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CRC/C/JPN/CO/4-5  

 

事前公開用未編集版   配布：一般 

     2019年 2月 1日  

原文：英語 

 

 

子どもの権利委員会 

 

日本政府第 4・5回統合報告書に関する最終所見* 

 

 

 I. はじめに 

 

1. 本委員会は日本政府第 4・5 回報告書(CRC/C/JPN/4-5)を 2019 年 1 月 16 日および 17

日に開催された第 2346回および 2347 回会議 (CRC/C/SR.2346 and 2347)において審

査し、本最終所見を 2019年 2月 1日に開催された 2370回会議において採択した。 

2. 本委員会は、第 4・5 回政府報告書および質問リストへの文書回答(CRC/C/JPN/Q/4-

5/Add.1)の提出を歓迎する。これらにより、締約国における子どもの権利の状況をより

良く理解できた。本委員会は多分野から構成された締約国代表との建設的な対話に感謝

の意を表明する。 

 

 

 II. フォローアップの措置および締約国による進捗 

 

3. 本委員会は、女性と男性の婚姻年齢をともに 18歳とする 2018年民法改正、2017年刑

法改正、2016年児童福祉法改正、および、児童ポルノ所持を犯罪化する 2014年児童買

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改正を含

む多領域にわたる締約国による進捗を歓迎する。本委員会は、また、2016年子供・若者

育成支援推進大綱、2018年青少年インターネット環境整備基本計画（第 4次）、2014年

子供の貧困対策に関する大綱など、前回審査以降にとられた子どもの権利に関する制度

的および政策的措置を歓迎する。 

 

 

 III. 主要な懸念事項および勧告 

                                                   
* 子どもの権利委員会第 80会期（2019年 1月 14日から 2月 1日）にて採択。 
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4. 本委員会は、本条約に規定されたすべての権利が不可分かつ相互依存的であることを想

起することを締約国に求め、かつ、本最終所見におけるすべての勧告の重要性を強調す

る。本委員会は、以下の領域に関する勧告、すなわち、差別の禁止（18 パラグラフ）、

子どもの意見の尊重（22 パラグラフ）、体罰（26 パラグラフ）、家庭環境を奪われた子

ども（29パラグラフ）、リプロダクティヴ・ヘルスおよびメンタル・ヘルス（35パラグ

ラフ）、ならびに、少年司法（45パラグラフ）に関する勧告に締約国の注意を喚起した

い。以上の領域に関する勧告については、緊急的な措置が取られなければならない 

5. 本委員会は、持続可能な開発のための 2030 アジェンダのすべての実施過程にあたって

本条約および選択議定書に従って子どもの権利の実現を確保するよう締約国に勧告す

る。本委員会は、また、子どもに関係する場合には、17 の持続可能な開発目標1を達成

するための政策およびプログラムの策定および実施への子どもの意味のある参加を確

保するよう締約国に要請する。 

 

 

 A. 一般的実施措置（第 4条、42条および 44条 6項 

 

 留保 

 

6. 本委員会は、前回勧告(CRC/C/JPN/CO/3, para. 10) 2を踏まえて、本条約の全面的な適

用の障害となる第 37条（C）に付した留保の撤回を検討するよう締約国に勧告する。 

 

 立法 

 

7. 様々な法律改正に関する締約国からの情報に留意しながらも、本委員会は、子どもの権

利に関する包括的な法律を制定し、かつ、現行の法令を本条約の原則および規定と全面

的に整合させるための措置をとるよう締約国に強く勧告する。 

 

 包括的な政策および戦略 

 

8. 本委員会は、本条約の対象とするすべての領域を包括し、政府諸機関の間の調整と相互

補完性を確保する子どもの保護に関する包括的な政策を発展させること、および、この

政策に基づき、政策の実施に必要な諸要素を含む、十分な人的、技術的および財政的資

源に裏打ちされた戦略を発展させることを締約国に勧告する。 

 

 調整 
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9. 本委員会は、適切な調整機関および、本条約のすべての領域に関わるすべての子どもの

ための評価・監視機構を設置すべきとの前回勧告(CRC/C/JPN/CO/3, para. 14)3を締約

国に再び勧告する。適切な調整機関は、本条約の実施に関わる、領域横断的、全国的、

地域的および地方的の各レベルにおいてすべての活動を調整する任務を明確に与えら

れ、十分な権限を有しなければならない。締約国は、実効的な運営のために必要な人的、

技術的および財政的資源が調整機関に提供されるよう確保すべきである。 

 

 資源配分 

 

10. 子どもの相対的貧困率がこの数年高いままとなっていることに鑑み、本委員会は、子ど

もの権利の実施のための公的予算編成に関する一般的注釈第 19号（2016年）に基づい

て、子どもの権利の観点を含み、子どもへの予算配分を明確に特定し、本条約の実施に

当てられた資源配分の適切性、効率性、および、公平性を監視、評価する明確な指標お

よび追跡システムを含む予算編成プロセスを、以下の措置をとることにより、確立する

よう締約国に強く勧告する。 

(a) 子どもに直接影響を与えるすべての予算案、成立予算、修正予算、実支出のための詳

細な予算線および予算科目を発展させること。 

(b) 子どもの権利に関する支出の報告、追跡、および分析を可能とする予算分類システ

ムを用いること。 

(c) サービス給付のための予算の補正または減額が子どもの権利の享受に関わる現行の

水準を低下させないことを確保すること。 

(d) 子供・若者育成支援推進大綱の実施のために適切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取集のための努力に留意しながらも、本委員会は依然として空白が

存在することに留意する。一般的実施措置に関する一般的注釈第 5 号（2003 年）に基

づき、本委員会は、本条約のすべての領域、特に、子どもの貧困、子どもへの暴力、乳

幼児期のケアと発達の領域において、年齢、性、障害、居住地域、民族的出自、および

社会経済的背景によって分類されたデータ収集システムを向上させ、かつ、政策および

プログラムの策定にデータを用いるよう締約国に勧告する。 

 

 独立した監視 

 

12. 地方レベルにおいて 33 の子どものためのオンブズパーソン事務所が設置されているこ

とに留意しながらも、報告によれば、これらの事務所は、財政的、人的独立性を欠き、
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救済のための仕組みを有していない。本委員会は、以下の措置を取るよう締約国に勧告

する。 

(a) 子どもに鋭敏な方法によって子どもからの不服申立を受理し、調査し、解決するこ

とのできる子どもの権利を監視する特別な機構を含む、独立した人権監視機構を迅

速に設立すること。 

(b) 人権の促進および擁護のための国内機構の地位に関する原則（パリ原則）の全面的

な遵守を確保するために、財政、権限および免責に関することを含め、監視機構の

独立性を確保すること。 

 

