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山岸 治男氏  皆さんこん
にちは。今日は少し長い
時間がかかります。途中
でちょっと休憩を取りまし
て、第１分科会を進めさせ
ていただきます。第１分科
会のテーマは「虐待防止の
ための地域の取り組み」、つまり地域でどのように
して虐待を防止していくかということでございます。
４人のパネラーの方と会場の皆さんとで一緒に考え
てまいりたいと思います。私は日本文理大学の山岸
でございます。よろしくお願いいたします。

進め方についてですけれども、初めに私も含めて

今壇上に上がらせていただいております私たち５人
から、一人 20 分前後の時間を取りまして、今日皆
さんにお諮りしたい提案、あるいは、こんなことを
しているという実践報告、そういうものを含めて虐
待防止のための地域の取り組みという課題に沿う提
案をさせていただきたいと思います。そのあと、そ
れを受けてですね、今度はパネリスト同士のやり取
り及び会場の皆さんとの意見交換もさせていただき
たいと思います。５人の報告が終わったところで、
10 分程度の休憩をとらせていただきたいと思いま
すので、トイレ等はそこで済ませていただければと
思います。よろしゅうございましょうかお願いいた
します。それでは初めに私から、続いて安部さん、

虐待防止のための地域の取り組み

概　要

児童虐待の予防には、子育てに対する親の負担感の軽減や、親が子育てを楽しめることが大切であり、
地域における実践報告と今後の展開について議論する。

コ ー デ ィ ネ ー タ ー

パ ネ リ ス ト

山岸　治男氏　（日本文理大学 教授）

安部　計彦氏　（西南学院大学人間科学部社会福祉学科 教授）

小川　由美氏　（NPO 法人アンジュ・ママン 施設長）

原尻　亜耶氏　（別府大学短期大学部 専攻科初等教育専攻 １年（学生））

松永　　忠氏　（児童養護施設光の園 施設長）

第 １ 分 科 会
13：00〜15：30



26

●第 1分科会

小川さん、原尻さん、松永さんという順番で報告さ
せていただきます。皆さんのお手元のレジュメもそ
のような順番になっているかと思いますのでよろし
くお願いいたします。

私の方で今日出しましたのは、「地域で虐待を防
止する『確かな共助を』」という題目です。括弧付
けで『確かな共助を』としたのは、地域で取り組
むという場合、これは福祉関係だけではなく教育
もそうですし、他に例えば地域づくりというよう
な自治関係の問題、安全安心の町づくりといった
ような内容もですね、地域でともに取り組むことと
して考えられているからです。ところで、地域でと
いう言葉はよく使われると思いますけれども、やや
もすると全体として総論だけで終わってしまい、各
論になかなか至らないことが多いのではないかと、
実際に地域とかかわってみて思います。そこで、総
論と各論がドッキングするような論議、総論も必要
ですが各論もなお必要になる論議をしてみたいと思
います。各論を学ぶことによって、あるいは各論を
いろんなところで議論することによって、総論の見
方、考え方を変えなければいけないことがあるかも
しれません。そういうことについて普段考えている
ことを述べさせていただければと思ってこの課題に
しました。

まず、虐待が起こる背景は何だろうかということ
です。広い視点に立ってみると虐待は決して狂気の
人が起こすのではありません。もしかしたら私も含
めてごく普通に暮らしている私たち誰もが虐待をし
かねないと考えていかなければいけないんではない
だろうかと思います。なぜそうなのかということで
すが、私は人が孤立することに虐待の遠因があるの
ではないかと思います。孤立しますと、個民化し、
無縁化する。無縁化というのは NHK が数年前に使
い始めた言葉だと思いますが、生活上の困難な条件
を一人で抱え込んでしまうことがあって、これが虐
待を起こしていく大きな原因ではないだろうか、そ
んなふうに思います。

最近は人類学の研究がどんどん進み、類人猿が地
球上に現れたのは 700 万年ぐらい前だと言われるよ
うになっています。私たち現代人に近いところで言
いますと、ネアンデルタール人まで遡ったとして
も、まだ高々 10 万年前後だと思います。農業つま
り耕作を始めるようになって１万年ちょっとは経っ

ていると思いますけど、そういうところを見てもで
すね、人類は長いこと実はお互いが助け合って共同
して生きてきた生き物だと思います。そこのところ
を私たちは文明化する中で崩してしまったのではな
いかと、そんな見方をして１番のところをまとめて
みました。そうしますと、孤立化、個民化、無縁化
しながら中年期あるいは実年期、高齢期を過ごすよ
うな今日の社会の仕組みが虐待を引き起こす一つの
原因になってるのではないかと思うわけです。もう
一つはその社会の仕組みがそうなっているというこ
とについて十分注意しない、あるいは留意しないま
ま過ごしたり、あるいは社会と個人の関係を学び損
ねてしまっているかもしれません。協働することや
助け合うことについて十分学習していなくて、その
結果として目の前の便利という選択をする個人の生
活が広がっているかもしれない。この点に気づかな
ければいけないと思います。私も時々ハッとするこ
とがあります。

というのは文明化している中ですので、コンビニ
に行けばいろんなものがパックで売られています。
そこで、忙しければ手作りしない食事なども時々は
やってしまったなあと思うのです。考え直してまた
材料を買って支度をするということもいたしまし
た。私は３人の子どもの父親です。もうみんな社会
人になっていますので、今は手がかかるということ
はもちろんありません。今は二人の孫がいますけれ
ど、長男夫婦からは時々孫のことで相談を受けるこ
とがあります。で、その時は私の反省として、出来
るだけ手作りの食事を与えてねという話はさせても
らいます。

それから地域の役職を逃れ続ける実年期の方も、
これは相当数いらっしゃるのではないかと思いま
す。私は初めて地域の役職を受けたのが小学校の
PTA の役員、初めから PTA 会長になれと言われ
ましてですね、それをお引き受けしたところから始
まります。一番下の娘が中学３年を卒業するまで、
およそ 15 年間 PTA の役を受けました。その関係
で地域の集まりに呼ばれるんですね。初めて呼ばれ
たのが小学校の校区社会福祉協議会というところで
した。最初はなんで PTA の役員をこんなところに
まで呼ぶのかなと思って、時間が取られますので
少々立腹していたことがあったんですけどね、２回、
３回と会合に出ます。それでも休まず私も真面目で
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すから、出席はきちんとしたのです。そうしますと
ね、だんだんと出席しなければいけない意味がわ
かってきます。そこに出席することによって地域の
情報をお母さん方お父さん方に知らせることもでき
ますし、時には学校の先生方に知らせなきゃいけな
いことも起こってきます。それから子どもたちと話
をしなきゃいけないことも起こってきます。そんな
わけで地域とだんだん繋がってきたなと思います。
やがて団地の自治会長を引き受けなければいけない
状況が生じてきましたので、私は今から 10 年ちょっ
と前に団地の自治会長をさせていただきました。も
う役は終わっていますけどね。一度そういう役職を
受けてみますとそれまでの自治会長さんたちの御苦
労というのもわかります。ですからその後は今も団
地の夜回りとか子どもの安全見回りとか、そういう
ところには時間がある限り参加するようにしていま
す。そうすると仲間も増えてきます。ちょっと声掛
けるとそのあともずっと挨拶が出来るようになりま
す。それから時には楽しみも一緒に出来る。小学校
の校区の運動会なんかにも参加しようかなという気
分になりますし、ちょっとしたレース、たとえばそ
うですねスプーンレース、そういうことだったら私
も出られますよと言って高齢期になった今でも出る
ようにしています。そんなわけで、地域の役職を逃
れ続けてしまいますと、そういうことから疎くなる
可能性があるなと思って見ているところです。

それから、３つ目に書きましたけれど、これは私
の団地の中でもあったんですが、夏休みのラジオ体
操が始まる頃ですね、高齢者の方が子どもたちに早
い時間帯のラジオ体操やめてもらえないかと言うん
ですね、確かに眠っていたい方にしてみれば、そん
なにボリューム上げるわけではないにしても、あの
ラジオ体操の「新しい朝が来た・・・」という歌は
やかましい音になるかもしれませんね。ですけれど
ラジオ体操というのは歴史的には昭和の初めからあ
るんですね。ということは今のおじいちゃんおばあ
ちゃん、私が若い時のおじいちゃんおばあちゃんと
言われる方だって、子どもの時はラジオ体操をして
大きくなったわけです。それで私もね、団地の草刈
りの時みんなが集まりますので、「すみません、こ
れから夏休みが始まります。子どもたちがまた皆さ
んから見たらやかましいと言われるラジオ体操を始
めさせてもらいますけど、どうか見守ってくださ

い。皆さんもそうやって大きくなったんです。そこ
のところをどうぞご承知おきください」というふう
に挨拶しました。みんながね笑ってね、それからお
母さんたちから拍手がありました。そんなわけで高
齢者の方も、そこは認めなきゃいけないかなという
ことでね、ひと夏が終わり、９月になれば、ラジオ
体操の音は止むんですね。そんなわけで私たちは幼
い時はやっぱり無縁では育たないし、私もこれから
だんだん年老いていきますから人と無縁ではいられ
なくなるだろうと思います。そういう意味で施設の
場合はユニットケアはとても大事なことだと思うん
ですが、地域の中で暮らしていく時に私たちは常に
ひとりというんじゃなくて、共同でする面もいっぱ
い残さなければいけないのではないだろうか思うの
です。

では、孤立、無縁化し、個民化していくのを防止
するための対策として何をしなければいけないか。
私は暮らしの中に共助をどんどん取り入れていか
なきゃいけない、また、まだ共助する活動が残って
いるんならそれをできるだけ回復していくことが
大切だと思います。しかし昔のままの回復の仕方で
すと、やっぱりしがらみがあっていやだという方も
たくさんいらっしゃると思います。そこを少し改め
て昔のしがらみでちょっとまずかったところは改
善しなければいけないと思いますよ。暮らしの中に
共助という助け合いの仕組みを作ることによって
虐待を防止することが一定程度効果をあげるので
はないだろうかと思ってみています。健康づくりな
んかの時にも、お互いが公民館等に集まっていろん
なことを話したり、それから健康体操をしたりとい
うことがよく行われていますね。PTA の役員をし
たとき思ったのは、学校に出かけ、先生方とも仲良
くなる、そしてお母さん同士、お父さん同士、ある
いは父親とよその母親、よその母親とよその父親、
みな知り合いになっていく過程で知り合いが増え
るほど子どもと一緒に地域の出事に親子で参加す
る方が多くなるということです。皆さんには出来る
だけ子どもを連れて出てくださいねという声を掛
けていきます。

ある年のこと、県 PTA 連合から指定研究を受
けて、私の学校の PTA が研究発表しなきゃいけ
ないということで２年間指定研究を受けたんです
ね。その時、親子で課題を作ってそれを子どもた
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ちが実行し、親御さんがそれをサポートしたり見
守ったりする一家庭一実践あるいは一児童一実践
に２年間取り組みました。最初お母さんたちから
不満の声が出ました。「こんなことして何になる
んですか」というのですね。けれども１年も経た
ないうちに皆さんがだんだん理解を示してくださ
いました。年度の途中で観察した子どもさんの状
態を１行でいいですから文章にして提出してくだ
さいと言うと、この時も書くのは嫌だという声が
いっぱいありました。でも半年ぐらいやっていま
すと、子どもが目の前で本当に変わってくるんで
すね。ある家庭は例えば小学校１年生のご家庭で
すと、靴を揃えるというような課題でしたし、も
うおひと方のところは隣の家に遊びに行った時は
ちゃんとお邪魔します、お邪魔しましたと言って、
入って行く、帰って来る、この程度の課題です。
でもそれが出来るようになっていくかどうかとい
うことを親子で一緒に話し合いをしますので、親
子の間のコミュニケーションがとっても増えたの
です。それによってお母さん方が、「私、今まで子
どもに声掛けなかったけど、こんなふうに声掛け
たらすごく子どもが明るくなってきた」とか、変
わってきた、学校の宿題嫌がらないでするように
なった、先生に対する言葉遣いもかなり良くなっ
た、こういう声をどんどんどんどん聞くようにな
りました。そして２回目ぐらいまた文章を書くの
を求めた時は殆どの方が嫌がらないで書いてきま
したし、前よりも５行も６行も書いてくださる方
もいらっしゃるようになったんですね。そんなふ
うに地域の中で展開する日々の暮らしの中に共助、
お互いが助け合うということをしていく土台を作
ることが大事なんじゃないか、そしてどんな共助
が必要なのかということは地域ごとにそれぞれ個
性があるでしょうから、その個性に応じた地域の
課題に応じた共助の仕組みを作っていくというこ
とが大事ではないかと思います。

