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子ども家庭福祉と子ども中心主義

～政策視点と支援視点からみた子ども～

山縣文治

1．本稿の目的

子ども家庭福祉学においては、「子ども（児童）中心主義」という表現が必ずしも積極的に

使用されたことはない。人(パーソン）あるいはクライエントとしての子どもに向かう姿勢、

あるいはソーシャルワークのアプローチ法として、パーソンセンタードケアやクライエント

センタードアプローチという考え方は、とりわけ近年重視されているが、これらを「中心主

義」として表現することも極めてまれである。これらの概念も社会福祉学やソーシャルワー

ク論の固有のものというよりも、人間性心理学、とりわけロジャースとその関係者を中心に

発展し開発された来談者中心療法を基礎とするもので、ロジャース自身はその後、パーソン

センタードアプローチという概念を提唱する。とりわけ、後者は、このような影響を強く受

けている。

ただし、実践現場の理念として、子ども（児童）中心主義を掲げているところがないわけ

ではない。筆者が知る範囲では、明治期の社会福祉事業家である石井十次が、岡山孤児院に

おける主婦(現在の保育士に相当する）の基本的姿勢として、「主婦の四角」（この図は、職員

採用の際に示されたものとされており、「四角」は「資格」の掛詞と考えられる）という図を

残しているが、四角形のコーナーには、右上角から右回りに、児童中心主義、共炊共食主義、

早眠早起、不変不動主義という文言が記載されている（児|嶋2006:8)。正確な時期は不明

であるが、関連資料からすると、1910年前後と考えられる。

社会福祉分野において、「子ども中心主義」に近い概念で、最もよく用いられるのは、人間

観としての「生活者主体｣、援助観としての「利用者本位」である。また、障がい者福祉分野

の運動で使われていた「ビーフ･ルファースト」を子ども領域に導入し、民主党政権時代に策

定された子ども・子育てビジョン(2010)では、「チルドレンファースト」が社会像の一つと

して示されたが、政権交代でこちらはあまり使われていない。

本稿では、「生活者（子ども）主体」や「利用者（子ども）本位」を「子ども中心主義」に近い

概念として位置付け、これと子どもの人権・権利保障との関係を、歴史的視点を踏まえつつ

検討する

(やまがた・ふみはる関西大学）
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2．子ども家庭福祉における子ども観の変遷

1)20世紀冒頭までの欧米の子ども観

古代を代表する子ども観としては「大人の所有物｣、中世を代表する子ども観としては「小

さな大人」ということが言われるが、このような時代には、人格の主体としての子どもとい

う考え方は乏しく、社会的存在としての子どもは存在していないに等しかった。

子どもが社会的存在として認められてくるのは、政策主体としての国家が成立して以降で

ある。これは、国家が、社会構成員の一員として、子どもをどのように位置づけるかという

ことでもある。このような状況は、資本主義社会の形成期に典型的に表れる。

たとえば、世界で最初の社会福祉・社会保障の体系的法律であると言われるエリザベス救

貧法（1601）では、救貧の対象を、有能貧民、無能貧民、子どもの3つとしており、子ども

が一般の貧困者とは別の枠組みの中で保護の対象となった。

昨今話題の子ども虐待についても、このような流れの一環として考えることができる。英

国の取り組みとしては、1883年に児童虐待防止協会が、1889年には児童虐待防止法が制定

されている。ちなみに、児童虐待防止法は、半世紀以上前の1835年に制定されていた動物

虐待防止法で子ども虐待への対応を図ることの限界のなかから法定化されたという。

資本主義社会の形成が進むにつれ、過酷な労働から子どもたちを守るという視点も形成さ

れていった。これを典型的に示すのが工場法（1833）である。虐待防止法や工場法は、何ら

かの困難から保護される子どもという存在の確認ということができる。

これとはやや視点を異にする、子どもを人格の主体としてとらえるという考え方は、ルソ

ーの『エミール』が端緒であると言われている。たとえば､「子どもは獣であっても成人した

人間であってもならない」(Rousseau.J.J、今野訳1962:146)「子どもの時期を子どものうち

に成熟させるがいい」(Rousseau.J.J、今野訳1962:173)、などの記述があるが、これらは

大人とは異なる存在としての子どもという見方を示すものであり、「子どもの発見」としてそ

の後広く知られることになった(1)。

ルソーは、子どもがその時々に必要な発達課題をクリアしながら成長発達することを強調

したが、それを促すのが家庭教育を中心とした教育である。すなわち、子どもを、教育を受

けることで成長する存在としてみたということである。これは、20世紀の幕開け宣言とな

った、ケイの『児童の世紀』へと引き継がれる。ケイもまた、家庭教育、とりわけ母親によ

る教育を重視した(2)。その教育思想の一つはルソーに共通する。たとえば､「子供の教育に成

功するための第1の條件は、自ら子供の如くなるということである」(KeyE、原田訳1952:

