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第 ３ 分 科 会
13：00〜15：30

五十嵐　猛氏　みなさん
お疲れ様です。進行役を
おおせつかりました、発
達障害者支援センターの
センター長といぬかい保
育園園長を務めておりま
す五十嵐猛と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。まず最初に、私
を含めてパネリストの皆様に 20 分ずつぐらい簡単に
発言をいただきたいと思います。その後に少しここ
の問題点とか提案事項をまとめさせていただきなが
ら、意見交換を進めていき、また会場の皆さんにも
色々ご意見をお伺いしながら、育てにくさを感じる

保護者への支援ということで何か参考になることを
一つ、二つ、三つお持ち帰りいただきたいと思って
おります。最初に私から発達障害者支援センターの
取り組みですけど、我々が育てにくさを感じてらっ
しゃいます保護者への支援について、具体的な事例
や内容についてはご紹介できませんが、これから 20
分間説明させて頂きます。その前に、こちらの資料
ではご用意していませんが、昨年に判決があった発
達障害の４歳のお子さんをお母さんが殺害した事件
を紹介させていただきます。少し読み上げますと、
お母さんは集団生活に不安があると一人思い悩んだ
末の反抗で、実は幼稚園の入園を断られたり、周り
に相談できる環境がなく、またご主人もいらっしゃ

概　要

子どもの特徴に合った対応方法を見つける支援が、親の負担を軽減し虐待予防につながることにつ
いての実践報告と、さらなる可能性について議論する。

育てにくさを感じる親への支援
コ ー デ ィ ネ ー タ ー

パ ネ リ ス ト

五十嵐　猛氏　（大分県発達障がい者支援センター「イコール」センター長）

高祖　常子氏　（NPO 法人児童虐待防止全国ネットワーク 理事）

田中　慶子氏　（世田谷区発達障害相談・療育センター「げんき」副センター長）

本田しのぶ氏　（大分県中津児童相談所 副主幹（児童福祉司））
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いますが、なかなかご自分の苦しみを理解していた
だく機会が得られなかったようです。これを知って、
私も含めてですが、皆さんは保護者の方に同情する
と思います。なぜかというと、障害をお持ちのお子
さんを育てるのは大変だろうと思うからです。こう
して皆さんが感じてらっしゃるとおり、今の社会は
発達障害に限らず、障害をお持ちのお子さんを育て
るのが困難な社会なのです。もしも、この事件がお
子さんに障害が認められなかったら、みなさんの認
識もまた違ってくると思います。きっとお母さんに
あまり同情されないという、もっと批判的な目でこ
の事件を見られるのではないでしょうか。このよう
に我々の中にも、まだまだしみついた偏見や辛い立
場におかれている人に寄り添いきれない弱みを持っ
ております。そしてあと私が非常に残念に感じたの
が、このお子さんはお母さんにロープで柔道の背負
い投げみたいに首を絞められて亡くなられたのです
が、抵抗をしていません。４歳という年齢もあるの
ですが、お母さんと遊んでもらっていると誤解して
いる点が発達障害、とくに自閉症やアスペルガーの
お子さんの特性がうかがえます。例えば学校とかで
自分がいじめられていてもなかなか気がつかなかっ
たりしてしまうのが特性でもあります。上のお姉さ
んがいらっしゃって、お姉さんはやっぱりお母さん
の殺意というのを感じて逃げています。しかし、こ
の４歳の男の子は、殺意を受け止められなかった。
実は殺意だけじゃなく、発達障害のお子さんという
のはお母さんの愛情を受け止めたりすることも苦手
なんです。人の思いとか気持ちを察しにくい特性が
あることをお母さんも知らなかったし、周りの人も
知らなかった。こういった事件を増やさないように
するためにも、発達障害者支援センターでは、発達
障害に理解を深めていただくような機会と、また地
域の中でご相談いただけるような専門家を養成する
取り組みを行っております。私が勤めております、
発達障害者支援センターは平成 17 年から運営をさ
せていただき、すぐに専門家を育てるための研修制
度というものを立ち上げております。これはなぜか
といいますと、発達障害者支援センターに何かあれ
ばご相談いただいて解決できるわけではないからで
す。大分県下のすべての発達障害の課題問題、困
りについてこれは例えば学校、保育園、幼稚園ご家
庭でもそうなんですけれども、困った時に私が行っ

てそれですべてがおさまるものでもない。実は保育
園とか学校とかまた家庭の中、みなさんに発達障害
についてのご理解いただくことがその地域で暮らし
て行く一番の生きやすさにつながるのです。また発
達障害支援センターは職員が４人しかいません。文
科相で 6.5% も発達障害の診断はないのですが、そ
ういった特性を持たれたお子さんがいらっしゃると
いう調査結果が出ております。すると、大分は人口
が 120 万人ぐらいいるので６、７万人７、８万人弱、
これは大人も含めた計算なのですが、発達障害っぽ
い人がいると考えられる。それをすべて我々だけで
対応できるわけではありませんので、いろんな方に
お願いしたり、また一緒に協力していただくような
取り組みというのを非常に大事にしております。そ
の中で、発達障害者支援センター連絡協議会とい
うのがございまして、発達障害者支援センターだけ
ではなくて医療機関または教育、保育連合会とかも
入っていただいておりますし、また親の会とか行政
の立場の方にも発達障害について大分県で支援を検
討していただける会議をもうけております。その中
でいろんな関係機関と連携または専門家を育てるそ
ういうニーズがあるということを確認して運営して
きております。そして保護者の会もとても大事にし
ておりまして、もちろん当事者の会もそうなのです
が、親御さんが困ったときに専門家のアドバイスだ
けではなくて一緒に共感して悩みを分かち合えるよ
うな人たちもいるんだよ。一人じゃないということ
を紹介させていただくためにも、この親の会と一緒
に仕事を進めさせていただいております。また当事
者の会も実は青年と成人期の方の会がございます。
月に一回や二か月に一回、勉強する訳ではなく、勉
強するとなると皆さんあまり来たがらないので、レ
クレーションみたいな活動をしております。もちろ
ん成人の方はお酒も飲めるので忘年会をしたり、新
年会をしたりすることもあります。もし、一人で孤
立して困ってらっしゃる親御さんや当事者の方がい
らっしゃった場合に我々にご相談いただければ、そ
ういう方々に親の会とか当事者の会につなげること
もさせていただいています。実態調査というのがあ
りますが、これは大分県で発達障害に関するニーズ
調査というのを行っております。この中でそのニー
ズというものをあげましたが、全国と内容がほぼ一
致しました。大分に限らず全国的にも専門家不足と
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か、発達障害に対しての一般的な理解とかっていう
のがまだまだ進んでない。早期発見、また学校の中
でも今、特別支援教育を通して認識が進んでまいり
ましたが、平成 17 年 18 年当時はまだまだこれから
だということで、こうしたニーズをもとに事業を進
めております。保育園から小学校にあがる、小学校
から中学校にあがるすべてその移行時期に発達障
害に限らずどのお子さんもそうなのですが、ストレ
スを抱えたり、非常に不安定になるんですよね。な
ぜかというと、新しい環境下でもう一度自分を理解
しなおしていただくことに非常に悩まれるというこ
とが色々な相談や報告から確認されており、そこの
移行をスムーズにするためのファイルというものを
作っております。ちょっととばしますけど具体的に
は発達支援ファイルといって、これは当センターの
ホームページにもあげており、そこからダウンロー
ドしていただいて活用していただくこともできます。
特徴といたしましてはチェックリストがあり、発達
障害の特性をご確認いただくことができます。チェッ
クリストをとおして何点以上あればやはりその特性
が強いというのがわかりますので、支援に向けた理
解を得られやすくなります。また、経歴をライフス
テージに応じて就労にあがっても、自立生活をする
上で、親なきあともかわりに証明できるようなもの
を御本人が小さいときからしっかりとお持ちになる
ことも大切です。なぜかというと、ご本人が自分の
困りとか、自分の所属している、また所属してきた
経歴とかそういうことを上手に説明することが苦手
なことも発達障害の特性だからです。後もう一つ、
ツールだけではなくて理解者を増やすというような
取り組み。すごく特徴的なのが大分県では教育と福
祉と医療とまた行政と親の会と労働機関も入ってい
ただき、色々な機関がコラボして発達障害について
の支援を考えるような研修会を開いております。こ
れは座学だけではなくて実際にいろんなところに見
に行っていただく研修とかも行っております。具体
的には病院での服薬、診断、訓練とかデイケアも含
めてですけれどもそういう場面、就労支援施設もこ
の病院にはございますので、働いている姿を見てい
ただき、小学生の発達障害と向き合ってる先生に大
人になってどんな道があるのか、どんな暮らしがあ
るのか、どんなふうに地域の中で生活できているの
かということを知っていただきます。また、療育機

関も見学して、どういう訓練、どういう配慮のもと
で支援を受けているのかということをみていただく
機会も設けております。これは、成人を支援してい
る方々が知らないところでもあります。自分が関わっ
ている発達障害の方も、小さい時にこれだけ丁寧に
支援を受けたらどれだけ違ったかなということを感
想でよく話しております。すごく今、以前に比べて
支援環境が整ってきておりますので、発達障害の方
でも本当に地域の中で分からない、見分けがつかな
い方も増えています。それでも、やっぱりいろんな
場面で人の気持ちが理解できにくかったり、自分を
ちゃんと説明できなかったりする困りももっていま
す。あと、学校における特別支援教育についての配
慮点、参考になるものをみていただいている機会を
支援学校を通して設けたりもしています。こうして
色々見ていただいた上で自閉症・発達障害の専門
の療育支援を展開している施設に行って、実際にか
かわっていただくような研修内容も取り入れており
ます。入所施設から地域で暮らしている自立生活と
いいますか、自立まではいかないけれども支援を受
けながら地域で暮らしているグループホームやケア
ホーム見ていただくことで将来像を創造いただける
ような機会も設けています。また働いている姿を犬
飼のドライブインみたいな里の駅で働いてらっしゃ
るアスペルガー又は発達障害の方々に関わっていた
だいてもいます。これは非常に大事な取り組みで、
実は皆様もご利用いただいた事があるかもしれませ
んが、10 号線に佐伯までに行く間に施設がございま
す。大きな公衆トイレがあり、その隣にレストラン
や地域の農作物を売っているのですけれども、実は
これまで豊後大野市の管理下でトイレの清掃がされ
ていました。しかし、市も財政がかなり厳しい状況
で、維持管理ができないんですよね。トイレを清掃
するのに人を雇って年間何百万もかかります。そこ
で取り壊しというのが議論にあがりました。壊すの
は簡単です。だけど困るのは地域の方々、またこの
街道筋を使っている方です。なぜなら、ここを過ぎ
ると次の弥生まで公衆トイレないからです。大分か
ら来ると困りますよね。そこで今、発達障害、自閉
症、アスペルガーの方がこのトイレを無償で毎日掃
除しております。就労訓練という社会に出る仕事、
働く為の訓練作業として毎日掃除しているんです。
実は彼らは支援の対象でもあるのだけれども、地域
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に貢献もしているんですよね。こういう形を通して
彼らを理解していただく。我々が実はそういう場面
を作りきれてなかっただけで、まだまだ本当は可能
性があるわけです。彼らを活かせる場面というのが
働くことを通してだけではなくて、ここに 30 人 40
人障害者が住むということでスーパーはなりたちま
す。ここのスーパーなくなったら地域の人が困りま
す。そういった視点を広げていくことがもっと大事
じゃないかなと考えています。梨園もしているんで
すけれども、そこには後継者がいなかったんです。
後継者がいないと 100 本、200 本の梨の木がもった
いないじゃないですか。今、過疎地ではそんなこと
がおきていて、これを障害者と一緒に梨を育ててそ
して販売して彼らの工賃に当てたりとかしておりま
す。ユニバーサルデザインという言葉がいろんなと
ころで皆さんもお聞きになるかと思うんですけれど
も、バリアフリーは彼らだけのものではなくて、車
椅子の方が利用できるトイレも妊婦の方が使ったり
とか、小さいお子さんがいるお母さんは狭いトイレ
では用は足せないので、こういうところを利用され
たりとか、もっと広い枠でユニバーサルデザインと
いう視点で共生共存に向かっていろいろと認識を変
化させていく必要があることを感じています。また、
変えていかないとこれから人口がどんどん減る中で、
我々、自分たちが生活することがすごく難しくなっ
ていくのではないかな、困ることが増えていくので
はないかな、彼らの助けというものも彼らの働きま
た社会貢献や地域貢献も新たに展開していかないと
いけないんじゃないかな、というふうに思いながら、
こういう場面を通して皆さんに御理解をいただくよ
うにお願いしています。またそういった活動を我々
がするんではなくて、いろんな方々にしていただき
たいということで養成研修を終えられた方々、123
名にもいろんな場面で講演していただいたりとか、
また困られている所に市町村を通して訪問させてい
ただくこともしています。これは無料です。大分県
で予算つけていただいておりますので、今日もパン
フレットをご用意していると思いますので是非、ご
活用いただければなと思います。本当に 20 分という
短い時間なので細かいところまでご説明できないん
ですけれども、意見交換のところでみなさんからも
何かご質問等がありましたら是非おしゃっていただ
ければなと思います。以上です。