 広報、意識喚起、および研修 

 

13. 締約国が意識喚起プログラムおよび子どもの権利に関するキャンペーンの実施のため

に努力していることを認識し、本委員会は、以下のことを締約国に勧告する。 

(a) 本条約に関する情報の普及を特に子どもと親の間に、ならびに、立法および司法的

プロセスにおいて本条約を確実に適用するよう議員および裁判官に対して拡大す

ること。 

(b) 子どものために子どもにかかわって働くすべての者（all persons working for and 

with children）（教師、裁判官、弁護士、家庭裁判所調査官、ソーシャルワーカー、

警察官、メディア専門家、ならびにすべてのレベルの公務員および政府関係者を含

む）を対象にして、本条約および選択議定書に関する特別の研修講座を定期的に実

施すること。 

 

 市民社会との協力 

 

14. 締約国報告作成の過程での市民社会との会議および意見交換を歓迎するものの、本委員

会は、市民社会との協力を強化し、かつ、本条約実施のすべての段階において市民社会

組織を体系的に参加させるよう締約国に勧告する。 

 

 子どもの権利と経済界 

 

15. 子どもの権利への財界の影響に関する一般的注釈第 16号（2013年）および人権理事会

が 2011 年に承認したビジネスと人権に関する指導原則に基づき、本委員会は、以下の

ことを締約国に勧告する。 

(a) ビジネスと人権に関する国内行動計画を策定するにあたって、子どもの権利が組み

入れられること、企業が子どもの権利への影響調査を定期的に実施し、そのビジネ

ス活動の環境、健康、人権への影響に関する評価を受け、評価に関する情報および
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影響対応計画を全面的に公表することを確保すること。 

(b) 労働および環境を含む子どもの権利に関連する国際的準則を遵守する責任を財界

に果たさせるための規制を採択し、実施すること。 

(c) 旅行および観光における子どもの性的搾取の防止に関する意識喚起キャンペーン

を、旅行業界、メディア・広告業界、娯楽業界および公衆とともに実施すること。 

(d) 旅行代理店および観光業界に間に、世界観光機関の世界観光倫理憲章を広く普及す

ること。 

 

 

 B. 子どもの定義（第 1条） 

 

16. 民法改正により女性、男性ともに婚姻最低年齢を 18 歳となることに留意しながらも、

本委員会は、改正が 2022 年にようやく施行されることを遺憾とし、それまでの間、締

約国の本条約に基づく義務に従い、子どもの婚姻を完全に廃止するのに必要な暫定的措

置を取るよう締約国に勧告する。 

 

 

 C. 一般原則（2条、3条、6条および 12条） 

 

 差別の禁止 

 

17. 本委員会は、2013 年民法の一部を改正する法律により、未婚の親の子どもの相続分が

等しくされたこと、2016 年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が採択されたこと、および、審査において言及された意識喚起

のための活動に留意する。本委員会は、また、強姦罪の構成要件を再考し、男の子にも

保護を与える 2017 年刑法改正を歓迎する。本委員会は、しかしながら、以下のことを

懸念する。 

(a) 包括的な反差別法がないこと。 

(b) 戸籍法における非婚の親の子どもの非嫡出性に関する差別的な規定、特に、出生登

録に関する規定が、部分的に残されていること。 

(c) 周辺化された様々なグループの子どもに対する社会的な差別が根強く存続している

こと。 

 

18. 本委員会は以下のことを締約国に勧告する。 

(a) 包括的な反差別法を施行すること。 

(b) 非婚の親の子どもの地位に関する差別を含め、いかなる理由に基づくものであれ子
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どもを差別する規定を撤回すること。 

(c) 特に、アイヌ民族を含む民族的少数者に属する子ども、部落の子ども、韓国・朝鮮

などの非日系の子ども、移民労働者の子ども、LGBTIの子ども、婚外子、および障

害を持つ子どもに対する事実上の差別を減らし、防止するために、意識喚起プログ

ラムおよび人権教育を含む措置を強化すること。 

 

 子どもの最善の利益 

 

19. 本委員会は最善の利益を第一義的に考慮される子どもの権利が、特に教育、代替的ケア、

家事紛争、および少年司法において、適切に組み入れられておらず、解釈と適用も一貫

していないこと、および、司法、行政、立法機関が子どもに関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ないことに留意する。最善の利益を第一義的に考慮

される子どもの権利に関する一般的注釈第 14号（2013年）に基づき、本委員会は、子

どもに関するすべての法および政策の事前的および事後的な評価を行う義務的なプロ

セスを確立するよう締約国に勧告する。本委員会は、また、子どもに関する個々の事案

において、関係する子どもの参加を義務付け、学際的なチームによる子どもの最善の利

益についての評価が常に行われるよう勧告する。 

 

 生命、生存および発達に関する権利 

 

20. 本委員会は、前回勧告(para. 42)4を想起し、締約国に以下のことを要請する。 

(a) 社会の競争的な性格により子ども時代と発達が害されることなく、子どもがその子

ども時代を享受することを確保するための措置を取ること。 

(b) 子どもの自殺の根本原因に関する調査を行い、防止措置を実施すること、および、

学校にソーシャルワーカーを配置し、学校で心理相談サービスを提供すること。 

(c) 子どものための施設が適切な安全に関する最低基準を遵守することを確保し、子ど

もの不慮の死亡または重大な傷害について、独立して、自動的に検証する公的な仕

組みを導入すること。 

(d) 交通事故、学校事故、家庭内事故を防止することに向けられた措置を強化し、道路

の安全の確保のための措置、安全と救急の提供、および、小児救急医療の拡大を含

む適切な対応を確保すること。 

 

 子ども意見の尊重 

 

21. 2016 年改正児童福祉法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

手続法が手続への子どもの参加に関する規定を強化していることに留意するものの、本
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委員会は、子どもに影響を与えるすべての事柄にお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、依然として強く懸念している。 

 

22. 子どもの聞かれる権利に関する一般的注釈第 12号（2009年）に従い、本委員会は、意

見を持つことのできるいかなる子どもにも、年齢の制限なく、子どもに影響を与えるす

べての事柄について、その意見を自由に表明する権利を確保し、脅かしと罰から子ども

を守り、子どもの意見が適切に重視されることを確保するよう締約国に要請する。本委

員会は、さらに、聞かれる権利を子どもが行使することを可能とする環境を提供するこ

と、および、家庭、学校、代替的ケア、保健、医療において、子どもに関する司法手続、

行政的手続において、また、地域社会において、環境に関する事柄を含むすべての関係

する問題について、すべての子どもにとって意義があり、その力を伸ばすような参加を

積極的に促進することを締約国に勧告する。 

 

