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Introduction はじめに 

 
The highest priority for CISV is the welfare and 
safety of children. We recognise that children 
have unique needs that are influenced by their 

different backgrounds, abilities and identities, 
however all children share a common need to 
be safe.  CISV believes that every child who 
participates in CISV activities has the right to 
enjoy a safe environment and be protected from 

harm. In line with the United Nations 
Convention on the Rights of the Child, which 

states that all children have a right to 
protection, CISV believes that it has a duty of 

care and obligation to protect those children for 
whom we are given responsibility. 

As part of that obligation, CISV believes that we 
must all be aware of and actively address child 
protection. The CISV Child Protection Policy and 

Procedures is a comprehensive document that 

outlines our rules and expectations to help 
ensure that child safety and protection comes 

first in everything we do. It is vital for the 

protection of everyone involved in CISV that we 
have a clear policy and procedures for the 
protection of children.   

 
Child Protection is not just about reading and 

signing a piece of paper; this document sets out 
guidelines and standards that must be put into 
practice. This includes involving children 

actively as the best way to protect children is to 

empower them to protect themselves. Children 
will only benefit from this policy if we make 

them aware of their rights and give them the 

proper environment in which to exercise them. 
 

 

CISV における最優先事項は、子どもの福祉と

安全です。子どもたちは、さまざまな背景、

能力、アイデンティティの影響を受けて固有

のニーズを持っていますが、すべての子ども

たちは安全であらねばならないというのが共

通のニーズです。CISV は、CISV の活動に参

加するすべての子どもに、安全な環境を享受

し、身体的、精神的危害から保護される権利

があると考えています。児童の権利に関する

国際連合条約（子どもの権利条約）では、す

べての子どもには保護される権利があると定

められており、CISV は、私たちに責任を委ね

られている子どもたちを保護する注意義務と

責任があると考えています。その責任の一環

として、CISV は、私たち全員が子どもの保護

について認識し、これに積極的に取り組む必

要があると考えています。CISV における子ど

もの保護方針とその手順は、私たちが行うす

べてのことにおいて子どもの安全と保護を確

実に最優先にするために、私たちの規則と期

待を概説する包括的な文書です。CISV に関わ

るすべての人を保護するためには、子どもの

保護に関する明確な方針と手順を有している

ことが不可欠です。 

 

子どもの保護というのは、書面を読んで署名

するだけのものではありません。この文書で

は、私たちが実践すべきガイドラインと基準

を示しています。子どもたちを保護するに

は、子どもたちに自分自身を守る力を与える

ことが最善の方法であるため、子どもたちを

積極的に巻き込むということもこれに含まれ

ます。子どもが自分の権利を認識し、これを

行使できるよう適切な環境を与えた場合にの

み、子どもは本書の方針の恩恵を受けます。 
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Purpose 目的 
 

CISV promotes good child protection practice by developing, communicating, and implementing 
policies and procedures to ensure the safety and the wellbeing of the children for whom we are given 
responsibility. At all times, the implementation of this policy and procedures should be based on a spirit 
of positive commitment to the best interests of the child. 

 

We must each do this through making sure that we focus on: 

 Protecting children 
 Preventing abuse 

 Promoting behaviour that demonstrates respect for the dignity, diversity, and rights of all 

individuals 
 

CISV は、私たちが責任を委ねられている子どもたちの安全と幸福を確保するための方針と手順を

開発、伝達、実践することにより、子どもの保護の優れた実践を促進します。子どもの最善の利

益に対する積極的なコミットメントの精神に常に基づいて、本書の方針と手順を実践する必要が

あります。 

 

私たちはそれぞれ、次のことに焦点を当て、これを確実に行わなければなりません。 

 子どもを守ること 

 虐待を防止すること 

 すべての個人の尊厳、多様性、権利を尊重する行動を促進すること 
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Definitions 定義 

 

 Child: anyone under the age of 18 (in line 
with the UN Convention on the Rights of the 
Child). 

 

 Adult: anyone aged 18+. 

 

 Participant: every person who participates 
in a local, national, or international CISV 

activity or programme, who is not a ‘person 

in a position of trust and responsibility’.  In 

some CISV programmes, participants are 
adults. Though they are not children, they 
have the same right to expect a safe 

environment and appropriate behaviour 

from other participants and persons in 
positions of trust and responsibility. Please 

refer to the CISV Behaviour Policy         
(Infofile R-07) for situations where the 

participant is an adult. 

 

 Person in a position of trust and 
responsibility: Any individual (staff, leader, 

Junior Counsellor, host family, local event 
coordinator or other person) who has 

responsibility for any aspect of delivering a 
CISV programme or activity.  Note that in 
some cases, such persons may be ‘children’ 

(for example, Junior Counsellors aged 
16/17), who are, therefore, both responsible 

for and covered by this Child Protection 
Policy. 

 

 Person in charge: This refers to the person 

on site with lead responsibility for Child 
Protection for the event or programme. This 
could be the Camp Director, a staff member, 

the Chapter President, the Local Interchange 
Coordinator, a relevant board member, or 
another official of CISV who would have 
direct lead responsibility for Child Protection 

during the event or programme in question. 

 

 

 子ども：18 歳未満の者（国連子どもの権

利条約に準拠）。 

 

 

 大人：18 歳以上の者。 

 

 参加者：支部、国内、または国際の CISV

の活動またはプログラムに参加し、「信

頼と責任を担う立場にある人」ではない

すべての人。一部の CISV プログラムで

は、参加者は大人です。彼らは子どもで

はありませんが、他の参加者や信頼と責

任を担う立場の人に対して、安全な環境

と適切な行動を期待する同じ権利を持っ

ています。参加者が大人の場合は、CISV

行動規範（Infofile R-07）を参照してくだ

さい。 

 

 

 プログラム担当者：CISV のプログラムや

活動の実施に責任を負う個人（スタッ

フ、リーダー、ジュニアカウンセラー、

ホストファミリー、支部のイベントコー

ディネーター、その他の者）。状況によ

っては、プログラム担当者が子ども

（例：16-17 歳のジュニアカウンセラー）

で、子どもの保護方針の保護対象者と実

施者の両方を兼ねる場合があることに注

意してください。 

 

 
 

 責任者：イベントやプログラムにおいて

現場で子どもの保護の責任を主導的に持

つ人を指します。これはキャンプディレ

クター、スタッフ、支部長、支部のイン

ターチェンジコーディネーター、担当の

運営委員会メンバー、その他の CISV の役

職者で、問題となっているイベントやプ

ログラムの期間中に子どもの保護につい

て直接主導的な責任を持つ人です。 
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 Child Protection: A broad term to describe 

philosophies, policies, standards, guidelines, 
and procedures to protect children from 

both intentional and unintentional harm. In 

this policy and for CISV, it applies particularly 
to the duty of the organization - and 
individuals associated with our organization 

- towards children in our care. This policy is 
about organizational Child Protection – in 

other words, building a ‘child-safe 
organization.’ 

 

 Child abuse: According to the World Health 
Organization, “child abuse” or 
“maltreatment” constitutes “all forms of 
physical and/or emotional ill-treatment, 

sexual abuse, neglect or negligent treatment 
or commercial or other exploitation, 
resulting in actual or potential harm to the 

child’s health, survival, development or 
dignity in the context of a relationship of 

responsibility, trust or power.” Abuse can 
happen to a child regardless of their age, 
gender, race or ability. 

 

 There are four main types of child abuse: 
physical abuse, sexual abuse, 

emotional/psychological abuse and 
neglect1. Children can suffer from one or a 

combination of these forms of abuse. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

                                                                    
 
1 These definitions have been developed based on 

definitions used in the UK and by the World Health 

Organization. 

 子どもの保護：意図的および意図的でな

い身体的、精神的危害から子どもを保護

するための哲学、方針、基準、ガイドラ

イン、および手順を説明する広義の用

語。この文書において、そして CISV にお

いて、子どもの保護は、特に CISV の活動

の対象となる子どもに対する CISV（およ

び CISV に関係している個人）の義務とな

ります。この文書は、CISV の組織として

の子どもの保護、つまり「子どもにとっ

て安全な組織」の構築について述べてい

るものです。 

 

 児童虐待：世界保健機関（WHO）による

と、「児童虐待」または「虐待」は「あ

らゆる形態の身体的および、または精神

的な虐待、性的虐待、ネグレクトまたは

看護の過失、あるいは経済的またはその

他の搾取であって、責任関係、信頼関

係、権力関係を背景として、子どもの健

康、生存、発達、尊厳に対して実際に危

害をもたらした、またはもたらす危険の

あるもの」です。子どもに対する虐待

は、子どもの年齢、性別、人種、能力に

関係なく起こり得ます。 

 

 児童虐待には、大きく 4 つのタイプがあ

ります。身体的虐待、性的虐待、精神的

または心理的虐待、そしてネグレクトで

す。子どもはこれらの虐待の 1 つまたは

いくつかの組み合わせに苦しむことがあ

ります。 

  

1 これらの定義は、イギリスおよび世界保健機関

（WHO）で使用されている定義に基づいて定めまし

た。 
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 Emotional/psychological: the emotional or 

psychological mistreatment of a child 
involves both isolated incidents, as well as a 

pattern of failure over time to provide a 

developmentally appropriate and supportive 
environment. This may include: 

  

 Not giving the child opportunities to 

express their views 

 Deliberately silencing them, ‘making fun’ 
of what they say or how they 
communicate 

 Telling a child that they are worthless or 

unloved, inadequate, or valued only to 
meet the needs of another person 

 Imposing age or developmentally 
inappropriate expectations on children. 
These may include interactions that are 

beyond the child’s developmental 

capability, as well as overprotection and 
limitation of exploration and learning, or 

preventing the child participating in 

normal social interaction 

 Seeing or hearing the ill-treatment of 
another person 

 Serious bullying (including cyber 

bullying), causing children frequently to 
feel frightened or in danger 

 

 Physical: causing any type of bodily or 
physical harm to a child e.g. hitting, 

poisoning, burning, giving children alcohol 
or drugs. 

 

 Sexual: Sexual abuse is defined as the 

involvement of a child in a sexual activity 

that he or she does not fully comprehend, is 

unable to give informed consent to, or for 
which the child is not developmentally 
prepared, or else that violates the laws or 

social taboos of society. Children can be 
sexually abused by both adults and other 

children who are – by virtue of their age or 
stage of development – in a position of 

responsibility, trust or power over the victim. 

These activities may involve:  
 

 

 

 精神的虐待、心理的虐待：子どもの精神

的または心理的虐待には、孤立したイン

シデントの場合と、発達上適切で支援的

な環境を提供しないというパターンが長

期間にわたって続く場合の両方があり、

以下のものを含みます。 

 子どもに意見を述べる機会を与えな

いこと 

 意図的に彼らを黙らせること、また

子どもが言う内容やそのコミュニケ

ーション方法を「からかう」こと 

 子どもに自分は価値がない、愛され

ていない、不十分な存在だと伝える

こと、また他の人のニーズを満たす

ためだけに価値があると伝えること 

 年齢や発達上不適切な期待を子ども

に課すこと。これには、子どもの発

達能力を超えたやり取り、過保護や

探検と学習の制限、または通常の社

会的交流への参加を制限することが

含まれます。 

 ほかの人の虐待を見たり聞いたりす

ること 

 子どもが頻繁に恐れや危険を感じる

原因となるような深刻ないじめ（サ

イバーいじめを含む） 

 

 身体的虐待：殴打、薬物中毒、やけど、

アルコールや薬物を摂取させるなどし

て、身体的、物理的な危害を子どもに与

えること。 

 

 性的虐待：性的虐待は、子どもが十分に

理解していない、インフォームドコンセ

ントを与える（状況をよく理解した上で

同意する）ことができない、子どもが発

達段階的に準備ができていない、あるい

は法律または社会的タブーに違反する場

合の子どもの性的アクティビティへの関

与として定義されます。子どもは、（そ

の年頃の美徳や発達の段階によって）そ

の子に対して責任、信頼、または権力が

ある立場にある者（大人とほかの子ども

の両方）から性的虐待を受ける可能性が

あります。性的虐待には以下を含みま

す。 
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 Physical or sexual contact, including 

kissing, rubbing, massaging, touching or 
allowing physical contact that could 

reasonably be perceived as sexual or 

inappropriately intimate. Non-contact 
activities, such as involving children in 
looking at, or in the production of, sexual 

images, watching sexual activities, 
encouraging children to behave in 

sexually inappropriate ways, or 
befriending a child in preparation for 
abuse (including via the internet) 

 Child sexual exploitation occurs when an 

individual or group takes advantage of 
an imbalance of power to coerce, 
manipulate or deceive a child or young 

person under the age of 18 into sexual 
activity. The victim may have been 
sexually exploited even if the sexual 

activity appears consensual.  Child 
sexual exploitation does not always 

involve physical contact; it can also 
occur through the use of technology. 