本田　しのぶ氏　皆さん
こんにちは。地元大分県
の中津市児童相談所で児
童福祉司をしている本田
と申します。今日は宜し
くお願いします。今日は
CSP コモンセンスペアレ
ンティングの取り組みについてお話をします。CSP
をご存知でない方もいらっしゃるかもしれませんの
で後程説明をします。まずは自己紹介です。私の所
属は大分県中津児童相談所で大分県中津市にありま
す。管内は大分県の北西部にある４つの市になりま
す。中津市・日田市・豊後高田市・宇佐市になりま
す。人口は 235,500 人、児童 37,800 人ぐらいになっ
ています。昨年 10 月時点の数字です。大分県全体
の約 20% の規模を担当している児相になります。
職種は児童福祉司ケースワーカーです。中津児相に
はケースワーカー６人、児童心理司が４人おります。
今日の話の内容です。３つのことについてお話しま
す。一つ目は CSP コモンセンスペアレンティング
とは何か。二つ目、児童家庭支援センター「やわらぎ」
の子どものしつけ講座で CSP を行っていますので、
その取り組みについて。三つ目、中津児相で行って
いる CSP の取り組みについてになります。

では一つ目の CSP コモンセンスペアレンティン
グとは何か。CSP とはペアトレーニングのひとつ
です。ペアレントトレーニングというのは先ほど
五十嵐先生からお話がありましたような発達障害の
お子さんを対象に考えられたものです。日本語で親
訓練とか親業といいます。親御さんに子育ての勉強
をしていただくといった内容です。CSP なんです
けど、アメリカで開発されました。ボーイズタウン
といって里親さんがたくさん集まっている所で 100
年くらい歴史があるいろんな子ども達のかかわりの
中でできていった子育てプログラムになります。親
御さんが育てにくさを感じたり、どう関わっていい
のかわからないそういった子育てに悩む親に具体的
な子育ての方法を教えるものです。褒め方、叱り方、
たたかない子育てなどを教えていきます。行動療法
の理論が背景にあるんですけれど、対象児童は大体
物事が分かってくる３歳ぐらいから、思春期 16 歳
までのお子さんがいる親御さんに対して行っていま
す。1999 年になるんですけれど、兵庫県に神戸少
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年の町児童養護施設がありましてそこの野口先生、
現在は施設長さんをされているとても素敵な方なん
ですが、その方がアメリカから日本に持ち帰り最初
はアメリカ版のものを使っていたんですけど、2005
年から日本版の教材を開発されました。2003 年か
ら私がやっているトレーナーを養成をする、養成講
座を野口先生が始められました。私は神戸少年の町
へ行って野口先生からトレーナーの養成をうけまし
た。今はトレーナーを養成できる機関が他にも出来
ていまして、九州だと長崎にありますが、そちらで
もトレーナーの資格を取ることができるようになっ
ています。なぜ CSP が必要になったのかといいま
すと、アメリカでは虐待した親に対して裁判所が、
親になるためのトレーニングを義務付けています。
色々ある中で CSP もその一つとして開発をされて
効果を得ています。日本では児童養護施設に子ども
を預けていて、親元に帰っていく場合に、親の方に
子育ての準備がないまま強引に家庭へひきとられて
しまうという子どもの現状がありました。児童虐待
の増加や深刻化から子どもだけではなく親の支援と
いうのも求められるようになり、CSP が導入され
ました。児童養護施設から家庭へひきとられる場合
や、在宅で虐待してしまう親に対して実践するなど
虐待する親に対しての意味合いが大きかったんです
けれど、現在では子育て支援として CSP が実施さ
れています。これが CSP の内容になるんですけど、
セッション１〜６までの６つが基本的な形になりま
す。セッション１と２で、CSP の基本的な部分ベー
スになる部分、行動療法の考え方といったものを勉
強して、セッション３から６までで具体的な子育て
の方法「４つの子育の方法」を勉強していく内容で
す。セッション３にあるのが褒め方についてセッ
ション４で予防的教育法、前もって何かを伝える方
法。セッション５が、子どもが問題行動、悪いこと
をした時のしつけの方法、セッション６自分自身を
コントロールする教育法っていうのが子どもも親
も、自分自身をコントロールしていくという子育て
方法この６つが基本的な内容になっています。この
中のセッション１とセッション３の中にある一部を
ちょっと紹介したいと思います。セッション１の中
にあるバッドサイクルからグッドサイクルへという
図になります。ちょっと見にくいかもしれませんが、
上にあるのがバッドサイクル悪循環のサイクルにな

ります。悪循環の中のこちらが罰を伴う躾、叩いた
り怒鳴ったりという躾。このような躾をしていると
どうなるかというと、親子関係が悪化してしまう。
親子関係が悪化すると親と子のコミュニケーション
がうまくいかなくなる。コミュニケーションがうま
くいかなくなると親の言っている事が子どもに伝わ
りにくくなるので、子どもの問題行動が増加してし
まう。子どもがいつも悪いことをしてしまうので、
親のいらだちも増加して親がいつもイライラしてし
まう。イライラすると親に余裕がなくなり、ますま
す叩いたり、怒鳴ったりといった躾をしてしまうと
いうのがバッドサイクルです。じゃあこれを下にあ
るような「グッドサイクルに変えていきましょう」
というのが CSP になります。ここにある罰を用い
ない効果的な躾、というのが CSP で勉強していく
子育て法になります。効果的な躾をしていると今度
はどうなるかというと親子関係が改善されてきま
す。親子関係が改善されるとコミュニケーションも
うまくいくようになるので、親の言っている事が子
どもに伝わりやすくなって子どもの問題行動が今度
は減ってきます。子どもがあまり悪いことをしなく
なるので親のいらだちも減ってくる。そうすると親
も余裕がでてくるので、ますます効果的な躾ができ
るようになってくる。これがグッドサイクルになり
ます。こういったことをセッション１の中でお伝え
していきます。セッション３の中にある「効果的な
褒め方」のステップになります。４つの子育ての方
法を勉強しますが、どの子育ての方法もこのような
ステップがあり、それを学んでいくようになります。
効果的な褒め方のステップですが、このステップで
子どもを褒めていくとより効果があるというもので
す。ステップの１「賞賛を与える」。これは笑顔と
かほめ言葉、頭をなでるなどですが、例を見てみる
と「わぁやさしいねぇ」といったような声かけにな
ります。ステップの２「望ましい行動を表現する」。
子どもが行った望ましい行動が何かっていうことを
分かりやすく説明します。例を見てみます。「弟に
クレヨン貸してあげたのね」というふうに言ってま
す。やさしかったのは、「弟にクレヨンを貸してあ
げたその行動がやさしかったんだよ」というように
子どもがとった行動を具体的に再度子どもに伝えて
あげるというものです。そしてステップの３番目が

「理由を述べる」。どうしてそれが望ましいのかとい



74

●第３分科会

うのを説明してあげます。例をみると「次は弟から
も貸してもらえるよ」っていうふうに言っていま
す。人に物を貸してあげると次は自分も貸してもら
えるんだっていうのを理由で言っています。こんな
ふうに理由を伝えてあげるほうが子どもは指示にし
たがいやすくなるといわれています。ステップの４
番目「良い結果を与える」。セッション２の中で勉
強する行動療法の考え方なんですが、良い行動には
良い結果、悪い行動には悪い結果という考え方があ
りますが、この場合は良い行動をしているので最後
に良い結果、ご褒美だと思ってもらったら良いです。
最後に良い結果を与えます。ここの例で「よくでき
ました。」と言って頭をなでる。これが効果的な褒
め方の４つのステップということになります。こう
いった説明の他に DVD をみて実際にどんなふうに
DVD に出てくるお母さんお父さんが子どもを褒め
ているのかというのをステップにそって褒めている
様子を DVD でみて勉強したり、ロールプレイで実
際にある事柄に対してこのステップをつかってどん
なふうに褒めたらいいのかなというのを親御さんに
実際にやってもらう、練習してもらうそういったこ
ともやります。時々宿題もあったりします。今のは
一部紹介したんですけど、これは私がトレーナー養
成研修を受けたときに私が野口先生にいただいた終
了証になるんですけれど、上に私の名前があって、
下に野口先生の名前があるんですけど、CSP の講
座を受講された親御さんたちにもこれと同じような
形の修了証をお渡ししています。この終了証をもら
うと子育ての勉強をしたんだ。という自信がついた
りという声も聞かれます。こういったものをもらう
とやっぱり嬉しいようです。

今日のお話の内容の二つ目になります。児童家庭
支援センターや「やわらぎ」の子どものしつけ講座
の CSP の取り組みです。私はこの子どものしつけ
講座にトレーナーとして参加をしているんですけれ
ど、児童家庭支援センター「やわらぎ」は児相と同
じ大分県中津市にあって地域や家庭の相談援助等を
行う機関です。24 時間 365 日休日夜間も相談可能で
す。児童相談所を補完して市町村の子ども家庭支援
をバックアップする児童福祉の専門援助機関になり
ます。ここで子育て支援事業のひとつとして子ども
のしつけ講座で CSP を実施しています。こちらが児
童家庭支援センター「やわらぎ」になります。ご覧

の通り新しくてきれいな建物になります。今日はこ
こと同じ母体の施設の方もおみえのようなんですけ
れど、スタッフがこちら３人いらっしゃって、社会
福祉士とか心理のかたとか、精神保健福祉士も持っ
てる方なんですけれども、そんな３名のとても素敵
な方がスタッフでいらっしゃるので、楽しく私も参
加をさせていただいてます。「やわらぎ」なんです
けども、色々な取組をされてて、しつけ講座の他に
も CSP のトレーナー養成を事業でこちらで一度やっ
て講師の先生を招いてやられたことなどもあります。
子どものしつけ講座なんですが、ワンクール 12 回で
行っております。月に２回、第２第４水曜日を基本
にしているんですけれど、10 時から 11 時半の１時
間半で半年かけてやっています。年間２クールやっ
ています。４月〜９月、10 月〜３月といったように
やっています。対象はしつけに困っている３歳以上
の子どもさんがいる親で定員は８名にしています。
託児もあります。21 年の４月から開始してるんです
けれど、現在受講修了者は 65 名になっています。ト
レーナーで参加しているというのは先ほどもいいま
した。このしつけ講座なんですけど、CSP を 12 回
シリーズで行っています。基本は６回シリーズなん
ですけど、ここはひとつの子育ての方法を２回に分
けてやったりセッション７で復習の時間をとったり、
最後まとめの単位ではちょっとお楽しみ会みたいな
かたちで終了証を渡すのと、たこ焼きパーティーと
かもやっています。３か月後にフォローアップの会
をもうけて、再度みんなで集まってその後の様子を
情報交換しています。いくつか写真を紹介しようと
思います。こんなふうに皆さんでテーブルに座って
和気藹々とお茶とか、おやつとかもいただきながら
やっています。プリントなんですけど、プリントを
見ながらお勉強したり手前にあるのが私の名札です
けど最初に名札を作って自己紹介と 12 回の名札が
わりに、名札も作ったりしています。最初にアイス
ブレイキングもかねて名札を元に自己紹介をして親
自身が子どもの頃に自分が好きだったこととか好き
だったものとかを思い出してもらってそれを言って
もらって自己紹介して次の人は前の人の「子どもの
頃に木登りが好きだった○○さんの隣の○○です。」
と自己紹介をしてもらって、８人目の人は最初の人
からずっと続けて何々さんの隣の何々が好きだった
…という形でやっていってアイスブレイキングをし
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ています。この中でロールプレイもあるといったん
ですけれど、どんなふうにステップをやったらいい
か親にやってもらうんですけど、そのときに子ども
役にも別の親御さんになってもらってその子役に向
かって親御さんにロールプレイ練習してもらうんで
すけど、そうすると褒められる体験にもなって褒め
られるとこんなにうれしいんだっていったような感
想も出てきます。これは終了証をお渡ししていると
ころの写真なんですけど、おにゃんこクラブではな
いんですが、会員番号みたいな形で１番からずっと
通し番号でお渡ししています。１番の方はとても喜
んでいただきましたし、55 番の時に松井だとかいっ
てその番号ですごい、私は野球とかスポーツあまり
知らないんですけどこの番号はなになにだといって
喜んでいる方もいらっしゃいました。最後に記念撮
影したものです。これは託児の様子です。最後の会
のときにそれぞれ受講者同士で花の形をした付箋に
メッセージを書くんですけど、せっかくお勉強した
ので褒め言葉を入れて何かメッセージを書いてくだ
さいということでメッセージを皆にあてて書いて花
束の寄せ書きを作っています。「みなさん温かい言
葉を書いてくださるので、ジーンときたり勇気づけ
られます」といったような声も聞かれてます。これ
受講者の声なんですけれど、いろんな声があります。
いくつか紹介すると、「育児で悩んでいたときに参加
者の話が聞けて安心できた」といったことや、「一人
で悩むよりも沢山の出会いがあってよかった。」「自
分だけじゃない余裕がでました。ママたちと共感し
たり楽しく過ごすことができてよかった。」「心のゆ
とりも必要だと思った。」「３歳児の行動にどう対処
したらいいか悩んでたときに勉強になりました。」「な
かには夫の教育にも役立てます。」といったような声
がきかれてます。これは修了できた人とできなかっ
た人の参加回数の表になります。皆勤賞 12 回全部
参加できた人が３人いらっしゃるんですけど、１回
お休みしたかたも 13 人と結構いらっしゃいました。
参加できなかったかたは前半のみ何回か参加をして
その後仕事の都合とかいうこともあるんですけど参
加ができなくなっています。修了できたかたは 85・
5% で思っていたよりも多くの方々が修了されたなと
いうふうに思います。

