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1．はじめに

　9－9．　問題意識・目的

　本稿は。日本における同性愛の子どもへの社会福

祉援助の必要性とあり方について。国連をはじめと

した国際社会及びソーシャルワーク先進国であるア

メリカにおける同性愛の子どもに関する連邦政府と

社会福祉専門職組織及び社会福祉関連科学の動向を

取り上げて。検討するものである。

　国際ソーシャルワーカー連盟（以下。lFSW）が

2⑪⑪⑪年に採択したソーーシャルワーークの定義によれ

ば．「人権と社会正義の原理は。ソーシャルワーク

の拠り所とする基盤である」とされ。この人権は

lFSWの倫理綱領によれば世界人権宣言や子どもの

権利条約などが基盤である（XFSW，2⑪12a）。この

人権概念に。近年薪たな対象として国連において確

認された存在に．同性愛者などの性的少数者がある。

　日本において9FSWの倫理綱領の積極的な導入

がはかられたものの．日本の社会福祉学との整含性

についてはほとんど議論されておらず。とくに性的

指向の問題についてもほとんど検討されていない。

従来。日本の社会福祉援助は。人間が異性を性愛の

対象とすることを賠黙の前提として。異性愛を基盤

とした制度・政策のなかで。援助の対象とすること

が一般的であった。このようななか。異性を性愛の

対象としない人びとの存在は社会的差別偏見のもと

に「見えない」存在となってきた。では日本の社会

福祉研究は。性的指向ないし同性愛者に対して。ど

のように向き合うのか。

　本稿は国連やIFSWの動きをふまえ。日本の社

会福祉研究においても，，，同性愛者などの性的少数者

を社会福祉の対象として捉え。援助の必要があるこ

とを主張する立場にたつ。しかし。日本においては

性的少数：者がそもそも社会福祉の対象とは認識され

てはいないことから。性的少数者、とくに同性愛者

の社会福祉研究は日本ではなされていない。そこで

：本稿は同性愛者。とくに子どもに焦点をあてて、日

本における社会福祉研究を行うための基礎研究とし

て。国連及びIFSW。そしてアメリカのソーシャル

ワーク及び関連科学に関する専門職組織の動向を明

らかとすることを目的とする。なお．本稿では主に

男性同性愛者を取り上げN女性同性愛者や両性愛者

についての検討は別の機会とする。

蚕競織果題蜘欝1欝盤隼纏月鯛翼

輪：文受理田謹⑪欝隼禰月鯛圏

　瀾一2．　先行研究

　日本の社会福祉研究における同性愛者への援助の

検討はほとんどなされずにいるが。同性愛の子ども

の権利保障の取り組みは。海外の先駆的な社会福祉

が日本に紹介されるなかで確認される。例えば高橋

重日によって。カナダ・オンタリオ州の「子どもの

権利ノーート」が日本に紹介され。日本において全

国の地方自治体が導入を行ったことは知られてい

る。カナダ・オンタリ酋州の「子どもの権利ノー一
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ト」（高橋，19981許斐，1999）においては，、もとも