 

 

 

 Neglect:  when the child’s basic needs are 

not met to an extent that is likely to result in 
serious impact on the child’s health or 

development. Neglect may involve failing to: 
  

 Provide adequate food, clothing, and 
shelter 

 Protect a child from physical harm or 
danger 

 Ensure adequate supervision 
 Ensure access to appropriate medical 

care or treatment 
 Neglect can also include neglect of, or 

unresponsiveness to, a child’s basic 

emotional needs. 
 

 Safeguarding: Safeguarding is a term used 

in the United Kingdom and Ireland to 
describe measures to protect the health, 
well-being and human rights of individuals, 
which allow all people — especially children, 

young people, and vulnerable adults — to 

live free from abuse, harm and neglect. Child 
Protection is part of Safeguarding. 

 物理的または性的接触。キス、摩

擦、マッサージ、触ったり、性的ま

たは不適切に親密であると合理的に

認識されうるような身体的接触を含

みます。子どもと一緒に性的画像を

見ること、子どもの性的画像を撮影

すること、性的アクティビティを見

ること、性的に不適切な行動をする

よう子どもを促すこと、虐待の前段

階として子どもと友だちになること

（インターネット経由を含む）のよ

うな、非接触型のアクティビティも

含みます。 

 子どもの性的搾取は、個人またはグ

ループが力の不均衡を利用して、18

歳未満の子どもまたは若者に強制、

操作、あるいは騙して性的アクティ

ビティに巻き込む場合に発生しま

す。性的アクティビティが同意に基

づいているように見えても、被害者

が性的に搾取されている可能性があ

ります。子どもの性的搾取には、常

に身体接触が伴うわけではありませ

ん。テクノロジーの使用によっても

発生する可能性があります。 

 

 ネグレクト：子どもの健康や発達に深刻

な影響を与えるであろう程度まで、子ど

もの基本的なニーズを満たしていないこ

と。これには以下を含みます。 

 十分な食料、衣服、安全な居場所を

与えないこと 

 身体的危害や危険から守らないこと 

 適切な見守りを行わないこと 

 適切な医療や治療にアクセスさせな

いこと 

 また、ネグレクトには、子どもの基

本的な精神的ニーズを無視したり、

対応しないことも含みます。 

 

 セーフガーディング：これは、イギリス

とアイルランドで使われる用語で、個人

の健康、幸福、人権を守るために取られ

る措置を意味します。セーフガーディン

グが行われると、人々、特に子ども、若

者、弱い立場にある大人が、虐待、危

害、ネグレクトの対象とならずに生きる

ことができるようになります。子どもの

保護はセーフガーディングの一部です。 



Scope of the Child Protection policy  

子どもの保護の対象範囲 
 

This policy and procedures apply to all parts of CISV – local, national and international – and to all 
activities and programmes run by CISV. 
 

The CISV Child Protection Policy and Procedures provide a framework for individual and organizational 

practice as we seek to:  

 

We must each do this through making sure that we focus on: 

 Protecting children 
 Preventing abuse 
 Promoting behaviour that demonstrates respect for the dignity, diversity, and rights of all 

individuals 
 

The focus of this policy is on the relationship between adults who act in any capacity with CISV and the 
children who participate in CISV. It includes all interactions that adults and children have, both in 

person and online. 
 

本書の内容は、CISV のすべての部分（支部、国内、国際）と、CISV が行うすべての活動とプログ

ラムに適用されます。 

 

CISV における子どもの保護方針とその手順では、私たちが以下のことを行う際の、個人および組

織の枠組みを定めています。 

 

私たちは、以下に焦点を当てて行動しなければなりません。 

 子どもを守ること 

 虐待を防止すること 

 すべての個人の尊厳、多様性、権利の尊重を示す行動を促進すること 

 

本書の方針の焦点は、どのような立場であれ CISV で活動する大人と CISV に参加する子どもとの

関係にあります。これには、大人と子どもが対面でおよびオンラインで行うすべてのやり取りが

含まれます。 

 

NOTE: CISV policies on general behaviour rules and expectations among children and among 
adults are covered in our Behaviour Policy (Info File R-07).  

 

The Child Protection Policy and Procedures is part of a broader approach to being a child-safe 
organization, which includes other policies and procedures of CISV: 

 Our Behaviour Policy (Info File R-07) – this outlines rules and expectations regarding the 

general behaviour of everyone in CISV. It also includes our anti-bullying policy. 
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 Our Programme Basic Rules (Info File C-03) and Programmes Guides – these address, among 

other things, how we provide a safe physical environment for children, young people, staff 
and volunteers, by applying health and safety measures. 

 Our Policy and Procedure for Enforcement of Rules (Info File R-11) – this outlines our 

complaints and whistleblowing measures and how we enforce our rules. 
 Our Guidelines on Discrimination, Selection and Behaviour (Info File R-05) – this outlines our 

policy on non-discrimination in selecting people for participation in our programmes. 

 

注：子ども同士や大人同士での CISV における一般的な行動ルールと期待される振る舞いに

ついての方針は、行動規範（Info File R-07）で説明されています。 

子どもの保護方針とその手順は、CISV のその他の方針や手順と合わせて、CISV が子どもに

とって安全な組織になるためのより広範なアプローチの一部です。 

 CISV の行動規範（Info File R-07）は、CISV に関わる人全員の一般的な行動に関するル

ールと期待される振る舞いの概要を示しています。いじめ対策方針も含まれていま

す。 

 プログラムの基本ルール（Info File C-03）およびプログラムガイドでは、特に、健康お

よび安全対策を適用することにより、子ども、若者、スタッフ、およびボランティア

に安全な物理的環境を提供する方法などを扱っています。 

 ルールの施行に関する方針と手順（Info File R-11）は、苦情と内部告発措置、およびル

ールの施行方法の概要を示しています。 

 差別、選考、行動に関するガイドライン（Info File R-05）は、プログラム参加者を選考

する際に差別を行わないという CISV の方針の概要を示しています。 

 
As an international organization, CISV exists in over 60 countries. However, CISV International is 

registered as a charitable organization in England and Wales and must observe the relevant laws there. 
National Associations (NAs) and Chapters must also observe the laws of their own 
country/province/state/city. It is essential that NAs and Chapters find out about the relevant laws that 

govern how they can operate and deliver CISV programmes and develop procedures, guidance, and 
training in line with both local law and this Policy.  

 

At the same time, CISV International has rules and standards that seek to create a consistent 
organizational approach and which, in some cases, may be stricter than national or local laws. This 
means that the CISV Child Protection Policy must be followed in addition to the relevant national and 

local laws on Child Protection. 
 

CISV は、国際組織として 60 か国以上に存在しています。しかし、CISV International はイングラン

ドおよびウェールズに慈善団体として登録されており、関連する法律を遵守する必要がありま

す。各国協会（NA）および支部は、それぞれの国、省、州、県、市の法律も遵守する必要があり

ます。各国協会と支部は、CISV プログラムの運用と提供の方法を規定するような関連法について

知り、現地の法律と本書の方針の両方に沿った手順、ガイダンス、トレーニングの開発をするこ

とが不可欠です。 

 

同時に、CISV International には、一貫した組織的アプローチを作っていくためのルールと基準が

あり、場合によっては、それが国内法または現地法よりも厳しい場合があります。これは、私た

ちが子どもの保護に関する国内および地方の関連法に加えて、CISV における子どもの保護方針に

従わなければならないことを意味します。 
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Policy 方針 
 

CISV must take all reasonable steps to:  

 Create an environment that is safe, open, and respectful; 
 Respect the children we work with; 
 Value, listen to, and respect the voices of children 

 Help children to feel safe to make disclosures and to respond appropriately to disclosures; 

 Take the interests and wellbeing of children into account in all our planning; 
 Recruit CISV volunteers and staff to work with children who are suitable for that responsibility 

and provide them with the necessary training; 

 Ensure that roles and responsibilities are clear and that procedures for follow up, 

documentation, and enquiries are followed; 
 Ensure that adults understand they have a duty to report any concerns they have regarding adult 

behaviour or the welfare of a child to a person in charge; 
 Respond to all suspicions and allegations of abuse transparently, consistently, and fairly, while 

maintaining appropriate confidentiality; 

 Share information about concerns with relevant authorities who need to know, and involve 
parents and children appropriately. 

 

CISV は次のすべての合理的な手順を実行する必要があります。 

 安全で、オープンで、互いを尊重するような環境を作ること 

 関わる子どもたちを尊重すること 

 子どもたちの声を大切にし、耳を傾け、尊重すること 

 子どもたちが安心して秘密を打ち明けられるようにし、それに対して適切に対応できる

ように支援すること 

 すべての計画において、子どもの興味と幸福を考慮に入れること 

 子どもと接する CISV ボランティアとスタッフは、その責任に適した人を採用し、必要な

トレーニングを提供すること 

 役割と責任を明確にし、フォローアップ、記録、問い合わせについての手順が守られる

ようにすること 

 大人の行動や子どもの福祉に関して懸念がある場合は、責任者に報告する義務があると

大人が理解していること 

 あらゆる虐待の疑惑や申し立てに対して、適切な機密性を保持しつつ、透明性、一貫

性、公正性をもって対応すること 

 懸念についての情報を、それを知る必要のある関係当局と共有し、親と子どもたちを適

切に関与させること 
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Monitoring Methods モニタリング方法 
 

CISV has a global network of Risk Managers and an internal certification system to ensure that they have 
the training and skills required for the role. Each NA and Chapter must have a certified Risk Manager in 
place. This network of Risk Managers works to support the child protection efforts of the organization 
and document all concerns in regard to child protection.  

 

CISV International keeps a record of all incidents reported, inquiries made, and actions taken.  We also 
summarise incidents anonymously and keep them in a database of issues. We send annual reports, 
based on the database, to NAs for their review and further action as needed. 
 

All reported issues for the organization are analysed annually by the Committees of the Board and the 
Regional Coordinators and their teams to identify learning, development potentials, and actions to be 

taken to improve CISV. 
 

This policy and procedures will be reviewed at least every three years by the Training and Quality 
Assurance Committee of CISV International. 

 

CISV には、リスクマネージャーのグローバルネットワークと内部の認定システムがあり、彼らは

その役割に必要なトレーニングとスキルを身に付けています。各国協会および支部には、認定リ

スクマネージャーが配置されている必要があります。このリスクマネージャーのネットワーク

は、組織の子どもの保護の取り組みをサポートし、子どもの保護に関するすべての懸念を記録に

残すために機能します。 

 

CISV International は、報告されたすべてのインシデント、行われた調査、および実行されたアク

ションの記録を保持します。また、インシデントを匿名で要約し、問題事項のデータベースに保

管します。このデータベースに基づいてレポートを毎年各国協会に送り、各国協会にそのレビュ

ーと必要に応じてさらなるアクションを求めます。 

 

組織に報告されたすべての問題は、国際委員会のメンバーおよび地域コーディネーターとそのチ

ームが毎年分析し、CISV を改善するための学び、改善の可能性、とるべき行動を特定します。 

 

本書の方針と手順は、少なくとも 3 年ごとに CISV International のトレーニングおよび品質保証委

員会がレビューします。 
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Procedures 手順 
 

Guide to icons 
We all have a responsibility to read, understand and follow the Child Protection Policy and these 

procedures. Some of us have specific responsibilities. The icons below will help you to see easily where 
you have specific responsibilities. 
 

アイコンの見方 
子どもの保護方針とその手順については、私たち全員が読み、理解し、従う責任があります。中

には、特定の責任を担う人もいます。ご自分の責任について書かれた個所がわかりやすいよう

に、下記のアイコンを使用しています。 

 

 
Any adult in CISV 

CISV における大人 
 

 
Chapter Risk Manager 

支部のリスクマネージャー 

 
National Risk Manager 

ナショナル 

リスクマネージャー 

 

 
Regional Risk Manager 

地域のリスクマネージャー 

 
International Risk Manager / 

Safeguarding Lead 

国際リスクマネージャー、 

セーフガーディングリード 

 

 
Trustees of CISV 

International 

ガバニングボードの 

メンバー 

 

 
Person In Charge 

責任者 
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Procedure 1: Selection Of Persons With 

Responsibility For Children 

手順 1：子どもに対して責任を担う 

人材の選考に関して 
 

 
Responsibilities of anyone who recruits and selects people to take on a position of trust and 

responsibility with children. 
 

子どもに対して信頼と責任を担う立場にある人材を募集、選考する立場の人間の責任 

 

1.A  Basic Requirements for all persons in positions of trust and responsibility in CISV 

CISV で信頼と責任を担う立場に就くすべての人に基本的に必要とされる条件 
 

i. Membership 会員であること 

Every person in a position of trust and responsibility at any CISV programme or event must be a 
member of CISV. They must also be committed to CISV’s values, rules, and Child Protection 

Policy and undergo appropriate training on child protection (see Procedure 2B: Training of 

People in a Position of Trust and Responsibility). 