今日のお話の３つ目になります。中津児相の
CSP の取り組みです。中津児相でどのように CSP

を取り組んでいるのかを簡単にお話ししたいと思い
ます。こちらが中津児相になります。平成５年に建
てかえられているんですけど、見た目はまあまあ新
しいこんな感じです。こちらが玄関で結構玄関に
季節のお花がいつも咲いてます。どんなときに児
相で CSP を実施しているかというと、①ひとつは
児童養護施設や里親さんに子どもがいて家族と交流
をこれから始めるっていった場合や家庭復帰するそ
ういう場合に家族再統合の為に使うということがあ
ります。今、児童養護施設にいるお子さんで帰して
ほしい、帰してほしいという親御さんがいたんです
けど、なかなか家庭がすぐ帰れる状況じゃないとい
う家庭の親御さんに実施をしたことがあるんですけ
れど、いつ返してもらえるか分からない不安という
のがもともとあったんですけど、児相で CSP をや
るうちに担当者とも関係ができてきたり、色々自分
自身を振り返ったりして安心感がでてきてそれから
ちょっと家に戻すのは長い目でみようかなというふ
うになっていった親御さんもいらっしゃいました。
なかには夫婦で参加をされて夫婦喧嘩が少なくなっ
たといったような場合もありました。逆に離婚をさ
れてしまった方もいらっしゃるんですけどいろいろ
です。②一時保護所一時的に保護してそれからも家
庭に帰したあとその後のフォローとして行ったケー
スもあります。家庭に帰した後、もともとちょっと
DV もあった家庭だったですけど、家庭に帰った後
家族全員で児相に来てもらって、児相で褒め方とか
の勉強を親だけしてもらってその後、皆集まって最
後に今日勉強したことを子どもに声掛けをしてみて
くださいということで親御さんが子どもさんに声掛
けをすると子どもがすごい喜んでたというケースも
ありました。③が在宅にいて子育てに困りを感じて
いる親御さんに実施するということもあります。実
施方法なんですけど、児相ではグループではなく個
別に実施をしています。担当のケースワーカーも同
席をして行っています。最近の実施件数をあげてい
ますけど、23 年度が１件、昨年 24 年度が４件、25
年度は５件実施をしております。現在中津児相には
私も含めて今日会場にもいますけれど３名トレー
ナーの資格があるものがいます。これまでの取組の
中で私がトレーナーとして大切にしたいと考えてい
ることがあるので紹介をします。一つ目は親との信
頼関係の構築です。親が子どもの良い関係を築いて
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いくために親との信頼関係を大切にしています。褒
められたり、認められたりする場面が親に多いほど
親は子どもを褒めたり、認められたりできると考え
ます。二つ目はエンパワーメントです。なるべく楽
しい時間にするようにと思っています。親の不安や
悩みを傾聴し寄り添う、否定しない、尊重する、共
感する。ストレングスアプローチで良い面に注目す
るようにしています。リフレーミングで短所も見方
をかえれば長所になるといった声掛けもするように
しています。自分自身の子育て経験なんですけど、
私 20 歳と 17 歳の子ども二人がいるんですけれど、
自分自身が子育てした経験の中でうまくいったこと
や、ちょっと失敗したことを情報提供しています。
アドバイスをする時はなるべく複数の選択肢で提案
をして、親御さんに選んでいただけるようにと思っ
ています。終わりになりましたけれど、CSP の取
り組みの効果と課題についてです。効果としては、
しつけ講座では親の育児不安や子どもの問題行動の
解消など良い変化がみられました。グループで行う
ダイナミックスお互いが共感したりする集団の力の
作用というのがあるなというふうに思います。児相
では親子関係の変化とともに担当と親との信頼関係
構築に役立ちました。課題としては、しつけ講座で
は修了できなかった親御さんがいらっしゃいますの
で、その方々に対するフォローをしていくのか、児
相では個別で対応しているので実施する数に限りが
でてしまうということです。今回は児童家庭支援セ
ンター「やわらぎ」と中津児相の取り組みについて
お話しをしましたけれども、中津児相の館内に中津
市役所があって今日も出席していただいていますけ
ど、中津市役所のほうで今年度の 10 月から６回シ
リーズで夜間の６時から８時、CSP の教室が開始
されました。仕事をされている親御さんが参加しや
すい時間帯の教室になっていますのでご紹介したい
と思います。今後なんですけど、各地域で行われて
いるこの CSP の取り組みについて情報交換する機
会があればいいなと、思っていますのでそのときに
はどうぞ宜しくお願いいたします。以上で CSP コ
モンセンスペアレンティングの取り組みについてお
話を終わります。ありがとうございました。

五十嵐氏　はい、ありがとうございました。
今、CSP を取り組まれている他の市町村はどこ

かで情報をえられるんでしょうか

本田氏　今日、臼杵市からもお見えのようなんです
けれど、臼杵市もトレーナーを何人か養成をされて、
始められたかは分かりませんが臼杵市さんのほうで
もちょっと動きがあります。はい。

五十嵐氏　何か連絡会議みたいな形でホームページ
とかを通して活動お知らせいただけると興味がある
かたも今日いらっしゃっていると思うんですけど、
どこに問い合わせをしたらいいかとか、自分の市町
村ではされているのかと気になる人もいるかと思い
ますので、また後で皆さんから意見をお伺いしなが
ら、フロアーの中からもご紹介いただけるものがあ
りましたら、ご発言いただければと思います。次に
田中慶子さんにお願いいたします。

田中　慶子氏　私は、東京都世田谷区の発達障害相
談療育センターというところから参りました田中と
申します。宜しくお願いいたします。療育センター
通称「げんき」と言うのですけども、「げんき」は
平成 21 年の４月に開設されまして、世田谷区の委
託を受けまして社会福祉法人嬉泉が運営しておりま
す。社会福祉法人嬉泉というのは今から 50 年ほど
前に石井哲夫が自閉症の支援から始めた福祉法人な
んですけれども、今は発達障害の方々の支援中心と
して色々な事業所を展開しております。私も以前去
年までは障害者手帳を持っている方たちの小さいお
子さんから大人まで支援をさせていただいていたの
ですが、今年の４月から発達障害、知的障害を伴わ
ない障害者手帳を持たない方々の支援にたずさわら
せていただいています。一見障害が軽いと見られる
かもしれないけれども、逆にわかりにくく理解され
にくいお子さんたちで表現がわかりにくかったり、
思うように伝えられない部分での誤解が多かった
り、御本人の生きにくさというものをものすごく感
じている状況です。あとは保護者の方もとてもいろ
んな複雑な思いの中で子育てをされており、本当に
お一人お一人違った御苦労をされているというふう
に感じて日々すごしているような状態です。今日は
発達障害のある子どもの子育てを考えるということ
でお話させていただきたいと思います。座ってお話
させて頂きます。
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「発達障害について」ということでおおまかに説
明させていただきます。脳機能の偏りが主な原因と
いわれています。発達のアンバランスさによって本
人が生きにくさを感じている状態。つまり能力さま
ざまな能力の発達の仕方にでこぼこがある。ものす
ごく能力の高い、だけれどもある一部でガタッと下
がっていたりとか、一見分かりにくい状態です。躾
や育て方の問題ではない。周囲のかかわり、理解に
よって困難さが軽減するというような特徴がありま
す。これがそれぞれの障害の特性について現された
ものですが、左側の自閉症アスペルガー症候群、最
近は自閉症スペクトラム障害といいます。どこでわ
けられるかというハッキリしたものがないのでひと
つの連続体として考えられている。自閉症スペクト
ラム障害という言葉になっています。対人関係や社
会性の困難さとかパターン化した行動、興味関心の
偏りとかが特徴です。注意欠陥多動性障害 ADHD
といいます。集中できないとか、じっとしていられ
ないとか、衝動的に行動してしまうといったような
特性です。後は学習障害です。一口に発達障害といっ
ても特性の表れ方が人それぞれで、この図にあるよ
うにも重なり合っていることが多いわけです。２つ
以上の診断基準にあてはまるお子様が沢山いらっ
しゃいますし、同じお子さんでも年齢によって診断
が違ってしまったり、ドクターによっても診断が
違っていたりとかいうところでは診断するのもとて
もむずかしい障害となっています。大切な事は、診
断名にとらわれないでそのお子さんの状態に目を向
けて特性を理解して、どういった支援が必要なのか
を考えて関わっていくことが大事なのではないかと
思います。
「世田谷区発達障害相談療育センターげんきの位

置づけと機能」ですが、平成 17 年に発達障害者支
援法が施行されてから、世田谷区もいろんな取り組
みをしていますが、この図は発達障害児支援推進
体制といいまして、療育センターげんきが中核機関
として発達障害に関する相談から療育まで一貫した
支援を行うということと、関係機関の支援広く区民
の方々の理解を求めていく活動をしています。子ど
も家庭支援センターは、虐待ケース等の連携につい
てはそこの区の健康づくり課が生活支援課という所
と連携しています。発達支援コーディネーターとい
いまして、ライフステージを通して途切れない支援

をしています。右の下の方に子育てステーションと
いうのがあるんですけれども、療育センターげんき
だけでは対応しきれないのでできるだけ地域に根差
した施設ということで、区内に５ヶ所のステーショ
ンが設けられています。げんきの事業内容につい
て、対象と料金とか書いてあります。げんきは相談
と療育と地域支援の３つの事業を行ってますが、こ
のような対象者と料金になっています。相談から説
明します。ここに書いてある件数は昨年度の件数で
すが、相談の方はまず電話相談から受けていて、そ
こで色々なお話をさせていただいて助言や情報提供
で終了の場合と実際に来所していただいてお話をお
聞きして、インテイクやアセスメントをとってもう
少しお子さんの状態をみましょうというところでい
らしていただく場合があります。そこから療育が必
要になった場合には療育に進みます。後は医療相談
と作業療法相談があります。療育なんですけども本
人支援、保護者支援、関係機関連携の三本柱で行っ
ています。やはりお子さんだけの支援では十分では
ないため保護者支援と関係機関というとことでの所
属機関の連携が非常に大事だというところで三本柱
で行っています。本人の支援に関しては、世田谷区
は 88 万の人口をかかえておりましてとてもニーズが
高いです。今、学校だと一クラスに２、３人位の発
達障害のお子さんがいらっしゃるということをお聞
きしています。そういった中でなるべくいろんな方
に利用していただくようにというところでは今、一
年間に 10 回の療育を行っていて、最大３年間を基
本としています。保護者支援に関しては、療育の後
に面談を行います。また深刻な問題を抱えている保
護者さんに関しては、療育と担当者とは別に保護者
さんの担当者をつけて毎回面談をさせていただいて
います。また、随時電話での相談もさせていただい
ています。関係機関の連携というのがお子様が所属
している幼稚園とか保育園、学校で、実際に訪問に
行ったり、支援会議に出て情報交換をするようになっ
ています。地域支援は、地域の方たちの理解と人材
育成というところです。支援者支援というのは、ま
ず、巡回支援、これは区内の保育園や幼稚園にこち
らの職員が行ってお子さんを見ながらどういったか
かわりをしていくか、お子さんの見立てはどうかと
いうところでお話をさせていただいています。人材
教育は発達障害の研修ということでいろんな先生方
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に来ていただいて研修をしております。広報事業と
しては広報誌やホームページ、啓発事業としては、
外部の先生をお呼びした講演会や保育園や児童館に
こちらからおもむいて講演会をするというような事
もしています。オープンデーというのは施設の開放
で、年に１回、実際に来ていただいて、具体的にど
ういうことをやっているのか見ていただくような機
会を設けています。後は、家族支援としては交流コー
ナーと家族向けの連続講習会です。今年もストレス
マネージメント講座を５回の連続講座で行っており
ます。子育て体験懇和会は、実際の子育て体験を話
し合う会です。
「げんきを利用する子どもたち」ということでど

