
 
 

２００９年（平成２１年）７月１７日   

日本弁護士連合会   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの権利条約に基づく第３回日本政府報告 

及び武力紛争における子ども・子ども売買 

各選択議定書第１回日本政府報告 

に関する日本弁護士連合会の報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

目次 

 

はじめに 

 

第１部  子どもの権利条約 

 

Ⅰ 条約の諸規定の実施のための一般的措置  

Ａ 留保の見直し［パラ１～３］ 

Ｂ 国内法及び国内実施を条約の諸規定と調和させるためにとられた措置 

（第４条）［パラ４～５］ 

Ｃ 条約の国内法体系の中での地位［パラ６～８］ 

Ｅ 条約の原則及び規定が司法決定の際に適用された例［パラ９～１１］ 

Ｆ 条約で認められた子どもの権利が侵害された場合の救済措置 

［パラ１２～１５］ 

Ｇ 子どもの権利実現のための国内行動計画等、条約の枠組みの下での 

子どもに係る包括的な国家戦略の策定［パラ１６～１８］ 

Ｈ 条約実施等のための国内機構［パラ１９～２４］ 

Ｉ 進捗状況を評価するためにＮＧＯ等の市民社会と協力してとられたイ

ニシアティブ［パラ２５～２７］ 

Ｊ 利用可能な手段の最大限の範囲内でとられた子どもの経済的、社会的、

文化的権利を実現するための措置［パラ２８～２９］ 

Ｌ 条約の広報（第４２条）［パラ３０］ 

 

Ⅱ 第１条（子どもの定義）  

Ａ 子どもの定義に係る条約と国内法との間の差異［パラ３１］ 

Ｂ 国内法における最低法定年齢［パラ３２～３６］ 

 

Ⅲ 一般原則  

Ａ 第２条（差別の禁止）［パラ３７～５０］ 

Ｂ 第３条（子どもの最善の利益）［パラ５１～５７］ 

Ｃ 第６条（生命、生存及び発達に対する権利）［パラ５８～６８］ 

Ｄ 第１２条（子どもの意見の尊重）［パラ６９～７８］ 

 

Ⅳ 市民的権利及び自由（第７条、８条、１３～１７条及び３７条（a））  

Ａ 氏名及び国籍（第７条）［パラ７９～９３］ 



 

2 

 

Ｂ 身元関係事項の保持（第８条）［パラ９４～９５］ 

Ｃ 表現の自由（第１３条）［パラ９６～１００］ 

Ｄ 思想、良心及び宗教の自由（第１４条）［パラ１０１～１０５］ 

Ｅ 結社及び平和的集会の自由（第１５条）［パラ１０６～１０７］ 

Ｆ 私生活の保護（第１６条）［パラ１０８～１１０］ 

Ｇ 適切な情報の利用（第１７条）［パラ１１０］ 

Ｈ 拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しく

は刑罰を受けない権利（第３７条（a））［パラ１１２～１１９］ 

 

Ⅴ 家庭環境及び代替的な監護  

Ａ 父母の指導（第５条）［パラ１２３～１２４］ 

Ｂ 父母の責任（第１８条１、２）［パラ１２５～１３０］ 

Ｃ 父母からの分離（第９条）［パラ１３０～１４３］ 

Ｄ 家族の再統合（第１０条）［パラ１４４］ 

Ｅ 不法な国外移送及び国外からの不帰還（第１１条） 

［パラ１４５～１４８］ 

Ｆ 子どもの扶養料の回収（第２７条４）［パラ１４９～１５２］ 

Ｇ 家庭環境を奪われた子ども（第２０条）［パラ１５３～１５５］ 

Ｈ 養子縁組（第２１条）［パラ１５６～１６２］ 

Ｉ 収容に対する定期的な審査（第２５条）［パラ１６３～１６５］ 

Ｊ 虐待及び放置（含む身体的及び心理的な回復及び社会復帰）（第１９条

及び第３９条）［パラ１６６～１７６］ 

 

Ⅵ 基礎的な保健及び福祉（第６条、第１８条３項、第２３条、第２４条、第

２６条、第２７条１から３項） 

Ａ 障害を有する子ども（第２３条）［パラ１７７～２１０］ 

Ｃ 社会保障及び子どもの養護のための役務の提供及び設備（第２６条、第 

１８条３）［パラ２１１～２１５］ 

Ｄ 生活水準（第２７条の１、２及び３）［パラ２１６～２１７］ 

 

Ⅶ 教育、余暇及び文化的活動（第２８条、第２９条、第３１条） 

Ａ 教育（含む職業訓練及び指導）（第２８条）［パラ２１８～２４５］ 

Ｂ 教育の目的（第２９条）［パラ２４６～２６２］ 

Ｃ 余暇、レクリエーション及び文化的活動（第３１条） 

［パラ２６３～２６９］ 



 

3 

 

Ｄ いじめ・校内暴力（パラ４１０～４１２）について 

［パラ２７０～２８０］ 

Ｅ 不登校、高校中途退学等について［パラ２８１～２８７］ 

 Ｆ その他の懸念事項への対処などについて［パラ２８８～２９４］ 

 

Ⅷ 特別な保護措置（第２２条、第３８条、第３９条、第４０条、第３７条（b）

～（d）、第３２条から第３６条）  

Ａ 非常事態にある子ども［パラ２９５～３０２］ 

Ｂ 少年司法の運営の制度に係っている子ども［パラ３０３～３８７］ 

Ｃ 搾取の状況にある子ども（含む身体的及び心理的な回復及び社会復帰） 

［パラ３８８～３９６］ 

Ｄ 少数民族又は原住民集団に属する子ども（第３０条） 

［パラ３９７～４０６］ 

 

第２部  選択議定書 

 

Ⅰ 武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選 

 択議定書［パラ４０７～４１９］ 

 

Ⅱ 児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関す 

 る条約の選択議定書 

 

なお、この目次は、国連「子どもの権利委員会」ガイドラインにそって書かれた政府報

告書の目次に一致するよう作成したが、Ⅶ（教育）のＡ～Ｆの項目は政府報告書と一致

していない。政府報告書の目次の「児童」は、本報告書では「子ども」と表記した。 



 

4 

 

 はじめに 

 

日本で１９９４年５月に子どもの権利条約が発効してから、すでに１５年が

経過している。この間、政府は、条約の実施状況を国連子どもの権利委員会（ 

CRC）に３回報告し、CRC は、これまで２回にわたり、これらの政府報告書を

審査してきた。 

この１５年間に、日本における子どもの権利状況は進んだと言えるであろう

か。否である。むしろ、悪化したと言うしかない状況である。 

第２回の政府報告書は、第１回の政府報告の後、CRC が示した懸念、勧告に

対して、児童虐待の防止等に関する法律、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成立などわずかな改善策をのぞき、ほ

とんど何も答えていないと言うに等しかった。CRC 第２回総括所見が第１回総

括所見とあまり変わっていなかったことが何よりもよくこのことを物語って

いる。 

学校教育制度の過度に競争的な傾向は、この１５年間でさらに進んでいる。

公立学校における学校選択制は、全国一斉学力テストの実施とその結果の公

表とあいまって学校間の格差を拡大し、中高一貫教育の導入もあって、競争

は私立のみならず小学校中学校の公立学校にまで広がっている。 

何よりもこの間戦後の日本における教育の基本方針を定めた教育基本法が

改正された。改正前の教育基本法は、１９４７年に、第二次世界大戦の終結

を受けて制定された日本国憲法の精神に沿って、個人の尊厳を重視するとい

う観点から構成されていた。しかし、２００６年、教育は、不当な支配に服

することなく国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものであると

いう教育の自主性を保障していた条項が、教育は不当な支配に服することな

くこの法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであるとい

う文言に変えられたことにより、国による教育の管理統制強化を可能とする

ものとなった。 

２００６年には、いじめ自殺が相次ぎ、文部科学省のいじめ自殺ゼロの調

査結果は再調査により誤りであったことが判明した。いじめ、体罰、校内暴

力、自主退学・退学処分、不登校などの数も減少していない。ストレスの強

い学校生活は子どもたちの心身に影響を及ぼし、日本の子どもの孤独感・自

己肯定感の低さは顕著である。 

少年司法においては、CRC 第２回総括所見が、２０００年改正により導入さ

れた①原則逆送制度、②刑事処分年齢の引き下げ、③観護措置期間の延長に

ついて懸念を示し、日本政府に対して、CRC の１９９５年少年司法運営の一般
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的討議に照らし、少年司法に関する基準、特に権利条約３７条、３９条及び

４０条並びに少年司法運営に関する国連最低基準規則（ペキン・ルールズ）

及び少年非行予防のための国連ガイドライン（リヤド・ガイドライン）の全

面的実施を確保することを勧告したが、日本政府は CRC の勧告を真摯に受け

止めていないばかりか、さらに CRC 勧告の精神に反するような２回の少年法

改正を行った。にもかかわらず、第３回政府報告書にはこれらの改正につい

てほとんど言及されていないのである。 

２０００年改正後成人と同様の刑事裁判所に逆送される少年事件の数は増

えており、厳罰化は顕著であり、CRC の第２回総括所見における勧告に反する

事態が進行している。また、２００７年改正は①１４歳未満の少年に対する

警察官の調査権限の付与、②１４歳未満の少年が犯した一定の事件について

の家庭裁判所への原則送致、③少年院送致年齢の引き下げ、保護観察中の遵

守事項違反に対する少年院等送致処分が定められた。これまで１４歳未満の

少年に対しては福祉的対応をしていたところ、調査という名のもとで警察の

取り調べも可能となり、司法的対応が進められ、厳罰化傾向は低年齢の子ど

もにも進んでいるのである。また、２００８年改正により一定の事件につい

て少年審判を被害者・被害者遺族が傍聴することができるようになった。 

これまでの度重なる改正により、教育的な雰囲気でおこなわれた少年審判

の場が糾問的な場へと徐々に変容していくことが危惧される。日本政府は、

これまでの報告の中で、少年えん罪事件に全く触れることはなかったが、し

かし、自白の強要などの違法な捜査などを原因としてえん罪事件は毎年おこ

っており、最近でも大阪地裁所長襲撃事件で成人と少年の無罪・非行事実な

し不処分が確定している。にもかかわらず警察の自白偏重の捜査姿勢は変わ

らず、日弁連は現在取り調べの全過程をビデオ録画などによって可視化する

ことを求めて運動しているところである。 

また、日本では国民の経済的格差が拡大してきていることが問題となって

いるが、この経済的格差の拡大は、確実に子どもにも及んでいる。中でも子

どもの貧困が問題となってきており、学力や健康、児童虐待や少年事件等に

影響を及ぼしていることが指摘されている。これらは子どもの成長発達に深

刻な影響を及ぼしているが、にもかかわらず、政府はあいかわらず子どもに

関するあらゆる問題についての包括的な調査研究を行おうとしておらず、各

省庁でばらばらに作成したものを寄せ集めた報告書を提出するばかりである。

子どもの権利実現のための国内行動計画として出された青少年育成施策大綱

は０歳から３０歳未満までの青少年を対象としたもので、条約の求める権利

基盤型アプローチにたったものではない。 
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子どもの権利に基盤をおいた施策の実施を可能とするために、子どもの権

利基本法を制定して「子どもの最善の利益」の視点にたった予算配分をし、

子どもの権利に関し、総合的で統一された施策を行うことのできる横断的な

政策調整機関を新設すべきである。 
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第１部  子どもの権利条約 

 

Ⅰ 条約の諸規定の実施のための一般的措置 

 

１ 政府は、条約第３７条(c)に関する留保を撤回し、「人道的に、人間の固

有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法」による

取り扱いを求める条約の趣旨に従い、警察署の代用監獄において少年の身

体拘束をおこなうことを見直し、少年の年齢にあった取り扱いをするよう

改善すべきである。 

２ 政府は、総括所見の勧告に応えて、制定法の包括的な見直しを行い、権

利基盤型アプローチに一致させるような新規立法や法改正を行うべきで

ある。 

３ 政府は、第９条１、第１０条１の解釈宣言を撤回し、出入国管理行政に

おいて条約を遵守しなければならない。 

４ 子どもの権利条約が法律の上位法であるにもかかわらず、法律の制定や

運用等において、その実効性が乏しいことが問題である。権利基盤型アプ

ローチによって、教育基本法、児童福祉法、少年法などの国内法をチェッ

クすると共に条約の浸透、適用を進める必要がある。 

５ 条約に関する司法修習生や裁判官に対する系統的な研修が不可欠であ

る。 

 

Ａ 留保の見直し 

 

１ 条約３７条(c)の留保 

1． CRC が、第１回に引続き第２回統括所見においても、繰り返し、条約３

７条(c)の留保を撤回することを求めていることに対して、政府報告は、

これを完全に無視し、あくまでも留保を撤回しない旨を宣明している。

政府報告の留保理由は、条約が子どもとしている者が１８歳未満である

のに対し、我が国の少年法が少年として取り扱う者が２０歳未満の者で

あり、少年法上、少年の被疑者・被告人を２０歳以上の者と分離して取

り扱う旨の法規（少年法第４９条及び５６条）が存在することを根拠に

挙げ、「かかる措置は、条約の趣旨とも合致する」としている。 

しかしながら、政府報告が、このように言うのであれば、条約３７条

(c)の留保をするのではなく、この規定で言う「成人」は、日本の国内

法において「成人」としているものを言う旨の解釈宣言を行えば良いの
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であって、留保する理由はない（日弁連第 1 回報告書 para16）。 

2．  問題なのは、少年に対する身体拘束が、警察署の代用監獄においてな

されることが常態化していることである。代用監獄における身体拘束は、

それ自体人権侵害と言うべきである。代用監獄において、少年が成人と

は居室を別にした勾留が行われるとしても、成人が勾留され取り調べに

さらされる警察署の代用監獄における身体拘束は、身体拘束された少年

を保護ではなく取り調べの対象とするものであり、「人道的に、人間の

固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法」に

よる取り扱いを求める条約の趣旨に反すると言わなければならない。 

 

２ 第９条１、第１０条１の解釈宣言 

3.  (1) 政府報告は、CRC の勧告に背を向けて、第９条１、第１０条１につ

いて、我が国の出入国管理行政には適用されない旨の解釈宣言を維持す

ることを宣明し続けている。 

(2) 日本の出入国管理行政は、このような解釈宣言を行っているため、

全員在留資格のない外国人家族の場合、日本で一定年齢まで成長した子

どもにのみ在留特別許可を与え、親のみ退去強制させる非人道的な事態

を生じさせている（カルデロン事件 para124）。かつて、日本の出入国管

理行政は、子どもが日本国籍を有し、親が日本国籍を有せず在留資格が

ない場合、親子を強制的に分離し、親のみに対する退去強制を行ったこ

とがある。現在は、子どもに日本国籍がある場合には、このように非人

道的な措置は行われておらず、一定の改善が見られている。しかし、こ

のような解釈宣言がある以上、いつ何時復活してもおかしくない。いず

れにしても、子どもが親から分離されずに育てられるという権利が踏み

にじられている。 

(3) このような解釈宣言は、日本国憲法第９８条２項の条約遵守義務に照

らしても問題であり、直ちに撤回されなければならない。 

 

Ｂ 国内法及び国内実施を条約の諸規定と調和させるためにとられた措置（第

４条） 

 

１ 条約との整合性を確保するための包括的な国内法の見直し 

4.  政府報告は、国内法と条約との整合性を確保するために特別の立法を行

っていないし、行う必要もないと断定している第１回政府報告書をその

まま援用している。しかしながら、統括所見が指摘しているように、①
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婚姻最低年齢の男女差別、②婚外子に対する差別に加えて、女児、障が

い児、アメラジアン、韓国朝鮮人、部落、アイヌその他のマイノリティ・

グループの子ども、移民労働者の子どもに対する社会的差別、など、条

約との乖離が明らかな問題が山積しているのは厳然たる事実である。 

 

２ 新規立法・法律改正の例示 

5.   政府報告は主な新規立法・法律改正の例示として、①未成年者飲酒喫

煙法及び未成年者飲酒禁止法の改正、②インターネット異性紹介事業を

利用して児童を誘引する行為の規制に関する法律制定、③児童買春、児

童ポルノに係る行為の処罰及び児童の保護等に関する法律の改正、④少

子化社会対策基本法及び次世代育成基本法の策定、⑤児童虐待防止法及

び児童福祉法の改正、⑥人身取引のための関係法律規制などをあげてい

る。これらの立法ないし改正は、子どもの生きる権利、守られる権利の

前進という観点からは、一定の評価すべき点はある。しかし、条約が重

視する、「子どもの最善の利益」を図るうえで不可欠とも言える、参加す

る権利、成長する権利という面における進展はない。却って、少年法の

改正による厳罰化は、子どもの立ち直りを困難にし、教育基本法の改正

による愛国心の強制などは、子どもの表現や内心の自由を侵害するなど

条約に逆行し、これらの権利を著しく後退させていると言うべきである。 

 

Ｃ 条約の国内法体系の中での地位 

 

1 憲法又は法律との関連 

6.  条約が保障する権利が、我が国の国内法にどのように反映されているか

という点について、政府報告は、我が国の憲法や児童福祉法が条約の精

神と合致しているとする第１回政府報告書を援用するにとどまっている。

しかしながら、条約の原則と諸条項は、国内法が子どもの権利基盤型に

整備されることを求めているのであり、そのような観点からすれば、児

童福祉法をはじめとする諸立法は、参加する権利や成長する権利の充足

という点において極めて不十分であり、政府報告はこのことを無視して

いる。 

7.   政府報告は、子どもの権利の実現に一層貢献する国内法として、第１

回政府報告をそのまま援用し、児童福祉法、教育基本法、学校教育法、

少年法を挙げている。 

   しかし、これらの国内法が、条約が求める権利基盤型になっていないこ
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とは明らかである。 

   その上、子どものための設備・体制の整備や予算の配分などが極めて不

十分であり、子どもを保護するという点からして多くの問題を抱えてい

ることが無視されている。例えば、児童相談所の恒常的な職員不足、１

９４８年からの児童福祉施設最低基準の据え置きなど、子どもの最善の

利益に照らして多くの問題がある。 

8.    また、教育基本法、学校教育法、少年法は、この間、条約の精神に逆

行して子どもに対する支配・統制を強化するものに改悪されている。政

府報告は、就学率がほぼ１００％に上ることに加えて「教育基本法では

個人の尊厳を重んじる教育の普及を謳っている」と指摘しているが、現

実には、依然として競争主義的な教育環境が改善されておらず、むしろ、

教育改革の名の下に、教育基本法、学校教育法の改悪と連動して、義務

教育における全国学力テストの実施など、競争主義的な傾向が一層強ま

っている。その結果、子ども達のストレスが高まり、いじめ、自殺、精

神疾患、不登校など、克服できない現状が続いている。また、学校行事

における日の丸・君が代の強制などが子どもの内心の自由を危機にさら

している。 

 

Ｅ 条約の原則及び規定が司法決定の際に適用された例 

 

9.   総括所見の「条約が裁判所により直接適用できるにもかかわらず、実

際上は適用されていない」との懸念に対して、政府報告は、①直接適用

の可否を明示した判例はないこと、②直接適用の可否は裁判所の個別の

判断に委ねる旨の第２回政府報告書をそのまま援用するだけで、この指

摘に正面から答えようとしていない。 

10.   その後、２００８年６月４日、最高裁大法廷は、条約を正面から適用

しなかったものの、国籍法３条１項の一部を無効とする根拠の一つとし

て条約を積極的に引用し、日本人の父と外国人の母の子で父が出生後に

認知した子どもの日本国籍取得を認める判決を下し、注目を集めた。こ

のほかにも、在留資格を有しない子どもの退去強制手続に関して、近年、

わずかではあるが、子どもの権利条約を引用する判決が見られるように

なってきてはいるものの、条約よりも国内法である出入国管理及び難民

認定法が優位とされている現状がある（パラ 135 参照）。 

      このように、条約を積極的に引用する判決は極めて少なく、ましてや

条約を正面から適用した判決は未だ存在しない状況が続いている。 
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11.    ２００９年４月２８日最高裁判所第三小法廷判決は、小学校２年生

（６若しくは７歳）の子どもが、面識のない教師に負ぶさったのを振り

ほどかれ、教師のでん部を２回蹴って逃げるという行為に対し、教師が

立腹して追いか け胸倉をつかんで、壁に押し付け、大声で「もうする

なよ」と叫んですませた事例について、裁判官５人全員一致の意見で、

教育的指導であるので許されるとして、体罰に当らないとした認定した

（資料１）。このように、条約を直接適用するどころか、裁判官をはじ

めとする司法関係者の、条約に対する理解と浸透度が極めて低い現実が

ある。  

このような状況を改善するためには、条約に関する司法修習生や裁判

官に対する系統的な研修が不可欠である。 

 

Ｆ 条約で認められた子どもの権利が侵害された場合の救済措置 

 

1 独立した監視・権利救済機関 

12.    総括所見は、日本政府に対して、条約を実施するための独立した全国

的な監視制度の設置を求めている。この制度は、パリ原則に従い、①

人権の促進、擁護のための意見、勧告、提案と、②個別の人権侵害に

対する準司法的な権限を併せ持つものでなければならない。総括所見

は、法務省が成立を目指している人権擁護法案による人権委員会を歓

迎しつつも、予定されている委員会に独立性が欠けていること、及び

条約の実施について監視する明示の権限が与えられていないことを懸

念している。しかしながら、政府報告は、以下に述べるようにこの懸

念に誠実に応答していない。 

13.     政府報告は、個別の人権侵害に対する準司法的な救済についても、

法務省の人権擁護機関による相談・諸措置・啓発を掲げたうえで、第

２回政府報告書を援用し「子ども人権専門委員」の増員を前進面とし

て挙げている。しかし、法務省の人権擁護機関に独立性のないことは

明らかである。また、日弁連第２回報告書パラ２０において指摘した

とおり、委員活動費はわずかであり、しかも人権救済活動に対する費

用は予算計上されていないという実情があり、実質的には全く機能し

ていないと言っても過言ではない。 

14.      政府報告は、以上に加えて、独立した全国的な監視制度については、

２００３年に廃案となり、その後再提出が検討されている人権擁護法

案によって設置されることとなっている人権委員会を、パリ原則に則
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った独立性のある機関として紹介している。しかし、同法案が廃案と

なったのは、人権委員会が法務大臣に責任を負うものとして制度設計

され、機関としての独立性が乏しいうえに、肝心の公権力が比較的安

全な地位に置かれる一方で私人の行為が優先的に規制される基本構造

を持つこと、そして、民主主義の根幹とも言うべき権力によるメディ

ア規制の恐れをもたらす恐れがあること等の理由により、広範な批判

にさらされたからである。前述のとおり、総括所見もこの点を指摘し、

人権委員会に条約の実施について監視する明示の権限が与えられるこ

とと、独立性の付与を求めているが、政府報告は、人権擁護法案のこ

の問題性には全く触れず、完全に無視している。 

15.    また、総括所見は、地方自治体におけるオンブズマンの設置と人権

委員会の協同を求めている。 

      これに対する政府報告は、「２００６年１月現在、子どもを対象と

するオンブズマンを設置している地方自治体は、内閣府が把握してい

る限りでは５団体となっている」と、実情の紹介にとどまっている。

総括所見を正面から受け止めるのであれば、政府は、今後設置される

人権委員会に独立性を付与するものとして制度設計するだけでなく、

地方自治体におけるオンブズマンとの協同を図る準備を今から行う

べきである。そのためには、国の方針として、全国の地方自治体との

協議、補助金や地方交付税交付金等の予算措置を施すなど、地方自治

体が自らオンブズマンを設置することを促進する施策を実施すべき

である。オンブズマンの設置は全国約１８００の自治体（市町村）の

うち約１０自治体とごくわずかにとどまっているが、この課題に対す

る国の姿勢が消極的であることの現れである。 

 

Ｇ 子どもの権利実現のための国内行動計画等、条約の枠組みの下での子ども

に係る包括的な国家戦略の策定 

 

16.   「青少年育成施策大綱」も、青少年の社会的な自立支援、少年非行、

犯罪被害、児童虐待などに対する対策を中心とする、いわゆる青少年

の健全育成を目的とし、しかも、少年法改正による厳罰化などを背景

にした管理・統制的性格を有する施策であり、条約が求める権利基盤

型アプローチとは逆行するものである。 

17.     総括所見は、「青少年育成施策大綱」（２００３年１２月）の策定に

留意しながら、大綱が、包括的な行動計画ではないこと、策定と実施
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に子どもと市民社会の参加が不十分であったことを指摘しつつ、条約

のすべての領域を扱い、子どもと市民参加を得て権利基盤型に強化す

るよう勧告した。これに対して、日本政府は、①青少年育成施策大綱

の策定（パラ３２）に加え、②子どものための世界サミット、子ども

の商業的性的搾取に対する世界会議に関する取り組み（パラ３１）、

③教育再生会議の設置（パラ３３）、④「子どもの家庭を応援する日

本」重点戦略（パラ３４）など雑多な施策を挙げて、報告の内容とし

ている。 

18.   しかしながら、別項で指摘するように、いずれの施策も、権利基盤型

ではなく、子どもや市民社会の参加が実質的に図れたと評価できるも

のはない。また、「青少年育成施策大綱」については、子どもに上か

らの規範意識を植え付ける権威主義的・統制的なものであり、「教育

再生会議」も「高い学力と規範」を子ども達に権威主義的に植え付け

ることを目指すものであり、青少年育成施策大綱と同様の問題があり、

教育現場に一層の競争主義をあおる結果となる。そして、「子どもの

家庭を応援する日本」重点戦略については、基本的には少子化対策の

戦略であり、条約の実現と直接の関連性は疑わしい。 

 

Ｈ 条約実施等のための国内機構 

 

１ 青少年育成推進本部の位置づけ 

19.     政府報告は、条約実施のための国内機構として、内閣府における各

省庁の総合調整、そしてそのための「青少年育成推進本部」の設置（２

００３年６月）と、その政策的具体化としての「青少年育成施策大綱」

（２００３年１２月）を挙げている。しかし、「青少年育成推進本部」

は政府そのものであり、独立した機関ではあり得ない。青少年育成施

策大綱の対象とする青少年は０歳から３０歳未満をいい、子どもに対

する施策とは言い難い労働施策まで含まれ、かつ子どもの施策は子ど

もの権利基盤型であるとは言えない実情である。 

２ 地方自治体との連携の欠如 

20.    政府報告は、地方自治体との連携については、内閣府において各地方

自治体の青少年主幹部局との連絡会議を開催して、相互の情報交換、

施策の総合推進を行っていることを指摘している第２回報告書をその

まま援用するにとどまっており、特段の前進が見られない。具体的な

連携の報告もない。権利基盤型の施策等の推進を柱とした包括的な計
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画に基づく地方自治体との連携が存在しないことの証左である。 

３ 統計の収集・整備等 

21.    子どもの現状について調査・研究を行い、統計資料を収集・整備す

ることは、子どもに対する施策を策定し実施するための不可欠の要素

である。政府はこの点について極めて不十分である。 

22.     子どもの貧困が学力、健康、虐待、非行に及ぼす影響が世界的に問

題となっているが、政府はこの件に関する包括的な調査研究を行って

いない。また、これに関する統計資料を収集し、広く国民が利用でき

るような整備もしていない。政府は公式な貧困基準（貧困線）すら設

定しておらず、そのため公式な統計による貧困率も算定されていない

など、この問題に関するイニシアティブを放棄している。 

23.     政府報告書には、高校中退、不登校(保健室登校を含む)、いじめ、

いじめ自殺、学校における体罰・少年院等の施設における暴行を理由と

した懲戒処分数など、子どもの人権が侵害されるケースに対する統計資

料の紹介がない。また、保育園の民間、公立等の数や比率など、保育の

質と子どもの成長との関連など、必要な統計資料の紹介がなされていな

い。そのため、現在、地方自治体で財政難を理由に公立保育園を民営化

する動きが強まっているが、その問題性が不明となっている。子どもの

権利状況とその改善あるいは悪化の防止について有効で活用できる指

標としての統計資料の収集が必要であり、特定の機関が包括的に管理し、

市民が容易にアクセスできるための制度が必要であるが、そのようなも

のとはなっていない。 

４ 条約の実施状況の評価のための措置 

24.    政府報告（パラ４９）は、これまでの報告と同様、そのような措置

をとっていないという。このような姿勢は許されない。実施状況を評

価しなければ、改善のためのプログラムの策定も不可能である。 

 

Ｉ 進捗状況を評価するために NGO 等の市民社会と協力してとられたイニシア

ティブ 

 

25.     政府報告は、省庁の各施策の中で連携を図っているというが、具体

性に欠ける。少年法などの改正問題で NGO である日弁連の意見をどの

ように汲んでいるか、また、日弁連をはじめ多くの団体がこれまでの

審査において提出しているカウンターレポートで指摘した問題に対し

てどのように真摯に応えようとしているのか、少なくとも政府報告書
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を見る限り NGO の意見を汲んだり、協同した痕跡はない。 

26.    また、政府報告は NGO と意見交換を行ったと言っているが、進捗状

況を評価するためにイニシアティブをとっているとはいえない。少な

くともかみ合った意見交換を行い、可能な限り認識を共通にし、条約

の進捗のための具体的なプログラムを策定する必要があるが、そのよ

うなイニシアティブはとられていない。 

27.    政府報告は、パラ４２においてこれまでの政府報告をそのまま援用

し、法務省の人権擁護委員の制度に加えて各種行政の相談窓口を挙げ

ている。しかし、青少年の健全育成という枠組みにとどまっており、

権利基盤型の連携については触れていない。ちなみに、児童虐待につ

いては、２０００年以降全国各地に児童虐待防止を目的とする市民団

体が結成され、児童相談所との連携を深めている。また、２００４年

の児童福祉法の改正によって市町村に設置されるようになった「要保

護児童対策地域協議会」においては、民間団体との連携が進んでいる。

子どもの権利条約の実現に向けての前進面であるが、政府報告に、こ

のような具体的な指摘すらなされていないのは残念である。児童虐待

の新しい動きとして、第一次的な対策権限が県から市町村に移るとい

う新たな枠組みができたが、市町村に対する予算の配分もまた人的対

応も極めて不十分な実情がある。 

 

Ｊ 利用可能な手段の最大限の範囲内でとられた子どもの経済的、社会的、文

化的権利を実現するための措置 

 

28.    政府報告は、子どものための社会的支出に向けられた予算等につい

て予算比率と額を掲げる。しかし、これでは不十分である。子どもの

最善の利益を図るという目的からして、どの程度の政策が必要で、こ

れに対してどの程度の予算措置が必要なのかについて触れなければな

らない。児童福祉施設最低基準の国際水準並みの引き上げのために、

どの程度の予算が組まれるべきか等という視点からの報告が求められ

ている。今起きている問題としては、保育所運営費が一般財源化され

るなかで、保育所予算が全国的に削減されるという事態が進行してい

る。 

29.    政府報告は、子どもの経済政策から受ける不利な影響からの保護に

ついて、児童扶養手当と生活保護の制度を挙げている。しかし、ワー

キングプアの蔓延という貧困家庭の増大という状況の中で、子どもへ
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の経済的な困難が増している。児童扶養手当の水準、最低賃金の改善、

生活保護基準の改善などを実態に即して検討し、経済政策によって子

どもへの影響が最小限に抑えられる措置に言及すべきである。 

 

Ｌ 条約の広報（第４２条） 

 

30.    政府が列挙している広報、教育が十分でないことは明らかである。

第１に、権利基盤型アプローチという視点が欠けている以上、仮に広

報、教育に時間と費用をかけてもその効果の程が疑わしい。第２に、

広報や教育が効果的に行われているかどうかを検証する機関が欠けて

いる。そのため、自治体において権利条約の実質についてのプランを

策定しても、策定されただけに終わり、それが実際に生かされない場

合が多い。第３に、そのような結果が、条約を直接に適用した裁判例

が存在しないことなどに現れている。 

     例えば、鳥取県の県立盲学校の例であるが、現及び元校長が、２０

０３年から２００８年にかけて受けた人権関連の研修の中には、子ど

もの権利条約に関するものが全くなかった。恐るべき実態であるが、

鳥取県だけの問題とは思われない。 

 

Ⅱ 第１条（児童の定義）  

 

Ａ 子どもの定義に係る条約と国内法との間の差異 

 

31,    これまで、日本においては、民法第４条で２０歳をもって成年とす

ると定められ、２０歳になった年に成人式を祝うという社会習慣から

も、国民の意識としては、２０歳以上が成人で、未成年者は２０歳未

満であり、子どもとは２０才未満をいうと一般には考えられている。 

しかるに、２００９年、法制審議会が民法の成年年齢の引下げにつ

いて審議し、引き下げに向けた報告書を出そうとしている。 

しかし、２００８年７月に、内閣府が実施した世論調査の結果でも、

単独で法律行為が可能な年齢や，子が親権に服する年齢についても、

１８歳に引き下げることには否定的な意見が圧倒的多数であること

が明らかとなっている。成年年齢は、条文の規定上「成年」と書かれ

ている関連法令多数に直接に影響するほか、規定上、一定年齢で適用

範囲を区切っている法律等についても多大な影響を及ぼすものであ
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るから、国民一般の合意を得られないまま成年年齢を安易に変更すべ

きではない。 

 

Ｂ 国内法における最低法定年齢 

 

１ 医療相談に関する契約を締結することのできる年齢 

32.     民法上は、未成年者は，法定代理人の同意なくして単独で有効な法

律行為を行うことができないことになっている。ただし、未成年者が

単独で契約を締結すること自体が禁じられているわけではなく、未成

年者保護を図る観点から法定代理人が、未成年者の締結した契約を事

後的に取り消すことができるとされているに過ぎないので、歯科受診

等の簡単な診療契約であれば、医療機関の判断によって、２０才未満

の者も単独で締結することができるという扱いがされている場合もあ

る。しかし、手術や輸血等の診療行為については、医療機関も法定代

理人の同意がなければ治療しないのが一般的な運用である。現在、医

療に関しては子どもにも治療を受ける権利があることを重視し、子ど

もの判断能力を認めて、一定の年齢に達すれば未成年者であっても医

療に関して自己決定を認める基準を作ろうとする医療関係者らの試み

があるが、いまだ議論途上であり、現状では、未成年者の治療を受け

る権利が十分に保障されているとは言い難い。 

また、未成年者が医学的カウンセリングを受けたり、医療情報に

アクセスできるかの問題も同様であり、実際には医療機関が親の同意

を求めることが予想され、政府報告書にあるように子どもの自由な医

療カウンセリングや情報へのアクセスが確保されているとは言い難い

のが現実である。 

２ 性的同意最低年齢 

33.     総括所見では、性的同意最低年齢（１３才）を引き上げる旨の勧告

がなされている。 

       政府は､児童買春・児童ポルノ禁止法で１８才未満のすべての子ど

もに対する買春行為を禁じているとするが、これはあくまでも、対償

を供与し、又はその約束をして性交等をする買春行為を処罰するもの

であり、対価を伴わない場合は、児童福祉法または各地各都道府県に

おいて定められている青少年保護育成条例によって処罰される。児童

福祉法の児童を淫行させる罪等は、２００３年の改正で、その刑罰が

引き上げられ、出会い系サイトの利用に起因した児童買春事件等の犯



 

18 

 

罪の急増を背景に、２００３年９月「インターネット異性紹介事業を

利用して児童を誘因する行為の規制等に関する法律」（出会い系サイト

規制法）が施行され２００８年１２月にさらにその一部が改正施行さ

れた。 

しかし、現実は、児童買春・児童ポルノ法違反などの犯罪被害児童

のうち７９２人（２００８年）はプロフなど出会い系サイト以外のサ

イトを利用して被害にあっており、現在もさまざまな名のもとに子ど

もたちが性的被害にあっているのが実情である（パラ 388 参照）。した

がって、政府の施策では極めて不十分と言わざるを得ない。 

成長発達の過程にある子どもの性的自己決定権を保護し、子どもを性

的搾取から守るためには、法律による一律的な性的同意最低年齢の引き

上げが求められる。 

３ 訴えを提起できる年齢 

34.    日本の民事訴訟法や家事審判法では未成年者は訴えを提起できず法

定代理人が訴訟行為等を行うことになっている。子ども自身が訴えの提

起や家事手続き上の申立ができないことは問題である。 

児童虐待の場合に虐待を受けた子どもが親権喪失宣告等の申立てを

することができない点が問題とされることもあったが、親権喪失宣告の

申立てをする者についてはこれまで子の親族または検察官に限られて

いたところを、児童福祉法の改正で児童相談所所長に申立権が認められ

るようになった。しかし、いまだに子ども自身の申立権は認められてい

ないので、親権喪失宣告の申立の問題も完全に解決したわけではない。 

４ 性犯罪等における法律上の男女間の差異 

35.    政府は、強制わいせつ等や児童買春・児童ポルノ法は男女を区別して

いないとするが、歴史的経緯はともあれ、現在、強姦罪で男女間で差別

する合理的理由があるわけではないので、不合理な差別はなくすべきで

ある。 

５ 婚姻年齢 

36.    日本の民法７３１条は、男性の婚姻年齢を１８歳、女性の婚姻年齢を

１６歳としている。 

同規定について、第３回政府報告書（パラ１３９）は、「肉体的及び

精神的な発育において男女間に差があることは一般的に認められてい

るところであり、この差異を考慮して男女の婚姻年齢に差異を設けた

ものであって、合理的な理由に基づく」と説明する。 

しかし、かかる男女間の「肉体的及び精神的な発育」の差がどこま
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で実証されうるか疑問である上、こうした立論は、婚姻年齢規定の

趣旨を見誤ったものと言わざるをえない。 

そもそも、婚姻年齢規定の趣旨は、未成熟者の婚姻を禁止し、婚

姻当事者から、そのような婚姻がもたらす不利益を遠ざけることに

ある。従って、適正な婚姻年齢を定めるには、その社会において健

全な婚姻をするに足る成熟とは何かという視点で、検討をすべきで

ある。そして、現憲法が、夫婦同等の権利を婚姻の前提とし、家父

長的婚姻観や性別役割分担からの脱却を目指した以上、婚姻する男

女には、肉体的、精神的のみならず、社会的、経済的自立が求めら

れると言うべきである。 

また、婚姻年齢規定の趣旨に照らせば、女性の婚姻年齢を低く定

めることは、女児の権利を広くするものではなく、むしろ、未成熟

な婚姻がもたらす様々な不利益に晒すことを意味する。たとえば、

女児が低年齢で婚姻することは、男性との対等な婚姻関係醸成を阻

害し、女児を早期に妊娠、出産に導くことで教育や経済的自立から

遠ざけ、ひいては、婚姻の前後を問わず、女児が家庭内で搾取の対

象となる事態をももたらす。 

政府報告書（パラ１３９）にもあるように、「１９９６年２月に法

務大臣の諮問機関である法制審議会が、男女の婚姻年齢を共に１８

歳とすることなどを内容とする民法改正案の要綱を答申し」た。同

答申をふまえ、日本政府は、子ども（女児）の権利を守り、その搾

取を防止する視点から、速やかに婚姻年齢を、男女ともに１８歳と

すべきである。 

 

Ⅲ 一般原則  

 

Ａ 第２条（差別の禁止） 

 

１ 婚外子に対する相続分の差別、税制度上の差別、認知の訴えの出訴期間

の制限の差別を、立法的措置により直ちに解消すべきである。 

２ マイノリティーに対する差別、障がいのある子どもについての差別、女

児に対する差別については、立法措置による差別解消の他、社会の差別意

識を解消するための働きかけをすべきである。 

３ 外国人の子どもの不就学が深刻な問題となっていることから、学齢期に
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達した子どもには平等に教育の機会が保障されるとともに、学齢期に達し

た子どもには就学通知を出して、不就学となることを避ける方策を検討す

べきである。 

４ 近時、日本の社会全体に差別を容認する風潮があるが、政府は、日常的

な啓発活動を通じて差別をなくすための活動をすべきである。 

 

 

１ 婚外子に対する差別 

37.    婚外子に対する差別については、戸籍・出生届記載上の差別、国籍取

得に関する差別については、下記のように立法による是正がはかられた

が、なお非嫡出子(以下「婚外子」とする)差別があり、改善が必要とさ

れる。  

現在、お互いの姓の尊重により夫婦別姓を選択するため婚姻届を出さ

ない場合、婚姻届にとらわれずに事実婚状態を選択する場合、同居も

せず婚姻届も出さないが父母が協力して子育てをしている場合、自ら

女性がシングルマザーとして生活することを選択する場合など、ライ

フスタイルも多様化している。このように、今日においては、必ずし

も男女が「法律上の婚姻」の形式をとらない選択をすることが稀でな

くなったことにより婚外子も多く出生している。 

「婚外子」であることのみをもって、婚内子と差別される扱いを受け

る合理的理由は全くないのであって、婚外子に対する社会の事実上の

差別を助長するような法制度は直ちに改められるべきことは当然であ

る。 

（1）相続分  

 38.   民法第９００条第４号但書は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出であ

る子の相続分の２分の１とし」ている。これは、旧民法が法律婚を尊

重し嫡出子は家の財産を継ぐ者として尊重されるべきという考えから

相続分について婚外子を差別していたことを、そのまま現行法に承継

したものである。 

しかし、両親が出生時に婚姻関係にあったか否かは、出生した子ど

もに何ら責任のないことであり、これをもって相続の際に不利に扱う

ことは何ら合理的理由が存在しない。婚外子に対するこのような差別

待遇こそが憲法の基調とする個人の尊厳と法の下の平等に反する不当

な扱いであることは明らかである。  

(2) 出生届及び戸籍 
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39,    ２００４年１１月１日から、戸籍における婚外子の父母との続柄欄の

記載等が、次のとおり変更された。婚外子の出生の届出がされた場合の

取扱いは、戸籍上父母との続柄欄には、母が分娩した婚外子の出生の順

に、「長男（長女）」、「二男（二女）」等と記載される。 

既に戸籍に記載されている婚外子について、その父母との続柄欄の

「男」又は「女」の記載を、「長男（二男）」、「長女（二女）」等に改め

たいとする申出があった場合には、続柄欄の記載を改める。また、戸

籍の続柄欄の記載を改めた事実を残さないように、申出により、戸籍

の再製を行うことになった。  

(3) 国籍  

40.    これまで、日本国民である父の婚外子については出生前の認知によっ

てのみ国籍取得できたことから不平等があったが２００８年１２月

１２日に国籍法改正(２００９年１月１日施行)により解消された（パ

ラ 90 参照） 

(4) 税制度  

41.      所得税法上の寡婦控除は、婚外子のいる母子家庭には適用されな

い。夫と死別した母子家庭や離婚した母子家庭には適用があるのに対

し、税制上も婚外子家庭は不利益な扱いとなっている。  

(5) 出訴期間  

42.    民法７８７条但書は、婚外子は、父又は母死亡の日から３年を経

過したときは認知の訴えを提起することができないと定めている。嫡

出子の親子関係確認訴訟には出訴期間の制限が設けられていないの

に対し、認知の訴えの出訴期間は不利益な取り扱いとなっている。 

２ マイノリティーに対する差別 

43.      子どもを含めたアイヌの人々、障がい者、外国人等のマイノリティ

ーに対する偏見・差別と権利侵害については、各所で触れるように、

大きな問題がある。また、移住労働者の子どもに対しては言語の問題

にともなう教育の機会の不平等もあり、落ちこぼれて反社会的な人・

組織とかかわり易くなる環境におかれるなど差別的な生活環境にお

かれているのが現状である。 

       日常的な啓発活動等が重要であるが、その手段として、パンフレッ

トの配布に拠ることが多いが、感銘力のある方法を工夫する必要が

ある。 

３ 障がいのある子ども 

44.      障がいのある子どもについては、２００７年４月１日から「特別支
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援教育」が学校教育法に位置づけられ、障がいのある子どもの自立や社

会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、支援の改編

がなされた。これにより、これまで、盲学校、聾学校、養護学校と呼ば

れていた学校が、２００７年４月１日より、「特別支援学校」となった。

ところが、この改編によって特別支援学校の知的障がい者の数が増加を

見せている。この改編の結果が、障がい児の教育にとってどのような影

響があるのかについてはその推移を見守る必要がある。 

４ 女児への差別 

45,    女児の性虐待や児童買春の被害者になりやすい問題については、一方

で政府が策定する男女共同参画基本計画（第２次）に基づいて総合的

な施策を推進することが重要であるが、子どもに対して性についての

適切な指導を行い、加害者への教育・啓発をすることが必要である。 

また、親元で暮らすことのできない児童養護施設や児童自立支援施設入

所の子どもについて、共同で生活する場所においては、異性間・同性間

ともに、性の問題が生じ、それがその後の人間関係に大きな影響を残し

ていく現象が、水面下で起きている事実には注視しなければならない。  

５ 外国人の子どもについて 

(1) 義務教育の対象外であること 

46.    日本においては、憲法、学校教育法及び教育基本法において義務教育

が定められているが、保護者が日本国民でない場合は義務教育の対象で

はないと理解されている。実務上は、各自治体が外国人登録（滞在が適

法であるか違法であるかを問わずに行うことが可能）を行っている外国

人の子どもに対しては、学齢期に達すれば「就学通知」を出し、希望が

あれば外国人を公立学校に受け入れている。しかしながら、政府は、外

国人の入国在留管理につき新しく外国人に対する行政サービスのため

の外国人台帳制度を導入する方針を固めており同制度の導入以後は、在

留資格を有しない外国人は同台帳の対象外となる。そのため、在留資格

を有しない外国人の子どもには自治体からの上記のような連絡もなさ

れないことになり、ますます教育が保障されない状況に追い込まれるこ

とが懸念される。 

(2) 外国人の子どもの不就学 

47.    現在、外国人の子どもの不就学が深刻な問題となっている。しかし、

外国人の子どもについては、文部科学省による不就学学齢児童調査から

外国人は除外されているため、全国的規模では、正確な不就学の状況す

ら把握されていないのが現状である。そこで、地域レベルで見てみると、
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外国人集住都市会議（南米日系人を中心とする外国人住民が多数居住す

