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山口　正行氏　皆さんこんにちは、長い時間お疲
れ様です。あと１時間お付き合いいただきたいと思
います。まとめということですので、この最後は各
分科会の報告をしていただいて、時間があれば少し
ディスカッションもしてみたいと思います。まとめ
と言いましても、今までずっと議論してきたことを
簡単にまとめるのもなかなか難しいので、コーディ
ネーターの先生方が２時間半の討論を通じてお気づ
きになった点とか、印象に残ったやり取りであると
か、そういったところも含めて５分から 10 分くら
いで、それぞれ分科会、お話しいただきたいと思い
ます。順番に第１分科会からお願いしたいと思いま
すが、第１分科会は「虐待防止のための地域の取り
組み」ということで、児童虐待の予防ということで
地域の取り組みをディスカッションいただきました。
山岸先生はずっと長年に亘って地域での活動、児童
虐待にとどまらず地域での福祉活動というのをずっ
とされてきて非常に実践を長くされている方でござ
います。それでは山岸先生、よろしくお願いします。

山岸　治男氏　皆さんこんにちは、第１分科会で、
「虐待防止のための地域の取り組み」というサブテー
マで議論させていただきました。私がコーディネー
トをさせていただきましたが、パネリストは４名で
す。その中には大学の教授、それから実践家お二人、
そして大学生が一人というとてもユニークな、そし
てバラエティに富んだ構成メンバーだったんではな
いかと思います。「虐待防止のための地域の取り組
み」と言いますと、地域作りのための地域の取り組
みとか、教育のための地域の取り組みとかあるいは
健康作りのための地域の取り組みということと同じ
ようにいろんな取り組みがあるにしても、一般に地
域の取り組みと言いますと、地域みんなでやりま
しょうということで、それでシャンシャンで終わっ
てしまうことが多いかと思います。これまでの私の
経験では、連携という言葉までは出るんですけど、
その連携を具体的にどのように進めるのか、連携す
るにはどこに問題があり、どこに課題があり、どう
したらいい連携ができるのか、それから連携につい
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てみんながきちんと責任を持って参加するにはどう
すればいいのか、という議論にはなかなか深まらな
いことが多いんです。しかし、今日は、本当に２時
間半では足りないぐらいにたくさんの意見が出され
ましたし、またそれを一つ広い視点からまとめてく
ださる上で、パネリストの一人安部さんがお出でく
ださり、要所要所で広い視点でまとめてくださいま
した。それに対してお二方の実践例を振り返ること
が出来、さらに学生のパネリストから質問があり、
私は今こんなことで、学生としてできるこんなこと
をしているんだけど、皆さんから見てどうでしょう
かというようなこともあってですね、痒いところに
手が届く、もしくは本当に必要なところまで議論が
降りつつあったかなと思います。

もちろんそれは、具体的に一つ一つ丁寧に洗って
いけばもっと時間をかけて議論しなければいけない
ところなんですけれども、主要なポイント、大事な
ポイントはいくつか出てきたかと思います。地域で
取り組んでいく時には、地域みんなが関わらなけれ
ばいけないということは確かなんですけれども、し
かし住民各人に温度差があることも誰もが承知のこ
となんですね。温度差があるので、取り組みにあま
り熱心でない方も当然いらっしゃいます。その方た
ちが不熱心だということで横やりを入れて、そのこ
とで頭を痛めてばかりいますと、熱心に取り組もう、
あるいは熱心にというよりはむしろ気軽に取り組も
うというボランティアの方たちも、なかなか上手く
取り組めなくなってしまうので、そういうことにつ
いては最初は度外視しながらやっていこうと、でも
だんだんと輪が広がっていけばいいのではないだろ
うかというような議論も少し出てきたように感じて
おります。それから２人の実践者の方はご自分の地
域で、あるいはご自分の施設でやられている「地域
を取り込む取り組み」ですね、これについて報告い
ただきました。お一方は「ワンストップ」に関する
実践例です。これは豊後高田市の方だったんですが、
自分の地域で「ワンストップ」、つまり、私たちの
ところに来れば、いろいろな子育てをしていく、悩
みがある、子どもが言うことを聞かない、あるいは
もしかしたら障害を持っているかもしれない、そし
てもしかしたら発達障害かもしれないというような
ことも含めてですね、いろんな相談に応じられると
いう仕組みを作っておられることが報告されまし

た。これには多くの方の共感が得られたと思います。
会場からも後でその方に対する質問がいくつかあり
ました。それからもうお一方は今度は別府市の方で
すが、施設の中で支援者同士がお互いに自助集団と
してですね、支援者としてのスキルアップをしてい
こうということで取り組んでおられる事例をご報告
いただきました。もちろんその方は普段はその支援
者支援以外に毎日子どもたちと向き合っている方な
んですけれど、今回の発表では支援者支援について
ご報告いただきました。そこで私が強く感じたのは
別府市でですね、これくらいの市だったら研修参加
者として 20 人か 30 人くらい手をあげればやっとか
なと思っていたらそうではなくて、100 名を超える
方が手をあげてくださり、その学習会にずっとコン
スタントに継続しておいでくださっているんです。
学習会と言いますとたいてい２、３回やって終わり
ということが多いと思いますけれど、既にこれまで
に 16 回続けておいでです。一昨日、NHK のテレビ
報道でもそれが取り上げられており、私も実はそれ
を視聴しました。よくやっているなあと思って視聴
して今日の会場に臨んだところです。そして学生さ
んからはですね、若い目で自分ができること、自分
たちにできることということで、仲間と一緒に公的
な施設を使って活動している、その事例が報告され
ました。この中で自分が親になるということはどう
いうことなのかということを学んだということと、
こんなにたくさん地域に支援者がいるんだというこ
とがわかって、それを一つの励みにしようと、そう
いうことも報告されました。

