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子どもの権利条約批准 20 周年

❶　子どもに寄り添い、子どもの声に耳を傾けて
　今年は、我が国が「子どもの権利条約」（1989 年国連総会で採択）を批准（1994 年）してから 20 周
年にあたる。
　子どもの権利条約は、子ども時代に子どもらしく充実した生活を送り、これによりすばらしい大人に
なっていく可能性、すなわち、成長・発達権が子どもの権利の本質であることを明らかにする。そし
て、大人たちに子ども観の変革を迫り、もっと子どもに寄り添い、子どもの声に耳を傾けることを求め
る。子どもの世界は、限りなく広い空と海であり、星影はいつも美しい。子どもの権利条約は、そんな
子どもたちの未来と幸せを考えるときの「羅針盤」である。
　さて、日弁連子どもの権利委員会のテーマは、この羅針盤に導かれながら、子どもの権利に関するあ
らゆる分野に及ぶ。その筆頭は、何といっても付添人活動の拡充へ向けた取組である。そもそも委員会
の前身が「少年法『改正』対策本部」であり、少年法改悪阻止への取組が委員会設置のきっかけとなっ
たこともあって、今も昔も子どもの権利に関する活動の中心である。2001 年 2 月に福岡県で始まった
「身柄全件付添人制度」は 10 年かけて全国に広がり、ついに今年、法改正により国選付添人の大幅な拡
充が実現した。
　2つ目として、児童虐待防止のための活動をはじめとした子どもの福祉に対する取組である。児童相
談所の代理人として法的手続の支援を行ったり、児童虐待防止のための市民団体の中核として活動した
りするとともに、地方自治体の審議会への参加、さらには自治体の任期付公務員に採用されるなど、活
動のフィールドが広がってきている。近時、この分野で注目されているのは、未成年後見人制度の改正
及び子どもの手続代理人制度の新設と、制度の谷間で行き場のない子どもたちのために弁護士が中心と
なって開設した緊急避難所「子どもシェルター」の全国的な広まりである。
　3つ目として、子どもたちの世界で大きな位置を占める学校及び教育問題への取組である。校則・体
罰・不登校・いじめなど学校における子どもの権利侵害の重大性に早くから気づき、対応してきたの
は、全国の弁護士であり、日弁連であった。これが発展し最近では、学校や教育委員会と共同して子ど
もの権利の問題に取り組む例も増加しており、特に、いじめ問題では、重大事件における第三者委員会
の委員に就任することも多い。さらに、恒常的ないじめ防止のための機関の設置の動きもあり、これが
子どもの権利に関するオンブズパーソン制度に繋がり、子どもの権利条約の国内における実効性を高め
る一つの方策になることが期待される。
　これら 3 本柱の他にも、子どもの権利に関して弁護士が活躍する場面は広がり、その関与と活動内容
はますます充実してきている。以下、その一端を紹介したい。
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❷　子どもの権利条約・その他子どもの権利関連法令の歩み
子ども関連法等年表資料 特 1-1

 〈年〉 　 　〈 主 な 動 き 〉
1924 ・ 「子どもの権利に関するジュネーヴ宣言」 国際

連盟総会採択
1948 ・ 「世界人権宣言」国連総会採択
1951 ・ 「児童憲章」内閣の児童憲章制定会議におい

て制定
1959 ・ 「子どもの権利宣言」国連総会採択
1966 ・ 「国際人権規約」（「社会権規約」「自由権規約」

「自由権規約の選択議定書」）国連総会採択
1979 ・ 国際児童年
1989 ・ 「子どもの権利条約」国連総会採択
1994 ・ 「子どもの権利条約」日本批准・国内発効
1998 ・ 国連子どもの権利委員会日本政府報告書第 1

回審査・第 1回最終見解
 〃  ・ 「川西市子どもの人権オンブズパーソン条例」

制定。以後各地で子どもの権利条例づくりが
進む。

1999 ・ 「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」公布（2004

年、2014年一部改正）
2000 ・ 「少年法」改正（2007年、2008年と相次いで

改正）
 〃  ・ 《子どもの権利条約》「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選択議定
書」国連総会採択（2004年批准）

 〃  ・ 《子どもの権利条約》「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」国連総会採択 （2005年批准）

 〃  ・「児童虐待の防止等に関する法律」公布
2004 ・ 国連子どもの権利委員会日本政府報告書第 2

回審査・第 2回最終見解
 〃  ・ 「武力紛争選択議定書」日本批准　
2005 ・ 「買春・ポルノ選択議定書」日本批准
2006 ・ 「教育基本法」改正
2008 ・「国籍法」違憲最高裁大法廷判決
2010 ・ 国連子どもの権利委員会日本政府報告書第 3

回審査・第 3回最終見解
2011 ・ 《子どもの権利条約》「通報手続に関する児童

の権利に関する選択議定書」採択
2013 ・ 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する

条約（ハーグ条約）」日本締結
 〃  ・ 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する

条約（ハーグ条約）の実施に関する法律」
（条約実施法）公布

 〃  ・ 非嫡出子相続分差別違憲最高裁大法廷決定
2014 ・ 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する

条約（ハーグ条約）」「条約実施法」発効
 〃  ・ 「少年法の一部を改正する法律」公布

《子どもの権利条約》
　それまでもっぱら保護の対象としてとらえられていた
子どもを独立した人格としてとらえ、その尊厳を確保
し、子ども自身が権利を行使する主体となることを基礎
として、子どもの成長発達のために必要とされる保護や
援助を、子どものあらゆる生活領域で統一的に保障する
こととした。
　生命への固有の権利、生存・発達の確保、子どもの最
善の利益、差別の禁止、子どもの参加を、すべての保障
に通ずる一般原則にしている。
　条約に参加した国は、条約のかかげる保障の実施が義
務づけられ、そのために条約の原則と規定を積極的な手
段によって、大人のみならず子どもに対しても広く知ら
せるものとされ、定期的に国連が設けた子どもの権利委
員会に実施状況を報告し、 審査を受けるものとされている。

▶政府報告書審査
　日本政府は、 子どもの権利条約の実施について、 1998年、
2004 年、2010 年の３回、国連委員会の審査を受けた。
自治体におけるオンブズパーソンの導入、児童虐待防止
法、児童買春・児童ポルノ禁止法など評価されたものも
あるが、多くの懸念表明と是正勧告を受けている。中で
も、1998 年の第１回日本政府報告に対する最終見解の
「高度に競争的な教育制度によるストレスにさらされ、
かつその結果として余暇身体的活動及び休息を欠くに
至っているため、子どもが発達障がいに陥っていること
を懸念する。さらに、不登校・登校拒否の数が看過でき
ない数に上っていることを懸念する。」との部分は、日
本の子どもたちの姿をズバリ言い当てている。また、少
年法の 2000 年以降の厳罰主義的改正は、子どもの権利
条約と国際人権規約に反するものとして見直すことを強
く勧告されている。

▶選択議定書
　選択議定書は、条約を補完するための国際文書である
が、子どもの権利条約には、（１）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選択議定書、（２）
児童売買、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、（３）通報手続に関する児童の権
利に関する選択議定書の３つがある。日本は、（１）
（２）は批准しているが、（３）は 2014 年４月に発効し
たばかりでまだ批准していない。

▶子どもの権利条約の理念の浸透
　国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約締結、
国籍法違憲・非嫡出子差別違憲の最高裁判決が出されて
いる。
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広がる弁護士の役割
❶　子どもの虐待と弁護士
（１）児童虐待の現状
　2000 年に児童虐待の防止等に関する法律が制定され、3度（2004 年、2006 年、2007 年）の改正を経
て法制度も少しずつ整備されてきたが、児童相談所の虐待相談対応件数は一貫して増え続け、2013 年
度の件数は、7万3765件（速報値。2014年8月4日厚生労働省公表）にのぼり、過去最高の件数となっ
た。また、同年度の 1 年の間に、虐待によって 54 人の子どもたちが命を失っている（虐待死 25 人、無
理心中による死 29 人。警視庁「平成 25 年中における少年の補導及び保護の概況」による）。
　児童虐待は、親などによる子どもへの最大の人権侵害であり、全国の弁護士が子どもの権利擁護・救
済活動に心血を注いでいる。

（２）児童相談所における弁護士の関わり
①　児童相談所の現状
　児童相談所は、原則として 18 歳までの子どもに関する相談を受け、援助活動を行う専門的行政機関
であり、虐待の通告を受け、調査判定をして処遇を行うが、法律上、一時保護、立入調査、臨検・捜索
等の強制力ある権限も有しており、虐待に関わる機関の中でも中心的機関である。児童福祉法に基づ
き、全国 47の都道府県、20の政令指定都市、2の中核市（横須賀市と金沢市）に設置されており、
2013 年 4 月 1 日現在で全国に 207か所の児童相談所がある（児童相談所全国共通ダイヤル「0570－064
－000」。居住地域の児童相談所につながる）。
　児童相談所は、①養育（保護者の離婚・病気・失踪・服役などの理由で養育困難な子どもや虐待、里
子に関する相談など）、②保健（未熟児・虚弱児・小児ぜんそくなどを有する子どもの相談）、③障がい
（肢体不自由児、視聴覚障がい、言語発達障がいなど障がい全般に関する相談）、④非行（ぐ犯行為や触
法行為に関する相談）、⑤育成（不登校、家庭内暴力、進学、しつけなどに関する相談）、⑥里親（里親
に関する相談）、⑦その他 というように福祉全般に関する業務を行っているが、近年は、養育相談の中
の児童虐待への対応の比重が高まっている。

児童相談所における児童虐待相談対応件数の推移資料 特 1-2-1
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【注】1． 厚生労働省「児童相談所での児童虐待相談対応件数」によるもの。
2． 2010年度の件数は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計したもの。2013年度の件数は、速報値である。
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②　児童相談所における弁護士の役割
　1998 年に関東弁護士会連合会シンポジウム「子どもへの虐待-その予防と救済のための提言-」を
行った際に、同連合会管内 1都 10 県の児童相談所に聞き取り調査を行ったところ、その当時までに弁
護士に正式に相談や依頼をしたことがあったのは、1都 5 県であり、残りの 5 県は相談や依頼をしたこ
とが無かった。しかし、2014 年 4 月 1 日現在、全国の児童相談所 207か所すべてにおいて弁護士等と
何らかの協力、連携体制を整えている。その内容としては、以下のような例があげられる。

①　弁護士を非常勤職員として採用している
②　顧問弁護士として契約している
③　弁護士と委託契約を締結している
④　定例の会議において専門的な助言を得る
⑤　児童福祉に精通している弁護士に、必要に応じて相談をしている

