〜少年とともに〜
委員会ニュース （子どもの権利に関する委員会）

〜少年とともに〜
れる様子がとても印象的でした。

付添人体験記
-初めての少年事件寺谷 洋樹 （67期）

初めのころ、少年は泣いてばかりで事件の
ことをあまり話そうとしませんでした。しか
し、何度か通って徐々に打ち解ける中で、自
身の境遇、被害者である親友との距離感の変

●Hiroki Teratani

化、非行の動機などを語ってくれるようにな
りました。少年はとても無垢であどけない性

1

事件の概要

私の初めての少年事件は、高校に通う16歳
の少年が校内で親友の財布を盗んだという自

格でしたが、本件非行の原因を自らの不遇な
環境にあると考え、事件について真摯に向き
合う姿勢はあまり見られませんでした。
少年にいかに接しようかと考えている矢先、

白事件でした。事件自体は単純なものでした

事態は急変しました。父親が誰に断ることも

が、少年の背景には様々な事情が交錯してい

なく、勝手に学校に自主退学届を提出したこ

ました。

とが発覚したのです。私がすぐに学校に向か

少年を取り巻く環境は実に複雑でした。幼
いころの両親の離婚、親権者である父親から

いましたが、学校側はもう退学手続を完了し
たとの一点張りでした。

の身体的虐待、一時保護委託、児童養護施設

学校を退学したことに伴い、少年の受入先

の入所など、16歳の子どもにとっては耐え難

がなくなるという重大な問題が発生しました。

いもののように感じられました。

児童養護施設は通学が事実上の前提となって

少年は、本件非行について、当時、仲のよ

います。本件でも、退学による施設退去は避

かった被害者との関係がぎくしゃくしていた

けられませんでした。もし審判までに受入先

ために咄嗟に財布を盗ったが、その時は頭が

を確保できなければ、それだけで少年院送致

真っ白であったと話しました。私は、少年の

にもなり得る状況でした。裁判所や児相の方

非行傾向は進んでおらず、精神的な幼さに起

にも施設をあたっていただきましたが、定員

因した突発的な非行であり、より根本的には、

オーバー等の理由で見つかりませんでした。

親からの愛情を受けてこなかったことなどが

途方に暮れる中、私が修習中にお世話になっ

原因ではないかと推測しました。

た弁護士の先生が、とあるシェルターにかか
わっていたことを思い出し、連絡しました。

2

審判前の活動

本件では、裁判所が「少年友の会」の付添

その後、諸先生方の多大な協力により、その
シェルターを補導委託先として少年を引き受
けてもらえることになりました。

人を別途選任しました。人生経験が豊かな男
女2名が少年の親代わりとして付添人となり、
弁護士付添人である私と役割分担することに

3

審判（1回目）

なりました。お二方には要所要所で少年にか

審判日がやってきました。裁判所は、緊張

かわっていただき、実の親以上の愛情を注が

した少年に対し、シェルターを補導委託先と
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する試験観察を言い渡しました。その後、私

として蓋をしてしまっているのでは？」と伝

を含め関係者一同が入所手続に立ち会うため

え、改めて本件非行の原因を自ら考えるよう

シェルターに向かいました。

説きました。少年は本件非行と再び向き合い、
本件非行の動機は、周りに相談できる人がい

4

シェルターから自立援助ホームへ

なかったことが原因だと自分なりの答えを出
しました。周りに相談できる人がいれば、自

シェルター入所後、少年は当初こそ緊張し

らの鬱積した気持ちを解消でき、今後は突発

ていましたが、次第に馴染んでいきました。

的な感情の暴走をある程度は食い止められる

ただ、職員により秩序が保たれた環境であっ

だろうということでした。

たため、気が緩みにくい状況でもありました。
気が緩んだときにどのような行動をとるのか
を観察したかったのですが、シェルターにい
る間にこの点を確認することは難しかったで
す。

