
1 児童虐待防止対策
⑴　児童虐待の現状（厚生労働省）
　児童虐待への対応については，平成12年11
月，「児童虐待の防止等に関する法律」（平12
法82）（以下，「児童虐待防止法」という。）
が施行されたが，その後，平成16年及び平成
19年には，児童虐待防止法及び児童福祉法の
改正が行われ，制度的な対応について充実が
図られてきたところである。しかしながら，
子どもの生命が奪われるなど重大な児童虐待
事件が後を絶たず，全国の児童相談所におけ
る児童虐待に関する相談対応件数も増加を続
け，平成22年度には児童虐待防止法制定直前
の約4.8倍に当たる５万6384件（東日本大震
災の影響により福島県を除いて集計した数
値）となるなど，依然として，社会全体で早
急に取り組むべき重要な課題となっている。
⑵ 　児童虐待防止対策の充実（警察庁，法務
省，文部科学省，厚生労働省）
　児童虐待は，子どもの心身の発達及び人格
の形成に重大な影響を与えるため，児童虐待
の防止に向け，虐待の「発生予防」から「早
期発見・早期対応」，さらには虐待を受けた
子どもの「保護・自立支援」に至るまでの切
れ目ない総合的な支援体制を整備し，充実し
ていくことが必要である。
　児童虐待については，その発生予防から虐
待を受けた子どもの自立に至るまで，切れ目
なく総合的に支援していくため，関係省庁が
連携して，施策の一層の充実を図っている。
○　発生予防
　 　厚生労働省では，発生予防に関しては，
生後４か月までの乳児がいるすべての家庭
を訪問し，子育て支援に関する情報提供や
養育環境等の把握，育児に関する不安や悩
みの相談等の援助を行う「乳児家庭全戸訪
問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」や，

養育支援が特に必要な家庭に対して，保健
師・助産師・保育士等が居宅を訪問し，養
育に関する相談に応じ，指導，助言等によ
り養育能力を向上させるための支援を行う
「養育支援訪問事業」，子育て中の親子が
相談・交流できる「地域子育て支援拠点事
業」の推進等，相談しやすい体制の整備等
を推進している。
　 　文部科学省では，保護者の子育て不安の
軽減や地域からの孤立の解消のため，地域
における就学時検診等の機会を活用した子
育て講座等の，家庭教育に関する学習機会
の提供や，家庭教育支援チームによる相談
対応等の取組を支援している。
○　早期発見・早期対応
　 　厚生労働省では，早期発見・早期対応に
関しては，虐待に関する通告の徹底，児童
相談所の体制強化のための児童福祉司の確
保，市町村の体制強化，専門性向上のため
の研修やノウハウの共有，「子どもを守る
地域ネットワーク（要保護児童対策地域協
議会）」の機能強化に向けた取組を推進し
ている。
　 　警察では，街頭補導，相談活動，通報，
事件捜査・調査等を通じて，児童虐待事案
の早期発見・被害児童の早期保護に努めて
いる。
○　人権擁護機関における相談
　 　法務省の人権擁護機関においても，被害
児童からの申告や人権相談のほか，近隣住
民等からの情報によって，児童虐待事案の
情報を得た場合は，児童相談所等と連携し，
被害児童の一時保護等適切な対応に努める
とともに，必要に応じて，加害者等に人権
尊重理念について理解を深めるような啓発
を行うこと等によって，被害児童の救済に
努めている。
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○　保護・支援
　 　厚生労働省では，保護・自立支援に関し
ては，児童養護施設等の小規模ケアの推進，
個別対応職員や家庭支援専門相談員の配置
等，ケア担当職員の質的・量的充実，里親
委託の推進，身元保証人を確保するための
事業など社会的養護の充実を推進している
（前述）。
　 　文部科学省においては，教育分野に関す
る知識に加えて，社会福祉等の専門的な知
識・技術を用いて，児童生徒が置かれた様々
な環境へ働き掛けたり，児童相談所等の関
係機関とのネットワークを活用して，問題
を抱える児童生徒に支援を行う専門家であ
るスクールソーシャルワーカーを配置する
ために必要な経費を支援している。
　 　平成22年度においては，厚生労働省と協
議の上，学校等と児童相談所等の相互の連
携を強化するため，学校等から児童相談所
等への児童の出欠状況等の定期的な情報提
供の実施方法等に関する指針を策定し，都
道府県・指定都市の教育委員会，福祉部門
等宛に通知し，同指針に基づく実施状況等
を検証を行い結果を公表するとともに，平
成23年度においては，これらの取組を踏ま
え，児童虐待の速やかな通告を一層推進す
るための留意事項を，都道府県等を通じて，
学校教育関係者に周知した。
　 　さらに，平成22年３月には，教育機関と
児童相談所等の連携を強化するため，虐待
が疑われる児童の出欠状況等について学校
等から市町村や児童相談所に定期的に情報
提供する指針を策定し，その周知を図ると
ともに，学校・教育委員会等に対し，児童
虐待の早期発見・早期対応，通告後の関係
機関との連携等を図る上での留意点につい
て，改めて周知を図った。
　 　警察では，警察官職務執行法に基づく犯
罪の制止，立入等の権限行使，厳正な捜査，
被害児童の支援，児童相談所の行う立入調
査等に対する援助要請への的確な対応等，