　特に、福岡市では 2011 年 4 月から、「福岡市こども総合相談センター」に任期付公務員として常勤の
弁護士が採用され、2014 年 4 月からは和歌山県でも「和歌山県子ども・女性・障がいセンター」に任
期付公務員として常勤で弁護士が採用されるなど、児童相談所の業務における弁護士の役割は年々増し
ている。このほかに、児童相談所の判断をチェックする機能を持つ児童福祉審議会及びその下部機関
や、虐待された子どもが心身に著しく重大な被害を受けたり死亡したケースを検証する委員会のメン
バーにも、弁護士が入るようになってきている。
　こうした行政との連携における課題としては、児童虐待の専門知識を持った人材を安定的に供給する
点にあり、日弁連及び各弁護士会がそれぞれ積極的に組織対応の支援や研修などの活動を行っている。

児童相談所の常勤弁護士として 福岡市こども総合相談センターこども緊急支援課長
 弁護士 久保 健二

　「子どもを返せ！」「誘拐だろう！」。虐待を受けた
子どもを一時保護されて怒鳴り散らす保護者。これ
に相対して、一時保護が法律に基づく行政処分であ
り、誘拐にはならないことなどを粛々と説明しま
す。このような対応困難保護者の対応は、2011年４
月から児童相談所の常勤弁護士となった私に最も期
待された業務の一つです。この他、一時保護への同
行、職員の法律相談対応、家庭裁判所への提出書類
の作成など児童相談所における法的対応全般を担っ
ています。
　常勤弁護士がいることで、親権が子どもに対する
責任であり、子どもの利益に反する親権行使は許さ
れないとの考えが職員に浸透しています。そのため
職員が、親権に配慮するあまり虐待対応を躊躇する
ことはなく、親権者の意向にむやみに振り回される
こともありません。また、常勤弁護士が法的問題に
迅速に対応できるので、職員は法的に確信をもって
仕事ができます。さらに、常勤弁護士と職員の協働
によって医療ネグレクトの親権停止手続が迅速に進

められ、手術が速やかになされた事例もあります。
このように常勤弁護士の役割は子どもの権利擁護に
直結しており重要です。
　様々な事案に関わる中で、里親委託された子ども
が笑顔で過ごすのを見たり、飛躍的に発達が伸びた
という報告を受けたりすると、保護者との厳しいや
りとりが続いても、子どもたちの未来に少しでも寄
与できたことを嬉しく思いますし、やりがいを感じ
ます。
　わが国の虐待対応の法制度は、一時保護を始め、
行政（児童相談所）による判断が中核をなし、司法
を中核として適正性を担保する諸外国とは格段の差
があります。わが国も司法を中核とする制度に移行
すべきです。その場合、常勤弁護士が、法的対応の
ために必須ですし、当面、行政判断の適正性を担保
するためにも必要です。ようやく今年、和歌山県に
２人目の常勤弁護士が誕生しましたが、将来、各中
央児童相談所に最低１人は常勤弁護士が配置される
ことを望みます。
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（３）家事事件における「子どもの虐待」
①　児童福祉法 28 条 １ 項事件数
　児童相談所は、相談を受けた児童を家庭でそのまま生活させることが子の福祉に反すると判断した場
合、親権者等に対して、子どもを施設や里親に預けるよう説得をし、親権者等がこれに同意すると、子
どもは家庭を離れて施設等で生活するようになる。また、親権者等が様々な理由で子どもを育てられな
い場合に、自ら児童相談所に対して、子どもを施設に預けたいと申し出る場合もある。しかし、中に
は、児童相談所が説得しても、子どもを施設等に預けることを承諾しない親権者等もいる。典型例とし
ては、親権者等が子どもを虐待しているが、それを認めず家庭引き取りを強硬に主張する場合である。
　児童相談所は、親権者等の意に反して子どもを施設等に措置する場合には、家庭裁判所の承認審判を
得なければならない。これが児童福祉法 28 条 1 項に規定されている「28 条審判」であり、深刻な児童
虐待への対応手段として用いられている。
　資料特 1-2-2を見ると、「28 条審判」の新受件数は、2011 年までは 200 ～ 250 件程度で推移してきた
のに対し、2012 年は 300 件、2013 年では 276 件と、若干の増加がみられた。「28 条審判」申立ては、裁
判所に対する手続である上、親権者等が事実上の相手方となって児童相談所の申し立てた内容を否定し
たり反論したりすることも多い。そのため、弁護士が代理人として関与することが必要かつ相当である。
全国的にも児童相談所が「28 条審判」申立ての代理人を弁護士に依頼する割合は年々高まっている。

児童福祉法 28 条１項事件の新受件数の推移資料 特 1-2-2

児童福祉法 28 条１項事件の虐待者別割合及び虐待の態様別件数（2013 年）資料 特 1-2-3
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【注】1． 最高裁判所事務総局家庭局「児童福祉法 28条事件の動向と事件処理の実情」（平成 24年・平成 25年）によるもの。
平成 25年は速報値である。

2． 資料特 1-2-3は、平成 25年 1月～ 12月までの間に全国の家庭裁判所で終局した児童福祉法 28条 1項事件 272件のう
ち、最高裁判所が把握した 249件の事案について分析した結果を基に、認容で終局した 181件を対象として集計した
もの。

3． 虐待者別及び虐待の態様別については、重複集計したもの。なお、虐待者には、児童福祉法 28条 1項の「その他保護
者に監護させることが著しく児童の福祉を害する場合」に該当する事案の保護者を含む。また、虐待の態様別の「そ
の他」とは、同事案に該当するものである。
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②　親権喪失等事件数及び弁護士選任数
　児童虐待をはじめとする不適切な親権行使から子どもを守る民法上の制度としては、従来から、親権
喪失と管理権喪失があった。しかし、親権喪失は、その結果の重大性からあまり積極的に活用されてい
なかった。管理権喪失についても、要件をどのような場合に満たすかが必ずしも明確でなかったため、
やはり積極的に活用されていなかった。そこで、2012 年 4 月 1 日施行の民法改正により、「親権喪失ま
での必要はあるか」と躊躇する場合であっても 2 年以内の期間に限って親権を停止することができる親
権停止制度（民法 834 条の 2）を新設した。また、親権喪失及び管理権喪失の要件の見直しや、申立権
者に子ども本人を含めるなどの改正が行われた。

　親権喪失等の新受件数は、2011 年までの年間 100 ～ 150 件程度に対して、2012 年は 239 件と大幅に
増加した。239 件のうち取消しを除く 237 件の内訳は、親権喪失の審判が 111 件、親権停止の審判が
120 件、管理権喪失の審判が 6 件であった。これらのケースでは、多くの場合、弁護士が代理人として
関わっている。さらに、未成年者である子ども自身が親権喪失等を申し立てる場合には、弁護士が代理
人として関わる必要性が極めて高い。2013 年 1 月 1 日施行の家事事件手続法では、子どもの手続代理
人制度（22 条、23 条）が新設され、子ども自身が弁護士と委任契約を締結することができるように
なった。その結果、実際に、弁護士が子ども自身に選任されて、親権喪失等の申立てをしているケース
も出てきている。なお、親権喪失等が認容された後に、未成年後見人や未成年後見監督人として弁護士
が選任されることも多い。

民法 834 条・835 条の改正内容資料 特 1-2-4

親権喪失等事件の新受件数の推移資料 特 1-2-5

制　度　の　概　要
要　　件 効　　果

親権喪失
（民法 834条）

虐待又は悪意の遺棄があるときその他親権の行
使が著しく困難又は不適当であることにより子
の利益を著しく害するとき

親権を喪失

親権停止
（民法 834の２）※新設

親権の行使が困難又は不適当であることにより
子の利益を害するとき

２年を超えない範囲で親権を停止

管理権喪失
（民法 835条）

管理権の行使が困難又は不適当であることによ
り子の利益を害するとき

法定代理権を含む財産管理権を喪失

【注】上記の申立権者はいずれも、「子」「その親族」「未成年後見人」「未成年後見監督人」「検察官」「児童相談所長」である。

【注】1． 最高裁判所事務総局家庭局「親権制限事件の動向と事件処理の実情」（平成 24年）によるもの。
2． 親権停止の審判事件については、平成 24年 4月～ 12月までの 9か月間を対象としている。
3． 事件数は、子を基準に（子 1人につき 1件）としているが、1人の子につき、事件本人（親権を喪失し、もしくは
停止され、又は管理権を喪失する親権者）が 2人いる場合には、2件となる。
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（４）児童虐待防止を目的とするNPO等の活動と弁護士
　児童虐待は、家族の孤立や子育て不安、親の人格障がいや精神疾患などを背景とする家庭内病理であ
り、親側の要因と子ども側の要因が複雑に絡み合って発生している。児童虐待の予防や支援にあたって
は、一つの機関や職種のみではなく、その家庭に関わりのある多機関が連携・共同していくことが必要
である。そのため、各地で児童虐待の予防や支援を行っている NPOや社会福祉法人が多数存在してお
り、こうした NPO等の活動に関わる弁護士も多い。
　ここでは、後述する子どもシェルター以外のNPO等の活動への関わりについていくつか紹介したい。

弁護士による NPO等への支援活動資料 特 1-2-6

①　特定非営利活動法人児童虐待防止協会
　電話相談、グループケア活動、講師派遣、調査研究等の事業を行っている。
　副理事長をはじめ、理事に複数の弁護士が入っている。また、大阪府・市要保護児童対策地域協議会へのスー
パーバイザー（SV）派遣事業を行っており、SVとして関わる弁護士もいる。

②　社会福祉法人子どもの虐待防止センター
　電話相談、電話による法律相談、グループケア事業、里親・養親支援事業、ペアレンティング事業など様々な事
業を行っている。
　東京を中心に、多数の弁護士が理事や評議員となるなど、実際の活動に関わっている。

③　社会福祉法人カリヨン子どもセンター
　弁護士が中心となって設立された法人であり、理事長以下、多数の弁護士が運営及び実際の活動に関わってい
る。後述する子どもシェルター以外に、男女１つずつの自立援助ホームやカリヨンハウス（デイケア）事業を行っ
ている。さらに、カリヨンハウス事業の一環として、性的虐待を受けた子どもたちの被害確認面接（司法面接）を
行っており、弁護士がインタビュアーとして活動している。

④　特定非営利活動法人日本子どもの虐待防止民間ネットワーク
　全国各地の子どもに対する虐待の防止と子育て支援に関する事業を行う団体の支援等を目的とした事業を行って
いる。
　理事長以下、複数の弁護士が理事となっている。

⑤　キャプナ弁護団
　愛知県弁護士会子どもの権利委員会の有志が中心となって作られた虐待防止弁護士ネットワーク。子どもの虐待
防止活動を行う民間団体 CAPNAとは連携を取っているが別組織である。愛知県、名古屋市との間で、各児童相談
所での専門家の立場での相談、児相長の代理人としての児童福祉法 28条申立てなどの業務委託も受けている。

