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開 催 概 要

　児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加傾向にあり、子どもの生命

が奪われるなど重大な事件も後を絶たない状況にあります。児童虐待問題は社

会全体で早急に解決すべき重要な課題であり、虐待の発生予防、早期発見・早

期対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの切れ目のない総合的な支援

が必要です。

　厚生労働省では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と位置づけ、児童虐

待問題に関する社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報・啓発活動を実施

することとしています。　

　この児童虐待防止推進月間の取り組みの一つとして、国民一人ひとりが児童虐

待問題についての理解をより一層深め、主体的に関わりをもっていただくため、

「子どもの虐待防止推進全国フォーラム in おおいた」を大分県別府市で開催し

ました。

厚生労働省

主　催
大分県、別府市

共　催

平成25年11月16日（土）
10：00 ～17：00

開催日時
別府国際コンベンションセンター
B-Con Plaza（ビーコンプラザ）
大分県別府市山の手町12–1

会　場

670名

参加者数

趣　旨
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内閣府  文部科学省  

警察庁  最高裁判所

法務省  

  

（一社）日本こども育成協議会  全国児童家庭支援センター協議会

（一社）日本小児科医会  全国児童自立支援施設協議会

（公財）ＳＢＩ子ども希望財団  全国児童相談所長会

（公財）全国里親会   全国児童養護施設協議会

（公社）全国私立保育園連盟  全国情緒障害児短期治療施設協議会

（公社）日本医師会  全国自立援助ホーム協議会

（公社）日本看護協会  全国人権擁護委員連合会

（公社）日本産婦人科医会  全国地域活動連絡協議会

（公社）日本歯科医師会  全国乳児福祉協議会

（公社）日本助産師会  全国保育協議会

（公社）日本PTA全国協議会  全国保健師長会

（福）子どもの虐待防止センター  全国保健所長会

（福）全国社会福祉協議会  全国母子生活支援施設協議会

（福）日本保育協会  全国民生委員児童委員連合会

（社）日本社会福祉士会  全国養護教諭連絡協議会

（特）児童虐待防止全国ネットワーク  全国連合小学校長会

（特）チャイルドライン支援センター  全日本私立幼稚園連合会

（特）日本子どもの虐待防止民間ネットワーク  全日本中学校長会

NPO法人子育てひろば全国連絡協議会  日本子ども家庭総合研究所

子どもの虹情報研修センター  日本子ども虐待防止学会

全国家庭相談員連絡協議会  日本私立小学校連合会

全国高等学校長協会  日本私立中学高等学校連合会

全国国公立幼稚園長会  日本弁護士連合会

後　援
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プ ロ グ ラ ム

9：30	 　	開場・受付開始

「みんなの力で子どもを守ろう
  　ー子育て支援ネットワークの強化に向けてー」

10：30〜12：00	 　	基調講演 講師：川﨑	二三彦氏

・開会挨拶
・平成25年度児童虐待防止推進月間標語最優秀賞（厚生労働大臣賞）の授与

10：00〜10：20	 　	開会式

13：00〜15：30	 　分科会

●コーディネーター　山岸　治男氏（日本文理大学 教授）

●パネリスト　　　　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）

●コーディネーター　出納　皓雄氏（大分県児童養護施設協議会 会長）

●パネリスト　　　　安藤　哲也氏（NPO法人タイガーマスク基金 代表理事）

　　　　　　　　　　河野　洋子氏（大分県こども・女性相談支援センター（中央児童相談所）主幹（里親担当））

　　　　　　　　　　山縣　文治氏（関西大学人間健康学部 教授）

［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。

［概要］	社会的養護の今後の課題である、家庭養護の推進と自立支援の強化などについて、
各機関の実践報告と今後の展開を議論する。

第１分科会　「虐待防止のための地域の取り組み」

第２分科会　「虐待を受けた子どもの社会的養護のあり方」
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●コーディネーター　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）

●パネリスト　　　　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））

●コーディネーター　藤本　　保氏（大分県医師会常任理事）

●パネリスト　　　　大江　洋美氏（一般社団法人　大分県助産師会）

　　　　　　　　　　佐藤　拓代氏（地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立母子保健総合医療センター企画調査部長）

　　　　　　　　　　豊田　まり氏（別府市健康づくり推進課主任）

［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。

［概要］	児童虐待を防ぐための、育児不安を持つ親に対する早い段階からの支援や、母子保
健との連携について、実践報告と今後のあり方を議論する。

第３分科会　「育てにくさを感じる親への支援」

第４分科会　「虐待防止のための母子保健のあり方」

鉄輪からの湯けむり

各コーディネーターに分科会ごとに内容を報告していただき、全体のまとめを行
いました。
●司　　 会　山口　正行氏（大分県福祉保健部こども子育て支援課長）

●報  告  者　第１分科会：山岸　治男氏　第２分科会：出納　皓雄氏
　　　　　　	第３分科会：五十嵐　猛氏　第４分科会：藤本　　保氏
●オブザーバー　川鍋　慎一氏（厚生労働省雇用均等・児童家庭局 総務課 虐待防止対策室長）

15：50〜16：50	 　	全体会

16：50〜17：00	 　	閉会式

4



№ 団体・組織名称
事務局の所在す

る都道府県
主な活動内容

1

日本子どもの虐待防止民間
ネットワーク

（加盟団体：認定NPO法人
CAPNA（子どもの虐待防止
ネットワーク））

愛知県

全国　子育て・虐待防止ホットライン　
　ナビダイアル：0570-011-077
　メール相談：http：//www.jcapnet.jp/
　全国の加盟団体が各地で、子育てや虐待に関する悩みの電話相談・メール相談を行っています。

2 児童虐待防止全国ネットワーク 東京都 子ども虐待防止オレンジリボン運動の啓発

3 国立青少年教育振興機構 東京都
当機構が実施する「全国青少年相談研修集会」は青少年の健全育成や青少年の相談事業に携わる者が一堂に会
し、協議等を通して、指導者としての資質及び専門的な知識・技術を高めるとともに、団体間の連絡協力の促
進を図ることを目的としており、今年度で30回目をむかえます。

4
全国児童家庭支援センター協
議会

愛知県

児童家庭支援センターは、児童虐待や不登校、近年では発達障がい児等に対するケアなど、専門的援助が必要
な子ども家庭に対し、早期に支援を展開して、市町村機関の子ども家庭支援をバックアップする児童福祉の専
門支援機関です。様々な子どもや家庭の問題について、ソーシャルワーカーや心理療法士などの高い専門性と
地域の福祉資源とを組み合わせて有効に機能させる役割を担っています。

5 日本子ども虐待防止学会 東京都

1994年の発足当初から、子どもの虐待を防止するための実践や法制度のあり方について検討を続けてきてお
り、また、政策提言等も行ってきた。年に1回、各地で学術集会を開催し、研究や実践の成果を交流している。
来年9月14日～ 17日に、国際子ども虐待防止学会との共催で国際学会を名古屋市で開催する。わが国の経験
を世界各国の研究者、実務家、行政担当者等と共有するとともに、諸外国の知見や経験を学び、今後の子ども
の虐待防止のあり方を検討する予定である。

6 内閣府 東京都 児童ポルノ排除に向けた国民運動の推進

№ 団体・組織名称
事務局の

所在する市
主な活動内容

1
りんくるナース
stepping room さんりん花

大分市
看護スタッフと保育スタッフがチームを組んで産前からのナーシングケアを行っています。医療機関や福祉関係の諸
団体と連携し、お子様に障がいや御病気のある方、お父様お母様に障がいや御病気のある方の、サポートを重点的に行っ
ています。御家族の日々のくらし方に寄りそえるサービスをテーマにしています。

2 別府子ども福祉塾 別府市
①地域の様々な機関の連携・協働
②虐待の予防と早期対応のためのケース研究とスキルアップ講座

3
公益財団法人
童心会　童心児童館

中津市
◦学校と連携をとって地域をうろつく児童等を児童館に遊びに来るように指導する。
◦ 「どうしん児童館へ遊びに行こう」といつも足を向けてもらう為、学校の長期休暇には、夏は草スキー、冬

はスケートと行事をくみ、地域にて募集している。

4
一般社団法人　
大分県助産師会

大分市

5
子育て支援センター
にじのひろば

別府市
ホームスタート事業

6 花母巣の里 大分市

「花母巣の里」は、様々な問題を抱える子どもたちに、できるかぎりの必要な支援を提供したい、という想いをひ
とつの形にしようと発足した団体です。今後、子どもたちを輝く未来へと送り出す道を拓くための一助となってい
くことができれば幸いに思います。
今回は縁あって、児童虐待防止を訴えて全国をランしていらっしゃる甲斐英幸氏の講演会を主宰させていただくこ
とになりました。甲斐氏のこれまでの足跡をパネル展示によりご紹介させていただきます。

７
別府大学短期大学部
初等教育科

別府市

「学生による子育て支援活動」
別府大学短期大学部初等教育科では、学生の自主参加による研究会活動が活発に行われています。研究会では
保育現場や子育て支援センター等を訪問し、人形劇や紙芝居、パネルシアターやオペレッタ、エプロンシアター
などの公演をしています。また、毎年、学園祭と同時開催の「わくわくフェスティバル」には、多くの地域の
親子が来場します。親子が共に楽しめるイベントや子ども達に児童文化を伝える活動を通して、子育て支援の
大切さや喜びを学んでいます。

８
ＮＰＯ法人
アンジュ・ママン

豊後高田市
◦地域子育て支援拠点事業　◦思春期赤ちゃんふれあい事業　◦ファミリーサポート事業　◦病後児保育事業
◦家庭支援スタッフ訪問事業（ホームスタート）　◦昭和の町で子育てひろば事業　◦プレママ・プレパパ事業
◦男性の育児参画推進事業　◦豊後高田市子育て情報サイトいいＫＡＭＯ

９ 大分県医師会 大分市

妊産婦の持つ育児不安の解消のため、産婦人科医と連携して小児科医が育児に関する保健指導を行う。平成
13年度の厚労省のモデル事業としてスタート。その後、独自の事業に移行し、年１回、事業推進委員会にお
いて事業の改善について検討を重ね、現在に至る。
月１回の合同専門部会では、小児科・産婦人科医師、行政の保健師、児童相談所専門員、精神科医師等が参加
して、支援の必要な妊産婦の事例検討を行い、支援策を講じている。

10 ホームスタート・やしの実 豊後大野市

ホームスタート・やしの実は、子育てしているママと家族をサポートします。
「ホームスタート」とは、子育てに不安や悩みを抱えているものの、頼る人がいないというご家庭を、研修を
受けた地域の先輩ママが定期的に訪問し、親の不安や悩みを傾聴し協働して子育てなどを行う家庭訪問型子育
て支援です。

パネル展示
時間 会場11:30 ～ 16:00 エントランスホール

※申し込み受付順

※申し込み受付順

●全国規模で活動する団体による展示

●大分県内で活動する団体の展示

望まない妊娠・
出産などに悩む
人への相談体制

地域との連携
妊娠の悩み相談センター
　専門相談員（助産師）・産婦人科医会医師
　電話・メール・面接

望まない妊娠の背景にある問題解決の支援
⬇ ⬇ ⬇

➡
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ご あ い さ つ

6

「子どもの虐待防止推進全国フォーラム in おおいた」の開催にあたり、主
催者を代表いたしまして、ひと言挨拶させていただきます。

本日は、各地から大勢の皆さまにご来場いただき誠にありがとうござい
ます。

厚生労働省では、毎年 11 月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け、子
どもの虐待防止について集中的な広報啓発に取り組んでいます。本フォーラムはその一環として、平
成 17 年度から各地で開催しており、今年度は、ここ大分県別府市で開催させていただくこととなりま
した。

子どもの虐待は依然として深刻な状況です。
児童相談所が虐待事案として対応した件数は、平成 24 年度で約６万７千件と過去最高を更新してい

ます。また、虐待を受けて死亡するという、痛ましい事件も残念ながら後を絶ちません。
最も愛されるべき家族から虐待を受けるという事態は、子どもにとってこれほど過酷なことはあり

ません。このような深刻な事態を社会全体で受け止め、解決に向けて努力していかなければなりません。
今回のフォーラムは、「みんなの力で子どもを守ろう　子育て支援ネットワークの強化に向けて」を

テーマとして、虐待防止や子育て支援の第一線で活躍されている多数の専門家の皆さまによる、基調
講演と４つの分科会での議論が行われます。

虐待防止のためには、妊娠期から子育て期に至るまで、地域で安心して子育てができるよう、一貫
した子育て支援の体制を構築していくことが必要です。また、適切な支援を行うためには、行政機関、
学校、保育所、医療機関、子育て支援団体など、子どもに関わる地域の関係機関が有機的に連携して
いくことが不可欠です。

本日は、子どもの虐待を社会全体で解決していくための国民一人ひとりの関わり方や、地域におけ
る子どもと子育て家庭に対する支援のあり方等について、具体的なお話をしていただけるものと存じ
ます。

本フォーラムが、お集まりの皆さまにとって、虐待防止や子育て支援に関する理解を一層深める場
となるとともに、お住まいの地域での取り組みに活かしていけるような、有意義なものとなることを
期待しています。

最後になりましたが、本日ご参加いただいた皆さまとフォーラムの開催にご尽力いただいた大分県
及び別府市の関係者の皆さまに感謝を申し上げ、私の挨拶といたします。

厚生労働大臣政務官　赤石　清美
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開会にあたり、共催者である大分県を代表いたしまして、ひと言ご挨拶
を申し上げます。本日はこうやって県内外から多くの皆様方をこの大分県
にお迎えをして、「子どもの虐待防止推進全国フォーラム in おおいた」がこ
のように盛大に開催されますことを大変嬉しく、また心強くも思っており
ます。ただ今ご挨拶をいただきました赤石政務官には大変ご多用なところ
ご臨席を賜りまして、心より感謝を申し上げる次第でございます。本当にありがとうございました。

さて、大分県では、平成 21 年度から、「子育て満足度日本一を目指す大分県」というのを政策目標
に掲げて、さまざまな施策の推進に取り組んでいるところでございます。具体的に申し上げますと、
子ども医療費や保育料などへの経済的支援でありますとか、あるいはまた 24 時間 365 日フリーダイヤ
ルで児童相談、育児相談に応じる「いつでも子育てほっとライン」の開設でありますとか、あるいは
また男性の子育て参画の推進などに取り組むことで、子育てがしやすい環境づくり、そして、大分県
に住んで良かったと思えるような大分県づくりを進めているところでございます。

一方で、平成 23 年の 11 月にこの別府市において、４歳の男の子が母親の虐待によりまして亡くな
るという痛ましい事件が発生いたしました。この事件を教訓といたしまして、二度と同じような悲劇
を繰り返してはいけない、そういった決意のもとに児童相談所の専門スタッフをさらに増員いたしま
した。また、10 月からは別府市、中津市とのケースワーカーの人事交流も行っています。このように
県と市町村との連携強化を図る中で、関係機関が一体となったきめ細かな児童虐待に対する防止活動
の取り組みを強力に進めているところでございます。

子どもは社会の「希望」であり、人と人をつなぎ、また世代と世代をつなぐ、かけがえのない社会の「宝」
でございます。その「宝」を大切に守り、育てていくために、私たち一人一人に何ができるかという
ことを、ぜひこのフォーラムの場で真剣にお考えいただきたいというふうに思います。

本日は、児童虐待問題の研究や現場での実践において、第一線でご活躍をされている先生方を多数
お招きしております。ご来場の皆様方には、児童虐待のない社会を作るためのヒントを得ていただけ
るものと確信をしているところでございます。そして、本フォーラムを通じまして、子育て支援のネッ
トワークが、テーマにございますように、さらに大きく、さらに強くなっていくことを心から期待し
ているところでございます。

本県では「日本一のおんせん県おおいた♨味力も満載」ということをキャッチフレーズといたしま
して、温泉と食をテーマとした観光・ツーリズムの振興にも力を入れているところでございます。別
府や由布院など多くの温泉地を有しておりまして、源泉数、これが 4,471 ございます。また、湧出量に
つきましては、25 メートルプールが１日で 1,000 杯出る、そういった湧出量を誇っております。まさに
日本一でございます。ぜひ、この機会に、大分の天然自然や温泉、あるいはまた関あじ、関さば、豊
後牛などの海の幸、山の幸をご堪能いただければ幸甚に存じます。

結びになりますけれども、本日ご参集の皆様方のますますのご健康とご活躍を祈念いたしまして、
歓迎のメッセージとさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。

大分県知事　広瀬　勝貞（代読　二日市 具正副知事）
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みなさん、おはようございます。ただいまご紹介をいただきました、別府市長の
浜田と申します。本日は「子どもの虐待防止推進全国フォーラム in おおいた」が
御来賓並びに全国からお越しいただいた皆さん方をお迎えして、ここ別府市で開
催されるということにつきまして、心から感謝と歓迎を申し上げたい、このように
思っております。とりわけ今日はわざわざ、青森県出身と聞きましたが、厚生労働
大臣政務官赤石清美様、おいでいただきました。本当にありがとうございます。来るなり私は赤石様とお話を
させていただきました。もちろん、女性局、児童虐待の問題等には大変造詣の深い方でございますが、来るな
りですね、温泉のお話をしていただきました。別府は温泉だねということでですね、私は今、温泉所在都市の
協議会全国市長会の会長をさせていただいておりますので、温泉所在都市の抱えている問題、大変関心を持っ
ていただいて、温泉の問題、ホテル・旅館の耐震化の問題、更には地熱発電発祥の地ですが、そういう地熱発
電、湯けむり発電、これは今全国に別府から発信をしようということで頑張っています。そういったことについ
てもお話をいただいたので、私も本当に赤石さんに会えてよかったなと、是非温泉所在都市の議連に加盟をい
ただいて、是非また温泉所在都市に、いろいろな課題について御指導いただけたらと、この場で陳情させてい
ただきます。ありがとうございました。余談の話をさせていただきましたが、本当に今回は児童虐待に対する問
題、これは本当に社会全体で解決すべき重要な課題であると思ってます。国、県、市、はじめとして福祉、教育、
医療、関係する機関の連携が、これは不可欠であるというふうに私は実感しております。さて、当市での児童
虐待防止への対応、これにつきましては先程もお話がありました。この別府市で起きたという一昨年の死亡事
件、この４歳の男の子がね、別府に住んでいて、その時点で起こったということ、これに助けることができなかっ
た、気付くことができなかった、このことに猛反省をしてですね、やはり絆というもの、かかわりというものがい
かに大切なのかと、声掛けが大切なのかと、こういうことを実感したわけでありまして、こういった死亡事件の
教訓を活かして、その防止策の改善に向けて行政と官民共同でですね、一生懸命、対応を取り組んでいるとこ
ろでございます。その取り組みの一つとして、要保護児童対策地域協議会の中で発案されました勉強会、まさ
に別府子ども福祉塾、今日もたくさん会員の方がおいででございますが、その福祉塾はちょうど今事件から以
降２年目を迎えております。児童福祉にかかわる皆様の積極的な御参加、ボランティアで参加していただいて
おる方がほとんですが、そういう皆さん方が、毎回大変活発な議論が行われております。毎回集まるのがですね、
夜間でありながらも100 人以上集まってそういう議論を真剣にやっているという姿、私も何度か出席させていた
だいて、ほんと感動を覚えてます。それだけの起ち上がり、関心があるんだなという思いで感謝している次第
でありますが、この積極的な参加によりまして、毎回活発な議論が行われております。関係機関の皆様方とのネッ
トワークが強化をされておるというところであります。後ほどこの分科会の中で、その福祉塾の具体的な報告は
パネラーである松永先生からも報告があると思います。コーディネーターの山岸先生にもずっと日ごろからお世
話になっておりますが、そういった大きな分科会の中での議論がですね、本当に有意義な議論になることを心
から願っております。別府市としては湯けむりと温もりの中で子育てしやすい、こういう実感できる町を作りたい、
そういう意味でべっぷ子ども次世代育成支援行動計画の基本理念としているわけでございます。山、海に囲ま
れ温泉にも恵まれている緑豊かな自然の中で住民に最も身近な自治体として別府市が何をすべきかその役割を
しっかりと踏まえて、子どもと子育て家庭への支援のために関係する機関の皆様と連携を図りながら、地域全
体で支え合う、見守る政策を推進することで児童虐待の防止につなげていきたいという思いであります。結び
になりましたが、本日のフォーラムの開催で地域のネットワークがより一層強化されますように、そして子どもの
虐待防止、予防の意識の向上につなげることを心から祈念いたしまして歓迎の御挨拶とさせていただきます。

