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【児童の権利に関する条約ができるまで】 

1924年  「ジュネーブ宣言」が国際連盟で採択。 

1948年 「世界人権宣言」が 12月 10日に第 3回国連総会で採択。 

1950年 第 5 回国連総会において、毎年 12 月 10 日を「人権デー」として、世界中で記

念行事を行うことを決議。 

1959年 11月 20日、「児童の権利に関する宣言」が国連総会で採択。 

1978年  ポーランドから国連人権委員会に「児童の権利に関する条約」の草案が提出。 

1979年  国際児童年。国連人権委員会は、ポーランド案を検討し、最終草案を作成する

ための作業部会を設置。 

1980年  「国際的な児童の奪取の民事上の側面に関する協定」（ハーグ条約）が国際私法

ハーグ会議で採択。 

1985年  「少年司法の運用のための国際連合最低基準規則」（北京規則）が国連総会で採

択。 

1986年  「国内の又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に考慮した児童の保護及び福

祉についての社会的及び法的な原則に関する宣言」が国連総会で採択。 

ユニセフ執行理事会は「児童の権利に関する条約」の草案作りに全面的に協力

することを決議。 

1989年  「児童の権利に関する宣言」採択 30 周年記念日の 11 月 20 日に、「児童の権利

に関する条約」が国連総会で採択。 

1990年  1 月 26 日、「児童の権利に関する条約」は、その支持を表明する署名のために

開放され、61カ国が署名。 

9月 2日、「児童の権利に関する条約」が発効。 

9月 21日、日本が 109番目の署名国となる。 

【作成および採択の経緯】 

「児童の権利に関する条約」は、18歳未満のすべての人の保護と基本的人権の尊重

を促進することを目的として、1989年秋の国連総会で、全会一致で採択されたもの

です。我が国は、1990年 9月 21日にこの条約に署名し、1994年 4月 22日に批准を

行いました。（同年 5月 22日に我が国について効力発生）。 

 この条約は、今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、虐待、性的搾取といった困

難な状況におかれている児童がいるという現実に目を向け、児童の権利を国際的に

保障、促進するため、国連人権委員会の下に設置された作業部会において、多くの

国連加盟国政府、国連機関等が参加し、10年間にわたって行われた審議の成果です。 

 この条約の内容は、特定の国の文化や法制度を偏重することなく、先進国であれ、

開発途上国であれ、すべての国に受け入れられるべき普遍性を有するものになって

います。  出典：「『児童の権利条約』（児童の権利に関する条約）について」外務省ホームページ 



外務省ホームページ（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/midashi.html）を加工して作成  

 

【児童の権利条約 （児童の権利に関する条約） 条文見出し一覧】 

前文 

第 1部  

第 1条 （児童の定義） 

第 2条 （差別の禁止） 

第 3条 （児童に対する措置の原則）  

第 4条 （締約国の義務）  

第 5条 （父母等の責任、権利及び義務の尊重）  

第 6条 （生命に対する固有の権利）  

第 7条 （登録、氏名及び国籍等に関する権利） 

第 8条 （国籍等身元関係事項を保持する権利）  

第 9条 （父母からの分離についての手続き及び児童が父母との接触を維持する権利） 

第 10条 （家族の再統合に対する配慮） 

第 11条 （児童の不法な国外移送、帰還できない事態の除去） 

9 月 29、30 日、「子どものための世界サミット」が国連本部（ニューヨーク）

で開催。 

1991年  1月 26日、「条約」が署名のために開放されてから 1周年の記念日までに、130

カ国が署名、70カ国が批准を終える。 

2 月 27 日、「条約」締約国の第一回会合がニューヨークで開かれ、児童の権利

委員会の 10人の委員が選出。 

1994年  4月 22日、日本が「条約」を批准し、158番目の締約国となる。 

1995年  児童の権利委員会の委員数を 10人から 18人へ増大する「条約」の改正が、「条

約」締約国の会議で採決され、国連総会において承認。 

2000年  5 月 25 日、「条約」の二つの選択議定書(「児童の売買、児童売春及び児童ポル

ノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」及び「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の選択議定書」)が国連総会で採択。 

2002年  1月、「児童の売買、児童売春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約

の選択議定書」が発効。 

2月、「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の選択議

定書」が発効。 

5月 8日～10日、「国連子ども特別総会」が国連本部（ニューヨーク）で開催。

成果文書「子どもにふさわしい世界」が採択。これを機に、5月 10日、日本が

両選択議定書の署名国となる。 

2004年  8 月 2 日、日本が「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

条約の選択議定書」を批准し、75番目の締約国となる。 

2005年 1月 24日、日本が「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利

に関する条約の選択議定書」を批准し、90番目の締約国となる。 

2015年 1月現在、195の国と地域がこの条約を締結。 
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第 12条 （意見を表明する権利） 