時間がだいぶ迫っていますので、もう一つお話
させていただいて私の分を終了いたします。最近
は、地域の伝統的な行事を一所懸命残そうとする
グループが結構増えてきたと思います。それはお
そらくこの 2 〜 30 年間の個民化とか孤立化とか無
縁化とかということに対する反省もあるのかなと
思います。私は数年前に秋田県の男鹿半島で調査

をさせていただきました。あそこには全国に知ら
れた「なまはげ」という行事があるんですね。で、「な
まはげ」が来るというお宅にあげていただいて、「な
まはげ」がどんなことをするのかということも全
部観察させていただきました。見ながら考えたの
は「なまはげ」という行事の中に、家族の絆をも
う一回作り直すという機能があるな、ということ
です。子どもたちが少々小生意気になってくる２
歳、３歳、４歳ぐらいの年頃、あるいは、おじい
ちゃんおばあちゃんだったら、じじいくさいとか、
おばあちゃん腰曲がりとかいうような悪態をつく
ような年齢の小学校３年生、４年生ぐらいの子ど
もたち、この子どもたちにもう一回おじいさんお
ばあさんというものの大切さ、それからその人た
ちが持っている人間的なもの凄い力、魅力、こう
いうものを感じさせることを実はあの「なまはげ」
の行事の中で実現しているんだなということに気
がついたんですね。あらためて大分ではどんな行
事があるんだろうかとも考えました。伝統行事も
ただなんとなく形式を踏んでやっているんじゃな
くて、意味があってやっているんだと。そしてま
ずもっとも奥深い意味と言えば、それは地域の人
たちをそこにたくさん集合させていろんな人たち
を交流させるという意味があると思います。その
交流することを嫌がらず、逆に交流することを楽
しみとして生きていったら、人間嫌いというのは
生まれにくいではないんだろうかと思います。今、
私は中学校のスクールカウンセラーという仕事も
少しながらさせていただいています。もう 17 年に
なりますけれど、この間にたくさんの相談も受け
ました。虐待に近い相談もあったし、それから何
より私が子どもたちと出会って、あるいはお母さ
ん方と出会って感じているのは、人と付き合いた
くない、人と交流するのが苦手、それがなかなか
耐えられない、こういう人たちが少しずつ増えて
ることです。それで「なまはげ」のような伝統行
事の中に大事なポイントがあるのではないか、そ
んなことを実は考えた次第です。それでは、ちょっ
と長丁場になってしまったかもしれませんが、私
のご提案は以上で終了させていただきます。あり
がとうございました。それでは今度は安部さんか
らお願いいたします。
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安部　計彦氏　私に与え
られた役割は、「地域で
子育て支援を」という時
に、市町村や児童相談所
の役割、そして要保護児
童対策地域協議会の仕組
みなどについて話をする
ことと思います。

まず、児童虐待の実態の話を先にさせてください。
ご存じだと思いますが、児童虐待の件数は一貫して
増えていますが、このデータは、児童相談所が受け
付けた虐待件数です。ところが平成 17 年から市町
村が子どもと妊産婦の福祉的な相談を受け付けるよ
うになり、児童虐待発見時の通告先にもなりました。
その結果、2011 年の児童相談所の虐待相談対応件
数は約６万件ですが、同年の市町村の対応件数は約
７万件です。その内訳ですが、児童相談所で一番多
いのは身体的虐待で、その次はネグレクトですが、
市町村は一番がネグレクト、次いで身体的虐待です。
一般に「児童虐待への対応は児童相談所」と思われ
がちですが、市町村もかなりの相談を受けていると
いうことが一つ。もう一つは、市町村では身体的虐
待よりもネグレクトが大きな課題になっていて、ネ
グレクトに対してどのように関わるかがこれから大
事になってくると思います。

次に、松本伊智朗先生が行った北海道の児童相談
所で受け付けた虐待相談の背景についての調査結果
を、ネグレクトと身体的な虐待だけピックアップし
て比較すると、いくつか特徴がありました。母子家
庭がネグレクトの半分以上で、身体虐待でも３分の
１以上は母子家庭でした。逆に両親揃ってる家庭は、
ネグレクトの３分の１程度しかない。身体的虐待で
も約 57% です。つまり母子家庭で、父子家庭も含
めてですが、一人で子どもを育てる時に、長時間労
働になったり、子育てを一人で二役しなければいけ
ないので、どうしても養育が十分でないことになり
やすい。つまり一人親の問題が一つ目にありそうな
気がします。二つ目ですが、ネグレクトでは課税世
帯、つまり税金が払えるくらいの収入がある世帯が
約９％です。身体的虐待でも２割いかない。つまり
虐待の背景に貧困の問題がありそうです。貧困と母
子家庭はかなり近い問題と思いますが、虐待のかな
りの部分には経済的な問題がありそうだということ

がわかります。そして、ネグレクト家庭の保護者の
25% が知的障害の疑いです。つまり、ご飯が作れ
ないとか、子どもの世話が十分にできていないとい
うのは、しないのではなくて、できない人かもしれ
ない。何回言っても親御さんはしないと言うけれど
も、することが理解できてないのかもしれません。
それからわかっても現実的にそれが出来るだけの能
力が無いのかもしれません。全部が全部の事例では
ありませんけれども、能力的にできない人が、虐待
が起こってる家族の中にはいる。そうすると、親御
さんにさせるという方針ではなくて、どうやってサ
ポートするのかが大事と思います。もうひとつ、今
日のテーマと関連する転居です。5 年以内の転居が、
身体的虐待もネグレクトも 52%。つまり、地域に
根付いていない人たちです。このデータは北海道の
虐待について松本先生が調べたのですが、地域に根
付いていない、転居という形で転々とする。先ほど
の大阪の話、四日市、桑名から大阪に移ってという
話を川﨑さんがされていましたけれども、この分科
会のテーマである「地域での支援」ということに、
地域に根付いていない転入者にどう支援していくか
も大事な課題と思います。

ところで、私はネグレクト家族の状況について
調べているのですが、先ほど地域から孤立してい
ると話をしましたが、ネグレクト家庭の保護者の
うち、援助拒否が 13% ぐらいで、０歳の親御さん
で約 10%、中学生でも約 13% で、あまり変わらな
い。つまり、ネグレクトでは約 13% は援助を拒否
をする人たちがいて、なおかつそれは子どもの年齢
に関係ない、親御さんの年齢にもあまり関係なさそ
うだということです。貧困の問題も 30% ぐらいあ
りました。また子どもの年齢が上がるに従って離婚
の割合が増え、そして貧困の割合も増えている。同
時に生活保護がそれに従っても増えますが、貧困に
追いついていない。そんなことを考えると、児童虐
待や子どものネグレクトは、氷山だと思ってくださ
い。水の上の表面に見えるところが子どもの虐待で
す。けれどもその背後に家庭の問題がいろいろあっ
て、その家庭の背後の問題にサポートしないと、ア
プローチしていかないと子どもの状況は改善しない
わけです。虐待をなくそうと言ったところで、その
背後に抱えてる家庭の貧困だとか、保護者の能力の
問題、それから社会的な孤立だとか、そういうとこ
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ろに何らかのアプローチをしていかない限り子ども
の状況の改善は難しいと思いました。

次に子どもへの対応策ですが、一番最初が発生予
防です。これから小川さんが、いろいろ話をしてい
ただけると思いますが、私の立場からすれば、子育
て支援は、一方で、虐待になる前に保護者をサポー
トしていくことによって子どもへの虐待を防ぎま
しょうということです。その子育て支援とか発生予
防という時に、一般的な子育て支援と虐待の支援
ネットワークは違うと思っています。一般的な子育
て支援は、３歳前の在宅の親子が対象です。「子育
て大変だから、みんなで集まり支えましょう」みた
いな、幅広い支援と言いますか、サポートが大事で
す。そこに来る人の特徴というのが、小川さんのよ
うに自主的な活動をする人が多いということ、そし
てスタッフも、民生委員さんだとかボランティアも
含めて、「みんな大変なんだから、みんなで助け合
いましょう」という感じだと思います。その期間は
３歳ぐらいまでかな、もう少し先ぐらいまででしょ
うか。そういう活動が、虐待の発生予防になってい
く。ところが、先ほどの孤立だとか、山岸先生も言
われてました、なかなか地域に入っていかない人た
ち、つまり既に虐待をした人もしくは虐待をする可
能性がすごく高い人は別のアプローチが必要です。
若年と言いますか二十歳前で出産したとか、貧困と
か、一人親であるとか、能力的に心配な人たちと
か、そういう既に虐待した人もしくは虐待するかも
しれない「心配な人たち」です。つまり、特定の個
人とか特定の家族が対象です。その人たちの特徴は
人と安定した関係を作るのがすごく難しい人もしく
は拒否する人です。人との関係が難しいので支援も
なかなか入りにくい。同様に、子どもとの関係もな
かなか上手くいかないので結果として虐待をしてし
まう。手が出てしまったりほったらかしになってし
まう。そういう危険性がすごく高い、なおかつ、か
かわり方がとても難しい人が対象ですから、スタッ
フとしてもきめの細かい配慮が出来る人の個別に丁
寧な援助が長期間必要になってきます。そうすると
特定の個人に対して、その人のかなりプライベート
な情報も入りますので、何人かもしくは何十人かの
閉じられたスタッフになります。繰り返しますが、
一般的な子育て支援は「みんな大変なので、みんな
でやりましょう。」と言ってみんなで取り組むとい

う子育て支援のネットワークですが、虐待防止の
ネットワークは特定の個人に対しての個別のサポー
トネットです。実はこれは虐待だけではなくて、例
えば、地域の高齢者だとか障害者を地域で支えてい
きましょうという、在宅生活を支援するネットワー
クみたいな特定の個人を支えるネットワークが、い
くつも必要という気がします。これからの地域づく
りという時に、「みんなでやっていきましょう、み
んなで地域づくりましょう。」ということも必要で
すが、より支援が必要な人に対してのかなり個別な
ネットワークと、多分両方が要るのかなと思います。
特にこの虐待防止に関しては、プライバシーの問題
や、対応が難しかったりもしますので、個別支援会
議を開きながら、ある程度限られた人たち、直接か
かわってる人たちが情報共有をしていくネットワーク
が大切と思います。

ところで、おさらいになりますけど、虐待防止に
は次のような流れが必要と思います。最初は予防や
次の次に話をしていただける原尻さんの啓発。午前
中にありましたが、児童虐待防止は社会全体の問題
です。「みんなでほったらかしにできませんよ」と
いう意味も含めて、予防とか啓発が絶対必要です。
でも不幸にも虐待が起これば、早期に発見され、市
町村や児童相談所に通告があって、調査をし、アセ
スメントをし、場合によっては介入をしたりして支
援を実施していく。そして随分改善されたら見守り
という流れです。このうち予防とか発見、通告、支援、
見守りなどは地域でしかできない。地域の仕事です。
これを児童相談所とか市町村がやるのは無理な話。
もちろん市町村や児相も支援にかかわりますけれど
も、市町村任せ、児相任せではなくて、地域の支援
が必要です。特に見守り。「まなざし」と、先ほど
言われしたけれども、そういう温かい見守りが必要
と思います。そういう意味で虐待防止というのは地
域を抜きにしては語れませんし、地域のできること、
やらなきゃいけないことは多いと思います。

ところで、社会的には児童虐待は何でも児童相談
所という感じもあるのですが、児相にできることで
きないことがあります。児童相談所は立ち入り調査
などの強制的なことは得意です。中心的な手法は危
機対応で、危険回避のためにリーダーシップを発揮
し、親とけんかをしてでも子どもを守るということ
が児童相談所の役割です。けれども、限界はある。
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分離は万能ではありません。もう一つは、長期的な
かかわりは児童相談所では無理です。一方、地域の
代表として市町村は、いろんなサービスの提供がで
きます。そして日常的な支援もできます。でも保護
者との対立は無理です。逆に親とけんかをしてはダ
メです。そこで、中心的な手法はケースマネージメ
ントといって、本人も参加しながらのサポートが、
市町村が得意なところです。しかし限界は、保護者
から拒否をされると対応が困難です。危険なケース
は児童相談所がリーダーシップを発揮して子どもの
安全を守る。ケースマネージメントの手法は、本人
と協力しながら支援をしていきましょうということ
ですが、実は、危険度はそんなに高くない、けれど
も援助を拒否する人がいます。そういう人に対して
どう支援をしたらいいかかなり難しい。これは、全
国の児童相談所も市町村も「困った」と言っていま
す。なかなかここに対してはいい手が無い。虐待は
起こってるけれども、すぐさま分離しないと子ども
が危ないと言うほどではない。だから児童相談所も
そうそうは職権保護ができない。けれども援助を拒
否していますので、かかわりが難しい、そういう人
に対して、有効な援助方法が課題と思います。

