
体罰を全面禁止している国一覧 
http://www.endcorporalpunishment.org/pages/progress/prohib_states.html 

In the following 24 states, children are protected by law from all corporal 

punishment (most recent first): 

Republic of Moldova 

(2008) 

Costa Rica (2008) Spain (2007) 

Venezuela (2007) Uruguay (2007) Portugal (2007) 

New Zealand (2007) Netherlands (2007) Greece (2006) 

Hungary (2005) Romania (2004) Ukraine (2004) 

Iceland (2003) Germany (2000) Israel (2000) 

Bulgaria (2000) Croatia (1999) Latvia (1998) 

Denmark (1997) Cyprus (1994) Austria (1989) 

Norway (1987) Finland (1983) Sweden (1979) 

 
http://homepage2.nifty.com/childrights/international/corp_punish.htm 
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体罰禁止国一覧 24カ国（2008年現在） 

1979年 スウェーデン 
1983年 フィンランド 
1987年 ノルウェー 
1989年 オーストリア 
1994年 キプロス 
1997年 デンマーク 
1998年 ラトビア 
1999年 クロアチア 
2000年 ブルガリア 
    ドイツ 
    イスラエル 
2003年 アイスランド 
2004年 ウクライナ 
 
     ルーマニア 
2005年 ハンガリー 
2006年 ギリシア 
2007年 オランダ 

 スペイン 
    ベネゼーラ 
    ウルグアイ 
    ポルトガル 
    ニュージーランド 
2008年 モルドバ共和国 
    コスタリカ 
 
 
 
 
 
 
 
 



各国の体罰等全面禁止法（年代順） 

主だった国の条文 

条文出典：Susan H. Bitensky, Corporal Punishment of Children: A Human 

Rights Violation, Transnational Publishers, New York, 2006 および Global 

Initiative to End All Corporal Punishment of Children のウェブサイト等。 

ＡＲＣ 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©２００７ 

http://homepage2.nifty.com/childrights/ 

◆スウェーデン（１９７９年）：子どもと親法 ６章１条 

「子どもはケア、安全および良質な養育に対する権利を有する。子どもは、その人格および

個性を尊重して扱われ、体罰または他のいかなる屈辱的な扱いも受けない」（１９８３年改

正） 

◆フィンランド（１９８３年）：子どもの監護およびアクセス権法 １章１条３項 

「子どもは理解、安全および優しさのもとで育てられる。子どもは抑圧、体罰またはその他

の辱めの対象とされない。独立、責任およびおとなとしての生活に向けた子どもの成長が

支援されかつ奨励される」 

◆ノルウェー（１９８７年）：親子法 ３０条３項 

「子どもは、身体的暴力、またはその身体的もしくは精神的健康を害する可能性がある取

扱いの対象とされない」 

◆オーストリア（１９８９年）：民法１４６条(a) 

