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社会全体で解決すべき問題

皆様、おはようござい
ま す。 た だ 今 ご 紹 介 い
ただきました私は、「子
どもの虹情報研修セン
ター」の川﨑と申します。
今日は「みんなの力で子
どもを守ろう。子育て支

援ネットワークの強化に向けて」というテーマで
フォーラムが開催されたわけですが、午後からは分
科会に分かれて具体的な問題について報告や討論が
行われるということですので、私は少し角度を変え
た形でこのテーマに触れてみようと思います。いさ
さか迂遠な感じがするかも知れませんが、最後は本
日のテーマに結びつくよう話すつもりですので、何

とぞご容赦ください。
さて、児童虐待防止推進月間は、確か 2004 年に

提起されたかと思いますが、それらも踏まえて、厚
生労働省と内閣府は共同して啓発ポスターを作って
います。今回、基調講演を準備するにあたって、過
去のポスターをちょっと調べてみました。創意工夫
を凝らしたさまざまなポスターが作られており、標
語も、毎年なるほどと頷ける内容になっています。
ちなみに、昨年度の標語は「気づくのは　あなたと
地域の　心の目」、その前は「守るのは　気づいた
あなたの　その勇気」、そして今年は、先程表彰さ
れましたけれども「差しのべた　その手がこどもの
　命綱」ですね。

ところで、これらのポスターを眺めていて気づい
たのは、ここ数年、常に同じ言葉が書き込まれてい
るということです。それが何かというと、「児童虐
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待は社会全体で解決すべき問題です」というフレー
ズです。

そこで、今日はまず、この「児童虐待は社会全体
で解決すべき問題」という点について、皆さんと一
緒に考えたいと思っています。

16世紀日本、大分

ここから話が、一挙に 450 年前へと遡ります。か
なり古いことは承知の上ですが、せっかく大分の地
にまいりましたので、当時の大分でどんなことが行
われていたのかということを、大分はご存知の方も
多いかもしれませんが、紹介してみたいと思います。

大分市には、大分市医師会立アルメイダ病院があ
りますが、その名称は、おそらく 16 世紀にポルト
ガルから日本にやって来たルイス・アルメイダに由
来するものと思います。実は２年前、私はこの病院
を訪ねています。そして、病院内に置かれているア
ルメイダ像の写真を撮らせていただきました。図１
がそれです。

アルメイダは、青年医師と言われていますけれど、
元々は商人ですね。外国貿易で莫大なお金を儲けて
お金持ちになったんですが、そのアルメイダが、で
はどんな活動をしたのか。厚生省児童局が 1959 年

（昭和 34 年）に発刊した「児童福祉十年の歩み」に
出てきます。そこには、「南北朝から室町、戦国時
代にかけての幕府、仏教徒の救済はともに言うに足
りないが、これに代って切支丹の活動はめざましい」
とありまして、「彼らの慈善は日本の旧来のものに
くらべて、その組織や技術において全く新しいもの
であり、科学的でもあった。このころ窮乏した庶民

は子どもを捨て、あるいは堕胎や圧殺も数多く行わ
れていた。これらの行為はカソリックの教義と相反
することはいうまでもない」と書かれているんです
ね。
「児童福祉十年の歩み」によると、こうした情勢

の中で、アルメイダは 1556 年（弘治２年）、正確に
言うと今から 457 年前に、「貧困不遇の幼児を救済
するために府内に救済院を設けた。それは独立した
孤児、捨子の救済院として注目すべきものであった」
というのです。では、この救済院は、どのような活
動をしていたのか。実は県庁前の公園にアルメイダ
の活躍を紹介した記念碑があるんですが、その記念
碑には牛のレリーフが彫られていて、解説には次の
ような一節があります。
「日本最初の洋式病院を建てたポルトガルの青年

医師アルメイダが、ここ府内（大分市）に来た当時
の日本は戦乱が続き、国民の中には貧窮の余り嬰児
を殺す風習があった。これを知ったアルメイダは自
費で育児院を建て、これらの嬰児を収容し乳母と牝
牛を置いて牛乳で育てた。これは、近世における福
祉事業の先駆である」

なるほどそうだったのかと思ってさらに調べてい
くと、アルメイダのことを書いた本がありました。

「南蛮医アルメイダ－戦国日本を生き抜いたポルト
ガル人」がそれで、著者は東野利夫さん。福岡市の
お医者さんのようですが、かなり詳しく調べていま
す。これを読んでみますと、アルメイダは、自身の
財産を投げ出して育児施設を作りたいと、太守大友
殿に言上し、「何びとも嬰児を殺してはならぬ、子
育てができない場合はこの施設につれてくるよう命
令書を出してくれと請願した」と言います。大友は
快く賛同し、この施設には貧しいキリシタンの乳母
および２頭の牝牛、その他必要な設備を整え、孤児
たちが栄養失調で死亡しないように配慮したのだそ
うです。ただし、牛乳を飲ませるというのは、当時
の日本人の食習慣に反する行為だったせいもあり、

「人間を畜生にする悪魔の仕わざ……」「パードレた
ちは孤児を住院に連れてこさせては、その赤子の生
血を吸っている……」などとあらぬ噂が立ち、約１
年後には廃止されたとのことです。残念ながらこの
活動は短期間で終わりを告げたわけですが、こうい
う形で孤児、棄て子を何とか育てていきたいという
活動が、遠い過去、約 450 年も前に当地で先駆的に

図1
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行われていたということは、記憶にとどめていいの
ではないかと思います。

約百年前、わが国初の虐待防止活動

さて、話は一挙に今から約百年前、明治の終わり
に移ります。近代社会となった日本で児童虐待問題
はどんな様相を呈していたのか。いろいろ調べてみ
たところ、近代日本で初めて児童虐待防止活動をさ
れたのは、原胤昭という人物でした。図２に写真を

用意しましたが、円で囲んだ方が原胤昭です。この
人は元々江戸幕府の役人だったんですが、犯罪を犯
して刑期を終え、出所してきた人の援助に尽力され、
更生保護事業の父と呼ばれています。実はご自身が、
自由民権活動を支援したという理由で逮捕・投獄さ
れているんですね。その経験が更生保護活動を行う
動機になったように思います。それはともかく、刑
務所内では、「この人は強盗や殺人をした人じゃな
い。本当は立派な人なんだ」ということで一目置か
れる。そして、服役囚からいろいろ身の上話を聞か
されるわけです。そうすると、ほとんどの人が子ど
も時代にすごい虐待を受けて育っていた。犯罪の背
景には過酷な幼少時代があることを、彼はまざまざ
と理解するわけです。そして、更生保護の取り組み
をずっとされていたんですが、60 歳近くになった
頃、子どもがひどく虐待されているという新聞記事
を見つけ、あまりのことに、親しい警察官に詳しい
事情を調べてほしいと頼んだんですね。原の頼みで
すから、警察もいろいろ調べて報告してくれました。
その上で、こんなことを持ちかけたんです。
「ところで原先生、こんな可哀そうな子がいっぱ

