
2020/6/19

1

体罰禁止を考える
（参考資料）

子どもの虹情報研修センター
ミニ講座シリーズ ６

子どもの虹情報研修センター
川﨑 二三彦

令和２年（2020年）年４月
令和２年（2020年）年６月 一部追加

本資料について

この参考資料は、動画版によるミニ講座の内容を補足し、動画と合わ
せて活用していただくことを目的として作成しました。

動画版ミニ講座は、（1）法改正の経過、（２）体罰はなぜいけないのか、
（３）体罰によらない子育てのために、の３つに分け、手軽に視聴できる
よう、いずれも１０分以下、合計３０分以内におさめています。

ただし、時間的制約もあって、国会質疑を含む「体罰禁止」法定化のプ
ロセスや、改正後にまとめられた「ガイドライン」等の内容を十分紹介す
ることができませんでした。

本資料には、可能な限りそれらを記載し、他の資料も加えることで、
「体罰禁止」についての理解を助け、深めることを意図しています。

なお、全体の構成や内容は、動画版ミニ講座と異なっている点があり
ますが、動画と独立して本資料を利用することもできますので、自由にご
活用ください。

皆さまのお役に立てば幸いです。
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平成12年（2000年）
「児童虐待の防止等に関する法律」

制定時における国会質疑

（1）法改正の経過

民法は、親権者が必要な範囲内でみずからその子を懲戒することができるも
のとしております。これは、親権者が、子の監護上、子の非行や過ちを矯正し、
それを指導するために必要かつ相当な範囲内で子に対して一定の措置をとるこ
とを認めたものでございまして、その限界が問題でございますが、この懲戒には
体罰も場合によっては含まれるわけですが、それが子の監護上必要かつ相当な
ものとされるかどうかは、その社会の、時代の健全な常識により判断されるべき
ものでございます。

児童虐待の防止等に関する法律（以下、児童虐待防止法）は、議員立法として、平成12
年5月に全会一致で可決・成立し、同年11月20日に施行されました。
上記の民事局長の答弁は、児童虐待防止法制定直前の、衆議院青少年問題に関する
特別委員会における答弁です。

ちなみに、この時の質問者である田中甲委員は、次のように質問していました。

なお、民事局長は、上記に続いて、次のスライドのように説明します。

私は、この懲戒権を廃止して、または厳格に制限した規定へ改正すべきだという意見を
持つ一人なんです。それは、民法上と、この場合に私が考えているのは児童福祉法上、
この法律に限っては懲戒権を廃止すべきだという考えを持って議員立法をつくっていきた
いと思いますが、担当である民事局長の御所見はいかがですか。

法務省民事局長の国会答弁
（衆議院青少年問題に関する特別委員会 平成12年（2000年）4月13日）

（1）法改正の経過
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いずれにしましても、懲戒権は親が子の利益のために行うべきものでございま
すから、子の身体に傷害を負わせたり、または心理的な虐待を加える等、児童
虐待と判断される行為が懲戒権として許容されないことは言うまでもないわけで
ございます。

懲戒権を今度は民法上一般的に廃止するべきではないかという御意見がある
ことは私どもも承知しておりますが、これは民法上全部廃止してしまいますと、親
が子のために行う正当なしつけもできないということになりかねないわけでござ
いまして、これは我が国の家族制度のあり方にも大きな影響を及ぼすものでご
ざいます。この問題については、そういう家族制度に大きな影響があるものです
から、これも慎重に御検討していただきたいなというふうに思っております。

民事局長、私は、懲戒権ということを廃止して大きな影響を与えたいんですよ。
親が子供に愛情を注ぐというのは、これは義務であって、懲戒権という権利を
与えて子供を罰するということは極めておかしい。いつまでもこういう姿のままで
あっていいとは思えない（以下略）

田中委員は、この答弁に対して、次のように反論して質疑は終わっています。

法務省民事局長の国会答弁（続き）
（衆議院青少年問題に関する特別委員会 平成12年（2000年）4月13日）

（1）法改正の経過

親
権

懲
戒
権

体罰にかかる法律上の考え方の変遷①

平成12年（2000年）法務省民事局長国会答弁
「懲戒には体罰も場合によっては含まれる」

体罰

親権として認
められる体罰

親権の範囲を
超える体罰

（1）法改正の経過
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懲戒権についての
当時の法解釈

（1）法改正の経過

親権者等は必要な範囲でみずから懲戒することができる。懲
戒のためには、しかる・なぐる・ひねる・しばる・押入に入れる・
蔵に入れる・禁食せしめるなど適宜の手段を用いてよいであろ
うけれども、いずれも「必要な範囲内」でなければならない。

「必要な範囲内」とはその目的を達するについて必要かつ相
当な範囲を超えてはならないことであって、例えば、数時間の
監禁をもって足る場合に、数日のそれをもってするとか、軽くな
ぐる・ひねる処置をもって足るにかかわらず、終日の禁食をもっ
てするとかはこの範囲を超えるものであり、その上、たとえ子の
非行過誤の矯正のために必要かつ相当であっても、懲戒の方
法・程度はその社会、その時代の健全な社会常識による制約
を逸脱するものであってはならない。