77）という視点である。また、ケイは、子どもの権利という視点も明確にしている。同書の

第1章は「子供のその親を選ぶ権利」であるし、書名の由来となった「児童の世紀」は、戯曲

『獅子の子』において、老人が青年に対して語った言葉､「この継ぎの20世紀は子供の世紀に

なるだろう。丁度この19世紀が女どもの世紀であったようにな。そして子供は子供の権利

をしっかり握るようになり、道徳が完全なものとなるだろう」(KeyE、原田訳1952:42)｡

以上のように、20世紀冒頭までの間において形成された子ども家庭福祉の子ども観は、

①救貧法に代表される生存権あるいは生理的ニーズに近いレベルでの保護の必要な存在、②
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工場法に代表される過酷な労働から保護される存在、③ルソーやケイに代表される子ども期

の確認および教育を通じて成長する存在、ということである。換言すれば、貧困（日常生活

保障)、労働搾取からの保護､（家庭）教育の重要性をベースにした人権観の芽生えというこ

とができる。

2）明治期から第2次世界大戦に至るまでの日本の子ども観

日本においても状況は類似している。日本では、新たな国家作りには教育制度が重要であ

るという認識のもと、まずは、教育制度の整備が進んだ。その端緒が、学制（1872）である。

ちなみに、学制では、学校は、大学、中学校､小学校の3種類があること（第20章)、このうち、

小学校は、尋常小学校、女児小学校、村落小学、貧人小学、小学私塾、幼稚小学の6類型が

あることが規定されている（第21章)。現在の幼稚園にあたる幼稚小学や、有資格者による

家塾である小学私塾も、小学校と位置づけられている。

一方で、家庭教育の重要性も指摘されている。西洋の事情を見聞し、慶応大学を作った

福沢諭吉は、「故に一家は習|賞の学校なり、父母は習慣の教師なり。而して此習慣の学校は、

教授の学校よりも更に有効にして、実効を奏すること極て切実なるものなり」という言葉を

残している（福沢1878／1959：399)。また、非行問題の背景に、家庭教育が十分機能して

いなかったことを意識し、家庭環境のなかで非行少年等の対応を図る取り組みもみられた。

池上雪枝が大阪に開設した感化院（1883)、留岡幸助が東京に設置した家庭学校（1899）は、

その後、感化法(1900)へとつながった。

これに続くのが生活の保障である。その端緒は、1871年の「棄児養育米給与方」(棄児の

年齢は当初は数え15歳迄であったが、1873年に13歳以下となった）や「三子出産の貧困者

へ養育料給与方｣(1873）にみることができるが、救貧法のような体系となるのは、伽救規則

(1874）である。ここでは13歳以下を子どもと位置づけている。改正された救護法（1929)で

も、これは受け継がれている。

工場労働は、明治初期はほとんど存在しておらず、整備が最も遅くなっている。工場法が

制定されたのは、1911(明治44)年と、明治のほぼ最終年であった。

子ども虐待についても、すでに明治期に視野に入れていたものがいたようである。大町桂

月の『社会訓』という書籍の綴じ込みの近刊広告に、尾池義雄の『人道論』という書籍の紹介

がある（大町1903:80-81の間)。この広告の文言に、「10章の冒頭に曰く、『動物虐待防止会』

ありて人間虐待防止会なし何等傾倒の社会ぞや」とある。これは、出版前年の1902年に動物

虐待防止会(現、非営利一般社団法人日本動物虐待防止協会）が創設されていたことと関連

していると考えられる'31･

日本における子ども虐待に関する法律は、児童虐待防止法（1933）を待つことになる。こ

れは、児童福祉法の制定に合わせ、吸収されていく。今日、一般に児童虐待防止法と呼ばれ

ているものは、2000年に議員立法で成立した、児童虐待の防止等に関する法律の略称であり、

1933年のものとは直接的な関係はない。
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3)人権・権利の主体としての子ども観の確立