と岡性愛の子どもの権利が明記されていたものの、

日本において作成された「子どもの権利ノート」で

は。同性愛の子どもの権利については劇除され．そ

れについて社会福祉専門職者は問題化しなかった。

また．日本のスクールソーシャルワーク研究の形成

において、同性愛の子どもへのスクールソーシャル

ワーカーによる援助は。アメリカの理論と実践が導

入される比較的はやい段階から幽幽に紹介されてい

る（Paula　AllenMeares，2000）。しかし。日本の社

会福祉専門職者にとっては，、口本の同性愛の子ども

への援助の必要性が必ずしも認識されたわけではな

かった。例えば2012年4月に発行された社団法人

日本社会福祉士養成校協会監修『スクール［学校〕

ソーシャルワーーク論」（2012）では、性的少数者に

言及しつつも。医療化される性洞一性障害の子ども

への援助の必要性を、文部科学省の通知をもとに指

摘するに留まるものであり．性約少数者への援助の

対象を限定したものとしてとらえており。性的指向．

同性愛に関する検討はなされていない。

2．露語・ユネスコおよび　FS》》の無向

　では。同性愛者をめぐる議論として。国連など国

際社会においてはどのような議論がなされているだ

ろうか。以下．国連、ユネスコ．IFSWの対応をそ

れぞれ確認していく。

　艶聞．　国遵において

　1948年、世界人権宣言第26条は晶晶の教育を受

ける権利を規定し、国連憲章第57条の規定により

国連と連携する専門機関である国連教育科学文化機

関（以下。ユネスコ）は。1990年に世界入権宣言

と子どもの権利条約を根拠とした「出入のための教

育宣言」を採択した。

　2006年の国連総会決議により国連の補助機関と

して新たに国連内部に設立された国連入権理事会

（UNHRC）は、同性愛者や性同一性障害者など性

的少数者をめぐる世界的な人権意識の高まりをも

とに、2007年に、性的少数者の入権保障に関する

国際法上の原則となる「ジョグジャカルタ原劉」

（The　Yogyakarta　PrigkeipRes　og　k　the　Appgicabog　k

of　lifktermatiomaS　ileckman　Rights　Law　in　ReSation　to

Sexual　Or蜘tation＆nd　Gender　Identlty）を採択し

た（Michael　OIFlaherty　and　John　Fisher，2008）。

ジョグジャカル幽幽蜀とは．世界語権宣言をもとに

嗣性愛などの性約少数者の国際的な人権保障促進の

ための原劉であり。人権概念に性的少数者が含まれ

ていることを示したものである。ジョグジャカル三

原購は、前文及び29原劉と付加勧告によって構成

されるが，、前文において。18歳未満の子どもにつ

いては最優先に配慮される必要があることが明記さ

れる。また慰撫勧告では、医学・法律・教育分野を

含めた：職能団体に対し、ジョグジャカル湯原劉の実

現を積極約に行うための実践とガイドラインの策定

を行うよう求めている。

　2－2．ユネスコにおいて

　2011年12月にユネスコは。ブラジル・リオデジャ

ネイロにおいて．国連史上はじめての教育における

同性愛嫌悪を：取り扱った会議を主催した。この会議

において、世界的に同性愛者のHIV／AIDS問題が

深刻化するなか．幽界人権宣言、子どもの権利条約，、

万人のための教育宣言。ジョグジャカルタ原：則に

基づき。「同性愛嫌悪によるいじめと万入の教育に

関するリオ声明」（Rio　Statement　on　Homophoblc

BuUying　and　Education　for　All）が採択された。こ

の声明は「ジョクジャカルタ原：鋼は。性的指向や性

自認によってこの権利が縮小されてはならないこと

を明らかにしている」と表明している。声明では、

すでに各国政府が「万人のための教育」原期により

取り組みをおこなっていることを前提としながら

も、同性愛者やトランスセクシュアル，、トランス

ジェンダーやインターセックスである世界中の学生

が．毎ロ．性的櫓向や性自認を乱曲として学校にお

いて差劉や暴力を経験し、教育に関する普遍的な人

権を否定されていることから、学校における彼らへ

の差別と暴力、同性愛嫌悪と性転換嫌悪によって作

られた障壁を面して、質の高い教育への普遍的なア

クセスを可能にするよう。すべての政府に要請して
いる（注1）。
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　2－3．　lFSWドにおいて

