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第3節 子供・若者の被害防止・保護

1  児童虐待防止対策
（第1章第3節2「児童虐待防止対策強化プロジェクト」参照）

2  子供・若者の福祉を害する犯罪対策
⑴　子供・若者の福祉を害する犯罪対策
ア　取締り（警察庁，法務省）
「児童買春，児童ポルノに係る行為等の規制
及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」（平
11法52。平成26年6月一部改正。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」違反といった福祉犯は，被害者
の心身に有害な影響を及ぼし，その健全な育成
を著しく阻害する。
警察は，積極的な取締りと被害者の発見保護

に努めている。平成27（2015）年の福祉犯の
検挙人員は，6,919人で，前年に比べ218人（0.3％）減少した（第3-37図）。このうち，暴力団な
どの関係者の検挙人員は257人で，福祉犯における検挙人員の3.7％を占めている（第3-38表）。
検察は，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。

 第3-38表  福祉犯の検挙人員と暴力団の関与（平成27年）

計 風営適
正化法

売春
防止法

児童
福祉法

児童買春・
児童ポルノ
禁止法

労働
基準法

職業
安定法

毒物及び
劇物
取締法

覚せい剤
取締法

大麻
取締法

青少年
保護育成
条例

その他

福祉犯の検挙人員数（A）（人） 6,919 416 36 400 2,113 91 29 1 55 23 2,230 1,525 

暴力団等関係者（B）（人） 257 62 3 95 16 13 9 28 1 26 4 

関与率（B/A)（％） 3.7 14.9 8.3 23.8 0.8 14.3 31.0 0.0 50.9 4.3 1.2 0.3 

暴力団等関係者の構成比（％） 100.0 24.1 1.2 37.0 6.2 5.1 3.5 0.0 10.9 0.4 10.1 1.6 

（出典）警察庁「児童虐待及び福祉犯の検挙状況等」

 第3-37図  福祉犯の検挙人員（法令別 平成27年）

青少年保護
育成条例
32.2％

児童買春・児童ポルノ
禁止法
30.5％

風営適正化法
6.0％

児童福祉法
5.8％

その他
22.1％

計
6,919 人

労働基準法 1.3％

職業安定法 0.4％

覚せい剤取締法
0.8％

売春防止法 0.5％

大麻取締法 0.3％

（出典）警察庁「児童虐待及び福祉犯の検挙状況」
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第3章 困難を有する子供・若者やその家族の支援    第3節 子供・若者の被害防止・保護

イ　児童買春・児童ポルノ問題（内閣府，警察庁，総務省，法務省）
◇福祉犯の被害者となった20歳未満の者は，このところ減少している。
◇全体として児童買春事犯の被害者が減少傾向にある一方，児童ポルノ事犯の被害者は増加傾向にある。

 第3-39図  福祉犯の被害にあった20歳未満の者

（1）福祉犯全体 （2）児童買春事犯

（3）児童ポルノ事犯
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（出典）警察庁「少年の補導及び保護の概況」「児童虐待及び福祉犯の検挙状況等」
（注）児童ポルノ事犯については，各年に新たに特定された被害児童数を計上。これ以外に，被害児童を特定できない画像について年齢鑑定を実施して立件する場合もある。

児童買春や児童ポルノは，子供の性的な搾取・虐待であり，子供の権利を踏みにじる断じて許しが
たいものである。児童ポルノがいったんインターネット上に流出すれば，その回収は事実上不可能で
あり，被害を受けた子供の苦しみは将来にわたって続くことになる。平成26（2014）年6月，「児
童買春・児童ポルノ禁止法」が一部改正され，自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ又はそ
の電磁的記録を所持，保管する行為や，ひそかに児童の姿態を描写することにより児童ポルノを製造
する行為を処罰する罰則が新設された。この法律は，平成26年7月から施行され，自己の性的好奇
心を満たす目的での所持・保管罪については，平成27（2015）年7月から適用が開始された。
政府では，児童ポルノの蔓延・氾濫を食い止め，排除を進めていくため，平成25（2013）年5月

に策定された「第二次児童ポルノ排除総合対策」に基づき，関係府省が連携して，児童ポルノ排除対
策を推進している。さらに，児童買春，児童ポルノの製造等の児童の性的搾取等の撲滅と被害児童の
権利の擁護に総力を挙げて取り組むため，「児童の性的搾取等に係る対策に関する業務の基本方針に
ついて」（平成28年3月29日）を閣議決定し，平成28（2016）年4月以降，国家公安委員会が児童
の性的搾取等に係る対策の総合調整等をつかさどることとした。また，犯罪対策閣僚会議の下に「児
童の性的搾取に係る対策に関する関係府省庁連絡会議」（議長：国家公安委員長）を設置して，児童
の性的搾取等を撲滅するための総合的な対策の検討を進めることとした。
内閣府は，平成27（2015）年11月，関係団体などで構成する第6回「児童ポルノ排除対策推進
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協議会総会」（会長：内閣府副大臣）を開催した。また，公開シンポジウムにより児童ポルノ根絶に
向けた国民運動の輪が更に広がるよう呼び掛けを行っている。平成27年度の公開シンポジウムでは，
「国際人権課題としての児童ポルノ～国際社会の取組み～」についての基調講演が行われたほか，医
師やインターネット関係団体等によるパネルディスカッションが行われた（第3-40図）。

 第3-40図  児童ポルノ排除対策に関する協議会・シンポジウム

（1）児童ポルノ排除対策推進協議会総会 （2）児童ポルノ排除対策公開シンポジウム

（出典）内閣府資料

警察は，児童ポルノをめぐる情勢が深刻な状態にあることから，「児童買春・児童ポルノ禁止法」
による積極的な取締りなどを行っている。平成27年には，1,938件，1,483人を検挙した。また，
児童を組織的に支配し，出会い系サイトなどを利用して児童買春の周旋を行う事犯や，少年の性を売
り物とする形態の営業に従事させる事犯など，児童の心身に有害な影響を与える事犯が発生している
ことから，その実態把握の推進と情報の分析，積極的な取締りや，有害業務に従事する児童の補導と
被害児童の立ち直り支援などを推進している。
なお，児童ポルノの流通・閲覧を防止するため，インターネット・サービス・プロバイダなどの関

連事業者によるブロッキングが実施されている。

いわゆる「JKビジネス」とは，法律上の定義はなされていないが，少年の性を売り物とす
る営業であり，例えば，リフレと呼ばれるマッサージや添い寝等をさせる営業，ガールズ居酒
屋と呼ばれる女子従業員に水着等を着用させて接客をさせる営業形態などがあるとされ，近
年，大都市圏を中心に出現している。これらの営業に従事することにより児童買春等の被害者
となる場合があるなど，少年の保護と健全育成の観点から憂慮されることから，警察において
はこれらの営業において稼働している少年に対する補導を行うとともに，労働基準法や児童福
祉法等の各種法令を適用して取締りを行ってきた。
愛知県においては，県内の実情に即してさらに適切に対処するために，平成27（2015）

年に「青少年保護育成条例」を改正し，全国で初めて，関連する営業形態を包括的に規制する
こととした。改正後の条例においては，水着や下着姿等でサービスを提供するなどの営業を

「JKビジネス」から青少年を守れ！NO.10COLUMN
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