
行 政 関 係 

虐待防止に向けた新総合対策 政府の関係閣僚会議が決定 

藤井 孝良（教育新聞記者）9月 6日 教育新聞 こども家庭庁 児童虐待 

事 件 事 故 関 係 

マッチングアプリで知り合った16歳女子高校生に２万円渡しわいせつ行為…45歳会社員

を逮捕「若い女の子が好きだった」 9/1(木) 北海道放送 

少女をわいせつ目的で誘拐か 47歳の男を起訴 9/2(金) tvkニュース 

女児にわいせつ繰り返した保育士、名前や年齢言わせて撮影し「動画コレクション」 

9/6(火) 読売新聞 

「女の子に興味があった」中学2年の少年逮捕 西宮市の施設で女児(7)にわいせつ行為か

／兵庫県 9/6(火) サンテレビ 

「パパ活狩り」の少年らを強盗容疑で逮捕 女子高校生が誘い出し… 

9/8(木) 朝日新聞デジタル 

「娘が先生に触られた」親からの相談で発覚 勤務した小学校で女子児童に"わいせつな行

為” 講師の男逮捕 9/8(木) カンテレ 

映画オーディションでわいせつ行為 容疑の男、５回目逮捕 警視庁9/12(月) 産経新聞  

男性裸体の無修整写真集を販売 容疑の中国人「売り上げ1千万円」 

9/16(金) 朝日新聞デジタル 

 “悪質ベビーシッター”の情報を共有開始 専門家「排除するという意味でもすごく大事

なこと」 9/16(金) ABEMA TIMES  

「性的な癖自覚していた」小学校の女子児童へのわいせつ行為で起訴された支援学校講師

「懲戒免職処分」堺市 9/16(金)  MBSニュース 

男子高校生にわいせつ行為、撮影 大阪府警巡査を再逮捕 9/20(火) 産経新聞 

【障害者に性的暴行】障害施設の理事 障害があり抵抗できない10代後半の少女に性的暴

行を加えた疑いで逮捕 9/20(火)  熊本放送 
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12歳の男の子に漫画喫茶の個室でわいせつ行為か 学童保育所で指導員務める30歳男逮捕

「合っています」 9/20(火)  東海テレビ 

女子高生に「逃げても無駄だ、写真を拡散してもいい」…電車内で体触り追いかける 

9/23(金) 読売新聞 

教え子にわいせつ行為か 塾講師の男逮捕 9/23(金) All Nippon ewsNetwork(ANN) 

女子高生わいせつ疑い教諭書類送検【徳島】 9/23(金) JRT四国放送 

「いたずらされました」と１０代女性が届け出 飲食業の男を強制わいせつ疑いで逮捕 

9/24(土) 山陰中央新報  

高２女子にネットカフェでわいせつ行為、２８歳男逮捕…「行為はしたが１９歳と言って

いた」 9/29(木) 読売新聞  

イ ン タ ー ネ ッ ト 関 係 

増える子どものSNS性犯罪被害 「入り口」多様化、親が注意すべき点とは 

9/3(土)  京都新聞 

 話  題  

居場所ない若者集う「トー横」…パトロール強化も犯罪絶えず9/20(火)  産経新聞  

「しばらくはＡＶ新法を守らない」急拡大するアダルトビデオの個人撮影 被害対策進ま

ぬ背景に「自己責任」論も 9/22(木) 47NEWS 

「映画を止めるな！」自転車こぐ児童ら…後輪につながる発電機、エンド

ロールに無事到達 9 月 25 日（日）読売新聞 

⚫ 10月値上げラッシュ 6500 品目以上！家計への影響は？9月 28日 （水）NHK 

今月の有害図書指定一覧 

岐阜県 令和 4年 9月 告示 
㈱大洋図書 劇画シークレット vol.12 令和 4 年 9 月 20 日発行 

㈱竹書房 ﾊﾞﾝﾌﾞｰﾑｯｸ劇漫ﾃﾞﾗｯｸｽ Vol.34 令和 4 年 9 月 13 日発行 

㈱ぶんか社 RK COMICS 闇花お銀影始末 令和 4 年 9 月 10 日発行 

宮城県 令和 4年 9月 16 日告示 
株式会社秋田書店 恋愛ﾁｪﾘｰﾋﾟﾝｸ 2022 9 月号 

株式会社ﾒﾃﾞｨｱｿﾌﾄ ﾄﾞ S おばけが寝かせてくれない 

株式会社大洋図書 別冊ﾗｳﾞｧｰｽﾞ VOL.10 

株式会社一迅社 gateau 2022 10 

株式会社ぶんか社 無敵恋愛 S※girl 2022 10 

株式会社ｺｱﾏｶﾞｼﾞﾝ 実話 BUNKA ﾀﾌﾞｰ 10 月号 2022 

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


株式会社ぶんか社 COMIC お杏 

株式会社ぶんか社 漫画大激闘 Vol.19 

株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞｳﾙﾄﾗ VOL.21 

株式会社大洋図書 実話ﾅｯｸﾙｽﾞ GOLD ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ VOL.6 

東京都 令和 4年 9月 16 日 告示 
株式会社竹書房 BAMBOO COMICS REIJIN uno!ﾒｽｲｷ☆ﾒﾙﾄﾀﾞｳﾝ 

青森県 令和 4年 9月 21 日告示 
㈱集英社 終末のﾊｰﾚﾑ ⑭ 

㈱ﾏｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ 侯爵嫡男好色物語～異世界ﾊｰﾚﾑ英雄戦記～② 

㈱ﾘｲﾄﾞ社 ﾏｷﾞｰ’S 犬 Jr. 

㈱ｲﾝﾃﾙﾌｨﾝ 芸能お宝最新情報 BUZOOOOON!!!VOL.7 

㈱ｲﾝﾃﾙﾌｨﾝ 芸能 S 級お宝特ﾎｳ VIIIIIP!!!VOL.3 

協会からのお知らせ 

ひと言 

 【交通事故防止】 

 秋の全国交通安全運動が 9月 21日～30日まで実施 

  警察庁が 2017～21年の 5年間に全国で発生した交通事故を分析したところ、例年，日没時間

が急激に早まる秋口以降は，夕暮れ時や夜間に重大交通事故が多発しており，死亡事故の第１当

事者の多くは自動車で，歩行者の死亡事故の多くが道路横断中に発生しています。交通ルールを

守り、事故に遭わないよう気をつけましょう。交通事故は、事故を起こした方も事故を受けた方

も精神的、肉体的に大きな苦痛を味わうものです。 

 また、10月 11日（火）～10月 20日（木）までの間、全国地域安全運動が行われます。地域ぐ

るみで安全・安心に暮らせる地域社会づくりに協力しましょう。 

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 通常総会 10月 20日 午後４時００分～ 理事会  午後 4時３０分～ 通常総会  

場所～ 高円寺北区民集会所 第一集会室 

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

