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ジュビロ磐田の元サッカー選手 女子中学生の買春をあっせんか 千葉・船橋市
7/1(金) TBS NEWS DIG Powered by JNN

18 歳未満女性に淫行の疑い 広島県警福山東署、岡山市の大学生逮捕 7/6(水) 山陽新聞
未就学の女児へのわいせつ行為や裸の写真撮影の疑い 30 歳の男を逮捕 静岡・菊川警察署
7/7(木)

静岡朝日テレビ

スーパーの女子トイレで女子児童にわいせつな行為をしたとして 25 歳の男を逮捕 男は容疑
を認める【岡山市】 7/11(月) ＲSK 山陽放送
「ちかん 許さない」トラにらむ 列車内などに啓発ポスター 7/11(月) 熊本日日新聞
甘い言葉を伝え続け…１０代女性をわいせつ目的で誘拐した疑い 大阪に住む２４歳男を逮捕
【新潟市】 7/11(月) NST 新潟総合テレビ
放課後デイサービスの送迎で女児にわいせつか 29 歳の男逮捕 7/11(月)ｔｖｋニュース
知的障害の女子児童にわいせつ 元職員「誰にも言わないで」7/12(火)FNN プライムオンライン
素人女性たちがアダルト副業で稼ぐリスク。素顔をマスクで隠していても…7/12(火)週刊 SPA
当時 5 歳の女の子のみだらな姿を「動画で撮るように」母親をそそのかした疑い 34 歳男を逮
捕 「動画と下着を購入した」 7/13(水) CBC テレビ
３４歳大学生の男、女子中高生のわいせつ動画を大量所持…９都府県の計２６人に関与か
7/14(木) 読売新聞

アダルトＤＶＤ４６００枚押収 違法コピーのＤＶＤ販売目的で所持か 容疑で男女３人逮捕
7/14(木) ABC テレビ

10 代男児にわいせつ行為、撮影データ保存 容疑で佐世保市の男再逮捕 伊万里署
7/15(金) 佐賀新聞

「子どもが怯える姿に性的興奮」 喫茶店経営の３１歳男逮捕 ９歳男児を脅してキスやハグ
した疑い 7/15(金) ＡＢＣニュース
１０代少女をわいせつ目的誘拐か 男を逮捕 7/16(土) YBS 山梨放送
【６８万件のわいせつ画像も】「児童ポルノ愛好家で年少者に興味」教え子の女子児童の洗濯
ネット盗む ３７歳小学校教諭を逮捕 7/20(水)STV ニュース北海道
高３女子に淫行させた疑い 風俗店経営者ら４人逮捕 警視庁 7/22(金) 産経新聞
女児を全裸にして撮影、容疑の病院職員逮捕 大阪府警 7/22(金) 産経新聞
17 歳女子高生働かせ リフレ店経営者ら逮捕 7/22(金) FNN プライムオンライン
「その性欲、ぼくが満たしてあげるね」。わいせつ目的で少女を誘拐 群馬県警が容疑の 22
歳男を逮捕 7/26(火) 上毛新聞
「制服姿が好きで」女子中高生 26 人に児童買春 容疑者は 34 歳大学生 PC パスワード言わ
ず 大量“動画”の中身に驚き 7/26(火) FNN プライムオンライン
「小学生なら捕まらない」女児狙いわいせつ行為 容疑で男子高校生を再逮捕
7/26(火)産経新聞

「性的欲求を満たすために…」幼児へのわいせつ行為を動画に保存 元保育士の男を逮捕（島
根県松江市） 7/26(火) 山陰中央テレビ
当時 14 歳少女の裸を撮影「児童ポルノ製造」27 歳男性教諭と「児童買春」26 歳男性教諭を懲
戒免職 岐阜県内の小学校 7/26(火) CBC テレビ
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アダルト動画自ら撮影・投稿 公然わいせつ容疑で「RYO＆YUU」逮捕 7/4(月) 毎日新聞
SNS で知り合った女子中学生の裸撮影 わいせつ行為 岡山中央署、容疑で男逮捕
7/5(火)山陽新聞

無修正わいせつ画像、面識ない女性の…なぜか持っていた男、ＨＰに公開して逮捕 顔写真も
見られる状態に 7/13(水) 埼玉新聞
愛知の紅葉名所で“全裸”カップル 公然わいせつ罪で“起訴”され裁判へ…「性的行為の動
画がネット配信」サイト見た男性が通報し発覚 7/22(金) CBC テレビ
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「裸をネットにばらまく」SNS 使ったストーカーや性被害、京都で対応議論 7/1(金)京都新聞
AI が自動で削除…わいせつ画像を撮影すると保護者に警告送信するアプリ 開発中の愛知県警
へ学生がアイデア 7/1(金) 東海テレビ
SNS での出会いに注意 子どもをネット犯罪から守るために親がすべきこと
7/26(火) ITmedia Mobile

有害図書指定
岐阜県県

令和 4 年 6 月 29 日告示

㈱楽楽出版

暴れ武蔵

㈱竹書房

月刊劇漫スペシャル

㈱大洋図書

劇画シークレット
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東京都 令和 4 年 4 月 15 日告示
Charles Comics No.205 主任のｴﾛさ、ｺﾝﾌﾟﾗ違反です

株式会社英和出版社

東京都 令和 4 年 5 月 20 日告示
DAISY COMICS こんな S 彼に抱かせたい BL

株式会社ﾒﾃﾞｨｱｿﾌﾄ

東京都 令和 4 年 6 月 17 日告示
株式会社海王社

GUSH COMICS ｴﾘｰﾄﾓﾃﾞﾙは発情した

㈱ﾒﾃﾞｨｱｿﾌﾄ

Charles Comics No.211 ﾄﾛける快感ｿｸ堕ち悪魔

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 8 月 18 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
【夏休み中の事故防止】
夏休みに入ると、子供の非行や事故が増えます。親や大人たちがきちんと見守ってあげる必要があ
ります。水難・交通事故、インターネットを通じての性的被害、いじめ、薬物乱用、万引きなど、さ
まざまな犯罪や事故が発生します。特にＳＮＡ協会では会員の皆様へお願いすることは、図書やＤＶ
Ｄの有害図書・ソフトの区分陳列と青少年への販売・貸し付けをしない事等、対策を徹底するようお
願い申し上げます。

