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スウェーデンにおける児童虐待と女性への暴力に対する法制度

(百lelegal systems against violence towards children and women in Sweden) 

高 田 清恵(KiyoeTほ ATA)

1 はじめに

スウェーデ、ンで、は、近親者からの暴力は、女性や子ども等の人権を侵害し、基

本的自由の享受を妨げるものであると理解されているJ そして、健康面をはじ

め社会的、経済的、法的側面などの多様かっ幅広い側面に対して著しく悪影響を

及ぼすものと認識されているJまた、保健医療、社会福祉、警察、検察、裁判

所、税務庁、職業紹介所、社会保険事務所、学校、移民庁等の様々な機関の業務

に関連する問題でもあるため、これらの協力連携が重視されている 30

法的にみると、スウェーデ、ンでは、近親者からの暴力を刑法上で特別な犯罪類

型とする規定があるなど、わが国と比べると犯罪として位置づける傾向がより強

いという特徴がみられるが、特に2000年代以降は、犯罪に該当しない近親者から

の暴力も含めて、その予防や支援という観点から、社会福祉法制における対応が

拡充されている。

本稿では、スウェーデ、ンにおける近親者からの暴力に対する法制度のうち、主

に児童虐待と女性に対する近親者からの暴力に関連する社会福祉法制について取

り上げる。刑事法および家族法上の対応に関しては、社会福祉的な対応との関連

において必要な範囲で扱うにとどめたい。

I Socialstyrelsen (2011)， 間M 一Handbokom socialnamndens ansver jor valdsutsatta kvinnor 
och bam som bevit.例。tvald一， p.l4. 

2 Socials明elsen・前掲注1)，p.l4. 
3 Socialstyrelsen・前掲注1)，p.l4. 
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2 児童虐待

(1)特徴・経緯

スウェーデ、ンでは、 1979年の親子法 (Foraldrabalk(1949:381))改正により、世

界で初めて児童への体罰・虐待を法律上で禁止する条項が設けられた。すなわち

親子法6章1条は、「子どもは、世話、安全および良好な質のしつけを享受する権

利を有する。子どもは、その人格と個性を尊重されて扱われなければならず、体

罰その他のし、かなる屈辱的な取扱いもされてはならなし、」と定め、親が子を養育

する際に暴力の使用、または精神的虐待を伴う取扱いをすることが法律上で禁じ

られた。 4

社会福祉の分野では、社会福祉サービスに関する基本法である社会サービス法

(Socialりanstlagen(2001:453)、略称 fSoLJ) と、その補完法である未成年者の保

護に関する特別規定を定める法律(lagen(1992:52)medsarskilda bestammelser om 

vard av unga、略称 fLVUJ)のなかで児童虐待等の場合における通報義務や、

児童の保護・支援等に関する規定が定められている。社会サービス法は、児童、

高齢者、障害、乱用等があるの場合の社会福祉の提供に関する基本法であり、日

本でいう公的扶助にあたる経済的援助も同法に基づき行われる。個人には、適切

とされる生活水準を他の方法で充たせない場合に援助を受ける権利が保障され、

基礎自治体であるコミューンに、当該権利を保障する最終的な義務が課されてい

る。コミューンの業務を履行するために、名称はコミューンによって異なるが、

一般に「社会委員会Jと称される行政機関が設置されている。社会サービス法の

もとでは、個人の意思に基づき任意の援助施策が実施される。これに対して、個

人の意思によらずに強制保護を行う必要がある場合には、補完法であるLVUに

， Regeringskansliet och Radda Bamen(20ω')， A/drig va/d-30ar av svensk /agstifning mot aga， 

p.l4.スウェーデ‘ンにおける体罰禁止に至る歴史的経緯については、拙稿「スウェーデ、ンにおけ
る児童虐待紡止に関する法制度の特徴と現状予防から被害児童へのケアまで一(その 1)J月

間国民医療278新2010年)17-23頁、「同(その2)J問279号 (2010年)17・24頁参照。
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もとづいて強制保護措置が行われることになる。

社会サービス法とLVUはたびたび法改正が行われ、児童に対する保護は強化

されてきた。例えば2003年の社会サービス法改正 (Prop.2002/03:53)では、通報

義務の範囲が拡大された。 2006年改正 (SFS2006:936)では、近親者聞における

暴力を目撃した児童も保護・支援の対象に加えられた (5章11条)02007年改正

(SFS2007:225) により、同規定は努力義務 (bor)から義務規定 (skall)へと強

化されている。

その後も、児童の保護をさらに強化するため、国会において児童保護に関する

調査委員会 (Bamskyddu出血泊gen)が設置され、 2009年7月に報告書「新たな支

援および保護に関する法律(Nylag om stod och sydd -LBU一J(SOU2009:68) 

が提出されるとともに法改正の提案が示された。 2012年9月には、同報告書に基

づき政府が改正案を提出し (Prop.2012113:10)、法改正が行われている。 5

その他の関連法として、訪問禁止に関する法 (1988:688) (Lag om besokforbud) 

