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資料２ 

一時保護制度の在り方をめぐる議論の状況 

 

 

１ 総論：現行制度が抱える問題点                       

 ① 「一時保護もまた権利制約である」という視点が不足している         

現行の一時保護制度は、「当局の専門的裁量に基づいてこどもを危険の発生源 

から隔離し、身の安全を確保する」という点のみに主眼を置いており、一時保護 

に伴う不利益の評価・手当てや客観性の担保といった視点が不足している。 

◆保護者が反対しても、最初の２か月間＋家庭裁判所の審判が確定するまでの 

間、児童相談所長等の決定のみで一時保護できる（児童福祉法 33条）。 

◆一時保護中の通学その他の外出や、保護者・親族・学校関係者その他との面 

会・交流については、明確なルールが設定されておらず、児童相談所長等の 

「広汎な裁量権」に委ねられている。 

⇒「身の安全」を突き詰め過ぎると、「こどもを施設内に隔離し、誰とも会わさ 

 なければよい」「少しでもリスクがある以上、外出させるべきではない」とい 

った発想に陥ってしまい、こどもの成長や家族の再統合の阻害に繋がる。 

 

 ② こどもの権利条約の基本理念との乖離を解消する必要がある          

こどもの権利条約（児童の権利に関する条約）の基本的な考え方 

◆こどもは、できる限りその父母を知り、かつその父母によって養育される権 

利を有しており（7条 1項）、その父母の意思に反してその父母から分離され 

るためには、司法の審査を要する（9条 1項）。 

◆父母と分離されたこどもは、その最善の利益に反する場合を除いて、定期的 

に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を有する（同 

条 3項）。 

◆こどもが保護等を目的として収容された際は、その処遇及びその収容に関連 

する他のすべての状況に関する定期的な審査を要する（同 25条）。 

  ⇒条約は、父母からの分離がこどもに与える不利益についても明確に意識し、当 

局による保護に際して「司法の審査」「定期的な審査」を要求している。 

児童福祉法に基づく保護は、本来、このような条約の精神にのっとって行われ 

なければならない（児童福祉法１条）。 

 

 ③ 国の動き                                 

   平成 29年 6月 14日成立「児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一 

部を改正する法律」（平成 29年法律第 69号）附則 4条 及び 令和元年 6月 19日 
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成立「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法 

律」（令和元年法律第 46号）附則 7条 2項では、令和 2年度を目途に、児童相 

談所の体制や一時保護のあり方等について改めて検討することとされていた。 

これを受けて、国においても、令和 2年 9月 15日より「児童相談所における 

一時保護の手続等の在り方に関する検討会」（厚生労働省子ども家庭局長 主催） 

が開催され、制度の見直しに向けた動きが始まっている。 

 

 

２ 通学機会の確保                              

 ① こどもの権利条約の規定                          

   こどもの権利条約は、締約国に対して、こどもの定期的な登校及び中途退学率 

の減少を奨励するための措置をとることを求めており（28条 1項(e)）、一時保護 

中のこどもについても例外ではない（そもそも、同条約は、わが国が現在行って 

いるような長期の一時保護を積極的に許容しているわけではない）。 

   また、国連こどもの権利委員会が 2019年 3月 5日に示した「日本の第４回・ 

第５回統合定期報告書に関する総括所見」は、わが国に対して、「児童相談所に 

おけるこどもの一時保護の実務慣行を廃止すること」を促しており（29(c)）、こ 

れには、こどもが通学できない状態で長期に一時保護され得るという問題も当然 

含まれるものと考えられる。 

 

  ② 衆参両院の附帯決議                            

   令和元年 6月 19日に成立した「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福 

祉法等の一部を改正する法律」（令和元年法律第 46号）に伴う衆参両院の附帯決 

議においても、「一時保護中においても、従前の学校に通学できるようにするな 

ど、子どもの生活環境に配慮した一時保護所の環境改善に努めること」が求めら 

れている（衆 9、参 10）。 

 

  ③ 社会保障審議会児童部会・専門委員会の報告（提言）                            

   社会保障審議会児童部会・新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会 

の平成 28年 3月 10日付報告（提言）においても、「一時保護期間中に子どもが 

学校教育を受けられていないというのは大きな問題」とされ（15頁：７ ２） 

（７）（エ））、学習権の保障のため、通学時の送迎を保障することや、子どもの 

学校生活の連続性を保障するため、原籍校への通学の可能性をまず検討すること、 

一時保護所等への第三者機関による評価の仕組みを構築すべきであること等が 

指摘されている（16頁：同上）。 

⇒まずは一時保護所から元の学校に通学できる環境を早急に整える必要がある。 
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３ 面会制限のあり方                             