6

審判（2回目）
―結び―

いよいよ最終の審判がやってきました。少
年と出会ってから約8か月後のことです。あら

シェルターはあくまでも一時的な滞在場所

かじめ試験観察中の出来事を意見書にまとめ、

であったため、入所当初から、児相を軸とし

保護観察にするよう求めました。調査官も同

て次の受入先となる自立援助ホームを探しま

様の意見で、家庭裁判所は少年を保護観察に

した。同時に、高校に再入学したいという少

付しました。

年の希望を実現させるため、受験実施校の調

本件の少年は、非行傾向が根深いというわ

査や提出書類の取得等々、私は日々奔走しま

けではなく、少年を取り巻く環境の悪さが本

した。

件非行の主たる原因と考えられたため、少年

その後、無事に少年が受験に合格し、次の

にとって安定した居場所を確保することが付

入所先の自立援助ホームも決まりました。そ

添人活動の軸でした。少年事件では環境調整

こは自立を促しつつも、少年からの相談に親

が重要であるとよく本などに記載されていま

身に応じるなどいろいろな面で温かくサポー

すが、これがいかに大変なことであるか身を

トしてくれる職員がいる施設でした。補導委

もって学ぶことができました。

託から在宅試験観察への変更を経て、少年は
新たな環境でスタートすることとなりました。

5

少年自身の再考

自立援助ホームから学校に通い、アルバイ
トも見つけ、自立に向けた生活が始まりまし
た。その後、被害者との示談が成立しました
が、示談の前に少年がこっそり被害者と連絡
をとっていたことが判明しました。私は、示
談を、少年が本件非行に向き合い改めて内省
を深める場面、被害者との今後の関係性を見
つめ直す場面だと位置づけていましたので、
少年には相応の緊張感を持ち続けていてほし
かったのですが、少年はその行動がなぜいけ
ないのかあまり理解していない様子でした。
私は少年に「自分がしたことを過去のもの
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〜少年とともに〜
であり、一律に定立することは困難である。

いじめ問題等の学校
問題と「学校交渉」
松岡 正高 （62期）

子どもの悩み等、事実関係をよく確認した上
で、事案ごとに獲得目標を設定する必要があ
る。また、学校交渉は、訴訟とは異なり、請
求が一義的に定まっていないため、方針にブ

