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＜研究概要＞ 

１．研究の背景、目的 

 本研究は、子ども虐待問題を主訴として児童福祉施設や一時保護所に入所した後に家庭復帰した事例について、

家庭復帰までに児童相談所が行った保護者支援と、家庭復帰時点での養育評価及び家庭復帰後の対応についての基

本実態の把握を目指す。検討の一つの焦点は、全国の各児童相談所はこうした保護者に対してどのようにかかわっ

てきたのか、効果的な支援技法が特定できるか、子ども虐待相談における効果的な保護者への養育支援プログラム

を呈示できるか、ということにあった。平成 20～22 年度の検討で、特定の技法が特に効果を挙げているという状

態は認められず、様々な技法が折衷的に随時投入されていること、ただし多くの児童相談所が分離した親子の再接

触を段階的に管理・設定し、親子の関係修復の程度や目標を評価・確認しながら、徐々に親子関係の修復と家庭復

帰までの調整を進めるアプローチを行っていることが明らかとなり、これを「段階的親子再接触アプローチ」と呼

ぶことにした。「段階的親子再接触アプローチ」は意図的に計画・設定される場合と、主として人員不足から、状

況に追随しながら何とか実施されるか、部分的に実施されている場合が認められたが、いずれも基本的な枠組は共

通していた。さらにこのアプローチは長期化する一時保護からの家庭復帰事例でも使われていることが明らかとな

った。また、家庭復帰事例全体のおよそ７割は分離保護から 2～3 年以内に実施されており、その約半数で「虐待

再発のリスクはなお残っているが、在宅可能な程度には改善している」という評価であることが明らかとなり、家

庭復帰前後から家庭復帰後への継続支援の重要性が確認されてきた。 

２．研究の方法 

平成 23 年度中に、子ども虐待理由で入所措置となった児童福祉施設から家庭復帰した事例、50 日以上の一時保

護から家庭復帰した事例について、23 年度末、24 年 11 月 1 日時点、25 年度 11 月 1 日時点での情報を収集し、

施設入所中から家庭復帰の同一年度末、家庭復帰後の翌年度と 2 年度目について、支援状況、問題の改善程度、虐

待の再発等についての実態把握を行う。併せてそれらの情報を元に子ども虐待事例における分離保護を用いた児童

相談所の保護者・養育支援の基本的な枠組みを整理して提示する。 

３．研究の結果 

 平成 23 年度の家庭復帰事例は計 113 児童相談所から、施設からの家庭復帰 771 件、50 日以上の一時保護から

の家庭復帰 353 件、計 1,124 件の報告あり、24 年 11 月時点で 1,016 件（施設から 696 件、一保から 320 件）、25
年 11 月時点で 936 件（施設から 636 件、一保から 300 件）の回答を得た。施設入所中に「段階的親子再接触アプ