がある。同法に基づき、検察官が訪問禁止、特別に拡大された訪問禁止、退去命

令などの保護命令を出すことができる。また、犯罪被害者法 (1978:413)、損害

賠償法 (1972:207) に基づき、犯罪被害者に対して補償金が支給される。eさら

に、児童に対する特別代理人に関する法律 (1999:997) (Lag om sarskild 

飴re'凶伽efor bam) に基づき、被害を受けた未成年者について刑事捜査等が行

われる場合、親権者が加害者である場合など、親権者が子の代理人になることが

不適切な場合は裁判所によって特別代理人が選任されなければならない。

5 同報告書では、社会サービス法や'LVU等に分散して定められている児童保護に関する規定を
統合し、児童保護のための新たな法律を制定することが提案されたが、 2012年9月に出された
政府法案では、新法の制定は見送られた。しかし、同報告書で示された児童保護の強化に関す
る法改正の提案の多くは、現行の社会サービス法およて凡VUを改正する形で政府法案のなか
に盛り込まれている。

6 詳細は、後述の3 (1)および注1のに掲載する文献を参考にされたい。
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(2)定義

児童虐待は、刑法 (Bro出 ba1k(1962:700))にもとづき、児童に対する身体的虐

待や性的虐待などの犯罪に該当する場合があるほか、近親者による生命と健康に

対する罪、自由と安全に対する罪、性犯罪に該当する行為は「重大な安全に対す

る侵害罪 (DV罪)J (第4章4a条)として、独立した犯罪類型が刑法上で定められ

ている。

社会福祉法制上では、児童虐待の範囲を、犯罪にならない行為を含むより広い

概念としてとらえている。すなわち社会サービス法5章1条では、「社会委員会は、

好ましくない発達の危険にさらされている児童が必要な保護を受けられるよう取

りはからわなければならなし、J(SoL5章1条5号)と定め、同条に基づく保護の対

象となる児童 (barnriskerar att fara i1la) として、家庭において虐待・暴力の被

害を受けている児童も含まれると解されている 70 政府は、同条の対象となる児

童の具体例として、特に身体的虐待、精神的虐待、性的虐待、侵害、物質的ない

し精神的ネグレクトを受ける児童を挙げている (Prop.2002/03:53s48・)。

LVUにおいても同様に、「家庭において、身体的または精神的虐待、不適当な

搾取、養育の欠知その他の不適切な取扱いが行われ、未成年者の健康または発達

が損なわれる重大な危険性がある場合J(LVU2条)に、強制保護が行われるべ

きであると定められている 8。

また先述のとおり、 2007年の社会サービス法改正 (Prop.2005/06:155)により、

家庭で近親者による暴力が行われる場面、または近親者が暴力の被害を受ける場

面を目撃・経験(見る、聞く、居合わせる等)した児童についても社会委員会が

支援・援助を行う対象として位置づけられた (SoL5章11条3項)。

7 Thunved， Anders (2012)，めlasociallagarna (uppl.25.1)， pp.132-134. 
「その他家庭における不適切な状態」には、親権者以外の同居人から虐待を受けている場合等
も含まれる。また、ここでいう「家庭jには、自宅のほか児童が恒常的に滞在する場所も含ま
れる。百四ved・前掲注の， pp.368・369.
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(3)発見および通報義務

( i )予防・早期発見

社会サービス法にもとづき、社会委員会には、児童虐待の予防や発見を積極的

に行うことが要請されている。すなわち、潜在的ニーズを掘り起こすため積極的

に発見活動を行う責務 (SoL3章l条3項)、児童等の社会的援助を必要とする者に

良好な生活条件・社会環境が形成されるように積極的に施策を講じる努力義務

(SoL2章l条)等が定められている。

(ii)通報義務

児童虐待を知り得た場合の通報義務は、社会サービス法14章l条に定められて

いる。通報義務には、すべての者を対象とする努力義務と、児童に関係する職務

に従事する者ないし関係機関を対象とする義務の2種類がある。

第一に、同条1項は「児童の保護のために社会委員会の介入が必要とされる事

態に気づいた者は、その事実を社会委員会に通報すべきである」と定め、すべて

の者の通報義務を定めている。「児童の保護のために社会委員会の介入が必要と

される事態Jとは、 SoL5章1条5項で、定めるように、家庭において児童がその健

康または発達を脅かされるような不適切な取り扱いを受けている場合を意味し、

児童虐待の場合を含むより広い場合に通報義務が課せられている。また、このよ

うな事態を知り得た場合のみならず、そのような事態が生じていることが疑われ

る理由がある場合も含まれる。ただし、 1項にもとづく義務は、努力義務 (bor)

である。

第二に、同条2項は児童に業務上関係のある機関およびその従事者に対する通

報義務を定めてる。 1項とは異なり、義務規定 (skall)である。すなわち「児童・

青少年に業務上関係のある公的機関、保健医療・司法精神医学に関する調査活動・

社会サービス・矯正保護等に関わる関係機関、及びこれらの職務に従事する職員

に対しては、業務上、児童の保護のために社会委員会の介入を必要とする事態に

気づいたときは、直ちに社会委員会に通報する義務を負う」と定める。民間事業
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者およびその従事者にも同様の通報義務が課されている (2項)。このような通報

