提出意見とそれに対する栃木県警察の考え方
栃木県子どもを犯罪の被害から守る条例（仮称）案の概要に対する意見募集を行った結
果、１７名の方から計５１件の御意見を頂きました。貴重な御意見ありがとうございまし
た。
提出された御意見を十分検討の上、それに対する栃木県警察の考え方を次のとおりまと
めました。
なお、類似の意見については、内容ごとにまとめさせていただきました。

項

目

子どもに不安を与
える行為の規制及
び子どもを威迫す
る行為の規制につ
いて

意

見

の

内

容

子どもに不安を与える行為で例示
された行為を子どもにすれば、犯罪
行為になるのではないか。わざわざ
規制する必要性を感じない。
子どもを威迫する行為で例示され
た行為は、脅迫罪、強要罪等で既に
処罰の対象になっており、改めて犯
罪化する理由がない。
声かけを禁止すると、挨拶等をし
づらくなるという人もいるが、子ど
もたちが安心して遊べるよう、規制
すべき。
子どもに対する無関心を加速さ
せ、かえって子どもたちを危険にさ
らしかねない。むしろ隣人への「声
かけ」を推奨した地域では治安が向
上したという統計も出ている。
「正当な理由」と「威迫」が曖昧
で、非行や危険行為への注意との区
別がつくのか疑問。
誤認等のおそれから、子どもに声
をかけにくくなるのではないか。こ
うした萎縮が起こらないよう、十分
に精査した上での条文を期待する。

冤罪を防止するため、「正当な理
由なく子どもに不安を与える行為、
正当な理由なく子どもを威迫する行
為」とはどういうものか、条例内で
具体的に例示することを希望する。

意 見 に 対 す る 考 え 方
本条例は、既存の法律及び
条例では犯罪に至らない行為
を規制しようとするものであ
り、これらの行為が子どもや
保護者等に与える不安の程度
及び誘拐等の凶悪事件に発展
する危険性を考慮し、新たに
規制する必要があると考えま
す。
隣人への声かけや挨拶等は
防犯上の観点からも有効であ
り、警察においても推奨して
います。
また、子どもによる危険な
行動や違法行為に注意する等
の行為は、子どもを危険や非
行から守る上で必要な行動で
あると考えます。
本条例での規制に当たって
は、こうした挨拶等の地域に
おける活動や子どもに対する
必要な注意等が阻害されるこ
とがないよう、規制する行為
を条文により明らかにすると
ともに、その内容について誤
解が生じないよう、県民に対
する周知徹底を図って参りま
す。
なお、「子どもに不安を与
える行為」については、罰則
を設けることを検討しており
ましたが、子どもに対する挨
拶や善意の声かけが萎縮する
等の意見を踏まえ、罰則を設
けないこととしました。
規制する行為を条例内で具
体的に例示することは、規制
範囲について過度の狭いもの
との誤解を招く危険があるこ
とから、記載しないこととし
ました。

この条例は、市民間の不安をいた
ずらに煽り、相互不信を深め、最終
的には地域内断絶を呼び起こすので
廃案にすべき。

御意見頂いた地域内断絶、
地域コミュニティの壊滅等の
事態や冤罪が生じることのな
いよう、適正な運用と捜査に
努めます。

冤罪を出さないためには、このよ
うな条例はないほうがよいと思う。
冤罪のリスクを考えて、子どもへ
の注意的な行為が一切行えなくなる
危険性があり、子どもがアンタッチ
ャブルな存在になり、地域コミュニ
ティが壊滅しそう。
その気があれば、子連れならば、
気に入らない人を意図的に貶めるこ
とも可能になってしまうのではない
か。子ども単体でも過ぎた悪戯とし
て、そんなことをする可能性も否定
できないのではないか。
子どもポルノ所持
の禁止について

