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○

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︵ 平成 十 一年 法律 第五 十二 号︶ ︵抄 ︶

児童 買春 をし た者 は︑ 五年 以下 の 懲役 又は 三百 万円 以下 の罰 金に 処す る︒

︵ 児童 買春 ︶
第四 条
︵ 児童 買春 周旋 ︶

児童 買春 の周 旋を した 者は ︑五 年 以下 の懲 役若 しく は五 百万 円以 下の 罰金 に 処し ︑又 はこ れを 併科 する ︒

児童 買春 の周 旋を す るこ とを 業と した 者は ︑七 年 以下 の懲 役及 び千 万円 以下 の罰 金 に処 する ︒

第五 条
２
︵児 童買 春勧 誘︶

児童 買春 の周 旋 をす る目 的で ︑人 に児 童買 春 をす るよ うに 勧誘 した 者は ︑ 五年 以下 の懲 役若 しく は五 百万 円以 下の 罰 金に 処し ︑又 はこ れ

前項 の目 的で ︑人 に児 童 買春 をす るよ うに 勧誘 する こと を業 とし た 者は ︑七 年以 下の 懲役 及び 千万 円以 下の 罰 金に 処す る︒

を 併科 する ︒

第六 条
２
︵ 児童 ポル ノ所 持 ︑提 供等 ︶

自己 の性 的好 奇心 を 満た す目 的で ︑児 童ポ ルノ を所 持 した 者︵ 自己 の意 思に 基づ いて 所持 する に 至っ た者 であ り︑ かつ ︑当 該者 であ るこ

前項 に規 定す るも のの ほ か︑ 児童 に第 二条 第三 項各 号の いず れか に 掲げ る姿 態を とら せ︑ これ を写 真︑ 電磁 的記 録 に係 る記 録媒 体そ の他 の物

掲 げる 行為 の目 的で ︑同 項 の電 磁的 記録 を保 管し た 者も ︑同 様と する ︒

前項 に掲 げる 行為 の 目的 で︑ 児童 ポル ノを 製造 し ︑所 持し ︑運 搬し ︑本 邦に 輸入 し ︑又 は本 邦か ら輸 出し た者 も︑ 同項 と同 様 とす る︒ 同項 に

児童 の姿 態を 視覚 によ り認 識す るこ と がで きる 方法 によ り描 写し た情 報を 記 録し た電 磁的 記録 その 他の 記 録を 提供 した 者も ︑同 様と する ︒

児 童ポ ルノ を提 供し た者 は︑ 三 年以 下の 懲役 又は 三百 万円 以下 の罰 金に 処す る ︒電 気通 信回 線を 通じ て 第二 条第 三項 各号 のい ずれ かに 掲 げる

に基 づ いて 保管 する に至 った 者で あり ︑か つ︑ 当該 者 であ るこ とが 明ら かに 認め られ る者 に限 る ︒︶ も︑ 同様 とす る︒

号 の いず れか に掲 げる 児童 の姿 態を 視覚 によ り認 識 する こと がで きる 方法 に より 描写 した 情報 を記 録し た電 磁 的記 録を 保管 した 者︵ 自己 の意 思

と が明 らか に認 めら れる 者 に限 る︒ ︶は ︑一 年以 下の 懲役 又は 百 万円 以下 の罰 金に 処す る︒ 自己 の性 的好 奇 心を 満た す目 的で ︑第 二条 第三 項各

第七 条

２
３
４

に 描写 する こと によ り︑ 当該 児 童に 係る 児童 ポル ノを 製造 した 者も ︑第 二 項と 同様 とす る︒

‑ 1 ‑

５
６

７
８

前 二 項に 規定 する もの のほ か︑ ひそ かに 第二 条 第三 項各 号の いず れか に掲 げる 児童 の姿 態を 写 真︑ 電磁 的記 録に 係る 記録 媒体 そ の他 の物 に描
写す るこ と によ り︑ 当該 児童 に係 る児 童ポ ルノ を製 造 した 者も ︑第 二項 と同 様と する ︒

児 童ポ ルノ を不 特定 若し くは 多数 の 者に 提供 し︑ 又は 公然 と陳 列し た者 は︑ 五 年以 下の 懲役 若し くは 五 百万 円以 下の 罰金 に処 し︑ 又は これ を