　では．IFSWの対応動向はどうか。2004年には

IFSWと国際ソーシャルワーク学校連盟（IASSW）

が共同採択した倫理綱領では．ソーシャルワーカー

は性的指向に関する社会正義を促進することが定

められ．2012年の屈しい倫理綱領（IFSW，2012a）

でもその立場に変化はない。また。IFSWは性的指

向をめぐる国連の動きを受けて。入種や性的指向を

乱曲とする差劉に向き合う方針を明らかにしている

（IFSW　2012b）．

3．アメリカ舎衆翻の：取り憾み

　3－1．アメリカ禽衆：国運邦敢：飛の鮒応

　では．本稿がとりあげるアメリカにおける議論は

どうか。まず連邦政府の取り組みからみておきたい。

　アメリカでは同性愛の子どもへの教育上対応につ

いて致府による公的規準となるものは作戒されずに

きた。しかし，、バラク・オバマ大統領就任後．連邦

政府による同性愛の子どもへの積極的な対応がみら

れる。

　アーン・ダンカン教育長官は、2011年6月にワ

シントンで開催された「嗣性愛、トランスジェン

ダー一の子どものための安全で支援がなされる環境形

成サミット」に参加し。同性愛者やトランスジェン

ダーの子どもたちも、すべての子ども達と同様に教

育への平等なアクセスを確保するための取り組みを

行うことが政権の公約であることを表明した。教育

省公民権局は、同性愛者やトランスジェンダーをハ

ラスメントから保護することを含んだ薪たな『学校

におけるセクシュアルハラスメント・ガイダンス』

を2010年10月に公卿し，、すべての学校。大学に対

して書簡を送付したことを明らかにした。この書簡

は，、教育における入詞差別及び性差別を禁止した「公

民権法語9編及びこれを補完する規則に基づき．連

邦政府から財政的援助を受ける教育プログラムおよ

び活動における性差別を解消するためになされたも
の」である（注2）。

　2011年9月．アーン・ダンカン教育長官は．子

どもへのいじめ防止に関するサミットにおいて。連

邦政府として同性愛の子どもへの具体的な対応の

進捗状況について発表した（アメリカ合衆国連邦教

育省，2011）。それによれば，、2帆1年6月に教育長

官名にて．平等なアクセス法のもとに，、学校におけ

るゲイ・ストレート連盟そのほかの結成を促すこと

を発表し．また学生の権利の再確認をはかる書簡を

薪たに送付し、公民権法の執行を強化したことを説

明している。2011年12月160、アメリカ合衆国

連邦司法省少年司法・非行防止事務局は．学校にお

けるいじめ予防に関し、性的指向．性自認を含めた

新しい全国調査研究を開始したことを発表している

（アメリカ合衆国連邦司法省，　201X）。

　キャスリーン・セベリウス合衆国保健福祉長官

は、2012年2月160。ペンシルベニア州において、

「ホワイトハウスLGBT会議」を開催し、バラク・

オバマ政権下での：LGBTに対する健康保健福祉教

育施策の状況について説明している（アメリカ合衆

国連邦ホワイトハウス，2012）。そのなかで、子ど

もや親．教員がいじめ防止に関してインターネット

上で学ぶことのできるウェブサイト（瀞を開始し，、

また同性愛の子ども達がいじめられ。自殺している

ことに対して，、家庭，、学校．地域社会に対して同性

愛の子どもたちがいじめにあわないよう連邦敗府と

して取り組みを開始していることを説明している。

　また。2011年12月。クリントン国務長官は。ス

イス・ジュネーブにある国連欧州本部において，、ア

メリカ合衆国を代表して、嗣性愛者の人権が世界人

権宣言に包含されていることを表明し，、アメリカ

合衆国及びオバマ敗権が世界のリーダーとなり、ま

た各国政府に同性愛者の人権保護を積極的に働き

かけ、さらにはすべての連邦政府機関及び大使館を

通じて具体的な同性愛者の人権保障を行っていくこ

と、新たな基金の設立を行うことを明らかにしてい
る（湘）。

　3－2．アメリカ小晃地学金による鮒応

　アメリカ小児科学会（the　American　Academy

of　Pediatrics：AAP）は小児1科医に対する同性愛の

子どもに関する考え方．対応について述べた臨床

報告ガイダンス「Sexual　Orientation　an　d　AdoRes－

centsjを1983年。1993年、2004年に発行している

（Barbara　LFrankowski，2004）。2004年の臨床報告
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ガイダンスでは，、アメリカ精神医学会が1973年に