●Masataka Matsuoka

レが生じやすい。初期の段階で、獲得目標を
明確にしておくことが肝要である。交渉の進

1

はじめに

展次第では、段階を追って獲得目標を複数設
定することもあり得る。

当会子どもの権利に関する委員会には、部

例えば、いじめ問題の事案において、獲得

会の1つとして学校問題チームがある。学校問

目標として通常想定されるものとしては以下

題チームでは、主に、学校における法律問題

がある。①学校に対する事実確認の要請、説

についての活動、教育関連の法律についての

明会の実施、②学校、教員、加害児童等から

調査・研究を行っている。当チームの取り組

の謝罪、③加害児童等の保健室登校、別室指

みの1つとして、「学校交渉」がある。学校交

導等、④クラス替え、担任教諭の変更、⑤出

渉は、いじめや体罰、退学勧告等、学校にお

席認定、⑥懲戒処分の見直し、⑦転校手続へ

ける法律問題（以下「学校問題」と言う）の

の協力、⑧いじめ等再発防止策の検討・実施、

解決手法の1つである。本稿では、学校交渉の

⑨第三者組織の設置等である。

あり方について、当チームのスタンスを紹介
することとしたい。

4
2

学校交渉とは

学校交渉に臨むにあたっての
留意点

（1）子どもの意思を尊重すること

まず、学校交渉の目的は、学校等の法的責

学校交渉の当事者は子ども本人であること

任を追及することではなく、学校との任意の

を忘れてはならない。親が望む解決策と子ど

交渉により、いじめや体罰、その他の問題で

もが望む解決策が異なっている可能性がある

悩んでいる子どもたちの苦痛を和らげるため、

ことを常に意識し、子どもの意思を無視して

学校側と環境調整を図ることにある。学校は、

はならない。

決して敵対する相手方ではなく、ともに考え

もっとも、解決のためには、親権者である

解決策を探る存在であって、学校との協同作

親の協力は不可欠となる。そのため、子ども

業によって問題の解決を図ることが原則とな

と親の意向が異なる場合には、子どもの自己

る。一方的な要求を実現する訴訟とは対照的

決定を尊重しつつ、調整を図る必要がある。

であり、ここが学校交渉の特徴と意義が最も

（2）獲得目標を明確にすること

現れる点であり、学校交渉の基本姿勢である。

この点は既に上述したが、獲得目標が明確

学校交渉に臨むにあたっては、責任追及の

になっていないと的確な交渉方法をとること

要否については、慎重に検討する必要がある。

ができず、ややもすると、方針がブレやすく、

なぜなら、損害賠償請求等の責任追及により、

交渉が散漫になってしまう可能性がある。実

学校側が態度を硬化させ、子どもの環境調整

際にどのような獲得目標ないし解決策があり

を図ることを難しくしてしまう可能性がある

得るかについては、当委員会で編集した「学

からである。

校問題ケースブック」および「学校問題ケー
スブック別冊

3

獲得目標

学校交渉の獲得目標は、事案によって様々

学校問題活動事例集」（後述）

を参照されたい。
（3）子どもの精神的な負担に配慮すること
事実の調査、情報収集のためには、子ども

NIBEN Frontier●2017年8・9月合併号

D13502̲45-49.indd 47

47

17/07/07 15:01

〜少年とともに〜
に過去の記憶を整理してもらう必要がある。

ある場合には、学校は保護者に対して調査報

中には、過去の出来事を思い出すこと自体に

告義務を負っていると解されてきた。同法は、

苦痛を感じる子どもがいることを十分に理解

調査報告義務を以下のとおり確認的に規定し

し、配慮ある対応を心がけなければならない。

ている。そこで、事実の調査を獲得目標として

（4）学校側に協力して活動するというスタン

設定した場合には、同法に基づき事実の調査を

スを明らかにすること
学校と接触をする場合、冒頭で、子どもの環

要請することとなろう。筆者の実感ではある
が、学校に調査報告書の作成を依頼した場合、

境調整を図るために、学校と協同する存在で

同法施行以前は、学校側がこれを拒否する事

あることを明確にする必要がある。また、先

例が多かったが、同法施行以降は概ね調査報告

に述べたとおり、法的責任追及の要否について

書の作成に前向きな学校が多いと感じている。

は慎重に検討する必要がある。

①いじめの事実が確認された場合

（5）学校が行う対応についての事前確認の重要性

法23条2項「いじめの事実の有無の確認」お

当該事案について、学校が何らかの対応を

よび法23条3項「児童等又はその保護者に対す

約束した場合、可能であれば、対応策の具体

る支援」との規定が根拠となる。なお、法23条

的内容について事前に協議をしておくことが

3項の「支援」は、児童等に対する調査報告義

望ましい。不十分な対応がされた場合、かえ

務を包含すると解されている。さらに、法23条

って、子どもが学校に行きづらくなってしま

5項は、
「いじめの事案に係る情報をこれらの

ったり、二次被害が生じて被害が増悪するこ

保護者と共有するための措置その他の必要な

とが懸念されるからである。

措置を講ずる」こととしており、当該条項も、
学校に調査を要請する際の根拠の1つとなる。

5

いじめ防止対策推進法の施行と
学校交渉への影響

平成25年9月、いじめ防止対策推進法が施行
された。以後、特にいじめ問題に関する学校交

②重大事態の場合
法28条1項「事実関係を明確にするための調
査」および法28条2項「児童等又は保護者に情
報を適切に提供」との規定が根拠となる。
（3）加害児童等側からの相談・受任

渉を行う場合には、同法の規定を十分に理解し

懲戒（法25条）
、出席停止その他の必要な措

ておくことが必要であることは言うまでもな

置（法26条）
、警察との連携、通報および援助

い。以下、同法の施行がいじめ問題についての

（法23条6項）等、同法は加害児童等に対して

学校交渉に与えた影響を検討したい。
（1）いじめ該当性の判断について
法2条1項によれば、「いじめとは、児童等に
対して、当該児童等が在籍する学校に在籍し

厳しい規定となっており、同法施行以降、加
害児童の教育を受ける権利等の人権侵害が問
題となっている。
被害者側からの申入れがあったような場合、

ている等当該児童等と一定の人的関係にある

学校が、加害児童等に対し、安易に懲戒、出

他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を

席停止、別室指導等の対応をとることがある

与える行為（インターネットを通じて行われ

ので、今後は、加害児童等側の代理人として

るものを含む。）であって、当該行為の対象と

学校交渉を行うことが増大すると思われる。

なった児童等が心身の苦痛を感じているもの

このような場合、十分な事実の調査がなされ

をいう。」とされる。被害児童等の主観によっ

ないまま、上記のような対応に至っているケ

ていじめ該当の有無が判断されることになる

ースが多いため、十分な事実の調査がなされ

ことがポイントであり、学校側がいじめの事

ているか、明らかになった事実に照らして相

実を否認する場合には、同法の定義を示して、

応の対応がとられているかどうかを吟味する

調査ないし対応の必要性を訴えることとなる。

こととなろう。

（2）学校の調査報告義務について
いじめが学校生活に起因して生じたもので
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