児童ポルノを欲しがる人がいるか
ら作る人がいる。所持を禁止すべ
き。

子どもポルノの所持を規制
することにより、子どもを犯
罪の被害から守れるよう、条
例の適正な運用に努めます。

単純所持を規制したところで、誰
が所持しているかもわからず、所有
者が処分する保証もないので、規制
の実効性がない。愛好者のポルノ所
持を禁止しても、性欲は消えず、需
要は止まらない。
被疑者に対する捜査は慎重でなけ
ればならず、今後、他者に画像を送
りつけるウィルス等により冤罪が増
える可能性があることなどから、条
例での規制には反対する。
犯罪被害者人権保護上、児童ポル
ノ対策は必要ですが、冤罪を引き起
こした事例もある「情報体」として
の単純所持禁止には反対。冤罪の危
険性を考慮した京都府の条例は優れ
たものだと評価される。

本条例での子どもポルノの
所持規制については、冤罪の
危険性等を考慮し、所持する
行為に罰則は設けず、規制に
違反して子どもポルノを所持
等する者に対して公安委員会
が廃棄等を命令できることと
し、この命令に従わなかった
場合の罰則を設けることとし
ました。
なお、廃棄命令違反の捜査
に当たっても、適正かつ慎重
な運用と捜査に努めます。

閲覧、ダウンロード、取得、所持
の区別がつかないインターネットに
おいては、情報の単純所持の規制は
有害無益且つ危険。
情報の単純所持規制は極めて危険
な規制であり、行うべきではない。
情報の単純所持を規制し、実質的
な罰となる調査権限等を警察等に与

条例で子どもポルノの所持
を規制することや、立入調査

えることは、法律を超える規制とな
り、違憲である。

等の権限を公安委員会に付与
することについては、法律の
範囲内であると考えます。

「○○は犯罪を誘発する可能性が
あるから禁止」という前例ができる
と、格闘技、カーレース等多様なも
のを禁止することも可能になる危険
性を感じる。
被害児童が精神的被害を受け続け
るという理由での規制は賛成だが、
犯罪を誘発する可能性が理由では、
児童を助けるという目的からかけ離
れた運用になりそうで反対。

本条例の運用は、「子ども
を犯罪の被害から守る」とい
う条例の目的に沿って運用し
ます。

国でも議論が続いている単純所持
禁止を、地方自治体が安易に決める
べきではない。

子どもポルノの単純所持の
規制については、有識者の意
見等を聴きながら慎重に検討
した結果、子どもを犯罪の被
害から守るため、子どもポル
ノの所持を規制する必要があ
ると判断しました。

定義や理念をわかり易くし、誤解
を生みにくくするよう、定義を明確
にした上で「児童虐待記録物」等の
名称にすべき。

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 成 11年
法 律 第 52号 。 以 下 「 児 童 ポ ル
ノ 法 」 と い う 。 ） の 制 定 後 13
年が経過し、同法の定義が国
民に定着している状況にある
ことから、本条例での定義を
同法と異なる定義とすること
は、県民の間に混乱が生じる
おそれがあると考えます。
よって、本条例での子ども
ポルノの定義については、対
象 を 「 子 ど も （ 13歳 に 満 た な
い者）」とするほかは、児童
ポルノ法と同じ定義とするこ
ととし、名称についても、対
象が「子ども」であることを
明確にするため、「子どもポ
ルノ」とすることとしまし
た。
また、本条例で規制する子
どもポルノについては、児童
ポルノ法と同様に、実在する
子どもの姿態を描写したもの
に限定し、アニメやゲーム等
の実在しない架空の児童を描
写したものについては、規制
の対象に含まないものとしま
す。
過去に合法に出版された写
真集等については、一律に本

定義を細かく記載し、子どもポル
ノではなく、「実在する児童に対す
る性的虐待の証拠物（記録物）」と
いう言い方を使用すべき。また、創
作物は除外されることを記載すべ
き。
単純所持を禁止する場合、限定的
な範囲で定義を厳格にする必要性を
感じる。
子どもポルノという名称は、聞い
ただけで何を示しているのかよくわ
からないので、児童性虐待記録物と
変えるべきで、創作物などの架空の
児童を取り扱ったものは除外してほ
しい。
児童の裸が記録されているものに
関する規制は、児童が望まぬ形で且
つ性的搾取目的で作成された物等に
限定すべき。
単純所持を規制する場合でも、人
権の存在しない創作物は除外すると
明記すべき。
子どもポルノの定義を厳格・明確
にし、間違ってもゲームや漫画など

