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Ⅰ. 目的 

1. このガイドラインは、実親の養育を奪われている、または奪われる危険にさらされてい

る子どもの保護とウェルビーイングに関して、子どもの権利条約とそれ以外の国際文書

の関連規定の実施を強化することを目的とする。 

 

 

 

2. このガイドラインは、こうした国際文書を背景とし、この分野で発展しつつある知識と

経験全体を考慮しながら、方針と実践のために望ましい方向性を定めたものであり、直

接または間接に代替養育に携わるすべての部署に配布されることを念頭に置いている。

そして、特に以下のことを目指している。 

(a) 家族による養育に子どもを留めるか、そこに戻すための努力を支援すること。それに

失敗した場合は、養子縁組やイスラム法におけるカファーラなど他の適切で永続的な解決

策を見いだす努力を支援すること。 

(b) そうした永続的な解決策を見いだすまでの間、あるいはそれが不可能であったり、

その子に最善の利益をもたらさない場合には、代替養育の最も適切な形を特定し、提供

するよう確保すること。ただし、その代替養育がその子の調和のとれた豊かな発達を促

進することを条件とする。 

(c) 国それぞれの、経済的、社会的、文化的な状況に配慮しつつ、諸政府機関がこれら

の点における責任と義務をよりよく実施するよう援助し奨励すること。 

(d) 公共部門か、市民社会を含む民間部門かを問わず、社会的養護と子どもの福祉に関

心を寄せるすべての人々の方針、決定、活動を導くこと。 

 

Ⅱ. 一般的原則と展望 

A. 子どもと家族 

3. 家族は、社会の基本的集団であり、子どもの発達、ウェルビーイングと保護のための本

来の環境であるから、まず何よりも、子どもが実の両親の養育、あるいはそれが適切な

場合はその他の近親者の養育のもとに留まるか、戻ることができるように力を尽くすべ

きである。国家は、家族が、子どもを養育する役割を果たすために様々な支援を得るこ

とができるように確保しなければならない。 

 

4. すべての子どもと若者は、その可能性を最大限に促進するような、協力的で保護を与え

る、思いやりのある環境で生きるべきである。不適切な養育を受けたり、実親の養育を

受けられない子どもは、こうした育みの環境を与えられないという彼ら特有の危機に直
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面している。 

 

5. 実の家族が、適切な支援があっても、その子に十分な養育を提供できない場合や、子ど

もを遺棄したり、譲渡したりする場合には、国家の責任として、子どもの権利を守り、

管轄権を持つ地方当局や正式に承認された市民団体と協力しながら、またはそれらを通

じて、適切な代替養育を確保せねばならない。国家は、管轄当局を通じて、代替養育に

託された子どもの安全、ウェルビーイング、発達を監督指導すること、そして、その養

育の取り決めが適切かどうかを定期的に審査することを確保せねばならない。 

 

6. このガイドラインの範囲内のすべての決定、発案、取り組みは、特に子どもの安全と安

心を確保することを目的とし、非差別の原則に則り、ジェンダーを視野に入れつつ、当

該の子どもの最善の利益と権利にもとづいて、ケース・バイ・ケースで行われるべきで

ある。そして、すべての必要な情報が入手可能なことを前提とし、発達段階に応じて、

子どもが意見を求められる権利、および、その意見が正当に考慮される権利を十分に尊

重しなければならない。このように、子どもと話し合い、情報提供をする場合には、そ

の子が望む言語で行われるよう、あらゆる努力を払うべきである。 

 

7. このガイドラインを適用することで、実親の養育を奪われている、または奪われる危険

にさらされている子どもの最善の利益とは何かという決定が、最適な方向に向けてデザ

インされるだろう。この決定は、その決定の時も、長期的にも、家庭的・社会的・文化

的な環境における、子どもの個別の発達の権利、権利主体としての地位を考慮に入れ、

その子どものニーズと権利を十分に満たすものとなる。また、決定の過程で特に考慮す

るべきことは、子どもの年齢や成熟度に応じて、子どもが意見を求められ、意見を表明

する子どもの権利である。 

 

8. 各国は、このガイドラインに示された諸原則を反映させ、現存の代替養育の改善に着目

し、すべての社会的・人間的発展の政策の枠組みのなかで、子どもの福祉と保護の包括

的な政策を策定し、実施せねばならない。 

 

9. 子どもを実親から分離することを防止する取り組みの一環として、各国は、適切で文化

に配慮した以下のような方策を確保するべきである。： 

(a) 障害、薬物やアルコールの濫用、先住民やマイノリティという背景を持つ家族への

差別、武力紛争地域や外国の占領下に住んでいることなどの要因によって、能力が制限

されている家族の養育環境を支援すること。 
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(b) 脆弱な子どもに、適切な養育と保護を提供すること。たとえば、虐待や搾取の犠牲

者；遺棄された子ども；ストリートチルドレン；非嫡出子；付き添いがなく家族と離さ

れている子どもたち；国内の避難民や難民となっている子ども；移民労働者の子ども；

亡命希望者の子ども；HIV/AIDSやその他の深刻な病気に感染または発症している子ども

である。 

 

10. 子どもや実親のいかなる状態に基づくものであれ、その差別と闘うために特別な努力が

為されねばならない。差別の根拠として含まれるのは、貧困、民族性、宗教、性別、精

神的・身体的障害、HIV/AIDSや身体的か精神的かを問わずその他深刻な病気の感染、非

嫡出子であること、社会的・経済的な差別や偏見、そしてその他、子どもの譲渡や遺棄

または排除に繋がるすべての状態や状況である。 

 

B. 代替養育 

11. 代替養育に関するすべての決定は、原則として、可能な限り住み慣れた場所の近くに子

どもを留めることを最大限考慮するべきである。それは、実家族との接触と家族の元へ

戻ることを容易にし、その子の教育的・文化的・社会的生活の断絶を最小限に留めるた

めである。 

 

12. 私的な養育を含め、代替養育を受けている子どもに関する決定は、全般にわたって永続

性を重要な目標とし、その子どもに安定した家庭を保証すること、安全、そして養育者

との継続的な愛着という基本的なニーズを満たすことの重要性を考慮するべきである。 

 

13. 子どもは、いかなるときにも尊厳と敬意を持って扱われなければならず、それは、いか

なる養育環境においても、養育機関や他の子ども、あるいは第三者のいずれによるもの

であれ、虐待やネグレクト、またあらゆる形態の搾取から効果的に保護されなければな

らない。 

 

14. 子どもを実家族の養育から離すことは，最終手段と見なされるべきであり、やむを得な

い場合には、可能な限り一時的なものとし、できるだけ短期間に留められるべきである。

分離の決定は、定期的に見直され、その根本的な原因が解決または解消した場合、その

子どもの最善の利益に沿うように実親の元に戻されねばならない。そのためのアセスメ

ントの方法が下記49に記載されている。 

 

15. 経済的、物質的貧困や、そのような貧困が直接的・個別的にもたらした状況は、子ども
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の実親からの分離や、代替養育への委託、家族の元へ戻ることを妨げる、理由にされる

べきではない。むしろ、そうした貧困や貧困からもたらされる状況は、家族に適切な支

援を提供する必要性のサインと考えられるべきである。 

 

16. 教育・医療・その他基本的なサービスを受けられる権利、アイデンティティ、宗教や信

条の自由、自分の言語を使用する権利、財産や相続に関する権利、これらに限定される

ことのない、実親の養育を受けていない子どもの状況に特別に関連するその他すべての

権利を促進し守ることに注意が払われるべきである。 

 

17. 既に結びつきのある兄弟姉妹は、虐待の明らかな危険や、子どもの最善の利益に反する

その他正当な理由がない限り、原則として、代替養育の委託の際に分離されるべきでは

ない。どのような場合でも、子どもの望みや利益に反しない限りは、兄弟姉妹が連絡を

取りあうことを可能にするあらゆる努力が払われるべきである。 

 

18. ほとんどの国において、実親の養育を受けていない子どもの大部分が、親戚やその他の

人々から私的に養育を受けていることを認識し、各国は、そうした私的な養育において

も、子どもの福祉と保護を確保するための適切な方策をこのガイドラインに沿って、策

定するよう努めるべきである。その際には、その子の権利と最善の利益に反しないよう、

文化的・経済的・ジェンダーや宗教の違いや慣行を十分に尊重することが求められる。 

 

