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平成２４年度に実施された研究等について（厚生労働科研費研究） 

研  究  名 
児童虐待事例の家族再統合等にあたっての親支援プログラムの開発と運用に

関する研究 

主任研究者

名 
加藤則子（国立保健医療科学院統括研究官） 

報告書配布

先 
厚生労働省雇用均等・児童家庭局、全国の児童相談所 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ閲覧

の可否及び

閲覧ｱﾄﾞﾚｽ 

可能 

http://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIDD00.do?resrchNum=2012010

30A 

＜研究概要＞ 

１．研究の背景、目的 

児童虐待を行った保護者に対しては、児童相談所による通報受理、援助方針決定、保護、

措置等の対応が中心となっており、親子関係改善介入や家族の支援といった視点を持つ余

裕が充分にない。熱心な児童相談所においては、保護者支援のためのプログラムを実施し

た経験の蓄積もされている。こういったプログラム実施の現状を最新のものにアップデー

トする必要があるとともに、現場での運用上の問題点についても明らかにする必要が生じ

ているため本研究を行った。 

２．研究の方法 

全国の児童相談所に、自記式アンケート調査を郵送によって行い、郵送またはＦＡＸで

回収した。調査票送付の際には、厚生労働省雇用均等児童家庭局総務課虐待防止対策室か

らの依頼状も同封した。未回収の児童相談所には、虐待防止対策室から電話による督促を

行った。平成24年度のファイルをもとに227カ所(本所 207 支所 3 分室 9 相談室6 駐

在 2）のうち、駐在 2を除く 225 カ所に送付した。207 カ所 （本所 198 支所 3 分室 6）

から回収された。調査内容は、児童相談所の規模等とプログラム導入の状況及び実施上の

課題等とした。 

３．研究の結果 

児童虐待の取り組みに関して様々な職種が係わっていることが分かった。虐待対応チー

ムのあるところは 93 カ所、家族支援チームのあるところは 42 カ所であった。何らかのプ

ログラムを行っているところが半数以上の 116 カ所に上った一方で、厚労省手引きに準じ

た対応にとどまっているところは 75 カ所であった。各プログラムを実施している児童相談

所の数は、コモンセンスペアレンティング 91、サインズオブセーフティアプローチ 51、精

研式ペアレントトレーニング 27、MyTree ペアレンツ 11、PCIT11、CARE11、ファミリーグ

ループカンファレンス 8 等であった。 

プログラムの実施にこぎ着けるケースは虐待対応事例の中で必ずしも多くはなく、ケー

スワークの流れとの関連に留意する必要がある。プログラム実施上の課題が、職員・職場

の要因、人員・人材、プログラムの特質、親側の要因、ケースワーク上の問題などの多方

面から浮かび上がり、具体的な対応策を検討してゆくことの必要性が明らかになった。課

題への対応に関する具体的な事例を整理した内容に、多くの児童相談所に役に立つ情報を

も盛り込んで、ハンドブックを作成してゆくことが必要とされた。 
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平成２４年度に実施された研究等について（日本子ども家庭総合研究所） 

 

研  究  名 
児童相談所における保護者援助のあり方に関する実証的研究 
保護者援助手法の効果、妥当性、評価、適応に関する実証的研究 

主任研究者

名 
山本恒雄（日本子ども家庭総合研究所） 

報告書配布

先 
厚生労働省雇用均等・児童家庭局、全国の児童相談所 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ閲覧

の可否及び

閲覧ｱﾄﾞﾚｽ 

日本子ども家庭総合研究所紀要(全文検索） 

準備中 http://www.aiiku.or.jp/index.htm 

＜研究概要＞ 

虐待理由で施設に入所している児童のうち、平成 23 年度中に児童養護施設から家庭復

帰した事例：719 件、50 日以上の一時保護から家庭復帰した事例：355 件、合計 1074 件

について。23 年度中及び 24 年 11 月までの時点での養育状況について追跡調査を行った。

24 年 11 月の時点での継続調査回答数は 1021 件で 95％の継続回収率となった。各児童相

談所のご協力に感謝します。 
児童相談所が親子分離した事例についての親子関係の修復、養育環境の改善と家庭復帰

までの指導については、施設からの復帰事例で約 5 割、50 日以上の一時保護所からの復帰

事例の約 3 割で段階的親子再接触アプローチが実施されている。 
家庭復帰時点でなお不適切養育に関する課題があり、虐待再発の恐れがあるとされる事

例は施設からの復帰の約半数、50 日以上の一時保護からの復帰で 6 割である。また、保護

者自身の養育に対する認識についても、親子分離中に多岐にわたる変遷がみられ、家庭復

帰時点で必ずしも不適切養育の認識が十分に認められたという状態には無いことも明ら

かとなった。 
児童相談所はこうした事例に対しては、家庭復帰前から復帰後の支援体制を設定し、保

護者と地域機関の接触を開始させていることがわかった。これは家庭復帰が視野に入って

くる段階（短期外泊、長期外泊）から、段階的親子再接触アプローチは、復帰後の在宅支

援プログラムを起動する段階に入らなければならないことを示す。このような事例は、家

庭復帰した後も継続的な指導を受けることになるのだが、事例のおよそ１割強に、家庭復

帰した同一年度内に養育状況の悪化が認められ、それをある程度予測的に識別できる兆候

は、理由の如何を問わず、児童相談所の継続的な支援を拒否した事例であることがうかが

われた（拒否群で 22％それ以外で 2.9％の再発率）。また、指導終結や復帰後の状態良好

とされながら、再通告によって再分離保護となった事例は 0.4％あった。 

2 年目においても 8％強の事例に養育状況の悪化がみられ、4％は指導終結後に再分離保

護～施設入所に至っていた。ただし 1年目と違ってその主たる要因には復帰時とは別の新

しい負因の発生が多くあげられており、初年度のような家庭復帰時の評価とは別の家庭環

境全体の中での養育改善への負荷が発生していることがうかがわれ、生活環境全体におけ

る家庭養育の改善に向かうための支援の重要性がうかがわれた。ケースマネジメントとし

ては、子どもの安全と介入判断に関するリスクアセスメント、家庭養育機能の改善と効果

的な支援のためのニーズアセスメント、復帰後の支援全体の安全を管理するためのリミッ

トアセスメント（リスクアセスメントに戻るための限界吟味）の 3つのアセスメント機能

の重要性(特にニーズアセスメント)が認められた。 
本調査は 25 年 11 月の再調査を目指しており、引き続きご協力をお願い申し上げたい。
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研  究  名 
児童相談所等における保護者援助のあり方に関する実証的研究（５） 