児童の安全の確認及び安全の確保を最優先
とした対応を行っている。
○　児童虐待による死亡事例等の検証
　 　児童虐待による死亡事例等について，平
成16年より，社会保障審議会児童部会の下
に設置されている「児童虐待等要保護事例
の検証に関する専門委員会」において分析，
検証し，事例から明らかになった問題点・
課題から具体的な対応策を提言として，毎
年とりまとめている。
○　親権に係る制度の見直し
　 　児童虐待の防止等を図り，児童の権利利
益を擁護する観点から，親権の停止制度を
新設し，法人又は複数の未成年後見人を選
任することができるようにするなどの措置
を講ずるための民法等の改正が行われると
ともに，里親委託中等の親権者等がいない
児童の親権を児童相談所長が行うこととす
ることや，児童の福祉のために施設長等が
とる監護等の措置について親権者等が不当
に妨げてはならないこととするなどの措置
を講ずるための児童福祉法の改正が行われ
た（平成24年４月から施行）。
⑶　関係省庁・機関との連携
ア 　児童虐待防止推進月間（内閣府，厚生
労働省）

　 　厚生労働省では，内閣府とともに，平成
16年から11月を「児童虐待防止推進月間」
と位置付け，児童虐待問題に対する社会的
関心の喚起を図るため，その期間中，関係
府省庁や地方公共団体，関係団体等と連携
した集中的な広報・啓発活動を実施してい
る。平成23年度においては，月間標語の公
募・決定，シンポジウムの開催（11月４日・
東京都世田谷区），広報用ポスター等の作
成，配布，政府広報を活用したイベントや，
テレビスポットCMやラジオ，新聞等によ
り児童相談所全国共通ダイヤルの周知徹底
を図るなどの広報・啓発等を実施した。ま
た，児童虐待防止の啓発を図ることを目的
に，民間団体（特定非営利活動法人児童虐
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待防止全国ネットワーク）が中心となって
実施している「オレンジリボンキャンペー
ン」について後援を行っている。
イ 　子ども・若者育成支援強調月間（内閣
府）

　 　平成23年11月の「子ども・若者育成支援
強調月間」において，「児童虐待の予防と
対応」を重点事項として，地域ぐるみで実
効性のある児童虐待防止への取組を図った。
ウ 　教育機関と福祉機関等の連携（文部科
学省，厚生労働省）

　 　文部科学省では関係省庁の協力を得て，
関係機関や民間団体が連携し，平成22年１
月に設置した「子どもを見守り育てるネッ
トワーク推進会議」（平成24年３月時点で
５関係府省と42民間団体が参加）を設け，
児童虐待問題を含む子どもを対象とした相
談体制の充実や学校・地域における子ども
の居場所づくり等の取組を推進するため円
滑な連携の在り方等について検討している。