「未成年の子は親の命令に従わなければならない。親は、命令およびその実施において、



子供の年齢、発達および人格を考慮しなければならない。有形力を用いることおよび身体

的または精神的危害を加えることは許されない」 

◆キプロス（１９９４年） 

－家庭における暴力の防止および被害者の保護法（１９９４年）：「家族のいずれかの構成

員による、家族の他の構成員に対する暴力の行使」を犯罪化（３条１項・３項） 

－家庭における暴力の防止および被害者の保護について定める法（２０００年、刑法１５４

章）：「この法律の適用上、暴力とは、いずれかの不法な行為、不作為または行動であって、

家族のいずれかの構成員に対して家族の他の構成員が身体的、性的または精神的損傷

を直接加える結果に至ったものを意味し、かつ、被害者の同意を得ずに性交を行なうこと

および被害者の自由を制限することを目的として用いられる暴力を含む」（３条１項） 

◆デンマーク（１９９７年）：親の監護権／権限ならびに面接交渉権法改正法 １条 

「子どもはケアおよび安全に対する権利を有する。子どもは、その人格を尊重して扱われ、

かつ、体罰または他のいかなる侮辱的な扱いも受けない」 

◆クロアチア（１９９８年）：家族法 ８８条（旧８７条、２００３年に条文番号変更） 

「親その他の家族構成員は、子どもを、品位を傷つける取扱い、精神的または身体的処罰

および虐待の対象としてはならない」 

（関連規定）家族法 ９２条：「親は、子どもを、他の者による品位を傷つける取扱いおよび

身体的虐待から保護しなければならない」 

◆ラトビア（１９９８年）：子どもの権利保護法 ９条２項 

「子どもは、残虐に扱われ、拷問されまたは体罰を受けず、かつ、その尊厳または名誉を

侵害されない」 

◆ドイツ（２０００年）：養育における有形力追放法 （民法）１６３１条２項 

「子どもは、有形力の行使を受けずに養育される権利を有する。体罰、心理的被害の生起

その他の品位を傷つける措置は禁じられる」 

（関連規定）青年福祉法 １６条１項 



「母、父その他の法定保護者ならびに青年は、家庭における教育の一般的促進のための

サービスを提供される。当該サービスは、母、父その他の法定保護者の教育上の責任が

よりよい形で遂行されることに寄与するためのものである。また、有形力を用いることなく家

庭における紛争状況を解決する手段を示すためのものでもある」 

〔ドイツに関する邦語参考文献〕 

－荒川麻里「ドイツにおける親の体罰禁止の法制化：『親権条項改正法』（１９７９年）から

『教育における暴力追放に関する法律』（２０００年）まで」 

－カイ＝デトレフ・ブスマン（湯尾紫乃訳）「ドイツの家庭内養育における暴力禁止の効果」

古橋エツ子編『家族の変容と暴力の国際比較』明石書店・２００７ 

◆ブルガリア（２０００年）：子ども保護法 １１条２項 

「すべての子どもは、その尊厳を害するあらゆる養育手段、身体的、精神的その他の態様

の暴力、〔ならびに〕その利益に反するあらゆる形態の影響から保護される権利を有する」 

◆イスラエル（２０００年） 

－最高裁が、イスラエル国 対 プローニット（State of Israel v. Plonit）事件判決におい

て、実質的にあらゆる体罰を犯罪化（体罰を理由とする抗弁を認めず、また体罰の日常的

使用はたとえ重大な傷害につながらなくとも児童虐待に相当すると判示） 

－国会も、親、保護者および教員に対する不法行為訴訟における「合理的懲戒」の抗弁を

廃止（不法行為法改正９号） 

◆アイスランド（２００３年）：子ども法 ２８条 

「子の監護には、精神的および身体的暴力その他の品位を傷つける行動から子を保護す

る監護者の義務が含まれる」 

◆ルーマニア（２００４年）：子どもの権利保護促進法 

「子どもは、その人格および個性を尊重される権利を有し、体罰またはその他の屈辱的な

もしくは品位を傷つける取扱いを受けない。子どものしつけのための措置は、その子どもの

尊厳にしたがってのみとることができ、体罰または子どもの身体的および精神的発達に関



わる罰もしくは子どもの情緒的状況に影響を及ぼす可能性のある罰は、いかなる状況下に

おいても認められない」（２８条） 

「いずれかの種類の体罰を実行することまたは子どもからその権利を剥奪することは、子

どもの生命、身体的、精神的、霊的、道徳的および社会的発達、身体的不可侵性ならびに

身体的および精神的健康を脅かすことにつながるおそれがあるので、家庭においても、子

どもの保護、ケアおよび教育を確保するいずれかの施設においても、禁じられる」（９０条） 

◆ウクライナ（２００４年）：家族法 １５０条 （条文不明） 

◆ハンガリー（２００５年）：子どもの保護および後見運営法 ６条５項 

「子どもは、その尊厳を尊重され、かつ虐待（身体的、性的および精神的暴力、ケアの懈怠

ならびにいずれかの情報によって引き起こされる被害）から保護される権利を有する。子ど

もは、拷問、体罰およびいずれかの残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける処罰または

取扱いを受けない」 

◆ギリシア（２００６年）：家族間暴力禁止法 ４条 

「子どもの養育の文脈における、しつけのための措置としての子どもに対する身体的暴力

に対しては、〔親の権限の濫用に対する対応を定めた〕民法第１５３２条の対応が適用され

る」 

◆オランダ（２００７年）：民法 １：２４７条 

「１．親の権限には、未成年の子をケアしおよび養育する親の義務および権利が含まれる。 

２．子のケアおよび養育には、子の情緒的および身体的福祉、子の安全ならびに子の人格

の発達の促進への配慮および責任が含まれる。子のケアおよび養育において、親は、情

緒的もしくは身体的暴力または他のいかなる屈辱的な取扱いも用いない」 

◆ニュージーランド（２００７年）：刑法５９条 

「第５９条（親の統制） 

(1) 子を持つすべての親およびこれに代わる立場にあるすべての者による有形力の行使

は、当該有形力が情況に照らして合理的であり、かつ次のいずれかの目的のために用い



られる場合には、正当と認められる。 

 (a) 子または他の者に対する危害を防止し、もしくは最小限に留めるため。 

 (b) 子が犯罪に相当する行為に携わり、もしくは携わり続けることを防止するため。 

 (c) 子が攻撃的なまたは破壊的な行動に携わり、もしくは携わり続けることを防止するた

め。 

 (d) 望ましいケアおよび子育てに付随する通常の日常的職務を遂行するため。 

(2) １項のいかなる規定またはコモンローのいかなる規則も、矯正を目的とする有形力の

行使を正当化するものではない。 

(3) ２項は１項に優越する。 

(4) 子に対する有形力の行使をともなう犯罪との関わりで行なわれた、子の親またはこれ

に代わる立場にある者に対する告発について、当該犯罪がきわめて瑣末であることから起

訴することに何の公益もないと考えられるときは、警察にはこれを起訴しない裁量権がある

ことを、疑いを回避するために確認する」 

 



子どもの権利に関する条約（略称・子どもの権利条約）  

 

 

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従い、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳お

よび平等のかつ奪いえない権利を認めることが世界における自由、正義および平和の基礎であ

ることを考慮し、  

 国際連合の諸人民が、その憲章において、基本的人権ならびに人間の尊厳および価値につい

ての信念を再確認し、かつ、社会の進歩および生活水準の向上をいっそう大きな自由の中で促

進しようと決意したことに留意し、  

 国際連合が、世界人権宣言および国際人権規約において、すべての者は人種、皮膚の色、性、

言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生またはその他の

地位等によるいかなる種類の差別もなしに、そこに掲げるすべての権利および自由を有すること

を宣明しかつ同意したことを認め、  

 国際連合が、世界人権宣言において、子ども時代は特別なケアおよび援助を受ける資格のあ

ることを宣明したことを想起し、家族が、社会の基礎的集団として、ならびにそのすべての構成員

とくに子どもの成長および福祉のための自然的環境として、その責任を地域社会において十分

に果たすことができるように必要な保護および援助が与えられるべきであることを確信し、  

 子どもが、人格の全面的かつ調和のとれた発達のために、家庭的環境の下で、幸福、愛情お

よ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、  

 子どもが、十分に社会の中で個人としての生活を送れるようにすべきであり、かつ、国際連合

憲章に宣明された理想の精神の下で、ならびにとくに平和、尊厳、寛容、自由、平等および連帯

の精神の下で育てられるべきであることを考慮し、  

 子どもに特別なケアを及ぼす必要性が、１９２４年のジュネーブ子どもの権利宣言および１９５９

年に国際連合によって採択された子どもの権利宣言に述べられており、かつ、世界人権宣言、市

民的及び政治的権利に関する国際規約（とくに第２３条および第２４条）、経済的、社会的及び文

化的権利に関する国際規約（とくに第１０条）、ならびに子どもの福祉に関係ある専門機関および

国際機関の規程および関連文書において認められていることに留意し、  
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 国際連合総会１９５９年１１月２０日に採択した子どもの権利宣言において示されたように「子ど