DSMの基準から岡性愛を精神障害リストから除外

し，、それが精禅障害ではないことを前提に．「同性

愛の子どもへの援助は．すべての子どもと同じく。

正常な思春期の成長と社会的．感情的な福利と身体

的健康を促すことにある」とされ、「思春期におけ

る性的指向の気付きとそれによる孤立感は。自尊感

情や自我同一性の確立など思春期における課題の達

成を妨げる」ものとなり、彼ら彼女らの特別なニー

ズに基づいた対応を求めている。この特別なニー

ズとは①中学校において、性的櫓向を理由に男

性同性愛者の45％が、女性同性愛者の20％が嫌が

らせや暴力を受けた経験をしており、不登校や家出

によって、ストリートで生きながらえなければなら

なくなる危険性が高いハイリスクグルーープであるこ

と。（2）タバコやアルコール。違法薬物の使用が異

性愛の子どもより低年齢より使用する傾向があるこ

と，、（3）性交渉が多数あり。HIVを含む性感染症

（STD）のリスクが高いこと。女性同性間性的接触

ではSTD感染リスクは低いが，、男性同性間性的接

触においてはアジア人や白人などと比較して、黒人

においてとくに高いこと，、（4）マリファナ，、コカイ

ン。アルコールの頻繁かつ多量の使用が認められる

こと。（5）性差別やストレス。暴力，、支援の欠如。

不登校、家族問題、ホームレスになるなど、心理社

会約問題を抱えがちであること，、（5）民族的少数者

の場合、より脆弱性が増し，、問題がより深刻化する

こと，、（6）ほとんどの同性愛者は性的指向の問題を

謡曲に医師からは「わからないように」「みえない

ように」している。そのため医師は同性愛者に門を

開き。コミュニケーションをはかり。病院や事務部

n地域への権利擁護の代弁者として、彼ら彼女ら。

そして家族に肯定的な影響を与えることが重要であ

ることが示されている。

　3－3．　アメリカ心理学会による朗憾：

　アメリカ心理学会（The　Amerlcan　Psychological

AssociatiOit　：APA）は，、これまでの嗣性愛に関す

る取り組みや研究成果をまとめた報告書を2011年

に発刊している（APA，2011）。この報告書によれば。

同性愛の子どもの状況について①すべての学校

教育において平等に取り扱われるべき入間に同性愛

者が含まれるべきこと、（2）彼ら彼女らは。多くが

思春期初期において同性愛であることに気がつくこ

と、（3）学校において嫌がらせや身体的暴力を受け

やすいこと．（4）自尊感情が低く．自傷行為を行う

リスクが高いこと、（5）男性同性愛者はHIV感染

リスクが高いこと。（6）民族的・丸瓦的少数者であ

る場合には、より自尊感情が低くなること、（7）身

体障害・精神障害者である場合には，、身体約・精神

的障害に関する社会的偏見はより否定的なものにな

るリスクが増撫すること、（8）経済的な貧困層や労

働者階級である場合、さらなる他のリスクにも直面

しやすくなること、が指摘されている。そのうえ

で、APA及びアメリカ学校心理士会が共有してい

る対応として、彼ら彼女らがたとえどのような民族

的・人種的、社会階層、身体障害．精神障害であっ

たとしても，、家族や社会，、学校教育環境に対して．

権利保障促進のリーダーシップをとるべき役罰があ

ると述べ，、同性愛を罰したり、嫌がらせや暴力、虐

待から彼ら彼女らをまも！l　。安全で安心できる教育

環境を提供し、自己受容を促進することを定めてい

る。また。HIV感染リスクや自傷行為を低くする

環境を提供し。HIV感染予防や学校教育における

彼ら彼女らを対象とする介入評緬．プログラム作成

といった心理学研究を企画するにあたっては。彼ら

彼女らにとって役立つものを基本とし。APAやア

メリカ学校心理士会は、これらの目的を達成するた

めの働きかけを行わなければならないとしている。

また2011年にAPAは同性愛者のクライエントへ

の心理的支援ガイドラインの改訂版を決定し。所属

するすべての会員に対して。（1）同性愛者に対する

態度、（2）同性愛者の家族関係について、（3）同性

愛者における多様性について，、（4）同性愛者の経済

的職業的問踵について、（5）心理専門職の教育にお

ける同性愛者の取り扱いについて．（6）心理学研究

における同性愛者の取り扱いについて、という6つ

の主項目からなる21のガイドラインの遵守を規定

している（APA，2012）。

3－4．全米ソーシャルワーカー協金による鮒慈

全米ソーシャルワーカー協会（National　Associa一
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tion　of　Socia1Workers：NASW）は。ソ…一一・一・・uシャル