⑥　その他
　全国各地の虐待防止ネットワークや子どもを虐待から守る会などの NPOにおいて、運営や活動に各地の弁護士が
関わっており、弁護士が理事長となって立ち上げた組織も複数ある。
　法的な知識が、特に、ネットワーク会議やケース検討会において、児童福祉法だけでなく民法や刑法などの様々
な分野に関する助言に役立っている。
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❷　子どもシェルターと弁護士
（１）子どもシェルター
　「子どもシェルター」は、虐待や非行などの困難を抱え、家庭や施設に居場所を失った 14、15 歳から
20 歳未満の子どもたちのための緊急避難所である。2004 年 6 月に東京の NPO 法人カリヨン子どもセ
ンターが全国で初めて「子どもシェルター」を開設したが、そのきっかけは、東京弁護士会が上演した
「もがれた翼 Part9『こちら、カリヨン子どもセンター』」という演劇であった。架空の子どもシェル
ターを題材にした劇であったが、本当に実在すると勘違いされるほどの反響を呼び、「あったらいいね」
の夢が、弁護士の有志と福祉関係者・市民の協力により翌年現実となったのである。
　弁護士が子どもの人権救済活動を行っている
と、親からの虐待により家庭で安心して暮らせな
い子、少年非行で引き取り手や帰る先が見つから
ない子、家庭が崩壊していて生活の場が失われた
子など、帰る家のない子どもに出会うことが多い。
　こうした子どもたちは、18 歳未満であれば、
児童福祉法上の要保護児童に該当し、社会的養護
の対象になるはずであるが、児童相談所の一時保
護所が満員状態であったり、思春期の子どもへの
個別対応ができる態勢になかったりするなど、す
ぐには保護してもらえないことも少なくない。ま
た、18 歳以上になると、就労支援を目的とする
「自立援助ホーム」以外に子どもたちを支援する
公的制度が全くなくなる。しかし、18 歳で自立
できるほど日本の社会は甘くない。厳しい環境に
直面し、中には性風俗の世界や犯罪集団に取り込
まれていく危険に晒される子どももいる。18 歳
から 20 歳までの 2 年間は、社会的養護の「真空
地帯」であり、このような「制度の狭間」で、も
がいている子どもに寄り添い、一緒に生きる道を
考えようというのが「子どもシェルター」である。
　この思いは、日本各地に広がり、次頁のように
2014 年 4 月現在、全国で 12か所の「子どもシェ
ルター」が開設され、それぞれ特色ある活動をし
ている。

「子どもシェルター」リビングの様子。

「子どもシェルター」個室の様子。

【注】社会的養護： 保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとと
もに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと（厚生労働省ホームページによる）。
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（２）子どもシェルターの開設状況
　以下は、2014 年 4 月現在、開設されている「子どもシェルター」の一覧である。運営は NPO法人、
または社会福祉法人であり、理事の半数は弁護士である法人が多く、ほとんどの法人で理事長は弁護士
となっている。

子どもシェルターの開設状況資料 特 1-2-7

（2014年 4月現在）

NPO法人子どもセンターぽると（新潟）
新潟市中央区西堀通五番町 855番地 5
西堀通五番町ビル 6階／ TEL 025-225-3148

理事長　足立定夫（弁護士）／ 2014年設立
運営施設：子どもシェルター

NPO法人子どもシェルターレラピリカ （北海道）
北海道札幌市中央区大通西 12丁目
北海道高等学校教職員センター 5階／
TEL 011-272-3125

理事長　内田信也（弁護士）／ 2013年 2月設立
運営施設：子どもシェルター

NPO法人子どもセンターるーも（和歌山）
和歌山県和歌山市十番丁 72 カサ・デ・まるのうち 2階
TEL 072-425-6060

理事長　中川利彦（弁護士）／ 2013年 2月設立
運営施設：子どもシェルター

NPO法人子どもセンターののさん （京都）
京都府京都市中京区巴町 81みやこビル 2階
TEL 075-254-8331

理事長　安保千秋（弁護士）／ 2011年設立
運営施設：子どもシェルター

認定 NPO法人ロージーベル （宮城）
宮城県仙台市青葉区本町 1-9-5五城ビル 502
TEL 080-1695-4032

理事長　大沼えり子（保護司）／ 2008年 10月設立
運営施設：自立準備ホーム・子どもシェルター

認定 NPO法人子どもシェルターモモ （岡山）
岡山県岡山市北区清輝橋 1-2-9／ TEL 086-206-2423

理事長　東 隆司（弁護士）／ 2008年設立
運営施設：子どもシェルター・自立援助ホーム

社会福祉法人カリヨン子どもセンター （東京）
東京都文京区関口 2-4-6　関口台ヴィレッジ B-2
TEL 03-5981-5581

理事長　坪井節子（弁護士）／ 2004年 6月設立
運営施設：子どもシェルター・自立援助ホーム・
　　　　　デイケア事業等

NPO法人ピピオ子どもセンター （広島）
広島県広島市中区上幟町 2-36 S・ウィングビル 505
TEL 082-221-9563

理事長　鵜野一郎（弁護士）／ 2011年設立
運営施設：子どもシェルター

NPO法人子どもセンター帆希（千葉）
千葉県四街道市四街道 1-7-9中島ビル 3階
TEL 043-310-5133

理事長　金子重紀（弁護士）／ 2013年設立
運営施設：子どもシェルター

NPO法人子どもセンターてんぽ （神奈川）
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-4-6
マスニ第一ビル 8階／ TEL 045-473-1959

理事長　影山秀人（弁護士）／ 2007年設立
運営施設：子どもシェルター・自立援助ホーム

NPO法人そだちの樹 （福岡）
福岡県福岡市中央区赤坂１-16-13上ノ橋ビル 7階
TEL 092-791-1673

理事長　橋山吉統（弁護士）／ 2012年 2月設立
運営施設：子どもシェルター

NPO法人子どもセンター「パオ」 （愛知）
愛知県名古屋市東区泉 2-22-17ゑむづビル 2階
TEL 052-931-4680

理事長　多田 元（弁護士）／ 2006年設立
運営施設：子どもシェルター・自立援助ホーム
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（３）シェルターの実際と弁護士の役割
　2011 年 2 月、日弁連は「『子どものためのシェルター』の公的制度化を求める意見書」を発表し、厚
生労働省に働きかけた （日弁連ホームページ 〔HOME > 日弁連の活動 > 会長声明・意見書等〕参照）。
そして同年 7月には、「児童自立生活援助事業の実施について」（厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通
知）が一部改正され、子どもシェルターも要件を満たせば自立援助ホームの特殊な形態として認め、自
立援助ホーム委託費を受けられるようになった。自立援助ホームは、子どもと共に暮らして、その自立
を支援しようという民間の活動が、児童福祉法に「児童自立生活援助事業」として位置づけられたもの
であり、義務教育終了後 20 歳未満の子どもに日常生活の支援及び生活指導、就業指導をして子どもた
ちの自立を助けることを目的とする。一方「子どもシェルター」は、虐待等を受け特別に困難な問題を
抱えた子どもたちの、最初の一時的避難場所であるので、働きながら時間をかけて自立をめざす本来の
自立援助ホームとは少し役割が違うが、子どもの自立の支援という目的は同じである。
　子どもシェルターには、専門スタッフが常駐し、子どもにはきれいな個室と温かい食事が用意され、
子ども担当弁護士（略して「コタン」）が 1 名つく。利用料は一切かからない。「コタン」の法的地位は
子どもの代理人であるが、本人の気持ちやニーズを聞き取り、2 ～ 3か月の間で、子どもに安心と自
信、心の自由を回復してもらう。そして、親や児童相談所などとの交渉・調整を経て、家庭へ復帰する
場合もあるが、それが難しければ、自立援助ホームへ転居したり、生活保護を受けてアパートへ入居す
ることを決めて退去して行くことになる。子どもの意思の実現のために、いかにして関係者の協力を
得、親の理解を得るか、弁護士としての交渉技術の高さが求められる。
　ところで、子どもシェルターを 1 軒運営するには年間 1500 万円から 1800 万円の経費が必要である。
子どもシェルターには、自立援助ホームの特殊な形態として委託費が支払われる。ところが、初年度は
定員数に応じて支払われるが、翌年からは入居実績が定員の 2 倍に満たない場合には暫定定員を設定さ
れ大幅に減額されてしまうのである。これが大きな問題となっている。委託費は、子どもたちの生活
費、施設の管理費、スタッフの人件費なので、これが減額されると施設の運営が立ち行かなくなる。実
際に、福岡「そだちの樹」の子どもシェルター「ここ」は、一時休止せざるを得ない状況に追い込まれ
た。しかし、既に入居している子どもが精神的な不調を抱えているために、部屋が空いていても新たな
子どもを受け入れられないことがあり、入居実績が少ないからといって必ずしもニーズがないとはいえ
ないのである。
　子どもの権利条約 6 条は、国が子どもの生存と発達を最大限に確保すべきことを定めるが、子ども
シェルターは、子どもの生存と発達を脅かす法の不備を補う受け皿である。したがって、国は、子ども
シェルターを、自立援助ホームとは別の制度として明確に位置づけ、財政的基盤を補助金交付等によっ
て支援すべきであろう。
　シェルターに入所した子どもたちの多くは、朝きちんと起きて、三食食べて、お休みなさいと言って
寝るというごく普通の日常生活ができない。しかし、家庭的な雰囲気の中で子どもとして扱われる経験
と普通の日常生活によって子どもたちは変わっていく。
　「大丈夫。一緒に考えよう。ひとりぼっちじゃないんだよ。あなたは大切なひと。」というカリヨン子
どもセンターの標語は、すべての子どもシェルターに共通する理念である。



弁護士白書　2014年版12

❸　いじめと弁護士の役割
（１）いじめの実態と構造
　2011 年に起きた大津市中学生いじめ自殺事件を受けて、2012 年度に全国の小中高校などが把握した
いじめは、前年度の 2.8 倍の 19 万 8108 件となり、調査開始以来最多を記録した。大津市の事件を契機
に教員らの意識が向上し、積極的に把握に努めたためとの分析がある一方、これまでの認知に不十分な
点があったとの見方もある。もっとも、この件数が示すほど、劇的にいじめの数が増えたというわけで
はなく、いじめとしてカウントされる件数が増えたに過ぎない。いじめの実態そのものは、従来と変わ
らず、教育現場における最も深刻な問題の一つであり続けている。

　このような状況下、2012 年末に行われた衆議院議員総選挙では、各党がいじめ対策法の成立をマニ
フェストに掲げ、2013 年に「いじめ防止対策推進法」が成立した。同法は、いじめを加害者と被害者
の対立構造としてとらえている点や、学校と警察との連携（23 条 6 項）、懲戒（25 条）、出席停止制度
の活用（26 条）など、加害者に対する厳罰主義に基づく規定を置いており、傍観者・観衆といった周
囲の者を含めていじめをとらえる視点や、加害者やその保護者に対するケア、サポートの必要性の視点
が脱落しているのが大きな問題点であるが、同法に基づき制定された、国の「いじめの防止等のための
基本的な方針」や「学校における『いじめの防止』『早期発見』『いじめに対する措置』のポイント」、
附帯決議などには、上記問題点にも配慮した記載がみられ、同法は基本方針、ポイント、附帯決議と合
わせてとらえていく必要がある。
　また、今後、どのような運用がなされていくか現状では明らかではないものの、学校の設置した対策
組織が、単に管理統制を強化するためのものとなったり、関係者にいじめへの認識を深めさせ、問題解
決スキルを向上させる機能を有していなかったり、いじめの起きる背景を無視して加害者のみを厳罰に
処するものであったり、関係者へのいじめ問題に関する情報提供がおざなりなものとなったりするな
ど、問題のある運用がなされる危険性は否定できない。社会全体として、同法が、子どもたちが真にい
じめから救済されるために運用されるよう、見守り、働きかける取組をしていくことが重要である。

