
The Committee on the Rights of the Child warns of the grave physical, emotional 
and psychological effect of the COVID-19 pandemic on children and calls on 
States to protect the rights of children  
 
The Committee on the Rights of the Child expresses concern about the situation of 
children globally, particularly those in situations of vulnerability, due to the effects of 
the COVID-19 pandemic. Many children are gravely affected physically, emotionally 
and psychologically, especially in countries that have declared states of emergencies 
and mandatory lockdowns. 
 
In addition to the declaration of ten human rights treaty bodies, the Committee further 
urges States to respect the rights of the child in taking measures to tackle the public 
health threat posed by the COVID-19 pandemic. In particular, the Committee calls on 
States to: 
 
1. Consider the health, social, educational, economic and recreational impacts 

of the pandemic on the rights of the child. Although initially declared for short 
terms, it becomes clear that declarations of States of emergencies and/or disaster 
may be maintained for longer periods, leading to longer periods of restrictions on 
the enjoyment of human rights. The Committee recognizes that in crisis situations, 
international human rights law exceptionally permits measures that may restrict 
the enjoyment of certain human rights in order to protect public health. However, 
such restrictions must be imposed only when necessary, be proportionate and 
kept to an absolute minimum. Additionally, while acknowledging that the COVID-
19 pandemic may have a significant and adverse impact on the availability of 
financial resources, these difficulties should not be regarded as an impediment to 
the implementation of the Convention. Nevertheless, States should ensure that 
responses to the pandemic, including restrictions and decisions on allocation of 
resources, reflect the principle of the best interests of the child.  
 

2. Explore alternative and creative solutions for children to enjoy their rights 
to rest, leisure, recreation and cultural and artistic activities. Such solutions 
should include supervised outdoor activities at least once a day which respect 
physical distance protocols and other hygiene standards, and child-friendly 
cultural and artistic activities on TV, radio and online. 

 
3. Ensure that online learning does not exacerbate existing inequalities or 

replace student-teacher interaction. Online learning is a creative alternative to 
classroom learning but poses challenges for children who have limited or no 
access to technology or the Internet or do not have adequate parental support. 
Alternative solutions should be available for such children to benefit from the 
guidance and support provided by teachers.  

 
4. Activate immediate measures to ensure that children are fed nutritious food 

during the period of emergency, disaster or lockdown, as many children receive 
their only nutritious meal through school feeding schemes. 

 

5. Maintain the provision of basic services for children including healthcare, 
water, sanitation and birth registration. Despite the increasing pressure on 
health systems and the scarcity of resources, children should not be denied 
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access to health care, including to testing and a potential future vaccine, to 
COVID-19 – related and COVID-19 – unrelated medical treatment, mental health 
services and treatment for pre-existing conditions. Children should also have 
access to clean water and sanitation facilities during the period of emergency, 
disaster or lockdown. Birth registration services should not be suspended. 

 

6. Define core child protection services as essential and ensure that they 
remain functioning and available, including home visits when necessary, 
and provide professional mental health services for children living in 
lockdown. Confinement may expose children to increased physical and 
psychological violence at home, or force children to stay in homes that are 
overcrowded and lack the minimum conditions of habitability. Children with 
disabilities and behavioural problems, as well as their families, may face additional 
difficulties behind closed doors. States should strengthen phone and online 
reporting and referral systems as well as sensitization and awareness activities 
through TV, radio and online channels. Strategies to mitigate the economic and 
social impact of the COVID-19 pandemic should also include specific measures 
to protect children, particularly those living in poverty and lacking access to 
adequate housing.  

 
7. Protect children whose vulnerability is further increased by the exceptional 

circumstances caused by the pandemic. These include children with 
disabilities; children living in poverty; children in street situations; migrant, asylum-
seeking, refugee and internally displaced children; minority and indigenous 
children; children with underlying health conditions including HIV/AIDS; children 
deprived of their liberty or confined in police lock-up facilities, prisons, secure care 
centres, migrant detention centres or camps; and children living in institutions. 
States should respect the right of every child to non-discrimination in its measures 
to address the COVID-19 pandemic as well as take targeted measures to protect 
children in vulnerable situations.   