別府市長　浜田　博



平成25年度

「児童虐待防止推進月間」標語

　平成25年度「児童虐待防止推進月間」標語の全国公募を行い、7,770作品（有効応募

総数）の中から、厳正な選考を行った結果、次の作品が平成25年度「児童虐待防止推進

月間」標語（最優秀作品）として決定いたしました。

【最優秀作品作者】

伴
ばん

　美
みさ と

里	さん（愛知県）の作品

さしのべた　その手がこどもの　命綱

9
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社会全体で解決すべき問題

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

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

とぞご容赦ください。
さて、児童虐待防止推進月間は、確か 2004 年に

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

ところで、これらのポスターを眺めていて気づい
たのは、ここ数年、常に同じ言葉が書き込まれてい
るということです。それが何かというと、「児童虐

川㟢	二三彦氏講 師

基 調 講 演

みんなの力で子どもを守ろう
ー 子育て支援ネットワークの強化に向けて	ー

10：30〜12：00
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基調講演●

待は社会全体で解決すべき問題です」というフレー
ズです。

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

16世紀日本、大分

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

約百年前、わが国初の虐待防止活動

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

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

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

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

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

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

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

図2

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

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

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

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

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

に出ておりました子どもがいると思いますが、御存
じではありませんか」

これでわかりますよね。彼はもう、啓発活動をす

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

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

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

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

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

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

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

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

お初殺し

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

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

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

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

かやでら

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

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

救世軍の児童虐待防止活動

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

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

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

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

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

岩の坂貰い子殺し事件

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

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

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

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

戦前の児童虐待防止法

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

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

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

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

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

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

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

児童福祉法の根本原理

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

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

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

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

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

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

児童虐待の通告

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ネットワークについて考える

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

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

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

虐待する保護者の意識

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

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

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

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

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

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

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

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

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

子どもの意識

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ネットワークはなぜ必要か

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

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

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

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

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

図11
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きません。何しろ、終結どころか援助の開始だって
不要だと思う方が多いわけですから、当事者との合
意だけに頼れば、深刻な事態を招きかねません。し
たがって、家族の困り状況とか子どもの様子などに
応じて、多機関がさまざまな形で自らの役割を果た
していく必要がある。経済的に困窮しているとか、
生活保護の受給世帯であれば福祉事務所にもかか
わってもらう必要があるでしょうし、親御さんに精
神疾患があれば、医療機関や保健師さんなどの協力
も求めなければならない。そういうさまざまな方が、
多方面から情報を出しつつリスク判断に加わり、援
助の過程でも役割を発揮する、終結する時にもいろ
んな見方を総合して結論を出していく。こんな形で
取り組んでいかなければ、間違いも生じ得るのが児
童虐待の問題ではないでしょうか。そのためには、
どうしても必要になってくるのがネットワークです。

要保護児童対策地域協議会

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

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

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

協議会運営の留意点

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

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

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

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

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

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

みんなの力で子どもを守ろう

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

微力は無力ではない

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

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

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

＊
これで、「子育て支援のネットワークを強化し、み

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

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

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

ご静聴ありがとうございました。
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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
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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
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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。
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出納 皓雄氏　どうも皆様
こんにちは。只今ご紹介
いただきました大分県児
童養護施設協議会の会長
を務めております出納と
申します。本日は慣れな
い椅子に座っておりまし
て今日１日の進行が上手くいくかと大変不安に思っ
ておりますけど、ご出席の方のご協力もいただきま
して宜しくお願い申し上げます。今日はこの虐待を
受けた子ども、既に受けてしまった子ども達のこれ
からの社会的養護のあり方というのがこの分科会の

テーマでございます。できるだけ現実具体的に沿っ
た所で今日のパネラーの方々のご意見をいただける
と思いますが進行として、今日は３人の方々にお一
人 20 分ずつくらいのご意見をいただきまして、そこ
で５〜６分の休憩を挟みましてその後討論に入りた
いと思っております。どうぞ宜しくお願い致します。

私は今日はコーディネーターの立場ということな
んですけど、ただお三方のパネリストと若干足場が
違いまして児童養護施設という所の立場から若干社
会的適応の在り方についてのご意見を申し上げてそ
れからパネリストのご意見を頂戴したいと思ってお
ります。ご存知のように今日集まられた方のほとん

概　要

社会的養護の今後の課題である、家庭養護の推進と自立支援の強化などについて、各機関の実践報
告と今後の展開を議論する。

虐待を受けた子どもの
社会的養護のあり方

コ ー デ ィ ネ ー タ ー

パ ネ リ ス ト

出納　皓雄氏　（大分県児童養護施設協議会 会長）

安藤　哲也氏　（NPO 法人タイガーマスク基金 代表理事）

河野　洋子氏　	（大分県こども・女性相談支援センター（中央児童
相談所）主幹（里親担当））

山縣　文治氏　（関西大学人間健康学部 教授）

第 ２ 分 科 会
13：00〜15：30
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どが関係のある方ばかりでございまして改めてこの
虐待ということの中身の説明とか良くできないと思
いますが、年を追って虐待の通告件数は増える一方
でございます。国としても社会的養護の数は減らな
いという状況になっておりまして、私たち児童養護
施設の今後の在り方として小規模化、そして地域分
散化ということは課題として挙げられております。
しかしながら現行の制度の政策の中で私達の児童養
護施設が課題に対応してゆくというのは大変な困難
が今後も予想されます。現在大分県には９つの施設
がありますがその内８つが課題を終えまして、残り
の１施設も 27 年度までには小規模化して新しくス
タートするということで一斉にスタートラインには
並ぶことができるようになっております。

また今後の状況の中において新たな政策の中身も
消費税の動向如何によってかなり中身が変わってく
るように思いますが、社会的養護を必要とする子ど
もが年々難しくなってきているということ、入って
くる子どもたちの一人ひとりを見ていましても危惧
する所が非常に多い、そのような子どもたちの養護
に関して本当に自信が持てるのかというとそうでも
ない現状があります。本来大人と子どもの関係とい
うものは子どもの要求や欲求を大人がそれを満足さ
せ場合によってはその過大なる要求や欲求に対して
は制限をするというのが本来の正しいかどうかは分
かりませんが大人と子どもの関係性だと思います。
虐待というのはこの関係が全く逆になっているとい
うことです。そう言うと虐待の関係が理解しやすく
なると思います。大人の要求や欲求を子どもにぶつ
けてそしてそれによって自分の気持ちを満たしてい
るという全く逆の関係にある訳です。子どもたちの
要求や欲求を基本に成立する関係が正しい関係だと
思いますがなかなかできないケースが多い。従いま
して児童養護施設に入っている子どもたちには毎日
の生活を元の正しい状態に戻してゆくことから始ま
る訳です。しかしながら現場での最大の悩みは虐待
を受けて入所して来た子どもたちがそこで何年かの
生活を経て社会に出てゆくときにはその問題の解決
がなにもできていないというのが今の現状です。子
どもたちの自立支援に今のところ十分な手が届かな
い中、職員達が懸命に自立に向けて戦っているとい
うのが現状ではないでしょうか。

後に又意見を述べる時間もあると思いますが最後

に大分県の自立に対しての取り組みについてお話を
させていただきたいと思います。２年前に立ち上が
りました児童養護施設を中心とした子どもたちの自
立に関してアフターケアセンターイン大分というの
が立ち上がりました。発足当時から３名の職員が常
駐して今年からはあと２名の職員が追加されまして
現行５名で施設の子どもたちの自立に向けて生活の
プログラム作り又は就労支援ほか、ありとあらゆる
問題に真剣に取り組んでやっております。施設に入
りましてからのインケア、リービングケアからアフ
ターケアまでのケアの連続性、どこで途切れても子
どもたちは中途半端な形になります。相当な高齢に
なるまで追いかけなければその成果がなかなか問わ
れないという今の社会の中では、自立ということが
児童養護施設の機能が、これまでの保護の機能から
子どもたちの自立に向かってということになりまし
た。しかもその対象はほとんど虐待を受けた子ども
たちです。こうした取り組みについて後々色々ご質
問やご意見が出ると思いますが児童養護施設からの
社会的養護の取り組みについてお話をさせていただ
きました。ここからは恐れ入りますが安藤さんの方
から宜しくお願い致します。

安藤 哲也氏　改めまし
てタイガーマスク基金の
安藤です宜しくお願い致
します。タイガーマスク
基金、2011 年の３月に立
ち上げた NPO 法人です。
昨年度法人認証を受けて
法人格でやっております。このタイトルにあります
ように「自分の子どもだけが幸せな社会は無い」と
いう思いでやってます。僕も３人の子どもの父親で
すが子どもの通う保育園や学童クラブに関わる中で
多様な家庭、困っている子どもを沢山見てきました。
そうした体験がこの活動に繋がっています。

タイガーマスク基金は 2012 年に設立。その前身
としてファザーリング・ジャパン（FJ）という父
親の子育て支援、自立支援を展開する NPO を 2006
年に立ち上げています。絵本の読み聞かせの活動も
10 年前からやっていまして、普段は図書館とか自
治体の公民館とか小学校、保育園でやりますが数年
前に東京の児童養護施設で読み聞かせをやってその
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時にこの社会的養護、児童福祉の問題を知りました。
全然知らなかった世界です。その後勉強する中でこ
れまでの支援の在り方、公的支援の薄さを憂いてこ
のタイガーマスク基金を立ち上げました。コアメン
バーには僕のようにこれまで児童福祉に全く関係の
ない人間もいますし一方で施設の施設長さんや自立
援助ホームのホーム長さんも入ってます。彼ら専門
職の方から色々現状を聞きながら、多様な支援の仕
組みを考えています。顧問には茨城県高萩市長の草
間吉夫さんに入ってもらっています。草間さんも生
後３日目に乳児院に預けられて 18 歳まで児童養護
施設で暮らしていました。「僕は税金で育てられた。
だから恩返しをしたい」ということで政治家になっ
て現在市長をやっていらっしゃいます。

そして名誉会長に漫画タイガーマスクの原作者の
梶原一騎先生の夫人の高森篤子さん。３年前に児童
施設にランドセルが送られるというニュースが全国
に流れました。それを見ていた高森さんが「これは
夫の遺志だ。私も何かやらなければ」と思われたそ
うで、タイガーマスクの出版元である講談社に相談。
たまたま講談社の社員に FJ のメンバーがいて僕を
繋いでくれたんですね。すぐ梶原先生のご自宅に駆
けつけて事業計画書を見せたら「安藤さんいっしょ
にやろう」って高森さんが言ってくれて、そこで多
額の寄付をいただいてそこからタイガーマスク基金
はスタートしています。ですのでこのマーク、名前
を使えるのはうちだけなんですね。でもこれが効く
んです。特に 50 代前後の男性達には「タイガーマ
スク」と言っただけで「ちびっこハウスだよね！」
という話になります。アイコン化されたこのマーク
が僕らの最大の武器でもあります。

事業目的は社会的養護の中で暮らしている子ども
たちへの自立支援、特に寄付を集めて大学に行きた
い子の進学支援をやっています。他のテーマを専門
でやっている NPO とも繋がっていますので切れ目
の無い支援で子どもたちを育てるサポートをしたい
と思っています。事業理念も「可哀相だから支援を
する、お金をあげる」のでは無くて、人生の可能性
といったものを色んな人達と共に子どもたちに伝え
ていけるような活動をしたいなと考えています。寄
付をして下さる方にも、１回きりではなくその子が
本当に自立するまで見守って欲しいし、施設を出た
後でも何か困っていたら手を差し伸べて応援して

やって下さいということを伝えています。
一方、川の流れで言うと社会的養護は「川下」の

問題だと僕は思うんです。「川上」で起きているこ
と、つまり川上の問題であるところの児童虐待予防
の啓発事業も事業の中に入れています。一般の人達
にこの問題の本質をどう知ってもらうか。つまり社
会的養護や虐待の問題を福祉という「コップの中の
嵐」で終わらせてはいけないと思います。みんなで
考えてゆく、社会全体で応援していく、虐待も社会
の病理ですからこれを無くすために一人ひとり市民
が何ができるか。そういう意識と行動の変革をやり
たいので広報活動にも力を入れています。

この写真がうちの勉強会の風景なんすがどうで
しょうか。普通こういったテーマの勉強会をやると
集まるのはほとんど女性ですけど僕らが呼びかける
と半分以上男性が来るんですね。会社員、会社の社
長、男子学生とかも結構来てくれて、講師の先生達
も「ここは男性が多いねー。心強く思うよ」なんて
言ってくれたりします。

給付事業の詳細ですが、若者支援事業ということ
で今大学に進学したいという施設の高校生、子ども
達を応援しています。これは厚労省のデータですけ
ど大学の進学率が一般の子は今は 53.9% 行くんです
けど、施設の子どもたちはまだ 11% に止まってま
す。そういった状況を何とかしたい。つまり家庭の
状況によって教育格差が生まれることを何とかした
いと思いました。２年前から始めて過去２年の実績
は一昨年が 22 名、昨年が 30 名の子どもたちに給付
できました。まず大学に行きたい子どもたちに申請
をしてもらって作文を書いてもらいます。そして施
設長さんにも推薦文を書いていただいてそれを審査
会にかけます。そして受験で合格した子に返済義務
無しで 10 万円ずつをプレゼントしています。

これもお手元の資料に無いんですけどこの写真の
女の子が去年支援をした子です。このあいだ名古屋
で社会的養護のイベントがあって登壇しました。そ
の時に彼女が僕に会いたいといって連絡をくれて会
いに来てくれました。今は名古屋の大学に通って福
祉の勉強をしているそうです。大学１年生です。会
いに来てくれて本当に嬉しかったです。「君に差し
上げた給付金はいろんな人から全国から集まった善
意だからね。それを忘れないで勉強して下さい」っ
て伝えました。やはりお金を寄付するだけではなく
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てしっかり見守っていることを伝えるような支援の
在り方を考えていきたいなと彼女に会って本当に思
いました。

給付金の仕組みは今年度までは一括 10 万円の寄
付でしたが、行き詰って中退する子も多いという話
も多いので来年度からは卒業まで頑張ってというこ
とでバージョンアップしました。４年間で総額 30
万円を返済義務無しで給付するというモデルになり
ます。ひとりで 30 万円寄付してくれる方もたまに
はいますがなかなか難しいので、仲間５人で毎月千
円でできる仕組みを作りました。５人が毎月千円ず
つで４年間で 24 万円。それにタイガーマスク基金
から６万円プラスして 30 万円を贈るという仕組み
です。寄付金を銀行引き落としできる仕組みも作り
ました。先日、毎日新聞に掲載されたら事務局に問
い合わせの電話が増えてます。

タイガーマスク基金では勉強会を毎月のように
様々なテーマでやってきました。社会的養護の基礎
知識、施設のインフラや職員配置の問題、虐待や
DV の問題、里親のことなどなど。開催地はこれま
で東京、大阪でしたが来年度は是非九州でもやって
みたいなと思っています。

それから施設の子ども達への直接的な支援という
ことで、絵本の読み聞かせとか、最近はタイガー
BAND というのを組んで音楽を通してメッセージ
を発信します。ボーカルは紅白歌合戦に出たプロ歌
手の木山裕策さん。『home』という歌を歌ってます。
彼も４人の子どものお父さんで僕の考え方に共感し
てくれて一緒に活動しています。僕はギターを担当。
東京の施設での演奏が中心ですが、来年９月は名古
屋で開催される子ども虐待防止の世界大会にも呼ば
れていて出演することになっています。

後は個人の寄付も最近は低迷気味なので色々考え
て企業とのタイアップで寄付を集め基金を盛り上げ
ています。これ一例なんですけどサントリーとい
う飲料メーカーと組んで「タイガーマスク自販機」
を作っています。いわゆる募金付き自販機ですね。
ジュース、水、お茶を買うとそのうち何十円かが募
金にチャリンチャリンと寄付されます。CRM（コー
ズ・リレイテッド・マーケティング）という仕組み
ですね。現在、全国で 15 台設置になってます。九
州はまだゼロです。中小企業の社長さんが共感して
置いてくれたりするんですけど初期費用はゼロで

す。場所さえ貸していただければどなたでも置けま
す。児童養護施設でも置いて貰っているケースもあ
ります。置くと地域の色んなメディアが取り上げて
くれて「じゃあここに買いに行こう」みたいな動き
も出て来たりしてます。ここで貯まったお金が子ど
もたちの進学サポートの基金になってゆきます。色
んな形でお金を集めていきたいと思っています。

今日は虐待予防というテーマですね。ファザーリ
ングジャパンという所では父親育児の支援をしてい
ます。虐待をする６割は実母ですが、大事なのは育
児中のママを追い詰めないこと。FJ がやっている
プレパパ講座では、「育児ってこんなに大変なんだ
よ」って、子育て期のママたちの苦労を男性に教え
ます。また男性が育児休業を取ればママのサポート
をしながら子育ての苦労を理解します。だから男性
の育休取得推進の活動もやってます。今度 12 月に
北九州市でファザーリング九州という父親支援の総
結集したイベントやりますので是非大分からも来て
いただければと思います。

出納氏　どうもありがとうございました。後ほど又
具体的に色々お話しを伺いたいと思いますが引き続
きまして河野さん宜しくお願い致します。

河野 洋子氏　大分県中央
児童相談所の河野でござ
います。専任で里親担当
をしています。私からは
大分県でフォーラムが開
催される機会にこの十年
間大分県の社会的養護の
場で進めてきた家庭養育、里親委託について報告を
させていただきたいと思います。まず大分県の社会
的養護資源分布図をご覧ください。大分県の人口は
118 万人、児童数は 18 万７千人の地方の小さな県
でございます。要保護児童数が平成 24 年の 10 月現
在 509 人。全国では 18 歳未満人口に対する要保護
児童数は大体 0.2% と言われていますが大分県はこ
こに示しましたとおり 0.272 で若干全国平均より高
い状況です。児童相談所は中央と中津の２ヶ所あり
まして中央児相が大分県全域の８割くらいをカバー
しております。私が勤務しております中央児相管内
は高速道路を使って大体１時間位で行ける所がほと
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んどです。里親家庭は遠い所で片道１時間半という
所もありますので、訪問等は時間のかかる場合もあ
ります。

それから社会的養護の資源ですが乳児院は別府市
にある栄光園乳児院１ヶ所で児童養護施設は９ヶ所
です。児童養護施設は地域偏在です。大分市に２ヶ
所、別府市に３ヶ所、中津に２ヶ所というようにど
ちらかというと県の北部にあります。県南部の例え
ば豊後大野市、佐伯市には社会的養護の施設が無い
という特徴があります。情緒障害児の施設はまだ開
設されておりません。

続いて大分県の里親等委託率です。そもそも要
保護児童のうち里親やファミリーホームで暮らす
子どもの割合を、里親等委託率といいますが、平
成 15 年度はわずか５％でした。それ以前の平成 13
年、14 年度はいずれも 1.2% でとても低い状況でし
た。私は平成 12 年から中央児童相談所に勤務して
いるのですが、その頃、岩波のブックレットで「里
親を知っていますか」という本をたまたま読みまし
た。その本には、全国で里親委託が進んでいない
ワースト５に大分県が入っていると掲載されていま
した。未だにその本を持っているのですが、あの時
の衝撃は忘れられないです。それが平成 23 年度は
23.8%、それから平成 24 年度末は 27.8% ということ
で、現在はほぼ４人に１人が里親、ファミリーホー
ムで暮らしているという状況になっています。ちな
みに厚労省のホームページでは最近７年間の里親委
託率の増加幅の大きい自治体として、大分県は第２
位にランクされております。７年間で 16% 位上がっ
ています。第１位はお隣の福岡市です。福岡市も里
親委託に熱心に取り組んでいらっしゃって、７年間
で 20% 位アップしております。なお、この里親等
委託率は自治体で格差が大きいのが現状です。

ところで、よくお問い合わせを受けます。そもそ
も、里親委託を推進してきたきっかけは何ですかと
いうお問い合わせです。それは児童相談所という現
場での苦悩があったからとお答えしています。今日、
午前中の川﨑先生の話にも有りましたけど、平成
12 年に児童虐待防止法が施行されました。私、そ
の年に児童相談所に赴任したのですが、本当に毎日、
戦場の様な忙しさでした。次から次に虐待通告が来
る。虐待対応を行う中で、子どもを家庭に返せない
と判断した場合、つまり、子どもにどこか暮らす場

所を見つけなければならないという時に、選択肢の
乏しさを感じていました。当時は大分県内に児童養
護施設が 10 ヶ所あったのですが、その殆どが大舎
でした。まだまだ、職員の配置基準も今以上に充分
ではなく、どの児童養護施設も大変な状態だったと
思います。実際、児童相談所が子どもを一時保護し
て、アセスメントを行う、この子は安心・安全な場
で育て直しが必要だ、個別の対応でということを望
んでも施設では実現がむつかしいというジレンマが
ありました。それでも何とか施設は子どもを受け入
れて下さっていたというのが現状でした。私のケー
スで、本来は児童養護施設に措置することが適当な
子どもを夫婦小舎制で個別対応が可能だからという
理由で、期限付きでしたが児童自立支援施設に措置
した。そんな例もありました。

それから、虐待とか不適切養育を受けた子どもの
中には、集団生活に適応できない子どももいました。
先ほども話しましたが、個別対応が必要で小さな集
団で養育してもらいたいということを思っても、な
かなかそうした受け入れ先がない。結局児童養護施
設に無理を承知で預かってもらう。そして、同じ年
齢位の子どもが次々に措置される。半年後にその施
設を訪ねてみたら、まるで情緒障害児短期治療施設
の様な感じだった。こうした児童相談所のケース
ワーカーとして胸が潰れるような思いが何度も繰り
返されました。

それからもう一つは施設職員の疲弊です。児童養
護施設という過酷な勤務環境の中でバーンアウトし
て辞めていく職員も少なくなかった。児童相談所も
当時の職員数は今の４分の１位、私たちも児童養護
施設もきつかった。そしてなによりも家庭分離され
た子どもたちが本当に大変な思いをしていたという
のが、平成 12 年〜 13 年の状況でした。何か打開策
を考えなければと思いました。個人的には色々なケー
スとの出会いもあったのですが本日は割愛します。