ローチ」を実施したのは 52.0％、50 日以上の一時保護中に実施したのは 40.5％、家庭復帰時点でなお虐待のリス

クがあるとされる事例は、施設からの家庭復帰で 44.2％、一時保護からの家庭復帰で 68.3％あり、いずれの家庭

復帰も指導目標の達成についてはひとつの経過点であり、在宅支援の開始が必要な事例が多くを占める。児童相談

所はこれらの事例の約 8 割で家庭復帰前に保護者と地域の支援機関との接触を図っている。平成 25 年 11 月時点

では対象中 46％が指導終結して情報無しとなっているが、施設からの家庭復帰中、予後良好と見込まれた事例の

95.8％が状態改善しているのに対し、虐待再発のリスクありとされた事例ではその 63.5％が問題継続か悪化を示

している。ただし明らかな悪化（一時保護か施設入所の対応）は予後予測に関わらず 4％台である。一時保護から

の家庭復帰事例では再発リスクありとされる率が 68.3％であったが、全体で 40.9％が状態改善、7.8％で悪化・再

発が認められている。ここでも予後予測に関わらず 7％台が明らかな悪化を示した。全体としては 23 年度の家庭

復帰から 2 年目でおよそ 3 割は状態改善が確認され、2 割は状態変化無しで指導継続、4 割が以後の関与無しとな

り、1 割弱が悪化を示していた。予後不良の要注意指標は限定的なものであるが、再通告と「理由の如何を問わず

結果的に支援を受け入れない」という態度である。また、家族構成員の流動性の高さが目立ち、家庭復帰 2 年度目

でなお半数の家族にメンバーの変更が認められている。対照群比較が無いので流動性の有意差は評価できないが、

家庭復帰した家に留まっている子どもはいずれも半数である。 
これらの情報を踏まえ、段階的親子再接触アプローチの枠組みを軸とした保護者支援の基本的な枠組みを整理し

て提示した。 
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＜研究概要＞ 

１．研究の背景、目的 
本調査研究は東日本大震災（以下、大震災とする）で、地震被害、津波被害、原子力災害等に被災し

た子どもについて、要支援ニーズが高いと考えられる子ども、特別な支援を要するとみられる子どもへ

の支援についての検討を行い、発災直後からの支援のあり方、将来、どこかの地域で起こるかもしれな

い大規模災害における子どもへの支援策の検討に資するために計画された。予備的な調査としてこれま

で全国各地で実施され公表されてきた資料等を検討し、まだ十分にはまとまった情報提供が確認できな

い分野であり、かつ何らかの情報提供が今後の災害対応において有効性が期待される課題領域を検討

し、特に子どもへの支援に注目した。障害を持つ子ども等については様々な団体等からの優れた資料が

既に発信され、評価されている状況があるが、より一般的に特別な支援を要する子どもという観点から、

妊婦と乳幼児をもつ保護者への支援・情報提供がまだ手薄であることに注目し、発災直後からの支援と、

普段からの防災の備えに焦点を当て、課題整理を試みることとした。日本子ども家庭総合研究所は阪

神・淡路大震災の際に、神戸大学医学部小児科と協力して「乳幼児を持つ母へのハンドブック」の作成

に関わった経過があり、大震災に際して、再度、そうした情報発信の必要性を感じ、この点に焦点を当

てて検討を行うこととした。 

２．研究の方法 

 全国各自治体の防災サイト、民間の様々な情報、報告、出版物から、今回の大震災以降の乳幼児をも

つ保護者への支援情報、防災情報を識別・収集する。併せて「いわてこどもケアセンター」の活動を通

じて、大規模災害における被災した子どものニーズを知ること、またその対応における支援ニーズと、

支援を展開するにあたっての課題を把握することを目的とし、研究班メンバーが「いわてこどもケアセ

ンター」の活動に派遣参加することとした。 

３．研究の結果 

 全国自治体の防災対策や被災者支援の情報については延べ 368 項目 404 件の情報が集まり、子どもと

保護者、妊婦について、数行にしても言及が認められたものは 239 件（59.2％）あった。一般に入手可

能な民間団体や学会、企業等の子どもとその保護者に関する防災情報については、インターネットで即

