


はじめに

子どもの権利条約は，２つの世界大戦で何百万人もの子どもたちが犠牲になったポー
ランドが中心になって提案し，長い議論の末に，1989 年 11 月 20 日の国連総会で採
択されました。1994 年に我が国で子どもの権利条約が批准され，効力を生じるように
なってから 25 年になります。これだけの年月が過ぎましたが，日本国内で子どもの権
利条約の精神はきちんと実現されているといえるでしょうか。

このパンフレットは，国連子どもの権利委員会が，2019 年に，日本政府の報告書を
審査した後に公表した第４回・第５回目の総括所見（concluding observations）の
内容を御紹介するために作成しました。なお総括所見の全ての内容について触れるだけ
の紙面の余裕がありませんので，総括所見の中で特に重要だと思われる部分を取り上げ
ています。

まず，「Ⅰ　子どもの権利条約と国連の審査」で子どもの権利条約と国連の子どもの
権利委員会の審査について説明し，「Ⅱ　委員会が指摘した問題点」では，今回の総括
所見が示した方向性について説明しています。

また，今回の審査では，「武力紛争における子どもの関与に関する選択議定書」と「子
どもの売買，子ども買春及び子どもポルノに関する選択議定書」の２つの子どもの権利
条約の選択議定書について，前回の総括所見及び勧告のフォローアップとしての勧告が
なされました。これらについても少し触れています。

第１回から今回までの総括所見において，国連子どもの権利委員会は，フォローアッ
プが必要であると繰り返し指摘しています。私たちが，日本の子どもの権利の状況を国
連がどう見ているかをきちんと受け止め，これからどう対応したらいいかを考えるため
に，このパンフレットが一助となれば幸いです。

2020 年２月　　　　　　　　　　　　　　　
日本弁護士連合会子どもの権利委員会　　
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Ⅰ　子どもの権利条的と国連の審査

1　「子どもの権利条約」ってどんな条約？

⑴　「子どもの権利条約」の誕生
  「子どもの権利条約」とは，「子どもの最善の利益」を考慮して，子どもの「人格

の完全なかつ調和のとれた発達」のために不可欠である子どもの権利が，あらゆる
場で実現されることを求めた条約です。1989 年 11 月 20 日に第 44 回国連総会で
採択され，日本では 1994 年 5 月 22 日に発効しました。現在，条約を批准してい
る国・地域の数は，世界で 1961となっています。

⑵ 　権利条約が大切にしていること－子どもの「最善の利益」・子どもは「権利の主体」
  この条約の特徴は，子どもが「保護の対象」ではなく，「権利の主体」として認め

られていることです。大人が勝手に「子どもにいいこと」を決めつけ，それを押し
つけることはできません。大人は，「権利の主体」である子どもとの間で，その子ど
もの発達段階に応じたコミュニケーションを図り，これらの意思疎通や意見交換の
中から，「最善の利益」を実現していかねばなりません。

⑶　権利条約の大きな特徴「意見表明権」（「意見を聴かれる権利」）
  前記の特徴から，条約は，子どもに意見表明権（意見を聴かれる権利）を保障し

ました（12 条）。これは子どもたちに自分に関係する全ての事柄について，大人に
対して意見を述べ，その意見が大人によって十分に聴かれる権利を認めたものです。
大人は，子どもたちの気持ちや意見を聞く場を設け，その意見に誠実に回答しなけ
ればなりません。特に，子どもと大人の意見が異なる場合には，徹底的に話し合い，
互いに納得する結論を探らなければなりません。こうした子どもと大人のやりとり
の中で，子どもにとっての「最善の利益」となる結論が見いだされ，あるいは，子
どもがひとつの人格として成長発達していくのです。

⑷　子どもにだって人間としての人権がある！
  条約は，子どもにも「市民的自由」をきめ細かく保障しました。例えば，子ども

にも内心の自由が保障されています（14 条）。だから，大人は「子どものため」と
いった理由で，子どもの日記や手紙を読んだり持ち物を検査したり，スマートフォ
ンの内容を勝手に調べてはいけません。また，表現の自由も保障されているので（13
条），子どもも自分の意見を発表するために，集まったり，本を出版したり，絵を描
いたり，歌を歌うことができます。大人は，「子どものためにならない」という理由で，

1 2019 年12 月16 日現在。http://indicators.ohchr.org の Convention on the Rights of the 
Child のデータより。
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子どもの表現を一方的に禁止することはできないのです。

⑸　子どもの成長発達にとって必要なこと
  条約は，子どもたちが成長発達するために大切なことをたくさん決めています。子

どもの成長発達にとって家庭環境が果たす大切な役割を認めています。子どもの養
育についての親の責任を認め，その責任を果たすための国の援助を定めています（18
条）。子どもが権利を行使するときに，親は適切な指示と指導を行い，国はその責任
と権限を尊重することを求めています（5 条）。

  しかし，残念ながら，今の日本では先に述べた様々な子どもの権利や自由が十分
に保障されているとは言えません。

2 「選択議定書」って何ですか？

選択議定書とは，ある条約に関しての手続を定めたり，あるいは特定の問題に対処す
るために，条約とは別に作られる国際文書です。これを批准すると，条約と同様にその
国を拘束することになります。

子どもの権利条約には，3 つの選択議定書があります。このうち，武力紛争における
関与から子どもをより一層保護することを目的とした「武力紛争における子どもの関与
に関する選択議定書」（OPAC），及び，性的搾取などから子どもを保護することを目的
とした「子どもの売買子ども買春及び子どもポルノに関する選択議定書」（OPSC）に
ついては，日本政府は，前者を 2004 年 8 月に，後者を 2005 年 1 月に批准しました。
2010 年と 2019 年には，子どもの権利条約の政府報告書審査と合わせ，これら 2 つ
の選択議定書の政府報告書審査がなされました。

もう一つの選択議定書は，2014 年に発効した「通報手続に関する子どもの権利に関
する条約の選択議定書」（通称「第三議定書」）です。同選択議定書の締約国になると，
子どもを含む個人が直接国際機関に子どもの権利条約に違反する人権侵害の救済を求
めることが可能になります。子どもの権利条約以外にも，主要な国際人権条約にはこう
した個人通報制度が設けられていますが，日本はいずれの個人通報制度も受け入れてお
らず，第三選択議定書についても批准していません。

3 「国連子どもの権利委員会」って何ですか？

国連子どもの権利委員会（Committee on the Rights of the Child）は，条約の
締約国が負っている子どもの権利実現義務の進捗状況を審査するための機関として，条
約によって設置された独立機関（条約機関）です（43 条）。国連人権高等弁務官事務
所に事務局があることから，「国連子どもの権利委員会」と通称されています。以下では，

「委員会」と呼ぶことにします。
この委員会による審査のため，締約国は，条約発効後 2 年以内に第 1 回の，その
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後は 5 年ごとに，子どもの権利実現義務の進捗状況を国連に報告することが求めら
れています（44 条）。そのため，日本からは，1996 年 5 月に第 1 回政府報告書が，
2001 年 11 月に第 2 回政府報告書が，2008 年 4 月に第 3 回政府報告書が提出され
ていますが，今回の政府報告書の提出が 2017 年 6 月になったことで報告書審査が遅
れていることもあり，本報告書審査は第 4 回・第 5 回統合定期報告書審査とされました。

4 国連の審査は何をするのですか？

政府報告書は，NGO の意見を聞きながら作成することが求められ，NGO も政府報
告書とは別の報告書を提出することが歓迎されています。定期的な政府報告書の作成
過程自体に条約実現の意味があり，NGO もこれを担っていると考えられているのです。
日弁連でも第 1 回から第 4 回・第 5 回までにそれぞれ独自の報告書を提出しました（詳
細は，日弁連のホームページを御覧ください。）。政府報告書の審査に先立って，報告
書を提出した NGO の意見を聴く予備審査が行われ，必要に応じて政府に対して追加情
報の提供が求められ，質疑応答形式での本審査を経て，委員会の総括所見が示されます。
第 4 回・第 5 回政府報告書審査では，2018 年 2 月の予備審査により追加情報の提供
が日本政府に求められ，2019 年 1 月の本審査を経て，2019 年 3 月に委員会の総括
所見が出されました。

5 総括所見にはどういう意味があるのですか？

総括所見とは，締結国の条約の実現状況についての委員会の意見です。今回の総括
所見では条約実施のための一般的措置，子どもの定義，一般原則，市民的権利及び自由，
子どもに対する暴力，家庭環境及び代替的養護，障がい・基礎的保健及び福祉，教育・
余暇及び文化的活動，特別保護措置の項目で示されています。総括所見では，条約の実
現状況について評価できる部分と危惧される部分が指摘され，今後の条約実現の課題が
勧告されています。委員会の総括所見は，日本政府のみならず，広く国民がこれを受け
止め，条約の実現に取り組めるよう，広報され理解されることが求められています。
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Ⅱ　委員会が指摘した問題点

今回の総括所見は，緊急の措置がとられなければならない分野として，6 つの問題を
指摘しました。それは，差別の禁止（パラ 18），子どもの意見の尊重（パラ 22），体罰（パ
ラ26），家庭環境を奪われた子ども（パラ29），リプロダクティブヘルス及び精神保健（パ
ラ 35）並びに少年司法（パラ 45）です。

また，持続可能な開発のための 2030 アジェンダ（SDGs）2との関連を重視しており，
SDGs の 17 の目標の達成を目的とする政策やプログラムの立案・実施において，子ど
もを参加させることを求めています。

個別の問題の勧告の中では，第 1 回から第 3 回までの総括所見で指摘され続けてき
た問題点が，今回も取り上げられています。日本政府が，過去の勧告に本当に向き合っ
て対応しようとしてきたのかが問われています。

１ 差別の禁止

総括所見において委員会は，緊急の措置が取られなければならない分野の一つとして
差別の禁止（パラ 17,18）を挙げています。

差別の禁止（パラ 18）において，委員会は政府に対し，⒜包括的な反差別法を制定
すること，⒝非婚の両親から生まれた子どもの地位に関連する規定を含め，理由の如何
を問わず子どもを差別している規定を廃止すること，⒞マイノリティの子どもに対する
現実に行われている差別を減少させかつ防止するための措置を強化することを求めて
います。

⒜に関し，2016 年 6 月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向け
た取組の推進に関する法律」（以下「差別解消法」という。）が施行されていますが，同
法はヘイトスピーチから保護されるべき対象を本邦外出身者またはその子孫で日本に
適法に居住する者と極めて狭く限定しています。また，ヘイトクライムへの対処が十分
でなく，さらに事後的な対応が中心であること等から不十分であると言わざるを得ませ
ん。政府は，既存の法律にて対処が可能であることから，包括的な反差別法を制定する
必要はないとの見解ですが，差別解消法施行以後も，「本邦外出身者」に対するヘイト
スピーチデモやネット上における差別的表現が継続していること，差別解消法の対象と
ならない被差別部落出身者や障がい者に対する差別が依然として存在している点に鑑
みれば，早急に包括的な反差別法を制定する必要が高いといえます。

⒝に関しては，出生届に「嫡出子又は嫡出でない子の別」を記載しなければならな

2 2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として，2015 年 9 月に実施された国連持
続可能な開発サミットで「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択
されました。そのアジェンダが掲げたのが，17の目標と169 のターゲットからなる「持続可能な開発
目標（SDGs）」です。
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い旨規定している戸籍法 49 条 2 項 1 号及び婚外子の親に対する認知の訴えを親が死
亡してから 3 年が経過すると提起することができない旨規定している民法 787 条ただ
し書が，婚外子を差別している規定と考えられます。2013 年の民法改正において婚内
子と婚外子との相続分の差別を規定した民法 900 条第 4 号ただし書が削除された以上，
戸籍法 49 条 2 項 1 号の規定は早急に削除されるべきです。また，親の死後 3 年を経
過すると認知の訴えを提起できないとすることは，婚外子に対し不当な制限を課すもの
であることから早急に削除すべきです。⒞については，いわれなき差別に晒される子ど
もを減少させるためには，子どもに対してだけでなく，大人に対しても人権教育を実施
することが重要です。

２ 子どもの意見の尊重

委員会から特に緊急の措置を求められた項目のひとつが，子どもの意見の尊重（条約
12 条）の問題です（パラ 21，22）。前回の審査のときにも，子どもを権利を持つ人
間として尊重しない伝統的な見方が，子どもの意見に対する考慮を著しく制限している
との指摘を受けました（第 3 回最終所見パラ 43）。今回，委員会は，児童福祉法改正
で子どもの意見の尊重が触れられ，家事事件手続法で子どもが家庭裁判所での手続に参
加できる規定が設けられたことを評価しつつも，子どもの意見の尊重の問題に対して依
然として深刻な懸念を示しました。審査においては，なぜ家事事件手続法が，子どもの
意見を必ず聞かなければならない必要的意見聴取を１５歳以上に限定しているのか，児
童相談所の保護の下にある子どもが制裁を受けることなく苦情の申立てができるかな
どの委員からの質問がありました。

委員会は，国に対して，子どもの権利条約の一般的意見 12 号（2009 年）にもある
ように，意見を表明することのできるいかなる子どもにも，その子どもに影響を与える
全ての事柄に対して，年齢制限を設けることなく，脅されたり，罰せられたりすること
なく，自由に意見を表明する権利を保障し，かつ，子どもの意見を正当に評価すること
を求めました。

さらに，委員会は，国に対して，子どもが意見を聞かれる権利を実現することができ
るような環境を作ることを求めるとともに，家庭，学校，代替的養護及び保健医療の現
場，子どもに関わる司法手続，行政手続，地域コミュニティにおいて，かつ環境問題を
含むあらゆる子どもが関連する問題に関して，全ての子どもが意味のある形でかつエン
パワーされながら参加することを積極的に進めるように勧告しました。

３ 体罰

体罰に関し，総括所見は，学校教育法が体罰を禁じていることを踏まえながらも，次
のような懸念を示しています（パラ 25）。
⒜　学校における体罰禁止が効果的に実施されていないこと。
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⒝　家庭及び代替的養育の現場における体罰が法律で全面的に禁じられていないこと。
⒞　民法及び児童虐待防止法が適切な懲戒の使用を認めており，かつ体罰の許容性につ

いて明確でないこと。
  その上で体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子ど

もの権利についての一般的意見 8 号（2006 年）を踏まえて，次のような措置をと
ることが促されています。（パラ 26。これらは，第 3 回総括所見で述べられたこと
とほぼ同じ内容です。）

⒜　家庭，代替的養護及び保育の現場並びに刑事施設を含むあらゆる場面におけるあら
ゆる体罰を，いかに軽いものであっても，法律（特に児童虐待防止法及び民法）に
おいて明示的かつ全面的に禁止すること。

⒝　意識啓発キャンペーンを強化し，積極的，非暴力的かつ参加型の形態の子育てや，
しつけ及び規律を推進するなどの手段により，あらゆる現場で実際に体罰を解消す
るための措置を強化すること。
総括所見が示されて間もない 2019 年 3 月 19 日，政府は「児童虐待防止対策の強

化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案」を閣議決定して国会に提出し，
与野党協議による修正を経て，同年 6 月 19 日に改正法が成立し，2020 年 4 月から
施行されることになりました。相次ぐ虐待死事件を受けて，改正法は，児童虐待防止法
において親権者による体罰を明示的に禁止するとともに，児童福祉法において児童相談
所長及び児童福祉施設の長等による体罰を明示的に禁止しました。これは従来の状況に
比べると大きな前進だと考えられます。

もっとも，体罰禁止の名宛人が親権者等に限定され，保育の現場や刑事施設を含む一
般的包括的な体罰禁止条項になっていないことや，体罰以外の残虐な又は品位を傷つけ
る形態をとる罰（取扱い）が禁止されていないことが課題として残っています。

今回の法改正で禁止される体罰については，厚労省が解釈の指針となるガイドライン
を策定し，親権者等以外のあらゆる人について体罰が禁止されることになること，禁止
される体罰に総括所見の述べるような軽いものも含まれること，体罰以外の暴言等の子
どもの心を傷つける行為も許されないものであることを明確にしています。