 
8. Release children in all forms of detention, whenever possible, and provide 

children who cannot be released with the means to maintain regular contact 
with their families. Many States have adopted measures to restrict visits and 
contact opportunities for children living in institutions or deprived of their liberty, 
including children confined in police institutions, prisons, secure centres, migration 
detention centres or camps. While these restrictive measures can be seen as 
necessary in the short term, over long periods they will have a marked negative 
effect on children. Children should at all times be allowed to maintain regular 
contact with their families, and if not in person, through electronic communication 
or telephone. If the period of emergency, disaster or State-ordered confinement is 
extended, consideration should be given to reassessing the measures that prohibit 
such visits. Children in migration situations should not be detained nor separated 
from their parents if accompanied. 

 
9. Prevent the arrest or detention of children for violating State guidance and 

directives relating to COVID-19, and ensure that any child who was arrested or 
detained is immediately returned to his or her family. 

 



10. Disseminate accurate information about COVID-19 and how to prevent 
infection in languages and formats that are child-friendly and accessible to 
all children including children with disabilities, migrant children and children with 
limited access to the Internet.  

 
11. Provide opportunities for children’s views to be heard and taken into 

account in decision-making processes on the pandemic. Children should 
understand what is happening and feel that they are taking part in the decisions 
that are being made in response to the pandemic. 
 
 

8 April 2020 



国連・子どもの権利委員会：新型コロナ感染症（COVID-19）に関する声明 

 

子どもの権利委員会は、COVID-19 パンデミックが子どもたちに及ぼす重大な身体的、情緒的お

よび身体的影響について警告するとともに、各国に対し、子どもたちの権利を保護するよう求め

る。 

 

子どもの権利委員会は、COVID-19 パンデミックの影響による世界中の子どもたち（とくに、脆

弱な状況に置かれている子どもたち）の状況について懸念を表明する。とくに緊急事態および義

務的ロックダウンを宣言した国々において、多くの子どもたちが身体的、情緒的および心理的に

重大な影響を受けている。 

 

10の人権条約機関が発した宣言に加えて、委員会はさらに、各国に対し、COVID-19パンデミッ

クが突きつける公衆衛生上の脅威に対処するための措置をとるうえで子どもの権利を尊重するよ

う促すものである。とくに委員会は、各国に対し、以下の措置をとるよう求める。 

 

1. 今回のパンデミックが子どもの権利に及ぼす健康面、社会面、情緒面、経済面およびレクリ

エーション面の影響を考慮すること。当初は短期のものとして宣言されたとはいえ、各国の

緊急事態宣言および（または）災害宣言がより長期間維持され、人権の享受に対するさらに

長期間の制限につながる可能性があることは明らかになっている。委員会は、危機の状況に

あっては、公衆衛生を保護するため、一部の人権の享受の制限につながる可能性がある措置

が国際人権法において例外的に許容されていることを認識するものである。しかしながら、

このような制限は必要な場合にのみ課され、比例性を有しており、かつ最小限のものに限ら

れなければならない。加えて、COVID-19 パンデミックのために財源の利用可能性に相当の

悪影響が生じる可能性があることは認知しながらも、これらの困難は条約実施を阻害するも

のとみなされるべきではない。このような困難にもかかわらず、各国は、パンデミックへの

対応（資源の配分の制約および資源の配分に関する決定を含む）が子どもの最善の利益の原

則を反映したものになることを確保するべきである。 

 

2. 子どもたちが休息、余暇、レクリエーションおよび文化的・芸術的活動に対する権利を享受

できるようにするための、オルタナティブかつ創造的な解決策を模索すること。このような

解決策には、社会的距離を保つための要領およびその他の衛生基準を尊重する監督下での野

外活動（少なくとも 1日 1回）、ならびに、テレビ、ラジオおよびオンラインにおける子ども

にやさしい文化的・芸術的活動が含まれるべきである。 

 

3. オンライン学習が、すでに存在する不平等を悪化させ、または生徒・教員間の相互交流に置

き換わることがないようにすること。オンライン学習は、教室における学習に代わる創造的

な手段ではあるが、テクノロジーもしくはインターネットへのアクセスが限られているもし

くはまったくない子ども、または親による十分な支援が得られない子どもにとっては、課題

を突きつけるものでもある。このような子どもたちが教員による指導および支援を享受でき
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るようにするための、オルタナティブな解決策が利用可能とされるべきである。 

 

4. 緊急事態、災害またはロックダウンの期間中、子どもたちに栄養のある食事が提供されるよ

うにするための即時的措置を起動させること。学校給食制度を通じてしか栄養のある食事を

得られない子どもたちも多いためである。 

 