義務の履行は、守秘義務の適用除外となる (SoL15章l条)。

児童に業務上関係のある機関とは、学校、児童および母子ケアセンタ一、保健

医療機関、社会福祉に関する公的機関、成人を対象とする精神医療機関、アルコー

ル乱用外来医療機関などが含まれる。法改正 (2003年7月1日施行)により、保健

医療機関以外で行われる犯罪者更生ケアおよび精神鑑定機関およびその従事者に

も拡大されている。

但し、家庭相談部門 (familjeradgivning) に従事する者については、業務上、

家庭内で未成年者が性的虐待、身体的虐待、精神的虐待を受けていることを発見

した場合にのみ社会委員会に通報する義務を負う(同3項)。これは、当該業務が

家族や個人との信頼関係に基づき行われることに配慮し、通報義務の範囲を他の

職種の者よりも限定しているためである。

なお、 2002年の法改正によって、学校法、保健医療法、歯科医療法、警察法に

も同様の通報義務規定が新設されている。 (2003年7月1日施行)。子どもオンブズ

マンの通報義務も、同法と並んで子どもオンブズマン法に規定されている

(Lagen(1993:335) om Barnombudsman， 7条)。

(4)調査義務

( i )調査義務

通報義務を課される者が、知り得た状況が「社会委員会が子供の保護のために

介入する必要がある」状況にあたるか否かを自ら判断しようとする場合がある。

しかしそのような判断は極めて困難であり、社会委員会の対応が遅れる原因にな

る。また子どもに対して一層深刻な事態が引き起こされる危険性もある。そこで

法律上、通報があった案件に対する調査義務は、通報者ではなく社会委員会の義

務であることが明確にされている。すなわち社会サービス法11章1条では「社会

委員会は、申請もしくはその他の方法により委員会の知るところとなった案件で、

-6-
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委員会により何らかの措置が行われる可能性があるものについては、直ちに調査

を開始しなければならなし、」と定め、社会委員会に調査義務が課されている。

調査は、直ちに行わなければならない。また誰に対しでも不必要な損害や迷惑

をおよぼすことがないよう配慮しなければならず、必要な範囲以上に調査が行わ

れるべきではない(同I項)。原則として4ヶ月以内に調査を完了しなければなら

ない (2項)0 9 

(i i)関係機関との協力連携および情報提供義務

児童の保護に関する案件においては、社会委員会は、他の公的機関その他の関

係諸国体と協力連携しながらこれを取り扱わなければならない (SoL5章la条)。

そのため社会委員会は、協力連携が可能となるよう積極的な措置を講じなければ

ならない(同la条)。

社会委員会は、児童の保護の必要性や介入の要否について調査する際、関係諸

機関および職務関係者と連携し、必要な情報提供を請求することができる (SoL

11章2条)。関係諸機関および職務関係者には、これに対応する義務がSoL14章l

項4項に定められており、調査に重要な意味をもっ可能性のあるすべての情報を

社会委員会に提供する義務が課されている(情報提供義務)。当該義務は、民間

事業に従事する者にも同様に課される。

(温)警察機関との協力連携

児童の保護に関して社会委員会が警察機関と協力連携しうる場合として、 LV

9 スウェーデンでは、児童のニーズ等についてきめ細かな調査が行われていることが指摘できる。
例えば、エステルスンド‘市で行ったヒアリングでは、児童に最適な支援・援助を行うために、
主として判定が難しいケースを対象として、支援と調査を同時に行うための短期滞在型の児童
福祉施設 (1アンカレットJという)が設置されている。そこでは被虐待虐待児童等を短期的
に入所させ、生活上の支援を行いながら児童や家族の必要性や提供すべき支援・援助について
専門的観点から調査が行われている。社会福祉士の資格を有する市職員が24時間対応で勤務し
て業務にあたっている。また、児童のニーズ判定を総合的かっ客観的に行うため、全国的に
IBBIC (児童のニーズを中心に)Jというメソッドが用いられ、調査・判定の際に活用されて
いる。これらの詳細は、拙稿「スウェーデンにおける児童虐待への対応-2∞9・2010年現地調
査の概要一J琉大法学86号(2011年)97-171頁を参照。
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U43条に基づき、①未成年者が医学的検査 (LVU32条)の受診を拒否する場合、

②LVUに基づく未成年者の強制的措置の執行をその親権者が妨げる場合、③未

成年者が入所施設等からいなくなった場合が定められている。

近年では、児童虐待の案件に関して、社会福祉行政、警察、検察、児童精神科、

学校・保育所等が協力連携し、児童からの事情聴取や児童の処遇等についての協

議・判断を協力して行うために、コミューンや県レベルで「子どもの家 (Barna-

hus) Jを設置する自治体が増えている。エルブロ県の例では、社会福祉士が常時

2名勤務し、定期的あるいは必要に応じて警察、検察、児童精神科医等が来所し、

協力して児童に対する事情聴取を行ったり、児童や家庭に対する支援のあり方や

役割分担を決定するなどの協力連携が試みられている九

(5)保護および支援

児童に対する保護・支援には、①緊急保護 (LVU6-9条)、②任意の支援・援

助 (SoL4章1条)、③強制的な保護措置 (LVUI0条-)の3種類がある。

( i ) L机Jに基づく緊急保護

緊急に子どもを親から引き離して保護を行う必要がある場合で、調査や裁判所

への申立て手続き等を行う時間的余裕がない場合には、社会委員会はLVU6条に

基づき緊急保護を決定することができる。

緊急保護の決定は、未成年者が同法で定める保護を必要としている蓋然性が高

い場合であって (LVU6条1号)、かつ、未成年者の健康または発達に対する危険

性ないしは事後に調査または措置を講じることが著しく困難となる可能性がある

ため、裁判所による保護決定手続きを行う時間的余裕がない場合(同2号)に、

社会委員会が行う。 H

10エルブロ県の取り組みは、 BamhusOrebro lan (h町:lIwww.orebro.se/5034.h也11)を参照。
u 強制保護の申立てが既に行われている場合には、裁判所も緊急保護を決定することができる

(LVU6条3明。

。。
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社会委員会は緊急保護の決定後、速やかに地方行政裁判所に申立てを行い、同

