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行った子供と接触して直接に注意・指導などを行うサイバー補導を推進している。
エ　子供の犯罪被害の防止
①　学校における安全管理（文部科学省）
文部科学省は，「学校安全の推進に関する計画」37（平成24年4月閣議決定）に基づき，学校にお

ける安全管理を推進している。また，「学校・家庭・地域の連携協力推進事業」として，元警察官
などからなるスクールガード・リーダーによる学校の巡回や学校安全ボランティアに対する警備の
ポイントの指導，学校安全ボランティアの養成，各地域における子供の見守り活動に対する支援を
行っている。さらに，都道府県教育委員会が行う防犯教室などの講師となる教職員などに対する講
習会の開催を支援している。
②　関係機関・団体からの情報の活用（警察庁）
警察庁は，法務省から子供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，訪問による所在確認や同意を前提とした面
談を取り入れるなど，犯罪の予防や捜査の迅速化への活用を図っている。
警察は，子供が被害に遭った事案や，子供に対する犯罪の前兆と思われる声掛けやつきまといの

発生に関する情報が，迅速に保護者などに対して提供されるよう，警察署と学校・教育委員会との
間で情報共有体制を整備している。これらの情報を，都道府県警察のウェブサイトで公開し，電子
メールなどを活用した発信も行っている。
また，被害者本人からの申告が期待しにくく潜在化しやすい犯罪を早期に認知し，検挙や被害者

の保護に結び付けるため，警察庁から委託を受けた民間団体が少年福祉犯罪や児童虐待事案，人身
取引事犯などに関する通報を国民から電話やインターネットにより匿名で受け付け，事件検挙など
への貢献度に応じて情報料を支払う「匿名通報ダイヤル」を運用している。
③　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，被害者に対して，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。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。
政府では，平成21（2009）年12月に策定された「人身取引対策行動計画2009」に基づき対策
に取り組んできたところであるが，引き続き人身取引対策に係る情勢に適切に対処し，政府一体と
なってより強力に，総合的かつ包括的な人身取引対策に取り組んでいくため，平成26（2014）年
12月，犯罪対策閣僚会議において「人身取引対策行動計画2014」38を策定するとともに，関係閣
僚から成る「人身取引対策推進会議」を随時開催することとした。
平成27（2015）年5月，人身取引対策推進会議の第1回会合を開催し，我が国における人身取

引被害の状況や，関係省庁による人身取引対策の取組状況をまとめた年次報告「人身取引対策に関
する取組について」を決定・公表するとともに，引き続き，人身取引の根絶を目指し，人身取引対
策行動計画2014に基づく取組を着実に進めていくことを確認した。
また，同年6月の「外国人労働者問題啓発月間」に合わせてモバイル端末広告により，7月30
日の「人身取引反対世界デー」にはSNSにより，11月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間
に合わせてラジオ放送により，我が国における人身取引の実態，人身取引の防止・撲滅，被害者の
保護に係る取組に関する広報を実施し，被害に遭っていると思われる者を把握した際の通報を呼び
かけた。

37 http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1320286.htm
38 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jinsin/kettei/keikaku2014.pdf
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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

⑵　犯罪被害に遭った子供・若者とその家族等への対応（警察庁，文部科学省）
人格形成の途上にある少年が犯罪などにより被害を受けた場合，その後の健やかな育成に与える影響

が大きい。被害を受けた少年の心のケアに当たっては，その悩みや不安を受け止めて相談に当たること
や，家庭・友人関係・地域・学校といった少年が置かれている環境に関する問題を解決すること，関係
機関が連携して必要な支援をしていくことが大切である。
警察は，被害者の再被害を防止するとともに，その立ち直りを支援するため，少年補導職員による指

導助言や被害者に対するカウンセリングを継続的に行っている。臨床心理学や精神医学といった高度な
知識・技能や豊富な経験を有する部外の専門家を「被害少年カウンセリングアドバイザー」として委嘱
し，その適切な指導・助言を受けながら，支援を実施している。また，それぞれの地域において，保護
者などとの緊密な連携の下に日常の少年を取り巻く環境の変化や生活状況を把握しつつ，きめ細かな訪
問活動などを行うボランティアを「被害少年サポーター」として委嘱し，これらの者と連携した支援活
動を推進している（第3-42図）。

 第3-42図  警察による被害少年への支援活動

（出典）警察庁資料

文部科学省は，スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー，関係機関とのネットワークを
活用するなど多様な支援方法を用いて，被害を受けた子供の立ち直りを支援する活動を推進している。
さらに，子供の心のケアに対する対応の充実を図るため，教職員などを対象とした研修会，教職員向け
の指導参考資料の作成などを行っている。
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