19. 子どもはいかなる場合も、法的後見人やその他責任を持つことが認められた大人、また

は所轄の公的機関の支援と保護のもとにあるべきである。 

 

20. 代替養育の提供は、決して、提供者の政治的・宗教的・経済的な目標を達することを主

な目的として行われてはならない。 

 

21. 施設養育は、その環境が、子ども個人にとって、とりわけ適切で必要かつ建設的であり、

その子の最善の利益に沿う場合に限られるべきである。 

 

22. 専門家の有力な見解によれば、乳幼児特に三歳未満の代替養育は、家庭を基盤とした環

境で提供されねばならない。この原則の例外は、兄弟姉妹の分離を防止することを目的

とする場合や、養育先への委託が緊急を要しているか、または、事前に決められた非常

に限られた期間の場合であり、その後に家族の元に戻る場合やその他の適切な長期的な

養育が予定されている場合である。 
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23. 施設養育と家庭的養育が、子どものニーズに応じるために、互いに補完しあうものであ

ることは認めるとしても、大型の施設が残っているところでは、脱施設化という方針の

もと、いずれは施設の廃止を可能にするような明確な目標と目的を持って、代替策を発

展させねばならない。この目的のために各国は、一人ひとりに適合した少人数グループ

での養育など、子どもの発達を促進するような質と条件を確保するために養育基準を設

け、その基準に照らして既存の施設を評価するべきである。新たな施設の設立、または

設立の許可についての決定は、公的なものか私的なものかを問わず、この脱施設化とい

う目的と戦略を十分に考慮するべきである。 

 

ガイドラインの利用を促進するための方策 

24. 各国は、開発協力の枠組みのなかで、各国の領土内でこのガイドラインを遅滞なく最適

で段階的に実施するために、利用可能な資源の範囲内で最大限の人的・経済的資源を充

てるべきである。国家は、すべての関連当局間の積極的な協力を容易にし、直接・間接

に関係するすべての省庁において子どもと家族の福祉にかかわる問題が重要課題とされ

るように促進せねばならない。 

 

25. 各国は、このガイドラインの実施において、国際協力の必要性を決定し、要請する責任

がある。そうした要請は、充分な考慮の対象とされるべきであり、可能で適切な場合は

好意的な応答を得られるべきである。また、このガイドラインの実施を強化することは、

開発協力プログラムに組み込まれなければならず、ある国家に援助を提供する際には、

外国の団体は、このガイドラインに抵触する発案は避けるべきである。 

 

26. このガイドラインは、各国に既にある法律や基準が、本ガイドラインより低い基準を容

認したり、推奨するものとして解釈してはならない。同様に、管轄当局や専門機関など

が、このガイドラインの文言と精神に基づいて、国内のガイドラインや専門分野に固有

のガイドラインを策定することを奨励する。 

 

Ⅲ. このガイドラインの適用範囲 

27. このガイドラインは、18歳未満のすべての者に対する公的な代替養育の適切な利用と条

件に適用されるものである(ただし、子どもが準拠法のもとで18歳より早く成人に達する

場合はその限りではない)。また、このガイドラインは、明記されている場合に限り、子

どもの権利条約に定められているように、拡大家族や地域が果たしている重要な役割と、

実親や法律または慣習に基づく後見人の養育を受けていないすべての子どもに対する各
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国の義務を考慮しつつ、私的な代替養育にも適用される。 

 

28. このガイドラインに示された原則は、既に代替養育に委託されていたり、準拠法のもと

で、成人年齢に達した後も移行期間として養育の継続や支援を要する若者にも、必要に

応じて適用される。 

 

29. このガイドラインは、以下の定義が適用される（ただし、下記30に挙げられる場合を除

く）： 

(a) 実親の養育を受けていない子ども: どのような理由にせよ、どのような状況下にせ

よ、夜間、少なくとも親のどちらかの養育を受けていないすべての子ども。実親の養育

を受けておらず、居住国を離れていたり、緊急事態の被害者であったりする子どもは、

以下のように定義される： 

i)「付き添われていない」とは 

実親以外の親戚や、法や慣習により養育に責任のある大人によって養育されてい

ない場合。 

ii)「分離された」とは 

それまでの法律または慣習に基づく主要な養育者と別れているが、それ以外の親

戚に付き添われている場合。 

 

(b) 代替養育は以下の形態を取り得る： 

i) 私的な養育：家庭的な環境で提供される私的な取り決めであり、子どもや実親ま

たはその他の人の意志により、継続的または期限を決めずに、親戚や友人(私的な

親族養育)、またはその他の人が個々人の能力内で子どもの面倒を見る場合を言う。

ただし、行政や司法当局、または正式に認定を受けた機関が命じたものを除く。 

ii) 公的な養育：家庭的な環境で提供される、管轄行政機関や司法当局によって命じ 

られたすべての養育。あるいは、行政や司法の措置の結果であるかどうかを問わ 

ず、私的な施設を含む、施設で提供されるすべての養育。 

 

(c) 代替養育は提供される環境という点からみると： 

i) 親族養育: 家庭を基盤とした養育で、公的なものであるか私的なものであるかを

問わず、拡大家族やその子どもが知っている家族の親しい友人による養育。； 

ii) 里親養育：子どもが代替養育を受けることを目的とし、実家族以外で管轄当局に

より選ばれ、資格を付与され、認められ、監督指導を受ける家族の家庭環境に託さ

れる養育。； 
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iii)家庭を基盤とした、あるいは家庭に類似したその他の形態による養育； 

iv) 施設養育：緊急時の避難所、緊急時における一時保護所、その他グループホームを 

含む短期または長期滞在の養育施設のような、家庭を基盤としない集団的な環境に

おける養育。； 

v) 監督指導を受けながら、子どもが独立して営む生活。 

 

(d) 代替養育の責任者という点からみると： 

i)実施機関とは、子どもの代替養育を展開する公的または私的な団体と事業である； 

ii)実施施設とは、子どもに居住型養育を提供する個々の公的または私的な施設である。 

 

30. ただし、このガイドラインが想定する代替養育の範囲は以下を除く； 

(a)法を犯したとして嫌疑をかけられたり、告訴されたり、またはその結果として、司法

当局または行政当局の決定により自由を奪われており、「少年司法運営に関する国連最

低基準規則および自由を奪われた少年の保護のための国連規則」の適用を受ける18歳未

満の子ども。 

(b) 養子縁組をした親による養育。ただし、当該の子どもが、最終的な養子決定に従い、

養父母の保護下に置かれた時点からである。その時点から、このガイドラインではその

子を親の養育下にあると見なすことになる。しかしながら、養子縁組みが見通される親

の場合でも、養子縁組前の委託や試験的な委託には、その他関連する国際文書に定めら

れる養育委託の要件に、このガイドラインが一致する場合に限りこのガイドラインは適

用される。 

(c) 実親が日常的に適切な養育を提供できない、またはその意志がないという理由ではな

く、レクリエーションを目的として、子どもが自ら進んで、親戚や友人のもとに留まるよ

うな私的な取り決め。 

 

31. 管轄当局とその他関連機関は、寄宿制の学校、病院、精神的･身体的な障害やその他の特

別なニーズを持つ子どものための機関、キャンプ、作業所、および子どもの養育に責任

を有するその他の場所においても、必要に応じてこのガイドラインを利用することが奨

励される。 

 

Ⅳ. 代替養育の必要性を防止する 

A. 実親による養育の促進 

32. 国家は、子どもに対する責任を全うするために家族を支援し、父母の両方と関わりを持

つという子どもの権利を促進する政策を遂行せねばならない。これらの政策は、子ども
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の遺棄、譲渡、家族からの分離の根本的な原因を取り上げねばならない。それは、とり

わけ出生登録の権利や、適切な住まいと基本的健康の入手、教育と社会福祉サービスへ

の権利を保証すること、さらには貧困、差別、疎外、烙印（差別や偏見）、暴力、子ど

もの不適切な養育と性的虐待、薬物依存と闘う措置を促進することを通じて為されねば

ならない。 

 

33. 国家は、自らの子どもを養育する実親の能力を促進し強化することを目指さした、一貫

性のある相互に強化しあうような家族指向の政策を策定し、実施せねばならない。 

 

