
SNAニュース 311号  

 （令和3年12月27日発行） 

行  政  関  係  

児相職員の性加害防止へ 自治体が取るべき対策を探る 12月 13日（月）毎日新聞 

児童虐待での一時保護に司法審査案提出へ 厚労省、透明性を確保 12月 17日(金) 毎日新聞 

【独自】わいせつ教員復職を厳格化へ…免許再取得に更生証明提出、処分情報をデータベース

化 12月 19日(日) 読売新聞 

社説：教員の性暴力 法施行踏まえ防止策を 12月 24日(金) 京都新聞 

事 件 事 故 関 係 

違法わいせつ動画で 1億 8000 万円荒稼ぎ！「東大卒」研究員の“下劣”なハンドルネ

ーム 12月 1日（水） 週刊女性 PRIME 

少女に目隠しと手錠をして暴行 準強制性交等容疑で 50代 2人逮捕 

12月 06日（月） 毎日新聞 

少女漫画月刊「なかよし」連載原作担当が強制わいせつで有罪判決 連載終了  

12月 14日（火）日刊スポーツ 

講談社「なかよし」2作品の連載終了 原作者が女児へのわいせつ有罪 

12月 15日(水) 朝日新聞デジタル 

あの人の送迎イヤや」無言で胸触るしぐさ、母親はすぐに気付いた…男に懲役１０年判決 

12月 16日(木) 読売新聞 

被害者の両親が死刑求める 新潟市小２女児殺害控訴審が結審 12月 16日(木) BSN新潟放送 

１０代少女にわいせつか 静岡・専門学校の非常勤講師の男を再逮捕 現場周辺では同様の被

害相次ぐ 12月 16日(木) 静岡第一テレビ 

わいせつ動画で1億円稼ぎ…40歳の東大卒エリートはなぜ“孕ませマン”に変貌したのか 

12月 17日(金) 文春オンライン 

小学校長「手品を教える」と…女児の背後から手を取り胸触る、書類送検 

12月 18日(土) 読売新聞 

学童保育の補助員、路上で少女に強制わいせつ致傷か「胸はわしづかみしてない」  

12月 22日(水) 神戸新聞 

「架空のメイド喫茶」のアルバイト募集し面談と称しわいせつ 男を逮捕・起訴  

12月 22日(水) ABCテレビ 

電車内で女子高校生の尻を触った疑い 奈良県警の巡査部長を書類送検 

12月 24日(金) ABCテレビ 
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教諭が女子生徒にわいせつ 日帰り温泉…車中で耳たぶ触る 処分せず定年に 教育長「誤っ

た判断」 12月 24日(金) 長野放送 

同居する女児に強制わいせつ…"20代男性巡査長"を書類送検 「停職6か月」の懲戒処分が判

明 北海道警 12月 25日(土) 北海道文化放送 

女子生徒と私的に連絡、自宅近くに車止め体触る…前任校でもわいせつ行為の教員を免職 

12月 27日(月) 読売新聞 

 イ ン タ ー ネ ッ ト 関 係 

LINEで呼び出し女子生徒にわいせつ行為 公立中学校講師を免職「好意を持った」 12 月 23 日

(木) チバテレ（千葉テレビ放送） 

児童のわいせつな画像・動画をインターネットで販売  小浜の教諭を処分【福井】 12月

24日(金) 福井テレビ 

話  題 

児相職員の性加害防止へ自治体が取るべき対策を探る 12月 13日（月）毎日新聞 

捜査用似顔絵〝極意〟学ぶ 特徴を適度に誇張、聞き出す力も重要 熊本県警講習会、記者が体

験 12月 17日(金) 熊本日日新聞 

児童・生徒らへの性暴力等で教職員２００人処分 12月 21日(火) ＴＢＳニュース 

性交同意年齢「16歳に引き上げを」。性犯罪の刑法改正、法制審に人権NGOが求めたこと 

12月 24日(金) HUFFPOST 

児童養護施設「わいせつ職員」５年で４７人、被害に遭った子供は６９人…読売調査 12月 25

日(土) 読売指印分 

「注意すると逆に怒鳴られることも…」ネットにも拡散 ＣＡ盗撮被害に法律の壁 12月 26

日(日) 産経新聞 

有害図書指定 

岡山県 令和 3年 11月 2日告示 

大洋図書 実話ナックルズ ＧＯＬＤ Vol.22 

日本ジャーナル出版 週刊実話 ザー・タブー 11月 6 日号 

インテルフィン 芸能お宝最新特報 BUZOOOOON!!! VOL.2 

大洋図書 ラヴァーズ Vol．21 

宙おおぞら出版 恋愛白書パステル 2021 年 11 月号 
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宮城県 令和 3年 12月 17日告示 

(株)リフレ 月刊マガジンビーボーイ 2021 12 が散号 

ぶんか社 無敵恋愛 S*girl2022 1 月号 

ぶんか社 月間ほんとうに怖い童話 2022 年 1 月号 

(株)インテルフィン 特ダネＴＡＢＯＯ！収穫の秋号 35 

(株)ブレインハウス 芸能スキャンダル特ダネ大放出スペシャル 

(株)コアマガジン まんがあなたの知らないニッポン絶望社会 DX 

(株)インテルフィン 芸能お宝最新特報 BUZOOOOON！！！ＶＯＬ.３ 

(株)大洋図書 別冊ラヴァーズＶＯＬ.８ 

(株)大洋図書 実話ナックルズＳＰＥＣＩＡＬ 2021 冬 

(株)鉄人社 裏モノＪＡＰＡＮ 2022 1 

愛知県 令和 3年 12月 17日告示 

株式会社鉄人社 裏モノＪＡＰＡＮ 1 月号 

岐阜県 令和 3年 12月 調査  

（株）大洋図書 劇画エマニエル Vol.. 12 

（株）楽楽出版 RK COMICS 大江戸競艶伝 でっかい奴 

（株）楽楽出版 RK MOOK COMIC 必剣 VOL. 15 

（株）竹書房  バンブームック劇漫デラックス Vol.. 29 

協会からのお知らせ 

事務局の活用   

 セルメディアネットワーク協会事務局では警視庁ＯＢが会員の対応にあたっております。業務上

の相談や要望等お気軽にご相談ください。また、皆様からのご意見を多数お待ちしております。 

理事会の開催 

 理事会 1月 20日（木） 午後４時００分～ 事務局  

協会ホームページ 

 協会ホームページでは、会員店舗・有害図書指定等の情報を掲載しております。どうぞ活用して下

さい。 

会員募集 

 協会では、青少年健全育成のための活動を行っております。ご協力いただける会員を募集中です。

協会事務局までお問合せ下さい。 

 TEL 03-5327-4224 FAX 03-5327-4225 メールアドレス sna@sna-j.com 

mailto:メールアドレスsna@sna-j.com