 

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

 

出生登録および国籍 

 

23. 持続可能な開発目標ターゲット 16.95に留意し、本委員会は以下のことを締約国に勧告

する。 

(a) 国籍法 2条 3項の適用範囲を拡大し、その親の国籍を取得することのできない子ど

もにも自動的に国籍を与えることを検討すること。不法移民の子どもを含む締約国

に居住するすべての子どもが適切に登録され、法律上の無国籍から保護されること

を確保するために他の国籍法を検討すること。 

(b) 難民申請をしている子どもなどすべての登録されていない子どもが教育、健康およ

びその他のサービスを受けることを確保するために必要な積極的な措置を取ること。 

(c) 無国籍の子どもを適切に発見し、保護するために無国籍かどうかを決定する手続を

発展させること。 

(d) 無国籍者の地位に関する条約（1954 年）および無国籍の減少に関する条約（1961

年）の批准を検討すること。 

 

 

 E. 子どもに対する暴力（第 19 条、24 条 3 項、28 条 2 項、34 条、37 条(a)、および 39

条） 

 

 虐待、遺棄、および性的搾取 
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24. 性的搾取の犠牲者のためのワンストップ・センターのすべての県における設立、および、

刑法改正（179 条における 18 歳未満の者を監護する者による性的交渉およびわいせつ

な行為を含む犯罪の新設）を歓迎する。しかしながら、あらゆる形態の暴力からの自由

に関する子どもの権利に関する一般的注釈 13号（2011年）に基づき、持続可能な開発

目標ターゲット 16.26に留意しながら、本委員会は、高いレベルの暴力、子どもの性的

虐待と搾取を懸念し、子どもへのあらゆる形態の暴力の根絶を優先すること、および、

以下のことを締約国に勧告する。 

(a) 学校における虐待を含む虐待の犠牲となった子どものために、犠牲となった子ども

の特別なニーズに関する研修を受けたスタッフによって裏打ちされた、子どもにや

さしい通報、申し立て、および、付託のための仕組みの設立を急ぐこと。 

(b) これらの事案を調査し、加害者を訴追するための努力を強化すること。 

(c) 性的搾取と性的虐待の犠牲となった子どもに対するスティグマと闘うために意識

喚起活動を実施すること。 

(d) 児童虐待を防止し、それと闘うための包括的な戦略および犠牲となった子どもの回

復と社会再統合のための政策を策定するために、子どもも参加する教育プログラム

を強化すること。 

 

 体罰 

 

25. 本委員会は学校における体罰が法によって禁止されていることに留意する。しかしなが

ら本委員会は、以下のことを真剣に懸念する。 

(a) 学校における禁止が実効的に実施されていないこと。 

(b) 家庭および代替的ケアにおける体罰が法律によって十分に禁止されていないこと。 

(c) 特に、民法および児童虐待防止法が適切な懲戒を用いることを許し、体罰の許容性

について曖昧であること。 

 

26. 体罰に関する一般的注釈第 8号（2006年）に基づき、本委員会は、前回勧告(para. 48)7

を想起し、締約国に以下を要請する。 

(a) 法律、特に、児童虐待防止法および民法において、家庭、代替的ケア、保育および

矯正施設・刑事施設などあらゆる状況において、軽微なものであれ、あらゆる体罰

を明示的かつ全面的に禁止すること。 

(b) 意識喚起キャンペーンを強化すること、ならびに、積極的、非暴力的、および参加

的形態の子どもの養育と規律（discipline）を促進することを含め、あらゆる状況に

おいて体罰を現実に根絶するための措置を強化すること。 
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 F. 家庭環境および代替的ケア（第 5条、第 9条から 11条、18条 1項・2項、第 20条か

ら 21条、および第 27条 4項） 

 

 家庭環境 

 

27. 本委員会は、適切な人的、技術的、および財政的資源に裏打ちされた、以下のために必

要なあらゆる措置をとるよう締約国に勧告する。 

(a) 仕事と家庭生活との適切なバランスを促進することを含めて家庭を支援、強化する

こと、十分な社会的支援、精神的支援と指導を、必要とされる家庭に提供すること、

および、子どもの遺棄と施設入所を防止すること。 

(b) 子どもの最善の利益になる場合には共同監護を認めるために、外国人の親を含めて、

離婚後の親子関係を規律する法律を改正すること、および、同居していない親との

人格的関係と直接的接触を維持する子どもの権利が定期的に行使されるよう確保す

ること。 

(c) 家事紛争に関わる裁判所の命令、例えば、子どもの扶養料に関する命令の執行を強

化すること。 

(d) 子どもおよびその他の親族の扶養料の国際的な回収に関するハーグ条約（2007 年

11月 23日）、扶養義務の準拠法に関するハーグ議定書（2007年 11月 23日）、親責

任および子どもの保護措置に関する管轄、準拠法、承認、執行および協力に関する

ハーグ条約（1996年 10月 19日）の批准を検討すること。 

 

 家庭環境を奪われた子ども 

 

28. 本委員会は、家庭基盤型ケアの原則を導入した 2016年児童福祉法改正および 6歳未満

の子どもは施設に入所されるべきではないとする「新しい社会的養育ビジョン」の承認

に留意する。しかしながら、本委員会は、以下のことを真剣に懸念する。 

(a) 報告によれば、多くの子どもが家庭から引き離されていること、および、裁判所の

命令がなくとも子どもは家庭から引き離され、児童相談所に 2か月も託置されうる

こと。 

(b) 多くの子どもが、外部監視および評価の仕組みもないまま、不適切な基準の施設に

依然として託置され、施設内虐待が報告されていること。 

(c) より多くの子どもを入所させる財政的なインセンティヴが児童相談所にあるとの報

告があること。 

(d) 里親が包括的な支援、適切な研修および監視を受けていないこと。 

(e) 施設に託置された子どもは実親との接触を維持する権利をはく奪されていること。 
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(f) 実親が子どもの引き離しに反対している場合、または、子どもの託置に関する実親

の判断が子どもの最善の利益に反している場合には、家庭裁判所に事案を申し立て

るべきことを児童相談所に明確に指示していないこと。 

 

