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（令和4年4月1日発行）
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虐待一時保護に司法審査「児童福祉法改正案」閣議決定 3/4(金) 日テレ NEWS
AV 強要、18 歳成年守れ 立憲「出演取り消し権」維持へ議員立法
3/16（水）毎日新聞

18 歳・19 歳が正式に起訴されれば“実名報道”が可能に 改正少年法施行
4/1(金)ABMA TIMS
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酒に「レイプ・ドラッグ」混入、性被害後絶たず…泣き寝入り防ぐため毛髪鑑
定活用進む 2/28(月) 読売新聞
「娘が変な男に…」と通報あり発覚…下校中だった 6 歳女の子に集合住宅の階
段でわいせつ行為か 42 歳男逮捕 3/2(水) 東海テレビ
女子中学生にみだらな行為 神奈川県警、容疑の無職男を再逮捕 高校生にも現
金渡す約束しわいせつ行為か 3/4(金) 神奈川新聞
LINE で“助け”のメッセージ 女子中学生ホテルに…男逮捕 3/8(火) 日テレ NEWS
大阪・大麻などで『年間４１人の高校生摘発』で全国最多 児童ポルノの小学
生被害も増 3/10(木) MBS ニュース
AI 悪用で偽アダルト動画 販売なら懲役最大 7 年 改正案閣議決定／台湾
3/10(木)

中央者フォーカス

わいせつ画像送らせ...社長逮捕 女子中学生に数万円渡す
3/11(金)FNN プライムオンライン

「下着はアウト。水着はセーフだと思った」わいせつ DVD 販売で男逮
捕 PC からは動画 700 点 3/19 ＴＢＳニュース
小 6 女児と女子中学生誘拐の被告に懲役 20 年 水戸地裁判決 3/22(火) 毎日新聞
女子高生を１か月間監禁、男に懲役１２年判決…地裁「まれに見るほど卑劣で
悪質」 3/23(水) 読売新聞
女子中学生の“わいせつ画像”送信か 男を逮捕 3/24(木) 日テレ NEWS
「魔が差した」女子中学生にわいせつ行為、その動画も撮影…ＳＮＳで知り合
った 40 歳、会社の車の中で犯行か 3/24(木) HBC 北海道放送
女子高生が被害、強制性交疑い男逮捕 わいせつな画像をネットで拡散と脅す
3/24(木) 京都新聞

徒歩の女児狙う強制わいせつ 兵庫・西宮で被害相次ぐ

3/26(土) 神戸新聞

コンビニ等で 50 回程盗撮か…女性のスカート内を動画撮影した疑いで逮捕 県
立学校の 43 歳講師が懲戒免職 3/26(土) 東海テレビ
登校中の少女触る…容疑の男逮捕 少女の叫び声で逃走、防犯カメラから浮上
面識なく黙秘／埼玉・武南署 3/30(水) 埼玉新聞
女子児童約 20 人が被害…胸や尻触られ、宿題忘れて頭に平手やげんこつも 小学
校の 46 歳男性教師が懲戒免職 3/30(水) 東海テレビ
学校で女子児童の裸撮影した３１歳男性教諭を懲戒免職に…今年１月に逮捕
大阪市 3/31(木) MBS ニュース
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SNS で知り合った女子高生に淫行の男逮捕「18 歳未満と知らなかった」 容疑
で岡山中央署、被害相談受け発覚 2/28(月) 山陽新聞
「５０人ぐらいやった」インスタ不正アクセス容疑で男逮捕 プロフから
3/7(月)MBC 南日本放送
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新宿歌舞伎町「トー横」補導１８０件、前年の３倍 警視庁 3/2(水)
少年刑法犯、過去最少の一方で大麻絡みは過去最多 SNS 影響
3/10(木)

産経新聞

テレビ朝日

自画撮りトラブル防止へ 教材で被害想像させ「断るスキル」学ぶ
3/13(日)

毎日新聞

相談しにくい“性の話”を抵抗なく…絵本で子どもに伝える「自分の身を守る
方法」 3/26(土) 日テレ NEWS

有害図書指定
青森県 令和 4 年 3 月 2 日指定
(株)インテルフィン

特ダネ TABOO！㊱ 2022 年新年発信号

(株)ブレインハウス

芸能美女ハプニング衝撃 SEXY 全放出！
神の手違いで死んだらチートガン積みで異世界に

(株)少年画報社

放り込まれました

(株)少年画報社

ナナの裏ドル活動

LINE Digital Ｆrontier(株)

鬼畜島 ⑱

第3巻

宮城県 令和 4 年 3 月 11 日指定

(株)秋水社

minisugar 2022 年 3 月号

(株)竹書房

麗人 3 月号

(株)インテルフィン

芸能お宝最新特報 BUZOOOOON!!! VOL.4

(株)大洋図書

臨時増刊ラヴァーズ

(株)インテルフィン

EX 特ダネ NG SHOT 第 26 号

(株)大洋図書

実話ナックルズ GOLD VOL.24

(株)コアマガジン

まんが 2022 年業界最初の悪特盛

(株)鉄人社

裏モノＪＡＰＡＮ

(株)データハウス

人殺し大百科第 3 版

2022
VOL．24

2022 4

岐阜県 令和 4 年 3 月調査
(株)一水社

いずみムック 249 漫画ロマン Vol.10

(株)楽楽出版

RK

MOOK 漫画大激闘 VOL.10

(株)楽楽出版

RK

MOOK COMIC 必剣 VOL.17

愛知県 令和 4 年 3 月 25 日告示
(株)大洋図書

実話ナックルズ 4・5 月併合

(株)鉄人社

裏モノ JAPAN

4 月号

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 4 月 21 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