 

CISV のプログラムやイベントで信頼と責任を担う立場に就くすべての人は、CISV の会員で

なくてはなりません。また、CISV の価値観、ルール、子どもの保護方針を尊重、遵守し、

子どもの保護に関する適切なトレーニングを受ける必要があります（手順 2B：信頼と責任

を担う立場に就く人のトレーニングを参照）。 
 

ii. Criminal Reference checks 犯罪歴の確認 

You must check everyone who will be in a position of trust and responsibility for children at any 
CISV programme or event through the police in your country. You must do this before they take 
on a role of trust and responsibility for children. For applicants that are new to your country, 

you must also get a check in the country they resided in before – you can work with the CISV NA 

in that country where possible.  Although procedures may vary and it may not be possible to 
obtain the same information in all countries, we have to work with the best information we can 
get in accord with National laws and procedures.  You must investigate and discover whatever 

information you can get in your country. It is essential under all circumstances that you find out 
whether an applicant has a criminal record of convictions or arrests, which would make them 
unsuitable to take on a role of trust and responsibility for children in a CISV programme or 
event. The following persons are considered unacceptable for a position of trust and 

responsibility in CISV and you must not choose: 

 
 Persons who are listed on a National Child Protection Register 
 Persons who have been charged with or convicted of serious criminal activity. Serious 

criminal activity includes, but is not limited to: murder; a serious sex offence; an offence 

committed by an adult involving intentionally wounding or causing grievous bodily harm; 
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indecency offences; kidnapping; offences connected with child prostitution or child 

pornography; human trafficking.  
 

If a person has a criminal record this in itself does not mean that you cannot allow them to take 

on a position of trust and responsibility. It depends on the contents of the record and whether 
it relates to ‘serious criminal activity’ or other behaviours or attitudes that would make the 
person unsuitable for a position of trust and responsibility for children. If in doubt, you should 

talk with your Chapter and/or National Risk Manager. 
 

すべての CISV プログラムやイベントにおいて、子どもたちに対して信頼と責任を担う立

場に就く人全員の犯罪歴を各国の警察に照会、確認しなければなりません。この確認は

該当者が子どもに対して信頼と責任を担う立場に就く前に行われなければなりません。

もし応募者が応募国での居住歴が浅く記録がないようであれば以前に居住していた国よ

り犯罪歴の確認を得る必要があります。その国に CISV の各国協会があれば、連携するこ

ともできます。手順は国によって異なり、すべての国で同じ情報を取得することはでき

ない場合がありますが、国内の法律と手順に従って取得できる最善の情報を使用する必

要があります。選考担当者は自国で取得可能な情報が何であれ、得られた情報を調査

し、犯罪歴の有無を確認しなければなりません。いかなる場合でも、応募者が有罪判決

または逮捕歴がないかどうかを確認することは、非常に重要です。上記に該当する者は

CISV のプログラムやイベントにおいて子どもに対して信頼と責任を担う立場に就くのに

は不適切です。次のような人物は、CISV において信頼と責任を担う立場として受け入れ

ることはできませんので、採用してはいけません。 

 

 国家児童保護登録簿に記載されている人。 

 深刻な犯罪行為で起訴されたか有罪判決を受けたことのある人。深刻な犯罪行為に

は以下を含みますが、これらに限定されるものではありません。殺人、深刻な性犯

罪、大人が引き起こした意図的なあるいは重傷となるような暴行、わいせつ罪、誘

拐、児童買春または児童ポルノに関連する犯罪、人身売買。 

犯罪歴があっても、それによって直ちに信頼と責任を担う立場に就くことを許可できな

い、というわけではありません。犯罪歴の内容と、それが「深刻な犯罪行為」に関係す

るのか、そして子どもに対して信頼と責任を担う立場にふさわしくないその他の行動や

態度がないかによって決まります。確信が持てない場合は、支部のリスクマネージャー

やナショナルリスクマネージャーに相談してください。 

 

iii. Suitability for the role 役割への適合性 

a. There are also some conditions or tendencies, which could make someone unsuitable for a 
position of trust and responsibility. We consider that persons with a history of conviction or 

treatment for the following behaviours, except in cases of unusual circumstances, are 
inappropriate for a position of programme responsibility in CISV. You must not select 

persons with a history of: 
 Alcohol/ drug abuse; 
 Dishonesty; 

 Prejudice or intolerance; 

 Violence or lack of self-control;  
 

b. CISV International maintains a List of Excluded Individuals of people who have shown 

themselves to be unsuitable for positions of trust and responsibility in CISV. You must check 
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this list and must not select anyone on that list. The list is available to National Risk 

Managers. 
 

a. 信頼と責任を担う立場に就くのに不適切な条件や傾向はそのほかにもあります。特殊

な状況を除き、私たちは以下の行動に関しての犯罪歴や治療歴を持つ人物は CISV の

プログラムで責任を担う立場に就く者としてふさわしくないと考えており、このよう

な人物は採用すべきではありません。 

 アルコールの乱用、薬物乱用 

 不正行為 

 偏見または不寛容 

 暴力または自制心の欠如 

 

b. CISV International には、CISV において信頼と責任を担う立場にふさわしくないとされ

た人を記した除外すべき個人のリストがあります。選考担当者は必ずそのリストを確

認し、リストに記載されている人を採用しないようにしてください。このリストは、

ナショナルリスクマネージャーが閲覧できます。 
 

iv. Selection processes 選考手順 

When you select persons for positions of trust and responsibility for children you must base your 
selection on the role profiles and follow the relevant rules for selection (as set forth in these 

procedures and in the Programme Guides).  
 

子どもに対して信頼と責任を担う立場の人を選考する際には、その役割のプロファイルに

基づいて行い、選考に関する適切なルールに従う必要があります（これらのルールは本書

の手順およびプログラムガイドに記載されています）。 

 

1.B  Application and Interview process for persons in a position of trust and 

responsibility who have  international programme responsibility (for example, 
leaders or staff - see the Programme Guides for further definition) 
国際プログラムで信頼と責任を担う立場の人に対する応募と面接の手順（たとえば、リー

ダーやスタッフ。リーダーやスタッフの定義の詳細については、プログラムガイドを参照

してください） 
 

i. If you are responsible for the selection and recruitment of people with international programme 
responsibility, you must make sure that: 

 

ii. Advertisements for the available positions include expectations for the role and a clear 

statement about CISV’s commitment to child protection and our values. 
 

iii. Applicants complete a standardised application form (for example the Staff-Leader Application 
Form). 

 

iv. Applicants sign a personal declaration that they do not have a history of any behaviours that 
would affect their ability to meet CISV's duty of care to participants (for example: criminal 
activity, child abuse, violence, drug/alcohol abuse). 

 

v. You ask applicants if they have any developmental conditions, physical, or mental health 
conditions that may affect their ability to meet the requirements of the role and 

programme/event. 
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vi. Applicants provide two references (these must not be from close family; they must be from 

people who have known the applicant for more than 2 years), which you must check. 
 

vii. You require applicants to attend an interview with CISV representatives. At least one of the CISV 

representatives must have training in the Child Protection Policy.  
 

viii. You must select applicants based on their ability to deliver on the relevant role profile 
description. 

 

Note: The selection process is set out in detail in the CISV Programme Guides. 

 

i. 国際プログラム担当者の募集、選考を担当する人は、以下のことを必ず確認してくださ

い。 

 

ii. 募集告知には、その役割に対して求められることと、CISV の子ども保護に関する考え方と

価値観が明確に述べられていること 

 

iii. 応募者は、統一された応募書類に記入すること（たとえば、スタッフリーダー申込書） 

 

iv. 応募者は、参加者に対して CISV の責務を果たす能力に影響を与える行動履歴がないこと

を示す誓約書に署名すること（たとえば、犯罪行為、児童虐待、暴力、薬物やアルコール

の乱用） 

 

v. 応募者に、その役割、CISV のプログラムやイベントに必要な能力に影響を与えうる発達状

態、身体や精神に関わる健康状態があるかどうかを尋ねること。 

 

vi. 応募者に紹介書を 2 通（近親者からのものは不可、応募者のことを２年以上知る人からの

もの）提供してもらいそれを確認すること。 

 

vii. 応募者に CISV の代表者との面接を受けてもらうこと。CISV の代表の少なくとも 1 人は、

子どもの保護方針のトレーニングを必ず受けていること。 

 

viii. 応募者がそれぞれの役割を遂行できる能力を持っているかどうかを基準にして選考するこ

と。 

 

注：選考手順の詳細は、CISV のプログラムガイドに記載されています。 
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1.C  Recruitment at short notice 短期間での募集 
 

You must have a plan for how to replace (often at short notice) leaders or staff who are not able 
to fulfil their role either just prior to, or during, an international programme. The replacements 

must be qualified, selected in line with the processes outlined in this document and the 

Programme Guides, and trained.  

 

国際プログラムの直前または期間中に役割を果たせなくなったリーダーやスタッフを（し

ばしば短い告知期間で）交代させる方法については、あらかじめ計画を持っていることが

必要です。交代要員は十分な能力があること、本書とプログラムガイドに記載されている

手順に従って選考されること、トレーニングを受けていることが必要です。 
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Procedure 2: Education And Training 

手順 2：教育とトレーニング 
 

 

2.A Creating a safe and supportive environment 安全で協力的な環境作り 
 

Responsibilities of the person in charge at a programme or event 

プログラムまたはイベントの責任者の責任 

 

i. You must make it clear to everyone attending the programme or event that you are the 
‘person in charge’ and what that means. 

 

i. プログラムまたはイベントに参加しているすべての人に、自分が「責任者」である

ということとそれが意味することを明確にする必要があります。 

 
 

Responsibilities of the Chapter/National Risk Manager 

支部のリスクマネージャーおよびナショナルリスクマネージャーの責任 

i. All active Chapter/NA members must be aware that the Chapter/National Risk Manager is 

the person with lead responsibility for the Child Protection Policy within that organization. 
 

ii. Before your Chapter/NA sends children to participate in any CISV programme or event, you 
must make sure that they are familiar with the Child Protection Policy and the Adult Code 

of Conduct, as well as how they can share their concerns. 
  

iii. When your Chapter/NA hosts a programme, you must make sure that all participants, 
leaders, and host families receive training on the Child Protection Policy and Procedures, 
Adult Code of Conduct, and CISV Behaviour Policy at the beginning of the programme.  

 

iv. You must encourage and help persons in positions of trust and responsibility to reflect on 

and understand intercultural differences to reduce misunderstandings. 
 

v. You must ensure that programme leaders, staff, and host families are trained to recognise 

situations where abuse of children may occur to enable them to react appropriately if they 
have concerns. 

 

i. 現在活動しているすべての支部および各国の会員は、支部のリスクマネージャーお

よびナショナルリスクマネージャーがその組織内の子どもの保護方針の責任者であ

ることを認識する必要があります。 

 

ii. 支部および各国協会が CISV プログラムまたはイベントに子どもを参加させる前に、

参加者が子どもの保護方針と大人の行動規範を理解し、懸念事項がある場合にはそ

れをどのように共有すればよいのかをよく理解できるようにしておく必要がありま

す。 

 

iii. 支部および各国協会がプログラムを開催する場合、すべての参加者、リーダー、お

よびホストファミリーが、プログラム開始時に子どもの保護方針とその手順、大人
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の行動規範、CISV の行動規範（R-07）に関するトレーニングを必ず受けるようにし

なければなりません。 

 

iv. 信頼と責任を担う立場にある人に、異文化間の違いを顧み、理解することで誤解を

減らしていくように働きかけ、支援しなければなりません。 

 

v. プログラムリーダー、スタッフ、およびホストファミリーが児童虐待が起こりうる

状況を認識し、懸念がある場合には適切に対応できるようトレーニングを受けるよ

うにしなければなりません。 

 
Responsibilities of the International Risk Manager / Safeguarding Lead 

国際リスクマネージャーおよびセーフガーディングリードの責任 

 

i. You must make sure all staff at the International Office and members of the Governing 

Board receive training in the Child Protection Policy and Procedures and the Adult Code of 

Conduct. 
 

ii. You must make sure that Chapter/NA Risk Managers have the training and access to the 
support to enable them to be effective in their roles. 

 

i. 国際事務局のすべてのスタッフとガバニングボードのメンバーが、子どもの保護方

針とその手順および大人の行動規範についてのトレーニングを必ず受けるようにし

なければなりません。 

 

ii. 支部のリスクマネージャーや各国協会のリスクマネージャーがそれぞれの役割を効

果的に果たせるようトレーニングを受け、サポートにアクセスできるようにする必

要があります。 

 

2.B Training Of People In Positions Of Trust And Responsibility.  

