
平成２８年度に実施された研究等について

（子どもの虹情報研修センター）

子どもの虹情報研修センターでは、センターが実施する研修で得られた情報

の分析や児童虐待に関する文献研究、さらには児童福祉現場における臨床研究

をはじめとして、今日的に重要と思われる課題についての研究を行い、成果を

センター研修に活かすとともに、現場で役立てていただくことを目指していま

す。

Ⅰ．平成28年度に発行した研究報告書

センターでは、研究結果を多くの方に利用してもらうよう、これまでに発行

した研究報告書全てについて、研究代表者（もしくは研究協力者）に研究報告

書紹介を執筆していただき、冊子「研究報告書全紹介」を作成しています。こ

の「研究報告書全紹介」及びすべての研究報告書は、センターホームページ（若

しくは援助機関向けホームページ）でも読めますのでご参照ください。

以下では、平成 28 年度に発行した（平成 27 年度実施の）研究報告書につい

て、紹介します。

児童虐待に関する文献研究

「精神障害をもつ保護者による虐待」

研究代表者 長尾 真理子

本研究は、「子ども虐待」に関する文献の概観・分析を目的とした継続研究で

ある。本報告書では、「精神障害をもつ保護者による虐待」をテーマに、4 つの

視点から文献研究を行なっている。まずは、先行研究の全体的な概観を行なっ

た。ここでは、親の精神障害は虐待のリスク因子の 1 つであること、児童相談

所が扱った児童虐待事例を対象とした調査では約3～6割の保護者が心身に何か

しらの問題を抱えていることなど、これまでに明らかになっている知見につい

てまとめている。次に、妊娠中のアルコールや覚醒剤等の摂取が子どもの認知

的・行動的問題に及ぼす影響について、海外の文献を中心に概観している。そ

して、これまでの研究において、妊娠中のアルコールや薬物の摂取が、子ども

の認知機能低下を引き起こすこと、行動や適応の問題に関連があることが明ら

かにされていることを示した。3つ目は、児童相談所の事例集である「児童相談

事例集」を対象に、精神障害を抱える養育者の虐待事例 137 例について分析し
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た。最も多かったのは「アルコール使用障害」であり、次いで「パーソナリテ

ィの異常」、「統合失調症」などの事例が続いている。最後に、平成 24・25 年度

に発表された自治体による死亡事例検証報告書のうち、加害者である保護者に

精神障害があった事例 19 例について検討している。それにより、支援機関が関

わっているもののタイミング良く変化を捉えることが難しいこと、アセスメン

トの精密度を上げる必要性があることなどを明らかにした。

なお本研究においては、多くの文献や事例を対象とするため、明確な診断名

がついていなくても精神障害の疑いがあるとされている事例等も含んでいる。

さらに、2014 年および 2015 年の児童虐待に関する文献一覧を掲載しているの

で参考にされたい。

本研究は子ども家庭相談事業および要保護児童対策地域協議会の調整機関に

携わる職員の専門性の向上、及び要保護児童対策地域協議会の専門性の向上を

図るため、それぞれを対象とした研修を企画、実施しながら、効果的な研修教

材の開発と人材育成体系の構築を目指したものである。平成 26 年度から 3年計

画として行なわれており、第１報では「包括的アセスメント力」の育成を図る

ための研修教材の開発につて報告した。今回の第２報においては、「ケースカン

ファレンスを行う力」の向上を目的とした研修のあり方を検討し、そのために

有効な教材の開発を行った。

有効な研修方法と教材作成のために、まず第１ステップとして課題探索的な

研修を行い、その結果を踏まえて作成された研修教材を用いて第２ステップと

して効果確認のための研修を行った。

研修受講者からは、それぞれの研修の効果についてフィードバックしてもら

い、それに基づいての検討を行った。その結果、ケースカンファレンスの演習

として次のような方法や教材が有効であることが確認された。

① 模擬事例を活用しての初期対応の演習

② 多機関合同での模擬ケースカンファレンスの演習

③ 事例のまとめシートを活用した資料作成演習

④ 事例を短時間で報告する演習

研究を進める過程で、ケースカンファレンスの質的向上を目指すために有効

市区町村児童家庭相談における人材育成モデルについての研究

（第 2報）

ケースカンファレンスの質的向上を目指した研修と教材の開発について

研究代表者 宮島 清（日本社会事業大学専門職大学院）
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な研修を実施するための教材開発を進めた。研修で使用した教材をさらに充実