いいるのですから、何とかしていただけませんか」
原は、更生保護事業を主な活動としてはいました

が、その片手間にならできると考えて即座に了解し、
虐待防止活動に手を染めることとなりました。これ
がわが国における児童虐待防止活動の端緒となった
わけです。

では、原はどのようにして虐待防止活動を行った
のか。調べてみて、私は本当に驚いてしまいました。
というのは、児童虐待防止法どころか制度・施策は
皆無だったわけですから、被虐待児を守ろうとして
も、そもそも虐待されている子どもがどこにいるの
かさえわかりません。そこで彼は、「虐待された子
どもを救います」と書いたビラを何千枚も刷って、
そこに自分の住所、といっても「神田の原」だけで
通用するほど有名だったようですが、そのように書
き込んで、交差点や劇場、映画館、電車の乗客など
に配布したというんですね。手紙で知らせようにも
お金がないというのであれば、もう切手は貼らなく
てもいいですよ、私が払いますからということも書
いたそうです。

ここで、当時の虐待がどのようなものだったのか、
それに対して原がどのような取り組みをしたのかと
いうことについて、事例を一つ挙げて紹介してみま
しょう。今の私たちの取り組みと比較してみると、
結構興味深いものがあります。簡単な家族図（ジェ
ノグラム）を描いていますので（図３）、そちらも
参考にしながらお聞き下さい。

本児の両親が結婚するまでには紆余曲折がありま
すが、それはさておき、結婚して長男、つまり虐待
される子どもの兄が生まれ、次いで本児が生まれま

図2

図3
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す。ところが、車夫をしていたお父さんが競馬で破
産してしまい、もう食べていけなくなるんです。で
は、どうするのか。時は明治の末年ですが、ここで
登場するのがお子さんのいないご夫婦です。両親は
多少の里扶持、つまりは養育費を支払うという条件
で、弟のほう、つまり本児を里子に出すんです。も
ちろん跡取りとなる長男は手放しません。

その後、この家族には妹が生まれて４人暮らしと
なるのですが、問題が生じます。それは、里子とし
て預け、里扶持を出すと言いながら全然出さなかっ
たため、約束が違うじゃないかということで、「も
ううちでは預かっておれません、お返しします」と
養育を拒否されてしまうんです。この当時は児童福
祉施設に入所させるということもありませんから、
この子は仕方なく、もう一度実家に戻ってくるわけ
です。となると、考えただけでもこの子が虐待され
る条件がそろっていますよね。跡継ぎの長男もいる、
妹もできた、家族４人で何とかかんとか生活してい
たところへ、戻るはずのない子が帰ってきたわけで
すから。この時、兄は６歳、本児が５歳。妹はまだ
２歳です。兄と妹の間に戻ってきた本児は、まさに
厄介者ですよね。

そこで激しいきょうだい差別が起こります。他の
２人のきょうだいは父母と一緒にご飯を食べても、
この子はもう土間のほうに追いやられて一日一食し
か食べさせてもらえません。これは今で言えば、養
育放棄というネグレクトに加えてきょうだい差別と
いう＜立派な＞心理的虐待です。そしてお父さんは、
酒を飲みながら急にむかっ腹を立てて焼け火箸で殴
りつける。お母さんも日常的に暴行を加え、冷水を
浴びせかけ、最後は松の木に吊り下げてしまう。本
当に瀕死の重傷を負わせるような状況でした。

この事例を、原胤昭は新聞報道で見つけたようで
す。先にも申しましたように、彼は何千枚のビラ紙
を配って「連絡してください」と頼みながら、一方
では新聞記事なども眼を皿のようにして見ていたと
いうことでしょう。

では、こうした子どもの存在を知った原は、どの
ように対応したのか。
「ちょっとものをお尋ねしますが、この辺に新聞

に出ておりました子どもがいると思いますが、御存
じではありませんか」

これでわかりますよね。彼はもう、啓発活動をす

るだけじゃなくて、自ら発見し、そして家庭訪問も
する。この事例では、近所の方が住まいを教えてく
れました。近所で評判になっていたわけですね、新
聞報道されるくらいですから。
「その家ならあそこですよ。旦那、あの女は人間

の顔をした鬼ですよ。可哀相に、あの子は今日あた
りは、もう死んでいるかも知れませんよ」

こう言われて、原は「一刻も猶予できない」と決
心します。しかし、いざとなってみると、どうして
家に入ろう、どんなふうに話をしようか、考えても
きっかけがなく、「どうしたもんだろう？」とため
らいます。何しろ原には何の権限も何もないわけで
すから、そんな人が突然家庭訪問してどうなるのか
ということですね。今でも児童相談所や市町村の方
が、虐待通告を受けて家庭訪問する際には悩みます
よね。それと一緒、というか当時は今の比ではない
ぐらい大変だったのではないでしょうか。それでも
子どもが酷い目に遭っているわけですから、どんな
人間、誰がいるのかわからない家の中であっても踏
み込むしかない。
「咄嗟にいくら考えても名案が出て来ない。なあ

に当たって砕けろ、無茶だったかも知れないが、私
は勇気をだして入口らしい格子をガラッと開けた」
「ごめんなさい」
と入って行くわけです。そうして、「私は警察の

ものでもないから安心してください」と言いなが
ら、「新聞を読んで来たんですが、どんなご様子で
すか？」などと尋ねます。するとこのお母さんは、「い
や、あの子はひねくれ者でね、お灸をした方がいい
と人が言えばお灸もしたし、私も言われたとおり一
生懸命やってるんです」と話されます。やはり当時
も今と同じで、保護者は虐待を認めたりはしません
ね。それはともかく、ひとしきり話を聞いた原は、
次のように提案します。
「いや、お宅もたいそうお困りのようですね。ど

うでしょう、この子を私に預けませんか？」
これにはびっくりしましたが、母親にしたら、元々

この子は要らない子でしたから、あっさり「連れて
帰ってくれるんならそうしてください」ということ
になりまして、原は警察その他に連絡して、「あの
子は私が預かります」と許可をもらって連れ帰るわ
けなんです。つまり啓発活動もし、発見もし、訪問
もして、最後は自ら里親になって子どもを育ててい
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く。一人で全部をやっていたわけなんです。原は、
引き取った後の子どものことも記録していまして、
引き取ってみればとてもいい子じゃないか、そんな
ひねくれた子じゃないと書き、今は成人して、と
ある店の店員として立派に働いていると紹介して
います。

原胤昭は、こういうことを 60 歳近くになってか
ら始め、80 人以上の子どもを、保護しています。
もちろん、自分がすべて引き取るわけにもいかない
ので、当時の施設ですね、岡山孤児院だとか、福田
会だとか、いろんなところにお願いしたり、あるい
は、貰い子として預けられて虐待されているような
例だと、「あなたのお子さん、こんなことになって
いますよ」と、実の親に事情を話して引き取っても
らうこともあったようです。ただし、「片手間にな
らできる」と考えて始めたことも影響したのだと思
いますが、最初数年間は頑張っていたんですけれど、
次第にその活動は鈍っていきます。