法に基づく通常の強制保護へと移行しなければならない。すなわち社会委員会が

緊急保護の決定を行ったときは、決定の日から 1週間以内に地方行政裁判所に当

該案件の申立てを行わなければならない (LVU7条)。裁判所は可能な限り速や

かに審査し、特別な支障がない限り 1週間以内に保護の決定を行われなければな

らない(同2項)。社会委員会が期間内に裁判所に申立てを行わなかった場合には、

当該決定は失効する(同3項)。

具体的にどのような緊急保護措置が講じられるかは、各コミューンによって異

なるが、一般的な例としては、特定のファミリーホーム(里親)を緊急一時滞在

ホーム(シェルター)として活用する場合が多い。児童福祉施設に一時滞在させ

る例もみられる。

(i i)社会サービス法に基づく支援・援助

親権者の同意、あるいは子どもが15才以上の場合には子ども本人の同意が得ら

れる場合には、社会サービス法4章1条に基づき社会委員会が援助決定を行い、ケ

アや支援、援助が実施される。これはLVUとは異なり、同意にもとづく任意の

施策である。

具体的な支援・援助施策としては、個人の状況や各コミューンによって異なる。

例えば経済的援助、社会福祉士によるカウンセリング(相談・助言)、コンタク

トパーソン、親との関係修復・改善の支援、ファミリーホーム(里親)への委託、

児童福祉施設への入所、保健医療法に基づく児童精神科医による治療などの多様

な施策が行われている。

児童を親もとから分離する必要がある場合には、その児童は、社会サービス法

6章1条で定める「自宅以外の場所で保護を受けあるいは居住することを必要とす

る者」に該当し、「ファミリーホーム」または「ケアまたは居住のための施設j

が提供される (SoL6章l条)。児童虐待の場合は、ファミリーホーム(里親)へ

の委託がもっとも一般的である。ファミリーホームとは、社会委員会からの委託
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により、恒常的なケアおよび養育のために児童を受け入れる私人の住居であって、

業として営まれていないものをいう(社会サービス令 (SoF)2001:937) 3章2

条)012但し、児童を自宅以外の場所に居住させる必要がある場合には、最初に、

親族その他の近親者のもとに児童を居住させることが可能かどうを検討しなけれ

ばならない (SoL6章5条)。

ファミリーホームへの委託を決定する際には、社会委員会には、児童の状況お

よび必要性について詳細に調査を行う義務がある。同時に、児童のニーズ、等に照

らし、ファミリーホームの適切性についても詳細に調査を行う義務がある (SoL

6章6条)。

自宅以外の場所に居住する児童に提供されるケアは、良好な質が保障されなけ

ればならない (SoL6章1条2項)。そのため社会委員会には、ケアを継続的にフォ

ローアップする義務が課せられている (SoL6章1条2項、 SoF5章lb、lc条)。これ

に対して、必要な質および量のファミリーホーム等を整備する義務および計画策

定義務はコミューンに課されている (SoL6章2条)。国には、各コミューンの社

会サービス事業に対する監督義務が課されている (SoLl3章)。従来は広域レベ

ルごとにレーン行政庁が監督を行っていたが、 2010年l月1日からは社会庁が統一

的な監督機関として位置づけられている (SFS2009・596)。

(iii)し机Jに基づく強制的な保護措置 (LVUlO条一)

児童の保護や支援は、原則として社会サービス法に基づき本人または親権者の

同意のもとで行われる (LVUl条)。しかし、親権者、あるいは児童本人の同意

が得られない場合であって、同法に基づく保護の必要がある場合には、 LVUに

基づく強制保護が実施される (LVUl条2項)。

LVUに基づく強制保護の対象となるのは、児童のおかれた環境に問題がある

12 これに対して「ケア又は居住のための施設j とは、ケアまたは処遇を目的として個人を受け入
れる社会サービス上の施設 (SoF3章l条)であり、主に児童自身に何らかの行動上の問題や更
生の必要性がある場合が対象となる。

-10 
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場合 (LVU2条)と、児童本人の行為に問題がある場合 (LVU3条)の両者があ