させて作成したものを、報告書の中に「付属資料 要保護児童ケースのための

ケースカンファレンス・トレーニング」として掲載している。

本研究は 3 年をかけた研究の最終年の報告書である。児童虐待対策の全般的

な課題点を整理し、いくつかのテーマに絞ってその課題を克服するための具体

的な方向性や方法の提言を試みている。

1 児童虐待の防止制度を構築していくうえでの理念

包括的理念と、政策を進める上での重要な政策理念について提示する。

2 児童虐待対策における課題点とその解決策に向けた提言

①24 時間通告受理と、安全確認のありかた及び役割分担について

②児童相談所の体制強化について

③児童相談所の介入と支援役割の矛盾、保護者支援の向上について

④家族再統合支援に係る条件、機関連携、親子関係再構築機能の向上、改善

について

⑤施設からの自立に向けた対策の整備、拡充

3 医学医療の発展への課題

今後医学医療関係者が、取り組みを進めるための方向性を提示する。

①医学医療の役割の見直し

②子どもの心身の健康障害の精査と治療の実施

③医学的研究の推進

④虐待医療を進める制度整備

4 虐待保健の発展への課題

医療保健モデルで虐待を理解し対策を再構築して、系統的に事業化・体制整

備し、人材育成を行う必要がある。

①虐待保健の役割の見直し

②子どもの心身の健康の精査と推進の実施

5 一時保護及び一時保護所について

今後の一時保護所の活用に関わっての方向性を提示する。

①一時保護をめぐる児童相談所と保護者の対立

②一時保護の判断の違いをめぐって

今後の児童虐待対策のあり方について

（３）虐待対策における課題解決のための具体策の提言

研究代表者 津崎 哲郎（花園大学）
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③一時保護の活用

6 統計について

統計処理が持つ問題点と今後の取り組みの方向性について提示する。

7 教育分野

教員初任者研修の実情をレポートし提言を行う。

8 市町村体制の強化と課題

市町村の養育支援体制、要保護児童対策地域協議会の方向性を提示し、アメ

リカ・ワシントン州の取り組みを紹介する。

2004 年に児童福祉法が改正され、市区町村が児童虐待対応の窓口になるとと

もに、要保護児童対策地域協議会（以下、要対協）が法定されて、すでに 10 年

以上が経過している。この間に、各市区町村では様々な工夫を繰り返して、相

談体制の構築や要対協運営の活性化を図ってきた。しかし未だに相談体制が整

わず、要対協の効果的運営に至っていない自治体もみられる。本研究は全国で

先進的あるいは特徴がある取り組みを実施していると思われる自治体を選定し、

ヒアリングを行うことで、市区町村の児童家庭相談実践の現状と課題を整理し、

参考になる事例を周知することを目的とした。2 年目にあたる本年度は、人口

20 万以上の市（政令市、児童相談所設置市を除く）9 市のヒアリングを実施し

た。

ヒアリング実施自治体はいずれも専門職員複数を含む常勤職員が多く配置さ

れており、人口規模を活かした充実が図られていた。またその職員が地域を分

担して担当する体制も構築されていた。この地域割りは、合併前の旧村、保健

センターエリア、中学校区など、それぞれの工夫が見られた。これに合わせて、

要対協実務者会議のエリア細分化も図られており、それぞれに定期的な会議を

開催することで、小エリアでの密度の濃い協議が行える工夫がこらされていた。

課題として共通に語られていたのは、関係機関が対応を市に頼ってしまう傾

向、進行管理ケースが多いため丁寧な見直しができないこと、会議が情報を報

告しあうだけに終わってしまう傾向、事例に関与していない関係機関の参加意

欲の低下、調整機関の担当者が相談対応もすることでの難しさなどが指摘され

た。

児童相談所との関係においては、児童相談所の判断にゆだねる段階から、自

市区町村における児童家庭相談実践の現状と課題に関する研究

第 2報

研究代表者 川松 亮（子どもの虹情報研修センター）
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立して独自に判断しながらも双方が協働できている関係までの発展段階がある