20世紀は、繰り返す世界戦争の時代であった。一方でこれは、その反省として人権や権

利を重視する時代でもあった。たとえば､第1次世界大戦のあとには､ジュネーブ宣言（1924）

があり、第2次世界大戦の後には、国連憲章（1945)、世界人権宣言（1948）と、相次いで人

権擁護の姿勢が打ち出された。世界人権宣言は、決して子どもを排除するものではなく、「何

人も」という表現で人類全般に通ずる人権を宣言しているが、子どもの固有性はそこからは

伝わってこない。この宣言の中で「子ども」という言葉が出る条文は、生活の保障（第25条

第2項）と教育(第26条第1項）であり、子どもに特徴的なものとして、20世紀冒頭までに

確認されていた3つの人権・権利のうちの、労働からの保護を除く2つが想定されているこ

とがわかる。

さらに国連では、子ども固有の人権宣言をということで、児童権利宣言（1959)が採択さ

れる。これは、ジュネーブ宣言を基礎にして、新たな原則を追加したものである。ただし、

これはせいぜい救済型から保護型への転換であって、社会福祉の展開からすると、必ずしも

画期的といえるほどのものではない。その理由の一つは、子どもへの関心の背景を「未熟さ」

に対する保護に求めていることによると考えられる。

社会的弱者に対する保護的な人権観から、人間としての包括的人権保障への転換をはかる

動きは、1960年代から活発になる。その集大成が、経済的・社会的及び文化的権利に関す

る国際規約(通称、社会権規約)、市民的及び政治的権利に関する国際規約（通称、自由権

規約)、市民的及び政治的権利に関する国際条約についての選択議定書から構成される国際

人権規約（1966)である。

この規約は、年齢を規定するものではなく、すべての人間に共通の人権を規定するもので

あるが、世界人権宣言の後に児童権利宣言があったように、ここでも子どもに関する権利は

必ずしも十分に組み込まれているわけではない。このことは、自由権規約第24条「すべての

児童は、……未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であって家族、社会及び国に

よる措置についての権利を有する」にみられるように、「未成年者」としての子どもという見

方、すなわち完成者、成熟者としての成年に達していない存在という見方に典型的である。

国際人権規約は、その社会的拘束力からして大きな前進であるが、子ども固有の権利の具体

的内容は必ずしも明らかにされておらず、かつそこには、家族、社会、国が子どもにとって

善なる存在であるという前提があった。

4)児菫の権利に関する条約にみる子ども観

国際人権規約と関連させながら、子ども固有の人権・権利を保障しようとする取り組みが、

児童権利宣言の条約化である（1989)。

網野武博は、子どもの権利に、受動的権利と能動的権利があることを踏まえ、児童の権利

に関する条約（以下、条約）の特徴を、従来より意識されていた受動的権利に加え、能動的

権利を積極的に位置づけたことにあるとしている（網野2002:72-75)。日本ユニセフ協会で

は、この条約で規定された子どもの権利は、生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加す

る権利の4つにあるとしている（日本ユニセフ協会2015)。網野の整理にこれを重ね合わせ
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ると、前二者は受動的権利に近いものであり、後二者は能動的権利に近いものということが