信頼と責任を担う立場にある人々のトレーニング 
 

Responsibilities of the Chapter/National/International Risk Manager 

支部のリスクマネージャー、ナショナルリスクマネージャー、 

国際リスクマネージャーの責任 

 
You must make sure that: 

以下が必ず実行される必要があります。 

i. All persons in positions of trust and responsibility are trained on the following points: 

 The specific responsibilities of their role; 

 The CISV Behaviour Policy (Info File R-07);  
 The CISV Child Protection Policy and Procedures and Adult Code of Conduct  
 How to assess their own practices against what is considered good practice; 

 How to recognize signs of possible abuse or reasons for concern (see Procedure 5A: 

Becoming Aware); 
 How to respond to concerns expressed by a child; 
 How to work safely and effectively with children; and 
 Intercultural competence and sensitivity relevant to their role. 
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i. 信頼と責任を担う立場にあるすべての人は、次の点についてトレーニングを受けてい

ること 

 その役割に特有の責任 

 CISV の行動規範（Info File R-07） 

 CISV における子どもの保護方針とその手順、および大人の行動規範 

 自分の行いが善い行いと見なされるものかどうかを評価する方法 

 虐待の兆候または懸念の理由を認識する方法（手順 5A：気づくを参照） 

 子どもが懸念を表明した場合にどのように対応するか 

 子どもと安全かつ効果的に過ごす方法 

 その役割にふさわしい異文化への適性と感受性 

 
 

ii. You are responsible for making sure that person receives training after they are selected. 
Ideally, this should be before they start their role, or as soon as possible. If training is not 
possible before they start their role, then they should at a minimum have confirmed that 
they have read, understood, and will follow our Behaviour Policy, Adult Code of Behaviour, 

Social Media Guidelines, and Child Protection Policy and Procedures.  

 

ii. 人材を採用したあとには、その人がトレーニングを確実に受けるようにする責任が

あります。トレーニングは、理想的には採用された人がその役割を始める前、もし

くはなるべく早期になされるべきです。役割を開始する前にトレーニングができな

い場合は、最低限 CISV の定める行動規範（R-07）、大人の行動規範、ソーシャルメ

ディアガイドライン、子どもの保護方針とその手順を読んで理解しており、それに

従うということを確認する必要があります。 
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Procedure 3: Responsibilities And 

Behaviour Protocols 

手順 3：責任と行動のプロトコル 

（定められた手順） 
 

 

Trustees of CISV International will: 

CISV International のガバニングボードは、以下のことを行います。 

 Ensure this Child Protection Policy is in place, is monitored, and reviewed 

 Monitor the effectiveness of this policy and the procedures by working with the 
International Risk Manager and Safeguarding Lead  

 Nominate a Safeguarding trustee who has responsibility for supporting the Senior 
Management Team by acting as a champion for Safeguarding and Child Protection and 

who takes responsibility for keeping up to date with the Charity Commission requirements 

for Safeguarding and Child Protection.  

 Ensure that serious incidents are reported to the Charity Commission  
 

 この子どもの保護方針が確実に実施され、モニターされ、見直されるようにする。 

 国際リスクマネージャーおよびセーフガーディングリードと協力して、本書の方針

と手順の有効性をモニターする。 

 ガバニングボードの中からセーフガーディング担当者を任命する。この担当者は、

セーフガーディングと子どもの保護の責任者として行動し、シニアマネジメントチ

ーム（国際事務局スタッフ）を支援する責任、また（イギリスの）慈善団体委員会

のセーフガーディングと子どもの保護に関する要求事項について常に最新情報を把

握する責任を負います。 

 深刻なインシデントは、慈善団体委員会に必ず報告するようにする。 

 

 

The Safeguarding Lead and International Risk Manager will: 

セーフガーディングリードおよび国際リスクマネージャーは、以下のことを行い

ます。 

 Provide support to Chapter and National Risk Managers 
 Alert the relevant members of the Senior Management Team and the Trustees about Child 

Protection issues that need to be addressed at the international organizational level 
 Ensure these policy and procedures are reviewed and updated 

 Ensure these policy and procedures are posted on the website in an easily accessible place 
 Ensure that induction and training for International Office staff is delivered 
 Work with the Chapter/National Risk Managers to ensure the policy is communicated and 

implemented  
 Make decisions about the response to child protection concerns and liaise with other 

agencies to report child protection concerns 
 Ensure accurate records of child protection concerns are kept securely 

 Act as a source of advice and support to staff regarding Child Protection concerns 
 Monitor compliance with the policy 
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 支部のリスクマネージャーおよびナショナルリスクマネージャーへのサポートを提

供する。 

 国際組織レベルで取り組む必要がある子どもの保護に関する問題については、シニ

アマネジメントチーム（国際事務局スタッフ）とガバニングボードの関係者に注意

を促す。 

 これらの方針と手順が常に見直され、更新されているようにする。 

 これらの方針や手順が、ウェブサイト上でアクセスしやすい場所に掲載されている

ようにする。 

 国際事務局スタッフが新しく採用される場合、その導入とトレーニングが確実に実

施されるようにする。 

 支部のリスクマネージャーおよびナショナルリスクマネージャーと協力して、方針

が確実に伝達され、実施されるようにする。 

 子どもの保護に関する懸念への対応を決定し、他の機関と連携して子どもの保護に

関する懸念事項を報告する。 

 子どもの保護に関する懸念事項の正確な記録が安全に保管されるようにする。 

 子どもの保護に関する懸念事項について、スタッフへの助言とサポートを与える存

在として行動する。 

 方針の遵守状況をモニターする。 

 

 

Chapter/National Risk Managers will: 

支部のリスクマネージャーおよびナショナルリスクマネージャーは、以下のこ

とを行います。 

 Encourage an environment within the organization where information about the child 
protection policy is easily accessible, and open discussion about child protection 

prevention and child protection concerns can take place 
 Ensure that proper procedure is followed for selection, training, and programme planning 

(for instance, the use of Risk Management Checklist Report) 

 Identify a person responsible for the Child Protection Policy for each CISV programme or 

event 
 Work with national or local training coordinators to ensure that child protection training is 

delivered to staff, leaders, host families and other relevant people. 

 Support the Person in Charge or other persons who have concerns about a child 
 Pass on concerns to the International Risk Manager / Safeguarding Lead via the Incident 

Report Form within 48 hours 
 

 組織内で、子どもの保護方針に関する情報に人々が簡単にアクセスでき、子どもの

保護に関する問題の防止や懸念事項についてオープンな議論ができるような環境を

奨励する。 

 選考、トレーニング、プログラム計画の際に適切な手順が守られるようにする（た

とえば、リスクマネジメントチェックリストの使用など）。 

 CISV の各プログラムまたはイベントにおいて子どもの保護方針の責任者を特定す

る。 

 部会または支部のトレーニングコーディネーターと協力して、スタッフ、リーダ

ー、ホストファミリー、その他の関係者に子ども保護に関するトレーニングが確実

に提供されるようにする。 

 担当者および子どもに関する懸念を持つその他の人を支援する。 
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 インシデントレポートフォームに記入して、懸念事項を 48 時間以内に国際リスクマ

ネージャーおよびセーフガーディングリードに報告する。 

 
Person in Charge (on site) for the Child Protection Policy will: 

現場における子どもの保護方針の責任者は、以下のことを行います。 

 Ensure that all leaders and participants have received relevant child protection training 
 Encourage an environment where open discussion about child protection concerns can 

take place 
 Support anyone at the programme who has concerns about a child 

 Liaise with the Local/National Risk Manager about child protection concerns or disclosures 
 Document concerns and pass them on to the Local/National Risk Manager 

 

 すべてのリーダーと参加者が、適切な子どもの保護のトレーニングを受けているよ

うにする。 

 子どもの保護に関する懸念事項について、オープンな議論ができる環境を奨励す

る。 

 プログラムに参加していて子どもに関する懸念を抱いた人を支援する。 

 子どもの保護に関する懸念や秘密の開示について、支部のリスクマネージャーやナ

ショナルリスクマネージャーと協力する。 

 懸念事項を文書化し、支部のリスクマネージャーやナショナルリスクマネージャー

に伝える。 

 
 

All Persons in Positions of Trust and Responsibility will: 

信頼と責任を担う立場にある者は全員、以下のことを行います。 

 Always follow the rules set out in our Behaviour Policy, the Adult Code of Behaviour as well 

as the rules regarding Adult Supervision set out in the relevant CISV International 

Programme Guide. 

 Attend CISV Child Protection training 
 Apply the CISV Adult Code of Conduct and Behaviour Policy in a spirit of respect, 

sensitivity, and common sense, where the best interest of the child is always your primary 
consideration. 

 Make sure that the CISV Adult Code of Conduct is displayed clearly during any CISV 
programme or activity 

 Be familiar with the CISV Child Protection policy and procedures 

 Follow the procedures for responding to and reporting child protection concerns as laid 

out in the CISV Child Protection policy document. 
 

 行動規範（R-07）、大人の行動規範、および該当する CISV 国際プログラムガイドに

記載されている大人の監督に関するルールに常に従う。 

 CISV の子ども保護に関するトレーニングに出席する。 

 子どもの最善の利益を常に第一に考えて、CISV の大人の行動規範と行動規範（R-

07）を遵守し、相手に対する敬意と思いやりの心、常識を持って行動する。 

 CISV の大人の行動規範は、CISV のプログラムまたは活動の間、はっきりと掲示され

ているようにする。 

 CISV 子どもの保護方針とその手順をよく理解する。 

 CISV の子どもの保護方針の文書に記載されている子どもの保護に関する懸念への対

応および報告の手順に従う。 
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Procedure 4: Communicating with and 

about Children 

手順 4：子どもとのコミュニケーション 
 

 

4A. Adult Communication with and about Children  

子どもと大人のコミュニケーション 
 

You must: 

i. Never engage in any private, one-on-one contact or communication with children 
 

ii. Only contact children about things that are relevant to your CISV role 
 

iii. Ensure that personal conferences or meetings you have with a child are conducted with the 

knowledge and in view of other adults and/or children 
 

iv. Include other adults and/or children in online communications with children (texting, 
phone calls, chat, instant messaging, etc.)  

 

v. Include other adults and/or children in any communication via social media with children 
(Facebook, Instagram, etc.)  

 

vi. Recognise that you are a role model and conduct yourself appropriately.  
 

vii. Reflect the same values and behaviours in any contact with children outside of a CISV 

programme or outside of CISV, as you would within a programme or CISV. 
 

viii. Never provide personal details about children on your personal social media accounts (for 
example, through tagging, sharing full names, birthdays) 

 

ix. Never include personal or physical information that identifies the location of a child on a 

website or in communications (for example, openly posting the address of a camp before or 
during the programme). 

 

x. Never share personal information about a child with anyone who does not need to know 
 

xi. Ensure that communication about children is respectful and is restricted to what is 
necessary to provide a safe environment and good educational experiences 

 

大人が守るべきことは、以下の通りです。 

i. 子どもと個人的に、一対一で接触したり、コミュニケーションを取ることは絶対にし

ないこと。 

 

ii. 自分の CISV での役割において適切な事柄についてのみ、子どもと接触すること。 

 

iii. 子どもと個人的な話し合いや打ち合わせをする際には、他の大人や子どもにそのこと

を伝え、他の大人や子どもの目のあるところで行うこと。 
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iv. 子どもとのオンラインコミュニケーション（テキストメッセージ、電話、チャット、

インスタントメッセージなど）に他の大人や子どもを含めること。 

 

v. ソーシャルメディアを介した子どもとのコミュニケーション（Facebook、Instagram 

など）に、他の大人や子どもを含めること。 

 

vi. 自分がロールモデルであることを認識し、適切に行動すること。 

 

vii. CISV プログラム外または CISV の外での子どもとの接触においても、プログラムまた

は CISV 内で行うのと同じ価値観と行動を示すこと。 

 

viii. 個人のソーシャルメディアのアカウントでは、子どもに関する個人的な詳細を決して

提供しないこと（たとえば、タグ付け、フルネーム、誕生日の共有など）。 

 

ix. ウェブサイトやコミュニケーションにおいて、子どもの居場所を特定する個人的また

は物理的な情報を載せないこと（たとえば、プログラムの前や期間中にキャンプサイ

トの住所を公に掲載するなど）。 

 

x. 子どもの個人情報を、知る必要のない人に共有しないこと。 

 

xi. 子どもに関するコミュニケーションは、安全な環境と良好な教育経験を提供するため

に必要な範囲に限定し、子どもを尊重した態度で行うこと。 

 

We strongly recommend that: 

i. You have at least two adults in all online communications and communications via social 

media with children. 
 

ii. You do not use personal social media accounts to communicate with children. 

 

以下のことを強く勧めます。 

i. 子どもとのすべてのオンラインコミュニケーションおよびソーシャルメディアを介

したコミュニケーションには、2 人以上の大人が参加すること。 

 

ii. 子どもとのコミュニケーションに個人のソーシャルメディアアカウントを使用しな

いこと。 
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4B. Permission to Use of Images/video and Art or Written Work 

 画像、動画、美術作品、文芸作品の使用許可 
 

i. You must never share a photograph or video footage of a child or children on your personal 
social media account or accounts unless you have specific permission from their parents. 
 

ii. All participants (including leaders and staff) in CISV international programmes must have a 

correct and signed legal form to participate.  
  

iii. The CISV legal forms give you consent to use and publish photographs, artwork, and written 
work as well as video and audiotape created as part of participation in CISV international 

programmes. You can only use these items in the production of CISV educational or 
promotional materials, including web pages or on official CISV social media accounts. You 

may use these items and publish them with a child’s age and nationality. Unless you obtain 
specific parental consent, you must not identify a child by name. 