時的にアクセス可能で、かつ今回の大震災以降の情報で、乳幼児をはじめとする子ども自身とその保護

者自身が主人公として扱われており、一定の信用性・妥当性があるものとして確認できた提供情報は、

2013 年 10 月 24 日の時点で 179 タイトルであった。いずれも停止、閉鎖、更新等を繰り返す状態にあ

るが、概ね安定的に提供されている情報項目を整理した。元タイトルから具体的な資料集となっている

ものを抽出し、「子どもの反応」、「対応の方法」、「専門知識の提供」に言及のある資料を分類したとこ

ろ 96 文書が識別され、具体的な言及が確認された。これらを①防災情報として、②被災時の対応とし

て、最も基本的とみられる情報を、当事者がすぐに使える形で提供することを目指した冊子の作成を行

った。自治体側の対応については地域ごとの状況・条件に密着・特化した地域防災計画として策定され

ないと具体的でないこと、運輸や備蓄についての具体的な検討が必要なこと、既に各地でそうした防災

対策の検討が進められつつあることから本冊子は一般市民を対象とし、各自治体が必要に応じてこれに

追加的な情報を掲載することが可能な基本冊子の作成を目指した（これらは報告書本体と共に CD 版資

料としてその詳細情報を提供する）。 
 大規模災害における被災した子どもの支援ニーズについては被災後 3 年近くたってはじめて震災のト

ラウマ体験を口にしはじめる子どもが認められ、復旧・復興の進捗状況、子どもを取り巻く環境要因が

その表出に影響していることが認められた。発達障害についてもこれまでは隠れていたが、震災でコミ

ュニティーが崩壊し、地域のパワーが低下して子どもの問題が顕在化してきた経過が認められた。現在、

各地で多彩な支援ニーズが徐々に表面化しつつあり、その現場においては地域特性、住民の意識をよく

踏まえた上での支援のあり方が用意される必要があること、地元に密着した窓口とちょっと離れた窓口

の両方の必要性など、が明らかとなっている。 
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＜研究概要＞ 

1.研究の背景、目的 

児童相談所一時保護所は、虐待だけでなく、非行等様々な課題を持つ子どもが緊急・一時的に

保護される施設である。このため、混合処遇や施設職員の業務量など、様々な課題が推測され

るが、この分野についての研究は少ない。本研究は一時保護所の基本的な課題の整理をするこ

とを目的に、各自治体に実態調査を行い、ケア基準の統一化を図るための基本課題を整理する

ことを目指した。 

 

２．研究の方法 

本研究は 3 つの研究を分担して行った。（1）自治体の基本属性を把握するために、都道府県、

政令指定都市を含む児童相談所が設置されている 65 自治体の子ども虐待担当主管課、及び一時

保護所がある児童相談所 129 ヶ所の一時保護所担当部（課）長に対してのアンケート調査、（2）

一時保護所に入所している児童の状況調査については、各一時保護所の一時保護所児童指導員

を対象とし、一時保護所に入所している児童は、平成 25 年 8 月 1 日～平成 25 年 8 月 31 日まで

に入所し、入所から 3 日経過した者を対象としたアンケート調査をおこなった。自治体主管課

調査：回収率 81.5％、一時保護所調査：回収率 93.0％。 

 

３．研究の結果 

全国の一時保護所平均入所率の平均値の高低群で分けたところ、年間平均入所率の高低群で、

平均保護日数および虐待件数も多い状態である。また年間平均入所率の高低群で、職員数は低

群が 1.5 倍（常勤では 2 倍）配置されているなど地域間格差が激しい状態である。また、一時

保護所の児童 1 人当たりの居室等のスペース、食の配置基準（栄養士等）が、各自治体で大き

な相違があり、児童福祉法という全国同一の基準で行われている子どもの福祉が、地域によっ

て大きな違いがあることが判明した。また、入所児童の概要は、入所児童の 61.8％が過去に取

り扱い歴があり、その取り扱い歴平均 3.27 回である。また、一時保護歴 45.7％であり、その

保護回数 2.84 回、措置歴 25.2％で、その措置回数 1.66 回など、一時保護される児童は、深

刻なケースであり、複数回保護されるなど、大きな児童福祉上の課題が見つかった。 

  