さて現場で打開策を考える中で里親制度に関心が
向けられました。平成 14 年は国が里親制度を大き
く改革した年です。児童相談所にも里親に関する
色々な国の通知が届いていました。その頃、大分県
では里親委託は年間１例、２例という感じで細々と
行われていましたが、里親制度をもう一度勉強して
みようということになりました。その中で、里親制
度は子どもの最善の利益を確保するという子どもの
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権利条約に基づいた視点から見て有効な制度である
ことを確認できたことが、里親委託推進の取り組み
を振り返ってみると大きい点であったと思います。

これは、平成 14 年に中央児童相談所でとりまと
めた里親制度の有効性です。愛着形成が図られる、
子どもと養育者で１対１の関係が持てる、健全な家
庭モデルを知ることができる、子どもの生活の連続
性を確保できるという４点です。多少文言の違いは
ありますが、平成 23 年３月に国が示した里親委託
ガイドラインの内容とほぼ同じです。他県の児童相
談所では、里親委託ガイドラインが出たとき、「びっ
くりした」とか「こんなことができるのか」という
受け止めをした所もあったと聞きましたが、大分で
は「当たり前のこと。以前からやって来たことだ」
というように違和感なく受け止めました。

また、虐待を受けている子どもの中には慢性的に
軽度のネグレクト状況にあり、家庭状況の変化で一
時的に危機を乗り越えることが必要になってくる子
どもも少なくありません。大分県は児童養護施設が
偏在しており、どこで暮らしていても施設が利用で
きるという訳ではないので、そういう時に地域に里
親家庭があれば子どもの生活の連続性が確保できま
す。これは県下各地域に家庭がある里親ならではの
強みです。せめて、「中学校区」に里親家庭が一つ
でもあると良い、そうなれば里親家庭が地域の子育
てセーフティネットになるのにと考えました。

このように、平成 14 年度、委託率 1.2% の時に里
親委託の有効性を確認し委託を積極的に開始し、順
調に委託を伸ばして参りました。近年の委託伸び率
全国一の福岡市は行政と NPO を中心に市民と協働
で取り組んできたことが大きいと言われています
が、大分県の特徴は行政主導型と言えます。

さらに、大分県が里親等委託率を大きく伸ばして
来た理由は３つにまとめられます。第一に児童相談
所の体制整備が行われ、組織的に里親委託が推進さ
れたことです。大分県では児童福祉司の専門職採用
を行っていませんが、児童相談の経験を持つ者を
スーパーバイザーにして再度赴任させるなどして児
童相談所の専門性の確保に努めています。人員増も
行われました。これは、人事当局の理解があっての
結果だと思います。児童相談所の人が増えると丁寧
な里親支援ができます。今日お集まりの皆様方の中
には里親、ファミリーホームの方もいらっしゃるの

でちょっと申し上げにくいのですが、児童相談所か
ら申しますと一般市民を相手にする里親、ファミ
リーホーム委託は事務的な面からもマッチングなど
においても施設措置と比べて色々と手がかかること
は事実です。それは、児童相談所の人を増やしてき
たことで対応してきたと思います。また、色々な国
の制度を導入して里親支援が充実するように取り組
んできました。たとえば、全国でも珍しいと思いま
すが里親委託が解除された後の里親さんの心理的な
ケアもしたいということで、解除後フォロー訪問を
行っていますし、里親・里子の研修も充実させてき
たところです。本日、お越しいただいている山縣先
生にも平成 22 年に里親スキルアップ研修でご指導
いただいております。

二つ目は、市町村への継続的なアプローチです。
里親、ファミリーホームは施設と違って一般人です
ので必ず年を取ります。永続的に里親制度を運用す
るには、里親の確保が必要で、これにはいつも開拓
等を念頭にやっていかなければなりません。これを
大分県では市町村を通じて行ってきました。特に児
童養護施設等が無い地域、具体的には県南の佐伯市
では児童相談所から市の方に働きかけ、早くから市
の支援もいただきながら里親の開拓を行ってきた経
緯があります。また、里親さん自身にもピアカウン
セリングの場でもある里親サロンの運営を通じて、
自分たちが社会的養護の担い手であるという意識を
持っていただくことをお願いして参りました。さら
に、市町村の要対協の担当者の方にも里親関係の
様々な説明会においでいただいて、里親制度を知っ
てもらうことに努めて参りました。

それからもう一つ、全国でも初めてだと思います
が、里親登録証を作りました。これはある里親サロ
ンで要望があって作成したのですが、里親さんの社
会的な地位といいますか身分を公にするということ
で重宝されているようです。里親登録証にはいろい
ろ書いていますが、一番効果を発揮するのが公印で
す。特に、警察とか市役所とかで、公印の押してあ
る登録証を見せると「県からお墨付きをもらってい
る安心できる人」ということを相手に理解してもら
える様で里親さんにはとても好評です。

それから３点目、大分県の一番の特徴は、同じ社
会的養護の立場でこれまで長く関わっていただいた
施設の理解とご協力をいただいたことです。里親養
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育の強みは家庭ですが、家庭だけ、里親だけで社会
的養護の子どもを育てることができるかというとな
かなか難しい所もあるのかなあと。そういった点を
これまで長い経験と様々なケースを知っている施設
の方と一緒になって取り組んで来れた。これが大分
県の里親委託が伸びた最大の特徴ではないかと思っ
ております。大分県ではこの 10 年間、全国に先駆
けて児童養護施設では施設の小規模化やグループ・
ケア化が進み入所定員が減りました。要保護児童の
数は大きく減っていないので、減少した施設の定員
分が、里親委託に回ってきため里親委託は伸びてき
たのですが、これは施設の協力あってのことではな
いかと思います。

また、昨年度から国が里親支援専門相談員制度を
創設しました。全国的にはなかなか配置が進んでい
ないと聞いていますが、大分県では、里親委託推進
を始めた最初の段階から施設の協力を得ながら行っ
て来た関係で、本当に違和感なく施設から里親支援
専門相談員を出していただきまして支援を熱心に
やっていただいております。やはり支援には継続性
が必要です。お互いの信頼関係も必要です。里親支
援専門相談員の配置前は、正直なところ、里親や
ファミリーホームの支援をこれからも児童相談所だ
けでやっていけるのかという不安な点もあったので
すが、現在は施設による里親支援が積極的に展開さ
れており、心強いです。

平成 24 年度は、５施設・５名でしたが、今年度
はさらに増えまして８施設・８名の体制となりまし
た。県を大きく４つに分けてそれぞれの地域で担当
制を敷いています。担当地域の里親支援専門相談員
は訪問や電話、里親サロン等への参加など様々な機
会を通じて信頼関係を築き、支援を行っています。

このスライドは、昨年度、里親支援専門相談員が
里親家庭の訪問を始めた頃の感想です。里親と施設、
お互いを解かっているようでやっぱり解かっていな
かったんだなと感じました。施設の先生方は、里親
家庭には比較的育て易い子どもが委託されていて、
施設には育てるのが難しい子どもが措置されている
と思っていらしたようです。ところが、実際ファミ
リーホームや里親を訪問してみたら「こんな大変な
子が委託されていたのか。自分達と抱えている問題
は一緒だ。社会的養護の土俵は一緒なので、今後協
働して子どものためにいろいろなことをしなけれ

ば」ということを感じて貰えた。私は施設と一緒に
里親支援を行っていく中で、一番解って貰いたい所
を解って貰えたという感じで、すごくありがたいと
思いました。

実際、中央児童相談所のこの３年間のデータでは、
虐待を主訴として一時保護などの介入を行ったケー
スのなかで３分の１位は里親、ファミリーホームに
委託されています。虐待を受けた子どもでも家庭養
育の場で育て直しが行われている現状があります。

最後に乳幼児の里親委託と養子縁組についても触
れたいと思います。子ども虐待による死亡事例等の
検証を見ると０日０ヶ月の子どもさんの死亡という
のもあります。虐待防止の観点からも、国は、必要
な子どもには積極的に養子縁組を検討するようにと
進めていますが、大分県の場合、子どもの最善の利
益を確保するという理念に基づいて里親委託をやっ
てきましたので、特別に赤ちゃんだからと意識する
ことなく、里親委託、養子縁組を行っています。必
要に応じて出生前相談も受付けて委託や養子縁組に
つなげ、不幸な死亡が出ないようにしています。

これは厚労省のホームページから引用した赤ちゃ
んの措置先のデータです。大分県では、乳児院と里
親への委託は 19 人と 19 人で１対１ですね。子ども
の状態に応じて、里親と乳児院を子どもの事情に応
じて使い分けています。ところが、他県では赤ちゃ
ん、特に新生児に至っては絶対里親に委託しない県
もあります。それについては色々な事情があるよう
ですが、子どもの状況に応じて赤ちゃんであっても
里親委託、養子縁組が必要な子どもさんは積極的に
行っても良いのではないかと思います。

ちなみにこの表は、過去 10 年間の大分県の養子
縁組の成立数ですがこの数、実は多いといえます。
特別養子縁組といって法的により強い親子関係が結
ばれる事例は、全国で年間 350 件位しか成立してい
ません。大分の人口規模からいくと 350 件だったら
大分では３件位成立すれば普通ですが大分県は平成
23 年度は５件、平成 24 年度は７件、これは児童相
談所があっせんした子どもだけですが、かなり成立
させています。これも大分県が養子縁組も含めて、
積極的に里親委託に取り組んできた一つの表れでは
ないかと思っております。

最後に、取組のまとめです。里親委託、家庭養護
を進めてきて、最も良かったことは子どもの家庭分
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離時の選択肢が増えたことです。児童養護施設等で
あれば子どもにとって９通りの選択肢しか無かった
のが、里親家庭が 130 組あることで子どもの選択肢
がその分増えた。児童相談所に来る子どもの状態や
家庭環境は様々です。子どもの状態、子どものアセ
スメント結果に沿った家庭分離先、家庭養護の場が、
今後も里親委託を進める、里親家庭を増やすことで
増えていくのではないかと思います。以上私からの
報告を終わらせていただきます。

出納氏　どうもありがとうございました。それでは
最後に山縣先生お願い致します。

山縣 文治氏　紹介いた
だきました山縣です。安
藤さんの話の中にですね

「川の中流、下流の問題で
は無く、川の上流から考
えていかなければいけな
い」という話がありました。
コーディネーターの出納先生を始め今までのお三方は
川の中で藻として、石として必死に頑張っておられる
方々だと思って話を聞いていたんですけど、私は対岸
からのんびり評論家の様な生活をしております。今
日もなかなか具体的な事例までには入っていけない
かと思います。自己紹介の追加をさせていただきま
すと、子どもを二人とも乳児院とか里親に預けた経
験があります。「自分が利用できない様なサービス
は必要ない」という立場で、利用して分かることが
あるのではないかと思いまして利用してきました。
大学を出た後、児童養護施設の児童指導員を５年間
だけでしたが経験があります。最近では大阪、兵庫
を中心に家庭養護促進協会という里親や養子縁組の
推進をしている団体のお手伝いもさせていただいて
います。また、九州の方は良くご存知ではないかと
思いますが、熊本にある「コウノトリのゆりかご」（新
聞、テレビでは残念ながら赤ちゃんポストと言って
ます）の検証にも関わらせていただいています。

ここ 10 年間で、国際的に大きな動きがありまし
た。国連の子どもの権利条約あるいは権利委員会の
動きです。日本の社会的養護のあり方についても、
いくつかの注文が具体的についています。

これらで、一体何が日本の課題になっているのか

ということを、私なりに整理してみました。一つ
は、「これからの社会的養護は在宅福祉、地域福祉
を中心にして下さい」という風なことが書かれてあ
ります。具体的には何かと言いますと、できるだけ
施設とか親子分離にならない状況を作って下さい。
先程の安藤さんの川上理論ということになります。
ショートステイなどもそこにあるでしょう。これら
を含めて在宅型サービスの強化です。施設、里親に
保護するというのは２番目、３番目の話なんですよ
というのが繰返し書いてあります。二つめは、親子
の分離を図る場合でも、「まずは家庭養護（里親、
養子縁組など）が先ですよ」ということが何度も書
かれています。三つめには、「施設についてはでき
るだけ小さくして下さい」ということが、これもま
た繰返し書かれています。四つめは、「親子の分離
については、できるだけ短期にして下さい」と書か
れています。家に帰す努力をしましょうということ
になるかもしれません。その為には、家族関係の再
構築施策を強化して下さいということです。

これが今の日本の置かれている状況ですね。「そ
んなこと関係ない。国連がどう言おうと、日本には
日本のやり方がある」という声も時々聞こえてきま
すが、子どもの権利条約に基づいての指摘ですから、
批准している国は、これを拒否することは、なかな
か難しいということになります。

その結果、国はこの指摘への対応を図ることにな
りました。

まず言葉遣いを変えました。つい最近まで里親の
ことを家庭的養護というふうに呼んでいました。こ
れからは里親やファミリーホームを家庭養護と呼
び、施設も家庭的養護化することです。そのため
に、施設は、グループホームや小規模ケアにして
いくということです。この話は施設現場の方にも、
又里親さんの方にも伝わっているのではないかと
思います。それが今、日本では９対１くらいです
が、十数年かけて、家庭養護が１、グループホー
ムが１、小規模化した施設が１にしていこうとい
うことです。里親さんの所は１対１で変わらない
様に見えるかも知れないけど実は３倍にしましょ
うということになります。１割対３割ということ
になりますので３倍にしましょうという目標値を
立てたのです。先程の大分県の河野さんが示され
た全国の数字を見たらなかなか大きな課題だとい
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うことがお分かりいただけると思います。何れに
してもこの形にしてようやく国連が権利条約違反
と言わないかどうかが分からないというレベルです。
取り敢えず、先進国の最低レベルの所にようやくたど
り着くという感じの数字です。

社会的養護を今後どうするか。私の個人的考え方
も重ねてですが、やっぱり里親やファミリーホーム
を増やす努力をしないといけないだろうということ
なんです。先程言いましたように。大分ではそれに
成功しておられますが私たちが大阪、京都で取り組
んできた経過で言うと難しいです。なかなか増えま
せん正直。そこをどうするのかということなんです
けど、社会の継続的支援、市町村レベルの開拓、今
まで県中心で開拓をして来ました。人口が少ない県
はまだ行けるのかもしれませんが東京とか大阪の都
市部で言うと県レベルで開拓をしようとしても住民
の顔が見えません。分からないんです。どこに可能
性があるかが。市町村レベルでの開拓、措置まで市
町村ということを主張している訳ではありません。
開拓する可能性のある人達を市町村レベルで開拓し
て行く方向転換をしなければならないのではないか
というふうに思っています。

もう一つは施設の方にもお子さんが３分の１、グ
ループホームを含めるとは３分の２残っている訳で
すからその環境も良くしないといけない。施設の小
規模化、子ども一人ひとりを大切にできる環境、そ
れは職員の増であったり生活空間の改善であったり
職員の質の向上、職員等による虐待があったらもっ
ての他ということになるわけです。一人ひとりを大
切にする施設側の改善もしていかないといけないで
しょう。

３つ目ですけど里親を良く知ってもらい社会の意
識を変える。先程里親の方は簡単なお子さんが行っ
ているんじゃないかというお話が、「大分では違い
ますよ」ということでしたが、全国的に見ると若干
里親の方が軽い可能性があります。たとえば虐待を
受けた子どもが里親に行っている場合と、施設にい
る割合は圧倒的に施設の方が高いです。実情によっ
ては里親に出しにくい、発達障害の重いお子さんと
かそういう部分が施設の方に残る傾向があるのは、
全国平均の事実だと思います。都道府県間で違うと
いうのは分かった上です。里親さんに対する誤解も
解く必要があります。実親さんの中には、「里親に

行ったら自分の子が取られるのではないかとか。施
設だったら、了解するけど里親はいやだ」という方
もいらっしゃいます。そう言う部分の誤解ですね。

里親を支援する文化作り。アフターケアを大分で
やってますよという話がありましたがその所ですね。
このあたりは、民生児童委員さんにも期待していま
す。民生児童委員さん全国にいくらくらいいるかご
存知ですか。30 万人くらいいらっしゃるんですよ。
山縣流計算で言うと、民生児童委員さん 10 人が１
人の里親探したら施設は要らなくなります。そんな
に単純では無いんだけど数字上はそうなる。ものす
ごく難しい話じゃないと思っていたけど、実は置き
換えてみるとひょっとしたら可能性があるかもしれ
ない。その中に短期の人もいて良い訳ですからそう
言う形でもう少し変えることができないだろうか。
それはおそらく市町村単位でやらなければそういう
発想にはなれないだろうということなんですよね。

次の大きな課題として、「家族をもう一回作り直
す努力をして下さいということを言われています」
という話をさせていただきます。これも単純では無
くて、家族というのは問題が発生した場所なんです
よね。虐待が起こった場所なんです。そこにどうい
う状況になったら帰せるのか。家族が要因となって
虐待が発生している。それは保護者だけでは無くて、
きょうだいによる虐待とか。虐待を受けた子どもが
追い出されて、虐待をしたものが家に留まってしま
う。DV でもよく起こる話ですが、普通で言うと逆
のような気がします。虐待をされた方が逃げないと
いけない。そういう援助の仕方は恐らくどこかで変
えないとそう簡単にうまくいかないなあと。

一方でマイナスのことばかり言っていたら家族再
構築はできません。家族は、解決の資源にもなりう
るという視点です。そこを強化する、強みをどう出
してゆくのか。解決資源としての家族という見方、
そこで子どもは生活してゆく訳ですから、生活の一
員としてその子が存在をしていることを受け止めて
ゆく家作り、問題を解きほぐす所から始まり、有効
な資源に変化させるということです。これも単純で
はありません。短期ケアというけど、これだってか
なり難しいよねと思っています。だから諦めよとい
う訳ではありません。

ならどうするかということです。家族は非常に多
様だということですよね。子どもから見た家族と社
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会制度上の家族がずれている。これも施設の方はよ
くご存知だと思います。どこまでを家族と思ってい
るかということと、法律や制度がどこまでを家族と
しているかというのはずれていると思います。家族
との距離感、家族再統合、親子関係の再構築という
のも、初期は家に帰すことを中心にする人たちがい
らっしゃいましたけど最近は距離感ではないかと、
上手に家族と付き合うというやり方が再統合、再構
築ではないかという考え方、私はこの方がしっくり
いっています。

思春期以降に入所した子どもたちは、そう簡単に
家に帰せないのではないか。どう家族と付き合うか。
いずれ大人になったら施設を利用してない子どもた
ちでも距離を持って暮らして行く訳で、多くの子は
ずっと家で一緒に暮らす訳ではない。遅く入って来
れば来る程そのイメージで良いのではないか、返す
よりも距離を保つ生き方ですね。心の傷つき度の多
い子どもたちを帰す方向で早めに着手すると、恐ら
く子どもはその施設なり里親が信頼できなくなるの
ではないか。ようやく安心できる場所を探してくれ
たと思っていたら「帰す」ということを言われてしま
うわけですから。そういう所を考えた距離感ですね。

また里親に措置変更した場合の問題ですね。先程
のコウノトリのゆりかごのお子さんが、里親や施設
に来ると、緊張感がただよう可能性もあります。「い
つもと同じ例と一緒で良いんですよ」と言いますけ
ど、やっぱり引っ掛かりがありますよね。ゆりかご
から来たお子さんに「あなたを殺したくなかったか
ら、お父さんお母さんはあなたをゆりかごに入れて
来たのよ」って言えるかと、簡単に言えないだろう
と。ゆりかごの意味を知った途端に子どもはやっぱ
り捨てられたと思うんではないかと、施設、児童相
談所に直接来る以上に捨てられた感が強くなるんで
はないか、そう感じられる方もいらっしゃるような
気がします。

そういう意味では大分が施設の支援担当者含めて
やっておられる取り組みは非常に参考になりまし
た。子ども自身が形成する家族イメージ、先ほど言
いました家に戻すだけでなくて自分が家族の主体に
なってゆく、親になってゆくそういうことなんです
けど。施設中心で育った場合、家庭というのは分か
り辛いと子どもから聞くことがあります。里親さん
の場合は家そのものですから、季節感もあるし家の

中で夫婦も喧嘩するし、色んなことが起こってゆく。
それを経験するわけです。私が出会った子どもの中
で、冬場になると家を出るとき電気をつけて出ると
言った子がいました。一般のイメージで言うと、電
気代がもったいないということなんですが、彼はな
ぜつけて出るかというと、「夏はまだ帰っても明る
いから良い。冬場帰った時に家が真っ黒で最初に電
気をつけるのは怖い」、「不安だ」というわけです。
施設だったら必ず電気がついて職員がいる訳です。
クラブ活動から 10 時に帰っても職員が迎えてくれ
る。玄関には電気がついているけどアパートで一人
暮らしをしていると真っ黒の中に帰ってくる。非常
に淋しい、部屋に入るのが怖い。私自身、そういう
のに気が付いていなかった。そういう所からやって
いかないといけない。

