
ストリートチルドレン 

長崎大学 小畑 一 
１． ストリートチルドレン 
 ストリートチルドレンは、発展途上国が抱える大きな問題である。近年、子ども達の

権利を守ろうと様々な宣言がなされてきたが、ネパールのような発展途上国では子ども

の持つ権利は守られていないのが現状である。発展途上国においては、教育はもとより、

多くの子どもが生命の危機に瀕している。しかし、ネパールが教育の発展と国の躍進を

目指して行くためには、将来を担う子どもの権利は守られて当然である。ストリートチ

ルドレンを救う為に、NGO 等の支援機関により様々な活動がなされているが、一定の

成果をあげつつも、根本的な解決に至ってないのが現状である。これには、ネパールの

持つカースト制度が大きな影響を与えている。この制度が子どもに与える影響は、様々

な観点から見て取れる。子ども自身や子どもの将来に与える影響や家の経済状態に与え

る影響など様々である。ここでは、ストリートチルドレンの現状と抱える問題について

考察していきたい。 
 

２．ストリートチルドレンとは 
 ストリートチルドレンを単に言葉で定義するのはとても難しい。その形態も様々であ

り範囲も漠然としているからである。全ての子どもが、街頭で生活している訳ではなく、

住み込みで働いていたり、一定の時期になると親もとに帰ったり、NGO の支援で学校

に通っている子どももいる。また、その数も流動的であり、一定では無い。時期によっ

て移動する子どももいるため、正確な数がだせないのであろう。ネパールにおいてはス

トリートチルドレンがおよそ５０００人以上(1998 年)いると報告されていて、カトマン

ズには２０００人のストリートチルドレンがいると言われている。カトマンズは、ここ

３０年間で急速に都市化してきた。それに伴ってその存在が目立ち始めたのがストリー

トチルドレンである。恐らく、人口の集中により、それまで地方にいたストリートチル

ドレンが仕事を求めて都会に集中するようになったのであろう。しかし、子どもを取り

巻く環境は厳しく、決して子どもが生きていくために適した環境ではない。ネパールは

１９９０年に「子どもの権利条約」を批准したが、今だ有効的に活用されていないのが

現状であり、ストリートチルドレンに対する意識も低く、根本的な解決策が見出されて

いないのが現状である。NGO の支援により、ストリートチルドレンを保護したり、政

府の保護施設もあるが、子どもが直ぐに逃げ出したり、施設を出ても、また以前のスト

リートチルドレンに戻ったりと様々な問題を抱えているのが現状である。その、受け入

れ態勢にも問題がある。また、この国において子どもが重要な労働力になっていること

にも問題がある。このように、解決していかなければならない問題はたくさんあり、多

くの時間と努力が必要であろう。まずは、どうして子ども達がストリートチルドレンに
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なるのかを考えていきたい。  
 