29. 子どもの代替的ケアに関するガイドライン（総会決議 64/142、添付資料）に締約国の注

意を促し、本委員会は締約国に以下のことを勧告する。 

(a) 家庭から子どもが引き離されるべきかの決定に対する司法審査を義務的なものとし、

子どもの引き離しに関する明確な基準を確立し、子どもおよび親からの聴取の後、

子どもの保護および子どもの最善の利益に必要である場合に、最終的な手段として

のみ、子どもが親から引き離されることを確保すること。 

(b) 「新しい社会的養育ビジョン」を明確な期限をつけて迅速かつ実効的に実施し、6歳

未満の子どもからの非施設入所化（deinstitutionalization）と里親あっせん機関の

設立を迅速に行うこと。 

(c) 児童相談所における一時的な監護の慣行（the practice of temporary custody）を廃

止すること。 

(d) 代替的ケアにおける子どもへの虐待を防止し、調査し、児童虐待に責任のある者を

訴追すること、里親および児童相談所などの施設への子どもの託置に対する定期的

な独立した外部審査を確保すること。子どもの不適切な養育の通告、監視、救済の

ためのアクセスしやすくかつ安全なチャンネルを提供することを含め、子どものケ

アの質を監視すること。 

(e) 財政的資源を施設から里親などの家庭的養護（family-like settings）に振り替え、

非施設入所化を実施する自治体の能力を強化し、同時に、あらゆる里親が包括的な

援助、適切な研修、および監視を受けることを確保することにより、家庭基盤型措

置（family-based arrangements）を強化すること。 

(f) 里親委託ガイドラインを改正し、子どもの委託に関する実親の判断が子どもの最善

の利益に反する場合には、家庭裁判所に事案を申し立てるよう児童相談所に明確に

指示すること。 

 

 養子縁組 

 

30. 本委員会は、締約国に以下のことを勧告する。 

(a) 自己または配偶者の直系卑属による養子縁組も含め、あらゆる養子縁組が司法の許

可によるものとし、かつ、子どもの最善の利益に従うことを確保すること。 

(b) 養子となったあらゆる子どもの記録を保存し、国際養子縁組のための中央組織を設

立すること。 

(c) 国際養子縁組に関する子どもの保護と協力に関するハーグ第 33 号条約の批准を検
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討すること。 

 

 不法移送および不返還 

 

31. 本委員会は、子どもの不法移送および不返還を防止し、それと闘うためのあらゆる必要

な努力を行い、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（1980年）

と整合させ、子どもの返還および接触を維持する権利に関する司法判断の適切かつ迅速

な執行を確保するよう締約国に勧告する。本委員会は、さらに、関係する諸国、特に、

監護権または面会交流権に関する協定を締結した諸国との対話と協議を強化するよう

締約国に勧告する。 

 

 

 G. 障害、基礎的健康および福祉（第 6 条、第 18 条 3 項、第 23 条、第 24 条、第 26 条、

第 27条 1項から 3項、および第 33条） 

 

 障害を持つ子ども 

 

32. 本委員会は、合理的配慮の概念を導入した障害者基本法 2011 年改正および障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律の 2013 年における採択を歓迎する。障害を持つ

子どもの権利に関する一般的注釈第 9 号（2006 年）に基づき、本委員会は、前回の勧

告(para. 59)8を想起し、障害に対する人権を基礎とするアプローチを採用すること、障

害を持つ子どものインクルージョンのための包括的な戦略を確立すること、および以下

のことを締約国に勧告する。 

(a) 障害を持つ子どもに関するデータを定期的に収集し、障害を持つ子どものための適

切な政策とプログラムの整備に必要な障害を診断する効率的なシステムを発展させ

ること。 

(b) 統合学級におけるインクルーシブ教育を発展させ、実施するために、適切な人的、

技術的、および財政的資源によって裏打ちされた措置を強化すること、および、個

別的援助とあらゆる適切な配慮を学習に困難を持つ子どもに統合学級において提供

する専門的教師および専門家を養成し、配置すること。 

(c) 放課後デイケアサービスにおける施設およびスタッフに関する基準を厳格に適用し、

その実施を監視すること、および、サービスがインクルーシブであることを確保す

ること。 

(d) 早期発見・介入プログラムを含む健康ケアに障害を持つ子どもがアクセスすること

を確保するための緊急の措置をとること。 

(e) 教師、ソーシャルワーカー、健康、医療、セラピー関係者など、障害を持つ子ども
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とともに働く専門的スタッフを養成し、その数を増やすこと。 

(f) 障害を持つ子どもに対するスティグマおよび偏見と闘い、このような子どもへの肯

定的なイメージを促進するために、政府関係者、公衆および家庭に向けて意識喚起

キャンペーンを行うこと。 

 

 健康および健康サービス 

 

33. 達成可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利に関する一般的注釈第 15号（2013

年）に基づき、持続可能な開発目標ターゲット 2.29に留意しながら、本委員会は締約国

に以下のことを勧告する。 

(a) 低体重出産の高い比率の原因を分析し、健康的な親と子ども 21（第 2段階）キャン

ペーンも含め、出産体重を効果的に増加させ、乳幼児、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。 

(b) 柔軟な働き方の実施とより長い出産休暇を助長すること。母性保護に関する ILO第

183 号条約の批准を含めて、最低生後 6 か月まで、母乳だけによる育児を促進する

ためのあらゆる適切な措置を取ること。母乳代用品のマーケティングに関する国際

規準を全面的に実施すること。病院、クリニック、および地域における相談の仕組

みを通して親に適切な支援を提供する包括的なキャンペーンを実施すること。赤ち

ゃんにやさしい病院のためのイニシアティヴを全国で展開すること。 

 

 リプロダクティヴ・ヘルスおよびメンタル・ヘルス10 

 

34. 本委員会は、以下のことを真剣に懸念する。 

(a) 思春期の子どもの HIV/AIDSおよびその他の性感染症の罹患率が高いこと、ならび

に、性とリプロダクションに関わる健康および家族計画についての学校における教

育とサービスが限られていること。 

(b) 10 代の女の子の高い堕胎率、および、刑法によって堕胎が違法であるという事実。 

(c) 思春期の子どものメンタル・ヘルスへの関心の不十分さ、メンタル・ヘルスに対す

る社会における否定的な態度、および、小児精神科医とその他の専門家の不足。 

(d) ADHD、行動障害と診断される子どもが増加し、社会的要因および非医療的措置が

無視されながら、精神刺激薬の投与による処置がなされていること。 

 