併科 する ︒電 気通 信回 線を 通じ て第 二条 第 三項 各号 のい ずれ かに 掲げ る児 童 の姿 態を 視覚 によ り認 識す る こと がで きる 方法 によ り描 写し た情 報
を 記録 した 電磁 的記 録そ の他 の記 録を 不特 定 又は 多数 の者 に提 供し た者 も︑ 同様 とす る ︒

前 項に 掲げ る行 為の 目的 で ︑児 童ポ ルノ を製 造し ︑所 持し ︑運 搬し ︑ 本邦 に輸 入し ︑又 は本 邦か ら輸 出 した 者も ︑同 項と 同様 とす る ︒同 項に
掲げ る行 為の 目的 で︑ 同項 の電 磁 的記 録を 保管 した 者も ︑同 様と する ︒

第六 項に 掲げ る 行為 の目 的で ︑児 童ポ ルノ を外 国 に輸 入し ︑又 は外 国か ら輸 出 した 日本 国民 も︑ 同項 と同 様と する ︒

児 童を 児童 買春 にお ける 性交 等の 相手 方と さ せ又 は第 二条 第三 項各 号の い ずれ かに 掲げ る児 童の 姿態 を 描写 して 児童 ポル ノを 製造 する 目

︵児 童買 春等 目的 人身 売 買等 ︶
第八 条

的 で︑ 当該 児 童を 売買 した 者は ︑一 年以 上十 年以 下 の懲 役に 処す る︒

前項 の目 的で ︑外 国に 居 住す る児 童で 略取 され ︑誘 拐 され ︑又 は売 買さ れた もの をそ の居 住国 外 に移 送し た日 本国 民は ︑二 年以 上の 有期 懲 役
前二 項の 罪の 未遂 は︑ 罰す る︒

２
３

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 の 一部 を改 正す る法 律︵ 平成 二十 六年 法律 第 七十 九号 ︶︵ 抄︶

に 処す る︒

○

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 十 一年 法律 第五 十二 号︶ の一 部を 次の よう に 改正 する ︒
題 名中 ﹁処 罰及 び﹂ を ﹁規 制及 び処 罰並 びに ﹂に 改 める ︒

第 七条 の見 出し 中﹁ 児童 ポ ルノ ﹂の 下に ﹁所 持︑ ﹂を 加え ︑同 条第 六 項中 ﹁第 四項 ﹂を ﹁第 六項 ﹂に 改め ︑同 項を 同 条第 八項 とし ︑同 条第 五項

を 同条 第七 項 とし ︑同 条第 四項 を同 条第 六項 とし ︑同 条 第三 項中 ﹁第 一項 ﹂を ﹁第 二項 ﹂に 改め ︑ 同項 を同 条第 四項 とし ︑同 項の 次 に次 の一 項を
加え る︒
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５

前 二 項に 規定 する もの のほ か︑ ひそ かに 第二 条 第三 項各 号の いず れか に掲 げる 児童 の姿 態を 写 真︑ 電磁 的記 録に 係る 記録 媒体 そ の他 の物 に描
写す るこ と によ り︑ 当該 児童 に係 る児 童ポ ルノ を製 造 した 者も ︑第 二項 と同 様と する ︒
第 七条 第二 項を 同条 第三 項 とし ︑同 条第 一項 を同 条第 二 項と し︑ 同条 に第 一項 とし て次 の一 項を 加え る ︒

自己 の性 的好 奇心 を満 たす 目的 で︑ 児童 ポ ルノ を所 持し た者 ︵自 己の 意思 に基 づい て 所持 する に至 った 者で あり ︑か つ︑ 当該 者 であ るこ とが

明 らか に認 めら れる 者に 限る ︒︶ は︑ 一年 以 下の 懲役 又は 百万 円以 下の 罰金 に処 する ︒ 自己 の性 的好 奇心 を満 たす 目的 で︑ 第二 条 第三 項各 号の

い ずれ かに 掲げ る児 童の 姿 態を 視覚 によ り認 識す る こと がで きる 方法 によ り描 写し た情 報 を記 録し た電 磁的 記録 を保 管し た者 ︵自 己の 意 思に 基