 

iv. Outside of CISV international programmes, you must ensure you have parental permission 
to use images, photographs, videos, art, or written work of or produced by children in a CISV 
activity, event, gathering, or meeting. 

 

v. Unless you have specific written parental consent, you must not identify a child by name in 
any social media captions. You must not ‘tag’ a photograph of a child. 

  

vi. When you take or use a photograph, you must ensure that children are appropriately 
clothed and are not in sexually provocative poses.  

 

vii. When you photograph children, you must focus on the overall activity or group as opposed 

to close ups or individual children, unless you have the specific written parental consent. 
 

viii. You must respect the wishes and feelings of the children before you take photographs and 
before you post them online (if a child feels uncomfortable being photographed or having 
their photograph shared, you should not take or share their photograph). 

 

ix. When you work with other organizations you must ensure that you gain proper permission 

to use any photographs, videos etc. that include children from the other organization. 
 

x. You must make sure that photographs, videos, etc. give an accurate and balanced portrayal 

of the children engaged in CISV activities in a safe environment that reflects the values of 
CISV. This is especially important when you work with partners that work with children with 
disabilities, marginalized groups, or in situations that might promote or spread stereotypes. 

 

i. 保護者からの具体的な許可がない限り、個人のソーシャルメディアアカウントで子ど

もの写真やビデオ映像を共有しないこと。 

 

ii. CISV の国際プログラムのすべての参加者（リーダーおよびスタッフを含む）がプログ

ラムに参加するためには、正しく記入、署名されたリーガルフォームを持参するこ

と。 

 

iii. CISV のリーガルフォームは、CISV の国際プログラムへの参加の一環として作成された

写真、美術作品、文芸作品、録画、録音物を使用し、公開することに同意するもので

ある。利用者は、これらのアイテムを、ウェブページや CISV の公式ソーシャルメデ
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ィアアカウントなどを含む CISV の教育、プロモーション用資料でのみ使用すること

ができる。これらのアイテムを使用、公開する際には、子どもの年齢および国籍は記

載して構わない。保護者からの具体的な同意を得ない限り、子どもの氏名を特定して

はならない。 

 

iv. CISV の国際プログラム以外では、CISV の活動、イベント、集会またはミーティングに

おいて、子どもの画像、写真、動画、美術作品や文芸作品（子どもが製作したものを

含む）を使用するためには、保護者の許可を得なければならない。 

 

v. 保護者からの書面による同意がない限り、ソーシャルメディアのキャプションで子ど

もの氏名を特定してはならない。子どもの写真に「タグ付け」をしてはならない。 

 

vi. 写真を撮影または使用する際には、子どもが服を適切に着ており、性的に挑発するよ

うなポーズをとっていないことを確認しなければならない。 

 

vii. 子どもを撮影する場合は、保護者からの書面による具体的な同意がない限り、クロー

ズアップや個々の子どもではなく、活動全体やグループに焦点を当てなければならな

い。 

 

viii. 写真を撮る前およびオンラインに掲載する前に、子どもの希望や気持ちを尊重しなけ

ればならない（子どもが写真を撮られたり、共有されたりすることを不快に感じてい

る場合は、その子どもの写真を撮影したり、共有したりしないこと）。 

 

ix. 他の組織と協力する場合、その組織の子どもたちを含む写真や動画などを使用する際

には、適切な許可を得なければならない。 

 

x. 写真、動画などについては、CISV の活動に従事している子どもたちの姿を、CISV の価

値観を反映した安全な環境の中で、正確かつバランスよく描写していることを確認し

なければならない。これは、障害のある子ども、社会の主流から疎外されたグルー

プ、あるいは固定観念を助長したり広めたりする可能性のある状況で活動しているパ

ートナー団体と一緒に活動する場合には、特に重要である。 
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Procedure 5: Recognising, Reporting, 

and Documenting Concerns 

手順 5：懸念事項の認識、報告、文書化 
 

 

Responsibilities of any adult in CISV 

CISV における大人の責任 

 
Your primary concern must always be the best interest of the child. Every situation is 

different and it is important that you involve your Risk Manager and/or person(s) in charge 
as early as possible to determine how to follow this procedure. If a child is at risk of 
immediate harm or danger, your first action must be to make sure they are protected 
from that harm or danger. 

 

子どもの最善の利益を常に最優先にしなければなりません。すべての状況は異なり

ます。この手順にどのように従うかを決めるために、できるだけ早くリスクマネー

ジャーや担当者を関与させることが重要です。子どもが差し迫った危害または危険

にさらされている場合は、まず初めに行うのは、その危害または危険から子どもを

保護することです。 

 

5A. Becoming aware 気づく 

i. There are many ways you can become aware of child protection concerns: 
 

 You observe something that feels wrong or you know is wrong 

 You are told something by a child that feels wrong or you know is wrong 

 Someone else tells you that they have either heard or seen something that they feel is wrong 
or they know is wrong  

 

You should not automatically assume that abuse is occurring. It is important, however, not 

to dismiss fears, worries, physical indicators, or significant changes in behaviour. Some 

possible signs of abuse are: 
 

 Physical Abuse – frequent or unexplained injuries 

 Psychological/Emotional Abuse – withdrawn behaviour, fear or anxiety 

 Sexual Abuse – sexual knowledge or interest inappropriate to their age, inappropriate sexual 
behaviour, sexual health concerns 

 Neglect – hungry, dirty, lack of adequate clothing 
 

i. 子どもの保護における懸念事項に気づく方法はたくさんあります。 

 

 間違っていると感じる、あるいは知っていることを目撃する。 

 間違っていると感じる、あるいは知っていることを子どもに言われる。 

 間違っていると感じる、あるいは知っていることを聞いたり見たりしたと誰かに言わ

れる。 
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そのような場合にも、自動的に虐待が発生していると見なすべきではありません。ただ

し、恐れ、心配、身体のサイン、行動の大きな変化を見逃さないことが重要です。虐待の

場合に見られる兆候の例には以下のものがあります。 

 

 身体的虐待：頻繁または原因不明の怪我 

 心理的虐待、精神的虐待：引きこもり行動、恐怖または不安 

 性的虐待：年齢に適さない性的知識または興味、不適切な性行動、性的健康への懸念 

 ネグレクト：空腹である、汚い、適切な衣服を着ていない 

 

Do not ignore these signs, but remember it is not your role to become an investigator. 

これらの兆候を無視しないでください。ただし、調査官になるのはあなたの役割ではな

いことを忘れないでください。 

 
Note: The concern you hear could be about something happening at a CISV programme or 
activity, or in the child’s home or community. It might also be something that happened to the 

child in the past or to an adult in the past when they were a child. 

 

注：あなたが聞いた懸念は、CISV プログラムや活動で、または子どもの家やコミュニティ

で起こっていることに関するものかもしれません。また、過去にその子どもに起こったこ

とや過去にその大人が子どもだったときに起こったことかもしれません。 

 

5A. Acting on a suspicion 疑いに基づいて行動する 
 

Responsibilities of any adult who suspects that a child is being, or has been, abused 

子どもが虐待されている、または虐待されたと疑う大人の責任 

i. You must immediately report any reasonable suspicion, whether based on your own 

observations or someone else’s, to the person in charge or your Risk Manager. Ignoring 
your suspicion or concern is not an option. (See Procedure 5D: Reporting a concern and 

Procedure 5E: Documenting a concern) If you are in doubt, contact the person in charge 

or your Risk Manager to discuss the concern. 
 

ii. It is contrary to the values of CISV for anyone to seek revenge upon any person who in 
good faith reports a concern. 

 

i. 自分の観察に基づくものであれ、他の誰かの観察に基づくものであれ、合理的な疑

いがある場合は、直ちに責任者またはリスクマネージャーに報告しなければなりま

せん。疑いや懸念を無視するという選択肢はありません。（手順 5D：懸念事項の報

告および手順、5E：懸念事項の文書化を参照）疑いを持ったら、責任者またはリス

クマネージャーに連絡して、懸念事項について話し合ってください。 

 

ii. 誠意を持って懸念を報告した人物に対して復讐を求めることは、CISV の価値観に反

します。 
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Responsibilities of the person in charge 

責任者の責任 

If someone reports a concern about a child’s safety or wellbeing to you, there are a 

number of steps you must take: 

 

i. Talk to the child – follow the guidance in this document. 
 

ii. A diary is a good way to keep a note of your concerns and the way the child is behaving. It 

can also help you to spot patterns of behaviour. You must note your concerns factually 
and without judgement or evaluation. You must keep the information confidential and 
store it in a secure way. If the concern is one that you must report, you must submit this 
‘diary’ with the Incident Report Form. If you find that you no longer have concerns, you 

must destroy the ‘diary’. If you are in doubt, ask your Risk Manager for advice. 
 

iii. Other people who come into contact with the child may also have noticed them acting 
unusually. Ask them if they have noticed that the child is acting in an unusual way or has 

unusual or unexplained injuries. Take care to present it calmly for consideration. Do not 
present your concerns as a conclusion that abuse is happening or present them with more 
certainty than is reasonable. 

 

iv. Bring it up with your Risk Manager. The Risk Manager can offer you support, advice, and 
an outside perspective. If you are in doubt, always consult your Risk Manager. 

 

誰かが子どもの安全または幸福についての懸念をあなたに報告した場合、あなたは

下記に示す多くの手順を実行しなければなりません。 

 

i. まずは子どもと話します。この文書のガイダンスに従ってください。 

 

ii. 日記はあなたの懸念や子どもがどのように行動しているかを記録する良い方法で

す。また、行動のパターンを見つけるのにも役立ちます。懸念事項は事実に基づい

て記録する必要があり、判断や評価は行いません。情報を機密に保ち、安全な方法

で保管する必要があります。懸念事項が報告すべき問題である場合は、この「日

記」をインシデントレポートフォームと共に提出する必要があります。懸念事項が

なくなった場合は、「日記」を破棄する必要があります。疑問がある場合は、リス

クマネージャーに助言を求めてください。 

 

iii. その子どもと接触する他の人々も、いつもと違う行動に気づいているかもしれませ

ん。子どもがいつもと違う行動をしている、いつもとは違うまたは原因不明の怪我

をしているなど、気づいたことがないか彼らに尋ねてみてください。その際には、

落ち着いて提示し、相手に考えてもらってください。懸念事項を虐待が発生してい

るという結論ありきで提示したり、合理的な範囲を超えて確実だというように提示

したりしないでください。 

 

iv. リスクマネージャーに連絡してください。リスクマネージャーは、サポート、助

言、外部の視点を提供してくれます。疑問がある場合は、常にリスクマネージャー

に相談してください。 
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5B. Hearing a disclosure 秘密の開示を聞く 

 
Responsibilities of any adult 

大人の責任 

i. You should follow the advice below when you hear a disclosure. 
 

General points: 

 Accept what the child says 

 Listen carefully 
 Keep calm 
 Don’t panic 
 Don’t seek help while the child is talking to you 

 Be honest 
 Look at the child directly 
 Do not appear shocked 

 Assure them that they are not to blame for the abuse 

 Never ask leading questions  
 Try not to repeat the same questions to the child 
 Never push for more information than the child has given you, even if you think they 

have not told you everything 
 Do not fill in words, finish their sentences, or make assumptions 

 Be aware that the child may have been threatened or may be frightened about what 
will happen next 

 Make certain you distinguish between what the child has actually said and the 

inferences you may have made. Accuracy is paramount in this stage of the procedure  

 Do not permit personal doubt to prevent you from reporting the allegation to the 
person in charge or your Risk Manager 

 Let the child know what you are going to do next and that you will let them know what 
happens 

 Tell the child that this information must be shared and cannot be kept ‘secret’ or 

confidential. The child should also be told that the information will only be shared 

with those who need to know to help. 
 

Things to say: 

 Repeat the child’s last few words in a questioning manner 

 ‘I believe you’ 
 ‘I am going to try to help you’ 
 ‘I will help you’ 

 ‘I am glad that you told me’ 

 ‘You are not to blame’ 
 ‘It is not your fault’ 

 
Things not to say: 

 ‘You should have told someone before’ 
 ‘I can’t believe it! I’m shocked!’ 
 ‘Oh that explains a lot’ 

 ‘No not...he’s a friend of mine’ 

 ‘I won’t tell anyone else’ 

 “Why? How?” 



Our first priority is the welfare and safety of children. If a child is in immediate danger of harm of abuse you must 

act immediately to protect them from danger. 