35. 思春期の子どもの権利の実施に関する一般的注釈第 4 号（2003 年）に基づき、持続可

能な開発目標ターゲット 5.611に留意しながら、本委員会は締約国に以下を要請する。 

(a) 思春期の子どもの性とリプロダクションに関わる健康に関する包括的な政策を採択

し、性とリプロダクションに関わる健康が、学校の義務的な教育課程の一部として、
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思春期にある女の子と男の子向けに、特に、早期の妊娠と性感染症の防止に注意が

払われながら、一貫して実施されることを確保すること。 

(b) 質が高く、年齢にふさわしい HIV/AIDS サービスと教育への学校におけるアクセス

を向上させること。HIVに感染した妊娠している女の子のための抗レトロウイルス

薬による治療と予防へのアクセスを向上させ、受診者を拡大すること。AIDS クリ

ニカルセンター（ACC）および 14の地域中核病院への適切な援助を提供すること。 

(c) あらゆる状況における堕胎を非刑罰化することを検討し、安全な堕胎および堕胎後

ケアサービスへの思春期の女の子のアクセスを増やすこと。 

(d) 原因の分析、意識喚起、および専門家の増加を含む学際的アプローチにより、子ど

もと思春期にある子どもの情緒的および精神的しあわせという課題に取り組むこと。 

(e) ADHDとの診断を徹底的に検証すること、薬の処方が、個別的評価を経てはじめて、

最終的手段として用いられること、および、子どもとその親が薬の副作用および非

医療的な代替的措置について適切に告知されることを確保すること。ADHDとの診

断数の増加および精神刺激薬の増加の原因に関する研究を行うこと。 

 

 環境的健康 

 

36. 本委員会は、東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を

守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律、福島県民健康

管理基金、および、被災した子どもの健康と生命に関する包括的支援プロジェクトに留

意する。本委員会は、しかしながら、持続可能な開発目標ターゲット 3.912に留意しなが

ら、以下のことを締約国に勧告する。 

(a) 避難指示区域13における被曝が子どもに対するリスク要因に関して国際的に受け入

れられた知見と矛盾がないことを再確認すること。 

(b) 避難指示区域外14からの避難者、特に子どもに対する、金銭的支援、住居の支援、医

療支援およびその他の支援の提供を今後も継続すること。 

(c) 福島県での放射線によって影響を受けている子どもたち15への医療的およびその他

のサービスの提供を強化すること。 

(d) 年間蓄積被曝線量が 1ミリシーベルトを超える地域にいる子どもに対する包括的か

つ長期的な健康診断を実施すること。 

(e) すべての避難者および居住者、特に、子どものようにその権利を侵害されやすいグ

ループによって、メンタル・ヘルスに関する機関、物資、および、サービスが利用

可能であることを確保すること。 

(f) 被曝のリスクおよび、子どもは被曝に対してより感受性が強いことについての正確

な情報を、教科書および教材を通じて提供すること。 

(g) 達成可能な最高水準の身体的健康およびメンタル・ヘルスを享受するすべての者の
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権利に関する特別報告者による勧告(A/HRC/23/41/Add.3)を実施すること。 

 

 気候変動の子どもの権利への影響 

 

37. 本委員会は、持続可能な開発目標ターゲット 13.516に注目する。本委員会は特に以下の

ことを締約国に勧告する。 

(a) 気候変動および災害のリスク・マネジメントに取り組む政策またはプログラムを発

展させるにあたり、子どもの特別な脆弱性と特別なニーズ、および、子どもの意見

が考慮されるよう確保すること。 

(b) 気候変動と自然災害を学校の教育課程と教師の研修プログラムに組み込みことによ

り、気候変動および自然災害に対する子どもの意識を向上させ、子どもの心構えを

高めること。 

(c) 様々な災害によって子どもが直面するリスクの内容を明らかにする分類されたデー

タを収集し、それに従って、国際的、地域的、および国内的政策、枠組みおよび協

定を構築すること。 

(d) 子どもによる権利の享受、特に、健康、食料、および適切な生活水準に関する権利

の享受を脅かす水準に気候変動が達することを回避するための国際的取り組みに従

って、温室効果ガスの排出を減少させることを含め、気候努緩和政策が本条約に合

致するよう確保すること。 

(e) 他国における石炭火力発電所への援助を再考し、石炭火力発電所を持続可能なエネ

ルギーを用いた発電所に漸進的に取り換えられることを確保すること。 

(f) 二国間、多国間、地域的、および国際的協力を追求して、これらの勧告を実施する

こと。 

 

 生活水準 

 

38. 社会的再配分、児童扶養手当といったさまざまな措置に留意するものの、本委員会は持

続可能な開発目標ターゲット 1.317に注目しながら、締約国に以下のことを勧告する。 

(a) 家族手当および子ども手当の制度を強化することを含め、親に対する適切な社会的

援助を提供するための努力を強化すること。 

(b) 子どもの貧困および社会的排除を減少させるための戦略と措置を強化するために、

家族および子どもを対象とする聞き取りを行うこと。 

(c) 子供の貧困対策に関する大綱（2014 年）の実施に必要なあらゆる措置をとること。 

 

 

 H. 教育、余暇、および文化的な活動（第 28条、29条、30条および 31条） 



15 

  

 

 職業訓練とガイダンスを含む教育 

 

39. 持続可能な開発目標ターゲット 4.a18、特に、いじめを経験している子どもの割合に関

するターゲット 4.a.219に留意し、本委員会は、前回勧告 (paras.71, 75 and 76)20 を想

起し、締約国に以下のことを勧告する。 

(a) いじめ防止対策推進法および学校におけるいじめの発生を防止する反いじめプログ

ラムとキャンペーンのもとで、いじめに対抗する実効的な措置を実施すること。 

(b) 極度に競争的な制度を含むストレスフルな学校環境から子どもを解放することを目

的とする措置を強化すること。 

(c) 「授業料無償化プログラム」を朝鮮人学校へ拡大するために基準を再検討すること。

大学入学試験へのアクセスにおける差別の禁止を確保すること。 

 

 乳幼児期における発達 

 

40. 本委員会は、2018 年における保育所等における保育の質の確保・向上に関する検討会

の設置および、2017 年における働く親の安心のための保育プランを歓迎する。本委員

会は、持続可能な開発目標ターゲット 4.221に留意し、前回勧告(paras. 71, 73, 75 and 

76)22を想起し、締約国に以下のことを勧告する。 

(a) 3 歳から 5 歳の子どもの幼児教育のために幼稚園、保育所およびこども園を無償と

する計画を実効的に実施すること。 

(b) 主要都市における保育提供能力を高めるための努力を継続し、質を高めながら、定

員を増やし、2020年までに待機児童を減少させること。 

(c) 保育を低廉で、アクセス可能なものとし、かつ、保育の施設と運営に関する最低基

準に従ったものとすること。 

(d) 保育の質を確保し、向上させるための具体的な措置を取ること。 

(e) これらの措置に充分な予算を配分すること。 

 

