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は じ め に 

 

 

 日本で「子どもの権利条約」が平成６年（1994年）に批准されてちょうど10年

が経過しました。この間、我が国では子どもの権利保障の取り組みが行われて

きました。また、本県では、平成13年（2001年）に「滋賀県人権尊重の社会づく

り条例」が制定され、子どもの人権・権利については、「人権教育のための国連

10年滋賀県行動計画」や「滋賀県人権施策基本方針」「淡海エンゼルプラン後期重

点計画」の中で、主要な取り組みとして位置付け、人権尊重の視点に立った施

策の推進を図ってきたところです。 

 しかしながら、現在の子どもの置かれている状況を見ると、家庭での子ども

に対する押しつけや過干渉、いじめや不登校、青少年の凶悪犯罪、そして人権

侵害の最たるものである児童虐待など、家庭や地域社会、学校、福祉施設など

において、条約にうたわれている子どもの権利が十分尊重されているとは言い

難い状況にあります。 

 そこで、今回、今後の子どもの権利擁護施策を推進していく上での基礎資料

とするため、おとな、子ども、施設に入所している子どもを対象に子どもの権

利に関する実態や意識についての調査を実施し、その結果をまとめました。 

 この調査結果を各方面でご活用いただき、次代を担う子どもの権利が保障さ

れ、生き生きと育っていける社会環境づくりがより一層推進されることを願う

ものです。 

 おわりに、この調査報告書を監修いただいた喜多明人先生をはじめ、調査に

ご協力いただきました皆さまに厚くお礼申し上げます。 

 

 

 

   平成16年（2004年）３月 

 

滋賀県健康福祉部長 
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子どもの権利に関する実態・意識調査から何を読み取るか 

─滋賀県における子どもと権利の現状と課題─ 

 

                             喜多 明人 

                （早稲田大学教授・子どもの権利条約総合研究所） 

 

 

滋賀県における子どもの権利条約の推進、次世代育成等に関連する子ども施策の総

合的な推進、計画化にあたっては、当然のことながら滋賀県の子どもの現状把握から

はじめなければなりません。その意味で、今回の子どもの権利に関する実態・意識調

査は今後の施策検討の基礎データとなるばかりでなく、滋賀県の将来と関わり、子ど

も支援の施策の方向性を示唆するものとして注目してよいと思われます。 

以下、今回実施した子ども、おとな向け双方の調査から読み取れる傾向、特徴、今

後の方向性への示唆的な結果など、とくに特徴的であると思われることについていく

つか取り上げてみます。 

 

 

 1  ４割の子どもは「つらい」体験──体罰・いじめ 

       孤立していく子どもたちに、 

       安心して相談できる場、「権利侵害」から救済できる場を 

 

今回の調査では、まず、子どもの権利の中で、「暴力やことばや態度で傷つけられな

いこと」が子どももおとなも最も重視すべき権利だと回答していることに象徴される

ように、子どもに向けられた暴力など「権利侵害」問題に関心が集中しているところ

に特徴があります。 

その傾向は、「生きていることがイヤになる」というような実感を伴う権利侵害で見

過ごすことはできないものになっています。 

 

「生きているのがイヤになる」子どもが14.6％ 

この調査では、滋賀県における子ども支援の諸施策の策定、実施の努力にもかかわ

らず、残念ながら見過ごすことのできない子どもの権利侵害の現実を、滋賀県の子ど

も2,489人（4,500人あて発送）、おとな861人（1,500人あて発送）の回答から読み取るこ

とができます。 

第一には、体罰・虐待、いじめなど明らかに権利侵害と見られる行為が子どもの身

辺に広がっていることです。親による体罰によってつらいと感じた子どもの回答は約

３割にのぼります。おとな側の調査でも、約４割のおとなが子どもをたたいた経験が

あると答えています。また、家族以外のおとなからたたかれて「つらい」と思ったこ

とがある子どもも14.4％にのぼっており、「体罰的しつけ」の容認が“虐待の温床”に

なっていることは周知のことであり、この体罰の現実を直視していくことからはじめ

なければなりません。 



                                子どもの権利に関する実態・意識調査 

 - 3 -

しかもこのような状況下で、回答のあった子どもの約４割は「つらくてどうしよう

もないことを人から言われたり、されたりした」体験があったと答えており、そのう

ち14.6％の子どもは、「生きているのがイヤになるくらいのつらい気持ち」になったと回

答しています。 

特に児童養護施設の子どもなど、参加しにくい状況下に置かれている子どもについ

ては、別途調査を行っています。この調査はサンプル数の限界もあり、客観的な傾向

をつかむことはできませんが、施設の子どもの場合は、「生きているのがイヤになるく

らいのつらい気持ち」という実感を持つ子ども（29.1％）が一般の子ども（14.6％）の

ほぼ倍近いことなど、一般の子どもに比べてもとくに権利侵害を受けやすいこと、放

置すればさらに権利侵害をうける危険性があることなどが理解できます。 

 