１．児童相談所の業務分析に関する研究（３） 

主任研究者名 才村 純（ソーシャルワーク研究担当部長） 

報告書配布先 厚生労働省雇用均等・児童家庭局、全国の児童相談所 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ閲覧の可

否及び閲覧ｱﾄﾞﾚｽ 
可能 http://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIST00.do 

１．研究の背景、目的 

過去 4 回（1989 年度、1995 年度、2004 年度、2011 年度）にわたり、同一の児童相談所を対象にタ

イムスタディにより児童相談所（20 か所）の業務実態の定量的把握及び経年的変化の精査を行い、児

童相談所の職員の適正配置を図るための基礎的資料を提供してきた。しかし、これらの調査は、平均的

な 1 日についてのタイムスタディであり、日常的に発生するとは言えないが、一旦発生すると膨大な業

務量を必要とする業務については把握できていない。児童相談所の業務内容や業務量を適切に把握する

には、これらの業務についても定量的に把握する必要がある。 

２．研究の方法 

全国の児童相談所（岩手県、宮城県、福島県を除く）を対象に、下記の業務内容をインシデントスタ

ディにより量的に把握した。加えて、参考値として各インシデントにおける人件費を試算し、人材配置

に必要なコストに関する基礎的なデータを提供することとした。 

○対象としたインシデント：①立入調査、②職権一時保護（保護決定以降）、③児童福祉審議会の意

見聴取、④行政不服申し立て、⑤臨検・捜索、⑥その他 

３．研究の結果 

(1)調査票発送箇所数 208 か所、有効回答箇所数 118 か所、有効回答率 56.7％ 

(2)インシデントにより業務量(必要な時間、従事した人数)及びコストに顕著な差が見られる。 

（例えば、最大の 28 条申立ては 182 時間（39 人、518,151 円）、最小の要対協代表者会議は 16 時間（9

人、44,810 円）。また、要保護児童対策地域協議会でも個別ケース検討会議は 61 時間（16 人、172,971

円）、代表者会議は 16 時間（9 人、44,810 円）） 

(3)業務に占める割合についての平均では、「子どもの所在等の確認」13.4 時間（25.7％）、「書類作成」

12.4 時間（12.9％）、「所内会議の開催」14.1 時間（16％）、「保護者への状況説明・説得・聴取（出頭

要求含む）」8.4 時間（10.8％）、「移動時間（子どもの移送含む）」8.9 時間（9.2％）の割合が高かった。

子どもや保護者に直接的に対応する時間が多いが、それと同様に事務的な作業に多くの時間が割かれて

いる現状であった。 

(4)従前のタイムスタディの結果から、日常的業務においてすらいずれの職種も時間外勤務を余儀なく

されていたが、これに加え、インシデントスタディの対象となった業務が発生すると一層の超過勤務と

なることは明白である。 

(5)昨年度の研究結果で、虐待対応にかかる業務割合が急増した児童心理司の業務内容では、「書類作

成」、「所内会議の開催」、「子どもへの状況説明・説得・聴取」の業務割合が高かった。つまり、子ども

への対応に加え、子どもの状況を把握し所内会議等で意見を述べるという２つの大きな役割に多くの業

務時間を割いていることが明らかとなった。複雑な事例やさまざまな対応を求められる事例は増加傾向

にあることを考えると、全体的に業務割合の高い児童福祉司と児童心理司の両者について増員する必要

のあることが示唆された。 
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研  究  名 
子ども家庭福祉行政実施体制の再構築に関する研究 

―再構築に関するこれまでの検討経緯と将来方向― 

主任研究者名 柏女 霊峰(佐藤まゆみ) 