 休息、余暇、リクリエーション活動、および文化的、芸術的活動 

 

41. 休息、余暇、遊び、リクリエーション活動、文化的生活、および芸術に関する子どもの

権利に関する一般的注釈第 17号（2013年）に基づき、本委員会は、十分かつ持続的な

資源を伴った遊びと余暇に関する政策を採択、実施すること、および、余暇と自由な遊

びに十分な時間を割り振ることを含め、休息と余暇に関する子どもの権利、および、子

どもの年齢にふさわしい遊びとリクリエーション活動を行う子どもの権利を確保する

ための努力を強化することを締約国に勧告する。 
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 I. 特別保護措置(第 22条、第 30条、第 32から 33条、第 35条から 37条、第 37条(b)か

ら(d)、第 38条および第 39条) 

 

難民申請をしている子ども、移民の子ども、および難民の子ども 

 

42. 移民労働者およびその家族の構成員の権利の保護に関する委員会と子どもの権利委員

会とによる国際的移民の文脈における子どもの人権に関する共同一般的注釈（2017年）

（移民労働およびその家族の構成員の権利の保護に課する委員会一般的注釈第 3 号お

よび第 4 号（2017 年）、子どもの権利委員会一般的注釈第 22 号および第 23 号（2017

年））に従い、本委員会は、前回最終所見(para. 78)を想起し、以下のことを締約国に勧

告する。 

(a) 子どもに関するあらゆる決定において子どもの最善の利益が第一義的に考慮される

こと、および、ノン・ルフールマンの原則（追放・送還禁止原則）が守られること

を確保すること。 

(b) 難民申請をしている親が拘留され、子どもから分離されることを回避するための法

的枠組みを確立すること。 

(c) 親に伴われていない、または親から引き離されている難民申請をしている子どもま

たは移民の子どもの拘留を回避するために、公的な機構の設置を含む措置を直ちに

取ること。移民拘留施設からこのような子どものすべてを直ちに解放し、シェルタ

ー、適切なケア、および教育へのアクセスを提供すること。 

(d) 難民申請をしている者および難民、特に子どもに対するヘイトスピーチをと闘うた

めのキャンペーンを展開すること。 

 

 売買、取引および誘拐 

 

43. 本委員会は締約国に以下のことを勧告する。 

(a) 子ども取引の実行者を訴追するための努力を強化し、子ども取引に関わる犯罪に対

する罰則を強化し、罰金で済む刑を廃止すること。 

(b) 取引の犠牲となった子どもが適切に発見され、サービスに付託されることを確保す

るために犠牲者スクリーニングを促進すること。 

(c) シェルターならびに身体的、精神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、取引の犠牲になった子どもへの専門的ケアおよび

支援のための資源を増やすこと。 
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 少年司法運営 

 

44. 本委員会は再犯防止推進計画（2017年）に留意する。本委員会は、しかしながら、以下

のことを真剣に懸念する。 

(a) 「刑事責任最低年齢」が 16歳から 14歳に引き下げられたこと。 

(b) 弁護人に関する権利が体系的に実施されていないこと。 

(c) 重罪を犯した 16歳以上の子どもが刑事裁判に送致されうること。 

(d) 14歳から 16歳までの子どもが刑務所に収容されうること。 

(e) 「刑罰法令に触れる行為をする虞のある」子どもが自由を奪われうること。 

(f) 子どもが終身刑に課され、仮釈放の許される期間よりもかなり長期にわたって収容

されていること。  

 

45. 本委員会は、少年司法システムを本条約に全面的に従わせることを締約国に要請する。

特に、本委員会は、前回最終所見(para. 85) を想起し、以下のことを締約国に要請する。 

(a) 子どもによる犯罪の原因を研究し、予防的措置を緊急に実施すること。 

(b) 「刑事責任最低年齢」を 16歳に戻すことの検討を促すために、2000年以降の子ど

もによる犯罪の動向を研究すること。 

(c) 手続の早期の段階から、また、法的手続の全体を通して法に抵触した子どもに質の

高い独立した法的援助を提供することを確保すること。 

(d) いかなる子どもも刑事法廷において審判を受けることがないよう確保すること。子

どもが刑事責任を問われた事案において、ダイバージョン、和解、カウンセリング、

またはコミュニティ・サービスなどの非司法的措置がより多く用いられることを確

保すること。 

(e) 自由の剥奪（審判前および審判後）が最終的手段として、可能な限り短い期間用い

られることを確保すること。自由の剥奪の撤回を目的として、自由の剥奪を定期的

に見直すこと。特に、 

(i)「刑罰法令に触れる行為をする虞のある」という規定を見直し、このような子ど

もの拘束を終了すること。 

(ii) 子どもによる犯罪に終身刑および不定期刑を用いることを見直し、拘束が可能

な限り短期間となることを確保するために、特別の仮釈放・退院制度を適用するこ

と。 

 

 子どもの売買、子ども買春、および子どもポルノに関する選択議定書に関する本委員会の

前回最終所見のフォローアップ 

 

46. 子どもの売買、子ども買春、および子どもポルノに関する選択議定書についての政府報
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告に対する本委員会の最終所見（2010年）(CRC/C/OPSC/JPN/CO/1)を実施するために

締約国がなした努力に留意し、感謝するものの、本委員会は、以下のことを締約国に勧

告する。 

(a) 子どももしくはほとんど子どもとして描かれた者が明確に性的行為を行っているイ

メージおよび描写、または、性的目的のための子どもの性的部位の描写を作成、配

布、普及、提供、販売、アクセス、閲覧、および所持することを犯罪化すること。 

(b) 「女子高生サービス」および子どもエロティカなどのように、子どもの買春および

子どもの性的搾取を助長し、または、これらに導く商業的活動を禁止すること。 

(c) 加害者に責任を果たさせ、犠牲となった子どもを救済するために、子ども、子ども

買春、および子どもポルノのオンライン（インターネット）およびオフライン（実

店舗）での販売に関わる犯罪を捜査、訴追し、制裁を加えるための努力を強化する

こと。 

(d) 性的虐待および性的搾取の犠牲となった子どもに焦点付けられた高い質の統合され

たケアおよび支援を提供するために、ワンストップ・センター（駆け込み拠点）へ

の資金と援助を増やし続けること。 

(e) 児童・生徒、親、教師、およびケア提供者を対象として、新しい技術のリスク、お

よび安全なインターネットの利用の仕方についてのキャンペーンを含む意識喚起プ

ログラムを強化すること。 

(f) 子どもの売買、子ども買春および子どもポルノに関する特別広報官の勧告

(A/HRC/31/58/Add.1, para.74)を実施すること。 

 