ワーク専門職の指針となるソーシャルワーク辞典

「Encyclopedia　of　Social　Work」第19版（1995）及

び第20版（2008）において．ソーシャルワーカー

が知っておくべき同性愛者の経験、歴史．課題．幻

談援助介入の方法について整理しているが，、とくに

第20版と比して第19版は同性愛の思春期の子ども

の特徴や対応に多くの説明を行っており、第20版

においても第19版を参照するよう説明されている。

以下は第19版による記述である。

　同性愛者の子どもは特に大人の同性愛者と比して

脆弱な存在であり、また感情的、経済的に家族の庇

護下にある彼らが、家族から拒絶されたとき、同じ

立場にある同性愛の若者の仲間に轟会うことができ

る安全で合法な施設が欠如していることが指摘され

る。そのうえで同性愛の子どもの問題として、

①自己開示とアイデンティティ、（2）民族・人種．

（3）教育．（4）メディア，、（5）薬物依存。（6）エイ

ズ。（7）暴力・自殺．（8）家出・ストリートチルド

レンに関するものが取り上げられる。

　学校においては大人も生徒も、同性愛の生徒への

嫌がらせを行ってお！l　，、学校のホールやクラスでは

彼らが同性愛者であることが周知のものとされ。彼

らは生徒たちから「変態1（faggot）」と罵られてい

る。教員や学校管理職はしばしば同性愛嫌悪な行動

が広がらないように取り組むが，、同性愛の生徒自身

は。問踵はそもそも教員らによってもたらされた

という。彼らは大入からの言葉による虐待に酎えた

あと．しばしば身体的な暴力にみまわれることがあ

る。押されたり、殴られたり．さらにひどく殴打さ

れる。学校において多くの同性愛の子どもたちは破

滅約な社会約孤立や暴力の経験をしており，、それら

は彼らの自尊感情を大幅に減少させるものとなる。

それは学習成果にも大きな影響があり，、不登校や退

学などの結果にしばしばつながるという。同性愛嫌

悪な文化において彼らは強いストレスを抱え，、薬物

に依存：する傾向が強く。薬物使：用が拡大傾向にある。

さらに薬物やアルコールの使用は、彼らの健康に関

する判断に影響を与え、HIV感染のリスクを高め

る。そのためにエイズ教育を含む性教育を行うにあ

たっては、嗣性愛を包含したものである必要がある

が，、思春期にある彼らは最：もスティグマを負わされ

て疎外されており。学校や保健所からのアプローチ

が届きにくい。エイズ教育と予防にあっては，、同性

愛の若者に特化させることが同性愛の子どものニー

ズとなる。さらに自殺は嗣性愛の子どもにとって深

刻な問題であるにもかかわらず。それはつい最近

まで研究者によって無視されてきており，、1990年

の調査では14歳から19歳の男性嗣性愛の子どもの

39％に自殺思念の経験があった。自殺思念は彼ら

が家族や仲間から推絶され．公民権を尉奪された感

覚や社会的孤立に陥ることによるものと考えられ，、

カミングアウトすることで家族や友人、仲間グルー

プを失ってしまう恐怖によるストレスもある。彼ら

にとって。自らのセクシュアリティを受け入れるこ

とは．リスクが高い。また。多くの洞性愛の子ども

は、虐待的環境から逃れるために家出をしたり、性

病指向を理由に家族から追い禺されたりして。スト

リートチルドレンとして暮らしている。しかし、そ

の生活は，、アルコールや薬物、暴力、安全ではない

性交渉のリスクもあり、HIV感染の可能性が高い。

彼らはシェルターや施設でのケアプログラムでも、

カウンセラーや職員は彼らについての知識がなかっ

たり，、どうしてよいかわからなかったり，、信佛や偏

見によって、他の子どもとは異なった対応をされて

しまう。彼らには同性愛者についての肯定約な情報

が欠けており，、安全な環境のグループワークなどへ

の参掘のニーズがある。アメリカのソーシャルワー

カーも1980年代初頭までは嗣性愛嫌悪な対応をし

ていたが．同性愛者の権利獲得運動のもと、ソーシャ

ルワークの知識と教育内容を先進的なものに変更し

て新しいものとしており。ソーシャルワーカーは、

薪しい情報をもとに、利用者に対して肯定的な影響

を与えることとされる（NASW，1995）。

　3－5．　ソーシャルワーク教育連盟による対憾：

　ソーシャルワーク教育連盤（Councll　on　Social

Work　Education　：CSWE）は隠約少数者の権利擁

護組織であるラムダリーガルと協働し、ソーーシャル

ワーカー養戒と養戒課程の認可基準に関して検討

を行い，、報省書を発行している（Lambda　LegaR＆

CSWE，2009）。この報告書は、以下のような内容の
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ものである。

