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第1章 性犯罪被害者支援のための施策の展開

⑴　性犯罪被害者の数
我が国における性犯罪の認知件数は、警察
庁統計によれば、平成23年において、強姦
1,185件、強制わいせつ6,870件となっている。
一方、法務総合研究所が平成20年に行った
第３回犯罪被害実態（暗数）調査結果
（http://www.moj.go.jp/content/000010429.
pdf）によれば、性的事件（※１）による犯罪被
害について、過去５年間にこれらの被害に
遭った個人につき、直近の被害を捜査機関に
届けた比率は、13.3パーセントとされており、
性犯罪被害は、暗数が大きいことがうかがわ
れる。

⑵　被害による影響（犯罪被害類型別調
査（平成21年度）の結果から）
内閣府が平成21年度に実施した犯罪被害類

型別継続調査（http://www8.cao.go.jp/
hanzai/report/h21-2/index.html）のWeb調
査において調査対象となった被害者本人又は
その家族若しくは遺族について、性犯罪の被
害類型は、過去30日間に健康上の問題があっ
たという回答の割合は49％（一般対象者につ
いては30.4％）、過去30日間に精神的な問題
や悩みがあったという回答の割合は58.8％
（一般対象者については31.9％）、過去30日間
の精神健康状態について、重症精神障害相当
とされる者の割合は25.5％（一般対象者につ
いては、4.1％）となっており（図１、図２、
図３（※２））、性犯罪被害による健康上・精神
上の悪影響がうかがわれる。

図１　過去30日間の健康上の問題の有無（類型別）
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第２次犯罪被害者等基本計画における性犯罪被害者のための各種施策 第１節

 １ 性犯罪被害者の現状

（※１） 同調査においては、「「性的事件」とは、強姦（未遂を含む）、強制わいせつ、不快な行為（痴漢、セクハラなど）を指し、日本
の法律上必ずしも処罰の対象とはならない行為も一部含まれる。」とされている。
（※２） 図１から図３については、「平成21年度犯罪被害類型別継続調査結果報告書」P120～121、P127～128の図表４－12、図表４－
13、図表４－14、図表４－22、図表４－23、図表４－24の数値をもとに、作成したもの。
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第１節　第2次犯罪被害者等基本計画における性犯罪被害者のための各種施策

図２　過去30日間の精神的な問題や悩みの有無（類型別）
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図３　過去30日間の精神健康状態について【K６（※３）】（類型別）
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第２次犯罪被害者等基本計画（以下「第２
次基本計画」という。）の策定に当たっては、
合計35の犯罪被害者団体・犯罪被害者支援団
体から要望を聴取する機会を設けた。そし
て、寄せられた要望について論点整理を行っ
た上、基本計画策定・推進専門委員等会議に
おいて第２次基本計画に盛り込むべき施策を
検討し、犯罪被害者等推進会議において第２
次基本計画案を決定し、平成23年３月25日、
第２次基本計画が閣議決定された。
犯罪被害者団体・犯罪被害者支援団体等か
らは、とりわけ、性犯罪被害者の被害の深刻
さ及びその後の被害者等がおかれる環境にか
んがみ、より性犯罪被害者のニーズに寄り添

う施策の充実を強く望む意見が出されていた
ことを受け、第２次基本計画においては、犯
罪被害者等一般に向けた施策の充実もさるこ
とながら、性犯罪被害者支援に焦点を当てた
施策が多数掲げられている。
もとより、第２次基本計画は、平成27年度
末までの５年間を計画期間とするものであ
り、まだ途中経過に過ぎない施策も含まれて
はいるが、各施策を推進する上でも、性犯罪
被害に対する国民の理解の増進が望ましく、
本特集では、第２次基本計画の各施策の中で
も、特に、性犯罪被害者の支援に重点をおい
た施策、あるいはその趣旨を踏まえて実施さ
れている施策について紹介する。

 ２ 第２次犯罪被害者等基本計画による施策内容

（※３） うつ病、不安障害に対するスクリーニング尺手法のこと。６つの設問の合計値（合計24）が高いほど精神健康に問題がある可
能性が高くなり、合計値13点以上では重症精神障害の診断に該当する可能性が高いとされている。
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