いじめの認知（発生）件数の推移資料 特 1-2-8

【注】1．文部科学省「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について」（平成 24年度）によるもの。
2．調査対象は、国公私立小・中高等学校及び特別支援学校である。
3． 1994年度～ 2005年度までは、国公立小・中・高等学校及び特殊教育諸学校、2006年度以降は、国私立学校、中等教
育学校を含める。

4．1994年度と 2006年度に調査方法を改めている。
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小学校：117,383件（前年度より84,259件増加）
中学校：63,634件（前年度より32,885件増加）
高等学校：16,274件（前年度より10,254件増加）
特別支援学校：817件（前年度より479件増加）

いじめの認知件数－学校別内訳－（2012年度）
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（２）弁護士の関わりと現状
　弁護士はこれまでも、いじめ問題について積極的に関わってきた。学校との交渉、いじめ訴訟の代理
人、いじめが少年事件となった場合の付添人、自治体の子どもの権利に関するオンブズパーソンの委員
など、弁護士がいじめ問題に関与する場面は多い。弁護士という職業は、いじめ問題と深く関わりうる
ものである。これら従来のものに加えて、以下に述べるような新たな活動も注目を集めている。

　このように、いじめ問題については、弁護士が深く広く関与することが今後さらに求められていくで
あろう。

自治体の第三者委員会への
委員推薦数資料 特 1-2-9

●弁護士による「いじめ予防授業」
　我が国のいじめ対策は、早期発見、早期対応を中
心としてきたため、いじめの予防活動は十分ではな
かった。この観点から、弁護士が学校に出向き、い
じめ予防を目的とした活動を行っている。東京都で
はこれまでに、1万人以上の生徒がこの授業に参加
し、また、全国各地で同様の活動が広がりつつあ
る。いじめに関する経験と、子どもの権利の視点か
ら、具体的でわかりやすい授業を行っていると、教
育現場での評価もおおむね良好である。

●「重大事態」における第三者委員会
　いじめ自殺など、深刻な事件が発生した場合、第
三者委員会が設置される場合は少なくない。弁護士
は、この第三者委員として数多くの事件に関与して
おり、事実認定や意見書の起案などで重大な役割を
果たすことが多い。今般、いじめ防止対策推進法
は、いじめ自殺や長期の不登校などの、いわゆる
「重大事態」が発生した場合には、第三者委員会の
設置を義務づけ（28条 1項）、また、同法に基づく
「いじめ防止等のための基本的な方針」においても
弁護士の関与を推奨している（第 2、1、（2）等）
ことからも、このような形での弁護士の関与は今後
拡大していくことと思われる。

推薦年度 推薦人数 推薦を行った
弁護士会数

2012年度 50人 19弁護士会
2013年度 76人 25弁護士会

【注】1． 2014年 4月に実施した弁護士会へのアンケート
結果によるもの。

2． 推薦を行った弁護士会数には、東京三会多摩支
部を含む。

3． 推薦人数は、無回答の会があるため、推薦を
行った弁護士会と必ずしも一致しない。

「いじめ予防授業」の授業風景。
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❹　子どもの手続代理人制度
（１）子どもの手続代理人制度の概要
　両親の離婚というのは、子どもにとって極めて深刻な出来事である。大好きな父親または母親から一
方的に引き離され、学校や友達という子どもの世界を形作る基本要素がすべて失われてしまう人生で初
めての大事件といってよい。そのほかの子どもに関する家事事件（親権者変更、監護者指定、面会交流
など）もすべて子どもにとって一大事である。それにも関わらず、これまでの家事事件では、何事も父
母の意思によって決められ、調停・審判の場に子どもの姿はなかった。そこで、家事事件手続法（2013
年 1 月 1 日施行）では、意思能力がある子ども（おおむね小学校高学年以上）に一人で調停・審判に関
わることのできる手続行為能力を認めた。その結果、子ども自身が裁判所の許可を得て手続に参加した
り、裁判所が必要と認める時は職権で子どもを参加させることができるようになった。また、改正民法
（2012 年 4 月 1 日施行）は、親権喪失・親権停止・管理権喪失事件に子ども自身の申立権を認めた。し
かし、子どもだけでは権利行使をすることは困難である。そのため、子どもが自ら選任したり（私
選）、家庭裁判所によって選任される方法（国選）で、弁護士が「子どもの手続代理人」になることが
できるようになった。なお、「子どもの手続代理人」になれるのは弁護士だけである。

子どもの手続代理人の手続の流れ資料 特 1-2-10
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【注】1．利害関係参加しない場合でも、家庭裁判所調査官は子どもの意思の把握に努める。
　　　2．利害関係参加と手続代理人の選任は、実際には同時併行で行われることが多い。
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（２）子どもの手続代理人としての弁護士
①　子どもの手続代理人の必要性と役割
　「子どもの手続代理人制度」は、子どもの権利条約 12 条に基づき、家事事件における子どもの意見表
明権を実質的に保障するもので、これまで保護の対象でしかなかった子どもが、新しく「主役」として
手続に参加し、子どもを中心とした紛争解決を実現させていくことができる制度である。しかし、手続
行為能力が認められたといっても、未だ成長・発達の途上にある子どもが現実に手続行為をすることに
は困難を伴うことが多い。そのため手続追行の場面で代理人として子どもを法的に援助するのが子ども
の手続代理人である（一般の裁判でいえば「訴訟代理人」である）。
　具体的な仕事としては、まず第 1に子どもの意見を手続に反映させることである。これには、子ども
に必要な情報の提供を行い、子どもと一緒に考えながら、その意見形成を援助することも含まれる。第
2に、子どもの意見を踏まえつつ、その最善の利益のために、必要な調査をして証拠を収集したり、関
係者間の調整を行ったり、解決に向けた提案をするなどの仕事がある。第 3に、子どもとの継続的な関
わりの中で、子どもから様々な質問や相談を受け、それらに応えることである。
　子どもの手続代理人がこうした役割を果たすことによって、たとえば親権・監護権や面会交流を巡る
紛争においては、両親が子どもの利益を中心にした話し合いを進めることが可能となり、合意による紛
争解決が促進されるなどの効果も見込まれる。

②　課題
　法律上の課題は、子どもの手続代理人の報酬が、原則として子ども本人の負担とされ、事情により、
裁判所が他に負担者を定めることができるとされているにすぎないことである（家事事件手続法 28 条
1 項、2項）。子どもの権利保障に対する国の責任という観点からは、国費負担を実現すべきである。
　運用上の課題は、裁判所が、子どもの利益を確保することは裁判所の職責であるという意識を持って
いることなどにより、子どもの手続代理人の選任に対して消極的であることである。子どもの権利保障
という観点から、積極的な運用が望まれる。
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（３）子どもの手続代理人の活動報告

　私が国選子どもの手続代理人として選任されたの
は、両親が離婚し、母親の親権に服する中学 3年生
の子についてである。子が中学 3年生になる直前の
2013年 2月、父親から親権者変更の申立てが行われ、 
子が、 同年 3月、 利害関係参加人として参加した。実
は、子が中学 2年生の 2012年 4月、離婚訴訟で、母
親が親権を有することとなり、父親の下から離れ、母
親の地元の中学校に転校したという事情があった。
　子どもの手続代理人は、子の代理人であり、両親の
代理人ではないことから、両親から中立的な立場で、
十分に子どもの意見を聞くことに努めた。
　最初の打ち合わせは、県弁護士会の部屋を使用させ
てもらい、その後の私の事務所で行った打ち合わせも
含め、打ち合わせは全て、子を送ってきた母親に退席
してもらった。
　高校受験を控えている中学 3年生であり、子はそ
れまで生活し、幼馴染も多い父親の地元で高校に通い
たいという気持ちが強かった。他方、母親の地元の中
学校に通いながら、父親の地元の高校を受けることへ
の不安を抱いていた。そのため、私の代理人活動の大

半は、意思決定の判断材料となる高校受験に関する情
報収集に占められた。それぞれの中学校の進学担当の
教師、塾教師と面接を行い、内申書の評価方法など両
地域の受験制度の違いを調査し、意思決定の判断材料
とした。
　最終的に子は父親の地元の中学校に転校し、高校受
験をする意思を決め、その意思決定の過程も含めて意
見書を作成、裁判所に提出し、父親に親権を変更する
調停が成立した。
　子の意思を裁判所に伝えるという立場から、紛争中
の両親と中立的な立場を貫くことで両親の信頼を得、
調停成立に寄与したと自負している。
　一方で、子どもの手続代理人は、自己形成途中の子
と真剣に向き合い、その意思決定に影響を与えざるを
得ない。法律的利害関係を説明することは日常業務で
慣れているが、高校受験という全く専門分野外の判断
材料を調査し、正確に伝え、意思決定を促さなければ
ならなかった。
　やりがいとともに責任の重大性を感じざるを得ない
事件であった。

　2013年 2月中旬、何の前触れもなく、子どもの手
続代理人選任の打診が来た。聞けば期日は翌日だとい
う。急いで家庭裁判所に記録を読みに行き、そして私
は小学校に通う女の子の代理人となった。私はもちろ
ん裁判所にとっても初めての事件で、何をすべきか全
て試行錯誤しながらの手続であったように思う。
　本件は、親権者である父親の家から家出し、母親と
居住を始めた女の子について、父親が母親に対して引
き渡しを求めた事件であった。女の子は家出して以
降、父親に連れ戻されるのを恐れて学校に通う事がで
きていなかったため、まずは就学環境を整える事が先
決であったが、第 1回期日でそのことを重点的に協
議して、当事者双方から同意を得ることができた。そ
の後も、当事者双方のどちらが監護するのがより適当
かという敵対した議論ではなく、どのように女の子の

環境を整え、意思を尊重するかが審理の中心となった
事は、女の子が手続に参加し、手続代理人が選任され
た事の成果であったと考える。
　ところで、当事者にとっては、自身に不利益な発言
や意見は、本当に言っているのか、手続代理人が他方
の当事者に肩入れしているのではないか、となかなか
受け入れられないのが実情である。そのため、私は女
の子との面会をビデオ撮影し、発言を記録したが、未
成年者の意見、発言の正確性を担保すること、そして
未成年者の意見や発言に基づいて当事者双方を説得し
納得してもらうために、未成年者だけでなく、当事者
双方とも一定の信頼関係を築いていくことが、手続代
理人として選任された弁護士の課題となると考える。
　なお、本件は未成年者の意見を汲んだ父親の申立て
取下げにより終了した。