 

CISV International 

Info File Document CPP 
34 

 

At the end of the disclosure: 

 Reassure the child that it was right to tell you 

 Let them know what you are going to do next 

 Immediately seek help, in the first place from the person in charge or your Risk 
Manager 

 Document the disclosure that you heard. See Procedure 5E: Documenting a suspicion 

or concern. 
 Seek help for yourself if you feel you need support – your local/national or regional risk 

manager will be able to provide you with support. 
 

ii. If it is about abuse that happened in the past, the disclosure might come from an adult. You 

should follow the same rules as listed above for hearing a disclosure from a child.  
 

i. 秘密の開示を聞くときは、以下のアドバイスに従ってください。 

 

一般的なポイント： 

 子どもが言うことを受け入れる。 

 注意深く耳を傾ける。 

 冷静さを保つ。 

 慌てない。 

 子どもがあなたに話している間は助けを求めない。 

 正直な態度で接する。 

 子どもを直接見る。 

 ショックを受けているように見せない。 

 彼らが虐待のせいで責められることはないと伝える。 

 誘導尋問をしない。 

 子どもに同じ質問を何度も繰り返さないようにする。 

 子どもがあなたにすべてを話していないと思っていても、子どもがあなたに話し

た以上の情報を要求しない。 

 子どもが言おうとすることを代わりに言ったり、文を完成させたり、決めつけを

しない。 

 子どもが脅されている、あるいは次に起こりうることを恐れているかもしれない

という点に注意する。 

 子どもが実際に言ったことと、あなたの推論とを明確に区別する。手順のこの段

階では正確さが最も重要です。 

 あなたが個人的に疑問を持ったからといって、責任者またはリスクマネージャー

に申し立てを報告するのをやめないこと。 

 あなたが次に何をするかを子どもに知らせ、彼らに何が起こるかを知らせる。 

 この情報は共有する必要があり、「秘密」または機密にしておくことはできない

旨を子どもに伝える。また、この情報はその子を助けるために知る必要がある人

にのみ共有する旨も伝える。 

 

言うべきこと： 

 子どもの言葉の最後の数語を質問調で繰り返す。 

 「私はあなたを信じるよ」 

 「私はあなたを助けようとするよ」 

 「私はあなたを助けるよ」 

 「話してくれて嬉しいよ」 
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 「あなたが責められることはないよ」 

 「あなたのせいじゃないよ」 

 

言うべきでないこと： 

 「もっと早く言うべきだった」 

 「信じられない！ショックだよ！」 

 「ああ、それでわかった」 

 「そんな、彼は私の友だちなのに」 

 「私は他の人には言わないからね」 

 「なぜ？どうやって？」 

 

秘密の開示の終わりに： 

 あなたに話したのは正しかったと子どもに伝える。 

 あなたが次に何をするかを子どもに知らせる。 

 まず最初に責任者やリスクマネージャーに早急に支援を求める。 

 今回聞いた秘密の開示を文書化する。手順 5E：疑いまたは懸念事項の文書化を

参照してください。 

 自分自身にサポートが必要だと思った場合は、助けを求める。支部のリスクマネ

ージャー、ナショナルリスクマネージャー、地域のリスクマネージャーがサポー

トを提供してくれます。 

 

ii. 過去に起こった虐待については、秘密の開示は大人からも行われる場合があります。

その場合も、上記の子どもからの秘密開示を聞くのと同じ規則に従ってください。 

 

5B. Reporting 報告 
 

Responsibilities of any adult in CISV 

CISV における大人の責任 

i. If you hear a disclosure or have a reasonable suspicion of child abuse, you must 

immediately report it to a person in charge or your Risk Manager. If you are at a CISV 
programme or event, and the concern is about the person in charge, then you must 

contact your Risk Manager directly.  
 

ii. The person in charge or Risk Manager is responsible for letting you know how the concern 
will be dealt with.   

 

i. 秘密の開示を聞いた場合、または児童虐待の合理的な疑いを抱いた場合は、責任者

またはリスクマネージャーに直ちに報告する必要があります。CISV プログラムまた

はイベントに参加していて、その懸念事項が責任者に対するものだった場合は、リ

スクマネージャーに直接連絡する必要があります。 

 

ii. 責任者またはリスクマネージャーは、その懸念事項がどのように処理されるかをあ

なたに伝える責任があります。 

  



Our first priority is the welfare and safety of children. If a child is in immediate danger of harm of abuse you must 

act immediately to protect them from danger. 

 

CISV International 

Info File Document CPP 
36 

Responsibilities of the person in charge 

責任者の責任 

i. You must make sure that you document the concern or disclosure. If someone tells you 

they have heard a disclosure from a child, you must make sure that they document what 

they heard.  
 

ii. You must contact your Risk Manager immediately, or as soon as possible that day. 
 

iii. With the Risk Manager, you may agree that the person who heard the disclosure from the 
child should continue to talk to the child, following the guidance on hearing a disclosure. 

 

iv. You should agree with your Risk Manager on the proper steps you should take to ensure 

the physical safety and psychological well-being of the child. This may include referring 

them for medical treatment or to a psychologist. 
 

i. あなたは、懸念事項または秘密の開示を必ず文書化する必要があります。誰かが子

どもからの秘密の開示を聞いたと言ったら、あなたは聞いたことをその人が確実に

文書化するようにしなければなりません。 

 

ii. 直ちに、またはその日のできるだけ早いうちにリスクマネージャーに連絡する必要

があります。 

 

iii. リスクマネージャーと合意して、最初に子どもからの秘密の開示を聞いた人が、秘

密の開示を聞く際のガイドラインに従って、引き続き子どもと話すべきとなるかも

しれません。 

 

iv. 子どもの身体的な安全と心理的な幸福を確保するために講じるべき適切なステップ

について、リスクマネージャーと合意する必要があります。これには、医療や精神

科医への紹介も含まれます。 

 

Chapter/National Risk Managers 

支部のリスクマネージャーおよびナショナルリスクマネージャー 

i. As a Chapter Risk Manager, you must consult directly with your National Risk Manager with 

regard to any serious incident.  Together, you must also keep your Chapter and National 

Boards advised of any incidents, which relate to your NA. If in doubt, they should start by 
treating it as a serious incident. 

 

ii. In the event of a serious incident, you must inform CISV International within 12 hours. You 

should follow the guidance in the CISV Crisis Communications Guide.  
 

iii. You must submit all disclosures and reasonable suspicions through an Incident Report 
Form to CISV International and the National Risk Manager of the hosting country within 48 

hours.  

 

i. 支部のリスクマネージャーは、深刻なインシデントがあったら、ナショナルリスク

マネージャーに直接相談する必要があります。また、各国協会に関連するインシデ

ントについては、支部委員会と運営委員会、理事会に知らせる必要があります。ど

の程度深刻なのかわからない場合は、まずは深刻なインシデントとして扱う必要が

あります。 
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ii. 深刻なインシデントが発生した場合は、12 時間以内に CISV International に通知する

必要があります。CISV クライシスコミュニケーションガイドのガイダンスに従って

ください。 

 

iii. インシデントレポートフォームを使って、すべての秘密の開示と合理的な疑いを

CISV International と開催国のナショナルリスクマネージャーに 48 時間以内に提出す

る必要があります。 

 

5C. Documenting a disclosure or reasonable suspicion  

秘密の開示または合理的な疑惑の文書化 
 

Responsibilities of any adult hearing a disclosure from a child 

子どもから秘密の開示を聞いた大人の責任 

i. You must document any concern that a child discloses to you. Write down accurately what 
the child has told you. Sign and date your notes and send them using an Incident Report 

Form to CISV International. CISV International will keep the notes and reports you make in 

a secure place for an indefinite period; they are essential to help us, and the relevant 
authorities, decide what is best for the child, and for evidence if necessary. 

 

ii. When you document a concern, you must take care to make clear what is your personal 
opinion and what is fact. 
 

iii. The Incident Report Form and body chart (to indicate any injury you observe) can be found 
on the Resources section of www.cisv.org . 

 

The information you give about suspected abuse must be accurate and you should make a 

detailed record at the time of the disclosure or when the concern arises. The information you 

give must include the following to the best of your ability: 

 The child's name, age, and date of birth; 
 The child's home contact details; 

 Whether or not you are expressing your own concerns or those of someone else; 

 The nature of the allegation. Include dates, times, any special factors and other relevant 

information; 
 State clearly what is fact, opinion, or rumour; 
 A description of any visible bruising or other injuries using the body chart form to indicate 

the location of such bruises or injury.  

 Details of any indirect signs of possible abuse, ; 

 Details of witnesses to any incident/s; 
 The child’s account, if it can be given, of what has happened and how any bruising or other 

injuries occurred; 

 How the child presented – for instance, were they upset, angry, or scared. 
 If the child was not the person who reported the incident, has the child been spoken to? If so 

what was said? 
 Details of the alleged abuser, if known. 

 
You must submit all relevant evidence with the form. For example, this could be photographs, 
letters, drawings, or screenshots from a social media account. 
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CISV International keeps a record of all incidents reported, inquiries made, and actions taken.  All 

incidents are also summarised anonymously and kept in a database of issues, from which annual 
reports are sent to National Associations for review and further action as needed.  

 

i. 子どもがあなたに開示したあらゆる懸念事項を文書化する必要があります。子ども

があなたに言ったことを正確に書き留めてください。メモに署名して日付を記入

し、インシデントレポートフォームを使用して CISV International に送ります。CISV 

International は、あなたが作成したメモとレポートを無期限に安全な場所に保管し

ます。これらは、私たちと関係当局が子どもにとって何が最善かを決定し、必要に

応じて証拠とするために不可欠なものです。 

 

ii. 懸念事項を文書化するときは、何が自分の個人的な意見で何が事実なのかを明確に

するよう注意してください。 

 

iii. インシデントレポートフォームとボディチャート（観察した怪我の位置を示すた

め）は、http://www.cisv.org の Resources セクションにあります。 

 

虐待の疑いに関してあなたが提供する情報は正確でなければならず、秘密の開示があった

際または懸念が生じた際に詳細な記録を作成する必要があります。提供する情報には、で

きる限り以下の情報を含めてください。 

 子どもの名前、年齢、生年月日。 

 子どもの家の連絡先の詳細。 

 ここで表明しているのは自分の懸念なのか、他の誰かの懸念なのか。 

 申し立ての性質。日付、時刻、特別な要素、その他の関連情報を含めます。 

 事実、意見、噂が何であるかを明確に述べる。 

 ボディチャートフォームを用いた目に見えるあざやその他の怪我の説明。そのような

あざや怪我の場所を示します。 

 虐待の可能性の間接的な兆候の詳細。 

 インシデントの目撃者の詳細。 

 何が起こったか、あざやその他の怪我がどのように起こったかについての子どもの説

明（可能な場合）。 

 子どもがどのように提示したか。たとえば、動揺、怒り、恐怖があったなど。 

 インシデントの報告が子ども本人からでなかった場合は、本人と話したか。話した場

合は、何と言っているか。 

 虐待したと疑われる者の詳細（わかっている場合）。 

 

フォームを使用して、関連するすべての証拠を提出する必要があります。たとえば、写

真、手紙、絵、ソーシャルメディアアカウントからのスクリーンショットなどです。 

 

CISV International は、報告されたすべてのインシデント、行われた調査、および実行され

たアクションの記録を保持します。また、すべてのインシデントを匿名で要約し、問題事

項のデータベースに保管します。このデータベースに基づいてレポートを毎年各国協会に

送り、各国協会にそのレビューと必要に応じてさらなるアクションを求めます。 
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5C. Confidentiality 守秘義務 
 

Responsibilities of any adult in CISV 

CISV における大人の責任 

If you have a reasonable concern for the safety of a child, that concern overrides data 
protection concerns – in other words, you must share it. However, you must still make 
every effort to ensure that confidentiality is maintained for everyone involved – only share 

the concern with those who need to know in order to help address it. This usually includes 

the following people:  
 

 The person making the allegation; 

 The person in charge; 
 The Risk Manager (Chapter and/or National); 

 Parents of the child; 
 Social services/ police/doctor; 
 CISV International. 

 
You should inform parents of concerns unless there is evidence to suggest that informing 
them would place the child at risk of harm or further harm. If that is the case, or if the 

allegation is about the child’s parents, you should not share the information with them 

until you have conferred with the relevant authorities and/or CISV International.  

 
If the allegation is about the Risk Manager or person in charge, you must escalate the 
matter to the level above them (for example, if it is about the Chapter Risk Manager you 

should escalate the matter to the National Risk Manager, if it is about the National Risk 

Manager, you should escalate the matter to the National President or the Regional Risk 
Manager). 

 
Please refer to our Data Protection Guidelines on our website for more information. 