お初殺し

そういう時に、戦前では非常に有名な虐待事件が
起こってしまいます。東京・浅草で発生した「お初
殺し」がそれですが、事件は 1922 年（大正 11 年）
のことですから、原胤昭が虐待防止活動を始めてか
ら 10 年余り後のことになります。あまりの悲惨さ
に巷では「お初の歌」が歌われたとか、「お初地蔵」
ができたとか言われます。どんな事件かと言います
と、この年の７月６日に初めて報道されたのですが、
港に手提げかばんが漂着し、中にバラバラに切断さ
れた女の子の遺体があったというものでした。殺さ
れたお初は 10 歳、貰い子だったんですね。貰い子
については、また後でお話するつもりですが、加害
者は 55 歳の職工と踊り師匠の内妻（37 歳）です。
当時の新聞などを見ますと、毎夜毎夜の折檻の末、

「痛いから堪忍しておくれ」と言いながら絶命した
と言います。実は貰い子の虐待事件は、戦前はいっ
ぱいあったんです。けれどもバラバラに切断されて
かばんに詰められ流されるというのは、あまりにも
酷いということで、報道が繰り返されたということ
なんでしょう。

実は私、この事件は以前から調べていて知っては
いたのですが、「もしやお初地蔵は、今でもあるの

ではないか」と思って、昨年 10 月になりますが、
当時祭られたという浅草の榧

かやでら

寺を訪ねてみました。
すると、「お初地蔵」は、戦争の時の空襲で毀損し
たというんですが、それでもちゃんと残されていま
した。そのお寺で過去
帳も見せていただきま
したが、残念ながらお
初の実親の名前は過去
帳にも載っておりませ
んでした。

なお、図４に示しま
したのは、榧寺ではな
く、要傳寺に置かれて
いる「お初地蔵」です。
お寺の方でしょうか、
今なお、ちゃんとお花
を供えてくださってい
ました。

救世軍の児童虐待防止活動

この少女惨殺事件は社会を非常に驚かせ、世間は
「鬼夫婦」などとこの夫婦を激しく非難しましたが、
先に紹介した原だけは、少し違う気持ちにとらわれ
ていました。すなわち、「自分がもう少し頑張って
いたら、この子は救えた」という後悔の念ですね。
彼はこの頃、おそらく 70 歳ぐらいになっていたか
と思いますが、やはり「片手間」では限界があった
とも言えます。そして、この事件に触れて改めて児
童虐待問題に取り組まねばならないと考え、同時に
もはや個人の力だけでは無理だと悟ったのでしょ
う。当時、救世軍の活動を活発に行っていた山室軍
平（図５）に連絡します。すると山室は、連絡を待
つまでもなくすでに事件現場も訪問するなど強い関
心持っていたというのです。そして救世軍が動き始
めます。

救世軍は、この種の事件を未然に防ぐため、ただ
ちに児童虐待防止部を作るんですね。さらには、防
止部の活動を始めるにあたり、救世軍中央会館で講
演会を開いています。演者は内務省の児童社会局長、
原胤昭、山室軍平らですが、講演会は７月 18 日に
行われていますから、「お初殺し事件」が発覚して
２週間足らずです。事件がいかに社会に衝撃を与え

図4
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たかが窺えるわけですが、原胤昭が個人的に始めた
被虐待児保護事業は、ここにきて救世軍の児童虐待
防止部に受け継がれ、わが国初の組織的な虐待防止
活動が始まったのだと、私は考えています。

なお、救世軍はイギリスが発祥の地ですが、山室
はイギリスに行って児童虐待防止の活動を視察し、
研究していました。ですから、この救世軍の虐待防
止部の活動というのは、原胤昭の取り組みとイギリ
スの先進的な取り組みを見習って進められていま
す。こういう形で戦前少しずつ発展してきたのが、
わが国の児童虐待防止活動だったわけです。

ところが、救世軍の活動は、始まったかと思うと
すぐに頓挫してしまいます。というのは、その約１
年後の 1923 年（大正 12 年）９月、関東大震災が勃
発し、虐待防止活動に手を割く余裕が失われてし
まったからです。まことに残念なことだと言わざる
を得ません。

岩の坂貰い子殺し事件

このようにしてまた何年かを経た 1930 年（昭和
５年）、またしても世間を騒がす事件が起こるんで
す。いわゆる「岩の坂貰い子殺し事件」ですね。当
時の新聞記事を図６に示しましたが、ご覧のように、

「聞くも身の毛よだつ府下板橋の殺人鬼村」などと
いう見出しも躍っており、「こじきや人夫等共謀し
て貰い子殺し常習」などと、いささか煽情的な記事
が目立ちます。実は戦前の日本の児童虐待の主なも
のの一つが貰い子殺しなんです。故あって育てられ
ないという子が生まれますと、わずかな養育費や衣
類を用意し、「これで、このお金で育ててください」

と頼むわけです。すると、そういう子を斡旋する人
がいるんですね。「わかりました、いい人見つけて
必ず立派に育てます」などと言いながら、ピンハネ
してはいい加減な人に預けてしまいます。そうする
と、引き受けた人も育てる気なんて全然ないもので
すから、ミルクもやらず、栄養失調になって亡くなっ
てしまう。そうすると病院に行き、「一生懸命やっ
たけど、この子はミルク飲まなかったんです。先生、
死亡診断書を書いてください」と頼み込んで終わり
です。当時は、栄養失調で乳児が死亡するのは珍し
くありませんでしたから、誰も疑わない。こうして、
受け取ったお金は着服する。この事件で逮捕された
女性は、以前にも同じようなことをしていたらしく、

「前にも同じことをしてる、またこんなことが起こっ
た」ということで、医者が警察に通報したところか
ら事件が発覚した。しかも調べてみると、当時スラ
ム街だった東京・板橋にある岩の坂という集落では、
こういうことがいっぱい起こっている、これは許せ
ないということで社会的に大きな事件になったとい
うわけです。

戦前の児童虐待防止法

新聞報道の見出しをよく見ると、「子なればこそ
虐待されて、文句が言えぬ今の法律」とあって、特
別法の制定が叫ばれています。こうした事件や報道
も背景にあってのことでしょう、1933 年（昭和８年）
に、戦前の「児童虐待防止法」が制定されていきま
す。今日においても、一つの死亡事件が社会を大き
く揺るがし、法律の制定や改正に繋がっていくとい
う構図がありますが、戦前においても同様の動きが

図5 図6
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あったといってもいいかと思います。
さて、ここで戦前の児童虐待防止法を見てみま