ういったお子さん達が来ているかというところを書
いてみました。知的障害知的に遅れのない、いわゆ
る高機能の発達障害とよばれている子どもたちであ
ること、通常の幼稚園、保育園、学校の通常級に在
校している場合が多い、一見子ども自身が何に困っ
ているのか、何がわからないのか周囲にわかりにく
いというお子さんたち、保護者も所属機関の先生も
特性を認識してないことが多い。個性と発達障害と
いうのはどこが境目なのかというところで本当にわ
かりにくいところがあります。そういったことで、
みんなと同じようにできることを常に要求されて困
難を極めているという状態があります。
「平成 24 年げんきでの虐待の実態調査から」とい

うことで実態調査結果があります。虐待の事実が把
握できたケースは全体の一割、全部で 650 ケースな
んですけれどもそのうち 62 ケースでありました。幼
児さんと小学校の低学年のお子さんで 60% 位しめ
ていました。虐待のタイプとしては心理的虐待が
一番多く、これもやはり何度も注意してものぞまし
くない行動がなくならない、とか一般的に誰でもわ
かるようなことがわからないことで親御さんが子ど
もさんの自尊心を傷つけるような発言がどうしても
多くなってしまう、というような状況が考えられま
す。保護者の悩みとして、幼児期とか学童期に分け
てみたんですけれども、幼児期に関しては子どもが
怒ったり、かんしゃくをおこしたり、大泣きしたり
することの理由がわからない、急に怒ったようにみ
えたり、手が付けられなくなるほど泣いてしまった
り、なだめても収まらなかったりという状況ですね。
なかなか言うことをきかせられない、伝わっている

のか聞いているけどやらないのかということがあり
ます。子どもの気持ちの切り替えができず生活のリ
ズムに乗せにくく、生活がスムーズに運ばない、夜
もご飯なかなか食べてくれない、お風呂になかなか
入ってくれない、夜寝るのが遅くなってしまう、な
かなか進まない状況です。公共の場で静かにしたり
待ったりすることができず始終困らせる、公共の場
は周りの人の目が気になる、そういったことも悩み
になります。してはいけないことをして、してほし
くないことをなかなかしてくれないということも困
ります。学童期に関しては学習面が一番多い悩みに
なります。とくに宿題です。集中できない、繰り返
してもなかなか積み重なりにくい、こんなことも分
からないのかとついつい保護者の方はイライラしや
すいような状況が多くなります。忘れ物が多いとか
片付けられないとかうそをつくとか、そういったこ
とがあります。共通の悩みとしては下に書かれてい
るようなことです。皆と同じ様にできないのはどう
してなのか、本人のわがままなのか、努力不足なの
か、それとも親の躾のせいなのかと悩んでしまいま
す。保護者の方としましては、皆と同じようにさせ
たいとか、社会の決まりにそわせたいという気持ち
があってついつい過度な要求や期待になってしまい
ます。当たり前に思うことがどうしてできないのだ
ろう、子どもなりに努力していることをなかなか認
めることができない、つい子どもを怒ってしまった
り、注意や指摘を繰り返してなんでできないのもっ
とやりなさい、といった状況が繰り返されます。子
どもにそのことによってストレスがかかってしまい
ます。自分はダメなんだ、認めてもらえないんだと
自己否定的なイメージが形成されます。過度に不安
が強かったり、攻撃的になったり、劣等感を抱いたり、
情緒が不安定になってしまいます。保護者の方も過
大なストレスがかかります。つい子どもにひどいこ
とをしてイライラばっかりしている、うまく育てら
れないダメな親だなと思ったり、なかなか子どもが
可愛いと思えない、一緒にいたくない、そんな気持
ちが沸き起こってくる状態になります。夫婦間での
意見の相違、孤立感を感じてしまったり、将来どう
なるんだろうという不安も生じてきます。不安を抱
えながら子どもに接し、お子さんの方も自分はダメ
だと相互関係によってどんどん悪循環に陥っていく
ような状況になりがちです。発達障害を持つ子ども
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の育ちにくさも虐待につながる要因のひとつとして
考えられるのではないかと思われます。その背景と
してはここに書いてありますように、家族や親族他
の保護者の理解と非難、自分だけが責められてしま
う自分の育て方が悪いといわれてしまう、周りの保
護者の目が気になってしまう、ちょっとした視線で
も攻められているなと過敏に感じてしまうような状
況もあります。特性について理解できない。子ども
の状況というのはとても難しく、読み取りにくい場
合もあります。特にわが子の状況というのはなかな
か冷静に見れないのが親の気持ちだと思います。生
活に追われて心身共に疲れきっている、一人で抱え
込まないといけない状況がある、というのが考えら
れます。保護者の中には自分の気持ちが押さえきれ
なかったりとか、こうでないと気がすまないという
ような非常に強い気持ちになってしまうような保護
者さんもいまして、どうしても子どもの行動を大目
にみれなくてということもあります。
「げんきの療育について」どんなことをしているの

かということですが、人間生活の基本である社会の
中で安心して生きる力をつけることを目的としてい
ます。大切な視点として、目に見える行動をなくし
たり、改善したりすることが狙いではない。行動より、
プロセス。安心して見守られる中で信頼関係を作っ
て自信をもって自分らしく表現していける力を支え
ていけること。こういう力を支えていくことが大切
だと考えています。本人支援については、自尊心が
低下していたり、自己否定感を持っている場合が多
いのでまずはリラックスしてありのままの気持ちが
出せるようにということ、できるできないではなく、
良いところを認める、やる気や我慢、努力を認めて
良い関係性を作る。本人が自信を持てるようにする
ために得意なことは褒めて伸ばして、苦手なことは
責めずに本人に合わせてサポートしていくことを本
人支援では大事にしています。保護者支援について
は、親御さんなりに必死に関わっているような状況
でありますので、まず苦労をねぎらって自分を責め
られてるという感覚を持たないように警戒心をとい
ていただく。とにかく、良くお話を聞いて心の荷を
おろしてもらうというようなことを考えています。
保護者自身が安定し主体的に生活ができるようにと
いうことは頑張りすぎないとか、人に頼ることも必
要だとか、自分の時間をつくるそういったことを保

護者自身が思えるように一緒に考えていきたいとい
うところにあります。子どもへの理解を深め、関わ
りについて具体的に助言し、親子関係を支えるとい
うところでは、どういった療育の中でお子さんにつ
いてどういう理解をしていったらいいのかをアドバ
イスさせていただいたり、子ども本来の気持ちや要
求を感じてそれを受け止めて、子どもが求めている
ことはなんなのか、要求とか助けになることは何か、
お母様とお子様の関係性を良くするための橋渡しに
なるような役割をしたいというふうに考えています。
ストレス軽減のために理解促進のためにと取り組み
も行われています。関係機関の連携としてはそのお
子さんの立場に、まず立つということを関係機関、
皆さんに分かっていただくようなことで連携したり、
サービスにつなげていくというようなことをしてい
ます。あとは保護者と関係機関、保育園や幼稚園、
学校で認識のずれがあって、なかなかうまくいかな
い場合があるので、そういった場合には訪問して連
携を行って保護者との仲立ちとなる、お子さんの状
態と見立てと対応のしかたについて整理をしていく
という役割もさせていただいています。支援者とし
ての思いというところで、相手を機能に障害のある
対象として分析したり、足りないところを見つけて
直そうという考えではなく相手を自分と同じ一人の
人間としてみていき相手の中に自分と同じものを見
出して人間的交流を行うこと。相手が抱えていなが
らうまく伝えることの出来ない、困難さとか苦労を
わかって気持ちに気づいて相手の中にある健康的な
心の働きに目を留めてそれを支えていくということ。
人に理解されて人の言うことも聞き入れるというあ
たり前の人間関係を気づいていくということ。この
ようなことを大事にしてこれまでもこれからも支援
の基本としてやっていきたいと思います。以上です。
ありがとうございました。

五十嵐氏　ありがとうございました。丁寧に療育セ
ンターの業務についてご紹介いただきました。田中
先生の療育センターはスタッフは何名ぐらいいらっ
しゃるんですか。

田中氏　すべての職員で 50 人弱です。

五十嵐氏　世田谷区はお金がありますね。実は全国
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に発達障害者支援センターがございます。大分県は
さきほど私がちょっと紹介したのですが、業務はか
なり近いんですよ。大分県はお金がないですね。４
人しかスタッフがいない。そのため、色々な所にお
願いするとにかくそういう仕組みを作らないといけ
ないということで、今、中心としているのが専門家
養成になっております。お金があれば、イコールに
通って診断も療育も相談も色々その場でできるとい
うのがホントは理想的なんですけど、実はなかなか
全国でも県でそこまで一箇所で取り組むことができ
ない状況があります。ただ、東京は都にも東京都発
達障害者支援センターあるんですけれども、人口の
多さからすると間に合わないですよね。世田谷区だ
けで 88 万人で大分は 120 万人ですから。県毎にそ
ういう違いがあります。世田谷区のほかにも大田区、
東京都は区で各県の規模のものを、あるいはそれ以
上のものを作られている状況があります。

石井先生の話がありましたけれども、実は、田中
先生は私の上司というか元先輩であっていろいろ教
えていただいたりしたあこがれの存在でした。こん
なとこでお会いするとは思いませんでした。実は石
井哲夫先生が日本の自閉症療育のルーツみたいな方
で、嬉泉は虎の穴なんですよ。24 時間療育できます
か？という、本当に、家庭を顧みずされているような
とこです。私も大変昔苦労して、息がつまりそうだっ
たですけど、そういうとき時々田中先生の笑顔を見
てホッとして頑張れました。今日も何かこれで最後
までこれで頑張れそうです。ありがとうございました。
では、また後で色々お伺いしたこともあるので、お話
をさせていただきたいと思うんですが、次に高祖さん
が色々な活動を本当に展開されていて、大変興味深
いんですけれども、タイガーマスクもNPO 法人になっ
て基金になっていることに驚きました。皆様も楽しみ
にしているのではないかと思います。短い時間であり
ますけれどもどうぞよろしくお願いいたします。

高祖　常子氏　はい、お
願いします。高祖と申しま
す。よろしくお願いします。

自己紹介をまずさせて
いただきます。高祖常子
と申します。今日お配り
させていただいた資料の

中に育児情報誌『miku（ミク）』という本が入って
いますので是非見ていただけたらと思います。これ
が我が家の娘、息子ですが、社会人１年生、大学生
２年生、高校２年男子です。写真を見て美男、美女
で皆さん驚かれたことかと思いますけれども。ここ
で笑っていただこうかと。本当に子どもたちが大き
くなると、全員でご飯を食べるがこんなに大変なの
か、全員揃って出かけるのがこんなに大変なのかと
思います。子育て支援の活動をさせていただきなが
らいろいろな赤ちゃんを抱っこさせていただいて、

「孫じゃないからね」といいながらフェイスブック
にアップさせていただいておりますので、もしよ
かったらお友達申請などしていただけたらと思いま
す。たくさんの NPO 活動をしておりますが、NPO
法人ファザーリング・ジャパンという活動の紹介を
させていただきます。ファザーリング・ジャパンと
いうのは父親支援、笑っているお父さんを増やそう
という NPO 活動です。ファザーリングフォーラム
in 九州が 12 月 20、21 日で北九州の小倉で実施さ
れます。興味がある方は是非集っていただけたらと
思っております。ファザーリング・ジャパンは父親
支援をしているのですが、私はママなんですが、立
ち上げメンバーとして活動しています。ファザーリン
グ・ジャパンのパパたちは、パパ同士で子育てを楽
しんだりしています。昨日も、大分のパパたちと懇
親会をしていましたが、飲み屋なのに絵本の話をし
て盛り上がるという感じなんですよ。パパたちって、
本当に集まるとどんどん元気になっていくんです。