則

づい て保 管す るに 至っ た者 であ り ︑か つ︑ 当該 者で ある こと が明 らか に認 め られ る者 に限 る︒ ︶も ︑同 様 とす る︒
附
︵施 行期 日等 ︶
こ の法 律は ︑公 布の 日か ら起 算し て二 十日 を 経過 した 日か ら施 行す る︒

児童 福祉 法︵ 昭和 二十 二年 法律 第百 六十 四 号︶ ︵抄 ︶

こ の法 律 によ る改 正後 の第 七条 第一 項の 規定 は︑ こ の法 律の 施行 の日 から 一年 間は ︑適 用し な い︒

第一 条
２

○

次 の各 号の いず れ かに 該当 する 者は ︑保 育士 とな るこ とが でき な い︒

︵ 保育 士の 欠格 事由 ︶
第十 八条 の五
︵ 略︶

︵ 略︶

行を 受け るこ とが なく な つた 日か ら起 算し て二 年を 経過 しな い者

こ の法 律の 規定 そ の他 児童 の福 祉に 関す る法 律 の規 定で あつ て政 令で 定め るも の によ り︑ 罰金 の刑 に処 せら れ︑ その 執行 を 終わ り︑ 又は 執

一 ・二
三
四
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○

銃砲刀剣類所持等取締法︵昭和三十三年法律第六号︶︵抄︶

風 俗 営業 等の 規制 及び 業務 の適 正化 等に 関す る 法律 ︵昭 和二 十三 年法 律第 百二 十二 号︶ ︵ 抄︶

︵猟銃及び空気銃の許可の基準の特例︶
第五条の二 ︵略︶
２ 都道府県公安委員会は︑第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合
においては︑許可を し て は な ら な い ︒
一・二 ︵略︶
三 銃砲︑刀剣類︑第二十一条の三第一項に規定する準空気銃又は第二十二条に規定する刃物︵第二十四条の二において﹁銃砲刀剣類
等﹂という︒︶を使用して︑前号に規定する罪以外の凶悪な罪︵死刑又は無期若しくは 長 期 三 年 以 上 の 懲 役 若 し く は 禁 錮 に 当 た る も
のに限る︒︶で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して十年を経過していない者
３〜６ ︵略︶

○

公益通報者保護法︵平成十六年法律第百二十二号︶︵抄︶

︵指示等︶
第三十五条の四 ︵略︶
２ 接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関し刑法第二百二十三条の罪に当たる違法な行為その他の受託接客従業
者に善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を行わせる手段となるおそれがある重大な
不正行為で政令で定めるものをしたとき︑又は接客業務受託営業を営む者が前項の規定による指示に違反したときは︑当該行為又は当該
違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は︑当該接客 業 務 受 託 営 業 を 営 む 者 に 対 し ︑ 六 月 を 超 え な い 範 囲
内で期間を定めて︑当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる︒
︵略︶
３

○
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︵ 定義 ︶
︵略 ︶

︵略 ︶

第二 条
２

海賊 多発 海域 にお け る日 本船 舶の 警備 に関 する 特 別措 置法 ︵平 成二 十五 年法 律第 七 十五 号︶ ︵抄 ︶

体︑ 財産 その 他 の利 益の 保護 にか かわ る法 律と し て政 令で 定め るも の

前 各号 に掲 げる もの の ほか ︑個 人の 生命 又は 身 体の 保護 ︑消 費者 の利 益の 擁護 ︑環 境の 保 全︑ 公正 な競 争の 確保 その 他の 国民 の生 命 ︑身

︵略 ︶

︵ 第二 条関 係︶

︵ 略︶

又 は勧 告等 の理 由 とさ れて いる 事実 を含 む︒ ︶

の理 由と され てい る事 実が 同表 に 掲げ る法 律の 規定 に基 づく 他の 処分 に違 反 し︑ 又は 勧告 等に 従わ ない 事実 であ る場 合 にお ける 当該 他の 処分

別 表に 掲げ る法 律の 規定 に基 づく 処分 に違 反 する こと が前 号に 掲げ る事 実と なる 場合 にお け る当 該処 分の 理由 とさ れて いる 事 実︵ 当該 処分

かか わ る法 律と して 別表 に掲 げる もの ︵こ れら の 法律 に基 づく 命令 を含 む︒ 次 号に おい て同 じ︒ ︶に 規定 する 罪 の犯 罪行 為の 事実