３．何故子ども達は家を離れるのか 
 ネパールのストリートチルドレンの多くは孤児ではない。特にカトマンズのストリー

トチルドレンは多くが地方から出てきた子ども達であり、都会で生まれ育ったという子

どもは少ない。何らかの理由で家や故郷を離れて都会に出てきて仕事をしながら生活し

ているのである。その理由としては、家族の経済状態、親の愛情不足、無責任さ、暴力、

子ども自身の欲望がある。次の資料はストリートチルドレンに対して行った調査の結果

である。 
 ・家に両親や祖父母はいますか？ 

      YES  NO 

Presence at home     Y  % N % 

Father 216   71.3     87   28.7 

Mother 225   74.3     78   25.7 

Stepfather    14    4.6 289   95.4 

Stepmother    41   13.5 262   86.5 

                                                               CWIN  

上の結果からも分かるように、多くの子どもは両親や父や母のどちらかがいるのであ

る。結果としては、祖父母が生きていると答えた子どもは少ないが、ネパールは平均寿

命が短いのでやむ終えない事かもしれない。それにも関わらず、子ども達が家を離れる

には多くの原因があるのである。その理由として、一番目に多いのが家族の食糧不足と

両親の勧めである。実家が貧しく、食べるのにも困るために子ども達は自分が生きてい

く為や家族を助けるために家を離れるのであり、親もそれを求めるのである。次に多い

のが家庭内暴力である。これは大きな問題と考える。親が子どもに対して暴力を振るう

為に、子どもは家族を捨てて都会に出てくるのであろう。これには、親の無責任さや愛

情不足という問題も含まれるので、親の子どもに対する認識も問題である。この国では、

子どもは家の仕事を手伝うのが当たり前であり、時には仕事をして家族を助けることが

求められるのである。これは教育の発展にも大きな支障をもたらしている。ネパールで

はストリートチルドレンでなくても、子どもの労働者が８００００人以上いると言われ

ているからである。また、家庭内暴力等が原因で家を離れた子どもは２度と家族の元に

戻らない傾向があるので、ストリート生活を長期化させる原因ともなっており、行く当

ての無い子ども達は都会にいついてしまうのである。CWIN の報告では、こういった子

どもは強制的に家族の元に戻してもすぐに、都会に戻ったり、両親もしばらくは暴力は

振るわないがいずれ元のように振るうようになると報告している。両親に対する教育も

必要である。町で話を聞いた子どもは「僕がお金をもっている間だけ、優しくしてくれ

るからもう戻りたくない」と言っていた。この、家庭内暴力は貧しさからくる要素が大

 2



きいのである。次に多いのが、友達のアドバイスや家での生活が嫌だという場合である。

確かに、友達と一緒に出てきたという子どもは多く、一緒に生活したり、助け合って生

きている。村での生活が嫌というのは、子どもの欲望でもある。聞いた話しでは、子ど

もは隣のお兄ちゃんがカトマンズで仕事をしていて、村に帰って来た時にかっこいい洋

服を着ていたからと言っていた。都会の生活に憧れて出てきたのである。こういった子

どもは、祭りの時など時々村に帰る傾向があるみたいである。しかし、カトマンズは完

全に人口過剰の状態であり仕事も充分でない。ども達には厳しい現実が待ち構えている

のである。                                        
 次にこの国独自のカースト制度についてみていきたい。このカースト制度が人々に与

える影響は計り知れない。文化の一つでもある。確かに１９９０年の民主化を契機に全

てのカーストは平等だと言われるようになった。また、高位のカーストが必ずしも裕福

でエリートだとは言えないが、下位のカースト・民族の人々の方が多くの制限を受けて

いることは事実である。カースト・民族の違いは身分だけでなく、職業にも大きな影響

を及ぼしている。人々には完全には職業選択の自由が与えられていない。例えば、警察

官も一定のカーストしかなれず、議員や公務員もカーストや民族間において大きく偏り

がある。また、ネパールは一族や親戚の絆が強い。聞いた話では、タクシー会社を経営

していても従業員は全て親戚だったり、何らかの関係がある人であるそうである。しか

し、親戚の絆が強い反面、何ら関係の無い人に対しては冷たく、無頓着であるそうであ

る。結果として、下位のカーストの人々は貧しいままなのである。報告によれば、スト

リートチルドレンの家族は大多数が農業などの肉体労働を営んでいるとある。貧困から

逃げ出す選択が乏しい為にその貧しさは代々受け継がれていくのである。貧困の再生産

である。まだ、現実的には、下位のカーストの人々が経済力を向上させることは難しい

のである。そのことが、子どもに将来を悲観させたり、絶望感を与えストリートチルド

レンに走らせるのである。次の資料はストリートチルドレンのカースト間の割合である。 

 男 女 合計 

カースト / 民族 N % N % N % 

ブラフマン ２７ ８．９ ７  ２．３ ３４ 11．2 

チェトリ ６９ ２２．８ ５  １．７ ７４ 24.4 

ネワール ２５ ８．３ ９  ３．０ ３４ 11.2 

タマン / シェルパ ５０ １６．５ １２  ４．０ ６２ 20.5 

マガ―ル ２４ ７．９ １１ ３．６ ３５ 11.6 

他 ５０ １６．５ １４  ４．７ ６４ 21.2 

合計 ２４５ ８０．９ ５８ １９．１ ３０３ 100 

                                   CWIN         

                                      