でも、パパがイクメンになるとママの負担も軽く
なって元気になるのかなと思うと、必ずしもイコー
ルではないんですね。それはなぜなのかというのが、
マザーリングプロジェクト発足のきっかけです。一
昨年前ににスタートしまして、そちらのリーダーを
しています。いろいろなママのモデルにふれること
で、ママが自分を主語にした話をする。子育てひろ
ばなどでも支援者の方々、皆さんがんばっていらっ
しゃって、色々なママたちの声も聞こうということ
で活動されていると思いますが、どうしても子ども
中心になってしまいがちです。「お子さん何か月で
すか」「すごい！こんなことできるんですね」「お友
達におもちゃ貸してあげてえらいわね」みたいな感
じで、子ども中心の話になるんですね。ママが自分
で「こんなふうに生きていきたい」とか、「もう少
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し落ち着いたらこんな仕事をしてみたいな」という
ような話をなかなかできない環境の中におかれてい
て、自分で自信をなくしてしまったり、自分の生き
方を見失ったりすると、それが子育てへのストレス
に向かうこともあると思います。ママたちが、色々
なママたちの姿にふれてほしいということで、ロー
ルモデルカフェという事業を行い、色々なママに「自
分」を語ってもらっています。ファザーリング全国
フォーラム in 九州でも『「ママの働きたい！」をパ
パと叶えるフォーラム』という分科会を実施します。
これは「パパと叶える」というのが大事なのです。
妊娠、出産、子育てで６割ぐらいの女性が仕事を辞
めています。もう一度仕事したいと思っても、「子
育てを優先しないといけない」「私はママなんだか
ら、自分のことは後回し」と、自分を閉じ込めてし
まっている部分が多いんですね。ママもちゃんと一
人の女性として、笑顔で生きていって欲しいという
ことで、ママを応援する活動もしております。

メインでやっている３つの NPO の活動を少しだ
け紹介させていただきます。オレンジリボン運動
というのは児童虐待防止全国ネットワークという
NPO で、オレンジリボン運動の総合窓口というこ
とで活動させていただいています。全国各地でたく
さんの支援団体、支援企業様がオレンジリボン運動
を実施いただいており、その取りまとめや、ネット
ワーク化をしていきたいという想いで活動していま
す。「オレンジリボン」で検索いただくと、HP が
でてきます。是非チェックしていただき、「サポー
タになります」と宣言していただくとカウンタが増
えていきます。数の力がパワーになりますから、是
非宣言していただきたいと思います。

五十嵐先生から先ほどご紹介いただいた、タイ
ガーマスク基金という NPO の活動もしています。
２年ほど前に、「タイガーマスク現象」というのがあ
りました。伊達直人と名乗る人物が児童養護施設に
ランドセルを送ったということでニュースになった
のですが、「タイガーマスク」の漫画の時代には、児
童養護施設は孤児院というか親がいなくて、貧困家
庭の子どもが行く場所という描かれ方をしていまし
た。タイガーマスク現象の時には、児童養護施設に
ランドセルもいっぱい届きましたし、貧しい子なん
だろうということで古着が送られてきたりとか、「こ
れを食べさせてやってくれ」といって食材が送られ

てきたりということもあったようです。児童養護施
設の子どもたち、親元から離れて暮らしている、今
保護されている子どもたちは４万人以上と言われて
いますが、その子どもたちの６割以上施設によって
は７、８割、９割、またはほぼ全員が虐待でその施
設に入っていると言われています。そうすると、親
がいるわけです。「子どもに悪いから、せめてラン
ドセルでも送ってやるか」ということで、親が送っ
ていたりすることもあるのです。一般の皆さんに
も、ぜひ児童養護施設のことを知ってほしいという
こともあって、この基金をメンバーと共に立ち上げ
ました。養護施設の子どもたちの進学率はすごく低
く、一般的には少子化なので大学に通う子どもたち
はかなりのパーセントいるのですが、児童養護施設
から大学へ行けるのは１割程度しかいません。養護
施設を出て、大学に行かれても、自活をして、学費
も払わなくてはならない。奨学金もありますが、生
活費もかかり、学費を払い続けられなくなってドロッ
プアウトし、中退してしまう子も少なくありません。
そんな実情を知っていただくということと、児童養
護施設などから巣立つ子どもたちの支援をしていき
たいということでタイガーマスク基金という活動を
しています。

もう一つは子どもすこやかサポートネットという
ＮＰＯですが、ここは「子どもへの体罰をなくそう。」
ということで活動しています。皆様も覚えているか
と思いますが、高校２年生のバスケ部のキャプテン
が体罰を苦にして命を落とすということがありまし
た。日本では、指導者が暴力を振るうこともありま
すし、親からの虐待もそうですし、子どもへの体罰
が多くあり、また多くの方が体罰を肯定していると
いう現状があります。法律の中に「親の懲戒権」が
まだ残っています。厚生労働省の担当の方ももいらっ
しゃいますが、そこをまず、なくしていきたいとい
うことと、「体罰がない世の中で、子どもを健やかに
育てていきましょう」という活動をしています。

前置きが長くなりましたが、子ども虐待防止のポ
イントということで、５つ挙げさせていただきます。
育児情報誌『miku』で、海外取材をさせていただ
いていますので、そんな視点や NPO の父親支援な
どの活動も含めて、５つを挙げさせていただきます。

ポイントの１つ目が「周囲の温かい目、見張るで
はなくて見守る。責めるではなくてアドバイスする」
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ということです。スライドのママたちの写真は、カ
ナダのバンクーバの日本人ママたちのクループで、
ベビーマッサージクラスで知り合ったママたちで
す。お話を聞いたところ、みんな口を揃えて「カナ
ダはとても子育てしやすい。」と言います。保育園
の待機児童もいっぱいいますし、保育料も決して安
くありません。子育てに国からお金が沢山でている
かというと、それもさほどでもないのです。でもな
ぜ、子育てしやすいと皆がいうのかというと、子ど
もに、親子連れにやさしいということです。例えば
ベビーカーで電車に乗る場合、日本だと優先席のと
ころに「お年寄り、障害を持った方、赤ちゃん連れ、
妊婦さんに席を譲ってください」とステッカーが貼
られていますが、カナダの電車では、「お年寄りと
障害の方に譲ってください」としか書いてありませ
ん。でもそれは、それだけのことしか書かなくても
大丈夫だからです。ママたちが言っていたのは「ベ
ビーカーで電車に乗ると、サササってすごくいっぱ
い広くスペースを空けてくれる」そうです。「どう
ぞどうぞ」って感じで空けてくれて。赤ちゃんがす
ごく泣いて、ぐずったりとかしたときには「おじさ
んが歌、歌ってあやしてくれたんですよ」と。もち
ろん、日本でもそういう関わりもあると思いますけ
れど、そんなことをみんな口々に言っていました。
そういう、ほんとに気持ちの部分での「子育てしや
すさ」っていうのもあるんじゃないかと思いました。
こちらの写真は、ニュージーランドですが。ニュー
ジーランドはですね、これ実は、４時過ぎ、４時半
くらいなんですね。平日なんですが、ニュージーラ
ンドって人口がそんなに多くないので、羊のほうが
多いくらいなんですよね。普段は全然人とか歩いて
ないのに、４時くらいになると道が渋滞するんです
よ。なぜかっていうと、みんなさっさと帰ろうとす
るから。そして、パパたちは、みんなさっさと帰っ
てですね、で、４時半くらいになると、公園に集まっ
て地域の子どもたちを集めて、サッカーを教えてる
んです。そうすると、パパコーチが「おまえ、それ
上手いぞ！」って思いっきり褒めるんですね。で、
思いっきり褒めている、そのコーチ役のパパを、ギャ
ラリーのパパママが見て「あなたのその褒め方、な
んて上手いんだ！」と、もう、みんなで褒め合うみ
たいな。なんて素敵な文化なんだろうと思いました。
子育ての中で、そんなやりとりがあるんですよ。

ポイントの２つ目は、「困った人に照準を合わせ
たサポート」です。これはカナダの幼稚園というか
保育園なんですが。通っている子どもは、障害児と
か、貧困家庭とかが多いそうです。カナダは移民が
すごく多いので、本当に人種がいっぱいいるんです。
沢山の人種の方々が一緒に住まれてたりするんです
よね。幼稚園や保育園などでも、それぞれの違いを
知って認めるという教育をすごく進めていらっしゃ
いました。教材の、子ども達を教えるオモチャとか
でも、すごくたくさんの肌の色のカードを見せて、

「自分はどの色かな」「友達はどの色だろう」と考え
させるそうです。「肌の色が違っていて、いいんだ
よ」ということを教えているそうです。先生も、「こ
この国なんだから、こういう文化が当たり前」だと
いうことではなくて、相手の国の母国語も大事にし、
あとは、それぞれの文化、色んな習慣も大事にする
というふうに言っていらっしゃいました。カナダだ
と、ノーバディズパーフェクトが発祥されたところ
なんですが、そういうのもファミリードロップイン、
日本でいう子育てひろばのようなところでもたくさ
ん取り入れられていました。無料でプログラムを受
けられたり、支援者の方もいろんな国の子どもたち
が来るので、受講者はそんなに大人数ではなかった
んですが、「スタッフみんな合わせると 20 カ国語く
らい対応できるんですよ」と言っていて、凄いなと
思いました。そういう、相手に合わせたサポートと
いうことをすごくされていました。

この幼稚園は、YMC 系列だったんですが。日本
だと色んな地域にあっても同じ系列だと同じ教育方
針とか、同じ施設運営になりそうなんですが、その
へんが、違うんです。ここは貧困地域なので、幼稚
園の一室に大きなビニール袋に入った食材がダ〜っ
て置いてあって、「これは？」って聞いたら「食べ
物に困っている家庭があるので、持って帰らせるん
ですよ」と言うことでした。そういう、型に嵌ったっ
ていうか、ルールどおりではない、その相手に合わ
せた支援や、コミュニケーションをとっているなと
思いました。

ポイントの３つ目は、「子育ての情報提供を広
く、ニュートラルに」ということです。育児情報誌

『miku』という雑誌を作って、全国で十二万部、無
料で発行しています。小児科とか産婦人科の待合室
などで発行させていただいているんですが。今日入
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れさせていただいた本の記事でも「子どもの発達障
害ってどういうこと？」というような記事を入れさ
せていただいていますので、見ていただけたらと思
います。世の中に情報は溢れているんですが、虐待
に陥りそうだったり、孤立している方は自分から情
報を取りに行かないんですね。なので、小児科とか
産婦人科とか子育てひろばなど、そういうところに
無料で置いています。ベビーカーで立ち寄ったとき
にたまたま『miku』があって、「ま、無料だし」と思っ
て手に取っていただいたらいいなと思って作ってい
ます。書いてある情報の中から、自分にいいとこだ
けをとっていただいて、気づいていただけたらなと
思って作っている本です。

ポイントの４つ目は、「パパが子育てすること」
ですね。パパが子育てすると、ママの負担軽減にも
なりますし。大分県でも多分帰りが遅いパパも多い
と思うんですが。パートナーシップっていうか、ま
ず、「ママの一番の相談相手は？」って聞くと、「パ
パ」って答えが返ってくるんですね。ですから、是
非パパが早く帰って、親子の、家族の時間をとって
ほしいなと思っております。

あと、もうひとつのポイントが、「ポジティブな
子育て法を知ること」です。先生方からもご紹介が
ありましたが、いろいろ親支援プログラムがあっ
て、どれでもいいというと語弊がありますが、自分
に合ったプログラム、どれでもいいと思うんです。
さっきのカナダのファミリードロップインでも、す
ごく色んなプログラムがいっぱい並べてあって、「あ
なたはどれにする？」と選ぶことができます。自分
で選べるように情報提供してあげる、そういうこと
がとても必要だと思いました。体罰を使わないこ
と。子どもが暴力を学ばないこと。親が叩いてしつ
けていると、子どもはそれを学んでしまって、友達
とのトラブルのなかでそれを暴力として使うことが
あり、そこでまたいじめが発生することもあります。
子どもが暴力を使わないこと、相手の気持ちを考え
て、相談をしながら自分で問題を解決できるように
なっていくことが大切だと思っております。

子ども虐待で１週間に２人の子どもの命が奪われ
ています。子ども虐待を引き起こす要因ということ
で、０歳児が一番多く、虐待の死亡事例の４分の３
を占めるのが３歳以下の子どもです。それは、しつ
けのため、泣き止まないからということで、さっき

川﨑先生も言ってらっしゃいましたけれど、親は「虐
待しているつもりはない」「しつけているんだ」と
言います。「この子が言うことをきかないんだ」「泣
き止まないからだ」ということで、暴力を振るって
いると思います。これはウェブサイトの「こそだて」
で調べたアンケートですが、「子どもを叩くことは
必要ですか？」と親に聞いたところ、７割が「叩い
ています」と答えています。また、これとは別に「し
つけのために叩くことは必要ですか？」と聞いたと
ころ、６割が「叩くことも必要だ」と答えています。
それが日本の現状だと思います。ただし、４割以上
が叩くしつけに迷っています。「叩いても同じ繰り
返しになる」とか、「叩かないしつけ方が分からない」
と答えているんですよね。