報告書配布先 児童相談所等福祉機関 教育機関 関係学会 官庁等  

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ閲覧の可

否及び閲覧ｱﾄﾞﾚｽ 
日本子ども家庭総合研究所紀要(全文検索） 
http://www.aiiku.or.jp/index.htm 

＜研究概要＞ 

１．研究の目的と方法 

子ども家庭福祉分野は、子どもと家庭のニーズによって都道府県または市町村中心の実施体制となり、個

人給付と事業主給付、公的契約制度と措置制度が存在する(障害児福祉は中間的システム)。本研究は、この

複雑な子ども家庭福祉行政実施体制を市町村中心に再構築することを目指し、文献研究、調査票骨子の作成、

市町担当者に対するインタビュー調査を実施し、今後実施する予定の自治体調査の予備研究を進めたもので

ある。文献研究を通じ、地方分権の動向、子ども家庭福祉及び精神保健福祉分野における地方間分権の検討

経緯や到達点を明らかにし、都道府県と市町村の役割に関する議論をまとめ、作業仮説の設定とともに調査

票案骨子とそれに係るインタビュー調査を実施した。 

２．研究結果 

作業仮説の設定、調査票骨子やインタビュー調査は、今後に続く調査研究の予備研究としての実施である

ため割愛し、ここでは、子ども家庭福祉行政実施体制分権化の経緯と到達点についてのみ報告する。 

まず、子ども家庭福祉行政実施体制最大の争点は、措置決定権限の所在や費用の支弁者、サービスの提供

者あるいは受け皿の問題であるが、いわゆる社会福祉八法改正当時、高齢者、障害者福祉分野の分権化がそ

れらの課題を乗り越えてきたことを考えると、子ども家庭福祉分野における分権化の障壁には必ずしもなら

ないと考えられた。精神保健福祉分野も、法制定や改正を伴う理念を提示し、地域の体制を作る方向性を打

ち出し、段階的に在宅福祉サービスを強化し、相談体制を整備したうえで市町村を中心とする体制へと再構

築したことが明らかになった。 

2 点目に、国や都道府県が担ってきた事務の移譲だけが進展し、それに見合った財源が手当てされていな

い。一般財源化問題も、事業主給付が多い子ども家庭福祉分野では特に顕著であった。加えて、各自治体の

財政力の弱体化や財源の乏しさから緊縮財政となり、人材の量的･質的確保や研修の実施等の難しさに直結

することとなった。実態として、2005 年度に市町村を子ども家庭相談の第一義的窓口に位置づけた後も、

人や財源という手当てを伴う一元的な体制整備には至っていない。 

3 点目に、歴史的に見ても、分権化の影響を受けても子ども家庭福祉行政実施体制が包括的に議論されな

かったことで、例えば子育て支援と社会的養護のように都道府県と市町村との間で顕著な分断が継続され、

それに対する実践からの反省がみられた。 

4 点目に、サービス毎の漸進を選択してきた経緯から、都道府県と市町村の役割分担の必要性や重要性は

指摘されても、他の福祉分野のように包括的にその内容が明示されず、財源等条件が整わない中での工夫を

迫られてきたことから、今ある個別のサービスや資源からしか検討できない状況に置かれている。そのこと

が全体の体制を俯瞰した形で市町村中心の体制に係る将来方向を描くことを困難にしていると考えられた。

今後は、都道府県及び市町村の役割分担等を考慮した実施体制に係る量的調査により、両者の役割や体制

再構築に係る分析を進め、将来方向を提示することが課題である。 
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研  究  名 児童養護施設におけるアフターケアの専門性と課題に関する研究 

主任研究者名 有村大士 

報告書配布先 全国の自治体児童福祉主管課、児童相談所、児童養護施設等 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ閲覧

の可否及び閲

覧ｱﾄﾞﾚｽ 

http://www.aiiku.or.jp 

＜研究概要＞ 

 児童福祉法第 41 条では児童養護施設の役割として、退所後の相談・支援が規定されている。自治体

間格差や施設間格差が指摘される中では、各施設のアフターケアの実態や考え方について一概に把握す

るには限界がある。従って、施設の置かれている環境や入所児童の状況、あるいはアフターケアに関す

る考え方により、児童養護施設におけるアフターケアへの影響を与えているのかを把握する必要があ

る。 

 高校進学者数 男子 1,557 名、女子 1,419 名に対して、男子 279 名、女子 234 名が中退していた。退

所した子ども男子 2,542 名、女子 3,613 名に対して、家庭復帰は男子 62.0％、女子 64.5％、また措置

変更は男子 12.4％、女子 10.8％であった。そのうち、連絡が取れる退所者数は男子 69.9％、女子 72.2％

であり、過去 3 年間の退所者でも約 3 割が連絡を取れない状態であった。退所者のうち生活保護受給者

が 512 名であった。また、逮捕 34 名、補導歴 194 名、少年院・刑務所 51 名、無職者 156 名、住所不

定者 83 名であった。また、死亡者も 11 名おり、そのうち 2 名は自殺であった。 

 因子分析の結果、「因子 A1.個人的関係に基づく支援」、「因子 A2.専従職員配置」、「因子 A3.体制整備

と対応」、「因子 A4.アフターケアへの消極性」、「因子 B1.リソース不足」、「因子 B2. 研修と方策の欠如」、

「因子 B3. 多機関連携」などの因子が抽出できた。「因子 A1.個人的関係に基づく支援」および「因子

A4.アフターケアへの消極性」への抵抗感は、施設の資源、地域資源の存在、活用の仕方へと影響を与

えていることが分かった。 

※ 退所者の研究について、諸外国の研究の進展、政策への研究成果の反映状況を鑑みても、わが国に

は退所後の支援について更に詳細な分析が求められている。各自治体において調査がなされる際に

は、可能な範囲でお手伝いしたい。 
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平成２４年度に実施された研究等について（全国児童相談所長会） 

研  究  名 全国児童相談所における性暴力被害事例(平成23年度)についての調査報告

主任研究者

名 
山本恒雄（日本子ども家庭総合研究所） 

報告書配布

先 
厚生労働省雇用均等・児童家庭局、全国の児童相談所 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ閲覧

の可否及び

閲覧ｱﾄﾞﾚｽ 

全国児童相談所長会ＨＰ 

準備中 http://www.zenjiso.org/ 

＜研究概要＞ 

「性的虐待」は法的には親権者・監護責任者による性暴力被害のみを指し、家庭内の性

暴力被害全体ではない。また児相が対応している様々な性暴力被害の実態は、まだまだ多

くの暗数が存在しているとみられると共に、確認されている実態の全体像についても整理

されて来なかったことから、平成 23 年度の 1 年間に全国の児童相談所が扱った全ての性

暴力被害事例についての実態を明らかにし、課題整理を行うための調査を行った。 

各所の対応体制・職員配置についての回答か所は 100％の回収率、事例についての回答

か所は 95.5％という高い回収率となった。ご協力に深く感謝を申し上げたい。 
事例については子どもが在宅状態で被害発覚した事例が 1354 件、施設入所中に被害発

覚した事例が 260 件、合計 1614 件の事例情報が回収されたが、被害内容と経過は複雑に

入り組んでおり、家庭内性暴力被害と家庭外性暴力被害の重複も散見され、それらを区分

整理する必要性が認められた。また、施設入所中の子どもの性問題については、十分な事

例回答に至っていないことが明らかとなったため、詳細な検討には入らなかった。 
在宅の典型的な家庭内性暴力被害事案は 1158 件あり、そのうち 810 件(69.9％)が「性