 ① こどもの権利条約の規定                          

   こどもの権利条約 8条 3項は、当局によって父母から分離されたこどもであっ 

ても、定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を有 

し、こどもの最善の利益に反する場合のみ、例外的に面会・接触を制限されると 

している。 

 また、同条約は、こどもが、自身に影響を及ぼすすべての事項について自由に 

自己の意見を表明する権利を有すること、及び、こどもの意見はその年齢及び成 

熟度に従って相応に考慮されるものであることを確認しており（12条 1項）、こ 

の趣旨は当然面会制限についても及ぶ。 

   一方、わが国では、たとえこども自身が望んだ場合でも、一時保護中に自由に 

両親等と面会できるような体制は取られておらず、原則と例外が逆転してしまっ 

ている。 

このような現状を踏まえて、国連こどもの権利委員会の前掲総括所見は、「自 

  己に関わるあらゆる事柄について自由に意見を表明するこどもの権利が尊重さ 

  れていないこと」（21）や、「施設に措置されたこどもが生物学的親との接触を維 

持する権利を剥奪されていること」（28(e)）に対する深刻な懸念を表明している。 

 

  ② 衆参両院の附帯決議                            

   前掲衆参両院の附帯決議では、「子どもが意見を述べることを支援するための 

制度を構築し、子どもの最善の利益を確保するため、いわゆるアドボケイト制度 

の導入に向けた検討を早急に行うこと」（衆 23、参 25）が求められており、この 

趣旨は、当然、一時保護中の面会制限についても及ぶものと考えられる。 

 

  ③ 社会保障審議会児童部会・専門委員会の報告（提言）                            

   同報告では、前述のとおり「一時保護所等への第三者機関による評価の仕組み 

を構築するべきである」との指摘があるほか、「従来、児童相談所による行政処 

分として行われてきたこれら親権者や子どもの権利への制限行為は、結果として、 

児童相談所と保護者・親権者との間における対立構造を生み出し、その後の、安 

全な家庭への復帰を目標とした支援が進まない事例が多く経験されてきた」とも 

指摘されており（16頁：７ ２）（８））、一時保護等によって親子の関係が断たれ 

ることへの問題意識や、司法が一連の権利制限の必要性を判断することの重要性 

が強く意識されている。 

また、委員からは、面会通信制限等についても司法が関与する仕組みを作るべ 

きであるとの個別意見も提出されている（17頁：同上）。 
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４ 第三者チェックのあり方                          

 ① こどもの権利条約の規定                          

   前述のとおり、こどもの権利条約は、「司法の審査」を親子分離の条件として 

いるほか（9条 1項）、一時保護の処遇等に関して「定期的な審査」を要求してい 

る（同 25条）。 

 また、国連こどもの権利委員会は、前掲統括所見において、次の点について深 

刻な懸念を表明し（28）、迅速かつ義務的な司法審査の導入を求めている（29(a)）。 

◆家族から分離されるこどもが多数にのぼるとの報告があること、および、こ 

どもは裁判所の命令なくして家族から分離される可能性があり、かつ最高２ 

か月、児童相談所に措置されうること（28(a)） 

◆児童相談所に対し、生物学的親がこどもの分離に反対する場合またはこども 

の措置に関する生物学的親の決定がこどもの最善の利益に反する場合には家 

庭裁判所に申立てを行うべきである旨の明確な指示が与えられていないこと 

(28(f)) 

 

  ② 衆参両院の附帯決議                            

   前掲衆参両院の附帯決議では、裁判所や第三者機関の関与の仕方について、直 

接的には言及されていないものの、「児童相談所における援助方針会議の会議録 

には、後で検証ができるように、組織としての判断とその判断の理由を明確に記 

録するよう支援を行うこと」が求められており（衆 13、参 15）、事後的・客観的 

評価の重要性が強く意識されている。 

 

  ③ 社会保障審議会児童部会・専門委員会の報告（提言）                            

   上記専門委員会の報告では、次のような点から、第三者機関による評価の仕組 

みや司法の関与の強化が急務であると指摘されている。 

◆一時保護や措置に対して親は争う手段を持つが、子どもにとってその手段は 

ほとんどない状態であること（4頁：4） 

◆こどもを家庭や住み慣れた地域から分離し、家族との交流を制限する一連の 

行政処分は、親権者の権利を制限すると同時に、こどもの権利を制限する行 

為でもあること 

また、家族とともに生活したり、交流したりする権利は、こどもが生きてい 

く上で最も基本で自然な権利であり、かかる権利を制限することは重大な権 

利侵害に当たり得ること 

しかも強制性を含むものでもあるため、権利制限の判断を行政判断のみです 

ることは本来望ましくないこと（16頁：７ ２）（８）） 
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５ 他国の運用例                               

