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行
政
関
係
虐待保護に司法審査 改正児童福祉法が成立 6 月 8 日（水） 時事通信
アダルトビデオ出演強要 被害防止法 参院本会議で可決・成立
6 月 15 日

18 歳 成人年齢引き下げ

NHK

事 件 事 故 関 係
合宿中に 13 歳の男の子にわいせつ行為をした疑い 軟式野球の元コーチの男を逮捕 愛知
6/1(水)
名古屋テレビ
女子中学生を車で連れ去りわいせつか 30 歳の男逮捕 6/1(水)
テレビ神奈川
【独自】11 歳男児にわいせつ容疑男…背景にショタコングループか 動画を複数人と共有
6/2(木) MBS ニュース
知的障害ある 10 代女性にわいせつ行為の疑い 福祉施設の職員を逮捕 携帯に犯行画像を保
存 6/2(木) 関西テレビ
女子高生にわいせつ行為の疑い カメラマンを逮捕 「無料で撮影モデルをしてみないか」と
SNS で誘い出し 6/2(木) 関西テレビ
宮城県青少年保護条例違反の疑い 大阪府の教職員の男を逮捕 6/2(木) khb 東日本放送
女子高生薬物中毒死で被告の女「多量摂取では死なないと思っていた」初公判で起訴内容認め
る 6/2(木) 京都新聞
“YouTube でも活動”俳優の男を逮捕 帰宅途中の女児にわいせつ未遂疑い 下半身露出も
6/3(金)
TBS NEWS DIG Powered by JNN
4 歳の女の子に…強制わいせつの疑いで諫早市の准看護師の男を逮捕 6/4(土) テレビ長崎

約７８万枚を押収 違法アダルトＤＶＤ販売容疑 ５店舗捜索１７人逮捕 大阪
6/6(月) ABC テレビ
元警察官が女子高生にわいせつ疑い ｅスポーツ講師 6/6(月) 産経新聞
帰宅途中の女子中高生を狙う 自転車で背後から近づき…わいせつな行為をした疑い 18 歳
少年を逮捕 6/6(月) 関西テレビ
オーディションでわいせつ行為 容疑で５３歳男を再逮捕へ 6/9(木) 産経新聞
愛の証しで済まない動画撮影 児童ポルノ法違反容疑で高校生逮捕 6/10(金) 毎日新聞
「乱交パーティー」主催か、自称自衛官ら逮捕 公然わいせつ幇助容疑
6/13(月) 朝日新聞デジタル
わいせつパーティに参加させた疑い 主催者と客の中学校教員ら男 9 人逮捕
6/16(木) ＴＢＳニュース
面識のない 10 代女性にわいせつ行為か 72 歳の男を強制わいせつの容疑で逮捕 防犯カメラ
の捜査などから浮上 浜松市 6/20(月)
静岡朝日テレビ
8 歳女児を裸にしてわいせつ行為…現役慶応大生の「悪辣手口」6/21(火) FRIDAY デジタル
１０代少年の体を触ったり裸を撮影 強制わいせつなどの疑い 元スポーツクラブ社員を逮捕
〈宮城〉 6/21(火) 仙台放送
乱交パーティ、連続摘発の裏で「ハプニングバーvs 個人主催者」の密告合戦
6/27(月)
週刊ポスト
公園で遊んでいた女児を誘拐、自宅でわいせつな行為…77 歳の男逮捕「飲食をさせただけ
だ」 札幌市南区 6/28(火) HBC 北海道放送
売上約 1 億 2 千万円か…無修正のわいせつ DVD を販売目的で所持した疑い 自称ガールズバー
従業員ら 2 人逮捕 6/29(水) 東海テレビ
小４女児に触り、スマホ奪った疑い ３０分後に逮捕された男「覚えていない」
6/29(水) 神奈川新聞
路上で 10 代女性の体を触るなどしたか 34 歳の自衛官の男を強制わいせつの疑いで逮捕
6/30(木) CBC テレビ
イ ン タ ー ネ ッ ト 関 係
フォロワー少女にわいせつ行為 “人気 TikToker”男 2 人逮捕 「ドン横の王」名乗り動画
配信 6/6(月)
FNN プライムオンライン
オンラインゲームからの事件 モバプリの知っ得［182］6/19(日)
琉球新報
10 歳女児に裸画像を送らせた疑い 24 歳の男を逮捕「女の子に服脱ぐよう指示した」
6/28(火) 京都新聞
高１男子に自らのわいせつ画像撮影、送信させた疑い 神奈川県警、海自教官の男逮捕
6/29(水) 神奈川新聞
話
題
「まんだらけ」社長が書類送検 年 600 冊売った“ビニ本”の中身 6/3(金)文春オンライン

不審な声かけ、わいせつ事案…学校連絡網でメール配信 熊本県警 小中高など 355 校 18 万
人に 6/7(火)
熊本日日新聞
生安総務課の今井美智代警部補 事情に応じて相手に向き合う 6/13(月) 産経新聞
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愛知県 令和 4 年 6 月 17 日告示
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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 7 月 21 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

ひと言
【子供を見守る大人の責任】
7 月は、青少年の非行・被害防止強調月間です。
夏休みを控え、子供の事故や事件に巻き込まれる危険が増えると予想されます。そこで、子供を保
護する立場の大人がしっかりした計画を立て、事故や事件に遭わないように見守る体制を整えてお
く必要があります。また、インターネット犯罪にかかわってしまわないよう、スマホ管理については、
よく子供と話しあってルール作りなどをしておくと良いでしょう。