①　親権者変更の申立てケース 弁護士 増田 良文　

②　子どもの引渡審判ケース 弁護士 山脇 将司　
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❺　未成年後見と弁護士
（１）未成年後見人の実情
　未成年後見制度は、子どもに親権者がいないとき、または親権者が行方不明などの理由で親権を行う
ことができない場合に、親権者に代わって未成年後見人が子どもの財産と生活を保護するための制度で
ある。
　子どもは社会経験が乏しく、ひとりで生活していくことは困難である。そこで、民法は、子どもの利
害に最も関心を持つ立場にある親に対して、子どもに代わって法律上の行為を行い、子どもの財産を管
理し、身上監護をする責任 （これらの責任を 「親権」 という。） を課している。ところが、親が死亡した
場合や行方不明の場合、あるいは裁判所が親の親権を喪失・停止した場合には、子どもは親権による保
護を受けられない。そうした場合には、未成年後見人が子どもの財産管理と身上監護を行うことになる。
　もっとも、親権者がいないすべての子どもに未成年後見人が選任されているわけではなく、子どもの
財産の管理・処分や身上監護のために特に必要が生じた場合に、利害関係人や子ども自身が裁判所に選
任の申立てを行って未成年後見人が選任されているのが現状である。
　未成年後見人には、多くの場合、子どもの祖父母、おじ、おばなどの親族が選任されている。しか
し、適当な親族がいない場合や、子どもの財産管理に専門性が必要な場合などには、弁護士をはじめと
する第三者の専門職が未成年後見人に選任される。なお、未成年後見人が適切な業務を行うように、家
庭裁判所や家庭裁判所が選任した未成年後見監督人が、未成年後見人の業務を監督する仕組みとなって
いる。

未成年後見人の選任新受件数の推移資料 特 1-2-11

【注】　『司法統計年報（家事編）』「家事審判事件の受理、既済、未済手続別事件別件数―全家庭裁判所」によるもの。
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（２）今後の弁護士後見人について
　未成年後見人の業務は、前述のとおり、子どもの財産を管理し、身上を監護することである。このう
ち、身上監護とは、子どもの生活全般に気を配り、子どもを監督しながら生活を守るというもので、そ
の内容は多岐にわたる。特に、親を失い、頼れる親族にも恵まれない子どもの生活を安定させるのは容
易でなく、公的機関やその他の社会資源と連携する必要がある。また、未成年後見人は、児童福祉、学
校教育、少年司法手続、医療・保健などの場面で「保護者」とされ法律上の義務を負うほか、手術など
の医療行為の同意をする立場にもある。さらに、法律上、子どもの監督義務を負うため、子どもが第三
者に対して加害行為をした場合に監督責任を問われ賠償義務を課される場合もありうる。
　こうした広範囲の身上監護義務を、一個人である未成年後見人に課されることの負担感は大きく、未
成年後見人への就任が躊躇される一因となっていた。この点については、日弁連の提言などを受けて、
2012 年に民法の改正がなされ、法人が未成年後見人となることや、複数の未成年後見人を選任して業
務の役割分担をさせることが認められた。また、厚生労働省の制度として、一定の要件を満たす未成年
後見案件に対して、未成年後見人の報酬や、子どもの加害行為による賠償債務を未成年後見人が負担す
る場合に対応する損害保険の保険料を公費で支払う制度もできた。
　未成年後見人の業務のうち、財産管理は弁護士の専門性が発揮される業務である。また、身上監護業
務の中にも、各種制度の利用について法的な知識や交渉力が求められる場合がある。加えて、未成年後
見人には子どもの権利擁護に関する見識が不可欠である。こうした点から、今後も未成年後見制度にお
いて弁護士が果たすべき役割は大きく、積極的に取り組んでいく必要がある。その際には、未成年後見
人個人に過大な負担を課すことにならないよう、新たにできた制度を活用しつつ、弁護士を含めた専門
家や関係機関が連携しながら、親権者のいない子どもの生活と成長を支える未成年後見制度を作り上げ
ていくことが求められる。

子どもに寄り添う未成年後見人の活動 弁護士 小坂 昌司

　A君は小学校６年生のときに親権者であった母親を
病気で亡くした。母親以外に頼れる親族がいなかった
A君は児童相談所に保護され、里親の下で暮らすこと
になった。母親に借金があったことと、遺族年金の受
給手続が必要であったことから、児童相談所が未成年
後見人選任の申立てを行い、家庭裁判所が私を未成年
後見人に選任した。
　私は就任後、A君の法定代理人として、家庭裁判所
で相続放棄の手続を行い、年金事務所で遺族年金受給
の手続をした。その後は、定期的に支給される年金を
管理しながら A君の身上監護を行った。
　中学２年生の頃から A君の生活が乱れた。喧嘩や
喫煙などの問題行動を学校で起こすようになったた
め、A君の処遇について学校の教師、児童相談所の担
当者、里親とともに話し合った。「A君の将来のため
に専門的な施設で生活させて指導するべき」との意見
が出されたが、私は A君の気持ちを聞いた上で、「も

うしばらく A君を里親宅で暮らさせて欲しい」と意
見を述べ、里親宅での生活が続けられることになっ
た。しかし、A君の生活は中学卒業の頃から再び乱
れ、事件を起こして家庭裁判所の審判を受けることに
なった。私は、A君の保護者として家庭裁判所調査官
の調査を受け、少年審判に出席した。
　A君は保護観察となったが、事件をきっかけに里親
委託を解除され、他に受け入れる施設もなかったた
め、15歳で一人暮らしをすることになった。私は A

君とともにアパートを探し、法定代理人として賃貸借
契約をした。また、就職の際の身元保証人になった。
その後、A君の生活は徐々に落ち着き、今では職場で
頼られる存在となり仕事に励んでいる。
　未成年後見人の仕事は広範囲にわたり大変ではある
が、親権者がいない子どもの生活と成長・発達を保障
するために、子どもに寄り添って権利擁護をする未成
年後見制度は不可欠であると思う。
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❻　面会交流や養育費請求と弁護士の役割
（１）子どもの権利としての面会交流
　子どもには、両親から愛情を受けて成長する権利がある。ところが、両親の離婚や別居は子どもから
その権利を一方的に奪う。それを補う次善にして唯一の手段が、別れて暮らしている親と子どもの「面
会交流」である。子どもの面会交流の調停・審判の数は 10 年間で約 3倍になり、内容的にも親同士が
高葛藤で深刻に対立する解決困難な事案が増えている。そのような事案では弁護士が両親の代理人とな
ることが多く、子どもの幸せは弁護士の見識と力量にかかっている、といっても過言ではないほど弁護
士の役割は大きい。
　子どもの権利条約は、面会交流について、親の一方または双方から分離されている子どもが、子ども
の最善の利益に反しない限り、定期的に親双方との個人的関係及び直接の接触を保つ権利を尊重すると
定め（9条 3項）、面会交流は子どもの権利であることを明記している。また、改正された民法 766 条 1
項（2012 年４月１日施行）では、父母が離婚の際に定めるべき事項として面会交流及び養育費を明示
し、定める際は「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」とした。さらに、家事事件手続
法（2013 年１月１日施行）によって、面会交流の調停・審判では、家庭裁判所は、子の意思を把握す
るように務め、子どもの年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならず、15 歳以上の
子どもについては必ず子どもの意見を聴かなくてはならない。そのために、子どもの手続代理人制度が
新設されたことは既に述べた（14 頁参照）。
　面会交流の調停・審判事件で、父母の代理人となった弁護士は、一般民事事件と違って依頼者の利益
だけではなく、それを越えた子どもの最善の利益の実現（子どもの権利条約 3条）を指向しなければな
らない。その結果、父母の置かれている状況を理解した上で、子どもとの面接等を通じて子どもの意向
や状況を把握し、これを父母に伝え、父母が子どもの利益を考え行動できるよう支援し、父母と子ども
との将来に向けた関係調整活動に奔走することも多い。子どものための面会交流を実現するために、家
事事件の法的知識だけではなく子どもの権利に精通した弁護士が果たす役割は大きい。

面会交流事件（審判・調停）の新受件数の推移資料 特 1-2-12

【注】1．『司法統計年報（家事編）』「家事審判事件の受理、既済、未済手続別事件別件数―全家庭裁判所」によるもの。
2．2013年調停事件の終局区分の「その他」には、「調停に代わる審判をしたもの」８件を含む。
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（２）子どもの成長発達を支えるための養育費について
　父母は、子どもの養育及び発達についての第一義的責任を有している（子どもの権利条約 18 条 1
項）。そして、父母が別居もしくは離婚した子どもの場合、父母の責任の内容として、養育費と面会交
流が重要である。改正された民法 766 条 1 項（2012 年４月１日施行）では、父母が離婚の際に定める
べき事項として面会交流及び養育費を明示し、定める際は「子の利益を最も優先して考慮しなければな
らない。」と、子どもの権利条約の理念に添う規定をした。
　子どもの成長発達のために、子どもの状況に応じて適切かつ円滑に養育費が支払われることが必要で
ある。しかし、厚生労働省の 2013 年人口動態調査によると、離婚後に母が親権者となるケースが
84.2％あり、監護親の多くは母であるが、同省の 2011 年度全国母子世帯等調査結果によると、2011 年
時点で、60％以上の世帯が養育費の取決めをしておらず、80％以上の子どもが養育費の支払いを受け
ていない。
　また、調停・審判における養育費の算定には、簡易算定表（東京・大阪養育費等研究会 2003 年発表）
が利用されているが、算定の対象となる基礎収入の割合が低く、職業費割合が高いことなどから養育費
が低く算定されること、簡易算定表が参考資料ではなく法規のように扱われており、取扱いが柔軟性を
失っているなどの問題点がある（2012 年 3 月 15 日公表の日弁連意見書「『養育費・婚姻費用の簡易算
定方式・簡易算定表』に対する意見書」参照）。また、養育費が支払われない場合、強制執行には限界
があるため、効果的な養育費の支払確保制度の創設が必要である。
　面会交流だけでなく養育費を求める調停・審判も増加しており、それに伴い、弁護士が代理人として
関与する事案も増えている。弁護士は、父母に対し子どものための養育費であることに理解をもとめ、
裁判所には養育費の適正な算定のための主張をして資料を提出し、子どもの成長発達を支える養育費の
確保に向けて活動をしている。しかし、前述のように、養育費の支払いを受けていない子どもも多く、
弁護士には、身近な相談活動等をより一層充実していくとともに、子どものための養育費制度の確立に
向けて、適正な算定方式の提言や実効性ある養育費履行確保制度の創設などへのさらなる活動が期待さ
れている。