それから衣食住などの日常生活の基本、この辺も
そうなんですよね。皆さんが社会的養護の子どもた
ちが家庭をどう想定するか、いわゆる理想的な、教
科書、学校で教えるような家庭を想定してそれに向
けた準備をするのか、あるいは、理想的では無いけ
ど、世の中でありそうなそこそこそうよねってとい
う次元をめざすのか。最近食生活にうるさいですけ
ど、その前提で食事のことを絡めて言うと、理想的
な家庭とは有機野菜を使って毎回ご飯作って残りも
のは冷蔵庫に貯めておかない。賞味期限前のものを
買いましょう。インスタントはできるだけ避けま
しょうということですよね。普通の家、皆さんの家
そうなってますか。やっぱり違いますよね、我が家
はどうなっているか。「賞味期限切れのものをギリ
ギリの所で買いましょう。できたらテープが貼られ
て半額で買いましょう。それを冷凍庫で凍らせてお
けば１か月以上もちますよ」という暮らしをしてい
る訳です。なぜそこをやってはいけないのか。どう
しても教科書的にならざるを得ない。施設と学校が
同じように思っている部分があるのではないか。施
設が家だと考えたとき、家ってどんなことをやって
いるのだろうか。もっというと、その子どもたちが
育って来た家は、もっと悲惨な食生活をしていた可
能性があるわけです。それでも自分等はなんとか
なってきた。

施設の子どもたちに聞いて「何か食べたいものあ
るか」って言ったら「インスタントラーメンが食べ
たい」とか「カップラーメンが食べたい」とかいい
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ますよね。実際に、このあたりはすでに対応されて
いるかも知れません。「カップラーメン避けよう」
じゃなくて「自分等それしか食べてこなかった」「腹
が減って腹が減ってカップラーメンの汁を底まです
すって最後にお湯を更に入れてふやかして食べてき
たんだ」という時にそれが食べれない時に何をモデ
ルにしたら良いのか。

次に、自立支援の話です。レジュメに、リービン
グケアということを書いています。アドミッション
ケア（入口、入所前後のケア）というのがあって、
これは、家庭とか児相とか施設の課題だろうと思っ
てます。その次にインケア（入所中のケア）があり
ます。これは施設、児相、家庭、多くの子どもたち
は学校に行きますから学校も含めた課題だろう、施
設の中のインで無くて施設時代の生活で出会う人達
との課題だと思ってます。その次が、リービングケ
ア（退所前後のケア）、そこは大きな課題になって
います。これは家庭、職場、施設、児相、家に帰る
場合は家庭、仕事してゆく場合は職場ということで
す。それからアフターケア（退所後のケア）という
段階があります。ここでは、さらに、地域が入って
来ると思ってます。その子どもたちも地域で暮らし
て、施設、児相を忘れて一人の人間として親になっ
てゆくということですから、もう一回最初の所に戻
ります。そういった発想で、連続性と循環が施設の
方々里親さんにも必要ではないかと個人的には思っ
てます。

これで最後です。「ジリツ」と読めそうな熟語を
三つ書いて下さい。２つはすっと書けると思います。
恐らく「自立」を書かれると思います。２つ目は「自
律」でしょうね。３つ目、実はあるんですよ。「而
立」。而して立つ、論語の難しい言葉ですけが、15
から勉強し始めて、30 位まで勉強したら勉強した
ことを世の中で実験してみたくなった。そう言う意
味合いになります。社会的養護もそういうことでは
ないかと、目指すべきジリツは「而して立つ」では
ないかと思っています。

それを啐啄の機というのになぞらえて考えてみま
した。これは最後の絵になります。「啐」というの
は雛が孵ろうとする時、中からコツコツと卵の殻を
破る音、卒業の卒です。口で卒業するという意味で
す。「啄」というのはその逆です。キツツキさんの
キツツキです。卵の外からコツコツと叩く、両方の

タイミングが合うと丁度良いですよというのが啐啄
の機という言葉です。このタイミング合うと、啐啄
同時です。しかし、今の社会的養護、一般家庭は啐

啄異時、のずれているんではないかと思います。こ
のずれ方が３パターンある。一番端の型が過保護型
です。真ん中が無関心型です。３番目が過干渉型で
す。子どもが出たいのに自立させてくれないパター
ン、これ施設の職員はそう思ってないと思うんです
が、里親さんの一部は施設に対してそう思っておら
れるようです。「施設が抱え込んでしまっている」
という言い方をされることがあります。無関心、こ
れは殆ど無いです。世の中にはあるけど施設で職員
が放ったらかしはまずあり得ない。里親さんの放っ
たらかしもまずあり得ない。過干渉型は職員がコツ
コツやっているパターンは直接私の経験では無くて
親鳥である職員の背後に制度がある、18 歳で時間
切れ、20 歳で時間切れということです。その時間
切れを背負っている為に、まだ中の子が十分世間に
出て独り立ちできる力を持っていないのに、制度が
無理やり卵を割ってしまって放り出すという状況が
今の社会的養護の現実ではないだろうかと、そうい
う所にタイガーマスク基金とか、大分の様な取り組
みがあって、もうちょっと卵は割ったけどそばで見
ているよという仕掛けを作って貰えるとありがたい
なあということを思っています。ありがとうござい
ました。

出納氏　はい、ありがとうございました。ここで休憩
を取りたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。

　 後半　

出納氏　それでは時間になりましたので討論に入ら
させていただきたいと思います。先程からご３名の
パネリストの皆さん方ありがとうございました。こ
れから後半の部ということになりますが、最初に安
藤さんにお聞きしたいんですけど、社会的な養護の
中核を担う私共児童養護施設、里親、ファミリーホー
ムがありましても中々ここは制度、政策の元に意図
された組織として今あります。当然のことながら制
度の壁があったり又、行政が非常に手が出しにくい
所、苦手としている所のそうした子どもたちとの接
触をお持ちのようですので外から見られて、今具体
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的な自立に関しての作業もされているんで何かご意
見を聞かせていただくと良いんですが。

安藤氏　タイガーマスク基金の大学進学給付金を出
した子どもにすべて会っている訳では無いんですけ
ども、入学だけでなく４年の間の支援、就職への支
援、また働き出してからの支援、つまり切れ目の無
い支援をサスティナブルにやってゆく必要があるだ
ろうなと思います。僕のツイッターを見ている当事
者の若者からよく連絡が来ることがあります。「飯
でも食べる？」って返事して、同じ東京だと待ち合
わせて会います。この前も 22 歳の男性と会いまし
たが、今は自立してアパートで暮らしているんだけ
どいろいろ悩んでいる。そういう時にちょっと相談
できる大人がそばにいるのは必要かなというのはす
ごく感じます。以前いた施設に頼りたくないって子
もいるはずなんです。東京には「日向ぼっこ」とい
う当事者の団体の NPO があって、退所後の子ども
達が居場所又は情報を求めて来た時にはフォローで
きるような活動をしています。その周囲にも支援
者たる多様な大人達がいることが必要かなと思いま
す。タイガーマスク基金では一般の会員達がそうし
た役割を担って欲しいと考えています。別に血縁関
係がなくても信頼できる大人が沢山いた方が、その
子の自立にとって良いと思います。

出納氏　ありがとうございました。安藤先生はタイ
ガーマスクはランドセルだけじゃないという、様々
な形での本当に NPO という本質を突くような役割
としてサービスのプレゼンテーションをしてくれる
ことは嬉しいことだと思います。我々の所の制度の
中にある、先ほど言いました施設であるとか里親さ
んであるとかその諸々に関して外から見た違和感は
ありますか。

未だにというような所、さっき山縣先生が仰った
食の問題で、施設は栄養士が付いてますんでこのよ
うなものはあまり好ましくないとか食べさせたくな
いとか、そういう教科書的なものがやっぱりあるん
ですけどね。

安藤氏　施設は各地で幾つか行っているんですけ
ど、都市部は地域との関わりが薄いと感じましたね。
この間もある東京の施設でバンドやったり絵本読ん

だりしたんですけど、その時地域の人達を施設の中
に入れてやったんです。その施設から子どもたちは
小学校や中学校に通っている訳ですから、地域の学
校の PTA のお父さんお母さんが施設のこと、そこ
で暮らす子どもたちのことをもっと知る必要がある
と思ったんです。社会的養護のことを勉強する場も
設けて且つ子どもたちを入れて一緒に楽しむ。そし
てそれを見てもらうことが大事かなと。それで実際
やったら地域のお母さん達が「ここに 15 年暮らし
ているけど施設は塀が高かった」。「学校に行けばそ
ういう子いるのは分かっているけど自分の子にも

「あの子は施設の子だから」みたいなことをどうし
ても言ってしまう私がいました」と言っていました。
逆に施設長も「私達も子どもたち守りすぎていた」
と。保護しなければということでその地域との交流
をなんとなく怠っていたと。今日来て貰って、見て
貰って皆さんと色々お話する中でそう言うお母さん
たちの言葉も聞いて、そのうち施設の子どもたちは
社会に出てゆく訳だから、だとしたら普段から地域
の人たちと関われるような状況が必要かもしれませ
ん、とおっしゃっていました。地域の人達との信頼
関係の中で施設の子どもたちが「群れ」の中で育つ
ような環境づくりができないかなと思います。難し
いという部分も知っていますけど何とかできないか
と考えます。

出納氏　はい、ありがとうございます。まず先生に
ご意見いただきたいんですがこういう施設も含めて
里親さんもそうだと思うんですけど、里親さんの制
度ができてこれから本当に社会に出る窓口の所まで
行くのにかなり時間がかかるとおもうんですけど非
常に自立の援助は難しいんですよね。大分県の場合
も先程お話しましたように、非常に先進的な取り組
みだと思うんですが、各施設のインケアからリービ
ングケア、色んなプログラム用意しながら今走り出
したばかりなんですけど、プログラムそのものに子
どもたちが本当に完全に乗ってくるかというと中々
そうでもない。難しい所があるんですとこの辺の所
についてご意見いただければと思うんですけど。

山縣氏　難しいですね。一つは私が先程見せた絵の
中で入口の所から出口、出た後に後ろに来れば来る
程家庭とか職場を前に出したと思うんです。そこは
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私の中ではキーワードというかポイントで今までの
社会的養護の取り組み、施設側の取り組みというの
は施設中心、あるいは職員中心に物事を考えてきた
という気がします。そのことは大きなマイナスでは
無いんだけど、子どもたちの生活の変化から言うと、
先ほどの安藤さんの話にもありましたが、施設を出
た後頻繁に施設に帰ってくる子はそんなに多くな
い。心が繋がっている子は結構います。施設がいや
で帰って来ないんじゃなくて、例えば大分の子が大
阪に就職したら、そう簡単には帰りようが無いんで
すね。嫌いだから帰らないんじゃなくて、地方の養
護施設の子どもたち程地元に残りづらい環境にある
ので新しい生活場所の問題になってくる。そこに関
して、今までの仕組みは充分繋ぎをやって来なかっ
た。制度もそうだと思います。交通費出して行けと
書いてあるけど細かい申請するのも面倒くさいし、
一杯申請したら駄目と言われそうな気もするので、
結局職員が自前で行ってしまう。そう言う人たちが
結構いらっしゃると聞いています。

アフターケアの部分というのは、次の子どもの生
活拠点が中心となる仕掛けを早めに導入しなければ
恐らく有効にならないのではないかと。リービング
ケアという旅立ちの部分までは、現に本人さんが里
親さんにいらっしゃいます。里親さんよりも施設の
子がより遠い所に就職する傾向があります。里親さ
んは比較的身近な所で就職する傾向があります。加
えて施設の場合は職員も交代をしたり退職をしたり
しますから自分の話をしたい、会いたい職員が帰っ
た時間帯に居るかどうかはなかなか分からない。事
前に連絡をしていれば職員さんが優しいですから対
応してくれるけど、飛び込みで行くと難しい。里親
さんの場合は、必ず基本的にはいつ行ってもいらっ
しゃるんですね。電話しても必ず夫婦のどちらかが
原則出てきて声を聞いたら「あーあの人」と分かる
けど施設の場合は中々恐らく声だけでは分かりづら
い。そういう部分のことを考えた時に、施設周辺に
はなかなか仕事を探しづらい環境であるとするなら
ば新しい所の仕掛けを早く見つけるように、そうい
うことをやらなければ自立支援に中々なっていかな
いんではないかなあと思って聞いていました。それ
は安藤さんたちの仕掛けが、中身良く分かってない
んですけど、全国に支援者がいるとするならば、さっ
きは４人とか５人のチームとおっしゃったけど、家

族を例に出したのかな。それを例えば別府エリアタ
イガーマスクとかね。今度別府に就職する子が行く
んでそちらの辺でどうにかならないかとか。

安藤氏　そういう全国的に機能する仕組みを作りた
いですね。子どもたちは退所後どこに行っても行っ
た先に信頼される大人がいる。その時タイガーマス
ク基金の会員だとすごく安心感がうまれると思うん
です。そういうネットワークを作っていかないと、
また孤立してよくないことが起きてしまう気がしま
すね。

出納氏　はいありがとうございました。里親のこと
で一生懸命されている河野さん、子どもの自立とい
う所からは離れているんですけど、私が非常に気に
なることは、少なくとも家から離れることに当の子
どもの親の同意が中々取れないという現象。そうす
ると結局の所持って行き場が無くて補導される度に
児相に送られるという変な循環が出てきて、この辺
のことについて里親委託の同意をどう取られている
のかお話をお伺いしたいんですが。

河野氏　出納先生がおっしゃったのは、最近児童相
談所では一時保護をして分離をした方が良いと判断
しても、子ども自身の同意がとれずに施設、里親措
置に結びつかないことが多いということを指してい
ると思います。いろいろなことで生活自体がすさん
で、子どもらしい生活に入ることを拒否して、ゆる
やかな自分の気ままなことができる場所、家に居る
ことを望んでいる子どもがいます。そういう子ども
には、子どもらしく生活する、見通しのある生活を
するといったことを経験させることが大事ではない
かと思います。ですから、施設や里親委託に結び付
けようとする時はなるべく子どもに「実際こういう
所で暮らす」というイメージが持てるように、さら
には体験ができるようにしています。特に、里親委
託の最大の強みは多様な里親家庭があるということ
なので、どちらかというと施設よりも選択の幅が広
がります。たとえば、比較的おおらかな感じの里親
家庭だったら、ちょっとネグレクト気味の子でも

「あっ、この家だったら何か自分暮らせそう」とイ
メージを持つとかですね
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安藤氏　マッチングですね。チャンスが多くあるこ
とは大事ですね。

河野氏　そうなんです。だから、里親家庭で暮らし
始めたら、思ったよりゲームのことで制限されな
かったと子どもが喜んだとか。そういうことですご
く上手くいった例があるんです。

こういうときは、「選択肢がいっぱいあることで、
この子にあった所が見つけられて良かったなあ」っ
て感じます。　　

里親支援の最大のポイントはマッチングです。子
どもの見立てをしてこの子がどういう場所だったら
家を離れても生活できるかとイメージしてするよう
にしています。一方、里親家庭を訪問した時には、

「この家庭ならどんなタイプの子どもが暮らせるか
なー」とそのあたりの感覚をいつも持つようにして
います。

安藤氏　コーディネーターの役割ですね。里親支援
専門相談員はそれをやってないんですか。

河野氏　大分の場合はマッチングとかは児童相談所
がやっていて里親支援専門相談員は委託した後に支
援をするという役割分担をしています。

山縣氏　大分で「全国平均よりも特別養子縁組含め
て多いんです」と仰っていましたが、里親さんと特
別養子縁組との距離感は児童相談所は違うんです
か。

河野氏　特別養子縁組を希望する里親は最初から養
子縁組里親で登録をしてもらっています。

山縣氏　制度上そうなってますか。

河野氏　そうなっています。

山縣氏　どっちでも良いよという人いらっしゃいま
すね。「子どもに選ばせたい」とか、「大きくなって
子どもの方に決めて貰えば良い」。あるいは「養子
縁組もやっているけど里親もやっています。養育里
親もやりながらその中で必要な子は特別養子にす
る。子どもに希望があればするんだ」という。その

辺のベースの所、その仕分けを今言われたように
はっきり分けておられるのか、里親さん、子どもの
変化の中で単純に切り替えることができるかどう
か。その辺はどうですか。

河野氏　里親さんには、第１子、つまり最初に児童
相談所から委託されたい子どもはどちらですかとい
うふうに聞きます。最初はやはり養子縁組を希望し
ますと言われたときは養子縁組里親として登録して
いただいて、養子縁組が成立した後に夫婦のご意向
を聞きます。そして養育里親として又次の子どもを
受けたいという場合にはそのまま養育里親として
残っていただきます。将来的に長期で預かりたい、
そして子どもが 15 歳〜 20 歳になった時に子どもに
決めさせたいという時、それは養育里親として登録
してもらいます。ただし、長期養育の場合は、途中
で子どもが実家庭に帰ることもありますよと伝えて
います。

出納氏　安藤さん何かそのことで。

安藤氏　里親の多様性、僕も大事だと思います。最
近里親になりたいという人の中に不妊治療を諦め
て、今 40 代になって里親として生きて行こうとい
う方も結構増えていて、この間東京の児相に呼ばれ
てそういう方々向けに「父親の子育て」についてセ
ミナーをやりました。多くの人が里親登録している
んだけどまだ子どもを預かってない。里父さん向け
に父親の役割とか、子育ての大変さとか、夫婦協働
で育児することの重要性を話したら「すごく良かっ
た」と言われました。やはり 40 代位の男性だと男
女の役割分担において少し古い価値観を持っていた
りする人もいる。それだと現代では一般家庭でも上
手く行かないことも多い。つまり里親になったから
すぐ良いお父さんになれる訳でも無いっていう話を
しました。里父さん向けの講座を今後もやっていき
たいですね。

河野氏　里親の研修では、必ずグループ討議を入れ
ます。以前は、ランダムに一つのグループに里父も
里母もいるようなグループ編成をしていたのです
が、ある時参加者から「男同士で語りたい」という
ような発案が出ました。それで、最近は里父班、里
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母班という形でグループを作るようにしました。そ
したら話がとても弾みますね。

安藤氏　男性は女性がいると本音を言わないんで
す。その場では。

河野氏　そうなんですね。

安藤氏　僕らもやっているピアカウンセリングのプ
ログラム「パパの本音トーク」では、ママ立ち入り
禁止にしてパパだけ集めてやると活発になります。
そういうやり方は里親のでも同じなんだろうなと思
います。

河野氏　里父班で話題に出ている話を聞くと、( 将
来を見越した ) 自立のこととか教育の問題とか出て
きます。やっぱり ( 里母班で話題になりがちなこと
と ) 自然に違うと感じていますので本当に安藤先生
の話を聞いて思い当たる節がありました。

安藤氏　そうですね。共働き家庭が必然的に増えて
いますから、かつての専業のお母さんが当たり前に
いた里親家庭モデルから今後は変わってゆくと思う
んです。こういった時代の変化に応じた里親研修が
必要なのかなと思います。

河野氏　東京都は共働きでは里親にはなれないとい
う条件があると聞いていますが、大分県はそのあた
りは緩く共働きを当たり前のように認めています。
ただ共働きだと子どもの養育に大人がどれだけか
かわって貰えるかが重要になります。また、地域の
支援をどれくらい貰えるかとか、フォーマル、イン
フォーマル含め、そのご家庭への養育支援がどこま
で貰えるかというのは、重要なので里親登録時に調
査したり、保育所の利用や子育て広場の利用が可能
かなど確認します。ただ、特別養子縁組の場合は児
童相談所が大丈夫と思っても家庭裁判所という厳し
いハードルがあります。一定期間、子どもの養育に
専念できる方が評価は高いような感じがあるので様
子を見ながらフォローしながら進めている状況です。

安藤氏　これから里親をどう増やしてゆくかという
課題、先ほど山縣先生もおっしゃったけどそこの

ハードルというか課題を解決しなければいけないな
と。僕らが今ファザーリングジャパンでやっている
ワークライフバランスの推進、特に長時間労働の是
正つまり残業が当たり前的な働き方を止めましょう
ということをやっているけど、里親を増やしたいの
だったら働き方も含めた日本人のライフスタイルを
変えて行かないと難しいかなと思います。多くの自
治体にファミリーサポートという子育て支援の事業
がありますが、ファミサポの支援者になりたい人が
あまりいないのは要するに夜遅くまで子どもを見な
ければいけないので無理なんですよね。夕方５時位
にお父さんお母さん帰って来れるんだったらそれま
では保育園お迎え行って家でみておくけど「夜８時
まで見て」って言われたらできない。だから行政の
システムとしてなかなか成立しない。結局、近居し
ているおじいちゃんおばあちゃんがファミサポ代わ
りにやっているけど、こちらも毎日毎日、孫の面倒
を見させられて結構疲弊している。子どもの親は
いったい誰なのか。だから親たちの働き方を子ども
の生活時間に合わせたリズムに変えないといけない
と思います。つまりそれは里親さんの家庭でも同じ
だということ。日本人全体の生活や仕事の習慣を変
えて行くようなこともマクロでやっていかないと里
親も増えないと思います。

山縣氏　今安藤さん言われた基準の所、先ほど私は
なれる可能性のある人の探し方の分りやすい例を出
したんですけど、河野さんの言われた部分が現実に
は結構ネックになっていて、ご存知の方が圧倒的な
んですけど里親になるには里親審査会という所を通
さないといけない。国の方は審議会の委員はどんど
ん変わってゆくんですよ。ところが地方の審査会の
委員あまり変わらない。結構ベテランの人がいらっ
しゃって、そうすると審査会の委員が非常に古い里
親感、家族感を持っていることがある。中々変わっ
ていかないのが一つのネック、ほぐすべき場所では
ないか、それは今大分ではどうされてますか。聞き
たかったんですが養子縁組を希望される里親さんの
基準と養育を希望する里親さんの審査基準は一緒で
すか違いますか。