⑷　調査研究（文部科学省，厚生労働省）
　厚生労働省では，平成14年度に設立された，
児童虐待に特化した研究，研修，情報提供等
を行う「日本虐待・思春期問題情報研修セン
ター（通称：子どもの虹情報研修センター）」
において実施されている児童虐待に関する臨
床研究や，指導者の養成を目的に，高度かつ
最新の専門知識と実践的な援助技術が習得で
きるような研修等の実施を支援している。
　また，厚生労働科学研究等においても，虐
待の発生，重症化の要因や保護者への指導法
の開発に関する研究等，児童虐待対策に関す
る研究を，従来から幅広い分野の研究者の参
画を得て実施している。
　文部科学省においては，児童生徒の深刻な
状況や「児童虐待防止法」第４条の規定を踏
まえ，国内・諸外国の児童虐待防止に向けた
先進的取組等を収集・分析し，その成果につ
いて，平成18年５月に報告を取りまとめた。

2 社会的養護の充実
⑴　社会的養護の現状（厚生労働省）
　社会的養護は，保護者のない児童，被虐待
児等家庭環境上養護を必要とする児童，生活
指導を必要とする児童等に対し，公的な責任
として，施設等において，社会的に養護を行
う制度であり，対象児童は平成23年３月末で
約４万5000人となっている。
　保護が必要な児童数の増加に伴い，ここ十
数年で，児童養護施設の入所児童数は1.11倍，
乳児院が1.2倍，里親等委託児童は2.06倍に増
加している。
　また，児童虐待の増加等に伴い，児童養護
施設に入所している子どものうち，半数以上
が虐待を受けた子どもとなっている。社会的
養護を必要とする児童においては，障害等の
ある児童も増加している。このため，児童虐
待防止対策の一層の強化とともに，社会的養
護の質・量ともに拡充が必要となっている。
　厚生労働省では，平成23年１月から，「児
童養護施設等の社会的養護の課題に関する検
討委員会」を開催して，社会的養護の短期的
課題と中長期的課題について集中的に検討
し，同年７月に，同委員会及び社会保障審議
会児童部会社会的養護専門委員会において，
「社会的養護の課題と将来像」をとりまとめ
た。これに沿って，家庭的養護の推進，里親
委託・里親支援の推進，施設運営の質の向上，
親子関係の再構築の支援，自立支援の充実，
子どもの権利擁護などを進めている。
⑵　家庭的養護の推進（厚生労働省）
　児童養護施設等の入所施設においては，で
きる限り家庭的な環境の中で，職員との個別
的な関係性を重視したきめ細かなケアを提供
していくことが求められている。
　このような観点から，ケア形態の小規模化
を図るため，児童養護施設，乳児院，情緒障
害児短期治療施設及び児童自立支援施設を対
象とした小規模グループケアの実施や，地域
小規模児童養護施設の設置を進めている。
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　また，里親制度は，要保護児童を里親の家
庭に迎え入れ，家庭的な環境の中で養育を行
う重要な制度であり，その拡充を図る必要が
ある。
　このため，平成21年に施行された改正児童
福祉法等においては，社会的養護の担い手と
しての「養育里親」を，養子縁組を前提とし
た里親と区別するとともに，「小規模住居型
児童養育事業（ファミリーホーム）」が，里
親委託に加わる新たな養護の担い手として位
置づけ，その普及を推進している。また，里
親手当の引き上げや，里親に対する相談支援
等の業務を里親会や児童家庭支援センター，
施設，NPO等に委託して総合的に行う「里
親支援機関事業」を実施している。平成23年
３月には，里親委託優先の原則を明示した「里
親委託ガイドライン」を策定したところであ
り，今後も，里親の孤立化防止など里親支援
の体制を整備しながら，里親委託を推進して
いくこととしている。
⑶　年長児の自立支援策の拡充（厚生労働省）
　社会的養護の下で育った子どもは，施設等
を退所し自立するに当たって，保護者等から
支援を受けられない場合が多く，その結果さ
まざまな困難に突き当たることが多い。この
ような子どもたちが他の子どもたちと公平な
スタートが切れるように自立への支援を進め
るとともに，自立した後も引き続き子どもを
受け止め，支えとなるような支援の充実を図
ることが必要である。
　このため，平成21年に施行された改正児童
福祉法等においては，児童自立生活援助事業
（自立援助ホーム）について，都道府県等に
その実施を義務付け，費用を負担金で支弁す
ることとし，一層の推進を図ることとした。
　また，平成22年度から，施設を退所した後
の地域生活及び自立を支援するとともに，退
所した人同士が集まり，意見交換や情報交換・
情報発信を行えるような場を提供する「退所
児童等アフターケア事業」を実施している。
　さらに，施設等を退所する子ども等が，親