もは、身体的および精神的に未成熟であるため、出生前後に、適当な法的保護を含む特別の保

護およびケアを必要とする」ことに留意し、  

 国内的および国際的な里親託置および養子縁組にとくに関連した子どもの保護および福祉に

ついての社会的および法的原則に関する宣言、少年司法運営のための国際連合最低基準規則

（北京規則）、ならびに、緊急事態および武力紛争における女性および子どもの保護に関する宣

言の条項を想起し、  

 とくに困難な条件の中で生活している子どもが世界のすべての国に存在していること、および、

このような子どもが特別の考慮を必要としていることを認め、  

 子どもの保護および調和のとれた発達のためにそれぞれの人民の伝統および文化的価値の

重要性を正当に考慮し、  

 すべての国、とくに発展途上国における子どもの生活状況改善のための国際協力の重要性を

認め、  

 次のとおり協定した。  

第一部  

第１条  

 この条約の適用上、子どもとは、１８歳未満のすべての者をいう。ただし、子どもに適用される

法律の下で、より早く成年に達する場合は、この限りでない。  

第２条  

1. 締約国は、その管轄内にある子ども一人一人に対して、子どもまたは親もしくは法定保護

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、民族的もしく

は社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位にかかわらず、いかなる種類の差

別もなしに、この条約に掲げる権利を尊重しかつ確保する。  

2. 締約国は、子どもが、親、法定保護者または家族構成員の地位、活動、表明した意見ま

たは信条を根拠とするあらゆる形態の差別または処罰からも保護されることを確保する

ためにあらゆる適当な措置をとる。  

第３条  

1. 子どもにかかわるすべての活動において、その活動が公的もしくは私的な社会福祉機関、

裁判所、行政機関または立法機関によってなされたかどうかにかかわらず、子どもの最

善の利益が第一義的に考慮される。  



2. 締約国は、親、法定保護者または子どもに法的な責任を負う他の者の権利および義務を

考慮しつつ、子どもに対してその福祉に必要な保護およびケアを確保することを約束し、

この目的のために、あらゆる適当な立法上および行政上の措置を とる。  

3. 締約国は、子どものケアまたは保護に責任を負う機関、サービスおよび施設が、とくに安

全および健康の領域、職員の数および適格性、ならびに職員の権限ある監督について、

権限ある機関により設定された基準に従うことを確保する。  

第４条  

 締約国は、この条約において認められる権利の実施のためのあらゆる適当な立法上、行政上

およびその他の措置をとる。経済的、社会的および文化的権利に関して、締約国は、自国の利

用可能な手段を最大限に用いることにより、および必要な場合には、国際協力の枠組の中でこ

れらの措置をとる。  

第５条  

 締約国は、親、または適当な場合には、地方的慣習で定められている拡大家族もしくは共同体

の構成員、法定保護者もしくは子どもに法的な責任を負う他の者が、この条約において認められ

る権利を子どもが行使するにあたって、子どもの能力の発達と一致する方法で適当な指示およ

び指導を行なう責任、権利および義務を尊重する。  

第６条  

1. 締約国は、すべての子どもが生命への固有の権利を有することを認める。  

2. 締約国は、子どもの生存および発達を可能な限り最大限に確保する。  

第７条  

1. 子どもは、出生の後直ちに登録される。子どもは、出生の時から名前をもつ権利および国

籍を取得する権利を有し、かつ、できるかぎりその親を知る権利および親によって養育さ

れる権利を有する。  

2. 締約国は、とくに何らかの措置をとらなければ子どもが無国籍になる場合には、国内法お

よび当該分野の関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、これらの権利の実施を確

保する。  

第８条  

1. 締約国は、子どもが、不法な干渉なしに、法によって認められた国籍、名前および家族関

係を含むそのアイデンティティを保全する権利を尊重することを約束する。  

2. 締約国は、子どもがそのアイデンティティの要素の一部または全部を違法に剥奪される場

合には、迅速にそのアイデンティティを回復させるために適当な援助および保護を与え

る。  



第９条  

1. 締約国は、子どもが親の意志に反して親から分離されないことを確保する。ただし、司法

審査に服する権限ある機関が、適用可能な法律および手続に従い、このような分離が子

どもの最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りではない。当該決定

は、親によって子どもが虐待もしくは放任される場合、または親が別れて生活し、子どもの

居所が決定されなければならない場合などに特別に必要となる。  

2. １に基づくいかなる手続きにおいても、すべての利害関係者は、当該手続に参加し、かつ、

自己の見解を周知させる機会が与えられる。  

3. 締約国は、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

しないかぎり、定期的に親双方との個人的関係および直接の接触を保つ権利を尊重す

る。  

4. このような分離が、親の一方もしくは双方または子どもの抑留、拘禁、流刑、追放または

死亡（国家による拘留中に何らかの理由から生じた死亡も含む）など締約国によってとら

れた行為から生じる場合には、締約国は、申請に基づいて、親、子ども、または適当な場

合には家族の他の構成員に対して、家族の不在者の所在に関する不可欠な情報を提供

する。ただし、情報の提供が子どもの福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、

さらに、当該申請の提出自体が関係者にいかなる不利な結果ももたらさないことを確保す

る。  

第１０条  

1. 家族再開を目的ととする子どもまたは親の出入国の申請は、第九条１に基づく締約国の

義務に従い、締約国によって積極的、人道的および迅速な方法で取り扱われる。締約国

は、さらに、当該申請の提出が申請者および家族の構成員にいかなる不利な結果ももた

らさないことを確保する。  

2. 異なる国々に居住する親をもつ子どもは、例外的な状況を除き、定期的に親双方との個

人的関係および直接の接触を保つ権利を有する。締約国は、この目的のため、第９条２

に基づく締約国の義務に従い、子どもおよび親が自国を含むいずれの国からも離れ、自

国へ戻る権利を尊重する。いずれの国からも離れる権利は、法律で定める制限であって、

国の安全、公の秩序、公衆の健康もしくは道徳、または他の者の権利および自由の保護

のために必要とされ、かつこの条約において認められる他の権利と抵触しない制限のみ

に服する。  

第１１条  

1. 締約国は、子どもの国外不法移送および不帰還と闘うための措置をとる。  

2. この目的のため、締約国は、二国間もしくは多国間の協定の締結または現行の協定への

加入を促進する。  

第１２条  



1. 締約国は、自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、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自己の見解を表明する権利を保障する。その際、子どもの見

解が、その年齢および成熟に従い、正当に重視される。  

2. この目的のため、子どもは、とくに、国内法の手続き規則と一致する方法で、自己に影響

を与えるいかなる司法的および行政的手続においても、直接的にまたは代理人もしくは

適当な団体を通じて聴聞される機会を与えられる。  

第１３条  

1. 子どもは、表現の自由への権利を有する。この権利は、国境にかかわりなく、口頭、手書

きもしくは印刷、芸術の形態または子どもが選択する他のいかなる方法により、あらゆる

種類の情報および考えを求め、受け、かつ伝える自由を含む。  

2. こ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。  

(a)他の者の権利または信用の尊重  

(b)国の安全、公の秩序または公衆の健康もしくは道徳の保護  

第１４条  

1. 締約国は、子どもの思想、良心および宗教の自由への権利を尊重する。  

2. 締約国は、親および適当な場合には法定保護者が、子どもが自己の権利を行使するに

あたって、子どもの能力の発達と一致する方法で子どもに指示を与える権利および義務

を尊重する。  

3. 宗教がまた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、公衆の健康もしくは道徳、または他の者の基本的な権利および自由を保護す

るために必要な制限のみを課することができる。  

第１５条  

1. 締約国は、子どもの結社の自由および平和的な集会の自由はの権利を認める。  

2. これらの権利の行使については、法律に従って課される制限であって、国の安全もしくは

公共の安全、公の秩序、公衆の健康もしくは道徳の保護、または他の者の権利および自

由の保護のために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。  

第１６条  

1. いかなる子どもも、プライバシー、家族、住居または通信を恣意的にまたは不法に干渉さ

れず、かつ、名誉および信用を不法に攻撃されない。  

2. 子どもは、このような干渉また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、マス・メディアの果たす重要な機能を認め、かつ、子どもが多様な国内的および国際