また，今回の法改正の際の付帯決議を受けて，法制審議会において，民法の懲戒権規
定の見直しの作業も始まりました。

今回の法改正で残された立法的課題に取り組むとともに，スウェーデン等で行われた
大規模な啓発キャンペーンなど啓発・支援の大幅な拡充等の効果的な体罰等防止施策を
実施しつつ，「しつけ」名目での体罰等をなくすために，民法の懲戒権規定の削除が求
められます。

４ 家族と離れて住むことを余儀なくされる子ども

⑴　子どもを家族から分離するときには裁判所での判断を
  虐待等によって，子どもを家族と分離しなければならないことはありますが，本来，

子どもは家庭で養育されるべきであり，親子を分離する場面は，必要最低限でなく
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てはなりません。総括所見は，「子どもを家族から分離するべきか否かの決定に関し
て義務的司法審査を導入し，子どもの分離に関する明確な基準を定め，かつ，親か
らの子どもの分離が，最後の手段としてのみ，それが子どもの保護のために必要であ
りかつ子どもの最善の利益に合致する場合に，子どもおよびその親の意見を聴取し
た後に行なわれることを確保すること。」と勧告しました（パラ 29 ⒜）。2017 年に
児童福祉法が改正され，2 ヶ月を超えて一時保護を行う際に親権者等の同意がない場
合には家庭裁判所の承認審判を得ることとなり，親子を分離する場合には，部分的に，
児童相談所だけではなく裁判所の判断も必要となっていますが，勧告では，さらに
全ての親子分離について義務的司法審査を導入し，親子分離が最後の手段となるよ
うな制度を求めています。

  また，現在，日本では，施設で暮らす子どもたちが，親との面会や交流を制限さ
れてしまうことがあります。総括所見はこのことに懸念を示し，施設で暮らす子ど
もたちが，親と接触する機会が奪われないよう勧告を行いました。

⑵　施設や里親の元で暮らす子どもたちの権利が守られるように
  家族と離れて生活しなければならない子どもたちも，家庭環境になるべく近い養

育環境で育てられるべきです。総括所見では，子ども（特に 6 歳以下の子ども）た
ちが，大人数で生活する施設より，里親等の家庭環境に近い環境で育つことができ
るように，という趣旨の勧告がなされました。また，里親での養育を増やすためには，
里親への支援も必要不可欠です。この点についても総括所見は，「すべての里親が包
括的な支援，十分な研修および監視を受けることを確保しながら，脱施設化を実行
に移す自治体の能力を強化し，かつ同時に家庭を基盤とする養育体制を強化するこ
と」を勧告し（パラ 29 ⒠），政府による里親の支援を要望しました。

  また，政府は施設や里親の元で暮らす子どもたちが，快適で幸せに暮らせるよう
に心を砕かなければなりません。間違っても施設や里親の元で虐待を受けることが
あってはならないのです。総括所見は，全ての里親が施設や里親の元で暮らす子ど
もたちが虐待を受けないよう，虐待を行った者の訴追や，施設，里親の審査，子ど
もの不当な取扱いの通報をしやすくする制度等を作るよう，政府に勧告をしました。

５ リプロダクティブヘルス及び精神保健

⑴　条約は，全ての子どもの生存及び発達を可能な限り確保することを締約国に義務づ
けています（6 条）。そして，全ての子どもに保健サービスへアクセスする権利を確
保するよう努めることを締約国に義務づけています（24 条）。

  保健サービスへのアクセス権には，子どもに対し，その年齢やその理解度に応じ，
子ども自身のヘルスケアについて必要かつ適切な情報・説明を提供することが含ま
れると考えられています。
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⑵　リプロダクティブヘルス
  リプロダクティブヘルスとは「性と生殖に関する健康」と訳されます。これは，

性や妊娠・出産に関わることについて，単に病気や障がいがないというだけではな
く，身体的，精神的，社会的にも良好な状態であること，性の安全を保障されること，
自分の気持ち・決定が尊重されることを意味します。

  委員会は，かねてより若者にＨＩＶ / ＡＩＤＳやその他の性感染症が増加してい
ることに懸念を示していました。政府は，学校職員等に教育手法を提供し，インタ
ーネット上でＨＩＶに関する情報を公開していると報告していますが，今回，委員
会は，思春期の子どもの間で性感染症の感染率が高まっていること，学校における
リプロダクティブヘルスや家族計画に関するサービスや教育が限られたものでしか
ないことに深刻な懸念を示しています。同時に，10 代女子の妊娠中絶率が高いこと，
妊娠中絶が刑事罰の対象となっていることにも懸念を示しました（パラ 34）。

  そして委員会は，思春期の子どものリプロダクティブヘルスについて包括的政策
をとり，早期妊娠及び性感染症の防止に特に焦点を当て，リプロダクティブヘルスに
関する教育を学校の必修カリキュラムとするよう要請しています。あわせて委員会
は，妊娠しているＨＩＶ陽性の女子を対象とする治療の充実，中絶の非犯罪化の検討，
安全な中絶及び中絶後の適切なケアへのアクセスを高めることも要請しています（パ
ラ 35）。

  若者の間に増加する性感染症や十代の早期妊娠に伴う問題の予防・対策のために
は，教師らへの研修の実施やインターネット上での情報提供のみでは不十分です。全
ての子どもに対し，その年齢等に応じた適切かつ十分な情報を提供するため，学校
におけるいわゆる性教育を充実させるとともに，性感染症，リプロダクティブヘル
スに関する公的支援，とりわけ医療サービスを拡充することが必要です。

⑶　精神保健
  委員会は，思春期の子どもの精神的健康問題に対する社会の関心が低く，その態

度が否定的であること，専門的人材の不足，そしてＡＤＨＤを有すると診断される
子どもと精神刺激薬の処方が増加している一方で，社会的決定要因及び非医学的形
態の処遇が等閑視されていることに深刻な懸念を示しています（パラ 34）。そして，
精神保健上の問題について，まずは根本的原因の分析，意識の啓発，専門家の増員
を含む学際的アプローチを通じた対処をとることや，ＡＤＨＤと診断された子ども
やその親に対する医薬品の副作用や代替的手段について適切な情報提供の確保とと
もに，診断及び薬の処方が増加している根本的原因についての研究を実施すること
を要請しています（パラ 35）。

  子どもの精神保健上の問題についての根本的原因を研究すること，これらを実施
するために専門家を増員することは喫緊の課題です。
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６ 罪を犯した子ども（少年）

⑴　はじめに
  委員会はこれまでの総括所見において，少年司法の分野に関し，以下に述べるよ

うな多くの問題点について，繰り返し懸念を示し，条約その他の関連基準に全面的
に則ったものとするよう促してきました。しかし，我が国はこれまで，こうした委
員会の懸念を正面から受け止めようとしないばかりか，これに逆行するような制度
改正を進めています。

  今回の総括所見でも，委員会は，繰り返し，我が国の少年司法の問題点について，
深刻な懸念を示しています。

⑵　少年法の厳罰化
  委員会は，2000 年改正以降立て続けになされた少年法の厳罰化を見直すことを明

確に求めています。
  委員会は，検察官送致年齢の下限が 14 歳に引き下げられたこと（パラ 44 ⒜），

原則検察官送致の規定（パラ 44 ⒞），14 歳から 16 歳の少年が刑事施設に拘禁され
うること（パラ 44 ⒟），少年に対する無期懲役制度，無期懲役受刑者について仮釈
放までの期間が長期化している点（パラ 44 ⒡）を指摘しています。

  そして，委員会は，子どもの犯罪の根本的原因研究，防止措置の緊急実施（パラ
45 ⒜），検察官送致年齢の下限を 16 歳以上に戻すことの前提としての，2000 年
改正以降の少年犯罪の傾向の研究を求めています（パラ 45 ⒝）。さらに，委員会は，
少年事件を刑事手続において扱わないこと，少年事件についてできる限り少年の身
体拘束をしないように求め（パラ 45 ⒟），仮に身体拘束をする場合でも，最後の手
段としてできるだけ短期間となるようにし，少年への無期懲役，不定期刑制度を再
検討し，少年法による仮釈放制度の運用の徹底を求めています（パラ 45 ⒠）。

⑶　国選付添人制度
  前回の総括所見以降，国選付添人制度の拡充が図られたにもかかわらず，委員会は，

依然として少年に対する弁護人選任権が不十分であることを指摘した上（パラ 44
⒝），少年に対し，手続の早い段階から，かつ法的手続全体を通じての法的援助の提
供を求めています（パラ 45 ⒞）。委員会が求めているのは，全面的な国選付添人制
度の実現であることは明らかです。

⑷　ぐ犯
  ぐ犯制度について，委員会は，ぐ犯少年が自由を剥奪される場合があることにつ

いて懸念を示した上で（パラ 44 ⒠），ぐ犯の認定について再検討し，ぐ犯少年の拘
禁を終了させることを求めています（パラ 45 ⒠⒤）。

  なお，ぐ犯については，これまでの総括所見では明確には指摘されていない項目
でした。



―10 ―

７ 実施に関する一般的措置

委員会は，子どもの権利条約の実施に関する一般的措置として，次のような点を指摘
しました。

⑴　子どもの権利基本法の制定
  子どもの権利に関する包括的な法律を採択し，かつ国内法を条約の原則及び規定

と完全に調和させるための措置をとるよう，強く勧告しました（パラ 7）。
  我が国の子どもに関する政策は，法務省，文部科学省，厚生労働省に分かれて実

施されており，統合的な政策の実現が困難なのが実情です。子どもの最善の利益を
念頭に置いた総合的で包括的な政策を実現するためには，根拠となる法律，すなわ
ち子どもの権利基本法が必要なのです。この点は第 3 回の総括所見でも同じく強く
勧告されています。

⑵　独立した監視機関と総合調整機関の設置，データの収集
①　独立した監視機関の設置
  我が国で子どもの権利条約の精神が実現され，子どもの権利状況が改善される

ためには，政府から独立した監視機関を設置して，子どもの権利の視点から絶え
ず政府の政策とその実施状況を確認・検討していく必要があります。

  委員会は，子どもによる苦情を子どもにやさしいやり方で受理し，調査しかつ
これに対応することのできる，人権を監視するための独立した機構を迅速に設置
するための措置をとることと，人権の促進及び保護のための国内機関の地位に関
する原則（パリ原則）の全面的遵守が確保されるよう，監視機関の独立を確保す
るための措置をとることを勧告しました（パラ 12）。

  国内人権機関は，多元的な社会的諸勢力からの代表によって構成される独立性
を法的に確保された機関で，人権を促進し擁護する権限を持って行政に対して意
見，勧告，提案及び報告ないしは公表ができるとされています。子どもの場合，人
権侵害を受けやすく，また自ら救済を求める声を上げにくいことを考えると，子
どもが利用しやすいオンブズパーソン制度を子どもの権利基本法に基づき設置す
る必要があります。

②　総合調整機関の設置と資源の配分
  子どもに関する政策を効果的に実現するためには，子どもの問題に関する取組

が個々の省庁に任されたままでは，解決が難しい場面が多くあります。このよう
な縦割り行政のままでは，それぞれの政策に矛盾が生じることもあります。

  委員会は，国や地方のレベルで行われている条約の実施関連の全ての活動を調
整するための調整機関と，全ての子ども及び条約の全ての分野を対象とする評価
及び監視のための機構を設置した上で，その機関を効果的に運用するために必要
な人的資源，技術的資源及び財源を確保することを勧告しました（パラ 9）。

  また，委員会は，子どもの相対的貧困率がこの数年高いままであることを指摘
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し，子どもに対する明確な配分額を定め，かつ条約の実施のために割り当てられ
る資源配分の十分性，有効性及び公平性の監視及び評価を行うための具体的指標
及び追跡システムを包含した予算策定手続を確立するよう，強く勧告しました（パ
ラ 10）。

  こうした調整を行い，必要な予算を制定するためには，例えば子ども家庭省の
ような，子どもの権利条約に立脚し，子どもの最善の利益を優先する「子どもに
関する総合調整機関」の設置が必要です。

③　データの収集と分析
  これまでの委員会の総括所見で，我が国は子どもに関するデータの収集と分

析が足りないと言われ続けてきています。今回も，データの欠落を指摘した上で，
条約の全ての分野（とくに子どもの貧困，子どもに対する暴力並びに乳幼児期の
ケア及び発達の分野）で，データが年齢，性別，障がい，地理的所在，民族的出
身及び社会経済的背景別に細分化されたデータ収集システムを作り，そのデータ
を政策立案のために活用するよう勧告されました（パラ 11）。

⑶　普及，意識啓発及び研修
  子どもの権利条約は，国内法として効力を持ちますが，裁判所での判例にはほと

んど表れていません。司法だけでなく，教育，児童福祉，その他の行政分野でも子
どもの権利条約を把握した上での運用がなされているとはとても言えないのが現状
です。

  この状況を踏まえて，委員会は，子どものために働く全ての者（教員，裁判官，弁
護士，家庭裁判所調査官，ソーシャルワーカー，法執行官，メディア従事者，公務員等）
を対象として，条約及びその議定書に関する具体的な研修を定期的に実施するよう
勧告しました（パラ 13）。

⑷　市民社会との協力
  条約を全ての分野において実施するためには，政府が，様々な NGO などの市民社

会と意見交換を続け，実施において連携していくことが不可欠です。
  委員会は，政府が，市民社会との協力を強化し，かつ条約実施のあらゆる段階で

市民社会組織の関与を組織的に得ることを勧告しました（パラ 14）。
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８ 生命・生存及び発達に対する権利　　　

委員会は，子どもが，社会の競争的性質によって子ども時代や発達を害されることな
く子ども時代を過ごせることを確保するように求めています（パラ 20 ⒜）。前回の勧
告では，競争的な環境に関しては教育の部分で触れられていましたが，今回は，より広
く，子どもの生活全般に社会の競争的性質の影響が及んでいると委員会は指摘したので
す。大人社会の縮図が子どもに現れているともいえ，社会全体の在り様を考えていく必
要があります。

また，子どもの自殺については，前回勧告に引き続き，その根本原因に関して調査研
究を行い，防止する策をとることや，学校にソーシャルワーカーや心理相談サービスを
配置することを求めています（パラ 20 ⒝）。

子ども施設について，最低安全基準が遵守されることが前回報告に引き続き求められ
たことに加えて，子どもの不慮の死亡・重傷事案について，自動的に独立した立場から
公的に検証される制度（死亡事案については，いわゆるチャイルド・デス・レビューで
すが，委員会は重傷事案にもこのような制度を求めており，より広い範囲となっていま
す。）の導入が求められました（パラ 20 ⒞）。

さらに，交通事故や学校事故，家庭内の事故を防止するための的を絞った措置を強
化することや，道路の安全，応急手当，小児緊急ケアの拡大を確保するといった具体的，
適切な対応策を求めています（パラ 20 ⒟）。

日本では，子どもの生命・生存や発達について紛争下の国とは異なり，侵害状況はな
いと思われがちですが，委員会が指摘するとおり，未だ改善点は多くあります。委員会
が求める内容を実現することが求められます。
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９ 家庭環境　　　　

委員会は，仕事と家庭生活との適切なバランス（ワークライフバランス）を促進する
こと等により，家族を支援し，子どものネグレクトや施設措置（家庭環境から離される
措置）を防止するために，困窮家族に対して十分な社会的援助や支援，指導を提供する
ことを勧告しました（パラ 27 ⒜）。育児休業の男性の取得率は未だ低い状態です。また，
子どもの生活リズムに合わせた勤務スタイルもほとんど実現されていません。困難を抱
える家庭への適切な社会的サポートが充実すれば，過剰な親子分離が行われることがな
くなり，子どもが家族との生活を安心して送ることができると考えられます。

さらに，委員会は，子どもの最善の利益に合致する場合には，離婚後の共同親権制度
の導入や，子どもと同居しない親と子どもとの接触を維持することができるよう求めま
した（パラ 27 ⒝）。親が離婚をしても，子どもにとって父母であることに変わりはあ
りません。一方で，児童虐待や配偶者暴力があった場合など，慎重に何が子どもの最善
の利益にかなうのかを検討する必要がある事案もあります。それぞれの子ども，家庭に
即した形となるよう，適切な制度設計や運用を考えていく必要があります。