がいない等の事情により身元保証人を得られ
ないため，就職やアパート等の賃借に影響を
及ぼすことがないように，平成19年度から，
施設長等が身元保証人となる場合の補助を行
う「身元保証人確保対策事業」を実施してい
る。
⑷　社会的養護に関する施設機能の充実
　施設運営の質を向上させるため，「社会的
養護の課題と将来像」では，施設種別ごとの
運営指針を策定するとともに，社会的養護の
施設における第三者評価の義務化，施設長研
修の義務化を行うこととされた。これを受け，
平成23年９月に児童福祉施設の運営に関する
基準を改正し，第三者評価及び施設長研修を
義務づけた。
　また，平成24年３月には，児童養護施設，
乳児院，情緒障害児短期治療施設，児童自立
支援施設，母子生活支援施設の５つの施設運
営指針と，里親及びファミリーホーム養育指
針を策定するとともに，第三者評価の基準を
策定した。
　さらに，平成24年度予算案には，虐待を受
けた子ども等の増加に対応し，ケアの質を高
めるため，社会的養護の施設の児童指導員・
保育士等の基本的な人員配置を，30数年ぶり
に引き上げるためなどの予算を盛り込んだと
ころであり，引き続き施設機能の充実を進め
ていくこととしている。
⑸　被措置児童等虐待の防止（厚生労働省）
　施設入所や里親委託などの措置がとられた
児童等（被措置児童等）への虐待があった場
合には，児童等を保護し，適切な養育環境を
確保することが必要である。また，不適切な
施設運営や事業運営が行われている場合に
は，施設や事業者を監督する立場から，児童
福祉法に基づき適切な対応が必要となる。
　このため，平成21年に施行された改正児童
福祉法では，被措置児童等虐待の防止に関す
る事項を盛り込み，被措置児童等の権利擁護
を図るため，適切な対応のための仕組みを整
備した。
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　また，同年「被措置児童等虐待対応ガイド
ライン」を作成し，都道府県の関係部局の連
携体制や通告があった場合の具体的対応等の
体制をあらかじめ定めること，都道府県児童
福祉審議会の体制を整備すること，関係施設
の協議会等との連携・協議を強化し，被措置
児童等への周知や子どもの権利についての学
習機会の確保を図ること等について，都道府
県等に対し具体的に示した。

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23年の福祉犯の検挙人員は，7846人
で，前年に比べ149人（1.9％）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，456人で，福祉犯における検挙

人員の5.8％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月犯罪対策閣僚会議決定）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23年11月，関係団体等
で構成する第２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，児童ポルノ事件は，極めて深刻な情勢