ところで、要保護児童対策地域協議会については、
ご存知の方も多いと思うのですが、メリットとして、
守秘義務があるということ、そして地域での支援体
制がつくれる、なおかつ、全国すべての市町村にある、
などがあります。その中で大事なのは、児童相談所
と市町村、その市町村の中でも保健、福祉、教育の
連携です。この分科会の一番最初に山岸先生が、福
祉だけではなくて教育も保健も医療もという話があ
りましたけども、その中心は、保健、福祉、教育の三つ、
その庁舎の中での連携がきちんと取れていて、なお
かつ、それが児童相談所と一緒になっていく。つまり、
ケースマネージメントの支援的な仕組みづくりと、児
相が中心となっている危機対応とが車の両輪となる。
逆に言うと、車の両輪の一方である危機対応がきち
んと発揮できるからこそ、安心して市町村とか地域
は支援にかかれるということです。だからその二つ
を実務者会議でどう作っていくかが課題と思います。

「地域は意図的に作らないといけない、自然発生の地
域はもうない」という気がするのです。どうやってそ
の仕組みを作っていくかが大事な気がします。

まとめです。今日、私が話をした中で、地域だか

らできることに特化をしてまとめると、ひとつは啓
発です。啓発とか予防とかについては、これからあ
と話をしていただけると思います。そして発生予防
です。広範囲な子育て支援と、ハイリスク家庭への
集中的なネットワークによる支援と、その両方の発
生予防が必要。発生予防と再発予防、どちらも予防
ですけれども、両方が必要な気がします。そしてそ
のためには早期発見ですね。その早期発見するため
には、先ほど山岸先生も言われましたが日常的なか
かわり、挨拶をするとか、孤立育児、一人ぼっちで
の子育てを防ぐことになる。そして最後になります
が、継続的な支援と見守りということの中で、子ど
もに安全な町がつくられていくのではないかと思い
ます。ただ、課題ですが、援助拒否な人たち、そし
て経済的な困難、さらに一人親だとか DV だとか、
そういう社会的な課題が背後にあるので、地域だけ
が頑張ればうまくいくのではなくて社会全体の問題
と思います。最近は、有効な虐待防止の施策も出て
いますけれど、もっと総合的な支援策も必要だと思
います。「地域も頑張るけど国もちゃんと仕組み作っ
てね」ですね。全部国任せではありません。先ほど
も山岸先生が言われました共同ということ、共助と
いうことも含めて、ですが、地域だけの限界という
のもありそうな気がしました。

以上で私の話を終わらせていただきます。ありが
とうございました。

山岸氏　はい。ありがとうございました。どういう
ことから虐待が起こるのかという入口の所から、各
論、特にハイリスクの家庭にどのようにして入って
いったらいいのかというところまで含めて、課題を
とてもわかりやすくまとめていただきました。ずっ
と頷きながらお聞きしました。それでは、今度はこ
のあと具体例が出て来るかと思いますが、小川さん、
お願いいたします。

小川 由美氏　みなさん、
こんにちは。NPO 法人、
アンジュ・ママンの小川
と 申 し ま す。 私 は、 大
分県豊後高田市というと
ころで子育て支援事業を
行っている団体の施設長
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をしております。今から、私の方の発表をさせても
らうんですけども、本当に今、安部先生が仰ったと
おりのことなんですね。地域でできること、地域が
やっていることを私はお話させてもらいたいなとい
うふうに思っています。そこはもう結論から言いま
すと、やはり予防というところが私は非常に大きい
なと思って、常日頃から様々な子育て支援施策を
行っております。スライドを使いながらご紹介した
いと思います。

まずは大分県豊後高田市の背景を御紹介します。
人口は 24,000 人弱です。本当に、超少子高齢化な
市町村で年間出生率も 150 人弱という小さな小さな
市なんです。ということは１カ月に生まれる赤ちゃ
んが 12 人とか 13 人とかいう本当に小さな市なんで
す。でもですね、ここは、このままではいけないと
いうことで今豊後高田市は人口 30,000 人計画とい
うものを市長はじめ各行政皆さんの力で、考えて
真っ向から逆をいくというかですね、減っているこ
とに憂えてばかりではいけないということで各課一
所懸命考えています。そこで私たちも、地域も市民
も頑張っていかなきゃなということを感じさせられ
るくらい本当に人口を増やそうと取り組んでおりま
す。私たちアンジュ・ママンはこの平成 16 年にで
すね、豊後高田市が市の直営で「つどいの広場」と
いうものをつくってもらいました。そこの利用者で
あったり、その広場をきっかけに出会った母親たち
の集まり、子育てサークルみたいなものが出発点に
なっております。そして平成 19 年に誕生し、平成
22 年に NPO 法人というものになりました。より地
域の皆様に寄り添いながらですね、活動できるこ
とを考えまして NPO に。で、私たちはですね、そ
の予防というところが主な目的になるんですけど
も、このような五つの子育て支援事業に主に取り組
んでいます。地域子育て支援拠点事業、「集いの広
場」事業というふうに全国で言ってますが、その通
称「花っこルーム」というものや、ファミリーサ
ポート事業なども行っていますし、病後児保育事
業、それから「昭和の町」というところでもう一
つ、広場をつくってますし、また訪問事業、ホーム
スタートという、今、大分県がとても強く丁寧に取
り組んでいる事業もさせてもらっています。簡単に
事業を御説明していきたいと思います。このまずは
ですね「花っこルーム」というところなんですが、

ここは、週６日開けております。月曜日から土曜日
まで開けている広場になっています。ここの広場の
誕生の目的はやはり、一番ですね、０、１、２歳、
まだ地域や社会とかかわりが少ない、孤立しがちな
時期なんですね、子育てをしてて、そこでお母さん
たちがですね、集う場所がほしいというものをです
ね、市の方がニーズ調査してもらって、そこに皆さ
んで声をあげたらつくってもらえた。平成 16 年に
そこの広場をつくってもらえて誕生しました。一番
孤立しがちなこの時期にですね、集える場所がほし
いというもので誕生させてもらいました。利用者人
数が、実績なんですが、12,000 人という方にですね、
利用してもらっています。先ほど豊後高田市の人口
が 23,000 人と言ったんですけれども、本当に多く
の方が足を運んでこの広場を利用してもらっていま
す。その下の方にちょっと具体的に利用者の声とい
うものをまとめさせてもらってるんでけども、やは
り多くは「ここがあって良かった。」とか「私だけ
が悩んでいるのではないかと思って心配していまし
た。」とか、「イライラしていますけども、先輩のお
母さんのお話を聞けて、とても落ち着きました。」
というような声を、ほぼ毎日のように聞かれている
ような状況です。このことからもですね、本当に保
護者は今一所懸命子育てをしているんではないかな
ということが、とても感じさせられます。このよう
な建物になっててですね、健康交流センター「花い
ろ」という複合施設の中にこの広場はありまして、
先ほど 12,000 人という多くの方が利用してもらっ
てると言いましたが、これはですね、私たちだけの
活動でこの人数の方が来てるわけではなくて、実は
この建物の中には「子育て健康推進課」、「ウェルネ
ス推進課」といって行政が入ってくれているんです
ね。同じところに広場を、運営させてもらってい
る。そしてまた、ここはですね、何が特徴か。どん
どん良くなってるんです。それは何故かと言うと、
一本化ですね、ワンストップ、そこに行けば、子育
てのことで迷ったらそこに行けば解決できるという
ような仕組みを市の方が考えまして、そこで母子手
帳の交付も、予防接種も、健診もここの建物で行っ
ています。なので、妊婦の時代からこの広場を知っ
ていたり、各事業を知ることができるというような
メリットがあります。広場もとてもですね、広いス
ペースを使わせてもらっていて、多くの方が利用し
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てもらっていますし、子育て情報などもいつもでき
てチラシなどを置いております。また、様々なこと
をここの広場でも事業を行っていて、ここは地域の
拠点の場なので地域の方にたくさん入ってもらって
います。写真の左側はですね、中学生、中３の男の
子。その男の子が、赤ちゃんを初めて抱っこした時
のこの表情って、とても良い交流ができたのではな
いかなと思います。多くのお子さんはやはり初めて
赤ちゃんを抱っこしたということも多く聞かれます
し、自分もこうやって育ったんだというふうなこと
を子どもたちの声からも聞いたりもしています。ま
た、右の方はですね、リフレッシュ講座といいまし
て、子育てには本当に休みがなく 24 時間、365 日
子育てに頑張ってるお母さんに、ちょっと１時間で
も休んでもらおうという意味でですね、スタッフな
どがお子さんを預かって、リフレッシュする時間な
ども設けております。また、平成 17 年に市町村合
併も行いまして広範囲になりましたので、この広場
に来るまで遠いな、来るのが不便だなと感じてるお
母さんもいらっしゃるという声がありまして、それ
で、「出張花っこルーム」といって、飛び出して行
こう、広場ごと飛び出そうという企画も考えまして、
週に一回その地域の公民館をお借りしまして、ス
タッフの方が訪問し、こうやって広場の運営を行っ
ています。プレママ、プレパパ講座などもこの広場
では行っていて、妊婦体験、妊婦ジャケットなども
お父様に着てもらってですね、本当にもう県の方も
このパパの育児参画を大変推進しておりますが、お
父さんたちも本当に一所懸命なんです。悩んでいる
のは何も母親だけではなく、父親も本当に一所懸命
子育てについて考えてる方が多いように感じます。
なので先輩のパパたちが今からパパになる人に僕の
時はこうやったよとか、僕はこういうふうにやった
よというような座談会なども設けております。大変
好評に皆さん使ってくださっていますし、また各方
面の助けもあります。主任児童委員さんが来てくれ
たり、地域の青年部と交流をしたりしています。あ
とボランティアスタッフさんの参画などもありなが
ら、多くの人にこの広場は入って助けてもらってい
ます。以上がですね、広場事業というものなんです
が、じゃあ急な用事ができました、子どもを迎えに
行くこともできなかったり、あとは、ちょっと用事
ができたなという時に、お子さんを見てくれる人が

いないかなというような声もありますので、ファミ
リーサポート事業なども行っております。これもで
すね、利用者の声をあげてますけれども、やはり突
然残業になり、お迎えが間に合わない、そういう時
に、「まかせて会員さん」という、援助会員さんが
手伝ってくれて本当に助かったなというような声も
たくさんあがっています。一番下に書いているんで
すけども、いつでも困ったら頼れる人や、頼れる制
度があるというものは、ともして使わなくともです
ね、心のお守りになると言いますか、保護者の精神
的負担の軽減につながっているんではないかとも考
えます。このような仕組みで、行なっているんです
が、真ん中の「花っこルーム」やファミリーサポー
トセンターというものがセンターであって、で、右
がですねその「任せて会員さん」なんです。本当
に地域の方がですね、この会員さんに多くなって
もらって、助けてもらっている状況になっていま
す。人数もですね、申し込む方が大変多くて、234
人。まだまだ任せて会員さんが足りてないのが実情
です。年に一回、会員さんになってもらうような講
座を行ってるんですが、まだまだ足りていないのが
現状です。そのくらい急に困ったというお母さんが
多いということだと思います。次はですね、病後児
保育事業というものも行っています。先ほど見ても
らったひろばの横にですね、この部屋があります。
病院でもないし保育園でもないんですけれども、そ
の他の施設なんですけれども、この病後児保育事業
というものも行うようになりました。専門の部屋で
看護師と保育士が病気の回復期のお子さんを預かる
といった事業になっています。ここでもですね、利
用者の声を見てもらいたいんですけれども、「安心
して仕事に行くことができます。なかなか長く休め
ませんでした。だから仕事辞めることも考えまし
た。」というような話です。先ほどからお話が出て
いますが、経済的に困難であった場合もですね、子
どもさんを虐待するとても悲しい話も聞いたりもし
ます。本当は仕事も務めたい、続けたいんだけども、
預ける場所が無かったり、そういった声もたくさん
あります。なので、こういった事業でサポートして
いこうということで、今、行っております。支援を
考えるのは、行政や支援者だけではなくて、ともす
れば企業など働く側の方もですね、ワークシェアや
そういったワークライフバランス等も考えてもらえ