5. 子どもたちへの、保健ケア、水、衛生および出生登録を含む基礎的サービスの提供を維持す

ること。保健制度への圧力の高まりおよび資源の欠乏にもかかわらず、子どもたちは保健ケ

アへのアクセス（検査および将来開発される可能性があるワクチン、COVID-19 関連の治療

および COVID-19とは関係のない治療、精神保健サービスならびに既存疾患の治療へのアク

セスを含む）を否定されるべきではない。子どもたちはまた、緊急事態、災害またはロック

ダウンの期間中、清潔な水および衛生設備にもアクセスできるべきである。出生登録サービ

スは停止されるべきではない。 

 

6. 子どもの保護のための中核的サービスを必須サービスに位置づけ、これらのサービス（必要

な場合の家庭訪問を含む）が機能し続けかつ利用可能とされ続けることを確保するとともに、

ロックダウン下で暮らしている子どもたちに対し、専門家による精神保健サービスを提供す

ること。子どもたちは、外出制限により、家庭におけるいっそうの身体的および心理的暴力

にさらされ、または過密でありかつ最低限の居住適正条件を欠いた家庭で過ごすことを余儀

なくされる可能性がある。障害および行動上の問題がある子どもたちおよびその家族は、密

室においてさらなる困難に直面しかねない。各国は、電話およびオンラインによる通報・付

託制度ならびにテレビ、ラジオおよびオンライン経路を通じた注意喚起・意識啓発活動を強

化するべきである。COVID-19 パンデミックの経済的および社会的影響を緩和するための戦

略にも、子どもたち（とくに貧困下で暮らしている子どもおよび十分な住居にアクセスでき

ていない子ども）を保護するための具体的措置を含めることが求められる。 

 

7. パンデミックが引き起こす例外的状況によって脆弱性がいっそう高まる子どもたちを保護す

ること。これには、障害のある子ども、貧困下で暮らしている子ども、路上の状況にある子

ども、移住者・庇護申請者・難民・国内避難民である子ども、マイノリティおよび先住民族

の子ども、HIV／AIDSを含む基礎疾患がある子ども、自由を奪われている子どもまたは警察

の留置場、刑事施設、閉鎖養護施設、移住者拘禁施設もしくはキャンプに収容されている子

どもならびに施設で暮らしている子どもが含まれる。各国は、COVID-19 パンデミックに対

処するための措置において差別を受けないすべての子どもの権利を尊重するとともに、脆弱

な状況に置かれている子どもたちを保護するための焦点化された措置をとるべきである。 

 

8. あらゆる形態の拘禁下に置かれている子どもたちを可能な場合には常に解放するとともに、

解放することのできない子どもたちに対し、家族との定期的接触を維持するための手段を提

供すること。多くの国は、施設で暮らしている子どもまたは自由を奪われている子ども（警

察施設、刑事施設、閉鎖施設、移住者拘禁施設もしくはキャンプに収容されている子どもを



含む）との面会および接触の機会を制限する措置をとっている。これらの制限は短期的には

必要な措置とみなされうるものの、長期に及べば子どもたちに著しい悪影響をもたらすこと

になろう。子どもたちは常に、家族との定期的接触を、直接ではないにせよ電子的通信また

は電話を通じて維持することを認められるべきである。緊急事態、災害宣言または国の命令

による外出制限の期間が延長される場合、このような面会を禁止する措置の再評価を考慮す

ることが求められる。移住の状況下にある子どもたちは拘禁されるべきではなく、また親が

いっしょにいる場合には親から引き離されるべきでもない。 

 

9. COVID-19 に関連する国の指導および指示に違反したことを理由とする子どもの逮捕または

拘禁を行なわないようにするとともに、逮捕または拘禁されたいかなる子どもも直ちに家族

のもとに帰されるようにすること。 

 

10. COVID-19 および感染予防法に関する正確な情報を、子どもにやさしく、かつすべての子ど

も（障害のある子ども、移住者である子どもおよびインターネットへのアクセスが限られて

いる子どもを含む）にとってアクセス可能な言語および形式で普及すること。 

 

11. 今回のパンデミックに関する意思決定プロセスにおいて子どもたちの意見が聴かれかつ考慮

される機会を提供すること。子どもたちは、現在起きていることを理解し、かつパンデミッ

クへの対応の際に行なわれる決定に参加していると感じることができるべきである。 

 

2020年 4月 8日 

 

 

◆原文：英語（PDF） 

◆日本語訳：平野裕二 
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