後半は、パネリスト同士の意見交換をしました。
更にその後、フロアーに「もし質問とか意見があれ
ば」というふうによびかけますと、すぐ手が挙がり
ましてね、質問と応答を展開しました。時間が足り
ないくらいで、５分ほどオーバーしました。本当は
まだ手が挙がったと思いますけど「時間の関係でこ
こで切らせていただきます。」というふうにいたしま
したけども、合計３名の方から質問がありました。
いろんな質問があったんですけど、とりわけ印象深
く残っているのは、本当に勇気ある発言だったと思
いますけど、「自分は実は子どもに手を出してしまっ
ている」と、「手を出してしまっている自分をどうい
うふうに受け止めていったらいいだろうか、あるい
は手を出してしまっている私も一所懸命子育てしよ
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うと熱心に熱心に考えたあまりこうなったのかのか
もしれない、そこのところをどういうふうにしてカ
バーしていったらいいだろうか」というご質問だっ
たんですね。これについて３人のパネリストの方に
とても適切に答えていただきました。最終的にはで
すね、自分を信じていくことが大事なんではないか、
子どもを信ずることとあわせて自分をも信ずる、自
分のいいところもいっぱいあるわけで、そのいいと
ころに自信を持って、それで子育てをしていこうと、
また、「子育ては私も実は失敗だらけ、私も実は子
どもに手をあげたことがあるんです」というパネリ
ストの方もいらっしゃいました。「そういうことで私
が実はこんなことを今実践しているんですよ。」と
いうことになりましたら、質問された方が少しほっ
とされたお顔になったかなというふうに思いました。

会全体が終わってから学生さんに聞いてみました
ら、「今日はもう本当に勉強になりました。」と、「大
学で聞く授業ももちろん勉強になるけど、ここではも
う輪をかけて勉強になりました」と感想をくださいま
した。私も、今日ここで、大学の単位で言えば４単
位分くらい取った感じが実はしていたんですね。そ
んなわけで第１分科会は、地域の取り組みという、や
やもすれば少し焦点が分散しがちな、ぼけてしまい
そうなところを、焦点を絞ることができたのではない
かかなというふうに印象深く思いました。以上です。

山口氏　ありがとうございました。連携、連携とよ
く言われるわけですけれども、それをどう具体的に
進めていけるのか、実践例も含めてお話し合いが
あったということでございました。それでは続きま
して第２分科会です。第２分科会は「虐待を受けた
子どもの社会的養護のあり方」ということで、今後
の社会的養護のあり方についてご議論いただきまし
た。コーディネーターは出納先生。出納さんは長い
間、社会福祉法人を経営されて、児童養護施設を中
津で経営をされています。それでは出納先生、第２
分科会についてよろしくお願いいたします。

出納　皓雄氏　はい、第２分科会を担当いたしまし
た出納でございます。この分科会におきましては「虐
待を受けた子どもの社会的養護のあり方」というこ
とで、普通は虐待について一つのテーマで話しだし
ますと、川上から川下までどこの部分をということ

じゃなしにやっぱり連続性があるところから入るん
です。非常に範囲が広くなって難しいんですけども、
今回は実際に虐待を受けてしまった子どもたち、こ
ういう子どもたちに対して、社会的養護の在り方を
今後の課題としてどう対処すればいいのかというこ
とを論議いたしました。パネラーの方には皆様ご存
知のタイガーマスクの安藤さん、それから大分県の
里親制度を一所懸命になって進めてる児相の河野洋
子さん、そして最後に関西大学の山縣文治先生、と
３人のパネラーでそれぞれに意見をいただきなが
ら、話し合いに入りました。要するに子どもの自立
ということがやっぱり最終的なテーマになりまし
た。これは私も児童養護のほうの分野なんですけど
も、コーディネーターをしながら、今日の児童養護
から見るこれからの社会的養護の課題について意見
を述べさせてもらって、いろんな勉強をさせていた
だきましたけども、やはりその自立に向かってとい
うことの、この難しさ、これは大変大きな課題でそ
う簡単にできることではないということ、これは一
つには制度政策でもって自立の支援が完璧な形で行
われるのかというと、そういうことじゃないという
こと、そしてそのいわゆる制度の壁、そして制度の、
行政の苦手なところ、手の届かないところ、これを
やはり民間の力でどうやって地域社会の中に支援を
していくのかと、そういうところをタイガーマスク
の安藤さんは今自分がやられてる事業を中心にお話
をしながら、その話を聞きました。一方ではまた、
この話が大変後で長くなったんですけど、里親制度
の今とそれから今後の在り方について、ファミリー
ホームを含めてですね、フロアーの方からのいろん
な質問も出たりして、この時間がちょっと長くなっ
たんですけど、これもやはり、これは今の制度の中
にあって、いわゆる里親だけの制度の問題ではなく、
これは児童養護も含めた総体的な、極めて、どう互
換性の中、補助の力でもって制度の成熟を担ってい
くかというところの課題がよく見えました。そして、
山縣先生からの、あれはとにかくケアの連動性とい
うことが主張の大きな根幹であります。そういう養
護の必要な子どもに対してのアドミッションケアか
ら、例えば施設で里親を利用しましても、インケア、
リビングケア、そして最後のアフターケア、そのア
フターケアもかなり高齢のところまで追いかけない
と、社会人としての自立が今遅くなってるという社
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会の中で、この問題が非常に高く、やはり社会的養
護の最終目的である自立支援というところに対して
意見をいただきました。総体的に我々のところも本
当に時間ぎりぎりのところまで、話し合いがつきま
して、特にパネラー３人の方々というのはコーディ
ネーター要らないぐらいに一所懸命、次々の発言い
ただきまして、大変助かりましたと同時に非常に意
義のあった分科会で終了いたしました。これで終わ
ります。