の創作物、過去に合法に出版された
穏当なヌード写真集などが対象にな
らないようにしてください。
アニメ、ゲームなどの架空の表現
に対する児童の描写を理由とした規
制の拡大は、現実の児童保護という
目的を逸脱している。

条例の適用外とすることは、
規制の目的に反することとな
るため、個々の写真集等につ
いて、子どもポルノに該当す
るか否かを慎重に判断するこ
ととします。

単純所持規制は、冤罪リスクが非
常に大きく、所持罪を新設するな
ら、定義を厳格にすべき。
「衣服の一部を着けない」は基準
がないことから、「衣服の全部を着
けない児童の姿態」に限定すべき。
児童ポルノの内容によって分類
し、分類によって規制の強弱をつけ
るべき。
創作物については、人権を侵害さ
れる対象が実在しないため、規制の
対象外とすべき。
報告書に「児童への性犯罪を誘発
するおそれのある児童ポルノを所持
する行為等が法的に規制されていな
い」とあるが、いかなる根拠があっ
て「犯罪を誘発する」と断言するの
かが疑問。
児童ポルノが犯罪を誘発するかど
うかは、誘発するという意見、誘発
しないという意見、犯罪を減らして
いるという意見などもあり、根拠不
足なところがみられるので、犯罪を
誘発する可能性を考慮するのは現状
ではやめてほしい。
児童ポルノが性犯罪を誘発すると
の主張は全く根拠がない。
児童ポルノが性犯罪を誘発すると
いうのは科学的に否定されている。
ネットやメディアが性犯罪を誘引
する等のいいかげんな思想等を条例
に組み込むことは、やめてもらいた
い。

児童ポルノ規制に厳しい国ほど、
児童への性的虐待等の犯罪が多いの
が現実であり、条例で規制すること
によって、児童ポルノによって犯罪
を思いとどまってきた一部の人々の

子どもポルノは、児童ポル
ノの中でも、刑法が性的同意
を 認 め て い な い 13歳 未 満 の 子
どもに対する性的虐待や性的
犯罪を記録した特に悪質なも
のであります。
子どもポルノを所持する行
為は、こうした性的虐待や性
的犯罪行為を容認し、又は支
える行為であり、更には、子
どもポルノを製造することに
起因する性的犯罪行為を誘発
する行為であると考えます。
また、過去に検挙した性犯
罪者の供述や犯行の状況、押
収した証拠品等から、子ども
ポルノは、一部の人間の子ど
もに対する異常な性的欲求を
刺激し、ひいては性犯罪を誘
発するおそれがあるものであ
ると考えます。
子どもポルノの所持を規制
することで、本条例の目的で
ある子どもを犯罪の被害から
守ることにつながるものと考
えます。
子どもポルノは一部の人間
が性犯罪に走ることを思いと
どまらせているとの説がある
ことは承知していますが、子
どもポルノを必要悪として容

犯罪指向性を顕在化させ、かえって
実在児童の安全を脅かしかねないと
危惧する。
所持や思想まで禁じることは、海
外と同様に子どもたちが誘拐や強姦
の犠牲になる機会が増えることにな
る。