於保不二雄・中川淳（1994）『新版 注釈民法（25）親族（5）』（有斐閣）から

＊懲戒権の範囲が、かなり広く解釈されていたように感じられます。（川﨑）
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平成23年（2011年）
民法等の一部改正

（1）法改正の経過

「政府は、この法律の施行後３年以内に、児童虐待の防止等を図り、児童
の権利利益を擁護する観点から親権に係る制度の見直しについて検討を行
い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」とされた。

＊この改正法は平成20年（2008年）4月1日施行。

○平成19年（2007年）児童虐待防止法等の改正法附則

○附則をふまえ、平成21年（2009年）5月、法務省の委託により「児童
虐待防止のための親権制度研究会」が組織されて、平成22年（2010年）
1月、報告書がまとめられた。

本改正に至る簡単な経過は、以下のようになります。

○「民法等の一部を改正する法律案」が平成23年（2011年）3月に国会
上程され、5月27日可決、6月3日公布。（平成24年（2012年）4月1日施行）

（法律案提案理由）
児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権の停止制度
を新設し、法人又は複数の未成年後見人を選任することができるようにすること等の
措置を講ずるため、民法の改正を行い、これに伴い家事審判法及び戸籍法について
所要の改正を行うとともに、里親委託中等の親権者等がいない児童の親権を児童相
談所長が行うこととする等の措置を講ずるため、児童福祉法の改正を行う必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。

（1）法改正の経過

9

10



2020/6/19

6

「児童虐待防止のための親権制度研究会」

「児童虐待防止のための親権制度研究会」は、「児童虐待や親権者による
親権の不適切な行使により、子の利益が現に害され、又は害されるおそれ
が大きいにもかかわらず、現在の制度では対応に苦慮する場合として指摘
されている事案」があるとして、９つの事例を示している。それらの多くは、民
法に「親権喪失」制度しかないことから、制度活用に躊躇する点を挙げ、

①児童を適切に保護するなどの観点から、親権喪失制度の見直しも含め、
親権を必要に応じて適切に制限するための手当て

②親権を制限された者の子等に安定した養育監護のための環境を与える
などの観点から、親権を行う者がない子を適切に監護等するための手当て

などをおもなテーマとして検討しています。つまり、本研究会の重要なテー
マは、親権喪失制度の見直しでした。その結果として、「親権の一時停止」制
度が創設されたわけです。

なお、体罰も一部認められる懲戒権の問題は、③その他の論点として取り
挙げられています。その内容は、次のスライドに記載しました。

（1）法改正の経過

そして、懲戒権にかかわって「現在の制度では対応に苦慮する」例として、次
のような場合が挙げられています。

Ｄ 親権者がその親権（懲戒権）を口実に児童虐待を正当化するなどし、児童
相談所の児童福祉司等による指導を受けたり、養育態度を改善したりしようと
する姿勢が見られないが、親権を喪失させるのはちゅうちょされるような事案。

研究会報告書は、懲戒権の検討に関して次のように述べています。

（本研究会で議論・検討した論点を整理するに当たっては）第３に、児童虐
待防止のための親権制度の見直しに関するその他の論点（接近禁止命令の
在り方、保護者に対する指導の実効性を高めるための方策並びに懲戒権及
び懲戒場に関する規定の在り方）を取り上げている。

なお、上記で触れられている「懲戒場」は、当時においても、全国どこにも
設置されておらず、今回の改正の際、「懲戒場」にかかる部分は、全て削除
されています。

「児童虐待防止のための親権制度研究会」
（1）法改正の経過
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この点については、仮に懲戒権の規定を削除したとしても、子に対する必要
なしつけは民法第820条の監護教育権に基づいて行うことができると解され、
懲戒権の規定を削除することによって、直ちに親権の内容に変更が加えられ
るものではないとも考えられる。

他方で、親権が子の利益のために行われなければならないものであることは
前述したとおりであり、民法第822条の規定する懲戒権も、子の監護教育に必
要な範囲で認められるに過ぎない。したがって、懲戒権の規定を存置させたと
しても、児童虐待が懲戒権の行使として正当化されることがないことは明らか
である。

子に対する親の教育やしつけの在り方については、多様な意見があることか
ら、懲戒権や懲戒場について規定する民法第８２２条を削除することについて
は、現在ある規定を削除することによってどのような解釈がされることになるか
といった点や、現在ある規定を削除することが社会的にどのように受け止めら
れるかといった点にも配慮しつつ、更に検討が深められることが期待される。

懲戒権削除にかかる検討

「児童虐待防止のための親権制度研究会」

検討結果は、次のとおりまとめられました。

（1）法改正の経過

明治37年2月の大審院における判例が現在の懲戒権に関する通説となっ
ているようですが、このときの事件内容は次のとおりです。

知能発育不十分の長男が不従順であることに怒った父親が、頭部を棒２本
の間に挟み、両端をくいと樹木に結びつけ、縄で両手を背後に縛り、小屋に
押し込め、こん棒で数回殴打し、約３時間監禁した。この行為によって父親は
制縛監禁罪で訴えられました。