的な情報源からの情報および資料、とくに自己の社会的、精神的および道徳的福祉ならびに心

身の健康の促進を目的とした情報および資料へアクセスすることを確保する。  

 この目的のために、締約国は、次のことをする。  

(a)マス・メディアが、子どもにとって社会的および文化的に利益があり、かつ第２９条の精神と合

致する情報および資料を普及することを奨励すること。  

(b)多様な文化的、国内的および国際的な情報源からの当該情報および資料の作成、交換およ

び普及について国際協力を奨励すること。  

(c)子ども用図書の製作および普及を奨励すること。  

(d)マス・メディアが、少数者集団に属する子どもまたは先住民である子どもの言語上のニーズを

とくに配慮することを奨励すること。  

(e)第十三条および第十八条の諸条項に留意し、子どもの福祉に有害な情報および資料から子

どもを保護するための適当な指針の発達を奨励すること。  

第１８条  

1. 締約国は、親双方が子どもの養育および発達に対する共通の責任を有するという原則の

承認を確保するために最善の努力を払う。親または場合によって法定保護者は、子ども

の養育および発達に対する、第一次的責任を有する。子どもの最善の利益が、親または

法定保護者の基本的関心となる。  

2. この条約に掲げる権利の保障および促進のために、締約国は、親および法定保護者が

子どもの養育責任を果たすにあたって適当な援助を与え、かつ、子どものケアのための

機関、施設およびサービスの発展を確保する。  

3. 締約国は、働く親をもつ子どもが、受ける資格のある保育サービスおよび保育施設から利

益を得る権利を有することを確保するためにあらゆる適切な措置をとる。  

第１９条  

1. 締約国は、（両）親、法定保護者または子どもの養育をする他の者による子どもの養育中

に、あらゆる形態の身体的または精神的な暴力、侵害または虐待、放任または怠慢な取

り扱い、性的虐待を含む不当な取扱いまたは搾取から子どもを保護するためにあらゆる

適当な立法上、行政上、社会上および教育上の措置をとる。  

2. 当該保護措置は、適当な場合には、子どもおよび子どもの養育をする者に必要な援助を

与える社会計画の確立のため、ならびに、その他の形態の予防のため、上記の子どもの



不当な取り扱いについての実例の認定、報告、照会、調査、処理および追跡調査のため、

および適当な場合には、司法的関与のための効果的な手続を含む。  

第２０条  

1. 一時的にもしくは恒常的に家庭環境を奪われた子ども、または、子どもの最善の利益に

従えばその環境にとどまることが容認されえない子どもは、国によって与えられる特別の

保護および援助を受ける資格を有する。  

2. 締約国は、国内法に従い、このような子どものための代替的養護を確保する。  

3. 当該養護には、とりわけ、里親託置、イスラム法のカファラ、養子縁組、または必要な場合

には子どもの養護に適した施設での措置を含むことができる。解決策を検討するときには、

子どもの養育に継続性が望まれることについて、ならびに 子どもの民族的、宗教的、文

化的および言語的背景について正当な考慮を払う。  

第２１条  

 養子縁組の制度を承認および（または）許容している締約国は、子どもの最善の利益が最高の

考慮事項であることを確保し、次のことをする。  

(a)子どもの養子縁組が権限ある機関によってのみ認可されることを確保すること。当該機関は、

適用可能な法律および手続に従い、関連がありかつ信頼できるあらゆる情報に基づき、親、親族

および法定保護者とかかわる子どもの地位に鑑みて養子縁組が許容されることを決定する。必

要があれば、当該養子縁組の関係者が、必要とされるカウンセリングに基づき、養子縁組に対し

て情報を得た上での同意を与えることを確保すること。  

(b)国際養子縁組は、子どもが里親家族もしくは養親家族に託置されることができない場合、また

は子どもがいかなる適切な方法によってもその出身国において養護されることができない場合に

は、子どもの養護の代替的手段とみなすことができることを認めること。  

(c)国際養子縁組された子どもが、国内養子縁組に関して存在しているのと同等の保障および基

準を享受することを確保すること  

(d)国際養子縁組において、当該託置が関与する者の金銭上の不当な利得とならないことを確保

するためにあらゆる適切な措置をとること。  

(e)適当な場合には、二国間または多数国間の取り決めまたは協定を締結することによってこの

条の目的を促進し、かつ、この枠組み内で、子どもの他国への当該託置が権限ある機関または

組織によって実行されることを確保するよう努力すること。  

第２２条  



1. 締約国は、難民の地位を得ようとする子ども、または、適用可能な国際法および国際手

続きまたは国内法および国内手続きに従って難民と認められる子どもが、親または他の

者の同伴の有無にかかわらず、この条約および自国が締結国となっている他の国際人権

文書またはまたは国際人道文書に掲げられた適用可能な権利を享受するにあたって、適

当な保護および人道的な援助を受けることを確保するために適切な措置をとる。  

2. この目的のため、締約国は、適当と認める場合、国際連合他の権限ある政府間組織また

は国際連合と協力関係にある非政府組織が、このような子どもを保護しかつ援助するた

めのいかなる努力にも、および家族との再会に必要な情報を得るために難民たる子ども

の親または家族の他の構成員を追跡するためのいかなる努力にも、協力する。親または

家族の他の構成員を見つけることができない場合には、子どもは、何らかの理由により恒

常に的または一時的に家庭環境を奪われた子どもと同一の、この条約に掲げられた保護

が与えられる。  

第２３条  

1. 締約国は、精神的または身体的に障害を負う子どもが、尊厳を確保し、自立を促進し、か

つ地域社会への積極的な参加を助長する条件の下で、十分かつ人間に値する生活を享

受すべきであることを認める。  

2. 締約国は、障害児の特別なケアへの権利を認め、かつ、利用可能な手段の下で、援助を

受ける権利のある子どもおよびその養育に責任を負う者に対して、申請に基づく援助であ

って、子どもの条件および親または子どもを養育する他の者の状況に適した援助の拡充

を奨励しかつ確保する。  

3. 障害児の特別なニーズを認め、2.に従い拡充された援助は、親または子どもを養育する

他の者の財源を考慮しつつ、可能な場合にはいつでも無償で与えられる。その援助は、

障害児が可能なかぎり全面的な社会的統合ならびに文化的および精神的発達を含む個

人の発達を達成することに貢献する方法で、教育、訓練、保健サービス、リハビリテーショ

ン・サービス、雇用準備およびレクリェーションの機会に効果的にアクセスしかつそれらを

享受することを確保することを目的とする。  

4. 締約国は、国際協力の精神の下で、障害児の予防保健ならびに医学的、心理学的およ

び機能的治療の分野における適当な情報交換を促進する。その中には、締約国が当該

分野においてその能力および技術を向上させ、かつ経験を拡大することを可能にするた

めに、リハビリテーション教育および職業上のサービスの方法に関する情報の普及およ