山口氏　ありがとうございました。社会的養護という
のは、虐待防止という今回フォーラムではありますけ
れども、虐待受けた子どもたちをどう保護してその後
支援していくかということで最終的なゴールである子
どもの自立ということを目指して地域社会の中でどう
やって支援をしていくか、その難しさであるとか課題
についてご議論があったということでございました。
ありがとうございます。続きまして第３分科会。第３
分科会は「育てにくさを感じる親への支援」という
ことで、コーディネーターは五十嵐さん。五十嵐さん
は大分県で発達障害者支援センターの運営に携わっ
ておられます。また、去年からは保育所も引き受けて、
今保育所の園長もやっていらっしゃるということでご
ざいます。それでは五十嵐さん、お願いします。

五十嵐　猛氏　それでは私から第３分科会の報告を
させていただきます。こちらは「育てにくさを感じ
る保護者への支援」ということで、まとめますと保
護者に限らずですね、今社会で我々が苦しめられて
いるのは、常識とか、空気とか、普通とか、またこ
の虐待に関するリスク、そういったもので非常に自
分が身動き取りにくくなっているんじゃないかなと
いうことを皆さんの話を聞きながら感じておりま
す。例えばですね、今保育所で勤めてても感じるこ
となんですけども、実際に親御さんからの話でです
ね、ゼロ歳の、今待機児童が多いのはゼロ、１、２
未満児のお子さんが多いのですけれども、ゼロ歳の
お子さんを預ける親御さんが、「自分より保育園の
先生の方が子育て上手だから安心です。」自信が無
いことを打ち明けられています。そして自分がずっ
と向き合う、そうするともしかすると、虐待しちゃ
うかもしれないとか、そういうすごく不安が強い親
御さんが増えています。これは発達障害とかに限ら

ず、子育て全般に言えることではないかなというよ
うに思います。そうした中でやはり、子育てについ
てですね、アドバイス、また学習、サポート、緊急
に連絡できるようなところ、そういうところがいろ
んなところで必要とされているんじゃないかなとい
うことなのですが、実はこれがですね発達障害に関
しては、発達障害の専門家を養成する研修、そして
またペアレントメンターという、障害のあるお子さ
んを育てた親御さんが今度初めて障害を育てる立場
になられた親御さんにアドバイスしたりする、そう
いう相談体制、また障害は抜きにしてですね、子育
て全般でホームスタートという在宅で、なかなか外
に出にくくなっている親御さんをサポートするよう
な相談体制というようにいろんな立場から、すすめ
られているんですけれども、例えばホームスタート
で親御さんのお話を聞いたりとか、子どもの様子を
見ると実は、そのベースになるのは発達障害の特性
をお子さんがお持ちで、それに対しての親御さんが
子育て支援センターに行ったら他の子とけんかする
とか、発達の違いというのをいろいろ周りから気に
して言われるとか、そういうことを心配されてる場
合があった時にですね、ホームスタートの方では発
達障害に関して理解する研修を今まだ研修内容に含
んでおらず、発達障害者の支援センターの養成研修
の中では子育ての制度については詳しくご紹介した
りすることもありません。やはりなかなかですね、
すべて一つのもので進めることはできませんので、
そこをお互い情報交換したりとか、また必要であれ
ば新たな制度を作ったりとか、子育てに特化した
コーディネーターの研修制度を検討する必要がある
ように思いました。あと相談機関がたくさんあって、
逆にどこに連絡すればいいかわからない、それで迷
うことがあるというフロアからのご質問もあってで
すね、これにつきましては、やはり 110 番みたいに
一つのダイヤルで身近な相談機関につながるような
仕組みとかつくることも必要じゃないかなというこ
とを議論させていただきました。また、高祖さんが
海外の情報にもかなり詳しくて、海外での子育ての
支援関係についてもご紹介いただき、本田さんから
も CSP という、コモンセンスペアレンティングで
すか、これについてご紹介いただきました。これは
中津の児童相談所以外にもいろんなところで展開さ
れているんですが、ひとつに情報がまとまってない
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んで、今後はまとめていただけるとありがたいなあ、
なんていうことを話したり、あと高祖さんからです
ね、実は外国は子育て関係はそんなに予算をかけな
くても、すごくしやすい環境であったりするんだっ
て、ちょっとびっくりするようなご発言があったん
ですけれども、これには日本との違いというのが、
やはり常識とか空気とか、普通はというようなやり
とりが日本に比べて少ない。いわゆる、どういうこ
とかというと、いろんな価値観とかいろんなものの
考え方というのを、海外、といってもカナダですね、
カナダの方では受け入れる、そういう社会基盤があ
るというふうに仰っていました。日本も今後成長し
ていくためには、また子育てだけに限らず、発達障
害の問題もそうなんですけれども、我々が生きやす
くなるためにはもっといろんな価値観を受け入れら
れるような、そういう教育とか、そういう場面、環
境というのを我々が考えていかないといけないん
じゃないかなと。たとえば車いすの方が利用できる
トイレは妊婦さんでも利用できるんですよね、いい
んですよね堂々と。で、ゼロ歳、１歳のお子さんを
抱えてるお母さんが、あんな狭いトイレでは用を足
せません。堂々とそういうところを使っていいと思
います。それが世界的にも今、バリアフリーという
言葉からユニバーサル。バリアフリーは障害者に優
しい、ですのでユニバーサルデザインというような
言葉を使って誰にも有効であることが認知されつつ
あります。障害者に特化されたものではなくてみん
なにもっと利用価値のある、そういう見直しという
ものをもっと進めていくことが実は日本で大事なの
かなというふうに感じたところであります。で、私
は保育の中でも理念というの持っておりまして、や
はり小さい時からですね、広い価値観とか、いろい
ろなものに触れてですね、視野を広げていけるよう
な保育ができたらなと思ってます。私が経営する保
育園はいぬかい保育園なんですけども、犬飼町にあ
ります。で、犬と言えば今度は猿なんですけども、
犬と猿というのはですね、犬猿の仲とよく言われま
す。でも小さい時から育つと、私もこれ写真でしか
見たことないんですけど、抱き合うくらい仲良く育
つんですよ。小さい時から、犬の立場、猿の立場と
いうのをちゃんと肌で感じながら生きると、本人の
生きやすさとか、そして互いの生きやすさにもつな
がる、今そこが発達障害とか育てにくい子どもにク