しょう。第１条には、「本法において児童と称する
は 14 歳未満の者をいう」とあります。当時の児童
は 14 歳未満だったんですね。次に第２条を見ます
と、「児童を保護すべき責任ある者、児童を虐待し
又は著しくその監護を怠り、よりて刑罰法令に触れ
又は触れる虞れある場合においては、地方長官は左
の処分をなすことを得」とされています。左の処分
とは、「１．児童を保護すべき責任ある者に対し訓
戒を加えること」。これは現在の児童福祉法第 27 条
第１項第１号と似通っていますね。次に「２．児童
を保護すべき責任ある者に対し条件を付して児童の
監護をなさしむること」とありますから、これは現
在の児童福祉法第 27 条第１項第２号にほぼ相当し
ます。そして「３．児童を保護すべき責任ある者よ
り児童を引き取り、これをその親族その他の私人の
家庭又は適当なる施設に委託すること」。これは現
在の同第３号と類似しています。以下は省略します
が、こういう法律が戦前にできたんですね。

戦前と戦後では社会的背景も大きく違うので、戦
後制定された「児童福祉法」や「児童虐待の防止等
に関する法律」と戦前の児童虐待防止法とを単純に
比較することが出来ないのは当然ですが、戦前の児
童虐待防止法をざっと通読して、発見したことがあ
ります。それは、この法律に通告義務の規定がない
ということです。これは結構重要なことではないか
と、私は感じました。それはなぜかということを説
明するため、まずは、今まで申し上げてきたことを
まとめてみたいと思います。

第一に、子ども虐待は、わが国においても長く古
い歴史があったということです。少なくとも 16 世
紀には嬰児殺が頻繁に行われており、それを見て驚
愕したアルメイダが、嬰児殺を防止するために育児
院を設けていますから、ほぼ間違いないと言えるで
しょう。次に、明治以降の近代社会になっても、貰
い子殺しに代表されるような児童虐待は絶えず、原
胤昭や山室軍平たちが熱心に活動していたというこ
とですね。

そして第三に、こうした深刻な虐待事件や熱心な
取り組みの経験を背景にして、戦前にも虐待防止法
が制定・施行されました。ただし、この法律に通告
義務はない。

といったことを、私たちはどのようにとらえれば
いいでしょうか。私が思いますには、子どもの虐待
という事実に接した人の中に、「こんなことは許せ
ない」と考えた立派な人がいて、一生懸命活動され
た。けれどもそれは一部の篤志家にとどまり、社会
全体として解決するという認識までには至っていな
かった、ということではないでしょうか。これが戦
前の現状だと思います。

児童福祉法の根本原理

では、冒頭に申し上げた「児童虐待は社会全体で
解決すべき問題です」という厚生労働省や内閣府の
ポスターにある認識は、いつ、何が発端となって生
まれたのか。

これは私の個人的な意見ですが、やはり敗戦後の
1947 年（昭和 22 年）に制定された児童福祉法に、
その根源があると思います。児童福祉法第１条第１
項を見ますと、「すべて国民は、児童が心身ともに
健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなけれ
ばならない」と書いてあり、続く第２項は、「すべ
て児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護され
なければならない」とされています。

つまり児童福祉法の根本原理は、「すべての国民」
が子どもの健やかな育成に対して努力し、どの子で
あっても、すなわち〈すべての児童〉が、等しくそ
の生活を保障され愛護されなければいけないと謳っ
ているわけですから、私はこの点こそが、戦前のさ
まざまな取り組みや考え方との大きな違いだと思い
ます。つまり、戦前は気がついた人が身を賭して子
どもの保護に力を注いだ、だから原胤昭にしろ山室
軍平にしろ、こうした突出した人の活動が大きく取
り上げられてきた。けれども、戦後の児童福祉法は、
すべての国民が努力するよう求めたわけですから、
それまでの理念は大きく発展したのではないでしょ
うか。

児童福祉法第 25 条の要保護児童の通告義務規定
（要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道
府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は
児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉
事務所若しくは児童相談所に通告しなければならな
い）にしても、おそらくは第１条の規定をふまえて
のものでしょう。この条文に一言付け加えさせても
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らえるならば、私は「要保護児童を発見した者は」
の次に「誰であっても」と入れたい。誰であっても
通告しなければならないのですね。それがつまり、

「すべて国民は」ということです。
「児童福祉法の解説」（時事通信社）という本があ

ります。これはまあ、なかば厚生労働省の公式的見
解と言ってもいい性格を持っていますが、ここに法
第 25 条の解説もあり、「本条の規定に基づく通告は、
すべての国民に課せられている。しかし、その義務
違反については、罰則の定めがない。このようない
わば道徳的要請ともいえる義務を国民に課したのは
……法第一条の規定の精神に照らしても、国民は、
要保護児童の保護については、少なくともその保護
の端緒をつくるためのささやかな義務のあることを
明らかにする必要があると考えられたためである」
と述べられています。ですから、それまでは、たま
たまそこで発見された子どもを、たまたま発見した
篤志家が救っていたかもしれないけれども、児童福
祉法が制定・施行されたからには、すべての子ども
が等しく生活を保障をされ、愛護されなければなら
ないし、そのためにはすべての国民が努力しなけれ
ばならない。それが児童福祉法のおおもとの原理と
して確立された、すなわち、従来の考え方は大きく
変わったんだと、私は理解しています。

児童虐待の通告

ところが、このようにしてせっかく作り上げられ
た児童福祉法の理念や、それを体現した第 25 条で
すが、施行後 50 年余り経た 1999 年（平成 11 年）
の国会審議では、必ずしも有効な運用がなされてい
ないことが指摘されます。この 1999 年というのは、
翌年の「児童虐待の防止等に関する法律」制定に向
けて活発な議論が交わされていた時期ですが、ここ
でどんな発言があったのかといいますと、祖父江さ
んという、児童養護施設の施設長をされていた方が、

「児童福祉法において、通報義務が国民全体に課せ
られながら、実際にはその通告のなされた数を見て
みると非常に少ない」といった意見を述べられまし
た。せっかく立派な法律を作ったけれども活かされ
てないじゃないかということですね。これは、衆議
院の青少年問題特別委員会で参考人として発言され
たものですが、厚生大臣（当時）も、「（法第 25 条

で）通告義務は課してはおるものの、これが必ずし
も有効に働いているかどうか疑問なしとしない点も
率直に言えばあると思います」と答弁しています。
史上初めて制度化された通告制度は、十分には利用
されてこなかったということが、国会で議論された
わけですね。こういった議論も踏まえて、2000 年（平
成 12 年）に制定されたのが「児童虐待の防止等に
関する法律」です。この法律には、制定当初から、
児童虐待についての専門職等の「早期発見の努力義
務」に加えて、「児童虐待を受けた児童を発見した
者は、速やかに、これを……通告しなければならな
い」との規定も設けられていましたが、この法律が
できて、通告（対応件数）はどのように推移したの
か。それを示したものが図７です。

児童相談所における虐待対応件数は、図を見てい
ただいたらわかりますように、虐待防止法が制定・
施行された 2000 年度（平成 12 年度）の前後をはじ
めとして急激に伸びています。つい先だって厚生労
働省が公表した昨年度の確定件数は 66,701 件との
ことですから、これは統計を取り始めた 1990 年度