だったら「叩かないで子育てした方がいいよね」
ということです。スウェーデンに取材に行ったんで
すが、スウェーデンは 30 年以上前に法律で体罰を
禁止しています。右のグラフを見ていただくとわか
りますが、左側の棒グラフを見ると、スウェーデン
の親も体罰をしていたんですよね。「子どもを叩く
べき」と思っていた人たちが９割もいたんです。30
年以上前、法律に入れる前のことです。虐待で子ど
もが命を落とす事件があり、やっぱり「叩かない方
がいい」と考える人が増えました。いろいろなテレ
ビ番組でキャンペーンをやったり、絵本の作家さん
たちが声をあげて、「体罰をやめていきましょう」
と訴えて、法律でも体罰を禁止しました。今は本当
に１割くらい、もちろんメンタル的な疾患を抱えて
いて「叩いてしまう」というようなこともあります
が、でも、これだけ激減しているということです。
しかも、叩く、体罰を使うということが減ったなか
で、子どもたちのいじめも減ったと聞きました。何
人かの親に、「しつけるときに叩いたりしなくても、
しつけられるんですか？」と聞いたところ、「なん
で叩かなきゃいけないんですか？」とみんなが言う
んですよね。それが文化です。文化になると、もう

「叩かないのが当たり前だ」ということになるわけ
です。「叩かない」と決めることは「どうコミュニケー
ションをとって教えていったらいいのかということ
を、親子で考えていけばいいんだよね」と対応でき
るということだと思います。

そして、もう全然時間がないので、とばしていき
ますが。ここからはスライドには入っていないんで
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すが、セーブドチルドレンでジョンデュラントさん
という方と一緒に開発した『ポジティブディシプリ
ンのすすめ』というプログラムがあります。
「ポジティブなデカイプリンのすすめなのか？」っ

て思った方がいるかもしれませんが。ここ笑うとこ
ろなんですけども。要は、その「叩かない」という
こと、手を上げたり、怒鳴ったりではなくて。した
い放題させるわけではない。子どもの言いなりにな
るわけではない。いけないことはいけないよ、とちゃ
んと伝えるということですね。日々の課題に子ども
と同じ目線で向き合って、自信と力を伸ばしていき
ましょうというような方法です。ポジティブは前向
きなということで、ディシプリンはしつけ、という
こと。教えるということも、「こうしなさい」って
教えることではなくて、子どもに気づきを与えてい
くということ。そして「親子のピンチな場面をチャ
ンスに変えていきましょう」ということです。考え
方としては、まずは長期的な目標を持つこと。小さ
い子に対して「あなた、こうしなさい。ああしなさい」
と親は言ってしまいがちですが、そもそも「どうい
う大人になってほしいですか？」というふうに考え
ると、「思いやりをもった人になってほしい」とか、

「自分で判断して生きていける人になってほしい」っ
ていう長期的な目標は、世界各国変わらないそうな
んですね。それで、そういう人に育って欲しいと思っ
たときに、まず、「温かさ」を、まずは子どもをちゃ
んと受け止めてあげましょうということです。「枠
組み」って、枠に嵌めるということじゃないんです
けども、いろいろなアドバイスや提案をして、考え
の導きをしてあげましょう。発達段階をもちろん理
解してあげましょうということです。それで、親子
で課題を解決していくといいですねっていう考え方
です。実際にやるときにはこんなふうにやっていく
んですよね。まず課題を、参加者の方から問題提起
していただいてもいいんですけど、たとえば「雨が
降っていて予約の時間までに病院に行かないといけ
ない」と。でも子どもがぐずってコートを着ない。
嫌だと逃げ回る。「さあ、あなたはどうしますか？」
というようなことを聞くんです。で、それに対して、
まずは皆さんが答えていただくんですが、「間に合
わないなら無理矢理にでも着せるよね」とか「引き
ずってでも病院に連れていきます」とかそういう話
が出ることもあります。でも、そこでもう一回「長

期的な目標はなんだったか」と考えるわけです。思
いやりのある子、自分で考えて生きていかれる子に
なって欲しいということなら、「思いやりっていう
のは、自分の気持ちを受け止めてくれるから相手の
気持ちも思いやれるようになるというようなことだ
よね。それならまず、子どもの気持ちを受け止めて
あげた方がいいかも」というように、自分で考えな
がら進めていきます。たとえば「温かさ」なら、「落
ち着くまで見守ってあげる」「コート着たくないん
だねって共感してあげる」、というような対応が出
てきます。枠組みというのは、「雨降ってるよ。見
てみよう」と言ったり、「あ、でもこれ冷たくて濡
れちゃうよね。どうする？」「じゃ、コートじゃなかっ
たら傘差していく？」など、いろいろな方法を提案
して、課題を解決していきましょうということです。
そんな感じでワークを進めていきます。

ということで、子ども虐待防止の５つのポイント、
周囲の温かい目、困った人に照準を合わせたサポー
ト、子育ての情報提供を広くニュートラルに提供す
る、パパが子育てする、ポジティブな子育て方法を
身に付けていきましょう、というようなことが大事
だと思っております。
「子ども虐待と子どもへの体罰の背景」というこ

とで、私は「無」というのが、二つの「無」という
ものがあるのかなと思っています。一つめの「無」
は親自身が子どもの成長を知らなかったり、叩かな
いで子育てできることを知らないために目の前の子
どもをもてあましてしまうこと。二つめの「無」が
無関心ということですが、川﨑先生の講演でも大阪
の二児ネグレクトの話がありましたが、周りが「お
母さんだから子どもを育てられるよね。大丈夫だ」
と、一切手を引いてしまう。声をかけることをやめ
てしまったり。もちろんまったく気にしなかったわ
けではなくても、結局「大丈夫？　どうしてるの？
　困ってない？」という言葉かけをやめてしまうと
いうところに、二つ目の「無」があると思います。パー
トナーや周囲の無関心、それによって孤立感にさい
なまれて、親自身が社会から必要とされていない、
取り残されたような気持ちになってしまうというよ
うな。そんな「無」が重なると、虐待というところ
に繋がっていってしまうのかなと思っています。

行政の方もいっぱいいらっしゃるので、是非、お
願いしたいと思うのが。大人同士だと、たとえば殴っ
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たりするとですね、犯罪になったりとかしますよね。
でも、家庭の中で、言うことをきかないからという
ことで子どもを殴ったりしても、それが犯罪になら
ないということはおかしいなと思います。体罰は子
どもの成長を、身体もそうですし、心の成長にもよ
くないということを念頭において、法律から、親の
懲戒権を無くしていただきたいなと思います。

あとは、叩かないで子育てする方法、ポジティブ
ディシプリンでもいいですし、コモンセンスペアレ
ンティングでもいですし、いろんな方法があると思
うんですけど、それをどんどん勧めて広げていただ
けたらなと思います。

児童相談所全国共通ダイヤルというのが今日の資
料の中にも配られていますが、それがあるからこそ
一般の方からの通報もすごく増えていると思いま
す。でも、児童相談所の対応の部分で、それらの情
報を整理してうまく繋げていっているのか？　とい
うこと、あとは児童相談所全国共通ダイヤル自体
が「子育てに悩んだらかけてください」ともうたっ
ていますので、そこは是非、そういうところを拾っ
ていくことが虐待防止の一歩になると思います。人
的パワーを増やしていただいて、そこを是非やって
いただきたいです。なんでも相談できる子育てコン
シェルジュの全地域導入ということを書いたんです
が、カナダのチャイルドリソースセンターとうとこ
ろがありまして、そこは行政じゃなくて NPO 的な
ところなんですけれども、行政からもいっぱい支援
が入っていて、しかも行政の提出書類の書き方をア
ドバイスしたりサポートしてくれたりもします。日
本だと役割が分割されていると思うんですよね。行
政の書類の書き方を NPO の人が教えたりとか、一
緒に書類を出しにいきましょうなんて、そういうこ
とはなかなかないと思うんですけど、結構そのへん
の融通がきいたりする。「これはどこに聞いたらい
いの？」ってこと自体がわからない親がすごく多い
と思うので、「なんでもいいよ。なんでも聞いてきて」
というような、そういう場があるといいかなって思
います。長くなりました。以上です。ありがとうご
ざいます。

五十嵐氏　はい、ありがとうございました。凄く多
方面から情報をいただいてありがたかったんですけ
ども。私、ファザーリング・ジャパンを聞くとドキッ

とするんですよね。あんまりたいしたことをできて
なくて、いつも申し訳ないと、妻と息子に思ってい
て。そのかわり、言い訳じゃないんですけども、い
つも家事とか、僕が疲れているときに帰ってしてく
れているのを「ほんとに助かっている。ありがとう」
と言葉でごまかしています。それだけでも、言わな
いと言うでは違うんですね。

高祖氏　その言葉というのは、もう本当に大事です
ね。で、ママたちに聞くと、「子育てしてほしい」
とか「家事の役割分担してほしい」とか言う前に、「私
を認めてほしい」っていうのが一番にある。なので、
帰りが遅いパパもいると思うんですけれど「今日は
どうだった？」って、「頑張ったね、お疲れ様」っ
てママに言って欲しい。あと「頑張ってね」じゃ駄
目なんですよね、他人事になってしまいますから。

「頑張って“る”」を入れてください。「頑張ってる
ね」って言うと、認める言葉になります。「今日も
頑張ってるね」って。「今日もこんなにいろいろで
きたのは、君のおかげだ」って言ってくれると、マ
マが元気になって、次の日の活力になりますから、
是非パパたちお願いします。

五十嵐氏　ありがとうございます。今日も帰って頑
張ります。

あと、最後のほうに行政の仕組み、子育ての。こ
れ非常に複雑化していて。今度、保育園も子育て新
制度ということでですね。利用の仕方が変わってい
たりするんですよね。で、私、今、保育園のほうに
も入っていて、非常に驚いたのがですね、やっぱり、
実は保育士さんとかは、保育園に通っているお子さ
んがちょっと気になる。発達障害の傾向が実はある
んじゃないかなとかいうことを凄く見抜く力があ
る。あるんですけども、つなげられない。たとえば
田中慶子先生の区立のセンターに繋げるとか、お母
さんを相談に行くように説得するとか、紹介すると
か、これがまた難しいんですけども。あと、制度が
わからない。どうやったらそこに行けるのか。簡単
に行けるんではなくて、いろんな手続きがあるんで
すよね。診断をとらなきゃいけない市町村があった
りとか、判定書でよかったりとか、相談記録みたい
なのでよかったりとか。これも市町村バラバラだっ
たりとかしてですね、なかなかまとまりがない。そ
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ういうなかで、情報もちゃんと支援者側にうまく与
えられてないような状況があります。今日はちょっ
と紹介はなかったんですけども、ホームスタートっ
ていうひきこもりのお母さんたちの家に子育ての先
輩が訪問して相談というか傾聴が主なんですけど、
支援する組織が全国的にもございますよね。そし
て、発達障害の方はペアレントメンターっという保
護者同士のピアカウンセリング支援っていう活動が
あります。ただ、これらが今までリンクしてない。
リンクしてないってことはどういうことかという
と、ホームスタートで研修を受けられて、ご家庭に
入っていて、親御さんの困りとか苦しみを知った時
にですね、実は子どもが発達障害で、子育て支援セ
ンターとかに連れていったりすると他の子と喧嘩を
したりとか、発達の遅れが目立ったりとか、そうい
うことを心配されていたりとかするケースもあるん
です。そういうときに、実はせっかく訪問したのに
その人が発達障害ってことを理解していなかったり
とか、専門家にアドバイスとか受けられるところを
紹介する手立てがなかったりするところがある。ま
た、今度、ペアレントメンターの側は、そういう親
御さんのところにいきなり「私は障害児を育てた経
験のある親です」とは行けない。そういうお互いの
ジレンマがあるなかで、出し合って、今、一緒にコ
ラボした研修制度、いわゆるホームスタートのほう
にちょっとのっかるかたちになっているんですけど
も、発達障害に関しての研修を取り入れていただい
て、そして訪問していただく方にもそういう知識を
持ったうえで入っていただく。またオーガナイザー
の方もいらっしゃるんですが、その方にも今度制度
の仕組みとかをご紹介してうまくつなげるような仕
組みを作っていけるといいな、なんて、話し始めた
ばかりのところです。せっかく良い取り組みをお互
いしているのに、全くその業界に入るまで知らなく
て、なかなか足並みが揃わなかったというところを
反省しています。こういう場面とか、機会を通して
色んな情報を皆さんも得ていただいていると思うん
ですが、これを是非、ご自分だけでなく、周りの関
係者・支援者にこんなのもあるよ、と言うように情
報提供をお互いにしていくようなことを意識化し
て、自分の職場でも、他の職員に伝達研修、伝達を
するとかですね、そういうことをして頂くことが非
常にこれから繋いでいくうえでも大事じゃないかな