る都市の行政と地域の国際交流協会等によって設立）に加盟する市町の

行った調査によれば、不就学率のもっとも高い市で５６．３％、もっと

も低い市で９．３％、平均で２８．８％となっている。ただし、この中

には外国人学校の在籍者が含まれている自治体もある。他の自治体の調

査や外国人学校へ通学している者も区別してみると、日本の公立校に就

学している者が４０％前後、民族学校や塾が３０％前後、帰国や転校で

把握できなかった者が１０％前後、不就学は約１０％とも言われる。も

っとも、帰国や転校とされる中にも不就学が含まれていることからする

と実際の不就学率はこれより高くなり、また、地域によっては不就学児

童・生徒を３０％前後と見ているところもある1。  

(3) 外国人学校、民族学校 

48.    いわゆる外国人学校、民族学校は、財政的に厳しい状況に置かれてい

る。これらの学校は、日本の学校教育制度の中で正規の学校として認め

られていないため、国庫からの助成金がなく、地方自治体からの補助金

も日本の私立学校の十数分の一から数分の一にとどまっている。そのた

め、これらの学校の財政は授業料や寄付などによって支えられているが、

中華学校、朝鮮学校等については、指定寄付金制度の適用対象法人、特

定公益増進法人等に該当しない。結果として、これらの学校の財政は極

めて困窮している 2。現に、深刻な景気後退の影響を受け、複数のブラ

ジル人向け学校が既に閉鎖に追い込まれている。 

また、朝鮮学校は、大学・専門学校の入学試験を受験する資格の一

律の適用から排除されている。 

これらの結果として、自らの属する民族の言葉によりその文化・歴

史を学ぶ権利が侵害されているのみならず、言葉の問題やいじめを受

けることになる等の問題から、日本の学校になじめず、外国人学校で

学ぶ子どもにとっては教育を受ける権利そのものの侵害ともなってい

る。 

６ 社会･民族的緊張、レイシズム及び外国人蔑視に資するような子どもに対

する態度や偏見の防止・根絶 

49.    在日朝鮮人学校生徒に対する差別言辞・暴行・嫌がらせは、長年に

亘り継続的に発生してきたが、２００２年に北朝鮮が日本人の拉致を

認めたことをきっかけにかかる嫌がらせ等はその内容、件数共に激し

                             
1  「外国人の子どもの不就学」佐久間孝生、勁草書房、２００６年。 
2  ２００８年３月２４日日弁連勧告 
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さを増した。その内容は、暴言に留まらず、駅のホームから突き落と

そうとする、制服を切られるなど極めて悪質な行為も少なくなく、そ

の結果、多くの朝鮮学校で集団登下校を実施するなどの措置が取られ

たほか、一時的に休校せざるを得なかった例も見られた。これに対し、

政府は、パンフレット、チラシ等の配布、ポスター掲示等の啓発活動

を行ったとするものの、実効的であったとは言い難く、その後も２０

０６年に北朝鮮がミサイル発射実験を行ったことが報道されると、再

び朝鮮学校生徒に対する差別言辞・暴行・嫌がらせが過熱した。 

７ 差別を容認する風潮 

50.    さらに、この１０年で徐々にその問題性が大きくなってきているのが、

差別を容認する社会の風潮、人々の意識である。２００１年からの日

本のいわゆる「構造改革」といわれる政治改革の流れの中で、福祉予

算を削減して弱者の貧困化をもたらし、経済格差に伴う子どもの教育

格差を生みながら、各人の意識の中には「自己責任」すなわち、自由

な競争の中で生じた結果についてはそれぞれが結果を甘受しなければ

ならないという意識が蔓延してきたが、これは法制定・法適用をする

際に背景となるものであって、このような大きな社会のあり方は弱者

への差別の抵抗感を失わせる。 

 

Ｂ 第３条（子どもの最善の利益） 

 

１  児童福祉法、少年法、学校教育法をはじめとする、国内関連法規に「子

どもの最善の利益を最優先」すべき旨を明文化すべきである。 

２ 少年法の「子どもの最善の利益」原則を後退させた改正を、改正前にも

どし、併せて子どもの権利条約と関連国際準則を踏まえた、改正を行うべ

きである。 

３ 教育基本法が２００７年に改正され、それに伴い学校教育法、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律、教育職員免許法なども「改正」された

が、子どもの最善の利益の視点で見直し、適切な再改正を行うべきである。 

４ 政府は、歳出・税制・経済活性化を進めるにあたり、子どもに関する法

制については、子どもの最善の利益を最優先させる視点で再検討すべきで

ある。 

５ 児童扶養手当の支給に関する政令の変更については、子どもの最善の利

益を最優先させる視点で見直し、改善をはかること。 
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１ はじめに 

51.  政府は第１回報告から、児童福祉法、少年法、学校教育法においてそ

れぞれ子どもの最善の利益を考慮することが前提とされていると説明

していたが、総括所見により、それでは「子どもに関する立法政策およ

びプログラムに十分に組み入れられていない」と指摘され、「子どもに

影響を与えるすべての法律の改正、司法決定、行政決定、および、すべ

てのプロジェクトとプログラムの開発と実施において適切に反映され

るべきことを確保するために、さらに一層の努力が行わなければならな

い」との勧告を受けており、当連合会も、一貫して日本の法制上「子ど

もの最善の利益」を明示し、すべての対応がこの原則に基づき行われる

旨を定めた法文はないことを指摘し続けてきた。にもかかわらず、政府

はこれを一切無視して取上げなかった。このような姿勢が「子どもの最

善の利益」の観点から問題のある２００６年の教育基本法他重要な教育

法の「改正」につながったといわざるを得ない。 

２ 「改正」少年法の見直しの必要性 

(1) ２００７年少年法改正 

52.    ２００７年５月２５日、少年法等の一部を改正する法律が成立し、同

年１１月１日より施行された。同改正により、１４歳未満であっても、

性格に深刻・複雑な問題がありそれが原因で凶悪・重大な事件を起こ

す者や、悪質な非行を繰り返し何度も施設に入所してもなお非行を行

う者など、深刻な問題を抱える者に対しては、改正法においては、少

年にとって最も適切な処遇を行うために、１４歳未満（おおむね１２

歳以上）の少年についても、家庭裁判所が特に必要と認める場合には、

少年院に送致し、早期に矯正教育を授けて本人の改善更生を図ること

ができることとされた。しかし、凶悪・重大な事件や悪質な非行を行

う者ほど、被虐待などその成育歴に問題があったり、未成熟である可

能性が高く、まさに、保護的・福祉的視点に立った処遇が必要とされ

ることが多いのであって、少年院での処遇はそのような子どもの最善

の利益にはならない。また、現実にこれらの子どもを収容する少年院

はその居室などの態様を児童自立支援施設に倣ったつくりにするなど、

工夫をしているところもあるが、１４歳未満の少年の入所人数は僅少

にならざるを得ず、その対応は難しいものとなる。さらには、少年院

は国内でも数が限定されるために、多くの場合自宅から遠く、家族と

の紐帯が事実上途切れることにならざるを得ない。このように、１４

歳未満の少年を少年院に収容することは子どもの最善の利益に反する
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ものである。 

(2) ２００８年少年法改正 

53.    さらに、２００８年６月１１日には、少年法等の一部を改正する法律

が成立し、重大事件については、少年事件の審判を被害者が傍聴する

ことを認めることになった。しかし、事件から審判までの期間が短い

少年審判においては、加害少年が行った重大な事実に向き合うことさ

えできていないことが多い。他方、被害者も事件から間もない苦悩の

中で未だ反省に至らない加害少年を目の当たりにすることになる。こ

の状況で被害者が審判廷を傍聴することは、加害少年にとって最善の

利益を考えた制度とはいえない。 

３ 「改正」教育関連法規見直しの必要性 

54.    教育基本法が２００６年に「改正」され、それに伴い学校教育法、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律、教育職員免許法なども「改

正」されたが、教育の独立、自主性、自立性への影響が懸念されるも

のとなっており、子どもの最善の利益の視点に照らすとその再度の見

直しが必要である。（パラ 222 参照）  

４ 親の経済格差による子の教育格差 

55.    ２００７年に研究者が、子どもの学力と家庭所得の相関性の有無を、

首都圏にある人口およそ２５万人の市に住む小学６年生およそ１２０

０人とその保護者を対象におこなった。算数の学力テストの結果につ

いては、保護者の年収が高くなるにつれて点数が高くなるという結果

が、また家庭での子どもの学習時間については、保護者の年収が高く

なるほど学習時間が長くなるという結果が出た。また、トップの国立

大学へ進学する子どもの出身高校は私立である割合が明らかに増え、

経済的な力によるこの進路にも大きな影響を与えていることがわかっ

ている。 

56.     一方、たとえば、２００２年以降の法改正により児童扶養手当が削

減され、生活保護の母子加算が２００９年４月１日に段階的削減を経

て完全に廃止された。厚生労働省の調査によれば、２００６年の母子

家庭の平均所得は２１１万９０００円で、全世帯平均の３７．６％で

ある（母子世帯の８割以上は働いているにもかかわらず、その年間の

就労収入は平均１７１万円に過ぎない）。また、働いても生活保護水準

以下の収入しか得られないワーキングプアと呼ばれる人たちが、全国

で４００万世帯以上ともいわれており、日本の全世帯の１０分の１を

占めている。そこで育つ子どもたちは、教育の格差に曝され、進路・
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就職・結婚・交友関係に至るまで大きな影響を受けており、子どもの

最善の利益に反することになる。 

５ 入管施設への収容 

57.    入国管理局は、出入国管理及び難民認定法違反が疑われる外国人につ

いては、全て収容することを原則としており（全件収容主義）、裁量的

に仮放免が認められるに過ぎない。政府は、未成年の子どもについて、

収容を避けるよう努め、収容した場合もできる限り短期間の収容にと

どめるよう配慮しているとするが、実態としても２００６年で７人の

１８才未満の子どもが収容され、うち２人は収容期間が半年を超えて

いることがわかっている。また、収容された場合には、成人と同一の

収容施設であり、施設内の房も成人と一緒の雑居房に置かれているの

が実情であり、収容につき配慮は全くなされていない。 

 

Ｃ 第６条（生命、生存及び発達に対する権利） 

 

１ 政府は、自殺・健康問題・被害・事故など、子どもの生命、生存、発達

にかかわる問題について、十分な実態・原因把握と対応策の確立を可能と

するため、予算と機構の裏づけを持って独立した、統計的資料把握の体制

を、確立すべきである。 

２ 対策の確立にあたっては、問題のある子どもへの指導、警察の取り締ま

りへの依存ではなく、悩みを抱いたり、被害にあったりした子どもの心を

開かせ、問題を解明する体制作りが最優先されるべきであり、そこから得

られる情報を活用できる体制作りがなされるべきである。 

３ 産婦人科・小児科・小児神経科・小児臨床心理士の体制が万全ではなく、

破局寸前だという指摘がなされている問題について、政府はその実態と克

服策について、現状を明らかにすべきである。 

４ 政府は、「子どもの生命、生存、発達に対する権利」の視点にたった性

教育を確立し、「性教育」非難の動向と決別すべきである。 

５ 政府は、犯罪被害からの保護についても、いたずらに指導の強化と警察

への依存を強めるのではなく、子どもの自覚と、市民の連帯を土台にした

体制を確立すべきである。 

６ 政府は、具体的な学校の安全基準の確立と、十分な経済的補償をなし得

る体制を確立すべきである。 

 

１ はじめに 
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58.  この分野に関しては、CRC の第２回最終所見で、①青少年の自殺、②子

ども間での精神障がい・情緒障がいのひろがり、③性感染症の増加、④

思春期の子どもの薬物乱用について、懸念が表明され、勧告がなされて

いるが、第３回政府報告書ではそれに対応した取組、課題克服の展望は

明らかにされていない。 

２ 自殺について 

59. (1) 自殺については、２００５年７月参議院厚生労働委員会決議、自殺

対策省庁連絡会議の設置、連絡会議での総合的対策の決定が紹介され、

その後２００７年６月閣議で、「自殺総合対策大綱」が決定され、対策

が個人的原因を中心に考えてきたことを改め、社会的原因を解明し対

応するように変化してきている。しかし子ども若しくは青少年の自殺

については、依然として、個人的原因の解明と対応に追われ、子ども

の固有の社会的原因、例えば過度に競争的な教育のもたらすストレス

の問題についての言及はなく、子どもの視点に立って、子どもの状況

を解明し、その最善の利益・意見表明に即した検討と対策の確立はな

されていない。 

60.(2) まず、上記視点にたった対策を立てるために必要な統計収集がなさ

れていない。統計については警察・厚生労働省・文部科学省が、各別

にそれぞれの立場で統計を収集し公表している。しかし自殺にあたる

かどうかの判断は、各省庁にゆだねられ統一した基準はない。いずれ

も、未遂は統計の対象としていない。対象は、厚生労働省は国民に限

られ、文部科学省は公立の学校の児童生徒に限られている。文部科学

省は原因について統計を採っているが、最も主要な原因を１つ挙げる

にとどまり、６０％前後が「その他の原因」に分類されている（資料

２）。学校現場が批判にさらされるおそれのある報告は回避され、正確

な現状を表していない。学校における過度に競争的な教育が子どもた

ちにストレスや発達障害を生じさせていることとの関連について分析

する資料はないし、最近長年「いじめ」を原因とする自殺は０とされ

てきたのに、突然「いじめ」を主たる原因とする自殺が続くという事

態が起こり、統計処理に問題があることが、明らかになっている。 

61.(3) 対応については、学校においては、「命の大切さを実感できる教育の

充実」「スクールカウンセラー・子どもと親の相談員の配置などの教育

相談体制の充実」が挙げられているが、そこで把握される子どもの自

殺の実態、および取組みの成果と問題点、その克服の展望についての

具体的な指摘はない。また子どものストレスの高まりとの関連での分
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析もない。 

62.(4) いじめによる自殺が続いた後、文部科学省は対策として、「教育委員

会及び学校は、問題行動が実際に起こったときには、十分な教育的配

慮のもと、現行法制度下において採り得る措置である出席停止や懲戒

等の措置も含め、毅然とした対応をとり、教育現場を安心できるもの

としていただきたい」「問題行動の中でも、特に校内での傷害事件をは

じめ、犯罪行為の可能性がある場合には、学校だけで抱え込むことな

く、直ちに警察に通報し、その協力を得て対応する」との通知を行っ

ている（２００７年２月５日「問題行動を起こす児童生徒に対する指

導について」）。児童生徒の連携を深め、自覚を高めてゆくことによる

「権利基盤型」の解決ではなく、警察などに依存し強権的に解決する

姿勢は依然として遺され、克服されていない。 

２ 思春期の健康問題 

63.(1) 性感染症については、日本におけるエイズ被害は、感染者、発症者

とも年々増大し、２００７年には、各１０８２名、４１８名に及び、

２００７年までに感染者９７５６名、発症者４４６８名を数え、その

うち２０歳未満の者は、感染者２１３名、発症者２２名に達している。

子どもも例外ではない（資料３）。対策として政府は、学習指導要領に

基づく学校教育での取り組みを冒頭に掲げている。しかし学習指導要

領が、エイズ及び性感染症防止対策について触れるのは、中学校の３

年生（１４～１５歳）の保健体育が初めてで、それも対象は感染症の

原因、対処の方法についてであり、その取り扱いについて「後天性免

疫不全症候群（エイズ）及び性感染症についても取り扱うものとする」

としているにすぎない。１５歳になって、はじめて学習指導要領で取

上げるだけで、果たして、子どもがその発達しつつある能力に従って、

自らの問題として、予防・ケアー・治療・支援のそれぞれの取組みに、

アクセスし、参加することが保障されるのか。「権利基盤型」の取組み

としてきわめて不十分といわざるを得ない。まして東京都においては、

子どもに性についての情報の提供をすべきでないとし、性教育を行っ

て成果を上げていた養護学校の校長が、その教育を理由に分限処分で

降格されるなど、「性教育パッシング現象」が展開されており（資料４）、

こうした子どもへの情報提供が行われがたい状況が加わって、学習指

導要領の定めも後退が懸念される。権利基盤型の対応への転換が求め

られる。 

64.(2) 政府報告書では、これに続いて専門家についての言及があるが、子
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どもたちが自ら獲得した情報を生かして、取組みに参加することにつ

いての現状・成果・問題点について、また相談機関・救済機関が、子

どもにとって、十分でかつ利用しやすいものになっているか。その場

合秘密は守られるか､その結果差別を生じないようにする保障は十分

なのかについての報告はない。そうした取組・配慮はなされていない

のが現状で、改善を要する課題である。 

65.(3) 親の同意なく医療的カウンセング及び医療的情報を利用できるよう

法を改正する勧告については、ⅡＢを参照されたい。 

66.(4) 「パラ１８２．３６７．３６８」では、第２回（２００１年１１月）

の時点での、周産期・小児医療は万全で、母子・子どもの健康保持体

制は整っているとの指摘がなされている。この問題については、産婦

人科・小児科・小児神経科・小児臨床心理士の体制がいずれも、崩壊

状況が進んできており、救急外来さえ整備されておらず、それを克服

する計画が全く提示されていない。広汎性発達障害への対応につき、

病院・クリニックの援助を求めても、対応する医師、臨床心理士が不

足しているため、何日も待たされるというのが常態というのが、一般

の認識である。医療が受けられないため、生命・生存が危機に晒され

ているのが現状で、立法機関においてもいかに対応すべきか論議が続

いている（資料５）。政府はこの状況を明らかにすべきである。 

３ 犯罪被害・学校災害 

67.(1) 犯罪被害から子どもを守る対策は、対話と交流の機会を広げ、その

中から安全を確保する状況を作り出すのでなく、警察補導が拡がり、

監視カメラが張り巡らされるなど、警察を中心とした子ども監視に偏

っている。 

68.(2) 学校における安全基準は確立されておらず、２００７年に日本スポ

ーツ振興センターが扱った学校管理下における負傷・疾病は、１，２

１２，８５７件に及び、医療費、死亡・障害の給付金の総給付件数は、

２，１６８，３７８件に達している。うち死亡は７５件、障害は４９

７件である。更に日本スポーツ振興センターの給付は学校管理下の災

害に対して支給されるが、学校だけを窓口にしているため、学校の都

合で被害者の救済がはかられない場合が発生している。その補償金額

も他の事故に比べて十分とはいえない。学校における児童生徒の安全

を万全ならしめる基準と被害者が完全に救済される体制の確立が急が

れる（資料６）。 
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Ｄ 第１２条（子どもの意見の尊重） 

 

１ 政府は、「社会における子どもに対する伝統的態度が、家庭・学校・そ

の他の施設や社会全体において、子どもの意見尊重を限定的なものにして

いる」との指摘について、実行した取組みの内容、到達点、当面の課題を

明らかにすべきである。 

２ 政府は、１９９４年５月２０日文部事務次官通達を撤回し、学校におい

て児童生徒の意見を誠実に正面から受け止める方向に転換すべきである。 

３ 政府は、校則の制定を含めて、学校の運営に生徒・児童・保護者が参加

する制度を構築すべきである。 

４ 政府は、学校懲戒・出席停止制度の運用にあたって、子どもの意見を代

理して主張する、法律家代理人の参加を認めるべきである。 

５ 政府は、民事訴訟の場において、子どもが自ら訴訟行為ができない現状

を改めるべきである。 

６ 政府は、パブリックコメントなどの運用で、子どもの意見が、法律、政

策、司法決定に反映されているというが、その反映している実態・問題

点を明らかにすべきである。 

 

69.   この分野に関しては、前回の審査において、①社会における子どもに

対する伝統的態度が、家庭・学校・その他の施設や社会全体において、

子どもの意見尊重を限定的なものにしていることが指摘され、②子ども

に影響する全ての事項、家庭、裁判所及び行政機関、施設、並びに政策

立案において、子どもの意見の尊重と子ども参加を促進し、助長すると

共に、子どもに、この権利を認識させること、③特に親、教育者、政府

行政官、裁判官、及び社会一般に対して、子どもの意見が考慮される権

利及び子どもに影響を与える事項について参加する権利に関する教育

的情報を提供すること、④子どもの意見が考慮される程度及びその政

策、計画及び子ども自身に対する影響について定期的に検証すること、

⑤教育、娯楽、その他の子どものための活動を提供する学校、その他の

施設の方針を決定する委員会、その他の組織に参加することを確保する

ため、施設及び学校における不服申立制度を強化することなどが勧告さ

れている。 

    この勧告は、⑤を除いては、必ずしも法制の欠陥だけを指摘するも

のではない。第３回政府報告書は、（a）児童の意見の尊重への考慮、（b）

司法上及び行政上の手続において児童の意見が聴取される機会等、(c)
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児童が意思決定過程に参加する権利を有する機関及び機会についての

情報、（d）児童関連の専門家に対する研修、（e）世論、協議及び陳情の

評価から得られた児童の意見の法律、政策、司法決定への反映という４

項目に区分して報告している。そして報告の内容は、「パラ２０３、２

０５、２０６、２１１、１９２後半、１９３前半、１９７、２０１、２

０２」の各一部に運用面での配慮に触れてはいるが、その大部分は法制

の紹介にとどまっており、その運用実態と成果・問題点・克服の取組み

についての報告はほとんどない。政府はその実態について、特に権利基

盤型の取り組みへの転換が充分かどうかを、統計資料に基づき明らかに

すべきである。 

70.  「パラ１９２～１９８」では、児童の意見の尊重への考慮について報告

されている。冒頭の「パラ１９２」で．意見表明の機会の保障として、

第２回政府報告書パラ１２１（＝第１回政府報告書パラ６１．６２）と

「第１回報告書審査児童の権利委員会からの質問に対する回答１８を

かかげている。回答１８は、「１９９４年教育関係機関に通知したこと

は報告書（第１回報告）パラ「６９」に述べたとおりであるが、その後

も様々な機会を通じて同趣旨の徹底を図ってきている。」と、１９９４

年５月２０日文部事務次官通達（資料７）を引用し、「パラ１９３」も

これを受けて、「教育委員会等に指導をしてきた」としている。確かに

この通達の中には、懲戒処分を行なう際には、当該児童から事情や意見

をよく聞く機会を持つよう配慮するよう指摘した部分がある。しかし通

達は上記引用のように指摘しただけでなく、校則を定めることについ

て、「教育目的を達成するために必要で合理的な範囲内で児童生徒に対

し、指導や教示を行ない、また校則を定めることができる」とし、更に

本条約１２条１の意見を表明する権利について、「表明された児童の意

見がその年齢や成熟の度合いによって相応に考慮されるべきという理

念を一般的に定めたものであり、必ず反映されるということまでを求め

るものではない」、全体としては、「指導・教示」「必ず反映されるとい

うことまでを求めるものではない」などとして、子どもから表明された

意見を正面から受け止める必要はないとしている。この通達こそ、CRC

が「子どもの意見尊重を限定的なものにしている」とした、学校におけ

る子どもに対する伝統的態度を支える元凶となってきたのである。その

通達を評価し、それ以来の指導を児童の意見の尊重への考慮の冒頭に置

いていることは、報告そのものが CRC の懸念を十分に受け止めていない

ことを疑わせる。政府は、通達自身が「子どもの意見尊重を限定的なも
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のにしている」ことを認め、この通達を評価する姿勢を改めるべきであ

る。 

71.    当連合会は、第１回政府報告書に関する報告において、学校が一方的

に制定する校則が、生徒の日常生活に関する権利を広範に侵害している

ことを指摘し、上記文部事務次官通達が、「校則は、児童生徒等が健全

な学校生活を営みよりよく成長発達していくための一定のきまりであ

り、これは学校の責任と判断において決定されるべき」として校則の一

方的制定を認めていることが、その侵害を支えていることを問題にして

きた。また２００１年１月２６日には、従来生徒会が学校行事決定過程

に参加し、その意見を誠実に受け止め、対応してきた学校が、入学式に

ついてはその機会を与えず、卒業式については、職員会議で承認された

生徒主催の式を否定し、日の丸を掲げ、君が代を斉唱する入学式・卒業

式を強行した「所沢高校事件」について、生徒らに保障されていた学校

行事に関する意見表明権及び参加権を侵害する行為であって、子どもの

権利条約１２条に違反するとして、学校に改善の努力を要望し（資料

８）、第２回政府報告書に関する報告においても、「子どもの意見尊重を

限定的なものに」する侵害行為の典型として問題にしてきている。 

72.   そもそも子どもの意見の尊重への考慮が子どもの権利の原則として

必要な所以は、子どもの意見を誠実にうけとめ対応することが、子ど

もと周辺の人々との間に緊密な対話関係を生み出し、この対話を通し

て子どもの成長発達を可能にするからである。だから子どもの意見尊

重を限定的なものとすることは、大きな懸念事項となるのである。そ

してそれに対応した勧告が続くのである。すなわち、国家・社会の側

では、子どもに影響する全ての事項について、子どもの意見の尊重が

必要となるのであり、それと同時に子どもの側では、子ども自身が参

加し、その権利を認識することが肝要になるのである。そうしてこれ

を確固たるものとするために、国家・社会の側では、社会一般に対し

ての情報提供、その成果の定期的点検、子どもが参加する社会的しく

みの確立が必要とされるのであり、CRC はその実現を政府に勧告して

いるのである。 

    従って、子どもの意見の尊重への考慮には、国・社会の側が、子ど

もと誠実に向き合う姿勢と機会の確保と、子どもが自らその機会に関

わりを持つことについての保障が必要となる。制度がどのように完全

な保障をしたとしても、それを運用する側が相手となる子どもと、誠

実に向き合わなければ、そして子どもがそのしくみについての情報を
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身につけ、自ら対話の機会に参加しなければ終わりである。国や社会

を子どもに誠実に向かい合わせ、子ども自身がこれに積極的に参加し、

参加できる前提的状況を保障し強化するための、しくみと運用が肝要

となるのである。「パラ１９２～１９７」の説明では、「パラ１９２」

で、憲法上市民的自由に関する保障、司法上及び行政上の決定又は措

置に関する手続のうちに意見表明の機会が保障されているものとして、

法務省の人権擁護機関などでの子どもの人権の啓発活動などについて

説明され、「パラ１９３～１９８」では、学校懲戒・出席停止、子ども

の人権の講座を開設している大学数、施設入所した子ども、児童相談

所、矯正施設、難民認定での庇護申請などの各分野における法制・運

用が説明されている。 

73.    たしかに、これらのしくみと運用が、一定の役割を果たしているこ

とは否定できないが、そのしくみの中での「子どもの意見尊重を限定

的なものにしている」問題、及び子どもが進んで参加する状況になっ

ているのか、それについてのモニターはどうなっているのかは、必ず

しも明確にされていない。例えば、２００９年４月２８日最高裁判所

第三小法廷判決は、小学校２年生（６若しくは７歳）の子どもが、面

識のない教師に負ぶさったのを振りほどかれ、教師のでん部を２回蹴

って逃げるという行為に対し、教師が立腹して追いかけ胸倉をつかん

で、壁に押し付け、大声で「もうするなよ」と叫んですました事例に

ついて、教育的指導であるので許されるとして、原審が認定した体罰

にあたるという判定を覆している。有形力が行使され、子どもが病院

に通院して治療をしなければならなくなっているにも関わらず体罰に

当らないとした認定は問題であるが、さらにこの教師は、でん部を２

回蹴って逃げるという子どもの意思表示を、年齢及び成熟度に応じた

受け止めをせず、「もう、するなよ」と言って闇に葬ったという問題点

も指摘できる。最高裁判所でさえ、子どもの意思表示の機会を限定的

にする行為を教育的指導として評価する現実があるのである。しかも

驚くべきことにこの評価は、裁判をした５人の裁判官の全員一致の判

断としてなされている（資料１）。 

74.     また子どもの参加を保障する、子どもへの情報の提供、暴力やプラ

イバシー侵害からの保障、市民的自由の確保、尊厳の確保といった問

題についての、説明は必ずしも十分になされていないし、現実にも充

分ではない。更に必要な場合、例えば懲戒手続、出席停止、一時保護

などの場合に、子ども自身（保護者ではない）が、法律専門職の代理
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人を選任して対応することを具体的に保障する制度は存在していない。

最も肝心な、制度の運用において、いかなる成果があがり、克服すべ

きどのような課題を残しているかについての分析と、課題の提示が、

なされなくてはならないのに、その分析と提示は全くなされていない。

政府はこれらの状況をあきらかにすべきである。 

75.    第３回政府報告書パラ１９４（第３回報告パラ１０３、第２回報告

パラ５５）では、大学におけるカリキュラム編成における子どもの権

利に関する授業科目開設している大学が、１９９９年度現在１１０大

学１７４科目、２００４年度現在２４５大学と報告されており、その

前進は評価できるが、日本における２００８年４月現在の大学の設置

数は、７３４校であり、子どもの権利に関する授業科目を開設してい

る大学はまだ３分の１にすぎないことの方が問題である。政府はその

飛躍的前進を課題とすべきである。 

76.  「パラ１９９～２０２」では、司法上及び行政上の手続において子ど

もの意見が聴取される機会について報告されている。「パラ１９９」で

明らかにされているとおり、民事訴訟については子どもは自ら訴訟行

為を行なうことができない。法定代理人の意思に反する訴訟を起こす

ことは極めて困難である。「子どもの意見尊重を限定的なものにしてい

る」克服すべき課題の一つである。 

77.   「パラ２０３～２０６」では、子どもが意思決定過程に参加する権利

を有する機関及び機会について報告されているが、最も肝心な、「子ど

もの意見尊重を限定的なものにしている」現状と、制度の運用におい

て、いかなる成果があがり、克服すべきどのような課題を残している

かについての分析はない。政府はこれらについて、実態を明らかにす

べきである。 

78.  「パラ２０８～２１１」では、世論、協議及び陳情の評価から得られ

た子どもの意見の法律、政策、司法決定への反映について報告されて

いる。しかし子ども自身の意見がどのように受け止められたかについ

ての記述はなく、その記述自体、大人を含む子どもの利益につながる

意見を、そのまま子どもの意見として捉えているに過ぎない。むしろ

大人が子どもの意見を取り仕切っている状況を反映するもので、決し

て子ども自身の意見の反映ではない。子どもの意見が現実に反映して

いる状況、表明しやすい仕組みなど運用において克服すべき問題点に

ついての分析は全くなされていない。政府はその実態を明らかにすべ

きである。 
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Ⅳ 市民的権利及び自由（第７条、８条、１３～１７条及び３７条（a））  

 

Ａ 氏名及び国籍（第７条） 

 

１ 民法７７２条は、全ての子どもが直ちに出生登録をすることができるよ

うに、速やかに改正されるべきである。 

２ 外国人らしい母親が病院で子どもを産んだ後に出生届をしないで行方不

明になった場合、戸籍法５７条にいう棄児として処理し、国籍法２条３号

により、ただちに日本国籍を認めるべきである。 

３ 日本政府は、戸籍法５７条に該当しないケースにおいて、国籍法２条３

号を適用したケースが何件あるのかというデータを公開すべきである。 

４ 日本政府は、帰化による国籍取得が出生による国籍取得の代わりになる

と主張するのであれば、未成年の間に帰化した無国籍者の数を公表すべき

である。 

 

１ 出生届 

79.  CRC は、第２回政府報告書審査に基づく総括所見において、非正規滞在

者が彼（女）らの子どもの出生を登録することができず、それが無国籍

につながったことについて懸念を表明した。（総括所見３１）。また日弁

連の第２回報告書は、出生届の事実上の障害について指摘してその改善

を求めた。 

    しかしながら、今回の政府報告書は単に第２回政府報告書の該当箇所

を引用するのみで（パラグラフ２１３～２１５）、上記総括所見の懸念や

日弁連報告書には何ら回答を示していない。なお、政府報告書が引用す

る第２回政府報告書の該当箇所は戸籍法及び国籍法等の関連規定を記載

するのみで何ら実態に踏み込んでいない。そもそも子どもが登録される

権利は、その後のあらゆる権利を享受するための出発点である。登録さ

れない子どもは、福祉や医療、教育を初めとする全ての公的サービスか

ら疎外される。前回及び今回の政府報告書の内容は、この極めて重要な

権利に対する政府の無関心さを示すものである。 

80.   ところでこれまでの日本においては、出生登録の問題は主として外国

籍の、中でも非正規滞在の外国人親の子の問題として指摘されることが

多かった。この点も依然として改善が見られないばかりか、後述すると

おり事態の悪化が懸念されるが、更に、日本人の子についても、事実上

また法律上の障害により出生届けを出せないという問題が以前から指摘



 

37 

 

されている。 

     ２００７年、両親が「学校に通わせるお金がない。」ことを理由に出生

届けを出さないまま育った男性の存在が発覚し人々を驚かせた。同男性

は生まれてから一度も学校へ通ったことがなく、基本的な読み書きにも

不自由する状態であったとのことである。 

    出生届けを出さなかった両親の責任はもちろんであるが、出生登録が

なされず、学校にも通っていない子どもの存在を気づかずに放置してい

た行政の責任も大きい。日本政府は、今後出生届けの未登録が生じない

よう、地域社会との連携も含めた具体的対策を早急に講じるべきである。 

２ ３００日問題 

(1) はじめに 

81.  いわゆる「３００日問題」とは、民法７７２条の規定によって出生届け

を出せない子どもの問題である。 

    同法は離婚後３００日以内に生まれた子を前夫の子と推定する。その

ため、真実は前夫以外の男性の子どもであっても離婚成立後３００日以

内に出産して出生届けを出すと、自動的に前夫の子として戸籍に記載さ

れる。これを回避するには、出生後に前夫を相手に「親子関係不存在確

認の訴え」を提起しなければならない。しかしながら、前夫の暴力等様々

な理由から、母親が前夫との関わりを避けたいと考える場合は多い。ま

た、裁判手続きを採らなければならないこと自体が母親にとって多大な

負担である。その結果、出生後直ちに出生届けを出せないという問題が

生じてしまうのである。 

    なお、２００７年４月に公表された法務省の調査では、２００５年に

おける離婚後３００日以内の出産による出生届出数は全国で約２８００

件と推計されている。 

(2) ３００日問題に対する法務省・最高裁の対応 

82.   この問題に対して法務省は、離婚成立後に妊娠したことを証明する医

師の診断書がある場合には実の父親の子としての出生届けを認める方針

を明らかにした。しかしこれによって救われるのは、妊娠後３００日以

内に出産した早産の場合に限られる。そこで最高裁判所は２００８年６

月、「夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母との性的交渉がなかっ

た場合など、妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明

白である」には、実の父親に対して認知調停を申立てることが可能であ

ることをホームページ上で示唆した。これを受けて、２００８年７月、

全国で２７人の子どもが一斉に各地の家庭裁判所に対し認知調停を申し
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立てた。 

   しかしながら、申立てが認められるのは妻が前夫の子どもを妊娠する可

能性がないことが「客観的に明白」である場合に限られる。従って、妊

娠時に明確に別居していなかった場合や、別居しても住民票を変更して

いなかった場合等は、「客観的に明白」であるとはみなされない可能性が

高い。また、「客観的に明白」であるか否かの判断は各裁判官の裁量に委

ねられる。その結果、９９％以上の確率で現在の夫の子であるとする DNA

鑑定を提出しても、「前夫と性的接触がなかったという証明にはならな

い。」として調停が不成立になった例や、東京家裁八王子支部で申立の取

り下げを迫られた一方、横浜家裁相模原支部で調停が成立した等の報告

がなされている。 

(3) 総務省通達と残された問題 

83.  なお、２００８年７月７日の総務省通達により、①日本国籍を有するこ

とが明らかであること、②民法第７７２条の規定に基づく嫡出推定が働

くことに関連して、出生届けの提出ができないこと、③認知調停手続き

などが進められており、将来的に戸籍の記載が行われる蓋然性が高いと

認められることの３つの要件を満たす場合には、出生届け未了のまま住

民票に記載され、医療や児童手当、保育所への入所等の公的サービスを

受けられることになった。 

   もっとも、前夫が日本人で母親が外国籍の場合や、裁判所が認知調停を

受理しない場合には、引き続き子の住民登録は受付けられない。このよ

うに３００日問題は、行政の通達や裁判所の運用によって部分的に子ど

もの不利益を回避する対応が取られているが、いずれも、民法７７２条

の改正が行われない限り根本的な解決にはならないのである。 

  民法７７２条は、本来は父性を混乱させないために設けられた規定で

あるが、立法時から既に１１０年以上が経過し、近年の離婚や再婚の実

情には適合しないばかりか、上記の通り子どもの出生登録に際して重大

な障害となっている。 

    従って民法７７２条は、全ての子どもが直ちに出生登録を出すことが

できるように、速やかに改正されるべきである。 

３ 外国籍の子どもの出生登録 

(1) 出生届の事実上の障害と「外国人台帳制度」導入に関する懸念 

84.  入管法６２条２項は国又は地方公共団体の職員に対し、その職務を遂行

するに当たって退去強制事由に該当する外国人を知ったときは通報する

義務を課している。その結果、退去強制を恐れる両親が子どもの出生届
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けを控える傾向にあることは、日弁連第２回報告書において指摘したと

おりである。同報告書では通報義務の例外を設けるべきであると提言し

たが、改善は見られない。出産費用未払いの場合の出生証明書の発行拒

否の問題も同様であり、発行を義務付ける医師法１９条２項及び保健師

助産師看護師法３９条２項に対する罰則規定は設けられていない。 

85.   そればかりか、２００９年７月、在留外国人の情報を国が一元管理す

る「外国人台帳制度」を導入する法案が成立、公布された。同法案は、

公布後３年以内に施行される予定である。現行の外国人登録制度では、

９０日以上日本に滞在する全ての外国人に登録を義務付けていることか

ら、非正規滞在であっても登録が受け付けられた。そのため、上記通報

の問題があるとはいえ、親が外国人登録することにより、非正規滞在の

子どもの出生の届けや就学が促されてきた側面がある。しかし、非正規

滞在者の住民登録が認められなくなれば、非正規滞在の親はいずれの自

治体にも登録されていない状態になる。そうなれば、これまで以上に子

どもの出生の届出が差し控えられ、外国籍の子どもが公的サービスから

疎外されることが懸念される。 

(2) 登録の際の国籍認定 

86.   外国人登録に際しての子どもの国籍認定が不正確であることは、日弁

連第２回報告書で指摘したとおりであるが、現状で改善は見られない。 

４ 国籍を取得する権利 

(1) 無国籍防止策の不十分さ 

87.［1］ 政府は、子どもの国籍を取得する権利の確保等については、第２

政府報告書パラ１４０参照と記すのみで（パラ２２１）、それ以上の記

述をしていない。 

第２回政府報告書パラ１４０は、父母両血統主義の原則を貫くと、我

が国で出生した子どもが無国籍となる場合も生じることから、これを防

止するため、補充的に出生地主義を採り、子どもが日本で生まれた場合

で、出生のとき父母がともに知れないとき、又は父母が国籍を有しない

ときは、子どもは日本国民になる（国籍法２条３号）と述べている。 

   しかし、外国人らしい母親が病院で子どもを産んだ後に行方不明にな

った場合などにおいて、依然として無国籍の状態を強いられる子どもは

存在しており、国籍を取得する権利の保障は不十分である（第２回政府

報告書に対する日弁連報告書パラ８９～９４参照）。 

88.［2］ また、第２回政府報告書パラ１４０は、国籍法８条４号を引用し、

「日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引
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き続き３年以上日本に住所を有するもの」については、帰化許可条件の

うち、能力条件及び生計条件を免除するとともに、住所条件も緩和して

いるから、帰化によって日本国籍を取得することができると述べている。 

しかし、上記の帰化条件は、法務大臣がその裁量により帰化を許可す

るにあたっての最低条件に過ぎず、上記条件を満たせば当然に日本国籍

を取得することができるというものではない3。したがって、この規定も、

無国籍防止の観点から不十分といわざるを得ない。 

(2) データの不十分さ 

89.   そもそも、日本政府は、国籍法２条３号や国籍法８条４号の規定を引

用してその内容を解説するものの、実際にそれら規定の適用によって日

本国籍を取得した事例（その反対に申請がなされても国籍を取得できな

かった事例）がどの程度存在するのかについては、データを一切明らか

にしていない。 

日本政府が、上記規定を無国籍防止の規定として積極的に位置づけるの

であれば、データをもってその実態を明らかにすべきである。 

５ 婚外子の国籍取得 

(1) 国籍法２条１号 

90.   国籍法２条１号によれば、「出生の時」に父又は母が日本国民であるこ

とを国籍取得の要件としているため、日本人と外国人母の婚外子は、出

生前の認知（胎児認知）がなければ、日本国籍を取得しない。 

   しかし、一般に認知そのものは出生後でも可能であり、胎児認知の制度

があることを知らないものも少なくない。また、子どもが日本国籍を取

得するにあたって胎児認知が必要であることを知っているものは、なお

少ない。さらに、胎児の期間は生後の期間に比較すれば圧倒的に短いか

ら、その分、胎児認知届け出の手続きが履践されない可能性も高くなる。 

要するに、婚外子の国籍取得は、ひとときの父親の知識や意思等によ

って大きく左右されてしまうことになり、極めて不安定である。 

    そこで、当連合会は、日本人を父親にもつ同じ子どもでありながら、

胎児認知がなされた子どもと生後認知がなされた子どもを差別する合理

的理由は存しないというべきであり、両者の差別を解消する方向での法

改正がなされるべきであると繰り返し主張してきたところであるが、後

述のとおり、２００８年１２月１２日、国籍法３条１項が改正されたこ

                             
3  国籍法３条に関する最高裁２００８年６月４日判決は、帰化は法務大臣の裁量行為であり、国籍

法８条１号所定の条件を満たす者であっても当然に日本国籍を取得するわけではないことを指
摘している。 
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とにより、この問題点は大きく解消されることとなった。 

(2) 国籍法３条 

［1］ 国籍法３条１項に関する論議 

91.  国籍法３条１項（２００８年１２月１２日改正前）は、父母の婚姻及び

その認知により嫡出子たる身分を取得した子で２０歳未満のものは、認

知をした父又は母が子の出生のときに日本国民であった場合において、

その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡のときに日本国

民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を取得

することができる、と定めていた。 

    国籍法３条１項は、父又は母が認知をした場合について規定している

が、日本国民である母の非嫡出子（婚外子）は、出生により母との間に

法律上の親子関係が生ずると解されており、また、日本国民である父が

胎児認知した子は、出生時に父との間に法律上の親子関係が生ずること

となり、それぞれ同法２条１項により、生来的に日本国籍を取得するこ

とから、同法３条１項は、実際上は、法律上の婚姻関係にない日本国民

である父と日本国民でない母との間に出生した子で、父から胎児認知を

受けていないものに限って適用されることになる。 

    国籍法３条１項の規定（２００８年１２月１２日改正前）が、日本国

民である父の非嫡出子（婚外子）について、父母の婚姻により嫡出子た

る身分を取得した者に限り日本国籍を認めていることによって、同じく

日本国民である父から（生後）認知された子でありながら、父母が法律

上の婚姻をしていない非嫡出子（婚外子）は、それ以外の所定の要件を

満たしても日本国籍を取得することができないという差別が生じている

として、憲法１４条が定める平等原則に反するか否かが問われていた。 

［2］最高裁大法廷判決及び法改正 

92.   最高裁は、この点について、ある子どもが、日本国籍を生来的に取得

しなかった場合に、日本国民との法律上の親子関係の存在に加え、その

子どもと我が国との密接な結びつきの指標となる一定の要件を満たして

初めて日本国籍を認めるという規定を設けること自体は合理的であると

しつつ、しかし、その要件を、父母の法律上の婚姻としていることにつ

いては今日の家族生活の実態等に適合しないとして、合理的関連性がな

いと判断し、届け出による日本国籍取得の要件として、父母の法律上の

婚姻を定めた国籍法３条１項は憲法１４条１項に違反すると判示した
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（２００８年６月４日大法廷判決）4。 

   この最高裁判決を受けて、２００８年１２月１２日、国籍法が改正され

(２００９年１月１日施行)、出生後に日本国民たる父に認知されていれ

ば、父母が婚姻していない場合にも届出によって日本の国籍を取得する

ことができるようになった5。 

［3］法改正後の実情 

93.  このように、日本人の父から出生後に認知を受けた者に対する不合理な

差別が是正されたことは歓迎される。しかしながら、法改正にあたって

は、虚偽の認知により日本国籍を取得しようとする者が出るおそれがあ

るなどとした法改正反対運動が起き、その結果、改正国籍法の成立にあ

たり、虚偽認知を防止するための万全の措置を取るよう努めること、父

子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否の検討などを

求めることを内容とする附帯決議がなされた。これを受け、改正国籍法

施行規則において、実親子関係を認めるために多数の資料提出が要求さ

れるに至った。そのため、専門家・支援者のサポートがなければ生後認

知による国籍取得は事実上困難であり、また、準正子については、法改

正以前よりも国籍取得の手続が難しくなっている。 

 