34

●第 1分科会

ると非常にありがたいなということも、この事業を
やりながら考えていることでございます。部屋はで
すね、このような家庭的な部屋を造ってもらってお
りまして、看護師と保育士が携わっておりますし、
病院ではありませんので、病院の先生の診断書とい
うものもですね、ここでは必要になっています。な
ので近隣のドクターのフォローも大変してもらって
おります。またですね、先ほどの広場とはまた違っ
た「昭和の町」というところにもですね、広場を造
りました。ここはですね、また、土曜日や日曜日も
開いているといった広場になっております。日曜日
に広場が開いているということはですね、その利用
者がまた違うんです。先ほどの平日が開いている時
と、土曜日、日曜日開いている時では、全然利用者
も違いますので、多くのお父さんも参加してもらっ
てるというような状況になっていますし、「昭和の
町」という商店街さんや商工会議所や様々な六つの
団体で広場を運営してるということもあります。こ
れは何かというと、地域で子育てを考えていくとい
う視点からこのような六つの団体で広場を運営して
いこうということで行っております。この目の前が
ですね、中央公園といって、とても大きな公園があ
るんですが、その前にですね、おむつを替えたり、
授乳をしたりするスペースを設けて、しかもその横
にはですね、実はハローワークさんもあります。な
ので、お仕事を探しているお母さんがいらっしゃい
ましたら無料で託児も行ったりもして、就労支援な
ども行っております。無料でですね、いろんな公園
遊具などもお貸しし、楽しんでもらいたいというこ
とで、お父さんたちにもたくさん参画してもらいた
いという意味でこういった無料遊具なども置いてお
ります。あとは、レンタル事業ですね。高額の子育
て用品を使うのが期間は短いんだけどもその用品が
ほしいなという時に、レンタルなども行っておりま
す。そして最後は、県が取り組んでいるホームスター
トという家庭支援スタッフ訪問事業なんですが、こ
れは何かと申しますと、傾聴と協働を主にしたボラ
ンティアさんがですね、家庭に訪問し、そしてピア
サポートの関係をつくりながら、保護者自身の自立
心を促すというような事業になっています。このピ
ラミッド型の図をよく見られると思うんですけれど
も、先ほど、安部先生が仰ってくれたように、広場
の利用者であったり、広い全般の子育て支援の利用

している方をホワイトゾーンと例えるのであれば、
赤いところはもう虐待ですね。母子分離とか親との
分離とかいって施設に入らなければいけないお子さ
んであったとするならば、その黄色、黄色の部分が
先ほどの要対協といいますか、そういった本当に専
門家の人がですね、入って指導していかなければい
けない家庭、見守っていかなければいけない家庭で
す。このグレーゾーン、「ちょっと気になるな、こ
のお母さん。だけど最近広場には来てないけど、ど
うしたのかな、この母さん、気になるなあ」という
ちょっとグレーゾーンのお母さんたちもいるわけで
す。そこにですね、当事者支援といいますか、当事
者がですね、話に入って聞いて傾聴しながら、協働
しながら、そのお母さんが持っている力を信じ、そ
してそのお母さんの、今はちょっと元気が無いけれ
ども、そのお母さんが持っている力がですね、回復
することをお話を聞くということで援助するという
ような仕組みになっています。これですね、私も訪
問を何度もしてるんですけれども、最初におうちに
行った時の表情、それから何回か訪問していくと全
然表情が違ってきます。要はですね、新しい人が来
るということは新しい風がその家に入るわけで、大
事な話というのはですね、最初からは出てきません。
あとにあとに信頼関係が出来てきた後に出てきたり
もするわけで、なのでそういった丁寧な支援を行っ
ていて、そしてこのグレーの人が黄色にならないよ
うに、グレーの人がいるようであればホワイトゾー
ンのほうになれるような、そういった支援を行って
いるというような状況です。先ほどから安部先生が
お話してもらったようですね、地域をつくるという
ふうに考えた方が私もよいと思っています。地域全
体でですね、支援の底上げというものをしていくべ
きだと私も思います。全ての子どもの健やかな成長、
これはですね、子どもの最善の利益にもそうなんで
すけども、子育て家庭が地域で安心して子育てがで
きるような環境づくり、これはですね、やはり家庭
支援というものがとても大事だと思いますし、そし
て私たちはスタッフの方は専門家でもなければです
ね、指導者でもないので、利用者さんがその一歩、
一歩踏み出して地域に、出せるような自立支援を利
用者さんにできたらなあというようなかかわりを
行っております。一番大事なことは子どもの最善の
利益だと思っています。それは何かと申しますとや
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はり、子育てをしている人を支える、というものが
とても大きいのではないかなあと思います。その地
域に合ったニーズをしっかり把握して、そして必要
な人に必要な支援が届く施策を地域全体で考えてい
くというものが大事ではないかなというふうに思っ
ております。それには何が必要かと申しますと、市
民一人一人のやはり意識が大事で、そしてちょっと
気になるなあということがあったら、それはやはり
声をあげて伝えてもらいたいし、私たちスタッフも
ですね、気になる方がいたらもちろん行政の方につ
ないでですね、連携を取りながら、その家庭をフォ
ローしていくということがとても重要ではないかな
というふうに思っています。一人ぼっちを作らない
地域づくりというものをですね、目標にして私たち
は子育て支援事業を取り組んでいるというような発
表をさせてもらいました。ご静聴ありがとうござい
ました。

山岸氏　小川さん大変ありがとうございました。先
ほど安部さんが仰ったことを、今度は具体的にはこ
んなふうに私たちの地域では実行しておりますとい
う事例としてご報告いただきました。あとでまた議
論の時にいろんな角度から事例が出せるんじゃない
かと思います。さて今度は若い人からですね。原尻
さんから、「学生たちにもできること」ということで、
現にされていることについてご報告いただきたいと
思います。原尻さんお願いいたします。

原尻 亜耶氏　はい。今回
は学生によるオレンジリ
ボン運動ということで、
学 校 の 講 義 や 活 動、 オ
レンジリボン運動を通し
て学んだことについてお
話していきたいと思いま
す。私は大学の授業やテレビのニュース等で児童虐
待のことを知り、どうすれば子どもを守ることがで
きるのか、ということを考えてみました。しかしオ
レンジリボン運動ということに関しては詳しく知り
ませんでした。

まず、大学２年の授業で児童虐待や施設のことに
ついて光の園の松永先生のお話を聞く機会がありま
した。印象に残ったこととして五つあります。一つ

目として、虐待を受けた子どもの特徴として外傷が
見られる、表情が乏しいということが挙げられ、そ
のことに周りが気づくことが大切だということで
す。二つ目は、児童虐待の身体的虐待、性的虐待、
ネグレクト、心理的虐待の四つの中で、ネグレクト
が子どもにとって一番大きな痛みであるということ
です。これを聞いて子どもにとっては放置される、
自分に関心を持たれないことが本当に辛いのだと感
じました。三つ目は、優しい子のそばには優しい人
がいるというお話から、子どもにとって周りの大人
の存在の大きさを改めて感じました。自分が子ども
にとって優しい人間、大人でいられるということに
対して努力していきたいと思いました。そして、児
童虐待に対しての予防、早期対応がとても大切に
なってくると学びました。教職に就くものとして、
学校で子どもを大切にすることは当たり前ですが、
子どもが家に帰ってからも大事にされるような家庭
へのかかわりが、それをよく考えることが必要なこ
ともこの講義で学びました。四つ目は、「人を無視
する人は保育士にはなれない」の言葉に強く共感し
たことです。これは三つ目に共通するのですが、優
しい子のそばには優しい人がいるということを考え
て、これを四つ目に入れました。そして、五つ目な
のですが、これはとても印象に残った、「保」とい
う字と「育」という字が意味することについて、松
永先生の資料をお借りしてご紹介したいと思いま
す。まず、「保」という文字についてです。これは
ここに書かれているように、人が子どもを背負って
いる象形文字です。片仮名の、左側の「イ」が人を
表し、右上のが子ども、その下にある線が産着であ
ると推測されています。次に、「育」についてです。
上の文字が子を逆に書いた文字で、赤子が頭から生
まれてくる、即ち無事に産まれてくる様子を表す象
形文字です。下のにくづきは、肉付きよく太る、即
ちよく立派に育つという意味です。この話を聞いて、
保育という言葉の成り立ちを知り、保育者というの
は子どもの健やかな育ちを支えていくものだとあら
ためて感じました。

次に、性教育講座を受講して感じたことをお話し
たいと思います。この講義では授かり婚が増えてお
り、望んで妊娠していない場合に児童虐待につなが
りやすいこと、子どもを授かるということはとても
幸せだということについての映像をまじえての講義
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でした。感想としては、自分という存在が何億分の
一という確率で生まれてくる、ということに誇りを
持ち、自分の命、他人の命もそうですが、自分の命
も大切にしないといけないと感じ、中絶の映像を見
てとても辛い気持ちになりました。この講義で命の
尊さをひしひしと感じるとともに子どもが安心して
幸せに過ごす権利の保障をしていくことがとても大
切だと感じました。そのような時期に人権教育の一
環として、子どもの人権についてのお話を聞きまし
た。その際の DVD、「パパ、ママをぶたないで」の
内容は父親の母親に対する DV でした。子ども自身
は暴力を受けていませんが、心に暴力を受ける面前
DV の内容でした。ノルウェーのアニメーションで
すが、会話や物音にリアル感があり、沈黙の時間が
巧みに挿入され、登場人物の子どもの心がひしひし
と感じ取れるものでした。ここでの感想として、以
前授業で心理的虐待については学んでいましたが、
子どもの、言葉に出せない心の痛みを実感しました。
直接暴力を受けていなくても、夫婦間の DV によ
る影響は、目の前にいる子どもにも、心を傷つけた
り、自分の感情さえも押し殺してしまう状況になる
のだと、見ていて感じました。また家の中で起こっ
ていること、周りに SOS を送る勇気と、周りが気
付ける人間関係にあることがとても大切だと学びま
した。そして、ノルウェーでは虐待をしてしまった
親のケアをするための施設が整備されていることも
わかったので、日本にもそんな施設があれば、この
場合だと父親の、DV をした父親を一時家庭から離
してケアをする施設だったのですが、そんな施設が
あれば親も虐待した傷を負っているので、両面の対
応ができるのではないかと思いました。私たちが現
場に出た時に、教育者、保育者として子どもの小さ
な変化に気付ける人間関係と広い目を持たなくて
は、と思いました。この写真は私たちが授業の一環
でホルトホールに行った時の写真です。ホルトホー
ルの子どもルームでの学生支援スタッフの経験をし
ました。その中で保育教職実践演習、実習などの授
業では経験できない親子の姿を見ることができ、関
わり方を学ぶことができました。この施設のように
子ども同士や親同士の交流ができる場、一番に子育
て相談ができる場があるということは親にとって、
とても支えになるものではないかということを感じ
ました。そして、今まで先生方が言われたように、