そのような事件でしたけれども、このときの判決は次のとおりです。

懲戒の程度、手段に関しては、必要なる範囲を逸出せさる限りは、制縛監
禁しまたはこれを殴打するの必要があれば、法律上これをなすことができる。

つまり、明治37年の判決では、子に対する体罰も含めて正当な懲戒行為と
みなしておりました。

このような明治時代からの懲戒権をなぜ今回の改正で削除もしくは変更で
きなかったのでしょうか。大臣にお伺いいたします。

衆議院 法務委員会・青少年問題に関する特別委員会連合審査会

平成23年（2011年）4月20日

相原委員は、次のように質問ました。

これに対して江田法務大臣は、次のスライドのように答弁しました。
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この懲戒権というのは古くて新しい課題で、懲戒権という言葉はもう要らない
んじゃないか、そういう議論は随分これまでもございました。

明治時代の判例、私はその中身までちょっと承知をしておりませんが、もし
今委員が言われたような懲戒行為が懲戒として許されるとするなら、それはや
はり現代ではもう許されないような行為であることは明らかだと思います。

（中略）
それなら懲戒というのは要らないんじゃないか、懲戒という言葉が児童虐待
の正当化のために使われているんじゃないか、そういう問題意識はよくわかる
んですが、しかし、これは多くの識者の議論をいただきまして、懲戒という言葉
がなくなると、逆に今度は親が何もできなくなるんじゃないか、しつけなどをで
きなくなるんじゃないか、そういうような誤った理解を社会に与える、それはや
はり国民的な理解を得られないんじゃないか、そのような議論もあって、今回
は児童虐待の防止という観点から民法を見直すということだったので、懲戒と
いう言葉は残し、ただし、子の利益のために行使することですよと、そのことを
明確にしたということでございます。

ぜひ御理解いただきたいと思います。

相原委員の質問に対する江田法務大臣の答弁

衆議院 法務委員会・青少年問題に関する特別委員会連合審査会

平成23年（2011年）4月20日

親権制度の見直し
平成2３年（2011年）改正民法
（平成２４年（2012年）４月施行）

子の監護及び教育が子の利益の
ためにされるべきことを明確化。

懲戒権の行使も、そのために必要
な範囲に限定されました。

以上のような議論をふまえて、民法等の一部改正案は可決・成立しました。
懲戒権にかかる改正は、注目された親権の一時停止制度の創設などに比べ
て、それほど大きな話題を呼ばなかった印象が筆者にはありますが、その後
の展開の第一歩となる意義も持っていたのではないかと感じます。
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政府公報平成24年（2012年）3月掲載

民法の懲戒権規定の改正

親権が子どもの利益のために行われるべきであることは、多くの人が当然のこと
と考えていることでしょう。しかし、民法にはそれを明確に示す規定がなかったため、
親権が子どもに対する親の支配権のように誤解され、親権の濫用による児童虐待
にもつながっています。
そこで、今回の改正では、親権が子どもの利益のために行われることを改めて明
確にするため、民法の親権の規定の中に、「子の利益のために」という文言が追加
されました。

民法 改正前 改正後

第820条
親権を行う者は、子の監護及び教
育をする権利を有し、義務を負う。

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822条

親権を行う者は、必要な範囲内で
自らその子を懲戒し、又は家庭裁
判所の許可を得て、これを懲戒場
に入れることができる。

親権を行う者は、第820条の規定
による監護及び教育に必要な範
囲内でその子を懲戒することが
できる。

（1）法改正の経過

親
権

懲
戒
権

体罰にかかる法律上の考え方の変遷②

平成23年（2011年）改正民法
「親権が子どもの利益のために行われることを明確化」

親権の範囲を
超える体罰

体 罰

親権として認
められる体罰

平成24年（2012年）4月1日施行

（1）法改正の経過
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平成28年（2016年）
児童虐待防止法の一部改正

（1）法改正の経過

改正前

児童の親権を行う者は、児童のしつけに際し
て、民法第820条の規定による監護及び教育

に必要な範囲を超えて当該児童を懲戒しては
ならず、当該児童の親権の適切な行使に配慮
しなければならない。（下線部改正）

改正後

児童の親権を行う者
は、児童のしつけに際し
て、その適切な行使に
配慮しなければならな
い。

平成28年（2016年）の「児童福祉法等の一部を改正する法律案」は、児童福祉
法制定後、初めて総則に手を加え、児童を権利の主体者とするなどの大幅な改
正となりました。
その際、「依然として後を絶たない『しつけを名目とした児童虐待』を抑止する
観点から」（厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「児童福祉法等の一部を改正する法律の
公布について」）児童虐待防止法も、下記のとおり、一部改正されています。

（動画版ミニ講座では説明を割愛しています）

（1）法改正の経過
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令和元年（2019年）
児童虐待防止法の一部改正