る。児童虐待の場合は2条に基づく保護が行われる。すなわち2条では、「家庭に

おいて、身体的または精神的虐待、不適当な搾取、養育の欠知その他の不適切な

取扱いが行われ、未成年者の健康または発達が損なわれる重大な危険性がある場

合 (LVU2条)Jに同法に基づく強制保護の決定が行われなければならないと定

める。強制保護の決定および実施にあたっては、児童の最善が考慮されなければ

ならない (LVUl条5項)。

強制保護の決定は、社会委員会の申立てにより地方行政裁判所が行う (LVU4

条)。申立てには、①未成年者の状況，②保護を行うべき理由、③これまでに講

じた措置、④社会委員会が適切と考える保護施策等が記載されなければならない

(同4条)。地方行政裁判所が行う保護決定の効力は4週間である (5条)。

強制保護が決定された場合、児童は自宅以外の場所において保護が行われる

(LVUI0条)。保護の内容は、基本的にSoLlこ基づく場合と同じであり、先述のよ

うに、ファミリーホームへの委託が決定される場合が最も多い。

強制保護に対してフォローアップを行う義務は、 SoLの場合と同様、社会委員

会に課される (LVU13条1項)。社会委員会は、少なくとも 1ヶ月に 1回以上、

当該児童に対する強制保護が引き続き必要であるか否かを再検討しなければなら

ない (LVU13条2項)。また、児童が同ーのファミリーホームに3年以上居住す

る場合には、社会委員会は、親子法第6章8条に定める親権移転請求を行う必要性

について検討しなければならない (LVU13条4項)。強制保護に対する監督義務

は、 SoLと同様に社会庁に課されている。

(iv)面会・通信の制限、滞在地の秘匿、連れ出し禁止

児童が親もとから離れて保護を受けている場合であっても、児童には親と交流

する権利が保障されなければならない。スウェーデ、ンの児童保護では、この点が

相当に重視されている。そこで社会委員会は、児童と実親との交流の機会を可能

な限り設けるよう取りはからわなければならない (LVU14条1項)。しかし、児

-11一



琉大法学第91号

童保護上の必要性から親との交流に制限が設けられる場合がある。

.面会・通信の制限

第一に、 LVU14条2項1号は、面会・通信の制限について定める。すなわち、

社会委員会は、同法の目的に照らして不可欠な場合には、未成年者が親または親

権者とどのように交流を行うべきかに関する事項を決定することができる。児童

保護の観点から必要があるときは、社会委員会が、児童と親との交流の頻度や方

法等について制限を加えることができる。

-滞在場所の秘匿

第二に、同項2号にもとづき、社会委員会は、児童の滞在場所を親あるいは親

権者に知らせないことを決定することができる (LVU14条2項2号)。すなわち児

童保護の観点から必要があるときには、社会委員会は、親に対して児童の滞在場

所を秘匿することを決定できる。

・連れ出し禁止命令

第三に、社会委員会から申立てがあった場合に、地方行政裁判所は、児童を現

在の居住の場所から連れ出すことを禁止する命令を出すことができる (LVU24

条)。すなわち24条では、 f地方行政裁判所は社会委員会からの申立てにより、未

成年者が滞在するホームから連れ出された場合、当該未成年者の健康または発達

な損なわれる重大な危険性が存在するときは、親権者に対して、一定期間または

当面の問、未成年者を社会サービス法 (2001:453)第6章6条1項に定めるホーム

から連れ出すことを禁止することを決定することができる(連れ出し禁止)J と

定めている。

これに関連して、社会委員会は「一時的な」児童の連れ出し禁止を決定するこ

ともできる。すなわち、連れ出し禁止を必要とする蓋然性が高く(同条1号)、未

成年者の健康または発達に対する危険性にかんがみて裁判所が連れ出し禁止を決

定するまで待つ余裕がないとき(同条2号)に、一時的な連れ出し禁止を決定す

ることができる (27条)。連れ出し禁止命令または一時的な連れ出し禁止決定に
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違反した場合については、同法で罰則が設けられている (LVl.月4条)。

(6) 親子の再統合のための支援等

児童虐待への実際の対応をみると、スウェーデ、ンでは、被害を受けた児童に対

するケア・支援が手厚く行われているとともに、家族そのものに対する支援も重

視されており、家族の再統合や再発予防のための支援が重視されていることが指

摘できる。

例えば、ヒアリングを行ったエステルスンド市の例13では、虐待・暴力の被害

を受けた児童に対してケア・援助を行うために「トラッパン」という専門機闘が

設置されている。そこでは市の職員2名が常勤で勤務し、 3才から18才未満の児童

に対して、専門的なメソッドに基づきカウンセリングやセラピーなどが行われて

いる。虐待等による被害の回復と、児童に対して必要な知識や対処方法等を身に

つけさせ再発防止に資することが目指されている。

また、 18歳未満の子どもをもっ親への支援を行うため、「ブリッガン」という

専問機闘が設置されている。そこでは主に、親子聞の関係に問題が生じている場

合に、関係を修復しあるいは良好な関係を新たに築き、家族構成員聞の関係性を

より良いものへと再統合していくための支援が行われている。職員は14人で、社

会福祉士、保育士、更生ケアに携わる職員等から構成されている。約半数が社会

福祉士の資格を有する職員で、他の半数が児童の発達や教育に関する専門職者で

ある。全員が市の常勤の正規職員である。これらの専門職員によって、家族の問

題状況の把握と親に対する相談・助言、カウンセリング等が行われている。

13 エステノレスンド市における被害児童およひ湾議支援の取り組みについての詳細は、拙稿・前掲
注9)，135頁以下を参照。
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3 女性に対する近親者からの暴力

( ， )特徴・経緯

女性に対する暴力は、スウェーデンにおいては、人権侵害であると理解されて

いると同時に、その根絶は男女共同参画を実現するための必要条件としても位置

づけられている九

刑法上では、従来より近親者からの暴力に関して特別な犯罪類型が定められて

いる。しかし、この規定は「女性に対する暴力Jに限定するものではなく、性中

立的な規定であったため、 1990年代に、男性から女性に対する暴力に焦点をあて

た「女性の安全法」と呼ばれる包括的な法改正が行われた。この「女性の安全法」

にもとづく刑法改正 (1998:393) により、近しい関係にある男性から女性に対す

る暴力についての独立した規定が新設された。

「女'性の安全法」にもとづき、社会サービス法も改正され(Prop.1997/98:55)、

近親者からの暴力の被害を受けた女性を対象に支援・援助を行うことが、社会委

員会の新たな努力義務として盛り込まれた(I日SoL(1980:620) 8a条)。

2000年代には、近親者からの暴力の被害者となるのは女性だけでなく、児童、

高齢者、障がい者等の弱し、立場にある者や、向性同士のパートナー聞や女性から

男性に対する暴力にも着目されるようになった。これにより 2001年の社会サービ

ス法改正 (Prop.2001102 :79) では、支援・援助の対象は、暴力被害者たる女性に

限らず、すべての犯罪被害者とその近親者にまで拡大された (SoL5章11条1項)