ローズアップされてるんですけども、実は社会の中
でとても大事な見方、価値観、育てていかなければ
いけないところなんじゃないかなというような感想
を持った次第であります。すいません少しオーバー
しましたけれども以上です。

山口氏　ありがとうございました。日本では常識と
か空気とか普通とか、そういったような雰囲気があ
る中で、なかなか身動きが取りにくくなっている社
会になっているんじゃないかと、海外、カナダの例
もありながら、価値観が多様化する、多様な価値観
を認めていくような、そういうコミュニティが必要
ではないか、そういう話は発達障害のお子さんだけ
ではなくて、ユニバーサルに敷

ふ え ん

衍できる考え方では
ないかというようなお話だったと思います。ありが
とうございます。最後、第４分科会ですけれども、
第４分科会は「虐待防止のための母子保健のあり方」
ということで、コーディネーターは藤本先生です。
藤本先生は大分市で大分こども病院という、大分市
民であれば誰でも知っている病院を長い間運営を携
わって来られております。また大分県における母子
保健、虐待防止における母子保健との連携について
も熱心に取り組んでこられております。それでは藤
本先生、よろしくお願いします。

藤本　保氏　第４分科会では３人のパネリストに
よって、まず母子保健における虐待防止の取り組み
に対する実践的な報告がありました。それに対して
課題とあり方を検討することになりました。まず最
初のパネリストの大江さんは大分県助産師会に所属
されております助産師さんであります。現在堀永産
婦人科で助産師として働いてるわけですが、その自
分の臨床実践を通してと、なおかつ助産師会のいろ
んな事業について報告いただきました。そしてその
中で非常に早い時期から、特に妊娠の初期から、そ
れから妊娠中、出産、出産後の子育て、それもある
一定の年齢に達するまでの子どもとその家族のライ
フステージの中で、ずっとかかわりをもって支援し
てる。また最近は、望まぬ妊娠等に対する相談とし
ての事業であります、妊娠ヘルプセンターのことに
ついても報告していただきました。それから２番目
のパネリストの佐藤さんは、医師であり小児科、産
婦人科、新生児科を臨床経験された後に東大阪市の
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保健所、それから大阪市のいろんなところの保健所
長等を経験された後、現在大阪府立母子保健総合医
療センターで勤務されておるわけですけど、その大
阪府での望まぬ妊娠、これは思いがけない妊娠とい
う言葉で表現されておりましたけれども、その相談
窓口、妊娠 SOS から見える、今必要な視点という
ことで、妊娠期からの虐待予防ということで話題を
提供していただきました。これは皆様方のプログラ
ム集の 78 ページからあります、国が調査しました
第１次から第９次の虐待の報告によりまして、虐待
死、虐待で死亡した子どもの年齢、スライドが示さ
れてますようにゼロ歳児、特にゼロ日の死亡が非
常に多いのだということ、そのゼロ日での死亡は、
75.9% が望まない妊娠で起こってる。この望まない
妊娠に対してどう対処していくか、そこでの相談窓
口、妊娠 SOS この中からいろんなことが見えてき
たということが資料にありますので後から見ていた
だければいいと思いますが、その中で、妊娠の継続
と出産だけを対象にするんじゃなくて産まない選択
を認めるような相談、ということも重要であるとい
うお話をいただきました。特にまた妊婦健診未受診
あるいは飛び込み出産、お産と言うんですか、その
ような状態の中から出てくる問題点、それらは非常
に新生児死亡、これは虐待死とはまた違う、新生児
の死亡につながりやすいという問題がありまして、
それらも医療の面あるいは行政的な立場からの対応
によって数年間で飛躍的に減少することができたと
いう報告をいただきました。それから３番目のパネ
リストの豊田さんは、現在、別府市の健康づくり推
進課に勤務されております保健師さんなんですけれ
ども、別府市でのぺリネイタルビジットの取り組み
とそこから出てくる、派生しました別府市でのいろ
んな例えば小児科医との連携、産婦人科医との連携、
それぞれとの連携の会議を開いている、あるいは保
育所との連携について具体的な事例の報告とともに
示してくれました。この第４分科会では育児不安を
持つ母親、母親に限りません、両親に対して、早い
段階からどのように支援するか、現在の母子保健事
業、母子保健活動は全て市町村単位で行われており
ます。それぞれの事業は非常に素晴らしくまた熱心
に取り組まれているわけですけど、その事業と事業
のつながり、それからその利用の仕方、それらをど
うすべきか。その観点から私は大分県で取り組んで

おります、また大分県医師会が関与しておりますぺ
リネイタルビジット事業とそれから派生してできま
したヘルシースタート大分という事業について紹介
させていただきました。その中で、どのようにして
ネットワークを広げ、そのネットワークを強化させ
て、その強化させるためには連携という非常に重要
なキーワードがあるわけなんですけど、この連携を
とるためにどうするのか。顔が見える関係はどうす
るか。それぞれ実践している市町村からの報告、フ
ロアからの報告、意見をいただきまして、一番まず
大事なことはやっぱり時間をかけ、そういう機会を
作り、顔が見える関係のディスカッションする場を
設けることである。それに皆が非常に積極的に参加
してるということが意見の中から出ておりました。
また直接に顔を合わせることがなくてもシステムの
中で、連絡票のような形でいろんな情報を早期にや
りとりできてるというシステムの報告もありまし
た。いかに早い時期から育児、子育ての支援をスター
トするか、そのためにはその入り口と言いましょう
か窓口がより重要である。その窓口をどこにし、そ
の窓口からどのように必要なところにつなげていく
か、つないだ後それをどのようにうまく運用するか
というような内容について多くのフロアの方々から
意見が出ました。これといった結論が出るわけでは
ありませんが、少なくとも連携のためには顔の見え
る関係が必要で、その関係作りにはいろんな工夫が
必要であるし、なされているという事例を直接聞く
ことができて、いろんな参考になったんではないか
なというふうに思っております。以上のようなこと
がディスカッションされました。