河野氏　ほぼ一緒ですね。
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山縣氏　私はそれは違っても良いんじゃないかと思
う。養子縁組を希望される方々に同じものを求める
必要があるのかどうか。河野さんが言われた最後の
部分に行くんですけど、家庭裁判所がハードルが高
いと我々思ってました、正直。ところが特養につい
て言えば家裁のハードルは意外と低いんです。だか
ら民間養子縁組斡旋機関を通じた方が特養は早く進
む、乳児でも可能です。０か月児でも特別養子縁組
が民間養子縁組斡旋機関を通してやると結構進んで
います。ところが児童相談所は私を含めて古い価値
観はそんなに早くいかないんじゃないか。時間かか
るんではないかと思っていました。ご存知の方もあ
るかと思いますが、民間養子縁組斡旋法を作ろうと
いう動きがあります。国はまだ直接タッチしていな
いんですけど、国会議員さんの一部はこの話し合い
の輪の中にいて、そのグループの案が出ています。
そこでは３か月の間は特別養子縁組は認めないでお
こうという案を作りかけているらしいんですけど、
斡旋機関の方々は多数派が反対です。今現に０か月
マイナス１か月、妊娠時期から出産したら親を探し
ていこうと思っている。なんでそこに足枷をするん
だという方々が結構いらっしゃるんです。それは彼
らは経験しているんです。家庭裁判所はそこはクリ
アしてくれるよということ。私たちの持っている誤
解、神話ではないかなと思います。

安藤氏　そうですね。子育て支援やっていてもオー
ルド世代の人達は価値観や伝統的な家族観が、今の
子育てを現役でやっている人達を苦しめているとい
う現実も見ています。これは一般家庭でも里親家庭
でも同じだと思うんですが、そう言う世代間の分断
ではなくて、相互理解が進むような施策を進めて欲
しいと思います。そうでないと古い価値観が再生産
されてしまい、時代に合った子育ちの家庭環境がで
きない。山縣先生が里親を支援する文化作りが大事
だと仰っていたが正にそうだと思います。里親さん
がストレス無く養育に専念できるような、笑顔で子
育てができるような文化を作る、地域のムードを作
るってことを一緒にやっていかないといけない。行
政ができないのであれば地域の NPO が仕組みを作
らないと。子育て支援の NPO は沢山ありますけど
最近この虐待の問題を含めて児童養護の分野で何か
やっていきたいと思っている NPO の代表の人とよ

く会います。今までは子育てで悩んでいるママ達の
広場を作ってきたんだけど、そこに多様な家庭、困
難を抱えている親が来るようになってちょっと事情
が変わってきた。今後は里親が増えれば彼らも広場
に来るかもしれない。だから広い意味での子育て支
援の中に里親支援を組み込んで行くことが大事かな
と思います。

出納氏　ありがとうございました。パネラーの方々
の間で盛り上がってますんでコーディネーターじっ
としていれば良かったと思ってました。今安藤先生
が仰った私もすごく地域というものを主体として
ものを考える時にすごく感じることなんですけど、
中々そこの所を行政が作りきれないんですよね。や
ろうとしても中々できない。

安藤氏　行政任せではなく、地域の住民一人ひとり
が近所の子どもたち、子育て家庭に関心を持ってお
節介と言われようが、ちょっと危ないなと思ったら
ケアしていく必要あるでしょう。他人の子ではなく
て、地域の子どもに対してすべての大人が親身に
なって活動して欲しい。そういう人達集まれば多分
NPO できるんですよね。

出納氏　そうですね。確かに仰る通りだと思います。
地方のそれぞれの地域の文化作りは誰かそれを仕掛
けをする人、プロデュースする仕掛け人がいて。

安藤氏　東京はマンションが乱立して隣室に誰が住
んでいるか分からないという情況。だから意識的に
地域に関わって行かないとできない。だから子育
て期に関わることが大事、「子どもは地域へのパス
ポートだよ」と僕等はよくお父さんたちに言ってい
ます。地域に関わることでひょっとしたら自分の子
どもがそのネットワークに助けられることもあるか
もしれない。3.11 の時、僕も新幹線に閉じ込められ
て帰れなくなりましたが、地域のパパ友がうちの子
どもの安否を確認してメールで知らせてくれたんで
すよ。それで安心して横浜で一晩帰宅難民でいられ
た。翌日動いた始発で帰ったんだけど、その時本当
に思いましたよ。「遠くの親より近くのパパ友」だっ
て。家族の命を守るのが父親の仕事なんだけど出張
行っていたら手も足も出ない。その時に地域のネッ
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トワークってすごく大事だなって実感しました。ど
この一般家庭もそうだし、里親さんも日頃から施設
や地域と交流することで、本当の意味で子どもたち
の命だったりその子の人生を守ることになるんじゃ
ないかと思うんですけど皆さんどうでしょうか。

出納氏　はい、ちょっとここら辺でもしフロアの方
からご質問があればお受けしたいんですけど。どな
たかお尋ねしたいという方いらっしゃいませんか。
挙手がありませんのでまた続けたいと思いますが。
あっどうぞ。

会場参加者Ａ氏　ファミリーホームをしています。
今安藤先生気にかかるご発言を、というか古い世代
の価値観が若い世代を邪魔しているようなお話あっ
たんですけど、私は古い価値観の典型でファミリー
ホームとか里親さんは 40 代、50 代が中心になって
ましてパーセンテージでは多い訳ですよね。そのよ
うな年齢構成の中で一般的に価値観が古いと規定し
てしまうとですね、じゃあどういう価値観が若い世
代の自立とか若い世代の里親さんのですね邪魔をし
ているのかが見えないんですよ。私は里子を預かる
時に、たとえば先程東京の話が出ましたが専業主婦
さんがいないと里親登録できないということがあり
まして、私は実は東京から来た里子を預かってきた
んですが愛着障害だとかそういった子には量と質、
お母さんが中心になるんでしょうけど、専業主婦さ
んの方が量的に子ども達と接触する時間も多い、又
子育ての経験もあるでしょうから子育ての経験も活
かしながらとなんとなく思うんですけど、安藤先生
がご経験の若い世代がどのように子育てしてゆくか
というのを、我々がどうやって邪魔してゆくのかと
いう所を展開していただけたらと思います。宜しく
お願いします。

安藤氏　日本の現状をみると今や夫婦共働き家庭の
方が実は専業片働き家庭よりも増えたんですね。数
年後には７割〜８割行くだろうと予想されていま
す。30 歳の平均所得が東京でも 400 万円を切って
いる状況でどうやってお父さん一人だけで働いてそ
の家族を養えるのかという問題が厳然としてあるわ
けです。そういう今の社会の現状を踏まえてこれか
らの子育て支援や社会的養護も考えるべきなんじゃ

ないでしょうか。経済的にもかつての右肩上がりが
ない状況の中で、「父親は仕事、母親が家庭」では
なくて、いまを生きる子どもたちが将来どうやった
ら自立して幸せな人生を送れるかという視点に立
ち、一般の家庭であれ里親であれ、子どもたちが安
心して暮らせる環境と多様な生き方を選択できるよ
うになって欲しいなと思います。

山縣氏　私も少し口を挟んだ部分があるので若干の
誤解はあったかもしれません。私が言いたかったの
は、里親さんとかファミリーホームそのものよりも
審査員の所でフィルターがかかってしまうというこ
とが、そこを変えないといけないというのが一つな
んです。その中でみんなが安藤さんも結果は似てい
るんじゃないかと思うんですけど、世の中にある普
通のものは全部認めて良いのではないかと思うんで
す。古い考え方の人もあり新しい考え方の人もあ
る。どっちかだけが良い訳ではなくて色んな生き方
があってぶつかり合うのが生活記録ですから、それ
が今審査員の方が東京のように古い考え方年代とい
う意味ではなくて、夫婦でないといけないとかもっ
と一昔前で言うと賃貸住宅は駄目とかね。持ち家で
なければ駄目なんだとかですね。そういうのでもう
絞られてきている訳です。そこに合う家は似通った
家になり易い。

安藤氏　条件を絞れば絞るほど里親は増えないと思
います。

山縣氏　国は、実は開放しているんですね。ひとり
親だって良いと言っているのに、ひとり親を認める
ことは殆どない。結果としてひとり親になりました
とか、里親さんが離婚されました。だから解除とい
う訳にはならないけども、少しずつ開放しているけ
ども中々国が開放されているのと地方がそれに合っ
ているかどうかは東京がその例だということです。

もう一つ言いたかったのは、今の話とは少し別で
私の例として出したのは何かというと、私が社会的
養護に関わってきた自分が持っている価値観の中に
も、世代という問題ではなく社会的養護の歴史の中
で中々抜けきれてないものがあるということなんで
す。例えば何かと言いますと５〜６年前「70 人の
母になって」という本を書いた里親さんがいらっ
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しゃる。20 年位の里親経験で子どもを預かったと。
もう既に 100 人超えておられるかも知れません。大
阪のお寺さんの奥さんなんですけど、その方の書か
れた本の中にこういう例があるんです。これは私の
中では「しまったー、自分はやっぱ間違えていた」
と思った部分なんですけど、夫婦がですね、１人は
お子さんがいらっしゃって、もめてると。実子が２
人いらっしゃるんですけども、実子の一人が、夜中
に夫婦の話を聞くんですね。夫婦は何の話をしてい
るかというと、「もうこの子は無理だ」。奥さんが疲
弊してるから、旦那さんが児童相談所に相談して、
引き取ってもらおうという段取りまで取り付けてき
た。「これでもう楽になれるよ」、とかそんな感じの
夫婦の会話を聞いた息子がおるんですよ。で、その
息子が怒るんですね。「自分の子どもと思ってない
から返す」なんていうことを言うんだ。自分が悪い
ことをしたら、自分を家から出すのか。そんなこと
ないだろう。「だからこの子は居るべきだ」と。涙
出てくるんですね。この話ね。お兄ちゃんは今、親
と一緒に、夫婦で取り組んでおられます。実子もい
らっしゃいます。まだ、若いです３０代前半かな。
それがやっぱり、繋いで変わっていくということだ
と思うんですね。

私は、「あ、そうだな、難しかったら引き取った
らいいわな」と安易に思っていた部分が正直ありま
す。これはしまったと。そういうことを里親さんに
対してするというのは子どもに対しても失礼だった
んだなと。その家に対しても失礼だったなと本当に
反省した経験がありますね。

その辺りですね、世代間の問題も確かに一部ある
だろう。それから審査員の特に偏見というのもある
だろう。さらに、今言った社会的養護関係者が持っ
ている、先ほど言った３か月はどうかとかそういう
部分。私、３か月を崩せといってるん違いますよ。
だからそういうことが話題になるということが言い
たいだけであって、何がいいか正直今自分ではわ
かっていません。自分たちが当たり前と思っていた
部分を一つ一つチェックしていって疑ってみて、変
えるべきものは変える。変える必要がないものは変
える必要がないという。そこをやらずに、当たり前
なんだという見方をすることを少し自分には警戒を
したいなというようなことを、お二方のやり取りを
聞きながら思っていました。

出納氏　はい。ありがとうございました。

会場参加者Ａ氏　よろしいでしょうか？私だけでよ
ろしいですか？もうちょっとだけ時間を下さい。い
ま、里親とかファミリーの措置の仕方の話を伺いま
した。それで、私はこだわっているわけではないで
すけど、専業主婦さんの方がより大きいかなと。ま
あ養育の客観的にというか、物理的に大きいかなと
思っている人間の一人なんですけどね、例えば今の
状況はどちらとも共働きでないと、社会的に経済的
でも必要になってきているということがわかるんで
すけどもね、じゃ例えば措置した家がですね、共働
きの家でですね、で措置された子は例えば措置され
て朝学校へ行く。それからあるいはもっと小さい子
ですと、保育園行って６時７時に迎えに行くという
ふうな実態あるわけですよね。また、小学校に入れ
ばですね、学校に朝出して、学校が終わる放課後は
児童クラブへ行く。でまた６時７時に迎えに行くと。
で、そういうふうな実態があるんですよ。実際上に。
まぁそれはどこにもあると思うんですけど。でそこ
らへんでどうしても矛盾を感じるなと。じゃああの、
極端に言えば施設にいても同じじゃないか。施設っ
ていうのは語弊ある言葉かもしれませんけど、里
親っていうのは家庭養護ということなんで。まして
や課題を持ってるお子さんがいるわけなんで。それ
では、何のために家庭養護として入るのかなという
のをもちろんその里親さんの質も色々あると思うん
ですけども、そこらへんが色々矛盾しないかなとい
うふうな感想を持っている現場にいるものとしてで
すね。思っております。すみません、どうも。もう
発言止めますので皆さんの方におまかせします。

河野氏　はい。そこは本当に子どもと里親家庭をど
のようにコーディネートするかだと思います。共働
きのご家庭であれば、発達上の課題を抱え里親家庭
で特別な愛着形成が必要な子どもを措置するのは難
しいかなと思います。ただ、乳児期に措置され子ど
もが大きくなってきて里母さんが働き始めたこと
で、保育所利用をするとかはあると思います。いず
れにしろ子どもと里親家庭の個別の事情によると思
います。ただ、やはり虐待を受けた子どもであって
育て直しが必要で、養育者がきっちり関わらないと
いけないという場合もあると思いますので、そのあ
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たりは措置機関としての児童相談所の責任が大きい
かなと思います。お話はきちんと受け止めていきた
いと思います。ありがとうございます。

安藤氏　母親の存在は子どもにとって確かに大事か
もしれないけど、専業主婦の「婦」の字が「女性」
＝「母親」でなければいけないというのがおかしい
んじゃないかと言ってるんです。今、ファザーリン
グジャパンにも専業主「夫」が５人いて、お父さん
が家のことやって、お母さんが働いてます。でも家
庭は成り立っているし、子どもたちも両方から母性
父性を受けて育っています。男性だから母性がない
わけではないのです。かつての固定的な性別役割分
担の中で家族の形が決まってしまうということが現
代の状況と合致していなくて、里親数を量的に増や
すことのマイナス要因になってしまっているんじゃ
ないかと思うわけです。先日会った岡山の里親ファ
ミリーホームの 30 代のお父さんは実子が３人いる
んですよ。で預かっている子が６人。みんな男の子
なんだけど、彼はものすごいいいお父さんでありお
母さん的役割を果たしていました。やっぱりケース
バイケースで里母さんの里父さんの役割もアレンジ
していけばいいのかなって僕は思います。つまり専
業主婦の「ふ」の字が「夫」でもやっていけるファ
ミリーホームがあってもいい。

出納氏　はい。ありがとうございました。まだまだ
ちょっと時間が欲しいところですけど、もうあと時
間がなくなりましたので、最後に一言ずつですね、
２、３分くらいで本日のちょっとご自分でのまとめ
をお話いただけたらと思いますが、よろしくお願い
します。まず山縣先生からお願いします。

山縣氏　はい。色んなことを勉強させていただきま
した。特に安藤さんと久しぶりにお話をして、あっ、
どんどん進んできてるなと。自分自身が、考え直さ
ないといけないなという部分がたくさんありまし
た。いずれにしましてもですね、最後のやり取りの
部分に関してのコメントもう一言させていただくと
ですね、どっちかがいいという風なあるいはこっち
の方がいいんだという風なたて方をするとあんまり
上手くいかないというふうに思ってるんですね。色
んな家があって、河野さんが言われたような、マッ

チングだと思うんですね。その共働きに合わない子
どもを無理やり入れ込んだらやっぱり難しいと思
う。正直。かといって、じゃあそのために、全部を
共働きはできるだけ避けましょうという里親の探し
方をすると、ファミリーホームの探し方をすると数
が足りなくなってしまうと思うんですね。子どもの
中に色んな子どもがいるように、里親にも色んな家、
養子縁組にも色んな家があって、そこを両方とにか
く子どもの方は児童相談所が確実につかまえますけ
ども、片っぽの方に子どもの数のゆとりがなければ、
いいマッチングは絶対できないんですね。

今それが逆なんですね。子どもの方が多くて、そ
の養育をしてくださる方々の幅とか量が足りないか
ら必死になって苦しんでる状況だと思います。児童
養護施設の職員の方々も含めてですね、里親をどん
どん探していくような努力。それから国の方も若干
いらっしゃるので、あえて言うと努力をしたとこに
対して、厚めの財政的支援をするなども考えると、
さらに努力されるのではないか。大きいままの施設
だとなかなか難しくなりますよという政策を国は講
じようとしていますよね。同じようなイメージです。
どうしても保守的になるというのは人間、私も含め
てそうではないかなと。守られていたらやっぱ変わ
りたくない。変化しなければ無理なんだというそこ
も少しですね、作っていく必要があるのかなという
ことを感じました。

河野氏　今日、午前中、川﨑先生が児童虐待に対
して本当に誰でもできることから始めようとおっ
しゃった。考えてみると、里親さんは、家庭という
一番私的な部分、プライベートな部分で公的養育を
行うという、本当に難しいことを担ってくださる方
たちです。そこに自ら手を挙げてくださる。本当に
ありがたいなと感じています。ずっと里親の開拓を
やってきているんですけれども、なかなか開拓は難
しい、里親制度の理解もまだまだです。その原因の
一つとしては、家庭分離した後の子どもの生活を一
般市民の方が想像したことがない。どこかできっと、
別の世界で幸せに暮らしてるんじゃないかと思って
いることもあるのではないでしょうか。そんなこと
はない。子どもたちは大変な思いをして、育て直し
を受けていることを本当に社会が知っていく必要が
あるんじゃないかと私は思っています。平成 16 年
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に印象深い里親申請書がありました。里親の申請書
には、動機を書く欄があるんですが、一言「黙って
みておれない」と書いてありました。今もバリバリ
活躍してくださっている里親さんです。こういう気
持ちが、とてもありがたいです。そして、要保護児
童を自分の家庭で育てることはできない、自分は里
親にまではなれないというのなら、里親制度を理解
するとか、それから先ほどのタイガーマスク基金の
ように、子どもたちに金銭的な援助をして、何かサ
ポートをしていただけるとか。そういうことが社会
の中でもっともっと広がっていくといいなというふ
うに思っております。

安藤氏　社会的養護のあり方を考えたときに、や
はりここに一般の人がどれだけ来るかということ
だと僕は思うんですよ。関係者だけが揃っていて
も、それは「コップの中の話」でしかないわけです
から、それをタイガーマスク基金は何とか一般的に
広げていきたいと思ってます。ですから、特に施設
の方とかにもっとネットワーキングして欲しいで
す。NPO とか地域の人に自分から出て行って状況
を話して、支援してほしいと言って欲しい。そうす
れば、たぶん色々繋がって道は開いていくと思いま
す。施設も孤立してしまったらいいことはないと思
う。もっとどんどん外の世界と施設の人たちがつな
がっていく。東京の施設の職員の人達が運営してい
るリービングケア委員会はいいですね。若い施設の

職員さんや関連 NPO の人たちが集まって勉強した
り、お酒飲みながら話をする。次の支援のモデルを
考えていくヒントにもなるわけですね。NPO は新
しい支援の仕組みを作りたいんです。施設や福祉の
中だけでなく、これまで関連がないと思っていた人
たちも仲間に入れて一緒に考えていくことが重要で
す。いろいろな「知」が集まるとものすごい力になっ
ていきます。それを虐待防止や社会的養護に注ぎ込
んでいければいい。僕はこれからもそういう仲間を
増やして社会的養護を多様な視点で見つめ支え、子
どもたちの利益に繋がるような社会的資源を増やし
ていきたいなと思っております。以上です。

出納氏　ありがとうございました。最後になります
けども、今お話聞きながら思いました。「家庭とい
うものは人類が創造した最も美しい文明の所産であ
る」という全米の第１回の白亜館会議宣言というの
を改めて今、思ったわけですけれども、そうした社
会を願いながらも、今私自身の自分の仕事の足元を
見つめた時に、これからの施設が抱えた課題という
のは本当にやっぱり重くなると思いますけど、一つ
一つそれが子どもの最善の利益につながるというこ
とで、一層の努力を続けていきたいと思っておりま
す。今日は御三人のパネラーの方、本当にありがと
うございました。ちょうど時間になりましたので、
これでこの分科会を終了させていただきたいと思い
ます。本当にありがとうございました。
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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



71

第３分科会●

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



73

第３分科会●

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
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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。



77

第３分科会●

「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



85

第３分科会●

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
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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。
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藤本　保氏　それでは第
４分科会を始めさせてい
ただきます。この分科会
の主テーマは、「虐待防止
のための母子保健のあり
方」ということでありま
す。概要に大まかな目安
が書かれていますが、これから、私はコーディネー
ターとしまして、この分科会の狙い、及び、私が所
属する大分県医師会が行っております「ぺリネイタ
ル事業」、及び、それから派生します大分県下全域
で行われています「ヘルシースタート大分」という
事業の概要をお示ししていきたいと思っておりま

す。この分科会の狙いでありますが、まさに育児不
安を持つ親に対する早い段階からの支援と言うこと
が、今回のテーマを支える柱であろうと思います。
そのためには、できるだけ幅広くネットワークを広
げて、そのネットの目はできるだけ細やかであるこ
とが必要だろうと思います。その辺につきまして、
皆様方から、後程ディスカッションをお願いしたい
と思います。また、母子保健事業の中での実践をそ
れぞれのパネリストの方々からお話しいただきま
す。そして、今後のあり方を示していただきたいと
思いますし、皆様方、是非、それに対してご意見な
どがあれば言っていただければと思います。究極、
顔が見える関係というのが、母子保健事業の中では