が、同条2項では、近親者からの暴力を受けた女性が必要な支援・援助を受けら

れるよう「特に配慮すべきJことが社会委員会の努力義務として特別に定められ

ている。この規定は、 2007年改正(法律2007:225)で義務規定へと強化されてい

る15。

14 Socialstyrelsen・前掲注1)，p14. 
" 2007年改正の背景には、政府が、近親者による暴力の防止と被害者保護・支援をさらに拡充強
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その他の関連法として、訪問禁止に関する法(1988年) (Lag om besokf6rbud 

1988:688) がある。同法に基づき、検察官が訪問禁止、特別に拡大された訪問禁

止、退去命令などの保護命令を出すことができる。また、犯罪被害者法(1978:4

13)、損害賠償法 (1972:207) に基づき、犯罪被害者に対して補償金が支給され

る。スウェーデ、ンで、は、これらの法に基づく補償金は家族内での犯罪にも多用さ

れている。被害者庁が管轄し、国が立て替え、後に国が加害者から損害賠償法に

基づき請求するというしくみが採用されている。 16

(2)定義

刑法で定める「重大な安全に対する侵害罪 (DV罪)J (刑法4章4a条1項)とは、

「親しい関係にある、またはあった、人物に対して、繰り返し、刑法3，4， 6章に

規定される侵害行為を行い、またその人物の完全性を侵害し、よって自尊心を傷

つける行為Jであり、刑罰として6月以上6年以下の拘禁刑の対象となる(刑法4

章4a条l項)。刑法3章は「生命と健康に対する罪」、 4章は「自由と安全に対する

罪」、 6章は「性犯罪」について定めている。また、 4章4a条2項では「女性の安全

に対する重大な侵害罪Jを定め、 l項の対象範囲を婚姻している、またはしてい

た、同棲している、またはしていた「男性から女性に対する」侵害に限定して新

たな犯罪類型を定めている。 17

社会サービス法では、近親者からの暴力の被害者に対する支援等は5章11条で

規定されている。その対象範囲は、犯罪に該当しない場合や警察に通報がなされ

化するため「女性への暴力等に対抗するための行動計画J(Prop.2006/07:38)を策定し、暴力
の被害者たる女性に対する保護・支援をいっそう強化すること、「総合的視点」に基づき取り
組むこと、自治体問の取扱いにおける格差を縮小すること、職務にあたる職員らの技術や知識
の向上を目指すこと等が目指されたことがある。

“訪問禁止に関する法およ(}犯罪被害者法については、詳しくは矢野恵美「スウェーデン一女性
の安全法からDV 加害者更生プログラムへーJ 岩井宜子『ファミリー・バイオレンス(第2版)~

(尚学社、 2010年)295・302頁を参照。
17重大な安全に対する侵害罪については、矢野恵美・前掲注16)，294頁以下を参照。
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ない場合も含む、より広い範囲を含むものと解されている問。

女性に対する近親者からの暴力については、同条2項において「社会委員会は、

近親者による暴力その他の虐待の被害を受けている、あるいは受けていた女性が、

必要とする支援および援助を受けることによって自らの状況を変えることができ

るよう、特別な配慮をしなければならない(同2項)J と規定されている。当該条

項に基づき、社会委員会には、近親者から暴力を受けた女性が必要な支援・援助

を受けられるよう特に配慮する義務が課されている。

社会庁の定義によると、近親者からの暴力には、①身体的暴力、②精神的暴力、

③性的暴力、④経済的暴力、⑤物質的暴力がその例として含まれると解されてい

る叩また以前は「パートナーJまたは「元パートナーJである男性から女性に対

する暴力に限定されていたが(Prop.l997/98:558.76)、2000年代の議論をふまえ

て「近親者(凶rstaende)Jという用語に改められている。これに伴い、現在では

より広い範囲の者からの暴力が対象とされるに至っている。

(3)通報義務

成人女性に対する近親者からの暴力については、児童の場合とは異なり、社会

サービス法その他の法令上で特別な通報義務は定められていない。子どもがいる

場合は、児童虐待の場合の通報義務に基づき、配偶者に対する暴力が発見される

ことも多い。女性に対する暴力が発見された場合の調査手続きは、社会サービス

法11章に基づき行われるが、児童の場合とは異なり、社会委員会その他の機関に

特別な調査権限や情報提供義務を定める規定はない。却

このように、成人女性に関する社会サーピス法上の手続きは、児童の場合とは

異なり、原則としてすべて本人の自己決定と同意に基づき行われている。

18 Socials勿re1sen・前掲注1)，p.21. 
19 Lans旬amet-K'叫nnofrid-(2∞8)，Kvinn祈'IdHandbok， p.3. 
m 犯罪に該当する場合には、本人または第三者から警察に通報することができ、この場合には通
常の刑事手続きの対象となる。
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なお、国立女性への暴力根絶センター (NCK) が24時間対応で電話相談や被