びそれへのアクセスが含まれる。この点については、発展途上国のニーズに特別な考慮

を払う。  

第２４条  

1. 締約国は、到達可能な最高水準の健康の享受ならびに疾病の治療およびリハビリテーシ

ョンのための便宜に対する子どもの権利を認める。締約国は、いかなる子どもも当該保健

サービスへアクセスする権利を奪われないことを確保するよう努める。  

2. 締約国は、この権利の完全な実施を追及し、とくに、次の適当な措置をとる。  



(a)乳幼児および子どもの死亡率を低下させること。  

(b)基礎保健の発展に重点をおいて、すべての子どもに対して必要な医療上の援助および保健を

与えることを確保すること。  

(c)環境汚染の危険およびおそれを考慮しつつ、とりわけ、直ちに利用可能な技術を適用し、かつ

十分な栄養価のある食事および清潔な飲料水を供給することにより、基礎保健の枠組みの中で

疾病および栄養不良と闘うこと。  

(d)母親のための出産前後の適当な保健を確保すること。  

(e)すべての社会構成員とくに親および子どもが、子どもの健康および栄養の基礎的知識、母乳

育児および衛生ならびに環境衛生の利益、ならびに事故の防止措置を活用するにあたって、情

報が提供され、教育にアクセスし、かつ援助されることを確保すること。  

(f)予防保健、親に対する指導、ならびに家族計画の教育およびサービスを発展させること。  

• 締約国は、子どもの健康に有害な伝統的慣行を廃止するために、あらゆる効果的でかつ

適切な措置をとる。  

• 締約国は、この条の認める権利の完全な実現を漸進的に達成するために、国際協力を

促進しかつ奨励することを約束する。この点については、発展途上国のニーズに特別な

考慮を払う。  

第２５条  

 締約国は、身体的または精神的な健康のケア、保護または治療のために権限ある機関によっ

て措置されている子どもが、自己になされた治療についておよび自己の措置に関する他のあら

ゆる状況についての定期的審査を受ける権利を有することを認める。  

第２６条  

1. 締約国は、すべての子どもに対して社会保険を含む社会保障を享受する権利を認め、か

つ、国内法に従いこの権利の完全な実現を達成するために必要な措置をとる。  

2. 当該給付については、適当な場合には、子どもおよびその扶養に責任を有している者の

資力および状況を考慮し、かつ、子どもによってまたは子どもに代わってなされた給付の

申請に関する他のすべてを考慮しつつ行なう。  

第２７条  

1. 締約国は、身体的、心理的、精神的、道徳的および社会的発達のために十分な生活水

準に対するすべての子どもの権利を認める。  

2. （両）親または子どもに責任を負う他の者は、その能力および資力の範囲で、子どもの発

達に必要な生活条件を確保する第一次的な責任を負う。  



3. 締約国は、国内条件に従いかつ財源内において、この権利の実施のために、親および子

どもに責任を負う他の者を援助するための適当な措置をとり、ならびに、必要な場合には、

とくに栄養、衣服および住居に関して物的援助を行ない、かつ 援助計画を立てる。<?LI>  

4. 締約国は、親または子どもに財政的な責任を有している他の者から、自国内においても

および外国からでも子どもの扶養料を回復することを確保するためにあらゆる適当な措

置をとる。とくに、子どもに財政的な責任を有している者が子どもと異なる国に居住してい

る場合には、締約国は、国際協定への加入または締結ならびに他の適当な取決めの作

成を促進する。  

第２８条  

1. 締約国は、子どもの教育への権利を認め、かつ漸進的におよび平等な機会に基づいてこ

の権利を達成するために、とくに次のことをする。  

(a)初等教育を義務的なものとし、かつすべての者に対して無償とすること。  

(b)一般教育および職業教育を含む種々の形態の中等教育の発展を奨励し、すべての子どもが

利用可能でありかつアクセスできるようにし、ならびに、無償教育の導入および必要な場合には

財政的援助の提供などの適当な措置をとること。  

(c)高等教育を、すべての適当な方法により、能力に基づいてすべての者がアクセスできるものと

すること。  

(d)教育上および職業上の情報ならびに指導を、すべての子どもが利用可能でありかつアクセス

できるものとすること。  

(e)学校への定期的な出席および中途退学率の減少を奨励するための措置をとること。  

• 締約国は、学校懲戒が子どもの人間の尊厳と一致する方法で、かつこの条約に従って行

なわれることを確保するためにあらゆる適当な措置をとる。  

• 締約国は、とくに、世界中の無知および非識学の根絶に貢献するために、かつ科学的お

よび技術的知識ならびに最新の教育方法へのアクセスを助長するために、教育に関する

問題について国際協力を促進しかつ奨励する。この点については、発展途上国のニーズ

に特別の考慮を払う。  

第２９条  

1. 締約国は、子どもの教育が次の目的で行われることに同意する。  

(a)子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力を最大限可能なまでに発達させること  

(b)人権および基本的自由の尊重ならびに国際連合憲章に定める諸原則の尊重を発展させるこ

と。  



(c)子どもの親、子ども自身の文化的同一性、言語および価値の尊重、子どもが居住している国

および子どもの出身国の国民的価値の尊重、ならびに自己の文明と異なる文明の尊重を発展さ

せること。  

(d)すべての諸人民間、民族的、国民的および宗教的集団間、ならびに先住民間の理解、平和、

寛容、性の平等および友好の精神の下で、子どもが自由な社会において責任ある生活を送れる

ようにすること  

(e)自然環境の尊重を発展させること。 ２この条または第二八条のいかなる規定も、個人および

団体が教育機関を設置しかつ管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、つねに、

この条の 1.に定める原則が遵守されること、および当該教育機関において行なわれる教育が国

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  

 民族上、宗教上もしくは言語上の少数者、または先住民が存在する国においては、当該少数

者または先住民に属する子どもは、自己の集団の他の構成員とともに、自己の文化を享受し、自

己の宗教を信仰しかつ実践し、また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、子どもが、休息しかつ余暇を持つ権利、その年齢にふさわしい遊びおよびレク

リエーション的活動を行なう権利、ならびに文化的生活および芸術に自 由に参加する権

利を認める。  

2. 締約国は、子どもが文化的および芸術的生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進

し、ならびに、文化的、芸術的、レクリエーション的および余暇的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、子どもが、経済的搾取から保護される権利、および、危険があり、その教育を