概　要

児童虐待を防ぐための、育児不安を持つ親に対する早い段階からの支援や、母子保健との連携につ
いて、実践報告と今後のあり方を議論する。

虐待防止のための母子保健のあり方
コ ー デ ィ ネ ー タ ー

パ ネ リ ス ト

藤本　　保氏　（大分県医師会常任理事）

大江　洋美氏　（一般社団法人　大分県助産師会）

佐藤　拓代氏　	（地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立
母子保健総合医療センター企画調査部長）

豊田　まり氏　（別府市健康づくり推進課主任）

第 ４ 分 科 会
13：00〜15：30
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重要ではないかと言うふうに思います。先程、少し
触れましたように、これらのことを私から紹介させ
て頂きまして、現在、ぺリネイタル、ヘルシース
タート合同専門部会と言うのを毎月１回、県医師会
で、小児科医、産婦人科医、それから精神科医、行
政の方々、保健師、助産師、それから行政では児童
相談所の方々、多くの方々に来ていただいて、色々
な検討を行っております。そのことについて、紹介
できればと思っております。私、考えますに、育児
支援とは、要するに、子育て支援とは何か、これは
とりもなおさず子どもとその両親を一体としてとら
えて、子どもの育つ力、育つこと、それから親の育
てる事、これを両方同時に支援することだろうと思
います。そのことによって、子どもに安全で安心な
環境を整えて、その子どもが健康で幸せな一生を送
ることができるように保障することであろうと、ま
あ、その１つの事業として、「ぺリネイタルビジッ
ト事業」を少し紹介させて頂きたいと思います。こ
の事業が元になりまして、その後発展しました「ヘ
ルシースタート大分事業」もお示ししたいと思いま
す。この「ぺリネイタルビジット事業」というのは、
お腹の中にいるときからの育児支援ということが１
つのテーマになっています。これは、現在、大分県
における母子保健活動を示しているものです。それ
ぞれ市町村や、或いは、それぞれの立場でいろんな
ことを取り組んでいます。これらの取り組みを、いっ
ぱいいろいろ、これが一生の中での月や年齢を入れ
れば、それぞれの時期に応じた、このような事業も
あります。それらを一生懸命にやってはいるのです
が、これが果たしてネットワークとして有機的に結
びついているかということが課題であろうと思って
おります。そこで、それを有機的に結びつけるもの
として、「ぺリネイタルビジット」というものがあ
りますし、更にこれを発展させるのが「ヘルシース
タート大分」ということになります。今、示しまし
たように、ぺリネイタルビジットでは、産科、小児科、
精神科と、いろんな医療、それから保健、まあ一部、
福祉もですが、主に保健と、このネットワークの中
で育児支援がなされております。更に、地域にあり
ますいろんな力、特にまた、福祉や教育を含めて、
いろんな機関とか有機的に結びついて、このような
もっと大きいネットワークがしかも、それぞれの地
域で、地域に応じた形で推進されていくということ

を思い描いて始まった事業が「ヘルシースタート大
分」という事業です。これは、大分県ぺリネイタル
ビジット事業の概念を示した図です。当初、大分市、
別府市、杵築市で始まって、現在は大分県内の 18
市町村ありますが、そのうちの 11 の市町が現在取
り組んでいます。その他、残りの市町村は、大分県
がその窓口となり、いろんな事例を検討して、その
中からハイリスクと思われるものを専門部会、現在
これは「ぺリネイタルビジット・ヘルシースタート
合同専門部会」というところで、ヘルシースタート
の中で取り上げられたハイリスクの例もこの検討会
の中で検討されています。勿論それらの例は、要保
護児童対策地域協議会の中でも検討されたりしてい
る訳ですが、それらの色んな情報が集約されてくる、
今日の朝の基調講演の中でもありましたように、い
ろんな情報が集約されて、その中からアセスメント、
評価することによって課題が見えて解決に結びつく
という、まさにそれを、この中でやっているという
ふうにご理解いただければと思います。これは、今
までの 11 年間に行いましたぺリネイタルビジット
事業の、産科からの紹介数が 8,503 名で、小児科を
訪れて実際、小児科医が指導したのが 6,634 件、指
導率は 78% だったということで、下に書かれてい
るアルファベットは、それぞれの医療機関の頭文字
であります。このように、非常にたくさんの紹介を
し、たくさんの訪問を受けて指導する医療機関、非
常にばらつきがありますが、これは、全県下で見て
おりますので、人口比の違いもあり、ですから単に
熱心とか、努力だけではない分布もあるのですが、
大体約半分は、４、５件の産科、小児科が、非常に
集中的にやっているというのが見て取れると思いま
す。ここに書いてありますように、大体、７医療機
関で約 90% 近く、小児科では 50% 近くが実施して
いるという状況になっています。これが多くの医療
機関にばらつくというか、平均化されるとより良い
のかなと思いますが、しかし、先程申しあげました
ように、人口その他いろんな要素もあると思います
ので、そんなに平均化することはないだろうと思い
ます。これが、それぞれの年度における産科の紹介、
小児科の指導、まあこのような分布で、平成 16 年
ごろからは、大体、フラット、特にここ３、４年
は、ほぼ一定の数になっているように見えます。当
初からこのぺリネイタルビジットに産科から紹介さ
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れて、そして小児科に来て指導を受ければ良いので
すが、来なかった人たちの中にはハイリスクが潜ん
でいるのではないかと思われていました。で、いろ
いろ調査したのですが、結果として、紹介を受けた
のに指導を受けなかったその理由を問い合わせてみ
ますと、最初のこの期間の調査でも、「時機を逸し
た」と言うのが約６割、「親御さんの体調不良」と
か、「忘れた」というのが１割、このような状況で、
幸いなことに、来なかった、指導を受けなかった方
の中にはハイリスクはいなかったということが分か
ります。21 年から 23 年の最近の例でも、「時機を
逸した」が半分、「体調不良・忘れていた」が大体
４分の３で、特別大きなリスクを抱えていたわけで
はないということが分かりました。「ぺリネイタル」
と言うのは、出産を境にして、出産前と出産後、特
に大分の場合は、出産後は 57 日までを対象にして
おりますが、その期間での産科の紹介と小児科での
指導の、それぞれを利用した方の割合です。大体約
６割が産前、４割の方が産後に紹介を受けて、小児
科で指導を受けているということが分かります。で、
小児科で指導を受けた際に、指導内容に満足したか
と言うことですが、幸いなことに、「非常に満足した」
というのが６割、「まあまあ満足した」と言う方が
３割で、大体９割が満足しています。「不満」はゼ
ロですけれども、「やや不満」は少しあったようで
す。これが、私が実際に行っているところで、この
ように、診察室と違う部屋で、こういう形でやって
おります。これは、産前の分で、これが産後の方、
このように赤ちゃんを抱っこしてやってきて、お話
を聞いて、いろんなアドバイスをしているところで
す。この事業で分かったハイリスクの要因というの
が、このようなことが多かったということが分かり
ました。専門部会で事例を検討するのにあたって、

「リスクがあるだろう」と言うふうにピックアップ
された主な項目は、この調査の中では、「育児不安
がある」と自ら書いた人が一番多くて 135、「現在、
悩みや落ち込むことがある」が次に続いて、それ以
外には「若年出産」とか「母親の精神疾患」あるいは、

「シングルマザー」「母親が外国籍である」、あるいは、
「高齢の出産」「母親が自分で健康状態に不安を抱い
ている」あるいは、その家族の「経済的な不安がある」
あるいは、「未入籍である」ということと続きます。
中には、本人が、「是非、この事業で指導を受けた

い」と産科の先生が、これは以前希望があったと言
う、これは、「リスクがあって保健師の訪問を受け
たい」という希望です。このようなことで、現在まで、
この 23 年度までに、事例検討に上がってきた人が
365 件、それらについてどのようにアセスメントし
たか、「通常の保健サービスでよいだろう」という
人が 80、最も多かったのは「保健師が継続的に訪
問等を続けて支援する」というのが 186 件で一番多
かったです。次、「通常のサービス」、「それから日
常の診療や検診の中で見守っていきましょう」とい
うのがその次に続き、「実際に色んな機関が協力し
て介入した」例が14件、これが23年までの経過です。
しかし、この時に、今朝から色々と報告、お話の中
にもありましたが、別府市での４歳児虐待死の事例
がありまして、このぺリネイタルの専門部会のあり
方、それから「ヘルシースタートとの合同の専門部
会で、よりもう少し細かく検討してフォローアップ
する必要があるのではないかと言うことで、ぺリネ
イタル、ヘルシースタート合同専門部会で検討する
時に、検討結果を６段階に分けるようにして、これ
は 24 年の５月から、この分け方で行っております。
それまでは、先程の４つの「通常サービス」「見守り」

「継続支援」「介入」でした。この中で６段階に分け
て、通常の母子保健、見守り、ここまでは同じです
が、この３、４が保健師が継続支援、４になります
と保健師が中心となって支援するのですが、それ以
外にも、福祉や医療、あるいはまた行政あるいは保
健所等が一緒になって支援する。５番目は、児童福
祉の担当者が中心となった継続支援で、これはもう
介入になりますが、一時保護などの早期介入と言う
形で６段階に分けて評価しております。この事業か
ら分かったことは、もともとはこのぺリネイタルビ
ジット事業と言うのはポピュレーションアプローチ
と言いまして、健康な方々の不安を取り除く、つま
り保健サービスをして、漫然とした育児不安を取り
除くようにしよう、それから生まれてくる子どもの
かかりつけ医として生まれる前から、生まれた直後
から、良い関係を作ろうというようなポピュレー
ションアプローチの効果を狙ったものですが、その
中から、今回、問題となりましたような虐待に結び
つくようなハイリスク、これを何とか、いろいろ検
討しながら見つけて、早期に介入して不幸な事例に
陥らないようにしよう、で、一方では、今回のテー
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マにもありましたように、ぺリネイタルビジット事
業がネットワークの強化をする非常に大きな役割を
果たしたということです。その結果から、「ヘルシー
スタート大分」というのができて、この「ヘルシー
スタート大分」には、医療では医師は、小児科、産
婦人科、精神科、及び歯科医師も入っておりますし、
教育の方では、幼児教育、幼稚園や保育所及び小学
校教諭、それから薬剤師会、栄養士会、その他、色々
な地域の方々に委員になっていただいて検討してい
るものが出来上がっております。その中で、色んな
ケアがなされる、また、継続的ケアが必要とされる
であろうハイリスクをピックアップして、その合同
専門部会で検討していくことになっています。私か
ら最初に、この分科会において、大分で行われてお
ります「ぺリネイタルビジット」と「ヘルシースター
ト」で検討される合同専門部会についても紹介し、
これから３人のパネリストの方々にお話をいただい
て、実際の保健事業の中での実践、その中から出て
くる課題と今後のあり方と言うことについて、お話
をいただきたいと思います。では、順番に、大江さ
んからお願いいたします。

大江　洋美氏　こんにち
は、一般社団法人大分県
助産師会の大江と申しま
す。普段の勤務は大分市
の堀永産婦人科医院と言
うところで勤務しており
ます。今回、子どもの虐
待への助産師のかかわりについてご報告をさせてい
ただきます。助産師は、妊娠、分娩、育児期の支援
のみならず、乳幼児から親子の触れ合いを通して乳
幼児期の虐待の予防、学童期から思春期の命の大切
さについての正しい知識の普及、望まない妊娠の予
防、DV、家族計画指導について、女性の生涯にわ
たる支援として、継続的な支援を行っております。
公益社団法人大分県助産師会では、平成 11 年より、
支援するセンターを開設し、各ライフサイクルへの
支援を行っております。

まず、大分県助産師会の取り組みの経緯について
お話しさせて頂きます。昭和７年 10 月 22 日、大分
県産婆会が設立されました。各郡市に分かれていた
産婆会を行政の指導により一本化して、大分県産婆

会を設立いたしました。ピーク時には 1,200 人の会
員が在籍し、そのほとんどが地域の中で、「取り上
げ屋」として１日 24 時間、年間 365 日、妊娠、出
産時期のみならず育児期を通じて、いつでも相談で
きる体制が整っており、自然とサポーターになって
おりました。勤務助産師の増加、昭和 30 年代から
出産場所が自宅から病院に移行し、助産師の勤務体
系も変化し、次第に地域から助産師の姿が見えなく
なりました。平成 10 年、日本助産師会、社会福祉
医療事業団、子育て支援基金中央の助成を受けて全
国５か所にモデル事業として「子育て先行県支援セ
ンター」を設置し、電話相談を開始しました。平成
11 年には、10 か所に設置しました。平成 11 年、「大
分県助産師会子育て支援センター」を設置し、電話
相談を開始しました。「子育て支援センター」の活
動の目的です。母子に身近な地域で助産師が、母子
及びその家庭に対して気軽に相談に乗ることによ
り、母親の育児不安の緩和、解消、及び産後の精神
疾患等の予防を図るとともに、子どもの虐待防止等
を目的とする、さらに青少年の健全育成としての思
春期相談事業をはじめ、不妊相談、更年期相談活動
を通じ、女性の生涯の健康支援をすることを目的と
しております。妊娠ヘルスセンターの開設、大分県
の委託を受け平成 24 年１月から開設しております。
望まない妊娠や若年妊娠や出産について悩むものを
対象に相談を受け、解決に向けた適切な行動がとれ
るように支援する目的で設置されております。

次に、子育て支援活動の実際をお話しさせて頂き
ます。まず、赤ちゃん・おっぱい電話相談です。少
子核家族化の中で母親が子育て不安を持ちながら、
身近に相談できる人もいないまま、一人で子育てを
しているのが現状です。そのため、子育てからくる
イライラが子どもの虐待につながることがありま
す。赤ちゃん・おっぱい電話相談事業では、相談時
間は 10 時から 16 時、原則として毎日行っておりま
す。妊娠中から子育て、思春期から更年期、不妊、
避妊等の相談まで、リプロダクティブヘルスの視点
に沿って、女性の健康全般にかかわれればと思って
おります。子育て支援センターでの、赤ちゃん・おっ
ぱい電話相談の件数は、平成 11 年から始めた電話
相談ですが、１年間に 1,000 件以上、平成 24 年ま
でで約１万３千件以上の電話相談を受けておりま
す。平成 23 年からは大分県による「いつでも子育
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てホットライン」による電話相談も行われるように
なりました。相談内容は、母乳に関することがほぼ
半数を占めております。乳房トラブルに関すること、
分泌に関することの相談が多いです。育児に関して
は、夜泣きのことや離乳食、食事に関する相談が多
かったです。次に、大分母乳育児相談室では、予約
制で、来所相談を希望する妊産婦やその他の面接相
談に対応するようにしております。その時の様子で
す。

次に双子の支援活動についてです。早胎や多胎で
は、育児負担が非常に大きく子ども虐待を招くこと
もあるといわれております。そこで親の心身の負担
を少しでも軽減するため、児童を短時間預かり育児
から解放する、また、孤立した環境の中で一人で子
育てをしているので、この機会を利用して親の交流
会を行い、情報交換の場を提供する目的で行われて
おりました。妊娠中の支援、出産直後からの児が、
退院するまでの支援、乳幼児の子育て支援を行って
おりました。現在は、大分市の事業として行なって
おります。次に、孫育て教室です。現在、母親にな
る人たちが、生まれた時代の育児と現在の育児内容
が異なっていることがあり、そのため、親と娘、姑
関係が悪くなることがあることが妊産婦、新生児訪
問を通して出てきました。そこで、祖父母に現在の
子育てを理解してもらい、若い母親の相談相手とし
て自信を持って対応できるようにとの考えから、平
成 12 年度からこの教室を開催しております。孫育
てにも積極的に協力してもらい、合わせて家族関係
の調整が図られ更に地域の子育てにも積極的に参加
してもらうことを期待しております。その時の様子
です。続いて、命の出前講座大分についてです。近
年、情報の氾濫により性行動の若年化が進んでいま
す。その結果、望まない妊娠による 10 代の人口妊
娠中絶は増加の一途をたどっており、また若年者の
性感染症の増加も問題となっています。性意識の低
下も考えられております。このような状況の中で、
性に対する知識が未熟なままに、特に女子の場合、
思春期からの心身が傷つき、母性機能や母性意識の
発達に大きな障害となっていることも少なくありま
せん。そこで、妊娠、出産に直接かかわる助産師の
立場から、命の大切さや正しい知識の普及、思春期
からの健康管理について、希望する学校や地域に講
師を派遣しております。また、みんなの前で聞けな

いことの対応として、電話相談にも対応しておりま
す。これは、赤ちゃん・おっぱい電話相談の電話番
号で対応しております。その時の、命の出前講座の
時の様子です。

続いて、大分妊娠ヘルスセンターの活動をお話し
させて頂きます。大分妊娠ヘルスセンターは、大分
県の委託を受け、平成 24 年４月に開設いたしまし
た。実施期間は、電話相談、メール相談及び面接相
談を受けるものとしております。医師による面接に
ついては予約で行っております。相談にあたって
は、医学的な側面のみならず、心理的、社会的側面
についても考慮するなど、相談内容を総合的にとら
え、必要に応じて他機関と連携を図ること、相談を
行った場合は記録を整理、保管するものとしており
ます。関係機関との連携として、本事業の実施にあ
たり、医師会、産婦人科を担当する医師、その他、
関係団体と十分に連携を図り、本事業の実施につい
て協力を求めております。平成 25 年、電話相談を
受けているところです。平成 25 年９月までの相談
件数は、416 件で、内訳は、電話相談が 313 件、メー
ル相談が 93 件、面接相談 10 件でした。相談者から
の悩みを聞き、関係機関と連携しながら、不安への
対応や問題の解決を図ってきております。電話相談
はフリーダイヤルで受けており、じっくりと話を聞
くことができます。殆ど女性の方からの相談です
が、男性の方からの相談も 5.5% ほどあります。相
談の目的は、情報提供が一番多く 190 件、その次が、
妊娠一般相談が 85 件あります。妊娠、葛藤、中絶
についての情報提供が多いです。妊娠、葛藤、中絶
相談の内訳ですが、継続の葛藤についての相談が多
く 25 件、中絶の費用など経済的な相談が 18 件と多
いです。相談の対応は、殆どが、助言、相談、次に
継続相談です。あと、専門機関の紹介では、医療機
関への早目の受診を勧めたり、地域の保健師さんと
の連携を行っています。リピーターの方も何人かい
らっしゃいまして、保健師さんとその都度連絡を取
り合い、お話を聞きながら連携をしております。妊
娠ヘルスセンターを周知してもらうために作った
カードです。ポスターもあります。県内の薬局、ド
ラッグストア、公共施設のトイレ、広報室への記事
掲載、ラジオ番組等で広報活動を行っております。
裏にはセンターの地図を載せております。このカー
ドとポスターは今日、エントランスホールのポス
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ター、パネル展示で貼らせて頂いております。で、
毎月１回、運営会議を行って、みんなで共有したり、
話し合ったりする方の事例について検討しておりま
す。

あと、その他の事業ですけれども、大分市ハッピー
ファミリー支援事業として委託を受けて、プレママ、
プレパパ教室、親子スキンシップ教室を行っており
ます。沐浴の練習とか、パパ達同志でのお話し合い
とか、先輩ママの赤ちゃんを抱っこさせてもらった
り、妊娠中からの赤ちゃん抱っこ体験ができており
ます。親子スキンシップ教室、タッチケア教室です。
自分の赤ちゃんが産まれるまで、赤ちゃんを抱っこ
したことがないとか、わが子への接し方が分からな
いとか、親子のスキンシップの取り方が分からずに
不安につながる、そして、ひいては虐待に発展する
ということも考えられております。タッチケアを通
して、子育てに楽しさの体験や親子の精神的安定、
子育ての不安解消などを目的として定期的に行って
おります。今は、３市７地区、年間約 20 回行って
います。

次に、産科医療機関での助産師活動についてです。
私が勤務している産科医療機関では、全妊婦を対象
に、20 年以上前から妊婦健診時に助産師による保
健指導を行っております。妊婦からは、妊娠に伴う
不安、心配などが多く聞かれ、医療情報が錯そうし
ている現在、助産師が妊娠期から積極的にかかわる
姿勢の必要性を感じております。何となく心配だと、
思われる方もいらっしゃり、気になることがあるの
ではないかと言う方を継続して様子を見させていた
だくことや、ぺリネイタルビジットを通して、小児
科の先生や地域の保健師さんとも連携をしておりま
す。あと、退院された後の家庭訪問や中間健診で、
産後のお母さんと赤ちゃんの状況を見させていただ
いております。その他、両親学級や退院指導などの
活動を行っております。当院でも、中学生に対する
赤ちゃん抱っこ体験をやっております。中学生で初
めて赤ちゃんを抱っこしたという人も多くて、生徒
の方が毎年、感想文を送ってくれるのですけれども、
それを去年、10 年分、分析してみたところ、命の
大切さとか、命の危うさ、癒された、自分のことを
振り返った、親への思い、今後のことを考えた、と
かいう感想があげられておりました。抱っこ体験を
しているところです。まだ生まれて間もない、４日