第2-3-4図 福祉犯の法令別検挙人員（平成23年）

未成年者
喫煙禁止法
1,387人
（17.7％）

青少年保護育成条例
2,805人
（35.8％）風営適正化法

588人
（7.5％）

児童買春・
児童ポルノ禁止法
1,678人
（21.4％）

児童福祉法
417人（5.3％）

出会い系サイト
規制法
443人（5.6％）

その他
29人（0.4％）

毒物及び劇物取締法
20人（0.3％）

計
7,846人
（100％）

未成年者
喫煙禁止法
1,387人
（17.7％）

青少年保護育成条例
2,805人
（35.8％）風営適正化法

588人
（7.5％）

売春防止法
35人（0.4％）

未成年者飲酒禁止法
232人（3.0％）

労働基準法
55人（0.7％）

職業安定法
49人（0.6％）

覚せい剤取締法
108人（1.4％）

児童買春・
児童ポルノ禁止法
1,678人
（21.4％）

資料：警察庁調べ

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23年）

資料：警察庁調べ

計 児童福祉法 売春防止法 職業安定法 労働基準法 風営
適正化法

毒物及び
劇物取締法

覚せい剤
取締法

青少年保護
育成条例

児童買春・
児童ポルノ
禁止法

その他

福祉犯の検挙人員数（A)（人） 7,846  417 35 49 55 588 20 108 2,805 1,678 2,091
暴力団等関係者（B）（人）   456  119 16 13  8  86  3  53   100    48    10
関与率（B/A）（％）   5.8 28.5 45.7 26.5 14.5 14.6 15.0 49.1  3.6  2.9 0.5
暴力団等関係者の構成比（％） 100.0 26.1  3.5  2.9  1.8 18.9  0.7 11.6 21.9 10.5 2.2
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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に努めてお
り，平成23年中の児童ポルノ事件について
は，過去最多の1455件，1016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，児童の性的搾取・性的虐待の記録であり，児童の権利を踏みにじる断じ
て許し難いものです。児童ポルノ画像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，被害児童の苦しみは将来にわたって続くことになります。
　平成23年中の児童ポルノ事件の送致件数・人員は，1455件（前年比8.4%増），
1016人（同9.7%増）であり，いずれも過去最多です。
　内閣府では，平成22年7月に策定された「児童ポルノ排除総合対策」を受けて，児
童ポルノの排除に向けた国民運動を官民一体となって推進しています。

１　協議会の開催
　平成23年11月，関係府省庁，教育関係団体，医療関係団体，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を開催し，①児童ポルノ排除に関する国民意識の高
揚，②被害防止対策の推進，③インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対
策の推進，④被害児童の早期発見及び支援活動の推進という４つの基本方針を決定しました。
２　シンポジウムの開催　
　上記１の協議会終了後，児童ポルノ排除対策公開シンポジウムを開催し，警察庁生
活安全局少年課児童ポルノ対策官の基調講演をはじめ，異なる立場で児童ポルノ問題
に向き合う識者によるパネルディスカッションを行いました。
　児童ポルノ対策官の「児童ポルノの現状と警察における取組」と題する基調講演の
中では，「児童ポルノ対策としては，取締りはもちろんであるが，それだけではなく，
インターネット上の流通防止対策，被害児童の支援，被害に遭わないための対策も非
常に重要となる。」との指摘がありました。
　また，パネルディスカッションでは，「児童ポルノは絶対に許されない！～ブロッキング
とネットリテラシー～」をテーマに，NPO法人ポラリスプロジェクトジャパン藤原氏のコー
ディネートにより，独立行政法人国立精神・神経医療研究センター安藤氏，一般社団法人
インターネットコンテンツセーフティ協会桑子氏，ネット教育アナリスト尾花氏，京都大
学准教授曽我部氏，警察庁杉内氏による熱い討議が繰り広げられました。その中で，平成
23年4月から開始された児童ポルノ画像の閲覧防止措置（ブロッキング）や青少年のイ
ンターネットを正しく活用する能力（ネットリテラシー）の向上についての意見が交わされ，
「ブロッキングの実施にあたっては，表現の自由，通信の秘密に配慮しつつ，今後，関係
事業者，プロバイダ等の拡大に努め，インターネット上のブロッキングカバー率を高める
ことが重要である。」，「インターネット上における児童ポルノ画像の流通防止は，被害の拡
大を防ぐとともに，被害の未然防止，加害者を多く生まないためにも大事なことである。」，
「被害児童，新たな加害者を作り出さないためにも，わかりやすいネッ
トリテラシー教育，学習機会の提供が急務である。」などの指摘が
なされ，社会全体が児童ポルノの根絶に向けた努力を惜しんではな
らないことを改めて認識させられました。
３　政府広報の実施
　平成23年度の政府重要広報テーマとして，平成23年11月，
女性誌4誌に「その写メは，ずっとネットに残っても大丈夫な写
メですか。」と題する広告を掲載し，若い女性を対象に児童ポル
ノ被害に遭わないようにするため，インターネットの適切な利用
を呼びかけました。

児童ポルノの排除に向けて（内閣府）
～「児童ポルノは絶対に許されない！」～

C O L U M N
NO.
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