
開催場所
大津ユナイテッドシネマ
滋賀県大津合同庁舎　7-A会議室

滋賀県庁新館7階大会議室

出席者
図書等審査部会　委員5名(2名欠席)
幹事2名　　事務局4名

図書等審査部会　委員5名(2名欠席)
幹事2名　　事務局4名

議題 ・興行(映画)の推奨について ・有害図書等の指定について

(報告事項)
・緊急指定分(有害図書等)の報告につい
て

・緊急指定分(有害図書等)の報告について
・平成21年度図書等取扱店舗県内一斉立入
調査結果の概要について

審議内容

・｢劔岳 点の記｣について、青少年の健全
な育成を図る上で有益な興行(映画)として
推奨することについて、異議なく承認され
た。

・図書類１点について、著しく青少年の犯罪又は
自殺を誘発するおそれのあるもの、図書類5点に
ついて、著しく青少年の性的感情を害するおそれ
のあるものとして、全て青少年に有害なものとして
異議なく承認された。

平成21年度滋賀県社会福祉審議会児童福祉専門分科会図書等審査部会議事要旨

開催日時
平成21年7月2日(木)
午後1時45分から午後5時30分まで

平成22年2月4日(木)
午前10時から午後0時まで



開催場所 滋賀県大津合同庁舎　7-A会議室 滋賀県庁本館　4-A会議室

出席者
図書等審査部会　委員6名(1名欠席)
幹事1名（1名欠席）　　事務局4名

図書等審査部会　委員7名
幹事1名（1名欠席）     事務局4名

議題 有害図書等の指定について 有害図書等の指定について

(報告事項) 緊急指定分(有害図書等)の報告について 緊急指定分（有害図書等）の報告について

審議内容

図書類6点について、全て「著しく青少年の性
的感情を刺激し、または粗暴性、残虐性を助
長するなど、その健全な育成を阻害するおそれ
のあるもの」として、異議なく承認された。

図書類1点について、「著しく青少年の粗暴性、残
虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそれ
のあるもの、また、著しく青少年の犯罪または自殺を
誘発するおそれのあるもの」、図書類4点について、
「著しく青少年の性的感情を刺激し、または粗暴
性、残虐性を助長するなど、その健全な育成を阻
害するおそれのあるもの」として、異議なく承認され
た。

開催日時
平成22年10月26日(火)
午後2時から午後4時まで

平成23年2月16日（水）
午前9時30分から午前11時30分まで

平成22年度滋賀県社会福祉審議会児童福祉専門分科会図書等審査部会議事要旨



開催場所 滋賀県庁本館　4-A会議室
滋賀県庁本館　４－Ａ会議室

大津アレックスシネマ

出席者
図書等審査部会　委員5名(1名欠席)

幹事2名　事務局4名
図書等審査部会　委員4名（2名欠席）
幹事1名（1名欠席）　事務局4名

議題 有害図書等の指定について 興行（映画）の推奨について

(報告事項) 緊急指定分（有害図書等）の報告について 緊急指定分（有害図書等）の報告について

審議内容

図書類5点について、「著しく青少年の粗暴性、残
虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそれ
のあるもの、また、著しく青少年の犯罪または自殺を
誘発するおそれのあるもの」、図書類2点について、
「著しく青少年の性的感情を刺激し、または粗暴
性、残虐性を助長するなど、その健全な育成を阻
害するおそれのあるもの」として、異議なく承認され
た。

映画「日本列島いきものたちの物語」について、青
少年の健全な育成を図る上で有益な興行（映画）
として推奨することを、異議なく承認された。

開催場所 滋賀県厚生会館別館４階大会議室

出席者
図書等審査部会　委員4名(2名欠席)
幹事1名(1名欠席)　事務局4名

議題 興行（映画）の推奨について

(報告事項) 緊急指定分（有害図書等）の報告について

審議内容
映画「HOME　愛しの座敷わらし」について、青少年
の健全な育成を図る上で有益な興行（映画）として
推奨することを、異議なく承認された。

平成23年度滋賀県社会福祉審議会児童福祉専門分科会図書等審査部会議事要旨

開催日時
平成24年3月14日(水)

午後1時30分から午後4時まで

開催日時
平成23年10月26日(水)
午後2時から午後4時まで

平成24年2月8日（水）
午後１時30分から午後5時まで



開催場所 滋賀県庁本館 ３－C会議室 滋賀県庁本館 ３－C会議室

出席者
図書等審査部会 委員5名(1名欠席)

幹事2名 事務局4名
図書等審査部会 委員5名(1名欠席)

幹事2名 事務局4名

議題 有害図書等の指定について 有害図書等の指定について

(報告事項) 緊急指定分（有害図書等）の報告について 緊急指定分（有害図書等）の報告について

審議内容

図書類1点について、「著しく青少年の犯罪または
自殺を誘発するおそれのあるもの」、図書類4点につ
いて、「著しく青少年の性的感情を刺激し、または
粗暴性、残虐性を助長するなど、その健全な育成
を阻害するおそれのあるもの」として、異議なく承認
された。

図書類3点について、「著しく青少年の性的感情を
刺激し、または粗暴性、残虐性を助長するなど、そ
の健全な育成を阻害するおそれのあるもの」として、
異議なく承認された。