　2003年忌ら2004年において、ラムダリーガルは．

アメリカ児童福祉連盟と共同して．侮らかの理由に

より家庭で；暮らすことのできない性的少数者の子ど

もや若者の経験を調べるため意見を聴く公聴会を開

催二した。そこで性的少数者の若者の当事者や児童福

祉領域のソーシャルワーカー一の関係者に。児童福祉

システムにおけるケースワークと経験について質問

している。このセッションにおいてラムダリーガル

は，、当事者や実務家を問わず彼らは，、ソーシャルワー

カーが、飼らかの理由により家庭で；暮らすことので

きない性的少数者の子どもに対して有用な機能を果

たす準備ができておらず、ソーシャルワーカーの能

力は充分ではないと感じていたことが判明した。

　ソーシャルワーーカー一は。しばしば。何らかの理曲

により家庭で暮らすことのできない性約少数者の子

どもへの有効なサービスを提供できる準備をしてお

く必要のある児童福祉の最前線にいるが。これらの

子どもたちは。差別と偏見に対して弄常に脆弱な存：

在である。2001年から2008年のCSWEの教育政

策と認定基準においては、その公聴会において．実

践家には佃らかの理由により家庭で暮らすことので

きない性的少数者の子どもへの効果的なサービス提

供ができるように追加リソースが必要であることが

示唆され、カリキュラムとその教育環境に多様性を

含ませることが求められるようになった。この公聴

会によって．ソーシャルワークの学校で学ぶ学生が．

性的少数者の個人に対して，、どれだけ有用に機能で

きるよう教育されているのかに焦点をあてる必要性

があることが示唆されることとなった。ソーシャル

ワーーク教育にどれだけ性的少数者関連の内容が含ま

れているのか。そしてどのような方法が学生への教

育に用いられているのか。全国の認定校に対する調

査では。性約少数者を扱っていない大学も見られた。

ソーシャルワーカー養成教育の中心となる大学院修

士課程の教育課程及び州ソーシャルワーカー免許試

験（LCSW）受験資格の認可権限を有するCSWEは．

子ども家庭領域において同性愛者への対応を可能と

する教育課程内容を充実させ。大学院修士課程修了

認定にあたっては同性愛の子どもへの援助対応が全

員可能となるようにすべきである、としている。

　3－6．教育・蓬餅・心理学・ソーシャルワーク・

　　　　備椰に関する学余・専門職固織の運玉体に

　　　　よる躍慮

　これまでみてきた医学、心理学．ソーシャルワー

クによる対応とは対照的に．学校教育における組織

的かつ科学的な対応は遅れをみせ。同性愛の子ども

を非難したり。その性約指向を異性愛にするため

に「治療」したり修正しようとする科学的根拠に基

づかない対応が教育現場で拡大をみせた（The　Just

the　Facts　Coalition2006）。このような非科学的な

対応が教育現場に広がりをみせたことに対して、同

性愛者の当事者らによって形成される権利擁護組織

GLSEN　（Gay，Lesbian　＆　Straight　Edeckcation　Net－

w◎rk）のスタッフが強い危機感を抱き。対入にかか

わる学会・専門職組織に対して働きかけを行った。

それらの学会・専門職組織は、教育現場において科

学的な対応がなされず，、それが拡大をみせているこ

とに対して危機感を有し。連合組織「the　」9」lst　the

Facts　Coalition」を組織し，、1999年及び2006年に

医学・心理学・ソーシャルワークの科学的研究成果

に基づき、知見を統合した報告書「諏st　the　facts

abocgt　sexecgag　＃rientation　and　yoecgth：　A　primer　for

principags，　edecEcators，　and　schooR　persoititeU　（2006）

を発行し．教育関係者に対して科学的な醗究玉酒を

参照した対応を行うよう要請した。この報告書の最

薪版となる2006年販は，、アメリカ小児科学会・ア

メリカ学校長協会・アメリカカウンセリング学会・

アメリカ教員連盟・アメリカ心理学会・アメリカス

クールカウンセラー協会・アメリカ学校保健協会・

異教徒間連合財団・アメリカ学校心理士会・全米中

等教育学校校長協会・全米ソーシャルワーカー協

会・全米教育協会・アメリカスクールソーシャル

ワーク協会の13の組織が承認している。

　この報告・書によれば．「性的指向の幽現、認識，、

表現の時期は梱入によって異なり．性的指向が特定

の要函や因子によって決定されるのかはわかってい

ない」。また成長発達について。「思春期のレズビア

ン、ゲイ．バイセクシュアルの若者は、異性愛の思

春期の若者と．同じ測面と異なる側面がある成長発

達経路をたどる」とし、「すべての10代の子ども・
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若者は，、社会的スキルを成長させたり。進路選択を