個 人の 生命 又は 身体 の 保護 ︑消 費者 の利 益の 擁 護︑ 環境 の保 全︑ 公正 な競 争の 確 保そ の他 の国 民の 生命 ︑身 体︑ 財産 その 他 の利 益の 保護 に

この 法律 にお いて ﹁通 報対 象事 実﹂ と は︑ 次の いず れか の事 実を いう ︒
一
二

３

４

八

一〜七

別表

○

(

)
(

)

認定 船 舶所 有者 は︑ 認定 計画 に記 載さ れた 第 四条 第二 項第 四号 に規 定す る 事業 者 以下 ﹁特 定警 備事 業 者﹂ とい う︒ に当 該認 定計 画に 係

特定 警備 に従 事す る者 の確 認
第七 条

る 特定 警備 を実 施 させ よう とす ると きは ︑当 該特 定 警備 事業 者に 雇用 され てい る 者で あっ て当 該特 定警 備に 従事 する もの が 次に 掲げ る要 件の 全
︵ 略︶

てに 適合 する こと に つい て︑ 国土 交通 省令 で定 める とこ ろに よ り︑ 国土 交通 大臣 の確 認を 受け なけ れば な らな い︒
一
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○

二

次 の イか らワ まで のい ずれ にも 該当 しな い者 で ある こと ︒
︵略 ︶

(

銃 砲刀 剣類 所持 等取 締法 第五 条の 二 第二 項第 三号 に規 定す る銃 砲刀 剣類 等 を使 用し て︑ ヌに 規定 す る罪 以外 の凶 悪な 罪 死刑 又は 無 期若

イ〜 ヌ
ル

)

(

しく は長 期三 年以 上の 懲役 若し くは 禁錮 に 当た るも のに 限る ︒ で 政令 で定 める もの の犯 罪行 為 日 本国 外 でし た行 為で あっ て︑ 当該 行為 が

)

日 本国 内に おい て行 われ たと した なら ばこ れ らの 罪に 当た り︑ かつ ︑当 該行 為地 の法 令 によ り罪 に当 たる もの を含 む︒ をし た日 から 起算
︵略 ︶

し て十 年を 経過 しな い 者
ヲ・ ワ

就学 前の 子ど もに 関す る 教育 ︑保 育等 の総 合的 な提 供の 推進 に 関す る法 律︵ 平成 十八 年法 律第 七十 七号 ︶ ︵抄 ︶

※ 就学 前の 子ど もに 関す る 教育 ︑保 育等 の総 合的 な提 供の 推進 に関 す る法 律の 一部 を改 正す る法 律︵ 平成 二十 四 年法 律第 六十 六号 ︶に よる 改正
後 の条 文

幼稚 園又 は保 育所 等の 設置 者︵ 都道 府 県を 除く ︒︶ は︑ その 設置 する 施設 が都 道 府県 の条 例で 定め る要 件に 適合 して いる 旨 の都 道府 県知

︵ 幼保 連携 型認 定こ ども 園 以外 の認 定こ ども 園の 認定 等︶
第三 条

事 ︵保 育所 に係 る児 童福 祉法 の規 定に よる 認可 そ の他 の処 分を する 権限 に係 る事 務を 地方 自 治法 ︵昭 和二 十二 年法 律第 六十 七号 ︶ 第百 八十 条の

二 の規 定に 基づ く都 道府 県 知事 の委 任を 受け て当 該 都道 府県 の教 育委 員会 が行 う場 合そ の他 の 主務 省令 で定 める 場合 にあ って は︑ 都道 府 県の 教
２

幼 稚園 及び 保育 機 能施 設の それ ぞれ の用 に供 され る建 物及 び その 附属 設備 が一 体的 に設 置さ れて いる 場 合に おけ る当 該幼 稚園 及 び保 育機 能施

︵略 ︶

育委 員会 ︒以 下こ の章 及び 第四 章 にお いて 同じ ︒︶ の認 定を 受け るこ とが でき る ︒
３

設︵ 以下 ﹁連 携施 設﹂ と いう ︒︶ の設 置者 ︵都 道府 県を 除く ︒︶ は ︑そ の設 置す る連 携施 設が 都道 府県 の条 例で 定 める 要件 に適 合し てい る旨
４