認することは、子どもポルノ
の製造等も認めることにつな
がり、結果的に子どもに対す
る性犯罪等が増加するおそれ
が高いものと考えます。

立入、調査等をする場合はどのよ
うな場合か具体的に例示することを
希望する。

立入、調査等をする場合を
条例内で具体的に例示するこ
とは、適用範囲について過度
の狭いものとの誤解を招く危
険があることから、記載しな
いこととしました。

公権力による廃棄命令は、ともす
れば財産権の侵害にもつながるた
め、抗弁の機会や裁定の場を設ける
など、十分な配慮が必要だと思う。

廃棄命令等に当たっては、
所持者に抗弁の機会を与える
ため、聴聞を行わなければな
らないこととします。

子どもポルノの所持者を罰しても
撮影された児童は救えないことか
ら、廃棄以上の罰則は無意味と感じ
る。

廃棄命令等の実効性を担保
するため、廃棄命令等に従わ
なかった者に対する罰則は必
要であると考えます。

子どもポルノの捜査に当たって
は、遠隔操作事件のような冤罪につ
ながらないように、慎重で確実な捜
査を願う。

この条例の適用に当たって
は、県民の権利を不当に侵害
しないように留意しなければ
ならないことを、条例に明記
します。
また、条例違反の捜査につ
いては、慎重かつ適正な捜査
に努めます。

捜査や通報に関し、慎重に行動す
るような条例にすべきである。
慎重な運用を条例に明記すべき。

禁止行為等に係る
通報について

インターネットに行政庁が追いつ
いていない現状で、比較的容易に手
に入る子どもポルノに関して「所持
の確認及び廃棄」という広範囲な権
限を認めていることに疑問を感じ
る。子どもポルノの定義が曖昧で範
囲が広いため「なんでもできる」よ
うなイメージが拭いきれない。

この条例の適用に当たって
は、条例を厳格に解釈すると
ともに、県民の権利を不当に
侵害しないよう、慎重かつ適
正な捜査に努めます。

通報制度は、県民による的外れな
通報により、警察の業務に支障をき
たすことがないように、条例の趣旨
が周知徹底された後に導入すべき。

条例の施行までに、条例を
県民に周知するために必要な
期間を置いた上で、この間に
各種広報活動等を行うことに
より、条例の趣旨、規制内容
等について県民への周知徹底
を図ります。

子どもに対する声かけを規制する
場合には、過度な通報行為とならな
いようにして欲しい。
子どもポルノの所持に関する通報

禁止行為の通報は、所持者

被害者対策につい
て

は、通報者が所持者の私的領域に踏
み込む必要があり、通信の秘密やプ
ライバシー等の侵害である。

の私的領域に踏み込むことま
でを求めるものではなく、日
常の生活等において違反者を
発見した場合に、警察への通
報を求めるものであり、通信
の秘密やプライバシー等の侵
害にはあたらないものと考え
ます。

被害児童のケアに関する言及がな
いのは遺憾。被害児童のケアに関す
る規定を入れるか、別条例を制定す
ることを希望する。

犯罪被害者のための施策に
ついては、犯罪被害者等基本
法 （ 平 成 16年 法 律 第 161号 ）
や栃木県安全で安心なまちづ
く り 推 進 条 例 （ 平 成 17年 栃 木
県条例第８号）において既に
規定されて推進中であるた
め、本条例では規定しないこ
ととしました。

処罰や大義名分が先行して、被害
児童の保護やケアが疎かになってお
り、保護予算もない。

条例の制定時期等
について

子どもが安心して遊べるよう、早
期に条例を作って欲しい。

条例の施行日については、
条例を県民に周知するために
必要な期間を置いた上で、子
どもに対する声かけ事案等の
発生傾向や、子どもが夏休み
に入る時期等を踏まえ、平成
25年 ７ 月 １ 日 と し ま し た 。

なお、上記のほか、次のような御意見がありましたが、今回の意見募集の趣旨には沿い
ませんので、御意見を伺うのみといたしました。
項

目

意

見

の

内

容

条例の制定等につ
いて

警察官による犯罪や誤認逮捕の増加、それによる被害の補償な
どがない状態で、警察権の拡大を招くような条例には賛成できな
い。

パブリックコメン
トについて

条例案の具体的な文言が記載されていない。条例案であるのな
らば、概要ではなく、具体的な文言を記載してほしい。この条例
案がパブリックコメントにより拡大解釈され、実際の条例を乖離
するおそれがあるため賛成できない。
条例の案文が完成した際には、県議会に提出する前にパブリッ
クコメントを募集することを希望する。