 武力紛争下の子どもに関する選択議定書に関わる本委員会の前回最終所見のフォローア

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ついての政府報告に対する本委員会

の最終所見（2010年）(CRC/C/OPAC/JPN/CO/1)を実施するために締約国がなした努力

に留意し、感謝するものの、本委員会は、特に自衛隊が国連平和維持活動に参加する際

には、自衛隊に対する本選択議定書の規定に関する研修を強化し続けるために具体的な

措置を取るよう締約国に勧告する。 

 

 

 J. 通報手続に関する選択議定書の批准 

 

48. 本委員会は、子どもの権利の実施をさらに強化するために、子どもの権利条約の通報手

続に関する選択議定書を批准するよう、締約国に勧告する。 
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 K. 国際人権文書の批准 

 

49. 本委員会は、子どもの権利の実施をさらに強化するために、締約国が締約国となってい

ない以下のコアとなる人権文書の批准を検討するよう締約国に勧告する。 

(a) 市民的および政治的権利に関する国際規約の選択議定書。 

(b) 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。 

(c) 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。 

(d) 女性に対するあらゆる形態の差別の廃絶に関する条約の選択議定書。 

(e) 拷問およびその他の残虐な、非人道的なもしくは、 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。 

(f) 移民労働者およびその家族の構成員の権利の保護に関する条約 

(g) 障害をもつ者の権利に関する条約の選択議定書。 

  

 

 L. 地域機構との協力 

 

50. 本委員会は、特に、女性と子どもの権利の促進と保護に関する ASEAN委員会と協力す

ることを締約国に勧告する。 

 

 

 V. 実施および報告 

 

 A. フォローアップと普及 

 

51. 本委員会は、本最終所見における勧告を全面的に実施することを確保するためのあらゆ

る適切な措置を取るよう締約国政府に勧告する。本委員会は、また、第 4・5 回定期報

告、質問リストへの文書回答、および、本最終所見が国の諸言語で広く利用可能とされ

るよう勧告する。 

 

 B. 報告とフォローアップのための国内機構 

 

52. 本委員会は、国際的、地域的人権機構への報告を調整し、作成すること、人権機構と協

議すること、および、条約上の義務、人権機構の勧告と決定の国内における実施とフォ

ロアーアップを調整し、追跡することを任務とする政府の常置組織として、報告とフォ

ローアップのための国内機構を設置するよう締約国に勧告する。本委員会は、このよう
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な組織は、スタッフの適切かつ継続的な献身によって裏打ちされるべきであり、市民社

会と体系的に協議する能力を持っているべきである。 

 

 C. 次回報告 

 

53. 本委員会は、第 6・7 回定期報告を 2024 年 11 月 21 日までに提出し、本最終所見のフ

ォローアップに関する情報を報告に含めることを要請する。報告は 2014 年 1 月 31 日

に採択された本委員会の条約別報告ガイドラインを遵守すべきであり、21,200 語を超

えてはならない（General Assembly resolution 68/268, para. 16)。制限語数を超える報

告が提出された場合には、締約国は上述の決議に従って短くすることを要請される。締

約国が見直したうえ報告を再提出しない場合には、条約機関による審査のための翻訳は

保証されない。 

 

54. 本委員会は、また、更新されたコア文書を、42,400語を超えない範囲で、共通コア文書

と条約別文書に関するガイドライン（HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I)、および、国連総会決

議 68/268パラグラフ 16を含む、国際人権機関のもとでの報告ガイドラインに示されて

いるコア文書の要件に従って、提出するよう要請する。 

 

 

（子どもの権利条約市民・NGOの会専門委員会仮訳） 

（2019年 3月 7日現在） 

 

1 原文は「17 Goals」となっているがが、「持続可能な開発目標」に掲げられた 17の目標の

ことなので、「17の持続可能な開発目標」と訳出した。 
2「10．本委員会は、本条約の十全な適用の妨げとなっている 37条（ｃ）に対する留保の撤

回を検討することを締約国政府に勧告する。」 
3「14．本委員会は、中央、地方および地域レベルを問わず、子どもの権利を実施するため

に行われる締約国政府のすべての活動を効果的に調整し、かつ、子どもの権利の実施に関与

している市民社会組織との継続的交流と共同体制を確立する明白な権限、および、十分な人

的、財政的資源を有する適切な国内機構を設立することを締約国政府に勧告する。」 
4「42．本委員会は、子どもの自殺の危険要因に関する研究を行うこと、予防的措置を実施

すること、学校にソーシャルワーカーによるサービスと心理相談サービスを提供すること、

および、子どもの指導に関する仕組みが困難な状況にある子どもにさらなるストレスを与

えないように確保することを締約国政府に勧告する。本委員会は、また、子どものための施

設を備えた機関が、公立であろうと私立であろうと、適切な安全最低基準を遵守することを

確保することを締約国政府に勧告する。」 
5「16.9 2030 年までに、すべての人々に出生登録を含む法的な身分証明を提供する。」 
6「16.2 子どもに対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅する。」 
7「48．本委員会は、締約国政府に以下のことを強く勧告する。 

(a)家庭および代替的ケア環境を含むすべての状況において、体罰およびあらゆる形態の品
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位を傷つける子どもの取扱いを法律によって明示的に禁止すること。 

