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はじめに
　現在、社会的養護にかかわる議論は、国
レベルでは進められているが、都道府県レ
ベルでは、まだまだ十分とは言えない状況に
ある。すでに都道府県社会的養育推進計画
が策定され、実行段階にあるが、進捗状況
は地域間格差も大きい。このようなときに執
筆の依頼を受けることとなり、今までを振り
返る機会として考えることにした。筆者は今
まで児童福祉分野に携わっていた期間が長
く、児童相談所（児童福祉司、所長）及び
児童自立支援施設・児童養護施設（施設長）
にかかわってきた経験のなかで思い考え続
けてきた「子どもの人権」について、今回
取り上げることとした。
　措置する側と措置される側の経験を振り
返ると、大きな違いも感じていた。社会的養
護を担う施設をすべて網羅することにはな
らないが、入所及び退所については、児童
相談所の措置として決定され、保護者と児
童本人の同意に基づき決定されることになっ
ているが、措置にかかわる同意については、
保護者の同意のみ法的に明示されていた。こ
のこともあり当事者である児童自身の意向は
必ずしも十分反映されているとは言えなか
った。しかし、我が国が児童の権利に関す
る条約を批准したことで法的拘束力を持つ
ことになったのであるが、条約の精神は2016
年の児童福祉法改正まで明記されることに
はならなかった。年齢や成熟度を考慮する
ことにはなるものの児童本人の意向を踏まえ
ることになり、児童記録表（入所必要書類
の一つ）にも記載されることになった。ただ、

児童相談所の記録については、措置の妥当
性についての記載が主となっていたのは、過
去のことなのか、現在もみられるのかは検証
も必要と思われる。
　子どもの生活歴を把握することが大切な
ことは言うまでもないが、新たな生活の場で
過ごすことになる児童自身のストレングスな
どについて、もっと記載されていいのではな
いだろうか。また、退所にかかわる経緯につ
いては記録として残されているが児童本人
の意向確認記録は未記載であることが多い
のが現状ではないかと感じている。
　経験を踏まえ限定的にはなるが、子ども
の権利とは何か、児童養護施設の中で議論・
検討されてきたこと、児童の最善の利益の
実現と意見表明権について、まとめてみるこ
ととした。

１.   子どもの権利について
　施設入所が決まった子どもが新たな生活
の場となる施設について、少しでも理解を深
めることができるように配慮することは欠か
せない。一人ひとりを大切にする取り組みと
して、児童自身や保護者が入所に同意する
までの経過の確認が必要であり、入所前の
児童の気持ちを子ども本人の言葉で確認し
なければならない。裏切られ感や見捨てら
れ感を抱えていないか、気持ちの整理がで
きているかを把握することは、その後の支援
にも必要となる。
　児童相談所（多くは一時保護中）におい
て説明を受けた内容を確認することも必要
になる。時に、施設生活におけるきまりやル
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ールの説明が実情と違う場合も見受けられ
る。子どもが一番知りたい入所期間や親の
状況、進路等について、児童相談所と施設
の間で説明内容の共有がなされていなけれ
ば、児童が戸惑うだけである。児童記録か
ら説明内容をうかがい知ることは難しいのが
現状である。「権利ノート」が入所前に子ど
もに手渡されているが、十分な説明を受ける
ことなく、渡されただけという子どもからの
声も多い。用意されている「権利ノート」も
年齢等理解度に合わせたものがあるわけで
はないので、有効な活用には至っていない
状況がある。また、「権利ノート」を理解し
ていても、職員に聞かれることなく自由に使
える電話がなかったり、返信用の封筒が用
意されていないなどから、機能していないこ
ともうかがわれる。
　子どもが持っている権利について全職員
が理解をし、児童に説明できることが必要
である。
　児童相談所において、施設入所決定が伝
えられることが入所直前であったり、間近で
あることが多く、子どもの持っている権利に
ついての説明が記憶に残っていない場合も
見られる。そのため、入所後あらためての
説明が必要となる。児童の担当となる職員
からは、知る権利（施設生活の見通しや支
援の内容のほか、自分自身や家族のことな
ど）、自分の意見を表す権利、プライバシー
が守られる権利、一人ひとりが発達を保障さ
れる権利、あらゆる不当な扱いから守られる
権利、家族と交流する権利について、子ども
の理解度にあわせて何度か説明することにな
る。なによりも子どもを「個」として尊重し
ていかなければならず、いかなる差別もなし
に受け止めていくことが重要なことと考えて
いる。
　また、施設内において、児童と職員はけ
っして対等ではないことを忘れてはならな
い。児童養護施設では、規則を作る、守ら
せる、守らない場合に注意・罰則等を与え
るのは職員であり、年齢では年上であること
がほとんどであるため、優位性を常に意識
して丁寧なかかわりをしていかなければなら
ない。