Ｂ 身元関係事項の保持（第８条） 

 

日本の国籍法は、国籍留保制度及び国籍選択制度を設け、一定の届出をし

なかった場合に、取得した国籍を喪失させるとともに、外国国籍の取得又は

選択をした場合にも、自動的に国籍を喪失させる。これらの一連の規定は、

条約第８条に違反しているから、条約に適合するよう改正すべきである。 

 

１ 国籍留保 

94.   外国で生まれた重国籍者 6は、出生から３か月以内に国籍留保届をしな

                             
4  最高裁判決は、諸外国においては、非嫡出子に対する法的な差別的取扱いを解消する方向にある

こと、日本政府が批准した自由権規約や子どもの権利条約に、子どもが出生によっていかなる差
別も受けないとする趣旨の規定があること、自国民である父の非嫡出子について準正を国籍取得
の要件としていた多くの国において、今日までに、認知等により自国民との父子関係の成立が認
められた場合にはそれだけで自国籍の取得を認める旨の法改正が行われていることを指摘して
いる。 

5  改正国籍法３条１項： 父又は母が認知した子で２０歳未満のもの（日本国民であつた者を除く。）
は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に
日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることに
よって、日本の国籍を取得することができる。 

6  日本の国籍法上、①出生の時に父又は母が日本国民であるとき、②出生前に死亡した父が死亡の
時に日本国民であつたとき、③日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は
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ければ、日本国籍を失う（国籍法第１２条、戸籍法第１０４条）。また国

籍留保をしなかったことにより、日本国籍を失った者は、未成年の間に

日本に住所を有するようになり、法務大臣に国籍取得届を提出しなけれ

ば、日本国籍を再取得することができない（国籍法第１７条１項）。この

ような国籍留保制度には、①子どもの国籍が、国籍留保制度についての

親の知識や意思により左右されてしまうところ、同制度は一般に知られ

ているとは言い難く、実際にも同制度を知らないために国籍を喪失して

いる例が多数に上っていること7、②国籍再取得のためには、日本に住所

を有するようになることが要件とされているが、たとえば、東南アジア

等で日本人男性が現地の女性と結婚し、子どもが生まれた後に、妻子を

残して、単身で日本に帰国するケースなどでは、適切な援助がなければ

国籍を再取得することは困難であることなどの問題点がある。 

   したがって、国籍留保制度によって出生により取得した日本国籍を意思

に反して失わないように、国籍法及び戸籍法を改正すべきである。 

２ 国籍選択 

95.   重国籍の子どもは、２２歳に達するまでに、いずれかの国籍を選択し

なければならない（国籍法第１４条１項）。２２歳に達するまでに国籍選

択をしなかった者は、法務大臣から催告を受け（法第１５条１項）、催告

から１か月以内になお国籍選択届をしなかった者は、自動的に日本国籍

を失う（同条３項）。日本の国籍を選択した者は、外国の国籍の離脱に努

めなければならない（同法１６条）。 

このように、法律上、日本人と外国籍者との間に生まれた結果として重

国籍となっている者ですら、国籍選択義務が課され、日本国籍を選択した

場合に外国籍を離脱しなければ、努力義務違反となる。 

現実には、１９８５年に国籍選択制度が設けられてから、国籍選択の

催告がなされたことは一度もなく、しかも国籍選択届は、日本の市町村

に対して提出するだけであるから、もう一方の本国が日本の国籍法第１

１条２項のような規定を設けていない限り、外国国籍を失うことはない。

しかし、国籍選択の規定が存在するために、一般市民は、２２歳に達す

るまでに国籍選択をしないと直ちに選択の催告を受けることになると誤

解していることが多く、また、国籍選択義務の存在そのものが、重国籍

                                                                                       
国籍を有しないときは、日本国民とする、とされる(国籍法 2 条)。 

7 日本人とフィリピン人の間に生まれた子どもを支援する特定非営利活動法人 JFC ネットワークの２
００７年活動報告書によれば、２００７年までに同法人が扱ったフィリピンで出生した婚内子２６
２人中、国籍を留保していた子の数は８１人に留まるのに対し、国籍を喪失していた子の数は１８
１人に上る。 
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の子どもにとって大きな精神的圧力になることは明らかである。さらに、

規定が存在するために、日本政府は、法的には、いつでも国籍選択の催

告を実施することができ、重国籍の子どもは、将来の国籍喪失の危険に

さらされている。このような国籍選択制度は、不当かつ恣意的な国籍の

剥奪であり、かかる国籍選択制度は廃止すべきである。 

 

Ｃ 表現の自由（第１３条） 

 

 日本政府は、全国の公立小中学校における頭髪規制の状況を調査し、少な

くとも、「丸刈り」の強制が残存している地域・学校については、規制を撤廃

するよう指導すべきである。 

 

１ はじめに 

96.   政府は、我が国においては、子どもの含め全ての国民に対し、憲法２

１条により表現の自由が保障されており、民主主義の維持に不可欠のも

のとして最大限尊重されていると述べている（パラ２２３、第２回政府

報告書パラ１４２、第１回政府報告書パラ８３）。 

また、校則については、児童生徒等の実態、保護者の考え方等を踏ま

え、教育的に見て適切なものとすることが大切であり、文部科学省とし

てもこのような観点に立ち、教育委員会等に対し指導してきたところで

ある」と述べている（パラ１４３）。 

２ 表現の自由等を規制する校則 

97.(1) しかしながら、今なお、多くの学校で頭髪を規制する校則ないし校

則に準ずる規則が存在する。 

頭髪は身体の一部であり、髪型決定の自由は、個人の人格と密接に関

わるものとして、憲法１３条、子どもの権利条約１３条（表現の自由）

等によって保障されていると解されているが、頭髪の規制は一般的に行

われている。 

    以下においては、頭髪規制の中でも、髪型を「丸刈り」のみに限定し

て指定する強度の規制についての弁護士会への人権救済申立事件を２例

挙げる。 

98.(2) 熊本県の事例 

    熊本県弁護士会が、２００３年１０月、熊本県内の公立中学校４７校

を対象にアンケート調査を実施したところ、４７校のほとんど全てが見

直しを検討し、９校はすでに２００３年度内に丸刈りを強制する校則等
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を廃止する方向が決定されていた。同弁護士会が、２００４年２月に至

って改めて、同年４月からの丸刈り校則等の存否を確認したところ、１

９校が丸刈り校則等を存続させるとの回答であった。 

    熊本県弁護士会は、このような状況を踏まえ、２００４年３月１０日、

丸刈り校則等を存続させている各中学校に対し、丸刈り校則等は、髪型

の自由という生徒の基本的人権を侵害するものであるから速やかに廃止

するよう勧告した。 

100.(3) 鹿児島県の事例 

    鹿児島県弁護士会が、２００８年２月２８日になされた人権救済申立

てを受けて、大島郡内の各中学校（計５９校）に照会したところ、回答

のあった３９校のうち３４校が、頭髪規制があると回答し、そのうち１

７校が事実上丸刈りを強制している旨回答した。 

    鹿児島県弁護士会は、このような状況を踏まえ、２００９年３月６日、

鹿児島県教育委員会等に対し、頭髪の丸刈りに関する校則の制定、及び

それらの校則を前提とする指導は、憲法、子どもの権利条約、及び教育

基本法のいずれにも抵触し、中学校に認められた教育指導の裁量権を逸

脱するものであるので、すみやかに丸刈り強制を内容とする校則を廃止

するように、管内各中学校に指導するよう勧告した。 

 

Ｄ 思想、良心及び宗教の自由（第１４条） 

 

 国旗国歌法の制定により、国民の間で大きく意見の分かれる「日の丸」「君

が代」が学校行事の中で強制され、子どもたちの内心の自由を侵害する事態

が生じ、また、そのような動きが広まっている。 

 日本政府は、このような事態を踏まえ、今後、各学校現場において、子ど

もたちの人権が侵害される事態を防止するため、指導を行うべきである。 

 

１ 国旗国歌に関する指導 

101. １９９９年に国旗国歌法が成立し、日の丸が国旗、君が代が国歌とされ

たが、同法成立以降も、日の丸・君が代は、第２次世界大戦前の我が国

の軍国主義との結びつきが強いとして、これに反対する意見が国民の中

に存在している。 

しかし、１９８９年の学習指導要領改訂により、教員は、国旗を掲揚

し、国歌を斉唱するよう指導するものとされ、全国の公立学校において、

卒業式、入学式には、国旗掲揚、国歌斉唱が行われるようになった。 
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教育行政は、公立学校において、国旗掲揚、国歌斉唱の１００％実施

を達成したのち、次には、教員や生徒１人１人の行動をも拘束する方向

で急速に動き始めた。 

東京都では、２００３年１０月２３日、都立学校の各校長に対し、「入

学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」と題す

る通達を発して、都立学校の入学式、卒業式等において、教職員らが国

旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること、国歌斉唱はピアノ伴奏によ

り行うこと、国旗掲揚及び国歌斉唱の実施にあたり教職員が通達に基づ

く校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問われることを教

職員に周知した。 

同様の動きは、東京から地方へ波及している。 

２ 教員の人権と子どもの人権 

102.  思想上の理由から校長の職務命令に違反し処分された教員らや、これ

らの教育行政の動きに危機感を感じた教員らが、全国でそれぞれ、損害

賠償請求訴訟、処分取り消し訴訟、義務不存在確認訴訟等を提起し、裁

判所の判決が次第に示されてきている。 

訴訟においては、主として、教員自身の人権（内心の自由、思想良心

の自由）が論点となっているが、教員への指導によって直接の影響を受

けるのは児童・生徒であり、現に、不起立の児童・生徒に対して一律に

指導して起立させる動きも出てきていることから、児童・生徒の内心の

自由、思想良心の自由（あるいは思想良心形成過程の自由）に対する侵

害が生じているといえる。 

３ 子どもの思想・良心の自由が問題となった事例  

103.  子ども本人が訴え出た事件として、弁護士会への人権救済申立事件が

ある。以下は２つの事例である。 

(1) 神奈川県内の事例 

104. 県立高校の生徒が、自らの思想・信条の自由に基づいて、高校の当時の

校長に、卒業式における国旗掲揚・国歌斉唱につき、生徒の思想及び良

心の自由を尊重するよう申し入れたのに対し、学校長は生徒を校長室に

呼び、卒業式における国旗掲揚・国歌斉唱に応じるよう長時間にわたり

説得した。このような説得行為は、生徒の思想及び良心の自由（憲法１

９条）、子どもの意見表明権（子どもの権利条約１２条）を侵害するもの

である。一方、教育委員会は学校長宛に卒業式の実施状況について報告

書の提出を求めていた。学校長の生徒に対する前記説得行為は、教育委

員会からの報告依頼に触発されたものであり、生徒や保護者の人権に対
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する配慮を全く欠いていただけでなく、卒業式等における参加者の態度

までもを含む具体的な状況報告を学校長に求めることによって、国歌・

国歌を事実上強制するものであった。さらに、こうした調査内容は、学

校長に対し画一的な形式による式の挙行を求めることにつながり、生徒

や保護者の国旗・国歌に対する思想・信条の自由、意見表明権を間接的

に侵害するおそれを生じさせ、今後同種の人権侵害を発生させるおそれ

が高いものであった。 

横浜弁護士会は、以上の理由により、２００４年９月１０日、学校長

に対しては、学校行事の挙行に際し、国旗・国歌の実施状況について、

その具体的内容に立ち入らないこと、また教育委員会に対しては、学校

行事の挙行に際し、事前に生徒や保護者との協議を尽くし、その意見を

尊重し、式典において思想・信条の自由を尊重した挙行方法をとるよう、

県内学校に通知指導するよう、それぞれ、勧告した。 

(2) 大阪府内の事例 

105.  大阪府内のある市立中学校においては、２０００年３月の卒業式から

２００２年３月の卒業式においては、校長から生徒に対し、事前に、「君

が代」斉唱につき、起立・斉唱・退席の自由、内心の自由等の説明が行

われていたが、２００２年４月に新校長が赴任して以降、校長の生徒に

対する説明は、２００２年４月の入学式、２００３年３月の卒業式にお

いては、「強制はしません」程度の簡素な説明がなされたにすぎず、２０

０３年４月の入学式、２００４年３月の卒業式においては、事前説明が

一切行われなかった。 

このような事実経過を踏まえ、大阪弁護士会は、２００５年３月１０

日、以下のような勧告を行った。「２００２年４月の入学式及び２００３

年３月の卒業式に際しての説明は、生徒に対する説明として甚だ不十分

であり、２００３年４月の入学式及び２００４年３月の卒業式に際して

一切事前説明を行わなかったことは、学校長として生徒の「思想･良心の

自由」「君が代」を「歌う自由、歌わない自由」、「起立する自由、起立し

ない自由」に対する配慮を著しく欠いた不十分な指導といわざるを得ず、

生徒に対する人権侵害のおそれがある。入学式及び卒業式における「君

が代」斉唱につき、生徒に「思想・良心の自由」に関する事前説明を実

施する等、生徒の「思想・良心の自由」を尊重して十分配慮されるよう

勧告する。」 

                  

Ｅ 結社及び平和的集会の自由（第１５条） 
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政府は、子ども達自身による結社及び平和的集会が活発になるような積極

的施策を講じるべきである。 

 

106.  政府報告は、結社・平和的集会の自由が憲法において保障されている

と指摘しつつ、「教育目標達成のため必要な合理的範囲内」では児童生

徒に「指導」を行いうるとする。 

この点については、第２回日本政府報告に対するCRC総括所見が、学

生、生徒のキャンパス内外での政治的活動への制約、１８歳未満の子ど

もの組織参加への制約を懸念し、学生、生徒がキャンパス内外で行う活

動に対して規制する法律・規則、組織に参加するのに親の同意を要する

点を見直すよう勧告していたが、第３回の政府報告は従来と同じ一般的

な理念の表明にすぎず、総括所見に応えたものになっていない。 

107.   CRCより指摘された点も含め、実情として、日本の小中高等学校（及

び大学）は、１９６９年１０月の文部省による高校生の政治的活動を禁

止する通達を始めとして、子ども達自身による集団的ないし組織的活動

を肯定的に評価してこれを積極的に支援しようとする姿勢に乏しく、こ

の結果子ども達自身のこうした活動は全般的に極めて低調なものとな

っている点に大きな問題がある。こうした現状を変えるために、子ども

達自身による結社及び平和的集会が活発になるような積極的施策を講

じるべきである。 

 

Ｆ 私生活の保護（第１６条） 

 

108.  政府報告書は、第１回、第２回の政府報告書を引用して、子どもの私

生活・プライバシーについて、日本では憲法及び法令等により保護され

ているとする（パラ２３０～２３７）。 

      なお、第２回日本政府報告書に対するCRC総括所見で指摘された、子

どもの所持品検査など、子どものプライバシー権が完全には尊重されて

いないことについては「学校に危険なものが持ち込まれている可能性が

 学校、警察、施設等における子どものプライバシー権を保障するため、

各現場の職員向けのガイドラインを策定するなど、実効性のある施策を講

じるべきである。 
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高いと判断される場合など、学校の状況により所持品を検査せざるを得

ないと学校の責任と判断により認めた場合においては、その目的、理由、

必要性等について保護者、児童生徒に説明を行って理解を求めつつ、状

況に応じた適切な方法で実施する必要がある旨会議等において指導し

ている」（パラ２３２）と回答している。しかし、そのような指導が実

際にはどの程度の効果をあげたのかの検証はなされておらず、学校現場

での所持品検査の実情が改善されたという証拠は存在しない。 

また、同じく前述のCRC総括所見で指摘された、施設の職員による子

どもの個人的通信への介入については、政府報告は回答していない。 

109.   さらに、政府報告は「警察では国家公安委員会規則である『犯罪捜査

規範』等に基づき、捜査に当たっては、少年の特性を考慮し、特に他人

の耳目に触れないようにし、言動に注意する等、温情と理解を持って当

たり、少年の心情を傷つけないように努めている」（パラ２３５）とす

るが、少年被疑者の取調べにおいては保護者の立ち会いは認められてお

らず、問題である（パラグラフ３１４参照）。 

110.    CRCが指摘した所持品検査、施設職員による子どもの個人的通信への

介入の点以外にも、日本では、現在に至るまで子どものプライバシー権

尊重の意識は極めて希薄であり、具体的には、とりわけ前回に日弁連報

告書で触れた、非行を犯したとされる子どもや犯罪被害者である子ども

等に関するプライバシーが、マスコミ報道により侵害されていること、

学校警察連絡協議会の活動による生徒に対するプライバシー侵害が生

じていること等の深刻な問題が存在する。こうした点への対応のための

ガイドラインが策定されるべきであるとともに、子どもにプライバシー

権が尊重されることの重要性について理解を深める取り組みを政府は

行うべきである。 

 

Ｇ 適切な情報の利用（第１７条） 

 

111.    政府報告は、子どもへの有益な情報の提供として、学校図書館の充実

（パラ２３８）、児童文化財の推薦（パラ２３９、２４０）に触れ、子

どもへの情報提供に関する国際協力として、ユネスコ・アジア文化セン

ター等への助成（パラ２４１、２４２）に触れる。 

他方で、子どもの福祉に有害な情報からの保護として、「青少年育成

施策大綱」の策定、これに基づく「青少年を取り巻く環境の整備に関す

る指針」（２００４年４月）（パラ２４３）をあげて、その具体化とし
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て、政府による規制法令の制定や広報啓発活動、子どものメディア・リ

テラシー向上のための取組の推進活動、地方公共団体の法令による有害

情報取締の徹底要請、マス・メディア等の関係業界団体への自主規制要

請、警察による有害情報取締活動の強化等（パラ２４４～２５５）に触

れる。 

本来、権利条約１７条は、マス・メディアの果たす重要な機能を前提

として、子どもが、多様な情報源からの情報・資料、特に子どもの社会

面、精神面及び道徳面の福祉及び心身の健康の促進を目的とした情報・

資料を利用することができることを確保しようとしたもので、子どもが

積極的に情報・資料にアクセスできることを狙いとしている。しかし、

日本では、条約が目的とする、「子どもの社会面、精神面及び道徳面の

福祉及び心身の健康の促進を目的とした情報・資料」への子どものアク

セスは十分に保障されているとは言い難く、政府報告にも現れていると

おり、有害情報からの保護が強調され過ぎている。現在、インターネッ

ト等のメディアによる有害情報から子どもを保護する必要性は否定で

きないものの、他方において、そのやり方によっては、子どもの情報へ

のアクセス権を広汎に規制することにもなりかねないから、有害情報か

らの保護の方法については、子どもの権利の保障とともにその制約とい

う両方の側面があることを踏まえ、慎重に検討されなければならない。

日本では法令及び警察力による取締りの手法が広範に採用されており

（パラ２４８～２５１、パラ２５４）、子どもにとって重要な情報アク

セス権への配慮を欠いたものとなっている。 

 

Ｈ 拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは

刑罰を受けない権利（第３７条（a）） 

 

１ もっとも人道的で品位を尊重されるべき学校現場、児童福祉施設、少年

院などにおいて体罰・暴力による抑圧がやまない原因を調査し、早急に改

善策を講じるべきである。 

２ 文科省が２００７年２月５日に発出した通知「問題行動を起こす児童生

徒に対する指導について」は、体罰禁止の方向性と逆行するものであるか

ら、撤回すべきである。 

 

１ はじめに 

112.  第２回日本政府報告に対するCRC総括所見は「体罰が、学校、施設及び
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家庭で広汎に行われていることを、懸念をもって留意する」と指摘した。 

２ 児童福祉施設 

113.  政府報告書は、児童福祉施設について、２００５年１月より、児童福祉

施設最低基準に、入所児童に対する虐待等の禁止規定を定め（第９条の２）、

体罰等懲戒権の濫用に当たる行為の禁止の基準を示し、関係者に徹底し、

児童福祉行政指導監査の際、体罰等懲戒権の濫用について、重点監査事項

として実施するよう指導している（パラ２５８）。また児童福祉施設に入

所している子ども又はその保護者等の処遇に関する苦情に迅速かつ適切

に対応するため、当該施設に苦情受付窓口の設置等を義務づけている（パ

ラ２５９）とする。 

    しかし、現実には、２００１年以降、児童福祉施設における体罰・虐待

等の事案は減っておらず（資料９）、この間の政府の採ってきた措置は十

分なものであったとはいえない。（パラ167参照） 

３ 学校における体罰 

114.  政府報告書（パラ２６０）は、学校における体罰について、学校教育法

でこれを禁止し、「毎年行われる生徒指導担当者の会議で、その趣旨の周

知を図っている」とし、「教育上必要があると認められたときには、児童

生徒に対して懲戒を加えることができるものとされているが、学校におい

て児童生徒に対し懲戒を行う際には、当該児童生徒等から事情や意見をよ

く聞く機会を持つなど児童生徒の個々の状況に十分留意し、その措置が単

なる制裁にとどまることなく真に教育的効果を持つものとなるよう配慮

することについて、研修等を通して、指導してきた」と報告している。 

    しかし、政府報告書にいう「毎年行われる生徒指導担当者会議」とは、

教育委員会の指導主事等を集めた会議のことであって、学校現場で生徒の

指導に直接当たる教員を構成員とする会議ではなく、体罰防止にどの程度

の実効性があるのか疑問である。また、「懲戒の際の児童生徒への配慮に

ついての研修」等とあり、「教育委員会・学校関係者等を集めた総合的な

研修の場において、体罰の禁止について指導」しているとされるが、これ

も体罰禁止や懲戒の際の児童生徒への配慮について具体的にどのような

研修がなされているか不明である。 

115.   実際には、学校現場において「体罰」を理由として処分を受けた教師

の数は、１９９５年に３００人を超えて以降２００７年まで３００人を割

ることはなく、さらに２０００年に４００人を超えてから２００６年まで

７年連続で４００人を超え続けており（２００７年は３７１人）、この公

式発表された統計だけからみても、体罰件数は減少していないと言わざる
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を得ない。 

116.  さらに、２００７年２月、文部科学省は、いじめ等の「問題行動を起こ

す児童生徒に対する毅然とした指導」が必要であるとして、「児童生徒に

対する有形力（目に見える物理的な力）の行使により行われた懲戒」でも

「その一切が体罰として許されないというものではな」いなどとして、「体

罰」の基準を緩和するものと受け取られる恐れのある「体罰」見直しの通

知を出しており（「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について」２

００７年２月５日）、これは子どもに対する有形力（暴力）によって子ど

もの問題行動を防止することを容認する点で根本的に誤ったものであり、

体罰防止の取り組みをしているとの上記の政府報告と矛盾するものと言

わざるを得ない。 

すでに指摘したとおり、２００９年４月２８日最高裁判所第三小法廷判

決は、小学校２年生（６若しくは７歳）の子どもが、面識のない教師に負

ぶさったのを振りほどかれ、教師のでん部を２回蹴って逃げるという行為

に対し、教師が立腹して追いかけ胸倉をつかんで、壁に押し付け、大声で

「もうするなよ」と叫んですました事例について、有形力が行使され、子

どもが病院に通院して治療をしなければならなくなっているにも関わら

ず、体罰に当らないと判断した。地裁、高裁の判断を覆した上での判断で

あった。上記文科省通知の方向性を最高裁が是認したものであり、極めて

問題が大きい（資料１）。 

４ 矯正施設（少年鑑別所・少年院・少年刑務所等）、刑事施設、その他にお

ける取り扱い 

117.  政府報告書は、少年鑑別所、少年院及び少年刑務所等の矯正施設や刑事

施設において、子どもが憲法及び法令上「拷問又は他の残虐な、非人道的

な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない権利」を保障さ

れていることを述べるが、その実態がどのようになっているかについてほ

とんど触れていない。 

実際には、被疑者段階の子ども（少年）に対して、主に警察署施設内の

代用監獄での勾留制度を利用した形で、捜査機関によって、暴行、脅迫、

偽計その他少年の人権を無視し、非人道的で品位を傷つけるやり方での違

法な捜査や取調が行われている場合があることが、裁判事例や弁護士会の

人権救済申立事件において多数見られる。 

118.   広島少年院において、職員から少年に対する暴行事件があったことが

２００９年５月２２日に当局から発表された。当局の中間報告の段階で、

調査段階で在院した少年１０２名のうち、約５０名に対し、合計約１００
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件の暴行があったとされており、在院する少年の約半数が職員から暴行を

受けていたという極めて異常な事態であった。その暴行態様も、殴る蹴る

といった直接的な暴行や、小便を申し出た少年をトイレに行かせずに失禁

させるといった陰湿な態様の虐待もあった。暴行を受けた少年たちが、退

院後も精神的な傷を負っていることも報道されている。以前にも、２００

２年３月１４日に美保学園（少年院）において、少年が職員から暴行を受

ける事件が発生していたにもかかわらず、その事件について十分な調査を

行わず、再発防止のために必要な法整備等を行わなかった結果、本件のよ

うな重大な暴行事件が再発してしまったのである。政府においては、本件

について事実関係を十分に調査した上で公表し、再発の原因を究明しなけ

ればならない。また、適切な第三者機関による監視と、少年らの不服申立

制度が整備されなければならない。 

119.  政府報告書は、矯正施設や刑事施設における「拷問又は他の残虐な、非

人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない権利」の

担保のために、職員研修、監査官による監査、不服申立制度などを設けて

いるとするが、こうした制度が実効性を持ち得ているのかは疑問である。

この点について徹底した検証を行うべきである。 

                                 

Ⅴ 家庭環境及び代替的な監護  

 

Ａ 父母の指導（第５条） 

 

１ 親指導のためのメニューを充実させ、十分な数の専門家を養成すべきで

ある。 

２ 裁判所が、親に有効な指導の受講を命じうる制度の創設を検討すべきで

ある。 

 

１ 親指導のためのメニューの不足 

123.  児童虐待を行ってしまった親に対する親指導のためのメニューが圧倒 

的に不足している状況が改善されていない。例えば、ペアレンティング・

トレーニングの教育受講命令等の制度もなく、そのような親としてのあ

り方を教育するためのプログラムがシステムとして整備されてもいない。

有効なペアレンティング・トレーニングを行いうる専門家も数少ない。

児童虐待を行ったわけではない親に対するペアレンティングの学習環境

はさらに未整備である。 
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２ 限定的で実効性のない裁判所手続 

124.  児童福祉法２８条６項には、家庭裁判所が、当該保護者に対して指導

措置をとるべき旨を“都道府県に対して”勧告することができるとの規

定があるが、当該保護者に対して直接指導に従うよう裁判所が命じうる

規定はない。都道府県（児童相談所の設置運営主体）の指導措置に保護

者が従わない場合には罰則もなく、同規定の実効性はない。２００７年

４月１日から２００８年３月３１日までの１年間で、同規定に基づく勧

告は、日本全国でわずか１０件のみであり、実効性のなさから、ほとん

ど利用されていない状況であることがわかる。 

 

Ｂ 父母の責任（第１８条１、２） 

 

１ 特にひとり親世帯に深刻な子どもの貧困格差を解消するのに有効な施策

を打ち出すべきである 

２ 「児童福祉施設最低基準」を早急に見直し、児童福祉施設に入所中の子

どもたちの生活状況及びそれを支えるべき職員の勤務状況の改善をはか

るべきである。 

 

１ 子ども間の貧困格差 

125.(1) 子ども間の貧困格差が深刻化している。わが国では、経済力により、

事実上進路の選択肢の幅の違いが大きい実情がある。8 

126.(2) こういった経済力の格差を解消するための社会保障や税制による

政策は不十分でしかなく、厚生労働省『２００６年度全国母子世帯

等調査結果報告』によると、一般世帯を１００とした場合の母子世

帯の平均収入は、３７． ８％しかないことからも明らかなように、

特にひとり親世帯の貧困率が段違いに高い状況が放置されている。 

127.(3)  OECD（2005 年）によれば、税制と社会保障による所得の再分配の

結果、子どもの貧困率は各国平均では８．３％減少させているのに

反し、日本は子どもの貧困率を１．４％上昇させているとされ、つ

まり、社会保障制度や税制度によって、日本の子どもの貧困率が悪

化しているのである。政府の施策で子どもの貧困が悪化させられて

いるという深刻な問題をかかえている。 

                             
8  ２００７年１月に日本の３大新聞のうちの１つである読売新聞と goo リサーチが共同で行った調

査によると、６６％が親の経済力によって生まれる教育格差が拡大していると考えており、５
９％が格差の固定化を問題視しているとのことである。 
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２ 児童養護のための施設、整備等 

128.(1) 児童養護施設の整備については、進展が乏しいところ、政府報告書

では、一切具体的な数字や予算額が記載されておらず、実態を具体的

に示そうという姿勢が見られない。 

ちなみに、児童養護施設は、２００１年は全国で５５１（定員総数

３３，６６０）であったところ、２００７年には、５６４（定員総数

３３，９１７）にしか増えておらず、実際の在所児数は、２００１年

には２９，６１０人（定員充足率８７．９％）であったものが、２０

０８年には３０，８４６人（定員充足率９０．９％）と増えている。

実際に入所措置を行う児童相談所の職員からは、空きがないのでなか

なか入所措置をとれないという声も聞かれており、需要に十分応えら

れるだけの余裕がない状況にある。 

129.(2) 「児童福祉施設最低基準」に関する CRC 総括所見の勧告にもかかわ

らず、一切見直されていない。また、施設では、依然、私信への介入

や持ち物検査が実施されているところが多く（当たり前という意識を

持っている施設が少なくない）、CRC 勧告に従ったプライバシー権の尊

重は実現していない。 

130.(3) 多くの児童養護施設においては、過酷な労働環境や職場における人

間関係の辛さなどを理由として早期に退職する職員が多く、一部のベ

テランの職員のほかには、勤務し始めてわずか２～３年の若い職員ば

かりという実態が目立つ。中堅層が不足しており、養護の実践におい

て、非暴力的なかかわりなどのスキルを備えた職員が育ちうるような

環境が備わっていない。 

 

Ｃ 父母からの分離（第９条） 

 

１ 親の国籍、在留資格の有無にかかわらず、それについてなんら責めを負わ

ない子どもが、養育親と長期間引き離されざるを得ないような事態は極力回

避されるべきである。 

２ 子どもの権利条約９条１について「出入国管理法に基づく退去強制の結果

として児童が父母から分離される場合に適用されるものではない」旨の政府

の解釈宣言は早急に撤回されるべきである。 

３ 家事審判手続や人事訴訟手続において、子ども自身の意見を十分に考慮

し、たとえその希望に反するとしても納得を得られるような手続的保障がな
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されるべきである。親権喪失及び親権者変更の申立権を、一定程度の年齢に

達した子ども自身にも与えるべきである。 

４ 離婚後も、ＤＶや児童虐待などの例外的事情のない限り、非監護親と子ど

もが継続的に交流できることが子どもの最善の利益であることについて、国民

意識の啓発につとめ、関連司法手続も実効性あるものにすべきである。 

 

１ 在留資格を有しない外国人家族の分離 

130. (1)はじめに 

条約９条１は、子どもが父母から分離されないことの確保をいうが在

留資格を有しない外国人家族が摘発された場合には、従前は、父親のみ

を入国管理局に収容し、母親と子どもは即日で仮放免して収用しないと

いう取扱いが一般的であった。ところが、２００３年ころより非正規滞

在の外国人に対する取締りが強化されるようになり、このころから、両

親ともに入国管理局に収容し、子どもは、入国管理局から連絡を受けた

児童相談所が、児童相談所の一時保護所に入れるとの取扱いが多くなさ

れるようになった。また、一人親家庭でも、親の収容に躊躇は見られな

い。9 

131.(2) 児童相談所の一時保護所における全体の平均入所期間が約１か月

半なのに対し、外国籍の子どもの平均入所期間は約５か月に及び、長期

化が著しい。この間は、親についてどのような処分が入国管理局によっ

てなされるか不明なため、子どもについて長期的な視点にたった処遇（援

助）もなしえない。 

132.(3) 両親が入国管理局に、子どもが一時保護所に保護された場合、子ど

もは親と接触することができない。 

133.(4) このように家族が分離される状況に耐えかね、退去強制手続を受け

る権利（退去強制手続を経た結果、在留を特別に認める事情があると判

断されれば、在留資格が与えられる可能性がある。）を放棄して帰国を選

択せざるを得ない状況に追い込まれている家族も少なくない。 

134.(5) また、家族全員が在留資格を有しない場合 10、退去強制手続終了ま

でに子どもが中学生になっていなければ、在留特別許可は与えられず、

                             
9 例えば、ある５人の子どものいる母子家庭において、フィリピン人の母親が入国管理局に強制収容

され、５人の子どもは２つの施設に分かれて入所せざる得なくなり、７か月半に亘り一時保護所
に入所させられていた事例が新聞報道されている。 

10 日本の国籍法は血統主義を採用しており、子どもが日本で生まれても、両親のいずれかが日本国
籍を有していなければ、日本国籍は与えられない（父母がともに知れない、または無国籍である
場合を除く）。 
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両親の国籍が異なる場合には、両親はそれぞれその国籍国に、子どもは

両親のいずれかの国籍国に退去強制令書が発付されるのが通例である 11。

その結果、子どもが父母の一方から分離される事態が生じている。この

ほか、家族全員が在留資格を有しない外国人の家族（子どもは中学生）

のケースで、子どもだけに在留資格が認められ、結果として子どもが父

母から分離されるというケースも生じている（カルデロン事件。パラ 302

参照）。 

135.(6) 日本は、子どもの権利に関する条約９条１につき、「出入国管理法

に基づく退去強制の結果として児童が父母から分離される場合に適用さ

れるものではないと解釈する」旨の解釈宣言をしているが、上記のよう

な取り扱いは許されるべきものではなく、上記解釈宣言も早急に撤回さ

れるべきである。 

２ 全ての関係当事者による家事審判手続への参加等の確保 

136.(1) 親権喪失宣告の申立権は、子ども本人にはない。 

137.(2) わが国では、離婚後には父母いずれかの単独親権となるので、離婚

後の親権者変更手続が必要となるケースもあるが、親権者変更の申立権

はやはり子ども自身にはなく、子ども本人が親権の変更を希望しても、

その実現を自ら申し立てることはできない。12また、児童虐待ケースでは、

虐待親との対抗関係を恐れて、申立権を有する非親権者の親や親族が申

立を躊躇することがあり、やはり子どもの希望がないがしろにされるこ

とがある。 

３ 全ての関係当事者による人事訴訟手続への参加等の確保 

138.  人事訴訟では、１５歳未満の子どもについての意見聴取については、

法規定がなく、子どもが１５歳未満であると、意見聴取をするかどうか

は裁判所の裁量に委ねられており、すべての子どもから必要的に意見聴

取が行われているとの運用がされているわけではない。 

４ 全ての関係当事者による施設入所承認手続への参加等の確保 

                             
11  例えば、以下の例。父親がパキスタン国籍、母親がフィリピン国籍、小学校６年生と２年生の子

どもからなる家族で、退去強制令書の発付時までに父親は１８年半、母親は１４年、日本で在留
資格がないながらも就労を続け、子どもは日本において出生し、日本を出たこともなく、日本語
しか話せないにもかかわらず、父親にパキスタン、母親と子らにフィリピンを送還先とする退去
強制令書が発付され、地方裁判所は同処分を是認した（平成２１年２月２７日東京地方裁判所判
決）。 

 
12  例えば、小学校４年生の子どもにつき、親権者は母と指定されたが、その子ども自身の希望に反      

していたので母の元から逃げ出してしまい、一時保護所に保護されたが、やはりここからも逃げ
出してしまって、おそらく父の元に行っていると思われるが確たる行方が分からないというケー
スが報告されている。 
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139.  児童福祉法２８条の施設入所の承認審判を行なう際に、裁判所が子ど

も本人の意向を確認しなければならないとの規定はない。児童相談所が

子どもの意向を把握して、裁判所に説明していることで足りるとされる

運用であるが、その把握の的確性について十分な担保があるとまでは言

えない。 

５ 父母から分離されている子どもが定期的に父母と人的関係等を維持する

ことの確保 

140.(1) ある統計 13によれば、実際に、離婚後に、別れて暮らす親と面会交

流等を実施しているのは、わずか６割程度の親子に留まると言われて

いる。わが国では、両親が離婚により片方親と離れて暮らすようにな

っても親子関係は続くのであって、非親権者・非監護権者の親と子ど

もが面会交流を継続することは当たり前だ、という意識は、一般国民

の意識に浸透していないのが実情である。 

141.(2) DV や児童虐待等の子どもの福祉に反するような例外的事情がない

限りは親子間の面会交流を継続させることが子どもの最善の利益であ

り、それが子どもの権利であるということを、政府や裁判所が積極的

に啓発する活動もなされていない。また、葛藤のある両親間でスムー

ズに子どもの面会交流が進められるような手段を提供している公的機

関はない。親の離婚に影響されない面接方法（場所や立会人）を可能

とする公的機関の設置が検討されるべきである。そのような活動に取

り組む民間団体があるが、数は少なく、また有料であるために経済力

のない当事者には敷居が高い現実もある。 

142.(3) 家庭裁判所では、２００５年の面会交流の調停事件は、４，７４４

件の既済件数のうち、調停成立は２，２８４件であり、同年の審判事

件（調停が不成立の場合に審判に移行する）は、７０１件の既済件数

のうち、認容は２８４件、ということであり、この数字からは、実際

に裁判所の手続をとっても半数弱しか面会交流が実現していない状況

であると推定される。 

143.(4) また、面会交流が認められたとしても、裁判実務上は、月１回の外

泊を伴わない面接程度であることが通常であり、監護親が面会交流に

反対した場合、子どもが非監護親との交流を維持することは、大変困

難な実情がある。 

 

                             
13  Family Problems Information Center：元家庭裁判所調査官らが、その経験や専門知識、技法を

活用し、 健全な家庭生活の実現に貢献することを目的として設立された公益法人 
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Ｄ 家族の再統合（第１０条） 

 

144.  日本は、子どもの権利に関する条約に加盟するにあたり、１０条１に

つき「家族の再統合を目的とする締約国への入国または締約国からの

出国の申請を「積極的、人道的かつ迅速な方法」で取り扱うとの義務

はそのような申請の結果に影響を与えるものではないと解釈するもの

であることを宣言する」としている。 

実際、子どもがいる家族が分離している場合の家族再統合のための日

本への入国においては、子どもの存在及びその利益が十分に考慮されて

いるとは言えない。上記解釈宣言もまた早急に撤回されるべきである。 

 

Ｅ 不法な国外移送及び国外からの不帰還（第１１条） 

 

１ 日本政府は、国外から日本へ、及び、日本から国外への不法な奪取、

並びに、日本がハーグ条約の締約国でないために子どもの国外から日本

への帰国が制限されている事例について実態調査を行い、公表すべきで

ある。また、ハーグ条約の批准に向け、批准のための国内法整備の要否

その他の問題点について、政府内において、あるいは、研究者や実務家

を交えた研究会を設置する等して、具体的な検討及び協議を早急に始め

るべきである。 

２ 日本政府は、１８歳以下の子どもの人身売買の被害者となった件数、

加害者の検挙・処分の結果、被害者の子どもの保護の実態について調査

し、報告すべきである。 

 

１ 国際的な子の奪取 

145.(1) 政府報告書（パラ２８９）は、前回の総括所見における、子どもの

奪取に関する保護措置が十分でないことの指摘や（パラ４１）、１９８

０年ハーグ子奪取条約の批准・実施の勧告（パラ４２）に全く応答し

ていない。 

146.(2) 日本政府は、この問題について、米国やカナダ等の外国政府からも

改善を求められているほか、２００８年の国連人権理事会による普遍

的定期的審査の結論においても勧告を受け、勧告を受け容れると表明

した。 

147.(3) 統計がないため、正確な件数はわからないが、国際的な子どもの奪
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取の問題は、国外から日本への不法な奪取だけでなく、日本から国外

への不法な奪取の事例も存する。さらに、日本はハーグ条約に加入し

ておらず子どもの奪取に関する保護措置が十分でないことを理由に、

外国の裁判所において、子どもの外国から日本への帰国が容易に許可

されないという事態が起きている。 

２ 人身売買 

148.   政府報告書（パラ２９０～２９１）は、人身売買罪の新設及び人身取

引の被害者の保護に関する出入国管理及び難民認定法の一部改正（いず

れも２００５年７月施行）について述べているが、１８歳以下の子ども

の人身売買の被害者となった件数、加害者の検挙・処分の結果、被害者

の子の保護の実態について調査し、報告すべきである。 

 

Ｆ 子どもの扶養料の回収（第２７条４） 

 

日本政府は、子どもの扶養料取決め、回収を確保するため、以下の対策を

講じるべきである。 

１ 民法を改正し、親権の有無にかかわらず父母が未成年子の養育費を負担

する義務を負うとの規定を新設し、現行民法７６６条１項所定の協議離婚

の際に定める事項に、養育費の額及び支払方法を追加する。  

２ 養育費取決め届出制度、養育費支払命令制度、養育費立替払制度、養育

費に関する税制上の優遇制度の各制度を新設する。 

 

149.１ 子どもの扶養料は、両親の婚姻中は婚姻費用、離婚後は養育費の分

担という形で、子どもを監護する親から一方の親への請求を通じて回

収される。 

 

150.２ 第３回政府報告書は、裁判所における調停、審判、更には人事訴訟

の附帯処分といった手続を挙げ、これらを通じて得られる履行勧告や

履行命令、債務名義による強制執行によって、扶養料が回収されると

説明する（パラ２９３）。また、同報告書は、支払日未到来の扶養料（養

育費等）につき、債務者の将来収入の一括差押えを可能とする民事執

行法改正（２００４年施行）に言及する（パラ２９６）など、昨今、

扶養料回収のための制度が更に充実したと説くようでもある。 

151.３ しかしながら、このような諸制度にもかかわらず、我が国における

扶養料回収の実態は、いまだ不十分と言わざるをえない。たとえば、
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厚生労働省による２００６年度全国母子世帯等調査結果によれば、離

婚母子世帯のうち養育費の取決めをしている割合は、増加傾向にある

と言え、なお３８．８％にすぎず、調査当時、養育費の支払を受給し

ている離婚母子世帯は、１９．０％にすぎない。 

その背景の１つには、日本での離婚の大多数が、協議離婚であり（上

記厚生労働省調査においても、離婚母子世帯の８割以上が、離婚の方

法を協議と回答している）、かつ、現行民法には、離婚の際の養育費の

取決めについて何らの規定もないことから、そもそも、離婚する夫婦

の多くが養育費の取決め自体しない、という実情がある。 

２つめとしては、政府報告書の挙げる各制度は、いずれも、調停、

審判、判決（但し、強制執行については、公正証書でも可）等の法的

手続を前提とするため、このような手続に至らない離婚において有効

に機能しない、ということが挙げられる。 

152.４ こうした実情に鑑みれば、我が国においては、子どもの扶養料を確

保する手立てが、いまだ不十分と言わざるをえない。従って、日本政

府は、扶養料の受給が、何より子ども自身の権利であるとの認識に立

ち、その取決めと回収を確保するべく、冒頭の各施策を、早急に講じ

るべきである。 

なお、ここで言う、養育費取決め届出制度は、離婚届提出に際し、養

育費の額と支払方法に関する合意書を併せて届出可能とする制度であ

り、養育費支払命令制度は、上記合意書を届け出たものの履行がなされ

ない場合に、家庭裁判所に養育費の支払命令を申し立てることを可能と

する制度であり、養育費立替払制度は、養育費が支払われない場合、国

が養育費請求権を譲り受けて、養育費の一定割合又は一定金額を権利者

に給付し、国の債権として取り立てる制度であり、養育費に関する税制

上の優遇制度とは、養育費の受給者に贈与税を課税しない取扱とする制

度や、養育費の支払い者に所得税の所得控除の一つとして養育費控除を

受けることを可能とする制度をさす。 

 

Ｇ 家庭環境を奪われた子ども（第２０条） 

 

１ 政府は、地域小規模養護施設や里親の設置、登録、利用を、十分促進す

べきである。 

２ 児童福祉施設最低基準は早急に見直されるべきである。 
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153.１ 地域小規模養護施設 

      政府報告書は、第２回報告書の引用にとどまっているが、地域小規

模養護施設（家庭復帰困難児童等を対象に、６名定員で、本体施設と

は別に既存の住宅等を利用し、一般家庭に類似した機能の中で処遇を

行なうもの）や里親の利用促進に勢いがない事態が懸念される。地域

小規模養護施設は、なかなか数が増えず、２００５年には全国で８９

しかない。 

154.２ 里親 

里親の登録人数も、２００１年の７，３７２人から、２００５年に７，

７３７人と非常にわずかな増加にしか過ぎない。さらに、実際の里親

委託された子どもの数は、２００１年に２，２１１人だったものが、

２００５年に３，２９３人に増えてはいるが、これに比して児童養護

施設に委託されている子どもの数は、２００７年は３０，８４６人（２

００５年３０，８３０人）と、里親委託された子どもの９～１０倍で

あり、里親委託は家庭の代替的ケアとしては、まだまだ少ない。 

また、里親やその候補者に対する研修、サポート体制について、努

力は見られるが、まだ不十分である。 

155.３ 児童福祉施設最低基準 

児童福祉施設設置のための建物や職員数等を規定する児童福祉施設

最低基準が低いままなんらの是正がなされておらず、第２回日弁連報

告書で記載したとおり、依然として職員の配置基準は６歳以上の子ど

も６人につき職員１人、子どもの居室面接はひとりあたり３．３平方

メートルとの低水準に据え置かれている。さらに、上記地域小規模養

護施設などの小規模ユニット化の流れの中で、これまでのシフトでは

回らないと、職員の増員の必要性が現場から切実に叫ばれている。 

 