上の資料からも分かるように、カースト・民族間の格差には大きな隔たりがある。チェ
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トリが２２．８%と一番多く、次にタマン・シェルパが多い。他は８%前後である。こ

の様に、カーストはストリートチルドレンに大きな影響を与えているのである。出身カ

ーストや民族の経済状態に隔たりがある為に、結果としてストリートチルドレンのカー

スト間の割合にも隔たりがでてくるのであろう。また、男の方が女よりも多く、大きく

引き離している。恐らくこれは、この国の女性の平均結婚年齢が低いことや、主に家事

手伝いをしているためや、女の社会進出が閉ざされていることも考えられる。もしかす

ると、男以上に正確な数が計れていないのかもしれない。 
 以上のように、子どもが家族や村を離れるのには、様々な影響や要因があるのである。

それは、近代化に伴う問題やこの国に根付いているカーストという解決の難しい問題が

多くある。次はカトマンズに出てきた子ども達がどのような生活を送っているのかを見

ていきたい。 
 

４．ストリートチルドレンを取り巻く環境 
 このようにして、出てきた子ども達はカトマンズでどのような生活をしているのであ

ろうか。多くの子どもは肉体労働をしていて、１２歳以上は大きく、カーペット業・清

掃業・靴磨き・荷物運び・テンプ―業の５つの分野に分かれる。他は煉瓦製造業・ホテ

ルやレストラン・廃品回収業である。どれも、子どもにとっては過酷な肉体労働である。

また、低賃金であったり、仕事の無い時期もあるので収入も一定でない。ストリートチ

ルドレンの一日の賃金は多少仕事により差はあるが５０～６０Ｒｓである。しかし、こ

の賃金が子どもにとって自由に使えるお金ではない。次の資料は子どもが賃金を手にす

ることができない主な理由である。 

直接もらえない理由    N % 

両親に払われている ２０ ４５．５ 

学習の一環だから ５ １１．４ 

払われていない ６ １３．６ 

学費 ６  １３．６ 

親の借金の支払い ２  ４．６ 

他 ５ １１．４ 

合計 ４４ １００ 

                                 CWIN 

 このように、賃金を直接もらえない子どもが３０３人中４４人もいたのである。最も

多いのは、両親に直接支払われているからであり、子どもが家族を支えていることが分

かる。また、昼間学校に通う為に支払われていなっかたり、ひどい雇い主になると働か

せるだけで賃金を払わない場合もある。この、雇い主や先輩従業員と子どもの関係は悪

い場合が多く、毎日休み無しで過酷な労働や酷い扱いをしたり、食事は雇い主よりも粗

末であったり、その残り物であったりと、毎日の食事が保証されているわけではない。
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時には、雇い主や従業員の暴力により怪我をする子どももいるそうである。怪我をして