的虐待」にあたる親権者・監護責任者(確認された加害者は 954 人)からの被害であったが、

348 件(30.0％)はそれ以外の人物(確認された加害者は 313 人)による家庭内性暴力被害で

あった(いずれも確認されない不特定の加害者がまだいる)。さらに在宅での何らかの性暴

力被害は 456 件(加害者は 211 人しか特定されていない)であった。さらに相互の重複被害

があるようで、こうした状況をみると、早急に「性的虐待」にとどまらない「家庭内性暴

力被害」「家庭外性暴力被害」の実態が正確に報告される報告体制の整備が必要とみられ

る。 
性暴力被害事案の対応体制については厚労科研のガイドラインの周知状況(81.4％)と被

害確認面接の習得職員の配置(58.9％)との関係が認められた。通告に対する初期被害調査

は 9 割の児相が何らかの対応をしていると回答、調査面接の実施体制は 52％、被害確認面

接については専門的な面接技法を含め何らかの意識された面接設定を含めると 75.5％、一

般的な面接も含めると 9 割の児相が子どもからの事情聴取面接を設定している。 
こうした体制において、典型的な家庭内性暴力被害事案の通告事例からの被害確認率は

平成 19 年度調査の 42％をはるかに超えて 92％に達しており、被害内容の深刻度に合わせ

て調査保護や一時保護が実施されていることも分かった。これを瞬間最大風速に終わらせ

ないための研修体制の整備、専門性維持のための体制整備がまず必要である。 
より詳しい報告と検討については 7 月 26 日に行いたい。 
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平成２４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さまざまな課題をテーマにした

研究を行い、その成果をセンター研修に生かすとともに、現場で役立てていただくことを

目指しています。

Ⅰ．センターで企画・実施した研究及び研究者に委嘱して行った研究

子どもの虹情報研修センターは、平成 24年 3月で設立 10年を迎え、それを記念して冊

子「研究報告書全紹介」を作成し、それまでに発行した研究報告書全ての内容を簡潔に紹

介しました。また、本冊子の全文をホームページでアップし、その後に作成した研究報告

書についても付け加え、増補版としてホームページに載せています。

以下では、おもに平成 24年度に発行した（平成 23年度実施の）研究報告書等について、

既述した「研究報告書全紹介」から抜粋して記載します。なお、すべての研究報告書及び

「研究報告書全紹介」は、センターホームページ（一部は援助機関向けホームページ）で

も全文を閲覧できますので、ご参照ください。

① 研究名 児童虐待に関する文献研究－児童虐待重大事例の分析（第 2報）

研究代表者 増沢 高（子どもの虹情報研修センター）

研究概要など 本研究は、「子ども虐待」に関する文献を概観、分析することを

目的とし、平成 15年度から継続して行っている。

今年度は昨年度に引き続き、「児童虐待重大事例」をテーマとし

た。今回は、2007 年以降の（一部 2006 年度の事例を含む）13 事

例を取り上げた。

この第 2報には、第 1報で扱った 2006年以前の事例には見られ

なかったものとして、「代理によるミュンヒハウゼン症候群」が問

題になった事例、「乳幼児ゆさぶり症候群」（Shaken Baby Syndrome）

が疑われた事例、医療ネグレクトが問題になった事例、「親子心中」

事例、虐待によって子どもが追い詰められ重大事件を起こした事

例などがある。

本研究では、こうした児童虐待における新たな事例についての

検討に加え、「自治体における検証について」、「援助機関及び機関

連携に関する問題」、「児童虐待施策への影響」、「重罰化と裁判員

制度」について総括を行った。

今回分析を行ったのは以下の 13 事例である。①奈良県田原本

町の事例（2006年）、②北海道苫小牧市の事例（2007年発覚）、③

高知県南国市の事例（2008年）、④埼玉県蕨市の事例（2008年）、

⑤奈良県奈良市の事例（2008年）、⑥福岡市西区の事例（2008年）、
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⑦岐阜県関市の事例（2008年）、⑧東京都練馬区の事例（2008年）、

⑨大阪市西淀川区の事例（2009 年）、⑩静岡市葵区の事例（2009

年）、⑪福岡市東区の事例（2009年）、⑫東京都江戸川区の事例（2010

年）、⑬奈良県桜井市の事例（2010年）。

報告書配布先 児童相談所等

② 研究名 児童虐待に関する法制度および法学文献資料の研究（第５期）

研究代表者 研究代表者 吉田恒雄（駿河台大学法学部）

研究概要など 本研究は、児童虐待防止法大規模改正（第 2回）後の 2007年 7

月から 2010年 3月までを対象として、児童虐待に関する法令、判

例及び法学研究の動向を分析し、その意義を法学、社会福祉学、

心理学等の観点から明らかにするものである。

第 5 期の動向としてまず注目されるのは、2008 年 11 月の児童

福祉法改正によって、社会的養護に関する一連の改革（子育て支

援事業の法律上の明記、里親制度改正、小規模住居型児童養育事

業（ファミリーホーム）の創設、施設内虐待関係規定の追加など）

が行われたことである。これに関連した通知に加え、2007 年児童

虐待防止法改正や虐待死亡事例検証を受けて数多くの通知が発出

されている。児童虐待に関連する裁判例にも注目するべきものが

現れ、児童福祉法 28条審判事件において「代理によるミュンヒハ

ウゼン症候群」が疑われた事例や、不作為による共犯や虐待の事

実認定が問題となった刑事裁判例、児童福祉施設入所措置決定の

取消や施設内虐待が問題となった行政法関係の裁判例が公表され

た。

各分野の研究動向については、2007 年児童虐待防止法改正や

2008 年児童福祉法改正に関連する研究（自立援助ホームの歴史的

研究、里親制度に関する研究など）の他に、刑事介入や警察との

連携の強化に関する議論、「家族への子の権利」「親に教育される

子供の権利」に焦点を当てる憲法学的研究、司法面接に関する研

究、「虐待と非行」や「子どもの貧困と虐待」に関する研究、スク

ールソーシャルワーカーの活用に関する研究などで発展がみられ

る。さらに、社会的養護の当事者組織の活動の全国的な広がり、

子育て支援事業の展開、自治体や厚生労働省による虐待死亡事例

検証なども、今期の注目すべき動向である。

報告書には、児童虐待関係通知の概要、児童虐待関連の判例及

び文献リスト、児童福祉関連年表、司法関係統計等を資料として

収録している。

報告書配布先 児童相談所等

③ 研究名 児童虐待に関する文献紹介（2008・2009年）
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編集 子どもの虹情報研修センター研究部