孤立する親、そういう親をまず連れ出す、外に連れ
出す場が、機会が大切だと思いました。で、この写
真、次の写真は学園祭行事として、私たちは「わく
わくフェスティバル」という親子イベントを行って
います。このスライドは実際の「わくわくフェスティ
バル」の様子です。そしてその日にはオレンジリボ
ン運動のチラシやリボンを配布し、児童虐待防止へ
のご協力を呼びかけました。親子イベント「わくわ
くフェスティバル」では人形劇やパネルシアターな
ど、自分たちの学科の各研究会やクラスで出し物を
して子どもや保護者と一緒に楽しんでいくもので
す。この開催は、親子で楽しめるイベントの計画、
企画、運営、協力、そして親と子を外に連れ出すきっ
かけづくりになると考えたイベントです。このイベ
ントを通して子どもの心からの笑顔、つい楽しくて
立ち上がってしまう笑顔などに出会え、とてもうれ
しかったことが心に残っています。また親子がとも
に笑顔で参加できるこのような場をとても大切だと
思いました。このような親子イベントを通して、私
たち学生も舞台発表での保育技術を学び、親子も楽
しんで帰っていただくことができる、双方にとって
とても良い場であると思いました。オレンジリボン
運動については学校での講義や活動、様々な講演会
を通して少しずつ自分の中で意識が高まり、児童虐
待についての考えが深まりました。そして、命の大
切さを、尊さをあらためて深く感じました。児童虐
待は子どもにとってはもちろん、親にとっても辛い
ことであるということがわかり、子どもを保護する
とともに、親のケアも大切であるということを強く
感じました。自分が実際現場に出た時に虐待を見抜
ける目を持てるように、一人ひとりの子どもと正面
から向き合い関われるような、一緒に笑顔になれる
先生になりたいと強く思いました。更に、学生とし
て教育者を目指す仲間と共に、子どもの幸せを支え
ていけるような人間関係になりたいということをす
ごく思いました。また自分が親になった時に子ども
の笑顔が絶えない、子どもと一緒に成長できるよう
な親になりたいと思いました。小川さんが言われて
たように、地域でのこんな事業が身近にあると、安
心して子どもと一緒に子育てがしていける保護者が
増えると強く思いました。当初オレンジリボンにつ
いてはあまり知らなかった私ですが、児童虐待防止
についてイベント的に活動するだけでなく、私たち
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一人一人が児童虐待の現状を知ったり、子どもと関
わる大人が子どものきつさに気付いてフォローした
り、子育てをする保護者のサポートを含め、子ども
と温かい関係を育むことが運動の内容であることを
実感しました。以上で、私の学生によるオレンジリ
ボン運動の取り組みを通して学んだことについての
報告を終わります。ご静聴ありがとうございました。

山岸氏　原尻さん、ありがとうございました。若い
学生さんがここまでですね、大学で学ぶと同時に地
域に出て、仲間と共に、それから地域の大人の人た
ちと一緒に支えている、とても頼もしい面がありま
した。後の討論の中でもいろんなことを考えさせて
くれるものと思います。それでは、報告最後になり
ましたけれど、今度は「子ども家庭支援センター」
というところでお仕事をなさりながら、なおかつ福
祉塾を開かれているという実践をお持ちの松永さん
のお話です。お願いいたします。

松永 忠氏　みなさん、こ
んにちは。児童養護施設 
光の園の松永と申します。
私は長崎県の生まれで、
別府に来て 30 年が過ぎま
す。今日、基調講演で川
﨑先生がお話しなさった
ように、この豊後（ぶんご）の地が、親を失った子ど
もたちの無償の救済を始めた最初の場所であるとい
うこと、それから先の大戦の後、ここ別府は親や家
を失った子どもたちを救済した、日本で最も社会的
養護に貢献した町（人口比で）であるということ。
このことを知ってから私たちがこの地で、何を発信
していかなければならないのかということを考えさ
せられます。

今日は『別府子ども福祉塾』という塾について、こ
れから 10 分ほど時間をいただこうと思っています。

この塾は、今、小川さんや原尻さんがお話しなさっ
たような内容と基本的には同じで、日頃、子どもの
傍にいる私たち、先生や保育士そして保健師、児童
養護施設のスタッフたちが、私たちの傍にいる時は
もちろん、私たちの手を離れて家に帰った時に、家
庭で大事にされるような環境をつくりたいという願
いが込められた勉強会です。今日、川﨑先生が「微

力は無力ではない」という言葉をある歯科医師の先
生のお言葉を使ってまとめられましたが、私たちの
この別府子ども福祉塾も「ひとりひとりは微力です
が、その微力は無力ではない」という願いのもとに
たちあがったものです。

児童養護施設光の園というところで、私はお仕事
させていただいています。光の園は、いろいろな事
情があって親元を離れた子どもたちが暮らす場所と
してだけでなく、保育所、児童館、児童家庭支援セ
ンター、放課後健全育成事業の学童クラブというこ
の四つの事業を地域の子どもたちが利用しており、
五つの事業を一つの拠点にした場所です。

私たちが最も大事にしている視点は、保育園に預
かった子どもたち、あるいは学校で向き合っている
ひとりひとりの子どもたちが、おうちに帰って両親
と会話をしたり過ごしたりする中で大事にされる仕
組みを少しずつ学びあっていくということです。

この福祉塾の始まりは悲しい事件です。虐待に
よって４歳の男の子が別府市で亡くなった時に検証
委員会が立ち上がり、「なぜこの事件を防ぐことが
できなかったのか」という思いから生まれた塾です。
この事件を通して行政と民間の人たちが話し合う中
で、子どもの存在を大切にする体制をどうやってつ
くるかという課題あがりました。行政は体制強化を
して臨床心理士を配置し、相談員を増やすというこ
とを実践しています。私たち民間は、行政にどのよ
うにつながって虐待の予防と早期対応に向かってい
くかということを考え、その動きの中で生まれたの
がこの塾でした。　

すごく驚いたのは、まずは要保護児童対策地域協
議会の実務者の人たちが半分ほど集まってケース会
議をしながら、スキルを上げていけば、少しずつ広
がっていくと思ったのですが、すぐに約 100 名の方
がこの塾で学びたい手を挙げてきたことです。すぐ
に市の担当者と相談し、別府市役所を使わせていた
だくことになりました。駐車場の心配も要りません
し、それから会場も一番良い会場を使わせていただ
くことになりました。職務上守秘義務を課せられて
る人たちの勉強会として立ち上がり、今 16 回目の
塾が終わったところです。どこまで続くかはわかり
ませんが、長く回数を重ねることで、「予防と早期
対応の視点」をいろんな場所につないでいくことを
目的にしています。
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関係機関が予防的な視点で互いに顔が見えるよう
な関係で連携する、そして専門性を向上させていく。
発達障害、精神障害、その他、児童相談所のこと、
一時保護所のこと、ソーシャルワークや愛着問題、
こういうものについて同じ学びをしながら、子ども
を見つめる視点を少しずつ向上させていくというこ
とです。守秘義務の問題が、この社会的養護という
ところにはあり、市民塾というわけにはいきません
でした。職務上守秘義務が課せられている方々の集
まりとして、みんなボランティア、手弁当、参加費
として１回ワンコインの 100 円というルールで、今
進めているところです。

行政もこの福祉塾に対して少し応援をしようとい
うお話も伺ってますが、今までは一応ボランティア
で、手弁当で進めてきております。現在 177 名の方々
が塾生として学んでいて毎回 50 名から 100 名の人
たちが集まり毎月一回、夕方６時半から８時までの
１時間半勉強しています。内容は、この専門的な知
識をミニ講座でやりながら事例を検討していく、そ
して最後にこの全体のまとめをある専門家にスー
パーバイズしていただくという形です。
（スライド）これは会場の様子です。ケース会議

の後にグループディスカッションをしている様子で
す。一つ一つのケースでどういう機関が関わってい
たのか、あるいはどういう機関が関わったら良かっ
たのか検討しています。
（スライド）これは児童養護施設の説明をしてい

るケースです。それぞれ自分の現場でケースを持た
れているわけですが、自分の現場以外についてもも
う少し詳しく知っていく。ケースの内容は家族の状
況や相互関係、そして子どもの発達歴や父母のパー
ソナルヒストリー、これまで生きてきた生活の様子
とか、現在、抱えてる課題等について学んでいきま
す。
（スライド）これは豊橋市の要保護児童対策ネッ

トワーク協議会の中で起きたある事例を通して、ど
こがつながっていなかったのか、どこがつながって
いたのかということを絵にして表したものです。私
たちも自分たちのところで、あるケースを抱えた時
にどこに繋がっていなければならないのかというの
を学ぶものでした。
（スライド）これは子どもの貧困について学んで

いる講座です。それから、虐待の問題で、精神的な

疾患というのが大きな要素になることもあります。
そういうものも専門家のお医者さんにミニ講座して
いただいて、うつの治療についての知識を学んだり
しています。
（スライド）最後に、松本英明先生にまとめてい

ただいております。
（スライド）この塾では、全員に誓約書を取って

守秘義務を課しています。みんな名札を付け、名前
と顔を覚えていく。これが福祉塾のカードです。つ
い二日前に NHK のニュースで、この別府福祉塾が
取り上げられたので、ご覧になったかもしれません
が、この 177 名の塾生のアンケート調査の中では、

「この１年半塾に参加した後に、ケースに出会って
連携したのはどのくらいありますか」という質問が
ありました。その中では３分の２がまだ、「私はま
だ地元でのケースに出会ったことがありません。」
と。ただし、３分の１は「ケースに出会って連携を
していきました」と。この３分の１が連携をし、３
分の２が連携できなかったという数字が高いのか低
いのか評価は出来ないですけれども、子どもたちの
幸せを願って、そして虐待予防に向けて取り組む時
に必要なのは、今日、川﨑先生に私がいただいた言
葉、「この微力ではあるけれども無力ではない」と
いうそういう思いです。確かに社会的養護の問題と
いうのは、特定の問題という大きな壁があって守秘
義務が課せられます。広げていくということは難し
い。ですから、私たちが子どもたちの発するサイン
を十分に受け止めるだけの受信機、アンテナの精度
を高めていくことが、この虐待の問題の予防と早期
対応の大きなポイントであると思います。

話はここで終わりますが、この別府子ども福祉塾
が立ち上がる時に、当時の課長補佐、課長、もちろ
ん市長もそうだったのですが、多くの人に協力して
いただきました。そして塾生も 20 名ぐらいと思っ
たものが、100 名ほどからスタートしております。
そして自由参加で、全く動員もないままスタートし、
いつも 70 名ぐらいの塾生が平均に集まってやって
きてる。このことを考える時に多くの人たちが自然
の思いの中で子どもたちが良い社会の中で生きてい
くようにしていきたい。よく育つように願っている
ことがすごく伝わってきます。

社会は虐待の問題を取り上げていく中では相談も
どんどん多くなってきています。、命を落とす子ど
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もたちの数がどんどん増えてきている。DV の問題
もそうですし、犯罪の問題もそうです。社会全体は
厳しい状況ですが、同時に私たちの心の中にある子
どもたちに良い生き方をしてほしいとか、幸せに
なってほしいという思いも同時に失われてはいない
ということです。このことを意識して、私たちは自
信を持って進めていかなければならないだろうと思
います。新しい町づくり、この別府子ども福祉塾も
実は町づくりの活動であってそして新たなコミュニ
ティを作る一つの活動であるということを私は感じ
ます。この塾を通して何十人もの人たちと知り合う
ことができたことを感謝してこれからも続けていき
たいと思っているところです。今日はありがとうご
ざいました。

山岸氏　松永さん、ありがとうございました。これ
は、虐待死という事件があったからというわけでは
なくて、事件を一つの契機に立ち上げ、今も継続し、
しかも人数もだいたいコンスタントに保って研究会
を続けておられるということで、素晴らしい実践を
されておられることがわかりました。

以上、私たちの皆さんに対する問題の投げかけ、
働きかけがこれで一通り終わったところです。これ
からちょっと休憩をとります。このあとフロアの皆
さんも含めていろんな議論、それから提案もしてい
きたいと思います。

　 後半　

山岸氏　それではみなさん、前半に４人のパネラー
の皆さんの、実践あり、資料ありの報告、また課題
もまとめていただきました。私自身は、大学の講義
で言うと４単位分ぐらいの単位を取ったかなという
感じがしているところです。会場の皆さんもそれぞ
れの思いでお聞きくださったのではないだろうかと
思います。このあと 45 分間ほど後半の討論をして
いきたいと思います。はじめに 15 分から 20 分程度
パネリストの皆さん方同士で話しあいをしていただ
きたいと思います。それから安部さんにはそれを総
合的な視点から、ここはこういう課題なんじゃない
か、ああいう課題なんじゃないか、というふうにご
説明いただければと思います。その後の時間全てを
会場の皆さんとのやり取りに使いたいと思いますの

で、会場の皆さん方は、こんなことを聞いてみたい、
こんな意見を持ってる、こんな実践例を持っている
など、短めに簡潔に発表あるいは提案していただく
というふうにしたいと思います。

それでは、４人の方のどなたからでも結構なんで
すけれども、この方にこのことを聞いてみたい、あ
るいはここについてはどう考えたらいいだろうかと
いうことについて、何かありましたら、手をお挙げ
いただきたいんですが、いかがでしょうか。……皮
切りに松永さんの方からお願いできるとありがたい
んですがいかがでしょう。