第 13条 （表現の自由） 

第 14条 （思想、良心及び宗教の自由） 

第 15条 （結社及び集会の自由） 

第 16条 （私生活等に対する不法な干渉からの保護） 

第 17条 （多様な情報源からの情報及び資料の利用） 

第 18条 （児童の養育及び発達についての父母の責任と国の援助） 

第 19条 （監護を受けている間における虐待からの保護） 

第 20条 （家庭環境を奪われた児童等に対する保護及び援助） 

第 21条 （養子縁組に際しての保護） 

第 22条 （難民の児童等に対する保護及び援助） 

第 23条 （心身障害を有する児童に対する特別の養護及び援助） 

第 24条 （健康を享受すること等についての権利） 

第 25条 （児童の処遇等に関する定期的審査） 

第 26条 （社会保障からの給付を受ける権利） 

第 27条 （相当な生活水準についての権利） 

第 28条 （教育についての権利） 

第 29条 （教育の目的）  

第 30条 （小数民族に属し叉は原住民である児童の文化、宗教及び言語についての 

権利） 

第 31条 （休息、余暇及び文化的生活に関する権利） 

第 32条 （経済的搾取からの保護、有害となるおそれのある労働への従事から保護 

される権利）  

第 33条 （麻薬の不正使用等からの保護） 

第 34条 （性的搾取、虐待からの保護） 

第 35条 （児童の誘拐、売買等からの保護） 

第 36条 （他のすべての形態の搾取からの保護） 

第 37条 （拷問等の禁止、自由を奪われた児童の取扱い） 

第 38条 （武力紛争における児童の保護） 

第 39条 （搾取、虐待、武力紛争等による被害を受けた児童の回復のための措置） 

第 40条 （刑法を犯したと申し立てられた児童等の保護） 

第 41条 （締約国の法律及び締約国について有効な国際法との関係） 

第 2部  

第 42条 （条約の広報） 

第 43条 （児童の権利委員会の設置） 

第 44条 （報告の提出義務） 

第 45条 （児童の権利委員会の任務） 

第 3部   

第 46条 （署名）  

第 47条 （批准）  

第 48条 （加入）  

第 49条 （効力発生）  

第 50条 （改正）  

第 51条 （留保）  

第 52条 （廃棄）  

第 53条 （寄託者）  

第 54条 （正文） 

（日本語訳の見出しは、条約の理解と検索の便に供するために、参考として附したものです。）  
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【 日本ユニセフ協会が示す「子どもの権利に関する条約」について 】 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
また、子どもたちにわかりやすく条約について学習できるように、日本ユニセフ協会で

は「子どもの権利条約カードブック」（p〇～p〇参照）を作成しています。子どもの権利

に関する条約の第１条から第４０条までをわかりやすい言葉で表しています。 
 

【熊本市子どもフォーラム ～教育委員会の取り組み～】 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちは、健

康に生まれ、安全

な水や十分な栄養

を得て、健やかに

成長する権利を持

っています。 

 

 

 

 

 

 

生きる権利 

子どもたちは、あ

らゆる種類の差別

や虐待、搾取から

守られなければな

りません。紛争下

の子ども、障害を

もつ子ども、少数

民族の子どもなど

は特別に守られる

権利を持っていま

す。 

 

子どもたちは、自

分に関係のある事

柄について自由に

意見を表したり、

集まってグループ

を作ったり、活動

することができま

す。そのときには、

家族や地域社会の

一員としてルール

を守って行動する

義務があります。 

子どもたちは、教

育を受ける権利を

持っています。ま

た、休んだり遊ん

だりすること、

様々な情報を得、

自分の考えや信じ

ることが守られる

ことも、自分らし

く成長するために

とても重要です。 

 

育つ権利 参加する権利 守られる権利 

「子どもの権利に関する条約」は、前文と５４の条文からなりますが、下のように大きく

４つの柱がうたわれています。 

また、原文を日本政府（外務省）が翻訳したものは「『児童』の権利に関する条約」で

すが、日本ユニセフ協会の抄訳では「『子ども』の権利に関する条約」とされています。 

熊本市では、児童生徒や保護者・地域のおとなの方などへ広く「児童の権利に関する条約」を 
周知することと、「子どもの意見表明の機会」の確保をめざした「熊本市子どもフォーラム」を 
平成 10 年度より開催し、平成 22 年度までにすべての小・中学校で実施しました。平成 23 年度 
からは平成 25 年度までの 3 年間ですべての小・中学校で開催することになり、現在、平成 26 
年度から平成 28 年度までの 3 年間ですべての小・中学校での開催が計画されています。 

子どもフォーラムでは、おとなを交えた会で、子どもたちが意見や思いを表明するだけでなく、 
保護者や地域のおとなの人たちとの意見の交流のひとときがとても貴重です。そのやりとりの中 
で、子どもたちは、自分たちがおとなから理解され、尊重されているという実感をもつことを大 
切にしています。 

【日本ユニセフ協会が提唱している「子どもの権利に関する条約」についての 4 つの柱】 
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