 
All reports sent to CISV International are kept indefinitely. They are kept securely stored in 
a database with restricted access for people at the International Office and the Regional 

Risk Managers and International Safeguarding and Risk Management Advisors who need 
such access 

 

子どもの安全について合理的な懸念がある場合、その懸念はデータ保護の懸念より

も優先されます。つまり、それを共有する必要があります。ただし、関係者全員の

間で機密が保持されるように、あらゆる努力を払う必要があります。問題を解決す

るために知っておく必要のある人とだけ懸念事項を共有してください。これには通

常、以下の人々が含まれます。 

 

 申し立てをする人 

 責任者 

 リスクマネージャー（支部のリスクマネージャー、ナショナルリスクマネージ

ャー） 

 子どもの保護者 

 社会サービス、警察、医師 

 CISV International 
 

https://cisv.org/resources/risk-management-travel-insurance/data-protection-policy/
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通知することで子どもに対して危害のリスクや今後の危害が生じる可能性があるこ

とを示唆する証拠がない限り、その懸念を保護者に通知する必要があります。その

ような証拠がある場合、または申し立てが子どもの保護者に関するものである場合

は、関係当局や CISV International と協議するまで、その情報を保護者に共有しない

でください。 

 

申し立てがリスクマネージャーまたは責任者に関するものである場合は、問題をさ

らに上のレベルの人に上げる必要があります（たとえば、それが支部のリスクマネ

ージャーに関するものである場合は、ナショナルリスクマネージャーに問題を上げ

る必要があります。ナショナルリスクマネージャーに関する場合は、その国の会長

または地域のリスクマネージャーに上げる必要があります）。 

 

詳細については、ウェブサイトのデータ保護ガイドラインを参照してください。 

 

CISV International に送信されたすべてのレポートは無期限に保管されます。これら

はデータベースに安全に保管され、国際事務局、地域のリスクマネージャー、国際

セーフガーディングリードおよびリスクマネジメントアドバイザーといったアクセ

スを必要とする人々にのみアクセスを制限されます。 

  

https://cisv.org/resources/risk-management-travel-insurance/data-protection-policy/
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Procedure 6: Acting on Concerns 

手順 6：懸念事項に対処する 
 

 

6A. If your concern is about something happening now  

懸念事項が今まさに起こっていることである場合 
 

Responsibilities of any adult in CISV 

CISV における大人の責任 

If you have a reasonable suspicion of any form of child abuse that is happening now, you 

must act immediately to protect the child or children from harm. You must report the 

matter to the person in charge (or your Chapter/National Risk Manager if the person in 
charge is the person you suspect is abusing the child). 

 

どのような形であれ児童虐待が今まさに起こっているという合理的な疑いを抱いた

ら、子どもを危害から保護するために直ちに行動しなければなりません。責任者

（または責任者が子どもを虐待している疑いがある場合は支部のリスクマネージャ

ーやナショナルリスクマネージャー）に問題を報告する必要があります。 

 

Responsibilities of the person in charge 

責任者の責任 

i. You must report the matter immediately to the Chapter or National Risk Manager 

(following procedure 5) 
 

ii. You must consider if you need to suspend/remove the suspected abuser pending the 
result of an enquiry or involvement of relevant authorities. You must do this in 
collaboration with your Risk Manager.  (see section below for more on this) 

 

iii. You must work with your Risk Manager to provide all relevant support to the children 
involved and other children and adults in the programme 

 

i. 支部のリスクマネージャーまたはナショナルリスクマネージャーに問題を直ちに報

告する必要があります（手順 5 に従ってください）。 

 

ii. 関係当局の調査または関与の結果が出るまで、疑いのある虐待者を職務一時停止、

追放する必要があるかどうかを検討する必要があります。これは、リスクマネージ

ャーと協力して行ってください。（詳しくは、以下のセクションを参照してくださ

い） 

 

iii. リスクマネージャーと協力して、関係する子どもやプログラムの他の子どもや大人

にすべての適切なサポートを提供する必要があります。 
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Responsibilities of Chapter/National Risk Managers 

支部のリスクマネージャーおよびナショナルリスマネージャーの責任 

i. You must ensure that relevant information is communicated to the National Risk 

Manager(s) of the involved countries. 
 

ii. You must work with the person in charge to determine if the suspected abuser needs to be 
suspended. If the suspected abuser was suspended, then you must monitor and enforce 
the suspension and ensure that an internal enquiry is done and a conclusion reached 

within a reasonable period of time. 
 

iii. You must refer the case to the relevant authorities, if appropriate.  
 

iv. You must follow any local legal requirements to report child abuse concerns to the 

appropriate authorities. 
 

v. If you suspect that any form of criminal behaviour is taking place at a programme, you 

must inform the appropriate local authorities immediately and follow their advice.  
 

vi. You must contact the Regional/International Risk Manager / Safeguarding Lead to 
coordinate any internal enquiry and to prepare for any associated risks (for example, legal 

claims, media attention). 
 

i. 関連情報を関係国のナショナルリスクマネージャーに伝達する必要があります。 

 

ii. 責任者と協力して、疑いのある虐待者を職務一時停止にすべきかどうかを判断する

必要があります。疑いのある虐待者を職務一時停止にした場合、監視して一時停止

が確実に行われるようにし、合理的な期間内に内部調査を行い、結論を出す必要が

あります。 

 

iii. 必要に応じて、ケースを関係当局に持ち込む必要があります。 

 

iv. 児童虐待の懸念をしかるべき当局に報告するには、現地の法的要件に従う必要があ

ります。 

 

v. プログラムで何らかの犯罪行為が発生している疑いがある場合は、しかるべき現地

当局に直ちに通知し、当局のアドバイスに従う必要があります。 

 

vi. 地域のリスクマネージャー、国際リスクマネージャー、セーフガーディングリード

に連絡して、内部調査を行うために調整し、関連するリスク（たとえば、法的要

求、メディアからの注目など）に備える必要があります。 
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6B. If you have reasonable suspicion of any form of child abuse in a child’s home 

country/setting  

どのような形であれ子どもの自国での環境において児童虐待が起こっているとい

う合理的疑いを抱いた場合 
 

Responsibilities of the person in charge 

責任者の責任 

You must report the concern immediately to your Chapter/National Risk Manager 

(following Procedure 5) 

懸念事項を支部のリスクマネージャーやナショナルリスクマネージャーに直ちに報

告する必要があります（手順 5 に従ってください）。 

 

Responsibilities of Chapter/National Risk Manager 

支部のリスクマネージャーおよびナショナルリスクマネージャーの責任 

i. You must ensure that relevant information is communicated to the National Risk Manager 

of the sending country. 
 

ii. You must also submit full details of any such concern to the Regional/International Risk 

Manager / Safeguarding Lead immediately to prepare for any associated risks (for example 
- legal claims, media attention) 

 

i. 関連情報を派遣国のナショナルリスクマネージャーに伝達する必要があります。 

 

ii. また、関連するリスク（たとえば、法的要求、メディアからの注目など）に備える

ために、その懸念事項の詳細を地域のリスクマネージャー、国際リスクマネージャ

ー、セーフガーディングリードに直ちに提出する必要があります。 

 

Responsibilities of Chapter/National Risk Manager of the sending country 

派遣国の支部のリスクマネージャーおよびナショナルリスクマネージャーの責

任 

You must report the concern and send all available documentation and evidence to the 

relevant authority and cooperate with that authority to address the concerns. 

 

関係当局に懸念事項を報告して、入手可能なすべての文書と証拠を送り、懸念事項

に対処するためにその当局と協力する必要があります。 

 

6C. If you have reasonable suspicion that any form of child abuse happened in a CISV 

context in the past:   

どのような形であれ過去に CISV で児童虐待が発生したという合理的疑いを抱いた

場合 
 

Responsibilities of the person in charge 

責任者の責任 

i. You must report the concern immediately to your Risk Manager (following Procedure 5) to 

prevent any further risk of harm to any child or children. 
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ii. You must work with your Risk Manager to provide all relevant support to the child or 

children involved and your staff and leaders. 
 

i. 子どもたちにさらなる危害が及ぶリスクを回避するために、直ちに懸念事項をリス

クマネージャーに報告する必要があります（手順 5 に従ってください）。 

 

ii. リスクマネージャーと協力して、関係する子ども、およびスタッフとリーダーにす

べての適切なサポートを提供する必要があります。 

 

Responsibilities of Chapter/National Risk Manager 

支部のリスクマネージャーおよびナショナルリスクマネージャーの責任 

i. You must work with the person in charge (and Chapter Risk Manager if you are a National 

Risk Manager) to consider if you need to suspend the suspected abuser if they are still 

involved in CISV, pending an official investigation and/or internal enquiry. 
 

ii. You must either refer the case to the relevant authorities for investigation OR refer the 
case to the individual’s National Risk Manager. 

 

iii. You must ensure that relevant information is communicated to the National Risk Managers 
of the involved countries. 

 

iv. You must contact the Regional/International Risk Manager / Safeguarding Lead to 

coordinate any internal enquiry and to prepare for any associated risks (e.g. legal claims, 
media attention). 

 

If the person bringing forward the allegation is an adult who does not wish to report it to the 

authorities that is their choice. CISV must, however, follow up with an internal inquiry to the 
extent possible. 

 

i. 責任者（およびもしあなたがナショナルリスクマネージャーの場合は支部のリスク

マネージャー）と協力して、疑いのある虐待者が CISV にまだ関与している場合、公

式調査や内部調査が行われるまでその人を職務一時停止にすべきかどうかを検討す

る必要があります。 

 

ii. 問題を関係当局に持ち込んで調査を受けるか、またはその人の国のナショナルリス

クマネージャーに上げる必要があります。 

 

iii. 関連情報を関係国のナショナルリスクマネージャーに伝達する必要があります。 

 

iv. 地域のリスクマネージャー、国際リスクマネージャー、セーフガーディングリード

に連絡して、内部調査を行うために調整し、関連するリスク（たとえば、法的要

求、メディアからの注目など）に備える必要があります。 

 

申し立てをした人が大人であり、当局にそれを報告したくない場合、それは本人の選択次

第です。ただし、CISV は可能な限り内部調査を行ってフォローアップする必要がありま

す。 
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6D. Suspension – what it means, when and how to suspend an individual suspected or 

alleged to have breached this policy and procedures. 

職務一時停止：この子どもの保護方針と手順に違反した疑いがある、またはその

ように申し立てられている個人をいつ、どのように職務一時停止するのか 
 

 
 

Responsibilities of Chapter/National/Regional/International Risk Manager / 
Safeguarding Lead 

支部のリスクマネージャー、ナショナルリスクマネージャー、地域のリスクマネー

ジャー、国際リスクマネージャー、セーフガーディングリードの責任 

The act of suspension does not indicate a person’s guilt. An individual must not be 

suspended automatically when there has been an allegation or without careful thought.  

 
Suspension should be considered in any case where:  

 There is cause to suspect a child is at risk of significant harm  

 Or, the allegation warrants investigation by the Police  
 Or, is so serious that it might be grounds for dismissal  

 Or, there are concerns that the person about whom the allegations are made may put 

pressure on, or interfere with, potential witnesses or otherwise impede the enquiry. 
 

If you decide to suspend someone, you must communicate in writing to the person being 
suspended with a message that includes the following points:  

 The reason/s why they are being suspended (not necessarily including details at this 
point)  

 That suspension does not assume guilt or represent disciplinary action. It is a neutral 
step.  

 That they are not allowed to have contact with members of CISV during the 
suspension – to the degree that is possible and realistic; for example, if their close 

family are CISV members, this has to be taken into consideration. 
 That the enquiry will be done as fast as possible, and the suspension will be reviewed 

monthly to avoid it becoming unnecessarily protracted.  
 That they are not allowed to represent themselves as a member of CISV during the 

suspension.  

 Who will be the single point of contact during this suspension (usually your Chapter or 

National Risk Manager).  
 If relevant, they must hand in all materials owned by CISV for the duration of the 

suspension (keys, computer, bank access devices, etc.)  

 Who in their NA/Chapter will manage the situation. 
 

You must then make a plan for how to monitor and enforce the suspension, and you will 
need to remove their access to CISV IT systems. 

 

職務一時停止をしたからといって、その人に犯罪行為があったことを意味するわけ

ではありません。申し立てがあったとき、または注意深く考慮せずに、個人が自動

的に職務一時停止にされてはなりません。 
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次のような場合は、職務一時停止を検討する必要があります。 

 子どもが深刻な危害を被るリスクがあると疑う理由がある場合 

 申し立てが警察による調査の正当な理由となる場合 

 それが解雇の根拠になるかもしれないほど深刻な場合 

 申し立ての対象となった人物が目撃者となりうる人に圧力をかけたり妨害す

る、あるいは調査そのものを妨害する懸念がある場合 

 

人を職務一時停止にする際には、次の点を含んだメッセージを本人に書面で伝える

必要があります。 

 職務一時停止にする理由（この時点では詳細は必要ありません）。 

 その職務一時停止は、犯罪行為があったと想定したり、懲戒処分を表すもので

はなく、これは中立的なステップである旨。 

 職務一時停止中に、本人が CISV のメンバーと連絡を取ることは許されていない

旨。ただしこれは、可能な限り現実的な範囲で適用されます。たとえば、近親

者が CISV のメンバーである場合、この点を考慮する必要があります。 

 調査はできる限り迅速に行われ、職務一時停止が不必要に長引くことを避ける

ために毎月見直される旨。 

 職務一時停止中、彼らが CISV のメンバーとして代表することは許されていない

旨。 

 この職務一時停止中の連絡窓口となるのが誰か（通常は支部のリスクマネージ

ャーまたはナショナルリスクマネージャー）。 

 必要に応じて、職務一時停止期間中、CISV が所有するすべての資料（鍵、コン

ピュータ、銀行へのアクセスなど）を提出する必要がある旨。 

 この状況を管理するのは支部や各国協会の誰か。 

 

その後、職務一時停止を監視して確実に行われるようにする方法について計画を立

てる必要があります。また、本人の CISV IT システムへのアクセス権を解除する必要

があります。 

 

6E. How to conduct an enquiry into a child protection concern or allegation 
子どもの保護に関する懸念や申し立てを調査する方法 

 

 

 

Responsibilities of Chapter/National/Regional/International Risk Managers and 

Safeguarding Lead 

支部のリスクマネージャー、ナショナルリスクマネージャー、地域のリスクマネー

ジャー、国際リスクマネージャー、セーフガーディングリードの責任 

 

Any internal child protection enquiry will be based on the following principles: 

i. We always defer to official/formal investigations by relevant authorities, if such 

investigations are undertaken. For example, if the police are investigating, we ask them to 
let you know when or whether we can make enquiries. 
 

ii. Any decision we make considers the best interest of the child (ren) and is in accordance 

with laws and best practices relevant to the particular countries involved. 
 

iii. We ensure that we get and consider all relevant perspectives. 
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iv. We always consider cultural differences and alternative explanations, where relevant, but 

we will not tolerate breaches of this policy and these procedures or of the Adult Code of 
Behaviour. 