松永氏　安部先生にちょっとだけお聞きしたいんで
すけれども、この要保護児童対策地域協議会という、
これは 98% 以上全国の自治体で立ち上がっていま
す。これをさらに良いものにしていくのにはどのよ
うな努力が私たちに必要なのかという質問です。そ
れから、小川さんにも一つだけ。この健全育成のお
母さんと子どもを支えていく中で、小川さんが最も
大事にしているものは何だろうということです。よ
ろしくお願いします。

山岸氏　この２点について、それでは安部さんの方
からよろしいでしょうか。お願いいたします。

安部氏　はい、ありがとうございました。先ほども
ご紹介しましたように、要対協、要保護児童対策地
域協議会というのは全市町村、もうほとんど全市町
村にあるんですけれども、実はうまくいってるとい
うのは、２割ぐらいかなという感じがします。で、
それぞれのところでそれぞれの難しい点があるんで
すけれども、特にその役割分担のところが一番難し
いみたいです。いろんな機関が集まりますので、そ
うするとどうしても温度差が出てしまったりとか、
それからこう、子どもを助けたい、子どもに対して
支援をしたいという思いは共通してるんですけれど
も、そのできるところが難しい。特にですね児童相
談所と市町村で先ほどお話をしましたけれども、支
援を中心にするけれども、目の前で子どもが叩かれ
たとかですね、それから今日もご飯食べてないとか、
そうするとハラハラドキドキ、もう今すぐ何とかし
てという気持ちになるんですけれども、児童相談所
はいっぱい虐待ケースを持ってるので、「ああ、ま
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だ中度ですよ、まだ軽度ですよ」みたいな感じで、
どうしてもその、保護、特に子どもを強制的に保護
するということが親子を分離することになります。
で、そのことのデメリットということを考えて、出
来れば在宅で支援をしたいという思いもあったりも
します。でそうすると、今すぐ何とかしてという現
場の声と、それから「いやもうちょっと、もうちょっ
と、まだまだ」と言う児童相談所が、どうしてもそ
の対立してしまうということが起こってきている気
がします。で、その時にですね、よく考えるんです
けれども、今日お話をしませんでしたが、連携とい
うのは二つある気がするんですね。連携という時に、
みんなで協力しましょうということなんですが、責
任持って対応するということが必要なんですけれど
も、例えば先ほども言いましたが、児童相談所に通
告をする、送致をすると、お願い、任せたとなって、
引いてしまうことが多いんですね。で、それを私、
バトンタッチ型連携と言ってるんですけれども、つ
まりこう、もうどこかにお願いしますとなったら、
もうそこにお願いをしてしまって自分は口出ししま
せん、というようなバトンタッチ型連携、だけど児
童虐待はそうはいかないんですね。で、もう一つの
連携を糊しろ型連携と言うんですけれども、たとえ
ば子育てサークルにも行ってます、保健師さんも関
わっています、主任児童委員も家庭訪問します、そ
して児童相談所も関わります、みたいないろんな機
関が関わっていくという重層的な関わりですね、重
なって関わっていくというのを糊しろ型連携と言う
んですが、その本当は児童虐待というのはいろんな
機関が関わって一緒になってそこが連携をして関わ
るという、そういう糊しろ型の連携が必要なんです
けれども、なかなかそれがみんな、やっぱり心配な
ので、やっぱりどこかに任せたいというふうなバト
ンタッチ型連携になりがちで、それが課題かなとい
うふうに思います。で、何が必要かということになっ
た時に、やっぱりそれぞれが責任持って一緒に関
わっていくという考え方、気持ちですね。分かって
はいるんでしょうけれども、でもどうしてもつい人
間の気持ちとして、児童相談所に任せたい、市町村
に任せたい、保健師さんに任せたいというふうな気
持ちになってしまう。そこが課題で、繰り返します
が、何が必要かというと、やっぱりそれぞれができ
るところをきちんと果たしていく、そしてそれが神

輿を担ぐと同じだと思うんですね。みんなで力を合
わせて荷物を担ぐわけですので、やはりある程度の
方向性は必要で、そのための連携と言いますが、そ
れはケース会議で、皆が集まって、みんなで考えて、
みんなで協力していきましょうということを作って
いかなければいけないんですが、なかなかそうなっ
ていないのが現状で、話を戻しますが、じゃあどう
すればいいかというとやはり、糊しろ型連携、それ
ぞれがやっぱりきちんと責任持って関わっていくん
だということを忘れずに取り組むことが必要かなと
思いました。以上。

山岸氏　はい。それでは今度は小川さんの方からで
すかね、どうぞ。

小川氏　はい。さきほどこのような支援事業を行う
中で何を大事にされてますかというようなお話が
あったと思うんですが、私はこのような広場や各事
業を行っている中で、支援者としてですけど、やは
り各関係機関との積極的な関わりというものを大事
にしていきたいと思っています。それは何故かとい
いますと、やはり広場に来ているお母さんたちの
ちょっとした変化、そういったものにスタッフは気
づくんです。広場のスタッフが身近にお母さんと接
する中で、今日は元気がないなとか、今日はすごく
ハイテンションだなとか、お子さんとの関わりに疲
れているなと気付きもあります。そういった時にや
はりアンテナ高く支援者が張っておかなければです
ね、そういった気付きにも気付かない。気付いたと
してもそれをじゃあどこにつなげたらいいのかとい
うとこで戸惑いは生じます。なので支援者は必ずそ
ういった各連携機関と積極的につながっていくシス
テムをというものを持っておかなければいけないと
思っています。ありがたいことに当市の方では、保
健師さんや子育て支援係の方と連携させてもらって
いてお互い様なんです。なので逆を言えば保健師さ
んの方もちょっとあのお母さん気になるんだけど、
広場ではどんな感じかなとか、そういったこともあ
りますし、私たちの方からもお話しする場合もあり
ます。それは何故かというと市の方が関わる時の

『顔』と私たちスタッフが関わる時の『顔』が違う
という話もあります。違った様子も聞かれます。な
ので、先ほど川﨑先生が仰ったようにパズルだと、
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本当にそう思うんです。そのちっちゃなジグソーパ
ズルを集めていってそのお母さんの背景なり、お母
さんの抱えてる課題に気付きそこに何か歩み寄れる
方法をみんなで考えるというものが非常に大事かな
というふうに思っております。

山岸氏　あぁ、なるほどね。そうすると、今のお答
えだと、先ほど安部さんが、流動型というか、ある
いはあれこれ活用する時に、それぞれが少しずつ責
任を持って関わっていくというふうに仰ってくだ
さったんですが、それと同じような形で、ここはい
ろんな方がネットを張って支援するということにな
りますかね。

小川氏　そうなんですよ。安部先生も仰る、もうそ
の通りでですね。本当に責任を持ってそこを伝え、
報告をしていくということが大事だと思っています。

山岸氏　松永さん、よろしいでしょうか。なにか、
あるいは今度は松永さんにお聞きしたいことがあっ
たりしましたらお話しいただきたいんですが、どう
でしょうか、小川さんどうでしょうか。

小川氏　福祉塾のニュースを私も見させてもらって
素晴らしい取り組みだなあというふうに思っていま
した。そこでちょっとお伺いしたいんですが、この
塾をコンスタントに開いていく中で、いつも最終的
にはどのような結論に皆さん話が出るのかという
か、どういったふうな方向性になるのかなというふ
うにお伺いしたいんですけれども。

山岸氏　はい、いかがでしょう、松永さんの方から。

松永氏　小川さんがお話しなさったのと全く同じ
で、最後は気付くアンテナの精度を高くしていける
かということです。勉強会の最後にスーパーバイズ
してくれる松本先生がいろんな話をしてくれます。
最後にたどりつく共通するものは、私たち一人一人
がどれだけ成熟していけるか、子どもを見つめる時
の引き出しやアンテナを広げ増やす意識を持つこと
ができるかという問いです。結局自分のところに循
環して戻ってくる。戻ってきた時に何かが付加され
て自分が少し大きくなれるか、、そのようなことを

感じながら福祉塾を今続けているところです。一番
良いのは公の市役所でオーソライズされる形で、み
んなで勉強できること、これが安心感を広げている
ような気がしています。私も今後、行政の方にそう
いう意味での協力をお願いしたいと思っているとこ
ろです。

山岸氏　はい。ありがとうございました。最終的に
は今最後に仰ったように役所の中できちんとオーソ
ライズされるような形に持っていきたい。それには
ひとりひとりが成熟することとか、引き出しの数を
増やすということも、対応がたくさんできるという
ことだと思いますけれど、そういう意味で今お話し
いただきましたが、原尻さんどうでしょうか。お聞
きになって今度は原尻さんの方から松永さんや小川
さん、あるいは安部さんにお聞きしたいことがあれ
ばいかがですか。

原尻氏　はい。パワーポイントに対して素朴な疑問
なんですけど、小川さんに。思春期の、中学生が赤
ちゃんと触れ合う体験をするという講座を開いてる
ということを言われてたんですけど、親子だけじゃ
なくて、中学生にというその講座を開く時はどうい
うふうに中学生に呼び掛けをされてるのかな、どう
いうふうに集めてるのかなって、思いました。

山岸氏　そうですね、はい。これから多分、原尻さ
んもそういう活動をなさる可能性もあるわけです
が、小川さんいかがでしょうか。

小川氏　これはですね、私たちだけで行えることで
はなく各学校と連携をして行っています。、まず学
校の方もですね、今、学校側も命の授業というもの
を行なってると思うんですが、自分がどうやって
育ってきた、自分もこのように泣いて、このように
抱かれて、このように愛されて育ったんだというも
のを体感してもらいたいというようなことを学校の
先生も強く仰られます。私たちも大変同感していま
す。なのでそういった場を作っています。命が大事
といくら話しても、いくら紙面でうたっても、なか
なか難しい。なので体験してもらおうということで
す。こういった趣旨で学校や行政と共同で行ってい
ます。
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山岸氏　なるほどね。ちなみに、原尻さんは高校生
のころまでの間にですね、小さい赤ちゃんを抱いた
ことはございますか。

原尻氏　いや、なかったです。

山岸氏　ないですよね、なかなかね。今、近所でも
少子化の中で、よその小さい赤ちゃん抱くというこ
とはなくなったし、それから兄弟姉妹の数が減りま
したからね。お兄さんお姉さんの子どもを抱くとい
うことも、それから、あるいは下の兄弟姉妹だと、
甥や姪を抱くということもなくなってきたと思いま
す。私自身のことで言いますと中学２年の時から兄
の子どもを風呂に入れるのやおむつ替えなども、母
の手助けをしなくてはいけなくてしたことがありま
す。高校を卒業するまでに兄や姉の子どもと付き
合ってきたというのは、今になってみると、ものす
ごくいい勉強だったなと思うんです。その時は煩わ
しい面も感じていたんですけれどね。今でも甥や姪
との付き合いをずっと続けることができています
が、原尻さんたちの年齢だとそこはなかなか難しい
ですもんねえ。

原尻氏　そうですね、自分も兄がいるんですけど、
下がいなったので。

山岸氏　あ、そうなんですね。

原尻氏　先日、従兄の子どもを、赤ちゃんを抱っこ
する経験ができて。

山岸氏　ああそうですか。ということは赤ちゃんを
抱いたのが大学生になってからということなんです
よね。小川さん、それから松永さん、いかがでしょう。
今みたいに若い人たちが子どもと接することがなか
なかチャンスとして少ない、という中で、もちろん
そのことと虐待を防止するということとがストレー
トにつながるかどうかはわかりませんけれど、でも
間接的にはもしかしたらつながっているかもしれな
い。松永さんいかがでしょうか。

松永氏　私は、大学生に教える機会をいただいてる
んですが、その時に感じるのは、例えば、女子学生

がおばあちゃんとかお母さんに髪を結ってもらった
りした経験が、自分が大事にされた経験としてつな
がって残っている。つまり、関わりが愛情とつなが
るということです。多くの学生が赤ちゃんを抱いた
ことがないということを聞く時に、やはり赤ちゃん
に触れる機会を小川さんのように増やしていこうと
してる運動は、確実に予防と早期対応に繋がってい
くだろうというふうに思います。

赤ちゃんの抱っこした時の匂いとかですね、それ
から動きとかですね、柔らかさというものは、みん
なが共通して子どもを大事にしようとする遺伝子を
活発にしていくと思う。虐待はちょっと悲しいとい
うイメージがあるんですけれども、これを小さくし
ていくためにはこの赤ちゃんに触れる機会を増やし
ていくことは確実に良い活動だろうと思います。小
川さんには感謝したいと思います。