Ｈ 養子縁組（第２１条） 

 

１ 日本政府は、日本の養子制度について、その制度上、裁判所の関与・監

督、親権者でない実親の関与、子どもの意思の尊重等の点において、子ど

もの最善の利益について最大の考慮が払われたものであると言えるか、ま

た、実際に子どもの福祉のために運用されているか、検証・検討を行うべ

きである。 
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２ 日本政府は、国際養子縁組について、養親と養子の国籍等の情報を含む

データの収集、及び、国際養子縁組の監視システムの強化、並びに、ハー

グ国際養子縁組条約の批准に向けて、速やかに具体的な取組を開始すべき

である。 

 

１ 国内養子縁組  

156.(1) 養子縁組について、前回の総括所見では、国内及び国際養子縁組に

関する監視と規制が不十分であり、データが極めて限られている点に

ついて懸念が表明され（パラ３９）、(a)国内及び国際養子縁組の監視

システムの強化と、(b)１９９３年ハーグ国際養子縁組条約の批准・実

施が勧告されたが（パラ４０）、政府報告書（パラ２９９）は、国内養

子縁組についてデータさえ示していない。 

157.(2) 日本の養子制度では、未成年者を養子とする場合でも、自己又は配

偶者の直系卑属を養子とする場合は、当事者間の合意に基づく届出の

みで養子縁組が成立し、家庭裁判所の許可も要しない。子どもが１５

歳未満である場合は、法定代理人が子どもに代わって縁組を行う。２

００６年度法務年鑑によれば、２００６会計年度中に届出がなされた

養子縁組は１４３，１８０件であるが、２００６年度司法統計年報に

よれば、２００６年の家庭裁判所による養子縁組許可事件認容件数は

１，００７件である。１９８２年に法務省が行った調査によれば、再

婚に伴う連れ子養子が未成年養子全体の７５％を占めており、現在で

も、連れ子養子の割合は相当に高いものと推測される。 

158.(3) 日本では、離婚に際し両親の一方が子どもの単独親権者となるが、

子どもが１５歳未満であれば、親権者の代諾により、家庭裁判所の許

可を要せず、再婚の配偶者と連れ子の養子縁組が可能である。親権を

有しない他方の実親の同意も不要である（監護者である場合は、同意

が必要）。普通養子縁組の場合、実親との親子関係は法的には断絶され

ないが、養子縁組の成立を理由に離婚後の子どもと非親権の実親との

面会交流が原則として制限される傾向にある。14また、日本においては、

養子制度が家の後継者の確保や遺産相続のために利用されることが少

                             
14  離婚後に親権者（父）の再婚相手と養子縁組をした子どもと母との面接交渉を認めなかった大阪

家裁昭和４３年５月２８日審判（家月２０巻１０号６８頁）、離婚後に親権者（父）の姉夫婦と
の間で養子縁組をした子どもと母との面接交渉を認めなかった大分家裁中津支部昭和５１年７
月２２日審判(家月２９巻２号１０８頁)、離婚後に親権者（母）の再婚相手と養子縁組をした子
どもと父との面接交渉について制限的に判断した横浜家裁平成８年４月３０日審判（家月４９巻
３号７５頁）等 
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なくない。 

159.(4) 普通養子縁組については協議離縁、及び、法律上の離縁原因がある

場合は裁判離縁が認められるが、養子が１５歳未満であるときは、離

縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者が当事者と

なってするものとされているため、その協力がなければ、１５歳未満

の養子が離縁を望んでも離縁の手続を取ることができない。 

160.(5) このように、日本の養子制度は、その制度上、裁判所の関与・監督、

親権者でない実親の関与、子の意思の尊重等の点において、子どもの

最善の利益について最大の考慮が払われたものであると言えるか、ま

た、実際に子の福祉のために運用されているか、検証・検討が必要で

ある。 

２ 国際養子縁組 

161.(1) 国際養子縁組については、司法統計年報により毎年、家庭裁判所が

１年間に新たに受け付けた渉外養子縁組許可事件（普通養子、特別養

子）の件数が公表されるが、認容件数の統計もなく、養子として国外

に出国する子の数も把握されていない。このように、前回の総括所見

の勧告を受けた後も、データの収集について改善が図られていない。

養親と養子の国籍等の情報を含む国際養子縁組についてのデータの収

集が必要である。 

162.(2) また、政府報告書には、前回の総括所見の勧告を受けて、国際養子

縁組の監視システムの強化や、ハーグ国際養子縁組条約の批准に向け

て行った取組みについて全く記述がない。速やかに具体的な取組を開

始すべきである。 

 

Ｉ 収容に対する定期的な審査（第２５条） 

 

２００４年に新設された施設入所等の措置期間の更新制度について、運用

の実態を基に、期間設定や要件が合理的か否か検討すべきである。 

  

１ 児童福祉施設 

163.(1) ２００４年に児童福祉法が改正され、都道府県知事（多くの場合は

委任を受けた児童相談所長）は、親権者らの意に反する場合において、

家庭裁判所の承認を得て児童養護施設等の児童福祉施設入所措置や里

親委託措置を行うことができるとの規定に関し、上記家裁の承認を得
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て採られた施設入所等の措置の期間は、２年を超えてはならないとさ

れ、２年を超えて施設入所等の措置を継続する必要がある場合には、

家庭裁判所の承認を得て、その期間を更新することができるとされた。

政府報告書は、前回報告書を引用するだけで、同改正について触れて

いないが、最高裁判所の発表によれば２００６年には１４２件、２０

０７年には５８件の更新申立があったとされ、実務に与える影響は小

さくないものがあった。 

164.(2) 児童相談所が入所措置をとった後、漫然とケースを放置していた場

合には裁判所が措置期間の更新を認めないので、児童相談所は積極的

に親や子どもへの働きかけをすることが求められるようになった。た

だし、２年間という期間設定や更新の要件等が合理的か否かは検証さ

れる必要がある。 

165.(3) 施設入所承認後の親権者らへの指導に司法が関与した形での実効

的な制度、たとえば家庭裁判所によるカウンセリング受講命令、治療

命令等の法制度化に向けて検討がなされるべきである。 

 

Ｊ 虐待及び放置（含む身体的及び心理的な回復及び社会復帰）（第１９条及

び第３９条） 

 

１ 児童福祉施設、里親家庭で養育されている子どもについて、虐待行為の
存在する場合には確実に通告がなされ、かつ調査、是正が適切になされる
ようにすべきである。 

２  民法上の親権規定について、親の第一次的養育責任と権利を保障した規
定とすべく抜本的な見直しがされるべきである。また、親権の一部停止・
一時停止が法制化されるべきである。親権者の懲戒権行使を定める民法８
２２条は削除されるべきである。 

３ 児童福祉司の人員増加や専門的な研修・教育がなされるべきである。ま
た、児童虐待対応について、児童相談所と関係機関とのさらなる連携強化
がなされるべきである。 

４ 児童虐待を始めとする子どもの被害者からの聴取について、司法面接を
導入すべきである。 

 
１ 児童福祉施設等における虐待に対する対策 
166.(1) 政府報告書（パラ３０６）は、学校、矯正施設における体罰及び拷

問等の防止策については触れているが、児童福祉施設や里親家庭で養
育されている子どもに関して、虐待、放置、搾取等から児童を保護す
るためにとられた措置については何ら具体的に言及していない。 
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167.(2) 従前、児童福祉施設である児童養護施設、児童自立支援施設におい
て、子どもが施設職員から暴力や性的虐待等、虐待行為を受けたこと
が表面化することが時々あったが、監督官庁である都道府県の対応は
鈍く、都道府県による改善勧告等は適切に行われていない。例えば、
東京弁護士会が２００２年に人権救済申立てを受けて調査し警告を発
した関東地方の児童養護施設では、約１０年間にわたり、職員による
身体的、心理的虐待が繰り返されていたが、監督官庁は状況把握が不
十分であり、有効な虐待防止策が取られていなかった。児童福祉施設
内における虐待行為についての公的な統計はないが、民間団体である
「施設内虐待を許さない会」によれば、１９９５年から２００８年の
１４年間で、報道された件数は８９件だとされ、全国の児童養護施設
の１５．５％が不祥事や子どもの権利侵害があるとされている。同会
によれば、うち４３％が体罰、２４％が性的虐待であるとのことであ
る（資料９）。もちろん、ほかに行き場所がないことを知っている在所
中の子どもが被害を訴えるのが容易でないことから容易に想像される
ように、報道されていない件数が多くあることは間違いない。児童福
祉施設最低基準により、児童福祉施設に入所している児童又はその保
護者等の処遇に関する苦情に対応するため、当該施設に苦情受付窓口
の設置等が義務づけられているが、施設内に設置されるなどするため
必ずしも有効に機能していない。 

168.(3) もっとも、２００８年１１月、児童福祉法が改正され、児童福祉施
設や里親家庭に措置されている子どもに対する虐待防止の仕組み、す
なわち被措置児童等虐待との名称で、施設等における子どもへの虐待
行為が法律上定義され禁止されたこと、かかる虐待行為を発見した者
の通告義務、通告後の事実確認及び講ずべき措置等が初めて明文化さ
れたことは評価できる。しかし、この法改正により施設内虐待が減少
するか否か、具体的な制度運用及び効果は施行後の運用を注視する必
要がある。 

 
２ 民法規定（親権規定）の見直し 
169.(1) 政府報告書（パラ３１４）では、第２回報告書を引用するのみであ

り、第２回報告書は民法の法文の内容を述べているに過ぎない。 
親権、未成年後見の各規定については、ようやく改正に向けての検

討が始まった段階であり、未だ従前のまま改正はない。「親権」すなわ
ち「親の子に対する包括的支配を可能とする権利」との理解も依然根
強く、そのまま放置されている状況であり、子どもの側の「権利」を
基盤とした意識は、法規定上も実務運用上も希薄である。 

170.(2) 第２回政府報告に対する当会の意見でも述べたところであるが、親
権規定について、子どもの養育に関する親の第一次的責任と権利を保
障した規定と改正すべきである。また、身体的虐待等の正当化事由と
して用いられがちな親権者の懲戒権行使を可能とする民法８２２条は
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削除されるべきである。 
171.(3) 親権喪失に関して、申立件数は漸増傾向にあるものの、２００６年

の親権喪失宣告件数は１５件に過ぎない。これは、復権の制度はある
ものの、親権喪失宣告は重大な効果を伴うものであり、裁判所が宣告
に慎重にならざるを得ないことが影響しているものと解される。 

172.(4) 児童虐待事案において、機動的・効果的に子どもを守るためには、
親権の一時ないし一部停止が法制化されるべきである。 

かかる法制化がなされていないために現在起きている不都合とし
て、例えば、医療ネグレクトの問題がある。日常の養育については問
題がないものの、宗教的信条を理由に当該子どもに不可欠な医療行為
（手術）を受けさせない親がいる。このような場合、医療行為の承諾
に関する部分のみ親権を一時かつ一部停止させる法制度がないため、
現時点では、親権喪失宣告審判申立及び審判前の保全処分として、親
権の停止及び親権代行者選任を家庭裁判所に申し立て、かかる保全処
分の認容により親権代行者から医療行為の同意を得たうえで、親権喪
失宣告審判申立自体を取り下げるとの運用が行われている。しかし、
かかる手続きは煩瑣であり時間を要するうえ、本案である親権喪失宣
告の認容の蓋然性を申立人において立証しなければならず、その立証
のハードルは低いものとは言えない。そのため、迅速に子どもの身体
的安全が確保されているとは言い難い現状にある。 

 
３ 児童虐待防止にむけた体制整備の必要性 
173.(1) 政府報告書（パラ３２６～３３３、３３６～３３８）は、被害者対

応を含めた警察による児童虐待対応について詳しく紹介するが、児童
虐待を取り扱う主要機関たる児童相談所やこれを所管する厚生労働省
に関する記載はごく僅かしか見当たらない。政府は児童相談所の現状
や今後の課題を報告すべきである。 

174.(2) 児童相談所の現状として、児童福祉司の配置数は増加している。児
童福祉司の配置基準は、２００５年に人口おおむね５～８万人に１人
配置とすると見直され、従前の人口おおむね１０～１３万人に１人配
置するとの基準からすれば前進している。しかし、この間児童相談所
の児童虐待相談受理件数は増加を続け、２００７年度（２００７年４
月～２００８年３月）には全国で４０，６３９件であり、２００１年
度の２３，２７４件の倍近くの件数となっている。一方、児童福祉司
の人数は、２００７年度（同上期間）は全国で２，２６３名、２００
１年度の全国の児童福祉司数は１，４８０名であり、事件増加に追い
つくのが精一杯の状況である（資料１０）。地方自治体による要保護児
童対策地域協議会の設置は進んだが、未設置の自治体や設置がなされ
ていても実効的な活動が行われていない協議会もある。その一方で、
児童福祉法の改正により、児童福祉施設等入所承認審判に基づき施設
等に措置された子どもについて、２年ごとの更新審判の制度が新たに
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設けられ、事務量が増加した。そのため、必ずしも児童福祉司の負担
は減少しておらず、在宅指導家庭等、支援が必要な家族に十分な時間
を掛けることができていない。児童福祉司の配置人数を更に増加させ
るべきである。 

175.(3) ２００７年６月に発表された厚生労働省社会保障審議会児童部会
の調査報告によれば、２００５年の１年間に発生した児童虐待による
死亡事例として厚生労働省が把握した７０例のうち、児童相談所が関
わっていた事例（虐待以外の相談等で関わっていた事例を含む）が１
０例（１９．６％）あることが判明している。また、関係機関と家庭
との接点はあったが児童相談所につながらなかった事案は２３例（４
５．１％）にのぼる。 

      虐待死事例が生じないよう、さらなる児童福祉司の人員増加ととも
に、関係機関との連携強化、例えば要保護児童対策地域協議会の活用
促進や、関係機関職員に対する児童虐待に関する研修、教育が充実さ
れるべきである。 

 
４ 司法面接 
176.   政府報告書は、児童虐待をはじめとする子どもの被害者からの聴取に

ついて何ら触れていない。 
しかし、子どもの被害者が児童相談所、家事、刑事、民事の手続きの

中で繰り返し事情聴取され被害事実を何度も思い出して苦痛を受けな
いようにするためには、最初の面接で専門のインタビュアーによってで
きるだけ正確な情報を得るとともに、それをビデオテープで録画するこ
とが必要である。そして、その聴き取りに児童福祉司、検察官、警察が
関わること等の工夫が必要であり、諸外国でこのような工夫をしてでき
たいわゆる司法面接の制度について、日本においても導入が早急に検討
されるべきである。（パラ 390 参照。）被害を受けた子どもにとっても精
神的ケアを受けながらきちんと事実を語ることは被害からの回復に資
することが多いが、そのような配慮なく事情聴取されることは２次的被
害を生むことになってしまうからである。 

 

Ⅵ 基礎的な保健及び福祉（第６条、第１８条３項、第２３条、第２４条、第

２６条、第２７条１から３項） 

 

Ａ 障害を有する子ども（第２３条） 

 

１ 差別の定義・差別と権利擁護に対する実施・監視機関を盛り込んだ法制度

を整備すべきである。 

２ 障がい者権利条約の批准に向けて、現行学校教育法が原則分離別学として
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いることを転換し、学齢に達した地域の子どもは同じ小学校に入学できる

よう、原則統合の学校制度に改めるべきである。 

３ 障がいのある子どもの教育を実現するために、国、自治体は各人が必要と

する合理的な配慮や支援を保障し教育条件を整備すべきである。 

４ 国は手話が言語であることを認め、言語取得やコミュニケーションのバリ

アを取り除くために、手話を教育の中で位置付け、教育現場における手話

の使用に積極的にとり組むべきである。 

 

１ 差別の禁止 

(1) はじめに 

177.  CRC は、第１回における勧告に引き続き、障がいのある子どもに対し社

会的差別が根強く残っていることに懸念を表明し「社会的差別と闘いかつ

基本的サービスへのアクセスを確保するため、とりわけ教育および意識啓

発キャンペーンを通じて、あらゆる必要な積極的措置をとるよう」勧告し

たが、政府は、２００４年に障害者基本法を改正し、障がいを理由とする

差別その他の権利利益を侵害する行為をしてはならない旨を基本的理念

として明示した（第３条第３項）（パラ１５１）、学校教育においては、

障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒や地域社会の人々が活動

をともにする交流及び共同学習を実施している（パラ１５２）、と報告し

ている。 

しかし、これは差別を禁止するにあたっては余りにも無力であるばか

りでなく、「交流・共同学習」にあっては差別を助長しているとの報告も

存する（「交流・共同学習」については後述）。 

(2) 障害者基本法の限界と今後の課題 

178.  ２００４年改正障害者基本法は、確かに従来なかった差別の禁止につい

て条項を設けたことは評価できるが、しかし、これはあくまで基本的理念

として規定されただけであり、何が差別かについての定義もなく、救済規

定も設けていない。 

  近時、国際的には具体的に差別の定義をもうけ、速やかな権利擁護、救

済規定をもった差別禁止法が各国において制定され、その数は４０ヶ国以

上に及ぶ。 

   また２００６年１２月に国連で採択され、我が国も２００７年９月に署

名した障がい者権利条約は差別の定義を明記し、特に合理的配慮を行わな

いことを差別であると規定している（２条）。障害者基本法にはこれが明

記されていない。更に、障がい者権利条約は実効性を確保するために、一
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般的な国際監視システムだけではなく、国内実施、国内監視システム（モ

ニタリング）（３３条）を義務付けているが、このシステムは日本には存

在しておらず、これを創設しなければならない。 

以上の如く障害者基本法では不十分であり、合理的配慮の欠如が差別

であるということを明記し、差別と権利擁護に対する実施・監視機関を盛

り込んだ法制度の整備が喫緊の課題となっている。 

(3) 教育基本法の改正 

179.  教育基本法は２００６年１２月多くの反対を押し切る形で改正された

が、この改正によって、障がい児差別がより助長されるおそれがある。 

改正教育基本法は、教育の機会均等（第４条）として、１項に差別さ

れないことを規定するに際し、障がいを明示せず、しかも、旧法の「能力

に応ずる教育」の文言をあえて「能力に応じた教育」と変更し、２項に別

項を設けて「障害の状態に応じ」「教育上必要な支援を講じなければなら

ない」としているのであり、障がいのある者への教育は、あたかも平等保

障の枠外で支援することとなっているのである。「能力に応ずる」を「応

じた」との改正は、小さな表現の変更であるが、能力を固定的にとらえ選

別する意図が伺えるのであり、差別の禁止に障がいを明記しなかったこと

とあわせ、より能力別、能力主義的教育を強めているものである。 

   旧法３条の差別の禁止事由に障がいが明示されていないことは、立法時

には障がいのある子どもを社会の一員として位置づける認識が定着して

いなかったことによるものであり、これはその後、国際人権規約Ａ規約２

条が人権の保障は全ての人に及ぶと明記されていること、同規約委員会の

「一般的意見５」においても差別禁止の例示の中に「障がい」を含めて解

釈すべきことが示されていることにより、障がいのある人も教育上差別さ

れないと解釈され、子どもの権利条約においては明文で障がいを理由とし

た差別禁止が規定されたのである。よって、従来、解釈によっていたもの

を明文で規定することこそが必要であったにもかかわらず、これを明記し

なかったのであり、これは今後、否定的解釈を生む懸念すらある。 

１項の教育の平等保障条項から障がいのある者をはずし、２項で「障

害の状態に応じた教育」と別項で規定したことは後述する「統合の促進」

に反し、差別を助長するおそれが存するのである。 

(4) 学校制度の過度に競争的な性質による差別の助長 

180.   CRC は、第１回勧告に引き続き、日本の学校制度が過度に競争的であり、

「子どもの身体的及び精神的健康に悪影響が生じ、かつ子どもが最大限可

能なまで発達することが阻害されていること」として懸念を表明している
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（パラ４９(a)）。 

にもかかわらず、政府は２００７年度から全国学力テストを実施し、

増々、テスト成績重視の風潮、過度の競争をもたらしている。この全国学

力テストによって障がいのある子どもは益々排除され、差別されている。 

即ち、２００７年度テストにおいて、テストの採点・集計から障がい

のある子どもの答案を本人や父母に無断で除外した不正が報告され、盛岡

地裁２００７年８月１７日判決では、学力調査の結果を非開示とした県教

委の処分を支持する理由として「クラスや学校の平均点を下げることにも

なりかねない知的障がい児、発達障害児ないしテストの得意でない生徒等

に対するいじめや差別を生み、これらの生徒の学習意欲を低下させる可能

性なども否定することができない」と判示している。 

181.  現在、原則的には分離別学の学校法制度のもと保護者の熱意と受け入れ

校の条件の合致によって例外的に普通学校への就学が認められており、決

して全ての子どもが普通学校への就学を認められているわけではない

(para183 参照)。 

   このような状況の中で全国学力テストが実施されれば、おのずと地域の

学校は平均点を下げるおそれのある障がいのある子どもの受け入れに消

極的にならざるを得ないのであり、現に、その一端が今回、「不正」とし

て現れたのである。 

  また、統合された場において障がいのある子どもはいわれなき劣等感を

植え付けられ、障がい者権利条約が障がい児教育の目的としてかかげた 

「自己の価値を充分に育成すること」（２４条）を阻害するおそれもある。 

要するに、全国学力テストの実施は、ようやく統合教育の方向性を模

索し始めた障がい児教育を後退させ、知育偏重の「能力」主義によって障

がいのある子どもの普通教育からの排除を強め、障がいのある子どもに対

する差別を生むおそれがあるのである。先の盛岡地裁判決はテスト結果を

情報公開するか否かの判断理由として、結果を公開することによって「平

均点を下げることにもなりかねない障害児らへの差別を生」むと指摘して

いるが、これは学力テストの結果の公開の是非の問題ではなく、学力テス

ト実施そのものの問題としてとらえるべきである。 

学力テストの実施は学校現場におけるテスト成績重視の風潮、過度の

競争を招来し、障がいのある子どもを地域の学校から排除し、差別を生ん

でいるのである。 

   以上については２００８年３月、当会の意見書として公表し、国内関連

機関に執行したものである。 
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２ 統合の促進 

(1) はじめに 

182.  CRC は「統合の促進」について障がい者の機会均等化に関する国連基準

規則（１９９３年１２月２０日国連総会決議４８/８６）を考慮すべきこ

とを勧告（パラ４４）している。日本政府は、２００７年９月に障がい者

権利条約に署名したにとどまり、いまだ批准に至ってはいないが、上記基

準規則の内容は障がい者権利条約に引き継がれていることから、政府は、

同条約の規定を踏まえた対応が求められているといえる。 

障がい者権利条約は、まずは一般的原則としてインクルージョン（３条

c）を規定し、各論としても自立した生活と地域社会の一員であることを

権利として保障し（１９条）、教育（２４条）、自立促進支援と社会復帰

支援（２６条）、雇用（２７条）においても、それぞれの権利が社会的に

受容された状態で保障されなければならないことを規定している。 

そして、特に教育（２４条）においてはインクルーシブ教育を具体的に

規定している。  

(2) 原則分離別学の学校制度 

183.  我が国の学校教育制度は原則として障がいの種類と程度によって子ど

もを分離別学としている。これは学校教育法が以下の規定を有しているこ

とから法文上明らかである。 

  学校教育法施行令５条は就学予定者の内、視覚障がい者、聴覚障がい者、

知的障がい者、肢体不自由者又は病弱者の内、障がいの程度が２２条３の

表に規定する者以外の者に小中学校の就学通知を出すものとし、２２条の

３の表に規定する者に対しては特別支援学校の就学通知を出すとしてい

る。そして、２２条の３の表は、各障がいについてその程度を規定してい

るのである。 

  これは、障がいによって分離別学としているのであり、権利条約２条が

差別の定義としている「障がいによる区別」であり、権利条約２４条１項

のインクルーシブな教育制度と相反する。 

(3) 特別支援教育の問題点 

184.  この中で、２００７年４月から特別支援教育が法制度的にスタートして

いるが、改正前の特殊教育と特別支援教育の最も大きな違いは、それぞれ

のニーズを保障するということにある。これは、従来、本来全ての子ども

に充足されていなければならないはずのニーズ保障を障がい児教育のレ

ベルで意識的に取り組まなければならない目的としたことは評価しうる

が、しかし、決定的に欠けていることは、このニーズ保障について場の統
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合を前提としていないことである。インクルーシブはニーズを保障するに

あっても、障がい児個有に達成するのではなく、社会との関わりの中で、

ニーズが実現されるべきことを前提としており、よって障がいのある子ど

もがクラス・学校にいることによって、クラス・学校ひいては社会がどの

ように変化、受け容れていくかがそれぞれのニーズとして問題になるので

ある。 

にもかかわらず、特別支援教育は、この視点を全く欠き、分離した環

境の中で個別ニーズのみを保障しようとするものであり、これによってま

すます分離を強めることとなっているのである。 

  よって、分離した環境を維持したままの特別支援教育は決してインクル

ーシブな教育制度とは言い難い。 

(4) 認定就学者の問題点 

185.  認定就学者とは、就学基準によって、盲・ろう・養護学校に就学させる

べきとされた子どもも特別な事情がある場合には、普通小・中学校に入学

を認められた子どものことである。 

  これによって、障がいのある子どもは以下の三種に分類されることとな

った。 

   ① 障がいはあっても、就学基準上、普通小に就学させるべきと判定さ

れた子ども。 

② 障がいの種類と程度によって、盲・ろう・養護学校に就学させるべ

きと判定された子ども。 

③ ②の内の子どもであって、特別な事情があると判定されて、認定就

学者として普通小・中学校に就学させるべきであると判定された子ど

も。 

これは明らかに、インクルージョンに反する。人間を障がい別に分け、

障がい別の学校に強制することは、トータルな社会への参加を拒み、一面

的・片面的な関わりを強制されるという意味において人権侵害なのであ

る。障がい児の中から特別な事情のあるものを認定就学者などともう一つ

のグループを作り、例外的に普通小学校に統合するなどということは、統

合への一歩前進では決してない。より選別を強めたという意味で後退した

と言わざるを得ない。 

186.  ところで文科省は特別の事情の例示として、２００２年５月２７日「障

害のある児童生徒の就学について」と題する通知（２００２年文科初第２

９１号）の中で、以下のことを挙げている。 

① 障がいに対応した学校の施設や設備が整備されていること、指導面
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で専門性の高い教員が配置されていること等就学のための環境が適

切に整備されていること。 

② 特に、２つ以上の障がいを併せ有する場合、日常的に医療的ケアを

必要とする場合のように、障がいの種類、程度等によっては、安全上

の配慮や障がいに応じた適切な指導の必要があることに十分に留意

し、慎重に判断する必要があること。 

これによって、ますます一部の限られた障がい児のみしか認定されな

いことが明らかとなった。この基準では、従来まで普通小学校に就学でき

ていたもの（当該児童を改正政令によって転校させることはないと約束さ

れている）も、これからはこれを盾にして許可されなくなってしまうおそ

れさえある。地域差はあるが、統合が後退する地域もあるのである。 

(5) 保護者からの意見聴取 

187.  ２００７年学校教育法改正によって、「特別支援学校小学部に入学させ

るべき者について特別支援学校の通知をしようとするときは、その保護者

及び教育学・医学・心理学その他の障害がある児童生徒等の就学に関する

専門的知識を有する者の意見を聴くものとする」（施行令１８条の２）と

の規定を設けた。これによって保護者は意見を述べる機会を与えられたの

であるが、これはまさに障がいを理由とした分離教育を受け入れるかどう

かの意見聴取である。 

このように教育の形態が著しく異なることについては、保護者は子ど

もの教育についての選択権を有しているのであり、ただ単に保護者の意見

を聴くことで足りるものではない。子どもの権利条約５条は、子どもの権

利行使における保護者の権利と義務を規定し、更に人権 A 規約１３条３項

は保護者に教育選択権を認めているのであり、この趣旨からも保護者に子

どもの教育についての最終決定権者としての権利を保障し、その責務を全

うし得ることを確保するようにしなければならない。 

よって、ただ単に意見聴取の機会を与えるということだけでは、これ

ら規定にも違反していると言わざるをえない。 

   更に、当該手続は特別支援学校小学部に就学させるべき者について保護

者の意見を聴くこととしているのであるが、同校中学部に進学するときは

子ども自身の意見表明権も保障するべきである。権利条約１２条が自らに

関わることについての意見表明権を保障しているが、どこでどのような教

育を受けるかは障がいのある子ども本人にとって重要な関心事であり、保

護者とはまた別に子ども自身の意見表明権が保障されるべきである。 

(6) 交流と共同学習について 
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188.  交流・共同学習もまた分離を前提とし、分離を維持したまま限られた場

面だけ統合しようとするものである。しかもその場面は年に数回の行事

（運動会等）に限り、年間の交流時間の上限を定めたり、あるいは間接交

流として手紙のやりとり、通信への掲載など非常に限られ、学校生活の基

幹部分である教科、給食等の生活場面での交流、共同学習に至ることは極

めて少ない。また障がいのある子どもの地元校との交流は少なく、特別支

援学校の所在地校との交流であったり、更に、保護者の付添が要請された

り、また、教材・教科書等交流校には用意されていず、自費で購入を要求

されたり、結局はお客様扱いの枠を出ることはない。これによって、交流

はともすれば障がいのない子どもにとっての都合のいいものになりやす

く、障がいのない子どもには優越感を、障がいのある子どもには劣等感を

醸成させることを抑止しえず、より差別を助長するおそれも存するのであ

る。 

   政府は交流によって「これは全ての児童生徒の豊かな人間性を育成する

上で大きな教育効果が期待される。また、地域社会の人々においても、障

害のある児童生徒とその教育に対する正しい理解と認識を促進するため

にも重要な活動となっている。」（パラ３５３）と報告しているが、これ

は、交流・共同学習によって得られるのではなく、まさにインクルーシブ

な教育によってこそ得られるものである。交流による弊害的側面を無視

し、「全ての児童生活の豊かな人間性」として集約しているのは余りに皮

相である。 

(7) 寄宿舎について 

189.  我が国の特別支援学校の数は国立４５校、公立９５４校、私立１４校、

合計で１０１３校であり、特別支援学校の寄宿舎の数は３３３校、設置

率は１０１３校のうちの３２．９％である。また特別支援学校の寄宿舎

に入居する児童生徒の数は１０,２９２人である（２００７年度の学校基

本調査、平成２００７年５月１日現在）。 

    これは特別支援学校が都道府県立であり、広域学区であることから通学

困難な子どものために設置されているものである。これによって、現在１

万人以上の子どもたちが地域のみならず親・家庭からも分離され、６才の

春から長い人は１５才までの期間を寄宿舎で過ごしている。 

寄宿舎については特別支援学校への通学を実現するためにこれを求め

る保護者などの要望があるものの、それぞれの子どもがその生活する地域

で教育を受ける権利に照らし、問題は厳然として残っている。 

190.  なお、近時の財政削減により寄宿舎の廃止が相次いでいるが、いまだそ
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れぞれの地域の学校への就学が保障されておらず、また遠隔地通学を支援

する寄宿舎に代わる代替的支援が何ら保障されないまま寄宿舎を廃止す

れば、寄宿舎に入舎することによって実現していた教育の機会を奪うこと

になる。 

よって、財政削減を理由として廃止するのではなく、寄宿舎が現在担っ

ている役割を早急に調査し、地域と家庭から分離することなく生活と教育

を支援する拠点として維持・再生も含めそのあり方を検討すべきである。  

(8) 後期中等教育の保障 

191.  インクルーシブな教育制度は小・中学校の義務教育にとどまらず、後期

中等教育（高校）においても保障されなければならない。障がい者権利条

約は、高校進学についても、自己の住む地域でインクルーシブで質の高い

高校での教育を享受できる（２４条２．b）と規定しているのであり、障

がいのある子どもの高校進学はより一歩進められるべきである。 

現在、高校進学率は障がいのない子どもの場合は約９７％となり、準

義務教育化している。この中、障がいのある子どもも高校進学を希望する

ようになってきたが、進学率はいまだ８０％である。これは、高校は選抜

主義であり、選抜テストによってふるい落とされる結果である。障がいの

ない子どもの９７％までもが高校に進学している以上、障がいのある子ど

もも時間延長や点字受験、代筆などの受験方法への配慮にとどまらず、就

学に向けて広く門戸を開放すべきである。この状況に対し各地で一定数を

障がいのある子どものための人数枠としたり、定員割れ高校への入学等取

り組みがされているが、近時の定時制高校の統廃合により、増々門は狭く

なっている。 

192.  １９９７年文部科学省は、高校進学について「障害のある者については、

障害の種類や程度に応じて適切な評価が可能となるよう学力検査の実施

に関し一層の配慮を行うとともに、選抜方法の多様化や評価尺度の多元化

を図ること」とし、選抜方法のみならず評価尺度を多元化するよう通知を

出している。障がいのある子どもの高校への進路保障をどのように保障す

るか、それぞれに対する「配慮義務」と「必要な支援」の内容をより具体

化すべきである。 

   現在、普通高校への進学が困難であるという事情もあって、特別支援学

校高等部への進学希望が急増している。学校教育法は高校にも特別支援学

級の設置を認めているが、この設置校は全国的にみても極めて少ない。今

後、普通高校への進学を基軸にしつつ、特別支援学校高等部、普通高校内

特別支援学級等その選択肢を多様に広げていくことも必要である。 
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(9) 就学前について 

193.  保育園、幼稚園への入園を希望する障がいのある子どもは年々増えてい

るが、これに対する条件整備は各自治体に委ねられ、地域間格差が大きく、

全体として非常に不充分である。この中で特に重度、もしくは医療的ケア

を要する子どもの入園は殆どの自治体で拒否されている。 

194.  たとえば、東京都東大和市に居住する女児は、喉頭軟化症等のため気管

切開手術を受けた後、カニューレ（喉に開けた穴に常時装着して気管への

空気の通り道を確保する器具）を装着しており、心身に障がいのある就学

前の子どもを対象にした施設に通園していた。女児の両親は可能な限り早

くから多くの友人の中で成長することを願い、集団保育を求めて市に普通

保育園入園申込みをしたが、東大和市福祉事務所長は、この女児が引き続

き施設通園することが妥当であり、保育園では適切な保育をすることが困

難であるということを理由に不承諾処分とした。 

この女児は、たん等の吸引が適切に行われれば、普通保育園に通園す

ることができるのであり、女児の両親は女児の普通保育園への入園を求め

て行政庁に入園承諾を義務付ける訴訟を提訴し、この結論を待っては現に

必要な保育を確保できないとし、緊急の必要性がある場合に認められる

「仮に義務付ける申立」もあわせて行い、これが２００６年１月認められ、

保育園入園が実現した。このケースは２００５年改正行政法によって新設

された義務付け訴訟に先行する仮の義務付け訴訟であり、速やかに救済さ

れたケースであったが、保育園入所、小・中学校等入学等の、特に成長期

にある子どもの教育を受ける権利の保障に有用であり、効果的に機能しう

ることが実証された。子どもが成長期に集団生活を経験し、社会性を身に

つける機会を奪うことは金銭によっては償うことのできない損害であり、

これはまさに法の規定する「償うことのできない損害を避けるため緊急の

必要があるとき」に該当する。 

 日本には先述したように差別に対する速やかな救済システムがいまだ

存在せず、かような裁判によってしか救済し得ない。本件は裁判所の理解

を得て、提訴から３か月で救済されたが、これを制度的に保障するシステ

ムが必要である。 

(10) 原則統合の教育制度の必要性 

195.  インクルーシブな教育制度は、まずは全ての子どもが地域の同じ学校に

就学できることが大前提である。社会は障がいのある人、国籍の違う人、

肌の色の違う人等々多様な人々にとって構成されているのであるから、学

校もまたこれら多様の人によって構成されていなければならない。マイノ
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リティーを排除した学校はそれ自体で既に差別的であり、インクルーシブ

な教育制度とは言えない。 

  よって、障がい者権利条約の批准に向けて、現行学校教育法が原則分離

別学としていることを転換し、学齢に達した地域の子どもは同じ小学校に

入学できるよう、原則統合の学校制度に改められなければならない。 

   その上で、その子どもにあったニーズが統合された場での教育が保障さ

れなければならないし、また教育選択権として特別支援学校の選択の自由

が保障されなければならない。 

   この学校教育制度の原則統合への転換はインクルーシブ教育にとって

不可欠であり、これなくしてニーズ保障をうたった特別支援教育、認定就

学児、交流・共同学習等は、分離を深めることはあっても、統合の促進と

はならないのである。 

３ 支援の必要性 

(1) 普通学校における支援の必要性 

196.  障がいのある子どもの能力を最大限に伸ばすことが保障されなければ

ならないが、現在の普通学校における支援は極めて不十分である。このた

め、原則分離別学の法制度の中、分離された場で特別な教育を受けた方が

我が子の教育―発達をより保障していると判断する保護者が存し、これが

分離別学を支えていることも事実である。 

よって統合をより促進するためにも、普通学校における障がいのある

子どものための教育条件を整備し、それぞれの子どもが必要な合理的配

慮と支援を保障することが不可欠である。 

障がい者権利条約は教育における必要な支援を一般教育制度内で受け

ると規定し（２４条２．d）、まずは普通学校への就学を前提とし、ここ

で必要な支援が受けられなければならないとしている。 

197.  政府は特別な教育への支援のひとつとして特別支援学校就学奨励金を

挙げているが、これは特別支援学校、特別支援学級に在籍している子ども

にのみ保障され、普通学級に在籍する障がいのある子どもには保障されて

いない。 

198.  障がい者権利条約は普通学校で障がいのある子どものニーズにあった

支援が保障されるべきだとしているが、日本で２００７年から施行されて

いる特別支援教育は普通学校（学級）の中で特別支援があることを法的に

位置付けたものの、いまだ、これは具体的に保障されていない。 

199.  この間、唯一設けられたのが特別支援教育支援員である。これは２００

７年度に地方交付税による予算措置としてあり、小・中学校に在籍する障
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がいのある子どもへの学習支援、介助、介護等の支援をするための人員を

配置するというものである。しかし、自治体に予算措置され、地方交付税

全体が減額されているなか、自治体によっては必ずしも支援員配置に充当

されていない。しかも、支援員１人あたり年１２０万円程度の報酬しか予

算措置されておらず、また、特別支援教育指導員の資格、指導のあり方に

ついても統一的な基準がなく、各自治体に任されている。 

よって、支援員が存在しても、従来から指摘されている保護者の付添

がなくなったわけではなく、学習や行事からの排除もなくなっていない。

更に支援のあり方としてインクルーシブな方向ではなく、クラスから子ど

もを別教室に「取り出し」た上での支援の報告もある。 

(2) 特別支援学校における支援の充実 

200.  我が国では現行学校教育法は原則として障がいの状態によって就学先

が決定され、重度の障がい児は特別支援学校に就学することになっている

のであるが、普通学校での支援が不充分であることもあり、特別支援学

校・学級への就学者は年々増加している。にもかかわらず、ここでの支援

も不充分であり、遠隔地通学への通学付き添いの要請は常態化しており、

教室、トイレの不足等も報道されており、基本的な条件整備も欠ける状態

にある。 

(3) 手話教育の必要性 

201.  日本のろう学校では、手話で表現をすることそのものを教えておらず、

手話による教科教育もほとんど行われていない。ろう学校では、補聴器に

よる残存聴力の活用と読唇を併用し、音声言語による言語取得を目的とし

た聴覚口話法が教育方法の主流である。 

  こうした現状に対し、近時ろう児・ろう者等から手話による教育を求め

る声が高まり、障がい者権利条約も手話の言語性を認め（２４条３．b）、

教育においても、その個人にとって最も適切な言語やコミュニケーション

の方法と手段を用いてなされるべきである（２４条３．c）との規定が設

けられた。 

これは、世界的に手話が言語として認知され、ろう者にとってアイデ

ンティティの保障の問題であるということが認識されてきたからである。

要するに、手話による教育を受けることは、ろう者の教育を受ける権利・

学習権(憲法２６条)の保障に不可欠であるということにとどまらず、言語

選択権・幸福追求権(憲法１３条)の問題としてもあるのである。 

202.  ２００５年２月、日弁連は、ろう学校と手話教育に関する調査・研究を

行い、意見書を公表し、以下の提言を行った。 



 

80 

 

① 国は、手話が言語であることを認め、言語取得やコミュニケーション

のバリアを取り除くために以下の施策を講じ、聴覚障がい者が自ら選

択する言語を用いて表現する権利を保障すべきである。 

(a) 手話を教育の中で正当に位置づけ、教育現場における手話の使用

に積極的に取り組み、手話による教育を受けることを選択する自由

を認める。 

(b) 教科書の手話ビデオ化を妨げている著作権法の規定を改正し、教

科書の手話ビデオの充実など手話による効果的な教育方法につい

ての助成や、手話で教育ができる教員の養成に取り組む。 

(c) 子どもの聴覚障がいが判明した場合、家族にも手話を学んでもら

うことが大切であり、そのため保護者に対し手話を学習する必要性

について説明し、家族に対し手話教育の機会を無料で与えるなど、

子どもが家庭や地域で手話を使用できる環境を保障する。 

② 教育委員会は、ろう学校に手話のできる教員を積極的に採用するなど

して、手話による教育が可能となるような環境を整備するとともに、

普通校においても、手話を学ぶ機会を積極的に提供するよう配慮すべ

きである。 

③ ろう学校は、幼稚部、小学部から手話を積極的に活用して子どもの言

語能力の取得、向上を図るべきである。 

ろう者にとって手話が言語であり、アイデンティティの問題であると

いうことは、可能な限り早い段階での手話によるコミュニケーションが保

障されていなければならないということであり、聴覚障がいのある子ども

にとっては人格形成上の不可欠の権利として最大限に保障されなければ

ならない。 

(4) 発達障害者支援法 

203.  発達障害児は従来「障害」とは意識されず、よって何らの支援もされて

こなかったのであるが、保護者らの強い要望によって２００４年、発達障

害児に対する生涯にわたる支援を規定する発達障害者支援法が制定され

た。それ自体は支援の実現として画期的なことであるが、しかし支援を発

達障害者に特化していることは問題であり、「全障がい者支援法」こそが

必要である。 

204.  そもそも発達障害の定義も曖昧であり、LD、ADHD は自閉症障害に比べ医

学的にも幅があり、医師の診断によってもばらつきが出るなど、診断の定

義もゆるやかである。にもかかわらず、文科省調査（２００２年度）によ

って通常の学級の約６％の程度の割合で存在する可能性が示され、これに
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基づき、全国で LD、ADHD、高機能自閉症児の存否を各クラス担任にチェッ

クリストに答えさせる方式の実態調査が行われた。これによって、いわれ

なきレッテル貼りによる差別や偏見を助長するおそれが存したことから、

２００６年３月第二東京弁護士会は、この実態調査に対し、人権、プライ

バシー権などを侵害しないよう勧告を出している。 

205.  更に支援のあり方も、従来は普通学級で学習していた子どもに対し、通

級もしくは特別支援学級における支援という形で支援するようになり、結

局は分離教育を強めているとの報告もある。これが本人もしくは保護者の

希望に基づくものであればいいが、あいまいな概念によるレッテル貼りを

し、これに意に反した「支援」を押しつけるようなことがあってはならな

い。 

  発達障害児への支援もあくまで統合された環境の中で支援されるべきで

あり、発達障害を理由に分離することは本末転倒である。 

(5) 障害者自立支援法の問題点 

206． 障害者自立支援法については、その成立前から、障がいのある子のみ

ならず多くの障がい者から人権侵害であるとして反対の声があったが、２

００８年１０月３１日、原告３０人が国の他計１８市町村を被告として、

全国８か所の地方裁判所に対し、同法を違憲・違法であるとして一斉に提

訴した。 

207.  その１番の問題点は原則１割の利用者負担料である。従来、児童福祉法

によって規定されていた児童ディサービス、ホームヘルプ、ショートステ

イなどの福祉サービスや補装具、育成医療を全て自立支援法に組み込み、

これらの利用について原則１割の費用を利用者負担とした。これによっ

て、障がい者（児）は１割の負担なくしては移動することも、生活するに

不可欠な補装具も入手できないこととなった。すべての子どもが等しく学

校教育を受け、学校行事、地域の行事等に参加することは子どもの成長発

達のために不可欠である。それが１割負担のために妨げられるようなこと

があってはならない。それゆえ、障がいのある子どもが成長するためには

低所得の家族へのサポート、１割負担の免除等特別な配慮が求められる。

少なくとも学校教育に関する移動その他の１割の費用負担は全廃し、障が

いのある子どもが安心して学校へ通学でき、学ぶことができるように法改

正をすべきである。 

４ 虐待の根絶 

208.  障がいのある子どもはより虐待を受けやすく、被害も甚大になりやす

い。しかし、虐待行為は、家庭、施設、学校という密室化し易いところで
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行われるため、障がいのない子どもが被害を受けた場合でも立証が難し