２． 児童養護施設の中で議論・検討されて
きたこと

　全国児童養護施設長研究協議会は、新型
コロナウイルス感染症禍の中で、2020年は
中止となり、2021年（１日開催）はオンライ
ン開催を余儀なくされたが、それまでは３日
間の日程で開催されてきている。例年、実行
委員会の中で企画内容（開催テーマや研究
部会テーマ）が検討されており、研究部会
はテーマに沿って企画者が中心となり、議
論の柱や助言者（社会的養護にかかわる研
究者等）及び発題者（施設長等施設職員、
児童相談所職員、社会的養護出身者等）か
らの提起により進められている。研究部会は
１日（２日目）をかけて行われるもので、テ
ーマを深掘りしながら議論が進められてき
ている。
　大会テーマや研究部会テーマを振り返っ
てみると、その時々の課題を念頭に置いて
検討されてきており、子どもの人権・権利擁
護にかかわることが常に取り上げられてい
ることがわかる。筆者がかかわってきた過去
10年を見てみると「子どもの人権・権利擁
護」「自立支援」「養育のいとなみ」「人材の
確保・育成」などが、それぞれの研究部会
のなかで、外すことのできないものとして位
置づけられているのがわかる（表１）。
　研究協議会での議論の積み重ねのほか、
子どもの育ちを保障することを踏まえ、筆者
も委員としてかかわった今後の児童養護施設
に求められるものを示した、「児童養護施設
のあり方に関する特別委員会最終報告書」

（全国児童養護施設協議会）を2021年６月に
とりまとめた。 
 そこでは、子どもの権利擁護についてもペ
ージを割き、以下の提言を行っている。

○ 児童養護施設は個別的養育の拠点として、
子どもの権利条約を周知し、子どもの権
利について学びを深め続けなければなら
ない。子どもの権利を擁護する施設文化
を醸成し、回復と発達の保障、知る権利、
意見を表明し参加する権利、プライバシ
ーを守る権利、差別や不当な扱いから子
どもを守ることなど、個々の子どもの状況
に応じて最善の利益を施設全体で常に考
え、実践することが重要である。 

○ 支援の方針など子どもに関する決定を行
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う際には、子どもの気持ち、意見、心に抱
えたニーズを理解し、受け止め、日課等
の生活環境の整備や自立支援計画に反映
されなくてはならない。子どもに関わる養
育者・支援者は、その時々の対応が子ど
もの最善の利益に適ったものであるかどう
かを振り返り、吟味し、養育に反映させな
くてはならない。 

○ 特に施設の入所の際には、入所理由を説
明し、納得を得ていることが重要である。
しかし、子どもの発達年齢や理解力等の
子どもの状態によっては、十分に理解し、
納得できていない場合も多い。また入所
に同意の言葉を述べたとしても、入所後
にそれを撤回する場合も少なくない。揺れ
動く子どもの心を理解し、受け止めて、繰
り返し説明することが重要である。 

○ 子どもにとって、これから先の自分の暮ら

しがどうなっていくのか、将来がどうなっ
てしまうのかは、大きな不安の１つである。
入所の理由だけでなく、施設でいつまで
暮らすのかも含めた今後の見通しや家族
の現状等、児童相談所、市区町村、施設
等が一緒に話し合い、可能な限り明確に
伝えなくてはならない。しかし、伝えるこ
とができないこともある。また、今後につ
いて不透明な場合も少なくない。それによ
る不安を理解し、寄り添い、少しずつでも
未来に希望が抱けるよう支え続けること
が重要である。 

○ 施設入所にあたり、担当児童福祉司から
子どもの人権擁護については、年齢等に
応じて説明されている。しかし、これまで
の養育環境の中で、人権が侵されること
が多かった子どもたちにとって、それを理
解することは難しい。こうした難しさを十