と思っているところであります。私も今日、初めて
聞くこともあって、職員にもこの研修機会があれば
講師の方をお呼びしたりとかしながら、本田さんの
CSS とかもまたご紹介させて頂いて、子育て支援
センターからそういうところにも、繋がっていくよ
うな関係ができればいいなと感じたところでありま
す。もう一つだけ、私からちょっとお話させて頂き
たいのですが、三歳以下の待機児童が増えてるんで
すよね。もう驚くぐらい、０〜１才、首も座らない
うちからですね、親御さんが保育園に預けたいとい
う、お母さん方の率直な意見を聞いています。どん
な風におっしゃったかというと、私よりＡ先生の方
が子どもを育てることが上手だから安心であると、
これはお母さんの本当の本心の、ダイレクトな気持
ちの話だと思うんですけれども。今、児童虐待とか
体罰とかっていうことが、クローズアップされてい
る中で、やっぱりすごく自信を無くしちゃってるし、
自分がしちゃうんじゃないか、したことで子どもの
将来にどんな影響があるのか。そういうことを凄く
不安に思っているのだけれども、お母さんが子育て
を学ぶ機会が得られにくいために、預ける選択しか
なくなっている。そこら辺がもう少し、さっきのカ
ナダとか、もう一つ何でしたっけ。横文字弱いんで。

高祖氏　ロールモデルカフェとかですか。

五十嵐氏　ああいうところからも色々、我々が学ん
でいかなきゃいけないんじゃないかな、という風に
思いました。実は、子どもの発達障害に関して、私
は凄く配慮していることがあって、よくこれは、相
談でも受けることなんですけれども、こんなこと言
うんですよ。中学生の発達障害のお子さんが、うち
の親は勉強しろ勉強しろとうるさい。勉強しろ勉強
しろって。あれは、心理的虐待だと。いい加減にし
て欲しいと言う。そんな子どもに、どうやったら親
の心情っていうのを上手く伝えることができるのか
なっていう事を、日々我々考えています。お母さんっ
ていうのは、虐待しようと思ってる訳じゃなくて、
お尻たたくでも拳骨するのも、さっき高祖さんが言
われたですね、優しい人間に育って欲しいとか、幸
せになって欲しいっていう思いがあるんですよね。
でもそれが、今凄く難しいのは、子どもになかな
か、子どもだけじゃないですね、大人同士もそうで
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すね、何か伝わりにくい社会になっているんじゃな
いかな、と発達障害の支援しながら思っているんで
すよね。だから発達障害の人が自分の気持ちを言葉
にするのが苦手だとか、対人関係が苦手だとか、そ
ういうことがクローズアップされているけれども、
発達障害に限らず人間の社会全体が人の気持ちを受
け止めたり、自分の気持ちを話したり、あと対人関
係が凄く苦手な意識をもってきているんじゃないか
な、なんていう風に感じております。これはもう私
からの、みなさんにご質問で大変恐縮なんですけれ
ども、何かそういう事に関して、気がつかれたりと
か、あとうちではこんな支援をしているとか、まぁ
先程もご紹介頂いたと思うんですけども、良い情報
を頂ければなぁと思って。少しご発言頂ければと思
うのですけれども、よろしいでしょうか。どうです
かね。本田さんから。今そういう社会の状況に対し
て感じることは無いですか。

本田氏　そうですね、色々今ね、先生言われて、自
信を無くしてる親御さんも、増えてるっていう話も
最初、あったと思うんですけど、CSP に関しての
話なんですけど、CSP に見えた親御さんに対して
は、さっき話しに出たように、ロールプレーで練習
をした時に、「凄い良いですね」とか、「上手です
ね」とか言う、何か褒められることで、ちょっと子
育ての自信がついたりとかいう、何かそんな効果は
あるのかなって風に思うのと、さっき、勉強しなさ
いというのが、伝わり難いというのもあったんです
けど、まぁちょっと話はずれるかも知れないんです
けど、勉強しなさい、ちょっと先週も少しお話した
んですけど私、子どもが生まれた時に、勉強しなさ
いって言うのを、言わないで子育てしてみようかっ
てちょっと思って、それで、勉強しなさいというの
を一度も言わずに育てたんですけど、そしたら子ど
もが高３の受験生になった時に、なかなかこう上手
く集中できないときに、私に最後の最後になって、

「ママ、勉強しなさいって言ってよ」、っていう風に
言ってきて、そこで私は何か勝ったような気がして。
しなさいしなさいって言って育てると、どうしても
拒否反応が出てしまうんで、言わずに育ててみて、
ちょっと面白かったかなっていう風に思うんですけ
ど。勉強しなさいっていう表現を、一緒に勉強しよ
うか、とかいうような表現にちょっと変えると、子

どももスムーズに、何か勉強を、ママと一緒に勉強
できるっていう風に思うのかなぁっていう風に思い
ました。けど、ちょっとずれてるかも知れませんけ
どね。でも、なかなか親の気持ちが子どもに伝わり
にくいっていうのは、あると思うんですけど。CSP
の中ではまずこう、親子の関係を良くしていくって
いうところから始めていくので、親子関係を良くし
ていって、そうするとこう伝わりやすくなるという
所から、もしそういう風に思ってる親御さんが居た
ら、そういう所から始めませんかっていうお話をし
ようかなっていうのをちょっと思いました。こんな
感じで良いんでしょうか。

五十嵐氏　ありがとうございます。何かその、子ど
もとも関わっている場面は皆さんいっぱいあると思
うんですけど。何か、こんな時すごく可愛いとかっ
ていう時ってありますよね。ちょっとそんなものも、
エピソードを交えながら、ちょっと話は変わっちゃ
うんですけど、田中先生、いいですか。自閉症とか
のお子さんも含めてですね、可愛いいと思う時。

田中氏　そうですね、さっきの勉強しなさいとか、
困った事に関してたくさん感じる事多いじゃないで
すか。そういった時に、子どもはどういう風に感じ
てるんだろうとか、どういう風に理解しているんだ
ろうっていう風なところをまず見ていく訳です。例
えば勉強ひとつにしても、勉強しなさいとか、これ
宿題やんなさいとか言った時に、まずは発達障害の
方だと、すごく刺激につられ易いっていうような状
況があるので、刺激制限するっていうかな、物を無
くして集中し易いような場所にするとか、気になる
ものをちょっとどけてするとか。あとは、その勉強
そのものに関してどれぐらいわかりそうなのか、ご
本人の分かるちょっと高いレベルなのかどうか。も
のすごく大変なことを求めてないかどうかってい
う、そうところも見ながら、この位だったら大丈夫
かな、っていうところでこう焦点を合わせていく必
要があると思うんですけども。子どもっていうのは、
結構一生懸命なんです。お母さんの期待に応えよう
とか、何とか頑張ってそこに添っていこうとか、そ
ういう健気な気持ちがもの凄くあって、何とかそこ
に添おうとする。ただ、あまりにもその要求が高す
ぎる、自分としては手に負えないんだっていうとこ
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ろで、そこで逃げちゃったりとか、イライラしちゃっ
たりとか。だけど、基本的には添おうとしているよ
うな、その健気さっていうのはすごく意地らしい部
分があるかなぁって、いう風に思います。発達障害
のお子さんっていうのは、怒られたっていう時に、
その怒られた内容よりも、怒られた、拒否されたっ
ていう、そういう気持ちがものすごく強くって、お
母さんとしては、これこれこうだからって言ったつ
もりでも、その雰囲気、怒った雰囲気とか、見放さ
れ感みたいな、そういうところを強く受け止めてし
まい、内容が分からずに寂しい気持ちになってしま
う。基本的にはそういうところがあって、それでも、
ママが好き、ママの気を引きたい、というのがもの
凄く感じられる、そういうところが意地らしいと言
うか、親子だなっていう風に思うんですけれども。
どんどんこう距離を広げてしまうと、お子さんはな
かなかお母さんとの関係を持ち難いんですけれど
も、お母さんの方でそういう健気さを受け止めても
らえる心の余裕があったりとか、そこで支援者の方
がその健気さを伝えてあげたり、こういう理由で今
ここでイライラしてギャーギャー騒いでるんだよっ
て。でも本当はママの気を引きたいんだよとか、凄
く一生懸命ここまでは頑張ったよねっていうような
ところを解説してあげることで、お母様がこの子の
可愛さを感じ取る、っていうようなところがあるか
なっていう風に思います。基本的には本当にママ大
好き。そこはみんな変わらないかなっていう風に思
います。ごめんなさい、ちょっと答えになってない
かも知れないです。

五十嵐氏　ありがとうございました。今おっしゃっ
た、お母さんに子どもの気持ちを、健気さを通訳す
るんですよね。で、理解してもらうっていう。それ
すごく、今求められてるんじゃないかなって思いま
す、社会で。で、私がさっき、お母さんが勉強しろっ
て言う風にうるさくて、これは心理的な虐待だ、と
かっていうお子さんに向かってですね、話するのが
いつも通訳なんですよ。その、お母さんは君を苦し
めようと思って勉強しろって言ってるんじゃなく
て、勉強して良い高校・良い大学に入ったら、就職
にも有利だし、良い会社に入ったら給料も高いし、
そうすると生活も安定するし、欲しいものも買える
し、そうすると幸せになれるじゃん。もう、そうい

うことをひっくるめてお母さんは君の将来の事を心
配して大事に思って、それで勉強しろって言ってる
んだよね。実は、そういうことは、なかなか言葉に
しないですよね。我々はその説明を省略しながら生
きているけれども、この気持ちの部分を、実は伝え
たりとか、間に入って通訳したりとかっていうこと
は、スピードのある社会の中で、どんどん省略され
てきているんじゃないかなって、僕がちょっと思っ
てて。僕は日本の中で思うだけなんだけども、高祖
さんなんか世界的に見ると、どんなのかな。そのカ
ナダとかっていうのは、やっぱりそういう部分を重
んじているんですかね。

高祖氏　海外に行くと、スウェーデンとかカナダで
もそうですけれども、やっぱりコミュニケーション
をすごくとりますよね、家族の中で。夫婦間でもそ
うだし、親子間でもそうですね。やっぱりさっきの
ポジティブディスプリンじゃないですけども、「これ
しなさい」って、その命令だけで伝えると、もうそ
れをするかしないか。しないんだったら体罰を加え
てやらせるみたいな、ことになってしまうんだと思
うんです。でもそこを、これをして欲しいのはどう
してか。でもそれをやりたくないっていう君は、な
ぜそれをやりたくないのかと、いうことを、それぞ
れの気持ちをちゃんと、気持ちに向き合うというよ
うなところのプロセスを話すべきだと思うんです。
日本は割と、空気を読むとか何とか。家族になると

「言わないでも分かるだろ」みたいな雰囲気がありま
すね。その辺はやっぱりもうちょっとコミュニケー
ションを取っていくように、敢えてしていくことが
すごく大事かなと思っています。やっぱりポジティ
ブディスプリンでも、短い場合は１〜２時間程度で
ワークをしたりするんですけれども、正解は無くっ
て。色んな人が、こういう場面だったらどうする、っ
て言って、その長期的なこんな人になって欲しいん
だったら、こういう風に声を掛けたらいいかもね、っ
て。色んな人が、この人はこうやって言って、この
人はこうやって言うんだ。この人はこうやって言う
んだね、って。いろいろなケースや対応を聞くこと
で、そうか、そういうやり方もあるんだとか、私が思っ
てたのって満更悪くないかもねと、という風に思え
たりすることがすごく大事かなと思います。