い。それに加えて、障がいのある子どもの場合は、しばしば子ども本人の

供述の信用性が争われ、更に、障がいのない子どもと比べ、損害賠償額も

低く抑えられる等、多くの問題がある。 

209.  よって、暗数が多いのであるが、２００６年３月に発表された「子ど

もの虐待による死亡事例等の検証結果等について」（厚生労働省児童虐

待等要保護事例の検証に関する専門委員会）によると、２００４年に虐

待によって死亡した５８人中、「慢性疾患・身体障害」は７人（１４％）、

「発育の遅れ」は１人（２％）、「発達の遅れ」は８人（１６％）、「診

断された精神障害」は１人（２％）である。 

   更に、報道されたケースとして資料１１のものがある。 

210.  施設における虐待は保護者にも虐待が見えにくく、また気がついたと

しても預けている負い目から施設に対しても訴えにくく、結局は障がい

のある子どもに忍耐と屈辱を強いているのが現状である。 

  よって、児童虐待防止法の施行は一歩前進であるが、学校・施設内での

虐待も視野に入れた障がい者虐待防止法の制定が必要である。 

 

Ｃ 社会保障及び子どもの養護のための役務の提供及び設備（第２６条、第１

８条３） 

 

１ 日本政府は、直ちに、児童扶養手当減額、生活保護母子加算廃止の双方

を見直し、これらに関わる法律及び制度を、少なくとも２００２年以前に

戻すべきである。 

２ 日本政府は、子どもの福祉の観点から、学童保育を含めて保育所の質、

量双方を、早急に充実させるべきである。その際には、単に待機児童数の

解消等、数値目標達成のみを目指すのではなく、政府の保育に対する責務

を再認識し、保育環境の維持・改善に最大限努めるべきである。 

 

１ 児童手当、児童扶養手当等 

211.  第２回政府報告書は、我が国の児童養育に係る社会給付として、児童手

当と児童扶養手当を挙げる（パラ５７）。 

しかしながら、ひとり親世帯に給付される児童扶養手当については、２

００２年以降、その全部が支給される世帯の収入限度額が引き下げられた

他、末子が３歳になってから５年以上児童扶養手当を受給している等の場

合に支給額を最大半額に減額する法改正がなされるなど、手当削減の方向
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に進んでいる。 

このうち、５年以上の受給制限については、世論の反対を受け、減額の

例外を幅広く認めるなどして事実上凍結されたとされてはいるが、減額を

免れるには、ひとり親世帯が自治体に届出を提出し、例外に該当すること

を疎明する必要があるため、世帯によっては、手続の無知を理由に自動的

に手当が減額されることになる。 

212.  また、我が国では、これまで、ひとり親世帯に支給する生活保護費に一

定額を加算する母子加算制度が採用されていたが、２００９年４月１日に、

段階的削減を経て完全に廃止された。 

以上のような、特に２００２年以降の日本政府の政策は、ひとり親家庭

等における子どもの貧困を一層加速させるものに他ならない。 

２ 父母が働いている子どもが利用する資格を有する児童養護のための役務

の提供等 

213.  第２回政府報告書は、放課後児童健全育成事業（いわゆる「学童保育」）

の事業所数等を報告するのみで、その問題点に触れない（パラ３８５）

が、同事業は、慢性的に供給不足の状況にある（全国学童保育連絡協議

会の２００７年度学童保育実態調査によれば、母親が働いている小学校

低学年の子ども（末子）のうち、学童保育に通う子どもは約３割とされ

ている）。 

同政府報告書は、保育所について、受入児童拡充と待機児童解消を図る

としている（パラ３８６）が、厚生労働省の発表によっても、２００８年

４月時点で、同待機児童数は全国で依然１９，５５０人に上り、対策は十

分と言えない。 

214.  なお、日本政府及び地方公共団体は、保育所待機児童解消のため、保

育事業の民間委託を進める傾向にあり、これにより、保育所の人的・物

的条件が悪化し、子どもの怪我が増えるなど保育環境が劣化したと指摘

されており、事実、これに異議を唱える訴訟が提訴されている（資料１

２）。 

215.  その上、２００９年２月には、厚生労働省が、認可保育所における直

接契約方式構想を発表するなど、行政の保育に対する責任を後退させる

方針を打ち出しており、日本政府は、スローガンとして少子化対策を叫

びながらも、実態においては、子どもの保育環境を蔑ろにする政策に舵

をとり続けている。 

 

Ｄ 生活水準（第２７条の１、２及び３） 
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216.  ハビタットⅡの宣言の「弱い立場のこどもたちのシェルター（保護施

設）の必要に特に注意を向けなければならない」に関し、政府は我が国

においても上記施設の必要性に鑑み、子どもの保護の促進に努めてきた

ところであると報告しているが、ここであげている児童養護施設はシェ

ルターというよりも家庭の代替施設として位置づけられるものである。

また、児童養護施設については若干の増加にとどまりさらに民間委託に

変えられているのが現状であり、児童虐待を受けて保護される子どもの

数の急増に間に合わない。 

217.  児童相談所の一時保護所がいわゆる公的なシェルターにあたるが、一

時保護所の数は少なく、多くの施設の入所人員が定員を超えており、子

どもに対する十分な対応ができない悩みを抱えている。また一時保護所

は、外部との通信や外出を禁止したまま１か月から２か月の間、幼児か

ら１７歳未満のあらゆる年齢の子どもを一緒に保護するので、思春期の

子ども達にとっては通学等もできないまま困難を強いられることになる。

さらに日本では２０歳未満を未成年とするが、１８歳をこえて２０歳未

満の子ども達のシェルターは全くなかった。そこで、弁護士や福祉の専

門家らが協力して、NPO 法人を設立し、主として思春期の子どもたちを対

象とする子どものシェルターをつくる活動が始まり、すでに我が国で４

つの民間のシェルターが開設された。これらのシェルターは児童相談所

と協力しながら、１５０人近い子ども達を保護してきた。さらに今年は

もうひとつのシェルターが開設される予定であるが、現在は、このよう

な民間の子どものシェルターに対する公的資金援助は全くなく、もっぱ

ら民間の寄付等によって運営されている。政府もこれらの民間の活動を

補助すべきである。 

 

Ⅶ 教育（第２８条、第２９条）  

 

Ａ 総論（第２回総括所見と「改革」動向の一般的特徴） 

 

CRC総括所見を真摯に受け止め、教育制度を一層競争的なものにしているこ

の間の教育制度改革を見直し、教育機会の保障拡大に繋がる権利基盤的アプ

ローチによる教育制度の確立を行うべきである。 

 

１ CRC 総括所見に照らした第３回政府報告書の基本的姿勢 
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(1) 第２回報告審査で示された CRC 総括所見 

218.  第２回審査において教育関連で挙げられた懸念事項（パラ４９）には、

①教育制度の過度に競争的な性質によって、子どもの身体的及び精神的

健康に悪影響が生じ、かつ子どもが最大限可能なまで発達することが阻

害されていること（(a)）、②高等教育進学のための過度な競争のため、

学校における公教育が、貧しい家庭出身者の子どもには負担できない私

的教育によって補完されなければならないこと（(b)）、③ドロップアウ

トした生徒を対象として柔軟な教育機会を提供している東京都の夜間定

時制高校が閉鎖されようとしていること（(e)）が指摘され、勧告（パラ

５０）には、④いじめを含む学校での暴力に対応するための措置の策定

（(b)）があった。 

(2) 第３回政府報告書における対応 

219.  政府報告書は、これらの CRC 総括所見が指摘した点に関して、上記①

の懸念（教育制度が過度に競争的なこと）には、パラ４２３（入学選抜

制度の改善など）で「改善が進められ…過度の受験競争は緩和されつつ

ある」とし、パラ４２４（学校制度の競争的性格を軽減するためのカリ

キュラムの再検証）でも、「競争的な性格により悪影響が生じるとの指摘

は当たらない。」とする。 

   上記②の懸念（高等教育へのアクセスの問題）には、パラ３９１（奨学

金制度）で対応しているとし、③の懸念（夜間定時制高校閉鎖の問題）

には、パラ４０１及び４０２で、「多様化する生徒の実態に対応するため、

あらたな三部制昼夜間定時制独立校設置の整備をすすめており、懸念の

指摘は当たらない。」とする。 

   しかし、政府報告はこのように、CRC の総括所見に示された懸念に形式

的に答えてはいるものの、以下のとおり、懸念事項の指摘した実態を見

据えているとは言い難く、正面からの答えを示していないと言わざるを

得ない。また、④の勧告についても、後述のように、有効な手だては執

られていないと言わざるを得ない。 

２ 第２回報告審査以後になされた教育（法制）「改革」の動向 

220.(1) ２０００年以降進められてきた教育改革の動向については、第２回

日弁連報告書「パラ３１２」以下で、子どもを単なる客体として統制

や教化・注入による矯正を目指し、国際競争力を支える人材確保のた

めのリーダー育成を教育界への規制緩和と市場原理導入によって図ろ

うとするもので、教育基本法「改正」論議には、教育内容や人間の内

面的価値への国家介入や一層競争的な教育を招くなどの危惧のあるこ
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とを指摘した。 

221.(2) CRC 第２回総括所見が、権利基盤的アプローチを求め、前述のとお

り、「過度に競争的な教育制度」の問題、「高等教育へのアクセス」が

過度に競争的で経済的困難家庭の子どもに困難が生じていることを指

摘し、レベルの高い教育を維持しつつ学校制度の競争を緩和するカリ

キュラムの見直しなどを求めたにも関わらず、これらと相容れない上

記２０００年以来の教育「改革」が進められた。 

222.(3) ２００６年１２月、教育基本法が「改正」され、教育の目標（２条）

に「伝統と文化を尊重し」、「我が国と郷土を愛する態度を養う」（同条

５号）などと規定して、愛国心教育など内心に踏み込んだ教育を可能

とするものとなった。また、教育が「不当な支配」に服さないことと

する規定（旧法１０条１項）は、「（教育は）法律の定めるところによ

りおこなわれる」（１６条１項）とされ、法律をとおしての、教育の独

立性、自主性・自律性への影響が懸念されるものとなった。学校にお

いては「体系的な教育が組織的に行われる」（６条２項）としたり、教

員の「全体の奉仕者」規定（旧法６条２項）や不当な支配条項（旧法

１０条１項）にあった「教育の直接責任」規定を削除して、教育の自

主性・自律性を制約し、国や教育行政による管理統制強化を可能にす

るものとなった。新たに規定された「教育振興基本計画」（１７条）に

よっても、全国一律の基準による達成計画、達成度評価、効果的達成

を促す予算配分などをとおして、多義的な徳目を含む「教育目標」（２

条各号）の達成が図られ精神的自由侵害の懸念を抱かせるものとなっ

ている（資料１３）。 

223.(4) 改正教育基本法を受けて、２００７年教育関連主要三法の「改正」

が進められた。 

     学校教育法の「改正」では、義務教育の目標規定（２１条）を設け、

「我が国と郷土を愛する態度」、「規範意識」、「歴史についての正しい

理解」、「家庭や家族の役割りの理解」など、多義的な内容の項目を掲

げ、文部科学大臣の「教育課程」事項決定権限の明記（３３条）によ

り学習指導要領編成権限を確認し、その拘束力の強化を図る意図が窺

える。また、学校に「副校長」「主幹教諭」「指導教諭」などの新しい

職を設置（２７条）して、校長を頂点とする学校運営上の職階を細分

化した。学校の評価・情報提供義務規定（４２条・４３条）を設け、

各学校は、自ら認める課題よりも、文部科学大臣の定める基準により、

改善措置を検討提示し教育水準の向上を図ることを求められかねない
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こととなった。 

 224.  教育職員免許法関係では、期限のなかった教員免許を１０年の期限

付きとし、期限前２年以内に、文部科学大臣の適合認定を受けた３０

時間以上の免許状更新講習の修了により更新するとされた。併せて、

教育公務員特例法「改正」により、指導不適切教員認定を受けた教員

には「指導改善研修」を課し、同研修期間中は免許更新講習受講を認

めないとされた。教員の地位を１０年の期間雇用に変更するに等しく、

更新講習講座の未整備や、「指導不適切教員」評価・教員評価制度に伏

在する諸問題（２００８年 CEART 調査団報告参照）など、教育活動へ

の専念を妨げる事態が危惧される。 

225.   地方教育行政組織法関係では、文部科学大臣による地方教育委員会へ

の、法令違反・懈怠による「生徒の教育を受ける権利侵害」の場合の

措置内容を示した「是正」要求と、「緊急に生徒の生命・身体を保護す

る必要」の場合の従う義務を伴う「指示」の権限が設けられ、これら

を理由として指導助言を超える「命令」により教育の地方自治を脅か

すおそれが危惧されている。 

226.(5) 上記教育法制「改革」と並行して、政府報告書パラ３３の「教育再

生会議」による第１次報告～第３次報告（２００７年１２月）と最終

報告（２００８年１月）に基づき以下の「改革」がなされた。 

227.[1] 第１次報告では、「『ゆとり教育』見直しと学力向上」として授業時

数の１０％増や全国学力調査、「安心して学べる規律ある教室」として

出席停止制度の活用や警察などとの連携奨励や「規範を教え、社会人

としての基本を徹底」の他、教員免許更新制導入、教育委員会制度の

抜本的改革、学習指導要領の改訂・学校の責任体制の確立など、教育

関連主要三法「改正」関係の課題が挙げられた。 

228.    第２次報告では、「『ゆとり教育』見直し」の具体策として学力調査

結果を使った教員定数・予算面での支援、教員の質を高めるため教員

評価によるメリハリのある教員給与体系の実現、学校選択制の拡大、

高い規範意識のための「徳育の教科化」などが提言された。 

229.    第３次報告では、中高一貫教育の推進、年齢主義の見直し、飛び級・

飛び入学の検討などエリート教育の強化と共に、在籍生徒の人数に応

じて予算配分を行う教育バウチャー制度が適正な競争原理の導入によ

り学校の質を高めるものとして提言され、最終報告では第１次～第３

次報告のフォローアップを求めた。 

230. [2] 教育再生会議の第１次報告の学力調査や第２次報告の学校選択制
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は、競争的教育を激化させるなど様々な弊害が予想された。 

231.   全国一斉学力調査は、すべての小学校６年生と中学３年生を対象に、

２００７年４月から毎年１回、文部科学大臣が市町村教育委員会の協

力を得て実施するものとされ、成績結果は各学校・生徒に知らされる

が、学校・市区町村・都道府県単位の結果の公表は、各学校・市区町

村教委・都道府県教委の独自の判断に委ねられ、都道府県教委による

域内の市区町村・学校の結果公表は、競争的教育の激化や偏見を招き

好ましくないので行わない筈であった。しかし、２００８年度に実施

された全国一斉学力調査では、情報公開制度を利用した学校単位の結

果の開示や府県知事の判断での市区町村単位の結果の公表の例が現れ、

競争教育を助長する危惧が現実化している。 

 232.  また、学校選択制については、学校の地域との繋がりを裁ち切り、

風評により選択者が異常に減少して統廃合を余儀なくされるなどの弊

害が生じ、一端導入した学校選択制を見直す動きも出てきている。 

     しかし、内閣府設置法に基づき財政運営の基本的方針を検討する規制

改革会議の２００８年１２月の第３次答申では、学校選択制の普及促

進が謳われ、全国一斉学力調査の市区町村毎、学校・学年・学級・教

科毎の結果公表を促し、文部科学省にこの公表状況の公表を求めてい

る。加えて、学校の改善努力のインセンティブを確保するとして、学

校選択制により集まった生徒数に応じて予算配分を行う教育バウチャ

ー制度の研究・モデル事業の検討を提言している。 

233.    このように、教育における競争的雰囲気の払拭のための施策は検討

されているとは到底言い難く、むしろこれを助長する施策が展開ない

し検討されている状況がある。 

234.[3] 教育再生会議の出席停止制度の活用や警察などとの連携の提言に

関連して２００７年２月の文科省初等中等教育局長通知「問題行動を起

こす児童生徒に対する指導について」が、「学校だけで抱え込むことな

く直ちに警察に通報しその協力を得て対応」し、「出席停止の措置」を

ためらわないことを求め、従来の「体罰・懲戒」に関する「限界」を改

め、「有形力の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許さ

れないものではな（い）」との内容を含む「考え方」を示し、「問題行動

を起こす児童生徒」に「毅然とした指導を行うよう」求めたことから、

威嚇と切り捨てによる統制・教化・注入型の教育が広まる懸念が生じて

いる。 

235.(6) ２００８年の学習指導要領改訂 
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     政府報告書パラ４２４の具体化である２００８年の小中学校の学習

指導要領は、「ゆとり教育」からの転換として、授業時間を１０％増や

した上に、これを上回る形で教育内容項目を低学年に降ろすなどして

単元が増やされ、子どもの学習負担を増やし、習得するには学校以外

での補習を不可欠にするものとなっている。 

      この背景には、改正学校教育法で「基礎的な知識及び技能を習得さ

せるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、

判断力、表現力その他の能力をはぐく（む）」（３０条２項）と、基礎・

基本を習得する層と、その上にこれを「活用」して発展学習をする層

との選別を許容する枠組みが設けられたことがある。 

236.    政府報告書パラ４２４と異なり、様々な条件の下で補習の機会を確

保できず理解の遅い子どもは「基礎・基本」の習得が終わらないと「活

用」の段階に入れず、「活用」の発展学習に入れば、更に発展学習を競

う形になり、「活用」という学習の楽しさを保障されない子どもを生み

出し、エリート選別競争も激化することが懸念されている。 

237．  また、上述の改正教育基本法・学校教育法の「教育目標・目的」と

思想良心の自由との抵触の懸念の関係では、道徳の首位科目化が図ら

れ、各教科の中でも道徳を取り上げるとされ、各教科においても「伝

統・文化」「郷土や国を愛する態度」「歴史についての正しい理解」な

どが盛り込まれた。とりわけパブリックコメント募集の結果として「国

歌を歌えるようにする」と、「案」から踏み込んだ内容に変更されるな

ど、政治的圧力の影響が窺え、これら規範的・価値的な内容の学習指

導要領の実施によって、子どもたちや保護者・教員の思想良心の自由

を侵害する事態が危惧される状況にある。 

３ これらの改革の下での CRC の懸念事項に関する実情 

238． CRC は、第２回審査の総括所見パラ６で、第１回審査総括所見パラ４

３の「過度に競争的な学校制度に関する勧告」に十分な対応がなされな

かったので、これを再度繰り返すとして、前述のとおり第２回審査総括

所見パラ４９(a)の懸念を表明した。 

   政府報告書パラ４２３は、高等学校入学者選抜方法の改善及び少子化

によって、過度の受験競争は緩和されつつあるとするが、前記「２」の

とおり性急に推し進められてきた「改革」は、受験競争の緩和どころか、

競争の低年齢化・格差拡大を招いている。このような競争の激化は、他

国に比して抑うつ的傾向が顕著な日本の子どもたちに対して、心身への

負荷をますます大きくしている。 



 

90 

 

 (1) 小中学校における競争激化 （競争の低年齢化） 

[1] 学力調査による弊害 

239． 前記のとおり(パラ 230～232)第１回全国一斉学力調査が実施されたが、

その際、東京都の２３区内のある区の小中学校の学校長が、事前に保護

者の承諾を得ることなく、特定の児童を調査対象から除外する・学力調

査中に誤答を示唆するなどの不正行為を行ったことが発覚し、大きな社

会問題となった。 

   公立学校の学校選択制が導入されるなかで、市区町村・都道府県単位

で成績（順位）が公表されると、その結果が学校選択の重要な要素とな

るため、入学者数の変動に影響して、減少傾向にある学校が統廃合の対

象となったり、予算に連動する可能性もある。このように、教育「改革」

によってうまれた競争激化こそが、上記の不正事件を発生させた原因で

あるといわざるを得ない。 

   また、東京都が公表した区市町村単位の成績（順位）では、上位・下

位が固定化し、格差拡大する傾向にある。これには、経済格差が関連す

る可能性も高く、実際上記本項冒頭に指摘した区は、東京都２３区中下

位にあり、さらに同区内の学校間では、学力テストの平均到達度と就学

援助率の相関関係が一定程度認められている。 

[2] 公立中高一貫校設置推進の影響 

240.  １９９９年の学校教育法改正により中高一貫教育校が法制化され、全

国で公立中高一貫校の設置が相次ぎ、１９９８年には４校であったが、

２００７年には１４９校にまで急増した（文部科学省「各都道府県等に

おける中高一貫教育校の設置・検討状況について」２００７年８月）。こ

の法改正にあたっては、受験競争の低年齢化が懸念され、入学者選抜に

あたっては学力試験を行わないことが確認されていた。しかし、私立学

校に比べて学費負担が少なく、学力水準が高いとの期待から、公立中高

一貫教育校への関心は高まり、志願者倍率は、２００９年に約１０倍～

２０数倍と、受験準備のための通塾など実質的な受験競争が激化してい

るのが現状である。 

    このように、公立中高一貫教育校の設置は、学校選択制とも相まって、

小中学校段階での競争の激化を生じさせている。 

(2) 高等学校入試の多様化による格差拡大 

241.  入学者選抜方法を含めた高等学校の制度改革を、全国に先んじて進め

ている東京都では、都立高校改革推進計画による大規模な高校統廃合・

再編、各学校ごとの「個性化」「特色化」を実施している。《例えば、全



 

91 

 

日制高等学校では、進学校（中高一貫教育校を含む）・中堅校・教育課題

校（「エンカレッジスクール」）と分類し、さらに中堅校を「中堅進学校」

「中位の中堅校」「生活指導に負担の多い中堅校」と徹底した個性化・特

色化をはかろうとしている。》 

242.  しかし、２００７年４月に公表された「都立高校に関する都民意識調

査」によれば、都立高校の印象としては、「授業料が安い」「自由な雰囲

気がある」といった点に肯定的印象が、「生徒の興味・関心に応じた授業」

「生徒の能力に応じた授業」には否定的印象が多く、これからの都立高

校への期待は「現在の都立学校の教育内容や生活指導等を充実させるこ

とに取り組むべきであり、『新しいタイプの都立学校』を計画数以上に増

やす必要はない」が多数で、「生徒の興味・関心や、進路に対するニーズ

の多様化を踏まえて、都立高校改革推進計画で計画している『新しいタ

イプの都立学校』を計画数以上に増やすべきだ」は支持されていない結

果が出ている。 

244.  むしろ、進学重点校における入学試験の競争は激化する一方で、エン

カレッジスクールでは「入学選抜では学力検査がなく、学習意欲のない

ものが受検することも想定される」「定期考査を実施しないことが競争社

会に耐えうる人材育成につながるかという懸念がある」との課題を抱え、

学校間の格差拡大を招いている。 

(3) 子どもの心身に与える影響 

245.  東京都が中高生を対象にした意識調査によれば、子どもたちは、不安

や抑うつ感が強く、自己肯定感が低い傾向が認められ、何もしたくない

（６０％）・何も考えられない（３５％）・体調が崩れたりする（３０％）

という状況がかなり高い割合で存在する。国際比較でも、日本の子ども

の孤独感・自己肯定感の低さは顕著である。 

    このような日本の子どもたちにとって、競争を助長する教育「改革」

により受験競争の激化・格差拡大がすすむ現状は、更なる大きなストレ

スを抱え込み、不安・抑うつ感を高めることが危惧される。 

 

Ｂ 教育についての子どもの権利確保のための条件整備（第２８条） 

 

１ 経済的困難により教育へのアクセスに支障を生じている子どもたちの存

在とその要因に関する全国的な実態調査を行い、その要因を除去するため

の有効な施策を、権利基盤的アプローチにより示すべきである。 
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２ 少人数教育を行うことを可能にする３０人学級を広く実現すべきである

。 

３ 長時間過密労働などの教員の肉体的・精神的負担を軽減するための有効

 な施策を示すべきである。 

 

１ 経済的困窮者に対する教育への権利保障の条件整備について 

246.(1) 政府報告書パラ３９０は、パラ２７５の、子どもの保護者への援助

制度としての「就学援助」をあげ、パラ３９１で経済的理由により修

学困難であるものに対する学資の貸与制度をもって「（児童の教育にか

かる家庭の負担の考慮と援助）」が行われているとする。パラ３９３で

義務教育の無償制度も前提として指摘される。しかし、これらの「就

学援助」、学資貸与方式の「奨学金」制度による、教育へのアクセス向

上効果についてはデータが示されていない。 

247.(2) 学齢児童生徒を対象とする就学援助制度は、生活保護法に規定され

る要保護者については国庫補助が行われているが、要保護者に準ずる

程度に困窮していると認められる者への補助事業は、２００５年度か

ら、税源移譲に伴って国庫補助が廃止され、市町村レベルで行う事業

となっている。市町村レベルで運営される就学援助事業の動向が問わ

れるが、データの報告はない。 

248.    長期欠席児童・生徒のうち「経済的理由」による者の割合と人数は

減少してきている。しかし、２００７年度に行われた全国学力・学習

状況調査の結果によれば、就学援助を受けている小中学生の割合の高

い学校の方が、その割合が低い学校よりも平均正答率が低く、就学援

助を受けている小中学生の割合が高い学校は、学校の平均正答率のバ

ラツキが大きいとされている。 

     これは、就学援助が、保護者の負担すべき学校教育費の一部の援助と

なってはいるものの、経済的理由により補習塾など家庭学習のための

費用負担が出来ない状況の改善にまでは及ばず、子どもの学習や基礎

学力の保障には不十分であることを示しており、現に存する経済格差

と連動した教育学力格差の解消を目指す手だてが求められている。し

かし、このための有効な手段は示されていない。 

249.(3) 高等学校以上の生徒に対する経済的支援は、パラ３９１にあげられ

た学資貸与制度がほとんどで、返還を要しない給付制ではない。保護

者の生活状況が変化して経済的支援を要する状況に至った場合への支

援は極めて不十分である。このため、高等学校の長期欠席者のうち「経
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済的理由」による者の割合は、徐々に減少しているものの中学校の場

合に比べ約２５倍の割合を占める。 

      大都市東京での動向を見ると、２００６年の調査で、長期欠席生徒

のうち「経済的理由」による者は３３６名で長期欠席生徒中の５．２％

（全国統計では３．５％）、そのうち中途退学に至った者は４８％（全

国の長期欠席生徒中の中途退学率は３５．４％）と、経済的理由によ

り通学できない子どもの割合や、中途退学をせざるを得ない子どもの

割合は、都市部において特に高くなっている。 

250.    政府報告パラ３９９では２００４年度の高校進学率が約９８％とさ

れ、２００５年度の全国学校基本調査での高校進学率は９７．６％で、

高校の中途退学率は２．１％である。これに対し、児童養護施設で生

活する子どもの高校進学率は２００５年４月１日現在で８７．６％で

あり、中学卒業後なんらかの進学をしたが２００５年度中に中途退学

した生徒の割合は１１．７％であるという調査（全国児童養護施設協

議会）があり、児童養護施設で生活する子どもの高校での学習の機会

は少なくなっている。 

251.   また、生活保護家庭における高校進学率も低くなっている。生活保護

家庭に関しては、２００５年度から「高等学校就学費」を生業扶助の

技能習得費として給付するとされたが、給付は当該校の正規の就学年

限に限られ、留年すると経済的支援を打ち切られて退学せざるを得な

い。そのため、全国統計は明らかではないが、東京都においては、２

００７年３月の中学卒業者の高校進学率は、東京都全体では９７．１％

だが板橋区内の生活保護世帯では９３．５％にとどまる。全日制高校

への進学率は、東京都全体では９０．３％だが板橋区内の生活保護世

帯では７２．７％にとどまる。ここには、高校進学の際の経済的なハ

ンディキャップと共に経済的な格差に由来する学力格差の影響も窺え

る。 

252.    政府報告書には、このような経済的事情により教育の機会の格差を

生じ、経済的弱者に高等教育へのアクセスの困難が生じている状況に

ついての全国的なデータも示されなければ、これを解消する有効な手

段も示されてはおらず、これらを示すべきである。 

２ 教員の確保の面での条件整備 

(1) 教員定数の確保について 

253.[1] 政府報告パラ３９２は教員定数の改善を行ったとし、パラ４２７は、

第２回政府報告パラ２７３で公立学校教職員定数は法定標準に基づき
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都道府県が定める方法で適正な教職員数を確保しているとあったのを

引用する。 

254.[2] しかし、教職員定数改善の数字中、本務教員中の現場の教員の数や

比率は示されていない。授業を担当しない主事などの行政職の本務教員

や、２００７年の学校教育法「改正」により設けられた新たな管理職な

ど、実際の現場の教育を担っていない本務教員を含んだ数の定数が「改

善」していると報告しているにすぎない。 

255.   また、常勤講師・非常勤講師などの雇用形態を異にする教諭の比率も

示されていない。上述の教育への市場主義・新自由主義の導入に伴っ

て進行した変化として、非正規雇用である常勤講師（半年ごとに更新

する常時勤務）と非常勤講師（授業時間だけのパートタイムの兼務勤

務）が増えている実態がある。学校基本調査に基づいて２００１年と

２００８年を対比すると、公立小学校の本務教員定数中の教諭及び常

勤講師の合計は、６，０７１人増えているが、このうち９７％に当た

る５，８６３人が常勤講師の増加で、この間、兼務の非常勤講師は７，

９１１人増である。公立中学校では、本務教員定数中の教諭及び常勤

講師の合計は１１，９８３人減っているのに、このうちの常勤講師は

逆に３，３２５人増えており、この間、兼務の非常勤講師も２，７０

７人増である。 

256.   教員の定数「改善」が図られたのは、特定教科の授業毎の能力別クラ

ス編成での少人数指導、高等教育の展開、１学級の人数が少ない特別

支援学級の開設などに伴うものと考えられ、常態としての少人数学級

ではなく依然として４０人学級基準のままである。このため、教員定

数の「改善」は、少人数学級で日常的にきめ細かな指導を受けられる

条件の保障を示しているとは言い難い。また、身分の不安定な常勤講

師や、常に学校に滞在しない非常勤講師が増えたとしても、子どもた

ちにいつでも安定して指導を受けられる教員の提供を意味しない。次

項の、現場教員の長時間過密労働の実態も、適正な教員定数が確保さ

れていないことを示している。 

(2) 現場の教員の負担の増大    

257.[1] 現場の教員には、人事評価制度が強化される中で、学校教育法の改

正で学校評価制度が導入され、説明責任のためとされる各種書類作成

作業が増加し、長時間過密労働の負担を強いられる実態が伝えられる。

文部科学省が２００６年に４０年ぶりに行った勤務実態調査（全都道

府県での抽出調査。２００７年５月報告書公表）では、単純平均で、
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休日も含めた１ヶ月あたりで４０時間を超える残業と２０時間を超え

る持ち帰り仕事に追われており、労働基準法どおりの休憩時間がとれ

ない中で、全体の３３％強の教員に、持ち帰り仕事を除いても、１ヶ

月４５時間を超える残業があるとの結果が出ており（厚生労働省は残

業が１ヶ月４５時間を超えることを「過労死危険ライン」としている）、

現場教員の負担は長時間過密労働という形で増大しており、適正な教

員数が確保されているとは言い難い状況が明らかになっている。 

258.[2] こうした中で、政府報告書パラ４２０は、各種研修の整備を図りこ

れを実施する中での「教育の目的(２９条)」の人権に関する内容の研

修をあげるが、次のような現状の下でのものである。 

    「初任者研修」は、公教育の大半を担う教育公務員について特例法に

より条件付採用期間を１年に延長する中で義務研修として頻繁に教育

現場を離れて実施されており、校務分掌も通常教員並に課され新採用

１年目教員に大きな負担を課しているとも伝えられる。 

259.    また、「１０年経験者研修」は、教員免許更新制度の導入に伴い新設

された１０年毎の「免許更新講習」制度と重複する。更新講習は、実

施条件が未整備のまま２００９年度の実施を迎え、現場教員の間に不

安が広がっている。とりわけ、不適切指導認定教員の「指導改善研修」

制度が新設され、この研修中は免許更新講習の受講資格がないとされ、

不適切指導認定基準や手続の問題（２００８年１１月の教員評価・不

適切指導（不適格）教員認定を巡る ILO・ユネスコ共同調査団（CEART）

の報告と勧告参照）とも相俟って、教育専門職としての現場教員に相

応しくない事態を招いている。 

260.    他方で、教育基本法・学校教育法の改正で設けられた「教育の目標

（目的）」を達成するよう求められ、全国一斉学力調査ではクラス毎の

成績が各学校に配られ、これに基づいて給与に直結する形での教員評

価制度が広がる中で、現場の教員は、孤立した形で競争を余儀なくさ

れ、また、教員としての専門性に由来する自主性・自律性を阻害され、

思想良心の自由の領域すら脅かされるという精神的な負荷を受けつつ

あり、人権に関する研修が奏功する前提条件を欠く事態が生じている

といわざるを得ない状況がある。 

261.[3] 加えて、１９９６年から２００５年の１０年間で、教員の在職者数

は減っているにもかかわらず、病気休職者数は１．８５倍に増え、そ

のうち精神疾患による休職者数は３倍に増えている。在職者全体に占

める病気休職者の割合は０．３９％から０．７６％へ、在職者全体に
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占める精神疾患による休職者の割合は０．１４％から０．４５％へ、

病気休職者に占める精神疾患の割合は３６．５％から５９．５％へと、

１０年の間に明らかな増加を示し、精神疾患をもたらす精神的な負荷

が学校現場の教員の間に広まっている。 

      また、新規採用教員の条件付採用１年後に採用に至らなかった者の割

合は、２００２年に０．６４％であったものが、２００７年には１．

３８％と率にして２倍以上、数にして約３倍となっており、２００７

年には採用に至らなかった３０１人の内、１０３人が病気を理由とし

た依願退職で、この中の精神疾患の割合は高いことが予想され、自殺

による死亡退職も報告されており、新採教員の精神的負担が大きいこ

とが窺われる。 

262.[4] このように現場教員の負担が大きい教育現場では、子どもの学習権

に十分な対応が出来ないことは明らかであり、その実態とこれを改善

していくための有効な施策が報告されるべきである。 

 

Ｃ 余暇、学校生活を息苦しいものにしている管理の実態（校則・生徒指導・

懲戒・体罰）について 

 

 子どもたちの学校生活を息苦しいものにしている校則・生徒指導・懲戒・

体罰の実態を現状に即して正確に把握し、これを改善するための有効な施策

を示すべきである。 

 

１ 校則・生徒指導 

263.  政府報告書パラ４１３は、校則について第２回報告書で述べた施策を

そのまま踏襲している。しかし、問題状況は第１回報告書のときから変

わっていない。 

264.  生徒指導は、生徒の人格形成を助けるとして日常生活について行う指

導助言だが、学校生活における態度が評価され、内申書の形で進学受験

の資料とされるなど、子どもに圧迫感を与えている。加えて生徒指導に

名を借りた体罰や暴言も後を絶たず、子どもたちの学校生活を息苦しい

ものにしている実態がある。体罰や暴言、強圧的で行き過ぎた指導・叱

責を苦にしたとみられる自殺事件も発生している。例えば、教師の指導

中、校舎の窓から飛び降り自殺した例（長崎県の中学（２００４年３月））、

試験中のカンニングを疑われ指導直後に自殺した例（埼玉県の高校（２

００４年５月）、児童間のトラブルにその児童に暴力や罵倒を交えて指導
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した直後に自殺した例（福岡県の小学校（２００６年３月））などがある。 

    生徒指導は、教科教育に増して、児童生徒の各種の人権・権利と直結

している。生徒指導が、学習権・人間的成長発達権の保障に資する指導

助言活動となるよう、実態に即して有効な指針を設け、この点に関する

研修こそがなされるべきである。 

２ 学校における懲戒 

265.  政府報告書パラ４１４は「懲戒」に関し第２回報告書を引用するのみ

である。しかし、第２回日弁連報告書(ⅦＥ)の事実上の懲戒の存在と告

知聴聞手続の欠如の指摘に、第２回総括所見（パラ３６(c)）は、手続的

保障の具体的規定を設けることを求めていたが、第２回総括所見以降現

在まで、問題状況は変わらないばかりか、特に私立中学校における自主

退学勧告が目立つようになってきている。 

266.  自主退学勧告とは、軽微な校則違反をした際に、「次回違反があれば退

学もやむなし」との旨の書面を保護者に書かせ、学校側の裁量で、次の違

反があるとこの書面を根拠に退学を迫ることをいう。形式は保護者と児童

生徒の任意退学を勧めるものであるが、実質は強制的な退学処分を行うの

と同じものである。児童生徒が自ら退学を申し出た形式を取ることによっ

て、学校側の措置を争う機会を奪おうとする実態からすると、事実上の懲

戒処分の一種である。 

267.  事実上の懲戒処分であるために、統計数字には載りにくく、全国的な

実数を示す資料がないが、私立中学受験競争が激しい東京では、弁護士

会の相談の中に、近年自主退学勧告に関する相談が増えている。２００

５年３月には、東京都の公立中学校の校長会が、私立中学高等学校協会

に対し、「安易な退学処分の自粛」を申し入れている。退学処分の急増は、

公立学校の学校運営にも影響を与えかねない。 

268.  事実上の懲戒処分としては、他に、法律上の「停学」扱いとしない「自

宅謹慎」の多用もある。事実上の懲戒処分である「自宅謹慎」の際に、「次

回同様のことを行えば退学をすることになってもやむをえません」との

趣旨の書面を保護者に記載させるなどして、次の問題行動の際の自主退

学勧告受入の圧力に利用されている。 

   しかし、これら事実上の懲戒処分の実態に関するデータはなく、実態把

握もされていない。合理的理由のない懲戒処分、特に避けられるべき事

実上の懲戒処分に対する施策の立ち遅れがあらわれている。 

３ 学校における体罰（パラ４１５～４１６） 

269.  学校における体罰に関する政府報告書パラ４１５～４１６については、
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前述「ⅣＨ２」(パラ 114)でパラ２６０～２６１につき述べたところを参照。 

 

Ｄ いじめ・校内暴力（パラ４１０～４１２）について 

 

いじめ・校内暴力などの問題行動の背景を子どもの成長発達の保障がなさ

れているかの観点から把握するとともに、いじめの起こる構造や経過の実態

を把握し、すべての子どもが安全に安心して学校生活が送れるよう権利基盤

的アプローチによる対応を奨励すべきであり、単に加害者を断罪して排除す

るだけの対応は見直すべきである。 

 

１ いじめの現状 

270． いじめを含む学校における暴力については、CRC 第１回総括所見にお

いても、第２回総括所見においても懸念が表明され、重要な課題と位置

付けられている。 

   この点、２００５年度までいじめの認知件数は、１９９５年の６０，

０９６件（小中高合計発生件数）以降１０年に亘り減少傾向であると報

告され、２００５年には２０,１４３件（小中高合計発生件数）まで減少

したとされてきた（２００７年度『児童生徒の問題行動等生徒指導上の

諸問題に関する調査』）。 

271.  しかし、２００６年秋に相次ぐいじめ自殺事件が起きたことを受け、

政府は従来の客観的事情を重視した定義を見直し、被害者の受け止め方

を重視した基準によりいじめを捉えなおす試みに出た。その結果、２０

０６年度のいじめの認知件数は１２万５０００件に上った。 

    また、文部科学省の統計上、「いじめ自殺」は１９９９年度から２００

５年度はゼロ件とされていたが、再調査の結果、１２件でいじめが確認

されたと報告された。 

272.  地方自治体が独自に行った、公立小中学校対象のいじめの実態調査で、

「今の学年になっていじめられたか」との問に「ある」と答えた子ども

が、尾張旭市教育委員会発表２００６年度「緊急いじめ無記名アンケー

ト」調査結果では小学生で３４．１％、中学生で１２．１％とされ、「『熊

本県いじめ緊急アンケート』調査結果について」（２００７年２月６日発

表）では小学校で２０．４％、中学校で１２．９％とされた。また、「『熊

本県いじめ緊急アンケート』調査結果について」（２００７年２月６日発

表）では、「いじめで死ぬほど苦しんだり、悩んだりしたことはあるか」
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との問いに、小学校で８．９％、中学校で１５．１％の子どもが「ある」

と答えた。 

    このような調査結果から、学校現場においては、多数の子どもたちが

いじめの被害を受けている実態が漸く明らかになってきた。 

    また、いじめにより転校を余儀なくされる場合には、柔軟に転校を認

めるよう文部科学省は通知しているが、自治体の教育委員会毎に扱いを

異にし、転居を転校の条件として二重の負担を強いる例もあるなど、対

応は一様でない。 

２ 校内暴力の現状 

273.  文部科学省の２００７年度の児童生徒の問題行動についての調査によ

れば、暴力行為の発生件数は、小・中・高あわせて約５万３０００件と、

調査開始以来最多になっている。児童生徒数が減少しているにもかかわ

らず、小・中・高全ての学校種で増えていること、２００７年度は前年

度より約８０００件も増加しその内訳を見ると生徒間暴力が５０００件、

器物損壊が約２０００件を占めていること、全体の３割を中学３年生が

占めていることなどからすると、暴力行為に特化した施策が緊急に必要

とされている。 

    生徒間暴力には、いじめの加害行為も相当数含まれると予想されるか

ら、政府のいじめ対策が奏功していれば、児童生徒数の減少と反比例す

るような暴力行為の増加は生じなかった筈である。また、中学３年生の

暴力行為の多さは、進学への不安が生徒にストレスを与えていることの

表れといわざるを得ない。 

３ いじめ、校内暴力に対する政府の施策 

274.  こうした学校生活における深刻ないじめや校内暴力という課題につい

て、政府は、まず、いじめへの対策として、｢『いじめは人間として絶対

に許されない』という認識を徹底させる指導を行う｣(パラ４１０）として、

厳しい態度で臨むことを表明している。 

275.  この基本的姿勢は、教育再生会議による２００６年１１月の「いじめ

問題への緊急提言」及び２００７年１月２４日の「第１次報告」中の「暴

力など反社会的行動を取る子供に対する毅然たる指導のための法令等で

できることの断行と通知等の見直し｣のように、いじめのみならずそれ以

外の児童生徒の問題行動にも適用されている。 

276.  この具体化として、文部科学省は、２００７年２月５日、「問題行動を

起こす児童生徒に対する指導について」を通知し、「問題行動の中でも、

特に校内での傷害事件をはじめ、犯罪行為の可能性がある場合には･･･直
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ちに警察に通報し、その協力を得て対応する」、「いじめや暴力行為など問

題行動を繰り返す児童生徒に対し･･･出席停止制度の措置を取ることをた

めらわずに検討する」とした。 

277.  こうしたいじめ加害者を含む子どもたちの問題行動に対する厳罰的施

策推進の結果、学校内で起きた児童生徒の問題行動に対し、警察が関与

する事例が増加している。学校内で起きた暴力行為等に関する加害児童

生徒に対する関係機関の措置状況として、警察の補導が選択されたケー

スを年度ごとに比較すると、小学校では、２００５年度小学校１１件、

２００６年度１８件、２００７年度４０件、中学校では、平成２００５

年度６２２件、２００６年度６９８件、２００７年度９２３件となった。

２００７年度は、小学校で前年比２．２２倍、中学校で１．３２倍に上

っている(２００７年度『児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関

する調査』、（参考５）「平成１９（２００７）年度までの加害児童生徒に

対する関係機関の措置状況(小･中･高等学校)）。 

    ちなみに、他の関係機関として児童相談所に措置したケースは、小学

校では、２００５年度３１件、２００６年度３０件、２００７年度５１

件、中学校では、２００５年度２３２件、２００６年度２８４件、２０

０７年度２９０件であり、警察に次いで多い。 

    このように、加害児童生徒に対する指導の一環として、学校から警察

へ通報し、補導するケースが、特に増加している。 

４ 上記政府の施策の誤り 

278.  しかし、この警察との連携を強調した厳罰的政策は２点において根本

的に誤っている。 

    まず、子どもが問題行動を起こす背景に配慮していない点で誤ってい

る。子どもたちが問題行動を起こす背景には、自身が別の場所で虐待な

どの人権侵害を受けていたり、自己肯定感を養う機会が不十分であった

り、心身の疾患に影響されたものであったり、さまざまな要因が考えら

れる。問題行動を起こす子どもの一部について、警察権力による厳罰的

処遇が功を奏することがあったとしても、多様な課題を抱えたすべての

子どもの立ち直りを有効に促しうるものではない。子どもたちの個々の

問題に応じて、最も適切な機関と連携することが求められる。 

279.  次に、子どもたちの間で起きているいじめの複雑さへの理解不足があ

る。現在子どもたちの中で起きているいじめは、誰もがいじめのターゲ

ットとなり、ターゲットは次々と変わっていく。そのため、子どもたち

は本心ではいじめを嫌いながらも、いじめに加担しなければ次のターゲ
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ットとなることを恐れて加担を余儀なくされ、いじめをリードするグル

