
６．ILO駐日
ちゅうにち

事務所での「児童労働」に関しての質疑応答 

日時：平成 18 年 11 月 17 日（金）  
１７時３０分～１８時３０分  

会場：国連大学ビル８階       
国際労働機関駐日事務所会議室 

 
質問１ 児童労働で一番多い年齢は何歳ですか。 
回答  児童労働の統計を取るのは難しいです。 

本来、１５歳未満は働いてはいけない年齢です。用意した資料を見てくださ

い。ＩＬＯの統計によると、2004 年の数字では、5～17 歳の年齢で約 2 億１千

７百 70 万人が児童労働をしています。そのうち、5～14 歳の年齢層は、約 1
億 6 千５百 80 万人です。                

5～14 歳で「危険有害業務」に従事しているのは、7 千 4 百 40 万人です。危

険有害の具体的な業務は、鉱山での仕事、海に深く潜
もぐ

って魚をとる仕事等、児

童にとって危険で健康にも悪い影響を及ぼす業務です。15～17 歳の年齢層は働

くこと自体は良いが、危険有害業務に従事してはならないと定められています。

その人数は５千１百 90 万人です。 
資料は５歳からの統計になっています。実際５歳から働いている児童もいま

す。紅茶とかコーヒーの農園ですと、住み込みで働くので親が子どもを連れて

働かせることもあります。 
 

質問２ 児童労働で一番安い時給（賃金）及び一番 
高い時給（賃金）は、ドルもしくは日本円で 
はいくらで、国はどこですか。 

 回答  これもお答えするのは難しいです。一番 
安いのはいくらですかとなると、賃金をも 
らっていない子どももいます。それは債務

さ い む

 
労働です。つまり親の借金のために働いて  メモをとる對馬加純さん（写真左） 

いる子どもがいます。ブラジルなどでは、親の借金を返すために 20～30 年

間働いている児童がいます。 
1995 年の統計では、マレーシアの油ヤシつまり石鹸の原料となるヤシ農園

で働く児童は、１日働いて日本円に換算
かんさん

して 100 円です。ウガンダの 2002
年の統計では、さとうきびを 10 本刈

か

ってそれを束
たば

ねるのが１組として 50 組

完成させて 50 円です。 
１日１ドル未満で暮らしている人は、最貧層

さいひんそう

になります。 
 
質問３ ＩＬＯ駐日事務所のホームページを拝見しました。児童労働撲滅

ぼくめつ

国際計画
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（IPEC）など多くの取り組みを進めていることが分かりました。しかし、「途

上国」では、児童労働が現在も行われています。そこで、ILO の今後の取り組

みの方向性や、日本政府がどのようなことをしているか（どのようなことを求

められているか）を教えてください。また、ILO は、日本政府や NGO とどの

ような協力関係にあるのでしょうか。 
回答 今後の取り組みの方向性についてですが、４年に１回、世界の現状を報告

します。危険有害業務従事
じゅうじ

児童者数は、2000 年から 2004 年を比較すると５

～14歳の年齢層で、1億1千1百30万人から７千４百40万人に減りました。

約 33％の減です。2016 年までに最悪の児童労働をなくす目標を定めていま

す。過去４年間の実績からすれば到達可能です。そのために 2008 年までに

各国で行動計画をつくるよう呼びかけています。国によって、最悪の労働形

態は異
こと

なります。ネパールでは、荷物を運ぶ、家事使用人として個人の家で

働くことなどを最悪の児童労働としています。インドでは、ガラスの装飾品
そうしょくひん

作りなどが含まれます。何を最悪の形態にするかは、各国の政府が使用者と

労働者の代表と話し合って決めてくださいとしています。 
取り組みの中身としては、すべての就学

しゅうがく

年齢の子どもたちが義務教育を受

けられるような体制づくり、子どもが働かなくてもすむように、大人に家族

の生計を維持していけるような収入を生む仕事の機会
き か い

を創
つく

り出すことなどで

す。 
児童労働がはびこっている原因の一つに、親は子どもを助けるのは当然で

あると思っており、子どもを学校に行かせることに魅力を感じていないこと

も挙げられます。親自身もそうであったように、小さい時から働くのは当た

り前と考えられています。そのような考えを変えていかなければなりません。 
きちんとした義務教育があって、子どもを働かせないという法律も施行さ

れる必要があります。それでも子どもたちが働いていたら、学校教育の場に

戻すという国の執行
しっこう

体制をつくりあげることを助ける取り組みを ILO は行

っています。 
     日本政府がどのようなことをしているかですが、ILO に直接かかわってい

るのは、厚生労働省です。児童労働に関しては、アジア諸国の政府、使用者、

労働組合に集まってもらい児童労働の現状を報告し、取り組みについて話し

合う会議を開催しています。今年（2006 年）７月には、ジャカルタで、中国、

カンボジア、インドネシア、シンガポール、マレーシア、タイ、モンゴル、

ラオス、ベトナム、フィリピンから代表を招
まね

いて、期限を区切って最終目標

年は 2016 年ですが、どこの部門の児童労働を、なくすか計画を立てる話し

合いを日本政府が支援しました。また、外務省は国連にお金を出しています。

合計すると 300 億ドル弱です。人間としての基本的な権利を確保するために
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活動してくださいということで支出しています。 
ILO は、女性や子どもが人身取引をされてどこかの国に売られ、働かされ