できる。

この条約に関しては、子どもの権利委員会に対して5年ごとに国内状況の報告が求めら

れ、それに対する所見が表明される。第3回総括所見が2010年に行われ、2015年度は定期

所見年次にあたる。武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約選択議定

=(2004年批准）および児童の売買等に関する児童の権利に関する条約選択議定書(2005年

批准）についても、5年ごとの報告が求められており、国ではそれぞれについて準備が進め

られている。

3．子どもの人権・権利に基づく子ども観

1）人権と権利

人権や権利という言葉を積極的に用いて、子ども観が語られるようになるのは、20世紀

に入ってからである。これは、極めて重要な概念であり、このような立場での子ども観を理

解するためには、両者の原理的意味を理解しておく必要がある。

人権思想は中世社会において発展したといわれるが、これは王室の権利（王権）に対する

市民の権利（人権）の保護であった（中川1992：57)。近世に入り、多くの人権宣言、権利章

典が出されるが、広く市民あるいは人民の権利をうたっているとはいうものの、国家を含む

支配階級という強者に対する、非支配階級の抵抗できる範囲を示すものであるという見方も

できる。すなわち、人権思想は「マイノリテイ」の立場の確保を目的として、人道主義的な

るものが「マジョリティ」から獲得した譲歩ということができる。ここに「社会的弱者」の保

護救済を旨としてきた社会福祉との結び付きが生じることになる。

ところが、わが国においては、明治期、西欧的な人権思想がないままに、権利(right)と

いう言葉が普及した。人権という考え方は、前段に示すように、中世以降の西洋社会が育

んできた思想である、王に代表される大きな力に対する市民の抵抗力としての権利をさすも

のである。秋山智久は、「権利と人権の相違は結論的にいえば、権利は法律によって守られ、

人権は憲法によって守られるということである。そしてその人権も固定的なものではなく、

発展するものである」としている（秋山2000:111)。法律学の辞典においては､権利とは「相

手方（他人）に対して，ある作為・不作為を求めることのできる権能｣、人権とは「人間であ

る以上、当然にもっている権利」と定義している（金子他2000)｡

日本の歴史を振り返ると、「力」としての意味をもつ「権」と、抵抗力としての「人権」とが、

まずは、権利という用語で普及し、同じ"right''に対する訳語として定着したために、その

後混乱した使用がなされることになった。柳父によれば、人権という言葉は、憲法制定過程

で、GHQの担当者が使った"fundamentalhumanrights"の訳語として、戦後定着した言葉

であるという（柳父1993:149-172)。これにしたがい、法律等では、GGright"を権利、"human

rights"を人権と対応させることが多い。

筆者の限られた理解の範囲でいうならば、少なくとも子ども家庭福祉の現場のみならず、

専門的文献においても、両者は明確に使い分けられているようには思えない。かく言う筆者
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もしかりである。とりわけ、条約成立前後以降の議論では、このような傾向が顕著であり、

人権とほぼ同じ意味で権利という言葉が使用されることも少なくない。なぜ、このような事

態が加速してしまったのか。それは、"right''=権利、"humanrights"=人権という対応関係

にこだわったことにあると考えられる。

表lは、国連の人権関係の条約・規約の、英文和文対応表である。これをみれば明らかな

ように､rightが独立して使われている場合､すべて権利と訳されている。一方､"International

CovenantonEconomic,Social,andCulturalRight''、および4GInternationalCovenantonCivil

andPoliticalRight"、の上位概念である"InternationalCovenantsonHumanRights"(United

Nations2015)については、外務省のホームページでは英語表記は見られないが、該当箇

所の日本文は、「国際人権規約」という表記になっている。ここでも、"right"=権利､"human

right3=人権という対応関係は明確である。

表1人権関係条約・規約の日本語訳

ConventionontheRightsoftheChild:児童の権利に関する条約

IntemationalCovenamonEconomic,Social,andCulluralRight:経済的、社会的及び文化的

権利に関する国際規約

IntemationalCovenantonCivilandPoliticalRight:市民的及び政治的権利に関する国際規約

資料:外務省HP(2015.3.12閲覧)(ht(p://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/)