以上より、次の全体的考察（政策提言）をおこなった。 

（1）被害を受けた子どもや家族の属性の把握 

 （2）一時保護所の基準の明確化 

 （3）他の行政分野との連携 

 （4）データベースの構築 

 （5）職員の調査負担減少のために 
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＜研究概要＞ 

1.研究の背景、目的 

児童相談所の児童福祉司については制度的にも配置基準が決められているとともに、このところ

増員が図られつつある。しかし、児童心理司については、最近その業務が多様化・困難化してい

るにもかかわらず、増員はおろか業務実態すら明らかにされていない。このため、本研究ではタ

イムスタディにより児童心理司の業務実態を精査し、児童心理司の適正な配置基準を明らかにす

るための基礎的資料を得ることとした。 

２．研究の方法 

 全国の児童相談所 207 か所を対象に、郵送法にて調査票を配布し、郵便及びＷｅｂフォームか

らデータの提出を求めた。記入者の負担を軽減するため、日常の業務で児童心理司が使用してい

る日報（厚生労働省報告様式）の項目を反映しながら、調査票を作成した。 

 2015 年 1 月 25 日～2015 年 2 月 15 日を調査期間として、期間内において連続する 3日間を選択

してご記入いただいた。 

 単純集計を中心に、心理業務の総量、及び各種類の業務割合等について分析を行った。また、

統計解析においては、各職員単位、及び所単位で業務割合を算出し、職員の職務内訳の類型、児

童相談所の職務内訳の類型を抽出した。 

３．研究の結果 

 1 日あたりの勤務時間は平均 8.5 時間、時間外勤務は 1.1 時間であった。 

 ケース種別の業務時間では、虐待が最も多く、次いで障害であった。 

 主な業務では面接が目立つが、一方でそれ以上にケース記録作成や机上作業など事務的な業

務が多いことが明らかになった。 

 子ども虐待が増加する中で、アウトリーチや地域支援が求められるが、常勤、特に常勤（専

任）が担う割合が高く、また時間外勤務も集中していた。 

 今後の充実のためには、単に人員を増やすだけでなく、中核として関わり、更に継続して専

門性を高めていける専任の常勤職員の配置が必要であることが示唆された。  
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研究結果