34. 国家は、子どもの遺棄、譲渡、家族からの分離を防ぐ効果的な措置を実施せねばならな

い。社会政策と社会プログラムは、とりわけ、適切に子どもを保護し、養育し発達させ

ることを可能にする態度、スキル、能力、ツールを、家族に与えることで、家族を強化

せねばならない。国家と市民社会（非政府組織、地域を基盤とする組織、宗教指導者、

メディアを含む）が持つ相補的な能力は、この目的を目指さねばならない。こうした社

会的養護を目指す措置は以下を含まねばならない： 

(a) 家族を強化するためのサービス。たとえば、実親自身が親として成長するためのコ

ースやセッション、また、前向きな親子関係、衝突を解決するスキル、雇用の機会、収

入の確保、必要な場合には、生活保護などの社会的援助を利用することの促進である； 

(b) 支援を目的とする社会サービス。たとえば、デイ・ケア、仲介や調停のサービス、

薬物依存の治療、経済的援助、障害を持つ親子へのサービスである。こうしたサービス

は、必要な措置すべてが有機的に働きかけられ、なおかつ家族に立ち入りすぎないもの

（統合的で非侵入的）であることが望ましく、地域のレベルで直接に入手可能でなけれ

ばならず、また、家族が積極的に、地域やサービスの提供者の資源に自分の資源を結び

あわせて、対等のパートナーとして参加することを含まねばならない。 

(c) 若者を対象とする政策で、前向きに日常生活の困難に直面する力を与えることを目

的としたもの。若者が親の家庭を離れることを決定することを含む。また、将来親とな

るべき若者に、自らの性的健康やリプロダクティブ・ヘルスについて十分な説明に基づ

く決定をしたり、自分の責任を全うするために準備させることを目的としたもの。 

 

35. 家族支援のために、相互に補完しあうさまざまな方法や技術を、支援のプロセスに応じ

て発展させつつ用いねばならない。たとえば、家庭訪問、他の家族とのグループ・ミー

ティング、支援検討会（事例検討会）、当該の家族の関与を確かにすることなどである。

こうした家族支援の方法や技術は、家族内の関係を助け、家族が地域の一員となること

を直接的に目指すものでなければならない。 
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36. 地域の条例に従って、単身の親や十代の親とその子どものために、その子が嫡出子であ

るかどうかに拘らず、支援と養育のサービスを提供し促進することに特別の注意が払わ

れねばならない。また国家は、十代の親が、親の立場と子どもの立場に固有のすべての

権利を保持することを確保せねばならない。その権利には、自分自身の発達のための適

切なサービスすべてを入手可能であること、親として権利を持つ手当、相続権が含まれ

る。そして、妊娠中で十代の者の保護を確保し、彼らが勉学を中断しないよう保障する

ための措置が採られねばならず、単身の親や十代の親であることに対する烙印（差別や

偏見）をなくすことにも努力が払われねばならない。 

 

37. 実親や養育者を失った兄弟姉妹が、自分たちの世帯で暮らし続けることを選択したなら

ば、兄弟姉妹の中の年長者が望み、世帯主となりうると見なされる限りにおいて、支援

とサービスがその兄弟姉妹に入手できるようにされねばならない。国家は、上記の段落

18に規定されているように、法的後見人や責任を持つと認められた成人、あるいは適切

な場合には後見人の役割を果たす法的に命じられた公共機関を指名することを含め、こ

うした世帯が、あらゆる形態の搾取や虐待から法的に強制力のある保護を受けることを

確保せねばならない。また、地域社会と、ソーシャル・ワーカーといった専門知識のあ

るサービスからは、特に子どもの健康、住居、教育や相続権に気配りした監督指導と支

援を受けることを確保せねばならない。そうした世帯の長が、世帯主としての権利に加

え、教育と自由時間を入手できることを含む、子どもの立場に固有のすべての権利を保

持することを確保することに、特別な注意が払われねばならない。 

 

38. 国家は、終日の学校教育を含む、日中子どもの養育を引き受けるためのデイ・ケアとレ

スパイトケアの機会を確保せねばならない。それらは、親が、家族に対する全般的な責

任によりよく対処することを可能にするだろうし、その責任には特別なニーズを持つ子

どもを養育することに固有の通常以上の責任が含まれる。 

 

-家族の分離を防止する 

39. 専門家による健全な原則に基づいた適切な基準を策定し、一貫性を持って、子どもと家

族の状況をアセスメントするのに適用せねばならない。アセスメントされるべき状況に

は、家族が子どもを養育するために持っている実際の能力と潜在的な能力が含まれる。

そして、そのアセスメントは、管轄当局またはその代理機関が、子どものウェルビーイ

ングが危険に晒されていると信じるに足る根拠を持っている場合に行われねばならない。 
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40. 家族からの分離や復帰についての決定は、このアセスメントに基づき、相応しい資格を

持ち訓練された専門家が、管轄当局に代わって、あるいは管轄当局からの承認を受けて

行わねばならない。その決定は、関係者すべてとの十分な協議のもとで、その子の将来

についての計画を立てる必要を心に留めつつ下されねばならない。 

 

41. 国家は、妊娠、出産、授乳期間を通じて、親となる人の権利を包括的に保護し保証する

ための措置を採ることが奨励される。それは、妊娠と養育を十分に行うことができるよ

うにするために、人間としての尊厳と平等を享受する状態を確保することを目的とする。

したがって、支援プログラムは、将来の母親と父親、特に親としての責任を果たすこと

が困難な十代の親に提供されねばならない。そうしたプログラムは、母親と父親に、人

間としての尊厳を持って親としての責任を果たすための力を与え、そして、彼らが脆弱

さ故に子どもを手放す気になることの回避を目指さねばならない。 

 

42. 国家は、子どもが譲渡または遺棄される場合は、機密保持とその子の安全性が保たれる

よう確保せねばならない。そして、国家の法の下で適切で可能な場合は、その子が出自

についての情報を入手する権利を尊重せねばならない。 

 

43. 国家は、子どもが匿名で遺棄された状況を取り扱うための明確な政策を定式化せねばな

らない。そうした政策は、家族の追跡が為されるのか否か、また、いかに為されるのか

を示し、家族の元に戻ることや拡大家族への委託が追求されるのか否か、またいかに為

されるのかを示すことになる。そうした政策はまた、その子が、家族環境への永続的な

委託に適格であるかどうかについての時宜を得た意思決定と、そうした委託の迅速な手

配を可能にせねばならない。 

 

44. 公的または私的な機関や施設に、親や法的後見人が、子どもを永続的に手放したいと相

談する場合には、国家は、その家族がその子の養育を継続するよう励ましそれを可能に

するためのカウンセリングと社会的支援を受けられるように保証せねばならない。もし

これがうまくいかない場合は、その子に対し永続的な責任を取ることを望む他の家族が

いるかどうか、そしてそうした手配がその子の最善の利益に沿うかどうかについて、ソ

ーシャルワークや適切な専門的アセスメントが行われねばならない。そのような手配が

可能でないか、あるいはその子の最善の利益に沿わない場合には、容認できる期間のう

ちに、永続的な委託先の家族を見つける努力が為されねばならない。 

 

45. 公的または私的な機関や施設に、親や養育者が、子どもを短期間または未定の期間、養
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育のために委託したいと相談する場合には、国家は、その子の養育を継続するよう励ま

しそれを可能にするためのカウンセリングと社会的支援を受けられるように保証せねば

ならない。そうした努力がすべて尽くされ、代替養育に受け入れる容認可能で正当な理

由があるときのみ、その子は代替養育を受けることが許されるべきである。 

 

46. 教師やその他子どもに関わる職種には、虐待、ネグレクト、搾取や遺棄の危機といった

状況を把握し、管轄機関にそうした状況を通告するために、それを目的とした訓練が提

供されねばならない。 

 

47. 子どもを実親の意志に反して分離する決定は、それがどんなものであれ管轄当局によっ

て為されねばならない。その際には法と手続きに従わねばならず、司法の審査を必要と

する。そして、その実親は抗告を行う権利と適切な法的代理人との接触を保証されねば

ならない。 

 

48. 子どもの唯一または主要な養育者が、予防勾留や判決の宣告の結果として自由を奪われ

るような場合には、その子の最善の利益を十分に考慮して、可能であり適切な場合には、

身柄の拘束を伴わない措置や宣告が為されねばならない。国家は、刑務所で生まれた子

どもや、実親とともに刑務所で暮らす子どもを分離すべきかどうかを決定する際には、

その子の最善の利益を考慮に入れねばならず、また、そうした子どもの分離は、分離が

考慮されるようなその他の例と同じように扱われねばならない。そして、実親の保護の

もとに留まる子どもが、適切な養育と保護を受けることを確保するために最善の努力が

為されねばならない。同時に、そうした子どもに、自由な個人という地位と、地域の活

動への参加を保証せねばならない。 

 