また，養育費などの家事紛争での，裁判所の命令の執行（実施）の強化（パラ 27 ⒞）や，
関連条約の批准も求められました（パラ 27 ⒟）。ひとり親家庭の貧困率が高く，その
一因として養育費の支払が適切になされていないことが言われています。子どもが安心
安全な生活を送るために，経済面は無視することができません。子どもの最善の利益の
観点からも，養育費が確実に支払われるシステムが必要です。

10 教育への権利

委員会は，「持続可能な開発目標ターゲット（SDG ｓ）」の中の，子どもなどに配慮
した教育施設の構築・改良，全ての人々に安全で非暴力的，包摂的，効果的な学習環
境の提供に関する項目「4.a」，特にいじめを経験する生徒の割合に関する指標「4.a.2」
を指摘しつつ，第 3 回総括所見で，過度に競争的な学校システムの見直し，子どもの
意見を取り入れて行ういじめとたたかうための努力の強化，外国人学校への補助金の増
額とユネスコ・教育差別禁止条約の批准などを促した勧告の想起を求め，その上で，次
の 3 点を勧告しました（パラ 39）。

⑴　学校関係でのいじめの問題については，政府報告書が強調したいじめ防止対策推進
法に基づいて，効果的ないじめ対策を行うこと，いじめを防止するための反いじめ
プログラム及びキャンペーンを実施することを求めました。

⑵　競争的な学校環境の問題については，上述の，社会の競争的性質により発達を害
されることなく子ども時代を過ごせるよう求めたところを前提に，過度に競争的な
システムを含むストレスの多い学校環境から子どもを解放するための措置の強化を
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求めました。どのように競争的かについては，第 1 回審査では “highly（大いに）”，
第 2 回は “excessively（非常に）”，第３回はこれらに加えて “extremely（極めて）”
と表現が強められていましたが，今回も “overly（過度に）” に競争的な学校システ
ムが限度を超えて学校環境をストレスフルなものにしているとの認識が示されてい
ます。

⑶　外国人学校への補助金の問題については，高校の授業料無償化制度を朝鮮学校に拡
大すべく基準の見直しを求め，教育差別禁止の国際標準からの乖離を指摘しています。

11 障がいのある子ども

条約は，障がいのある子どもが尊厳をもって，自立し，社会に参加し，十分かつ人間
に値する生活を送ることを認めています。そして，障がいのある子どもに特別のケアを
受ける権利，特別のニーズがあることを考慮し，締約国に障がいのある子どもやその保
護者に対する援助の拡充を義務づけています。この援助は社会的統合（インクルージョ
ン），個人の発達に貢献する方法であることを目的とするものであるよう求められてい
ます（23 条）。

委員会は，合理的配慮の概念を取り入れた 2011 年の障害者基本法改正，2013 年
の障害者差保障別解消法の採択を評価していますが，更にインクルージョンを進めるた
めの計画策定を勧告しています。そして，⒜データを収集し，障がい診断システムを構
築すること，⒝インクルーシブ教育を発展させるための専門家を養成し，配置すること，
⒞学童保育の施設・人員に関する基準を厳格に適用，監視し，インクルーシブなサービ
スであることを確保すること，⒟障がいを有する子どもが早期発見介入プログラムを含
む保健サービスにアクセスできるようにすること，⒠専門スタッフを養成・増員するこ
と，⒡障がいを有する子どもに対するスティグマや偏見を肯定的なイメージにするため
にキャンペーンを実施することも勧告しています（パラ 32）。

委員会はこれまでも障がいのある子どもへの教育へのアクセスが制限されているこ
とに懸念を示していました。政府は，2007 年にそれまでの特殊教育を特別支援教育に
発展的に転換したと報告していますが，委員会の勧告は現在もインクルーシブ教育が不
十分であることを示しています。勧告を真摯に受け止めた施策の実施が求められます。

12 環境保健

2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災では，多くの子どもたちの命が失われまし
た。そして，そこで生じた福島の原発事故は，子どもたちの生命や身体に害を及ぼした
のみならず，今でも様々な形で子どもたちの権利の脅威となり続けています。
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委員会は，福島の原発事故に注目しており，SDGs のターゲット 3.93 を挙げた上で，
放射線への曝露の基準が，子どもにとってのリスク要因に関する国際的に受け入れられ
た知見と合致することを再確認することや，子どもたちへの金銭的支援，住居支援，医
療支援等の支援を提供すること，教科書で放射線への曝露のリスクや子どもが放射線へ
の曝露に対して脆弱であることについての正確な情報を提供することなどの施策の実
施について勧告しました（パラ 36）。

13 気候変動が子どもの権利に及ぼす影響

気候変動について我が国では，子どもを含めた取組についてはまだまだ進んでいな
い状況ですが，その影響を長期にわたって引き受けるのは子どもたちです。諸外国では，
この問題について子どもたちが様々な形で問題提起をしており，その意見を政策決定に
取り入れるべきことが議論されています。

委員会は，SDGs の目標 134 及びそのターゲットに対する注意を喚起し，気候変動
及び災害リスク管理の問題を扱う政策策定に当たり，子どもたちの意見が考慮されるこ
とや，気候変動及び自然災害に関する子どもの意識及び備えを，学校カリキュラム及び
教員養成・研修プログラムにこの問題を編入することによって高めることなどを勧告し
ました（パラ 37）。

14 国籍，外国人

日本では，外国人の権利は在留資格の範囲内でしか保障されないとされ，出入国在留
管理庁の手続において，子どもの最善の利益は，子ども自身が当事者である場合ですら
第一次的に考慮されているとはおよそ言えません。そのため，日本で生まれ育ち，日本
を自国とする子どもが，日本から退去することを命じられたり，外国籍の親との分離を
余儀なくされたりする例が珍しくありません。また，日本は難民条約に加入しているも
のの現実に難民認定されるのはごくわずかであり，ノンルフールマン（送還禁止）原則
違反が強く疑われています。こうした状況に対し，委員会は，2017 年に出された，国
際移住の文脈にある子どもの人権についての一般的原則と国家の義務についての一般
的意見（一般的意見 22 号及び 23 号）にも触れながら，子どもに関連する全ての決定
において子どもの最善の利益が第一次的に考慮され，かつノンルフールマンの原則が維
持されることを確保することや，庇護希望者である親が収容されて子どもから分離され
ることを防止するための法的枠組みを確立することなどを求めています（パラ 42）。

また，日本では，無国籍者について立法的行政的対応はほとんどなされていません。

3 2030 年までに，有害化学物質，並びに大気，水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大
幅に減少させる。

4 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。
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この状況に対し，委員会は，非正規移住者の子どもを含む，締約国に暮らす全ての子ど
もが適正に登録され，かつ法律上の無国籍状態が解消されることを保障する目的で，国
籍及び市民権に関わるその他の法律を見直すこと，無国籍の子どもを適正に特定しかつ
保護するための無国籍認定手続を定めること，及び，無国籍者の地位に関する条約及び
無国籍の削減に関する条約の批准を検討することを勧告しています（パラ 23）。

15 個人通報手続

委員会は，通報手続に関する選択議定書（以下「第三選択議定書」といいます。）を
批准するように日本政府に勧告しました（パラ 48）。第三選択議定書は，2011 年
12 月 19 日の国連総会（第 66 会期）において全会一致で採択され，2014 年 1 月
14 日にコスタリカ政府が第 10 番目の批准国となり，同年 4 月 14 日に発効しました。
2019 年 9 月 11 日時点の締約国数は 45 カ国となっています。

第三選択議定書の制定過程において，日本政府は，オープンエンド作業部会への参加，
2011 年 6 月に開催された国連人権理事会（第 17 会期）において第三選択議定書案を
含む決議案の共同提案国となるなど，第三選択議定書の成立に向けて積極的な立場を取
りました。しかしながら，2012 年 2 月 28 日にジュネーブで開催された第三選択議定
書の共同署名式では，署名に参加せず，現在に至るまで批准をしていません。

今回の日本政府報告書審査においては，第三選択議定書の批准が求められただけでな
く，子どもの権利の充足をさらに強化する目的のため，自由権規約，社会権規約，女性
差別撤廃条約，障害者権利条約の各条約の通報手続（これらの条約においては一般に「個
人通報制度」と呼ばれています。）を規定している選択議定書の批准を検討するよう勧
告されています。

通報手続は，子どもの権利条約に規定された権利を侵害された子ども及び子どもの集
団が，締約国内で手続を尽くしても救済を受けられなかった場合に，直接国連子どもの
権利委員会に救済を求めることができる制度であり，国内における子どもの権利条約に
規定された権利の実施・促進にとって非常に重要な手続です。

日本国内において子どもの権利の保障が充実・促進されるためには，子どもの権利条
約第三選択議定書の批准は当然のこと，自由権規約・社会権規約・女性差別撤廃条約・
障害者権利条約の個人通報手続を定めた各選択議定書の批准を早期に行うことが重要
です。

16 搾取

⑴　性的搾取
  委員会は，性的虐待の被害者のためのワンストップセンターが各都道府県に設置

されたこと，及び，監護者性交等罪（刑法 179 条）の規定を評価しつつも，子ども
への性的搾取等が高い水準で発生していることを懸念し，あらゆる形態の暴力の撤
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廃とともに，⒜性的虐待等被害を受けた子どものための専門機関の設置，⒝加害者
を裁判にかける努力の強化，⒞被害を受けた子どもが二次被害を受けない啓発活動，
⒟虐待防止，被害回復等のための対応策の強化，の各措置をとるよう，日本政府に
求めています（パラ 24）。

⑵　子どもの売買，児童買春及び児童ポルノに関する選択議定書についての委員会の前
回の総括所見及び勧告のフォローアップ

  委員会は，⒜性的行為を行う子どもの画像，子どもの性的な部位を描いたあらゆ
る表現の製造，流通，配布，提供，販売，これら表現へのアクセス，閲覧及び所持
を犯罪化すること，⒝ JK ビジネスや児童エロチカなど，児童買春及び子どもの性的
搾取の促進につながる商業的活動の禁止，⒞インターネット上及びそれ以外での子
どもの売買，児童買春及び児童ポルノに関連する犯罪の捜査，訴追及び処罰の努力
の強化，⒟性的虐待及び性的搾取の被害を受けた子どものための良質で統合的なケ
ア及び援助を提供する機関への資金拠出及び支援の増進，⒠生徒，親，教員及びケ
ア従事者を対象とする安全なインターネット利用や新たな技術のリスクに関する啓
発プログラムの強化，⒡子どもの売買，児童買春及び児童ポルノに関する特別報告
者が行った勧告（https://undocs.org/A/HRC/31/58/Add.1 パラ 74。2016 年
5 月 3 日）の実施，の各措置をとるよう日本政府に求めています（パラ 46）。

⑶　こうした措置を具体化するためには，子どもと子どもを取り巻く大人も含めた被害
防止のための教育啓発，性的搾取が違法であることの明確化と取締強化，被害を受
けた子どもの特有のニーズに応じる専門性及び長期的視野を備えた支援体制の構築
を早急に検討する必要があると思われます。
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参考資料

１ 「子ども（児童）の権利に関する条約」

２ 国連子どもの権利委員会による日本の第４回・第５回　　　　　
政府報告書審査に基づく総括所見

（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，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，通報手続に関する選択議定書（日本未批准）については，日本弁護士連合会国
際人権ライブラリーを御覧ください。https://www.nichibenren.or.jp/activity/
international/library/human_rights/child_protocol.html）

上記各資料は，１　「子ども（児童）の権利に関する条約」については外務省の了
解を得て，外務省ホームページに掲載されている内容を，２　国連子どもの権利委
員会による日本の第４回・第５回政府報告書審査に基づく総括所見についてはＡＲＣ

（Action for the Rights of Children）の了解を得て，ＡＲＣホームページに掲載
されている内容を転載させていただきました。

詳細等については，下記を御参照ください。

外務省ホームページ（子ども（児童）の権利条約に関するペ－ジ）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/index.html
ＡＲＣホームページ
https://w.atwiki.jp/childrights/
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子どもの権利条約　条約本文

採択　1989 年 11 月 20 日
発効　1990 年 9 月 2 日
訳者　日本政府

日弁連では，「子どもの権利条約」と訳していま
すが，日本政府は，「児童の権利に関する条約」
と訳しています。

前　文

　この条約の締約国は、国際連合憲章において宣
明された原則によれば、人類社会のすべての構成
員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を
認めることが世界における自由、正義及び平和の
基礎を成すものであることを考慮し、国際連合加
盟国の国民が、国際連合憲章において、基本的人
権並びに人間の尊厳及び価値に関する信念を改め
て確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進
歩及び生活水準の向上を促進することを決意した
ことに留意し、国際連合が、世界人権宣言及び人
権に関する国際規約において、すべての人は人
種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その
他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出
生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに同
宣言及び同規約に掲げるすべての権利及び自由を
享有することができることを宣明し及び合意した
ことを認め、国際連合が、世界人権宣言において、
児童は特別な保護及び援助についての権利を享有
することができることを宣明したことを想起し、
家族が、社会の基礎的な集団として、並びに家族
のすべての構成員、特に、児童の成長及び福祉の
ための自然な環境として、社会においてその責任
を十分に引き受けることができるよう必要な保護
及び援助を与えられるべきであることを確信し、
児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達
のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のあ
る雰囲気の中で成長すべきであることを認め、児
童が、社会において個人として生活するため十分
な準備が整えられるべきであり、かつ、国際連合
憲章において宣明された理想の精神並びに特に平
和、尊厳、寛容、自由、平等及び連帯の精神に
従って育てられるべきであることを考慮し、児
童に対して特別な保護を与えることの必要性が、
1924 年の児童の権利に関するジュネーヴ宣言及
び 1959 年 11 月 20 日に国際連合総会で採択さ
れた児童の権利に関する宣言において述べられて
おり、また、世界人権宣言、市民的及び政治的権
利に関する国際規約（特に第 23 条及び第 24 条）、
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規
約（特に第 10 条）並びに児童の福祉に関係する
専門機関及び国際機関の規程及び関係文書におい
て認められていることに留意し、児童の権利に関
する宣言において示されているとおり「児童は、
身体的及び精神的に未熟であるため、その出生の
前後において、適当な法的保護を含む特別な保護
及び世話を必要とする。」ことに留意し、国内の
又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に考慮し
た児童の保護及び福祉についての社会的及び法的
な原則に関する宣言、少年司法の運用のための国
際連合最低基準規則（北京規則）及び緊急事態及
び武力紛争における女子及び児童の保護に関する
宣言の規定を想起し、極めて困難な条件の下で生

活している児童が世界のすべての国に存在するこ
と、また、このような児童が特別の配慮を必要と
していることを認め、児童の保護及び調和のとれ
た発達のために各人民の伝統及び文化的価値が有
する重要性を十分に考慮し、あらゆる国特に開発
途上国における児童の生活条件を改善するために
国際協力が重要であることを認めて、次のとおり
協定した。

第１部

第１条
　この条約の適用上、児童とは、18 歳未満のす
べての者をいう。ただし、当該児童で、その者に
適用される法律によりより早く成年に達したもの
を除く。

第２条
１ 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、

児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、
皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他
の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、
財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわら
ず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権
利を尊重し、及び確保する。

２ 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は
家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は
信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保
護されることを確保するためのすべての適当な
措置をとる。

第３条
１ 児童に関するすべての措置をとるに当たって

は、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、
行政当局又は立法機関のいずれによって行われ
るものであっても、児童の最善の利益が主とし
て考慮されるものとする。

２ 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童
について法的に責任を有する他の者の権利及び
義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護
及び養護を確保することを約束し、このため、
すべての適当な立法上及び行政上の措置をと
る。

３ 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、
役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分
野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並
びに適正な監督に関し権限のある当局の設定し
た基準に適合することを確保する。

第４条
　締約国は、この条約において認められる権利の
実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置
その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会
的及び文化的権利に関しては、自国における利用
可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場
合には国際協力の枠内で、これらの措置を講ず
る。