働けなくなれば、すぐに追い出してしまうのである。こういった子どもを保護する労働

規制や条例が無いために、こういった扱いに対して支援しているのは、CWIN などの

NGO 機関であり、子どもの権利条約を批准しながらもネパール政府としては何ら有効

な対処ができてないのが現実であろう。賃金を直接もらっている子どもも、労働環境や

人間関係に不満を持っていることが多く、仕事を次々に変わる原因となっている。また、

学費や病気の時の治療費も自分で払っている子どもも多く雇い主が支払っている事は

少なく、子どもが一生懸命働いてもお金が貯まらず、結果として劣悪な環境からいつま

でも抜け出せず、ストリート生活が長期化する原因となっている。 

家を離れてからの期間 N % 

１～１１ヶ月 ８９ ２９．４ 

１２～２３ヶ月 ４０ １３．２ 

２４～３５ヶ月 ３７ １２．２ 

３６＋何ヶ月 ９７ ３２．０ 

期間が定まってない ４０ １３．２ 

合計    ３０３ １００ 

                                 CWIN 

 この資料は、子どもが家を離れてからの期間である。一番多いのが３６ヶ月以上と長

期間に及ぶ場合である。先にも述べたように、いつまでたってもお金がたまらなかった

りするので長期化するのであろう。しかし、ここまで長期化するということは子ども自

身が村での生活よりも都会での生活を選択したということが考えられる。村での生活は

もっと厳しく、厳しくも食べていける都会でのストリート生活を選んだのであろう。村

での生活はもっと厳しいのであろう。また、ストリートチルドレンになった原因として

家庭内暴力を挙げた子どもも長期化している。家に帰っても暴力を振るわれるために、

子ども自身が家に帰りたがらないのである。次に多い一年以内の子どもは、恐らく都会

での生活が想像以上に厳しかったためや、仕事が見つからなかったので家に戻ったので

あろう。しかし、頻繁に家に戻る子どもや定期的に移動する子どもも多いため、この資

料は必ずしも正確とは限らない。それ程ストリートチルドレンの実態を把握するのは難

しいのである。 
 次に子ども達だけで生活している場合を考える。こういった子ども達は廃品回収や日

雇いの労働などのその日暮らしの生活をしている。子ども達は友達と一緒に村から出て

くると一緒に生活するようになる。この場合子どもの世界では先輩と後から来た者との

関係に厳しい上下関係が生じる。新米には風当たりが厳しいのが現実であるが、年配者

はいざという時に後輩の面倒を見るようである。しかし、その関係は不安定であり、一

度壊れてしまうとなかなか元に戻らず、弱い者は仲間外れにされてしまうのである。そ
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うなると、自分の稼ぎが無い時に食べられなくなり、さらに厳しい環境に追い込まれる

のである。 
 ストリートチルドレンを取り巻く環境は厳しく、お金を貯めることを目的としながら

も、その劣悪な環境から日々の暮らしもままならない状態である。それでも、子ども達

は都会でのストリート生活を選択したり、選択せざるをえないのである。次に、問題と

なっているのがストリートチルドレンによるアルコールの飲酒とドラッグである。 
 

５．何故子ども達はアルコールとドラッグにはしるのか 
 自分がネパールに来て一番驚いたのは、タバコを吸う子どもが多くいることである。

特に、タメルでは喫煙している子どもをよく見かける。警察官はいるのだが、全く注意

しようとしない。ドラッグもそうであり、タメルを歩くと買わないかといつも声をかけ

られる。子どもが生活する環境としては最悪である。タバコやアルコールは、大人にで

さえもその健康に大きな影響を与える。ましてや、子どもに対しては発達段階にある子

どもの体に大きな影響を与え、健全な成長を阻害することになる。子どもがアルコール

やドラッグにはしる原因として次のような資料がある。 

アルコールを使う理由 N % 

友達のアドバイス ３３ ２５．０ 

娯楽 ２３ １７．４ 

文化 １７ １２．９ 

興味があったから １２  ９．１ 

理由は無い １４ １０．６ 

リラックス ２０ １５．２ 

習慣 ８ ６．１ 

親や雇い主からの支給 ５  ３．８ 

合計 １３２ １００ 

                                  CWIN 

 上の資料は子どもがアルコールにはしる要因である。資料によれば、３０３人中１３

２人もいるのである。ストリートチルドレンの３人に１人以上がアルコールを使ってい

ることになる。一番多いのが、友達のアドバイスである。一緒に仕事をしたり、生活を

するのでその影響も大きいのであろう。これは日本でも同じことだと思う。自分もアル

コールに興味を持ったのは友達の影響であり、自然と飲むようになったという事はない。

ここで、考えなければならないのはそれを抑制する周りの環境がないということである。

そのために、子どもはアルコールに引き込まれていくのである。アルコールだけでなく、

タバコやドラッグもおなじである。次に、娯楽・文化・リラクッスとあるのは、毎日学

校に通う子どもと違って昼間は働き夜は家の手伝いや仕事という子どもにとって、遊ぶ

という欲望は満たされることが無い、そのことは子どもに過剰のストレスや欲求不満を
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もたらし、そのはけぐちとして子どもはアルコールやドラッグを使うのだと思う。いっ