研究概要など 子どもの虹情報研究センターでは、年度ごとに据えられたテー

マに沿って児童虐待に関する文献研究を行っている。しかし、文

献研究で一つ一つについて詳しく取り上げて紹介することは難し

い。すでに発行されている「平成 19年度研究報告書 児童虐待に

関する文献（2000 ～ 2007 年）の紹介」は、当センターの文献研

究を補完するものとして、千葉大学大学院教育学研究科の院生ら

が、書籍 93冊についてまとめたものである。

以降も児童虐待に関する著作物は増え続けており、日々の業務

に追われる児童虐待現場職員は、求めている情報や知識を得るこ

とのできる場所を探すにも一苦労すると思われる。膨大な量の書

籍についての情報を 適な形で提供しているとは言えないが、少

しでも専門職員の参考となればという思いで、平成 19年度研究報

告に倣い、本報告書の発行に取り組んだ。

本報告書は、「平成 23 年度 大学生・大学院生子ども虐待防止

MDT（多分野横断チーム）研修」に参加した大学生・大学院生に、

2008 年から 2009 年にかけて発行された書籍一覧より各自 1 冊を

選んで内容を紹介し、可能ならば該当図書を読んで学んだことに

ついて執筆するよう依頼し、集まった原稿をまとめたものである。

研修参加者全員が応じたわけではないが、16 名の大学生・大学院

生が執筆を引き受け、17 冊の書籍についての原稿が集まった。本

報告書で紹介する書籍は、児童虐待に関する著作物のごく一部で

あり、また、まだ現場での経験が少ない学生による原稿であるが、

何かしらの参考にして頂ければ幸いである。

報告書配布先 関係機関等

④ 研究名 発達障害が疑われる保護者の虐待についての研究

－その特徴と対応のあり方をめぐって－

研究代表者 橋本和明（花園大学）

研究概要など 子どもに発達障害があることが虐待のリスク要因となるといっ

た研究はこれまで数多く存在する。しかし、保護者に発達障害が

あり，そのことが虐待を招いてしまうという発達障害と虐待の関

係を論じた研究は少ない。本研究では、①発達障害が疑われる保

護者の虐待の特徴や傾向を明らかにし、発達障害と虐待とのメカ

ニズムを把握すること、②そのような保護者への介入とかかわり

のあり方を考え、虐待防止に向けた取り組みを探っていくこと、

を目的とした。全国の児童相談所を対象に調査を実施し、回答の

得られた計 141 事例を分析したところ、発達障害が疑われる保護

者の傾向として、通常の虐待よりも心理的虐待の割合が高いこと、

保護者の半数近くが二次障害を併発しており、保護者は孤立した
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り、家族員と反発あるいは対立するなど協力体制が組めずにいる

ことがわかった。また，保護者の虐待を「非社会性タイプ」、「コ

ミュニケーション・共感不全タイプ」、「柔軟性欠如タイプ」、「こ

だわり頑強タイプ」、「見通し不足タイプ」の５つに分けることが

できた。そして、いずれの保護者にも共通して言えることは、発

達障害という特性があるがゆえに、多方面にわたって子育てに苦

悩していることであった。彼らはほんの些細なところにも大きな

躓きを感じ、それが育児の停滞を招いて子どもとの関係に不安を

抱いてしまう。そのことを十分に理解した上で、われわれは生活

全体を見渡した包括的な支援が必要となってくる。毎日の生活が

少しでもスムーズに行けば、生活のなかに連続性が生まれる。そ

うなることで、彼らはこだわりから少し解放され、子育てにも柔

軟性を生み、少し先まで見通せる展望が出てくる。このことが子

育てをより適切に導く潤滑剤となり、虐待の防止につながると言

える。

報告書配布先 児童相談所等

⑤ 研究名 児童相談所の医務業務に関する研究（第 2報）

研究代表者 小野 善郎（和歌山県精神保健福祉センター）

研究概要など 近年の児童虐待相談の増加を背景に、全国で常勤精神科医を置

く児童相談所が増えており、これまで以上に児童相談所の医師の

役割や業務への関心が高まっているが、児童相談所の医師の業務

内容については児童福祉法制定以来今日まで具体的な指針が示さ

れたことはなく、児童福祉司や児童心理司などの他の職員と比べ

て、常勤で勤務する医師の組織内での位置づけや業務内容は不明

確な状況が続いている。そこで、これまで十分に検討されてこな

かった児童相談所における医師の業務に関する包括的な研究が計

画され、初年度の平成 22年度には医務業務に関する資料調査、全

国の児童相談所での常勤医師の配置状況の調査、常勤医師の業務

内容についての聞き取り調査を行い、具体的な業務内容について

の規定がなく、組織内での位置づけが不明確な現状を報告した。

2 年目となる平成 23 年度の研究では、現行の児童福祉法、児童

相談所運営指針等の法令における児童相談所の医師の制度的な位

置づけや業務に関する調査、児童相談所職員からの聞き取り調査、

具体的な医師の配置事例の調査、教育・研修についての調査を行

い、1 年目の結果と合わせて児童相談所医師の業務指針案を提言

した。児童相談所職員からは常勤医師を求める声が多かったが、

現行の法令において、児童相談所業務の多くが必ずしも常勤医師

でなければできないとされているわけではなく、常勤医師として

の業務を改めて定義する必要性が認められた。これらの結果を踏
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まえ、児童相談所医師の業務指針案では、新たに医務部門を創設