山岸氏　そうですね、小川さんに感謝ということな
んですけれどね。確かに人類が受け継いだ遺伝子の
中には、次の世代を育てるという遺伝子があるはず
だけど、それが芽を出さないままいってしまったら
もったいないことですもんね。小川さんどうでしょ
うか、何か今の原尻さんの。

小川氏　そうなんです、本当にこの広場で関わって
いく中でお母さんの声で多くあがる言葉は、子ども
との関わり方がよくわからない、もっと言えばです
ね、遊び方もそうなんだけど、子どもにどういうふ
うに声掛けをすればいいのかな、どういうふうに関
わったらいいのかな。逆に私の関わりが逆に悪いか
らこの子は泣くんじゃないか、泣きやまないのは私
が悪いからというような声をとても多く聞くんで
す。

山岸氏　自分を責めちゃうんですね。

小川氏　そうなんです。お母さんたち、本当に一所
懸命子育てされていて、自分が悪いからこの子が泣
くんだとか、もっと言えば妊婦時代からもそうです。
もし子どもが小さく生まれたり大きく生まれたり、
ちょっと育てにくい子どもが生まれた場合でも、必
ず母親は自分を責めます。自分が悪いからだと。で
もそうではないよと言ってあげたい。お母さんは一
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生懸命育てているよと伝えたい。そしてその中でた
とえばスタッフや先輩ママが赤ちゃんをあやす、そ
ういったものを実際に見て、例えば遊びの中であれ
ば『あ、こういうダイナミックな遊び方をすれば男
の子は喜んだりするだったんだなあ』とか、『男の
子でもままごとが好きだったんだなあ』とか、そう
いった気づきの場所が、それが広場だと思ってます。
お母さん達の悩みに共感し時には関わりをみてもら
う。それが私たち支援者や先輩ママが伝えていける
ことではないかなと思っています。

山岸氏　はい、分かりました。ありがとうございま
した。安部さん、今、三人の方からいろんなやり取
りをお聞きいただいたんですけど、安部さんは大学
で研究と教育にあたっておられるという立場もお持
ちの上、さらに実際に、実践もされておられるとい
うことなんですけれど、いかがでしょう。今の話し
合いの内容についてどんなふうに考えていったらい
いのかということで、少しまとめていただけるとあ
りがたいんですが。

安部氏　質問ではなくて、コメントみたいな感じに
なるかもしれませんが、まず原尻さんの話を聞い
て、虐待は関心を持っていたけれども、それをオレ
ンジリボンの活動を通じてそれが知識になったりと
か、新しい体験として知ることができたと、だから
その関心があるということはとても大事なことなん
ですけど、それがイコール正しい知識ではないとい
うところを、逆に言うと、これをもう少し広く考え
ると世の中、社会の問題なんだと、児童虐待は社会
の問題なんだと、児童虐待は絶対なくさなきゃいけ
ないんだというところは多分みんな一緒なんだと思
うんですね。でも、それをじゃあ具体的にどうすれ
ばいいかというところをみんなに、日本国民全員が
正確に知るのって結構大変かも知れないというふう
に思ったりとか、それから逆にそういうことに一歩
踏み出すことによっていろんな新しい知識が生まれ
たりとか、より逆に課題が、自分でいろいろ気がつ
いてもっとしなきゃいけないことが出てきたりと
か、いうふうになっていくんだなということをあら
ためて感じました。ありがとうございました。それ
から、小川さんの話を聞いていて、一つは親支援の
大切さということをとても感じました。実はですね、

大学に行くと、学生が卒業論文を書くんですけど、
過去に書いた学生で子育てサークルのお母さんにア
ンケートを取ったのがあるんですね。子育てサーク
ルに来るお母さんに、人と付き合うのが好き、やや
好き、やや苦手、苦手というふうに４段階で聞いた
ら、子育てサークルの人はみんな、好きもしくはや
や好き、で、人と付き合うのが苦手という人がゼロ
だったんですね。で、これは面白いと思って、翌年
に今度は保育所の保護者に子育てについてアンケー
トを取ると言うので、是非入れてと言って聞いてみ
たら、同じように聞いてみたら、保育所に行ってる
お母さんの人との付き合い、やや苦手、苦手という
人が６割だったんですね。つまり、人と付き合う人
は、「子育てサークル行ったらいいよ」、子育て苦手
な人に「子育てサークル行ったらいいよ」と言って
も続かないんだと思います。そういう意味でスタッ
フがいることによって、つまり、子育てしてる親御
さんに声をかける、そしてサポートをする、かなり
丁寧に手間暇をかけてサポートすることによって続
くのかなというふうに思いました。で、先ほどスラ
イドの中で三角形があったんですね。で、グレーゾー
ンにアプローチしていますと言いますが、イエロー
ゾーンまでいってるんじゃない？というふうに思い
ました。やはりこう虐待を、もしかしたら、「いや、
叩いてるんです」という話が出たりすることもある
ような気がするんですけども、でもそういう人たち
にとっても話を聞いてあげるということがとても大
事だなというふうに思います。ただ、先ほどの、子
どもたちに抱っこする、赤ちゃん抱っこするという
話があったんですが、一番、虐待死、先ほど川﨑さ
んはその話はされませんでしたけれども、虐待死の
検証委員をかなりされてるんですが、虐待死でかな
り多いのが、子どもが泣きやまなかった時、なんで
すね。子どもが泣きやまなくってイライラしてとか、
泣きやまなくて泣きやまそうと思って首振っちゃっ
たりとか、シェイクにあったりとかいうことで、つ
まり子どもが思い通りにならない時にどうしたらい
いよということがとても難しいことだと思います。
もしかしたらその抱っこすることも大事なんですけ
ど、抱っこした後、もしかしたら、子どもが泣いて
いる DVD とかテープとかあったりするんですね。
だからそれをちょっと妊婦段階の時に聞いていただ
いて、こういうふうなことが起こるんだと、そうい
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う辛い、いくら着替えさせてもなかなか泣きやまな
いことが起こるんだ、でもその時にどうしたらいい
よみたいなこともしたらいいのかなというふうに思
いました。で、本当にお母さん支援ってとても大事
な気がしました。で、その話からしたら松永先生の
されてることって支援者支援なんですね。支援をす
る人たちの、ある意味自助グループみたいな感じ。
で、虐待に関わる、子育て支援に関わるというのは
とても実はきついことなんです。で、逆に支援をし
ようと思っても拒否されたりとか、逆に悪口、文句
言われたりとかすることもいっぱいあったり、やっ
てもやってもきりがなくて不全感が残ったり、そ
れから本当にこれでいいのかと迷いが起こったり、
いっぱい悩みがあるので、そういう人たちが集まっ
て、関わるということはとても大事な気がしました。
で、実は私もこれやったことがあるんですね、似た
ようなことを。平成７年から５〜６年したことがあ
ります。で、その時に私が気をつけたのは、支援者
の自助グループだというふうな位置付けにしたんで
す。で、だから看板外しましょうというんですね。
つまり児童相談所の職員だって、保健師だっていう
ことではなくて個人として参加しましょう、もちろ
ん仕事は職種としてはあるんですけども。そこで本
音の話をできるだけするということだとか、いっぱ
いいろんな方が参加されてると思うので、例えば講
師も内部講師、つまり家裁の調査官とかですね、警
察官とか、保健師さんだとか、児相の職員、それか
らいろんな人が、児童養護施設だとか。一応は知っ
ているけれども、そこの人に自分がやっていること
を話をしてもらうということをしたんですね。それ
は本人は自分がしていることなので普通と思ってし
てるんですが、聞いてみると、「え？　びっくり」
みたいなことが多かったりとか、自分が経験したこ
とを話をしてもらう、もちろん名前は伏せるんです
けれども。そうやって話をしてもらうと本当に気付
きがとても大きかったというふうに思いました。で、
そういう支援者、子育てしてる親御さんを支援する
のも、実は支援者を支援するのもとても大事なこと
は一緒かな、やっぱり大人自身が元気になる、大人
自身が生き生きしないとだめなんかなと思ったりも
しました。一つだけ先生が言われてること、子ども
が家で幸せになれることというのはゴールだと思い
ます。子どもが家にいて虐待されない状態を目指す

のが私たちのゴールかなと思うんですけれども、そ
のゴールはかなり遠い気がするんですね。せめてど
うするかというと、家の外で、親以外のところで大
事にされた経験を持つということが大事かな。先ほ
ど、どうしても自分が悪いと思ってしまう、小川さ
んが、親自身が自分が悪いと思ってしまう、自信が
ないというふうに言われましたけれども、それを、
つまり自分が悪い、イライラするとやっぱりどうし
ても子どもに手が出てしまう。お金があってハッ
ピーな人は絶対虐待しません。お金はなかなかあれ
ですけども、ハッピーになるためにはどうしたらい
いかというと、自分のいいところをちゃんと認めて
もらうということだと思うんですよね。それは保育
でも教育でも子どもに関わる全ての人が目の前にい
る子どもに対して、子どもが不適切な行動をした時
にでも、もちろん、だめは、いいか悪いかはきちん
と伝えるんですけど、でも、その行動はだめという
ことと、お前はだめということとは大きく違うんで
すね。その行動は間違ってる、でもおまえは良い子
だというね、二つのメッセージを、お前は良い子だ
ということを必ず言う、そして、自分が大人から愛
されてる、人から大事にされてるという経験を目の
前の子どもにしていくということが虐待を防ぐこと
ですし、逆に地域で、先ほどね、ずっと言われてま
すけど、声掛けだとかまなざしだとか、何が大事か
というと、「あんたは良い子だよ、あなたのこと心
配してるよ」とみんなが言う、そういう地域であれ
ば親が少々ひどくても子どもは自分のことを虐待し
ないだろうというふうに思います。そういう日々身
近で子どもがいる人たちが子どもを大事にするとい
うことが地域でできる一番の役割じゃないかなとい
うふうに思ったりしました。以上です。

山岸氏　ありがとうございました。今、最初に発言し
ていただいた三人の方に本当に手際よくまとめていた
だきました。今度はフロアーの方からのご質問に答え
ていただく時間にしたいと思いますがいかがですか。

はいどうぞ、１番、２番、まずそこまで決めましょ
う。はい、こちらの男性の方から。その次に後ろの
女性の方ですね。

会場参加者Ａ氏　すいません、時間がないのですぐ
に質問をさせていただきます。松永先生なんですが、
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別府子ども福祉塾、このメンバーの幅の広さに驚か
されるんですが、これだけのメンバーに最初に受け
入れられる、共感いただける発信の仕方ですね、ス
タート時の発信の仕方、多分どこに行っても質問さ
れると思うんですが、すごく興味があります。教え
てください。

松永氏　別府市の要保護児童対策地域協議会の課長
補佐の方がすぐにまとめてくださって、それぞれの
実務者にまず案内をしていただきました。それから
教育委員会に対しては、教育長とお話をして学校教
育課からすぐに発信をしていただいて。それから保
育士に関しては園長会につないでいただいて、まず
それぞれの保育園に宣伝をしてもらう。社会的養護
の児童養護関係の母子支援施設や乳児院に関しては
私たちの方が声をかけ参加して頂きました。少しず
つ広がった感じです。

山岸氏　はい、ありがとうございました。今お聞き
しますと自分たちもかなり自助努力されていますけ
れど、行政との連携がとてもうまくいったように思
うんですよね。

松永氏　そうですね。最初、多分、行政の方はどう
しようかなという気持ちは多分あったと思います
が、あまりのこの人数に別府市の職員の担当者が動
いてくださいました。

山岸氏　大きい部屋ですもんね。よろしいでしょう
か、今の質問された方、何か参考にしていただけれ
ばありがたいんですが。

会場参加者Ａ氏　ありがとうございます。真似して
やろうと思います。ありがとうございました。

山岸氏　はい、それではもうおひと方、後ろの女性
の方の手が挙がってました。それから、まだもう
ちょっとという方いらっしゃったら手を挙げてくだ
さい。いいですか。それじゃまずこちらの女性の方
からどうぞ。