（1）法改正の経過

厚生労働省「社会保障審議会児童部会
児童虐待等要保護事例の検証に関する
専門委員会」による「子ども虐待による死
亡事例等の検証結果等について」による
と、第2次～第15次報告（平成16年1月1日
～平成30年3月末まで）で、「しつけのつも
り」で死亡した子どもは合計87人。「心中
以外の虐待死」全体の11.5％だが、3歳以
上に限ると（統計のある第３次以降）約3割
を占め、加害の動機の第1位となっている。

加害の動機（３歳以上） 合計 第2次第3次 第4次 第5次 第6次 第7次 第8次 第9次 第10次 第11次 第12次第13次第14次第15次

しつけのつもり 60 7 5 8 8 7 1 7 2 3 3 4 3 2
子どもがなつかない 4 1 1 1 1

パートナーへの怒りを子どもに向ける 4 1 1 1 1

慢性疾患や障害の苦しみから子ども
を救おうという主観的意図

3 2 1

ＭＳＢＰ 2 1 1
保護を怠ったことによる死亡 33 1 9 4 2 2 4 1 3 2 1 2 2
子どもの存在の拒否・否定 4 1 1 1 1

泣きやまないことにいらだったため 2 2
アルコール又が薬物依存に起因した

精神症状による行為
1 1

精神症状による行為（妄想などによる
もの）（薬物依存等によるもの）

18 4 1 3 2 1 2 1 1 1 2

その他 32 3 1 3 1 4 6 2 1 3 6 2
不明 43 8 8 6 3 4 3 2 7 1 1

計 206 25 29 24 19 16 12 19 16 7 11 14 7 7

背景となる事実（1）
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２つの虐待死事件

平成30年（2018年）3月、東京都
目黒区で度重なる虐待を受けて
いた5歳の女児が死亡

平成31年（201９年）１月、千葉県
野田市で度重なる虐待を受けて
いた小学４年生の女児が死亡

第198回国会 参議院厚生労働委員会 令和元年（2019年）6月11日

東委員 今日から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案の委員会質疑ということでありますが、（中略）子供が
犠牲になる事件ほど、こんなつらい、痛ましいものはないなと、本当につくづく
報道を見ていて思うわけであります。

（中略）

今までも、法改正もこれまで何回か行ってきておりますし、体制強化とか連
携強化とか、そのたびにそういった言葉が飛び交ってくるわけですけれども、
なぜ、昨年の目黒区の事案とか今年の千葉県野田市の事案とか、今回の札
幌市の事案もそうですけれども、防ぐことができなかったのか、まずこれにつ
いて、大臣、どのようにお考えになっておられるのか、まずお聞きしてみたいと
いうふうに思います。

体罰禁止を決めた第198国会では、上記事件も取り上げられて質疑が行われました。
以下で質問を示し、次のスライドで厚生労働大臣の答弁を示します。

背景となる事実（２） （1）法改正の経過

根本厚生労働大臣 昨年3月に目黒区で5歳の女の子が児童虐待に

よって亡くなる大変痛ましい事件がありました。

この事案では、転居の際の児童相談所間での引継ぎが不十分だったこと、
転居後に子供の安全確認が行われないことといった課題があって、この課題
を受けて、昨年7月には直ちに緊急総合対策として、転居した場合の児童相
談所間における情報共有の徹底、通告後48時間以内に子供の安全確認が

できない場合の立入調査のルール化などの対策を関係閣僚会議で決定をい
たしました。
さらに、昨年12月に新たなプランを策定して、児童相談所や市町村の体制
強化を進めてまいりました。それにもかかわらず、本年1月に千葉県野田市
において同じような事件が起こりました。これは本当に誠に遺憾であります。

この千葉県野田市の事案についての問題点、これは、しつけと称して児童
虐待により子供を死亡させた、これについては体罰禁止の法定化、今回行い
ました。さらに、（以下略）

東委員の質問に対して、根本厚生労働大臣は、2つの虐待死事件も例示し

つつ、「しつけと称して児童虐待により子供を死亡させた」点をふまえて、体
罰禁止の法定化を行ったと答弁しています。

第198回国会 参議院厚生労働委員会 令和元年（2019年）6月11日

（1）法改正の経過
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鰐淵委員 今回の改正児童虐待防止法第14条に、親権者は児童のしつけに

際して体罰を加えてはならないこととすると規定されたことは評価をいたします
が、その実効性を確保していくことが何よりも重要であると思っております。（中
略）今回の法改正によりまして、実効性の確保に向けた取組をどのように強化
していくのか、厚生労働省の御見解をお伺いいたします。

厚生労働省子ども家庭局長 お答えいたします。体罰は、児童虐待にもつな

がり得るものでございます。また、痛みや苦しみを利用して子供の言動を支配
しようとする行為、こういう行為そのものを許さない、体罰そのものを許さない
ことが、児童虐待防止対策の観点から重要だと考えております。

（中略）

今後の普及啓発の取組でございますけれども、まずは、体罰の範囲、それ
から体罰禁止に関する考え方、これを国民にわかりやすく説明するためのガ
イドラインを作成してまいりたいというふうに考えておりまして、このガイドライ
ンをまず作成した上で、それをベースにさまざまな普及啓発を行ってまいりま
して、国民全体で体罰によらない子育てを推進していくような国民運動的な取
組を行っていければというふうに考えております。