して、医師は医務主任として児童相談所業務に関わることを提案

した。また、児童相談所が措置した児童の医学的治療についても

継続的に管理・指導する業務の必要性も合わせて提言している。

この提言を出発点として、今後さらに活発な議論が拡がり、より

効果的な医師の活用がはかられることが期待される。

報告書配布先 児童相談所等

⑥ 研究名 被虐待児の援助に関わる学校と児童養護施設の連携（第３報）

研究代表者 保坂亨（千葉大学教育学部附属教育実践総合センター）

研究概要など これまでの研究で継続的課題としてきた以下の 3 点、すなわち

①情報共有、②特別支援教育の活用、③進路問題については、本

報告書でも引き続き検討した。

また、それらに加え、本研究では、次の 3 点をテーマとしてと

りあげた。

①「児童養護施設－学校間連携の事例検討」：A 施設と B 小学

校との連携のあり方を 3 期に分けて検討した。とくに B 小学校の

取り組みは子どもに「事例性」を持たせ、「ケアの発想」を基本に

していた。また学校内連携（情報共有）を重視したこと、柔軟な

教育的配慮を行ったことなどが、施設－学校間連携が安定化した

要因であった。「児童養護施設を抱える学校で作り上げた、施設と

の連携の軌跡」：施設と協力して子どもの入所（学校案内）から退

所（転出先への申し送り）までの支援体制を整えたこと、子ども

のサポート体制を個別に検討する「校内就学委員会」の設置など

が報告された。「児童養護施設における心理士と他職員との情報共

有および学校との連携」：心理士が行う他職員との情報共有では、

「子どもにメリットがあり、職員に役に立つ情報」という工夫が

なされていた。心理士と学校との連携は、未だ模索段階であるが、

徐々に実践が蓄積されつつあることが明らかとなった。

②「児童養護施設と学校の連携：情報共有上の課題を中心に」：

千葉県・千葉市の児童養護施設における特別支援教育対象児童の

調査を実施した結果、小学校で 19.7%、中学校で 22.0%が特別支

援教育の対象となっていた。しかし、この数字には施設によって

ばらつきがある。その背景には、特別支援教育に対する市町村教

育委員会の取り組みの違いがあることがうかがわれた。

③「児童養護施設在籍児童の中学卒業後の進路動向」；地域で進

学できる高校が固定されてしまうなど、現在も施設入所児の高校

進学状況は厳しい。また、進学後 1 年以内の中退率は 6.8%と全国

平均 1.7%の約 4 倍であった。子どもを育てる主体が「社会全体へ

と転換する」流れのなかで、資金の補助、ケアの連続性など、施
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設入所児の自立支援には、省庁を越えた具体的対策が必要とされ

ている。

報告書配布先 児童相談所、児童養護施設等

⑦ 研究名 「親子心中」に関する研究（２）2000 年代に新聞報道された事例

の分析

研究代表者 川﨑 二三彦（子どもの虹情報研修センター）

研究概要など 本研究は、昨年度からの継続研究として、現代における「親子

心中」の実態を把握することを目的に、2000 年代（2000 ～ 2009

年）に新聞で報道された 18歳未満の子どもが被害者として死亡し

た「親子心中」事例を収集、分析した。以下に、本研究より明ら

かになった点を紹介する。

2000 年代の 10 年間における「親子心中」件数は 395 件、死亡

児童数は 552人であり、毎年少なくとも 30件以上の「親子心中」

事件が起こり、40 人以上の児童が死亡していることがわかった。

その中では、「母子心中」が半数以上（158 件：65.1 ％）を占めて

おり、次いで「父母子心中」が 71件（18.0％）、「父子心中」が 39

件（9.9％）、「その他の心中」が 27件（6.8％）となっていた。

死亡児の年齢は 0 歳児が も多く、5 歳以下で半数以上を占め

ていた。その一方、10 歳以上の死亡児も約 2 割を占めており、高

年齢児であっても被害を受ける傾向があった。また、「母子心中」

における死亡児の年齢は 0 歳児が多く 5 歳以下が半数以上を占め

る一方、「父子心中」では 3 歳が も多く、「母子心中」における

死亡児の年齢よりも高い傾向があることがわかった。

加害者をみると、実母が単独加害者の事例では 9 割以上が「母

子心中」の形態をとっていたが、実父が単独加害者の事例では「父

子心中」は約半数で、実母も殺害して「父母子心中」に至った事

例が約 4 割を占めていることが特徴的であった。また、実母が単

独加害者の事例では、精神疾患が疑われる事例が多々見られたが、

実父が単独加害者の事例ではほとんど見られず、借金や仕事上の

問題を抱えていた事例がそれぞれ 1割以上を占めていた。

報告書には分析対象とした 395 件の事例一覧と、アメリカを中

心とした海外事例も掲載しており、本研究の研究協力者である国

立精神・神経医療研究センター精神保健研究所の松本俊彦氏（自

殺予防総合対策センター・副センター長）による講義録『我が国

における自殺の現状と課題』も載せているので参照にされたい。

次年度は、「親子心中」に至った動機・背景について、より詳細

に分析するため、裁判記録を基に事例研究を行うこととしている。

報告書配布先 児童相談所等
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⑧ 研究名 乳児院における子どもの社会情緒的発達を促進する

生活臨床プログラムの模索～生活臨床のセンスを磨くために～

研究代表者 青木紀久代（お茶の水女子大学）

研究概要など 国連総会での「児童の代替的養護に関する指針」(2009)の採択

後、厚生労働省のとりまとめた「社会的養護の課題と将来像」(2011)

