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資料：警察庁調べ

未成年者
喫煙禁止法
1,178人
（15.3％）

未成年者
喫煙禁止法
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（15.3％）

未成年者
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570人(7.4％）
風営適正化法
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児童福祉法
389人(5.1％）
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青少年保護育成条例
2,993人
（38.9％）

青少年保護育成条例
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出会い系サイト規制法
402人(5.2％）
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未成年者飲酒禁止法
182人(2.4％）

未成年者飲酒禁止法
182人(2.4％）

未成年者飲酒禁止法
182人(2.4％）

その他
64人(0.8％）
その他

64人(0.8％）
その他

64人(0.8％）

児童買春・
児童ポルノ禁止法

1,627人
（21.1％）

児童買春・
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児童買春・
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1,627人
（21.1％）

職業安定法
30人(0.4％）
職業安定法
30人(0.4％）
職業安定法
30人(0.4％）

労働基準法
51人(0.7％）
労働基準法
51人(0.7％）
労働基準法
51人(0.7％）毒物及び劇物取締法

66人(0.9％）
毒物及び劇物取締法
66人(0.9％）

毒物及び劇物取締法
66人(0.9％）

覚せい剤取締法
113人(1.5％）
覚せい剤取締法
113人(1.5％）
覚せい剤取締法
113人(1.5％）

計
7,697人
（100％）

いの禁止等
③ 届出，通告があった場合の調査等の都道
府県が講じるべき措置

等を規定しており，また，「被措置児童等虐
待に関するガイドライン」を作成して，被措
置児童等虐待防止等のための対応を行ってい
るところである。

３ 子ども・若者の福祉を害する犯罪対策
⑴ 取締り等（警察庁，法務省）

「児童買春，児童ポルノに係る行為等の処
罰及び児童の保護等に関する法律」（平１１法
５２。以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」と
いう。）違反や「児童福祉法」違反等の福祉
犯は，少年の心身に有害な影響を及ぼし，健
全な育成を著しく阻害することから，警察で
は，その積極的な取締りと被害少年の発見保
護に努めている。
検察庁においては，「児童福祉法」違反事

件，「児童買春・児童ポルノ禁止法」違反事
件等，青少年の福祉を害する犯罪に対して
は，積極的に関係法令を適用し，厳正な科刑
の実現に努めている。
ア 福祉犯の検挙状況（警察庁）

平成２２年の福祉犯の検挙人員は，７６９７人
で，前年に比べ３０３人（４．１％）増加した（第
２―３―４図）。このうち，暴力団等関係者の検
挙人員は，３７９人で，福祉犯における検挙
人員の４．９％を占めている（第２―３―２表）。

イ 児童買春・児童ポルノ問題（内閣府，警
察庁，総務省，経済産業省）
政府では，「児童ポルノ排除総合対策」

（平成２２年７月）に基づき，関係省庁が連
携して，児童ポルノ排除対策を推進してい
る。
内閣府では，平成２２年１１月，関係団体等

で構成する第１回「児童ポルノ排除対策推
進協議会」（会長：内閣府副大臣）を開催
するとともに，公開シンポジウムを行っ
た。
児童買春や児童ポルノは，児童の権利や

少年の健やかな育成を著しく阻害するもの
であり，国際的にも問題となっている。特
に，児童ポルノ事件の検挙件数や被害児童
数は大幅な増加傾向にあることから，「児
童買春・児童ポルノ禁止法」による積極的
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福祉犯の検挙人員数（Ａ）（人） ７，６９７ ３８９ ３２ ３０ ５１ ５７０ ６６ １１３ ２，９９３ １，６２７ １，８２６

うち暴力団等関係者（Ｂ）（人） ３７９ ８６ １０ ６ １ ６３ ８ ５３ ８１ ４８ ２３

関与率（Ｂ／Ａ）（％） ４．９ ２２．１ ３１．３ ２０．０ ２．０ １１．１ １２．１ ４６．９ ２．７ ３．０ １．３

法令別の構成比 １００．０ ２２．７ ２．６ １．６ ０．３ １６．６ ２．１ １４．０ ２１．４ １２．７ ６．１

第２―３―４図 福祉犯の法令別検挙人員（平成２２年）

第２―３―２表 福祉犯の法令別暴力団等関係者の関与状況（平成２２年）

資料：警察庁調べ
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な取締りに努めており，平成２２年中は，
２２９６件，１６２７人を検挙している。
また，平成２３年度から，児童ポルノを流

通・閲覧防止するため，インターネット・
サービス・プロバイダ等の関連事業者によ
り，ブロッキングが実施されている。
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児童ポルノは，児童の権利を著しく踏みにじり，その画像が一旦インターネット上に流出すると回
収することは事実上不可能で，被害を受けた児童の苦しみは将来に渡って続くことになります。この
ような児童ポルノを排除していく気運を盛り上げるため，平成２２年１１月，末松内閣府副大臣が会長を
務め，関係府省庁，教育関係団体，医療福祉関係団体，事業者団体，NPO等で構成する「児童ポル
ノ排除対策推進協議会」（以下，「協議会」という。）が設立されました。
協議会終了後に開催された公開シンポジウムには約１３０人が参加し，（財）日本ユニセフ協会東郷副
会長の基調講演をはじめ，異なる立場で児童ポルノ問題に向き合う識者の方々によるパネルディス
カッションが行われました。

１ グローバル社会の一員として
「児童ポルノ排除の必要性とグローバル社会」と題して行われた（財）日本ユニセフ協会東郷副会

長の基調講演では，インターネットの飛躍的な技術の進歩は，私たちにかつてない便利で豊かな生活
をもたらした反面，子どもたちの間に携帯電話等が日常化していく中で，大人の甘い言葉に乗せられ
インターネットで流した自分の恥ずべき画像が共有ソフトに載せられた瞬間に，国内のみならず世界
中の不特定多数の人々の視線を浴びることになるといった問題を引き起こしていることから，イン
ターネットがグローバル社会そのものであるという認識を広めていく努力をしていかなければならな
いとの指摘がありました。