たんそのような、ストレスの解消法にはしるとなかなか逃げ出せない。自分が一番問題

だと考えるのは、親や雇い主による供給である。大人としてのモラルがなっていなかっ

たり、子どもに対する認識が悪いために、子どもがアルコールを使うことを助長するの

である。これは、この国に教育というものが浸透してないという側面もうかがえると思

う。また、ここでもカーストや民族間、仕事の種類でも違いがあり、チェトリやタマン、

職人である子どもの割合は高くなっている。 
 これに対して何らかの対処をしていかなければ、子どもによる犯罪の増加につながり

かねないと思う。実際に、中毒になってしまった子どもが賃金を全てアルコールやドラ

ッグに使い込んでしまい、食料や金品の窃盗を犯す場合があると報告されている。ネパ

ールの社会情勢を一層不安定にする可能性がある。そうならないためにも、ストリート

チルドレンを保護し、守る環境を整えていく必要がある。 
 

６．ストリートチルドレンの保護と教育 
 ネパールにおいては、ストリートチルドレンを保護する施設はまだ充分でないし、そ

の受け入れ態勢にも、問題を抱えていることが多い。海外の支援により、親や身寄りの

いない子どもを預かって育てる施設や、学費をだして学校に行かせたり、病気の時には

治療費をだしたりしている。しかし、どの施設も多くの問題に直面している。ネパール

政府の施設は、ストリートチルドレンを保護するが、親や親戚を必ず見つけ出し６ヶ月

以内に親元に戻すことを原則としている所もあり、こういった子どもは親元に帰されて

もすぐにまたストリートチルドレンに戻るそうである。これでは、一時預かり所と同じ

で保護施設とは到底言えない。問題の解決を先送りしているのである。また、日本の

NGO が出している施設は、もっとひどく、６人いるスタッフに対して保護している子

どもは１人である。これでは、保護施設として機能しているとは言えない。話によれば、

ネパールの子ども達は、厳しい上下関係の元に育つので子どもどうしの集団生活が出来

ないそうである。よって、保護してもすぐに逃げ出すそうである。しかし、他の施設に

は多くの子どもを保護している所も多くあるので、この日本の施設の受け入れ態勢に問

題があると考える。こういった、問題はしばしば起こるようである。相手国の文化や習

慣を理解しないボランティアは受け入れられないことがよくあり、トラブルの原因とも

なる。このように、NGO 機関によってストリートチルドレンをサポートする活動が進

められているが、ストリートチルドレンという社会現象を無くすということには、ほど

遠いのが現実である。 
 次に教育であるが、この問題も解決がなかなか容易ではない。ここでは、ネパールの

教育が抱える問題も考慮して考えていきたい。ネパールにおいては、民主化を契機に教

育の推進が宣言され、多くの学校ができ、就学率も飛躍的に向上した。しかし、高いド

ロップアウト率であり、識字率も向上したもののそれは、都市部に乱立するプライベー
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トスクールが押し上げたのであり、成人を考えるとまだまだ低いのが現実である。また、

