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農村の悲劇 児童人身売買の真相を衝く﹃真相実話﹄創刊

人身売買﹃青い花﹄

巻４

号 ●小林存 ●一九四

人身売買の生態﹃新しい教育と文化﹄３巻３号 ●村野民夫 ●一九四
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公論﹄ 年５号 ●川島武宜 ●一九四七・五
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﹁おいらん道中﹂に関する投書移送

婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令公布に
ついて ●内務省警保局長 ●一九四七・一
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実施に関する勅令制度について ●一九四六・一一

私娼の取締並びに発生の防止及び保護対策

………………………………………………………………………………………

◉人身売買資料

第１巻
貸座敷営業取締ニ関スル件 警保局行警発甲第一四号 ●内務省
警保局長 ●一九四五・一一

公私娼︑特殊慰安施設等ノ調査ニ関スル件 警保局公安発
甲第二号 ●内務省警保局長 ●一九四五・一二

●警保局長 ●一九四五・一

聯合軍最高司令部命令 日本ニ於ケル公娼廃止ニ関ス
ル件 ●参謀副官補佐官 ●一九四六・一
娼妓取締規則廃止ニ関スル件伺

●最高司令官代

公娼制度廃止ニ関スル件通牒 公安第九号 ●警保局長 ●一九四
六・一

主題﹁日本ニ於ケル公娼廃止﹂ニ関スル件
理 ●一九四六・一

︹愛媛県及香川県警察部長照会の件に関し回答︺ ●公安
課長 ●一九四六・一

公娼制度の廃止に関する指導取締の件 警保局公安発甲第
二八号 ●内務省警保局長 ●一九四六・五

︹朝鮮人婦女雇傭の件︺●内務省公安課長 ●一九四六・一
最近の風俗取締対策について 警保局公安発甲第七五号 ●警保
局長 ●一九四六・一一

第２巻
人身売買の問題 潜在的奴隷関係について﹃東洋文化﹄１号 ●川島武
宜ほか ●一九五〇・一

郎 ●一九五〇・三

羽後飛島の人口問題﹃山形大学紀要︵人文科学︶﹄１号 ●長井政太
調査 いわゆる﹃人身売買﹄について 石越村報告﹃東北法学会
雑誌﹄１号 ●中川善之助／木村慎一／山畠正男 ●一九五〇・八

人身売買の法律関係︵一︶芸娼妓丸抱契約の効力について﹃法学
●法務府人権擁護局 ●一九五一・三

協会雑誌﹄ 巻７号 ●川島武宜 ●一九五一・二

人権思想の現状
性改造﹄６巻６号 ●本誌記者 ●一九五一・六

婦女誘拐業者の本拠を衝く この一文を田中警視総監に捧ぐ﹃女

71
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28

巻６号 ●草野豹一

２巻６号 ●稲葉金四郎 ●一九五一・六

民主的農業労働の育成 人身売買の悪習を打破﹃職業安定広報﹄
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35
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40
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71
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31
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22
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人身売買に関する前橋地検の調査﹃検察月報﹄
検務局 ●一九五二・三

人身売買とその対策

36

262

10

23

年少者﹄ 号 ●山形婦人少年室 ●一九五四・二

売られゆく四つのケース 山形県年少者不当雇用の実例﹃婦人と
10

68

62

仙北に集団人身売買事件 娘廿三人が悪周旋人の魔手に 青少協

9

29

33

増山 均

本
庄しげ子は︑
﹃人身売買│売られゆく子供たち﹄
︵同光社︑一九五四年︶
で︑
一九四八年頃の離島や農村における子どもの売買の記録││﹁口減ら

し﹂と無償に等しい働き手の確保という︑売り手と買い手の双方の極限的な
貧困の記録でもある││を編んだ︒そこには︑親に渡す前渡金の一割を手に
する正体不明の﹁周旋人﹂が﹁躍動﹂している︒また︑街頭で食事を餌に浮浪児
を拐かし︑
﹁真人間にする﹂と浮浪児を連れていく﹁許可﹂を巡査から得たり︑