の 

概 要 

本研究は、里親数に関する各都道府県における基礎的データの収集および里親認定のための調査項

目の現状把握、それに基づく最低限の調査項目や調査方法の例示を行うことを目的とした。 

各都道府県における里親に関する基礎データ収集により、養育里親登録を継続しつつ専門里親やフ

ァミリーホーム（Ｆ・Ｈ）に移行している者の存在、未委託里親のなかには実際にはＦ・Ｈ、一時保

護委託、週末里親として活動している者の存在などが明らかとなった。また各都道府県から送付され

てきた里親委託に関する手引きやグループ・インタビューを通して、里親認定・登録における里親希

望者に関する調査事項やその方法に関する案を提示した。 

主な成果 

１.各自治体から送付されてきた手引き等の分析およびグループインタビューによる里親認定調査

項目の作成 各自治体から送付されてきた手引きに関しては、記載内容や量において格差が大きかっ

た。手引きのなかには、事務手続き書類や国による関連通知が内容の多くを占める自治体もあり、そ

の実践過程に関する記述が乏しいものが相対的に多かった。里親認定過程における準拠枠組みを有す

る自治体は少ない。里親認定・登録過程の枠組みを作成していても、それを外部に公開せず内部文書

化している自治体も多い。社会に公開し、そのあり方を改善する姿勢が乏しいことが改めて確認でき

た。 

実際の調査過程においては、里親希望者の成育歴、人生観、養育観を適切に記述する力、尋ね、聴

く力が要求され、本研究で案として提示した調査項目を機械的に全てを網羅して尋ねるということで

はなく、個々の里親希望者の状況に応じて柔軟に活用するとともに、傾聴力、描写力、面談力を併せ

て醸成していくことが肝要である。こうしたことが困難ななかで、案にあるように男女ペアでの複数

訪問といったことを規則化することで、一定の改善を図ることも可能ではないか。 

２.里親登録状況についての調査による実態調査における課題の明確化 

 未委託里親のなかには、ＦＨとして養育に携わっている里親、一時保護委託、レスパイト、週末里

親として活躍されている里親も存在している。未委託里親の詳細の調査が必要である。 

自治体ごとの委託される子どもと里親の居住場所について、①原則同一管内、②原則管外（同じ自

治体内の）、③時々管外の 3 つに分けられた。子どもの生活の継続性を考慮すると、①が望ましいと

考えられるが、虐待事例など子どもの安全性の確保を考慮すると決して望ましいとはいえない。①を

原則としつつもケースに応じて検討することが重要であろう。 

都道府県内の里親にすべての子どもが委託されているとは限らず、県外里親への委託と、逆に県外

の子どもが県内里親に委託されている実態があるために、当該自治体が計上する「委託されている子

どもの数」と「委託を受けている里親の数」は元来照合関係にないといえる。また民間養子縁組あっ

せん機関と里親登録を併用している里親の場合、委託数として計上されないが、実際には民間機関か

ら子どもを受託し、試験養育期間として子どもを養育している世帯があること、個人で里親登録し、

同居するパートナーが登録していなくても、里親登録が可能となった結果、実態的な養育世帯数と登

録数の照合関係が複雑になっている。さらに里親認定は基本的に夫婦単位ではなく、一人ひとり

について行われるため、夫婦で異なる里親類型に登録されている場合もある。実態把握にお

いてこうした状況への対応も今後検討を要するといえよう。 
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平成２５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 

 平成 24 年 3 月で、子どもの虹情報研修センターは設立 10 年の節目を迎えましたが、そのことも

ふまえて、センターでは、上記で述べたように、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）による研究報告書紹

介を執筆していただき、冊子「研究報告書全紹介」を作成しました。 

 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「研究報告全紹

介」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）でも読めるよう取り組んで

います。それらもご参照ください。 

 

①

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究名 児童虐待に関する文献紹介（2008～2011 年） 

編集 子どもの虹情報研修センター研究部 

研究概要など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本報告書は、昨年度に引き続き、「平成 24 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・大学院生に依

頼し、2008 年から 2011 年にかけて発行された児童虐待に関する書籍一覧よ

り各自 1 冊を選んで内容を紹介してもらったものである。なお、該当図書を

読んで学んだことについてもの記載もあわせて求めた。 

今年度は、17 名の大学生・大学院生が呼びかけに応え、17 冊の書籍につい

ての原稿が集まった。 

こうした報告書発刊の動機については、すでに平成 23 年度報告書でも述べ

たとおりであるが、くりかえせば次の通りである。 

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最適な形で提供して

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、本報

告書の発行に取り組んだ。 

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 

 

②

  

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（第２報） 

研究代表者 研究代表者 橋本和明（花園大学）  
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研究概要など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度に引き続き、発達障害が疑われる保護者の虐待についての研究を第

2 報としてまとめた。前回は全国の児童相談所を調査対象にしたが、今回は

全国の福祉事務所を調査対象とし、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、を本研究の目的とした。 

その結果、合計 65 事例の回答が得られた。それらを分析したところ、発

達障害が疑われる保護者の傾向として、児童相談所調査の時と同様に心理的

虐待の割合が高く、保護者は孤立したり、パートナーや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

67.7％に二次障害があり、この割合は児童相談所調査（48.2％）よりも高い

数値となった。また、前回調査の第１報では保護者の虐待を「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つに分けたが、本調査でも同様

のタイプに分類することができた。さらに、そのような保護者への支援につ

いては、保護者の特性を把握してパターンを見つけ出すことをはじめとし、

わかりやすく具体的であること、ハードルを下げてできたところを評価する

こと、等の多くの支援方法があることがわかった。 

 以上のことを踏まえ、子育てには「社会性」、「共感性」、「柔軟性」が要求

されるが、発達障害を抱える保護者にはなにより「多様性」という視点が必

要で、支援者はそれを援助していくことが重要であるとわかった。 

報告書配布先 児童相談所、児童福祉施設等 

 

③

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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４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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．困難を抱えた子どもたちの学校における成長－学校内連携を基盤として

－ 

全校体制で特別支援教育を行っている小学校をフィールドにして、施設か

ら通学してくる子どもたちへの支援を検討した。「運動会のダンス練習」と

「特別支援級の構造化による対応」では、エピソード記述を用いて分析を行

った。前者は、問題の「共視」によって子どもの葛藤を見守ること、後者で

はパーソナルスペースを基盤としながら「学習する場」であることを前提と

した教室作りの工夫が示された。 

２．児童養護施設における「学習」：支援者への調査から 

 児童養護施設における 3名の学習支援者に対する面接調査を実施した。

3 名はいずれも、それぞれの立場で学習支援のみを行うスタッフ（ボランテ

ィア、非常勤職員）である。支援者は、知識向上や学力向上という狭義の学

習支援だけでなく、自己肯定感を高め、生活や遊びを通して社会のルールや

マナー、物事に取り組む姿勢や意欲を育てるなど、「学校化」していない子

どもたちの「学びの芽」を大切にした柔軟なかかわりをしていることが明ら

かになった。既成概念にとらわれない対話的な学習の場が、彼らの学びの基

盤として重要であることが示された。 
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３．児童養護施設と学校の連携－入所児童の通学状況把握調査、施設と学校