つらくてもがまん、安心できない子どもたち 

第二には、このような権利侵害を受けていても、これを権利侵害とは受けとめられない

で、がまんしてしまう子どもが目立つことです。親の体罰についても「仕方がない」

（47.4％）、「当然」（5.3％）として肯定する子どもは５割をこえ（52.7％）、また「つらくて

どうしようもない」実感をもつ子どものうち、「誰にも相談できず、イヤな気持ちのまま

だった」子どもは、全体の31.9％に達し、権利侵害に甘んじる傾向を示しています。 

 

子どもは待てない 

このような現状をどうとらえるべきでしょうか。 

子どものいじめ苦自殺などが社会問題化して、兵庫県川西市が児童相談所など既成

の救済システムとは別に、「子どもの人権オンブズパーソン」制度の設置に踏み切った

のは、「生きていることがつらい」と実感した中学生が５％に達したときでありました。

これを考えてみても、今回の調査で「生きていることがつらい」と実感している子ど

もが約15％、施設内では約30％いる現実は、相当に危機的な状況であると判断できま

す。子どもは待てない。その権利侵害は直接生命の危機へ及ぶだけでなく、その権利

侵害によって将来の人間的成長発達にも大きな影響を及ぼすものであります。 

少なくともこのままこの状態を放置しておくことは、追いつめられた子どもの不幸な

事態を予測するに十分であるし、このような現状を知り得た行政の立場上は、抜本的

な救済制度の見直しが迫られているといわざるをえません。 

 

 

 2  おとなの意識改革──子どもとの意識のズレをふまえて 
 

以上のような子どもの権利侵害がある中で、今後滋賀県において子どもの権利の実 

現を図っていくためには、一方では、おとなの「権利認識」の向上、子どもの意識と

のズレの是正など、おとな側の意識改革が求められています。また他方では、権利を

実現し、行使していく主体でもある滋賀県の子どもたちとおとながどう協力し合って

いけるか、そのためには、子どもとおとなの子どもの権利に関する考え方をどのよう

に共有できるか、が実践的な課題になると思われます。 
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問われるおとなの「権利認識」 

今回の調査でも、子どもの権利を擁護していくために必要なことについては、「保護

者の意識改革」が80.7％で最も多く、ついで「教職員の意識改革」が61.6％と、子ど

もに接する機会の多いおとなの意識改革が求められています。 

子どもの権利条約の認知度については、子どもの権利条約について、「内容まで知っ

ている」と回答した子どもは15.9％、おとなは8.7％となっています。一方で条約を

「まったく知らない」子どもやおとなは、ともに半数を超えており、子どもの権利条約

についての認知度は、まだ低い状況にあります。 

そのような中で、「子どもには権利の尊重よりも、責任を果たす方が大切だ」という

意見は子どもで13.1％、おとなで10.7％、「わからない」が子どもで24.5％、おとなで

6.2％、また、「両方が大切だと思う」が子どもで46.5％、おとなで64.0％とそれぞれ高

くなっており、“権利と責任は一体”と考える傾向が根強くあります。これに対して 

「まず権利を尊重することが大切」という意見は子どもで13.9％であり、「子どもの権

利」の考え方の普及と共有が課題といえます。 

さらに、「子どもの権利ばかりを尊重すると、子どもがわがままになる」という意見

に対しては、「いちがいには言えないと思う」が子どもで31.7％、おとなで56.0％とそ

れぞれ高くなっています。また「わがままにはならないと思う」という意見も、子ど

もで21.5％、おとなで23.7％となっています。一般には、「子どもには権利より責任」と

いう風潮が強い中で、必ずしもそうではないのではないか、という滋賀県民の心の揺

れを感じ取ることができます。そこでは、これまでの県による「子どもの権利」普及

事業の効果も現れている、とみてもよいでしょう。 

 