（平成２年度）1,101 件の実に 60 倍にあたります。
そこで、こうした児童虐待を、誰が児童相談所に

通告してきたのかを調べて見ました。これは統計の
中の「経路別件数」を見ればわかります。そうしま
すと、中でも急激に増えているのが、「警察」及び

「近隣・知人」なんですね。この結果を見て私が思っ
たことは（警察の増加の理由はここでは置くとし
て）、要保護児童－要保護児童とは、「保護者のない
児童又は保護者に監護させることが不適当であると
認められる児童」ですので、虐待されている児童は
当然この範疇に入ります－を発見した場合、児童福
祉法ではすでに施行当初からすべての国民に通告の
義務を課していたのですが、50 年あまりの間、国
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民にはほとんど周知されておらず、住民からの通告
もほとんどなかった。それが、2000 年に「児童虐
待の防止等に関する法律」ができ、さまざまな啓発
活動を通じて通告件数が増えてきているということ
です。大昔から現代まで、わが国ではさまざまな制
度が作られ、先人たちが努力してきたのですが、「児
童虐待の防止等に関する法律」の制定をふまえ、「あ
の子は虐待されているかもしれない、何とかしてあ
げてほしい」と、近隣住民の方が初めて声をあげる
時代を迎えたんだという気がしています。

ただし、図で見るとおり急激に増えた通告への対
応で、児童相談所はアップアップの状態になってい
ます。一方で、近隣住民からの通告の中には、誤認
というのでしょうか、調べて見ると実は虐待ではな
かったという事例もかなり含まれていますので、忙
しい児童相談所としては、もう誤認の通告までして
ほしくないという気持ちもかなりあるやに聞いてい
ます。それはそれで理解できることですが、長い日
本の歴史で、初めてこういう形で近隣の方が通告を
するという動きが出てきたわけですので、これを貴
重なこととして受け止め、この制度を有効に活用す
る、活かしていく工夫が必要です。現状では私たち
も不慣れかも知れませんが、通告に対して適切に対
応ができる制度設計ですとか人員を充実させると
いったことを課題として認識しながら対応していく
べきではないかと考えています。

以上が、冒頭で取り上げた「児童虐待は社会全体
で解決すべき問題です」という点について、私たち
はどういう歴史をたどってこのような認識に到達
し、どのような現状にあるのかについての、私の考
えです。

後半では、子育て支援のネットワークについて、
それを強化するということについて考えてみたいと
思います。

ネットワークについて考える

先にも申しましたが、午後からは、具体的な問題
について各分科会で討議が行われますので、私は実
務的な内容を避け、「ネットワークはなぜ必要か」
というところに主眼を置いて話したいと思います。
「今さらそんな問題の立て方をするのか」
「そんなこと、当たり前のことじゃないか」と思

われるかもしれませんが、今しばらくおつきあい下
さい。これを紐解くために考える材料の一つとして、
またしても話が遠回りになってしまうかも知れませ
んが、虐待をした保護者が自分の行為をどのように
考えているのかということをお示しいたします。

紹介するのは、今から５年前の 2008 年度（平成
20 年度）に全国児童相談所長会が行った「虐待相
談のケース分析等に関する調査」です。調査対象期
間は、2008 年４月１日から６月 30 日までの３か月
間。この間に児童相談所が受け付けた虐待通告すべ
てを対象にした悉皆調査ですが、虐待ではないとさ
れた事例を除き、かなり詳しい分析を行っています。
しかも、回答率は 99.0%（197 ヵ所のうち 195 ヵ所）
でしたので、全国の児童相談所がこの当時受け付け
たほとんどすべての事例が含まれていると言って
いいと思います。この３か月間の被害児童は 8,108
人でした。

虐待する保護者の意識

図８は、虐待する保護者が自分の虐待行為につい
てどのように認識しているのかを表したグラフで
す。ただし、軽微な事例ですと判断に揺れがあって
当然だと思いますので、ここで取り上げたのは、重
症度別で言いますと、生命の危機があった事例 129
人及び重度虐待事例 468 人の合計 597 人です。なお、
重度虐待というのは、身体的虐待でいえば骨折をし
ているとか、骨折してないまでも継続的に治療しな
ければならないという程度の虐待であり、これらは
児童相談所の担当者が判断したものです。

さて、これら 597 人の保護者は、虐待と思われる
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行為をどのように認識しているでしょうか。まず最
初は、「行為も虐待も否認する」という方です。児
童相談所では重度の虐待だと判断しているけれど
も、親御さんは、たとえば「怪我はしているけれど、
自分はやってない。自転車で転んだ」などと主張を
される方です。このような方が 16.2% ありました。

次は、「行為は認めるが虐待は否認する」「行為は
認めるが信条として虐待は否認する」という方々で
す。先ほどのは「そもそもやってない」と言う方で
すが、こちらは「やってはいるけれども、それを
虐待なんて言わないでくれ」と考える方でしょう。

「殴ったけれど、それはしつけのためにやっただけ
だ」というような場合が当てはまります。こういう
方がどれくらいいるかというと、２つ合わせて約
30% 近くになります。ということは、児童相談所
は「重度虐待」あるいは「生命に危機がある」とい
うふうに非常に危機意識を持っているけれども、保
護者は「行為も虐待も否認」する人と合わせて４割
以上が、虐待と認めていないということになります。

そして、もう一群に「行為は認める」「虐待も認
める」「けれど援助は拒否する」という方があります。
つまり「あなた方が虐待というのだったらそうかも
しれません。でも放っといてください。私たちはあ
なたたちに構ってほしくありません」という方です
ね。こういう人たちが 15.2% ありましたから、以上
を合計すると、約６割ぐらいの人は「放っといてく
ださい」ということになります。では、虐待を認め
て援助を求める人はどれぐらいあるのか。その割合
は 26.5% ですから４分の１ちょっと。あとは不明と
無回答です。いかがでしょう、保護者は虐待をなか
なか認めにくいという結果が示されているのではな
いでしょうか。

でも、たまたまこの時の結果がそうだったに過ぎ
ないのではないか、という見方もあるかと思います。
そこで、過去のデータも調べてみました。実は児童
相談所は、児童虐待防止法ができる前から継続して
こうした調査を実施しているんです。以下、簡単に
その結果を紹介してみます。

まず、今申しました調査から 12 年前に遡った
1996 年（平成８年）、まだ児童虐待防止法が制定さ
れていない時代ですが、やはり全国児童相談所長会
が同じような調査をしています。これを見ると、行
為も虐待も否認する人の割合は 18.7% で、行為は認