ガイドラインについて

第198回国会 衆議院厚生労働委員会 令和元年（2019年）5月17日

法定化される体罰禁止を実効あるものにするため、ガイドラインが必要との質疑です。

（1）法改正の経過

河野委員 民法の懲戒権についても様々な議論があるところであります。こ

の懲戒権が体罰を容認する根拠となっては断じてならないわけでありまして、
本法案の附則におきましては、施行後２年を目途として、懲戒権の規定の在り
方について検討を加えるという旨の検討規定が設けられました。先日、法務大
臣の記者会見では、今月20日にも児童虐待防止のための懲戒権に関する規
定の見直しについて法制審議会に諮問するということであります。

厚生労働省として今後どのように関わっていくのか、お立場をお聞かせいた
だけたらと思います。

第198回国会 参議院厚生労働委員会 令和元年（2019年）6月11日

懲戒権について

場合により体罰も含まれる懲戒権をどのように扱うかが議論されています。

（1）法改正の経過

根本厚生労働大臣 今委員からお話がありましたように、今回の改正法案、

これは体罰禁止の法定化とともに、民法に定める懲戒権について、施行後２
年をめどとした検討規定を設けることとしております。この懲戒権の見直しに
ついては、今もお話がありましたように、法務大臣の方から法制審議会で議論
をスタートすると、こういう話がありました。これは民法の検討課題であります
ので法務省を中心に検討が行われるものでありますが、厚生労働省において
もこの検討に必要な連携協力を行っていきたいと思います。
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① 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることその
他民法第820 条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為に
より当該児童を懲戒してはならないこと。

（児童虐待の防止等に関する法律第14 条第１項関係）

② 児童相談所長、児童福祉施設の長、その住居において養育を行う児童
福祉法第６条の３第８項に規定する厚生労働省令で定める者（小規模住居
型児童養育事業における養育者）及び里親は、監護、教育及び懲戒に関
し必要な措置をとることができる児童に対し、体罰を加えることはできない
こと。

（児童福祉法第33 条の２第２項及び第47 条第３項関係）

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
の公布について

令和元年６ 月2 6 日
内閣府男女共同参画局長
厚生労働省子ども家庭局長

法案は、令和元年（2019年）6月、全会一致で可決・成立し、下記の通知が発出され

ました。そのうち「体罰禁止」にかかる内容は以下のとおりです。なお、施行は令和２
年（2020年）４月１日。

（1）法改正の経過

親
権

懲
戒
権

体罰にかかる法律上の考え方の変遷③

体罰

令和元年（2019年）改正の児童虐待防止法
「児童のしつけに際して、体罰を加えることを禁止」

体罰は親権として
認められない

＊懲戒権の円も、それまでより少し小さく記載してみました。
＊施行は令和2年（2020年）4月1日。

（1）法改正の経過
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改正法附則第７条第５項（懲戒権の在り方の検討）

政府は、改正法の施行後２年を目途として、民法第822条の規定の在り方に
ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措
置を講ずるものとすること。

参議院厚生労働委員会附帯決議 令和元年（2019年）６月１８日

体罰によらない子育てを推進するに当たり、子どもの権利条約を参考に具体
例を示したガイドライン等を早期に作成するとともに、体罰が子どもに与える影
響について広く国民が理解できるよう啓発に努めること。

その際、子どもに体罰をしてしまった保護者を追い込むのではなく、その行為
の非を自ら認知し、再発の防止が確保されるよう、可能な限り早期に適切な子
育ての方法や相談窓口について周知し、支援すること。

また、本法施行後２年を目途として検討される民法の懲戒権の在り方につい
ては、子どもの権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、規定の削除を含め、
早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

改正法には附則があり、その一つが「懲戒権のあり方」に関する以下の内容です。

参議院厚生労働委員会は、附帯決議をあげ、その一つに以下の内容があります。

（1）法改正の経過

民法822条(懲戒権)
についての検討状況

（1）法改正の経過
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法制審議会民法（親子法制）部会第６回会議
（令和２年２月４日開催）

部会資料６から抜粋

第１ 考えられる見直しの在り方
懲戒権に関する規定の見直しに関し，次の各案について
どのように考えるか。

甲案民法第８２２条を削除する。

乙案民法第８２２条を次のように改める。

親権を行う者は，第８２０条の規定による監護及び教育に必要な
範囲内でその子を訓育[その子の人格を尊重した訓育を]すること
ができる （注１）。

丙案民法第８２２条を次のように改める。

親権を行う者は，第８２０条の規定による監護及び教育に際して，
子の人格を尊重するとともに，体罰を加えてはならない（注２）。

（注１）「訓育」という用語のほか，「教導」，「訓戒」という用語にすることも考えられる。
（注２）乙案と丙案を併用し，「訓育」の語を用いた上で，更に体罰を禁止する旨の規定を設ける案
なども考えられる。