第５条
　締約国は、児童がこの条約において認められる
権利を行使するに当たり、父母若しくは場合によ
り地方の慣習により定められている大家族若しく
は共同体の構成員、法定保護者又は児童について
法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつ
つある能力に適合する方法で適当な指示及び指導
を与える責任、権利及び義務を尊重する。
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第６条
１ 締約国は、すべての児童が生命に対する固有

の権利を有することを認める。
２ 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大

限の範囲において確保する。

第７条
１ 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、

出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得
する権利を有するものとし、また、できる限り
その父母を知りかつその父母によって養育され
る権利を有する。

２ 締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含
めて、国内法及びこの分野における関連する国
際文書に基づく自国の義務に従い、1 の権利の
実現を確保する。

第８条
１ 締約国は、児童が法律によって認められた国

籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項
について不法に干渉されることなく保持する権
利を尊重することを約束する。

２ 締約国は、児童がその身元関係事項の一部又
は全部を不法に奪われた場合には、その身元関
係事項を速やかに回復するため、適当な援助及
び保護を与える。

第９条
１ 締約国は、児童がその父母の意思に反してそ

の父母から分離されないことを確保する。ただ
し、権限のある当局が司法の審査に従うことを
条件として適用のある法律及び手続に従いその
分離が児童の最善の利益のために必要であると
決定する場合は、この限りでない。このような
決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する
場合又は父母が別居しており児童の居住地を決
定しなければならない場合のような特定の場合
において必要となることがある。

２ すべての関係当事者は、1 の規定に基づくい
かなる手続においても、その手続に参加しかつ
自己の意見を述べる機会を有する。

３ 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を
除くほか、父母の一方又は双方から分離されて
いる児童が定期的に父母のいずれとも人的な関
係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。

４ 3 の分離が、締約国がとった父母の一方若し
くは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、
死亡（その者が当該締約国により身体を拘束さ
れている間に何らかの理由により生じた死亡を
含む。）等のいずれかの措置に基づく場合には、
当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適
当な場合には家族の他の構成員に対し、家族の
うち不在となっている者の所在に関する重要な
情報を提供する。ただし、その情報の提供が児
童の福祉を害する場合は、この限りでない。締
約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に
悪影響を及ぼさないことを確保する。

第 10 条
１ 前条 1 の規定に基づく締約国の義務に従い、

家族の再統合を目的とする児童又はその父母に
よる締約国への入国又は締約国からの出国の申
請については、締約国が積極的、人道的かつ迅
速な方法で取り扱う。締約国は、更に、その申
請の提出が申請者及びその家族の構成員に悪影
響を及ぼさないことを確保する。

２ 父母と異なる国に居住する児童は、例外的な
事情がある場合を除くほか定期的に父母との人

的な関係及び直接の接触を維持する権利を有す
る。このため、前条 1 の規定に基づく締約国
の義務に従い、締約国は、児童及びその父母が
いずれの国（自国を含む。）からも出国し、かつ、
自国に入国する権利を尊重する。出国する権利
は、法律で定められ、国の安全、公の秩序、公
衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及び自
由を保護するために必要であり、かつ、この条
約において認められる他の権利と両立する制限
にのみ従う。

第 11 条
１ 締約国は、児童が不法に国外へ移送されるこ

とを防止し及び国外から帰還することができな
い事態を除去するための措置を講ずる。

２ このため、締約国は、二国間若しくは多数国
間の協定の締結又は現行の協定への加入を促進
する。

第 12 条
１ 締約国は、自己の意見を形成する能力のある

児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項に
ついて自由に自己の意見を表明する権利を確保
する。この場合において、児童の意見は、その
児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮され
るものとする。

２ このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼ
すあらゆる司法上及び行政上の手続において、
国内法の手続規則に合致する方法により直接に
又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取さ
れる機会を与えられる。

第 13 条
１ 児童は、表現の自由についての権利を有する。

この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸
術の形態又は自ら選択する他の方法により、国
境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び
考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

２ 1 の権利の行使については、一定の制限を課
することができる。ただし、その制限は、法律
によって定められ、かつ、次の目的のために必
要とされるものに限る。
⒜ 他の者の権利又は信用の尊重
⒝ 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しく

は道徳の保護

第 14 条
１ 締約国は、思想、良心及び宗教の自由につい

ての児童の権利を尊重する。
２ 締約国は、児童が 1 の権利を行使するに当

たり、父母及び場合により法定保護者が児童に
対しその発達しつつある能力に適合する方法で
指示を与える権利及び義務を尊重する。

３ 宗教又は信念を表明する自由については、法
律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、
公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な
権利及び自由を保護するために必要なもののみ
を課することができる。

第 15 条
１ 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自

由についての児童の権利を認める。
２ 1 の権利の行使については、法律で定める制

限であって国の安全若しくは公共の安全、公の
秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の
者の権利及び自由の保護のため民主的社会にお
いて必要なもの以外のいかなる制限も課するこ
とができない。
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第 16 条
１ いかなる児童も、その私生活、家族、住居若

しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に
干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されな
い。

２ 児童は、1 の干渉又は攻撃に対する法律の保
護を受ける権利を有する。

第 17 条
 　締約国は、大衆媒体（マス・メディア）の果

たす重要な機能を認め、児童が国の内外の多様
な情報源からの情報及び資料、特に児童の社会
面、精神面及び道徳面の福祉並びに心身の健康
の促進を目的とした情報及び資料を利用するこ
とができることを確保する。このため、締約国
は、
⒜ 児童にとって社会面及び文化面において有

益であり、かつ、第 29 条の精神に沿う情報
及び資料を大衆媒体（マス・メディア）が普
及させるよう奨励する。

⒝ 国の内外の多様な情報源（文化的にも多様
な情報源を含む。）からの情報及び資料の作
成、交換及び普及における国際協力を奨励す
る。

⒞ 児童用書籍の作成及び普及を奨励する。
⒟ 少数集団に属し又は原住民である児童の言

語上の必要性について大衆媒体（マス・メデ
ィア）が特に考慮するよう奨励する。

⒠ 第 13 条及び次条の規定に留意して、児童
の福祉に有害な情報及び資料から児童を保護
するための適当な指針を発展させることを奨
励する。

第 18 条
１ 締約国は、児童の養育及び発達について父母

が共同の責任を有するという原則についての認
識を確保するために最善の努力を払う。父母又
は場合により法定保護者は、児童の養育及び発
達についての第一義的な責任を有する。児童の
最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項
となるものとする。

２ 締約国は、この条約に定める権利を保障し及
び促進するため、父母及び法定保護者が児童の
養育についての責任を遂行するに当たりこれら
の者に対して適当な援助を与えるものとし、ま
た、児童の養護のための施設、設備及び役務の
提供の発展を確保する。

３ 締約国は、父母が働いている児童が利用する
資格を有する児童の養護のための役務の提供及
び設備からその児童が便益を受ける権利を有す
ることを確保するためのすべての適当な措置を
とる。

第 19 条
１ 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童

を監護する他の者による監護を受けている間に
おいて、あらゆる形態の身体的若しくは精神的
な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢
な取扱い、不当な取扱い又は搾取（性的虐待を
含む。）からその児童を保護するためすべての
適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措
置をとる。

２ 1 の保護措置には、適当な場合には、児童及
び児童を監護する者のために必要な援助を与え
る社会的計画の作成その他の形態による防止の
ための効果的な手続並びに 1 に定める児童の
不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、
処置及び事後措置並びに適当な場合には司法の

関与に関する効果的な手続を含むものとする。

第２０条
１ 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪わ

れた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみ
その家庭環境にとどまることが認められない児
童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける
権利を有する。

２ 締約国は、自国の国内法に従い、1 の児童の
ための代替的な監護を確保する。

３ 2 の監護には、特に、里親委託、イスラム法
の力ファーラ、養子縁組又は必要な場合には児
童の監護のための適当な施設への収容を含むこ
とができる。解決策の検討に当たっては、児童
の養育において継続性が望ましいこと並びに児
童の種族的、宗教的、文化的及び言語的な背景
について、十分な考慮を払うものとする。

第２１条
　養子縁組の制度を認め又は許容している締約国
は、児童の最善の利益について最大の考慮が払わ
れることを確保するものとし、また、

⒜ 児童の養子縁組が権限のある当局によって
のみ認められることを確保する。この場合に
おいて、当該権限のある当局は、適用のある
法律及び手続に従い、かつ、信頼し得るすべ
ての関連情報に基づき、養子縁組が父母、親
族及び法定保護者に関する児童の状況にかん
がみ許容されること並びに必要な場合には、
関係者が所要のカウンセリングに基づき養子
縁組について事情を知らされた上での同意を
与えていることを認定する。

⒝ 児童がその出身国内において里親若しくは
養家に託され又は適切な方法で監護を受ける
ことができない場合には、これに代わる児童
の監護の手段として国際的な養子縁組を考慮
することができることを認める。

⒞ 国際的な養子縁組が行われる児童が国内に
おける養子縁組の場合における保護及び基準
と同等のものを享受することを確保する。

⒟ 国際的な養子縁組において当該養子縁組が
関係者に不当な金銭上の利得をもたらすこと
がないことを確保するためのすべての適当な
措置をとる。

⒠ 適当な場合には、二国間又は多数国間の取
極又は協定を締結することによりこの条の目
的を促進し、及びこの枠組みの範囲内で他国
における児童の養子縁組が権限のある当局又
は機関によって行われることを確保するよう
努める。

第 22 条
１ 締約国は、難民の地位を求めている児童又は

適用のある国際法及び国際的な手続若しくは国
内法及び国内的な手続に基づき難民と認められ
ている児童が、父母又は他の者に付き添われて
いるかいないかを間わず、この条約及び自国が
締約国となっている人権又は人道に関する他の
国際文書に定める権利であって適用のあるもの
の享受に当たり、適当な保護及び人道的援助
を受けることを確保するための適当な措置をと
る。

２ このため、締約国は、適当と認める場合には、
1 の児童を保護し及び援助するため、並びに難
民の児童の家族との再統合に必要な情報を得る
ことを目的としてその難民の児童の父母又は家
族の他の構成員を捜すため、国際連合及びこれ
と協力する他の権限のある政府間機関又は関係
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非政府機関による努力に協力する。その難民の
児童は、父母又は家族の他の構成員が発見され
ない場合には、何らかの理由により恒久的又は
一時的にその家庭環境を奪われた他の児童と同
様にこの条約に定める保護が与えられる。

第 23 条
１ 締約国は、精神的又は身体的な障害を有する

児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び
社会への積極的な参加を容易にする条件の下で
十分かつ相応な生活を享受すべきであることを
認める。

２ 締約国は、障害を有する児童が特別の養護に
ついての権利を有することを認めるものとし、
利用可能な手段の下で、申込みに応じた、かつ、
当該児童の状況及び父母又は当該児童を養護し
ている他の者の事情に適した援助を、これを受
ける資格を有する児童及びこのような児童の養
護について責任を有する者に与えることを奨励
し、かつ、確保する。

３ 障害を有する児童の特別な必要を認めて、2
の規定に従って与えられる援助は、父母又は当
該児童を養護している他の者の資力を考慮して
可能な限り無償で与えられるものとし、かつ、
障害を有する児童が可能な限り社会への統合及
び個人の発達（文化的及び精神的な発達を含
む。）を達成することに資する方法で当該児童
が教育、訓練、保健サービス、リハビリテーシ
ョン・サービス、雇用のための準備及びレクリ
エーションの機会を実質的に利用し及び享受す
ることができるように行われるものとする。

４ 締約国は、国際協力の精神により、予防的な
保健並びに障害を有する児童の医学的、心理学
的及び機能的治療の分野における適当な情報の
交換（リハビリテーション、教育及び職業サ
ービスの方法に関する情報の普及及び利用を含
む。）であってこれらの分野における自国の能
力及び技術を向上させ並びに自国の経験を広げ
ることができるようにすることを目的とするも
のを促進する。これに関しては、特に、開発途
上国の必要を考慮する。

第 24 条
１ 締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受

すること並びに病気の治療及び健康の回復のた
めの便宜を与えられることについての児童の権
利を認める。締約国は、いかなる児童もこのよ
うな保健サービスを利用する権利が奪われない
ことを確保するために努力する。

２ 締約国は、1 の権利の完全な実現を追求する
ものとし、特に、次のことのための適当な措置
をとる。
⒜ 幼児及び児童の死亡率を低下させること。
⒝ 基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な

医療及び保健をすべての児童に提供すること
を確保すること。

⒞ 環境汚染の危険を考慮に入れて、基礎的な
保健の枠組みの範囲内で行われることを含め
て、特に容易に利用可能な技術の適用により
並びに十分に栄養のある食物及び清潔な飲料
水の供給を通じて、疾病及び栄養不良と闘う
こと。

⒟ 母親のための産前産後の適当な保健を確保
すること。

⒠ 社会のすべての構成員特に父母及び児童
が、児童の健康及び栄養、母乳による育児の
利点、衛生（環境衛生を含む。）並びに事故
の防止についての基礎的な知識に関して、情

報を提供され、教育を受ける機会を有し及び
その知識の使用について支援されることを確
保すること。

⒡ 予防的な保健、父母のための指導並びに家
族計画に関する教育及びサービスを発展させ
ること。

３ 締約国は、児童の健康を害するような伝統的
な慣行を廃止するため、効果的かつ適当なすべ
ての措置をとる。

４ 締約国は、この条において認められる権利の
完全な実現を漸進的に達成するため、国際協力
を促進し及び奨励することを約束する。これに
関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。

第 25 条
　締約国は、児童の身体又は精神の養護、保護又
は治療を目的として権限のある当局によって収容
された児童に対する処遇及びその収容に関連する
他のすべての状況に関する定期的な審査が行われ
ることについての児童の権利を認める。

第 26 条
１ 締約国は、すべての児童が社会保険その他の

社会保障からの給付を受ける権利を認めるもの
とし、自国の国内法に従い、この権利の完全な
実現を達成するための必要な措置をとる。

２ 1 の給付は、適当な場合には、児童及びその
扶養について責任を有する者の資力及び事情並
びに児童によって又は児童に代わって行われる
給付の申請に関する他のすべての事項を考慮し
て、与えられるものとする。

第 27 条
１ 締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的及

び社会的な発達のための相当な生活水準につい
てのすべての児童の権利を認める。

２ 父母又は児童について責任を有する他の者
は、自己の能力及び資力の範囲内で、児童の発
達に必要な生活条件を確保することについての
第一義的な責任を有する。

３ 締約国は、国内事情に従い、かつ、その能力
の範囲内で、1 の権利の実現のため、父母及び
児童について責任を有する他の者を援助するた
めの適当な措置をとるものとし、また、必要な
場合には、特に栄養、衣類及び住居に関して、
物的援助及び支援計画を提供する。

４ 締約国は、父母又は児童について金銭上の責
任を有する他の者から、児童の扶養料を自国内
で及び外国から、回収することを確保するため
のすべての適当な措置をとる。特に、児童につ
いて金銭上の責任を有する者が児童と異なる国
に居住している場合には、締約国は、国際協定
への加入又は国際協定の締結及び他の適当な取
決めの作成を促進する。

第 28 条
１ 締約国は、教育についての児童の権利を認め

るものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平
等を基礎として達成するため、特に、
⒜ 初等教育を義務的なものとし、すべての者

に対して無償のものとする。
⒝ 種々の形態の中等教育（一般教育及び職業

教育を含む。）の発展を奨励し、すべての児
童に対し、これらの中等教育が利用可能であ
り、かつ、これらを利用する機会が与えられ
るものとし、例えば、無償教育の導入、必要
な場合における財政的援助の提供のような適
当な措置をとる。
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⒞ すべての適当な方法により、能力に応じ、
すべての者に対して高等教育を利用する機会
が与えられるものとする。

⒟ すべての児童に対し、教育及び職業に関す
る情報及び指導が利用可能であり、かつ、こ
れらを利用する機会が与えられるものとす
る。

⒠ 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励
するための措置をとる。

２ 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に
適合する方法で及びこの条約に従って運用され
ることを確保するためのすべての適当な措置を
とる。

３ 締約国は、特に全世界における無知及び非識
字の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上の知
識並びに最新の教育方法の利用を容易にするた
め、教育に関する事項についての国際協力を促
進し、及び奨励する。これに関しては、特に、
開発途上国の必要を考慮する。