との研修の実施状況調査を通して－ 

 都道府県教育委員会に上記調査を実施した結果、24 都道府県から回答が

あった。入所児童の把握をしているのは 6県、また施設と学校の共同研修の

実施も4県にとどまり、これらは今後の重要な課題であることと考えられた。

校区に施設をもつ学校の状況を教育委員会が把握し、必要な人員配置（加配

教員など）を進める体制作りと、教育と福祉の共同研修など人材育成が、現

場の実践者をつなぐ仕組み作りとして重要であることを指摘した。 

報告書配布先 児童相談所、児童養護施設等 

 

④

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究名 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 

研究代表者 山澤重美（鳥取県米子児童相談所） 

研究概要など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究は、医療機関と児童相談所、児童福祉施設等、児童福祉に係わる機

関がどのような関係をもち、どのような連携をすればよいかについて検討す

ることを目的とした。 

研究は、①アンケート調査、②実践報告の 2つの軸に分けて行った。具体

的な研究方法と、結果の概略は以下のとおりである。 

①アンケート調査については、全国の小児科研修指定医療機関と公立・私

立の大学病院を対象（207 病院）とし、医療機関側からみた児童福祉との連

携について現状と課題を尋ねた。アンケート調査の結果、105 病院から回答

を得た（回答率 54%）が、そのうち 64％の病院で子ども虐待対応の専門チー

ムが組織されていた。チームの構成は、10 人前後からなる専門チームが最も

多く、構成メンバーは医師が大半を占め、その 7割が小児科、新生児科であ

った。またコーディネーター役を務める職種は MSW が最も多く、全体の 6割

弱を占めていた。また、虐待対応チームの実績として、虐待対応件数、虐待

通告件数、さらに対応チームの課題・問題も尋ねている。なお、子ども虐待

に対応するチームがない病院には、虐待ケースの初期対応、専門チームの必

要性、専門チームの設置予定などについて調査をした。病院外との連携につ

いては、関係者会議の有無及び件数、要保護児童対策地域協議会との関わり

なども項目も調査項目に入れている。今回のアンケート調査では、医療機関

と児童福祉との連携における課題点として、医療機関と児童相談所のリスク

評価とそれに伴う動きの速度の差異、情報共有のあり方などがあげられた。

②実践報告では、研究者の所属する児童相談所、及び連携する医療機関を

とりあげ、援助した事例をふまえて、鳥取県西部地区における医療機関と児

童福祉の連携について紹介している。具体的には、大学付属病院におけるマ

ルトリートメントプロジェクトチームと児童福祉機関との連携、児童福祉施

設と医療機関との連携について検討している。 

今回の研究では、医療機関と児童福祉施設の歩み寄りの重要性、情報共有

の必要性、要保護児童対策地域協議会を中心とした地域連携の重要性、人材

育成の重要性を指摘した。 

報告書配布先 児童相談所等 
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Ⅱ．研究紀要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子どもの虹情報研修センター紀要No．11（2013） 

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、論文「『行方不明』の子どもたち」をはじめ、平成23年度公開講座におけ

る特別講演「原発事故と子どもに健康～子どもに未来を変える～」や平成23年度研修講演の記

録など、多彩な内容で発刊した。 

報告書配布先 

（ネット閲覧） 

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 25 年度研究 

 平成25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 

    児童虐待については、さまざまな援助が行われ、多くの理論や実践結果が報告されていま

す。本研究は、そうした児童虐待研究の流れをつかむため平成 15 年度から開始し、現在も

継続しています。 

    研究は、現在大きく 2つに分けて実施しており、1つは、児童虐待に関するさまざまな問

題の中から年度ごとにテーマを決めて行う文献研究であり、他は、法制度および法学文献に

関する経年的な研究です。平成 25 年度研究は以下のとおり実施しました。 

 