 

v. We always allow the accused person to respond to the concerns. 
 

vi. We follow relevant laws and best practices in regards to data protection and 
confidentiality 

 

vii. All internal enquiries must be fully disclosed to the International Risk Manager / 

Safeguarding Lead or Regional Risk Managers of CISV International. 
 

viii. In case of serious issues, internal enquiries will be coordinated by the relevant Regional 

Risk Managers. 
 

CISV International will review all Incident Reports received and will determine whether any 

further action is required. The International Risk Manager / Safeguarding Lead and 
Regional Risk Managers will take the lead on any inquiry into child protections concerns or 

allegations conducted by CISV International. They may request that a programme 

committee, National Association, or other party make inquiries and report back on the 
results.  The International Risk Manager / Safeguarding Lead and Regional Risk Managers 
may then advise on specific actions.  In serious cases, the International Safeguarding Lead 

will consult with the Secretary General to determine the best course of action and they will 
notify the International Board. 

 

子どもの保護に関する内部調査は、次の原則に基づいて行います。 

i. そのような調査が行われる場合、私たちは関係当局による公式、正式な調査に常に

従います。たとえば、警察が捜査している場合は、自分たちの調査を行ってもよい

か、いつならよいかを尋ねます。 

 

ii. 私たちが下す決定は、子どもの最善の利益を考慮し、関係する特定の国において適

切な法律とその国でのベストプラクティスに従います。 

 

iii. 私たちは、適切なすべての視点を得、考慮するようにします。 

 

iv. 私たちはそれが適切な場合は常に文化の違いと代わりの説明を考慮しますが、本書

の方針と手順、または大人の行動規範の違反を容認することはありません。 

 

v. 私たちは常に申し立てられた人がその懸念に返答することを許可します。 

 

vi. 私たちはデータ保護と機密保持に関して、関連する法律とベストプラクティスに従

います。 

 

vii. すべての内部調査は、CISV International の国際リスクマネージャー、セーフガーディ

ングリード、または地域のリスクマネージャーに完全に開示されなければなりませ

ん。 

 

viii. 深刻な問題が発生した場合は、関連する地域のリスクマネージャーが内部調査を調

整します。 
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CISV International は受け取ったすべてのインシデントレポートを確認し、さらにア

クションが必要かどうかを判断します。国際リスクマネージャー、セーフガーディ

ングリード、地域のリスクマネージャーは、CISV International が実施する子どもの

保護の懸念または申し立てに対するあらゆる調査を主導します。彼らは、国際のプ

ログラム委員会、各国協会、または他の関係者に問い合わせを行い、結果を報告す

るよう要求する場合があります。その後、国際リスクマネージャー、セーフガーデ

ィングリード、地域のリスクマネージャーが特定のアクションについて助言するこ

とがあります。深刻なケースでは、国際セーフガーディングリードが国際事務局長

と相談して最善の行動方針を決定し、ガバニングボードに通知します。 

 

6E. Framework for who makes decisions and how on the suspension/removal or 

permanent exclusion of a (suspected) abuser 
（疑いのある）虐待者の職務一時停止、追放または永久追放の方法を誰が決定するかとい

う枠組み 
 

Responsibilities of Chapter/National Risk Manager 

支部のリスクマネージャーおよびナショナルリスクマネージャーの責任 

i. You make the initial decisions in cases where someone must be immediately removed, 

reported, or suspended to avoid further risk of harm to children. 
 

ii. With your Chapter/NA Board, you must determine, according to your legal structure, who 

can make the decision to impose sanctions (suspension, exclusion, etc.) on individuals in 

your Chapter/NA and how such a decision must be reached to meet National and local 

laws. (Chapter Risk Managers must inform their National Risk Manager of any 

consideration or decision to suspend or remove an individual.) 
 

iii. Final decisions on sanctions (for example, if a person is banned or suspended from CISV) 

are taken either following the advice of the involved authorities or on the conclusion of an 
internal enquiry, or both. 

 

iv. If you determine that the behaviour of an individual has been judged based on cultural 
misunderstandings or similar, then you should make sure that the consequence reflects an 

educational approach.  You should aim to repair any damage done and enable successful 
mediation and better understanding and respect for cultural differences in the future. 

 

i. 子どもへのさらなる危害のリスクを回避するために該当者を直ちに追放、報告、ま

たは職務一時停止する必要がある場合は、初動の決定を行います。 

 

ii. 支部委員会、運営委員会、理事会とともに、法制度に基づいて、支部や各国協会の

誰が制裁措置（職務一時停止、追放など）の決断を下すのかを決め、その決定が国

や自治体の法律、条令に準じているかを見極める必要があります（支部のリスクマ

ネージャーは、個人を職務一時停止または追放することを検討している場合、ある

いは決定した場合は、ナショナルリスクマネージャーに知らせる必要がありま

す）。 

 

iii. 制裁に関する最終決定（たとえば、ある人を CISV への参加禁止または職務一時停止

にする場合など）は、関係当局の助言、または内部調査の結論、あるいはその両方

に基づいて行われます。 
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iv. 個人の行動が文化的な誤解などに基づいて行われたと判断された場合は、それに対

する対応が教育的アプローチを反映している必要があります。そのことによって起

きた被害を修復し、調停を成功させ、今後彼らが文化の違いをよりよく理解し、尊

重できるようにする必要があります。 

 
 

6F. List of Excluded Individuals 除外すべき個人のリスト 

i. CISV International has a List of Excluded Individuals, which is available for National Risk 
Managers. This list contains the names of people CISV has banned or suspended from any 

involvement or affiliation with CISV. 
 

ii. NAs must provide names of individuals they have banned or suspended from the NA or any 
of their Chapters to the International Risk Manager / Safeguarding Lead with a report of 

what happened and how the conclusion was reached. 
 

i. CISV International には、ナショナルリスクマネージャーが閲覧できる除外すべき個

人のリストがあります。このリストには、CISV が CISV への関与または連携を活動禁

止または職務一時停止した人の名前が書かれています。 

 

ii. 各国協会は、その国や支部で活動禁止または職務一時停止された人がいる場合は、

その名前、何が起こったか、どのようにしてその結論に達したかについて、国際リ

スクマネージャー、セーフガーディングリードに報告する必要があります。 

  

  



Our first priority is the welfare and safety of children. If a child is in immediate danger of harm of abuse you must 

act immediately to protect them from danger. 

 

CISV International 

Info File Document CPP 
50 

Appendix 1  Adult Code of Behaviour 

付録１ 大人の行動規範 
 
This Code of Behaviour applies to all adults in CISV as well as to Children in roles of trust and 
responsibility, e.g. Junior Counselors and people in Junior Branch Leadership Positions.  

This Code helps CISV to provide a positive, inclusive and welcoming environment that reflects our values 

and where everyone feels safe, supported and respected.  

 

I WILL ALWAYS:  

1. Put the safety and welfare of the children in CISV as my first priority.  
2. Help create a culture where children feel safe  
3. Encourage children to speak out and bring up any concerns they have. 

4. Listen to the voices of children 
5. Treat everyone with courtesy, dignity and respect. 
6. Recognize that as adults we are role models at all times and we set the tone for what is 

acceptable  

7. Model positive behaviours that reflect the values of CISV:  Friendship, Inclusiveness, 
Enthusiasm, Engagement and Cooperation.  

8. Follow CISV rules, especially the Behaviour Policy and the Child Protection Policy (see especially 
Procedure 4: Communicating with and about Children). 

9. Recognize that my behavior, both in person and online, affects the reputation of CISV 

10. Use appropriate language and behaviour in all forms of communication.  
11. Report all concerns about inappropriate or forbidden behaviours immediately to the Person in 

Charge.  

12. Avoid physical contact or displays of intimacy that could reasonably be perceived as 

inappropriate or an abuse of power or trust.   

13. Challenge others on behaviour that I feel is against our Code of Behaviour and be open to be 
challenged by others on my behaviour. 

 

 

I understand and agree to follow this Code of Behaviour at all times. I understand that violating this Code 

may result in serious consequences including temporary or permanent removal from an activity or a 

programme, and/or suspension or termination of my CISV membership. 

 

 

Signature/Date: ______________________________ 
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付録１ 大人の行動規範 
 

この行動規範は、CISV に所属するすべての大人と、信頼と責任を担う立場にある子ども（ジュニ

アカウンセラーとジュニアブランチのスタッフ側になる人）に適用されます。 

 

この規範は、CISV が私たちの価値観を反映し、誰もが安全で、サポートされ、尊重されていると

感じられる、前向きで、インクルーシブな（排他的でない）環境を提供するのに役立ちます。 

 

私はいつも： 

1. CISV の子どもの安全と福祉を最優先事項とします 

2. 子どもが安心できる文化を作る手助けをします 

3. 子どもが声を上げ、懸念事項について話せるようにします 

4. 子どもの声を聞きます 

5. 誰に対しても、礼儀正しく、尊厳と敬意を持って接します 

6. 自分が、大人として常にロールモデルであることを自覚し、皆に受け入れられる行動様

式を決めます 

7. CISV の価値(友情、排他的でないこと、熱意、関わりおよび協力)を反映する前向きな行動

のモデルになります 

8. CISV ルール、特に行動規範と子どもの保護方針（特に「手順 4：子どもとのコミュニケ

ーション」）を守ります 

9. 私の行動やオンラインでの振る舞いが CISV の評判に影響することを認識します 

10. あらゆるやり取りにおいて、適切な言語と行動を使用します 

11. 不適切または禁止行為の疑いがあれば、責任者に直ちに報告します 

12. 不適切または権力や信頼の乱用と合理的に認識されうる、身体的接触や親密な関係を表

に出すことはしません 

13. 他人の行動がこの行動規範に反していると感じられる場合にはそれを指摘し、私の行動

について他人から指摘を受けることを受け入れます 

 
 

私は常にこの行動規範に従うことに同意します。この行動規範に違反すると、CISV の活動または

プログラムからの一時的または永久的な追放、および/または CISV メンバーシップの一時停止ま

たは剥奪を含む深刻な結果が生じる可能性があることを理解します。 

 

 

 

署名・日付：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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Appendix 2  Definition of Bullying 

付録２ いじめの定義 
 
 
In addition, bullying is a form of child abuse although often, but not always, the person who is the 

bully is also a child.  

 
Bullying is repeated behaviour that is intended or likely to cause a person to feel excluded, afraid or 

upset. Be aware that pranks can easily go too far and become bullying. 

 
There are four types of bullying:  

 Physical - using your body or objects to hurt someone 

 Verbal - using words to hurt someone 

 Social (relational) – using friends or relationships to hurt someone (e.g. by excluding them) 

 Cyber - using communication technologies e.g. social networks, text or instant messaging, email, 
websites etc. to hurt someone 

 

（他の児童虐待の態様に加え）、いじめは児童虐待の一形態ですが、いじめを行う人も子どもで

あることが多い（必ずそうだとは限りませんが）ことが、特徴です。 

 

いじめとは、人が疎外されたり、恐れたり、動揺したりするように意図されている、またはその

原因となる行動を繰り返し行うことです。いたずらは、しばしばやり過ぎとなり、いじめになり

やすいことに注意してください。 

 

いじめには 4 つのタイプがあります。 

 身体的－身体や物を使用して誰かを傷つける 

 言語－人を傷つける言葉を使う 

 ソーシャル（リレーショナル）－友人や人間関係を利用して誰かを傷つける（例：仲間は

ずれ） 

 サイバー－通信技術（SNS、ショートメッセージ、インスタントメッセージ、電子メー

ル、ウェブサイトなど）を使用して誰かを傷つける 

 