(b)すべての状況において体罰の禁止を実効的に実施すること。 

(c)非暴力的な代替的懲戒に関して、家族、教師、および、子どもとともに・子どものために

働くその他の専門的スタッフを教育するための、啓発キャンペーンを含む対話プログラム

を実施すること。」 
8「59．本委員会は、以下のことを締約国政府に勧告する。 

(a)障害を持つすべての子どもを十全に保護するために法律を改正し、制定すること。達成

された進歩を注意深く記録し、実施における問題点を特定する監視システムを設立するこ

と。 

(b)障害を持つ子どもの生活の質の向上、その基礎的ニーズの充足、および、インクルージ

ョンと参加の確保に焦点をおいた、地域を基盤とするサービスを提供すること。 

(c)既存の差別的態度と闘い、かつ、障害を持つ子どもの権利および特別なニーズを公衆に理

解させるために、意識喚起キャンペーンを実施すること。障害を持つ子どものインクルージ

ョンを助長し、かつ、子どもおよび親の意見を聞かれる権利の尊重を促進すること。 

(d)障害を持つ子どものために、適切な人的、財政的資源を伴うプログラムおよびサービス

を提供するためのすべての努力を行うこと。 

(e)障害を持つ子どものイクルージョン教育のために必要とされる設備を学校に整備するこ

と。障害を持つ子どもが希望する学校を選択し、その最善の利益に応じて、普通学校および

特別学校の間を移動できることを確保すること。 

(f)障害を持つ子どものために、障害を持つ子どもとともに働いているＮＧＯに援助を提供

すること。 

(g)教師、ソーシャルワーカー、保健・医療・セラピー・ケア従事者など、障害を持つ子ども

と働く専門的スタッフに研修を実施すること。 

(h)関連して、障害を持つ者の機会の平等化に関する国連標準規則（General Assembly 

resolution  48/96）および障害を持つ子どもの権利に関する本委員会の一般的注釈 9 号

(2006年)を考慮すること。 

(i)障害を持つ者の権利に関する条約(署名済み)およびその選択議定書(2006 年)を批准する

こと。 
9「2.2 5 歳未満の子どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲット

を 2025 年までに達成するなど、2030 年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女

子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。」 
10 WHO憲章では「健康とは身体的、精神的および社会的に完全なしあわせな状態のこと

であり、単に、疾病または病弱が存在しないことではない」と定義されており、メンタ

ル・ヘルスとは精神的障害(mental disorders or disabilities)の存在しないこと以上のこと

を意味する。WHOは「メンタル・ヘルス」とは「個人が自らの能力を実現し、生活での

通常のストレスに対応することができ、生産的に労働し、かつ、自らのコミュニティに貢

献できるしあわせな状態」と定義している。 
11「5.6 国際人口・開発会議（ICPD）の行動計画及び北京行動綱領、ならびにこれらの検証

会議の成果文書に従い、性と生殖に関する健康及び権利への普遍的アクセスを確保する。」 
12「3.9 2030 年までに、有害化学物質、ならびに大気、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。」 
13 原文は evacuation zonesなのだが、以下を踏まえて、「避難指示区域」と訳出した。大

規模な自然災害や事故が発生したり前兆がある場合、住民の生命への危険を防ぐために、

原子力災害特別措置法などの法律に基づいて、政府は、影響を受ける可能性がある地域へ

の立ち入りを禁止したり、制限することができる。こうした地域を「避難指示区域」と呼

ぶ。福島第一原子力発電所事故においても、2011年 4月 21～22日にかけて、原子力災害

特別措置法第 20条 3項に基づき、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域など

の「避難指示区域」が設定された。その範囲は、同法第条 20第 2項に基づいて、以後何
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度か見直され、現状は、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域に再編され

ているが、これらの本質は、「避難指示区域」であり、国もこの用語に従っているからで

ある。 
14 原文は non-designated areasなのだが、以下を踏まえて、「避難指示区域外」と訳出し

た。福島第一原子力発電所事故に際しては、福島県内に限らず、注 13で説明をした「避

難指示区域」に該当しない全国各地からも、被曝の影響を心配する人々が自主的に避難を

始めるようになった。こうした人々がもともと居住していた地域を表現する場合、「区域

外」、「避難区域外」といった言葉が、一般に最も定着していると思われるが、これでは、

「避難指示区域」に指定されていない地域という本質を明確にできない。このため「避難

指示区域外」と訳出した。 
15 原文は children affected by radiation in Fukushima prefectureとなっていることか

ら、被曝による生命に対する直接的な影響のみならず、福島県で生じた放射線に起因する

様々な問題によって影響を受けていること、および、福島県にいる子どもだけでなく県外

にいる子どもも影響を受けていることを示すために、このように訳出した。福島第一原子

力発電所の事故により、福島県で発生したプルーム（放射性雲）はみるみる東日本を中心

に全国に拡散し、各地にホットスポットも生まれた。この結果、福島県外にも危惧される

量の被曝をした子どもが多々存在するのである。被曝影響に関する専門家の見解も割れる

状況の下で、自分の将来や健康に大きな不安を抱くようになった子どもも多い。被曝から

逃れるために移住した先で、被曝した可能性や補償金をめぐっていじめや恐喝にあってい

る子どももいる。「放射線」の話題で途端に不和になる家族や親子がいる。「放射線さえな

ければ…」帰還すべきなのか、移住すべきか等々、生活や将来に向けて不安が絶えず、心

を病む一家も多い。親の自殺に遭遇した子どももいる。このように放射線によって引き起

こされる問題は多様であり、こうした実態に見合う訳を心がけた。 
16 開発目標には「ターゲット 13.5」はないが、「ターゲット 13.b」のことと思われるので、

これを引用する。「13.b 後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において、女性や青年、地方

及び社会的に疎外されたコミュニティに焦点を当てることを含め、気候変動関連の効果的

な計画策定と管理のための能力を向上するメカニズムを推進する。」 
17「1.3 各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030 年

までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。」 
18「4.a 子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に

安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。」 
19 開発目標には「4.a.2」は存在していない。 
20「71．本委員会は、学力的な優秀性と子ども中心の能力形成を結合し、かつ、過度に競争

主義的な環境が生み出す否定的な結果を避けることを目的として、大学を含む学校システ

ム全体を見直すことを締約国政府に勧告する。これに関連して、締約国政府に、教育の目的

に関する本委員会の一般的注釈 1号(2001)を考慮するよう奨励する。本委員会は、また、子

ども間のいじめと闘うための努力を強化すること、および、いじめと闘うための措置の開発

に当たって子どもの意見を取り入れることを締約国政府に勧告する。」 

「75．本委員会は、アジア太平洋地域における歴史的事実についてのバランスの取れた見方

が検定教科書に反映されることを確保することを、締約国政府に勧告する。」 

「76．本委員会は、子どもの休息、余暇および文化的活動に関する権利について締約国政府

の注意を喚起する。公的場所、学校、子どもに関わる施設および家庭における、子どもの遊

びの時間およびその他の自主的活動を促進し、容易にする先導的取り組みを支援すること

を締約国政府に勧告する。」 
21「4.2 2030 年までに、すべての子どもが男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達支援、ケ

ア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。」 
22 71，75，76は前注を参照のこと。 

「73．本委員会は、日本人のためでない学校への補助金を増額すること、および、大学入学
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試験へのアクセスにおける差別の禁止を確保することを締約政府に奨励する。教育におけ

る差別の禁止に関するUNESCO条約の批准を検討することを締約国政府に奨励する。」 

 