山口氏　ありがとうございました。それぞれパネ
ラーの方、助産師としてライフステージを通じた支
援であるとか、それから大阪府の取り組みとして、
妊娠 SOS ということでゼロ日死亡の事例が虐待死
の場合は多いわけですけども、そうした対応のため
の、望まない、思いがけない妊娠と仰ってましたか
ね、そういったような思いがけない妊娠への対応、
それから保健師さんの対応として大分県で今行って
いますぺリネイタルビジットという事業があるんで
すけれども、産婦人科と小児科、それから保健師が
連携をして早い段階から支援をするというような支
援の仕組み、それらをどうネットワークを構築して
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いくか、拡充強化していくか、そのための連携の工
夫などについてご議論いただいたということでござ
いました。ありがとうございました。今、４分科会
のお話をいただきました。あとまだ 30 分弱時間が
ありますので、せっかくの機会ですので少し議論を
していきたいというふうに思います。今日は本当に
コーディネーターとして登壇いただいた方々は本当
に長い間ですね、ここに多分いらっしゃる方ならみ
んなご存知のかたばかり、それぞれの分野でずっと
実践をしてこられた、本当に大分の宝ともいうべき
方々だと思います。先ほど五十嵐さんの方からです
ね、不安が強い親御さんが増えているんじゃないか
と、自分の育児に自信が持てないような親御さんが
増えてるんじゃないかというようなお話がござい
ました。山岸先生は、ずっと長年にわたって地域
での活動をこれまでされてきていらっしゃいます。
PTA であるとか、公民館活動であるとか、交通指
導とか、そういった長年にわたり児童虐待にとどま
らず広く地域での活動をされている中で、子どもで
あるとか家庭の変化というのをどのようにお感じに
なっていらっしゃいますでしょうか。

山岸氏　そうですね。私の一人の目ですから主観的
な見方ということになりますけど、それでよろしけ
ればという限定つきですけどね。ここ、そうですね
10 年ぐらいの間、私はかなり大きく変わっているな
あと感じています。どういうことかというと、少し
以前でしたら、私も年齢的に 10 年前だったら 10 歳
若いわけですけどね。ですから私と子どもたちとの
年齢差というのは今よりもっと小さいわけですけど、
こちらの話していることが次の世代である高校生、
中学生、小学生ぐらいのところに比較的順調に通じ
ていたのかなと思うことが多かったんですね。しか
し私が年をとったせいもあるかもしれませんけど、
だんだんと通じにくくなっている、通じないとは言
いませんけど、通じにくくなっているなと思うこと
が多いです。ですから私も子どもたちと話をする時、
特に必要があって注意をしなければいけないことが
あります。もちろんそれは道徳的に悪いことという
ことももちろんありますけど、そうではなくて危険
が生ずるからということもあります。例えば雨がひ
どく降った後、普段だと膝までも来ないような小さ
な川でも溢れるんですね。そこを通学途上の子ども

たちが歩いている時にふざけて歩いていることがあ
りますから、ここでもし落ちてしまったら、これは
命が危ないすね、命を失う可能性が大きいです。で
すからそういう時は注意しなきゃいけないですね。

「危ないよ、そこ気をつけてね」というぐらいではな
かなか今は通用しなくなっています。もっと具体的
に話をしていかないと子どもたちがハッとしないの
です。もう一つは親とのかかわりです。私の３人の
子どもがお世話になった中学校ですが、そこで、放
課後の学習支援というのを、元中学の先生方に呼び
掛けてボランティアとして行っております。で、そ
の子どもたちの親御さんに私たちはこんなつもりで
こんなことをしているんですよ、ということを知っ
ていただきたいところですが、夜の話し合いの会合
になかなかおいでくださらないのです。強制力のな
い声掛けについては応じないという態度の方が多い
んですね。ですから時々、「ああ、ちょっと張り合い
がないね」という元学校の先生方もいらっしゃいま
す。それでも諦めないでやっていこうと思ってやっ
ています。先ほど第１分科会で「微力ではあっても
無力とは違うんだ」と、川﨑先生の最初の御講演
の中にあった言葉を引用して話してくださる方がい
らっしゃったんですけれど、そういうのを今日、私は、
ここであらためて考えさせられたところですね。

山口氏　ありがとうございます。そうした若い世代に
話が通じなくなっているとか、親に対する働きかけも
なかなか応じない場合が多いということの背景にはど
ういう問題が、どうしてそういうことになって来てい
るのでしょうか。何か背景としてはどのようなものが
考えられますでしょうか。山岸先生、お願いします。

山岸氏　そうですね。これはいろいろな背景がある
かと思いますけど、私は今日本の社会全体が個民化
している、NHK の言葉で言えば「無縁化」という
言葉が使われましたけど、これが急速に進行してい
るんではないかなと思います。でも一方で、これで
はいけないという声もたくさんあって、そこにス
トップをかけようとする動きもありますのでね、絶
望的に見てはいません。絶望的ではないんですけど、
でも個民化、個民というのは個人の「個」と「民」
という文字ですが、個民化もしくは無縁化、これが
確かに進行しているなあというのは感じます。その
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背景にあるのは私たちは文明の利器と言われるその
いいところだけをかじっていけるのではないかとい
う、ちょっと間違った見方をしていることに原因が
あるかもしれません、文明というのはいい面もある
んですけど、それはまさに福島の原発事故の問題が
あるようにですね、ひとたびそれが反乱してしまっ
たら大変なことになるわけですね。それと背中合わ
せにして考えて使っていかなければいけないのが文
明だと思いますけど、そこのところの十分な配慮が
足りないのが私たち、私も含めてなんですけどね。
これは現代人のひとつの課題なんじゃないかなと思
うところがあります。虐待もそうですね。一方で今
日最後のお母さんが質問されたようにですね、そし
て大勢の方が答えてくださったんですが、過剰にと
いうか、自分は絶対に 100% 完璧な親でありたい、
あるいは学校の先生だったら完璧な教師になりた
い、完璧な保育士になりたい、そういうことが逆に
心を苛立たせる。それを求められるあまり自分の中
に余裕がなくなってしまうということも背景にある
かもしれませんね。