このような観点で、条約と原文の英語との関係をみると、英語表記は"theRightsofthe

Child"で、lGright"が独立して使用されているため、「児童の権利」とされている。しかし、構

文上は、"child"がそのまま"right"にかかっており、"children'sright"と理解しても問題はな

い。現に、ユニセフ等を含め、国内外の団体が､"children'sright"や「チルドレンズライト」

という表記を用いている。これに、"humanrights''を合わせて考えると、66child''という時期

にある"human"の"right"と読むことができる。すなわち、「子ども期の人権」ということで

ある。以上のように、子どもの権利とは、「力」としての「権」ではなく、子どもが本来もっ

ているものを正当に保障される、あるいは自らそれを行使する「権利」である。換言すると、

条約は、児童の人権に関する条約として理解すべきものであり、義務や責任の遂行という問

題とは切り離して考えるべきものである。

条約批准以降、川崎市子どもの権利に関する条例を皮切りに、子どもの人権・権利に関す

る条例が多くの自治体で制定された。表2は、このうち、都道府県のみを整理したものであ

る。なお、整理に際しては、いじめや虐待など、課題を限定したものは除外している。

表にみられるように、人権という単語を使用しているものは全くない。また、内容には、

子どもの人権・権利を含めながらも、条例名にそれが反映しているのは、埼玉県のみである

筆者自身もある自治体の条例策定に関与したが、議会等で、「子どもに権利を認めるのはい

かがなものか｣、「義務も果たすことができない子どもに権利を認める必要はない」などの声

があり、最終的には条例名から「権利」をはずしたという経験がある。このことは、児童の

権利に関する条約が｢子どもの人権」を意味するものであること、ほとんどの条約は、憲法

を除く国内法に優先するという原則が社会的には十分認識されていないことを示している。
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表2都道府県における子どもの人権・権利に関する条例

自治体名

埼玉県

高知県

北海道

富山県

滋賀県

大阪府

石川県

長崎県

三重県

徳島県

長野県

岩手県

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

定
屹
“
叫
叱
ｍ
ｍ
Ｗ
肥
Ⅲ
旧
哩
巧

洲
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

名称

埼玉県子どもの権利擁護委員会条例

高知県こども条例（現在は、高知県子ども条例）

北海道子どもの未来づくりのための少子化対策推進条例

とやまの未来をつくる子育て支援その他の少子化対策の推進に関する条例

滋賀県子ども条例

大阪府子ども条例

いしかわ子ども総合条例

長崎県子育て条例

三重県子ども条例

徳島県子どものはく．くみ条例

長野県の未来を担う子どもの支援に関する条例

いわての子どもを健やかに育む条例

2)子どもの最善の利益

条約に基づく、人権視点での子ども観では、子どもの最善の利益という考え方が重要と

なる。この考え方は、セーブ．ザ・チルドレン基金連合（国際児童救済基金連合)が提案し

た、世界児童憲章草案(1922）にみることができる。これが､表3のように、ジュネーブ宣言、

児童権利宣言、児童の権利に関する条約へと継承される。

条約では、最善の利益は、「保障すべきもの」という強い表現ではなく、「主として考慮され

るもの」(第3条:shallbeaprimaryconsideration)というやや弱い表現となっている。これ

は、画一的、統一的な規制ではなく、批准国のそれぞれの事情を考慮し、それぞれが積極的

に取り組むことを想定したものである。ちなみに、ポーランドが原案を提案したときには、

これが､「最大限考慮すべきもの(paramountconsideration)」と、もっと強い表現であった。

条約の条文では、第3条以外に、｢最善の利益」という表現は7か所で登場する。特徴的な

表現としては、この他、保護者の養育責任に関して「これらの者の基本的な関心事項となる」

(第18条)、養子縁組に際して「児童の最善の利益について最大の考慮が払われること」(第

21条）などがみられる。

周知のように、日本の対応は、当初、国内法には抵触しないというものであったが、3回

にわたる子どもの権利委員会の指摘で、制度等の改善を強く求められることとなった（山縣

20012011)。最善の利益については、第3回の勧告(2010)で、表4に示すように、児童福

祉法自体の課題が指摘されている。

表3子どもの権利に関する宣言等と最善の利益

すべての国の男女は、人類が児童に対して最善のものを与えるべき義務

を負うことを認め、……かつ自己の義務として受諾する。

ジュネーブ宣言

(国際連盟:1924)

人類は児童に対し、最善のものを与える義務を負うものであるので、

……立法その他の措置によってこれらの権利を守るよう努力することを

要請する。

児童権利宣言

(国際連合:1959)

児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社

会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われる

ものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。

児童の権利に関する条約

(国際連合:1989)
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表4子どもの権利委員会最終見解（外務省仮訳）

37．児童福祉法のもと、児童の最善の利益が考慮されているとの締約国による情報を認めつつ、

委員会は、1974年に可決された同法が最善の利益の優先を十分に考慮していないことに懸念

をもって留意する。特に、この権利が、難民や不法移民の児童を含む全ての児童の最善の利益

を強制力をもって組み込む過程を通じて、全ての法律に正式かつ組織的に取り入れられていな

いことを懸念する。

38．委員会は、締約国に、全ての法的規定及び児童に影響を与える司法・行政における決定・プ

ロジェクト・計画・サービスにおいて、児童の最善の利益の理念が実現され、監視されること

が確保されるよう、努力を継続・強化することを勧告する。

資料:外務省HP(2015.3.19閲覚)(htlp://www.mofa・go.jp/mofal/gaikoljido/pdfs/1006_kjO3_kenkai.pdf)