開催日時
平成24年10月26日(金)
午後2時から午後4時まで

平成25年2月8日(金)
午後3時から午後4時15分まで

平成24年度滋賀県社会福祉審議会児童福祉専門分科会図書等審査部会議事要旨



開催場所 滋賀県庁北新館５－Ｄ会議室 滋賀県庁本館４－Ｂ会議室

出席者
図書等審査部会　委員6名
幹事2名　事務局4名

図書等審査部会　委員6名
幹事１名　事務局4名

議題 興行（映画）の推奨について 有害図書等の指定について

(報告事項) 緊急指定分（有害図書等）の報告について 緊急指定分（有害図書等）の報告について

審議内容

映画「キタキツネ物語－３５周年リニューアル版－」
について、青少年の健全な育成を図るうえで有益
な興行（映画）として推奨することを、異議なく承認
された。

図書類５点について、主に「著しく青少年の粗暴
性、残虐性を助長し、その健全な育成を阻害する
おそれのあるもの、また、著しく青少年の犯罪または
自殺を誘発するおそれのあるもの」として、異議なく
承認された。

開催日時
平成25年10月17日(木)

午後2時から午後4時45分まで
平成26年1月29日(水)

午後１時から午後２時45分まで

平成25年度滋賀県社会福祉審議会児童福祉専門分科会図書等審査部会議事要旨



開催場所 滋賀県庁本館４－Ａ会議室

出席者
図書等審査部会　委員4名

幹事2名　事務局3名

議題
有害図書等の指定について
興行（映画）の推奨について

(報告事項) 緊急指定分（有害図書等）の報告について

審議内容

   図書4点について、主に「著しく青少年の粗暴性、残
虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそれのある
もの、また、著しく青少年の犯罪または自殺を誘発するお
それのあるもの」として、異議なく承認された。
   映画「ぼくらは動物探検隊　富士サファリパークで大冒
険」について、青少年の健全な育成を図るうえで有益な
興行（映画）として推奨することを、異議なく承認された。

開催日時
平成26年10月2日(木)

午前9時30分から午後0時00分まで

平成26年度滋賀県社会福祉審議会児童福祉専門分科会図書等審査部会議事要旨



開催場所 滋賀県庁本館第３委員会室 滋賀県大津合同庁舎７－Ａ会議室

出席者
図書等審査部会　委員4名

幹事2名　事務局4名
図書等審査部会　委員5名

幹事2名　事務局4名

議題 興行（映画）の推奨について 有害図書等の指定について

(報告事項) 緊急指定分（有害図書等）の報告について 緊急指定分（有害図書等）の報告について

審議内容
  映画「ボーイ・ソプラノ　ただひとつの歌声」につい
て、青少年の健全な育成を図るうえで有益な興行
（映画）として推奨することを、異議なく承認された。

図書8点について、主に「著しく青少年の粗暴性、
残虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそ
れのあるもの、また、著しく青少年の犯罪または自殺
を誘発するおそれのあるもの」として、異議なく承認さ
れた。

開催日時
平成27年8月25日(火)

午後2時から午後4時30分まで
平成28年1月27日(水)

午前10時から午前11時30分まで

平成27年度滋賀県社会福祉審議会児童福祉専門分科会図書等審査部会議事要旨



開催場所 滋賀県大津合同庁舎７－Ａ会議室

出席者
図書等審査部会　委員５名
幹事２名　事務局４名

議題 有害図書等の指定について

(報告事項) 県民からの申出（有害看板）の受理について

審議内容

　図書１６点について、主に「著しく青少年の粗暴性、残
虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそれのある
もの、また、著しく青少年の犯罪または自殺を誘発するお
それのあるもの」として、異議なく承認された。

開催日時
平成28年11月30日(水)

午前10時から午後０時00分まで

平成28年度滋賀県社会福祉審議会児童福祉専門分科会図書等審査部会議事要旨



開催場所 滋賀県庁本館　第５委員会室 滋賀県大津合同庁舎７－Ａ会議室

出席者
図書等審査部会　委員６名
幹事２名　事務局３名

図書等審査部会　委員５名
幹事２名　事務局２名

議題 興行（映画）の推奨について 有害図書等の指定について

(報告事項) なし なし

審議内容

　映画「トリガール！」について、青少年の健全
な育成を図るうえで有益な興行（映画）として
推奨することを、異議なく承認された。

　図書17点について、「著しく青少年の性的感情を
刺激するもの、または粗暴性、残虐性を助長し、そ
の健全な育成を阻害するおそれのあるもの。著しく
青少年の犯罪または自殺を誘発するおそれのある
もの」として、異議なく承認された。

開催日時
平成29年６月７日(水)

午前９時30分から午後０時00分まで
平成30年３月２日（金）

午前10時00分から午後０時00分まで

平成29年度滋賀県社会福祉審議会児童福祉専門分科会図書等審査部会議事要旨



開催場所 滋賀県大津合同庁舎７－Ａ会議室

出席者
図書等審査部会　委員５名
幹事２名　事務局２名

議題 有害図書等の指定について

(報告事項) なし

審議内容

　図書10点について、「著しく青少年の性的感情を
刺激するもの、または粗暴性、残虐性を助長し、そ
の健全な育成を阻害するおそれのあるもの。著しく
青少年の犯罪または自殺を誘発するおそれのある
もの」として、異議なく承認された。

開催日時
平成31年１月23日(水)

午前10時00分から午後０時00分まで

平成30年度滋賀県社会福祉審議会児童福祉専門分科会図書等審査部会議事要旨