現行第822条
親権を行う者は、第
820条の規定による

監護及び教育に必要
な範囲内でその子を
懲戒することができる。

（1）法改正の経過

体罰等によらない子育てのために
～ みんなで育児を支える社会に ～

令和２年２月
厚生労働省「体罰等によらない子育ての推進に関する検討会」

（2）体罰はなぜいけない
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ここまで見てきたように、体罰禁止を法定化するに当たり、「体罰の範囲、そ
れから体罰禁止に関する考え方、これを国民にわかりやすく説明するための
ガイドラインを作成してまいりたい」と、厚生労働省子ども家庭局長が答弁して
いるように、ガイドラインの作成は、法改正後、厚生労働省の重要な課題でし
た。

そこで、厚生労働省は、「体罰等によらない子育ての推進に関する検討会」
を設置し、検討会は「体罰等によらない子育てのために ～みんなで育児を支
える社会に～」をまとめました。国会質疑で繰り返し「ガイドライン」という言葉
が使われ、このまとめがそれに該当することから、本講座でも、これを「ガイド
ライン」と呼んでいます。

体罰等によらない子育ての推進に関する検討会 構成員名簿（五十音順、敬称略）

○大日向雅美 恵泉女学園大学学長
髙祖 常子 認定ＮＰＯ法人児童虐待防止全国ネットワーク理事
立花 良之 成育医療研究センター こころの診療部乳幼児メンタルヘルス診療科診療部長
福丸 由佳 白梅学園大学子ども学部教授 CARE-Japan 代表
松田 妙子 ＮＰＯ法人せたがや子育てネット 代表理事
森 保道 日本弁護士連合会子どもの権利委員会委員・幹事
山田 和子 四天王寺大学看護学部教授

○：座長

（2）体罰はなぜいけない

Ⅰ はじめに
1 子どもの権利が守られる 体罰のない 社会へ
2 体罰は「やむを得ない」のか
3 体罰等によらない子育てを社会で応援

Ⅱ しつけと体罰は何が違うのか
1 しつけと体罰の関係
2 体罰以外の暴言等の子どもの心を傷つける行為

Ⅲ なぜ体罰等をしてはいけないのか
1 体罰等が子どもに与える悪影響
2 子どもが持っている権利
3 体罰等による悪循環

Ⅳ 体罰等によらない子育てのために
1 体罰等をしてしまう背景
2 具体的な工夫のポイント
3 子育てはいろいろな人の力と共に

Ⅴ おわりに

ガイドラインの全てを
転記することはできま
せんが、全体が俯瞰で
きるよう、左欄に目次を
記載しました。

本文は、コラムなど入
れても全体で15ページ。
読みやすくわかりやす
いよう工夫されていま
すので、是非ご一読く
ださい。

以下のスライドでは、
ガイドラインの一部を取
り出して紹介していきま
す。

まず最初は、「体罰と
は？」というテーマです。

（2）体罰はなぜいけない

ガイドライン 目次
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河野委員 体罰の定義というのは、懲戒や体罰などにおける文部科学

省の通知はあるものの、本法案には定められておりませんで、今後ガイド
ラインにおいて規定されるものと承知をしております。

例えば、子供を叱るといった場面に関して、何でもかんでも体罰に含ま
れるんではないかという保護者からの不安や、また教育現場が萎縮しな
いかという不安の声もある中でありますけれども、現段階で厚労省として
想定している体罰の範囲、体罰の範囲に係るガイドラインの今後の具体
的な策定スケジュールに関して改めて伺っておきます。

何が体罰にあたるのか（国会質疑）

検討会にまず求められたのは、体罰とは何かを示すことだったように思いま
す。国会の質疑でも、たとえば次のようなやりとりがありました。

これに対して、厚生労働省子ども家庭局長は、「国民に分かりやすく伝
わるようにガイドラインを通じて普及を周知していきたい」と答弁していま
す。それを受けて、ガイドラインでは、体罰について、次のスライドのよう
に例示しています。

（2）体罰はなぜいけない

第198回国会 参議院厚生労働委員会 令和元年（2019年）6月11日

◎こんなことしていませんか
・言葉で３回注意したけど言うことを聞かないので 、頬を叩いた
・大切なものにいたずらをしたので、 長時間正座をさせた
・友達を殴ってケガをさせたので、 同じように子どもを殴った
・他人のものを取ったので、 お尻を叩いた
・宿題をしなかったので 、夕ご飯を与えなかった
・掃除をしないので、雑巾を顔に押しつけた
→これらは全て体罰です 。

◎こんなことしていませんか
・冗談のつもりで、 「お前なんか生まれてこなければよかった」など、子ども
の存在を否定するようなことを言った
・やる気を出させるという口実で 、きょうだいを引き合いに してけなした
→子どもの心を傷つける行為です。

ガイドラインは、しつけと体罰の違いを述べながら、それをふまえて「国民にわかりや
すく説明する」（子ども家庭局長）よう、以下の例を挙げています。また、体罰以外に
「子どもの心を傷つける行為も」例示しています。ガイドラインのタイトルが「体罰等」と
の表現を多用しているのは、両方を念頭に置いているからだと思われます。