3）ウエルフェアからウエルビーイングヘの転換

条約が、大人と同様に、子どもも包括的な人権・権利の主体と位置づけたことにより、子

ども家庭福祉論が内包していた保護的福祉観の転換をも求めることとなった。これは、子ど

もを中心にした福祉論を明確にしたと評価できる。

一方、日本が条約に批准した1994年は、奇しくも、「家族からはじまる小さなデモクラシ

ー」をスローガンとして展開された､国際家族年にあたる年でもあった。その宣言文では「家

族は社会の基本単位」であり，「家族にできるかぎり広範な保護と援助が与えられるべきであ

る」とされ、家族を単位とする福祉の重要性が強調された。

本稿でも用いている「子ども家庭福祉」という用語は、保護的福祉観を支援的福祉観に転

換することを意図して、一部関係者が積極的に提案したものである。日本子ども家庭福祉学

会(2000年に設立）の初代会長を務めた高橋重宏は、「子ども家庭福祉」と冠した初のテキス

トを編集しているが､「子ども家庭福祉」とした理由を、「大きな理由の一つは子どもの権利条

約を基調に、子どもの権利擁護、子どもと親のウエルビーイング（人権の尊重・自己実現）

の促進という考え方を重視したから」(高橋編1998：4）としている。

4．子ども家庭福祉における課題

1）子どもと保護者(家庭)との関係

条約の制定によって、子どもは一つの社会的人格として明確に位置づけられた。これは、

子ども家庭福祉関係者の間では所与のことであり、これ自体を否定するものはほとんどいな

い。これが、本稿のテーマである「子ども中心（主義)」という考え方にもつながっている。

一方で、多くの子どもは保護者(家庭）4)のもとで生活しており、子どもは家庭を通じて

社会とつながっている。後述するが、とりわけ社会制度の利用においては、子どもは契約者

となることが制限されており、契約上の利用者は子どもではなく保護者である。

世界には、国親思想(parenspatriae)という考え方があり、国によるパターナリズムが機

能している国もあるが、日本では少年法を除きこのような思想はほぼ､ない。また、親権につ

いても、「権」ではなく、「責任」という意味合いで認識されていたり、もう少し制約したりし

ている国も少なくない。

表5は、主な法律などにおける子どもと保護者の関係の規定である。この表をみると、民

法以外は「責任」と表記していること、もう一つは、条約を含め、児童福祉法以外は、子ど
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もの養育・育成の第一義的責任を保護者に課しているということである。民法の親権も内容

