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子ども・若者育成支援に関するワーキングチーム会合 報告レジュメ 

「子ども・若者育成支援推進大綱」作成について 

―「児童（子ども）の権利条約」の視点から― 

                     2010 年 2 月 26 日 

                     喜多 明人 （早稲田大学） 

はじめに 

  ＊条約名称の問題（資料３）子どもの権利条約・国際教育法研究会訳 

Ⅰ 新大綱作成のために 

（１）子どもの権利条約の視点からの施策の「総合化」をはかる 

＊「縦割り」か「総花的」（新旧理念の混在＝旧大綱）か、それとも「第三の道」（新しい

理念に依拠して総合化＝新大綱作成）か 

＊ 「児童の権利に関する条約の理念にのっとり・・・総合的な子ども・若者育成支 

援のための施策を推進する」（子ども・若者育成支援推進法 1条） 

a. ＊「青少年育成施策大綱において権利基盤アプローチがとられ、条約のすべての領域が
対象とされかつ「子どもにふさわしい世界」と題する２００２年国連子ども特別総会の

成果文書のコミットメントが考慮されることを確保するため、市民社会および若者団体

と連携しながら同大綱を強化すること。 」 
（注１）国連・子どもの権利委員会第２回総括所見＝ＣＲＣ勧告 13 項、以下同じ） 

 （資料６）「子どもにふさわしい世界」 

＊子どもの権利（right）＝子どもとして当然の意思とニーズの社会的承認 

 

   ①子どもの権利条約の示す子ども観に依拠した施策の推進 

   「権利行使の主体」としての子ども観（条約 5条・12 条）を施策推進に活かすことであ 

る。具体的には、「おとな・行政の指導・措置対象としての子ども」観から「自らが権利 

を実現し、自己の意志と力で自己形成をはかる主体である子ども」観に依拠した子ども施 

策に重点課題を移すことである。それによって、従来、教育・福祉・医療・少年司法等に 

おいて講じてきた施策は、おとな・行政主導の施策から子ども主導の施策に優先順位を転 

換させることが求められる。 

 

    事例１：いじめ・虐待等の子どもに向けられた「暴力」の防止・救済の施策 

    おとな（行政・教師・親など）が子どもをどう守るか、どう防止するか、という視点に

立った施策だけでなく、子ども自身が「解決主体」としてエンパワメントされ、自己の

権利を守っていく主体として行動できるよう支援していく施策が求められる。 

     具体的には、子どもが自らの権利を学び、自らが力のある存在であることへの気づき

を支援する「権利教育」「権利学習」の施策（ＣＲＣ勧告 20 項）、子どもが安心して相

談を受け、自らの意志と力で問題解決をはかることが可能な「子ども固有の相談・救済

システム」＝子どもオンブズパーソン制度（ＣＲＣ勧告 15 項）の樹立などが課題とな

る。 

 

    事例２：不登校の子どもの学習権保障の施策 

    子どもの教育を受ける権利（憲法 26 条）を、「教育への権利」（条約 28 条）と前向き・

主体的な権利としてとらえなおし、不登校の子ども側のニーズである「学びたいことを
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自身に合った方法で学ぶ権利」（資料４「不登校の子どもの権利宣言」2条）などとと

らえなおすことが重要となる。そのような子どもの学習への権利を保障していくために

は「オルタナティブ教育」の政策と法制化が施策の重点課題となる 

（資料５）「オルタナティブ教育法」骨子案参照 ※省略 

 

   ②子どもの権利条約に掲げられた権利の総合的保障を図る法制度と施策推進主体の

確立 

    子どもの権利条約は、総合的な子どもの権利法規範であり、子どもの権利の総合的保障、

法的保障をはかることが子ども施策推進にとって基本的な課題となる。そのためには、現

行子ども法制および子ども行財政の「縦割り的体質」を改めて、子どもの権利を保障して

いく総合的、横断的な子ども政策・計画の立案・推進・評価・検証を図っていくことが求

められる。今回の「子ども・若者育成支援推進法」制定や「子ども・若者育成支援推進大

綱」の作成は、その第一歩ではあるが、それをさらに強化していくためには、子どもの権

利条約に依拠した法的基盤の整備確立が必要である（後述「子どもの権利基本法」等）。 

                