何が体罰にあたるのか（ガイドライン）
（2）体罰はなぜいけない
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足立委員 具体的なことで申し訳ないんですが、正座です。これ、人の話を聞

くときは正座しろということもあるし、まさに指導のときにもう正座ということは一
般的にありますし、私もされたりしたりしてきたんですが、これは体罰の一つな
んですかね。

厚生労働省子ども家庭局長 （前略）体罰を禁止する本質的な理由につきま

しては、子供に対して痛み、苦しみを与えようとすること、その痛み、苦しみを利
用した懲戒により子供の言動を支配しようとすること、これらにより、体罰が子
供の心身の健全な育成の観点から悪影響があることにあると考えております。

その上で、具体的な体罰の範囲でございますけれども、まず学校教育法に定
める体罰につきましては、正座、直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持さ
せる等により、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなものも含まれるというふう
にされております。

具体的な体罰の範囲につきましては、今後、学校教育法のこうした体罰の範
囲等も参考にしながら、有識者の意見も踏まえ、ガイドラインを策定してまいり
たいというふうに考えております。

第198回国会 参議院厚生労働委員会 令和元年（2019年）6月11日

正座について

ガイドラインが体罰の例として挙げた「大切なものにいたずらしたので長時間正座さ
せた」については、法案を審議した国会でも、以下のように取り上げられていました。

（2）体罰はなぜいけない

なぜ体罰等をしてはいけないのか
（2）体罰はなぜいけない

１ 体罰等が子どもに与える悪影響
ガイドラインは、いくつかの調査研究を紹介しつつ、虐待や体罰、暴言を受けた
体験がトラウマ（心的外傷）となって 、心身にダメージを引き起こし、その後の子ど
も達の成長・発達に悪影響を与え、かつ体罰がエスカレートすると指摘しています。
一方、適切な支援で、悪影響を回復し、成長する可能性にも触れています。

２ 子どもが持っている権利
ガイドラインは、大人を叩くことが許されないのと同様、子どもに対する暴力も人権
侵害だと述べ、子どもの権利条約第19条を引用して、体罰は、条約に明らに反する
こと、体罰等によらない子育てが子どもの健やかな育成に資すると言います。

３ 体罰等による悪循環
ガイドラインは、大人への恐怖心等から一時的に言うことを聞いたとしても、根本

的な解決にはならず、むしろ子どもに暴力的言動のモデルを示すことで、子どもが
「暴力をふるっても良い」と学ぶきっかけになり得ると、注意喚起しています。

ガイドラインは、体罰等してはいけない理由を、以下の3点にわたって述べています。

なお、動画版ミニ講座では、体罰がエスカレートしていく様子を、事例を通して示して
みましたので、ご覧ください。
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（3）体罰によらない子育て

体罰に対する態度

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは （子どもに対するしつけのための体罰等

の意識・実態調査結果報告書）「子どもの体やこころを傷つける罰のない社
会を目指して」を公表していますが、ガイドラインは、この調査結果のうち、図
に示した内容を紹介して「我が国においては、 『しつけのために子どもを叩く
ことはやむを得ない』という意
識が根強く存在します」と述べ
ています。

「場合によっては体罰を肯定
する人」が多数を占める社会
の中で、では、どのようにして
体罰によらない子育てを実現
していけばよいのでしょう。

簡単なことではないかも知れ
ませんが、セーブ・ザ・チルドレ
ンの調査結果なども適宜引用
しながら、以下で検討していき
ます。 n=20,000

体罰を肯定する意見

自分も親から殴られた経験あるけど
さ、今になって殴ってくれて良かった
と思う時あるよ！

家庭内で体罰全面禁止したら言うこ
とを聞かない子どもが増えるだけ

子どもがいじめの加害者になったら
自分は叩くよ

これ（ガイドラインの素案）考えた人
は子育ての経験ないでしょ

その場ですぐに問題行動を

やめさせるため, 23.6%

大人の威

厳を示すた

め, 1.8%

痛みを伴う方が子どもが

理解する, 20.6%
口で言うだけでは子ども

が理解しない, 42.8%

たたく以外に子どもをしつける

方法がわからない, 2.6%

その他, 8.6%

なぜ、しつけのためにたたくべきと思うのか
セーブ・ザ・チルドレン（2018）

n=12,008

左下に記載したのは、ネットなどで見受けられた体罰を肯定的に考える声で、動画版ミニ
講座で紹介したものです。また、右下図は、前のスライドで場合により「体罰すべき」と答え
た人に、その理由を尋ねたものです。

体罰を肯定する人の中には、理屈ではなく実体験に根ざして体罰を肯定し、一定の効果
を感じたり、自身が体罰を受けて成長しているなどの思いから、体罰否定の意見に容易に
は納得しません。では、体罰の効果を感じている人と、どう対話すればいいのでしょう。

私は、「人間は逆転の動物であ
る」（大田堯）という言葉にヒントを
見つけました。

（3）体罰によらない子育て
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動画版ミニ講座で登場してもらった