ことが推察された。

いずれの自治体もそれぞれ異なる経緯を持っているが、その自治体にあった

取り組みを構築しようという職員の熱意とそれを受け止める市の姿勢があって

発展してきたことが感じられた。

Ⅱ．研究紀要

子どもの虹情報研修センター紀要 No.14 （2015）

○発刊にあたって （川﨑二三彦）

○論文

「子どもの命と成長発達を守る

―新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告書と児童福祉

法等改正を踏まえて― 」（松原康雄）

○研修講演より

講義「虐待を受けた子どもの回復と育ちを支える生活の中の支援」

（内海新祐）

講義「多機関コーディネートのあり方」（宮島清）

講義「虐待ハイリスクケースの親グループ支援」（鷲山拓男）

○実践報告

「ひとりひとりの主体的な自立を支えるために」（早川悟司）

「退所後に抱える困難とアフターケアの現状」（高橋亜美）

「子どもの性問題への対応」（山口修平）

「特定妊婦への支援における保健・児童福祉司・医療の連携」

（荻田和秀）

○エッセイ

「つなぐ願い

―第10回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーを終えて―」

（増沢高）

○事業報告

「平成27年度専門研修の実績と評価」

「研究部研究概要紹介」

「平成 27 年度の専門相談について」
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Ⅲ．平成 28 年度の研究

平成 28 年度には、以下の研究を行いました。研究報告書は、完成後に順次児

童相談所等に送付し、センターのホームページにも随時アップする予定です。

（１）文献研究

児童虐待に関する文献研究

「子どもの貧困と虐待」

研究代表者 川松 亮（子どもの虹情報研修センター）

本研究は、「子ども虐待」に関する文献の概観・分析を目的とした継続研究で

ある。平成 28 年度は「子どもの貧困と虐待」に関する文献の収集と整理を行っ

た。大きく海外と日本の文献に分けて分析を行った。

海外の文献は、1989 年以前という早い時期から見られるが、その後も量的に

は増加しており、2010 年以降も同様に推移していることが伺えた。2016 年 9 月

5 日の時点で、データベースから 2752 件の文献がヒットした。

特に 2010 年以降という、比較的新しい時期の論文群に注目し、最近の知見等

が包括的にまとめられている、OECD のレポート“Economic Determinants and

Consequences of Child Maltreatment”と、Child Abuse & Neglect 誌などに

掲載された数点の論文の内容について、最新の動向、認識、研究方法、研究結

果、課題などを探ることとした。

OECD の論文によれば、子ども虐待に影響を及ぼすリスクとして、経済的リソ

ースが重要な役割を担っていることは多くの研究が明確に指摘しているものの、

現状として、その因果関係を示すエビデンスは（皆無ではないが）まだまだ少

なく今後の課題であるとされていた。他の論文からは、虐待とそのアウトカム

を分析する場合、貧困は多くの場合コントロールされる要因であり、いつかの

研究からは重要な仲介要因として経済状況が位置づけられていることが分かっ

た。縦断データに基づいて分析された研究においても経済的要因は虐待と関連

していることが見えた。

一方、日本の論壇上で子どもの貧困と虐待に関する指摘が始まるのは、1990

年代に入ってからだがまだまだ少数であった。2008 年前後に「子どもの貧困」

をめぐる議論がわが国で巻き起こり始めるのと同時期に、貧困と虐待との関連

性に触れた論文が集中して発表され始めた。その論拠となる調査はまだ多くは

ないが、いくつか公表されている。これらの論文の中では、貧困だけではなく

複合的な要因が指摘されており、家族形態・学歴・就労状況・夫婦関係・社会

的孤立などとも絡めながら議論が展開されている。また、虐待の重症度が高い
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ほど背景に経済的困難が見られることも合わせて指摘されている。