ープ内部でも重層的ないじめが存在し、いじめ・いじめられ関係が時間

の経過で逆転するなど、単純に一部の子どものみを断罪して罰すれば解

決する問題ではなくなっている。 

280.  こうした現状の中では、一部加害者のみを厳罰に処する切捨て的な対

応では、いじめ行為の原因解明をする上で功を奏さず、かえって子ども

たちがさらなるストレスを抱える要因となりうる。 

    以上を踏まえると、政府のこれまでの施策は、いずれもいじめの背景

や実態と乖離した内容であるといわざるを得ず、今後も効果を期待する

ことは困難である。 

 

Ｅ 不登校、高校中途退学等について 

 

１ 不登校のきっかけに一定の影響のある、ストレスの強い学校生活の改善

をはかるために、学校現場を子どもたちが、ともに安心して安全に過ごせ

る場所とするために有効な施策を権利基盤型アプローチにより示すべきで

ある。 

２ 中途退学を回避し、中途退学をしても学習機会が確保されるよう有効な

施策を、権利基盤型アプローチにより示すべきである。 

 

１ 不登校（パラ４０８） 

281. (1) 不登校の子どもたちについて、第２回政府報告書で｢年々増加して

いる｣とされ（パラ２６３（１））、第３回政府報告書でも、「依然とし

て相当数に上（り）」、大きな課題とされる(パラ４０８)。 

       学校基本調査では、児童生徒全体の人数減少にもかかわらず、不登

校の子どもたちは年々増加し、２００１年には小学校中学校の合計１

３万８７２２人(小学校２万６５１１人、中学校１１万２２１１人)に

上った。その後、２００２年から２００５年は若干の減少を見たもの

の、０６年、０７年と連続して増加し、０７年には、小中学校の全児

童生徒数１０７５万６９８７人に対し、不登校児童生徒数１２万９２

５４人となり、全児童生徒数に対する不登校児童生徒の割合は過去最

高の１．２％となった(２００７年度児童生徒の問題行動等生徒指導上

の諸問題に関する調査)。 

       第２回政府報告パラ２６３（１）では、不登校の問題解決に向けて、

楽しい学校の実現や教育相談体制の充実等を図ることを掲げていたが、
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上述した不登校の増加実態に照らせば、これらは不登校の発生を防止

する上で有効ではなかったといわざるを得ない。 

282.(2) 第３回政府報告書では、不登校に至る要因について「何らかの心理

的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景」によるとするのみ

で、学校教育の在り方に立ち返った議論を避けている。 

       しかし、２００６年度及び２００７年度児童生徒の問題行動等生徒

指導上の諸問題に関する調査では、不登校のきっかけに「いじめ」｢い

じめを除く友人関係をめぐる問題｣がある合計は、２００６年度は小学

校で１５．４％、中学校で２３．５％、２００７年度は小学校で１４．

８％、中学校で２３．５％で、例年一定数の子どもたちが、いじめや

友人関係のトラブルから不登校に陥っている。 

       このような調査結果からは、現在の学校現場には、児童生徒間のい

じめ等による深刻な摩擦が恒常的に生じていることが窺われ、子ども

たちの間でこのような問題が繰り返されている点に着目が必要である。

そして、この背景には、前述のとおり、学校制度の過度に競争的な性

質が是正されておらず、このため子どもたちがストレスの強い学校生

活を強いられている実情があるといわざるを得ない。 

283.(3) さらに、こうした不登校の現状を踏まえれば、すべての子どもが、

どのような状態にあっても学習にアクセスできる条件が確保されるべ

きであり、不登校の子どもたちが学校外で教育を受ける場合にも子ど

もたちに不利益が及ばぬように、必要な支援、特に進路の保障が必要

である。また、第２回日弁連報告書パラ３３６で指摘した学校教育法

の枠組に捕らわれないオルターナティブな教育形態の検討も必要であ

る。しかし政府報告書にはこれらの点の報告はない。 

２ 高等学校中途退学 

284.  政府報告書パラ４０９は、高等学校の中途退学者数対策として、選抜

制度の改善や学校・教育課程の多様化という施策を推進しているとする。

しかし、高校在学者数自体に占める退学者数の割合は、文科省の学校基本

調査では、２００５年度２．１％、２００６年度２．２％、２００７度２．

１％と大きな変化はない。退学の理由について、１９９８年までは「進路

変更」が最多であったが、１９９９年以降は「学校生活・学業不適応」が

３７％～３８％台で最多を続けている。２００８年度の学校基本調査では、

通信制課程を含む高校進学率は９７．８％で過去最高だが、中退者の５人

に２人近くが、望んで進学したのに、学校生活や学業面でなじめずに中退

している。 
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285.  政府の多様な選択のための施策の一つとして、中高一貫校が増え、中

学受験の競争がさらに激化していることは前述したとおりである。公立

学校への中高一貫校の導入は、公立校の序列化を促し、第２回 CRC 勧告

が示した、受験競争の激化を助長する施策の見直し要請に逆行する結果

を生んでいる。加えて、中高一貫校では、従来であれば公立の中学校で

は生じ得なかった中学時の退学処分（学校教育法上、公立中学校には退

学処分という懲戒の選択肢はない）が、中高一貫校の中学年次になされ

るようになり、公立中学での実質的な退学処分という新たな問題を生ん

でいる。 

286.  また、第２回総括所見（パラ４９(b)、５０(a)）では、経済的困窮に

よる中途退学の防止や公的な奨学金制度の充実が求められていると解さ

れるが、前述したとおり、経済的事情による就学困難と家庭の事情によ

る退学が生じており、特に私立高校においては顕著である。しかし、政

府施策にはこの経済的事情に直接・有効な対応は見られない。そればか

りか、政府の今回の報告書では、第２回政府報告書では掲げられていた

施策の二つ「高校中退者の再入学」や「大学入学資格検定による大学進

学の機会の確保」が掲げられておらず、中退問題の施策の後退すら疑わ

れる。 

287.  中途退学の施策には、退学者数を減らすための施策ばかりではなく、

一度退学してしまった者が再度高校に入ることができる施策も必要であ

る。わが国では、近年、定時制高校が、全日制課程の退学者の受け皿に

なっている実態があり、このことは文部科学省も認めているにもかかわ

らず、後述（「Ｆ１」）のとおり、定時制高校の統廃合が進められ、実際

のニーズが無視されている。 

 

Ｆ その他の懸念事項への対処などについて 

 

１ 定時制高校が様々な困難を抱える子どもに教育機会を提供している実態

を正確に把握し、通学機会の制約が生じぬよう有効な施策を伴わない限り、

その閉鎖や統廃合は見直すべきである。 

２ 教科書検定制度の透明性・公開性を実現すべきである。 

３ 夜間中学の需要についての実態調査を行い、子どもの学習機会の保障に

ついて、権利基盤的アプローチにより有効な施策を示すべきである。 

 

１ 定時制高校閉鎖問題（パラ 401、402、423）について 
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288.  CRC は、第２回審査の総括所見で、ドロップアウトした生徒を対象とし

て柔軟な教育機会を提供している東京都の夜間定時制高校が閉鎖されよう

としていることを懸念していた（パラ４９(e)）。 

   政府報告書はパラ４０１・４０２で、東京都では、夜間定時制高校の生

徒数減少及び多様化する生徒の実態に対応するため、あらたな三部制昼夜

間定時制独立校設置の整備をすすめており、ドロップアウトした生徒を対

象として柔軟な教育機会を提供しているから、懸念の指摘は当たらないと

する。 実際、東京都は、都立高校改革推進計画に従い、夜間定時制高校

の大規模な統廃合を進めている。 

289.  しかし、過去２回の日弁連報告書でも指摘したとおり、上記計画では、

近年勤労少年が少ないことが統廃合の前提事情とされているが、実態と

かけ離れている。多くの生徒は、正社員ではなく、アルバイトとして働

くことを余儀なくされている実態があり、生徒にとってアルバイトと高

校生活の両立には定時制高校が家や職場に近いことが不可欠だが、これ

が奪われてしまう。格差社会が進行する中で、経済的に困難な状況にあ

る子どもたちのアルバイトの必要性は高まる一方である。夜間定時制の

大幅な減少により、高校進学・通学の断念を強いられる場合が多くなる

ことが懸念される。 

    「個性化・特色化」の改革で効率性・合理性を追求して新設された昼夜

間定時制独立校が、従前の定時制と同様のドロップアウトした子どもに

とっての居場所の役割を果たしうるのかも疑問である。 

２ 教科書検定制度（パラ４００）について 

290.  政府報告パラ４００の教科書検定制度には、第２回審査総括所見で「一

部の歴史教科書が、不完全あるいは一方的な内容であること」の懸念（パ

ラ４９(g)）が表明されていた。 

291.  ２００７年に公表された教科書検定では、「沖縄戦」の際の「住民の集

団自決」に関し、日本軍の「強制」を窺わせる記述を削除させたことが

明らかになり、沖縄県民の１０万人規模の集会などによる検定意見への

批判が起こり、検定制度の密室性をなくし、透明性・公開性を確保する

検定制度改革が求められた。しかし、検討されている検定規則・基準の

改定案では、検定審議会の議事録は作らず概要を事後的に公開し、教科

書調査官の検定意見も事後的にしか公開しないとされ、透明性・公開性

の確保の実現は遠退いた。 

292.  また、この改定案では、改正教育基本法・改正学校教育法で教育目標

に掲げられ、学習指導要領に盛り込まれた、多義的な内容の徳目との対
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応一覧を求めているのと併せて、密室性が解消されないまま教科書検定

による記述内容統制がなされる危惧が高まっている。さらに、記述内容

の選択配列に関して、発展的な学習内容を取り上げる際の分量制限が撤

廃され、「能力から見て高すぎたり低すぎたりしない」旨の基準がなくな

り、教育内容格差を容認し、格差を拡大する教育のための教科書となり

かねない危惧も生まれている。 

３ その他 

(1) 夜間中学校の問題について 

293.  戦争、貧困のために学齢期に義務教育を就学することが出来なかった

人々のための公立中学校夜間学級（夜間中学）が、１９５４年の８７校

をピークに減少を続け２００５年４月には全国で８都府県に３５校とな

っている。夜間中学の在籍者の多くは中高年齢者であるが、不登校など

により義務教育未修了の子どもや１５歳以上のニューカマーの外国人の

子どもも在籍しており、これらの子どもの学習権充足の場として機能し

ているが、夜間中学の減少により、通学に困難を生じたり、通学できる

範囲に夜間中学が存在しないために初等・中等教育を受けられないケー

スが報告されている。この点に関して日弁連は２００６年８月１０日の

意見書で、夜間中学の設置の必要性について実態調査を行い、設置のた

めの財政的措置や、実情に応じて既存の学校の受け入れ対象者の拡大を

行うことを求めたが、政府報告には、これに関して触れるところがない。 

(2) その他の参照箇所 

294.  パラ３９８（中等教育）につき中高一貫教育を多様化・個性重視の教

育と報告する点は、前述「Ａ３(1)［2］」参照。 

  パラ３９９教育の無償・奨学金につき前述「Ｂ１(3)」参照。 

    パラ４１９に人権に配慮した教育を推進するとの記述と国旗国歌に関

する指導との関連につき、前述「ⅣＤ思想、良心及び宗教の自由」を参

照。 

    パラ４２１（ストレス及び不登校の予防）は、(1)不登校の問題につき

前述「Ｅ１不登校」を、(2)高校入学者選抜の改善の問題につき前述「Ａ

３」を、それぞれ参照。 

  パラ４２２（１）不登校につき前述「Ｅ１不登校」参照。 

  パラ４２３（２）入学者選抜の改善につき前述「Ａ３」参照。 

  パラ４２４（学校制度の競争的性格を軽減するためのカリキュラムの再

検討）につき前述「Ａ２（６）」参照。 
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Ⅷ 特別な保護措置（第２２条、第３８条、第３９条、第４０条、第３７条（b）

～（d）、第３２条～第３６条）  

 

Ａ 非常事態にある子ども 

 

１ 難民の子ども 

(1) 難民と認められる子どもに適用される国際並びに国内法及びそれらの

手続 

295.  日本においては、近時、難民認定申請者数、難民認定者数共に増加傾

向にあり、２００７年で見ると、申請者数は８１６人、認定者数は４１

人となっている。しかしながら、依然として他国に比べ認定数は少なく、

また、認定者のほとんどがビルマ出身者であり、ビルマ出身者以外の認

定数はわずか６人にとどまっている。 

296.  また、難民認定申請者のうち、難民とは認められなかったものの、人

道配慮による在留が認められる者の数も増加傾向にあり、２００７年に

は８８人に上っている。しかしながら、これもほとんどがビルマ出身者

に対するものであり、ビルマ出身者以外でかかる在留が認められた者は

１９人にとどまる。 

297.  さらには、日本は「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つ

ける取扱い又は刑罰に関する条約」の加盟国であり、その者に対する拷

問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある他の国

へ追放し、送還し又は引き渡してはならない義務を条約上負っているに

も負っている。にもかかわらず、かかる義務履行を担保するための手続

は存しない。上記人道配慮による在留も、法務大臣の裁量によるもので

しかない。 

これらの結果、難民に該当するにもかかわらず、日本で保護を受けられ

ていない難民の子どもが相当数生じていると懸念される。 

(2) 条約に定める権利の享受のために子どもに与えられる保護及び人道的

援助等 

298.  難民の子どもは、社会福祉の面でも不安定な地位に置かれている。国

民健康保険は、難民認定申請中であっても１年以上の在留資格を有して

いなければ原則として加入できないが、難民認定申請者の大多数はかか

る在留資格を有しない。また、難民認定申請中（１年以上の在留資格を

有する場合を除く）はもちろん、日本で保護の必要があるとして、人道
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配慮による在留が認められても、その結果与えられる在留資格が特定活

動であった場合には、原則として生活保護が受給できない。このほか、

児童手当、児童扶養手当も、在留資格のない子どもについては、支給さ

れないのが実情である。 

299.  また、難民認定申請者のうち、生活困難な状況にある者については、

政府から委託を受けた財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部によっ

て保護費が支給されるが、その金額は生活保護に比しても低額にとどま

っている。さらに、その財源は限られており、現に２００８年末には、

申請者の急増のために保護費の支給が停止される事態も生じている。 

(3) 付き添いのない子ども等の権利保護確保のために取られた措置 

300.  難民認定申請者が増加するにつれ、保護者のいない子どもが難民申請

する例も増加していると思われる。しかしながら、保護者のいない子ど

もが難民認定申請をした場合、インタビューには、児童相談所の職員の

立会いは認められるが、法的専門家としての弁護士の立会いは認められ

ていない。これは、法的専門家と福祉専門家双方によるサポートが必要

であるとする国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）の見解、欧州連合理事

会決議、欧州・難民亡命委員会の解釈等に反する。また、知られている

限り、このような場合に対応するための認定にかかわる者に対する特別

な研修等の制度も存しない。 

２ 退去強制手続における子ども 

301.  退去強制手続においては、子どもの権利条約や市民的政治的権利に関

する国際規約（B 規約）などの関係する条約が存する。しかしながら、日

本の行政当局及び裁判所においては、近年、子どもの権利条約を｢参照｣

「趣旨を考慮」すべきなどとした若干の積極的判決が見られるようにな

ってきているものの 15、「外国人を受け入れるか否か、また受け入れる場

合にいかなる条件を付すかは、国際慣習法上、当該国家が自由にこれを

決することができるのが原則であるところ・・・B 規約もこの国際慣習法

上の原則を前提とし・・・B 規約に基づく権利は、出入国管理法に基づく

                             
15  例えば、「当該外国人に在留特別許可を付与するか否かを判断するに当たって、被控訴人法務大

臣は、国際人権条約（Ｂ規約や児童の権利条約）の精神やその趣旨を重要な要素として考慮しな
ければならない」とした福岡高等裁判所平成１７年３月７日判決（本文中に言及した判決）、「子
どもの権利条約 3 条の内容にかんがみれば、この点は、退去強制令書の発付に当たり重視される
べき事情である。」とした東京地方裁判所２００３年５月１９日判決、「両親が存在する未成熟子
にとっては、一般に、両親の監護の下で生活を送ることがその最善の利益に適うものであること、
したがって、未成熟子は、その両親の意思に反してその両親から分離すべきでないことは、子の
福祉の観点から見る限り、広く受け容れられた見解である」とした東京地方裁判所２００７年８
月２８日など。このほか、行政裁量に平等原則を及ぼそうとした東京地方裁判所２００４年３月
３０日判決などもある。 
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外国人在留制度の枠内でのみ保障されるに過ぎない」（東京地方裁判所２

００３年５月８日）、国際人権諸条約も「外国人の入国及び在留の許否に

ついて国家に自由な決定権があることを前提としているものであり、マ

クリーン判決にいう国際慣習法上の原則を制約する「特別の条約」には

あたらない」（福岡高等裁判所２００５年３月７日判決）との考え方が支

配的である。そのため、外国人の子どもの在留の許否の判断にあたって、

これらの条約が明示的に適用された裁判例はなく、外国人の在留に関し

ては、条約よりも国内法である出入国管理及び難民認定法が優位とされ

ているのが現状である。 

302.  また、日本は、一定の条件を満たした場合に在留資格のない外国人の

在留を合法化する、いわゆるアムネスティは行っておらず、法務大臣の

裁量により、個々のケースごとに在留特別許可を与えるかどうかが判断

されている。政府は、この点につき事実上の許可基準を設けており、原

則として、全員在留資格のない外国人家族の場合16、退去強制手続終了ま

でに子どもが中学生になっていなければ、当該家族への在留特別許可は

与えられない。このため、日本をいわば自国として、日本を母語として

生まれ育ち、日本の教育機関で教育を受けてきた多くの外国人の子ども

たちが、突如として教育を中断され、退去強制されるケースが多数生じ

ている17。 

このように、外国人の子どもの退去強制等在留の許否を決するにあたり、

子どもの最善の利益は十分に考慮されていない。 

 

Ｂ 少年司法の運営の制度に係っている子ども 

 

１ ２００７年改正により導入された①１４歳未満の少年に対する警察官の

調査権限の付与、②１４歳未満の少年が犯した一定の事件についての家庭

裁判所への原則送致、③少年院送致年齢の引き下げ、④保護観察中の遵守

事項違反に対する少年院等送致処分は、いずれも、子どもの権利条約及び

国際準則に照らして問題であるから、改正前の規定に戻すべきである。 

                             
16  日本の国籍法は血統主義を採用しており、日本で生まれた子どもは、両親のいずれかが日本国籍

を有していなければ、日本国籍は与えられない（父母がともに知れない、または無国籍である場
合を除く）。 

17  最近では、退去強制令書発付時に小学５年生の子どもがおり、その後裁判で係争中に子どもが中
学生になったフィリピン人家族のケースが注目を集めた（カルデロン事件）。このケースでは、
退去強制令書発付までに母親は１４年、父親は１３年半日本で在留資格がないながらも就労を続
けており、また、子どもは、日本語しか話せなかった。このケースでは、最終的に政府は子ども
だけであれば在留資格を与えることを認めた。 
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２ ２００８年改正により導入された少年審判の被害者傍聴制度によって少

年審判のもつ福祉的機能等に問題が生じていないかを検証すべきである。 

３ ２０００年改正により導入された①原則逆送制度、②刑事処分年齢の引

き下げ、③観護措置期間の延長については、改正前の規定にも戻すべきで

ある。 

４ 少年審判に付された子どもが弁護士の援助を受ける権利を実質的に保障

するために、国選付添人制度を少なくとも身体拘束を受けた少年の全部に

まで拡充すべきである。 

５ 少年審判を受ける少年の身体拘束が、最後の手段としてのみ用いられる

ように、少年鑑別所送致に代わる代替的措置の利用を強化すべきである。 

６ 少年えん罪事件の発生を防止し、違法な捜査を根絶するために、以下の

施策を講ずべきである。 

(1) 政府は、警察などの捜査機関が取調べの全過程をビデオ録画などによっ

て記録される（捜査の可視化）規定を直ちに設けるべきである。 

(2) 犯罪少年・触法少年に対して、警察・検察・裁判所が、少年の黙秘権、

証人尋問権、反対尋問権、全面的に国費による弁護士の援助を受ける権利

（国費による弁護人・付添人選任制度）を早急に、かつ実質的に保障し、

それらの権利について明文の規定を設けるべきである。 

(3) 少年事件の捜査段階に関し、その特性に配慮し、国際準則に合致した特

別の法律が制定されるべきである。 

(4) 少年の防御権を保障し、弁護人の取調べ立会権を認めるべきである。捜

査機関が弁護人立会の申し出があるにもかかわらず、これを認めずに取調

べを行った場合には、その取調べで得られた証拠には証拠能力がないとし

て証拠排除する原則を確立すべきである。 

(5) 日本政府は、代用監獄（留置場、警察の管理する拘禁施設）を廃止すべ

きであり、また少年を代用監獄に収容してはならないことを明文化すべき

である。 

(6) 警察官、検察官、裁判官、弁護士に対して人権教育を徹底的に実施すべ

きである。 

７ １８歳、１９歳の少年に対する死刑の適用を拡充すべきではない。 

８ 少年に対する施設内処遇は、刑の執行施設である少年刑務所ではなく、

少年に対する教育施設である少年院で行うべきである。 

９ 少年刑務所において、外部交通、不服申立、頭髪及び衣服、懲罰の問題

を改善すべきである。また、女子少年受刑者に男子少年受刑者と同等の処
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遇を受ける機会を与えるべきである。 

１０ 少年院において、外部交通を広く認めるべきである。また、処遇につ

いての不服申立制度を整備すべきである。 

１１ 保護観察について、教育プログラムを充実させ、また少年院や少年刑

務所の処遇との連携を深めるため、保護観察官を増員すべきである。 

１２ 社会内で受け入れ先のない少年を受け入れる施設を増設すべきであ

る。また、現在、受け入れを行っている施設の役割を認め、予算措置を講

じるべきである。 

 

１ 少年法改正について 

(1) 第２回政府報告書審査における総括所見 

303.  第２回政府報告書審査においては、２０００年の少年法改正について

の問題点が指摘され、CRC の総括所見においては、以下のような勧告がな

された。 

[1] 「刑事訴追の最低年齢が１６歳から１４歳に引き下げられたこと、審

判決定前の身体拘束が４週間から８週間に延長されたことが、権利条約及

び少年司法に関する国際準則の原則及び条項に基づくものではないこと

を懸念する。」「成人として刑事裁判を受け、拘禁刑を言い渡される少年の

数が増加しており、少年が無期懲役刑を言い渡される可能性があることを

懸念する。」（パラ５３） 

[2] 「１６歳以上の子どもに対する事件を家庭裁判所が成人の刑事裁判所

へ移送できる可能性が存する点について、その実務の廃止の観点から見直

すこと」（パラ５４） 

  日本政府は、これらの勧告を真摯に受けとめていないばかりか、新たに、

２回の少年法改正を行ったが、日弁連は、これらの改正は、子どもの権利

条約や少年司法に関する国際準則に照らして、重大な問題を含むと考える

ものである。 

  第３回政府報告書は、第２回政府提出以後に行われた２回の少年法改正

について、ほとんど言及していない（パラ４６０で、国選付添人制度につ

いて言及するのみである）ので、ここで、その内容を紹介し、問題点を指

摘する。 

(2) わが国の少年司法制度の枠組 

304.  日本の少年司法制度においては、２０歳未満を少年として、成人とは

異なり、まず家庭裁判所において保護処分をすることを原則とし、例外的

な場合に刑事裁判に付することとなっている。この刑事裁判に付すること
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が可能な年齢が、従来１６歳以上であったが、２０００年の少年法改正に

より１４歳以上に引き下げられたことは、すでに報告済みである。 

305.  他方で、わが国では刑事責任年齢は１４歳以上と刑法により定められ

ており、１４歳未満の少年の刑法等に触れる行為は、「触法行為」と呼ば

れて犯罪とは区別される。このような少年については、触法行為を犯した

場合には、まず、福祉機関である児童相談所に送致され、児童相談所にお

ける福祉的な処遇による非行からの立ち直りが優先的に追求される。しか

し、それが不可能であると考えられる場合に、家庭裁判所に送致され、保

護処分が科されることになる。この場合でも、身体拘束を伴う保護処分で

ある少年院への送致は１４歳以上に限定され、１４歳未満については、福

祉機関である児童自立支援施設への収容に限定されていた。 

このような少年司法の枠組を大きく変更することになったのが、２００

７年の少年法改正である。 

(3) ２００７年改正少年法の内容 

306.  ２００７年５月２５日に成立し、同年１１月１日から施行された改正

少年法の主な内容は、以下のとおりである。 

307.[1] 触法少年に対する警察官の調査権限の付与 

上記のとおり、１４歳未満の少年が犯した刑法等に触れる行為は犯罪

には当たらないので、従来、彼らに対しては、警察官は捜査権限を有

しないものとされていた。しかし、改正法により、警察官は、触法少

年の事件についての調査権限を有するとされ、押収・捜索等の強制調

査権限も認められた。 

308.[2] 触法少年の一定の事件（故意犯罪の行為により被害者を死亡させた

事件及び法定刑が死刑・無期・短期２年以上の懲役・禁錮に当たる罪の

事件）については、児童相談所は、原則として、家庭裁判所に送致しな

ければならないとされた。 

309.[3] 少年院送致年齢の下限の引き下げ 

従来、少年院送致は１４歳以上とされていた下限年齢を、「おおむね１

２歳以上」とした。 

310.[4] 保護観察中の遵守事項違反に対する措置（少年院送致等） 

 保護観察中に遵守事項違反があった場合には、一定の手続を経て、少年

院送致・児童自立支援施設送致の処分ができることとされた。 

311.[5] 国選付添人制度 

 一定の重大事件（①故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件及び

②死刑・無期・短期２年以上の懲役・禁錮に当たる事件）について、少年
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鑑別所送致の観護措置決定がなされて身体拘束がなされている場合に、少

年に付添人がいない時には、裁判所が必要と認めるときは、国選付添人を

選任することができることとした。 

(4) ２００７年少年法改正の問題点 

312.  このような２００７年改正は、２００３年７月、１２歳の少年による

誘拐殺人事件が発生し、２００４年６月にも１１歳の小学生が同級生を

刺殺する事件が発生したことを契機として、１４歳未満の少年に対して

警察が捜査できないこと、少年院に送致できないことが問題にされ、ま

た、当時の大臣が、「親を市中引き回しの上、打ち首にすればいい」と発

言するなど、厳罰化の世論が形成される中で、推進されたものである。 

この２００７年改正は、以下のような問題がある。 

 [1] 警察官への調査権限の付与 

313.  １４歳未満という年少の少年は、未熟であり、取調者の暗示を受けた

り、迎合したりして、事実に反する自白をすることはよく知られた事実

である。わが国でも、警察の強圧的な取調に対して虚偽の自白をしてし

まった事件は少なくない。 

犯罪捜査を任務とする警察官による配慮のない調査は、かえって真実の

発見を遠ざけ、少年をえん罪に巻き込んでしまう危険がある。したがって、

幼い少年の特性を理解した福祉関係者（具体的には児童相談所の児童福祉

司）による聴取を行うべきなのであり、警察の調査権限を認めたことは問

題である。 

   権利条約４０条３項は、「刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認

定された児童に特別に適用される法律及び手続の制定並びに当局及び施設

の設置を促進するよう努めるもの」としており、同(b)では、「適当なかつ

望ましい場合には、人権及び法的保護が十分に尊重されていることを条件

として、司法上の手続に訴えることなく当該児童を取り扱う措置をとるこ

と。」としている。わが国における１４歳未満の少年に対する福祉的アプロ

ーチは、権利条約の趣旨からすれば、これを促進すべきであって、これに

逆行し、むしろ福祉的アプローチから司法的アプローチへの変更は、権利

条約の趣旨からして問題があると言わざるを得ない。 

314. なお、かつて、少年警察活動要綱という通達において、少年の取調べ時

に原則として保護者等を立ち会わせるとの規定がおかれていた。２００２

年に同要綱は廃止され、かわって少年警察活動規則が制定されたが、その

規則中には、保護者立ち会いの規定は盛り込まれなかった。２００７年１

０月、少年改正法を受けて，同規則は改正されたものの、触法少年（１４
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歳未満）及び低年齢のぐ犯少年の調査の際に「少年の保護者その他の当該

少年の保護又は監護の観点から適切と認められる者の立ち会いについて

配慮するものとする。」として、あくまでも警察の裁量によって立ち会い

を配慮するという規定に止まっている。犯罪少年に対しては、保護者立会

に関する規定は全くおかれていないのであり，問題である。 

[2] 家庭裁判所への原則送致 

315.  児童相談所の原則家庭裁判所送致制度は、一定の重大事件について、

児童相談所の裁量権限を狭め、福祉的処遇を追求する可能性を限定して

しまう。重大事件を犯す少年ほど、その背景に児童虐待や家庭機能の不

全があり、少年に対して福祉的対応が重要であるにも係わらず、原則と

して家裁に送致して、少年司法手続により保護処分の対象としなければ

ならないというのは問題である。 

  上記と同様、権利条約４０条３項に照らして問題である。 

[3] 少年院送致年齢の引き下げ 

316.  少年院は、非行を犯した少年に対して身体拘束をして保護処分を行う

施設であるが、集団的規律訓練が基本である。これに対して児童自立支

援施設は、施設収容ではあるが、家庭的環境の中で、幼児期に欠落して

いた成長の機会を保障する「育て直し」を目指す福祉施設である。１４

歳未満の少年については、結果の重大な事件を起こした者であっても、

「育て直し」の機会を提供する福祉的アプローチによるべきである。改

正少年法は、上記の家庭裁判所への原則送致と相まって、結果の重大な

事件を起こした少年を少年院に収容して規律訓練を施すということに

つながるものであり、厳罰化の一場面である。 

  上記と同様、権利条約４０条３項に照らして問題である。 

[4] 保護観察中の遵守事項違反に対する少年院等送致処分 

317.  家庭裁判所は、保護処分の一つとして、保護観察決定をすることがで

きる。これは、在宅処分であるが、保護観察所と民間人の保護司の監督

のもとに生活するものである。保護観察中には、たとえば、毎月保護司

を訪問すること、定職に就くこと、深夜外出しないこと等の遵守事項を

定めることとなっている。従来は、遵守事項違反があっても、保護観察

所や保護司がねばり強く少年を見守り、再非行を起こさず更生するよう

に努力してきた。 

318.  今回の改正では、このような遵守事項違反が重なった場合、一定の手

続のもとに、少年が再非行を犯さなくとも、少年院送致決定・児童自立

支援施設送致決定ができることとされた。 
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    これは遵守事項の遵守をいわば罰則によって確保しようというもの

であり、しかも、その罰則は、少年院送致等という重大な結果に結びつ

くものである。条約４０条１項の「尊厳及び価値についての当該児童の

意識を促進させるような方法」という観点、３７条(b)の「児童の身体

拘束は最後の解決手段でなければならない」という点からは問題である。 

また、新たな非行を犯していないにもかかわらず、少年院送致等とい

う保護処分を下すものであって、二重処罰の禁止にも触れる可能性があ

り、自由権規約第１４条７項に照らして問題である。 

319.[5] 国選付添人制度の導入は、この少年法改正において、唯一肯定的な

評価ができる点である。しかし、なお、不十分な制度に止まっている。

この点については、後述する。 

320.   以上、２００７年改正には、子どもの権利条約や少年司法に関する準

則に反すると見られる改正が含まれている。 

    第２回総括所見は、「委員会の１９９５年少年司法運営の一般的討議に

照らし、少年司法に関する基準、特に権利条約３７条、３９条及び４０

条並びに少年司法運営に関する国連最低基準規則（ペキン・ルールズ）

及び少年非行予防のための国連ガイドライン（リヤド・ガイドライン）

の全面的実施を確保すること」（５４項(a)）としている。 

     これに対して、政府報告書は、単に、「犯罪防止及び犯罪者の処遇に

関する第８回国際連合会議」に対応する際、わが国における少年司法制

度は、「少年司法運営に関する国連最低基準規則（北京ルールズ）」の趣

旨に添って運用されるものとしており、引き続き、「少年の非行防止に関

する国連ガイドライン（リヤド・ガイドライン）」、「自由を奪われた少年

の保護に関する国連規則」を含め、現在のわが国の社会的・政治的・文

化的諸条件を勘案し、合理的な努力を継続することにより、基準の趣旨

に則った施策を推進していくこととしている」（パラ４６９）と述べるが、

実際には、そのようなものとなっていないことは明らかである。 

(5) ２００８年少年法改正とその問題点 

321.  ２００８年６月１１日に成立し、同年１２月１５日から成功された改

正少年法により、被害者が少年審判を傍聴できる制度が導入された。 

その内容としては、被害者を死亡させ、あるいは生命に重大な危険を

生じさせたような事件について、被害者・遺族等に少年審判の傍聴を認

めるというものである。 

    被害者・遺族の審判制度の導入は、①少年は萎縮し、心を開いて語る

ことが困難になって、子どもの更生を妨げ、真実の解明も困難になるこ
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と、②裁判官も、被害者を意識すると、少年の心情に配慮するような発

問が困難になり、懇切を旨とする少年審判の機能が後退すること、③少

年の保護処分決定に必要な高度のプライバシーにわたる事実を審判に提

出することが困難になるという問題がある。 

２ ２０００年改正について 

(1) ２０００年改正に対する CRC の第２回総括所見 

322. ２０００年改正では、 

① 審判への検察官関与と検察官の抗告受理申立権限 

② 観護措置期間の４週間から８週間への延長 

③ 刑事裁判に付する年齢の１６歳以上から１４歳以上への引き下げ 

④ 一定の事件（故意の犯罪行為により被害者が死亡した事件）について

の原則検察官送致制度 

が導入された。 

これについて、CRC の第２回政府報告書審査における総括所見は、 

① 「刑事訴追の最低年齢が１６歳から１４歳に引き下げられたこと、審

判決定前の身体拘束が４週間から８週間に延長されたことが、権利条約

及び少年司法に関する国際準則の原則及び条項に基づくものではない

ことを懸念する。」「成人として刑事裁判を受け、拘禁刑を言い渡される

少年の数が増加しており、少年が無期懲役刑を言い渡される可能性があ

ることを懸念する。」（パラ５３） 

② 「１６歳以上の子どもに対する事件を家庭裁判所が成人の刑事裁判所

へ移送できる可能性が存する点について、その実務の廃止の観点から見

直すこと」（パラ５４） 

    との勧告を行った。 

   しかし、政府は、これについて誠実に検討しておらず、政府報告書で

も、まともな回答をしていない。しかし、以下のような問題が存在する。 

(2) 原則逆送制度について 

323.  政府報告書は、原則逆送制度について、「非常に限られた場合に刑事処

分の対象とするものであり、・・・・・自己の犯罪を実現するために何物

にも代え難い人命を奪うという点で、反社会性・反倫理性の高い行為で

あり、そのような重大な犯罪を犯した場合には、少年であっても刑事処

分の対象となる原則を明示することが、少年の規範意識を育て、健全な

成長を図る上で必要であると考えられたことにある。また、家庭裁判所

は、・・・保護処分を選択することもできるのであり、このような原則逆

送制度は、少年司法基準の趣旨に反するものではない」と述べている（パ
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ラ４５９）。 

324.  しかし、法改正により、刑事裁判が選択される割合が、急増している。 

  最高裁の報告によれば、２００１年４月～２００６年３月までの５年間

で、原則検察官送致の対象となった少年の検察官送致数・送致率は、以下

のとおりである。改正前１０年間の平均送致率と比較したとき、殺人、傷

害致死、強盗致死のいずれについても、飛躍的に検察官送致率が上昇して

おり、厳罰化が顕著に進行しているといえるのである。 

 全体 検察官送致 送致率 改正前 10 年間 

殺  人 77 44 57.1％ 24.8% 

傷害致死 190 108 56.8% 9.1% 

危険運転致死 29 27 93.1% － 

保護責任者遺棄致死 3 0 0% － 

強盗致死 50 37 74.0% 41.5% 

合  計 349 216 61.9%  

 

  ちなみに、２００６年及び２００７年の統計によれば、検察官送致数・

率は、以下のとおりである。  

 全体 検察官送致 送致率 

殺  人 39 17 43.6％ 

傷害致死 35 16 45.7% 

強盗致死 23 11 47.8% 

 

325.  このような原則逆送制度の見直しは必要であるが、それと同時に、現

在、逆送された少年が、成人と全く同じ裁判所で、同じ刑事手続で裁判

を受けている状況を改善すべきである。 

日弁連は、少年を被告人とする刑事裁判手続に関し、①裁判所に対して、

少年の特性と能力に配慮した手続を求める総則的な規定を設けること、②

起訴後の少年被告人の勾留場所を原則として少年鑑別所とすること、③少

年被告人の情操等を配慮して裁判所が審理の公開を制限しうること等を

提言している（「５年後見直しに関する意見書」）。 

326.  また、我が国では、２００９年５月から、一定の重大事件に関して、

裁判員制度が導入される。これは陪審員制度とは異なり、職業裁判官３

名と素人である裁判員６名が、共同で審理にあたり、合議の上、有罪・

無罪のみならず、量刑も決定するという日本独特の制度である。少年の
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事件についても、例外なく裁判員制度の対象となっている。刑事裁判所

は、刑事裁判の審理によって、保護処分の方がふさわしいと判断する場

合には、再度、家庭裁判所に移送する旨の決定をすることができる。弁

護人が家裁への移送を求める主張をする場合には、少年の成育歴等高度

なプライバシーに渡る事実を詳細に主張立証する必要がある。裁判員制

度のもとで、少年のプライバシーの保護と少年法の理念に沿った審理が

確保できるような運用がなされるのかどうかが課題となっている。 

(3) 刑事処分年齢の引き下げについて 

327.  政府報告書は、「その趣旨は、・・・１４歳、１５歳の年少少年による

凶悪重大事件があとを絶たず憂慮すべき状況にあったことにかんが

み、・・・この年齢層の少年であっても、罪を犯せば処罰されることがあ

ることを明示することにより、規範意識を育て、社会生活における責任

を自覚させる必要があると考えられたため」であり、「少年司法基準の趣

旨に反するものではない」（パラ４８０）とする。 

   しかし、政府報告書自身が、その改正の目的が、厳罰による犯罪防止を

目的とするものであることを認めているが、これが、リヤド・ガイドライ

ン等の国際準則に反することは明らかである。 

328.  最高裁の報告によれば、２００１年４月～２００６年３月までの５年

間で、１６歳未満の少年で検察官送致されて刑事裁判に付されたのは、

３人（傷害致死２人、強盗強姦１人）である。このうち傷害致死の２人

については、刑事裁判所が、少年を保護処分に付するのが相当であると

して、家庭裁判所に移送し、最終的に少年院送致となっている（なお、

この他に交通関係事件で２人が検察官送致されている）。したがって、刑

事裁判に付されて、実際に刑事処分を受けた少年は１人だけである。 

   このように数が少ないという事実は、改正の際に述べられたように「１

４歳、１５歳の年少少年による凶悪事件があとを絶たず憂慮すべき状況に

ある」という事実はないことを示す。 

329.  他方で、数は少ないものの、検察官送致がなされ、刑事裁判に付され

た３人の少年たちは、いずれも長期間、何ら教育的働きかけのないまま

成人と同じ勾留施設で身体拘束された状態（一応部屋は成人とは分離さ

れているが）で裁判を受けることになった。１人の少年は、傍聴者が多

数詰めかけた公開法廷に怯えた様子であり、極度の恐怖・緊張のあまり

顔を上げることすら容易にできず、尋問においても、弁護人や検察官か

ら何を聞かれても「はい」と答えるしかないような状態であったとの報

告がなされている（２００６年３月１６日、日弁連「改正」少年法・５
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年後見直しに関する意見書）。 

(4) 観護措置期間の延長について 

330.  政府報告書は、「同制度は、事実認定のため多数の証拠調べが必要な事

案に限って認められ、その数も極めて限られており、併せて観護措置に

対する異議申立の制度も導入され児童の権利に配慮している。」と述べて

いる。 

    最高裁の報告によれば、２００１年４月から２００６年３月までの５

年間で、観護措置期間が４週間を超える特別更新がなされた少年は２４

９人であり、うち、４週間超が４６人、５週間超が９５人、６週間超が

４７人、７週間超が６１人であった。 

331.  観護措置決定がなされる人数が、年間約１７，０００人から２０，０

００人であることからすれば、その数は、多くないとはいえるが、長期

間の身体拘束のために少年が精神的に不安定になったというケースも報

告されており、少年の精神的肉体的影響について、検証が必要であり、

子どもの権利条約３７条(b)に照らして、最も短い適当な期間の拘束であ

るか否かが検証される必要がある。 

３ 弁護士の援助を受ける権利の不十分さについて 

(1) 第２回総括所見及び第３回政府報告書 

332.  第２回総括所見では、「法を犯した子どもに対して、全ての手続を通じ

て法的援助を確保すること」が勧告されている（パラ５４(e)）。 

    第３回政府報告書は、「家庭裁判所での審理において、少年及び保護者

には付添人選任権があり（少年法１０条１項）、観護措置決定手続におい

て、裁判所が少年にその説明をするほか（少年審判規則１９条の３）、事

件担当書記官が、少年及び保護者に対し、手続や権利等について説明し

た書面を事前に交付又は郵送し、その中で付添人選任権についても説明

している。」（パラ４７２）とし、２００７年改正少年法により、国選付

添人の選任範囲が広がったことを述べている（パラ４６０）。 

(2) 弁護士付添人選任の実情 

333.  しかしながら、家庭裁判所で審判を受ける少年のうち、弁護士の援助

を受けている少年は極めて少なく、到底「全ての手続を通じて法的援助

が確保」されているとは言えない。 

    一般事件（道路交通法違反、業務上過失致傷等の交通関係事件を除く

事件）のうちの弁護士付添人の選任率は以下のとおりである。 
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 一般事件総数 弁護士付添人 比率 

2002 年 83,609 4,346 5.2% 

2003 年 81,511 4,583 5.6% 

2004 年 78,916 4,134 5.2% 

2005 年 70,017 4,358 6.2% 

2006 年 63,551 4,230 6.6% 

2007 年 59,636 4,147 7.0％ 

 

     少年鑑別所に送致されて身体拘束された人員との対比で見ても、その割

合は決して高くない。 

 

 一般保護事件鑑

別所送致人員 

弁護士付添人 比率 

2002 年 19,330 4,346 22.5% 

2003 年 20,047 4,583 22.9% 

2004 年 18,756 4,134 22.0% 

2005 年 17,115 4,358 25.5% 

2006 年 15,667 4,230 27.0% 

2007 年 13,644 4,147 30.4％ 

 

(2) 国選付添人制度の不十分さについて    

334.   これは、国選付添人制度が極めて不十分であることが最大の原因であ

る。少年自身は資力はなく、非行を犯す少年の家族も資力がない場合が

多い。仮にあったとしても、家庭が崩壊している場合には、少年のため

に弁護士費用を負担しようとしない親が多い。したがって、本来、少年

に弁護士の援助を受ける権利を保障するためには国費により弁護士を

選任する制度を充実させることが必要なのであって、それを抜きに、裁

判官が少年に弁護士選任権を説明したり、文書を配布したりしても意味

はないのである。 

335.  わが国では、この１５年間で弁護士付添人の選任数は急増しているが、

それを支えているのは、全国の弁護士全員が特別会費を支払って基金を

設立し、そこから弁護士費用を援助するという、少年保護事件付添援助

制度のおかげである。２００６年の弁護士選任数４，２２９人のうち、

３，６５３人（８６.３%）が、援助制度を利用した弁護士付添人である。 



 

120 

 

336.  これに対して、２００７年の少年法改正で、国選付添人制度が拡充さ

れたが、その対象事件は、重大事件に限定されている。このため、２０

０７年１１月から２００８年１０月までの１年間で選任された国選付

添人は、５２２人に過ぎない。 

    権利条約３７条(d)は、「自由を奪われたすべての児童は、弁護人その

他適当な援助を行う者とすみやかに接触する権利を有する」と規定して

いるところであり、日弁連は、少なくとも少年鑑別所に送致されて身体

拘束を受けた少年については、全て国選付添人制度の対象にすべきであ

ると主張している。政府は、国選付添人制度を拡充すべきである。 

(4) 家裁送致前（捜査段階）の国選弁護制度について 

337.  捜査段階の国選弁護制度については、２００９年５月から大幅に拡充

された。身体拘束を受けた事件の大半が、国選弁護制度の対象となる。

しかしながら、この改正によっても、国選弁護の対象となるのは勾留決

定がなされた後であり、それに先立ち、最大７２時間認められる「逮捕」

段階は、国選弁護の対象とならない。 

338.  政府報告書は、「逮捕された被疑者は、直ちに弁護人と接触することが

できるようになっている。」（パラ５０８）と述べるが、現実には、弁護

士会が運営する当番弁護士制度によって、逮捕段階の弁護人との接触は

可能なものとなっているのであり、弁護士の費用も、弁護士会が運営す

る基金によってまかなわれている。 

   しかし、本来は、逮捕段階についてもその弁護費用は国費によってまか

なわれるべきであり、権利条約３７条(d)の、「弁護人と速やかに接触する

権利を保障する」ためには、逮捕段階についても国選弁護の対象とすべき

である。 

４ 少年の身体拘束 

(1) 第２回総括所見及び第３回政府報告書 

339.  第２回総括所見では、「自由の剥奪が最後の手段としてのみ用いられる

ことを確保するため、審判前の身体拘束を含めて身体拘束に代わる措置

の利用を強化し、増加させること」と勧告された（パラ５４(c)）。 

   しかしながら、第３回政府報告書はこの点に関し、「身体拘束に代わる

措置の利用の強化」について触れるところはなく、「家庭裁判所の審判手

続における観護措置は、審判を行う必要がある場合に限って行われる。」

と述べ、その統計数値を掲げるのみである（パラ４８９）。 

(2) 審判前の身体拘束の実情 

340.  第３回政府報告書に掲げられた数値を見ると、観護措置の件数は年々
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減少しているが、これは、全体の事件数が減少しているからに他ならな