大田堯（たかし）さんのこと

（3）体罰によらない子育て

大田さんは、東大教育学部長、日本子どもを守る会会長、日本教育学会会長、都留
文科大学学長などを歴任され、なんと百歳で『百歳の遺言』（共著）を出版するなど、
人生最期まで学び、活躍された教育学者です。

さて、体罰問題を考える際、大田さんの30年前の著書『教育とは何か』（岩波新書）

を思い出したには、わけがあります。個人的な体験ですが、まだ若かりし頃、何かのセ
ミナーで、この人の講演を聴く機会がありました。当時は名前も知りませんでしたが、
話に惹き込まれ、思わず知らず感涙した記憶が、今でもまざまざと思い出されます。

「人はなぜ、自らが受けた体罰を、（さらには虐待までも）肯定するのだろう」
「レジリエンス（回復力、復元力）という言葉があるが、少し違うように思うし・・・」

いろいろと考えているうちに、自然と書棚から大田さんの著書を取り出していました。
そして、気づきました。

「そうか、人は“逆転の動物”なんだ。だから、遺伝や環境という所与の条件に左右さ
れるだけでなく、それらを乗り越えることもできる能動的な存在なんだ。それこそが人
間の特質であり、体罰を肯定している人は、実は体罰を肯定しているのではなく、それ
を克服した自分自身を肯定しているのだ」

以上は私の意見です、体罰を肯定する理由にはさまざまなものがあると思いますの
で、皆さんのご意見もお聞かせいただければ幸いです。

体罰によらない子育てのために
（3）体罰によらない子育て

動画版ミニ講座では、「体罰だめなんてみんな知ってるよ。でも、追い詰められて手が
出てしまう」という声を紹介しました。一方、セーブ・ザ・チルドレンの調査では、「（体罰等
を）しない方法を知りたい」「（方法は）知っているが実践は難しい」を合わせると６割を超
えます。つまり、６割以上の人たちが、何らかの支援を求めていると考えられます。

ガイドラインは、体罰等をしてしまう背景として、【子どもの年齢や特性等に関わること】
【保護者の心配事や負担感、孤独感等に関わること】【保護者のこれまでの体験や周囲
の言動等に関わること】の３つに

分けて検討しています。

そして、具体的な工夫のポイン
トとして、（１）子どもとの関わりの
工夫、（２）保護者自身の工夫の
角度から説明しています。

その上で、「子育ての大変さを
保護者だけで抱えるのではなく、
少しでも困ったことがあれば、ま

ずは、お住まいの市区町村の子
育て相談窓口や保健センター等

にご連絡下さい」と案内していま
す。

41

42



2020/6/19

22

体罰によらない子育ての工夫
（3）体罰によらない子育て

ガイドラインは、最後の【コラム】
で、「 こんなときどうする～具体的

な工夫の例」をいくつか例示して
います。左はその一つで、声かけ
の例を示した上で、解説も加えて
います。

他には、「座ってほしいときに
座ってくれない」「よく忘れ物をして
しまう」といった例が載っています。

私も動画版ミニ講座で、「大切な
話をするとき」「静かにしてほしい
とき」の例を挙げてみました。

とはいえ、これらの対応は、子ど
もの年齢や性格、あるいは場面の
違いによっても変わります。

困ったときには、ガイドラインも
述べているように、専門機関など
に相談してみましょう。

出かける時間になっても支度をしない。

「出かける時間だね。そろそろこの服に着替えよう」

（着替えられたら）「自分でちゃんと着替えられたね。
じゃあ、次はカバンを持ってきてね」

「支度 」とひとくくりに声かけしてしまうと、何か
らやってよいか分からないことがあります。やるこ

とを区切って、やりやすいことから具体的に伝えま
しょう。

また、できたことに注目してそれを伝える（できれ
ば、「自分で頑張って着替えられたね」と具体的に
褒める）ことも有効です。

こんなとき
どうする？

声かけの例

解説

おわりに

大田 どんな生きものでも皆、学ぶことからはじまる。
中村 おっしゃるように、生きることと学ぶことは、重なっているわけですね。
学ばないで生きるということはないわけですから。このごろの教育は、生き
ることと離してしまってはいないでしょうか。

大田 日本の教育は、教えることが過剰、学ぶことが過少。
中村 ちょっと上から目線ですね。
大田 ええ。
中村もちろん知っている人が知らない人に教えることは必要ですけれど、その
時に、知っていることはとても楽しいので、一緒に考えようということにで
きないかしらと思うのです。

大田堯・中村桂子（2018）『百歳の遺言－いのちから「教育」を考える－』藤原書店

本書を読んでいて、私はこのミニ講座で、知らず知らずのうちに“教え
たがり”になっていなかったか自問自答させられました。そして、はっと気
づいたのは、もしかしたら、体罰の問題も同じことかも知れないというこ
とです。

「体罰はよくない」と、いくら＜教えても＞、また説き伏せても、通じるも
のではなく、中村さんがいみじくも話すように、「一緒に考えよう」という気
持ちが伝わって初めて、「学び」がはじまるのではないかと思ったのです。

本資料が、皆さまの「学びの刺激」となることを願っています。
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