
行 政 関 係 

成年年齢「18歳」への引き下げにあわせ、長崎県が少年保護育成条例の改正案示す 

8/4(木) テレビ長崎 

事 件 事 故 関 係 

女子高生が薬物中毒で死亡 向精神薬を渡した罪などに問われた男 執行猶予つきの有罪判決 

7/28(木)  関西テレビ 

警察からの任意聴取で発覚…“児童ポルノ動画”をスマホに保存 県職員の50代男性が停職2

カ月に 7/29(金)  石川テレビ  

知的障害の女児３人にわいせつ・盗撮か…支援施設元職員の男を再逮捕へ 

8/1(月) 読売新聞  

障がい者施設の元職員が女子中学生にわいせつな行為 8/1(月) テレビ番組 

小学生男子児童に強制わいせつの疑い 23歳の小学校教師逮捕「その通り、間違いありませ

ん」 8/1(月) テレビ大阪  

施設に通う女児にわいせつ行為、スマホで動画撮影…２９歳元職員が児童ポルノ製造 

8/2(火)  読売新聞  

女子中学生にわいせつ、自宅で連泊させた男逮捕 ＳＮＳで誘う 行方不明届あり保護、生徒

は家出していた 8/2(火)  埼玉新聞  

欲求を満たすため…」引率の修学旅行で女子児童を盗撮した教諭（27）など3人を懲戒免職 

広島 8/8(月)  中国放送 

「アイドルのチケット購入する代わりに“わいせつな動画”送って」と依頼 28歳男を再逮捕 

「モデルの仕事紹介する」と少女にみだらな行為の疑いも 8/8(月)  CBCテレビ 
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乱交パーティーで“児童買春”医師の男逮捕 僧侶ら 7 人も書類送検 