B. 家族への復帰を促進する 

49. 子どもを家族のもとへ返すことを目指して、子どもと家族を準備し支援するために、そ

の子の状況は、正当に指名された個人かチームによって、学際的なアドバイスを受けつ

つアセスメントされねばならない。その際は、様々な関係者との協議が為されねばなら

ない（子ども、家族、代替養育者）。その結果、その子が家族の元に戻ることが可能か、

その子の最善の利益に沿うか、それはどの手順を採るべきか、誰の監督指導の下で行う

べきかが決定されることになる。 

 

50. 家族の再構築を目指すことと、家族と代替養育者の果たすべきことは、書面に記され、

関係者全員によって意見の一致を見て決定されねばならない。 
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51. 特に家族の元に戻ることを目指した子どもと家族の定期的で適切な交流は、管轄機関に

よって、発展的に行われ、支援され、モニタリングされねばならない。 

 

52. 一旦決定された後は、子どもが家族の元に戻ることは、段階を踏んだ監督指導を伴うプ

ロセスとして計画されねばならず、分離の原因だけでなく、子どもの年齢、ニーズ、発

達段階をも考慮に入れたフォローアップと支援措置が行われねばならない。 

 

Ⅴ. 養育提供の枠組み  

53. 実親の養育を受けていない子どもそれぞれに特有の心理・情緒的、社会的、その他のニ

ーズに応じるために、国家は、すべての必要な措置を講じることで、立法上、政策上、

経済上の諸条件が、適切な代替養育の選択肢を提供するために満たされていることを確

保せねばならない。その選択肢は、あくまで家族と地域を基盤とする解決策を優先的な

ものとするべきである。 

 

54. 国家は、このガイドラインの一般的な原則に一致して、緊急養育、短期養育、長期養育

のために、広範な代替養育の選択肢が利用できるように確保せねばならない。 

 

55. 国家は、子どもに代替養育を提供することに携わるすべての機関と個人が、管轄当局か

ら正当な承認を受け、その管轄当局からこのガイドラインに沿った定期的なモニタリン

グと審査を受けることを確保せねばならない。この目的のために、関係当局は、養育提

供者が専門的にも倫理的にも適合しているかどうかのアセスメント、そして養育者の認

定、モニタリング、監督指導についての適切な基準を策定せねばならない。 

 

56. 子どもの公的な養育の取り決めについては、それが拡大家族であるか、友人やその他の

者であるかに拘らず、国家は、それが適切な場合には、そうした養育者が、管轄当局に

届け出ることを奨励せねばならない。そうすることで、養育者とその子は必要な経済的

またその他の支援を受けうるだろうし、それはその子の福祉と保護を促進するだろう。

そして、可能であり適切な場合は、国家は、私的な養育提供者が、当該の子どもとその

両親の同意を得て、一定の経過を見てから、その養育の取り決めを公的なものとするこ

とを奨励し可能にせねばならない。 ただし、その手配が、今の時点に至るまでその子の

最善の利益に沿うことが明らかであり、想定しうる将来においてもそう見込まれる限り

においてである。 
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Ⅵ. 最適な養育形態の決定 

57. 子どもの最善の利益に沿う代替養育についての意思決定は、法的、行政的、またはその

他の適切で認められた手続きを通じて行われねばならない。それは、適切な場合には、

あらゆる法的手続きを遂行するにあたって、子どもの代わりとなる法的代理人を立てる

ことを含む法的な保護手段を伴う。その代替養育についての意思決定は、確立された組

織と方法を通じた厳格なアセスメント、計画立案、審査に基づかねばならず、ケースバ

イケースを原則に、適切な資格を持つ専門家たちが、可能なときにはいつでも学際的な

グループを作って行わねばならない。また、意思決定のすべての段階で、発達段階に応

じて、その子と十分に協議されねばならず、その子の実親または法的後見人とも十分に

協議されねばならない。この目的のために、すべての関係者は、それぞれの意見を表明

するために必要な情報を提供されねばならない。国家は、養育の最善の形を決定するこ

とに責任を持つ専門家を訓練し認定するために、適切な資源を提供し、その資源が適切

に運用されるようにあらゆる努力を払わねばならない。それは、こうした条項の遵守を

促進するためである。 

 

58. アセスメントは、迅速に、しかし徹底的に注意深く実行されねばならない。子どもの当

面の安全・安心とウェルビーイングを考慮に入れねばならないし、より長期にわたる養

育や発達も同様である。加えて、その子の個人的特性と発達的特性、そして民族的、文

化的、言語的、宗教的背景、家族や社会の環境、また病歴やその他特別のニーズをも取

り上げねばならない。 

 

59. アセスメントに基づく初期報告と審査の経過報告は、決定を計画立案するための不可欠

なツールとして、特に不適切な中断や互いに矛盾するような複数の決定を防ぐために、

管轄当局がそれを受け取った時点から用いられねばならない。 

 

60. 養育環境の頻繁な変更は、子どもの発達と、愛着を形成する能力にとって有害であり、

避けられねばならない。短期間の委託は、適切な永続的解決策を可能にすることを目的

とせねばならない。子どもには、永続性が、不当に遅延されることなく確保されねばな

らない。それは、核家族または拡大家族へ復帰させるか、これが不可能な場合は、代替

の安定した家庭環境、あるいは上記の段落20が妥当する場合には、安定した適切な施設

養育に委託されることによって為されることになる。 

 

61. 養育の提供とその永続性のための計画立案は、できる限り初期の時点から、理想的には、

子どもが養育を受ける以前から実施されねばならない。その際には、考慮対象となる選
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択肢それぞれについて、当面の利益と不利益、そしてより長期間にわたる利益と不利益

を考慮に入れねばならない。またその計画立案は、短期の企画と長期の企画を含まねば

ならない。 

 

62. 養育の提供とその永続性のための計画立案は、分離を防ぐために以下のことに基づくべ

きである。特に子どもの実の家族への愛着のあり方と質；その家族の持つ、子どものウ

ェルビーイングと調和のとれた発達を保護する能力；どこかの家族に属していると感じ

ることへの子どもの必要と欲求；子どもが自分の地域と国に留まることが望ましいこ

と；子どもの文化的、言語的、宗教的背景；兄弟姉妹との関係性。 

 

63. 計画は、とりわけ、委託の目的とその目的を達成するための措置を明確に示さねばなら

ない。 

 

64. 子どもと、実親または法的後見人は、採りうる代替養育の選択肢や、それぞれの選択肢

が持つ意味、そしてこの事柄における自分の権利と義務について、十分に知らされねば

ならない。 

 

65. 子どもを保護するための措置の準備、実施、評価は、可能な限り最大限、実親または法

的後見人、そして里親養育者や代替養育者になる可能性がある人の参加を伴い、その子

の特定のニーズ、信念、特別な望みに注意を払って行われねばならない。子どもの要求、

あるいは実親または法的後見人の要求があれば、その子の人生にとって重要なその他の

人物の意見もまた、管轄当局の判断により、意思決定過程に反映させることができる。 

 

66. 国家は、代替養育を受けている子ども、あるいは実親やその他の親に代わる責任を有し

ている者に対し、委託の決定に関して、法廷の前で代理人を立てる機会を与えられるこ

と、そうした代理人を立てる権利について知らされること、そしてそうすることに際し

援助を得ることを確保せねばならない。その委託が、正式に設置された法廷、裁定機関、

行政団体またはその他の管轄団体のいずれによるものかは問わない。 

 

67. 国家は、一時的な養育に委託されている子どもについて、その養育と処遇（扱われ方／

世話のされ方）が適切であるかどうかを定期的に（希望を言えば少なくとも三ヶ月ごと

に）かつ徹底的に審査される子どもの権利を確保せねばならない。その際には、特にそ

の子の個人的な発達とニーズの変化、実の家族の環境の発展、こうした点に照らしての

現在の委託の適切さと必要性を考慮に入れねばならない。審査は、正当に資格を持ち承
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認された人物によって行われねばならず、その子とその子の人生に関わりを持つすべて

の人物が十分に関わらねばならない。 

 

68. 子どもは、計画立案と審査の過程の結果として生じるすべての養育環境の変化に対し、

準備を整えられておくべきである。 

 