目、５日目ぐらいの赤ちゃんで、勿論、お母さんの
許可を得て、みんなに抱っこさせてもらっておりま
す。大分県助産師会での事業、産科医療機関での活
動、これらは全ての活動が、妊娠中、子育て中の不
安な気持ちに寄り添い、望まない妊娠の予防、相談
から虐待の予防につながっています。地域で関わる
ことと、電話やメール相談に応じることもあります
が、いつでも、どこでも、どんな世代にでも関わっ
ていることには変わりはありません。助産師は、妊
娠、分娩、産

さんじょく

褥、新生児期の支援のみならず、乳児
からの親子の触れ合いを通して、全てのライフサイ
クルを通して、子どもの虐待予防に継続的な支援を
行っております。ご清聴ありがとうございました。

藤本氏　それでは、引き続きまして、佐藤さんにお
願いいたします。

佐藤　拓代氏　本当に御
二方のすごく多角的な活動
のご報告に続いて、先程
からの妊娠ヘルスセンター
の大江さんのお話がありま
したが、その部分を取り上
げた私の話になります。

大阪府立母子保健総合医療センターは、総合周産
期母子医療センターです。371 床ありまして、100
床が産科、新生児が 60 床、そして残りの 211 床程
が全て子どもにかかわる診療科で、いろんな診療を
行っております。年間分娩数が 1,500 ぐらい、そし
て、1,000 グラム未満の超低出生体重児が年間 50 人
ぐらい入院してくるところです。32 年ぐらい前に
できまして、開設時から病院の名称に「保健」を入
れて、地域保健との連携を視野に入れて活動を行っ
ております。私の企画調査部の下に地域保健室とい
う部署があり、地方独立行政法人ですが、大阪府の
保健所から保健師を派遣してもらっておりまして、
妊娠中からのいろんな問題を抱えている妊婦さんへ
の面接、相談、それから、小さく生まれた子どもさん、
障害を持った子どもさんへの支援を保健師がやって
おります。当センターでは、未熟児に学童期までの
健診をやっていまして、自分たちが行った医療の
フォローを行っています。また、昔から保健師さん
は保健センター等にこういう人がいますから支援を
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お願いします、とずっと 32 年間もやってきていて、
今も年間 800 件くらいの訪問依頼をしています。こ
のような状況から、大阪府は思いがけない妊娠の相
談窓口を地域保健機関と連携している当センター地
域保健室に設置しました。私は、部長兼地域保健室
長の立場で働いています。

子ども虐待の死亡事例等の検証報告は、皆様ご存
知と思うんですけれども、虐待死した子どもの年齢
を出しています。人数的には虐待死は、大体年間
50 人ぐらい、心中による死亡が 50 人ぐらい、毎年
の報告で 100 人ぐらい出てきているのですが、その
中で 50 人の虐待死の年齢を見ていくと、０歳が４
割から６割ぐらいです。そのうち、第９次だけ取っ
てみても、生まれたその日に死亡しているのが 19%
という、生まれてすぐに死亡する子どもたちをどう
やって予防するのか、今、すごく大きい課題となっ
ています。第１次から第９次までまとめて、０日で
死亡したお子さんが 83 人おられます。そして、そ
の中で、望まない妊娠、これ複数回答ですけれども、
75.9% で、中には心の問題をお持ちの方もいるので
すが、これは０日死亡ではむしろ少なくて、０カ月、
１か月未満の死亡のところで少し多くなり、この生
まれたその日の死亡を乗り越えると、望まない妊娠
による死亡も減るという状況がはっきりみえてきて
おります。経済的な問題は、どちらもちょっと多め
ですけれども、若年の出産の経験、１人目を若年で
産んだ、今は２人目がいて 20 代なんだけれども、
十代で結婚する時のいろんな問題を抱えたまま、死
亡させるような虐待に至っているというのも見えて
きています。

また、これは大阪府が、思いがけない妊娠の相談
窓口を設置するきっかけになった未受診調査なので
すが、これまで４回実施し、今年も５回目の調査を
やっています。医療機関単位では調査されていると
ころはあったのですが、都道府県レベルで初めての
未受診妊娠の調査でして、定義を 14 回の妊婦健診
のうち受診回数３回以下、または、受診が３か月以
上間が開くとしています。大阪府の 150 〜 160 の分
娩を扱うすべての施設に調査をしています。回答が
出てきてるのは大体 30 施設ですので、５分の１ぐ
らいの施設がこういう飛び込み分娩を扱っていて、
回答数が４回目の調査で倍になっています。大阪府
は７万８千人ぐらい生まれているのですけれども、

250 に１の割合でこういう分娩があるという結果に
なりました。聞こえてくるところでは、岡山県の全
県調査では 1,000 人に１人、隣の奈良県でも 1,000
人に１人とかですので、大阪はやっぱりこういう人
たちが流れ込んできやすいのかもしれません。年齢
別にみると、若年のピークと、30 代後半のピーク
というのが、４回の調査でも同じ傾向です。中学、
高校生が 12 名で、また年齢が高い人たちは４回以
上の多産婦というリピーター。妊娠、分娩は病気で
はないから大丈夫だと思っているのですけれども、
妊婦健診未受診ですと本来健康で産まれてくる子ど
もさんが、いろいろ大変な状況になっているという
こともこれで見えてきました。経済的に勿論、お金
がなくて妊婦健診を受けていないという方が多いで
す。未受診になった理由も、先程の職業のところと
一致して、経済的な問題が３分の１、妊娠の知識が
足りない、これ特に若い子たちに多いのですけれど
も、妊娠の受容の困難とか、不倫とかによるような
状況も見えてきています。10 代は特に家族に言え
ず、どうしてよいかわからなかったというのが４人
に１人です。お母さんの被虐待歴があって、自分の
親に恐らく相談できていないと思うのですが、それ
が４％、前回の 2012 年の調査では１割でした。お
母さんの精神疾患がもともとある人と、それから
合併症としての精神疾患と一緒になっていますが
9.4％です。死産で産まれた子どもが６人いまして、
周産期死亡率と言って、妊娠中、それから生後１週
間までの死亡を合わせると、1,000：19.5 になりま
すが、全国的には 4.2 ですので、妊婦健診未受診は、
５倍もの不利益を子どもに生じさせていると言えま
す。４回の調査で産婦人科医もかなり、これは大変
だということを認識していただいて、きっちり医療
もしてくれまして、新生児合併症は減ってきていま
すし、NICU 入院も減ってきています。アプガース
コアという生まれた児の健康度をみるスコアで、９
点・10 点は元気な状態を表しますが、７点以下と
いうしんどい子どもさんも減ってきています。しか
し、その後の子育ての状況の大変さというのはやっ
ぱり変わらないです。この調査報告は大阪府のホー
ムページで健康づくり課母子グループにあり、すべ
ての報告書がダウンロードできますので、是非、大
変な実態を読んでいただけたらと思います。

国の虐待死亡事例等の検証報告、大阪府の未受診
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妊娠調査から、既存の妊娠届出、母子健康手帳の交
付から始まる公的サービスに乗りにくい親というの
は、情報が届かないのか、情報を利用する力がない
のか、あるいは、全く子どもに愛着が無いのかもし
れません。こういう人たちには、妊娠したら 14 回
の妊婦健診の補助券がもらえるということをあれだ
け色んな所で PR しても全く届いていないので、こ
の人たち特有の情報を得やすい窓口が必要だろうと
思いましたし、また、本当に子どもに愛着が無くて
産み捨てる人もあるわけで、こういう人には、適切
な時期の妊娠中絶か、あるいは、この人が育てなく
てもいいよ、という施設入所、あるいは、特別養子
縁組制度等の情報提供等が必要だろうと思いまし
た。ここには書きませんでしたが、実は、お金がな
いというのも非常に大きい理由でして、助産制度の
PR と言うのは、どこの自治体でもすぐにホームペー
ジで見つかる状況ではないのです。お金がないこと
を背景に本当に子どもを殺す人たちもいますので、
私たちはそのことも併せて情報提供しています。

このような状況から、国が相談窓口設置の通知を
出す前から私たちは用意をしていまして、平成 23
年の 10 月に都道府県レベルで初めての思いがけな
い妊娠の相談窓口を開設いたしました。情報をホー
ムページで提供し、産んだ決断をした人の手記と、
産まない、中絶をした人の手記も載せています。ま
た、妊娠したらどういうことが起きるかとか、ある
いは、どこにどんな情報があるかと言うようなこと
も載せています。メール相談と電話相談に対応して
いるのですけれども、対応を指示するのではなく
て、私たちは、あなたがこれで産めないと思ってい
るのだったら、それはこういうことでここに相談し
たらいいよ、とか、私たちが産みなさいとかではな
くて、決めるのはあなたという主体的な選択を選ん
でもらえるようにサポートしています。PR の方法
としては、子どもたちが通学定期を買う時にポケッ
ト時刻表を定期入れに入れると思いますが、そこに
広告を出したりとか、「にんしん SOS」のカードを
ドラッグストアで、妊娠チェッカーを買いに来ると
きに持っていくだろうと思って配布していますが、
1,000 件以上の相談でこれを見てというのは１件だ
けでした。あまりこれは効果が良くないようです。
産科医療機関からは、結構これを見て相談して来て
くれています。深夜の FM 放送で電話番号を控え

てくれていて、自分の家で産んだのだけれども、出
血が止まらなくて６日目に心配になって電話をかけ
て下さった例がありました。本当に、夜に起きてい
る人たちに対するメッセージも重要だと思っていま
す。

相談対応者は専属です。非常勤の保健師と助産師
が 10 時から４時まで詰めていて、朝メールを開け
て、実際祝祭日が入ると、本当に月曜日なんかは９
件、10 件ぐらい入っているのですけど、そのメー
ル相談の返事は言葉として残りますので、私かもし
くはもう一人の保健師が見てからメールを送信する
というようにしています。相談件数は６か月単位で
見ますと本当に倍々で増えていまして、９月が約
200 件で、10 月がちょっと落ち着いて 150 件といっ
た状況です。私たちはメールの方が多いのかなと
思ったのですが、電話が多いです。メールが２割の
後半というような状況ですね。電話でも、あれこれ
相談に乗って、それでまた、電話してきてください
ね、と言うと、電話を返してくれる人がいます。こ
の中で本当に産まれましたという電話をもらうこと
もあって、私たちにとってもうれしい限りです。け
れども、電話でも結果を教えてくれることもありま
すが、メールの方が、今はもう本当に、逐一、今妊
娠検査をしたらマイナスでしたが、これはどういう
ことでしょうというようなことが何回も来るように
なって、件数として延べ件数は非常に多くなって来
ています。相談はやっぱり本人からが多いのですけ
れども、本人と本人以外の相談でも対象妊婦の年代
は、10 代が電話の 22%、メールが 48%、やっぱり
10 代はメールでよく相談してきています。年齢は、
20 代が多いのですが、どんどん 10 代が増えて行っ
ているんですね。それから、10 代の新規相談件数
は３月と７月、８月がピークです。10 代の中でも、
中高生、大学生などの分析をしてみると、１、２、
３月と、７、８、９月が多いという結果になってい
ます。

実人数で分析しないと実際のことはわからないの
で、開設後の１年半でメールと電話で同一事例と思
われる相談を分析していますが、1,300 件ぐらいの
相談がある中で、実人数は 1,010 件でした。メール
では詳しいことがわからないので、電話で詳しい状
況を教えてくださいね、よかったらこちらから電
話をかけなおしますよなどと対応しています。「に
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んしん SOS」を知ったのはインターネットからが、
電話でもメールでも６割ぐらいです。他に相談した
ことがない初めての相談が４割で、特に中高生は他
に相談したことがないのが５割です。パートナーの
状況は、交際中が４割ですが、大学生は８割ですね。
結婚しようと思っている、けれども妊娠したかもし
れないと言って、中高生も６割がステディな関係に
あって交際中という人が多いです。意外に 20 代以
降が、別れたとか捨てられたとかいうような相談が
多いです。このごろメールで相談してきているのは、
超早期妊娠症状というのがネットでものすごく流布
しているようで、生理が来る前でもおっぱいが張る
のは妊娠ですか、生理が来ても妊娠することがある
と書いてありましたとかです。それを見て、ものす
ごく心配に思って相談に来てる。それはメールが多
いのですけれども、実際の中絶とか、産む医療機関
探しとか、DV とか、性病とか、すぐに解決策が欲
しいのは電話での相談が多いです。私たちは傾聴し、
情報提供し、自分たちで決断してもらうようなこと
をしていますが、未受診の妊婦の中絶先がなかなか
見つからない、またお金も非常にかかる、中期の中
絶で 40 万必要と言われたけれどお金がない、それ
をどうしようかというような相談もあり、公的な所
だったならば何とか分割払いとかしてくれる所もあ
るので、もうちょっと具体的に話を聞きながら、身
元証明と言ったら何なのですが、福祉につないだり、
保健師さんと一緒に医療機関に行ってもらったり、
それでようやく分割払いで中絶というようなそんな
サポートもしています。
「にんしん SOS 相談」で飛び込み分娩や新生児死

亡に至りかねない状況を予防できたと考えているの
は、139 人（13.7%）です。そのうち出産に至った
というのが 28.8% です。最初の頃の相談で、妊娠
38 週でどこにも相談していなくて、とにかく親に
も相談できないと言うんです。お金もないし、住所
を聞き出して、近くの保健所センターの保健師さん
のこれこれという人に相談してあるから、あなたが
行ったらこの人が対応できるからと言って、動きに
くい人でも動けるように、行きやすくしているんで
すね。それで、その人にようやく繋がって、病院に
行って、初めて妊婦健診の補助券があるということ
を知った。２回だけ妊婦健診を受けて出産に至り、
生まれて２か月後に赤ちゃんが生まれたというメー

ルをまた返してくれました。そのように、出産に
至ったのが 40 人です。父子家庭の中学生が父親に
は絶対に言えないと、だけど、妊娠していることは
間違いないと、まず、受診してくれなければならな
いのですけれども、赤ちゃんが動くと言っているん
ですね。で、それをお父さんに報告することを促し、
お父さんも明日から長期出張に行くからどうしても
今日言わなければいけないので今日言いますってい
うメールが来て、それから翌日に相談できましたと
いうメールが入りました。そのような細やかなフォ
ローをしています。レイプされた相談とか、誰の子
か分からない相談に、本当によく相談してくれまし
たねと、そこからこの人たちを受容し話を聞く、そ
んなスタンスでやっています。誰の子か分からない
という相談もかなり入ってきています。これは、５％
ですけれども、はっきり妊娠何週とわかるような母
数だけから見ると、倍の１割が誰の子か分からない
という相談です。きっと、今の人たちの性行動はか
なり活発で、でも、これは公的な所には相談できな
いんだろうなあと思うんですね。ちょっと離れたと
ころに相談したい、だから、大阪府外からの相談が
多くなるのかもしれません。
「にんしん SOS」では、社会的に認知されない経

過で宿った妊娠や、親との関係が悪く相談できない
妊娠などがあります。中絶や出産するお金がなくて
相談してくる場合もありますが、お金がないという
ことの背景には親から見放されているということも
よくあります。受け入れられた思いを持ってなくて、
ようやく勇気を振り絞って私たちのところにメール
や電話をしてくれているので、まずは受容すること
から、励まし励ましながら対応しています。中絶と
言うことを決めたんだけど、と言って電話してくる
人たちもあります。中学生が 30 分、本当に泣きっ
ぱなしだった事例があって、相手も納得しているし、
明日、中絶に行くんだけれど、もう赤ちゃんの靴下
を買って、これを見てると涙が出てくる、と言って、
30 分お話を聞いたことがあります。物凄い喪失感が
あります。こういうケアと言うのも、今までの母子
保健では、できてなかったところだと思っています。

思いがけない妊娠の背景をまとめました。父親が
分かっている場合と分からない場合があり、前者で
は逃げられているとか、若すぎる、経済問題があっ
て産めないとかがあります。誰の子かわからない場
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合もあり、いずれにせよ偏見を持たなくて真に相談
者を受容するということが必要ではないかと思って
います。特に、この妊娠、出産経過というのは、自
分の親との関係を振り返る機会ですので、親との関
係が悪い人は、ちょっと相談したところで撥ねつけ
られたという思いを持つと、誰にも相談できなくな
ります。午前中の川﨑さんのお話の中で、大阪市内
の女の子と男の子の餓死事例の本の話が出ていまし
たが、あの人も、ちょっと子どもを預かって欲しい
と相談していて、相談を受けた方はこれだけ深刻
だったらまた来るだろうと思ったんだけど、書類な
どでこういうことが必要ですと言われたら、撥ねつ
けられた、拒否されたと思って、あと、どこにも相
談できないですね。だから、どのような経過でも、
本当に私たちもびっくりするような、義理の父親と
の子どもができたとか、いろんな相談が出てきます。
けれども、それを、まずは受けとめて、自分の経済
的な問題とか、親に相談できないとか、親との関係
も振り返って支援することが今、非常に求められて
いると思います。私の話は、以上です。

藤本氏　取りあえず、全てのパネリストに発表して
もらいますので、最後のパネリストの豊田さんにお
願いいたします。

豊田　まり氏　はい、資
料の 75 ページになります。
写真等、一部、資料に出て
いないスライドもあります
のでご了承ください。大分
県別府市福祉保健部健康
づくり推進課で保健師を
しております豊田と申します。本日は別府市がぺリ
ネイタルビジット事業を、どのように取り組み、虐
待予防につないでいるかを説明させて頂きます。ま
ず、ぺリネイタルビジットという言葉をご存じでな
い方もいらっしゃると思いますので、どのようなも
のかということを簡単に説明します。ぺリネイタル
ビジット事業とは、産科、小児科、行政の連携の下、
妊娠中、又は産後早期に小児科医より直接、育児に
関する保健指導を受ける機会を提供することで、子
どもの「かかりつけ医」を確保するとともに、育児
不安の解消を図るものです。一言でいうと、産科、

小児科、行政が一体となった産前からの育児支援事
業です。別府市が予算化して参加するようになった
のは平成 15 年度からです。この事業の実施主体は、
大分県医師会と市町村です。対象者は育児不安のあ
る産婦さんです。ご利用されるときに自己負担はあ
りません。実施医療機関は、大分県内の産婦人科
40 施設、小児科 54 施設です。それぞれの機関の役
割は、このようになっており、市町村の保健師の役
割は継続指導が必要と思われる妊産婦さんに対して
相談指導を行うことです。事業の流れを説明します。
妊産婦さんが産科を受診します。産科医は、小児科
の指導の必要性を認めた場合、紹介状を持って、妊
産婦さんが小児科を訪問し、そこで 30 分から１時
間程度の指導を直接、小児科医から受けます。各小
児科で、指導の内容に偏りが出ないように、マニュ
アルが作成されており、これに基づいて指導が行わ
れます。産科、小児科の両方から、県医師会に、そ
の結果が報告され、各市町村に報告されます。継続
支援が必要と認められた場合は、保健師の指導、育
児支援が開始されます。緊急の場合など早急に保健
師のかかわりが必要なケースは、直接、産科や小児
科から連絡が入ります。保健師がフォローしていく
ときは、より効果的な支援ができるように、産科、
小児科と連携を取りながら行います。ぺリネイタル
では、虐待を含むいろんな事例があがってきます。
様々な事例に対応し、ぺリネイタルを円滑に進めて
いくために、専門部会が毎月開かれています。産科、
小児科、行政の担当者が、毎月集まり、情報の交換、
困難事例の検討を行っています。こちらが、専門部
会の様子です。先程、藤本先生からご説明があった
ように、ヘルシースタート大分と合同の専門部会と
して、毎月実施しています。最近は、困難で複雑な
事例が多くなってきているため、児童相談所や精神
科の医師も部会に参加し、いろいろな立場から意見
を交わして事例を深めています。こちらが、大分県
小児科医会が作成した小児科指導用のマニュアルで
す。育児や子どもの成長に関することなど、12 項
目において作成されています。産後のイメージがつ
きやすいように、具体的に育児に関して小児科医か
ら紹介を受けます。この様子は、先程、藤本先生か
ら写真であったとおりです。また、保健師に送られ
てくる紹介状や指導票に、このような項目を追加し
て工夫をしています。継続支援を必要とする妊産婦
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さんが、どのような受け入れ体制で保健師のかかわ
りを受けるかは、ケースによって異なります。基本
は、産科医、または小児科医から、保健師の介入の
必要性の説明を受け、同意した上で、保健師が介入
するようになるのが理想的ですが、場合によっては
介入の必要性を感じず、拒否をすることも考えられ
ます。連絡を取り合う用紙に、この項目が追加され
ていることによって、妊産婦さんの保健師に対する
受入れ状況が把握でき、介入時に把握して、対応す
ることができるため、以後の継続支援を円滑に進め
ることができます。医療機関に貼っているポスター
です。一人で悩む方を一人でも減らすことができる
ように、皆さんの目につくところにポスターを貼っ
て周知しています。また、母子健康手帳の交付の際
にも、全員にこのような事業があることをお伝えし
ています。

