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スクールロイヤーとは

　日本弁護士連合会は、「スクールロイヤー」につ

いて、2018年（平成30年）1月18日付け「「スクー

ルロイヤー」の整備を求める意見書」で「各都道府

県・市町村の教育委員会、国立・私立学校の設置者

において、学校で発生する様々な問題について、子

どもの最善の利益を念頭に置きつつ、教育や福祉等

の視点を取り入れながら、法的観点から継続的に学

校に助言を行う弁護士」と定義しています。

　しかし、法制度において「スクールロイヤー」の

定義はなく、その定義や業務の範囲等については、

公的な統一的な見解はいまだに存在しません。

文部科学省の通知

　このような状況の中、文部科学省は2020年（令

和2年）1月24日付け「教育行政に係る法務相談体

制の充実について」という事務連絡を発出しました。

その中で、令和2年度から、都道府県及び指定都市

教育委員会における弁護士等への法務相談経費につ

いて、地方交付税に係る普通交付税措置が講じられ

ることとなったことが発表されました。

　「地方交付税」とは、「本来地方の税収入とすべき

であるが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべて

の地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保

障する見地から、国税として国が代わって徴収し、

一定の合理的な基準によって再配分する、いわば「国

が地方に代わって徴収する地方税」（固有財源）で

あって、「普通交付税措置」が講じられたことはそ

の算定のための行政項目として掲げられたことを意

味します（総務省ホームページ）。国から現在の予

算とは別に補助金が出る訳ではなく、この普通交付

税の中に「法務相談経費」を予算として組み込んだ、

と言う趣旨であり注意が必要です。

　各教育委員会において制度化するに当たってはま

だまだ課題は山積しているものの、文部科学省が、

学校における問題について助言をする弁護士の必要

性について総務省に普通交付税措置を講ずることを

求め、総務省がこれを認めたことは、全国的に当該

制度を推進すべきであることを公表したものとして、

その意義は大きいと考えられます。

日弁連と文科省の連携

　前述の通知では、「日本弁護士連合会の御協力を

得て弁護士1名をアドバイザーとして委嘱する」こ

とも発表されました。そこで、今まで文部科学省と

の協議等にも参加していた当職が文部科学省のアド

バイザーとして委嘱されることになりました。

　具体的には、週1日、半日程度文部科学省に訪問し、

打合せやアドバイスを行うこととなっています。ま

た、文部科学省にアドバイスするに当たっては、当

職の個人的な知見を提供するのみならず、日本弁護

士連合会の関連委員会（子どもの権利委員会、市民

のための法教育委員会、法律サービス展開本部自治

体等連携センター、民事介入暴力対策委員会）のメ

ンバーによる会議を開催し、そこでの知見も踏まえ

て、アドバイスを行うこととなっています。

今後の課題

　現在、各教育委員会では多様な学校への弁護士派

遣を求める事業が展開されていますが、文部科学省

が発出した事務連絡によりさらにこれらの事業を導

入し、または拡充する教育委員会が増加していくこ

とが見込まれます。

　今後は、弁護士が学校や教育行政に関わるに当

たっては様々な場面があり得ることから、各場面に

おいて、子どもの最善の利益を実現するために必要

な知見や留意点等についてより議論を深化させ、明

確化する必要があります。

　「スクールロイヤー」制度の展開に当たって今は

極めて重要な局面であることから、多くの方々の意

見を踏まえてより良い制度の実現に向けて尽力して

いきたいと思っています。

　