都道 府県 知事 は︑ 国︵ 国 立大 学法 人法 ︵平 成十 五年 法 律第 百十 二号 ︶第 二条 第一 項に 規定 する 国 立大 学法 人を 含む ︒以 下同 じ︒ ︶及 び市 町村

︵ 略︶

の都 道府 県 知事 の認 定を 受け るこ とが でき る︒
５
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以 外の 者 から ︑第 一項 又は 第三 項の 認定 の申 請が あ った とき は︑ 第一 項又 は第 三項 の条 例で 定め る 要件 に適 合す るか どう かを 審 査す るほ か︑

次に 掲げ る基 準︵ 当該 認 定の 申請 をし た者 が学 校法 人 ︵私 立学 校法 ︵昭 和二 十四 年法 律第 二百 七十 号 ︶第 三条 に規 定す る学 校法 人を いう ︒以

下 同じ ︒︶ 又は 社会 福祉 法人 ︵社 会福 祉 法︵ 昭和 二十 六年 法律 第四 十五 号︶ 第 二十 二条 に規 定す る社 会 福祉 法人 をい う︒ 以下 同じ ︒︶ であ る
場合 にあ って は︑ 第四 号に 掲げ る基 準に 限 る︒ ︶に よっ て︑ その 申請 を審 査し なけ れ ばな らな い︒
︵ 略︶

イ

申請 者が ︑こ の 法律 その 他国 民の 福祉 若し く は学 校教 育に 関す る法 律で 政 令で 定め るも のの 規定 によ り罰 金の 刑に 処 せら れ︑ その 執行 を

︵略 ︶

次 のい ずれ にも 該当 す るも ので ない こと ︒

一 〜三
四
ロ

終 わり ︑又 は執 行を 受 ける こと がな くな るま で の者 であ ると き︒
︵略 ︶

︵ 略︶

ハ〜 チ
６〜 ９
︵設 置等 の認 可 ︶

国及 び地 方公 共団 体以 外の 者は ︑ 幼保 連携 型認 定こ ども 園を 設置 しよ う とす ると き︑ 又は その 設 置し た幼 保連 携型 認定 こど も園 の廃 止

都 道府 県知 事は ︑前 項の 設 置の 認可 の申 請が あっ たと きは ︑第 十三 条第 一 項の 条例 で定 める 基準 に適 合 する かど うか を審 査す るほ か ︑次 に掲

三 項︑ 第六 項及 び第 七項 並び に次 条第 一項 にお い て同 じ︒ ︶の 認可 を受 けな けれ ばな らな い ︒

等を 行お うと する とき は︑ 都道 府県 知事 ︵指 定 都市 等の 区域 内に 所在 する 幼保 連 携型 認定 こど も園 につ い ては ︑当 該指 定都 市等 の長 ︒次 項︑ 第

第 十七 条

２

申 請者 が︑ この 法律 その 他国 民 の福 祉若 しく は学 校教 育に 関す る法 律で 政令 で 定め るも のの 規定 によ り罰 金の 刑に 処せ ら れ︑ その 執行 を終

げる 基準 によ って ︑そ の申 請を 審 査し なけ れば なら ない ︒
一

︵ 略︶

︵略 ︶

わ り︑ 又は 執行 を受 け るこ とが なく なる まで の者 であ ると き︒
二〜 七
３〜 ７
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○

子 ど も・ 子育 て支 援法 ︵平 成二 十四 年法 律第 六 十五 号︶ ︵抄 ︶
︵ 確認 の取 消し 等︶

市 町村 長は ︑次 の各 号の いず れ かに 該当 する 場合 にお いて は︑ 当該 特定 教 育・ 保育 施設 に係 る第 二十 七条 第一 項の 確認 を 取り 消し ︑又
︵ 略︶

前各 号に 掲げ る場 合の ほか ︑ 特定 教育 ・保 育施 設の 設置 者が ︑こ の法 律 その 他国 民の 福祉 若し くは 学 校教 育に 関す る法 律で 政令 で定 め るも
︵ 略︶

の又 はこ れら の法 律 に基 づく 命令 若し くは 処分 に 違反 した とき ︒
︵略 ︶

九 ・十

八

一 〜七

は 期間 を定 めて その 確認 の全 部若 しく は一 部 の効 力を 停止 する こと がで きる ︒

第四 十条

２
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