めるが虐待は否認するという方も 30% を超えてお
り、援助を求める人は約２割にとどまっていました。
さらに遡っていくと、1988 年（昭和 63 年）にも同
様の調査が行われています。こちらの結果では、「全
て他の責に帰している」、つまり「行為も虐待も否
認する」割合が 18.9% です。そして「自分のした行
為は認めるが虐待とは認めない」割合は 48.3% でし
たから、両者を合わせると全体の３分の２となりま
す。今回の調査から 20 年前にも、やはり保護者の
意識は似たようなものであったことがわかります。
実は、この種の調査は 1983 年（昭和 58 年）にも行
われていますが、このときは４分の３以上の人が虐
待とは認めていませんでした。

ですので、都合４回の調査すべてで、保護者は簡
単には虐待を認めないということが示されたと言え
ます。簡単に言えば、保護者は昔も今も虐待を認め
ない。先ほど、原胤昭の対応事例を紹介しました
が、あの事例の母親も、「いや、私は一生懸命やっ
てるんだけど、この子がひねくれているもんだから
……」などと説明していました。自分の行為を虐待
と認めるのは、保護者にとっては大変苦しいものだ
し、難しいのだと私は感じます。

子どもの意識

さて今度は、子どもはどういうふうに考えている
かについてです。図９をご覧下さい。

これは先ほど紹介した 2006 年度の全国児童相談
所長会による調査結果です。こちらは重度虐待だけ
でなく、8,108 人全ての事例を取り上げました。た
だし、子どもの場合は年齢によって意識も大きく変
わると考えられますので、グラフは年齢別に表して
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います。０歳から５歳までは乳幼児年齢ですね、６
歳から 11 歳は、一応小学生年齢と考えられます。
同じように、12 歳から 14 歳は中学生年齢、15 歳以
上を中卒年齢と考えておきましょう。

最初に「不当にひどいことをされたと感じている」
子ども、言葉を換えれば、虐待されていると感じて
いる子どもの割合を見てみます。やはり年齢が高く
なるにつれて、ものごとを客観的に見ることができ
るようになるのでしょうか、年齢に応じて次第にそ
の割合は高くなっていきます。とはいえ、中卒年齢
であっても半分ぐらいしか「ひどい」と認識してい
ませんね。

次に、「ひどいことをされたが自分が悪いから仕
方がないと感じている」という項目を見てみます。
どうしてこのような項目があるのかと考えますと、
親御さんが暴力をふるうとか、食事抜きにするとか
という場合、多くの事例で、「あんたが悪いからやっ
てるんや」「痛い目に遭わんとわからんやろ」「おま
えのためにしてるんや」などと言いながら虐待行為
を行っています。私の体験した事例の中にも、「『今
度ご飯が時間内に食べられなかったら、もっとひど
いこと叩く。わかってるね』と言ったら、子どもも

『わかった』と約束した。だから本人も納得してる
んです。確かに骨折はしたかもしれないけれど、こ
れは虐待ではありません」と主張された方がいまし
た。そうしますと、子どもはやはり「ひどいことを
されたけれども自分が悪いから仕方がない」と思い
がちになります。この割合も結構ありますね。特に
小学生年齢で、その割合が高くなっているように思
います。

次に見ていくのは、「ひどいことをされたと感じ
ていない」子どもの割合です。子どもにしてみると、
よその家と自分の家を比較するなんて難しいですか
ら、たとえばネグレクト状態の事例で、こんなこと
を聞いたことがあります。児童相談所が保護して、
きちんと三度の食事も用意し、７時に起床して、夜
10 時になったら寝ましょうと、そういう普通の生
活をするよう指導したら、もうそれが苦痛で、家に
いたら好きな時に起きて好きな時に好きなものを食
べて好きな時に寝る、その方が楽だといって、一時
保護所の生活になかなか馴染んでくれなかったとい
うんです。ですから、それまでの生活がネグレクト
状態だという自覚が持てない。「ひどいことをされ

た」なんて全然思えないというわけです。暴力など
も同じで、もう一つ事例を紹介しますと、父親がひ
どい暴力をふるうために家出していた中学生です。
警察が保護したんですが、「家に帰るとお父さんに
ぼこぼこにやられるから帰りたくない」と言うの
で、児童相談所で一時保護しました。その彼が、「悪
いことしたら叩かなあかん」と言うんです。「うち
の親は叩き過ぎやけど、ちょっとは叩かなあかんの
や」と言うんですね。自分の育った環境の中で価値
観が醸成されますから、ひどい体罰であっても、子
どもが肯定してしまうことはしばしば起こる。です
から、「ひどいことをされたと感じていない」子ど
もは、いわば「え、なんでそれが虐待なの？」と思
うのでしょう。この割合は、「意思が確認できない」
や「不明」を除けば、乳幼児などで、圧倒的に高く
なっていますし、小学生年齢を見ても、やはりその
割合は一番高いですね。さらに、中学生年齢や中卒
年齢を見ても一定数出現しています。こうした結果
を眺めると、やはり子どもが自ら SOS を出すこと
は難しいということがわかるかと思います。

以上のことを別の角度から示した統計がありま
す。図 10 を見てください。先ほども紹介した「児
童相談所における経路別虐待対応件数」です。なお、

数値は 2011 年度（平成 23 年度）の 59,919 件ですが、
当事者である虐待者本人及び被害児童本人を取り出
してグラフにしてみました。虐待者本人が自ら、「私
は子育てに悩んでいて、ついつい子どもに手を出し
てしまう。なんとか相談に乗ってほしい」というよ
うな感じで援助を求めてきている割合は、全件数の
約５％となっており、子ども本人が、ひどい目に遭っ
ているとして自ら児童相談所に連絡したり駆け込ん
できたのは約１％です。したがって、残りの 93%
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あまりは、当事者ではない周りの人が、何かおかし
い、虐待されているのではないかと疑って通告して
きたということになります。

ここまでのところをまとめて言いますと、保護者
であれ子どもであれ、虐待の渦中にいる当事者が自
ら援助を求めてくるというのは稀であり、また困難
でもあり、それは過去も現在もあまり変わらないと
いうことです。児童虐待の特徴として、私たちはこ
の点をよく理解しておく必要があるのではないかと
思います。

ネットワークはなぜ必要か

かなり遠回りをしましたが、ここまで申し上げた
ことをふまえて、児童虐待への対応において「なぜ
ネットワークが大切か」ということを考えてみたい
と思います。図 11 をご覧下さい。これは私が勝手
に考えて作成したケースワークモデルです。

まず、従来のケースワークモデルを見てみましょう。
私も児童相談所で長いこと勤務していましたが、お
もにその前半期には、この「従来のケースワークモデ
ル」で援助活動を行っておりました。いささか機械的
に描いていますが、簡単に説明します。このモデルで
すと、まずは保護者等から相談の申し込みがあって
相談を開始します。その際には、相手側に援助を受
けたい相談ごとがありますから、援助者側は、受容
的な姿勢でしっかりと相手の気持ちを受け止め、いろ
んな方法を駆使して援助活動を行います。基本的に
このモデルのベースには困っている人がいて、援助者
に助けてもらって何とかしたいと思ってるわけですか
ら、「どうですか」と投げかければ、「ああいうことが