妨げ、あるいはその健康または身体的、心理的、精神的、道徳的もしくは社会的な発達に

とって有害となるおそれのあるいかなる労働に就くことからも保護される権利を有すること

を認める。  

2. 締約国は、この条の実施を確保するための立法上、行政上、社会上および教育上の措置

をとる。締約国は、この目的のため、他の国際文書の関連条項に留意しつつ、とくに次の

ことをする。  

(a)最低就業年齢を規定すること。  

(b)雇用時間および労働条件についての適当な規則を定めること。  



(c)この条の効果的実施を確保するための適当な罰則またはその他の制裁措置を規定すること。  

第３３条  

 締約国は、関連する国際条約に明示された麻薬および向精神薬の不法な使用から子どもを保

護し、かつこのような物質の不法な生産および取引に子どもを利用させないために、立法上、行

政上、社会上および教育上の措置を含むあらゆる適切な措置をとる。  

第３４条  

 締約国は、あらゆる形態の性的搾取および性的虐待から子どもを保護することを約束する。こ

れらの目的のため、締約国は、とくに次のことを防止するためのあらゆる適当な国内、二国間お

よび多数国間の措置をとる。  

(a)何らかの不法な性的行為に従事するよう子どもを勧誘または強制すること。  

(b)売春または他の不法な性的行為に子どもを搾取的に使用すること。  

(C)ポルノ的な実演または題材に子どもを搾取的に利用すること。  

第３５条  

 締約国は、いかなる目的のため、またはいかなる形態を問わず、子どもの誘拐、売買または取

引を防止するためにあらゆる適当な国内、二国間および多数国間の措置をとる。  

第３６条  

 締約国は、子どもの福祉のいかなる側面にとっても有害となる他のあらゆる形態の搾取から子

どもを保護する。  

第３７条  

 締約国は、次のことを確保する。  

(a)いかなる子どもも、拷問または他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは

刑罰を受けない。十八歳未満の者が犯した犯罪に対して、死刑および釈放の可能性のない終身

刑を科してはならない。  

(b)いかなる子どももその自由を不法にまたは恣意的に奪われない。子どもの逮捕、拘留または

拘禁は、法律に従うものとし、最後の手段として、かつ最も短い適当な期間でのみ用いられる。  

(C)自由を奪われたすべての子どもは、人道的におよび人間の固有の尊厳を尊重して取り扱わ

れ、かつその年齢に基づくニーズを考慮した方法で取り扱われる。とくに、自由を奪われたすべ

ての子どもは、子どもの最善の利益に従えば成人から分離すべきでないと判断される場合を除



き、成人から分離されるものとし、かつ、特別の事情ある場合を除き、通信および面会によって、

家族との接触を保つ権利を有する。  

(d)自由を奪われたすべての子どもは、法的および他の適切な援助に速やかにアクセスする権利、

ならびに、その自由の剥奪の合法性を裁判所または他の権限ある独立のかつ公平な機関にお

いて争い、かつ、当該訴えに対する迅速な決定を求める権利を有する。  

第３８条  

1. 締約国は、子どもをまき込んでいる武力紛争において自国に適用可能な国際人道法規

の規則を尊重し、かつその尊重を確保することを約束する。  

2. 締約国は、１５歳に満たない者が敵対行為に直接参加しないことを確保するためにあらゆ

る可能な措置をとる。  

3. 締約国は、１５歳に満たないいかなる者も軍隊に徴募することを差し控える。締約国は、

十五歳に達しているが１８歳に満たない者の中から徴募を行なうにあたっては、最年長の

者を優先するよう努める。  

4. 締約国は、武力紛争下における文民の保護のための国際人道法に基づく義務に従い、

武力紛争の影響を受ける子どもの保護およびケアを確保するためあらゆる可能な措置を

とる。  

第３９条  

 締約国は、あらゆる形態の放任、搾取または虐待の犠牲になった子ども、拷問または他のあら

ゆる形態の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは刑罰の犠牲になった子ど

も、あるいは、武力紛争の犠牲になった子どもが身体的および心理的回復ならびに社会復帰す

ることを促進するためにあらゆる適当な措置をとる。当該回復および復帰は、子どもの健康、自

尊心および尊厳を育くむ環境の中で行われる。  

第４０条  

1. 締約国は、刑法に違反したと申し立てられ、罪を問われ、または認定された子どもが、尊

厳および価値についての意識を促進するのにふさわしい方法で取り扱われる権利を認め

る。当該方法は、他の者の人権および基本的自由の尊重を強化するものであり、ならび

に、子どもの年齢、および子どもが社会復帰しかつ社会において建設的な役割を果たす

ことの促進が望ましいことを考慮するものである。  

2. 締約国は、この目的のため、国際文書の関連する条項に留意しつつ、とくに次のことを確

保する。  

(a) いかなる子どもも、実行の時に国内法または国際法によって禁止されていなかった作為また

は不作為を理由として、刑法に違反したと申し立てられ、罪を問われ、または認定されてはならな

い。  



(b) 刑事法に違反したと申し立てられ、または罪を問われた子どもは、少なくとも次の保障を受け

る。  

(1)法律に基づき有罪が立証されるまで無罪と推定されること。  

(2)自己に対する被疑事実を、迅速かつ直接的に、および適当な場合には親または法定保護者

を通じて告知されること。自己の防御の準備およびその提出にあたって、法的または他の適当な

援助を受けること。  

(3)権限ある独立のかつ公平な機関または司法機関により、法律に基づく公正な審理において、

法的または他の適当な援助者の立ち会いの下で、および、とくに子どもの年齢または状況を考

慮し、子どもの最善の利益にならないと判断される場合を除き、親または法定保護者の立ち会い

の下で遅滞なく決定を受けること。  

(4)証言を強制され、または自白を強要されないこと。自己に不利な証人を尋問し、または当該証

人に尋問を受けさせること。平等な条件の下で自己のための証人の出席および尋問を求めるこ

と。  

(5)刑法に違反したと見なされた場合には、この決定および決定の結果科される措置が、法律に

基づき、上級の権限ある独立のかつ公平な機関または司法機関によって再審理されること。  

(6)子どもが使用される言語を理解することまた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。  

(7)手続のすべての段階において、プライバシーが十分に尊重されること。  

• 締約国は、刑法に違反したと申し立てられ、罪を問われ、または認定された子どもに対し

て特別に適用される法律、手続、機関および施設の確立を促進するよう努める。とくに次

のことに努める。  

(a) 刑法に違反する能力を有しないと推定される最低年齢を確立すること。  

(b)適当かつ望ましいときはつねに、人権および法的保障を十分に尊重すること。  

 を条件として、このような子どもを司法的手続きによらずに取り扱う措置を確立すること。  

• ケア、指導および監督の命令、カウンセリング、保護観察、里親養護、教育および職業訓

練のプログラムならびに施設内処遇に替わる他の代替的措置などの多様な処分は、子ど

もの福祉に適当で、かつ子どもの状況および罪のいずれにも見合う方法によって子ども

が取り扱われることを確保するために利用可能なものとする。  

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、子どもの権利の実現にいっそ

う貢献する規定に影響を及ぼすものではない。  

(a)締約国の法  

(b)締約国について効力を有する国際法  

第二部  

第４２条  

 締約国は、この条約の原則および規定を、適当かつ積極的な手段により、大人のみならず子ど

もに対しても同様に、広く知らせることを約束する。  

第４３条  

1. この条約において約束された義務の実現を達成することにつき、締約国によってなされた

進歩を審査するために、子どもの権利に関する委員会を設置する。委員会は、以下に定

める任務を遂行する。  

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。その選出にあたっては、衡平な地理的配分なら

びに主要な法体系に考慮を払う。  

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１人の者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、この条約の効力発生の日の後６箇月以内に行ない、最

初の選挙の後は２年ごとに行なう。国際連合事務総長は、各選挙の日の遅くとも四箇月

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。同事務総長は、指名されたすべての者のアルファベット順による名簿（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、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召集される締約国の

会合において行なう。この会合は、締約国の３分の２をもって定足数とする。この会合にお

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。これらの五人の委員は、最初の選挙の後直ちに、最初の選挙のための会合の

議長によりくじ引きで選ばれる。  

7. 委員会の委員が死亡しもしくは辞任し、またはそれ以外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と申し出る場合には、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、残りの期間職務を遂行する他の専門家を自国民の中から任命す

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また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よって決定され、必要があれば、

再検討される。  

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

な職員および便益を提供する。  

12. この条約により設けられた委員会の委員は、国際連合総会の承認を得て、同総会が決定

する条件に従い、国際連合の財源から報酬を受ける。  

第４４条  

1. 締約国は、次の場合に、この条約において認められる権利の実施のためにとった措置お

よ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。  

(a)当該締約国についてはこの条約が効力を生ずる時から二年以内  

(b)その後は５年ごと  

• この条に基づいて作成される報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及

ぼす要因および障害が存在する場合は、それらを記載する。報告には、当該締約国にお

けるこの条約の実施について、委員会が包括的に理解するための十分な情報もあわせ

て記載する。  

• 委員会に包括的な最初の報告を提出している締約国は、1.(b)に従って提出される以後の

報告においては、以前に提供した基本的な情報を繰り返し報告しなくてもよい。  

• 委員会は、締約国に対し、この条約の実施に関する追加的な情報を求めることができる。  

• 委員会は、その活動に関する報告を、二年ごとに経済社会理事会を通じて国際連合総会

に提出する。  

• 締約国は、自国の報告を、国内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、かつ、この条約が対象とする分野における国際協力を奨