8/9(火)  日テレ NEWS 

１０代女性にわいせつ行為、深夜に帰宅中…会社員を逮捕 女性の関係者、すぐに通報「やっ

ていません」 8/11(木)  埼玉新聞  

「性的欲求のためにやったものです…」保育施設で女児の下半身を触った疑い 元保育士の男

を再逮捕 8/18(木) 山陰放送  

10代女性に声かけわいせつ行為 岡山西署、容疑で男逮捕 8/19(金)  山陽新聞  

家出した18歳未満の女子生徒をデリヘル嬢としてアパートに派遣 風俗店経営者を逮捕 

8/19(金)  熊本放送  

未成年に現金渡し“わいせつ”住職の男逮捕 SNSで知り合い犯行か 

8/23(火) 日テレニュース 

インスタで知り合った女子中学生２人に現金渡し車中でわいせつな行為…会社役員の48歳男

を逮捕 札幌市 8/25(木) 北海道放送  

１８歳未満と知りながら 女性にわいせつな写真や動画を送信させた中学校教師を懲戒免職処

分＜福島県＞ 8/26(金)  福島テレビ 

男児２０人にわいせつ、元シッターの男に懲役２０年 東京地裁判決 8/30(火) 産経新聞  

5歳女児に集合住宅でわいせつ行為か…ヤマダデンキ従業員の男逮捕 スマホには『犯行時撮

影の動画』や『他の女児のスカート内を撮影した複数の画像』 兵庫県警  

8/31(水) MBSニュース  

イ ン タ ー ネ ッ ト 関 係 

小５女児にわいせつ画像送らせ恐喝 容疑の１５歳少年逮捕 ＳＮＳ上のやりとりに強制わい

せつ容疑を初適用 8/1(月)  神奈川新聞  

SNSで「パパ活」相手募集した女子中学生2人への買春容疑で逮捕 

8/1(月) 朝日新聞デジタル  

店舗Wi-Fi侵入、わいせつ画像大量印刷 容疑で会社員書類送検 8/6(土) 毎日新聞  

女性との性行為の無修正動画をネットで販売 松山市の男を逮捕 「事件に関しては黙秘す

る」【警察】 8/9(火)  テレビ愛媛 

「自撮り写真」は要注意 子どもを“SNS被害”から守るには… Vtuber・AIを活用で産官

学が連携 8/11(木)  メ～テレ（名古屋テレビ） 

岐阜県警でインターネット・プロバイダ等の防犯連絡協議会総会開く 

8/19（金） 日刊警察 

女子中学生に自撮り裸画像送らせる 容疑で大阪市立中講師を逮捕 8/22(月) 産経新聞 

 話  題  

小学生 15 人が”ホンビノス貝”を通して東京湾の環境変化を学び、寿司職人

になりきって魚さばき＆寿司握りにチャレンジ！『日本さばける塾×銚子

丸』を開催しました！ 8 月 2 日（火）PR TIMES 

https://news.biglobe.ne.jp/provider/prt/


ミクシィ、会話 AI ロボット「Romi」用いた発達障がい児向けロボット療育を

支援 8 月 1 日（月）マイナビニュース  

児童や生徒と教師との「私的やりとり」禁止…置き去りにされる子供たちが心配【「表と裏」

の法律知識】 8/14(日)  週刊現代  

福島県三春町の小中校 8 校、1,334 人が児童・生徒向け「健康観察機能」を

導入 8 月 15 日（月）PR TIMES 

学校タブレット端末で「安心を」 児童生徒からの相談身近に 

8 月 26 日（金）毎日新聞 

有害図書指定一覧 

岩手県 令和 4年 7月 8日告示 
株式会社ダイアプレス 実録 joker 7 月号 

株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞ GOLD vol.26 

株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞｳﾙﾄﾗ vol.20 

株式会社鉄人社 裏モノ JAPAN 8 月号 

東京都 令和 4年 7月 15 日告示 
株式会社一迅社 gateau comics ちょっと聞いてよおにいさん 

東京都 令和 4年 8月 10 日告示 
㈱ふゅーじょんぷろだくと POE BACKS BABY COMICS いいなり催眠ﾗﾌﾞﾊﾒ 3P 

愛知県 令和 4年 7月 29 日告示 
株式会社ﾃﾞｰﾀﾊｳｽ 人殺し大百科 第 3 版 

株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽ 8・9 月合併号 

株式会社鉄人社 裏モノ JAPAN 8 月号 

栃木県 令和 4年 8月 9日告示 
株式会社三才ﾌﾞｯｸｽ アリエナイ理科ノ大事典Ⅱ 

株式会社三才ﾌﾞｯｸｽ 裏ﾏﾆｱｯｸｽ‐極太裏事典‐EX 

株式会社三才ﾌﾞｯｸｽ ラジオライフ７月号 

株式会社鉄人社 映画になった恐怖の実話 

株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞ 月刊 6・7 月合併号 

株式会社ﾃﾞｰﾀﾊｳｽ 人殺し大百科 第 3 版 

岡山県 令和 4年 7月 28 日告示 
日本ｼﾞｬｰﾅﾙ出版 週刊実話 ｻﾞ・ﾀﾌﾞｰ 8 月 5 日号 

https://news.biglobe.ne.jp/provider/mnn/
https://news.biglobe.ne.jp/provider/prt/
https://news.biglobe.ne.jp/provider/mai/


大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞ GOLD Vol.26 

インテルフィン 芸能お宝最新特報 BUZOOOOON!!! VOL.6 

楽楽出版 ｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞﾏｯｸｽ！2022 年 8 月号 

宙おおぞら出版 恋愛白書ﾊﾟｽﾃﾙ 2022 年 8 月号 

長崎県 令和 4年 8月 19 日告示 

大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞ GOLD Vol.27 

大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞｳﾙﾄﾗ Vol.20 

大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞ SPECIAL 2022 夏 

大洋図書 臨時増刊ﾗﾌﾞｧｰｽﾞ Vol．26 

ﾌﾞﾚｲﾝﾊｳｽ まさかの芸能界 SEXY ﾊﾌﾟﾆﾝｸﾞ総決算！ 

インテルフィン EX 特ダネ NG SHOT ㉙ 

インテルフィン 芸能お宝最新速報 BUZOOOOON!!!Vol.6 

インテルフィン 特ダネ TABOO! ㊴ 夏直前ﾎﾟﾛﾘ号 

秋田書店 恋愛 Love MAX 2022.８月号 

愛知県 令和 4年 8月 26 日告示 
株式会社鉄人社 裏モノ JAPAN 9 月号 

協会からのお知らせ 

ひと言 

 【災害への備えを万全に】 

 夏休みが終わり子供達は何かと問題意識をもっているところでしょう。大人は微妙な子供の変化

を見逃さず適切なアドバイスをしてあげるようにしたいですね。9月は災害の多い季節です。災害に

備えて日頃から備えておく必要があります。避難場所の把握、家族の連絡手段、水や食料の備蓄、ヘ

ルメット・防災頭巾・ラジオ・海中電灯の準備等、備えあれば憂いなしです。 

 9月 1日は防災の日です 

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 9月 15日 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 
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