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 25 年度においても、平成 24 年度に引き続き、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検証報告書を研究対象としました。当セン

ターホームページを含む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しましたが、報告書本数は百を超えました。これら報告

書に加え、事例に関する新聞報道なども収集した上で検証報告書について検討、分析を行

い、虐待死の態様や関係機関の取り組みの教訓などを明らかにしました。 

 

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） 

     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、2010 年 12 月から 2012 年 3 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、あわせて主要文献資料などの紹介、解説を行いました。 

 

（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。 
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・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 24 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．11（2013）の事業

報告「平成 24 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、

センター内で、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 アジアにおける児童虐待への取り組みに関する研究（新規） 

研究代表者 柳川 敏彦（和歌山県立医科大学 保健看護学部） 

子どもの虹情報研修センターにおける情報発信や研究においてまだ不十分であると思

われるものの一つに、海外情報、海外の動向把握があります。本研究では、その中でもこ

れまで十分な情報が得られていなかったアジア地域における動向を明らかにすることを

念頭に置き、ISPCAN で活躍するアジアの研究者に協力を依頼して共同研究者となってい

ただきました。その中で、各国の関心が共通するテーマとして「体罰」を取り上げ、その

解決に向けた提言をまとめることをめざして、平成 25 年度には、各国から 5 本の論文を

まとめました。 

 

イ 今後の虐待対策のあり方についての検討（１）研究動向の把握（新規） 

研究代表者 津崎哲郎（花園大学教授）            

児童虐待防止法制定後 10 年あまりとなり、わが国の児童虐待対策はさまざまな変遷を

たどってきましたが、現場では今なお試行錯誤が続けられ、残された課題も多いと言わざ

るを得ません。 

そこで、わが国の児童虐待対策の向かう方向はどうあるべきか、中長期的な視野に立っ

た検討を行うこととし、3 年計画で本研究を立ち上げました。初年度となる平成 25 年度

では、総務省の政策評価書（平成 24 年 1 月）の検討と課題の整理、JaSPCAN 制度検討委

員会の提言に基づく課題点の整理、死亡事例から考える今後の虐待対策、児童虐待された

子どもへの医療・保健の役割と課題、児童虐待関連施策に関するアメリカ・ワシントン州

における動向等について取り上げ、今後の検討の素材としました。 

 

ウ 母子生活支援施設における母子臨床についての研究 

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平成 24 年度から本研究を実施し

ています。平成 25 年度は全国の母子生活支援施設を対象に、施設の現状及び入所世帯の

現状などについてアンケート調査を行い、整理しました。 

 

エ 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 22 における先行研究の整理と分析、23 年

度における過去 10 年間にわたる心中事例の収集と分析をふまえ、平成 25 度は、平成 24
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年度に引き続き、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。その結果、母子心中や父子心中、一家心中など、合計 12 事例について、

事例の収集と分析を行うことができ、「心中」の形態による違いを含めて、今後の取り組

みに資すると思われる点を中心に分析を行いました。 

 

（４）全国里親会に委託しての研究 

家庭から分離して保護することが必要な被虐待児の増加に伴い、里親への積極的な委託を

進めることが求められています。こうした施策を推進するための研究分野での取り組みとし

て、平成24年度から全国里親会へ研究の委嘱を行いました。平成25年度の研究成果として、

全国里親会は、「IFCO2013 大阪世界大会記録集」及び「里親支援専門相談員及び里親支援機

関の活動、里親サロン活動に関す調査報告書」をまとめました。 

 

（５）その他 

これまで発行してきた研究報告書について、広く活用できるよう、基本的には全ての報告

書をセンターホームページにアップしています（内容により援助者向けホームページにアッ

プするものもあります）。 

また、先にまとめた「研究報告書全紹介」については、平成 24 年度研究報告書までを加

えた増補版をホームページにて公開しました。 
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