などに認められるように、施設での養育は大きな変革期を迎えて

おり、これまで以上の質の向上や高度専門性の確保が求められて

いる。

このような中で、全国の乳児院は、全国乳児福祉協議会を中心

に、いち早く変革に取り組み、将来ビジョンや研修体系などを整

えつつあり、乳児院職員の人材育成は、焦眉の課題の一つと言え

る。

こうした背景から、本研究では、乳児院の基幹的職員をはじめ

とした指導的立場の職員を対象に、子どもの社会情緒的発達を促

進する生活臨床的なセンスをブラッシュアップする研修プログラ

ムを、子どもの虹情報研修センターを拠点に開発することを試み

た。

具体的にフォーカスを当てたプログラムのテーマは、「関係性の

視点を生活臨床として学ぶ」というものである。関係性や、生活

臨床というキーワードは、重要でありながら、それを具体的に研

修プログラムにどのように取り入れるかは、難しい課題である。

我々は、長期にわたって実際の乳児院でアクションリサーチを行

いながら、プログラムの開発を試みた。

まず、乳児院の子どもと担当養育者の生活場面での相互作用に

着目し、その映像記録から、研修素材を抽出した。これをもとに、

参加型職員研修プログラムのコンテンツを作成し、実践した内容

となっている。この研修プログラムは、その後もさらに改良され、

継続した実践が行われている。報告書には、コンテンツの詳細と、

参加者の事後アンケートなどが掲載されている。

報告書配布先 乳児院、児童相談所等

⑨ 研究名 情緒障害児短期治療施設における性的問題への対応に関する研究

（第２報）

研究代表者 滝川 一廣（学習院大学）

研究概要など 本研究は、児童福祉施設における性的問題の現状と課題、また

対応方法について検討することを目的とした研究の第 2報である。

第 1 報のアンケート結果に基づき、性的問題が多く起こった施設

を中心に事例分析を行い、施設内での性的問題発生のメカニズム、

性的問題発生時の対応のあり方、性的問題を抱えた子どもへの治

療的支援のあり方、予防の手立てを検討した。
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施設の中で起きる性的問題に関わる子どもの特徴として、①ネ

グレクトを受けた子どもの心的発達の未熟さ、②性被害体験が必

ずしもない、③支配傾向、④孤立傾向、などがあげられた。

施設内での問題の拡大化・深刻化の背景については、①発達の

未熟な子どもの遊びなどが媒介となり、②支配服従の関係性と性

的問題行動が重なり合うという二つの要因が重なり、あわせて施

設環境や職員の認識の差に加え、施設全体が落ち着かないなどの

状況要因も関係していることがわかった。

性的問題への対応は、初期対応、治療教育的支援、予防的支援

としてまとめた。性的問題の発生は、子どもの心的発達の未熟さ

に引き起こされるものであるため、発達の再保障を行うことが優

先されることを指摘した。そのために、まずは生活のあらゆる場

面を視野に入れた個別的対応、身体感覚の統合などを行い、それ

をベースに性的問題行動の振り返り、被害体験への治療的アプロ

ーチ、生育歴・ライフストーリーの整理、知識とスキル習得を行

っていく必要性を指摘した。

予防的支援として、①入所時のアセスメントの強化、②入所時

の子どもへの動機付け、③性的問題と暴力を認めない文化の構築

と環境整備、④プログラムの実施などをあげた。プログラムやマ

ニュアルについては、そのプログラムやマニュアルに備わる発達

保障性、治療性などの意味を十分に吟味し、個々のケース、その

施設にあった取り組みを行っていく必要があることを指摘した。

報告書配布先 児童相談所、児童福祉施設等

⑩ 研究名 児童相談所のあり方に関する研究－児童相談所に関する歴史年表

－

研究代表者 川﨑 二三彦（子どもの虹情報研修センター）

研究概要など すでに 60年以上の歴史を持つ児童相談所は、わが国における児

童福祉の発展に重要な足跡を残してきたが、児童虐待防止法の制

定・施行や、市町村が第一義的に児童家庭相談を担うこととした

児童福祉法改正によって、その役割は大きな変化を遂げた。一言

で言えば、児童虐待対応の 前線で業務を行っている児童相談所

は、そのあり方が鋭く問われる激動の時代を迎えながら、果たす

べき役割はますます重要となっていると言っていい。

ところが、このような児童相談所で勤務する職員の経験年数は

決して十分とは言えず、児童相談所の本来果たすべき役割やその

意味などを深く理解し得ないまま、厳しい業務に直面している職

員も少なくない。本研究は、こうした実情をふまえ、児童相談所

のそもそもの原点からふりかえり、児童相談所が果たしてきた役

割やその変遷をたどることで現在の業務を俯瞰し、児童相談所の
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今後のあり方を展望することを大きな狙いとして実施した。本報