ることがないようにとの活動にも取り組んでいます。ユニセフも働いている

子どもたちが、学校に行けるようにするために取り組んでいます。 
児童労働をなくすための取り組みの中では、政府だけでは実効的な行動はで

きないので、NGO や実際に子どもを雇っている使用者やそこで働いている

大人の労働者も一緒になって児童労働をなくすために取り組んでいます。児

童労働撤廃
てっぱい

国際計画（IPEC）のプロジェクトの中で役割を決めて実践しても

らっています。例えば、サッカーボールを作るのに、７千人の子どもたちが

従事していました。商工会議所と協力して、子どもたちが学校に戻るよう支

援し、再び就労しないための監視制度やコミュニティー単位の作業場を作り、

家の中で子どもが労働させられることをなくしました。最初から公式の学校

に行ってもらうことは無理なので、読み書きを教える活動をしている NGO
もあります。また、心身疲れている子どもの精神ケアのリハビリ活動に取り

組んでいる NGO もあります。 
 

質問４ 子どもが自らの意思で労働している場合は、法律によって、罰せられますか。 
回答 15 歳未満の児童については、働かせないで学校に行かせることが法律で決め

られています。ILO は 就 業
しゅうぎょう

最低年齢条約を規定していますが、罰則
ばっそく

の規定は

設けていません。罰則は各国の法律で適用されます。罰せられるのは、子ども

ではなくて使用者です。日本では、児童労働は存在しませんが、仮に、日本で

児童労働があった場合には、労働基準法が適用されます。その罰則は使用者に

対して１年以下の懲役
ちょうえき

か５０万円以下の罰金と規定されています。 
 

質問５ 児童労働をなくすために、私たちにできることはどのようなことですか。 
回答 最終的には、みなさん方で考えてください 

ということになりますが、直接的には、日本 
国内でも児童労働をなくすことに取り組んで 
いる NGO の活動に参加されることも一つに 
挙げられます。また、どのような職業に就い 
ても、仕事の中で児童労働を意識していただ 
くことです。例えば、国際協力事業の活動を 
支援することもあります。   
間接的には、身の回りの製品で児童労働が使われているかも知れないと思う

ことです。人が生産して日本に運ばれて売られていて、この価格で生産した人

は生活していけるのか。どのように作られているのか関心を持つことです。報
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道などを通して、サッカーボールやチョコレートの原料生産に児童労働が使わ

れている場合があることを知っている方もいらっしゃるかと思います。日本の

企業の場合は、直接途上国で児童を雇っていることはないと思いますが、その

下請けや孫請け先の企業で児童を雇っていないか、意識をしてもらうことが大

事です。消費者が企業行動に対して関心を持つことも大事と考えます。 
 

質問６ 子どもの人身取引の記事を読んだことがあります。外国人が来て児童が連れ

て行かれても、回りの大人は干渉
かんしょう

しないで放っておくと書いてありました。 
また、その国の政府は何も対策を講

こう

じていないようです。何故ですか。 
回答 人身取引をする人は、あなたの家庭は子どもが多くて生活が大変でしょう。

お子さん一人くらいでしたら、引き取りますよ。そうすれば、子どもにとって

も良いことだし、親御
お や ご

さんの生活のためにもなりますよ。と言って子どもを買

い取ります。中には顔見知りのおばさんが代理人となって親に近づく場合もあ

ります。人身取引された子どもたちは、大きな農園、建設現場や鉱山、物乞い、

セックス産業で働かせられています。  
人身取引は犯罪です。国の警察、入国管理局などが法律を執行する能力を持

っていることが大事です。人身取引の原因となっているものを取り除く対策を

講じていく必要もあります。 
質問７ 本日いただいた資料を見ると、2000 年から 

2004 年の間で、児童労働者数は 2/3 減少して 
いるということですが、どのような取り組み 
を行った成果なのですか。 

回答 資料「児童労働の動向」の裏面
り め ん

を見ていた 
だくと、2000 年から 2004 年でラテンアメリ 
カ及びカリブ海諸国では、5～14 歳の経済活 
動率は、16.1％から 5.1％に下がっています。 質問する真木理愛さん（右から３人目） 
これは、ブラジル政府が最貧層

さいひんそう

に対して、補助金を出して子どもを学校に行か

せる施策
せ さ く

をとったことが大きな要因となっています。経済的援助の大きな成果

です。学校に行くのには、文房具や制服が必要です。みなさんはノートを使い

きった場合には、保護者の方に話せばノート代をもらえるでしょうが、途上国

の保護者にとって、いくら近くに学校があったとしても、通わせることは経済

的に大変なことなのです。文房具などは消耗するので、買い換えなければなり

ません。そのような理由で、子どもを学校へ行かせたがらない場合もあるので

す。そのような国においては、経済的支援も有効です。 
質問８ 危険有害業務に従事している児童は、命を落とすこともあるとのことですが、

そのような場合、葬式をすることなく農場に放置するのですか。または、穴を
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作って埋めてしまうのですか。 
回答 ケースバイケースだと思います。 

 
 
むすび 
世界の半数の人たちが（約 28 億人）１日２米ドル以下で生活しています。今日食

べていくことが精一杯です。貧しさに日常的に触れたことがないのは、とってもまれ

なことです。 
児童労働の根幹

こんかん

は「貧しさ」です。児童労働問題は、かわいそうという問題ではあ

りません。働いているということは教育を受けていないので、５年経っても同じ状況

です。貧しさは親の代から続いていて抜け出せません。 
どうしたら、世界中の多くの人が人間らしく生きていけるのか。日本は豊かなのか 

貧しいのかと考えた時に、日本も問題が無いわけではありません。 
児童労働が存在する国と日本は、近くでつながっていることを意識してもらえたら、

と思います。 
           

世界中に笑顔があふれることを願って 
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