（２）子どもの権利条約の適用を受ける対象とそれ以外の年齢区分―今回の報告の限定 

①子どもの権利条約（憲法）に依拠した子ども支援（0歳～18 歳未満＝未成年期） 

・・・・・・今回の報告 

②憲法に依拠した若者支援（18 歳～30 歳未満＝成人・青年期） 略 

 

（３）新大綱の基本理念 

  ① 子どもの最善の利益の理念に依拠した子ども政策の総合化の原則  

                   （法 1条、2条 6項、条約 3・4条、ＣＲＣ勧告 17 項） 

② 子どもの自己形成および社会形成の権利保障（子どもの自己肯定感の向上・促進） 

（法 2条 1・2項、条約 8・12 条等）               

③ 子ども支援主義の政策理念の確立 

                    （法 1条・2条 1・2項） 

  ④ 子ども支援の重層化（子どもの「孤立」化に対して、家庭・地域・学校等の重な

り合う支援の再構築）、および、国、地方公共団体、学校・施設、市民、子どもの

協働・パートナーシップの確立 

                   （法 2条 1・2項、4条、7条、8条 2項－3） 

  ⑤ 国による子ども・若者支援の条件整備義務の原則 

（法 2条 3・5項、3条、5条、条約 4条） 

＊国が定める「推進大綱」の法的性格 

「推進大綱」としての指導助言文書＝地方分権・市民自治の尊重 

 

（４）新大綱の重点課題  

①「良好な家庭環境」の保障（法 2条 3項、条約前文・18・19 条） 

②「良好な社会環境」の保障（法 2条 5項、条約 4条 ） 

③ 困難な状況下の子どもの修学・生活支援（法 2条 7項） 

 ＊旧大綱「困難を抱える」から客観的に「困難な状況下」に置かれているという表現へ 

④ 困難な状況下の若者の就労・生活支援 （法 2条 7項） 

⑤ 行政による子ども・若者支援の環境整備と地域共同体・ネットワーク 

（法 7条、8条 2項―３） 
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（５）子ども・若者等に対する施策の基本的方向 

  ① 施策対象の年齢区分  

Ⅰ 未成年期（①乳幼児期、②児童期、③思春期） 

＊「学童期」を「児童（学齢児童）期」に改める。 

   Ⅱ 成人・青年期 

 