【表１】子どもの人権・権利擁護にかかわる全国児童養護施設長研究協議会大会のテーマ
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分に理解し、理解の程度を含めて子どもの
状況を踏まえ、子どもが理解・納得できる
よう繰り返し説明することが大切である。 

○ 施設生活の中で、力のある者（職員や年
長の子どもなど）から、暴力等の不当な
扱いを決して受けてはならない。入所に
当たっては、暴力や性的行為の強要など、
子どもの権利を侵害する行為については
認めないこと、そのような被害にあっては
ならないことを十分に伝える必要がある。
すでに入所している児童に対しても繰り
返し伝え、説明し、安心・安全感が実感
でき安定・安寧した施設生活となるよう
努めなくてはならない。 

○ 施設以外でも、学校や地域での生活にお
いて、子どもが正しく理解されずに、偏
見や差別等の不当な扱いを受ける場合も
ある。施設の職員は、子どもの状態や境
遇を理解し、地域社会に対しても、正し
い理解と対応がなされるよう働きかける
必要がある。

３． 児童の意見表明権
　児童の権利に関する条約第12条にある「意
見表明権」を具体化するためには、日々の
生活の中に組み込まれていなければならな
い。子どもが自分の意見を言える機会があ
り、その意見が取り上げられる経験をへて
意見表明権が実感できるものとなる。自分の
意見が、どのように生かされ、どのように周
りに影響を与えているのかを知ることで、相
手への思いを寄せることも可能となり、日々
の生活のなかで攻撃、非難、中傷、批判等の
ネガティブな意見に偏ることなく、他者との
折り合いをつけていくことを学んでいってい
る。大人（職員）の姿勢としては、不満や
不服などがあるから話を聞くということでは
なく、どのようなことでも聞くというスタン
スでいる必要がある。聞かれる機会、話す
機会があると感じられる生活環境が保障さ
れ、子ども自身が持っているストレングスや
レジリエンスをいかに信じ切れるかが職員
に問われる。子どもの権利を守ろうとするあ
まり、大人が動き過ぎることで経験をさせな
いことは、意見表明や自己決定を封じる結
果にもつながる。子ども自身で決めていくプ
ロセスへのかかわり方は、意見を言えないこ
ともあることに配慮しながら子どもの言動か

ら学んでいかなければならない。
　障害者支援施設職員研修において引用さ
せてもらうことが多いのだが、中西正司・上
野千鶴子著「当事者主催」のなかで、「当事
者には当事者の数だけ、異なったニーズが
ある。どのようなニーズにも対応できる柔軟
さや、相手のニーズを読み取る力、そして
対人関係の適切な距離の取り方や、無理な
要求や不当な処遇へのきっぱりした対応な
ど、人間関係の基本というべき力量がケアワ
ーカーに必要とされる」と示されている。当事
者である児童に対する、自らのかかわりを常に
振り返り、検証していくことが専門性とは何か
を問い直すことにもなると考えている。

４． おわりに
　多少のかかわりでしかないが知的障害者
の本人活動から学んだことである。当事者
が権利と要求（願い）の主体者であると理
解することが必要であり、その要求（願い）
にもとづくかかわりが、結果として人権擁護
につながるものではないだろうか。「私たち
抜きに、私たちのことを決めないで！」とい
う叫びを真摯に受け止めなければならない。
　あらゆる福祉分野で意思決定支援が大き
く取り上げられているが、当事者（子ども）
にかかわる者の評価認識が、意思決定支援
の実践に大きな影響を与える。意思決定で
きる、意思決定できる時もあるができない時
もある、意思決定できないか、ほとんどでき
ないなど、誰がなぜ、そのような判断をした
のかが客観的に判断されなければならない。
意思決定支援は、意思形成支援、意思表明
支援、意思実現支援がなされて実現するとも
言われている。当事者の思いは、日ごろのか
かわりから推測できるという考えもあるが、
意思の推定による支援は慎重でなければな
らない。子ども一人ひとりの思いに応え、理
解を得ることにより、尊厳が守られるのでは
ないか。「すべての人に判断能力がある」と
いう考え方を持ち、支援者主導の支援にな
らないようにこれからも心がけていきたいと
考えている。
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