第 29 条
１ 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべ

きことに同意する。
⒜ 児童の人格、才能並びに精神的及び身体的

な能力をその可能な最大限度まで発達させる
こと。

⒝ 人権及び基本的自由並びに国際連合憲章に
うたう原則の尊重を育成すること。

⒞ 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及
び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的
価値観並びに自己の文明と異なる文明に対す
る尊重を育成すること。

⒟ すべての人民の間の、種族的、国民的及び
宗教的集団の間の並びに原住民である者の理
解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神
に従い、自由な社会における責任ある生活の
ために児童に準備させること。

⒠ 自然環境の尊重を育成すること。
２ この条又は前条のいかなる規定も、個人及び

団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨
げるものと解してはならない。ただし、常に、
1 に定める原則が遵守されること及び当該教育
機関において行われる教育が国によって定めら
れる最低限度の基準に適合することを条件とす
る。

第 30 条
　種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は先
住民である者が存在する国において、当該少数民
族に属し又は先住民である児童は、その集団の他
の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗
教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する
権利を否定されない。

第 31 条
１ 締約国は、休息及び余暇についての児童の権

利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレク
リエーションの活動を行い並びに文化的な生活
及び芸術に自由に参加する権利を認める。

２ 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に
十分に参加する権利を尊重しかつ促進するもの
とし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエ
ーション及び余暇の活動のための適当かつ平等
な機会の提供を奨励する。

第 32 条
１ 締約国は、児童が経済的な搾取から保護され

及び危険となり若しくは児童の教育の妨げとな

り又は児童の健康若しくは身体的、精神的、道
徳的若しくは社会的な発達に有害となるおそれ
のある労働への従事から保護される権利を認め
る。

２ 締約国は、この条の規定の実施を確保するた
めの立法上、行政上、社会上及び教育上の措置
をとる。このため、締約国は、他の国際文書の
関連規定を考慮して、特に、
⒜ 雇用が認められるための 1 又は 2 以上の

最低年齢を定める。
⒝ 労働時間及び労働条件についての適当な規

則を定める。
⒞ この条の規定の効果的な実施を確保するた

めの適当な罰則その他の制裁を定める。

第 33 条
　締約国は、関連する国際条約に定義された麻薬
及び向精神薬の不正な使用から児童を保護し並び
にこれらの物質の不正な生産及び取引における児
童の使用を防止するための立法上、行政上、社会
上及び教育上の措置を含むすべての適当な措置を
とる。

第 34 条
　締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐
待から児童を保護することを約束する。このた
め、締約国は、特に、次のことを防止するための
すべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置
をとる。

⒜ 不法な性的な行為を行うことを児童に対し
て勧誘し又は強制すること。

⒝ 売春又は他の不法な性的な業務において児
童を搾取的に使用すること。

⒞ わいせつな演技及び物において児童を搾取
的に使用すること。

第 35 条
　締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる
形態の児童の誘拐、売買又は取引を防止するため
のすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措
置をとる。

第 36 条
　締約国は、いずれかの面において児童の福祉を
害する他のすべての形態の搾取から児童を保護す
る。

第 37 条
　締約国は、次のことを確保する。

⒜ いかなる児童も、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こと。死刑又は釈放の可
能性がない終身刑は、十八歳未満の者が行っ
た犯罪について科さないこと。

⒝ いかなる児童も、不法に又は恣意的にその
自由を奪われないこと。児童の逮捕、抑留又
は拘禁は、法律に従って行うものとし、最後
の解決手段として最も短い適当な期間のみ用
いること。

⒞ 自由を奪われたすべての児童は、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で取り扱われる
こと。特に、自由を奪われたすべての児童は、
成人とは分離されないことがその最善の利益
であると認められない限り成人とは分離され
るものとし、例外的な事情がある場合を除く
ほか、通信及び訪問を通じてその家族との接
触を維持する権利を有すること。
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⒟ 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速やかに接触する
権利を有し、裁判所その他の権限のある、独
立の、かつ、公平な当局においてその自由の
剥奪の合法性を争い並びにこれについての決
定を速やかに受ける権利を有すること。

第 38 条
１ 締約国は、武力紛争において自国に適用され

る国際人道法の規定で児童に関係を有するもの
を尊重し及びこれらの規定の尊重を確保するこ
とを約束する。

２ 締約国は、15 歳未満の者が敵対行為に直接
参加しないことを確保するためのすべての実行
可能な措置をとる。

３ 締約国は、15 歳未満の者を自国の軍隊に採
用することを差し控えるものとし、また、15
歳以上 18 歳未満の者の中から採用するに当た
っては、最年長者を優先させるよう努める。

４ 締約国は、武力紛争において文民を保護する
ための国際人道法に基づく自国の義務に従い、
武力紛争の影響を受ける児童の保護及び養護を
確保するためのすべての実行可能な措置をと
る。

第 39 条
　締約国は、あらゆる形態の放置、搾取若しくは
虐待、拷間若しくは他のあらゆる形態の残虐な、
非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しく
は刑罰又は武力紛争による被害者である児童の身
体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するた
めのすべての適当な措置をとる。このような回復
及び復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を育成
する環境において行われる。

第 40 条
１ 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴

追され又は認定されたすべての児童が尊厳及び
価値についての当該児童の意識を促進させるよ
うな方法であって、当該児童が他の者の人権及
び基本的自由を尊重することを強化し、かつ、
当該児童の年齢を考慮し、更に、当該児童が社
会に復帰し及び社会において建設的な役割を担
うことがなるべく促進されることを配慮した方
法により取り扱われる権利を認める。

２ このため、締約国は、国際文書の関連する規
定を考慮して、特に次のことを確保する。
⒜ いかなる児童も、実行の時に国内法又は国

際法により禁じられていなかった作為又は不
作為を理由として刑法を犯したと申し立てら
れ、訴追され又は認定されないこと。

⒝ 刑法を犯したと申し立てられ又は訴追され
たすべての児童は、少なくとも次の保障を受
けること。
ⅰ 法律に基づいて有罪とされるまでは無罪

と推定されること。
ⅱ 速やかにかつ直接に、また、適当な場合

には当該児童の父母又は法定保護 者を通
じてその罪を告げられること並びに防御の
準備及び申立てにおいて弁護人その他適当
な援助を行う者を持つこと。

ⅲ 事案が権限のある、独立の、かつ、公平
な当局又は司法機関により法律に基づく公
正な審理において、弁護人その他適当な援
助を行う者の立会い及び、特に当該児童の
年齢又は境遇を考慮して児童の最善の利益
にならないと認められる場合を除くほか、
当該児童の父母又は法定保護者の立会いの

下に遅滞なく決定されること。
ⅳ 供述又は有罪の自白を強要されないこと。

不利な証人を尋間し又はこれに対し尋問させ
ること並びに対等の条件で自己のための証人
の出席及びこれに対する尋問を求めること。

ⅴ 刑法を犯したと認められた場合には、その
認定及びその結果科せられた措置について、
法律に基づき、上級の、権限のある、独立の、
かつ、公平な当局又は司法機関によって再審
理されること。

ⅵ 使用される言語を理解すること又は話すこ
とができない場合には、無料で通訳の援助を
受けること。

ⅶ 手続のすべての段階において当該児童の私
生活が十分に尊重されること。

３ 締約国は、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、特に、次のこ
とを行う。
⒜ その年齢未満の児童は刑法を犯す能力を有

しないと推定される最低年齢を設定するこ
と。

⒝ 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。

４ 児童がその福祉に適合し、かつ、その事情及
び犯罪の双方に応じた方法で取り扱われること
を確保するため、保護、指導及び監督命令、力
ウンセリング、保護観察、里親委託、教育及び
職業訓練計画、施設における養護に代わる他の
措置等の種々の処置が利用し得るものとする。

第 41 条
　この条約のいかなる規定も、次のものに含まれ
る規定であって児童の権利の実現に一層貢献する
ものに影響を及ぼすものではない。

⒜ 締約国の法律
⒝ 締約国について効力を有する国際法

第２部

第 42 条
　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
らせることを約束する。

第 43 条
１ この条約において負う義務の履行の達成に関

する締約国による進捗の状況を審査するため、
児童の権利に関する委員会（以下「委員会」と
いう。）を設置する。委員会は、この部に定め
る任務を行う。

２ 委員会は、徳望が高く、かつ、この条約が対
象とする分野において能力を認められた 10 人
の専門家で構成する。委員会の委員は、締約国
の国民の中から締約国により選出されるものと
し、個人の資格で職務を遂行する。その選出に
当たっては、衡平な地理的配分及び主要な法体
系を考慮に入れる。

３ 委員会の委員は、締約国により指名された者
の名簿の中から秘密投票により選出される。各
締約国は、自国民の中から一人を指名すること
ができる。

４ 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の
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効力発生の日の後 6 箇月以内に行うものとし、
その後の選挙は、2 年ごとに行う。国際連合事
務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも
4 箇月前までに、締約国に対し、自国が指名す
る者の氏名を 2 箇月以内に提出するよう書簡
で要請する。その後、同事務総長は、指名され
た者のアルファべット順による名簿（これらの
者を指名した締約国名を表示した名簿とする。）
を作成し、この条約の締約国に送付する。

５ 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長に
より国際連合本部に招集される締約国の会合に
おいて行う。これらの会合は、締約国の 3 分
の 2 をもって定足数とする。これらの会合に
おいては、出席しかつ投票する締約国の代表に
よって投じられた票の最多数で、かつ、過半数
の票を得た者をもって委員会に選出された委員
とする。

６ 委員会の委員は、4 年の任期で選出される。
委員は、再指名された場合には、再選される資
格を有する。最初の選挙において選出された委
員のうち 5 人の委員の任期は、2 年で終了する
ものとし、これらの 5 人の委員は、最初の選
挙の後直ちに、最初の選挙が行われた締約国の
会合の議長によりくじ引で選ばれる。

７ 委員会の委員が死亡し、辞任し又は他の理由
のため委員会の職務を遂行することができなく
なったことを宣言した場合には、当該委員を指
名した締約国は、委員会の承認を条件として自
国民の中から残余の期間職務を遂行する他の専
門家を任命する。

８ 委員会は、手続規則を定める。
９ 委員会は、役員を 2 年の任期で選出する。
10 委員会の会合は、原則として、国際連合本部

又は委員会が決定する他の適当な場所において
開催する。委員会は、原則として毎年 1 回会
合する。委員会の会合の期間は、国際連合総会
の承認を条件としてこの条約の締約国の会合に
おいて決定し、必要な場合には、再検討する。

11 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定
める任務を効果的に遂行するために必要な職員
及び便益を提供する。

12 この条約に基づいて設置する委員会の委員
は、国際連合総会が決定する条件に従い、同総
会の承認を得て、国際連合の財源から報酬を受
ける。

第 44 条
１ 締約国は、⒜当該締約国についてこの条約が

効力を生ずる時から 2 年以内に､ ⒝その後は 5
年ごとに、この条約において認められる権利の
実現のためにとった措置及びこれらの権利の享
受についてもたらされた進歩に関する報告を国
際連合事務総長を通じて委員会に提出すること
を約束する。

２ この条の規定により行われる報告には、この
条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす
要因及び障害が存在する場合には、これらの要
因及び障害を記載する。当該報告には、また、
委員会が当該国における条約の実施について包
括的に理解するために十分な情報を含める。

３ 委員会に対して包括的な最初の報告を提出し
た締約国は、1 ⒝の規定に従って提出するその
後の報告においては、既に提供した基本的な情
報を繰り返す必要はない。

４ 委員会は、この条約の実施に関連する追加の
情報を締約国に要請することができる。

５ 委員会は、その活動に関する報告を経済社会
理事会を通じて 2 年ごとに国際連合総会に提

出する。
６ 締約国は、1 の報告を自国において公衆が広

く利用できるようにする。

第 45 条
　この条約の効果的な実施を促進し及びこの条約
が対象とする分野における国際協力を奨励するた
め、

⒜ 専門機関及び国際連合児童基金その他の国
際連合の機関は、その任務の範囲内にある事
項に関するこの条約の規定の実施についての
検討に際し、代表を出す権利を有する。委員
会は、適当と認める場合には、専門機関及び
国際連合児童基金その他の権限のある機関に
対し、これらの機関の任務の範囲内にある事
項に関するこの条約の実施について専門家の
助言を提供するよう要請することができる。
委員会は、専門機関及び国際連合児童基金そ
の他の国際連合の機関に対し、これらの機関
の任務の範囲内にある事項に関するこの条約
の実施について報告を提出するよう要請する
ことができる。

⒝ 委員会は、適当と認める場合には、技術的
な助言若しくは援助の要請を含んでおり又は
これらの必要性を記載している締約国からの
すべての報告を、これらの要請又は必要性の
記載に関する委員会の見解及び提案がある場
合は当該見解及び提案とともに、専門機関及
び国際連合児童基金その他の権限のある機関
に送付する。

⒞ 委員会は、国際連合総会に対し、国際連合
事務総長が委員会のために児童の権利に関連
する特定の事項に関する研究を行うよう同事
務総長に要請することを勧告することができ
る。

⒟ 委員会は、前条及びこの条の規定により得
た情報に基づく提案及び一般的な性格を有す
る勧告を行うことができる。これらの提案及
び一般的な性格を有する勧告は、関係締約国
に送付し、締約国から意見がある場合にはそ
の意見とともに国際連合総会に報告する。

第 46 条
　この条約は、すべての国による署名のために開
放しておく。

第 47 条
　この条約は、批准されなければならない。批准
書は、国際連合事務総長に寄託する。

第 48 条
　この条約は、すべての国による加入のために開
放しておく。加入書は、国際連合事務総長に寄託
する。

第 49 条
１ この条約は、20 番目の批准書又は加入書が

国際連合事務総長に寄託された日の後 30 日目
の日に効力を生ずる。

２ この条約は、20 番目の批准書又は加入書が
寄託された後に批准し又は加入する国について
は、その批准書又は加入書が寄託された日の後
30 日目に効力を生ずる。

第 50 条
１ いずれの締約国も、改正を提案し及び改正案

を国際連合事務総長に提出することができる。
同事務総長は、直ちに、締約国に対し、その改
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正案を送付するものとし、締約国による改正案
の審議及び投票のための締約国の会議の開催に
ついての賛否を示すよう要請する。その送付の
日から 4 箇月以内に締約国の 3 分の 1 以上が
会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、
国際連合の主催の下に会議を招集する。会議に
おいて出席しかつ投票する締約国の過半数によ
って採択された改正案は、承認のため、国際連
合総会に提出する。

２ 1 の規定により採択された改正は、国際連合
総会が承認し、かつ、締約国の 3 分の 2 以上
の多数が受諾した時に、効力を生ずる。

３ 改正は、効力を生じたときは、改正を受諾し
た締約国を拘束するものとし、他の締約国は、
改正前のこの条約の規定（受諾した従前の改正
を含む。）により引き続き拘束される。

第 51 条
１ 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行

われた留保の書面を受領し、かつ、すべての国
に送付する。

２ この条約の趣旨及び目的と両立しない留保
は、認められない。

３ 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によ
りいつでも撤回することができるものとし、同
事務総長は、その撤回をすべての国に通報する。
このようにして通報された通告は、同事務総長
により受領された日に効力を生ずる。

第 52 条
　締約国は、国際連合事務総長に対して書面によ

る通告を行うことにより、この条約を廃棄する
ことができる。廃棄は、同事務総長がその通告
を受領した日の後 1 年で効力を生ずる。

第 53 条
　国際連合事務総長は、この条約の寄託者として

指名される。

第 54 条
　アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシ
ア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの条
約の原本は、国際連合事務総長に寄託する。

　以上の証拠として、下名の全権委員は、各自の
政府から正当に委任を受けてこの条約に署名し
た。
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CRC/C/JPN/CO/4-5
　　配布：一般
　　　　　2019 年 3 月 5 日
　　原文：英語
日本語訳：子どもの権利条約 NGO レポート連絡