考えたり、仲間のグループになじむなどの発達課題

に直面する。ほとんどの異性愛者の子ども・若者と

同じように．ほとんどのレズビアン、ゲイ、バイセ

クシュアルの子ども・若者は．彼らの家族や仲間、

学校．宗教団体に大きな愛着を抱き．貢献する。し

かしながら。レズビアン。ゲイ。バイセクシュアル

の子ども・若者は，、祉会における偏m差別、暴力

に対処し、そして場合によっては自分の家族や学校．

地域社会による偏見，、差別．暴力に対処する必要が

ある」。そのうえで、「このような経験：は。彼らの健康．

メンタルヘルス，、教育に関して否定的な影響を与え

る」という。例えば「ほかの学生によって脅かされ．

恐怖のために学校を休むことや持ち物が壊されるこ

とが異性忍者の学生よりも多く」。さらに彼らに「サ

ポートが欠如していることにより、より高い精神約

苦痛の発生率、自殺未遂、そして危険な性行動と薬

物の使用をもたらす」。そのうえで。彼らにとって「受

容的な環境を提供できるようにするためには，、学校

の教職員はすべての子ども・若者の健康的な成長発

達を支援二すること、そして性的指向の成長発達の本

質について理解することが求められる」とし」もし．

学校環境がレズビアン。ゲイ。バイセクシュアルの

学生にとってより肯定約なものになれば。彼らの健

康、メンタルヘルスや薬物乱用のリスクが減少する

感能性がある」という。この報告書では①医学。

心理学、ソーシャルワークは、同性愛を異常なもの．

精神的不健康なものとはとらえず，、治療の必要がな

いこと、（2）カウンセラー一やソーシャルワーカーに

よる。自己受容を促進し家族や社会的受容に関する

課題を解決するための援助は当事者にとって役立つ

こと。（3）同性愛を異常なものとし治療や非難の対

象としょうとすることは、科学的根拠によるもので

はなく宗教約信仰を根拠とし。公的な学校において

はアメリカ合衆国憲法の定める法の下の平等原審及

び国家と宗教の分離原劉に反し、憲法上の問題を提

起するものであること．（4）法の下の平等な取り扱

いにおいて．学校は同性愛の子どもを非難のやり玉

にあげるような態度を育てるカリキュラムとならな

いよう注意するべきこと．（5）洞性愛者とそうでは

ない者の問の法の下の平等義務は、ハラスメントの

みならず。すべての学校の公式な決定にも適用され

るものであること。（6）同性愛について教育上生じ

る課題について検討する際には．この報告書に掲載

される専門職組織・学会が役立つ情報を提棋できる

ので参考にするべきであることが述べられている。

4．蒙とめ（結菓・結論）

　尋一璽．結菓

　これまで明らかとなってきた事柄を整理して確認

しておきたい。

　国連人権理事会をはじめ。IFSWなどでは積極的

な同性愛者への人権を基盤とした取り組みが確認さ

れ、世界入権宣言や子どもの権利条約をもとに同性

愛者の人権の確立が行われていることが確認される。

　アメリカにおいては。連邦政府をはじめ。対人援

助専門職によって。同性愛の子どもの課題に対する

対応が積極的にはかられている。とくに同性愛の子

どもには性的指向に基づくいじめやHIV感染など

の生活課題が生じるリスクがあり，、それへの対応が

必要とされることが指摘されている。また学校教育

現場においては．嗣性愛の子どもを非難したり、「治

療」しょうとする非科学的な対応が拡大をみせてお

り、医学・心理学・ソーシャルワーク専門職者はそ

の専門性に基づいた科学的な対応が重要であること

が指摘されている。

　では。ソーシャルワーク専門職組織に焦点をあて