  ② 子どもの権利の視点からの子ども施策の方向付け－未成年期を中心に 

● 健康・医療と子ども回復支援の施策 

最善の治療へのアクセス 

子どもの精神的ケアの施策の充実（児童精神科医の養成・配置等） 

思春期の子どもの性を含む精神的健康への包括的施策 

医療情報へのアクセス・インフォームドコンセント（以上、ＣＲＣ勧告 45・46 項） 

学校災害共済給付事業の促進（学校災害の第三者調査・救済機関の設立と給付水準

の向上・適用範囲の拡充等） 

● 保育の公的支援の施策 

保育所最低基準の順守、人的物的安全基準の尊重 

待機児童の解消 

● 子どもの安心と相談・救済の施策 

学校・施設・地域等の子どもが安心して相談できるシステムの整備 

上記のシステムを担う子ども支援職の養成と配置（スクールカウンセリングとスク

ールソーシャルワークの両機能をあわせもつ子ども支援の専門職） 

校内および校外の子どもオンブズパーソンの確立（ＣＲＣ勧告 15 項、36 項ーｃ） 

● 子どもの自己形成支援の施策 

冒険遊び場の確保・支援 

      プレイワーカーの養成と配置 

子どものエンパワメントと自己肯定感の向上のための教育施策 

ありのままの自分でいる居場所の支援と配置 

● 子どもの社会形成・社会参加支援の施策 

人間関係調整能力と自治・共生意識の醸成をはかる「特別活動」の充実 

ともに生きる関係づくり、権利認識、権利の相互尊重のための権利教育 

ボランティアなど社会参加・体験活動（「奉仕」から「参加」へ）の充実 

国・地方公共団体における子ども施策立案への子ども参加の確保および参加の権利

に関する子どもへの広報（ＣＲＣ勧告 28 項） 

所属する施設・学校等での運営決定への制度的な参加の確保（ＣＲＣ勧告 28 項） 

地域・まちづくりへの参加の促進 

子ども参加を促進する「子どもの権利条例」「子どもの権利基本法」制定の促進 

● 困難な状況下の子どもの支援の施策 

障害のある子どもの支援 

 ＊発達・知的障害のある子どもの家族支援・就労支援 

 ＊障害者権利条約批准のための施策・法制の整備 

  （障害者権利基本法の法制化） 

養護施設入所等、親の養育を受けられない子どもの支援 

 ＊子どものプライバシー等に配慮した生活最低基準の改善 

 ＊家庭的環境の整備、養子縁組・里親制度の充実等（ＣＲＣ勧告 39 項） 

外国人の子どもの支援 
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 ＊自国の文化的アイデンティティ・言語の尊重の施策（ＣＲＣ勧告 50 項） 

セクシャルマイノリティの子どもの支援  

 ＊性的同一性障害の子どもの相談・救済の施策 

 

● 子どもの権利侵害の防止と救済（条約 32－35 条） 

     児童虐待防止・救済（ＣＲＣ勧告 38 項） 

      ＊親・施設の体罰禁止立法（ＣＲＣ勧告 36 項）および体罰に代わる指導の開発 

     非行に陥った子どもの立ち直り支援（ＣＲＣ54 項） 

      ＊少年付添人制度の充実 

      ＊子どもの緊急避難システム（シェルター）の整備 

     経済的搾取・有害労働の被害防止・救済 

     性的搾取・虐待の被害防止・救済（ＣＲＣ52 項） 

      ＊児童買春・児童ポルノなどの保護措置 

     麻薬・向精神薬の被害防止・救済 

      ＊薬物濫用の回復支援の施策 

     誘拐・売買・取引の被害防止・救済 

                     

  ③ 政権交代にともなう施策転換―未成年期を中心に 

● 全国学力テストの削除（悉皆調査から抽出調査へ） 

競争的な学力評価によるストレスの解消（ＣＲＣ勧告 49・50 項） 

 総合の時間の拡充などによる学習意欲の向上 

● 教員免許更新制の削除（新たな教員免許制度への移行） 

● 厳罰主義政策（「毅然とした指導」から支援主義政策（自己形成支援）への転

換 

問題行動」を起こす子どもに対しては、一律的な厳罰対応では解決しないこと、問

題行動の原因の把握に努め、子どもの立ち直り支援をはかり、また被害を受けた子

どもの相談・救済をはかる。 

● 不登校の子どもの学習権と「修学支援」＝オルタナティブ教育の制度化 

不登校の子ども等の教育機会について支援を図る。              

多様な学習のニーズに応じて学校以外の学びの場や機会の確保に努める 

● 「青少年有害環境規制」の見直し 

 子ども・若者のプライバシー権と個人的通信の確保 （ＣＲＣ勧告 34 項） 

「安全・安心インターネット環境整備法」の見直し 

  インターネット・携帯規制への歯止め・メディアリテラシー学習の促進 

 

（６） 子ども・若者への社会的支援と環境整備のための環境整備施策の基本的方向        

① 家庭、学校及び地域の相互支援・パートナーシップ 

② 地域に開かれた学校づくり 

    ＊教職員・保護者・住民・子どもによる自己評価の促進 

③ 子どもにやさしいまちづくり 

 ＊子どもの権利条約に依拠した都市運営システム（ユニセフ） 

 ＊安心して生活できるまちづくり 

④ 地方公共団体や民間団体との連携    

行政と市民とのパートナーシップ 

    民間団体の支援と協働（法 14 条） 
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Ⅱ 「大綱」作成・推進・評価・検証プロセスの見直し 