　昨年6月に児童虐待防止法等で親権者等の体罰が

禁止され、子どもの権利条約を参考にしたガイドラ

インを作成するとの両院の付帯決議が出されたこと

を受けて、昨年9月から厚生労働省「体罰等によら

ない子育ての推進に関する検討会」（以下「検討会」

といいます。）が開催されました（検討会の議事録・

資料は厚生労働省の HPに掲載されています。）。厚

生労働省の素案へのパブリックコメント、副題の

キャッチコピー公募を経て、今年2月の検討会にお

いて、ガイドライン「体罰等によらない子育てのた

めに～みんなで育児を支える社会に～」（以下「ガ

イドライン」といいます。）が最終決定しました。

ガイドラインには、体罰禁止が親を追い込む趣旨で

はないこと、どんなに軽くても体罰とすること、暴

言等も許されないこと、親権の有無にかかわらず全

ての人について許されないことなどが盛り込まれ、

国際 NGOから59か国目の体罰全面禁止国と評価さ

れました。

　今後、「意識啓発キャンペーンの強化、並びに肯

定的、非暴力的かつ参加型の形態の子育て及びしつ

けの推進によるものを含め、あらゆる環境において

実質的な体罰を無くすための措置を強化すること」

（国連子どもの権利委員会の日本への勧告、ガイド

ライン22頁）が求められます。

　啓発では、体罰等の弊害に関する科学的な知見と

ともに、おとなに対する叩く等の行為が人権侵害と

して許されないのと同様に、子どもに対する同様の

行為も、子どもの尊厳を傷つけ、生命・生存・成長

発達権等の子どもの権利を侵害することの指摘が重

要です（ガイドライン4、5、9 ～ 11頁など）。

　さらに、子どもの成長発達に資する親子関係を良

好にする科学的根拠のある肯定的な子育て方法は、

すでに豊富に存在していますが、その普及が求めら

れます（ガイドラインにも「具体的な工夫のポイン

ト」「コラム」として記載、12 ～ 14、16頁）。また、

子どもがもっとも幼い年齢から自由に意見を表明で

き、おとなたちがそれを真剣に受けとめることは、

家庭におけるあらゆる形態の暴力に対して予防的役

割を果たすものと考えられますから、子どもが意見

を聴かれる権利を保障する子育て、教育の普及も重

要です（ガイドライン21頁）。

　国連子どもの権利委員会は、伝統的に広く受け入

れられてきた体罰への態度・慣行を変えるためには、

保護に対する子どもの権利やそれを反映した法律の

包括的な意識啓発が必要であると指摘しています。

また、子どもの権利条約第42条は、締約国は、適当

かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人

及び児童のいずれにも広く知らせることを約束して

います（ガイドライン22頁）。人権の不可分性・相

互依存性、子どもの権利基盤アプローチの観点から

は、文科省と連携して、学校において包括的な子ど

もの権利教育を推進していくことが必要ですし、お

となへの啓発やおとながおとなとしての義務をきち

んと履行していくこと、そしておとなのエンパワー

が必要です（子どもの権利条約18条1項の「援助」）。

　なお、民法の懲戒権規定については、法務省法制

審議会民法（親子法制）部会で審議されていますが、

日弁連はこれまで同規定の削除及び民法での体罰及

び体罰以外の残虐な又は品位を傷つける形態の罰の

明示的禁止を求めています（2015年意見書）。

編集責任：日弁連子どもの権利委員会

第　    号子どもの ニュース権利 12

2020年4月1日

子どもの権利委員会幹事　鬼澤　秀昌（第二東京弁護士会）

子どもの権利委員会幹事　森　保道（愛媛弁護士会）

スクールロイヤー制度の実現に向けて

体罰等の子どもに対する暴力をなくし子どもの権利が
保障される社会に



　●2020年（令和2年）4 月 1 日発行 � 子どもの権利ニュース（お問い合わせは各委員会へお願いいたします）　4　

はじめに

　2015年6月に施行された新少年院法、少年鑑別所

法により、全国の少年院、少年鑑別所に視察委員会

が設置されました。それに対応して、視察委員に選

任された全国の弁護士委員の意見交換のために、定

期的に連絡会議を開催しています。

　今年度2回目の連絡会議は、2020年2月12日に開

催され、約70名（テレビ会議での参加を含む。）の

視察委員、バックアップ委員等が参加しました。

アンケート結果報告について

　最初に全国の視察委員に対して実施したアンケー

トの結果が報告されました。昨年度から、年度末に

実施される連絡会議においては、事前に、入浴の回

数・時間、夕食の開始時間、冷暖房の設置・運転状

況等、収容されている少年の詳細な処遇内容につい

てのアンケートを実施しています。

　アンケートの結果報告においては、入浴を週3回

実施している施設が増えていることなど、入浴の実

施状況については改善傾向にある一方、夕食の開始

時刻は依然として午後5時より早い時間に開始され

ている施設が多く、少年が夜間の空腹を訴える状況

が改善されていないことが報告されました。

　また、入浴、夕食時間、冷暖房等については、昨

年度と同様のアンケートを実施したことから、昨年

度から改善された点についても報告されました。

少年鑑別所の支所化、少年院の分院化について
　続いて、全国の視察委員による報告と意見交換が

行われました。

　現在、少年鑑別所、少年院の収容人員の減少傾向

が続いていることもあって、少年鑑別所の支所化、

少年院の分院化が進められています。支所、分院と

なった少年鑑別所、少年院には視察委員会が置かれ

ないことから、一つの視察委員会が複数の施設（特