山口氏　ありがとうございます。無縁化社会という
のが NHK で特集されて、だいぶ社会で議論される
ようになりましたけれども、背景に文明の利器をい
いとこ取りをして使って楽だけしていこうという、そ
ういう我々の考え方もあるでしょうし、あと私が思い
ますのはやはり少子化というのが進んできていて地
域に子どもがいなくなっていく中で、地域のつなが
りって結構子どもを中心にできているところがある
かなと思うんですけれども、そうした中でなかなか
地域のつながりが無くなっていく、あるいは少ない
子どもに対して完璧に接しなきゃいけないというプ
レッシャーが強くなっているというところがあるかな
と感じています。五十嵐先生は保育所を去年から実
施をされていらっしゃいますけれども、保育所の一
つの機能として親への支援ということが、これは保
育指針にも明確に書いてあるわけですけれども、そ
うした中で、昨年度から保育所を運営するようになっ
て感じられたことというのはございますでしょうか。

五十嵐氏　はい、今の無縁化とかも含めてですね、
私の感じるところなんですけど、これは保育所に限
らずですね、前々から強く感じているところがあっ

てですね、今、スピードが求められる社会なので、
なかなか気持ちを分かち合ったりとか、伝えたりと
か、酌んだりとかいうことがいろんな場面でできて
ない、できにくい、そういう余裕がない社会でもあ
るのかなと思うんですけれども、それに伴って、こ
の発達障害の一番の今困りというのが、お子さんも
成人の方もそうなんですけど、人の考えていること
が読み取れない。気持ちが理解できない。なんか仲
間外れにされている感じがする。逆にいじめられて
いるのにいじめられていることに気がつかないと
か、共感するとか人の気持に理解する力というのが
何か少し以前よりも発達しにくい環境になっている
ことを感じつつ、それならそれで環境をどうにかす
るのももちろんですけど、われわれが意識改革して
ですね、敢えて伝える配慮を持つようにしています。
たとえばさっき分科会でも話したんですけども、勉
強しろ勉強しろって親がしつこく言う。これは心理
的虐待だというアスペルガーの中学生のお子さんも
いらっしゃったりするんですけど、ただ、親心がわ
かってないだけなんですよね。どういうことかとい
うと、お母さんが何で勉強しろって言うかという心
情についてです。我々だと大人になってからわかっ
たのかもしれないけども、勉強した方がいい高校に
行けて、いい大学に行って、いい就職ができて、い
い給料が貰えて、安定して生活できて、子どももお
嫁さんも苦しまなくてすごく幸せな暮らしができる
と、そう考えてお母さんは子どもに心配して願って
勉強しろって言うんですよね。だけどその、そこま
で細かく言わないから、いちいち、当たり前のよう
な感じがするし、お父さんもこっ恥ずかしい。だか
らそれを、これまでは細かく言わないできた。昔は
言わなくて誰かが教えてくれたり、ヒントになるこ
とがたくさんあったのかもしれません。しかし、今
は敢えて伝えないと、誰かが意識して伝えないと伝
わらない社会なんだな、というふうに感じておりま
す。ですので、子育て支援においても、私はいつも
子どもとまた保護者と接する時には、自分の、これ
も物足りないというか、なかなか上手くは伝えられ
ないんですけども、嬉しい気持ちとか、悲しい気持
ちとか、そして子どもとか保護者とか、また相談に
来られる人の嬉しい気持ちとか悲しい気持ちに気付
いた時には、ちゃんと言葉にして確認したりとか、
伝えたりとか、聞き出すことをして、心の交流とい
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うものを意識して努めておりますし、またよく発達
障害の方が相談に来られる理由もそういう支援なん
ですよね。自分はこういうふうに言われたけど相手
はどういうつもりで言ったのかとか、全く誤解して
たりとかということをお互いに気付いていただいた
り、もう少しいろんな人に心を言葉にすることを意
識していただけるようなことをお願いしていくの
が、発達障害者支援センターにいる、また今度保育
園にもいる私なのかなと思ってます。

山口氏　ありがとうございます。人の考えがなかな
か読み取れないとか、共感する力が落ちているん
じゃないかと、それは先ほど冒頭の五十嵐さんの話
でもあったんですけど、実は発達障害があるかない
かとかそういうことにとどまらず、実はそのもっと
社会全体の子どもあるいは若者の中で、そうした力
も育ちにくくなってる環境にあるんじゃないかとい
うようなことかなと思います。藤本先生は先ほどは
こども病院ということでご紹介をしたんですけれど
も、大分市内で療育ですね、発達の療育にずっと携
わってこられていらっしゃいますけれども、そうし
た子どもの持つ共感する力がなくなってるんじゃな
いかとか、そうしたことについてどうお感じになっ
てらっしゃいますでしょうか。