 （１）「大綱」の作成・立案 

   ①施策当事者・現場関係者の参加の確保―ボトムアップ型への切り替え 

    ＊子ども・若者参加による大綱づくり 

―子どもの意見表明・参加の権利の保障（注 2）育成支援推進法 2条 1・2 項） 

    ＊市民参加の大綱づくり 

    ＊障害者等関係団体の参加による大綱づくり 

    ＊大綱第一次案に対する意見と参加 

     ● パブリックコメント方式 

     ● インターネット 

     ● 学校・自治体 

     ● ＮＰＯ       

   ②施策・大綱立案に欠かせないデータの集積（施策アセスメント） 

    ＊子ども施策調査委託もしくはセンターの設置 

 

  （２）「大綱」の実施・推進    

    ＊子ども・若者、市民との協働型の推進 

     ＊国、地方公共団体、学校・施設、市民、子どもとの協働・パートナーシップ型へ          

の切り替え 

(注３)子ども若者指定支援機関の問題 

 

  （３）「大綱」に依拠した施策の効果の評価・検証   

    ＊第三者的な施策評価・検証システム 

     ○ 子ども政策の安定的・継続的な発展 

 

Ⅲ 「大綱」が依拠する法的根拠の見直し 

   －育成支援法から権利基本法へ 

（１）子どもの権利基本法の提案（教育法学会案など） （資料１）学会案 ※省略 

① 子ども省構想 

② 子どもオンブズの制度化             

③ 子どもの安全に養育・教育を受ける権利とあらゆる体罰・虐待の禁止 

                      （資料２）体罰禁止国一覧 

                            

（２）若者の「就労支援」（ニート対策法的側面）  

＊その主体と方法原理の「調整」 

      －国主導でなければ解決しない問題？ 
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注 

（１）第 2回総括所見（勧告）より 

調整および国家行動計画 
「１２．委員会は、子どもと若者に関する政策を調整する権限を与えられた青少年育成推進本部が

内閣府に設置されたこと、および、前述したように青少年育成施策大綱が立案されたことに留意

する。しかしながら委員会は、青少年育成施策大綱が包括的な行動計画ではないこと、および、

大綱の立案・実施への子どもおよび市民社会の参加が不充分であることを懸念するものである。 
１３．委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 

b. 青少年育成施策大綱において権利基盤型アプローチがとられ、条約のすべての領域が対象とされ、
かつ「子どもにふさわしい世界」と題する２００２年国連子ども特別総会の成果文書のコミット

メントが考慮されることを確保するため、市民社会および若者団体と連携しながら同大綱を強化

すること。  
c. 新たに浮上する論点および問題が青少年育成施策大綱において効果的に対応されることを確保す
るため、市民社会および子どもとともに同大綱を継続的に見直すこと。 
国連・子どもの権利委員会第２回総括所見（勧告） 
（ＣＲＣ／Ｃ／１５／Ａｄｄ．２３１・２００４年１月３０日・原文：英語 
日本語仮訳：子どもの権利条約ＮＧＯレポート連絡会議） 

（２）子ども・若者育成支援推進法 

（基本理念） 
第二条 子ども・若者育成支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 
一 一人一人の子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個

人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことができるようになることを目指す

こと。 
二 子ども・若者について、個人としての尊厳が重んぜられ、不当な差別的取扱いを受けること

がないようにするとともに、その意見を十分に尊重しつつ、その最善の利益を考慮すること。 
（３）（子ども・若者指定支援機関） 

第二二条 協議会を設置した地方公共団体の長は、当該協議会において行われる支援の全般につ

いて主導的な役割を果たす者を定めることにより必要な支援が適切に行われることを確保するた

め、構成機関等（調整機関を含む。）のうちから一の団体を限り子ども・若者指定支援機関（以下

「指定支援機関」という。）として指定することができる。 
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