養育費請求事件（審判・調停）の新受件数の推移資料 特 1-2-13

【注】1．『司法統計年報（家事編）』「家事審判事件の受理、既済、未済手続別事件別件数―全家庭裁判所」によるもの。
2．2013年調停事件の終局区分の「その他」には、「調停に代わる審判をしたもの」172件を含む。
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少年事件における付添人活動
　罪を犯したとされる少年は、成人と異なり、刑事裁判を受けるのではなく、家庭裁判所に送られて、
少年審判を受ける。少年審判では、刑事裁判のような弁護人という制度はなく、少年の権利を擁護する
役割の付添人を選任できることになっている。少年法では、付添人は弁護士に限定されていないが、実
際はその大半が弁護士である。
　弁護士付添人は、適正に事実が認定されるよう、少年の言い分を聞き、証拠をチェックして、家庭裁
判所に様々な主張をするなどの活動を行う。未熟な少年は取調べの際、本当はやっていないのに、うそ
の自白をさせられる危険性が成人よりも高いのであり、弁護士が少年をえん罪から守る必要がある。ま
た、非行を犯した少年について、少年の立ち直りを援助する活動を行う。非行の背景には、保護者から
虐待を受けるなど家族関係に問題があることがほとんどである。弁護士付添人が、家族との関係を調整
したり、学校や職場を見つけるなどの環境調整を行うことにより、少年の立ち直りにつながっている。
さらに、被害者と面談して少年の謝罪の気持ちを伝えたり、被害弁償などの活動を行う。
　このように、重要な役割を果たしているにも関わらず、少年審判を受ける少年のうち、弁護士付添人
が選任されている割合は、長年にわたり、極めて低率であった。これは、資力のない少年に対して国の
費用で付添人を選任する国選付添人制度が 2000 年の少年法改正まで存在せず、その導入後も、極めて
限定的な制度にとどまっていたからである。
　日弁連は、そのような状況の中で、当番付添人制度や少年保護事件付添援助制度を作り、少しでも多
くの少年が弁護士付添人の援助を受けられるようにするとともに、国選付添人制度の大幅拡大を求めて
きた。その結果、2000 年代には弁護士付添人の選任数・選任率が大幅に上昇した。そして、これらの
取組の成果として、2014年から、国選付添人が選任される対象事件が大幅に拡大されることとなった。

❶　少年保護事件（家庭裁判所）の事件数と付添人の有無の推移
少年保護事件の事件数と付添人有無の推移（家庭裁判所）資料 特 1-3-1

【注】1． 数値は、『司法統計年報（少年編）』「一般保護事件の終局総人員－付添人の種類別終局決定別－全家庭裁判所」による
もの。

2． 1999年からの事件総数は、簡易送致事件・車両運転による業務上（重）過失致死傷事件・移送・回付事件・併合審理
され既済事件として集計していないもの（従たる事件）（2002年からは危険運転致死傷事件も含む）を除いたもので
ある。

3． 付添人は、弁護士以外でもなることが可能である。「付添人有り」「付添人無し」は、弁護士以外の付添人を含めた数
値である。
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❷　弁護士付添人拡充のための取組
　国選付添人制度の対象事件は、これまで重大事件に限定されてきた。しかし、少年審判を受ける少年
に対して、えん罪の危険から守り、立ち直りを援助するという弁護士付添人を付ける必要性は、重大事
件に限らない。たとえば、窃盗や傷害は、これまで国選付添人制度の対象事件になっておらず、家庭裁
判所は弁護士付添人の援助が必要な少年であると考えても、国選付添人を選任することができなかっ
た。しかし、少年院に送致する決定や刑事処分を受けるべきであるとして検察官に送致する決定を受け
る少年に占めるこれらの罪の割合は高く、 2013 年に少年院送致決定を受けた少年のうち、 窃盗が 34.7 
％、傷害が 22.3％を占めている（24 頁資料特 1-3-7 参照）。
　日弁連と全国の弁護士会は、できる限り多くの少年が弁護士付添人の援助を受けられるようにする必
要があると考え、そのための制度や態勢を整備してきた。

（１）当番付添人制度
　当番付添人制度とは、少年鑑別所に収容された少年が希望する場合に、弁護士会が弁護士を派遣し、
無料で面会する制度である。面会した弁護士が付添人制度を説明することで、付添人選任につながって
いる。2001 年に福岡県で始まり、2009 年 11 月までに全国の弁護士会で実施されるようになった。

当番付添人制度の流れ資料 特 1-3-3

少年保護事件における付添人の種類別内訳（家庭裁判所）資料 特 1-3-2

弁護士が無料面会

弁護士会から弁護士が派遣され、
無料で面会する。

少年が弁護士との面会を希望
する場合、家庭裁判所から弁
護士会へ連絡。

少年鑑別所に収容する決定を
する場合、裁判官から制度に
ついての説明がなされる。

家庭裁判所が制度を説明 家庭裁判所から弁護士会へ連絡

総　数
（人）

付添人
有り総数
（人）

付添人有り内訳（人） 観護措置
決定数
（人）弁護士 うち私選 うち国選 保護者 その他件数 割合 件数 割合

2004年 78,969 4,468 4,135 4,134 100.0% 1 0.0% 62 271 16,736
2005年 70,088 4,623 4,358 4,353 99.9% 5 0.1% 56 209 15,476
2006年 63,630 4,489 4,233 4,230 99.9% 3 0.1% 60 196 14,124
2007年 59,697 4,423 4,149 4,102 98.9% 47 1.1% 67 207 12,391
2008年 54,054 4,876 4,651 4,200 90.3% 451 9.7% 43 182 11,527
2009年 54,253 6,344 6,137 5,625 91.7% 512 8.3% 45 162 11,241
2010年 53,632 7,474 7,248 6,906 95.3% 342 4.7% 61 165 10,639
2011年 48,886 8,217 8,033 7,655 95.3% 378 4.7% 35 149 10,186
2012年 46,583 8,745 8,612 8,291 96.3% 321 3.7% 31 102 10,047
2013年 40,987 8,477 8,366 8,046 96.2% 320 3.8% 31 80 9,195

【注】1． 数値は、『司法統計年報（少年編）』「一般保護事件の終局総人員－付添人の種類別非行別－全家庭裁判所」及び「一
般保護事件の終局総人員－観護措置の有無及び終局決定別非行別－全家庭裁判所」によるもの。

2． 私選付添人が選任されたため国選付添人が解任された場合など、私選付添人と国選付添人の双方が選任された場合は
国選付添人として計上してある。
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（２）少年保護事件付添援助制度
　少年は、弁護士に依頼するお金がない。少年の
保護者も、経済的に裕福な家庭は少なく、仮に資
力があっても、少年のために弁護士費用を支出す
ることには消極的な場合が少なくない。日弁連
は、そのような少年も弁護士付添人を選任できる
ように、少年保護事件付添援助制度を運営してい
る。この制度では、すべての事件について、少年
が希望する場合には、弁護士費用の全額を援助す
る。その財源は、全国の弁護士から特別会費を徴
収した少年・刑事財政基金であり、援助総額は、
2013 年度で、約 8億 7425 万円となっている。
　被疑者段階の弁護人が家裁送致後に援助制度を
利用して付添人になるケース、家裁送致後に当番
付添人として出動し援助制度を利用して付添人に
なるケースの他、家庭裁判所が弁護士会に対して
援助制度を利用しての付添人選任を要請するケー
スもある。

（３）弁護士付添人・国選付添人と付添援助利用件数
　下のグラフは、少年保護事件付添援助制度を利用して弁護士付添人を選任した件数と弁護士付添人の
選任数、国選付添人の選任数の推移を表したものである。2000 年代以降の弁護士付添人選任数の増加
は、付添援助制度の利用の増加に対応しており、この制度が少年の弁護士付添人の援助を受ける権利を
支えてきたことが分かる。他方で、国選付添人の選任数は、ごくわずかである。

弁護士付添人選任数・国選付添人選任数・付添援助利用件数の推移資料 特 1-3-5

※少年・刑事財政基金は、上記の他、刑事被疑者弁護援助
　事業、当番弁護士制度に使われる。 

全国の弁護士の特別会費
（少年・刑事財政基金）

2014年 6月から  3300円／月

少年・刑事財政基金
2013年度 16億 2399万円（収入計）

少年保護事件付添援助事業
2013年度 8億 7425万円（支出）

【注】1． 付添援助利用件数は、2006年までの数値は、財団法人法律扶助協会の実績件数による。2007年の数値は、2007年 4
月～ 9月の日弁連における援助実績件数（2008年 3月 31日時点調べ）と 2007年 10月から翌 3月の日本司法支援セ
ンターにおける開始決定件数の合計数。2008年以降は、当該年 4月～翌年 3月の日本司法支援センターにおける開始
決定件数である。

2． 弁護士及び国選付添人選任件数は、『司法統計年報（少年編）』「一般保護事件の終局総人員－付添人の種類別終局決定
別－全家庭裁判所」によるもの。
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付添援助制度の財政状況資料 特 1-3-4
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❸　国選付添人制度対象事件の拡大
　少年法には、当初、国選付添人制度は存在しなかったが、2000 年の少年法改正で初めて導入され、
殺人、傷害致死、強盗などの一定の重大事件について、非行事実に争いがあり、検察官が関与する場合
に限り国選付添人が選任されることとなった。その後、2007 年の改正で、検察官が関与しない場合で
も、少年鑑別所に収容された少年について家庭裁判所が必要と認めた場合には、国選付添人を選任でき
る制度が導入された（裁量的国選付添人制度）。しかし、その対象事件は、依然として重大事件に限定
されていたため、その選任件数は、2013 年でわずか 320 人であり、少年鑑別所に収容された少年
（9,195 人）の 3.5％に過ぎなかった。
　その後、2009年5月から被疑者国選弁護制度の対象事件が拡大され、少年である被疑者についても、
たとえば窃盗や傷害などの事件について、国選弁護人が選任されるようになった。しかし、国選付添人
制度の対象事件は拡大されなかったため、少年事件の被疑者国選弁護人は、事件が家庭裁判所に送致さ
れた後に国選付添人に選任されず、継続した活動ができないという事態が生じていた。
　そこで、日弁連を中心に、国選付添人制度対象事件の拡大を求める運動を行ってきた結果、少年法が
改正され、2014 年 6 月から、国選付添人制度の対象事件も、被疑者国選弁護制度の対象事件と同一範
囲まで拡大されることになった。しかしながら、今回の拡大の対象にならなかった「ぐ犯」事件（犯罪
を犯すおそれがあるとして家庭裁判所に送致された事件）なども少年院送致決定を受ける割合が高く、
弁護士付添人の援助を受ける必要性は高い。日弁連は、これを含め、少年鑑別所に収容された少年の事
件すべてを対象とする「全面的国選付添人制度」の実現を求めている。

国選付添人対象事件の範囲資料 特 1-3-6

観護措置決定を受けた少年のうち少年院送致決定となった少年の非行別割合（2013 年）資料 特 1-3-7
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その他
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【注】 『平成 25年司法統計年報（少年編）』「一般
保護事件の終局総人員－観護措置の有無及び
終局決定別非行別－全家庭裁判所」をもと
に、日弁連が作成したもの。
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子どもの権利擁護における日弁連・弁護士会の取組