会場参加者Ｂ氏　一般から参加なんですけども、是
非この場で皆さんに知ってほしいということで来ま

した。原尻さんの資料の一番最後の部分でですね、
自分が親になった時に、子どもと一緒に成長できる
ような、尊敬してもらえるような親になりたいと書
かれてますが、実はですね、これが独身時代あるい
は妊婦の時に、この意識が非常に強い真面目な女性
が、実は虐待の種を持ってるんじゃないかなと、こ
れはもう本当に私自身の経験なんですけども、私自
身がやはりこのような感覚を持ったまま親になりま
した。で、長男に手をあげたのは長男が１歳、２歳
の時。このままでは本当に長男を殺してしまうと
思ってですね、お金かかりましたけども私立の保育
園に入れて、私から一日のうちに何時間かは引き離
す時間を作りました。で、次男にちょっと私との関
係がおかしくなったのは、次男が小学６年生のころ
から私に対していろいろちょっと嘘をついたり、私
のお財布からちょっとお金を取ったりしたようなこ
とがあってですね、そのままちょっとまた不登校な
んかにもなって、そのあたりから今度私と次男の関
係というのがもう本当におかしくなってしまいまし
た。現在次男は児童福祉施設に預かっていただきま
して事なきを得ております。このケースで私自身が
言えるのは、もう私がこんなに頑張っているのにど
うして子どもはこんなリアクションを私にするのだ
という本当に腹立たしい思いなんですね。なので、
私のやってることに対して、子どもが私の思うよう
な反応をしないということが、もうとにかく悔しい
という、結局ここでもう本当に、なんて言うんだろ
うかな、本当にもう私のイメージとしてはもっと親
子で仲良くしたいという思いはあるのに、そこがう
まくいかない。多分、子ども本人は「そうじゃなく
て僕はこうしてほしいんだよ」という気持ちはある
んだろうけど、そこがまた親には届かないんですね。
で、やっぱり間に児童相談所でありますとか、警察
のサポートでありますとか、たくさん入っていただ
きました。でもやっぱりなかなかちょっとうまくい
かないというところもあって、長男はもう現在順調
に成長してるんですけども、次男とはまだ混乱状態
です。で、本当にいい母親になろうなろうと思うが
ゆえに、こういうケースにもなってしまうというこ
とを、是非、虐待の一例、本当に一例です、とし
て、たとえばこの場では小川先生であったり松永先
生には知っておいてほしいと思います。本当に子ど
もを叩きたくて叩くとか、殺したくて殺すという親
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は、ごくごく一部にはもしかしたらあるのかなあと
思いますけども、そういう親ばかりではなくて、親
は子どもと仲良くしたいという思いが強すぎるあま
りに、「私はこんなに頑張ってるのに」という思い
が今度出てきちゃうんですね。そこを是非知ってほ
しいと思います。この会場の方にも知ってほしいと
思ってお話させていただきました。すいません、あ
りがとうございました。

山岸氏　本当に声を出していただきましてありがと
うございました。私も実は中学校の相談室にいて似
たようなことで相談に来られるお母さんもおられま
すのでね。今日は４人のパネラーの方がおられます
ので、ちょっとお聞きしてみてよろしいですか。は
い、じゃあ松永さんどうでしょう。

松永氏　私は、光の園にいる子どもたちのお父さん
代わりですが、実は毎日のように失敗してる。壇上
に立ってお話ができるようなそんな立派なものでは
ないです。毎日が失敗の連続です。福祉塾を立ち上
げて、立派なことをしようというイメージではあり
ません。具体的に言いますと、たとえば「涙」とい
うのは「さんずい」に「戻る」と書く。それから、「泣
く」というのは「さんずい」に「立つ」と書く。つ
まり、涙を流すというのはもう一度、ありのままの
自分に戻りますという行為を表してる。「泣く行為」
は、「もう一度自分が立ち上がる行為である」と。

どんな人も子育てで 100 点満点あるいは 90 点と
か取れる人は多くはないと思います。どのお母さん
も失敗をする。今、会場からあった、親子が離れて
暮らさなければならないようなケースに私はいつも
出会うわけですが、どのお母さんも我が子を誉めら
れていやと否定をする人はいません。安部先生がお
話しなさったように、傍にいる別の人が可愛がる。
その可愛がられた子どもは確実に存在を認められた
ことで人との関係、コミュニケーションを学んでい
きます。ですから子育ては失敗の連続の方が多いと
いうことは大前提のような気がします。次男のお子
さんへの思いがありますと仰っていただいた。お母
さんの思いは、いつか必ず、循環してお母さんのと
ころに戻って、子どもに伝わっていく。その思いが
輪になった時に少しずつ新しい関係が生み出されて
いくのではないかなと思います。私は子どもたちと

一緒に暮らしながらそう思いますし、信じる、信じ
て祈る、必ず伝わるというふうに信じて子どもを見
つめていくことが大事だと思っています。

山岸氏　ありがとうございました。それじゃ、小川
さん、それから安部さんにもひと言ずつお聞きして
よろしいでしょうか。時間の関係でほんの短い時間
になりますけど、では小川さん、もしこの方が、そ
の「花っ子広場」等においでくださったとした時の
ことでもいいですのでね、どうぞ。

小川氏　はい、お話させていただきありがとうござ
いました。私もですね、松永先生と同じで、このよ
うな壇上でこのようなお話をさせてもらえるような
ことではなくて本当に失敗ばかりの母親です。今で
もそうです。子ども３人いて、子どもが小さい時の
ことを今思い出しました。だから今ここの場でこう
いったことをさせてもらってるんです。お話をたく
さん聞いて「一緒だね、わかるよ、私もそうだった」
ということを、今、頑張っている、頑張りすぎてい
るお母さんに言いたいです。私も本当に失敗だらけ
の母親でした。私も幼稚園の教諭をやってました。
だからなかなか頼れなったりして、近所の地縁血縁
もないとこで子育てをやってた経験もあります。そ
の時に「あなたは、小川さんは幼稚園の先生だから、
子どもの関わり上手でしょ」とか「保育園の先生だ
から上手だよね」とか近所の人から言われたら、も
うそれ以上何も言えなくて地域に頼れなかった、と
いう時期もありました。で、泣く子を部屋を閉め切っ
て泣き声が外に聞こえないようにしたこともありま
した。「頼むから泣かないで」と。そういった時期
も自分もありました。子どもと一緒に泣きながら泣
きながらそうやりながら今があるというのも自分も
十分感じています。だからこの支援者という立場で
ですね、こういったチャンスをもらえて、多くの人
に、「同じだったよ。わたしもそうだったよ。むし
ろすごいよ、頑張ってるよ」という声を届けたいと
いう思いから活動させてもらっています。お話して
もらってありがとうございました。

山岸氏　安部さんどうでしょうかね。

安部氏　実は、私自身は結構叩かれて育った人間な
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ので、虐待は人ごとじゃなくて自分のことだったり
するんですけど、二つのことをお伝えしたいと思い
ます。

一つは、子どもさんに対して、まずごめんなさい
と言ってください。そして、あなたが悪いんではな
いんだ、私が叩いてしまった。あなたが悪いんじゃ
ないということを伝えていただきたいというのが一
つです。もう一つは、是非ご自身のいいところを好
きになってください。自分のいいところ見つけて、
自分自身が好きになること。それがやっぱり子ども
さんが自分のことを許せたりとか、親子関係を改善
するために謝るということと、それと発言された方
自身のいいところ、自分の中でいいところを見つけ
自分を好きになる、自分を許せるということかな、
なんかそういうことが大事なような気がします。以
上です。

山岸氏　ありがとうございました。実はある時に精
神科のお医者さんとお話したことがあります。その
先生は子どもたちにこう仰るんだそうです。例えば
Ａさんだったら、「僕はＡ君が大好き、僕はＡ君が大
好き、こんなＡ君とってもいいＡ君なんだ」という
ふうに自己暗示をかける、と。「これとても大事なこ
とですよ」と先生仰ったんですけれども、そういう
ことももしかしたら安部先生、関係ありますかね。

安部氏　はい。

山岸氏　それから、松永さんの言われたこととも関
係しますが、自分を信ずる、子どもを信ずると同時
に、今度は、親として親が自分自身を信ずるという
ことが大事かなということを今、安部さん仰ってく
ださったと思います。原尻さんの発言から今、非常
に大きなポイントを押さえていただきましたが、原
尻さんが考えていたこと自体は間違っていませんよ
ね。これはとても大事なことだと思うんですけど、
それを今度は過剰にしない方がいいかなという、そ
ういう意見も入っていたかと思います。

それでは、もうおひと方かからご発言いただきま
しょう。この方で最後にいたします。ではお願いい
たします。

会場参加者Ｃ氏　すいません。安部先生に質問させ

てください。今、私は小学校に勤めているんですけ
れども、完璧でないことに対する寛容さが欠落して
いる、と学校現場がその大きな問題を持っているん
じゃないかなと思います。先ほど発言された方と
ちょっと似ているんですが、学校現場でも愛と情熱
の名のもとにすごい厳しくですね、真面目にするこ
ととか、決まりを守ることとか、宿題を絶対持って
来いとかいうことをどんどん推し進めていくんです
ね。で、もう今の流れとして学力至上主義になって
きたので、そういう完璧な子どもたちを求めるとい
うのがすごく主流になってきております。そんな時
にこの視点が欠落していくことで家庭ではなく学校
で虐待と同じようなことが起こってくるのではない
かという懸念をすごく強く感じているんですけど
も、私のように学校現場で働いている方もいらっ
しゃると思いますので、ひとつ、学校で働く人間に
対してのメッセージをお願いしたいと思います。ど
ういうことを気をつけていったらいいかというポイ
ントを教えていただきたいと思います。

山岸氏　これは安部さんへのご希望ですのでよろし
くお願いいたします。

安部氏　完璧な人間って、目指すべきことかもしれ
ないなと思うんですね。理想だとか、宿題をきちん
とする、自分から意欲的に取り組むというのは、そ
れこそゴールであって目指すべきものだと思います
けれども、でもそれを求めすぎると出来てない自分
はだめな自分になってしまうんですよね。でまあ、
だめだっていうメッセージを伝えますし、子どもは、

「私だめ」というふうになってしまう。それは先ほ
ど小川さんが言われた自信がない子が、自信がない
親が多い、自分が悪いと思ってしまうという親御さ
んにつながっていく気がします。で、絶対だめなこ
とと、したらいいことってあるような気がするんで
す。絶対だめなこと、人を叩いちゃだめ、人の物取っ
ちゃだめ、それはだめなことです。ですが、それは
やっぱりきちんと教えなければいけないと思うんで
すけど、ふたつ話をすると、求めてるものは理想と
して正しいだろうというふうに思うんだけれど、そ
れは理想なんだということを忘れてしまうと、それ
を理想から計られると、多分、ここにいらっしゃる
皆さんほとんど失格にならないかなというふうに思
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うんです。やっぱり理想を求めてる姿こそが大事で
あって、それを求めることは必要なんですけれども、
それが自分がだめってなってしまうところがとても
危険だというふうに思います。それが虐待の間接的
に結びつく、つまり自信をなくしてしまったり、だ
めな自分になったり、それを理想を求めすぎて子ど
もに対してプレッシャーになったり、というような
虐待の間接要因になるかなという気がしました。も
うひとつ、だめなものですね、叩いちゃだめ、人の
も取っちゃだめ、それはだめなんですが、その行動
はだめだっていうことと、あなたのことは大事にし
てるということと、その子どもの存在、どうせお前
だめな子やろという、その人格そのものを否定する
のではなくて、人格は尊重する、人格は愛する、で
もその行動はやめようねということ。その行動と人
格と言いますか、その子どもを愛するということを
分けて考えて、行動は修正しよう、どうしたらいい
か一緒に考えようと言いながら、でもあなたはとて
もいい子だよとか、本当にあなたのこと愛してるよ
とか。そのふたつを分けて接していくということが
とても大事じゃないかなというふうに思いました。

以上です。

山岸氏　はい。ありがとうございました。簡潔にま
とめていただきました。まだご質問があるかもしれ
ませんけれど、時間が来てしまっておりますので、
この第１分科会、ここで終了させていただきます。
この第１分科会は「虐待防止のための地域の取り組
み」という、どちらかというと総論になりがちな課
題かもしれなかったのですけれど、４人のパネリス
トの皆さんのおかげ、それから会場の皆さんのおか
げで総論だけで終わらないで、各論のかなり深いと
ころまで話し合うことが出来たんではないかと思い
ます。今日このいただいた資料によく目を通してみ
ますと、各論の、痒いところに手がきちんと届くよ
うな、そういう議論をするポイントがいっぱい散ら
ばっているように私には見受けられました。そうい
うことで会場の皆さんにはまだまだご質問されたい
方いっぱいいらっしゃったところ大変心苦しいんで
すけれど、ここで終了させていただきます。皆さん
のご協力に感謝して終了いたします。ありがとうご
ざいました。