  ① 米国・カリフォルニア州                          

 ◆2015年の社会的養護改革指針により、（一時保護含め）シェルター全廃を目指す。 

 ◆当局は一時保護開始後 48開廷時間以内に少年裁判所に保護の申立てを行い、司 

法手続に移行する（その後の保護は全て裁判所の決定に基づいて行われる）。 

 ◆一時保護シェルターの入所期間は原則 10日以内（その間に帰宅 or里親調整）。 

10日を超えた場合、24時間以内に州社会福祉局に報告。 

その後は次の措置が決まるまで 1週間ごとに報告。 

  サンフランシスコ市では通常一時保護開始後 3～4時間以内に一時委託先を決定。 

 ◆多くのシェルターは学校を併設しているが、支障がなければ在籍校に送迎。 

 ◆10歳以上のこどもに対しては、原則、分離から 1時間以内に、最低でも 2回（親 

等に 1回、弁護士に 1回）電話をかける権利を告知しなければならない。 

 ◆親には一時保護開始後 5日以内に子と面会する権利がある。 

  危険があると考えられる場合は、専用の面会室でＳＷ立会いの下、面会実施。 

 

  ② 米国・フロリダ州                              

 ◆一時保護開始後 24時間以内に裁判所の保護審理が行われ、司法手続に移行。 

  こどもについては当初から訴訟後見人が選任される。 

 ◆保護審理後 21日以内に、本措置のための審理が申し立てられる。 

 ◆一時保護は、原則、里親家庭で行われ、保護所への入所は裁判所の判断による。 

 ◆通常の通学のほか、一時保護中にボーイスカウト・ガールスカウト、キャンプ、 

学校でのプロム（パーティ）に参加するケースもある。 

 ◆親子の面会交流は、子の最善の利益に適わないという「明白かつ確信のある証明」 

がないかぎり保障される。 

 

  ③ イングランド                                 

 ◆一時保護に類するものとして、72時間以内の警察保護と、裁判所の命令をもって 

行う緊急保護の 2種類がある。 

 ◆警察保護中でも、相当と認められる場合は、こどもと親等との面会を認めなけれ 

ばならない。 

 ◆緊急保護の必要性があると考えられるときは、児相・警察・保健サービスが緊急 

会議を開催し、親に警告して１日の猶予を与える（その間に申立ての準備）。 

１日経っても改善がない場合、家庭裁判所に緊急保護の申立てを行い、裁判所の 

命令をもって保護を行う。 

 ◆緊急保護は原則 8日、最大で＋7日まで延長可。 
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 ◆「ケア手続き」（里親への本委託等）の審理には半年ほどかかるが、その間の暫 

定措置（仮委託等）についても裁判所の暫定命令が必要とされる。 

 ◆全てのこどもについてチルドレンズ・ガーディアン（家庭裁判所のＳＷ）と弁護 

士が選任される。 

 ◆裁判所は、緊急保護中のこどもと親等との交流に関して指示を出すことができる。 

 ◆ケア手続きの審理中であっても、数か月間、親子一緒に保護し、真に分離が必要 

か見極めることができる。 

 ◆里親の種類が細かく分かれており、緊急保護に対応した類型や、短期間こどもを 

預かって家族との面会交流を支援する類型もある。 

 

  ④ フランス                                   

 ◆一時保護は虐待通報や県からの事案送致を受けた共和国検事の命令（一時入所命 

令）で行う。 

 ◆共和国検事は一時保護開始時から 8日以内に少年判事（児童裁判官）に事件送致 

し、少年判事による追認がなければ一時保護を継続できない（なお、少年判事も 

職権で一時保護を行うことができる）。 

 ◆少年判事は、一時保護開始時から 15日以内に親に対する審尋を行う。 

 ◆一時保護は最初の開始時から原則 6か月以内。最大＋6か月延長可能。 

 ◆児童養護施設での緊急一時保護は 3か月まで。 

 ◆こどもの状況によっては、一時保護中でも親との連絡・面会・外泊が可能。 

 ◆親の依頼に基づいて週に 2～3日程度こどもを預かる一時保護施設があり、一時 

入所命令による一時保護にも使用される。 

 

  ⑤ ドイツ                                   

 ◆「緊急の危険があり、かつ裁判所の判断を待つことができないとき」には少年局 

 が一時保護を行う。 

 ◆少年局が一時保護を開始し、そのことについて親の同意が得られない場合は、48 

時間以内に家庭裁判所に対して保全命令を申し立てる。 

申立てから発令までの期間は、多くの場合数日中、遅くとも 1～2週間程度。 

◆一時保護の期間に関する定めはないが、3日～3か月という取り決めをしている 

 ところもある（一時保護時の受入期間を 3か月以内としている施設もある）。 

 ◆司法手続きに際しては、こどもの利益を代弁する手続補佐官が選任される。 

 

以上 
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