❶　日弁連・弁護士会の取組の経過
　子どもの権利をより豊かなものにするため、日弁連はこれまで多くの意見書を採択して、国会、行政
機関、関係団体等にその実現を求めてきた。
　そのテーマは、以下の一覧のとおり、少年法をはじめ、児童福祉、いじめ、少年院、裁判員裁判等子
どもに関する法律や制度の改善を求めるものである。これらの中には、実際に採り入れられ、実現して
いるものも多くある。また、国連子どもの権利委員会に対し、日本の子どもの権利状況に関するレポー
トを送付しており、その内容は同委員会の日本政府に対する勧告にも生かされている。
　各地の弁護士会においても、子どもの権利に関する委員会が設けられ、子どもに関する制度やその運
用の改善に努めている。さらに、いじめ、体罰、児童虐待等、子どもが抱える悩みに対応するために、
個別の事件に取り組むだけでなく、特別の相談窓口を設けている弁護士会も多数ある。子どもの人権救
済活動のための調査や関係者への警告・勧告を行うこともある。
　今後は、子どもや保護者などに、弁護士や弁護士会の子どものための活動をより広く知ってもらい、
積極的に利用してもらうことが課題である。
　以下の声明・意見書等の全文の入手については、日弁連ホームページ（HOME > 日弁連の活動 > 会
長声明・意見書等）を参照されたい。

日弁連人権擁護大会及び日弁連意見書関係一覧資料 特 1-4-1
（2014年 8月 31日現在）

■ 1978年～ 1999年

・子どもの人権に関する宣言（1978年 11月 11日・第 21回人権擁護大会）
・学校の生活と子どもの人権に関する宣言（1985年 10月 19日・第 28回人権擁護大会）
・子どもの権利条約に関する決議（1991年 11月 15日・第 34回人権擁護大会）
・妻への暴力、子どもへの虐待をなくすための対策を求める決議（1998年 9月 18日・第 41回人権擁護大会）
・少年法「改正」法案に反対する決議（1999年 10月 15日・第 42回人権擁護大会）

■ 2000年

・少年事件被害者の少年事件手続きへの関与等に関する規定（3月）
・少年法「改正」法案趣旨説明が行われたことに関する会長談話（5月 11日）
・少年司法改革に向けての提言（7月 14日）
・少年法改正法案の衆議院提出に対する会長声明（9月 29日）
・少年法「改正」法成立に対する会長声明（11月 28日）

■ 2001年

・青少年社会環境対策基本法案に対する会長声明（2月 21日）
・子どもの成長支援に関する決議（11月 9日・第 44回人権擁護大会）

■ 2002年

・在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせ等に関する会長声明・緊急アピール（12月 19日）

■ 2003年

・「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」見直しに関する意見書（2月 21日）
・外国人学校卒業生の国立大学受験資格問題に関する会長声明（3月 17日）
・子どもの権利条約に基づく第 2回日本政府報告に関する日本弁護士連合会の報告書（5月）
・児童虐待防止法制における子どもの人権保障と法的介入に関する意見書（5月 30日）
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〈2003年〉前頁からの続き
・長崎幼児誘拐事件・12歳少年のプライバシー侵害に関する会長談話（7月 16日）
・「少年非行対策のための提案」に対する意見書（10月 16日）
・少年被疑者の公開捜査についての警察庁通達に対する会長声明（12月 12日）

■ 2004年

・「青少年健全育成基本法案」に対する意見書～子どもの成長発達権保障の観点で修正を求める～（5月 8日）
・子どもの権利条約批准 10周年にあたり、同条約の原則及び規定に基づく立法・施策を求める決議（10月 8日・第 47回人
権擁護大会）

■ 2005年

・「少年法等の一部を改正する法律案」に対する意見（3月 17日）
・「少年非行防止法制の在り方について（提言）」に対する意見（7月 14日）

■ 2006年

・「奈良県少年補導に関する条例（案）」に対する会長声明（3月 10日）
・「改正」少年法・5年後見直しに関する意見書（3月 16日）
・教育基本法改正案についての意見（9月 15日）
・いじめによる自殺に関する会長声明（12月 8日）

■ 2007年

・少年法「改正」法案衆議院可決にあたっての会長声明（4月 19日）
・少年法「改正」法成立にあたっての会長声明（5月 25日）
・「少年警察活動規則の一部を改正する規則案」に対する意見（9月 20日）
・全面的な国選付添人制度の実現を求める決議（11月 2日・第 50回人権擁護大会）
・少年事件の実名・顔写真報道に関する意見書（11月 21日）
・犯罪被害者等の少年審判への関与に関する意見書（11月 21日）

■ 2008年

・法制審議会少年法（犯罪被害者関係）部会の要綱採択に関する会長談話（1月 25日）
・全国学力調査に関する意見書（2月 15日）
・犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則案に対する意見書（3月 10日）
・少年法「改正」法案成立に関する会長声明（6月 11日）
・民法の成年年齢引下げの是非についての意見書（10月 21日）
・裁判員制度の下での少年逆送事件の審理のあり方に関する意見書（12月 19日）

■ 2009年

・全面的国選付添人制度実現本部発足にあたっての理事会決議（1月 15日）
・新たな「青少年育成施策大綱」に対する意見書（2月 19日）
・少年審判における社会調査のあり方に関する意見書（5月 7日）
・広島少年院における職員暴行事件に対する会長談話（5月 28日）
・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（7月 17日）
・犯行時少年であった被告人の報道に関する会長談話（9月 10日）
・児童虐待防止のための親権制度見直しに関する意見書（9月 18日）
・「子どもの人権を尊重する暴力のない少年院・少年鑑別所」への改革を求める日弁連提言（9月 18日）
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■ 2010年

・子ども手当等の子どもに関する経済的給付についての意見書（1月 22日）
・「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」の見直し（児童ポルノの単純所持の犯罪化）に
関する意見書（3月 18日）
・「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正に関する会長声明（5月 21日）
・教育法制に関する Q&A（6月 17日）
・貧困の連鎖を断ち切り、すべての子どもの生きる権利、成長し発達する権利の実現を求める決議（10月 8日・第 53回人権
擁護大会決議）

・少年矯正の在り方に関する意見書（10月 19日）
・子ども手当の支給に関する要望書（10月 29日）
・「少年院監督委員会（仮称）」の設置を求める会長談話～広島少年院暴行事件判決を受けて～（11月 2日）
・「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」の見直し（児童ポルノの定義の限定等）を求め
る意見書（11月 16日）

・「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」に関し、児童福祉施設等について、最低限の国家的設置
運営基準を堅持することを求める意見書（11月 17日）
・少年の裁判員裁判事件における死刑判決を受けて（日弁連コメント）（11月 25日）
・「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」に関する会長声明（12月 3日）
・地域主権改革に関し、保育、教育の保障の観点から、慎重かつ徹底した審議等を求める意見書（12月 17日）

■ 2011年

・触法少年に対する警察調査の可視化を求める要望書（2月 10日）
・親権制度見直しに関する会長声明（2月 15日）
・「子どものためのシェルター」の公的制度化を求める意見書（2月 18日）
・少年の実名報道を受けての会長声明（3月 10日）
・児童ポルノ処罰法の与野党の各改正法案に反対する会長声明（8月 19日）
・子どもの司法面接制度の導入を求める意見書（8月 19日）
・高校授業料無償の維持及び発展を求める会長声明（9月 2日）
・2008年（平成 20年）「改正」少年法の施行 3年後見直しに関する意見書（10月 18日）
・少年院法改正要綱素案に関する意見書（12月 2日）

■ 2012年

・少年逆送事件の裁判員裁判に関する意見書（1月 19日）
・「施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン（案）」に対する意見（1月 27日）
・未成年後見制度をより使いやすくするための制度改正と適正な運用を提案する意見書（2月 16日）
・少年の実名報道を受けての会長声明（2月 24日）
・子どもの権利条約第 3選択議定書の署名についての会長声明（2月 24日）
・子ども・子育て新システムの関連法案に関する意見書（4月 12日）
・滋賀県大津市の公立中学 2年生の自殺事件に関する会長声明（7月 20日）
・子どもの手続代理人の報酬の公費負担を求める意見書（9月 13日）
・子どもの尊厳を尊重し、学習権を保障するため、教育統制と競争主義的な教育の見直しを求める決議（10月 5日・第 55回
人権擁護大会決議）

■ 2013年

・国選付添人制度の対象事件を拡大する少年法改正要綱（骨子）に関する会長談話（1月 28日）
・児童ポルノの単純所持を犯罪化する法案に反対する会長声明（6月 13日）
・「いじめ防止対策推進法案」に対する意見書（6月 20日）

■ 2014年

・児童ポルノの単純所持を犯罪化する法律改正を受けた会長声明（6月 18日）
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❷　弁護士会による子どもの権利に関する取組状況
　以下は、各弁護士会における「子どもに関する専門相談窓口」及び子どもの権利に関する取組状況を
まとめたものである。「子どもに関する専門相談窓口」の詳細については、日弁連ホームページ
（HOME > 日弁連の活動 > 人権擁護活動 > 子どもの権利 > 弁護士会の子どもの人権相談窓口一覧）
を参照されたい。

子どもに関する専門相談窓口の開設状況及び子どもの権利に関する取組状況資料 特 1-4-2
（2014年 9月現在）　

弁護士会

子どもに関する相談窓口の設置状況等 子どもの権利に関する取組状況
（2012年度・2013年度） 子どもに関する委員会の設置状況

相談窓口
相談方法 出張

授業
実施

自治体との連携に関する活動内容 名称（設置時期）
電話 面談

札幌 子どもの権利 110番 ○ 子どもの権利委員会

函館 一般の法律相談窓口にて対応 － － 子どもの権利と法教育に関する委員会
（2011年 8月）

旭川 子どもの権利 110番 ○ 子どもの権利擁護委員会 （2009年12月）

釧路 一般の法律相談窓口にて対応 － － ○
・児童虐待に関する協議
・自治体からの相談の対応
・第三者委員会への委員推薦

子どもの権利委員会（2007年 3月）

仙台 子ども相談窓口 ○ ○ ・児童虐待に関する協議
・第三者委員会への委員推薦 子どもの権利委員会

福島県 子どもの相談窓口 ○ ○
・児童虐待に関する協議
・講師派遣
・第三者委員会への委員推薦

子どもの権利に関する委員会（1999
年 4月）

山形県 子どもの相談窓口
（2014年 10月より） ○ －

・児童虐待に関する協議
・児童相談所との情報交換会
・第三者委員会への委員推薦

子どもの権利委員会（1990年 4月）

岩手 子どもの無料法律相談 ○ 子どもの権利委員会（2001年 4月）

秋田 子どもの人権無料相談 ○ ・児童虐待に関する協議
・児童相談所との情報交換会

子どもの人権に関する委員会（1986
年 3月）

青森県 一般の法律相談窓口にて対応 － － 子どもの権利委員会

東京 子どもの人権 110番 ○ ○ ○

・東京都児童相談所との協議会（東京三会合同）
・東京都子どもの権利擁護専門員・調査員の推薦
・東京都いじめ問題対策連絡協議会への委員推薦
・東京都いじめ問題対策委員会への委員推薦
・東京都学校問題解決サポートセンターへの委員推薦
・第三者委員会への委員推薦
・自治体職員等の研修会への講師派遣
・学校への法教育（いじめ予防授業・少年事件）の講師派遣