に少年鑑別所の支所は遠隔地の施設）を視察する必

要があり、視察委員会の活動に支障が生じていない

か、という点について意見交換が行われました。

　3箇所の少年鑑別所を視察する場合でも、視察委

員会の開催回数が増えていないこと、支所となった

少年鑑別所では年1回程度しか現地の視察が行われ

ていないこと、支所となった少年鑑別所に対応する

弁護士会から弁護士の視察委員が選任されていない

こと等の問題点が報告されました。

その他処遇内容についての意見交換

　その後、少年からの投書・意見を増やすための工

夫の他、冷暖房の設置・運転状況、夕食開始時間、

入浴以外のシャワーの運用状況、ドライヤーの使用

状況、私語の管理状況等、処遇全般に関する報告、

意見交換が行われました。

視察委員会及び連絡会議の意義

　少年院、少年鑑別所においては、週に2、3回しか

実施されない入浴、午後5時前に始まる夕食、居室

に設置されない冷暖房等、一般市民の生活習慣から

乖離した処遇が行われている状況がありますが、予

算上の制約から各施設の努力だけでは改善できない

状況です。

　そのような状況において、視察委員会が継続的に

意見表明をして改善を求めることが法務省に課題を

認識させる助けになると思われます。また、そのよ

うな予算上の制約にもかかわらず各施設が改善した

内容を連絡会議で報告・共有することが、全国の施

設における処遇改善に繋がると考えられます。

未成年後見制度の概要と選任の現状

　未成年後見制度は、未成年者に親権者がいないと

き、または親権者が親権を行うことができないとき

に、未成年後見人が未成年者の身上監護と財産管理

を行う制度です。

　未成年後見人には、未成年者の親族が選任される

場合もありますが、適当な親族がいない場合や、専

門家による財産管理が必要な場合などには、弁護士

などの専門職が未成年後見人に選任されています。

　なお、平成23年の民法改正により、法人による後

見や、複数の自然人による後見が可能となりました。

法改正後は、親族が身上監護を行い、専門職が財産

管理のみを担当する場合や、法人が後見業務を行う

場合もあります。

未成年後見人業務を援助する制度

　法人後見や複数後見が可能となった後にも、専門

職後見人が未成年者の身上監護を担う案件は少なく

ありません。

　身上監護の内容は多岐にわたります。また、法律

上、未成年者の監督義務を負うため、未成年者が第

三者に対して加害行為をした場合に監督責任を問わ

れ賠償義務を負う場合もあり、案件によっては後見

人の負担は大きなものとなります。

　一方で、未成年者には十分な資産がない場合も多

く、後見業務を無報酬で行わなければならない事例

もあります。厚生労働省は、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を支払

うとともに、未成年者の加害行為による賠償債務を

填補する保険の保険料を公費で支払う制度を設けて

います（未成年後見人支援事業）。

　この制度の対象となるのは、以下の①、②のいず

れもの要件を満たす後見案件です。

①　被後見人の資産が1700万円未満であること。

②�　未成年後見人が被後見人の親族以外の者であり、

かつ、次のいずれかに該当すること。

　ア�　児童相談所長が家庭裁判所に対して未成年後

見人の選任の請求を行い、家庭裁判所より選任

された未成年後見人であること。

　イ�　児童相談所長以外の者が選任の請求を行い選

任された未成年後見人又は家庭裁判所の職権に

より選任された未成年後見人であり、かつ、被

後見人が以下の要件に該当する児童であること。

　　（ア）�　児童相談所が把握している児童であるこ

と。

　　（イ）�　保護者のない児童又は保護者に監護させ

ることが不適当であると認められる児童で

あること。

　　（ウ）�　親族が、監護・養育能力（財産管理能力を

含む。）に欠けるため、親族以外の者を未成

年後見人として選任せざるを得ない状況に

ある児童であること（親族以外の者が親族

未成年後見人と共同で未成年後見人に選任

されている場合も含まれる。）。

　もっとも、この制度の運用のためは、各自治体（都

道府県、政令市、児童相談所を設置している中核市）

において実施要綱を策定して制度化する必要があり

ます。制度化がなされていない自治体では、上記の

要件を満たしていても報酬等の援助が受けられない

こととなりますので、弁護士会等から自治体に制度

化を働きかける必要があります。

未成年後見業務のさらなる充実に向けて

　近時、児童福祉法の改正がなされ、親による適切

な監護が受けられない子どもの権利を擁護する機運

が高まっています。親権を行う者がいない子どもは、

第三者による権利擁護が最も必要とされる立場にあ

ることからも、今後、子どもの権利擁護の観点から、

さらに充実した未成年後見業務が求められます。

　日弁連では、これまでにも、未成年後見制度の改

善を求める意見書を出すなどして制度の改善に向け

た働きかけを行ったり、発展型研修として未成年後

見業務の研修も準備しており、各弁護士会における

研修の支援などを行っています。

　今後も日弁連子どもの権利委員会では、未成年後

見人の選任状況や業務の実情を把握しながら、後見

業務の支援に取り組んでいきます。

積極的な意見交換が行われた

子どもの権利委員会幹事　木下　裕一（大阪弁護士会）

2019年度第2回少年院・少年鑑別所視察委員会弁護士委員
全国連絡会議を開催しました

子どもの権利委員会幹事　小坂　昌司（福岡県弁護士会）未成年後見人について