ここでもカースト・民族の影響による隔たりや親の経済状態が深刻な影響を与えている。

また、都市部と農村部とでは格段に違いがあり、女性の識字率も男性と比べると低くな

っている。これは、ストリートチルドレンについても言える。子どもの多くは、地方か

らでてきたのであり、教育を受けた子どもも少ない。特に幼くしてストリート生活を送

っている子どもは、特に教育を受ける機会が少ないだろう。CWIN の調査では、３０３

人中識字率は、５９パーセントであり、残りの４１パーセントは非識字である。ネパー

ル全体で５０００人以上いるストリートチルドレンを考えると多くの子どもが非識字

である。また、初等教育を受けた子どもは５０．２パーセントであり、その内中等教育

を受けた子どもは８．９パーセントである。また、女性の方が非識字率が高く、教育を

受けていない事が多いそうである。これに対して、NGO 機関が資金を出して学校に通

わせているが、うまくいかないのが現実である。ネパールの英字新聞である。ヒマラヤ

ンタイムズの記事で「Educating street children a tough job」とあったが、内容はストリー

トチルドレンには、決まった住所が無く働いているため毎日学校に通わせるのが難しく、

親や雇い主も学校に通わせない。また、ドラッグの中毒になっている子どもも多く、依

存症の子どもは長時間同じ場所にいることができないとある。政府としても、ストリー

トチルドレンに関する正確なデータが無かったり、ストリートチルドレンを教育に組み

込んでいく明確な教育計画が無いために、有効的な対処ができないとあった。子どもの

認識としても、学校にいってもお金はもらえない、働いたほうがいいと考えている子ど

もも多いようである。定期的に家族の元に返る子どもや移動する子どももいるので、学

校に通うことを習慣化させることが難しくなっている。しかし、ここで有効な対処をし

なければ、子どもはずっとそのままであり、低賃金な肉体労働しかできず、家族を持っ

ても子どもを学校に通わせることができずに、子どもを自分と同じストリートチルドレ

ンにさせてしまう可能性がある。貧困の再生産でもある。ネパールの教育は、発展を遂

げたものの、多くの問題に直面している。全ての子どもに教育は行き渡っていないのが

現実であり、これに伴って急速に近代化したカトマンズは子どもにとってとても危険な

要素を多くもっている。ストリートチルドレンは常に生命の危機に瀕しているのである。 
 

７．明日のために 
 ネパールの子どもやストリートチルドレンにとって明日というものは、不確かである。

いつどういった形で命を落とすか分からない。それは自分にとっても同じなのであるが、

この国のストリートチルドレンは常に高い生命の危機に瀕している。自分は、このレポ

ートを書くにあったて幸いにも NGO の関係者や子どもから話を聞くことができた。全

ての子どもは、生きていくことに対して一生懸命であり、夢を持っていた。しかし、そ

れも叶わないほど子どもを取り巻く環境は厳しく、苛酷であった。この環境とストリー

トチルドレンという社会現象を解決していくためには貧困を取り除かなければならな
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い。しかし、貧困は発展途上国が抱える一番解決の難しい問題である。これは、現在の

アメリカを中心とした先進国による世界の経済構造に問題があると思う。力のある国が

そうでない国を虐げるのである。多くの発展途上国で、家庭内暴力や子どもが学校に通

えないのは、家庭の貧困からくる場合が多い。直接的な資金援助でなくても国のバック

アップで家族の経済状況の向上が必要である。また、地方の経済力を向上させることに

より都市部と地方の経済格差を減らされなければならない。次に地方の教育をもっと普

及させることと授業料は無料でありながらも、制服代や入学金、テスト代といって様々

な名目でお金を徴収しているため、学校に通うことができない子どもが多くいる公立学

校の体制も見直さなければならないし、幼児教育を取り入れ早くから教育を習慣化させ

なければならないと考える。また、「子どもの権利条約」にもとずいた子どもを守る厳

格な法の制定も必要である。子どもを守る環境が無いために、多くの子どもが犠牲にな

っている。教育の世界基準を目標としておきながら、教育の中心である子どもを守って

いくシステムや大人のモラルがなっていない。これでは、教育は普及しない。確かに、

現在いるストリートチルドレンを保護していくことが一番大切であるが、子どもがスト

リートチルドレンになるまえに防止策をたてることが重要である。そうでなければ、こ

の悲しい現実は永遠に繰り返されることになり、この子ども達が将来を担っていくネパ

ールの未来は、決して明るいものとはいえない。現在の状況が改善され、１人でも多く

のストリートチルドレンが家族の元に帰る日が来ることを願っている。 
 

８．最後に 
 自分はこのレポートを書くことによって、子ども達がどれほど苦しい状況に置かれて

いるのか、少しだけ理解できた。いかに日本が恵まれた国であるかも痛感した。これか

らはもっとストリートチルドレンについて深く研究し、理解を深めていきたい。自分が

進むべき道も自ずと見えてくるはずである。 
 なお、このレポートを書くにあたって資料を提供して下さった、CWIN のみなさん、

町にでて子どもの話を聞いた時に通訳をしてくださった ACA の進藤さん有難うござい

ました。 
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