会議
https://www26.atwiki.jp/childrights/

pages/319.html
（注：〔　〕内は訳者による補足）

子どもの権利委員会

日本の第 4 回・第 5 回統合定期報告書
に関する総括所見１

Ⅰ．はじめに
１. 委員会は、2019 年 1 月 16 日および 17 日

に開かれた第 2346 回および第 2347 回会合
（CRC/C/SR.2346 and 2347 参照）において
日本の第 4 回・第 5 回統合定期報告書（CRC/
C/JPN/4-5） を 検 討 し、2019 年 2 月 1 日 に
開かれた第 2370 回会合においてこの総括所見
を採択した。

２. 委員会は、締約国における子どもの権利の状
況についての理解を向上させてくれた、締約
国の第 4 回・第 5 回統合定期報告書および事
前質問事項に対する文書回答（CRC/C/JPN/
Q/4-5/Add.1）の提出を歓迎する。委員会は、
多部門から構成された締約国の代表団との間に
持たれた建設的対話に評価の意を表するもので
ある。

Ⅱ．締約国によってとられたフォローアップ
措置および達成された進展

３. 委員会は、締約国がさまざまな分野で達成し
た進展（女性および男性の双方について最低婚
姻年齢を 18 歳と定めた 2018 年の民法改正、
2017 年の刑法改正、2016 年の児童福祉法改
正、および、児童ポルノの所持を犯罪化するに
至った「児童買春、児童ポルノに係る行為等の
規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法
律」の改正を含む）を歓迎する。委員会はまた、
子供・若者育成支援推進大綱（2016 年）、第
4 次「青少年が安全に安心してインターネット
を利用できるようにするための施策に関する基
本的な計画」（2018 年）および子供の貧困対
策に関する大綱（2014 年）など、前回の審査
以降に子どもの権利に関連してとられた制度上
および政策上の措置も歓迎する。

Ⅲ．主要な懸念領域および勧告
４. 委員会は、条約に掲げられたすべての権利の

不可分性および相互依存性を締約国が想起する
よう求めるとともに、この総括所見に掲げられ
たすべての勧告の重要性を強調する。委員会は、
緊急の措置がとられなければならない以下の分
野に関わる勧告に対し、締約国の注意を喚起し
たい。その分野とは、差別の禁止（パラ 18）、

子どもの意見の尊重（パラ 22）、体罰（パラ
26）、家庭環境を奪われた子ども（パラ 29）、
リプロダクティブヘルスおよび精神保健（パラ
35）ならびに少年司法（パラ 45）である。

５. 委員会は、締約国が、持続可能な開発のため
の 2030 アジェンダの実施プロセス全体を通
じ、条約、武力紛争への子どもの関与に関する
選択議定書および子どもの売買、児童買春およ
び児童ポルノに関する選択議定書にしたがって
子どもの権利の実現を確保するよう勧告する。
委員会はまた、締約国に対し、17 の目標の達
成を目的とする政策およびプログラムの立案お
よび実施において、それが子どもに関わるかぎ
りにおいて子どもたちの意味のある参加を確保
することも促すものである。

A．実施に関する一般的措置（第 4 条、第 42 条
および第 44 条（6））

留保
6.  委 員 会 は、 前 回 の 勧 告（CRC/C/JPN/

CO/3、パラ 10）にのっとり、締約国が、条
約の全面的適用の妨げとなっている第 37 条

（c）への留保の撤回を検討するよう勧告する。

立法
7.  さまざまな法律の改正に関して締約国から提

供された情報には留意しながらも、委員会は、
締約国が、子どもの権利に関する包括的な法律
を採択し、かつ国内法を条約の原則および規定
と完全に調和させるための措置をとるよう、強
く勧告する。

包括的な政策および戦略
8.  委員会は、締約国が、条約が対象とするすべ

ての分野を包含し、かつ政府機関間の調整およ
び相互補完性を確保する包括的な子ども保護政
策を策定するとともに、十分な人的資源、技術
的資源および財源に裏づけられた、当該政策の
ための包括的な実施戦略も策定するよう、勧告
する。

調整
9.  委員会は、締約国が、部門横断的にならびに

国、広域行政圏および地方のレベルで行なわれ
ている条約の実施関連のすべての活動を調整す
るための明確な任務および十分な権限を有する
適切な調整機関、ならびに、すべての子どもお
よび条約のすべての分野を対象とする評価お
よび監視のための機構を設置するべきである旨
の、前回の勧告（前掲、パラ 14）をあらため
て繰り返す。締約国は、当該調整機関に対し、
その効果的運用のために必要な人的資源、技術
的資源および財源が提供されることを確保する
べきである。

資源配分
10. 子どもの相対的貧困率がこの数年高いままで

あることに鑑み、かつ子どもの権利実現のた
めの公共予算編成についての一般的意見 19 号

（2016 年）を想起しながら、委員会は、締約
国が、子どもの権利の視点を含み、子どもに対
する明確な配分額を定め、かつ条約の実施のた
めに割り当てられる資源配分の十分性、有効性

1 委員会により、第 80 会期（2019 年 1月14 日～ 2 月1日）に採択。
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および公平性の監視および評価を行なうための
具体的指標および追跡システムを包含した予算
策定手続を確立するよう、強く勧告する。その
ための手段には以下のものが含まれる。
⒜ 子どもに直接影響を与えるすべての支出の

計画、確定、補正および実際の額について、
詳細な予算科目および予算項目を定めるこ
と。

⒝ 子どもの権利に関連する支出の報告、追跡
および分析を可能にする予算分類システムを
活用すること。

⒞ サービス提供のための予算配分額の変動ま
たは削減によって、子どもの権利の享受に関
する現在の水準が低下しないことを確保する
こと。

⒟ 子供・若者育成支援推進大綱の実施のため
に十分な資源を配分すること。

データ収集
11. 締約国によるデータ収集の取り組みには留意

しながらも、委員会はまた、いまなお欠落が存
在することに留意する。条約の実施に関する一
般的措置についての一般的意見 5 号（2003 年）
を想起しながら、委員会は、締約国が、条約の
すべての分野（とくに子どもの貧困、子どもに
対する暴力ならびに乳幼児期のケアおよび発達
の分野）で、データが年齢、性別、障害、地理
的所在、民族的出身および社会経済的背景別に
細分化されたデータ収集システムを改善すると
ともに、当該データを政策立案およびプログラ
ム策定のために活用するよう、勧告する。

独立の監視
12. 地方レベルで 33 の子どものためのオンブズ

パーソンが設置されていることには留意しなが
らも、これらの機関は財政面および人事面の独
立性ならびに救済機構を欠いているとされる。
委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告
するものである。
⒜ 子どもによる苦情を子どもにやさしいやり

方で受理し、調査しかつこれに対応すること
のできる、子どもの権利を監視するための具
体的機構を含んだ、人権を監視するための独
立した機構を迅速に設置するための措置。

⒝ 人権の促進および保護のための国内機関の
地位に関する原則（パリ原則）の全面的遵守
が確保されるよう、資金、任務および免責と
の関連も含めてこのような監視機関の独立を
確保するための措置。

普及、意識啓発および研修
13. 意識啓発プログラムおよび子どもの権利キャ

ンペーンを実施するために締約国が行なってい
る努力を認識しつつ、委員会は、締約国が以下
の措置をとるよう勧告する。
⒜ とくに子どもおよび親の間で、しかし立法

手続および司法手続における条約の適用を確
保する目的で立法府議員および裁判官も対象
として、条約に関する情報の普及を拡大する
こと。

⒝ 子どものためにおよび子どもとともに働く
すべての者（教員、裁判官、弁護士、家庭裁
判所調査官、ソーシャルワーカー、法執行官、
メディア従事者、公務員およびあらゆるレベ
ルの政府職員を含む）を対象として、条約お
よびその議定書に関する具体的な研修セッシ
ョンを定期的に実施すること。

市民社会との協力
14. 締約国報告書の作成過程における市民社会と

の会合および意見交換は歓迎しながらも、委員
会は、締約国が、市民社会との協力を強化し、
かつ条約実施のあらゆる段階で市民社会組織の
関与を組織的に得るよう勧告する。

子どもの権利とビジネスセクター
15. ビジネスセクターが子どもの権利に与える影

響に関わる国の義務についての一般的意見 16
号（2013 年）および 2011 年に人権理事会が
賛同した「ビジネスと人権に関する原則」を参
照しつつ、委員会は、締約国が以下の措置をと
るよう勧告する。
⒜ ビジネスと人権に関する国別行動計画を策

定するにあたり、子どもの権利が統合され、
かつ、企業に対し、定期的な子どもの権利影
響評価および協議を実施すること、ならびに、
自社の事業活動が及ぼす環境面の影響、健康
関連の影響および人権面の影響ならびにこれ
らの影響に対処するための計画を全面的かつ
公的に開示することが要求されることを確保
すること。

⒝ 子どもの権利に関連する国際基準（労働お
よび環境に関するものを含む）の遵守につい
てビジネスセクターに説明責任を果たさせる
ための規則を採択しかつ実施すること。

⒞ 旅行および観光の文脈における子どもの性
的搾取の防止について、観光業界、メディア
企業および広告企業、エンターテインメント
業界ならびに公衆一般と連携して意識啓発キ
ャンペーンを実施すること。

⒟ 旅行代理店および観光業界の間で世界観光
機関の世界観光倫理規範を広く普及するこ
と。

Ｂ . 子どもの定義（第 1 条）

16. 女性および男性の双方について最低婚姻年齢
を18歳と定めた民法改正には留意しながらも、
委員会は、2022 年にならなければ同改正が施
行されないことを遺憾に思い、締約国が、それ
までの間、条約に基づく締約国の義務にのっと
って児童婚を完全に解消するために必要な移行
措置をとるよう勧告する。

Ｃ . 一般原則（条約第 2 条、第 3 条、第 6 条お
よび第 12 条）

差別の禁止
17. 委員会は、非婚の両親から生まれた子どもに

同一の相続分を認めた「民法の一部を改正す
る法律」の修正〔原文ママ〕（2013 年）、本邦
外出身者に対する不当な差別的言動の解消に
向けた取組の推進に関する法律の採択（2016
年）、および、対話の際に挙げられた意識啓発
活動に留意する。委員会はまた、強姦罪の構成
要件を見直し、男子にも保護を与えた刑法の修
正（2017 年）も歓迎するものである。しかし
ながら、委員会は以下のことを依然として懸念
する。
⒜ 包括的な反差別法が存在しないこと。
⒝ 非婚の両親から生まれた子どもの非嫡出性

に関する戸籍法の差別的規定（とくに出生届
に関するもの）が部分的に維持されているこ
と。

⒞ 周縁化されたさまざまな集団の子どもに対
する社会的差別が根強く残っていること。
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18. 委員会は、締約国に対し、以下の措置をとる
よう促す。
⒜ 包括的な反差別法を制定すること。
⒝ 非婚の両親から生まれた子どもの地位に関

連する規定を含め、理由の如何を問わず子ど
もを差別しているすべての規定を廃止するこ
と。

⒞ とくに民族的マイノリティ（アイヌ民族を
含む）、被差別部落出身者の子ども、日本人
以外の出自の子ども（コリアンなど）、移住
労働者の子ども、レズビアン、ゲイ、バイセ
クシュアル、トランスジェンダーおよびイン
ターセックスである子ども、婚外子ならびに
障害のある子どもに対して現実に行なわれて
いる差別を減少させかつ防止するための措置

（意識啓発プログラム、キャンペーンおよび
人権教育を含む）を強化すること。

子どもの最善の利益
19. 委員会は、自己の最善の利益を第一次的に考

慮される子どもの権利が、とくに教育、代替的
養護、家族紛争および少年司法において適切に
統合されかつ一貫して解釈されているわけでは
なく、かつ、司法機関、行政機関および立法機
関が、子どもに関連するすべての決定において
子どもの最善の利益を考慮しているわけではな
いことに留意する。自己の最善の利益を第一次
的に考慮される子どもの権利についての一般的
意見 14 号（2013 年）を参照しながら、委員
会は、締約国が、子どもに関連するすべての法
律および政策の影響評価を事前および事後に実
施するための義務的手続を確立するよう勧告す
るものである。委員会はまた、子どもに関わる
個別の事案で、子どもの最善の利益評価が、多
職種チームによって、子ども本人の義務的参加
を得て必ず行なわれるべきであることも勧告す
る。

生命、生存および発達に対する権利
20. 委員会は、前回の勧告（CRC/C/JPN/CO/3、

パラ 42）を想起し、締約国に対し、以下の措
置をとるよう促す。
⒜ 子どもが、社会の競争的性質によって子ど

も時代および発達を害されることなく子ども
時代を享受できることを確保するための措置
をとること。

⒝ 子どもの自殺の根本的原因に関する調査研
究を行ない、防止措置を実施し、かつ、学校
にソーシャルワーカーおよび心理相談サービ
スを配置すること。

⒞ 子ども施設が適切な最低安全基準を遵守す
ることを確保するとともに、子どもに関わる
不慮の死亡または重傷の事案が自動的に、独
立した立場から、かつ公的に検証される制度
を導入すること。

⒟ 交通事故、学校事故および家庭内の事故を
防止するための的を絞った措置を強化する
とともに、道路の安全、安全および応急手当
の提供ならびに小児緊急ケアの拡大を確保す
るための措置を含む適切な対応を確保するこ
と。

子どもの意見の尊重
21. 2016 年の児童福祉法改正規定が子どもの意

見の尊重に言及していること、および、家事事
件手続法が諸手続における子どもの参加に関わ
る規定を統合していることには留意しながら

も、委員会は、自己に関わるあらゆる事柄につ
いて自由に意見を表明する子どもの権利が尊重
されていないことを依然として深刻に懸念す
る。

22. 意見を聴かれる子どもの権利についての一般
的意見 12 号（2009 年）を想起しながら、委
員会は、締約国に対し、子どもの脅迫および処
罰を防止するための保護措置をとりつつ、意見
を形成することのできるいかなる子どもに対し
ても、年齢制限を設けることなく、その子ども
に影響を与えるすべての事柄について自由に意
見を表明する権利を保障し、かつ、子どもの意
見が正当に重視されることを確保するよう、促
す。委員会はさらに、締約国が、意見を聴かれ
る権利を子どもが行使できるようにする環境を
提供するとともに、家庭、学校、代替的養護お
よび保健医療の現場、子どもに関わる司法手続
および行政手続ならびに地域コミュニティにお
いて、かつ環境問題を含むあらゆる関連の問題
に関して、すべての子どもが意味のある形でか
つエンパワーされながら参加することを積極的
に促進するよう、勧告するものである。

Ｄ . 市民的権利および自由（第 7 条、第 8 条およ
び第 13 ～17 条）

出生登録および国籍
23. 持続可能な開発目標のターゲット 16.9 に留

意しつつ、委員会は、締約国が以下の措置をと
るよう勧告する。
⒜ 両親の国籍を取得できない子どもに対して

も出生時に自動的に国籍を付与する目的で国
籍法第 2 条⑶の適用範囲を拡大することを
検討するとともに、締約国に暮らしているす
べての子ども（非正規移住者の子どもを含む）
が適正に登録され、かつ法律上の無国籍から
保護されることを確保する目的で国籍および
市民権に関わるその他の法律を見直すこと。

⒝ 登録されていないすべての子ども（庇護希
望者である子どもなど）が教育、保健サー
ビスその他の社会サービスを受けられること
を確保するために必要な積極的措置をとるこ
と。

⒞ 無国籍の子どもを適正に特定しかつ保護す
るための無国籍認定手続を定めること。

⒟ 無国籍者の地位に関する条約および無国籍
の削減に関する条約の批准を検討すること。

Ｅ . 子どもに対する暴力（第 19 条、第 24 条⑶、
第 28 条⑵、第 34 条、第 37 条⒜および第 39 条）

虐待、ネグレクトおよび性的搾取
24. 委員会は、性的虐待の被害者のためのワンス

トップセンターが各都道府県に設置されたこ
と、および、自己の監護下にある 18 歳未満の
者と性交しまたはこのような者をわいせつ行為
の対象とした者に関わる罪名を新設する目的で
刑法第 179 条が改正された〔原文ママ〕こと
を歓迎する。しかしながら委員会は、あらゆる
形態の暴力からの自由に対する子どもの権利に
ついての委員会の一般的意見 13 号（2011 年）
を想起し、かつ持続可能な開発目標のターゲッ
ト 16.2 に留意しながら、子どもの暴力、性的
な虐待および搾取が高い水準で発生しているこ
とを懸念し、締約国が、子どもに対するあらゆ
る形態の暴力の撤廃に優先的に取り組み、かつ
以下の措置をとるよう勧告するものである。
⒜ 虐待（学校におけるものも含む）および性
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的搾取の被害を受けた子どもを対象とし、被
害を受けた子どもの特有のニーズに関する訓
練を受けたスタッフによって支えられる、通
報、苦情申立ておよび付託のための子どもに
やさしい機構の設置を速やかに進めること。