はこれに近いと考えてよい。

表5主な法律などにおける子どもと保護者の関係の規定

【民法第818条】成年に達しない子は、父母の親権に服する。

【児童福祉法第2条】国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに

育成する責任を負う。

【次世代育成支援対策推進法第3条】次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについ

ての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義

についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなけ

ればならない。

【児童の権利に関する条約第18条第I項】締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の

責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合に

より法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利

益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。

子どもの「養育・育成・教育・子育て」の第一義的責任を保護者に置くという考え方は、

近年顕著で、少子化対策基本法(2003:第2条)、次世代育成支援対策推進法(2003:第3

条)、いじめ防止対策推進法(2013：第9条）は、制定時からこのような規定を設けている。

また、教育基本法(2006改正：第10条新設)、児童虐待の防止等に関する法律(2008改正：

第4条第6項)、児童手当法(2012改正：第1条）は、改正時において、保護者の第一義的

責任に関する規定を新たに設けている。

2)社会福祉分野における利用者本位の考え方

世界的な福祉の流れに呼応しつつ、日本の社会福祉界全体でも、子ども家庭福祉分野にお

ける福祉観の変化と同様の変化が起こっていた。選別的福祉観(selectivism)から普遍的福

祉観(universalism)への変化である。

福祉国家を3つの類型5)に分け比較したエスピンーアンデルセンは、日本は、生活保護

制度は選別主義的色合いを濃く残しつつも、社会保険については普遍主義化しており、自由

主義レジームと保守主義レジーム双方の主要要素を均等に組み合わせているが、いまだ発展

途上であり、独自のレジームを形成するかどうかについては結論を留保している（岡沢他訳

2001:v,xiv)。留保とはいうものの、普遍主義施策への転換の兆しは少なくともみられると

考えて良い。

このような転換は、1990年年代に入って顕著となる。その端緒は、社会福祉関係8法の

改正にみることができる。1990年代後半からは、「社会福祉基礎構造改革」と一般に称せられ

る改革がすすめられた。この改革は現在でも、「社会保|潭と税の一体改革」の名の下、社会保

障全体の改革として、継続的に進められている。

社会福祉基礎構造改革のポイントは、①中央集権から地方分権へ、②財源構造の変化(一

般財源化・保険方式)、③供給者本位の制度から利用者本位の制度への転換、にある。②お
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よび③は、普遍主義への入り口を示すものであり、供給者本位の制度から利用者本位の制度

への転換はその具体的方向を示すものである。

利用者本位の制度には、利用者の意思を尊重した制度への転換と、利用者の人権を侵害し

ない制度の実現という2つの内容がある。人権の側面との関係でいうと、利用者の意思を尊

重した制度は能動的権利に軸足をおいた制度ということができる。具体的には、措置制度

中心であった社会福祉サービスの利用が、介護保険制度や障害者自立支援制度(現、障害者

総合支援制度）のような事業者と利用者との直接契約制度に変化していった。実践場面でも、

利用者の声を尊重したり、利用者によるサービス評価を受けたりする取り組みが進みつつあ

る。

利用者の人権を侵害しない制度とは、受動的権利に軸足をおいた制度ということができる。

これについては、苦情解決制度の導入、福祉サービス利用者への虐待等人権侵害に対する取

り組み強化、サービスの質の改善、サービスの透明化、などの取り組みが進んでいる。

3)利用者本位の制度と子ども家庭福祉

前項に示したように、利用者本位の制度の一つの側面が、利用者を核とした契約制度であ

る。社会福祉の基本的な考え方としてこれを否定するものではないが、子ども家庭福祉分野

では、ことは単純でない。民法第5条第1項では、未成年者の法律行為について「未成年者

が法律行為をするにはその法定代理人の同意を得なければならない。ただし単に権利を得、

又は義務を免れる法律行為については、この限りではない」と規定している。すなわち、未

成年者は法定代理人(保護者や未成年後見人）の同意がなければ契約ができないということ

である。これは、契約は事実上、保護者と相手方とが結ぶということを意味している。未成

年者は、携帯電話の契約において、たとえ就労していても保護者名でしか本契約を結ぶこと

ができないというのは代表的例である。すなわち、契約上の利用者は、子ども本人ではなく、

保護者であるということである。

近年では、子ども家庭福祉分野においても、契約という概念がより重視されるようになっ

ている。エンゲージメントなど、ソーシャルワーク的な意味合いでの契約はソーシャルワー

カーと子ども自身の問で結ぶことは可能であるが、法的な意味合いでの契約は、前段に示す

ように、ソーシャルワーカー（ソーシャルワーク機関）と子ども自身では結ぶことはできず、

あくまでも保護者と結ぶことになる。したがって、保護者の適切な判断が重要となるが、虐

待など、社会的にみて不適切と考えられる状況でさえ、親権に制限を加えることには困難を

伴う。前段で示した未成年後見人の選任も、成年後見人の選任ほど容易ではない。

2011年の民法改正で、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利

を有し、義務を負う」(第818条）と、監護教育権については、「子の利益のため」という文言

が挿入された。しかしながら、「子の利益」の内容が様々に解釈可能であること、また、親権

の効力の制限がきわめて限定的であるために、保護者の意向のウエートは事実上高いという

状況に変わりはない。加えて、子どもの養育の第一義的責任を保護者に課するという傾向が

これに拍車をかけている。

以上のように、日常的な支援においては子どもを中心にすることができても、契約行為に
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おいては、保護者との関係を調整しなければこれが実現できない。ここに、子ども家庭福祉