子どもとおとなの権利認識の共有 

子どもとおとなの「権利認識」の共有に関連して、たとえば、親が子どもをたたく

ことについて「あってはならない」とする体罰否定は、子どもは約３割であるのに対

して、おとなは２割弱と、子どもはおとなに比べて体罰に関してより否定的であり、

認識に差があることがわかります。こうした認識のズレは、子どもの権利について、

家庭で「話し合ったことがない」と回答した子どもは約９割、おとなは約５割となっ

ていることに象徴されるように、子どもの権利について親子であまり話し合われてい

ないことに起因していると思われます。 

また、いじめなど不安や悩みの相談相手では、おとな側は「母親」が子どもの相談相手

（82.2％）であると思いこんでいる傾向があるのに対して、子ども側は、母親（57.2％）よ

りも友だち（75.6％）を選ぶ状況にあり、明らかに意識にズレがあります。 

子どもの自立への欲求についても、おとな側の受け止め方とは差があります。 

たとえば、子どもが自分で決めたいと思うことと、おとなが子どもが決めてもいい

と思うことを比較すると、子どもは「家に帰る時間」「服・ファッション」など、自

分の私生活、自由時間に関する自立意識において、おとなより高くなっています。子

どもが｢安心できる場所｣についても、子どももおとなも「家庭」を最も多くあげてい

ますが、子どもはおとなに比べて、「自分の部屋」をあげる割合が高くなっています。

関連して、「自分の秘密が守られること」を今必要な権利としてあげる子どもは、おと 
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 なの約３倍にのぼり、おとなが思っている以上に子どもはプライバシーを尊重してほ 

しいと望んでいます。その点は、自立への欲求であり、自分の意志で自分らしく生き

たい、という現代的な子どものニーズを感じ取ることができます。 

このようにいじめ・体罰などの暴力の問題や、子どもの自立、プライバシー、自己

決定など、具体的な子どもの生活や成長の場面で、「子どもの権利」の認識の共有が求

められているといえます。 

 

 

 3  子どもの休息の権利保障と参加意欲の向上を 
 

学校や地域の活動に参加したくない子どもが５割近くにのぼっており、子どもの意

見表明や参加について、消極的な姿勢がみられます。「子どもの権利条約」の特徴で

ある子どもも権利行使の主体として「自分の意見を自由に言えること」については、

望んでいるおとなが約４割であるのに対し、子どもは約２割にとどまっています。 

また、子どもが学校に行きたくないと思ったこと（おとなが思ったこと）は、子ど

もの約７割に対して、おとなは約４割となっており、おとなが思っている以上に子ど

もは「学校に行きたくない」と感じているようです。 

 

おとなからは見えない“子どもの疲労感” 

このような子どもの状況は、おとな側が思っている以上に、子どもの疲労感が強い

ことを示しています。「ゆっくり休んだり、自由に遊んだりすること」を今必要な権

利としてあげる子どもは、おとなの４倍弱にのぼるなど、子どもは休息・余暇の時間

を必要としています。 

学校における子ども参加については、とくに最近は全国的に「面倒くさい」層の拡

大が目立ちます。そこでは「面倒くさい」という言葉で表現されている子どもの様々

な思いを受け止めていく必要があります。 

「学校に行きたくない」という子どもの意識の中には、子ども自身の過密スケジュ

ール等による「疲れ」があるように思われます。実際には学校生活に疑問を感じてい

ても、疲れすぎて参加意欲を失っている子どもたちの状況を垣間見ることができます。 

 

子どもの休息と「参加意欲」の底上げを 

今後、学校における子ども参加を進めていく際には、その環境条件をつくること、

とくに学校の過密な生活の見直しや子どもの休息・余暇権の保障などを検討していく

必要があるように思われます。 

滋賀県では、「子ども議会」活動など地域における子ども参加活動に関心が集まって

います。今後は地域における子ども参加の取り組みをさらに発展させていくことによ

って、子ども全般の参加意欲の底上げを図り、子どもからのＳＯＳ発信の土壌をつく

るとともに、おそらくは、こうした地域全体における子ども参加の進展が、学校にお

ける子ども参加を喚起していくことにもなるでしょう。 
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 4  最後に 
  

 今回の調査のもう一つの特徴として、最終欄に設けた自由意見の記述の多さがあげ

られます。子どもの回答者2,489人に対して934人、約４割が回答しています。 

 本報告書では、その一部を掲載していますが、現実に問題を抱えて悩んでいる子ど

もや、悲鳴を上げている子どもの現状が訴えられており、家庭や地域、学校、施設な

どにおいて、また、おとなと子どもの関係の中で、様々な問題に直面している子ども

の多さや事態の深刻さをうかがい知ることができます。 