告書では、児童相談所が設置されてから児童虐待防止法が成立す

るまでの児童相談所の歴史を、年表を作成することで概観し、あ

わせて、社会の大きな流れや児童相談所を取り巻く深刻な事件な

どのさまざまなトピックスを取り上げ、簡潔にコメントしている。

加えて、研究協力者の竹中哲夫氏に「児童相談所小史と展望（試

論）」を執筆してもらっているので、新任の職員をはじめとして多

くの児童相談所職員や関係機関の方々に読んでもらい、児童相談

所が辿った歴史を知るとともに、今後のあり方を、ともに見つめ

てもらえればと願っている。

報告書配布先 児童相談所等

Ⅱ．研究紀要

子どもの虹情報研修センター紀要 No．10（2012）

内容 当センターでは、平成 15 年度に紀要 No．1 を発行して以来、

毎年 1冊ずつ紀要を発行している。平成 24年度には、子どもの虹

情報研修センター開設 10周年を記念してのシンポジウムの報告、

平成 23年度に実施した公開講座（特別講演）の記録、小論・エッ

セイなどを掲載した紀要 No.10（2012）を 10周年記念号として発

刊した。

報告書配布先 児童相談所、児童福祉施設、その他の関係機関。なおセンター

研修参加者にも配布した。

Ⅲ．平成24年度研究

平成 24年度には、以下の研究をおこないました。研究報告書は、完成後、順次児童相

談所等に送付し、センターホームページにも随時アップする予定です。

（１）研究情報の収集と分析

ア 児童虐待に関する文献研究（平成 15年度からの継続研究）

研究代表者 川﨑 二三彦（子どもの虹情報研修センター）

平成 24年度においては、児童虐待防止法制定以後の児童虐待死亡事例等の重大事

例について自治体が行った死亡事例検証報告書を研究対象としました。インターネッ

ト上で公表されているものに加え、当該自治体の協力も得て可能な限り報告書を収

集、検討、分析を行いました。なお、報告書数は百を超える量となったこと、分析項

目も多いことなどから、単年度で終えることが難しく、平成 25年度についても、

引き続き検証報告の検証を行うこととしています。

イ 児童虐待に関する法制度及び法学文献資料の研究（平成 16年度からの継続研究）

研究代表者 吉田 恒雄（駿河台大学法学部教授）
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文献研究の中で、児童虐待に関する法制度および法学文献を中心にして行っている

研究です。平成 24年度と平成 25年度の 2年計画で、平成 22年 4月から 11月まで

の期間（第 6期）を対象として、①法令（法律・通知等）②判例 ③法学文献 ④

統計資料 を対象に動向を分析し、児童虐待対策において法学分野が果たした役割を

明らかにすることとして研究を実施し、継続しています。

ウ 児童虐待に関する文献紹介

編 集 子どもの虹情報研修センター研究部

平成 23年度に、「大学生・大学院生子ども虐待防止MDT研修」参加の大学院生

（一部学部学生を含む）に協力を依頼し、2008年および 2009年に刊行された著作

を対象として文献紹介を企画、実施しましたが、平成 24年度においても、同様の

方法で 2011年までに刊行された著作を対象として文献紹介を行いました。なお、

平成 25年度はMDT研修を実施しないこととしたので、こうした形での文献紹介

は終了となります。

（２）センター研修にかかる分析

センター研修を分析することにより虐待対応現場の動向を把握し、今後の研修の方向付

けのための基礎資料を提供するとともに、有用な援助技法、援助過程における留意事項な

ど、現場に役立つ視点、モデルなどを情報として提供することを目指しています。

・ センター研修の分析（平成 17年度からの継続研究）

研究代表者 増沢 高（子どもの虹情報研修センター）

平成 23年度に行ったセンター研修について、参加状況や研修ニーズ等を分析し、

研修の評価について検討しました。これらについては、紀要 No．10（2012）の事

業報告「平成 23年度専門研修の実績と評価」として示しました。

なお、研修の中で行われた事例検討のいくつかについては、今後の研修に役立てる

よう、研修終了後にメタ事例検討を実施し、分析を行いました。

（３）課題研究

ア 被虐待児の援助に関わる学校と児童養護施設の連携（平成21年度からの継続研究）

研究代表者 保坂 亨（千葉大学教育学部教授）

本研究は、主として被虐待児のケアを担当する児童養護施設とその施設の子どもた

ちが通う学校との連携がどのように行われているかを明らかにしようとするもので、

平成24年度は、それまでの研究成果を踏まえ、①各都道府県教委の児童養護施設入所

児童についての把握状況の調査、②施設と小学校の連携に関する事例検討、③児童養

護施設における高校進学状況をふまえた学習指導の状況について調査しました。なお

本研究は平成24年度で終了しました。

イ 母子生活支援施設における母子臨床についての研究（新規）

研究代表者 山下 洋（九州大学病院精神科神経科）

母子関係にさまざまな問題を抱えた世帯が多いと考えられる母子生活支援施設を対
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象とした研究はほとんど見当たりません。そこで、母子生活支援施設における母子関

係調整の現状、あり方などについて整理・検討することとして、母子生活支援施設に

勤務する方を研究協力者に迎え、平成 24年度から複数年の計画で本研究を立ち上

げました。初年度となる平成 24年度は、研究会において各施設の現状等を共有し

た上で、母子臨床の実態を把握するためのアンケートを行うこととして、その内容を

検討しました。なお、アンケートは平成 25年度に実施することとしています。

ウ 児童虐待対応における児童福祉と医療との連携についての研究（新規）

研究代表者 山澤 重美（鳥取県米子児童相談所）

児童虐待対応において、医療分野と児童福祉分野の連携を強化するために児童相談所

や医療機関等がどのような関係を保ち、どのような役割分担を行えばいいのかについ

て、連携を進めてきた鳥取県西部地域における実践活動を例に、現状と課題等を確認、

整理しました。

エ 発達障害が疑われる保護者の虐待についての研究―その特徴と対応のあり方をめぐっ

て―（平成 23年度からの継続研究）

研究代表者 橋本 和明（花園大学）

本テーマについては、平成 23年度に全国の児童相談所に対してアンケート調査を

実施し、虐待の特徴や援助に当たって工夫している点などを整理しましたが、平成 24

年度においては、調査対象を全国の福祉事務所として、合計 65の回答を得ることが

できました。これらを分析、整理し、保護者の多様な特性をふまえた多くの支援方法が

あることなどを明らかにしました。

オ 親子心中に関する研究（平成 22年度からの継続研究）

研究代表者 川﨑 二三彦（子どもの虹情報研修センター）

虐待による死亡事例の中で、いわゆる「親子心中」によるものは、虐待死事例と比

べても決してその件数が少ないわけではありません。しかしながら、心中事例につい

ての分析はまだ不十分であると考えられることから平成 24年度は、平成 22、23年

度における先行研究の分析や過去 10年間にわたる心中事例の収集と分析をふまえ、

公判を傍聴することにより、事例の詳細な内容を把握、分析する取り組みを行いまし

た。なお、母子心中や父子心中など、心中の形態等の多様性などをふまえ、公判にお

ける分析は平成 25年度まで継続することとしました。
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