藤本氏　そうですね、おそらく発達障害という観点
から見れば、そういうお子さんは 20 年前も 40 年前
もあるいは 100 年前も、同じ様にいたんだろうと思
うんですね。これは発生の要因というのは多分生物
学的な要因で起こっております。その子たちが育つ
環境、それを受け入れる側がそれを認めて一緒に育
ち一緒に生活をするという状況を作ってるかどう
か。じゃなくてやはり異質なものとして排除するか
どうかで大きく違ってくるんじゃないかというふう
に思っております。やはり自分の子ども時代を考え
てみますと、我々は団塊の世代と言われて、私たち
の年齢を超える同級生の数がいる学年はいないんで
すが、その中には、まだ我々の時には今で言うよう
な特別支援学級なんていうようなものもなかった時
代ですね。ですからいろんな、しかも一クラス 54
人でした。その中には３、４人やはり今で言えば知
的障害あるいは広汎性発達障害と思われる同級生が
おりました。で、その子たちをしかし、ちゃんとク

ラスとして受け入れててですね、誰かが世話をしな
がら、決して特別ないじめを受けるわけでもなく成
長してきたんじゃないかと思います。子どもを育て
るということに関しては、やはり教育、躾というの
は非常に大きな要素になってくると思いますので、
そういう中で共感性をどう育てるかということも出
てくるんじゃないかと思っております。子どもが育
つ、その子どもの持つニーズは大きく５つあります。
もちろん身体的なニーズであり、精神的なニーズで
あり、そして社会経済的なニーズであり、で、子ど
もでは教育的なニーズ、そして子どもが持つ発達の
ニーズ、これらを満たすように我々はやっぱりいろ
んな面から子どもたちの育つ環境を良くする、子ど
もたちの育ちを見守りながら育てるという、親だけ
じゃない、育てるというのは、育てるという立場で
子どもたちにいい環境を作っていく必要がある。そ
のためには、どの分野に限らず、多くの分野が共通
の目標に向かって連携するということ、そのために
はいろんなシステムが必要で、それらが上手く動く
ような、システムだけではなくて仕組みをオーガナ
イズすることが必要じゃないかなというふうに思っ
てます。今日も我々の第４分科会でもそのようない
ろんなシステム、それをいかに運用するかという話
題が出たということも併せて伝えたいと思います。

山口氏　ありがとうございます。長年にわたり療育
に取り組んでこられた先生から、むしろその社会環
境ですね、そういった変わった子どもでも排除しな
いようなそういう仕組みも必要だというようなお話
があったのは非常に印象的ですね。で、今、社会福
祉の分野はですね、地域でもっと福祉を進めてい
こうという地域福祉の考えをずっと進めてきてい
て、例えば高齢者福祉であれば介護保険制度ができ
たり、地域包括ケアシステムができたり、あるいは
障害の分野であれば、障害者の地域移行というのを
ずっと進めてきたわけですけれども、そうした意味
では児童福祉の分野というのは、まだ少し地域福祉
という考え方が少し弱いのかなというふうに感じて
います。そういった中で今その地域福祉、児童養護、
児童福祉の分野で特に今言われているのが、児童養
護の世界で、それをもっと小規模化するとか、ある
いは里親さんを進めるということで、地域に進めて
いこうという動きがあるわけですけれども、第２分
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科会では、先ほど出納先生の方からお話があったよ
うに、大分県は里親が非常に進んでいる、里親委託
されている子どもが全国的にも非常に多いというこ
とで注目をされているわけですけれども、その要因
としてはいくつかあるとは思いますが、ひとつ大き
いのが、やはりその施設、児童養護施設が里親委託
に非常に前向きに捉えていただいてるというのが
とっても大きいと思っています。言ってみれば、児
童、施設と里親というのは、言ってみれば子ども、
お客さんを取り合うような関係にもなりかねないわ
けで、そういった中で施設の方が里親委託に理解を
示していただいてるというのはとても大きいと思う
んですが、一方で、里親委託優先の原則が示されて
いる中ではありますけれども、長年にわたり児童養
護に取り組んできた施設が今こそ果たす役割もある
というふうに思います。そうした今里親委託を全国
的に進めている状況でもありますが、施設が今こそ
果たす役割について、出納先生、お願いします。

出納氏　今、コーディネーターの山口課長が仰った、
本当にそのままで、私が一番感じることはこの児童
福祉の分野は地域福祉を何とかしなきゃいけないん
ですね。その児童養護はやっぱりその核になるん
じゃないかと、我々のところではやっぱりそういう
ような、これはケースマネージメントじゃなくてケ
アワーカーをそういう子どもに寄り添う人材を我々
の施設の方で養成してると言ったらおかしいんです
けども、そういう子どもたちと生活することによっ
て、そういう人材になっていってるわけなんです。
こういう人たちがやっぱり地域の中に出て行って、
やっぱり子どもを守っていかなきゃいけない。児童
福祉の今一番弱いところが、その地域の中の生活、
それは一つには私は虐待というものの温床はやはり
一番大きな原因は環境にあると思うんですね。環境
の中で生まれるこの虐待現象というのは我々が特に
この関係者も含めてそうなんですけど、行為そのも
のにまだ目がいってるんですね。どこで誰からどん
なことをしてそれが虐待になったんだと。そうでは
なくて、それ以前、何年かかってこの子どもたちは
そういう環境の中にいたんだろうということの方
が、そういう精神的な、いわゆる障害というか、負
担というか、リスクの方が私たちは非常にやっぱり
大きく心配するわけなんです。そうするということ