子どもの人権と少年法に関する特別委
員会（1975年 11月）

第一東京 一般の法律相談窓口にて対応 － － ○ ・東京都児童相談所との協議会（東京三会合同）
・学校問題解決サポートセンター（他多数）への委員推薦 少年法委員会（1990年 12月）

第二東京 キッズひまわりホットライン（子どもの悩みごと相談） ○ ○ ○ ・東京都児童相談所との協議会（東京三会合同）
・第三者委員会への委員推薦

子どもの権利に関する委員会（1983
年 1月）

東京三会
多摩支部 弁護士子どもの悩みごと相談 ○ ○ ○ ・講師派遣

・第三者委員会への委員推薦
子どもの権利に関する委員会（2004
年 4月）

横浜 子どもの人権相談 ○ ○ ○ ・講師派遣
・自治体からの相談の対応 子どもの権利委員会（1977年）

埼玉 ①子ども弁護士ホットライン
②少年問題相談

①
○

②
○ ・第三者委員会への委員推薦 子どもの権利委員会

千葉県 子どもの専門相談 ○ ○
・児童虐待に関する協議
・自治体からの相談の対応
・第三者委員会への委員推薦

子どもの権利委員会

茨城県 子どもの権利 110番 ○ ○ ・児童虐待に関する協議 子どもの権利委員会（1996年 4月）

栃木県 子どもの権利相談 ○ ○ ・講師派遣
・第三者委員会への委員推薦 子どもの権利委員会（2010年 4月）

群馬 子どもの人権 110番 ○ ・群馬県法教育推進協議会 子どもの権利委員会（2011年 4月）

静岡県
①子どもの権利相談静岡支部
②子どもの権利相談沼津支部
③子どもの権利相談浜松支部

○ ○
・児童相談所からの相談の対応及び協議
・講師派遣
・第三者委員会への委員推薦

子どもの権利委員会（1993年 12月）

山梨県 子ども常設相談 ○ ○ ・児童相談所からの相談や起案補助
・講師派遣 子どもの権利委員会（1993年 5月）

長野県 子どもの人権相談 ○ ○ ○
・児童虐待に関する協議
・自治体からの相談の対応
・第三者委員会への委員推薦

子どもの権利委員会（1993年 4月）

新潟県 子どもの悩みごと相談 ○ ○ ○ ・児童虐待に関する協議
・第三者委員会への委員推薦 子どもの権利委員会（1994年 3月）
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弁護士会 相談窓口
相談方法 出張

授業
実施

自治体との連携に関する活動内容 名称（設置時期）
電話 面談

愛知県 子どもの人権相談 ○ ○ ○ ・第三者委員会への委員推薦 子どもの権利委員会（1993年 4月）

三重 子ども弁護士ダイヤル ○ ・自治体からの相談の対応
・第三者委員会への委員推薦 子どもの権利委員会（2008年 4月）

岐阜県 子どもの悩み事相談 ○ ・児童虐待に関する協議
・第三者委員会への委員推薦 子どもの人権センター（1979年 9月）

福井 一般の法律相談窓口にて対応 － －

・児童虐待に関する協議
・児童相談所のケース検討会議への弁護士派遣
・児童相談所との勉強会
・講師派遣

子どもの権利委員会

金沢 子どものなやみごと相談 ○ ・児童虐待に関する協議
・第三者委員会への委員推薦 子どもの権利委員会（1987）

富山県 一般の法律相談窓口にて対応 － － 子どもの権利および両性の平等委員会
（2003年 4月）

大阪
子どもの人権 110番
（※電話相談からの継続相談
で、面談相談あり）

○ ※ ○
・講師派遣
・自治体からの相談の対応
・第三者委員会への委員推薦

子どもの権利委員会（1983年 4月）

京都 子どもの権利 110番 ○ ○ ○

・児童虐待に関する協議
・京都市要保護児童対策地域協議会
・京都子どもネットワーク連絡会議
・京都市子ども・子育て会議

子どもの権利委員会（1996年 11月）

兵庫県 子どもの悩みごと相談 ○ ○

・要保護児童地域対策協議会
・児童相談所のケース検討会議への弁護士派遣
・講師派遣
・第三者委員会への委員推薦

子どもの権利委員会（2001年 4月）

奈良 子どもの悩みごと相談 ○ ○ ・児童虐待に関する協議
・第三者委員会への委員推薦 子どもの権利委員会（1996年 4月）

滋賀 こどもの悩みごと 110番 ○ ○ ・自治体からの相談の対応
・第三者委員会への委員推薦 子どもの権利委員会（1979年 12月）

和歌山 一般の法律相談窓口にて対応 － － 子どもの権利委員会（2001年 8月）

広島 子どもの悩み事電話相談 ○ ○
・児童虐待に関する協議
・講師派遣
・第三者委員会への委員推薦

子どもの権利委員会

山口県 一般の法律相談窓口にて対応 － － 子どもの権利委員会（1993年 4月）

岡山 子どもの味方弁護士相談 ○ ○ ・虐待対応専門職チームの派遣
・自治体からの相談の対応 子どもの権利委員会（1994年 2月）

鳥取県 一般の法律相談窓口にて対応 － － ・児童虐待に関する協議
・自治体からの相談の対応 子どもの権利委員会（1997年 4月）

島根県 子どもの権利相談 ○
・県児童虐待防止対策推進協議会
・児童相談所からの相談の対応
・第三者委員会への委員推薦

子どもの権利委員会（1994年 2月）

香川県 子どもの権利 110番 ○ ○ ・要保護児童対策地域協議会 子どもの権利及び法教育に関する委員
会（2006年 9月）

徳島 子どもの人権法律相談
（※必要に応じて面談もあり） ○ ※ 子どもの人権保護委員会（1991年4月）

高知 子どもの権利 110番 ○

・児童虐待に関する協議
・講師派遣
・自治体からの相談の対応
・日本子ども虐待防止学会高知りょうま大会実施

子どもの権利委員会（2001年）

愛媛 一般の法律相談窓口にて対応 － － ○ ・児童虐待に関する協議 子供の権利及び法教育に関する委員会
（2012年 4月）

福岡県 子どもの人権 110番 ○ ○

・児童虐待に関する協議
・虐待対応専門職チームの派遣
・講師派遣
・児童相談所からの相談の対応及び協議
・教育委員会との勉強会
・第三者委員会への委員推薦

子どもの権利委員会（1976年 3月）

佐賀県 一般の法律相談窓口にて対応 － － ○ ・児童虐待に関する協議
・講師派遣 子どもの権利委員会（2000年 8月）

長崎県 子ども担当弁護士制度 ○ ○ ・第三者委員会への委員推薦 子どもの権利委員会（2006年 9月）
大分県 一般の法律相談窓口にて対応 － － ○ 子どもの権利委員会（1991年）
熊本県 子どもの権利相談 ○ ○ ・児童虐待に関する協議 子どもの人権委員会（1990年）
鹿児島県 一般の法律相談窓口にて対応 － － ・児童虐待に関する協議 子どもの権利委員会（1993年 4月）

宮崎県 子どもの権利ホットライン ○ 子どもの権利に関する委員会（2008
年 4月）

沖縄 子どもの悩み事 110番 ○ ○
・児童虐待に関する協議
・要保護児童対策地域協議会
・虐待対応専門職チームの派遣

子どもの権利に関する特別委員会
（2007年 6月）

【注】1．本表は、2014年 4月に実施した日弁連のアンケート集計結果によるものである。
　　 2．委員会の設置時期については、前身となる委員会の設置年月日を記載している場合がある。
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今後に向けて
　今後も弁護士や日弁連の子どもの権利についての活動は質量ともに充実していくであろう。今後に向
けて必要な視点の一つは、より一層の専門性のアップである。
　近年、子ども関連のすべての分野において、次々と新しい立法がなされている。
　いじめ防止対策推進法に基づく国の「いじめの防止等のための基本的な方針」への日弁連の積極的関
与は、いじめについての弁護士の専門的知見を、個々のいじめやいじめをなくすための環境づくりに生
かす体制づくりに役立った。今後、この制度が真にいじめ防止に役立つものとなるよう、いじめ防止に
関与する全国の弁護士の力量を高めるための対応を行う必要がある。
　福祉の分野でも、近時、未成年後見、子どもの手続代理人だけでなく、親権に関する大きな法改正が
行われた。柔軟な親権の制限を可能とする親権停止の制度を子どもの虐待への対応として有用なツール
とするためには、より専門性の高い弁護士の関与が必要である。
　国選付添人制度の拡充にあたり、 付添人弁護士の質の確保も重要なテーマとなっている。付添人経験交
流集会や各種研修、先輩弁護士との共同受任などの専門性を高めるための対応を図っていく必要がある。
　今年、「国際的な子の奪取の民事面に関する条約（ハーグ条約）」の実施法が施行され、国際的な視野
を持った子どもの権利に対する取組の重要性もクローズアップされている。
　他分野の専門家との共同研究の機会も増加している。たとえば発達障がいを有する子どもの非行の問
題に取り組むにあたり、医師や臨床心理士との共同研究が行われている。
　このように各分野で専門性が進むとしても、同時に、子どもの権利に関わる各分野は、それぞれ独立
して存在するものではないことも強く意識されなければならない。日弁連が人権擁護大会のシンポジウ
ムにあたって行った子どもの被虐待経験と非行との関連性の研究は、児童虐待防止に取り組む上でも、
非行を犯したとされる子どもに寄り添うための活動を行う上でも、非常に示唆に富むものであった。弁
護士と行政との連携は、児童虐待防止対応が先行したが、学校の分野にも広がり、近時特にいじめ対応
との関連で一気に進んできている。シェルターは、子どもの非行と福祉双方の制度の谷間に落ちた子ど
もを、その重要な対象としている。そしてこれらのテーマを語る上では、子どもの権利条約の定める子
どもの権利の視点がすべてのベースとなっている。付添人、いじめ、児童福祉など各分野の専門性がい
かに進んでも、「子どもの権利委員会」として
の一体的な対応が行われることが重要であるゆ
えんである。
　最後に、「研究」という視点から専門性を深
化させていかなければならないのはもちろんだ
が、どこまで専門性が深められても、実際の子
どものために役立つものでなければ意味がな
い。弁護士は法律実務家であり、目の前の子ど
もの援助のための活動という視点が最重要であ
る。この点をすべての活動の基盤に置いて、今
後も弁護士、日弁連は子どもの権利の問題への
取組を続けていく。