児童虐待に関する法学文献の収集整理を行う本研究は、これまで第 6 期まで

の報告書を発行してきている。昨年度は第７期（２０１２年４月～２０１４年

３月）における児童虐待に関する法制度及び法学文献・資料の研究を行った。

内容としては、①法令（法律・通知等）、②判例、③法学文献、④統計資料を

対象に、その動向を分析し、併せて主要文献資料等の紹介・解説を付した。こ

れにより、児童虐待対策において法学分野が果たした役割を明らかにした。

第７期の研究は、平成２７年度・平成２８年度の２年計画で遂行したが、そ

の２年目にあたる昨年度は、報告書の執筆を中心として研究を進め、7回の研究

会を開催して報告書を完成することができた。

（２）課題研究

本研究は子ども家庭相談事業および要保護児童対策地域協議会の調整機関に

携わる職員の専門性の向上、及び要保護児童対策地域協議会の専門性の向上を

図るため、それぞれを対象とした研修を企画、実施しながら、効果的な研修教

材の開発と人材育成体系の構築を目指したものである。平成 26 年度から 3年計

画として行なわれており、第１報では「包括的アセスメント力」の育成を図る

ための研修教材の開発につて報告し、第２報では、「ケースカンファレンスを行

う力」の向上を目的とした研修のあり方を検討した。今回の第３報においては、

「コーディネート」を中心とした研修の在り方を検討し、そのために有効な教

材の検討も行った。

有効な研修方法と教材作成のために、まずコーディネートについての考え方

を研修の中で解説し、研修生からのフィードバックを得て、「コーディネートの

構造」などについての考え方の整理を行った。次に、その考え方を踏まえての

演習を行い、コーディネートについての有効な研修の在り方を検討した。

市区町村児童家庭相談における人材育成モデルについての研究

（第 3報）

研究代表者 宮島 清（日本社会事業大学専門職大学院）

児童虐待の援助法に関する文献研究

児童虐待に関する法制度及び法学文献資料の研究

研究代表者 吉田 恒雄（駿河台大学）
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研究を進める過程で、コーディネートのために有効な研修を実施するための

教材開発を進めた。

全国で先進的あるいは特徴がある取り組みを実施していると思われる自治体

を選定し、ヒアリングを行うことで、市区町村の児童家庭相談実践の現状と課

題を整理し、参考になる事例を周知することを目的とした研究を実施した。3年

目となる平成 28 年度は、政令市の区と児童相談所設置市を対象とし、７区２市

を訪問してヒアリングした。

まず、全国 20 政令市に区の相談体制に関するアンケートを実施した。その結

果によると、区に要対協の調整機関を設置している政令市が 20 市中 16 市あっ

た。区の実務者会議はすべての政令市で実施されており、毎月開催が 9 市に上

った。

ヒアリング調査では、比較的大きく歴史のある政令市において区の相談体制

構築がようやく始動しているが、児童相談においては児童相談所に委ねる傾向

が見られた。それに対して、平成 17 年以降に政令市となった自治体の中には、

児童相談所設置と同時に区の相談体制整備が進み、児童相談所との協働関係も

構築されている自治体が見られた。

次に、中核市の中で児童相談所設置市となっている横須賀市と金沢市にヒア

リングを行った。両市は、要対協の事務局を児童相談所に置くか本庁に置くか

という相違があったが、いずれも歴史的な地域の取り組みをベースに児童相談

所が設置されてきており、子育て支援と介入機能を一体で実施することが有効

との評価をされていた点が共通であった。

わが国における虐待死亡事例の中では、0歳児、とりわけ 0日 0か月児の割合

が一貫して高くなっていることが、「社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護

事例の検証に関する専門委員会」が公表している「子ども虐待による死亡事例

市区町村における児童家庭相談実践の現状と課題に関する研究

～政令市の区と児童相談所設置市編～

研究代表者 川松 亮（子どもの虹情報研修センター）

嬰児殺に関する研究

研究代表者 川﨑 二三彦（子どもの虹情報研修センター）
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等の検証結果等について」によって明らかになっている。したがって、0歳児の