あって、こういうことがあって、そんなことがあって」
と話します。そこで、「ああそうですか、大変ですね」
と話を聞きながら、「じゃあどうしていくか一緒に考
えていきましょう」というふうに進んでいきます。で
すから、受容と共感がベースですね。そして問題が
一定程度解決したところで終結します。仮に完全な
解決を見ていなくても、相談された方が「後は自分で
何とかやってみます」と言えば、多くの場合はそこで
区切りとして終結します。

ところが、虐待のケースワークモデルというのは
そう簡単にいきません。図 10 によれば、周りから
の通告が９割以上ですから、虐待の場合は圧倒的に
保護者以外の誰か別の人が通告をするという形で援
助が始まります。ですので、こちらの場合は保護者
に相談動機がない、あるいは希薄ということになっ
てしまいます。そうすると、「どうですか、ご心配
なことありませんか」と声をかけても、「何もあり
ません。あんた帰ってください」ということになり
かねません。従来型なら、「小さい頃はどうでした？」
などと、現在の問題に直接関係ないことを尋ねても、
さまざまなことを教えてくれますから、より詳しい
事情もわかって援助に役立てることができる。けれ
ど、虐待対応のケースワークでは、保護者が話して
くれることは少ないですし、被害を受けている子ど
もだって、親から「余計なことは言うな」などと口
をふさがれている場合が珍しくありませんから、「こ
の傷どうしたの？」と聞いても、そんな簡単に「パ
パに叩かれた」などとは教えてくれません。死亡事
例のいくつかを見ても、子どもが最初、虐待を少し
仄めかせたとしても、後から否定したり口ごもって
ちゃんと話さなくなり、結果として援助者が見過ご
してしまうような事例が散見されます。

するとリスク判断をするにしても、必然的に当事
者の発言や意向だけに頼らず、多方面からの情報を
収集して、本当にどの程度リスクがあるのかという
ことを見極めることが是非とも必要になってきます。
ある意味では必然的なこととも言えるわけです。ま
た、保護者や家族としっかり信頼関係をつくり、安
定した援助関係を結ぶことも、多くの事例で困難を
きたしますから、主たる機関一つだけが対応すれば
よいというわけにもいきません。終結するにしても、
従来型ならば双方で合意すればそれで足りるでしょ
うけれど、虐待型ケースワークの場合は、それがで

図11



22

●基調講演

きません。何しろ、終結どころか援助の開始だって
不要だと思う方が多いわけですから、当事者との合
意だけに頼れば、深刻な事態を招きかねません。し
たがって、家族の困り状況とか子どもの様子などに
応じて、多機関がさまざまな形で自らの役割を果た
していく必要がある。経済的に困窮しているとか、
生活保護の受給世帯であれば福祉事務所にもかか
わってもらう必要があるでしょうし、親御さんに精
神疾患があれば、医療機関や保健師さんなどの協力
も求めなければならない。そういうさまざまな方が、
多方面から情報を出しつつリスク判断に加わり、援
助の過程でも役割を発揮する、終結する時にもいろ
んな見方を総合して結論を出していく。こんな形で
取り組んでいかなければ、間違いも生じ得るのが児
童虐待の問題ではないでしょうか。そのためには、
どうしても必要になってくるのがネットワークです。

要保護児童対策地域協議会

ですから、子どもの安全を守り、子どもの成長を
促していくためには、ネットワークにさまざまな関
係機関が集まって取り組まなければならない。2004
年（平成 16 年）の児童福祉法改正で、要保護児童
対策地域協議会を設置することができると定め、そ
の後の改正で設置するよう努めなければならないと
されたのには、おそらくはこうした事情があったの
だと、私は考えています。そして、今では全国全て
の市区町村のうち少なくとも 98% で要保護児童対
策地域協議会が設置されています。すなわち、現在
の児童虐待への対応では、要保護児童対策地域協議
会を活用して取り組んでいくというのが標準スタイ
ルになっているわけです。

以下、もはや当たり前のことかもしれませんが、
再確認という意味で、協議会の特徴、その意義につ
いて、図 12 に記載してみました。

これは厚生労働省のホームページにアップされて
いる「要保護児童対策地域協議会スタートアップマ
ニュアル」から抜粋要約したもので、ご存じの方も多
いかと思いますので、説明は省かせていただきます。

協議会運営の留意点

さて、こういった特徴を踏まえて協議会を運営し
ていくわけですが、注意すべきこともあります。と
いうのは、さまざまな意義を持ち、全国ほぼ全てで
設置されている協議会ですが、ただ単に設置しただ
けで、うまくいくとは限らないからです。協議会の
持つ有用性、特徴を活かすためにはどうしたらいい
のかと不断に考え、ネットワークが機能しているか
否かを常にチェックしつつ援助をしていくことが必
要だと思います。

余計なことかも知れませんが、スクリーンに、「情
報の扱いが子どもと家族の明日を分ける」と映し出
してみました。情報を共有することはすごく大切だ
と言われているんですが、でも、「こんなことがあっ
た」「あんなことがあった」「ああ、こんなこともあっ
た」と並べるだけでは不十分です。それだけでは家
族や子どもの特徴、あるいは援助の方向性が見えて
くるとは言えません。

図 13 は、単なるイメージですが、ジグゾーパズ
ルのピースがきちんとはめ込まれるように、いろん
な情報が正しく並べ替えられて初めて、適切なアセ
スメントができるというふうに思います。

死亡事例の中には、協議会を開催しながら情報が
図13
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集約されていなかったり、情報があってもそれらが
十分に整理されなかったために事件を防げなかった
というものもいくつかありました。

その点で重要な役割を担っているのが、協議会の
調整機関です。調整機関には、児童福祉司資格をは
じめとする有資格者を配置するよう努力義務が定め
られたかと思いますが、それはある意味で当然のこ
とで、情報を整理する力を持った人が必要だからで
す。そうした方が、ネットワーク全体のコーディネー
トの役割を果たさなければなりません。

情報が整理されれば、「なんとなくこの家族心配
だな」「この子は心配だな」という漠然とした不安
が、具体的な課題に姿を変えて立ち現れます。そし
て、各機関が取り組むべき内容も明らかになってく
る。情報を共有するというのは大前提で、その情報
を集約し、整理し、家族の抱えている課題、援助機
関が取り組むべき内容を浮き彫りにする、それが大
切なことだと思います。

みんなの力で子どもを守ろう

さて、ここまでネットワークのことについて話し
てきましたが、もう一度、図 11 をご覧下さい。こ
の図に基づき、改めてネットワークの活動を考えま
す。まず最初に言えることは、やはり保護者に相談
動機がないことが圧倒的に多いわけですから、虐待
されている子どもやその家族に援助するためのきっ
かけとして、国民だれもが、気になる子どもがいた
ら連絡する、通告するということが必要だと思いま
す。それから、先ほどから申し上げていることです
けれども、各機関が持っている情報というのは本当
に断片的なんです。自分のところのことはよく分か
ります。でも他のところでどうなっているのかは分
からないんですね。ですので、断片情報を集めるこ
とが、つまり情報を共有することが大切になります。
ただし、情報は共有されただけではまだ足らない。
それらをふまえて援助の方向性を適切に判断をしな
ければいけません。この図で、「リスク判断」と書き、