励するために、  

(a)専門機関、国際連合児童基金および他の国際連合諸機関は、その権限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、

専門機関、国際連合児童基金および他の資格のある団体に対し、その権限の範囲内にある領

域におけるこの条約の実施について、適当と認める場合には、専門的助言を与えるよう要請する

ことができる。委員会は、専門機関、国際連合児童基金および他の国際連合諸機関に対し、そ



の活動の範囲内にある領域におけ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。  

(b)委員会は、適当と認める場合には、技術的助言もしくは援助を要請しているか、またはこれら

の必要性を指摘している締約国からの報告を、もしあればこれらの要請または指摘についての

委員会の所見および提案とともに、専門機関、国際連合児童基金および他の資格のある団体に

送付する。  

(c)委員会は、国際連合事務総長が子どもの権利に関する特定の問題の研究を委員会に代わっ

て行なうことを要請するよう、国際連合総会に勧告することができる。  

(d)委員会は、この条約の第四四条および第四五条に従って得た情報に基づいて、提案および一

般的勧告を行なうことができる。これらの提案および一般的勧告は、関係締約国に送付され、も

しあれば締約国からのコメントとともに、国際連合総会に報告される。  

第三部  

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番目の批准書または加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後３

０日目の日に効力を生ずる。  

2. この条約は、２０番目の批准書または加入書が寄託された後に批准しまたは加入する国

については、その批准書または加入書が寄託された日の後３０日目の日に効力を生ず

る。  

第５０条  

1. いずれの締約国も、改正を提案し、かつ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、直ちに締約国に改正案を送付するものとし、締約国による改正案の

審議および投票のための締約国会議の開催についての賛否を同事務総長に通告するよ



う要請する。改正案の送付の日から四箇月以内に締約国の三分の一以上が会議の開催

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. この条の１に従って採択された改正案は、国際連合総会が承認し、かつ締約国の三分の

二以上の多数が受諾した時に、効力を生ずる。  

3. 改正は、効力を生じた時には、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、批准または加入の際に行な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. この条約の趣旨およ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、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あてた書面による通告により、この条約を廃棄することができ

る。廃棄は、同事務総長が通告を受領した日の後一年で効力を生ずる。  

第５３条  

 国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指定される。  

第５４条  

 この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、およびスペイン語をひとしく正

文とし、原本は、国際連合事務総長に寄託する。  

 

 



不登校の子どもの権利宣言 

                        

前文 

私たち子どもはひとりひとりが個性を持った人間です。 

しかし、不登校をしている私たちの多くが、学校に行くことが当たり前という社会の価

値観の中で、私たちの悩みや思いを、十分に理解できない人たちから心無い言葉を言

われ、傷つけられることを経験しています。 

不登校の私たちの権利を伝えるため、すべてのおとなたちに向けて私たちは声をあげ

ます。 

おとなたち、特に保護者や教師は、子どもの声に耳を傾け、私たちの考えや個々の

価値観と、子どもの最善の利益を尊重してください。そして共に生きやすい社会をつく

っていきませんか。  

多くの不登校の子どもや、苦しみながら学校に行き続けている子どもが、一人でも

自身に合った生き方や学び方を選べる世の中になるように、今日この大会で次のこと

を宣言します。 

 

 

一、  教育への権利 

私たちには、教育への権利がある。学校へ行く・行かないを自身で決める権利がある。

義務教育とは、国や保護者が、すべての子どもに教育を受けられるようにする義務であ

る。子どもが学校に行くことは義務ではない。 

 

二、  学ぶ権利 

私たちには、学びたいことを自身に合った方法で学ぶ権利がある。学びとは、私たちの

意思で知ることであり他者から強制されるものではない。私たちは、生きていく中で多く

のことを学んでいる。 

 

三、  学び・育ちのあり方を選ぶ権利 

私たちには、学校、フリースクール、フリースペース、ホームエデュケーション（家で過ご

し・学ぶ）など、どのように学び・育つかを選ぶ権利がある。おとなは、学校に行くことが

当たり前だという考えを子どもに押し付けないでほしい。 

 

四、  安心して休む権利 

私たちには、安心して休む権利がある。おとなは、学校やそのほかの通うべきとされたと

ころに、本人の気持ちに反して行かせるのではなく、家などの安心できる環境で、ゆっく

り過ごすことを保障してほしい。 

 

五、  ありのままに生きる権利 

私たちは、ひとりひとり違う人間である。おとなは子どもに対して競争に追いたてたり、比

較して優劣をつけてはならない。歩む速度や歩む道は自身で決める。 

 

六、  差別を受けない権利 

不登校、障がい、成績、能力、年齢、性別、性格、容姿、国籍、家庭事情などを理由とす

る差別をしてはならない。 

例えばおとなは、不登校の子どもと遊ぶと自分の子どもまでもが不登校になるという偏

見から、子ども同士の関係に制限を付けないでほしい。 
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七、  公的な費用による保障を受ける権利 

      学校外の学び・育ちを選んだ私たちにも、学校に行っている子どもと同じように公的な費

用による保障を受ける権利がある。 

例えば、フリースクール・フリースペースに所属している、小･中学生と高校生は通学定

期券が保障されているが、高校に在籍していない子どもたちには保障されていない。す

べての子どもが平等に公的費用を受けられる社会にしてほしい。 

 

八、  暴力から守られ安心して育つ権利 

      私たちには、不登校を理由にした暴力から守られ、安心して育つ権利がある。おとなは、

子どもに対し体罰、虐待、暴力的な入所・入院などのあらゆる暴力をしてはならない。 

 

九、  プライバシーの権利 

おとなは私たちのプライバシーを侵害してはならない。 

      例えば、学校に行くよう説得するために、教師が家に勝手に押しかけてくることや、時間

に関係なく何度も電話をかけてくること、親が教師に家での様子を話すこともプライバシ

ーの侵害である。私たち自身に関することは、必ず意見を聞いてほしい。 

  

十、  対等な人格として認められる権利 

      学校や社会、生活の中で子どもの権利が活かされるように、おとなは私たちを対等な人

格として認め、いっしょに考えなければならない。子どもが自身の考えや気持ちをありの

ままに伝えることができる関係、環境が必要である。 

 

十一、 不登校をしている私たちの生き方の権利 

おとなは、不登校をしている私たちの生き方を認めてほしい。私たちと向き合うことから

不登校を理解してほしい。それなしに、私たちの幸せはうまれない。 

 

十二、 他者の権利の尊重 

私たちは、他者の権利や自由も尊重します。 

 

十三、 子どもの権利を知る権利 

私たちには、子どもの権利を知る権利がある。国やおとなは子どもに対し、子どもの権

利を知る機会を保障しなければならない。子どもの権利が守られているかどうかは、子

ども自身が決める。 

 

二〇〇九年八月二十三日 

全国子ども交流合宿「ぱおぱお」参加者一同 
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国連子ども特別総会成果文書（一部掲載） 