子どもが子どもとして
生きる権利を保証するために
角田由紀子

◉

たしは敗戦後間もない時代を小学生として︑北九州の片田
舎で過ごした︒同級生には農家や炭住︵炭鉱住宅︶の子ども

︵つのだ・ゆきこ 弁護士︶

戦直後の日本では︑公娼制度の取り扱い︑
私娼の取り締まりや保護︑子どもや女性

︵いわた・まさみ 日本女子大学教授︶

めて見直す資料となることを期待している︒

ちを再確認させる契機となり︑日本の戦後史を改

在しながら︑忘れ去られていた複雑な貧困のかた

も借りながら︑われわれに戦後日本の出発点に存

い昭和だが︑本資料集成が︑適切な解説者の助け

近年ノスタルジックに語られることが少なくな

から収集・整理した点で画期的なものである︒

多様で具体的な資料を︑さまざまな雑誌・統計等

たこと︑またその公的取り締まりの状況について︑

戦後日本の起点に大きな社会問題として存在し

であるかのように扱われているこれらの問題が︑

成﹄は︑今日ではほぼ忘れ去られ︑途上国の問題

﹃ 戦 後 初 期 人 身 売 買 ／ 子 ども 労 働 問 題 資 料 集

り︑政府もこれらの対策に迫られていた︒

労働問題などは︑きわめて大きな社会問題であ

の人身売買︑長期欠席児童の存在︑また年少者の

敗

眼的思考方法を︑わたしたちに提供してくれる貴重なものだ︒

本資料集成は︑現在の子どもをめぐる状況の真相に迫るための複

ではないか︒子どもがその生きる権利を全うできないという点で︒

られ︑売春させられていた少女たちの状況と通じるものがあるの

しかし︑一見︑貧困の対極にあるかのできごとは︑当時︑親に売

できる豊かさの中にある︒

増していると報じられている︒子どもがスマホを手にすることが

事をしたのだろう︒無料のアプリを介しての子どもの性被害が急

びるためにではなく︑おそらくは自分が生き延びるためにその仕

自分のやっていることを﹁仕事﹂と呼んだ︒彼女は︑家族が生き延

権侵害ではないのだろうか︒一三歳で援助交際をしていた少女は︑

で子どもたちの身に起きていることは︑新しい貧困と子どもの人

ったといわれるが︑そうだろうか︒いま︑相対的には豊かなこの国

あれから長い時間がたち︑当時のような絶対的貧困は少なくな

は︑わたしを震撼させる︒

人身売買は︑実はわたしのすぐそばで起きていたのだ︒この事実

点だが︑それらが子どもの搾取に収斂されていたのだ︒子どもの

あちこちに見える︒子どもの目には見えなかった社会の姿と問題

た︒当時の級友たちの生活の背景にあったものが︑この資料集の

たちがいた︒わたしの周囲では︑誰もがほとんど平等に貧しかっ

わ

孤児院からもらい受け︑孤児施設が﹁厄介払い﹂に孤児を島に送り込むという︑
﹁前借金﹂なしの孤児・浮浪児の遣り取りが行われていたと記してもいる︒
売られた子は長欠児童であり︑売られる前からすでに通学上の困難を負っ
ていた︒
僕と小学校六年生から同級だった女生徒は︑中学校卒業まで一度も登校し
なかった︒彼女が逝去したとの報をもたらした同級生は︑自身は﹁私は長女だ
ったので﹂口減らしのために中学一年生で商家へ奉公に出て︑ほとんど一年間
は学校を休んだのだと五八年前の話をした︒僕は知らなかった︒逃げ帰ったの
だとも話すやさしい声は︑繰り返し僕のなかでよみがえる︒
しかし︑いま確かめてみれば︑先の女生徒は︑六年生の折りの真冬の学芸会
の写真に素足で写っている︒僕は彼女が登校していたことを︑記憶していなか
ったのである︒
浩瀚な資料の復刻は︑僕が知りたい孤児の売買と長欠児童の実相を教えて
くれるに違いない︒
︵へんみ・まさあき 北海道大学名誉教授・元教育史学会代表理事︶