Ⅶ. 代替養育の提供  

A. 方針  

69. 実親の養育を受けていない子どものための公的・私的な養育について、コーディネート

された政策をただし実施することを確保することは、国家または政府内の適切なレベル

の責任である。そうした政策は、信頼できる情報と統計データに基づかねばならない。

また、子どもの実親やその子の保護、養育、発達における主要な代替養育者の役割を考

慮に入れつつ、誰が子どもに責任があるのかを決定するためのプロセスを明確にせねば

ならない。推定される責任は、別様に示された場合を除き、子どもの実親か主要な代替

養育者に存する。 

 

70. 実親の養育を受けていない子どもの通告や援助に、市民社会と協力しつつ携わるすべて

の国家機関は、こうした子どものために効果的な養育、アフターケア、保護を確保する

ために、機関と個人との情報共有とネットワーク作りを優遇する政策と手続きを採用せ

ねばならない。代替養育の監督機関の立地また設計は、提供されるサービスを求める者

にとって最も近づきやすいように設置されねばならない。 

71. 施設養育にせよ家族を基盤とする養育にせよ、代替養育の質に対して、特に養育者の専

門的なスキル、選択、訓練、監督指導の観点から、特別な注意が払われねばならない。養

育者の役割と機能は、その子の実親または法的後見人の役割と機能に照らして、明確に

定義され明記されねばならない。 

 

72. それぞれの国において、管轄当局は、このガイドラインに沿って、代替養育を受けてい

る子どもの権利を説明する文書を作成せねばならない。代替養育を受けている子どもは、

養育環境の規則、規制、目的と、そこでの自分の権利と義務を十分に理解できるように

されねばならない。 

 

73. すべての代替養育の提供は、子どもの権利条約が定める基準、このガイドライン、適用

法を反映した、養育を提供する上での養育提供者の目標と子どもに対する責任の特質に

ついての文書に基づかねばならない。すべての養育提供者は、代替養育サービスを提供
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するために、法的な必要条件に一致して、適切に資格を与えられるか、認められねばな

らない。 

 

74. 子どもの代替養育環境への通告（照会／紹介）や受け入れのための標準的なプロセスを

確かなものにする（確保する）ために、規制の枠組みが設置されねばならない。 

 

75. 代替養育の提供に際しての文化的・宗教的慣行は、ジェンダー面に関するものも含めて、

尊重され促進されねばならないが、それは子どもの権利と最善の利益に一致すると証明

できる範囲においてである。そうした慣行が促進されるべきか否かを考慮するプロセス

は、広範に意見を求める仕方で行われねばならず、そこには、当該の文化的・宗教的な

指導者、実親の養育を受けていない子どもの養育についての専門家と養育者、実親やそ

の他関連する利害関係者に加え、子ども本人もそこに含まれる。 

 

 

1. 公的な養育  

76. 養育の適切な諸条件が、個人や家族の提供する私的な養育において満たされるように確

保することを目指して、国家は、この種の養育が担っている役割を認め、その最良の供

給を支援するために、どのような養育状況が特別な援助や監督を要請するかについての

アセスメントに基づいて十分な措置を講じねばならない。 

 

77. 管轄当局は必要に応じて、私的な養育者が養育の手配を届け出ることを奨励せねばなら

ないし、その子を養育し保護するために養育者が有する義務を軽減する際に恐らく助け

となるあらゆる可能なサービスと手当が利用できるよう確保することに努めねばならな

い。（cf. 55） 

 

78. 国家は、私的な養育者が持つその子に対する事実上の責任を認めねばならない。 

 

79. 国家は、私的な養育を受けている子どもを、虐待、ネグレクト、児童労働、その他すべ

ての形式の搾取から保護することを目指した特別で適切な措置を考案せねばならない。

特に注意が必要なのは、親戚でない者や、親戚であっても子どもに前もって知られてい

なかったり、その子が住み慣れた場所から遠く離れている親戚によって私的な養育を受

けている場合である。 

 

 2. すべての形態の公的な代替養育の手配（訳要検討）に適用される一般的な諸条件  
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80. 子どもの代替養育への移行は、最高度の感性を持って、子どもに親しみやすい仕方で行

われねばならない。特に、特別に訓練され、原則として制服を着用していない職員を関

わらせること。 

 

81. 子どもが代替養育に委託される際には、その子が家族はもちろん、その他その子に親し

い人々、たとえば、友人や近所の人々、また以前の養育者といった人々と連絡を取り合

うことが、奨励され助長されねばならない。その際には、その子の保護と最善の利益に

一致すること。また、家族と連絡が取れない場合には、その子が、その家族の状況につ

いての情報を入手できるようにしなければならない。 

 

82. 国家は、実親が刑務所にいたり、長期入院していたりするために代替養育を受けている

子どもが、実親と連絡を取り合い、その点についての必要なカウンセリングと支援を受

けられる機会を持つことを確保するように特別の注意を払わねばならない。 

 

83. 養育者は、その地域の食習慣に応じた基準に即し、当該の子どもの宗教的信念に従って、

子どもが十分な量の健康的で栄養のある食事を受け取ることを確保せねばならない。適

切な栄養を与えるサプリメントも、必要な際には提供されねばならない。 

 

84. 養育者は、責任を持っている子どもの健康を促進せねばならず、医療的なケア、カウン

セリング、支援が、必要に応じて確実に利用できるように手配しなければならない。 

 

85. 子どもは、自身の権利に即して、地域の教育施設において可能な限り最大限、正規教育、

非正規教育（公式の教育、非公式の教育）、職業教育を受けることができねばならない。 

 

86. 養育者は、あらゆる子ども ― 障害を持った子どもや、HIV/AIDSに感染または発症して

いる子ども、あるいはその他特別なニーズを持つ子どもを含む — が持つ、遊びやレクリ

エーション活動を通じて発達するという権利が尊重されること、そしてそうした活動へ

の機会を養育環境内外で確保せねばならない。また、地域の子どもやその他の人々との

交流が奨励され促進されねばならない。 

 

87. 乳児や幼児（加えて特別のニーズを持つ者）に特有の安全、健康、栄養、発達、その他

のニーズは、すべての養育状況において満たされねばならない。そこには、ある特定の

養育者への継続的な愛着を確保することが含まれる。 
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88. 子どもは、自身の宗教的で精神的な生活のニーズを満たすことを認められねばならない。

そこには、子どもが信じる宗教における資格を持った代表者からの訪問を受けることが

含まれる。そして宗教的行事、宗教的教育やカウンセリングに参加するか否かを自由に

決定することを認められねばならない。その子自身の宗教的な背景は、尊重されねばな

らず、どんな子どもも、養育に委託されている間に、自分の宗教または信念を変えるよ

うに奨励されたり説得されたりしてはならない。 

 

89. 子どもに責任を持つすべての成人は、プライバシーへの権利を尊重し促進せねばならな

い。そこには、ジェンダーの違いと相互交流を尊重した衛生上のニーズを満たす適切な

設備や、個人の所有物のための適切で安全で、その子が利用可能な保管場所が含まれる。 

 

90. 養育者は、前向きで安全な（安心感を与える）育む関係を子どもと発展させることにお

いて自身が重要な役割を担うことを理解し、それを実行することが可能でなければなら

ない。 

 

91. 代替養育の環境における居住場所は、健康と安全上の要求を満たさねばならない。 

 

92. 国家は、管轄当局を通じて、代替養育を受けている子どもに提供される居住場所と委託

における監督指導によって、子どもが効果的に虐待から保護されるよう確保せねばなら

ない。生活についての手配を決定する際は、それぞれの子どもの年齢、成熟度と脆弱さ

の度合いに特別の注意を払うべきである。代替養育を受けている子どもを保護すること

を目的とした措置は、法律に適ったものでなければならず、同じ地域の似たような年齢

の子どもと比べて、その子の自由や行動に対し不当な制約を含んではならない。 

 

93. すべての代替養育の環境は、誘拐、人身売買、不法取引、その他のすべての形態の搾取

から子どもを適切に保護せねばならない。その保護に伴う子どもの自由と行動の制約は、

そうした行為から子どもを効果的に保護することを確保するために厳密に必要なもの以

上であってはならない。 

 

94. すべての養育者は、子どもと若者が、よく情報を与えられて選択したことを、発展させ

行使することを促進し奨励せねばならない。そしてそうした奨励は、それに伴う危険が

許容可能かどうかとその子の年齢を考慮に入れ、またその子の発達段階に応じて為され

ねばならない。 
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95. 国家、機関や施設、学校やその他地域のサービスは、代替養育を受けている子どもが、