害者・患者ケア等が行っており、無料、匿名で利用することができる。

(4)保護及び支援

( i )保護命令

警察に通報され、刑事事件として扱われる案件においては、検察官が捜査中に

被害者の希望により、または検察官の自己判断により、訪問禁止法に基づき保護

命令を出すことができる。保護命令の種類には、①訪問禁止令(訪問禁止法1条)、

②拡大された訪問禁止令 (1司la条)、③退去命令(同1条)がある。21

(ii)社会サービス法にもとづく支援および援助

社会サービス法にもとづく支援・援助としては、成人女性に関しては、児童の

場合のような強制的措置や緊急保護を定めた特別な保護等は定められていない。

そのため原則として、社会サービス法に基づく任意の支援・援助施策が行われる

ことになる。通常は本人の申請に基づき社会委員会が決定を行うが、サービスの

種類によっては社会委員会の決定なしで利用できる場合もある。

社会サービス法5章11条2項で定める「支援および援助Jには、個人の状況等に

応じて多様な種類の支援・援助施策が含まれる。例としては、経済的援助、安全

な住居、コンタクトパーソン、対話、住居探しの援助、他機関・任意団体の紹介

ないし仲介など、個人の状況に応じた幅広い施策が含まれると解されている22.九

また、必要な支援・援助は、社会サービス法に基づく施策に限られないが、被害

21 詳細については、矢野恵美・前掲注16)，295頁以下を参照。
22 Prop2006/07:38 p.32. 

おヒアリングを行ったエステルスンド市の例では、緊急・一時的な支援と長期的な支援とに分け
て支援・援助が行われている。緊急・一時的な支援としては、主として経済的援助(食費、衣
類・下着、宿泊費、電話代、引越代、敷金等)、社会福祉士による相談・助言・カウンセリン
グ、医療の手配、警察への通報の支援などが行われている。より長期的な自立に向けた支援と
しては、個々に必要性や希望が異なるため施策は多様となるが、経済的援助や社会福祉士によ
る相談・助言のほか転居の支援、コンタクトパーソン、精神科治療、近親者との関係性修復の
支援、南砂普手続きの支援等も行われている。

ヴ
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者が必要とする様々な種類の支援や援助を受けられるよう取り計らう義務が社会

委員会に課せられている。

ただし、とりわけ緊急時における保護に関しては、社会庁の一般的助言

(SOSFS2009:22) によると、特別な配慮が必要とされている。すなわち第一に、

必要な場合に適切な一時保護施設が提供されるべきことが述べられている。一時

保護施設の態様は、コミューンにより様々な形態をとりうるが、例えばファミリー

ホーム、ケアおよび居住のための施設、施錠設備の整ったアパート、コミューン

における危機センター、女性シェルターなどが一時保護施設として利用されてい

る。民間ホテルは、安全面および女性や児童の危機的状況に十分対応するもので

はないという理由から、適切な一時保護施設とは見なされないと述べられてい

る制。

第二に、前述の社会庁の一般的助言では、経済的援助の決定・実施にあたって、

近親者から暴力を受けているという事情が考慮されなければならないとされてい

る。例えば、荷物も持たずに逃げてきた場合など、緊急的に経済的援助を必要と

している場合には、社会委員会は即時、あるいは少なくとも翌日には、経済的援

助を支給しなければならないと述べられているヘこのように、近親者からの暴

力の被害者の有する特別な必要性にかんがみて、社会委員会は、援助判定におけ

る受給要件の緩和など、柔軟な運用・対応を行うことが求められているヘ

社会委員会の一般的助言では、第三に、社会委員会の行う相談・助言提供の重

要性が強調されている九相談・助言の内容としては、生活や健康に関する事項

24 SOSFS2∞9:22およlJSocialstyrelsen・前掲注1)，p.87. 
" SOSFS2∞'3:5. 
話例えばエステルスンド市での経済的援助の担当職員へのヒアリングによると、即時に食費や衣
類の費用、連絡用の電話代、シェルターの利用料やホテル代、新たな住居の敷金等が必要にな
場合などでは、補足性要件の調査等の手続きをせずに即時に金銭援助等が行われている。暴力
の被害から緊急的に避難してきた女性に対して、すぐに求職活動を行うよう指導するようなこ
とはなし、まず新たな環境で生活を落ち着かせ、今後の身の振り方を考える時聞が必要である
ため、時間をかけて信頼関係に基づき行うという。詳しくは、拙稿・前掲注8)，97頁以下を参
照。

27 SOSFS2α>9:22. 
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に加えて、警察への通報、接近禁止命令、損害賠償請求、家族法に関する事項等

の幅広い関連事項に関する情報提供・助言も含まれる。実際にエステノレスンド市

の例では、必要な場合には警察への通報や裁判上の手続きなどについても社会福

祉職員による積極的な援助が行われているヘ

(iii)任意団体による支援・支援

支援・援助は公的機関の行うものに限られない。任意団体によって行われる被

害者保護の活動も、社会委員会の業務を補完するものとして重視されているヘ

代表的な例として、全国的に女性シェルターを設置・運営する女性団体等がある。

エステルスンド市の場合、社会委員会の援助決定を得ずに当該シェルターを利用

することができる。一方で、自治体へのヒアリングでは、当該シェルターは社会

庁の許可を受けて開設・運営される社会サービス法上の施設にはあたらないため、

運営状況や入居者の処遇等について市や国の監督が及びにくい、という課題も指

摘されている。

(5)加害者の更生のための支援

( i )加害者更生プログラム

有罪が確定し服役する者、または保護観察中の犯罪者に対しては、 IDAPとい

う加害者更生プログラムがある。加害者更生プログラムへの参加がふさわしいか

どうかは保護観察官が判断する。またDV加害者更生のための専門の刑務所も設

置されている31

れi)社会サービス法に基づく加害者更生のための支援

社会サービス法には、加害者に対する更生・支援に関する規定は存在しないが、

近年、暴力の再発防止の観点からその重要性が認識されるようになっている

お詳しくは、拙稿・前掲也')， 97頁以下を参照。
19 Regぽ担.gen，Socialtjanstens stod till valdutsatta kvinnor (prop.2006l07:38)， p. 12. 
却詳細は、矢野恵美・前掲注1の， 305頁以下を参照。
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(Prop.2006/07:38 p.23.)。このことは、加害者が子どもの親権を有する場合や子