死亡をなくしていくことは、虐待死を克服する上での大きな課題と言える。し

かしながら、こうした事例については、出生直後、もしくは出産後間もない事

件であること、関係機関の関与も少ないことなどから、その実態が十分に把握

できているとは言い難い現状にある。

そこで、嬰児殺(0 歳児の虐待死)について、公判の傍聴などを含む詳しい実情

把握を行い、その発生要因や防止策を検討することを目的として本研究を行っ

た。

1. 新聞データ検索システムおよびインターネットサイト Yahoo ニュースを利

用し、嬰児殺（0歳児の虐待死）事件を収集。

2. 嬰児殺（0歳児の虐待死）事例、12 事例の公判を傍聴し、記禄を整理。

3. 以下の 6 事例について事例検討（平成 27 年度に行った研究会では、6 事例

について事例検討を行っており、継続研究として残り 6事例について、平成

28 年度に実施した）。

① 岡山県岡山市の事例（H26.12 発生）：H27.7 公判傍聴

② 宮崎県仙台市の事例（H26.12 発生）：H27.11 公判傍聴

③ 宮崎県都城市の事例（H26.6 発生）：H27.9 公判傍聴

④ 鳥取県倉吉市の事例（H27.5 発生）：H28.1 公判傍聴

⑤ 大阪市住吉区の事例（H26.1 発生）：H28.2 公判傍聴

⑥ 愛知県豊橋市の事例（H24.2 発生）：H28.2 公判傍聴

本研究は 2年間の計画で実施し、初年度にあたる平成 28 年度は全国の中央児

童相談所（69 所）に対する質問紙調査を実施して、弁護士の果たすべき役割や

課題等について集約することを目的とした。

全国全ての中央児童相談所から質問紙による回答を得ることができ、回収率

は 100％となった。

調査結果によると、全ての中央児童相談所で弁護士への相談体制がとられて

おり、児童相談所に弁護士が配置されている自治体が 61 自治体あり、常勤弁護

士配置が 4自治体、非常勤弁護士配置が 9自治体、他の自治体においては契約

弁護士がとられていた（一部併用在り）。

施設入所承認審判や親権制限審判など被虐待相談を中心とした家事審判事件

児童相談所における弁護士の役割と位置づけに関する研究

研究代表者 影山 孝（東京都児童相談センター）
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については、申立書作成については半数以上で弁護士に作成を依頼しており、

審問段階でも約半数の自治体において弁護士が関与していた。しかし、触法少

年の家裁送致案件で、弁護士が関与している割合は 1 割弱であり、関与自治体

の大半は常勤弁護士配置自治体であった。

弁護士配置については、勤務条件（報酬）が一番大きな課題としているが、

服務関係（兼業制限）をどのように考えていくのかも大きな課題となっている。

児童相談所の非常勤又は契約弁護士が当該自治体に対する事件を取り扱う場合

の利益相反の課題が存在することがわかった。

児童相談所が弁護士に依頼したい業務は、文書作成、面接、相談に関する相

談が多かった。家庭裁判所における司法手続きの申立書等の作成を弁護士に依

頼することで審判における要点を押さえたものとなるなど、裁判手続きになじ

むものとなる可能性は高い。一方で、保護者に対して子どもの一時保護や施設

入所についての説得をおこなったり、虐待環境の改善を促したりすることは、

児童相談所本来のケースワークとしておこなうことであり、こうした保護者と

の面接や相談援助活動に対して弁護士の活用を期待するのは児童相談所自体の

相談対応力の低下をきたすおそれがあり、注意が必要である。

また、弁護士を常勤配置することで、すべてが解決することではなく、児童

福祉や児童相談所業務に精通した弁護士を確保することが必要である。そのた

めにも児童相談所に配置された弁護士（常勤、非常勤、契約などの形態を問わ

ずに）と弁護士会や弁護士グループとの連携やバックアップ体制をいかに充実

するかが大きな課題となっている。

次年度はいくつかの自治体をヒアリングして、その結果と合わせて、児童相

談所における弁護士の役割と位置付けに関する提言を行いたい。

児童家庭福祉の相談体制を充実させるうえで、児童家庭支援センター（以下

センターという。）は地域に根差した支援を提供できる資源として、その役割の

可能性は大きい。しかし、現状においては地域による取組の格差が生じ、また、

児童相談所及び市町村児童家庭相談所管課と必ずしも適切な役割分担ができて

いるとは言えない。

そこで、今後のセンターの施策展開の基礎的資料づくりを目指して、28 年度

から 2年間、本調査研究を実施した。まず、全国のセンター及び関係行政機関

児童家庭支援センターの役割と機能のあり方に関する研究

研究代表者 川並 利治（花園大学）
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に対して、質問紙調査による取組の現状や体制に関するアンケート調査を実施

し、現状の把握と課題の抽出を基に、全国児童家庭支援センター協議会の協力

も得ながら分析を行った。

課題を整理していく中で、「行政との連携」「要保護児童対策地域協議会」「指

導委託」「里親支援」「専門性の担保」「体制・マンパワー」がセンターの運営・

取組に大きく影響するファクターであるという仮説を立てた。そして、アンケ

ート分析から「行政のセンター認知度」の大きさがスムーズな連携を可能にす

るか否かと相関性が高いことがみえた。

また、児童相談所の「指導委託」は 1センター年平均 4.8 件と、依然として

少ない状況ではあるが、「里親支援」の相談は少なくないことがわかった。

さらに、「今後、職員に身につけてほしいスキル」については、再構築プログ

ラムでもカウンセリング技術でもなく、ベーシックなソーシャルワークと機関

連携を挙げる所属長がほとんどであった。このことは、児童家庭福祉における

相談援助の専門性の尺度は、他ならぬしっかりしたアセスメントができるケー

スマネジメント力とネットワークの構築力であることを意味している。

次年度は先進的な取組みやユニークな取組みを行っている児童家庭支援セン

ターを数か所ピックアップし、ヒアリング調査を行い、より詳細な現状の把握

と課題を整理し、センターの支援のあり方について提言を行う予定である。
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