その期間やその後も、差別や偏見を受けないことを確保するために適切な措置をとらね

ばならない。このことは、代替養育を受けている子どもが特定されることを最小限に留

める努力を含む。 

 

96. 拷問や、残酷で非人間的または貶めるような扱いによる、規律に関するすべての措置や

行動の管理については、閉鎖された場所への監禁や独房監禁、またはその他あらゆる形

態の身体的・心理的暴力を含め、そうしたその子の身体的または精神的な健康を傷つけ

る恐れがあるようなものは、国際的な人権に関する法律にしたがって、厳しく禁じられ

ねばならない。国家は、こうした行為を予防するために必要なすべての措置をとり、ま

た法によって処罰の対象となるようにしなければならない。子どもの家族やその子に特

別な重要性を持つその他の人物との接触の制限は、決して子どもの行動の制裁として用

いられてはならない。 

 

97. 力の使用やどんな性質のものであれ拘束は、子ども自身やその他の者の身体的または心

理的な統合性を保護するために厳密に必要である場合以外は、認められてはならない。

それが止むを得ない場合には、法にしたがって、理にかなった適切な仕方で、その子の

基本的人権を尊重せねばならない。薬物や医療上の拘束は、治療上必要な場合のみに限

られるべきであり、専門家の評価と処方なしに用いられてはならない。 

 

98. 代替養育を受けている子どもは、全面的な信頼の下に秘密を打ち明けることのできる人

物に会う機会を与えられねばならない。この人物は、当該の子どもの同意を得て管轄当

局によって指名されること。またその子は、ある種の状況においては、法的または倫理

的基準にしたがって、守秘義務が解除されるかもしれないことを知らされねばならない。 

 

99. 代替養育を受けている子どもは、養育への委託における自身の扱いやさまざまな状況に

ついて、苦情や心配事を申し立てることができるよく知られている効果的で公平な仕組

みを利用できなければならない。そうした仕組みは、最初の協議、調査（勧告／フィー

ドバック）、改善、更なる協議を含まねばならない。また、以前養育を受けていた若者

をこのプロセスに参加させ、その意見は重要視にされねばならない。そして、このプロ

セスは、子どもと若者とともに活動するよう訓練された、能力を備えた人物によって実

施されねばならない。 
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100. 子どもが自分のアイデンティティを育てられるように、その子の人生の各段階について

の、適切な情報、写真、個人的な物や思い出の品を含んだその子の人生を物語る本を、

その子と一緒に作り、生涯にわたってその子が利用できるようにしなければならない。 

 

B. 子どもに対する法的責任  

101. 子どもの両親が不在であるか子どもの最善の利益に沿った日々の決定をできない状況で

あって、子どもの代替養育の委託が管轄行政機関または司法当局によって命じられるか

承認された状況においては、子どもと十分話し合った上で両親に代わってそうした日々

の決定を行う法的な権利と責任を、指名された個人または管轄権を持つ機関に付与せね

ばならない。国家は、そうした個人または機関を指名するための仕組みが機能するよう

に確保せねばならない。 

 

102. そうした両親に代わる法的責任は、管轄当局によって与えられねばならず、その管轄当

局によって直接に、または非政府組織を含む公式に認められた機関によって監督されね

ばならない。当該の指名された個人や機関の行為についての説明責任は、その個人また

は機関を指名した機関になければならない。（i.e. 当該の指名された個人や機関は、自

らの行為について、その個人または機関を指名した機関に対し説明報告する責任を持ち、

指名した機関がそれらの行為についての最終的な責任を持たねばならない。） 

 

103. そうした両親に代わる法的責任を行使する人物は、子どもの課題についての知識や子ど

もと直接に関わる能力、そして自分に託された子どもの特別で文化的なニーズについて

の理解があり、信頼できる人でなければならない。そうした人は、これに関する適切な

訓練と専門的な支援を受けねばならず、また、当該の子どもの最善の利益に沿って、自

立的かつ公平であり、それぞれの子どもの福祉を促進し保護する決定を行う立場になけ

ればならない。 

 

104. 指名された個人または機関の役割と具体的な責任は以下である： 

(a) 子どもの諸権利が保護されることを確保し、そして特に、子どもが適切な養育、

居住場所、健康を守るケアの供給、発達に資する機会、心理的・社会的支援、教育、

言語支援を有するように確保すること。 

(b) 子どもが、必要な場合には法的代理人やその他の代理人を利用できるように確保

すること。その代理人は、子どもと協議することで意思決定を行う当局がその子の意

見を考慮に入れるようにし、子どもに助言し、子どもが自分の諸権利についてよく知

るようにしなければならない。 
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(c) 子どもの最善の利益を考えて、安定的な解決策を見いだすのに貢献すること。 

(d) 子どもと、その子にサービスを提供する可能性のある様々な機関を仲介すること。 

(e) 家族がどこにいるのかを把握できるよう、子どもを支援すること。 

(f) 本国への送還や家族への復帰がなされる場合には、それがその子の最善の利益に

沿うように確保すること。 

(g) 適切な場合には、子どもが家族と連絡を保つように助けること。 

 

1. 公的な養育について責任を持つ機関と施設  

 

105. 法律は、すべての機関と施設が、仕事を行うのに際し、社会福祉サービスかその他の

管轄当局によって登録され承認されねばならないことを規定せねばならず、そうした

法律の遵守を怠った場合は、法の処罰の対象とされねばならない。承認は、管轄当局

によって付与され、標準的な基準に基づき定期的に審査されねばならない。その基準

は少なくとも、その機関または施設の目的、機能、職員の採用と資格、養育と財源と

運営の諸条件について定められねばならない。 

 

106. すべての機関と施設は、方針を明文化し、このガイドラインに沿った行動指針を持た

ねばならない。そこに明確にする必要があるのは、その目的、方針、手段、そしてそ

の目的を満たすことを確保するために、資格があり、職務に適した養育者を採用する

ための諸基準、モニタリング、監督指導、評価である。 

 

107. すべての機関と施設は、専門家と特に養育者の役割を規定し、チームの成員による不

適切な行動を申し立てる報告手続きを明確にした職員の行動規範を、このガイドライ

ンに沿って策定しなければならない。 

 

108. 代替養育を提供するための経済的仕組みは、機関や施設が組織または提供する養育に

子どもを不必要に委託させたり、滞在を長引かせるようなものであってはならない。 

 

109. 代替養育サービスの管理運営について、包括的で最新の記録が保持されねばならず、

その記録は、代替養育を受けているすべての子ども、雇用されている職員、経済業務

についての詳細な資料を含まねばならない。 

 

110. 代替養育を受けている子どもについての記録は、完全かつ最新、また機密が守られ確

実でなければならない。そして、子どもの受け入れと退去についての情報と、それぞ
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れの子どもの養育委託の形態、内容、詳細を含まねばならない。そこには、適切な本

人確認文書とその他個人情報が加えられる。子どもの家族情報は、子どもの資料に含

まれ、定期的な評価に基づく報告書にも含まれねばならない。子どもの記録は、代替

養育の全期間を通じてその子について記載され、その時々の養育に責任を持つ、正当

に承認された専門家によって閲覧されねばならない。 

 

111. 上記の記録は、子どもの持つプライバシーと機密が守られる権利が及ぶ範囲内で、子

どもが利用してもよいし、適宜、両親や後見人も同様である。記録を閲覧する前、そ

の間、その後に適切なカウンセリングが提供されねばならない。 

 

112. すべての代替養育サービスは、それぞれの子どもについての情報の機密保持についての

明確な方針を持たねばならず、それをすべての養育者は意識し厳守するべきである。  

 

113. 当然のこととして、すべての機関と施設は、雇用に先立って、子どもと直接に接触する

養育者とその他の職員が、子どもに関わることに適しているかどうかの適切で包括的な

評価を受けるように組織的に確保せねばならない。 

 

114. 機関や施設に雇用されている養育者の労働条件は、報酬も含めて、意欲、仕事上の満足

感、継続性を、そしてその結果として、その役割を最も適切で効果的な仕方で果たそう

とする志気を最大限引き出すようなものでなくてはならない。 

 