２ 児童ポルノ問題根絶に向けて
パネルディスカッションでは，「児童ポルノ問題の根絶に向けて」というテーマで，（財）日本ユニ
セフ協会，大阪府寝屋川市教育委員会，（財）インターネット協会，（社）日本インターネットプロバ
イダー協会，警察庁，法人ポラリスプロジェクトジャパンに所属する６名の識者による熱い討議が繰
り広げられました。
その中で，児童ポルノ事犯摘発件数の増加，被害児童の低年齢化等の深刻な状況や，インターネッ

トブロッキングへの取組等，子ども自らが撮ったわいせつ画像が電子マネーを使って売買されている
「リク写（リクエスト写メール）」問題等，それぞれの立場で児童ポルノ問題をとらえた意見が交わ
され，改めて児童ポルノ問題の根の深さを認識させられることとなりました。

３ 児童ポルノ問題の本質
児童ポルノ問題を理解していく上では，児童ポ

ルノが大人のポルノの延長線上にあるものではな
く，子どもたちの虐待画像であるという児童ポル
ノの本質を理解していくことが大切です。児童ポ
ルノ問題をなくしていくためにも，協議会のス
ローガンである「児童ポルノは絶対に許されな
い！」という言葉を，広く国民の皆様に理解して
いただけるよう，今後とも様々な形で啓発を進め
てまいります。

児童ポルノ問題の根絶を目指し公開シンポジウムを開催
内 閣 府5

パネルディスカッションの状況
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ウ 「出会い系サイト」等問題（警察庁）
警察では，「出会い系サイト」の利用に

起因する事犯について，平成２２年中は，
「児童買春・児童ポルノ禁止法」違反事件
２８２件，青少年保護育成条例違反５３件を検
挙している。また，出会い系サイト以外の
コミュニティサイトを利用して児童が犯罪
被害に遭った事犯について，平成２２年中
は，「児童買春・児童ポルノ禁止法」違反
５７４件を検挙している。
さらに，平成２２年中，「インターネット

異性紹介事業を利用して児童を誘引する行
為の規制等に関する法律」（平１５法８３）違
反で４１２件を検挙している。

⑵ 人身取引対策（内閣官房，内閣府，警察庁，
法務省，外務省，文部科学省，厚生労働省，
国土交通省）
人身取引は，重大な人権侵害であり，被害

者となった女性や児童に深刻な肉体的・精神
的な影響を与え，その被害の回復が非常に困
難であることから，人道的な観点からも，迅
速・的確な取組が必要とされている。
このような認識の下，政府は，平成１６年４

月に，内閣官房副長官補を議長とする「人身
取引対策に関する関係省庁連絡会議」を設置
し，同年１２月に，「人身取引対策行動計画」
を取りまとめ，人身取引の防止・撲滅及び被
害者保護の観点から，包括的・総合的な対策
を推進してきた。
その結果，人身取引事犯の認知件数が減少

するなど，各種対策は大きな成果を上げたと
ころであるが，近年，人身取引の手口はより
巧妙化・潜在化してきているとの指摘に加
え，我が国の人身取引対策に対する国際社会
の関心も高く，より幅広い対策の推進を求め
る様々な指摘がなされている。
こうした情勢を踏まえ，人身取引対策に係

る懸案に適切に対処し，政府一体となった対
策を引き続き推進していくため，平成２１年１２

月に，「犯罪対策閣僚会議」※２５において「人
身取引対策行動計画２００９」を策定した。
政府では，外国の関係機関，国際機関及び

NGOとの協力を強化して，人身取引の防止
を図るとともに，潜在化している可能性のあ
る人身取引事案をより積極的に把握し，その
撲滅と被害者の適切な保護を推進している。

４ その他の犯罪対策
⑴ 子どもを犯罪から守るための取組（内閣官
房，内閣府，警察庁，総務省，法務省，文部
科学省，厚生労働省，農林水産省，経済産業
省，国土交通省）
政府は，子どもを対象とした殺人，暴行・

傷害，性犯罪，略取誘拐等の犯罪が多数発生
し，国民に強い不安を与えていたことを受
け，平成１７年１２月に，内閣官房副長官補を議
長とする「犯罪から子供を守るための対策に
関する関係省庁連絡会議」を設置し，全通学
路の緊急安全点検や路線バスを活用した通学
時の安全確保等の緊急対策６項目を含む「犯
罪から子どもを守るための対策」を取りまと
め，同月，全閣僚を構成員とする「犯罪対策
閣僚会議」に報告した。
この対策については，平成１８年以降，毎年

１２月，関係省庁連絡会議において，主要な成
果を取りまとめるとともに，策定後の犯罪情
勢や関係機関における取組の状況等を踏まえ
改定を行っている。
警察庁では，子どもの犯罪被害等を防止す

るため，平成１７年６月から，法務省から子ど
もを対象とした暴力的な性犯罪に係る受刑者
の出所情報の提供を受け，出所者の更生や社
会復帰を妨げないように配慮しつつ，犯罪の
予防や捜査の迅速化等への活用を図ってきた
ところであるが，制度開始後５年が経過し，
対象となった者の状況を調査したところ，所
在不明になる者や性的犯罪で再検挙される者
が相当数にのぼることが判明したため，制度

※２５ 「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」は，平成２１年１２月に，全閣僚を構成員とする「犯罪対策閣僚会議」の下に位置付けられた。