どもと面会・交流を行う場合に、子どもの権利の観点からも、加害者に対する社

会福祉上の助言や支援が必要であることが認識されるに至っている (SOSFS2009:

22)。さらに、社会委員会には家族全体を支援する責務が課されているため、こ

の点からも、社会委員会が、必要な場合には、同法4章l条に基づく援助決定を行

い、あるいは3章1条にもとづく援助決定を必要としない施策を通じて、暴力の加

害者に対して支援・援助を行うことが望ましいと考えられている。 31

社会委員会による施策の例としては、暴力の加害者のみを対象とするものでは

ないが、前述のエステルスンド市では、家族支援を行う「ブリッガンJにおいて、

怒りの衝動を抑えるための専門的なカウンセリングやグループワークが実施され

ており、家庭における暴力の防止ないし再発防止を目指した施策が行われている。

4 おわりに

以上みてきたスウェーデ、ンの児童虐待および女性への暴力に対する法的対応の

特徴点として、以下の点が挙げられる。

第一に、スウェーデンでは、わが国と比べて、児童虐待や近親者からの女性に

対する暴力を犯罪として位置づけ、刑事手続きの対象としてみる傾向が強いとい

う特徴がみられる。すなわち「福祉的な対応」のみが中心におかれるのではなく、

近親者間であっても暴力や虐待といった行為は人権侵害に該当するという認識の

もと、刑法で定める規定に該当すれば犯罪として取り扱うという認識および運用

が社会的にも相当程度浸透している様子がうかがえる。

第二に、社会福祉法制上でも、とりわけ2000年代以降、予防および支援の必要

性の観点から福祉的対応の拡充がみられる。児童虐待については、子どもの保護

31 Socialstyrelsen・前掲注1)，p.36. 
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と支援に関する法改正が進められてきている。また、暴力の被害を受けた女性を

はじめ、犯罪被害者一般に対する支援や援助が、コミューンの行う社会福祉の業

務のひとつにあたることが社会サービス法に明記されるに至っている。なお、社

会福祉法制上では、刑事手続きの対象にならない虐待や暴力のケースについても、

予防および支援の必要性という観点からこれを支援や援助の対象として広く取り

扱っている点も指摘しておく。

第三に、児蜜虐待と女性に対する暴力に対する福祉的対応については、両者の

聞に違いもみられる。児童の場合は、社会サービス法その他の法律において通報

義務が定められているが、女性の場合は通報に関する法律上の規定はおかれてい

ない。また、福祉法制上の保護や支援施策についても、児童の場合は任意法であ

る社会サーピス法の適用を原則としつつ、本人または(および)親権者の同意が

得られない場合には、強制法によって補完されている。女性の場合は、社会サー

ビス法にもとづく任意の支援・援助のみが適用され、特別に強制法は定められて

いない。このことは、未成年者である子どもと成人である女性との聞の取り扱い

の差異で、あって、成人に対しては本人の自己決定にもとづく意思が優先されてい

るといえる。

第四に、児童虐待や女性に対する暴力は、保健医療、社会福祉、警察、検察、

裁判所、税務庁、職業紹介所、社会保険事務所、学校、執行機関、移民庁等の様々

な機関に関連する問題であるため、これらの関係諸機関のあいだの協力・連携が

重視され、拡充されている点にも特徴がある。児童虐待の場合には、当該協力・

連携は社会サービス法上に規定がおかれており、コミューンの社会委員会が協力

連携の中心となってその実施と促進に責任を負うべきことが定められている。実

際に、子どもの家の取り組みをみると、これらの関係諸機関の協力連携がいっそ

う拡充してきていることが指摘できる。

第五に、実際に、虐待・暴力の被害者である子どもや女性に対する社会福祉上

の支援・援助が手厚く行われている点でも注目すべきである。先述した「ブリッ

市
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ガンJ等における家族そのものに対する支援の重視は、児童虐待や女性への暴力

の未然防止につながっているとともに、家族の再統合へ支援が積極的に行われて

いることを意味する。日本においても今後、児童虐待の未然防止や早期対応さら

には家族の再統合のための支援のあり方とそのための条件整備について検討する

にあたって、このようなスウェーデンにおける取り組みは参考になると思われる。

他方で、スウェーデンにおいては、例えばわが国の児童虐待の防止等に関する

法律(平成12年5月24日法律第82号)のように、虐待・暴力についての特別法が

設けられていない。この点については、しばしば批判が出されているところであ

る。これに関連して、先述した児童保護に関する調査委員会が2009年7月に出し

た報告書では、子どもの保護に関する統合法を制定することが提案されたが、現

在までのところ、実現には至っていない。今後、どのような法制度や法体系が指

向されていくのかという点にも注目される。

追記:本稿は、科学研究費補助金基盤研究 (A) r家族のための総合政策一虐待・

暴力防止法制における国際比較を中心にJ(代表者:本海巳代子筑波大学教授)

による研究成果の一部である。
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