後いち早く制定された﹁児童憲章﹂
︵一九五一年︶は子どもの権利を高らかに謳い
あげた︒前後して制定された児童福祉法︑学校教育法などの子ども関係法に守

︵ましやま・ひとし 早稲田大学教授︶

もの権利の実現が︑戦後日本における子どもの人権侵害の上に成立してきた裏面史を︑

子どもの悲劇と苦闘の歴史をリアルに伝えるとともに︑民主化︑経済発展そして子ど

の権利を奪う︒戦後初期の﹁人身売買﹂と﹁子ども労働﹂に関するこの資料集は︑日本の

児童憲章の理念が掲げられても︑貧困という土壌は︑子どもの人権を侵し︑成長発達

実態は︑経済成長期が始まる一九六〇年代までつづく︒わずか五〇年前のことである︒

は接客婦︑酌婦︑芸妓として売られ︑売春を強いられるものも後を絶たなかった︒その

過酷で危険な労働に従事させられていた︒女の子は家事使用人や女工として︑さらに

子どもたちが︑口減らしとしてわずかな金額で﹁身売り﹂され︑農業・林業・漁業の中で

代に︑全国各地で子どもの﹁人身売買﹂が広く行われていたのだ︒とくに貧しい農家の

しかし︑この日本でも﹁児童憲章﹂や﹁児童福祉法﹂が制定された︑まさにその同じ時

話としてしか想像しない︒

﹁子どもの人身売買﹂という言葉を聞いても︑それはアジアやアフリカの貧しい国々の

られて︑日本の子どもたちは︑世界で最も安全な環境で学び・生活してきた︒それゆえ

戦

◉

子どもの人権侵害・
裏面史をリアルに語る資料集

推薦
します

逸見勝亮
◉

事実をもって語っている︒

戦後史を見直す
貴重資料の集成

岩田正美
◉

僕は孤児の売買・
長欠児童の実相を知りたい

五四・二

﹁いわゆる人身売買﹂の関係法規﹃婦人と年少者﹄

て﹃労働時報﹄ 巻 号 ●婦人少年局 ●一九五四・二

号 ●一九

年少者のいわゆる人身売買の実態 第五回資料調査をめぐっ
特別誌上座談会人身売買をめぐる諸問題﹃警察時報﹄ 巻 号
●青木誠四郎／池松文雄／原長栄／高柳勝一／内藤文質／戸田正
直／藤田たき ●一九五四・二