い。 

  観護措置がとられた割合を見ると、２０００年以降、２０％以上で、全

く減少していない。むしろ、１９９０年代には、１０～１５％で推移して

いたのであり、その当時からみれば、増加している。審判前の身体拘束が、

「最後の手段としてのみ用いられている」かについては、疑問がある。 

   少年法上は、家裁の調査官による観護措置が規定されているが、実際に

は、ほとんど活用されていない。その活用も積極的に検討されるべきで

ある。 

 

  総数 観護措置あり なし あり比率 

2000 76,737 18,072 58,665 23.6% 

2001 79,998 17,803 62,195 22.3% 

2002 83,676 17,721 65,955 21.2% 

2003 81,558 17,818 63,740 21.8% 

2004 78,969 16,736 62,233 21.2% 

2005 70,088 15,476 54,612 22.1% 

2006 63,630 14,124 49,506 22.2% 

2007 59,697 12,391 47,306 20.8% 

 

５ 少年えん罪事件について 

341.(1) 日本政府は、少年えん罪事件の存在を認めないためか、第１回から

第３回の政府報告書で、少年えん罪事件に全く触れていないし、違法な

捜査の存在する実態に目をつぶり、何の報告もなさず、その改善策にも

言及していない（日弁連１回目レポート［５９６］）。 

     しかし、日本政府の統計 18によっても、数十年間にわたって毎年、交

通事件等を除く一般保護事件で、捜査はされたが非行事実無しとして

審判が開始されなかったり、審判が開かれたが非行事実なしとして不

処分となった事件が百件前後あり、数百件あった年もある（資料１４）。 

      以下、いくつか著名な例（ケース）を挙げる。 

342.［1］東調布署怪盗団えん罪事件（１９７６年） 

１９７６年、共犯とされた４人のうち２人（当時１６歳）は、３回の

                             
18 最高裁判所作成司法統計年報 少年編 一般保護事件終局総人員 
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逮捕と２回の勾留観護措置で、９６日間身体拘束された。「自白」した

窃盗事件は２００件以上であるが、捜査報告書によると被害金品は、

現金２０００万円、指輪２０００個、時計５００個、ネックレス１０

０本などである。警察は、その所轄署内にたまっている未解決の、迷

宮入りしかかっていた事件の大半をその少年たちに押しつけたのであ

る。家庭裁判所は送致された窃盗事件全件について非行事実なしとし

た。 

343.［2］大阪老女殺人えん罪事件（１９７９年） 

１９７９年、駄菓子屋を営む老女がやく殺され、現金十数万円等が奪

われ、約９ヶ月後、小学６年生の少年（男性、１１歳）が「自白」し

たが、付添人活動により「非行事実なし」を獲得した。触法少年のケ

ースである。 

344.［3］柏少女殺人えん罪事件（１９８１年～１９８７年） 

小学６年生の少女（１１才）が、小学校校庭で右胸と右手首を果物ナ

イフで刺殺された事件で、少年（男性、１４才）は警察に取調を受け、

約３時間で虚偽の「自白」をし、少年院に送致された。付添人弁護士

の活動により、少年院で無実を訴えた少年に対し、最高裁は、『再審』

の道を初めて認めた（１９８３年）。 

345.［4］綾瀬母子殺人えん罪事件（１９８８年～１９８９年） 

１９８８年１１月白昼マンションで主婦と長男７才が惨殺された。約

５カ月後、３人の少年（男性、１５才）が襟をつかんで押したり、平

手で顔をなぐったり、髪をつかんで壁にぶつけるなどされて虚偽の自

白をし逮捕された。１９８９年９月、付添人弁護士（９人）の活動に

より「無罪」（非行事実なし）が確定した。うち１人の少年は、検察官、

裁判官に身に覚えがないと訴えたが、聞いてもらえず、逆に警察にも

どったときに怒鳴られ殴られて、恐怖から自殺を図った（未遂）19。 

警察のアリバイ証人に対する違法な補充捜査、３人の少年の最初の弁

護人（１人）の少年の無実の話を聴く姿勢がなく、警察の立てた筋書

を疑わなかった等の問題があった。 

346.［5］草加事件（１９８５年～２００３年） 

１９８５年に発生した女子中学生殺害事件（いわゆる「草加事件」）

では、少年らは「無罪」（非行事実なし）を主張し最高裁まで争ったが、

「有罪」となった。その後死亡した被害者の遺族が提起した民事訴訟

                             
19 日弁連子どもの権利委員会編「少年警察活動と子どもの人権」６１頁～６２頁） 
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が、元少年らがえん罪を晴らすための場として機能した。２００３年

３月に民事裁判で少年側が勝訴し、「無罪」が確定した。えん罪を晴ら

すのに約１８年もかかった（日弁連２回目報告書パラ４１２、４１３）。 

347.［6］山形明倫中マット死事件（１９９３年～現在） 

少年審判、民事訴訟で７人の元生徒・弁護団等はえん罪を晴らす活動

を現在も続けている（日弁連２回目報告書パラ４１４～４１７）。 

348.［7］調布駅南口集団暴行事件（１９９３～２００１） 

１９９３年に調布駅南口駅前路上で発生した暴力行為等処罰に関する

法律違反・傷害事件、家庭裁判所に送致され冤罪を訴えた少年６人の

うち５人に少年院送致の決定があり抗告し５人全員が差し戻され、う

ち１人に非行なし（無罪）が言い渡されたが、残り４人が刑事裁判が

相当ということで検察官に送致され、補充捜査の上非行なしの１人を

含む５人が刑事裁判に起訴された。地方裁判所は裁判時未成年の１人

につき不利益変更禁止を理由に公訴棄却。残り４人について裁判が継

続したが、公訴が棄却された１名について、高等裁判所は中間処分で

不利益変更にならないとしたが、上告した結果最高裁は保護処分に比

し刑事処分は一般的類型的に不利益であるとして、１審の結論を支持

して公訴棄却が確定した。地裁に残された４名については、公訴を維

持する見通しがたたなくなり、検察官が公訴を取消し刑事裁判は終わ

った。非行なし不処分が確定した１名をのぞく４名は、実質無罪を確

定させるため刑事補償請求を行い、紆余曲折を経たが、４名全員に刑

事補償が満額認められ、事件は７年かかってようやく実質無実である

ことを認めさせることができ、終結した。 

349.［8］大阪地裁所長襲撃事件（２００４年～２００８年） 

２００４年２月夜、徒歩で帰宅中の大阪地方裁判所の所長（当時）が、

若者の集団に襲撃されて、現金６３，０００円を強奪された上、骨盤

骨折などで全治２ヶ月の重傷を負った。強盗致傷容疑で少年２人（１

４歳、１６歳）が逮捕され、事件当時１３歳だった少年１人は補導さ

れて、事情聴取を始めたその日のうちに「自白」した。また、顔見知

りの２人の成人男性の名前を言って、自分たちの犯行だと「自白」し

た。警察は少年らの供述から２人の成人男性を逮捕し、検察官は大阪

地方裁判所に起訴した。事件当時１４歳と１６歳の２人の少年につい

ては大阪家庭裁判所へ送致した。だが成人男性２人は警察署でも拘置

所でも一貫して無罪を主張した。２人の成人男性は８年の懲役を求刑

されたが、２００６年３月、１審で無罪判決、２００８年４月、２審
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も無罪判決が出て、無罪判決が確定した。 当時１３歳の少年は、大阪

府警が児童相談所に通告して児童自立支援施設に入所した。現在、施

設から出所して、警察に自白を強要されたと訴え、民事訴訟にて係争

中である。当時１４歳の少年は、２００６年３月に大阪家裁より中等

少年院送致の保護処分が決定したが、その後、少年側の抗告により、

２００７年５月、大阪高裁で第１回抗告審が行われ、差し戻し決定、

同年１２月、大阪家裁は不処分と決定した。しかし検察側の抗告によ

り、大阪高裁で第２回抗告審が行われ、２００８年３月、差し戻し決

定が出され、少年側の再抗告により、７月、最高裁で大阪高裁の差し

戻し決定が取消され、少年の不処分が確定した。 当時１６歳の少年は、

２００４年７月に大阪家裁より中等少年院送致と決定、２００５年１

１月、少年院送致処分の取り消しの申し立てを行った。２００６年２

月、少年院を退院し、同月、大阪家裁より処分取り消しが決定した。

検察側がこの決定を不服として大阪高裁に抗告受理申立てを行ったが、

２００８年９月、大阪高裁は抗告を棄却する決定を行った（成人の再

審無罪判決に相当する家裁の保護処分取消・不処分決定が確定）。これ

により、少年審判・刑事手続に付されていた４人については全員無罪

判決・非行事実なし不処分決定が確定した。 

350.［9］御殿場事件（２００１年～現在） 

静岡県御殿場市の公園で、２００１年９月１６日夜、少女（当時１５

才）を集団でレイプしようとしたとして被害者の証言のみで犯罪とさ

れ、１０人の少年（当時１６～１７才）が強姦未遂で逮捕された事件

である。捜査段階で少年１０人は「自白」し、当時の天気の状況やア

リバイ等も無視され、訴因のうち、犯行日が途中で１週間も変更され

たにもかかわらず、「有罪」となった。 

①  ５人の少年は、「自白」を維持し少年院送致などの処分を受けているが、

元少年の１人は無実を訴え、２００８年２月やり直し審判を申し立て

たが同年１２月結審している。 

②  ５人の少年は少年審判で、無実を訴えた。１人の少年は、１審の家裁

で「無罪」（非行事実なし）となった（２００４年、改正前ならこれで

確定）が、検察官が抗告受理の申立てをした。抗告が受理されて抗告

審で「逆送」され、刑事裁判所で懲役２年６月執行猶予４年の判決を

受けた（２００７年）。無実を訴え、最高裁に上告したが、２００９年

４月棄却された。４人の元少年は「逆送」され刑事裁判となり、無罪

を訴え続けたが懲役１年６月の実刑とした２審判決は上告審で棄却さ
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れた（２００９年４月）。『再審』の可能性があるが、無実を晴らすた

めに子どもたちが長期間の刑事裁判をかかえることも大問題である。 

最近大人では、真犯人が発見されたことにより服役後えん罪が晴れた

富山強姦えん罪事件（２００７年）などが有名であるが、少年の場合も

古くから（１９５０年）真犯人の発見・服役により、少年院出所後、無

実が判明したケースも知られている。一体どれだけ多くの少年が無実に

泣いてきたのだろうか。無実を晴らすのに、長い年月がかかるのは、少

年にとってあまりにも酷である。 

(2) 少年えん罪の原因 

351.  前記のケースやその他の多数の少年えん罪事件を分析すると、 

352.［1］警察が依然として自白偏重の姿勢を崩さないこと 

355.［2］子どもたちを代用監獄（留置場）に安易に収容し、暴行・脅迫・誘

導などを用いた違法な取調べを行っている実態があること 

356.［3］警察が物証や現代的科学的な証拠を軽視し、見込み捜査をする傾向

があるとともに、少年の話を聞き出す能力が不十分であること 

357.［4］日本では警察官の匿名性が極めて強く、警察官の個人責任が制度と

して確立していない。警察官が職務の遂行にあたり少年に損害を与え

た場合、国家賠償法の判例や運用では警察官個人の民事責任を追及す

ることは原則としてできないため、警察官の違法行為を防止できない

こと 

などに、少年えん罪の原因がある。 

358.(3) 少年えん罪事件の発生を防止し、違法な捜査を根絶するには、次の

ことが必要不可欠である。 

359.［1］政府は、警察などの捜査機関が取調べの全過程をビデオ録画などに

よって記録される（捜査の可視化）規定を直ちに設けるべきである。こ

の点について、国際人権（自由権）規約委員会の総括所見（２００８年

１０月）１９項は、「締約国は、虚偽自白を防止し、・・・・取調べの全

過程に録画機器の組織的な利用を確保し」と述べている。 

360.［2］犯罪少年・触法少年に対して、警察・検察・裁判所が、少年の黙秘

権、証人尋問権、反対尋問権、全面的に国費による弁護士の援助を受け

る権利（国費による弁護人・付添人選任制度）を実質的にかつ早急に保

障し、それらの権利について明文の規定を設けるべきである。 

361.［3］少年事件の捜査段階に関し、その特性に配慮し、国際準則に合致し

た特別の法律が制定されるべきである。 

362.［4］少年の防御権を保障し、弁護人の取調べ立会権を認めるべきである。



 

126 

 

捜査機関が弁護人立会の申し出があるにもかかわらず、これを認めずに

取調べを行った場合には、その取調べで得られた証拠には証拠能力がな

いとして証拠排除する原則を確立すべきである。弁護人の取調べ立会権

について、国際人権（自由権）規約委員会の総括所見（２００８年１０

月）１９項は、「取調べ中に弁護人が立会う権利を全被疑者に保障しなけ

ればならない。」と述べている。 

363.［5］日本政府は、国際人権（自由権）規約委員会の総括所見（２００８

年１０月）１８項も述べているように、代用監獄（留置場、警察の管理

する拘禁施設）を廃止すべきであり、また少年を代用監獄に収容しては

ならないことを明文化すべきである。 

364.［6］警察官、検察官、裁判官、弁護士に対して人権教育を徹底的に実施

すべきである。国際人権（自由権）規約委員会は、２００８年１０月の

総括所見で、「締約国は、規約の適用と解釈が、裁判官、検察官及び弁護

士のための専門的教育の一部に組み込まれること及び規約に関する情報

が下級審も含め全てのレベルの司法機関に普及されることを確保すべき

である」と述べている（７項）が、参考とすべきである。 

 

６ 少年に対する死刑 

365.  我が国では、１８歳未満の少年が犯した犯罪について死刑が科される

ことはない。しかしながら、我が国の少年法上は、２０歳未満は少年と

して扱われるにもかかわらず、１８歳以上の少年に対しては、死刑が科

されることがある。 

    これに関連し、１９９９年に、１８歳の少年が、母と０歳の子どもを

殺した事件について、地方裁判所は無期懲役の判決を言い渡し、高等裁

判所もこれを支持したが、最高裁判所は、２００６年６月、高等裁判所

の判決を破棄し、審理を差し戻した。これを受けて広島高等裁判所は、

２００８年４月、死刑判決を言い渡した。 

    この４０年間、少年時の犯行に対して死刑判決が言い渡されたのは、

１９６８年～６９年に発生した４人を殺害した事件、１９９２年に発生

した４人を殺害した事件であり、いずれも１９歳時の犯行であった。こ

れに対して、本件は、被害者が２名で１８歳時の犯行であることから、

少年に対する死刑適用基準を拡張するものであることが懸念される。 

 

７ 少年に対する処遇 

(1) 少年刑務所で処遇される少年が増加していることの問題 
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366.  CRC は、第２回政府報告書審査に基づく総括所見において、現在、家庭

裁判所が１６歳以上の子どもの事件を成人刑事裁判所に移送できること

について、このような実務を廃止する方向で見直しを行なう旨の勧告を

している（パラ５４(d)）。しかし、２（２）で述べたとおり、その率は

高いままで推移している。そして、成人刑事裁判所に移送された少年の

ほとんどは懲役刑の判決を受けて少年刑務所での処遇を受けている。 

367.  少年刑務所は、原則として２６歳までの者を収容する施設であり、収

容されている受刑者のほとんどは２０歳以上の成人である（例えば、我

が国で最も規模の大きい少年刑務所である川越少年刑務所は、２００７

年の年末在所男子受刑者１７７７人のうち、２０歳未満の少年は７人で

あった）。少年刑務所は、成人に対して自由の制限と刑務作業を本質と

する刑の執行を担う施設であって、少年に福祉的なケアを行うことは主

たる目的とされていない。そのため、この施設に少年が多く送致される

こと自体から多数の問題が生じている。 

このため、少年刑務所における施設内処遇は、少年が社会に出て建設的

かつ生産的な役割を担うことを援助するためにケア、保護、教育、職業的

訓練を少年に与えることであるとする北京ルールズ２６条に反する。個別

の問題については以下に指摘する。 

(2) 少年刑務所の処遇 

 [1] 教育内容 

368.  ① 年齢に応じた個別的な処遇がないこと 

第３回政府報告書は少年の年齢に応じた処遇がなされていると述べ

る（パラ４６１（第２回パラ２９６））。 

しかし、少年刑務所においては年齢ごとにきめ細やかな処遇が行わ

れているとは言えない。少年刑務所に収容される可能性がある少年は

１６歳から１９歳までと幅広いため、その年齢に応じた処遇が必要な

はずであるが、例えば１６歳の受刑者と１９歳の受刑者も基本的に同

じ処遇を受けており、別のプログラムを用意するといったことはされ

ていない。 

369.  ② 職業訓練のメニューが十分でないこと 

また、少年刑務所において職業訓練の充実が図られていると述べる

（パラ４６２）。 

しかし、これは少年受刑者には妥当していない。少年だけを分離し

て刑務作業や職業訓練をさせている施設はごくわずかであるが、そこ

では、多様な職種の中から作業体験を積んだり職業訓練を受けたりす
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ることができていない。刑務作業や職業訓練を成人と混合して実施し

ている施設では、成人のためのプログラムを選択できるようになって

いると思われるが、その場合は、成人と分離されていない点で、成人

との分離を求める少年法４９条３項、北京ルールズ２６．３に反する

運用となっていると言わざるを得ない。 

370.  ③ 教育にあてる時間が少ないこと 

個々の少年の特性に応じた個別的な処遇計画を作成し個別面接、日

記指導等の個別指導、各種処遇技法を用いた処遇類型別指導その他の

指導がなされるようにはなってきた（パラ４６４）。 

しかし、それをふまえても少年院との教育の違いは大きい。 

少年刑務所においては、刑務作業と職業訓練等の教育を、合計して

１日８時間を超えない範囲で実施することとされている。罪を犯した

少年のケアとしては教育を多く行うべきであるところ、少年院では基

本的に施設にいるすべての時間が教育に充てられるのと比べ、少年刑

務所では教育に充てられるのは８時間のうち、さらに刑務作業の時間

を除いた時間ということになり、かけられる時間がかなり少なくなる。

しかも、実際に少年刑務所で行われている教育は、限定的な職種の職

業訓練に過ぎず、教科教育や認知行動療法や生活訓練などはほとんど

行われていない。自由時間に自習して英語検定や高卒認定試験などを

受ける機会が保障されている程度にすぎない。 

この意味で、第１回政府報告書パラ２６０で少年院と同様の処遇が

なされているとの記載があるが、実態は全く異なる。 

371.  ④ 個別処遇が十分でないこと 

少年院においては、施設の規模が小さく、定員が１００人前後の施

設が多いこともあって、全職員が少年に目を配って処遇するという姿

勢がある。また、寮担当が個別担任となり、またときには職業補導も

行うという形で、少年の全生活を把握している。これに対し、刑務所

においては、定員が５００名を超える施設も少なくない上、職員ごと

に役割の分業が細かく進んでおり、基本的に職員間の干渉がない。 

その上、少年院は収容者数の３割から５割にあたる人数の職員がい

るが、少年刑務所は２割程度であり、職員が少なすぎる。人員がいな

ければ十分な教育を行うことができず、管理中心の処遇にならざるを

得ない。 

そのため、個別担任制をおくようになった点は改善点であるとして

も、やはり少年院における個別処遇とは中身が異なり、個別性の程度
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はかなり低くなるといわざるを得ない。 

372.  ⑤ 刑期が少年の教育の必要性とリンクしていないこと 

少年院においては、家庭裁判所の審判において、その少年が改善す

べき問題点の大きさに応じた収容期間が定められ、適切な期間の教育

プログラムが組まれることになる。しかし、少年刑務所の収容期間で

ある刑期は、少年の問題点の改善の必要性とはリンクしておらず、行

為及び結果の重大性をもとに刑事裁判の判決で決まることになる。そ

して、成人と異なる処遇を受けるのは原則として服役後成人までであ

り、成人した後は、処遇上特別の配慮はされていない。そもそも、少

年刑務所では、個別の少年ごとに資質上の問題点の大きさに応じた教

育プログラムが用意されていない。 

 [2] 外部交通 

① 面会及び信書発信の制限 

373．   刑事被収容者処遇法においては面会や信書発信の回数について特

に制限はされていない。しかし、運用において、処遇の当初の段階

では、少年についても面会は月２回、信書は月４回に制限されてお

り、不当な制限がなされている。この程度の回数では、家族や友人

等との関係を維持するためには不十分である。「全ての少年は、プ

ライヴァシーへの要求を尊重するような態様で、定期的にかつ頻繁

に、原則として週１回、少なくとも月１回、家族および弁護人の訪

問を受ける権利を有し、かつ、これらの者との接触および無制限の

コミュニケーションを保つ権利を認められなければならない」とす

る、自由を奪われた少年の保護のための国連規則４J６０の趣旨から

しても、このような運用上の制限は許されてはならない。 

また、面会は、規則上は原則として最低３０分確保するものとされ

ているものの、施設の判断で最短で５分まで制限できることとなって

いるため、実際には、１０分程度の面会しか許されていないことが多

い。このような運用はやはり同規則の趣旨からして許されないのであ

るから、このような時間制限は撤廃されるべきである。 

②  面会の際の職員の立会 

374.      面会については、法律では、必要がある場合に職員を立ち会わせ

ることができるとなっているのみであるにもかかわらず（刑事被収容

者処遇法１１２条）、運用では職員が立ち会うことが原則となってい

る。弁護士との面会であっても同様である。そのため、少年が、刑務

所での処遇について弁護士に不満を訴えることも困難である。信書も
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原則的に検査される運用となっている。ヨーロッパ諸国の刑務所の面

会施設では、面会の立会は極めて例外的な場合に限定され、大部屋で

の面会内容を聞かない形での面会が実現しているが、十分なコミュニ

ケーションを保障するためにこれに習うべきである。 

③  少年刑務所へのアクセスの困難 

375．  少年刑務所は全国に７箇所しかないため、家族と遠く離れた施設に

入所させられてしまうことが少なくない。遠距離の施設に収容され

ることは面会の大きな妨げとなっている。 

④ 通訳費用を少年に負担させることの問題 

376.    なお、外国語による面会・信書の発受において、翻訳費用を受刑者

に負担させることができるとしているが（受刑者処遇法７０条２

項）、資力のない外国人少年受刑者について、外部交通を著しく制

約する危険がある。「拘禁施設の職員の言語を十分に理解できない

少年は、必要なときには何時でも、とりわけ医学的検査および懲戒

手続の際には、無料で通訳のサーヴィスを受ける権利を与えられな

ければならない。」とする、自由を奪われた少年の保護のための国

連規則１－６の趣旨にも反する。  

 [3] 頭髪及び衣服 

377.    男性の受刑者は、分類級が１級の者や釈放に近い者を除いて、丸刈り

に近い頭髪が強制されている。女性の場合は各施設において髪型を指

定して、その中からしか選択できない運用となっている。衣服につい

ては成人と同じく受刑者の共通の服しか着用できず私服は認められ

ていない点で、「少年に対しては、可能なかぎり私服を着る権利が与

えられなければならない。」とする、自由を奪われた少年の保護のた

めの国連規則４D３６に反する。 

 [4] 懲罰 

378.   少年についても３０日以内の閉居罰が科せることとなっているが（刑

事被収容者処遇法第１５１条第１項第６号）、閉居罰の執行中は、家

族との間ですら外部交通が一切許されない運用となっている。これ

は、懲戒手続について、「家族との接触の制限または拒否は、いかな

る目的であっても禁止されなければならない」とする、自由を奪われ

た少年の保護のための国連規則４L６７に反する。 

 [5] 女子少年受刑者の問題 

379.   女子少年を収容する少年刑務所はなく、２７歳以上の成人と同じ刑務

所で処遇されている。そのため、女子少年受刑者に対しては、男子
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少年受刑者と比べて少年固有の教育や処遇上の配慮が不十分となら

ざるを得ない。これは、「女子少年犯罪者が男子少年犯罪者に劣る

ケア、保護、援助、処遇、訓練を受けることがあってはならない。

公正な処遇が保障されなければならない。」とする北京ルールズ２

６条４項に反する。 

(3) 少年院 

[1] 外部交通 

380.   家族との面会が原則として月１回に限られる運用となっているが（日

弁連第１回報告書パラ６１１）、自由を奪われた少年の保護のための

国連規則４J６０の趣旨に反する。 

家族以外の友人、恋人等との面会、信書が許可されることはまれな状

態であるが（日弁連第１回報告書パラ６１２）、これも社会内の人間関

係を断ち切ってしまう点で社会との再統合を害している。これは、「全

ての少年は、適法に制限されない限り、その選択した人物と書面あるい

は電話で少なくとも週２回コミュニケートする権利を有し、この権利を

効果的に行使するために必要な援助を受けられなければならない。全て

の少年は、信書を受け取る権利を認められなければならない。」とする

同規則４J６１に反している。 

[2] 不服申立 

381.  刑務所においては、処遇全般について審査の申請・事実の申告・苦

情の申し出などの不服申立制度が利用できるが、少年院に収容されて

いる少年はそれらが利用できないことは問題である。 

    「全ての少年は、拘禁施設の長および認可された代表に対して、要望

を提出しまたは不服申し立てをする権利を認められなければならな

い。」とする同規則４A７５に従い、処遇全般についての不服申立制度

が整備されるべきである。 

382.   特に、成績評価は仮退院の時期と直結する問題であり、不服申立の機

会が認められなければならないが、未だ成績評価に対する不服申立の

制度が定められておらず（日弁連第１回報告書パラ６１４）、「いず

れの少年に対しても、不正確な、根拠のないあるいは不公正な報告の

訂正を可能にするために、少年のファイルに含まれるいかなる事実や

意見をも争う権利が与えられなければならない」とする、自由を奪わ

れた少年の保護のための国連規則４A１９に反する。 

383.  また、刑事施設には刑事施設視察委員会が設置されていて少年の被収

容者であっても視察委員会制度の利用が可能であるが、少年院にはこれ
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がない。「資格のある調査員または適切に組織され施設当局には所属し

ない機関に対して、定期的な調査を実施し、ならびに、自らの判断で事

前告知なしに調査を行う権限が与えられ、この任務の遂行にあたっては

その独立が完全に保障されなければならない。」とする同規則４M７２に

従い、少年院においても、第三者機関の監視がなされる制度が創設され

るべきである。 

  これらについて整備がなされていなかったことが、前述の広島少年院で

の暴行事件の発覚をここまで遅らせた大きな原因となっていると思われ

る。 

 (4) 保護観察 

[1] 教育内容 

384.   第３回政府報告書では、類型別処遇、福祉施設での介護、奉仕活動、

社会奉仕活動などのプログラムがあげられているが（パラ４６６（第

１回政府報告書パラ２６１）、パラ４６７）、その担い手となる保護

司は民間の篤志家のみで構成されており、その活動は無償で行われて

いる。保護司の高齢化が問題とされており、少年とのコミュニケーシ

ョン能力の問題も指摘されている。政府報告書で指摘されているよう

なきめ細やかな指導は実際には機能していない。予算措置を取ってよ

り組織的に強化すべきである。 

また、保護観察官による重点的な働きかけを積極的に行うというが

（パラ４６７）、保護観察官は平均して同時に１００～２００件ものケ

ースを担当しており、保護観察官による独自の処遇が実施されている例

は極めて限られている。 

[2] 施設内処遇との連携の弱さ 

385.   少年院も少年刑務所も、保護観察所と書面での情報交換は行ってい

る。しかし、帰住調整に難航する少年のような一部の事案において保

護観察所と連絡を取り合ったり、ケース会議を行っている事案を除い

ては、両者とも書面での情報交換以上のことは行っておらず、少年院

も少年刑務所も、保護観察所との連携は弱いと言わざるを得ない。前

述のとおり、保護観察官が多くのケースを担当していることからの限

界があるので、保護観察官の増員がなされるべきである。 

(5) 更生保護 

386.  矯正施設から社会に復帰する際に、家族等の引取先のない少年は少な

くないが、そういった帰住先のない少年は釈放時期が遅くなりがちであ

り、不利益な取り扱いを受けている。そのような少年について、多くは
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成人の仮釈放者のための更生保護施設に入ることになるが、少年の定員

は施設全体の定員の約１５％に過ぎず、そもそも入所が困難である。入

所が実現したとしても、成人の仮釈放者からの悪風感染があるし、少年

が施設生活に適応できなければ追い出されてしまい、安定した生活基盤

が失われてしまうという問題がある。これらの現状は北京ルールズ２４

条、２９条に反するものであり、早急に、矯正施設から出所した少年を

受け入れて社会復帰に導くための施設が増設されるべきである。 

387.  国内では、帰住先のない少年のための民間のシェルターが徐々に設置

されつつあり、このような少年を受け入れている施設もあるが、これに

対して適切な予算措置を講じるべきである（北京ルールズ２９条、リヤ

ドガイドライン３４）。 

 

Ｃ 搾取の状況にある子ども（含む身体的及び心理的な回復及び社会復帰） 

  

１ 子どもから供述を得る面接技法であるとともにこれを司法の場で証拠

として利用するための制度でもある司法面接を含め、性的搾取を受けた被

害児童の心身の回復をはかる専門的ケアをおこなうことのできる人的物

的設備を整えた制度を作るべきである。 

２ 子どもの労働の実態を早急に把握し、子どもが経済的搾取の対象となる

ことを防止する措置を講じるとともに、若年者が希望を持って働くことが

できるように労働環境を整備すべきである。 

３ 薬物の乱用防止のために、薬物にかかわる子どもを単に取締りの対象と

位置づけるのではなく、子どもを保護する観点から適切な対策を講じると

ともに、回復のための公的支援を充実させるべきである。 

 

１ 性的搾取及び性的虐待 

388. 児童買春・ポルノ禁止法が改正され、第１条に児童の権利の擁護を目的

とするとしたのは日本においては画期的であったことは事実である。 

  警察の発表によれば、児童ポルノの摘発は２００８年上半期で３０７件

となり、平成１２年以降最悪の数字となったが、これにあわせ被害を受

けた子どもも３６．４％増の１６５人と過去最悪の数字となった。児童

買春事件の被害者は同期で４３９人、警察が摘発した事件のうち、性的

虐待は３４人であった。また、出会い系サイトの利用に起因した児童買

春事件等の犯罪の急増を背景に、２００３年９月「インターネット異性

紹介事業を利用して児童を誘因する行為の規制等に関する法律」（出会い
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系サイト規制法）が施行され２００８年１２月にさらにその一部が改正

施行された。同法施行後出会い系サイトを利用して犯罪被害にあった児

童のうち警察庁が把握した人数は、７２４人（２００８年）であった。 

389.  性的被害を受けた子どもの保護とその精神的ケアについては、児童買

春・ポルノ禁止法においても、児童虐待防止法においても、心身に有害

な影響を受けた子どもに対し、その回復をはかり、個人の尊厳を保って

成長することができるよう必要な保護のための措置を適切に講ずること

が法定されている。しかし、実際には、十分な措置が講じられていない。 

390.  児童相談所の福祉の段階で、警察、検察、裁判所の司法の段階で、性

的被害を受けた子どもから事実を聞かなければならない場面が多数生じ

る。しかし、子どもは、年齢に応じた表現能力しかないという問題とと

もに、暗示・誘導に陥りやすいので、繰り返し事情を聞くことは、子ど

もから正確な情報を得ることを極めて困難とする。子どもの認知能力等

を熟知した専門家が、暗示・誘導に陥りやすい子どもの特性に配慮しな

がら、発達レベルに応じた誘導のない面接をしなければ、法的論争に耐

えうるだけの情報を得ることはできない。そこで、司法面接が開発され、

諸外国で採用されている。各国の司法面接には、さまざまなやり方があ

るが、例えば、児童福祉司、警察官、検察官、子どもに対する面接の訓

練を受けた心理職等の専門家が子どもに面接をする様子をビデオカメラ

のモニターをみてリアルタイムでチェックしながら、必要かつ正確な情

報を得られるようにし、その面接の過程をビデオテープで録画すること

によって、繰り返しの面接を不要として、被害を受けた子どもが被害の

実態を繰り返し聴取されることによる二次被害を避けるための制度であ

る。しかし、日本では、いまだに、裁判官も検察官も被害を受けた子ど

もからの事情聴取について特別な配慮が必要だということを共通認識と

していないのが現状である。性的被害を受けた子どもにとって、精神的

ケアのできる環境の中で、きちんと事実を話すことは安全確保、心身の

回復のために必要であるが、現在は児童相談所、警察、検察でばらばら

に動いているので、子どもの二次被害を防ぐためにも、司法面接の制度

を早急に立ち上げる必要がある。 

 

２ 子どもの経済的な搾取（含む児童労働）３２条 

(1) 労働状況の実態把握の必要性 

391.  日本においては、児童労働を含む子どもの経済的搾取に関して労働)基

準法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等において規
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制がなされている。 

しかし、中学生を派遣登録して就労させた派遣会社の社員が逮捕される

など、違法な児童労働の摘発事例が発生している。また、民間団体による

若年就労者へのアンケート調査によれば、約半数の若年労働者が、残業代

不払いをはじめとする違法労働を経験しているとのことである。さらに、

弁護士が少年事件の付添人として接する非行少年の話などからは、風俗関

連業務や建設関係の危険な労働に従事する子どもや、最低賃金以下の賃金

で就労している子どもが少なからず存在することが伺える。このように、

日本においても、条約の趣旨に反する児童労働を含んだ子どもの経済的搾

取の実態が存在している。国は、子どもの労働実態を正確に把握したうえ

で子どもの経済的搾取を防止するためのさらなる対策を講じるべきであ

る。 

(2) 若年労働者の就労支援策の必要性 

392. 非正規雇用の拡大など、一般的に雇用が流動化していることから、若年

労働者に対して一貫した指導・就業の下で職業上の技能を向上させるこ

とが困難となり、中学卒業や高校中退の学歴で就労する者が、社会にお

いて一層不利な立場に置かれるおそれがある。また、働く若者が、企業

から使い捨てにされるという気持ちを抱き易くなり、将来に亘っての労

働に希望を持つことが難しい状況となっている。若者が希望を持って就

労することができるように、労働環境を整備したり若年労働者の能力開

発の手助けをするなど、幅広い支援を行うことが求められる。 

３ 薬物乱用 

393.  政府報告書（パラ５２５、５３２）でも触れられているように、少年

による薬物乱用の検挙人員は減少傾向にはあるものの依然として高水準

にあり、少年の薬物乱用は深刻な状況にある。 

政府は、薬物乱用防止新５か年戦略を策定し、供給源の検挙、青少年に

対する薬物の危険性の啓発、乱用者の早期発見、取締りに務めていること

が認められる。しかし、政府の取り組みには、薬物乱用に至る子どもを保

護するという観点が不十分である。以下の各点に留意してさらなる対策を

行う必要がある。 

394. 第１に、薬物乱用に至る原因に即した対策が必要である。２００１年に

日弁連が行った非行少年とその保護者、付添人に対するアンケート調査

によれば、薬物事犯に及んだ少年の特徴として、保護者から心理的虐待

やネグレクトを受けた経験のある者が多く、「親に振り向いてもらえない、

親はあまり話を聞いてくれない」と訴える少年が目立っていた。また、
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学校においては、教師からの体罰を経験したり、学校内で人間関係を作

ることが苦手な少年が多いとされている。一方で、規範意識の欠如を薬

物乱用の原因と指摘する者は少数であった。このように、環境面や精神

面の問題が薬物乱用の原因であるとすると、単に薬物の危険性を告知し

たり、取締りを背景に威嚇をしても薬物乱用は容易に根絶できない。子

どもが薬物乱用に至る環境面、心理面の要因を十分に調査・検討し、よ

り幅広い観点からの対策が必要である。 

395.  第２に、薬物乱用状態となった子どもの回復のために、治療やリハビ

リテーション機関へのアクセスを容易にし、また、医療機関や施設が連

携を深めて、より効果的な回復のための支援の方法を策定する必要があ

る。そのために、専門治療病院の増設や、ダルクなど民間リハビリテー

ション施設への公的助成の拡充を行う必要がある。 

396.  第３に、薬物乱用への対応として、やむを得ず司法的な措置を受ける

子どもに対する処遇を拡充させる必要がある。現状は、少年院において

も薬物乱用者に対する効果的な治療プログラムが一般的には策定されて

いないなど極めて不十分を言わざるを得ない。司法機関、行刑機関、医

療機関及び福祉機関が連携しつつ、当該子どもの生活環境や心理的な問

題点に配慮しながら、個別の具体的な治療プログラムを策定して、子ど

もの回復につなげられるような対策を講じるべきである。 

 

Ｄ 少数民族又は原住民集団に属する子ども（第３０条） 

 

１ アイヌ民族とその子どもたちを、独自の言語、宗教や文化の独自性を有

する先住民族として認めるとともに、学校教育における差別や格差をなく

すための施策と予算措置が図る必要がある。 

２ アイヌ語及びアイヌ民族の歴史・文化を学ぶ機会を積極的に保障し、こ

れを学校においても教育目標の一つに掲げて実施すべきである。 

 

１ 政府報告書の概要と問題点 

397.  少数民族又は原住民集団に属する子ども（第３０条）について、第３

回政府報告書のパラ５８０は、啓発活動に関して第２回政府報告のパラ

９３、３５０、３５１を参照とするのみである。そこで、第２回政府報

告書のパラ９３、３５０、３５１と同報告書が更に参照する第１回政府

報告書のパラ５１、５２を見ると、わずかに、①法務省の人権擁護機関

が人権尊重思想の普及高揚を図るために、啓発活動を行っていること、
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②毎年行う人権週間では、アイヌの人々に対する理解と認識を深めるこ

との大切さを訴えていること、③差別行為が生じた場合には、法務省の

人権擁護機関において適切な措置をとるとなっており、その中にアイヌ

の人々も含まれていること、④学校教育では、人権尊重と差別・偏見を

しない教育を行うことが、一般論として記述されているに留まり、具体

的な記述は何らない。 

398.  また、第３回政府報告書のパラ５８１では、法務省の人権擁護機関が

扱った人権侵犯事件の中には、アイヌの人々を誹謗・中傷した事実等が

あり、これに対し人権相談や人権侵犯事件の調査・処理を行うとの一般

的な記述があるのみで、それ以上の具体的事実と調査・処理の内容も記

されていないので、子どもの権利とどのように関係しているのかは不明

である。 

399.  同様に、第３回政府報告書のパラ５８２は、第１回政府報告書のパラ

５０を参照とするのみであり、同報告書のパラ５０では、児童福祉法、

児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法等の支給は国籍要件なく、教育

もすべての子どもに機会を与えていると一般的な記述があるのみで、ア

イヌ民族の子どもの現状については特にふれていない。 

このように、政府報告書は第１回以来、一般的・抽象的な記述に終始し

ており、日本における少数民族又は原住民集団に属する子どもの現状はも

とより、その問題点や具体的な施策の有無についても何ら記述されていな

いため、政府報告書としての体をなしておらず、この点に関する問題点の

把握を著しく困難にしている。 

２ CRC の総括所見に対する検証の欠如 

400. このことは、とりもなおさず、政府が条約の批准以来、日本において少

数民族又は原住民集団に属する子どもに対して、具体的には何らの施策

をとってこなかったことを物語るものである。 

401.(1) 第１回総括所見においては、〔懸念１３〕において、「民族的マイノ

リティ特にアイヌの子ども・・につき、差別の禁止、子どもの最善の利

益、子どもの意見の尊重が、子どもにかかわる立法政策およびプログラ

ムに全面的に統合されていないことを懸念する」とされ、〔勧告３５〕に

おいて、「アイヌを含むマイノリティの子どもの差別的な取扱いを、それ

がいつどこで生じようとも全面的に調査し、かつ解消するように勧告す

る」とされた。 

402.(2) 第２回総括所見においても、〔懸念２４〕において、「アイヌその他

マイノリティ・グループの子ども・・に対する社会的差別が存在してい
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ることを懸念する」とされ、〔勧告２５〕において、「特に大衆教育及び

意識啓発キャンペーンを通して、社会的差別と戦い、特に・・アイヌ、

その他マイノリティ・グループの子ども・・に対する基本的サービスへ

のアクセスを確保するために必要なあらゆる積極的な措置を実施するよ

うに勧告する」とされ、さらに〔懸念４９（f）〕 において、「マイノリ

ティの子どもが、自己の言語での教育を受ける機会が、極めて限定され

ていることを懸念」し、〔勧告５０（d）〕において、「マイノリティの子

どもに対して、自己の文化を享受し、自己の宗教を表明かつ実践し、自

己の言語を使用する機会を拡大することが勧告」された。 

403.(3) CRC の２回にわたる総括所見は、いずれも個別的で具体的な指摘で

あるから、それらの所見を受けて、政府がどのような実施措置をとった

のかの検証がなされなければならない。しかし、この間、政府が特段そ

れらの実施措置をとった形跡は見出しえない。 

３ 現状と今後の課題 

404.(1) ２００８年６月６日、衆参両院の本会議において、「政府はアイヌ

の人々を、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族として

認めること」とする決議が採択された。 

これは、２００７年９月、国連総会で、政治、経済、社会的な自決権

や同意なくして没収された土地・資源の権利など４６条に渡って定めた

先住民の権利宣言が採択されたことに加えて、２００８年７月にアイヌ

の地元で北海道洞爺湖サミットが開催されることが追い風となって、ア

イヌの人々の悲願であった先住民族としての諸々の権利が、国家の基本

的姿勢として認められたことを意味する。 

405.(2) これを受けて、政府は、２００８年７月１日、「アイヌ政策のあり

方に関する有識者懇談会」を設置し、総合的で具体的な検討を開始し

た。そこでは、アイヌの人々の生活実態調査やアイヌ政策の歴史的な

検証をふまえて議論がなされている。 

北海道が２００６年に実施した「アイヌの人々の生活実態について」

の調査結果によれば、アイヌ人の人口は同年現在で２３，７８２人、世

帯数は８，２７４である。それらの人々が差別を受けた場は、職場が３

９．１％、学校が２１．７％である。また、高校進学率は、平均９８．

３％に対して、アイヌの人々は９３．５％であり、大学進学率は平均３

８．５％に対して、アイヌの人々は１７．４％となっており、いずれも

半分以下であって、教育格差は依然として大きく、最近は拡大傾向にあ

る。北海道は、１９８８年以来、ウタリ福祉対策の一環として、アイヌ
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の子どもたちの高校・大学への進学を促進するための奨学制度の充実を

図っているが、教育格差を解消するまでには至っていない。なお、北海

道大学アイヌ・先住民研究センターと北海道アイヌ協会との共同の生活

実態調査によれば、「生活ぶり」について、３３．５％が「苦しい」、４

０．５％が「多少困る程度」と答えており、世帯年収は２００万円以上

３００万円未満がもっとも多く、平均が３５５．８万円であって道内の

平均世帯年収の約６割でしかないことも明らかになった。 

406.(3) アイヌの子どもたちが、条約３０条が保障する「自己の文化を享有

し、自己の宗教を信仰しかつ実践し、自己の言語を使用する権利」を

享受するためには、各教室において、アイヌ語を学び、アイヌ民族の

歴史や伝統文化を学習する機会が積極的に用意されなければならない。

「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統に関する知識の普及及び啓発

に関する法律」が１９９７年７月から施行されており、学校における

総合的な学習の時間などの活用により、アイヌ民族の歴史や伝統文化

の学習も少しずつなされてきているが、なお系統的な学習指導のプロ

グラムに組み入れられてはいない。また、活用できる教材（小中学生

向けの副読本）の作成・配布や教職員の研修もこれからの課題となっ

ている。これらの施策を実施するためには相応の予算を要するが、予

算措置は現在十分になされているとは言えない。 

 

第２部 選択議定書 

 

Ⅰ 武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議

定書 

 

１ 自衛隊生徒の身分を「自衛官」から「生徒」に速やかに変更すべきであ
る。また、自衛隊生徒に対する教育内容や彼らの卒業後の具体的進路を明
らかにすべきである。 

２ 第一選択的議定書が禁止する行為を、国内法によって明確に犯罪化すべ

きである。 

３ 子ども兵士の問題を含む、国際人権法上の重大な人権侵害に対する普遍

的管轄を認める立法を行うべきである。 

４ 外国籍の子ども、特に在留資格のない子どもの出生登録を促す具体的措

置を講じるべきである。 

５ 武力紛争に巻き込まれた外国籍の子どもが日本に庇護を求めた場合、こ
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れらの子どもの早期発見するため、入国管理局の担当官等への研修を実施

すべきである。また、これらの子どもを義務的に保護する制度を新設する

と共に、身体的及び精神的回復を図るための支援体制を整えるべきである。 

 