は、地域の中で、そうした生活の場所を早く誰かが
察知して介入支援に入ることが大変大事なんじゃな
いかと。それとそういうことでもあるんですが、私
はそういうことの中からこれからの児童養護施設の
役目というものは非常に課題が大きすぎてどうにも
ならないようなものを今背負ってるわけなんですけ
ど、国は今やはり国の方針として児童養護施設を小
規模化し地域分散型にして、いわゆる家庭的養護を
やりなさいということで、これを、この課題を今の
制度下で背負って私たちがこれの課題に向かって努
力していくということは大変な負担をやっぱり感じ
ます。ですがしかし、これもやはり一人ひとりの子
どものためであるならば、これはやはり一つずつ学
習をしながら、またその努力を継続していかなきゃ
いけないとは思うんですけども、まずはやっぱりそ
うした環境の中に誰かが介在することが、私は地域
の中の大きな問題だと思うんですね。そうすると果
たしてこれは制度なのかということなんです。私は
もう虐待はある時点までこれ社会的な一つの病理現
象と言われるようなことになると、制度政策の中か
ら救っていくというのは本当に難しいんじゃないか
と。そうするとやっぱり地域社会の中で住んでるそ
の地域の人一人ひとりがそういう家庭があること、
そして孤立した社会の中ではこういうものが生まれ
がちだということを良く理解したうえで、介入と支
援の方法に近隣の人たちが関わっていく方策を、何
か見つけなきゃいけないんじゃないかなということ
をやっぱり強く感じます。その手段としては、私た
ちのところにショートステイあるいはトワイライト
でほんの数日ちょっと施設を利用することがあるん
ですけども、この子どもたちの変化とか、預けた後
の保護者の様子からしましてもね、大変効果がある
ことが多いんです。たったこれだけの日にちでこん
な効果が出たのかということが。それを考えますと、
どこかで危ない家庭の子どもたちの環境の中から、
一時期その環境からとにかく逃げるということ、離
れるということ、いわゆる主たる保護者から離れて
生活する数日を持つようなことを社会の通念として
いけたらなあと。これはかなり虐待の予防というこ
とに対しては私は効果があるんじゃないかと、そう
いうふうに感じております。

山口氏　ありがとうございました。まだまだ議論は尽
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きないんですけれども、少し時間の方が迫ってまいり
ましたので、川鍋室長に、これまでの議論も含めて少
し総括的な講評をいただくのと、あと、国の取り組み
などについてもご紹介いただければと思います。

川鍋　慎一氏　はい。午前中の川﨑先生の歴史的な
背景から、それから今日のテーマである子育て支援
ネットワークの意味や必要性に続いて、午後、それ
ぞれ４つのテーマで、各コーディネーター、パネリ
ストの先生方に、それぞれ練り上げていただいたと
いう形になっています。大変意味のある貴重なご意
見が活発に出てありがとうございました。私からは
３点ほど、実はこのネットワークについて、この意
味というのは何かというと、厚生労働省が、頭の固
い役所が、方針転換をしたということです。今まで、
児童福祉とか児童虐待については、児童相談所が一
手引き受けで担って来たんです。ところが、平成
16 年にですね、児童相談所だけで任せてはいけな
いんだということで、市町村を通告先にして、市町
村もこの虐待防止の役割を担うということにしまし
た。それと一緒に、市町村にはいろんな資源、学校
もある、病院もある、いろんな関係者がおられるわ
けなんです。その人たちに一緒に参加してもらって、
虐待防止のために活動していただきましょうという
のがこのネットワーク、法律面で言うと要保護児童
対策地域協議会ということになります。その意味で、
大変これは意味が大きいということです。で、もう
ひとつ、子どもの視点から申し上げると、虐待を受
けてその家庭におられなくなった子どもというのは
本当に行き場所がありません。児童相談所の一時保
護所に行くか、里親さんのところに行くか、施設に
入るか。これしかないんですね。一番望ましい理想
は自分の家庭で自分の親と兄弟、あるいはおじい
ちゃん、おばあちゃんと一緒に暮らしていくことが
一番望ましいんです。含めて周りのみんなで見守っ
ていきましょうという意味が込められているという
ことです。その意味でこのネットワークというのは
非常に大きな意味を持っているということです。最
後になりましたけど、各分科会の中で、それぞれ
テーマがありましたが、私から一言、ちょっと昔の
ことを思い出しましたけども、保護者指導という言
葉があります。虐待をした親御さんに対するカウン
セリングというのがあるんですけど、実は以前その

カウンセリングをしているお医者さんから聞いた言
葉なんですけど、30% の誉め方があるんだそうです。
30% の誉め方とはどういうことかというと、30%
なので、50% も、半分もできてないわけなんですね。
子どもに対してイラッとした時に、半分もできてな
いじゃないと叱るのか、ここまでできてるじゃない
と誉めるのかという、それが一つの虐待を防止する
心のブレーキですというふうに聞いたので、それだ
け今日は紹介して、時間もありませんけど、ありが
とうございました。

山口氏　ありがとうございました。ほぼ予定の時刻
になりました。今回のフォーラムのテーマが「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」ということになってます。このテー
マは、一次案を大分県のうちの課の中で職員と相談
してどういうテーマにしようかなと相談して案を出
していったわけなんですけれども、やっぱりネット
ワークを組んで支えていくことが大事だよねと、と
いうのは冒頭川﨑先生の基調講演の中でもありまし
たけれども、私が感じているのは、いろいろな現場
に行って保育所の先生方とか保健師の方と話すと、
とても皆さん真面目なんでですね、一所懸命取り組
んでいらっしゃるんですけれども、抱えるケースと
いうのがですね、非常に難しいケースが増えていて、
なかなか支えきれない、一人で持っていてはむしろ
危ないというようなケースも増えていますので、そ
ういったケースを、一人で抱え込むのではなくて、
ネットワークを組んで、地域や専門機関がネット
ワークを組んで支えるということがとても大事じゃ
ないかということで思いを込めてこの副題をつけさ
せていただいたということでございます。そのネッ
トワークを組む上で、大事だというのは、よくバト
ンを渡していくというような表現があるんですけれ
ども、これは私が敬愛する児童相談所の所長が言っ
てる言葉なんですけども、バトンを渡すんじゃなく
てバトンを持って一緒に走る、そういうつもりで連
携してほしい、連携の上でバトンタッチしてあとは
知らないよということじゃなくて、バトンを持って
一緒に走ると言うつもりでやると上手くいくよとい
うことで、その言葉を最後に紹介してこのフォーラ
ムの締めとしたいと思います。本日は長い時間どう
もありがとうございました。