115. 実親の養育を受けていない子どもの諸権利と、特に緊急委託や住み慣れた地域外への委

託といった困難な状況における子どもに特有の脆弱さについての訓練が、すべての養育

者に提供されねばならない。また、文化、社会、ジェンダー、宗教について、すべての

養育者の感受性を高めておかねばならない。国家はまた、こうした専門の養育者を認定

するために適切な資源を提供し、その資源を適切に運用しなければならないが、それは

これらの方針（こうした条項）の実施を促進するためである。 

 

116. 衝突を解決するテクニックや他害・自傷行為を防ぐ方法の学習を含む、対応の難しい行

動に適切に対処するための訓練が、機関と施設に雇用され養育に携わるすべての職員に

提供されねばならない。 

 

117. 機関と施設は、適切な場合はいつでも、養育者が、子どもの特別のニーズ（特に、HIV/AIDS

への感染、慢性的な身体的または精神的疾患、身体的または精神的障害を持つ子どもの
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ニーズ）に対応できるように確保せねばならない。 

 

2. 里親による養育 

118. 管轄当局または管轄機関は、子どものニーズと里親希望者の能力と資源をアセスメント

し、その子に最適な里親を見いだして引き合わせた上で、関係者すべてが委託に向けて

準備するためのシステムを考案し、職員をそれに沿って訓練せねばならない。 

 

119. 里親として認められた人々は、それぞれの地方で明らかにされていなければならない。

その里親は、家族、地域、文化集団との繋がりを維持しながら、子どもに養育と保護を

提供できる者でなければならない。 

 

120. 里親のために、特別な準備、支援、カウンセリングのサービスを向上させ、委託の前、

委託中、委託後に定期的に里親が利用できるようにしなければならない。 

 

121. 里親は、里親支援機関や実親の養育を受けていない子どもに携わるその他の制度の中で、

自分の意見を伝え、方針や政策に影響を与える機会を持つべきである。 

 

122. 里親同士が作る団体は、重要な相互的な支援を提供し、実践と方針の発展に貢献しうる

ものであり、その設立は奨励されねばならない。 

 

C. 施設養育  

123. 施設養育を提供している施設は、小規模で、子どもの諸権利とニーズに合わせて組織さ

れ、できるだけ家族や小グループの状況に近い環境でなければならない。そうした施設

の目的は、一般に一時的な養育を提供し、その子の家族への復帰に積極的に貢献するこ

とであり、家族への復帰が適わない場合には、たとえば、適切な場合には養子縁組やイ

スラム法におけるカファーラを含む代替の家族環境において、その子に安定的な養育を

確保することになる。 

 

124. 必要かつ適切な場合には、単に保護と代替養育を必要としているだけの子どもを、刑事

司法制度の対象となる子どもと別々に居住させるための措置を講じなければならない。 

 

125. 国家または地方の管轄当局は、施設養育施設への受け入れが適切な場合のみに限られる

ように、厳格な手続きを設けねばならない。 
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126. 国家は、施設養育の環境に十分な数の養育者を確保し、子ども一人一人に目をかけるこ

とができ、必要に応じて特定の養育者との愛着を持つ機会を子どもに与えるようにしな

ければならない。また、その養育環境において養育者は、その目的を効果的に実施し、

子どもの保護を確保できるように配置されねばならない。 

 

127. 法律、政策、規則は、機関や施設または個人が、施設養育の委託に子どもを募集したり

勧誘したりすることを禁じねばならない。 

 

D. 監査とモニタリング 

128. 代替養育の提供に携わる機関、施設、専門家は、特定の公的な当局に対し説明責任を持

たねばならない。その当局は、特に、職員と子どもとの話し合いや両者の観察を含む、

前もって予定をした訪問と予定を決めない訪問の両方からなる頻繁な監査を確実に行わ

なければならない。 

 

129. 可能かつ適切な範囲で、監査の役割に、養育提供者の訓練や能力形成の要素を含めねば

ならない。 

 

130. 国家は、独立したモニタリングの仕組みが機能し、「人権の促進及び保護に関与する国家

機関の地位に関する原則」（パリ原則）にしかるべき配慮をするように確保せねばならな

い。そのモニタリングの仕組みは、子ども、実親、実親の養育を受けていない子どもに

責任を持つ者にとって、容易に利用できるものでなければならない。モニタリングの仕

組みが持つ機能は以下を含まねばならない： 

(a) どんな形態であれ代替養育を受けている子どもとプライバシーが保たれた状態で話

し合うこと。子どもが暮らしている養育環境を訪問すること。そして、苦情に基づくに

せよ、監査時に気づいたにせよ、そうした環境において、子どもの権利が侵されている

と疑われる状況についての調査を行うこと。 

(b)実親の養育を奪われた子どもの処遇（扱い）を改善することを目的として、適切な当

局に関連する政策を提言すること、そしてその改善を、子どもの保護、健康、発達、養

育についての広く認められた研究成果に沿ったものとすること。 

(c) 法案に関する提案や観察結果を提出すること。 

(d) 子どもの権利条約に基づく報告の作成、特に、このガイドラインの実施について子

どもの権利委員会に提出される定期的な加盟国の報告の作成に、独立的に役割を果たす

こと。 
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E. アフターケアへの支援 

131. 機関と施設は、計画に基づくかどうかを問わず、子どもの代替的養育の終了について、

明確な方針を持ち、同意された（確立された）手続きを行うことで、適切なアフターケ

ア及び、またはフォローアップを確実に行わねばならない。養育の期間を通じて、機関

と施設は、特に、地域社会生活への参加によって培われる社会的スキルと生活スキルの

獲得を通して、子どもに自立心を付けさせ、地域に完全に溶け込むよう準備することを

組織的に目指さねばならない。 

 

132. 代替養育からアフターケアへの移行のプロセスは、特に搾取を避けるために、子どもの

ジェンダー、年齢、成熟度、個別の状況を考慮に入れ、カウンセリングと支援を含まね

ばならない。代替養育を離れようとする子どもは、アフターケアを受ける生活を計画す

ることに参加するよう奨励されねばならない。また、障害などの特別なニーズを持つ子

どもは、特に不必要な施設入所を確実に避けるために、適切な支援システムから優遇措

置を受けるべきである。公共部門に対しても民間部門に対しても、代替養育を受けてい

た子ども、特に特別のニーズを持った子どもを雇用するように、褒賞制度も含めて奨励

されねばならない。 

 

133. 可能な場合にはいつでも、それぞれの子どもに、養育を離れる際にその子の自立を支援

できる専門家を割り当てる特別な努力が払われねばならない。 

 

134. アフターケアは、委託のできるだけ早い段階から、いずれにせよ、子どもがその養育環

境を離れる充分前から準備されねばならない。 

 

135. 教育的・職業的訓練の機会は、養育を離れようとする若者が、経済的に自立し自分自身

の収入を得ることを助けるために、生活スキル教育の一環として継続的に与えられねば

ならない。 

 

136. 社会的・法的及び保険上のサービスと適切な経済的支援が、養育を離れようとする若者

やアフターケアを受けている若者に提供されねばならない。 

 

Ⅷ. 普段住んでいる国以外での子どもへの養育の供給  

A.子どもを国外での養育に委託すること 

137. このガイドラインは、普段住んでいる国とは別の国に子どもを養育のために送り出すこ

とに携わる、すべての公的・民間機関や個人である。その養育が、治療、一時的な受け
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入れ、レスパイトケア、その他のいかなる理由であるかを問わない。 

 

138. 関係各国は、指名された機関が、(1)特に、受け入れ国における養育者の選任及び養育と

フォローアップの質について具体的な基準を定めること、(2)そして、そうした制度の運

用を監督指導しモニタリングすることに、責任を持つように確保せねばならない。 

 

139. そうした状況において、適切な国際的協力と子どもの保護を確保するために、諸国家は、

「親責任及び子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行及び協力に関する条

約」（ハーグ条約）を批准または加盟することが奨励される。 

 

B. すでに国外にいる子どもへの養育の供給 

140. このガイドラインは、その他の国際的な関連規定も同様に、どのような理由であれ、

普段住んでいる国以外の国にいる間に養育（ケア）を必要としている子どものための

手配に携わる、すべての公的・民間機関や個人に適用されねばならない。 

 

141. 付き添われていない子どもや分離された子ども（cf. 段落28）が既に本国以外にいる場

合は、原則として、現にその子がいる国の子どもと同じ水準の保護と養育を受けられね

ばならない。 

 