１ はじめに 

407.  日本政府は、２００４年８月２日、「武力紛争における児童の関与に関

する児童の権利に関する条約の選択的議定書」（以下「第一議定書」とす

る。）を批准した。第一議定書の批准は前回の総括所見の中でも勧告され

ていたものであり、日本政府がようやくこれを批准したことは評価され

る。 

   しかしながら、批准に際しての国内法整備は自衛隊生徒に関する最低限

の内容に留まり、第一議定書が禁止する行為を明確に犯罪化することも

なく、その防止を実行化するための立法措置や予算措置も行われなかっ

た。 

408.  なお海上自衛隊と航空自衛隊は、２００６年度採用（２００７年度４

月入隊）を以って自衛隊生徒の募集を中止した。陸上自衛隊についても、

自衛隊生徒の身分を「自衛官」から単なる「生徒」とするための法改正

が行われる予定になっていたが、準備の遅延により、２００９年度も引

き続き１５歳以上の子どもが「自衛官」として採用されている。 

２ 自衛隊生徒 

409.(1) 政府報告書は、すべての自衛隊生徒に対して学習指導要領に即した

中等教育の機会が提供されていること、課程修了後他の職業や一般大

学等への進学の選択も可能であること、自衛隊生徒の尊厳に十分な配

慮が払われていること等から同生徒に対する教育は子どもの権利条約

２８条及び２９条の規定の趣旨に沿っているとしている（パラ９）。ま

た、自衛隊生徒の年間授業時間は約１７００時間であり、高等学校学

習指導要領に定められている内容の教育と、自衛官として必要な教育

の割合は概ね１：１とのことである（パラ２０）。 

410.(2) 確かに、自衛隊生徒は３年の修了時には高等学校の卒業資格を得る

ことができ、卒業後自衛官になることが義務付けられているわけでは

ない。しかしながら、自衛隊生徒が入学する「少年工科学校」のホー

ムページによれば、授業内容は、精神教育や戦闘訓練等を内容とする

生徒隊科目が８３５時間を占め、これに、２年次には技術関係の授業

が１３５時間、３年次には４７５時間が加わる。従って、３年次には

自衛官として必要な教育の時間が１７００時間の内の１３００時間以
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上を占めることになる。 

411.   更に自衛隊生徒は、上記授業をこなすために、朝６時の起床から２３

時の消灯まで、分刻みのスケジュールが与えられている。こうした中

で、実際上は、卒業後自衛官以外の進路を採ることが極めて困難にな

ることが懸念される。また、年間８３５時間行われる生徒隊科目の内

容をみると、精神教育１１２時間、武器訓練１１２時間、服務５６時

間、基本訓練１１９時間、戦闘訓練９７時間、野外勤務８８時間、格

闘３８時間、その他４４時間となっている。 

412.  従って、「少年工科学校」で行われている教育が子どもの権利条約２８

条、同２９条の趣旨に沿っているか否を判断するためには、同校のカ

リキュラムの具体的内容、中退率、進路先等の情報の公開が不可欠で

あるから、日本政府は政府報告書においてこれらの点について明らか

にすべきである。 

 413.(3) また地方自治体の広報誌等には、「自衛官として給与をもらいなが

ら、高校卒業の資格が得られる。」ことを謳い文句に、中学生に対して

自衛隊生徒への応募を呼びかける広報が見られる。日本においても経

済・雇用情勢が急速に悪化している中で、給料をもらいながら高校を

卒業できる制度は魅力的であり、経済的理由から入隊する子どもが増

えることも予想される。しかしながら上記の通り、カリキュラムが子

どもの権利条約の趣旨に沿うものか否かの疑問もあり、また、現実的

には自衛官以外の進路が採りにくくなることも懸念される。従って、

給与や高校卒業資格の取得を前面に出して中学生にアピールする方法

は控え、子ども本人や保護者が、将来の進路を含めた適切な判断を下

すための情報を提供すべきである。 

３ 国の軍隊と異なる武装集団による子どもの採用及び使用の禁止（第４条） 

414.(1) 政府報告書は「児童福祉法」並びに「労働基準法」を以って、国の

軍隊と異なる武装集団による１８歳未満の者の採用及び使用を犯罪化

するための必要な法的措置並びに、防止のための実行可能な措置がとら

れていると報告している（パラ２３）。 

     しかしながら、政府報告書が「必要な法的措置」と認めている「児童

福祉法３４条９項」に違反した場合の法定刑は「３年以下の懲役若し

くは１００万円以下の罰金」であり（同法６０条２項）、更に子どもの

年齢を知らなかったことにつき過失がない場合は免責される（同法６

０条４項）。また「労働基準法６２条」に違反した場合の法定刑は「６

箇月以下の懲役又は３０万円以下の罰金」に過ぎない（同法１１９条
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１項）。 

     １５歳未満の子どもを国の軍隊或いは武装集団が採用し、又は敵対行

為に参加させることは重大な戦争犯罪であり、「国際刑事裁判所に関す

るローマ規定」では、３０年以下の有期の拘禁刑又は終身拘禁刑を課

している（同規定８条２項(b) xxvi、同項(e)vii、７７条）。諸外国で

は、これらの行為を国内法で明確に犯罪化し、普遍的裁判管轄を認め

る立法を行っている国も少なくない。 

415.   なお日本政府は２００７年１０月にICCに加盟したが、加盟に際して

も、ICCへの協力と引渡しに関する最低限の国内法を整備するに留まり、

ICCが対象とする犯罪を国内法で犯罪化するための法改正は行わなか

った。 

416.  子ども兵士の問題は、国境を越えて取り組まなければならない

極めて重大な人権侵害である。これに対して、上記法律のみで法的

措置や防止措置が足りているとする日本政府の認識は極めて甘い

と言わざるを得ない。日本政府は速やかに、第一選択的議定書が禁

止する行為を犯罪化し、また普遍的管轄権を認める立法措置を講じ

ることによって、重大な人権侵害の免責は許されないとの姿勢を示

すべきである。 

417.(2) 次に政府報告書は、子どもを武装集団による徴収や使用から保護す

るためのプログラムとして、日本における出生登録の手続きを説明し、

外国人であっても、日本国内で出生した場合には出生届けの義務が生

じると述べている（パラ２９～３３）。 

418.   しかしながら、外国籍、特に非正規滞在の子どもについて、出生登録

を妨げる要因が多々存在することは、パラ 84 で指摘したとおりである。 

      従って日本政府は、これらの障害を取り除き、外国籍の子どもにつ

いて出生後速やかに出生登録の手続きが採られるよう具体的措置を講

じるべきである。 

 

４ 議定書の規定の実施の確保（第６条） 

419.  政府報告書は、「我が国においては、児童は軍隊に加わることはなく、

かつ、児童が武装集団に加わることは防止されている」と述べている（パ

ラ４２）。 

   しかしながら、議定書６条３項が「身体的および心理的な回復並びに社

会復帰のためのすべての適当な援助を与える」としている子どもは、自

国の管轄下において兵士として採用され、または敵対的行為に使用され
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た子どもに限定されるわけではない。 

   日本においても近年難民申請者の数が急増している。こうした申請者に

は、国や武装集団による子ども兵士の使用が報告されている国の出身者

も多い。従って、難民申請者や移住動労者の中に、軍や武装集団に採用

され或いは敵対的行為に使用された子どもが含まれている可能性がある。 

   こうした子どもたちに対して実効的な保護を与えるためには、まず彼

（女）らを早期に発見することが不可欠であり、そのためには、難民申

請や入国管理に関わる担当官に適切な研修を行う必要がある。また、武

力紛争に巻き込まれた子どもが身体的及び精神的に回復するためには、

多くの専門分野が連携した支援体制を整えておくことが必要である。 

 

Ⅱ 児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する選択

議定書 

 

Ⅴ Ｅ(パラ 145～148)、Ｈ(パラ 161～162)、ⅧＣ１(パラ 388～390)で

述べたところを参照 



最高裁２００９年４月２８日第３小法廷判決（体罰に関する判例） 

 

（事実関係） 

① 被上告人は，平成１４年１１月当時，本件小学校の２年生の男子であり，

身長は約１３０cm であった。Ａは，その当時，本件小学校の教員として３

年３組の担任を務めており，身長は約１６７cm であった。Ａは，被上告人

とは面識がなかった。 

② Ａは，同月２６日の１時限目終了後の休み時間に，本件小学校の校舎１階

の廊下で，コンピューターをしたいとだだをこねる３年生の男子をしゃがん

でなだめていた。 

③ 同所を通り掛かった被上告人は，Ａの背中に覆いかぶさるようにして肩を

もんだ。Ａが離れるように言っても，被上告人は肩をもむのをやめなかった

ので，Ａは，上半身をひねり，右手で被上告人を振りほどいた。 

④ そこに６年生の女子数人が通り掛かったところ，被上告人は，同級生の男

子１名と共に，じゃれつくように同人らを蹴り始めた。Ａは，これを制止し，

このようなことをしてはいけないと注意した。 

⑤ その後，Ａが職員室へ向かおうとしたところ，被上告人は，後ろからＡの

でん部付近を２回蹴って逃げ出した。 

⑥ Ａは，これに立腹して被上告人を追い掛けて捕まえ，被上告人の胸元の洋

服を右手でつかんで壁に押し当て，大声で「もう，すんなよ。」と叱った（以

下，この行為を「本件行為」という。）。 

⑦ 被上告人は，同日午後１０時ころ，自宅で大声で泣き始め，母親に対し，

「眼鏡の先生から暴力をされた。」と訴えた。 

⑧ その後，被上告人には，夜中に泣き叫び，食欲が低下するなどの症状が現

れ，通学にも支障を生ずるようになり，病院に通院して治療を受けるなどし

たが，これらの症状はその後徐々に回復し，被上告人は，元気に学校生活を

送り，家でも問題なく過ごすようになった。 
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⑨ その間，被上告人の母親は，長期にわたって，本件小学校の関係者等に対

し，Ａの本件行為について極めて激しい抗議行動を続けた。 

（高裁の判断） 

①胸元をつかむという行為は，けんか闘争の際にしばしば見られる不穏当な行

為であり，被上告人を捕まえるためであれば，手をつかむなど，より穏当な方

法によることも可能であったはずであること，②被上告人の年齢，被上告人と

Ａの身長差及び両名にそれまで面識がなかったことなどに照らし，被上告人の

被った恐怖心は相当なものであったと推認されること等を総合すれば，本件行

為は，社会通念に照らし教育的指導の範囲を逸脱するものであり，学校教育法

１１条ただし書により全面的に禁止されている体罰に該当し，違法である。 

（最高裁の判断） 

前記事実関係によれば，被上告人は，休み時間に，だだをこねる他の児童をなだめていた

Ａの背中に覆いかぶさるようにしてその肩をもむなどしていたが，通り掛かった女子数人

を他の男子と共に蹴るという悪ふざけをした上，これを注意して職員室に向かおうとした

Ａのでん部付近を２回にわたって蹴って逃げ出した。そこで，Ａは，被上告人を追い掛け

て捕まえ，その胸元を右手でつかんで壁に押し当て，大声で「もう，すんなよ。」と叱った

（本件行為）というのである。そうすると，Ａの本件行為は，児童の身体に対する有形力

の行使ではあるが，他人を蹴るという被上告人の一連の悪ふざけについて，これからはそ

のような悪ふざけをしないように被上告人を指導するために行われたものであり，悪ふざ

けの罰として被上告人に肉体的苦痛を与えるために行われたものではないことが明らかで

ある。Ａは，自分自身も被上告人による悪ふざけの対象となったことに立腹して本件行為

を行っており，本件行為にやや穏当を欠くところがなかったとはいえないとしても，本件

行為は，その目的，態様，継続時間等から判断して，教員が児童に対して行うことが許さ

れる教育的指導の範囲を逸脱するものではなく，学校教育法１１条ただし書にいう体罰に

該当するものではないというべきである。したがって，Ａのした本件行為に違法性は認め

られない。 

 

 

 

 

 



未成年者自殺者数等 

収集官庁 文部科学省 厚生労働省 警察庁

対象 公立小中高等学校児童・生徒 5 歳以上 20 歳未満 
２０歳未

満 

区分 全体 原因（主たる理由１つ） 全体 ５歳別の死因順位 全体 

2000 147

家庭    18 学校       16

病気など 10 異性問題  9 

精神障害 10 その他     81

547
15～19 歳では 1位 

10～14 歳では 3位 
598

2001 134

家庭    17 学校       8

病気など  5 異性問題   4

精神障害 11 その他     79

542
15～19 歳では 2位 

10～14 歳では 4位 
586

2002 123

家庭    15 学校        8

病気など  5 異性問題   6 

精神障害  11 その他     73

447
15～19 歳では 2位 

10～14 歳では 5位 
502

2003 137 未公表 568
15～19 歳では 2位 

10～14 歳では 3位 
613

2004 125

家庭    11 学校       12

病気など  3 異性問題  3 

精神障害  6 その他     78

549
15～19 歳では 2位 

10～14 歳では 3位 
589

2005 103

家庭    11 学校      10

病気など  6 異性問題    3

精神障害 10 その他    60 

556

15～19 歳では 2位 

10～14歳では5位より

下 

608

2006 未公表 577
15～19 歳では 2位 

10～14 歳では 3位 
623

2007 未公表 未公表 548

      

日本における成年は２０歳である。 

 

文部科学省の数次は、各年の生徒指導上の諸問題についてから作成した。対象となる年

は、その年の４月から翌年の３月までで、他の省庁とは対象にずれがある。 
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厚生労働省の数字は、各年の人口動態統計（確定）の概況から作成した 死因順位は厚生

労働省の選択死因のなかでのその年齢層での死因の順位である 

警察庁の数字は、平成20年６月 平成19年中における自殺の概要資料 警察庁生活安全

局地域課作成から作成した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



エイズ発生動向（年次・１９歳以下） 

 
    

年次 感染者 内 19 歳以下 発病者 内 19 歳以下 

1985 0 0 6 0 

1986 0 0 5 0 

1987 55 0 14 0 

1988 23 1 14 0 

1989 80 2 21 0 

1990 66 5 31 1 

1991 200 23 38 1 

1992 442 39 51 0 

1993 277 2 86 4 

1994 298 10 136 2 

1995 277 9 169 1 

1996 376 14 234 1 

1997 397 5 250 2 

1998 422 7 231 1 

1999 530 7 301 2 

2000 462 7 329 2 

2001 621 8 332 1 

2002 614 10 308 0 

2003 970 8 336 2 

2004 780 12 385 1 

2005 832 11 367 1 

2006 952 19 406 0 

2007 1082 14 418 0 

     

合計 9756 213 4468 22 

     

厚生労働省エイズ動向委員会作成の平成19年エイズ発生動向

年報より作成 
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七尾養護学校弁護士会人権救済事例 

 
東京都立の養護学校で教職員がこれまで行ってきた性教育に対して、都教育

委員会が、２００４年７月から９月にかけて不適切な性教育であるなどとの判

断のもとに、関係教職員に対して減給、戒告、文書訓告、厳重注意などの懲戒

処分を行うなど強権的な介入を行った。 
東京弁護士会は、２００５年１月２４日、東京都教育委員会に対し、以下の

とおり警告した。 
都教育委員会のこのような介入は子どもの学習権およびこれを保障する教師

の教育の自由に対する侵害である。従って、①関係職員に対する違法な懲戒処

分を撤回し、②性教育に必要な教材を学校現場へ返還し教育内容および方法を

原状に復帰し、③教職員と保護者が共同の意見に基づいて行う性教育への介入

をしないよう警告する。 
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「小児科産科若手医師の確保・育成に関する研究」報告書（２００

５年６月２８日公表）【抄】 

 

 小児科・産科の医師不足問題の解決に向けて、平成１４年度より平成１６年

度までの３年間、厚生労働科学研究（子ども家庭総合研究事業）「小児科産科

若手医師の確保・育成に関する研究」（主任研究者：鴨下重彦 社会福祉法人

賛育会賛育会病院院長）において研究を行ってきましたが、このたび報告書の

とりまとめを行ったので、その概要を下記のとおり公表します。 

 研究結果の骨子 

１．現状 

 （１）小児科 

   １）小児医療提供体制の問題点は小児科医の数の不足ではなく、医師の

配置の偏在と役割分担の不明確さにある。わが国における１５歳未満

小児人口１０万人当たりの小児科医数は７９．９人であり、米国にお

ける５６．５人（１８歳未満小児人口）と比較して決して少なくない。

一方、１施設当たりの小児科医数がわが国では２．５人と少なく、セ

ンター的病院への医師の集約化が必要。 

   ２）小児科医は最近１０年間減少はしておらず、むしろ僅かながら増加

がみられるが、実際の活動性（ワークフォース）は明らかに低下して

いる。その最大の原因の一つは、現在、全体の５割に近づこうとして

いる女性医師の結婚、出産、育児のための離職。そのため、女性医師

が生涯、小児科臨床に従事できるような環境を整備することが急務。 

   ３）小児医療に関しては、診療ニーズと休日夜間の診療体制のミスマッ

チがある。病院及び大学病院の勤務医では、勤務時間は法定勤務時間

を遙かに超えており、その負担の要因は夜間の時間外診療や救急によ

るもの。小児科の病院収支が算出された施設のうち約４０％で小児科

が赤字であり、地域医療圏ごとの小児医療体制の見直しと赤字対策に

抜本的な対策が必要。 
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 （２）産科 

   １）産科医は１０年来入局者が明らかに減少し、医師の４割以上が既に

６０歳以上と高齢化が進んでおり、今後、実働可能な産婦人科医師の

数が急速に減少することが予想される。さらに、女性医師が急増し、

若手医師ではすでに５割を超えていることから、小児科と同様、女性

医師の継続就労支援が重要な課題。 

   ２）産科志望者が減っている原因としては、「分娩に医師は不要」とい

うイメージが医師の中にあることや、労働量や責任に対して報酬が低

いこと、さらに、周産期訴訟の多いこと（医療訴訟の３割以上が産婦

人科関連）等が指摘されている。また、多くの産婦人科医にとり産科

診療における当直、不規則な診療時間、医療訴訟が多いこと等が多大

なストレスとなっている。 

   ３）毎年３００人前後が産婦人科専門医になるが、医療の専門分化が進

んでおり、産科医以外に、不妊専門医、一般婦人科診療医、婦人科腫

瘍専門医などに分化しており、分娩を取り扱う産科の専門医の絶対数

が減少しているため、産科医療の地域センター的病院への医師の集約

化が必要。 
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「児童の権利に関する条約」について（１９９４年５月２０日文部事務次官

通知） 

  このたび，「児童の権利に関する条約」（以下「本条約」という。）が平成 6年 5月 16

日条約第 2号をもって公布され，平成 6年 5月 22 日に効力を生ずることとなりまし

た。本条約の概要及び全文等は別添のとおりです。 

  本条約は，世界の多くの児童（本条約の適用上は，児童は 18 歳未満のすべての

者と定義されている。）が，今日なお貧困，飢餓などの困難な状況に置かれているこ

とにかんがみ，世界的な視野から児童の人権の尊重，保護の促進を目指したもので

あります。 

  本条約は，基本的人権の尊重を基本理念に掲げる日本国憲法，教育基本法（昭

和 22年 3月 31日法律第25号）並びに我が国が締約国となっている「経済的，社会

的及び文化的権利に関する国際規約（昭和 54年 8月 4日条約第 6号）」及び「市民

的及び政治的権利に関する国際規約（昭和54年 8月 4日条約第7号）」等と軌を一

にするものであります。したがって，本条約の発効により，教育関係について特に法

令等の改正の必要はないところでありますが，もとより，児童の人権に十分配慮し，

一人一人を大切にした教育が行われなければならないことは極めて重要なことであ

り，本条約の発効を契機として，更に一層，教育の充実が図られていくことが肝要で

あります。このことについては，初等中等教育関係者のみならず，広く周知し，理解

いただくことが大切であります。 

  また，教育に関する主な留意事項は下記のとおりでありますので，貴職におかれま

しては，十分なご配慮をお願いします。 

  なお，各都道府県教育委員会にあっては管下の各市町村教育委員会及び関係機

関に対して，また，各都道府県知事にあっては所管の私立学校及び学校法人等に

対して，国立大学長にあっては管下の学校に対して，趣旨の徹底を図るようお願い

します。 

記 
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1. 学校教育及び社会教育を通じ，広く国民の基本的人権尊重の精神が高めら
れるようにするとともに，本条約の趣旨にかんがみ，児童が人格を持った一

人の人間として尊重されなければならないことについて広く国民の理解が深

められるよう，一層の努力が必要であること。 

  この点，学校（小学校，中学校，高等学校，高等専門学校，盲学校，聾（ろ

う）学校，養護学校及び幼稚園をいう。以下同じ。）においては，本条約の趣

旨を踏まえ，日本国憲法及び教育基本法の精神にのっとり，教育活動全体

を通じて基本的人権尊重の精神の徹底を一層図っていくことが大切であるこ

と。 

  また，もとより，学校において児童生徒等に権利及び義務をともに正しく理

解をさせることは極めて重要であり，この点に関しても日本国憲法や教育基

本法の精神にのっとり，教育活動全体を通じて指導すること。 

2. 学校におけるいじめや校内暴力は児童生徒等の心身に重大な影響を及ぼ
す深刻な問題であり，本条約の趣旨を踏まえ，学校は，家庭や地域社会との

緊密な連携の下に，真剣な取組の推進に努めること。 

  また，学校においては，登校拒否及び高等学校中途退学の問題について

十分な認識を持ち，一人一人の児童生徒等に対する理解を深め，その個性

を尊重し，適切な指導が行えるよう一層の取組を行うこと。 

3. 体罰は，学校教育法第11条により厳に禁止されているものであり，体罰禁止
の徹底に一層努める必要があること。 

4. 本条約第12条から第16条までの規定において，意見を表明する権利，表現
の自由についての権利等の権利について定められているが，もとより学校に

おいては，その教育目的を達成するために必要な合理的範囲内で児童生徒

等に対し，指導や指示を行い，また校則を定めることができるものであること。 

  校則は，児童生徒等が健全な学校生活を営みよりよく成長発達していくた

めの一定のきまりであり，これは学校の責任と判断において決定されるべき

ものであること。 

  なお，校則は，日々の教育指導に関わるものであり，児童生徒等の実態，

保護者の考え方，地域の実情等を踏まえ，より適切なものとなるよう引き続き

配慮すること。 

5. 本条約第12条1の意見を表明する権利については，表明された児童の意見
がその年齢や成熟の度合いによって相応に考慮されるべきという理念を一

般的に定めたものであり，必ず反映されるということまでをも求めているもの



ではないこと。 

  なお，学校においては，児童生徒等の発達段階に応じ，児童生徒等の実態

を十分把握し，一層きめ細かな適切な教育指導に留意すること。 

6. 学校における退学，停学及び訓告の懲戒処分は真に教育的配慮をもって慎
重かつ的確に行われなければならず，その際には，当該児童生徒等から事

情や意見をよく聴く機会を持つなど児童生徒等の個々の状況に十分留意し，

その措置が単なる制裁にとどまることなく真に教育的効果を持つものとなる

よう配慮すること。 

  また，学校教育法第 26 条の出席停止の措置を適用する際には，当該児童

生徒や保護者の意見をよく聴く機会を持つことに配慮すること。 

7. 学校における国旗・国歌の指導は，児童生徒等が自国の国旗・国歌の意義
を理解し，それを尊重する心情と態度を育てるとともに，すべての国の国旗・

国歌に対して等しく敬意を表する態度を育てるためのものであること。その指

導は，児童生徒等が国民として必要とされる基礎的・基本的な内容を身につ

けるために行うものであり，もとより児童生徒等の思想・良心を制約しようとい

うものではないこと。今後とも国旗・国歌に関する指導の充実を図ること。 

8. 本条約についての教育指導に当たっては，「児童」のみならず「子ども」という
語を適宜使用することも考えられること。 

 



所沢高校人権救済事例 

 日本弁護士連合会は、２００１年１月２６日、埼玉県立所沢高等学校校長及

び同県教育委員会に対し、以下のとおり要望した。 

１９９７年度入学式、９７年度卒業式、９８年度入学式に日の丸・君が代を

導入するにあたって、埼玉県立所沢高等学校が、生徒らの意見表明の機会を否

定し、生徒らの意見表明に対して誠実に応答し、説明する義務を尽くさず、生

徒会決定を職員会議が承認するという手続きを経たにも関わらずこれを一切尊

重せず、十分な協議を行って生徒らとの合意形成を図り又は生徒らの納得を得

る努力を行わなかったことは、申立人らに保障されていた学校行事に関する意

見表明権及び参加権を侵害する行為であって、子どもの権利条約１２条に違反

する。 

さらに、９８年度に高等学校に入学する生徒及び保護者に対して、入学式に

出席しなければ入学が許可されないかのような誤解を与える記載をした校長名、

埼玉県教育委員会名の文書は、新入生に対して入学式へ出席するよう心理的に

強制するものであり、高等学校の生徒会活動を支持する、あるいは、日の丸・

君が代に反対する等の考えから入学式への出席を拒否しようとしていた新入生

の思想・良心の自由の侵害にあたり、憲法１９条、子どもの権利条約１４条１

項に違反するものである。 

学校長に対しては、今後、入学式、卒業式等の学校行事の運営に当たっては、

生徒や生徒会を決定過程の重要な参加メンバーとして、意見表明や参加の機会

を与え、生徒や生徒会の意見と校長の意見とが異なる場合には、生徒や生徒会

と誠実に話し合い、十分な説明と協議を行って生徒の納得を得られるように努

力し、さらにはできる限り生徒会との間でも合意を目指して努力するよう、ま

た、事実に反する文書を送付して新入生に対し入学式への出席を心理的に強制

するような行為を２度と行わないよう要望する。 

埼玉県教育委員会に対しては、事実に反する文書を送付して新入生に対し入

学式への出席を心理的に強制するような行為を２度と行わないよう要望する。 
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☆施設内人権侵害は１４年で８９件 

平成 7年～20年の 14年間に報道さ
れた施設内虐待などの人権侵害は、当

会が把握しているだけで、89件になり
ます。子どもの権利意識の高まりとと

もに、年々報道件数が増加していると

いえます。 
複数回報道された施設を除くと、82

施設となり、日本の 560の児童養護施
の15.5％が子どもの権利侵害や不祥事
などで報道されています。この報道件

数は氷山の一角ではないかと思われま

す。 
 

☆施設内人権侵害の４３％が体罰、２４％が性虐待 

施設内人権侵害報道の内

訳は、体罰が39件（43.3%）、
次いで性虐待関係が 21 件
（23.6%）であり、この二つ
だけで 66.9%と７割弱を占
めています。 
虐待相談が増加する前の

平成 7 年～13 年の 7 年間で
は、26件中 17件（65.4%）
が体罰関係の報道でしたが、

虐待相談が増加してきた平

成 14年～20年の 7年間では、
63 件中 22 件(34.9%)と、件
数では 5 件増えたものの、体罰報道の割合は減って
います。 

職員による性虐

待は、6 件から 15
件と 2.5 倍に増え
ています。全体に

占める割合は、平

成7年～13年が26
件中 6件（23.1%）、
平成 14 年～20 年
が 63 件中 15 件
（23.8%）と横ばい
状態です。 

 
「被虐待児の入

所が６割を超え、被虐待児への対応が困難である」と、あたかも施

設内虐待の増加の原因が被虐待児の入所の背景としてまことしや

かにいわれます。しかし、子どもの権利意識の高まりとともに、体

罰は減っていると思われます。 
里親認定基準では、児童ポルノ法違反者は里親になることができ

ません。施設職員についても、暴力体質の職員やペドフィル（小児

性愛者）を排除する仕組みが必要です。 
2008年 12月 14日 

施設内虐待を許さない会（E-mail STOP@yogo-shisetsu.info） 
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茨城県(3.4%)

和歌山県(3.4%)
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施設内人権侵害報道の都道府県別内訳

(平成7年～20年)

項目 平成7～13年 平成14～20年 計

体罰(43.8%) 17 22 39

性虐待(23.6%) 6 15 21

着服・不正経理(10.1%) 1 8 9

死亡(6.7%) 1 5 6

児童間暴力(5.6%) 1 4 5

盗聴(2.2%) 0 2 2

宗教強制(2.2%) 0 2 2

情報漏洩(2.2%) 0 2 2

衛生管理(1.1%) 0 1 1

監督不行届(1.1%) 0 1 1

その他(1.1%) 0 1 1

計 26 63 89
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虐 待 に 関 す る 相 談 対 応 件 数 児 童 福 祉 司 の 数
H12 17,725 1 ,313
H13 23 ,274 1 ,480
H14 23 ,738 1 ,627
H15 26 ,569 1 ,733
H16 33 ,408 1 ,813
H17 34 ,472 1 ,989
H18 37 ,323 2 ,139
H19 40 ,639 2 ,263
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障害のある子どもに関する事例 

①（２００４年２月）東京・八王子市の公立中学校の男性教諭が、障がいのあ

る男子生徒の両手におもちゃの手錠をかけて拘束した。 
 
②（２００４年６月）横浜市の市立小で個別支援学級の３人の担任が一昨年か

ら２年間にわたり、当時１、２年生だった３人の男女児童と６年生だった男子

児童の計４人に、体罰や虐待を繰り返していた。 
男性教師は、２００２～０３年度当時１年生の男子児童に「片づけを覚えさ

せるため」などとして机の上の道具箱をわざと落とし、児童に床にはったまま

の姿勢で約１時間かけて拾わせたり、「パニック状態から落ち着かせる」とし

て、ダンボール箱に１０～２０分にわたって児童を閉じこめたり、「ぞうきん

がけの姿勢が悪いのを直す」として、ぞうきんがけをしている児童の尻を蹴っ

たなどしたという。 
女性教諭２人も男性教師を見習う形で２００３年度中に、児童をダンボール

箱に閉じこめるなどの行為を繰り返した。 
 
③(０４年１０月）横浜市立小で個別支援学級を担当した２００１～０３年度に
児童５人の尻をたたき、廊下に長時間立たせるなどした。たたく際に下着を脱

がせたり、立たせる時間が約３時間になることもあった。教諭は体罰を認め「た

たくと集中でき、落ち着かせる効果があった」と釈明した。 
 
④（０４年１０月）横浜市立中学校で、知的障がいのある受け持ちの女子生徒

（当時１３歳）の胸や下半身を触った教師は事件直後、いったん生徒の母親に

「申し訳ない」と謝罪したが、捜査段階からは一貫して否認。法廷では「障が

い児にはスキンシップが必要」「（女子生徒は）うそつき」と主張。弁護側も

「女子生徒の供述は、母親らが言わせたもので信用できない」と主張していた

が、裁判長は、「わいせつ行為を目撃した同僚教諭や、女子生徒の供述は具体

的で詳細」と指摘。生徒が被告人から、ほかにも数件のわいせつ行為の被害を

受けたと話していることに触れ、「常習性も認められる」とした。 
 
⑤東京都小金井市の市立小学校で２００４年１１月、障がい児学級に在籍する

自閉症の男児（８歳）が校舎２階の体育館倉庫に閉じこめられた後、あごなど

に全治１ヶ月の重傷を負った。警視庁小金井署は、男児が担任の男性教諭(２７
歳)に倉庫の扉を閉められたことでパニック状態に陥り、窓から約５メートル下
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の一階に転落したとみて、業務上過失傷害の疑いで男性教諭から事情を聞いた。 
 
⑥千葉県浦安市に住む知的障がいのある少女(１６歳)が、小学生当時に担任だ
った元教諭の男性(４９歳)から性的虐待等を受けたとして、県と浦安市、男性
を相手取り約２，０００万円の損害賠償を求めた訴訟で、千葉地裁は２００８

年１２月、虐待行為の一部等を認定し、管理責任があった県と市に計６０万円

の支払いを命じた。 
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能
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、
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改正後の教育基本法と改正前の教育基本法の英訳（試案） 

 この法令の翻訳は、公定訳ではありません。法的効力を有するのは日本語の法

令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。この翻訳の

利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の

問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。 

 

  This is an unofficial translation. Only the original Japanese texts of laws and 

regulations have legal effect, and the translations are to be used solely as reference

material to aid in the understanding of Japanese laws and regulations. 

  The Government of Japan shall not be responsible for the accuracy, reliability or 

currency of the legislative material provided in this Website, or for any consequence

resulting from use of the information in this Website. For all purposes of interpreting

and applying law to any legal issue or dispute, users should consult the original 

Japanese texts published in the Official Gazette. 

 

Comparison of the revised (2006) and original (1947) versions of the Basic Act on 

Education  

Basic Act on Education (Act  120 of 

2006) 

Basic Act on Education (Act  25 of 

1947) 

Preamble 

 

We, the citizens of Japan, desire to 

further develop the democratic and 

cultural state we have built through our 

untiring efforts, and contribute to the 

peace of the world and the improvement 

of the welfare of humanity. 

Preamble 

 

Having established the Constitution of 

Japan, we have shown our resolution to 

contribute to the peace of the world and 

welfare of humanity by building a 

democratic and cultural state. The 

realization of this ideal shall depend 
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  To realize these ideals, we shall esteem 

individual dignity, and endeavor to bring 

up people who long for truth and justice, 

honor the public spirit, and are rich in 

humanity and creativity, while promoting 

an education which transmits tradition 

and aims at the creation of a new culture.

  We hereby enact this Act, in accordance 

with the spirit of the Constitution of 

Japan, in order to establish the 

foundations of education and promote an 

education that opens the way to our 

country’s future. 

fundamentally on the power of education.

  We shall esteem individual dignity and 

endeavor to bring up people who love 

truth and peace, while education which 

aims at the creation of culture general 

and rich in individuality shall be spread far 

and wide. 

  We hereby enact this Act, in accordance 

with the spirit of the Constitution of 

Japan, with a view to clarifying the aims of 

education and establishing the foundation 

of education for new Japan. 

Chapter . Aims and Principles of 

Education 

  

(Aims of Education) 

Article 1 

Education shall aim for the full 

development of personality and strive to 

nurture the citizens, sound in mind and 

body, who are imbued with the qualities 

necessary for those who form a peaceful 

and democratic state and society. 

 

Article 1. Aims of Education 

Education shall aim at the full 

development of personality, striving to 

nurture the citizens, sound in mind and 

body, who shall love truth and justice, 

esteem individual value, respect labour 

and have a deep sense of responsibility, 

and be imbued with the independent spirit, 

as builders of the peaceful state and 

society. 

(Objectives of Education) 

Article 2 

To realize the aforementioned aims, 

education shall be carried out in such a 

way as to achieve the following 

objectives, while respecting academic 

freedom: 

( ) to foster an attitude to acquire 

 

Article 2. Educational Principle 

The aims of education shall be realized on

all occasions and in all places. In order to 

achieve the aims, we shall endeavor to 

contribute to the creation and 

development of culture by mutual esteem 

and co-operation, respecting academic 



wide-ranging knowledge and culture, and 

to seek the truth, cultivate a rich 

sensibility and sense of morality, while 

developing a healthy body. 

( ) to develop the abilities of individuals 

while respecting their value; cultivate 

their creativity; foster a spirit of 

autonomy and independence; and foster 

an attitude to value labor while 

emphasizing the connections with career 

and practical life. 

( ) to foster an attitude to value justice, 

responsibility, equality between men and 

women, mutual respect and cooperation, 

and actively contribute, in the public 

spirit, to the building and development of 

society. 

( ) to foster an attitude to respect life, 

care for nature, and contribute to the 

protection of the environment. 

( ) to foster an attitude to respect our 

traditions and culture, love the country 

and region that nurtured them, together 

with respect for other countries and a 

desire to contribute to world peace and 

the development of the international 

community. 

freedom, having a regard for actual life 

and cultivating a spontaneous spirit. 

(Concept of Lifelong Learning) 

Article 3 

Society shall be made to allow all citizens

to continue to learn throughout their lives,

on all occasions and in all places, and 

apply the outcomes of lifelong learning 

appropriately to refine themselves and 

lead a fulfilling life. 

 

[added] 

(Equal Opportunity in Education)  



Article 4 

Citizens shall all be given equal 

opportunities to receive education 

according to their abilities, and shall not 

be subject to discrimination in education 

on account of race, creed, sex, social 

status, economic position, or family origin.

Article 3. Equal Opportunity in Education

Citizens shall all be given equal 

opportunities to receive education 

according to their abilities, and shall not 

be subject to discrimination in education 

on account of race, creed, sex, social 

status, economic position, or family origin.

(2) The national and local governments 

shall provide support in education to 

persons with disabilities, to ensure that 

they are given adequate education in 

accordance with their condition. 

[added] 

(3) The national and local governments 

shall take measures to provide financial 

assistance to those who, in spite of their 

ability, encounter difficulties in receiving 

education for economic reasons. 

(2) The national and local governments 

shall take measures to provide financial 

assistance to those who, in spite of their 

ability, encounter difficulties in receiving 

education for economic reasons. 

Chapter . Basics of Education 

Provision 

  

(Compulsory Education) 

Article 5 

Citizens shall be obligated to have 

children under their protection receive a 

general education pursuant to the 

provisions of other acts. 

 

Article 4. Compulsory Education 

Citizens shall be obligated to have 

children under their protection receive 

nine-year general education. 

(2) The objectives of general education, 

given in the form of compulsory 

education, shall be to cultivate the 

foundations for an independent life within 

society while developing the abilities of 

each individual, and to foster the basic 

qualities necessary for those who form 

our state and society. 

[added] 

(3) In order to guarantee the opportunity [added] 



for compulsory education and ensure 

adequate standards, the national and local

governments shall assume responsibility 

for the implementation of compulsory 

education through appropriate role 

sharing and mutual cooperation. 

(4) No tuition fee shall be charged for 

compulsory education in schools 

established by the national and local 

governments. 

(2) No tuition fee shall be charged for 

compulsory education in schools 

established by the national and local 

governments. 

[deleted] Article 5. Co-Education 

Men and women shall esteem and 

cooperate with each other. Co-education, 

therefore, shall be recognized in 

education. 

(School Education) 

Article 6 

The schools prescribed by law shall be of 

a public nature, and only the national 

government, local governments, and 

juridical persons prescribed by law shall 

be entitled to establish them. 

 

Article 6. School Education 

The schools prescribed by law shall be of 

a public nature and, besides the national 

and local governments, only juridical 

persons prescribed by law shall be 

entitled to establish them. 

(2) The schools set forth in the preceding

paragraph shall, in order to fulfill the 

objectives of education, provide a 

structured education in an organized way 

suited to the mental and physical 

development of the recipients. It shall be 

carried out in a way that emphasizes 

instilling the recipients with respect for 

the discipline necessary to conduct 

school life, and strengthening their own 

motivation to learn. 

[added] 

[see (Teachers) Article 9] (2) Teachers of the schools prescribed by 

law shall be servants of the whole 



community. They shall be conscious of 

their mission and endeavor to discharge 

their duties. For this purpose, the status 

of teachers shall be respected and their 

fair and appropriate treatment shall be 

guaranteed. 

(Universities) 

Article 7 

Universities, as the core of scholarship 

activities, shall cultivate advanced 

knowledge and specialized skills, inquire 

deeply into the truth and create new 

knowledge, while contributing to the 

development of society by broadly 

disseminating the results of their 

activities. 

 

(2) University autonomy, independence, 

and other unique characteristics of 

university education and research shall be

respected. 

 

[added] 

(Private Schools) 

Article 8 

Taking into account the public nature of 

privately established schools and their 

important role in school education, the 

national and local governments shall 

endeavor to promote private school 

education through subsidies and other 

appropriate means, while respecting 

school autonomy. 

 

[added] 

(Teachers) 

Article 9 

Teachers of the schools prescribed by 

law shall endeavor to fulfill their duties, 

 

(From Article 6, above) 

(2) Teachers of the schools prescribed by 

law shall be servants of the whole 



while being deeply conscious of their 

noble mission and continuously devoting 

themselves to research and 

self-cultivation. 

 

(2) Considering the importance of the 

mission and duties of the teachers set 

forth in the preceding paragraph, the 

status of teachers shall be respected, 

their fair and appropriate treatment 

ensured, and measures shall be taken to 

improve their education and training. 

community. They shall be conscious of 

their mission and endeavor to fulfill their 

duties. For this purpose, the status of 

teachers shall be respected and their fair 

and appropriate treatment shall be 

ensured. 

(Education in the Family) 

Article 10 

Mothers, fathers, and other guardians, 

having the primary responsibility for their 

children’s education, shall endeavor to 

teach them the habits necessary for life, 

encourage a spirit of independence, and 

nurture the balanced development of their

bodies and minds. 

 

(2) The national and local governments 

shall endeavor to take necessary 

measures supporting education in the 

family, by providing guardians with 

opportunities to learn, relevant 

information, and other means, while 

respecting family autonomy in education.

 

[added] 

(Early Childhood Education) 

Article 11 

Considering the importance of early 

childhood education as a basis for the 

lifelong formation of one’s personality, 

the national and local governments shall 

endeavor to promote such education by 

 

[added] 



providing an environment favorable to the

healthy growth of young children, and 

other appropriate measures. 

(Social Education) 

Article 12 

The national and local governments shall 

encourage education carried out among 

society, in response to the demands of 

individuals and the community as a whole.

 

(2) The national and local governments 

shall endeavor to promote social 

education by establishing libraries, 

museums, community halls and other 

social education facilities, opening the 

usage of school facilities, providing 

opportunities to learn, relevant 

information, and other appropriate means.

 

Article 7. Social Education 

The national and local governments shall 

encourage education carried out at home, 

in places of work and elsewhere in 

society. 

 

(2) The national and local governments 

shall endeavor to attain the aims of 

education by the establishment of such 

institutions as libraries, museums, 

community halls, etc., by the usage of 

school facilities, and by other appropriate 

means. 

(Partnership and Cooperation among 

Schools, Families, and Local Residents) 

Article 13 

Schools, families, local residents, and 

other relevant persons shall be aware of 

their respective roles and responsibilities 

regarding education, and endeavor to 

develop partnership and cooperation. 

 

[added] 

(Political Education) 

Article 14 

The political literacy necessary for 

sensible citizenship shall be valued in 

education. 

 

(2) The schools prescribed by law shall 

refrain from political education or other 

political activities for or against any 

 

Article 8. Political Education 

The political literacy necessary for 

sensible citizenship shall be valued in 

education. 

 

(2) The schools prescribed by law shall 

refrain from political education or other 

political activities for or against any 



specific political party. specific political party. 

(Religious Education) 

Article 15 

The attitude of religious tolerance, 

general knowledge regarding religion, and 

the position of religion in social life shall 

be valued in education. 

 

(2) The schools established by the 

national and local governments shall 

refrain from religious education or other 

activities for a specific religion. 

 

Article 9. Religious Education 

The attitude of religious tolerance and the 

position of religion in social life shall be 

valued in education. 

 

(2) The schools established by the 

national and local governments shall 

refrain from religious education or other 

activities for a specific religion. 

Chapter . Education Administration   

(Education Administration) 

Article 16 

Education shall not be subject to 

improper control and shall be carried out 

in accordance with this and other acts; 

education administration shall be carried 

out in a fair and proper manner through 

appropriate role sharing and cooperation 

between the national and local 

governments. 

 

Article 10. Education Administration 

Education shall not be subject to 

improper control, but it shall be directly 

responsible to the whole citizens. 

 

(2) Education administration shall, on the 

basis of this realization, aim at the 

adjustment and establishment of the 

various conditions required for the pursuit 

of the aims of education. 

(2) The national government shall 

comprehensively formulate and implement

education measures in order to provide 

for equal opportunities in education and 

to maintain and raise education standards

throughout the country. 

[added] 

(3) The local governments shall formulate 

and implement education measures 

corresponding to regional circumstances 

[added] 



in order to promote education in their 

respective regions. 

(4) The national and local governments 

shall take necessary financial measures 

to ensure the smooth and continuous 

provision of education. 

[added] 

(Basic Plan for the Promotion of 

Education) 

Article 17 

In order to facilitate the comprehensive 

and systematic implementation of 

measures for the promotion of education, 

the government shall formulate a basic 

plan covering basic principles, required 

measures, and other necessary items in 

relation to the promotion of education. It 

shall report this plan to the Diet and make

it public. 

 

(2) Local governments, referring to the 

plan set forth in preceding paragraph, 

shall endeavor to formulate a basic plan 

on measures to promote education 

corresponding to regional circumstances.

 

 

[added] 

Chapter . Enactment of Laws and 

Regulations 

  

Article 18 

Laws and regulations necessary to 

implement the provisions stipulated in this

Act shall be enacted. 

Article 11. Additional Rule 

In case of necessity appropriate laws and 

regulations shall be enacted to carry the 

foregoing provisions into effect. 
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非 行 な し 審 判 不 開 始年

交 通 事 件 を 除 く一 般 保 護 事 件 の 既 済 終 局 総 人 数 の う ち 非 行 な し の 暦 年 推 移

非 行 な し 不 処 分

1994

233
183
154

1993

1995

1980
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

2005

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

258
289
233
244
263
305

154
118
106
83
93
94

72

73
86
68
87
76
89

255
226
180
177
150
125
85

119
80

108
98
62
63
36
34
25
17
14

計

513
515
413
421

注 : 最 高 裁 判 所 司 法 統 計 年 報 よ り作 成
１９９９年 よ り統 計 の 処 理 が 変 わ っ て い る

16
22
43
36

413
430
318
302
234
262
214
168
146
129
128
98

103
82

103
98

132
108
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