分野の理論や実践の苦悩が生じる。すなわち、子どもを中心にする場合に、保護者の意向を

どう位置づけるのかということである。

これまで示してきたように、人権・権利の視点からも、ソーシャルワークの視点からも、

子どもは独立した固有の人格の主体としてみなされるべきことは自明である。岡村重夫は、

家族も社会制度であり、個人にとって客体的な存在であると位置づけた（岡村1988:85)。家

族が社会制度であり、主体である個人の社会関係を円滑に営む上で、社会福祉の対象となる

機能障がいを発生させる可能性があることは疑いない。一方、それが機能している場合、個

人の主体的側面にたって問題を解決する資源ともなる。いわゆる家族の福祉的機能と呼ばれ

るものである。岡村自身も、家族の主体的社会関係という表現を用いている。すなわち、家

族を主体としてとらえ、家族機能と他の社会制度との社会関係の構築に、家族の主体的側面

にたって社会福祉が機能するということを示している。

社会生活次元で個人と家族との関係をとらえると、個人を主体としてとらえ、家族を客体

としてとらえる社会関係と、一員として個人が所属する家族を主体としてとらえ、他の社会

制度を客体としてとらえる社会関係との、2つの意味合いがあるということである。すなわ

ち、家族は客体であるだけでなく、主体となる場合があるということ、言い換えれば､家族は、

個人との関係において、客体であるだけでなく、統合された主体にもなる可能性があるとい

うことである。このことが、子ども家庭福祉分野における「子ども中心」の困難性を生じさ

せている。「子ども中心」と「家族（保護者）中心」が時として相容れなく、「子ども中心」の名

のもとに、「家族(保護者）中心」の施策や実践がおこなわれる可能性があるということであ

る。

5．おわりに

本稿は、子ども家庭福祉分野における「子ども中心（主義)」と福祉的支援の関係について、

検討したものである。社会福祉界全体の動きである利用者本位の考え方が、子ども家庭福祉

分野においても浸透してきている。しかしながら、親権や契約行為の制限、加えて、養育に

関する保護者の第一義的責任を強調する傾向のなかで、理念としての「子ども中心(主義)」

が、実践としての「子ども中心（主義)」を一部阻害しているというのが子ども家庭福祉分野

のおかれている状況である。

虐待などの状況では、子どもと家族の意思を調整するのは困難な場合も多いが、専門職の

適切なパターナリズムと、それを第三者視点でチェックする児童福祉審議会という構図のな

かで、これを克服しなければ、子どもの最善の利益を確保することは困難である。

>王

(1) ｢児童の発見｣という川語は、一般には子ども期の発見の意味で使われることが多いが､ルソーの意

味するところは、むしろ｢子どもを子どもとしてありのままに見、子どもの自然力(じれんりょく）

に添って関わること」の重要性にあったと考えられる。
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(2)19世紀末から20世紀冒頭に世界的に広まった新教育運動の多くは、子ども発あるいは子ども中心

の教育をうたった｡デューイやモンテッソーリなど、多くの研究者が日本に紹介されているが、子

ども家庭福祉分野では､ケイ以外はあまり紹介されていない。これは、ひとえに、書名と家庭教育

の強調によるものと考えられる。

(3)尾池義雄の『人道論』は、1903年11月9日発行も、翌10日には発売頒布禁止の処分を受けており、

現物を入手することができない。OPACやCiNiiを通じてもヒットしないため、現状では、広告以

上の内容を確認することはできない。処分は、社会主義思想によるものであるという（日本社会運

動史年表2015)。

(4)本稿では、親権をおこなうもの、あるいは親を、原則として｢保護者｣と表記する。多くの子どもに

とって、この3つは同じ人物あるいは夫婦であるが、これが一致しないものも一部にはある。

(5)3類型とは、自由主義レジーム、社会民主主義レジーム、保守主義レジーム。自由主義レジーム諸

国では、家族を尊重しつつも、個人主義的傾向が強い。社会民主主義レジーム諸国では、個人を社

会の基本単位としている。保守主義レジーム諸国では、個人を尊重しつつも、家族を社会の基本単

位としている。社会保障給付の性格の違いをみると、自由主義レジーム諸国は、困窮層など特定の

対象にターゲットを絞った｢選別主義｣。社会民主主義レジーム諸国は、誰にも平等に行われる｢普

遍主義｣。保守主義レジーム諸国は、社会保険は普遍主義であるが、公的扶助は選別主義。
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