「多方面からの情報収集」という吹き出しを加えた
のは、そのような意味だとお考えください。

次のステップの「援助と介入」について話します。
実は、援助のためには家族についての見立て、理解が
大切ですが、そのためには家族と子どもが体験してき

たことを「ストーリー」のように思い浮かべることが
大切ではないかと考えています。ストーリーというと
何かなと疑問に感じられる方があるかも知れませんが、
簡単に言うと、情報を羅列するのでなく、それらをさ
まざまに組み立てながら、子どもや家族の歴史、人生、
生活などを具体的にイメージするということです。

大阪市西区で「２幼児放置死事件」がありました
が、最近、杉山春さんという方が、この事件につい
てのルポを出版されました。この本を読みますと、
加害者となった母親が離婚して転居を繰り返す様子
や事情がよくわかります。本書で明らかにされたよ
うな母親の人生が、それぞれの機関でタイムリーか
つリアルに把握され、この家族のイメージを具体的
に持つことができていたら、おそらくは援助のあり
方も変わっていたのではないかと感じました。残念
ながら、この事例ではそうした情報自体が少なく、
この家族のストーリーは、どこの援助機関も描きき
れなかったのではないかと感じた次第です。

さて、「援助と介入」に話を戻します。介入とか援
助とかいうと、なんとなく児童相談所が介入し、市町
村が援助するというイメージがあるかも知れません
が、援助というのは、私は誰にでもできることだと思っ
ています。というのは、児童虐待のリスク要因として、
昨今、特に大きな問題とされているのが「社会的孤立」
ですよね。たとえば、先ほどの「２幼児放置死事件」
の母親も、非常に孤立をしていて相談する人が全く
いない。そういう状況の中でどんどん事態が悪化を
していきました。ですから地域で活動する民生児童
委員さんなどが、子どものことを気にかけてあげる、
あるいはちょっと声をかけて挨拶をするだけでも、場
合によってはすごく助けになる可能性があります。も
ちろん、それが虐待状況を大きく変えるとは限りませ
んが、ちょっと声かけするというような関係ができれ
ば、状況が深刻になった時、自ずと気づくこともでき
るでしょうし、挨拶ができる関係が本格的な援助に
繋がる可能性もでてくる。要は介入・援助というの
は専門機関だけが行うものではなく、本当にいろんな
人が、わずかであっても自分でできることをしていく、
それを多くの人がしていくことによって援助というの
は成り立っていくのだと思います。

見守りということでも同じではないでしょうか。
見守りというと、やはり関係機関、援助している機
関等が行うものだと思われるかもしれません。確か
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に、何を見守るのか、具体的な内容をあげて家庭訪
問したり声かけするなどして悪化を防ぐ活動もある
かと思いますが、私はこのスライドに「まなざし」
という語句を付け足してみたいと思います。

渡辺京二著「逝きし世の面影」という本がありま
す。幕末から明治にかけて日本に来た欧米の外交官
や旅行者が、日本について書いたたくさんの書物を
詳しく読み込み、当時の外国人が見た日本を描写し
た大変有名な本ですが、当時の日本は、「子どもの
楽園」だと、多くの外国人が感じたとのことです。
まさに、当時の大人は皆、子どもに対して本当に温
かいまなざしを向けていたと考えられます。

孤立が言われる現代です。たとえば電車に乗って
子どもが泣いたりすると、お母さんは周りに迷惑かけ
てはいけないと、もう必死になって「泣いちゃだめよ、
泣いちゃだめよ」と焦り、子どもますますは泣きたく
なるんですね。けれど、私たちが日常から子育てする
親子を暖かく見守る気持ちでいれば、親御さんに対
して、「元気に育ててますか、大変ですね」と直接声
をかけなくても、応援する気持ちは自然と伝わってい
くのではないでしょうか。やはり、子どもを大切にす
る社会を作っていく、そういう一人ひとりの意識とい
うものが、非常に大事なことではないかと思います。

ですから、ネットワークと言いましたけれども、
関係機関同士のネットワークだけでなく、もう一つ
広い社会全体のネットワーク、子どもとその家族に
対する温かいまなざしが感じられる社会であること
が、今は必要ではないかなという気がしております。

微力は無力ではない

最後になりましたが、つい先日、私は川崎市歯科医
師会の佐藤哲郎先生のお話を聞く機会がありました。
佐藤先生は、歯科医の立場で子ども虐待防止に積極
的に取り組まれている方で、定期的に川崎市児童相
談所の一時保護所を訪ねて診察したり、虐待通告に
ついても、子どものことを第一に考えるなら歯科医と
しての役割をしっかり果たさねばならないという熱い
思いで活動されています。私が先生のお話を聞いた

のも、日本小児歯科学会が児童虐待をテーマにセミ
ナーを開催し、その折りに呼ばれたことがきっかけで
した。さてその時、先生が次のように話されました。
「微力は無力ではない」
なるほどそうだ！と、私も納得しました。
虐待問題というと児童相談所が子どもを保護する

ものだと考えたり、通告をしても自分たちは何して
いいかわからない、あるいは子育て中の親子に挨拶
する程度で本当に役に立っているのかしらなどと考
えがちです。確かに私たち一人ひとりの力はそんな
に大きくはないし、微力かもしれない。でも、「だ
から役に立たない」のではなくて、微力を集めるこ
とができれば、家族を支えていく、子どもの安全を
確保していく大きな力になるんだということに確信
を持つことが大切ではないかと思います。自分ひと
りはささやかなことしかできなくても、そんなふう
にして微力を出そうとしている人があちこちにいる
とわかれば、大変励まされるし、それが実は大きな
援助につながっていく。私は先ほど、情報の収集が
大切だと申しましたが、情報だけでなく、そうした
小さな力を集める、つなぎ合わせることは、ある意
味ではもっと大きな力になると思います。

＊
これで、「子育て支援のネットワークを強化し、み

んなの力で子どもを守ろう」という最初のタイトルに、
どうにかこうにか戻ってこれたのでないでしょうか。

なお、私は日本子ども虐待防止学会理事をしてお
りまして、「どこかで話をする時は必ずを紹介して
下さい」と言われておりますので、少しだけお時間
をください。日本子ども虐待防止学会第 19 回学術
集会信州大会が今年 12 月 13 日〜 14 日、松本で行
われます。また、来年９月には、国際子ども虐待防
止学会の第 20 回大会が名古屋国際会議場で行われ
ます。是非ともご参加下さい。

以上で私の話を「終わらせていただきます。最初
に申しましたように、あまり実務的な話はできませ
んでしたけれど、その点は午後からの分科会で補っ
ていただければ幸いです。

ご静聴ありがとうございました。