⒝ このような事件を捜査し、かつ加害者を裁
判にかけるための努力を強化すること。

⒞ 性的な搾取および虐待の被害を受けた子ど
もにスティグマが付与されることと闘うため
の意識啓発活動を実施すること。

⒟ 子どもの虐待を防止しかつこれと闘うため
の包括的な戦略ならびに被害を受けた子ども
の回復および社会的再統合のための政策を策
定する目的で、子どもたちの関与を得て教育
プログラムを強化すること。

体罰
25. 委員会は、学校における体罰が法律で禁じら

れていることに留意する。しかしながら、委員
会は以下のことを深刻に懸念するものである。
⒜ 学校における禁止が効果的に実施されてい

ないこと。
⒝ 家庭および代替的養育の現場における体罰

が法律で全面的に禁じられていないこと。
とくに民法および児童虐待防止法が適切な懲戒

の使用を認めており、かつ体罰の許容性につ
いて明確でないこと。

26. 委員会は、体罰その他の残虐なまたは品位を
傷つける形態の罰から保護される子どもの権利
についての一般的意見 8 号（2006 年）に留意
しながら、委員会の前回の総括的勧告（CRC/
C/JPN/CO/3、パラ 48）を想起するとともに、
締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。
⒜ 家庭、代替的養護および保育の現場ならび

に刑事施設を含むあらゆる場面におけるあら
ゆる体罰を、いかに軽いものであっても、法
律（とくに児童虐待防止法および民法）にお
いて明示的かつ全面的に禁止すること。

⒝ 意識啓発キャンペーンを強化し、かつ積極
的な、非暴力的なかつ参加型の形態の子育て
ならびにしつけおよび規律を推進する等の手
段により、あらゆる現場で実際に体罰を解消
するための措置を強化すること。

Ｆ . 家庭環境および代替的養護（第 5 条、第 9
～ 11 条、第 18 条⑴および⑵、第 20 条、第
21 条、第 25 条ならびに第 27 条⑷）

家庭環境
27. 委員会は、締約国が、以下のことを目的とし

て、十分な人的資源、技術的資源および財源に
裏づけられたあらゆる必要な措置をとるよう勧
告する。
⒜ 仕事と家庭生活との適切なバランスを促進

すること等の手段によって家族の支援および
強化を図るとともに、とくに子どもの遺棄お
よび施設措置を防止する目的で、困窮してい
る家族に対して十分な社会的援助、心理社会
的支援および指導を提供すること。

⒝ 子どもの最善の利益に合致する場合には
（外国籍の親も含めて）子どもの共同親権を
認める目的で、離婚後の親子関係について定
めた法律を改正するとともに、非同居親との
個人的関係および直接の接触を維持する子ど
もの権利が恒常的に行使できることを確保す
ること。

⒞ 家事紛争（たとえば子どもの扶養料に関す
るもの）における裁判所の命令の法執行を強

化すること。
⒟ 子およびその他の親族の扶養料の国際的回

収に関するハーグ条約、扶養義務の準拠法に
関するハーグ議定書、および、親責任および
子の保護措置に関する管轄権、準拠法、承認、
執行および協力に関するハーグ条約の批准を
検討すること。

家庭環境を奪われた子ども
28. 委員会は、家庭を基盤とする養育の原則を導

入した 2016 年の児童福祉法改正、および、6
歳未満の子どもは施設に措置されるべきではな
いとする「新しい社会的養育ビジョン」（2017
年）の承認に留意する。しかしながら、委員会
は以下のことを深刻に懸念するものである。
⒜ 家族から分離される子どもが多数にのぼる

との報告があること、および、子どもは裁判
所の命令なくして家族から分離される可能性
があり、かつ最高 2 か月、児童相談所に措
置されうること。

⒝ いまなお多数の子どもが、水準が不十分で
あり、子どもの虐待の事件が報告されており、
かつ外部者による監視および評価の機構も設
けられていない施設に措置されていること。

⒞ 児童相談所がより多くの子どもを受け入れ
ることに対する強力な金銭的インセンティブ
が存在すると主張されていること。

⒟ 里親が包括的支援、十分な研修および監視
を受けていないこと。

⒠ 施設に措置された子どもが、生物学的親と
の接触を維持する権利を剥奪されているこ
と。

⒡ 児童相談所に対し、生物学的親が子どもの
分離に反対する場合または子どもの措置に関
する生物学的親の決定が子どもの最善の利益
に反する場合には家庭裁判所に申立てを行な
うべきである旨の明確な指示が与えられてい
ないこと。

29. 子どもの代替的養護に関する指針に対して締
約国の注意を喚起しつつ、委員会は、締約国に
対し、以下の措置をとるよう促す。
⒜ 子どもを家族から分離するべきか否かの決

定に関して義務的司法審査を導入し、子ども
の分離に関する明確な基準を定め、かつ、親
からの子どもの分離が、最後の手段としての
み、それが子どもの保護のために必要であり
かつ子どもの最善の利益に合致する場合に、
子どもおよびその親の意見を聴取した後に行
なわれることを確保すること。

⒝ 明確なスケジュールに沿った「新しい社会
的養育ビジョン」の迅速かつ効果的な執行、
6 歳未満の子どもを手始めとする子どもの速
やかな脱施設化およびフォスタリング機関の
設置を確保すること。

⒞ 児童相談所における子どもの一時保護の実
務慣行を廃止すること。

⒟ 代替的養護の現場における子どもの虐待を
防止し、これらの虐待について捜査を行ない、
かつ虐待を行なった者を訴追すること、里親
養育および施設的環境（児童相談所など）へ
の子どもの措置が独立した外部者により定期
的に再審査されることを確保すること、なら
びに、子どもの不当な取扱いの通報、監視お
よび是正のためのアクセスしやすく安全な回
路を用意する等の手段により、これらの環境
におけるケアの質を監視すること。

⒠ 財源を施設から家族的環境（里親家族など）
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に振り向け直すとともに、すべての里親が包
括的な支援、十分な研修および監視を受ける
ことを確保しながら、脱施設化を実行に移す
自治体の能力を強化し、かつ同時に家庭を基
盤とする養育体制を強化すること。

⒡ 子どもの措置に関する生物学的親の決定が
子どもの最善の利益に反する場合には家庭裁
判所に申立てを行なうよう児童相談所に明確
な指示を与える目的で、里親委託ガイドライ
ンを改正すること。

養子縁組
30. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧

告する。
⒜ すべての養子縁組（養子となる子どもまた

は保護者の直系親族によるものを含む）が裁
判所による許可の対象とされ、かつ子どもの
最善の利益にしたがって行なわれることを確
保すること。

⒝ 養子とされたすべての子どもの登録情報を
維持し、かつ国際養子縁組に関する中央当局
を設置すること。

⒞ 国際養子縁組についての子の保護および協
力に関するハーグ条約の批准を検討するこ
と。

不法な移送および不返還
31. 委員会は、締約国が、子どもの不法な移送お

よび不返還を防止しかつこれと闘い、国内法を
国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハー
グ条約と調和させ、かつ、子どもの返還および
面会交流権に関する司法決定の適正かつ迅速な
実施を確保するために、あらゆる必要な努力を
行なうよう、勧告する。委員会はさらに、締約
国が、関連諸国、とくに締約国が監護または面
会権に関する協定を締結している国々との対話
および協議を強化するよう、勧告するものであ
る。

G．障害、基礎保健および福祉（第 6 条、第 18 条⑶、
第 23 条、第 24 条、第 26 条、第 27 条⑴～⑶
および第 33 条）

障害のある子ども
32. 委 員 会 は、 合 理 的 配 慮 の 概 念 を 導 入 し た

2011 年の障害者基本法改正および障害者差別
解消法の採択（2013 年）を歓迎する。障害の
ある子どもの権利についての一般的意見 9 号

（2006 年）に留意しながら、委員会は、前回
の 勧 告（CRC/C/JPN/CO/3、 パ ラ 59） を 想
起するとともに、締約国が、障害について人権
を基盤とするアプローチをとり、障害のある子
どものインクルージョンのための包括的戦略を
確立し、かつ以下の措置をとるよう勧告するも
のである。
⒜ 障害のある子どもに関するデータを恒常的

に収集し、かつ効率的な障害診断システムを
発展させること（このことは、障害のある子
どものための適切な政策およびプログラムを
整備するために必要である）。

⒝ 統合された学級におけるインクルーシブ教
育を発展させかつ実施すること、ならびに、
専門教員および専門家を養成し、かつ学習障
害のある子どもに個別支援およびあらゆる適
正な配慮を提供する統合された学級に配置す
ること。

⒞ 学童保育サービスの施設および人員に関す
る基準を厳格に適用し、かつその実施を監視

するとともに、これらのサービスがインクル
ーシブであることを確保すること。

⒟ 障害のある子どもが保健ケア（早期発見介
入プログラムを含む）にアクセスできること
を確保するための即時的措置をとること。

⒠ 障害のある子どもとともに働く専門スタッ
フ（教員、ソーシャルワーカーならびに保健、
医療、治療およびケアに従事する人材など）
を養成しかつ増員すること。

⒡ 障害のある子どもに対するスティグマおよ
び偏見と闘い、かつこのような子どもの積極
的イメージを促進する目的で、政府職員、公
衆および家族を対象とする意識啓発キャンペ
ーンを実施すること。

健康および保健サービス
33. 到達可能な最高水準の健康を享受する子ども

の権利についての一般的意見 15 号（2013 年）
および持続可能な開発目標のターゲット 2.2 を
想起しながら、委員会は、締約国が以下の措置
をとるよう勧告する。
⒜ 高い低体重出生率の根本的原因を分析する

とともに、「健やか親子 21（第 2 次」キャ
ンペーン等を通じ、乳児の出生体重ならびに
乳児、子どもおよび母親の栄養状態を効果的
に向上させるためのエビデンスに基づいた措
置を導入すること。

⒝ 柔軟な勤務形態および産後休暇期間の延長
を奨励する等の手段によって少なくとも産後
6 か月間の完全母乳育児を促進し、母性保
護に関する国際労働機関条約（2000 年、第
183 号）の批准を検討し、「母乳代替品の販
売促進に関する国際基準」を全面的に実施し、
病院、診療所およびコミュニティにおける相
談体制を通じて母親に適切な支援を提供し、
かつ全国で「赤ちゃんにやさしい病院」イニ
シアティブを実施することを目的とする包括
的キャンペーンを実施するため、あらゆる必
要な措置をとること。

リプロダクティブヘルスおよび精神保健
34. 委員会は以下のことを深刻に懸念する。

⒜ 思春期の子どもの間で HIV ／ AIDS その他
の性感染症の感染率が高まっており、かつ、
セクシュアルヘルスおよびリプロダクティ
ブヘルスならびに家族計画についての学校に
おけるサービスおよび教育が限られているこ
と。

⒝ 10 代女子の妊娠中絶率が高く、かつ刑法
で堕胎が違法とされていること。

⒞ 思春期の子どもの精神保健に対する関心が
不十分であること、精神保健上の問題に対す
る社会の態度が否定的であること、および、
児童心理学者その他の専門的人材が不足して
いること。

⒟ 子どもが注意欠陥・多動性障害をともなう
行動上の問題を有している旨の診断および精
神刺激薬によるその治療が増加している一方
で、社会的決定要因および非医学的形態の処
遇が等閑視されていること。

35. 条約の文脈における思春期の健康と発達につ
いての一般的意見 4 号（2003 年）および思春
期における子どもの権利の実施についての一般
的意見 20 号（2016 年）を参照し、かつ持続
可能な開発目標のターゲット 5.6 に留意しなが
ら、委員会は、締約国に対し、以下の措置をと
るよう促す。
⒜ 思春期の子どものセクシュアルヘルスおよ
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びリプロダクティブヘルスに関する包括的政
策を採択するとともに、セクシュアルヘルス
およびリプロダクティブヘルスに関する教育
が、早期妊娠および性感染症の防止にとくに
注意を払いながら、学校の必須カリキュラム
の一部として一貫して実施され、かつ思春期
の女子および男子がその明確な対象とされる
ことを確保すること。

⒝ 良質な、年齢にふさわしい HIV ／ AIDS 関
連サービスおよび学校における教育へのアク
セスを向上させ、妊娠しているＨＩＶ陽性の
女子を対象とする抗レトロウィルス治療およ
び予防治療へのアクセスおよびその受療率を
向上させ、かつ、エイズ治療・研究開発セン
ターおよび 14 か所に設置されたそのブロッ
ク拠点病院に十分な支援を提供すること。

⒞ あらゆる状況における中絶の非犯罪化を検
討するとともに、思春期の女子を対象とする、
安全な中絶および中絶後のケアのためのサー
ビスへのアクセスを高めること。

⒟ 根本的原因の分析、意識啓発および専門家
の増員を含む学際的アプローチを通じ、子ど
もおよび思春期の青少年の情緒的および心理
的ウェルビーイングへの対処を進めること。

⒠ 注意欠陥・多動性障害を有する子どもの診
断が徹底的に吟味されること、薬物の処方が
最後の手段として、かつ個別アセスメントを
経た後に初めて行なわれること、および、子
どもおよびその親に対して薬物の副作用の可
能性および非医療的な代替的手段について適
正な情報提供が行なわれることを確保すると
ともに、注意欠陥・多動性障害の診断および
精神刺激薬の処方が増加している根本的原因
についての研究を実施すること。

環境保健
36. 委員会は、子ども被災者支援法、 福島県民健

康管理基金および「被災した子どもの健康・生
活対策等総合支援事業」の存在に留意する。し
かしながら委員会は、持続可能な開発目標のタ
ーゲット 3.9 を想起しつつ、締約国が以下の措
置をとるよう勧告するものである。
⒜ 避難対象区域における放射線への曝露〔の

基準〕が、子どもにとってのリスク要因に関
する国際的に受け入れられた知見と合致する
ことを再確認すること。

⒝ 帰還先に指定されていない地域出身の避難
者（とくに子ども）に対し、金銭的支援、住
居支援、医療支援その他の支援を引き続き提
供すること。

⒞ 放射線の影響を受けている福島県在住の子
どもへの、医療サービスその他のサービスの
提供を強化すること。

⒟ 放射線量が年間 1mSv を超える地域の子
どもを対象として、包括的かつ長期的な健康
診断を実施すること。

⒠ すべての避難者および住民（とくに子ども
のような脆弱な立場に置かれた集団）が精神
保健に関わる施設、物資およびサービスを利
用できることを確保すること。

⒡ 教科書および教材において、放射線への曝
露のリスクについておよび子どもは放射線へ
の曝露に対していっそう脆弱であることにつ
いての正確な情報を提供すること。

⒢ 到達可能な最高水準の身体的および精神的
健康を享受するすべての人の権利に関する特
別報告者が行なった勧告（A/HRC/23/41/
Add.3 参照）を実施すること。

気候変動が子どもの権利に及ぼす影響
37. 委員会は、持続可能な開発目標の目標 13 お

よびそのターゲットに対する注意を喚起する。
とくに、委員会は、締約国が以下の措置をとる
よう勧告するものである。
⒜ 気候変動および災害リスク管理の問題を扱

う政策またはプログラムの策定にあたり、子
どもの特別な脆弱性およびニーズならびに子
どもたちの意見が考慮されることを確保する
こと。

⒝ 気候変動および自然災害に関する子どもの
意識および備えを、学校カリキュラムおよび
教員養成・研修プログラムにこの問題を編入
することによって高めること。

⒞ 国際的、地域的および国内的な政策、枠組
みおよび協定をしかるべく策定する目的で、
さまざまな災害の発生に対して子どもが直面
するリスクの諸態様の特定につながる細分化
されたデータを収集すること。