藤牧夫 ●一九五四・二

問題は青線区域 東京警視庁管下の実例﹃婦人朝日﹄９巻２号 ●伊

五四・三

娘を売る凶作地 ルポルタージュ﹃地上﹄８巻３号 ●大滝重直 ●一九
警察職員による人身売買事件介入﹃人権擁護局報﹄８号 ●一

五・六
巻７号 ●大浜英子 ●一九五

人身売買検挙状況 昭和二十九年 ●警察庁刑事部防犯課 ●一九五

五・七

人身売買と家族制度﹃警察時報﹄

察時報﹄ 巻７号 ●判例実務研究会 ●一九五五・七

人身売買をめぐる前借金返還請求 事件の裁判例について﹃警

五五・一一

人身売買事件に対する懇談事項

８巻 号 ●三淵乾太郎 ●一九五五・一二

●検察庁八重山支部 ●一九

前借金について／資料前借金無効の判決﹃法律のひろば﹄

例タイムズ﹄６巻９・ 号 ●三淵乾太郎 ●一九五五・一二

前借金は返還するを要しない 最高裁の最近の判決について﹃判

第５巻

支部検事 ●一九五五・一二

城球 ●一九五五・一二

八重山における人身売買について﹃琉球労働﹄２巻３号 ●山

九五五・七

頻発する人身売買事件﹃法律のひろば﹄８巻７号 ●藤原道子 ●一
人身売買被疑事件捜査報告 八検日甲第五五号 ●検察庁八重山

八・八

少労働課 ●一九四九・四

年少街頭労働者実態調査実施要項

局年少労働課 ●一九四九・五

サーカス団の実態について

●労働省婦人少年局 ●一九四九・七

年少者はなぜ危険有害な業務についてはいけないか №

●一九四九・五

年少街頭労働者の実態調査報告 第一報告 ●労働省婦人少年

●労働省婦人少年局年

働くこどもの保護について №５ ●労働省婦人少年局 ●一九四

する特殊調査 ●労働省婦人少年局年少労働課 ●一九四八・五

鉄道連結手災害調査中間報告年 少労働者就業制限業務に関

第７巻

◉子ども労働資料

構の一断面である特飲店の実態について ●一九五六・一二

新潟地方に於ける売春状況の調査と研究 主として売春機

六・一一

いて﹃婦人と年少者﹄ 号 ●労働省婦人少年局年少労働課 ●一九五

田之浦漁港の児童労働の地域的背景 いわゆる舟番小僧につ

第三八集 ●労働省婦人少年局 ●一九五六・六

年少者の不当雇用 調査報告︵関東甲信越篇︶﹃年少労働調査資料﹄

身売防止対策﹃昭和二十八年冷害凶作誌﹄●福島県 ●一九五六・三

六・二

長欠児調査点描﹃婦人と年少者﹄
号 ●東京婦人少年室 ●一九五

号 ●長戸寛美 ●一九五五・七

売春の防止のために﹃婦人と年少者﹄
号 ●市川房枝 ●一九五五・七

号 ●一九五

号 ●神崎清 ●一九五五・七

﹁松元事件﹂現地報告﹃婦人と年少者﹄

ゲイシヤ問題﹃婦人と年少者﹄
街娼婦だつたある少女の手記﹃婦人と年少者﹄
五・七

●一九五五・八

非行少女の矯正教育に思う﹃青少年問題﹄２巻８号 ●大平えつ

●志道好秀 ●一九五五・八

売られゆく子供たち 九州の恐るべき実態﹃青少年問題﹄２巻８号

８号 ●中野隆雄／中山茂 ●一九五五・八

売られたある児童の二つの場合 総合意見﹃青少年問題﹄２巻
九州の不当雇用慣行﹃青少年問題﹄２巻８号 ●労働省 ●一九五五・八

職業調査﹃青少年問題﹄２巻８号 ●警察庁 ●一九五五・八
日高哲志 ●一九五五・八

鹿児島県のいわゆる人身売買対策﹃青少年問題﹄２巻８号 ●

●小林軍盛 ●一九五五・八

群馬県のいわゆる人身売買について﹃青少年問題﹄２巻８号

号

年度における青少年に関する施策重点事項﹃青
●一九五五・八

少年問題﹄２巻８号 ●一九五五・八

昭和
人身売買防止運動について
●神崎清 ●一九五五・八

巻 号 ●石原広文

巻９号 ●川島武宜 ●一

少女芸者の人身売買事件から 芸者町の売春実態﹃平和﹄

九五五・九

人身売買契約の法的効力﹃法律時報﹄

●一九五五・九

号 ●松野ノブ ●一九五五・一〇

人買いは生きている ルポルタージュ﹃キング﹄
長欠児をたずねて﹃婦人と年少者﹄
号 ●我妻栄 ●一九五五・一一

●労働省婦人少年局 ●一九五九・四

前借金無効の判決﹃ジュリスト﹄

長欠就労児童保護活動手引
労働基準法中女子に関連の深い規定の違反事例並び
に送致事例 昭和三三年﹃婦人と年少者﹄７巻９号 ●一九五九・九
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