それとあと、ファザーリング・ジャパンのマザーリ
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ングプロジェクトで、「ママと子どものバスツアー」っ
ていう、１泊バスツアーっていうのをやったんです
が。お弁当持ってランチを一緒に取るというよう
な、子育てひろばでの活動をされているところもあ
りますが、多くのママは基本的には子育てひろばな
どに行く、ほんとに１〜２時間位を他の親子と過ご
すだけで、ほんとに他の親子の生活の一部分しか見
てないと思うんです。でも、１泊位しちゃうと、バ
スで移動して途中でぐずったりとか、年齢層もその
時ちょうど０歳〜６歳位までバリエーションがいっ
ぱいだったので、同じ年齢の子どもを寝かしつけて
たり、ちょっと具合が悪くなって吐いちゃった子が
いたりとか、でも「あっ大丈夫大丈夫」とか言って、
ちゃちゃっと片付けちゃったりする親がいたり。寝か
しつける様子だったりとか、ご飯を食べさせる様子
だったりとか、夜ママたちで宴会場で宴会したんで
すが、その周りをランニングコースの様に子どもた
ちがずっと走り続ける姿を見て、誰も、「そんなこと
やっちゃいけないよ」と言わないという雰囲気。何
か色んな子どもの姿を見たり、いろいろな親の関わ
り方を見ることって、すごくお母さんのパワーになる
なと思いました。帰りの時のバスを降りた時のママ
達がすっごくキラキラ、もう元気いっぱいになって
たんですね。最初バスで集合した時には、戦々恐々。
行きは、「私、子連れ旅行なんて行けるかしら」、っ
てとっても不安げに子ども抱っこして、「駅にエスカ
レーターとか無いと行かれないし、どうしよう、混ん
でるし……」みたいな感じだったのが、帰りのバス
を降りた時には、「ホームにあがるエレベーター、探
そうか」って言ったら、「いやいいですー、ここから
行った方が早いからー」とか言って、大きな荷物を
肩にかかえて赤ちゃん抱っこして、ダダダッて階段
を上った時に、これだなっと思いました。もうママ
が自分で自信を持って生きていける、と思いました
ね。そういうママって、「あ、ちょっと抱っこしても
らえますか」って自分でお願いできるんです。だか
らそういう風に、ママがやっぱり何もかも不安でど
うしようっていって思っているんじゃなくって、「やっ
ぱり自分で生きていける」というような力を持って
欲しい。だからそれには本当に色んなママたちを見
てもらうことがすごく大事だなと思っています。

五十嵐氏　はい、ありがとうございました。色々な

価値観とか考えっていうのが、やっぱり受け入れら
れているのですね。そのカナダでは。日本でよくあ
るのが、空気読めとか、普通はさぁって言いますよね。

高祖氏　そう、それもすごく思いますね。パパがカ
ナダ人で、子どもがハーフで最初日本で暮らしてい
た方がいましたが、ママがすっごく生きにくかった、
育て難かったって言っていました。「やっぱり何か
ちょっと違うよね」って、すごくみんなに言われ
ちゃったんですって。それで、色々ストレスも重なっ
て、カナダに行ったら、「違ってて当たり前、違う
のもいいよね」っていう考え方で、気持ちがすごく
楽になったって言ってました。

五十嵐氏　なるほど。みんな普通はとか、空気読め
とか、自分でも言いながらも、普通を振る舞って苦
しくなっているんじゃないかなって。で実際に障害
者の数がすごい増えているんですよ。それも主に精
神障害の方です。発達障害者支援センターに相談に
来られる方もそうなんだけども、悩みの大半は対人
関係なんですよね。大体困ってることは、「普通は」っ
ていうキーワードだったりします。空気が読めない
とか。そこをなかなか周りに受け入れてもらえない。
例えば僕もね、発達障害の傾向があるんですよね、
自分で感じるんだけれど。彼らと付き合ってよく分
かるのは、小学校１年生から６年生まで、落ち着き
が無いって書かれたんですよ。多分高祖さんも落ち
着き無いんじゃないかなと思うんだけど。あれだけ
の活動をしていると。

高祖氏　落ち着き無い、軸はどこですか、と聞かれ
ますね。

五十嵐氏　でも大人になったらちゃんと座って進行
もできるし、パネリストも出来るという。色んな価
値観を持って、結構活躍できちゃったりする。でも、
そこで大きな違いとして僕が彼らに知って欲しい
し、自分で凄く生きやすくなったアイデアは、さっ
き言われた通り色んな価値観があっていいんだなっ
て認められたことです。そうすると、自分もちょっ
と変だけども、変だって言われるけれども、いい
じゃん。ちゃんと人の役に立ってるし、守らなきゃ
いけないことも守ってるし、っていう風に思えると



90

●第３分科会

楽になれるのにな、と思う人がいっぱいいるんです
よね。お母さん達にもそんなことを伝えてあげたい
し。僕の使命としては、この発達障害を通してそう
いうことを伝えていくことじゃないかなと、思って
いるんですけど。会場の皆さんからも何かそういう
エピソードだったり活動、共感したとか、そんなこ
とでも構いませんので、ほんとにここでは空気を読
まず手を挙げてですね、ご発言頂けたら有り難いな
と、思うんでけど。よろしいですか。質問でも構い
ません。お願い致します。ちょっとこれ違うんじゃ
ないの、そういうのでもいいと思うんです。空気読
んでますね。今手を挙げない方がいいな。トップバッ
ターはちょっと嫌だな、恥ずかしいな。無理難題言っ
てすみませんでした。あっ、一人勇気のある男性の
方が、有り難うございます。お願い致します。

 
会場参加者　今日は素晴らしい講演を有り難うござ
います。今日こうやって色々お話を聞かせて頂い
て、様々な関係機関と協力の体制があってというこ
とで、色んな支援ということもできていくと思うん
ですけど、実際に自分に置き換えたりとかして、現
場でということで、何か悩んだり相談した時に、そ
ういう機関があるっていうことが分かっても、いざ
とっさの時に、まずどこに連絡をして相談を仰いだ
らいいのかというところがちょっと分からなくて。
ま自分自身が子どもが居る訳ではなくて、例えば今
実際私の姉がシングルマザーで、正に子育て奮闘中
みたいなところで、今日こういう講演を受けてきた
よっていう話をした時に、自分の子育てに悩んで苦
しんだ時に、どこに電話したらいいのって聞かれた
時に、例えば大分であればまずどこにかければいい
のか、とか。必ずしも日中の間に問題が起きる訳で
はないですし、そういった時にまずどこに最初に助
けを求めたらいいのかっていうところが。実際その
こういう話を聞く機会があったり、調べて知ってる
方であれば分かると思うんですけど、そうじゃない
人にとって、一番最初に気軽にかけられる SOS の
連絡先っていうところが、知ってる方はもちろん
知ってらっしゃると思うんですけど、まだ浸透して
ない部分というのも実際あるとは思うんですね。な
ので、またそういった時に、自分もどこに最初に相
談したらいいのかっていうのを考えていきたいんで
すけども、そういった時っていうのはまずどこに最

初に連絡したらいいでしょうか。

五十嵐氏　有り難うございます。大変重要なご質問
だと思います。相談機関、もう山ほどありますもん
ね。この中からどこに相談したらいいのか。たまた
ま変な相談機関に電話して冷たくされてしまい、も
う二度と相談するもんか、なんて思う方もいらっ
しゃったりする。これはここで解決はできないかも
知れないんですけども、非常に大事な事で、まずは
そういう時にどこに相談するのがいいのか、という
ことを。一番詳しいのかな、本田さんが。是非お願
い致します。

本田氏　子育てに関する相談ですね？今あの子育て
に関する相談が、もう身近な市役所の中にどこにで
も、色んな名称はあると思うんですけど、中津市子
育て支援課というところになるんですけど、そう
いった課がどこの市町村にもあって、そこで子育て
の相談をすることができます。もしまだ赤ちゃんと
か小学校に上がる前のお子さんだと、市役所の中に
それとは別に健診とかを担当する保健師さんがい
る課があって、そこの保健師さんが赤ちゃんとか
ちっちゃいお子さんの場合は相談することができま
す。市役所の方に尋ねると、子育ての相談というの
ができるんですけど、そこからこのお子さんはこう
いう機関、イコールさんとかね、そういう機関とか
他の療育機関に相談する方がいいかなっていう場合
は、繋げていただくこともできます。あと、今日話
にも出た児童家庭支援センターていうのが、大分県
の場合は２ヶ所あって、中津市が児童家庭支援セン
ター「やわらぎ」というのが中津市にあるんですけ
ど、別府市にもあります。そういった所も子育ての
相談あります。児童相談所も大分県に２ヶ所あるん
ですけど、中津児童相談所と大分に中央児童相談所
ていうところがあって、そういった所が身近な相談
できる場所になるかなっていう風に思います。あと、
大分県のことでよかったですね？大分県はいつでも
子育てホットラインていうのがありまして、それが
24 時間 365 日、休日も夜間も対応できるんですけ
ど、そちらで夜、不安になった時っていうのはそち
らにかけてもらえれば、夜間でも電話で相談ができ
るっていう番号があって、今日資料の中に入ってる
んですかねー？全部見てないですけど。もうでも色
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んな配布物にその番号ありますので、身近なところ
だとそういったところかなって思います。さっき出
たホームスタートっていうような取り組みも各市で
今できてて、それは家庭訪問してお話を聞いてくれ
るような制度なんですけど、そういったところに繋
げてくれたりとかいうのもありますので、まずは身
近な市町村に相談をすると色んなとこを紹介しても
らえるかなって思います。

五十嵐氏　はい、有り難うございます。これ、高祖
さん、海外とかはどうなんですかね。もっと何かい
い仕組みってありますか。

高祖氏　詳細はわかりませんが、さっきお話させて
頂いた中では、カナダのチャイルドリソースセンター
みたいなところでは、そこに問い合わせると「一括し
て何でも相談に応じますよ」という感じのところはあ
るんですね。やっぱり日本ってちょっとこう縦割行政
というか、私もファミリーサポートを提供会員ってい
う形でやっていて、たまにサポートしたりするんです
けれども、子育ての悩みはここ、子どもを預かって欲
しいならここ、保育園はここ、一時預かりはここ、ファ
ミリーサポートはここって。全部違う窓口に電話しな
きゃいけないし、同じ子どものサポートをして欲しい
だけなのに、それぞれに頼む時に全部また書類を一
個ずつ書かなきゃいけなかったりとかする、と。そう
すると、やっぱり子育てに悩んでいたりとか、ちょっ
と虐待に近いような方っていうのは、すごくそういう
書類作成とかも難しいですし、本当にそういう支援を
一番受けて欲しい人が一番受け難くなってると思う
んですよね。児童相談所全国共通ダイヤルに電話す
ると、最寄りの児童相談所に流れていきますが、やっ
ぱりここもある、ここもある、ここもあるって言うよ
りは、やっぱり１本である程度そこの該当の所に流れ
ていって、ある程度受けた所がある程度の対応はし
てくれる。もちろん専門的な機関につなぐとか紹介す
るのはあっていいんですけれども。子どもを預けた
いって思えば、１回書類を書いたらこのサービスも使
えるし、このサービスも使える。保育園も、一時預
かりもこの同じ書類で OK みたいな。それは仕組み
づくりがちょっと大変ですけれども、やっぱりその
位のサポートができていくとすごくいいかなと思っ
ています。

五十嵐氏　はい、有り難うございました。110 番あ
りますよね。110 で、そしたら最寄りの警察署に、
あんな仕組みが出来れば一番、もうこれだけね。

高祖氏　そうですね。

五十嵐氏　うん。

高祖氏　児童相談所全国共通ダイヤルも、導入する
時に「♯ 0000」とか、分かりやすいい番号にして
欲しいってお願いしてるんですが。今の番号は長く
て覚えて頂けないんですよね。そろそろ短い番号に
もチェンジして欲しいんですが。もちろん虐待を見
つけたときもそうですし、やっぱり「子育て悩んで
るんですが」っていう方にも、やっぱりそこに電話
するとどうにかしてくれると。どうにか何か繋いで
くれたり、何か悩みを聞いてくれたり、ちょっと紹
介してくれたりとか、やっぱりそこのコントロール
タワーみたいな役割をね、是非、児童相談所全国共
通ダイヤルなどが、そのような役割をしてくれると
いいなと思っています。

五十嵐氏　はい、有り難うございました。凄くいい
提案までまとまったんじゃないかなと思いました。
子育て支援は今度内閣府に移って新たな制度になっ
ていくという時にですね、是非子ども子育て支援会
議とか、各市町村とか県とか色んなところでされて
いると思うんですけども、こういった具体的な提案
なんかもですね含めて、色々現場の困り、又色々な
困りを解決するような、今日ご紹介いただいた様な
ですね、そういう機関とか方法とかっていうことも
含めて紹介したり、共有してですね、情報伝達し
合って、共に子育てをより充実したものにできるよ
うな制度に向けて取り組んでいければなーと思いま
す。私も大変今日のお話は参考になりました。ちょっ
と時間過ぎましたけれども、充実したですね内容に
なったんではないかと思われます。拙い進行でです
ね、時間も少しオーバーしましたけれども最後まで
熱心にご清聴本当に頂きまして有り難うございまし
た。またシンポジストの皆さんも色々ご発言い頂き
まして有り難うございました。お疲れ様です。