142. どのような養育を提供するのが適切かを決定するにあたって、付き添われていない子ど

もや分離された子どもの多様性や相違が（たとえば、民族的で移住に関する背景や文化

的・宗教的多様性であるが）、ケースバイケースを原則に考慮に入れられねばならない。 

 

143. 不法に入国した子どもを含め、付き添われていない子どもや分離された子どもは、原則

として、単に入庫こうや滞在に関する法を破ったということだけを理由に自由を奪われ

てはならない。 

 

144. 人身売買の被害者となった子どもは、強制されて不法な活動に関与したことを理由に、

警察の拘留に引き止められたり、刑罰に処せられたりしてはならない。 

 

145. 付き添われていない子どもが確認され次第、国家は、後見人、あるいは必要な場合には

子どもの養育とウェルビーイングに責任を持つ組織による代理人を任命することが強く

奨励される。その子の地位の認定と意思決定の過程を通じてその子に付き添うことがで

きるようにするためである。 
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146. 付き添われていない子どもや分離された子どもが代替養育に受け入れられ次第、その子

の家族の居場所を突き止め、家族の絆を再確立するためのあらゆる理にかなった努力が

為されるべきである。ただし、このことがその子の最善の利益に沿い、関係する者を危

険に晒さない場合に限る。 

 

147. 付き添われていない子どもや分離された子どもの諸権利を最もよく保護するような仕方

で、その子の将来の計画を支援するために、関係各国と社会サービスに携わる当局は、

その子に関する文書とその他の情報の獲得に向けてすべての理にかなった努力をせねば

ならない。それは、普段住んでいる国における、その子の危険、社会的状況、家族状況

のアセスメントを実施するためである。 

 

148. 付き添われていない子どもや分離された子どもは、以下の場合には、普段住んでいる国

に送還してはならない： 

(a) 危険と安全についてのアセスメントに従って、その子の安心と安全が脅かされると

信じるに足る理由がある場合。 

(b) 送還に先立って、実親、その他の親戚、その他の成人で面倒を見る人、出生国の政

府機関や承認された機関または施設といった、適当な養育者が、その子に責任を負い、

その子に適切な養育と保護を提供することに同意し、その能力がある場合以外。 

(c) その他の理由の故に、管轄当局のアセスメントに従って、その送還が子どもの最善

の利益に沿わない場合。 

 

149. 上記の目的を念頭に、諸国家、諸宗教、地域当局、市民団体の間の協力が促進され、強

化され、高められねばならない。 

 

150. 子どもの最善の利益に沿い、その子と家族を危険に晒さない場合には、領事か、それが

できない場合には、その子の出身国の法的代理人による効果的な関与が予定されねばな

らない。 

 

151. 付き添われていない子どもや分離された子どもの福祉に責任を持つ者は、子どもと家族

の定期的なコミュニケーションを促進せねばならない。ただし、その子の希望に反する

場合や、明白にその子の最善の利益に沿わない場合を除く。 

 

152. 養子縁組やイスラム法のカファーラを目的とした養育の委託は、付き添われていない子
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どもや分離された子どもにとって、適切な最初の選択肢と見なされてはならない。国家

は、この選択肢を考慮するのを、その子の両親や拡大家族または普段の養育者の居場所

を見つける努力が尽くされた後だけに限るよう奨励されねばならない。 

 

Ⅸ.緊急事態における養育  

A. ガイドラインの適用 

153. このガイドラインは、緊急事態の場合も継続して適用されねばならない。その適用は、

自然災害か人的災害かを問わず、人的災害には、国際的・非国際的武力紛争また外国に

よる占領も含まれる。緊急事態に、実親の養育を受けていない子どものために活動する

個人や組織は、このガイドラインに沿って活動するよう強く奨励される。 

 

154. そうした状況においては、国家または当該地域における事実上の当局、国際社会、すべ

ての地方機関、国内機関、外国機関、国際機関は、子どもに焦点を絞ったサービスを提

供または提供しようとするにあたって、次のことに特別の注意を払わねばならない： 

(a) 付き添われていない子どもや分離された子どもに応えようとするすべての団体と個

人が、十分に経験を積み、訓練され、適切な仕方で臨機応変に対応できるように準備を

整えているように確保すること。 

(b) 必要に応じて、一時的そして長期的な家族を基盤とする養育を発展させること。 

(c) 施設養育は、家族を基盤とする養育を発展させるまでの一時的な措置に限ること。 

(d) 永続的または長期間にわたり、大人数の子どもを同時に養育するための居住型施設

の新設を禁ずること。 

(e) 国境を跨ぐ子どもの移動を防ぐこと。ただし、下記159段落に記載された状況を除く。 

(f) 家族の居場所の追跡への協力と、家族への復帰に向けた努力を義務とすること 

 

 

分離を防止すること 

155. 組織や当局は、実親や第一義的な養育者から子どもを分離することを防ぐために、あら

ゆる努力を払わねばならない。ただし、その子の最善の利益のために、その分離が必要

とされる場合を除く。また、組織や当局が、家族に対してではなく一人でいる子どもに

サービスや手当を提供する際には、本来の意図から逸れて、家族の分離を奨励しないよ

うに確保せねばならない。 

 

156. 子どもの実親やその他の第一義的な養育者が子どもを分離しようとする場合には、以下

の手立てによって防がれねばならない： 
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(a) すべての世帯が、基本的な食物・医療品・教育を含むその他のサービスを入手でき

るように確保することによって。 

(b) 施設養育という選択肢の発展を制限し、その利用を絶対的に必要な状況のみに限定

することによって。 

 

B. 養育の手配  

157. 地域は、その地域で子どもが直面する養育と保護の問題をモニタリングし、それらに応

じることにおいて積極的な役割を担うように支援されねばならない。 

 

158. 子どもがもともと属している地域での養育は、子どもの社会化と発達における継続性を

提供するので、里親によるものも含め奨励されねばならない。 

 

159. 付き添われていない子どもや分離された子どもには虐待や搾取の危険が高まっているか

もしれないため、養育者のモニタリングと特別の支援が、子どもの保護を確保するため

に予定されねばならない。 

  

160. 緊急時における子どもは、普段住んでいる国から別の国へと、代替養育のために移動さ

せられてはならない。ただし、やむにやまれぬ健康上、医療上、安全上の理由のために

一時的にそうされる場合を除く。そうした場合には、その移動先はできるだけ家に近い

国とし、実親かその子が知っている養育者が付き添わねばならない。また、明確な本国

への返還計画が確立されねばならない。 

 

161. 家族への復帰が適切な期間内に不可能であるとわかった場合、あるいは子どもの最善に

利益に反すると見なされた場合には、イスラム法のカファーラや養子縁組といった安定

的で決定的な解決を構想しなければならない。こうした解決ができない場合は、里親に

よる養育や、適切な施設養育といったその他の長期間続く選択肢（グループホームやそ

の他の監督指導を伴う生活手配を含む）を考慮しなければならない。 

 

C. 家族の居場所を突き止めることと復帰 

162. 付き添われていない子どもや分離された子どもについては、確認、登録、書類の作成

が、どんな緊急時でも優先され、できるだけ早く実行されねばならない。 

 

163. 登録活動は、国家当局によって、あるいは、その直接的な監督指導のもとでこの務め

に対する責任と経験を伴う明示的に命じられた機関によって実施されねばならない。 
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164. 集められた情報が機密を要求することは尊重されねばならず、情報を安全に転送し保管

するためのシステムが機能していなければならない。 

 

165. 家族や、法律または慣習に基づく第一義的な養育者にあたる者の居場所を突き止めるこ

とに携わる者はすべて、コーディネートされた組織の中で活動せねばならない。可能な

場合には、標準化された書式と相互に互換可能な方式を用いることになる。その者たち

は、自分の活動によって、子どもとその他関係者が危険に晒されないことを確保せねば

ならない。 

 

166. 子どもと家族の関係が正当であり、子どもと家族の双方が共に暮らすことを望んでいる

ことを、子どもそれぞれについて検証せねばならない。また、家族の居場所を突き止め

ようとする努力がすべて尽くされるまでは、養子縁組、名前の変更、または家族が滞在

していそうな場所から遠く離れた場所への移動など、結果として子どもの家族への復帰

を妨げるような活動は慎まねばならない。 

 

167. どんなものであれ子どもの委託については、将来の家族への復帰を促進することを目的

として、適切な記録を作成し、安全で確実な方法で保存しなければならない。 
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