たとき．その特長はどのようなものか。NASWや

CSWEといったソーシャルワーク専門職組織は、

専門職組織内部のみで対応を検討しようとするので

はなく。外部の当事者を含めた権利擁護組織と協働

して調査を行い。対応を検討していた。ソーシャル

ワーカーの対応にあたってはより高い専門性が求め

られており．専門職養成課程においては必ず学生に

対応できるように技能を身につけさせること．また

養成課程そのものも同性愛の子どもについてのソー

シャルワーク教育ができるようにするべきことが

CSWEによって求められている。
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　4－2．結論

　積極的に嗣性愛の子どもへの対応を行おうとする

アメリカの対入援助専門職者とは対照約に，、日本で

は。援助の対象として言及されず．同性愛の子ども

の権利は不明確なままとされている。しかし、ソー

シャルワークの拠り所とする基盤である．人権と社

会正義の原理。すなわち世界人権宣言。子どもの権

利条約をもとに、日本の社会福祉研究においても。

同性愛の子どもの人権の明確化、意識化．そして援

助の検討は必要である。

　これらをもとに、二本へ同性愛の子どもへの援助

を検討していくうえで参考となる点を述べる。

　一つめは同性愛者および同性愛の子どもの人権の

意識化である。日本の社会福祉研究においては．嗣

性愛者は権利の主体として認識されてきたわけでは

ない。しかし。世界人権宣言を背：景として．同性愛

者の人権の意識化と、さらに子どもの権利条約によ

る同性愛の子どもの権利の意識化は必要である。さ

らには、この人権意識をもとにした、ロ本の当事者

の方たちの生活課題の丁寧な洗い出しも必要であろ

う。

　二つめは日本の行政による同性愛者への対応の注

目の必要性である。すでにみたように。アメリカで

は。教育現場と対人援助専門職の対応には論離が指

摘されていた。乙鳥においても法務省では同性愛者

の入権が明記されるなどの動きはあるものの．文部

科学省の教育敗策や対応において同性愛者は位置づ

けられておらず．その立場や対応は明確ではない。

世界入権宣言や子どもの権利条約、リオ声明などに

照らし合わせたとき、文部科学省の消極約な対応は

行為不作為による同性愛者に対する人権侵害である

ともとらえられよう。文部科学論が同性愛者に関し

てどのような対応をするのか．それともしないのか

は注目すべき事柄である。

　三つめは社会福祉専門職養成課程・研修課程の再

検討である。現状の日本の養成課程・研修課程では，、

例えば社会福祉士養成科目において、嗣性愛など性

的少数者に関する教育を行うことが求められている

わけではない。また。社会福祉専門職組織の研修課

程に。同性愛者など性約少数者への援助は明記され

てはおらず．専門性の担保は課題となる。国際的な

同性愛者などの性約少数者への援助の視点を包含さ

せ，、専門性の向上をはかるべきである。

注

（1）この声明についてはUNESCO（2011）が恥い㌔

（2）これまでのガイダンスについては、辻（2009，2010）を

　参照のこと。

（3）　http　：／／www．StcpBuMyig：kg．gev

（4）クリントン国務長官による具体的な発表内容の日本語訳

　　が、在日アメリカ大使館サイトにおいて公開されている

　　（在日アメリカ大使館，2劔1）。
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