「子どもにふさわしい世界」（A World Fit for Children） 

  

国連子ども特別総会（総会特別会期第２７会期） 

２００２年５月１０日 

A/S-27/19/Rev.1 and A/S-27/19/Rev.1/Corr.1 & 2 

〔原文ＰＤＦファイル：英語／フランス語／スペイン語／中国語／アラビア語／ロシア語〕 

日本語訳：平野裕二訳 

＊行動計画の各パラグラフ・サブパラグラフの小見出しは訳者が利用者の便宜のためにつけたものであり、原文

には含まれていない。 

 

 

国連子ども特別総会成果文書「子どもにふさわしい世界」 

  

Ｉ．宣言 

ＩＩ．進展および得られた教訓の振り返り 

ＩＩＩ．行動計画 

Ａ．子どもにふさわしい世界の創造 

Ｂ．目標、戦略および行動 

１．健康的な生活の促進／２．良質な教育の提供／３．虐待、搾取および暴力からの保護／４．ＨＩ

Ｖ／ＡＩＤＳとの闘い 

Ｃ．資源の動員 

Ｄ．フォローアップの行動および評価 

  

Ｉ．宣言 

  

１．１１年前、子どものための世界サミットにおいて、世界の指導者たちはすべての子どもによりよ

い未来を用意することを共同で誓約し、その旨の世界的な緊急アピールを行なった。 

  

２．それ以降、多くの進展が見られたことは、『われら、子どもたち（We the Children）』と題された事

務総長報告書[1]に記録されているとおりである。数百万の幼い生命が救われ、かつてなく多くの

子どもたちが就学し、自らの生活に関わる決定に積極的に関与する子どもたちが増え、子どもを

保護するための重要な諸条約が締結された。しかし、このような達成と成果は不均等なものであ

り、とくに発展途上国においては多くの障害が残されている。万人のためのよりよい未来は容易に

は実現できないことがはっきりし、全体的な成果も各国の義務および国際的コミットメントを満たす

には及ばなかった。 

  

３．われわれ、子どもに関する総会特別会期に参加した国家元首および政府の長ならびに国家代

表は、国際連合憲章に掲げられた目的と趣旨へのコミットメントを再確認し、この歴史的機会をと

らえて、子どものために、かつ子どもとともに世界を変えていくことを決意した。したがってわれわ

資料６ 
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れは、国レベルの行動と国際協力を通じて、子どものための世界サミットの残された課題を完遂し、

かつ、最近の主要な国際連合のサミットおよび会議、とくに国際連合ミレニアム宣言[2]で支持され

た長期的な目標と目的の達成にとってきわめて重要なその他の新たな諸問題にとりくんでいくと

いうコミットメントを再確認する。 

  

４．われわれは、子ども――思春期の青少年を含む１８歳未満のすべての者――ひとりひとりの

権利を促進および保護するために行動する義務を再確認する。われわれは、すべての子どもの

尊厳を尊重し、かつその幸福を確保する決意である。われわれは、史上もっとも普遍的に支持を

集めた人権条約である子どもの権利条約[3]およびその選択議定書に、子どもの保護および幸福

のための国際的な法的基準が包括的に掲げられていることを認知する。われわれはまた、子ども

に関連する他の国際文書の重要性も認識するものである。 

  

５．われわれは、子どもにふさわしい世界を創造することに対するわれわれのコミットメントを強調

する。それは、持続可能な人間開発が、子どもの最善の利益を考慮にいれながら、民主主義、平

等、差別の禁止、平和および社会正義の諸原則、ならびにあらゆる人権（発展に対する権利を含

む）の普遍性、相互不可分性、相互依存性および相互関連性を基盤として進められる世界であ

る。 

  

６．われわれは、親および家族または場合によっては法定保護者を子どもの第一義的養育者とし

て承認および支援し、かつ、最善のケア、養育および保護を提供するためのその能力を強化して

いく。 

  

７．われわれはここに、社会のすべての構成員に対し、われわれとともに、子どもにふさわしい世

界を構築する一助となるグローバル・ムーブメントに加わるよう呼びかけるものである。そのさい、

以下の原則と目的に対するわれわれのコミットメントを支持するよう求める。 

(1) 子ども最優先。子どもに関係するすべての行動において、子どもの最善の利益が第一

義的に考慮されなければならない。 

(2) 貧困の根絶：子どもへの投資。われわれは、子どもへの投資と子どもの権利の実現が

貧困を根絶するもっとも効果的な方法のひとつであるという確信のもとに団結し、貧困

の循環を一世代のうちに断ち切るという誓いを再確認する。最悪の形態の児童労働を

撲滅するために即時的行動がとられなければならない。 

(3) 子どもをひとりとしてとり残さない。女の子も男の子も、ひとりひとりが生れながらにして

自由であり、かつ尊厳と権利について平等である。したがって、子どもに影響を及ぼす

あらゆる形態の差別が終わらせられなければならない。 

(4) すべての子どものケア。子どもは可能なかぎり最善の形で人生のスタートを切ることが

できなければならない。子どもが健康に、かつ適切な栄養状態で生存し、保護され、成

長し、かつ発達することは、人間開発の必要不可欠な基盤である。われわれは、感染症

と闘い、栄養不良の主要な原因にとりくむとともに、子どもが身体的に健康であり、精神

的にさえわたり、情緒的に安定し、社会的に力を持ち、かつ学習することができる安全な

環境で子どもを育てていくために、協調のとれた努力を行なう。 

(5) すべての子どもに教育を。すべての女の子と男の子が、インクルーシブな基礎教育の礎

である、質の高い無償の初等義務教育を利用および修了できなければならない。初等

教育および中等教育における男女格差が解消されなければならない。 
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(6) 被害と搾取から子どもを保護する。子どもは、暴力、虐待、搾取および差別のいかなる

行為からも、あらゆる形態のテロリズムおよび人質化からも保護されなければならな

い。 

(7) 子どもを戦争から保護する。子どもは武力紛争の惨禍から保護されなければならない。

外国の占領下に置かれた子どもも、国際人道法の規定にしたがって保護されなければ

ならない。 

(8) ＨＩＶ／ＡＩＤＳとの闘い。子どもとその家族はヒト免疫不全ウィルス／後天性免疫不全症

候群（ＨＩＶ／ＡＩＤＳ）の破滅的影響から保護されなければならない。 

(9) 子どもの声に耳を傾け、その参加を確保する。子どもと思春期の青少年は、万人のため

のよりよい未来の構築を援助する力をもった、資源に富んだ市民である。われわれは、

子どもと青少年が、その年齢および成熟度に応じて、自己表現し、かつ自分たちに影響

を及ぼすすべての事柄に参加する権利を尊重しなければならない。 

(10) 子どものために地球を守る。われわれは、自然環境を、その生命の多様性、美しさおよ

び資源とともに守らなければならない。このような特質はすべて、現在および将来の世

代にとっての生活の質を高めるものである。われわれは、子どもを保護し、かつ自然災

害と環境悪化が子どもに及ぼす影響を最小限に抑えるために、あらゆる援助を与える。 
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