⒟ 子どもの権利、とくに健康、食料および十
分な生活水準に対する権利の享受を脅かすレ
ベルの気候変動を回避するための国際的誓約
にのっとって温室ガスの放出量を削減するこ
と等により、気候〔変動〕緩和政策が条約と
両立することを確保すること。

⒠ 他国の石炭火力発電所に対する締約国の資
金拠出を再検討するとともに、これらの発電
所が持続可能なエネルギーを用いた発電所に
よって徐々にとって代わられることを確保す
ること。

⒡ これらの勧告の実施にあたり、二国間協力、
多国間協力、地域的協力および国際協力を求
めること。

生活水準
38. 社会的移転および児童扶養手当のようなさま

ざまな措置には留意しながらも、委員会は、持
続可能な開発目標のターゲット 1.3 に対する注
意を喚起し、締約国が以下の措置をとるよう勧
告する。
⒜ 家族給付および子ども手当の制度を強化す

る等の手段により、親に対して適切な社会的
援助を与えるための努力を強化すること。

⒝ 子どもの貧困および社会的排除を低減させ
るための戦略および措置を強化する目的で、
家族および子どもとの的を絞った協議を実施
すること。

⒞ 子供の貧困対策に関する大綱（2014 年）
を実施するために必要なあらゆる措置をとる
こと。

H. 教育、余暇および文化的活動（第 28 ～ 31 条）

教育（職業訓練および職業指導を含む）
39. 持続可能な開発目標のターゲット 4.a、と

くにいじめを経験する生徒の割合に関する指
標 4.a.2 に留意しつつ、委員会は、前回の勧
告（CRC/C/JPN/CO/3、パラ 71、75 および
76）を想起し、締約国が以下の措置をとるよ
う勧告する。
⒜ いじめ防止対策推進法に基づく効果的ない

じめ対策、ならびに、学校におけるいじめを
防止するための反いじめプログラムおよびキ
ャンペーンを実施すること。

⒝ ストレスの多い学校環境（過度に競争的な
システムを含む）から子どもを解放するため
の措置を強化すること。
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⒞ 「〔高校〕授業料無償化制度」の朝鮮学校へ
の適用を促進するために基準を見直すととも
に、大学・短期大学入試へのアクセスに関し
て差別が行なわれないことを確保すること。

乳幼児期の発達
40. 委員会は、保育所等における保育の質の確保・

向上に関する検討会の設置（2018 年）および
「子育て安心プラン」（2017 年）を歓迎する。
持続可能な開発目標のターゲット 4.2 に留意し
つつ、委員会は、前回の勧告（パラ 71、73、
75 および 76）を想起し、締約国が以下の措置
をとるよう勧告する。
⒜ 3 ～ 5 歳の子どもを対象とする幼稚園、保

育所および認定こども園の無償化計画を効果
的に実施すること。

⒝ 質の向上を図りつつ、2020 年末までに不
足を減らし、かつ新たな受入れの余地を設け
て、大都市部における保育施設受入れ可能人
数を拡大するための努力を継続すること。

⒞ 保育を、負担可能で、アクセスしやすく、
かつ保育施設の設備および運営に関する最低
基準に合致したものにすること。

⒟ 保育の質を確保しかつ向上させるための具
体的措置をとること。

⒠ 前掲⒜～⒟に掲げられた措置のために十分
な予算を配分すること。

休息、余暇、レクリエーションならびに文化的お
よび芸術的活動
41. 休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、

文化的生活および芸術に対する子どもの権利に
ついての一般的意見 17 号（2013 年）を参照
しつつ、委員会は、締約国が、十分かつ持続可
能な資源をともなった遊び・余暇政策の採択お
よび実施を図り、かつ余暇および自由な遊びの
ために十分な時間を配分する等の手段により、
休息および余暇に対する子どもの権利ならびに
子どもの年齢にふさわしい遊びおよびレクリエ
ーション活動に従事する子どもの権利を保障す
るための努力を強化するよう、勧告する。

Ⅰ . 特別な保護措置（第 22 条、第 30 条、第 32
条、第 33 条、第 35 条、第 36 条、第 37 条⒝
～⒟および第 38 ～ 40 条）

子どもの庇護希望者、移住者および難民
42. 国際移住の文脈にある子どもの人権について

の合同一般的意見――すべての移住労働者お
よびその家族構成員の権利の保護に関する委
員会の一般的意見 3 号および 4 号（2017 年）
／子どもの権利委員会の一般的意見 22 号お
よび 23 号（2017 年）を想起しつつ、委員会
は、前回の総括所見（CRC/C/JPN/CO/3、パ
ラ 78）を想起し、締約国が以下の措置をとる
よう勧告する。
⒜ 子どもに関連するすべての決定において子

どもの最善の利益が第一次的に考慮され、か
つノンルフールマンの原則が維持されること
を確保すること。

⒝ 庇護希望者である親が収容されて子どもか
ら分離されることを防止するための法的枠組
みを確立すること。

⒞ 庇護希望者または移住者であって保護者の
いない子どもまたは養育者から分離された子
どもの収容を防止し、このようなすべての子
どもが入管収容施設から直ちに放免されるこ
とを確保し、かつこれらの子どもに居住場所、

適切なケアおよび教育へのアクセスを提供す
るために、公式な機構の設置等も通じた即時
的措置をとること。

⒟ 庇護希望者および難民（とくに子ども）に
対するヘイトスピーチに対抗するためのキャ
ンペーンを発展させること。

売買、取引および誘拐
43. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧

告する。
⒜ 子どもの人身取引の加害者を裁判にかける

ための努力を増強するとともに、子どもの人
身取引の犯罪に対する処罰を強化し、かつこ
のような犯罪について罰金をもって刑に代え
ることを認めないこと。

⒝ 人身取引の被害を受けた子どもが適正に特
定され、かつサービスに付託されることを確
保するため、被害者スクリーニングを増強す
ること。

⒞ 人身取引の被害を受けた子どもに対する専
門的ケアおよび援助（居住場所ならびに身体
的および心理的回復およびリハビリテーショ
ンのための子どもにやさしい包括的な援助を
含む）のための資源を増加させること。

少年司法の運営
44. 委員会は、再犯防止推進計画（2017 年）に

留意する。しかしながら、委員会は以下のこと
を深刻に懸念するものである。
⒜ 「刑事処罰に関する最低年齢」が 16 歳か

ら 14 歳に引き下げられたこと。
⒝ 弁護人選任権が組織的に実施されていない

こと。
⒞ 重罪を犯した 16 歳の子どもが成人刑事裁

判所に送致されうること。
⒟ 14 ～ 16 歳の子どもが矯正施設に拘禁さ

れうること。
⒠ 「罪を犯すおそれがある」とされた子ども

が自由を剥奪される場合があること。
⒡ 子どもが終身刑〔無期刑〕を科されており、

かつ、仮釈放までに必要な最低期間よりも相
当長く拘禁されるのが一般的であること。

45. 委員会は、締約国に対し、少年司法制度を条
約その他の関連基準に全面的にのっとったもの
とするよう促す。とくに委員会は、前回の総括
所見（CRC/C/JPN/CO/3、パラ 85）を想起し、
締約国に対し、以下の措置をとるよう促すもの
である。
⒜ 子どもの犯罪の根本的原因を研究し、かつ

防止措置を緊急に実施すること。
⒝ 「刑事処罰に関する最低年齢」をふたたび

16 歳とすることの再検討の参考とするため、
2000 年以降の子どもの犯罪の傾向を研究す
ること。

⒞ 法律に抵触した子どもに対し、手続の早い
段階で、かつ法的手続全体を通じて、有資格
者による独立の立場からの法的援助が提供さ
れることを確保すること。

⒟ いかなる子どもも成人刑事裁判所による審
理の対象とされないことを確保するととも
に、刑法上の罪に問われた子どもの事件にお
ける非司法的措置（ダイバージョン、保護観
察、調停、カウンセリングまたは地域奉仕活
動など）の利用を増やし、かつ可能な場合に
は常に拘禁をともなわない刑を用いること。

⒠ 審判前および審判後の自由の剥奪が最後の
手段としてかつ可能なもっとも短い期間で用
いられ、かつ、当該自由の剥奪がその取消し
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を目的として定期的に再審査されることを確
保するとともに、とくに以下の措置をとるこ
と。
ⅰ 子どもが「罪を犯すおそれがある」旨の

認定について再検討し、かつこのような子
どもの拘禁を終了させること。

ⅱ 子どもが行なった犯罪について終身刑
〔無期刑〕および不定期刑を用いることを
再検討し、かつ、拘禁がもっとも短い適切
な期間で用いられることを確保するために
特別な仮釈放制度を適用すること。

子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関す
る選択議定書の実施についての委員会の前回の総
括所見および勧告のフォローアップ
46. 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに

関する選択議定書に基づく締約国報告書につい
ての 2010 年の委員会の勧告（CRC/C/OPSC/
JPN/CO/1）を実施するために締約国が行なっ
た努力には評価の意とともに留意しながらも、
委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告
する。

⒜ あからさまな性的活動に従事する子ども（ま
たは主として子どもとして描かれている者）の
画像および表現または性的目的で子どもの性的
部位を描いたあらゆる表現の製造、流通、配布、
提供、販売、これらの表現へのアクセス、その
閲覧および所持を犯罪化すること。

⒝ 「女子高生サービス」〔JK ビジネス〕および
児童エロチカなど、児童買春および子どもの性
的搾取を促進しまたはこれにつながる商業的活
動を禁止すること。

⒞ 加害者の責任および被害を受けた子どもの救
済を確保するため、オンラインおよびオフライ
ンにおける子どもの売買、児童買春および児童
ポルノに関連する犯罪を捜査し、訴追しかつ処
罰するための努力を増進すること。

⒟ 性的な虐待および搾取の被害を受けた子ども
に焦点を当てた質の高い統合的なケアおよび援
助を提供するため、ワンストップ・クライシス
センターへの資金拠出および支援を引き続き増
進すること。

⒠ 生徒、親、教員およびケアに従事する者を対
象とした、新たな技術に関連するリスクおよび
安全なインターネットの利用に関する意識啓発
プログラム（キャンペーンを含む）を強化する
こと。

⒡ 子 ど も の 売 買、 児 童 買 春 お よ び 児 童 ポ ル
ノに関する特別報告者が行なった勧告（A/
HRC/31/58/Add.1、パラ 74）を実施すること。

武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書の
実施についての委員会の前回の総括所見および勧
告のフォローアップ
47. 武力紛争への子どもの関与に関する選択議定

書に基づく締約国報告書についての 2010 年の
委 員 会 の 勧 告（CRC/C/OPAC/JPN/CO/1 参
照）を実施するために締約国が行なった努力に
は評価の意とともに留意しながらも、委員会は、
締約国が、日本の自衛隊を対象とする選択議定
書の規定に関する研修を、とくに自衛隊が国連
平和維持活動に参加する際に、引き続き強化す
るための具体的措置をとるよう勧告する。

Ｊ . 通報手続に関する選択議定書の批准

48. 委員会は、締約国が、子どもの権利の充足を
さらに強化する目的で、通報手続に関する選択

議定書を批准するよう勧告する。

Ｋ . 国際人権文書の批准

49. 委員会は、締約国が、子どもの権利の充足を
さらに強化する目的で、締約国がまだ加盟して
いない以下の中核的人権文書の批准を検討する
よう勧告する。
⒜ 市民的および政治的権利に関する国際規約

の第 1 選択議定書。
⒝ 死刑の廃止を目指す、市民的および政治的

権利に関する国際規約の第 2 選択議定書。
⒞ 経済的、社会的および文化的権利に関する

国際規約の選択議定書。
⒟ 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に

関する条約の選択議定書。
⒠ 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは

品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条
約の選択議定書。

⒡ すべての移住労働者およびその家族構成員
の権利の保護に関する国際条約。

⒢ 障害のある人の権利に関する条約の選択議
定書。

Ｌ . 地域機関との協力

50. 委員会は、締約国が、とくに東南アジア諸国
連合・女性および子どもの権利の促進および保
護に関する委員会と協力するよう勧告する。

IV.	 実施および報告
Ａ . フォローアップおよび普及

51. 委員会は、締約国が、この総括所見に掲げら
れた勧告が全面的に実施されることを確保す
るためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告す
る。委員会はまた、第 4 回・第 5 回統合定期
報告書、事前質問事項に対する文書回答および
この総括所見を同国の言語で広く入手できるよ
うにすることも勧告するものである。

Ｂ . 報告およびフォローアップのための国内機構

52. 委員会は、締約国が、国際的および地域的人
権機構への報告書の調整および作成ならびにこ
れらの機構への関与、ならびに、条約上の義務
ならびにこれらの機構から出された勧告および
決定の国内におけるフォローアップおよび実施
の調整および追跡を任務とする常設の政府機関
として、報告およびフォローアップのための国
内機構を設置するよう、勧告する。委員会は、
このような機関は専任のスタッフによる十分か
つ継続的な支援を受けるべきであり、かつ市民
社会と組織的に協議する能力を持つべきである
ことを強調するものである。

Ｃ . 次回報告書

53. 委員会は、締約国に対し、第 6 回・第 7 回
統合定期報告書を 2024 年 11 月 21 日までに
提出し、かつ、この総括所見のフォローアップ
に関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂
する。報告書は、2014 年 1 月 31 日に採択さ
れた委員会の条約別調和化報告ガイドライン

（CRC/C/58/Rev.3）にしたがうべきであり、
かつ 21,200 語を超えるべきではない（総会決
議 68/268、パラ 16 参照）。定められた語数



―35―

制限を超えた報告書が提出された場合、締約国
は、前掲決議にしたがって報告書を短縮するよ
う求められることになる。締約国が報告書を見
直しかつ再提出する立場にないときは、条約機
関による審査のための報告書の翻訳は保障でき
ない。

54. 委員会はまた、締約国に対し、国際人権条
約に基づく報告についての調和化ガイドライ
ン（共通コアドキュメントおよび条約別文書に
ついてのガイドラインを含む）に掲げられた
共通コアドキュメントについての要件（HRI/
GEN/2/Rev.6, chap.I 参照）および総会決議
68/268 のパラ 16 にしたがい、最新のコアド
キュメントを、42,400 語を超えない範囲で提
出することも慫慂する。
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はじめに

　子どもの権利条約は，２つの世界大戦で何百万人もの子どもたちが犠牲になったポ

ーランドが中心になって提案し，長い議論の末に，1989年11月20日の国連総会で採択

されました。1994年に我が国で子どもの権利条約が批准され，効力を生じるようにな

ってから25年になります。これだけの年月が過ぎましたが，日本国内で子どもの権利

条約の精神はきちんと実現されているといえるでしょうか。

　このパンフレットは，国連子どもの権利委員会が，2019年に，日本政府の報告書を

審査した後に公表した第４回・第５回目の総括所見（concluding observations）の内容

を御紹介するために作成しました。なお総括所見の全ての内容について触れるだけの

紙面の余裕がありませんので，総括所見の中で特に重要だと思われる部分を取り上げ

ています。

　まず，「Ⅰ　子どもの権利条約と国連の審査」で子どもの権利条約と国連の子ども

の権利委員会の審査について説明し，「Ⅱ　委員会が指摘した問題点」では，今回の

総括所見が示した方向性について説明しています。

　また，今回の審査では，「武力紛争における子どもの関与に関する選択議定書」と

「子どもの売買，子ども買春及び子どもポルノに関する選択議定書」の２つの子ども

の権利条約の選択議定書について，前回の総括所見及び勧告のフォローアップとして

の勧告がなされました。これらについても少し触れています。

　第１回から今回までの総括所見において，国連子どもの権利委員会は，フォローア

ップが必要であると繰り返し指摘しています。私たちが，日本の子どもの権利の状況

を国連がどう見ているかをきちんと受け止め，これからどう対応したらいいかを考え

るために，このパンフレットが一助となれば幸いです。

2020年２月　　　　　　　　　　　　　　　

日本弁護士連合会子どもの権利委員会　　

　