ここから、ぺリネイタルビジット事業を、別府市
がどのように行っているかということをご説明して
いきます。別府市は、人口約 12 万人で、大分県で
２番目に人口の多い市です。市内には、約４千人の
外国人がおり、一般市民 30 人に対し１人は外国人
という国際色豊かな街です。年間の出生数は、約
900 人です。また、別府市の特色として温泉があり
ます。温泉の泉源数、湧出量、ともに日本一を誇っ
ています。少し話がそれますが、市内には別府八湯
と呼ばれる温泉エリアがあり、年間 1,000 万人を超
える観光客をお迎えしています。８つの温泉地はそ
れぞれに、風景、趣きがありますので、もし県外や
市外からおいでになった方がいらっしゃいました
ら、温泉をぜひ楽しんで帰って頂きたいと思います。
本題に戻りまして、こちらは別府市の母子保健事業
の体系図です。妊娠の届出を行い、母子健康手帳の
交付をするときから始まり、健康診査や予防接種な
ど、色々な事業がありますが、ぺリネイタルビジッ
トは、産前から産後にかけての事業の中で、根幹を
担うものであり、対象を把握し、他の事業へと効果
的につなぐことができる重要なものです。年間のぺ
リネイタルビジット利用者数は、このようになって
おり、出産した方の約３割程度の方が利用していま
す。平成 22 年度から 24 年度の要支援になった割合
は、このようになっています。年度で少しばらつき
がありますが、小児科受診者の約２〜４割が要支援
となっています。要支援となる理由の多いもので

す。様々な理由がありますが、最も多いのは育児に
対する不安が強い、です。要支援になった方へは保
健師が電話や家庭訪問などで支援を行います。その
場合は、産科や小児科の医師と連携を取りながら支
援を行うようにしています。それぞれが異なる指導
をすると、妊産婦さんは混乱してしまいます。その
ようなことがないように、同じ方向性で支援ができ
るように連携を取り合っています。このように、ぺ
リネイタルビジットでは、産科、小児科、行政の連
携が大きなポイントです。効果的に連携が取れるよ
うに行っている会議がありますので紹介します。ま
ず１つは、産科との連絡会議です。市内の産科の医
師、助産師と、別府市の母子保健を担当する保健師
で行っています。連携を取り、支援をしている市と
の情報交換や困難事例の検討、別府市の母子保健事
業の検討を行い、ぺリネイタルだけでなく別府市の
母子保健事業が円滑に進むように話し合いを重ねて
います。そして、もう１つは、小児科医師との連携
である「子育てカンガルー会議」です。乳幼児健診
における検討事項や別府市の母子健康事業に関して
意見を交わし、別府市の親子がカンガルーの親子の
ように仲睦まじくなるように、目標を持って会議を
しています。このように別府市では、産科や小児科
との連携を更に深めていけるように、それぞれ連絡
会議を行っています。顔を合わせる機会が多いこと
で、連絡の取りやすい関係を築け、別府市で妊娠、
出産、子育てをする方を包括的に支援できるように、
関係機関の連携体制を構築しています。虐待予防に
は、叩く等の行為に目を向けるだけでなく、母の育
児負担感や孤独感、辛さなど、気持ちに寄り添った
支援が重要であると考えます。

最後に、虐待予防としてのぺリネイタルビジット
をこちらにまとめました。ぺリネイタルビジットを
導入するまでは、出産後から支援を開始する場合が
多く、妊婦さんへのかかわりは多くありませんでし
た。そこに、産科や小児科の医師が保健師の活動を
紹介し、気軽に相談できるのだから気を張らずに訪
問に来てもらったらいいよ、と一言を添えてもらう
だけで、保健師の介入を受け入れやすくなり、妊娠
中からも家庭訪問などの支援につながるケースが増
えました。早期にかかわりを始めることで、育児不
安の軽減になり、ひいては虐待の予防につながると
考えます。また、関係機関と連携して関わることで、
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複数の目で確認することができます。多面的な支援
ができることで、虐待の早期発見や育児不安が大き
くなる前に、何らかの支援をすることができます。
このように、ぺリネイタルビジットでできた連携の
基盤があるため、お互いに少しのことでも声をかけ
やすく、母子保健事業を進めていく中で協力しやす
くなってきたことも、虐待予防として大いに有効で
あると考えます。このぺリネイタルビジットを通し
て、関係機関との連携をより深め、虐待に至るよう
な追い詰められた状況になる方を減らすことができ
るよう、小さい声にも耳を傾けることができるよう
な母子保健の体制づくりに努めていきたいと思いま
す。ご清聴ありがとうございました。

藤本氏　はい、３人のパネリストの先生方、ご発表
ありがとうございました。それでは、明かりをつけ
ていただきまして、本日のテーマであります育児支
援のネットワークの強化、そして、母子保健の中で
の実践の報告、そこから示唆されるネットワークの
強化と、もう一つは連携、これについてこれからディ
スカッションしたいと思います。まず、今までの発
表の中で、もう少し追加しておくべきだったという
ことがパネリストの方にあればお話を伺いたいと思
います。最初に私は、冒頭に話せばよかったのです
けれども、母子保健事業は、現在、市町村単位で行
われています。それは、身近な地域、より目が届
き、手が届くということで良いのだと思いますけれ
ども、先程、スライドでお示ししましたように、色
んな事業が色んな所で熱心に行われておりますけれ
ども、それらの有機的なつながり、ネットワークと
言った点では、かなり問題があるかな、と思います。
それを解決できる１つの方法として、全県下を対象
としたぺリネイタルビジットというものを紹介いた
しました。それを詳しく、別府市の実践例が示され、
そして、その中では、現在のぺリネイタルビジット
だけではされていない、さらに広がったネットワー
クの広がりが紹介されたと言うふうに思います。こ
のように、それぞれの中に、ネットワークの強化と
その連携をどのようにして深めるかということを示
唆する話題もあったと思いますし、そういう点では、
もう一度パネリストの方々に自分の発表でもう少し
強調すべきだったということがあれば話していただ
ければと思います。私は、この分科会を進めるにあ

たって提示した中で、もう少し申し添えたかったな
ということを、３人の発表を聞いた後で付け加えさ
せてもらいました。どうぞ、大江さん、更に何か付
け加えることがあれば。

大江氏　付け加えるというか、発表の中でも言わし
ていただいたのですけれども、やっぱり助産師会の
活動と地域の保健師さんとの連携、それと産科医療
機関と保健師、小児科の先生を介したぺリネイタル
ビジットという、色々な連携が行われていまして、
大分市であれば、ヘルシースタート、今度 12 月に
会議があると思いますが、そういうところで、紙面
だけの連携ではなくて、みんなが会議に出たりとか、
こんなところに参加することによって、やっぱり、顔
の見える連携も必要となってくるのかなと思います。

藤本氏　それでは、大阪府でのいろんなことを紹介
していただきまして、胸打ったり、驚いたり、いろ
んなことがありましたけれども、更に、大分での事
例も踏まえまして、追加することがあればお願いい
たします。

佐藤氏　虐待死亡事例の背景等から、今、各地で思
いがけない妊娠の相談窓口が広がっているのです
が、ネーミングがそこに焦点を絞っていないネーミ
ングである女性の体と健康の相談とか、妊娠に関す
る相談というように掲げている所がおありなんです
ね。そうすると、そこに電話をしようかなと思って
もやっぱりフィットしない、恐らく自分の聞きたい
ことの中身に答えてくれなくて、一般的な指導をさ
れるのではないかと思うようです。最初に電話をか
けてきた時に、ここは産むことばかりを奨励しない
ですよね、と言うようなところからスタートするよ
うなこともあります。ですので、各地で今広がって
いると思うのですが、児童虐待通告の全国ダイヤル
のように女性の健康と体の相談に思いがけない妊娠
の相談を併せて、全国共通ダイヤルができないかと
いう予算要求を厚生労働省はしつつあるようです。
でも、これは虐待の通告とは違う、ご本人さんたち
が相談をされてくるわけですので、より相談しやす
いようなタイトルと、それから、はじめは相談して
も後は相談しなくなるようなことがないような技術
のレベルアップが必要だと思っているところです。
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あとやっぱり、連携という視点からしますと、も
う 33 年間、地域と連携してずっと情報のやり取り
をしてきましたので、初めは保健センターの保健師
さんも、「えっ、中絶の支援なんかしたことないわ」
とか、「中絶できる病院は知りません」とか、けん
もほろろだったのですが、でもやっぱり、いろいろ
とお話を重ねていく中で、母子保健というのは産む
ばっかりじゃないよねと、女性の人生の、母子の保
健を見据えた形で支援して行ったら、今もやっぱり
きちんと中絶と向き合うということも必要だと思う
し、ということで中絶の支援をして頂けるように
なったのです。特に大阪近辺から、繋がりやすいと
ころからは。ですので、母子保健も間口を広げる必
要があるのではと思いました。あと、皆様方にお聞
きしたかったのは、連携のことでは、今、特定妊婦
で、要対協との連携が重要になってきます。そこで、
要対協特定妊婦としては、今、どのようになってい
るのか、教えていただきたいと思います。以上です。

藤本氏　是非これは、フロアーの方からも意見をい
ただきたいと思います。では、豊田さん、先程の連
携の中で、保育所と病院が出ておりました。それ以
外にも、いろいろ別府市ではネットワークが広がっ
ているなあという印象を持ちました。付け加えて何
かあればお願いします。

豊田氏　発表の付け加えとしては、ご説明した事例
の方は少し長い支援が必要な方だった方なのです
が、このぺリネイタルビジットを利用した人を分析
してみると、７割程度の方は、保健師が数回訪問し
たり、電話したりする支援で、割と早期のうちに問
題が解決したり、育児不安が解消したりして、継続
的支援は必要なくなっていきます。残りの３割の人
が、長期的な支援が必要な人なのですが、そうした
人とかかわっていくときに、最初のかかわりでどれ
だけ信頼関係を築けるかということが、長期の支援
を拒否されずに続けていくポイントなので、この事
業のように産科の先生や小児科の先生からちょっと
保健師を紹介してもらうということで、安心感を
持って相手の方が保健師を受け入れて支援を開始で
きるというのは虐待予防ではすごく大きい鍵ではな
いかなということを付け加えたいと思います。

藤本氏　ありがとうございました。それでは、フロ
アーの方々から、ご意見や、勿論、パネリストや私
を含めて結構ですが、質問でも結構です。今までの
話の中からネットワークを広げる、そしてそれを強
化する、その中で連携、それから今、佐藤さんから
の提言がありましたような、ご意見を伺いたい、そ
のようなことについても、どなたからでも結構です
が、はいどうぞ。

会場参加者Ａ氏　今日は、それぞれのパネリストの
方々から良いお話を聞かせていただきありがとうご
ざいました。大分県の産婦人科医会という立場で、
今日のお話を聞いた上で、今の問題点を少し上げさ
せていただきたいと思います。まず今、藤本先生か
らお話があった連携という点において、大分県だけ
で考えてみますと、平成 13 年からぺリネイタルビ
ジットで培ってきた小児科医療機関、産婦人科医療
機関と行政のフォローアップシステムの連携は、恐
らく日本で一番、機能していると思います。それに、
ヘルシースタートという事業があって、これはまた、
全県が加わって顔を合わせていますので、顔の見え
る関係で進めています。この中には、ヘルシー側か
ら児童相談所が入ってきますので、非常に有効な会
議となっています。これは、連携という点に関して
は、恐らく、日本で一番上手くいっている、特に、
今日、発表頂いた別府市は、多分、日本で一番上手
くやっているのではないかと思っています。で、そ
の中では、今日のポイントであります、虐待防止と
いう観点から考えますと、非常に有効に機能すると
思いますが、まだ少し、精度を上げていく必要があ
ると思います。産婦人科医会の立場から、今一番躍
起になっているといいますか、考えて動いているの
は、今日、佐藤先生からお話があったところで、平
成 23 年の虐待死亡例報告から、０歳児、０カ月児
の死亡例が一番多いということに物凄く衝撃を受け
まして、日本産婦人科医会でもそこの対応をすると、
それから、厚労省でも従来の虐待予防対策では追い
付かないということで、産婦人科医会としても、妊
娠中からの虐待予防を観点に置いて取り組むと、そ
の中で、今日お話にあった望まない妊娠、思いがけ
ない妊娠、それと、時々上がってくるのは未受診妊
婦、その２つが大きなポイントです。そのうちの未
受診妊婦については、追っかけるのは難しいという
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ことで、恐らく産んだ後のフォローアップというこ
とで、産んだ医療機関からいかに上手く行政に上げ
ていくか、それで、そこで、自分で育てるか、里親
に出すか、そういう相談まで上手くやっていかない
といけない。そこの連携をどうしようか。もう１つ
は、思いがけない妊娠について、これもピックアッ
プは難しいので、大分県の事業として、今日お話の
ありました妊娠ヘルスセンター、助産師会が中心に
なってやって頂いております。これは、昨年の４月
から頑張ってやって頂いておりますが、今日の大阪
の話が非常に参考になりましたが、やっぱり窓口を
どう広げて、上手く繋いでいくか、助産師会が、い
くら頑張ってしても、その後、産婦人科医療施設に
上手く繋いでいかなければ中々上手くいかない、と
いうことで、これも、産婦人科医学会としては、先程、
佐藤先生からお話のあった選択するため選択肢を提
示しなければならない、産むか産まないか、それを
本人に決めてもらうことが大切です。妊娠中絶をす
るのか、それから、育てていくのかの相談、それから、
いずれにしても育てられない、もう間に合わないと
いう時期になったら、もう自分で育てるのか、子ど
もの本当の幸せのために里親制度を利用するのか、
そういったことを進めていかなければならない、そ
れに関しましても特別養子縁組とか、殆ど産婦人科
医も小児科医も知らなかったんですね、今まで、シ
ステムを。と言うことで、大分でも一生懸命に勉強
しています。で、この秋になってから、大分県産婦
人科医会でも児童相談所と県の担当課と話し合いを
重ね始めておりまして、方向性を定めて、大分県の
産婦人科、小児科も一緒になって、やっと動き始め
るというところがやっと始まったところで、今日、
大阪の話、大変お世話になりました。ポイントは、
やっぱり今から助産師会が中心にやっておられる妊
娠ヘルスセンター、ネーミングは多分これで良いか
なと思っていますが、大切なポイントを握ってくる
と思いますので、まあ、頑張ってほしいと思います。
それから最後に、佐藤先生から質問のあった要対協
の中での関連ですね、連携はどうなるか、特定妊婦
については要対協との連携が必要ですが、大分県を
見渡しまして、要対協が果たしてどれだけ機能して
いるのかということに私は疑問を持っています。話
を聞いてみると、要対協の中で要支援妊婦、要支援
児童、要保護児童、きちっと定義して分けているか

と言うと、どうもそうでもないような気がする、そ
れから、産婦人科医療機関から要対協に特定妊婦を
連絡すると言っても、同意が得られれば連絡は付け
られますけれども、同意が得られなかったら、現在
の法体系の中では上手く連絡がつけられない。厚労
省から同意はなくてもしていいよという行政解釈が
ありましたけれども、それをよく読んでみますと、
実際はそうではない。司法解釈では、守秘義務、個
人情報保護義務に触れるという判決が出るという可
能性がある、そう簡単にはできない、というのがあ
ります。ですから、大分県の産婦人科医会、小児科
医会では、各市町に対して、各医療施設を要対協の
構成員にしてくれというお願いをしています。そう
すると、要対協の中での話し合いということになる
ので、特定妊婦の連携について上手くいくはずです。
これが、厚労省の昨年の通知の中にも出ていて、厚
労省からも全ての医療機関に入ってくれという依頼
が来ています。ですから、それを期待しているので
すが、市町村の方が面倒臭がって動かないというこ
とがあって、一生懸命、県を通じてお願いしていま
すが、その辺を今からどうやって上手くやっていこ
うかと悩んでいるところです。ちょっとまあ、愚痴
みたいになりましたけれども、大分の現状を話させ
て頂きました。

藤本氏　宜しいでしょうか。何かご意見ありますか。
いいですか、はい。まあ市町村の動きに対して要望
と言った方がよいでしょうね、出ておりますので、
どなたか市町村の方で今の、自分たちの取り組みに
ついて、どなたかご報告できる方、いらっしゃいま
すか。要対協のメンバーの中に、産科医、小児科医
等がメンバーとして加えていただけるように申し込
んでいるが、なかなか入れていないというご指摘な
のですが、そんなことはない、もうちゃんと取り入
れている、あるいは動き出したというところ、はい
どうぞ。

会場参加者Ｂ氏　私は中津市の子育て支援課で保健
師をしています。本日の、先程の特定妊婦のことに
関しても、そうなのですが、うちの方では要対協に
おきましては、代表者会議を年２回、また実務者会
議を月１〜２回しております。代表者会議の中にも、
先程ありましたように、産科医療機関ということで、



106

●第４分科会

中津市民病院の方と、市内の先生が入って頂いてお
りますし、小児科についても、小児科の先生が入っ
ている次第でございます。で、先程の特定妊婦につ
いて、佐藤先生のお話にもありましたように、うち
の方としては、母子保健担当課の方が、地域医療対
策課ということで、そちらの方と連携を凄く図りや
すい状況にありまして、妊娠中からこのお母さん大
丈夫かな、という声があがりますとうちの方に私が
保健師をしていることもありまして、すぐに連絡が
入る次第でございます。その中で、一緒に取り組む
中で、実務者会議の中にも、母子保健担当課の保健
師さんにも入って頂いて、市内の先生も入って頂い
ている中で、どのような形で支援して行ったら良い
のか、ということを協議してですね、児童相談所の
方も入っておりますし、このお母さんに対して、ま
ず誰がリーダーとなって取り組みながら支援して行
くのが良いのか、ご指導をいただきながらしている
状況でございます。産科の先生、小児科の先生、い
らっしゃるのですが、私の方に時々、お電話いただ
いて、このお母さんは、ちょっと心配なんだけどと
いう声をいただくことがありまして、先生、ありが
とうございますという声の中で、母子保健担当課と
支援を担当させて頂いている状況です。

藤本氏　はい、ありがとうございました。素晴らし
い取り組みを聞くことができて安心しました。他に
何か、ご意見とか、あるいは質問とか、ありません
でしょうか。はい、どうぞ。

会場参加者Ｃ氏　大阪府八尾市の保育課というとこ
ろで、要保護児童対策地域協議会の事務局で働いて
います。本日は、皆様、貴重なご発表をいただきま
してありがとうございます。初めに、藤本先生から
ご発表をいただいた、気になるお母さん、また、妊
婦さんを６つの段階に分けて対応していただくとい
うところで、ちょっと私、正確に覚えていないので
すが、４番目の段階まで保健師の方が中心になって
取り組みまして、５段階から児童福祉関係の方で担
当していただくということになると思うのですが、
こういったところの線引きですね、どういった判断
をされているのか、私どもでも保健師さんとの連携、
貴重な資源ですので、要対協のメンバーでもありま
すし、行っているのですが、なかなか母子保健の範

疇と言うところと、虐待対応になるところと、線引
きが難しくて、ちょっとお互いに、そっちの仕事で
しょとかになりかねないところなのですけれども、
大分県では、どのようにその辺の連携を図っている
のか教えていただきたいのですが、宜しくお願いし
ます。

藤本氏　はい、ありがとうございます。私から答え
られる範囲といたしましては、おっしゃる通りで、
４番目までは、検討結果の段階として保健師が中心
でございます。５番目からは、更にそこから児童福
祉司の担当者、特に、要保護児童対策地域協議会の
実務者レベルの方々に入ってもらう、ここからは虐
待のリスクが高い、いろんな子育てのリスクがあり
ますが、母子保健の段階で対応できると考えられる
のが４番目までで、更に虐待のリスクがうかがえる
という状況が５番、６番で、６番はすぐに介入が必
要だろうと、児童相談所が中心となっているという
ことなのですが、その線引きは、現在のところ、ぺ
リネイタルビジット、ヘルシースタート大分の両方
から、ハイリスクのお母さんが上がってきて、その
中で参加している、先程、メンバーの一部を紹介し
ましたが、多くの専門家が、この専門部会には参加
しております。それを中での意見で、最終的に、ど
の段階にするかということを決めております。４番
と５番の違いは、虐待のリスクと考えてよいのでは
ないかと思います。この６段階の判定をするように
なったのが、先程申しましたが、一昨年の死亡事例、
その実施前は、実は、お兄ちゃんで、ぺリネイタル
でちゃんとフォローされたんですね、そういう中で
あったので、よりもう少し、このぺリネイタルの中
でも、家族全体を捉えて支援して行くにはどうする
かということで、ヘルシースタート部門も、要対協
を含めてメンバーに入って検討するということにな
りました。私の説明で足りない部分は、母子保健、
児童相談所をはじめ、ここにおられる方々のご意見
で補ってもらいたいと思います。どなたか補足して
下さる方、いらっしゃいませんでしょうか。今、専
門部会で出ている中でですね、じゃあ、どうぞ。

豊田氏　保健師としての立場で、この線引きに関し
ては、先程、先生がおっしゃったみたいにですね、
必ず合同専門部会の方に事例を保健師の方から、区
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分わけが必要な方に対しては事例提供をさせていた
だいて、それを、専門職の方々から多角的にご判断
していただいて、その中で振り分けをしています。
中々、５番、６番にあたるような方は、多くありま
せんので、事例としては多いものではないのですけ
れども、事例を提供した時点で、ある程度、その
ケースに、いろんな所が介入していて、方向性も何
となく見えていますので、そこに専門の先生からの
視点をもう一つ入れていただいて、最後に絞り込む
という感じになります。あと、先程、ご質問があっ
た母子保健と福祉関係の虐待担当課との業務の線引
きは、別府市でもとても悩ましい問題で、ここまで
は虐待担当課が担当する、ここからは母子保健の保
健師が担当するという、はっきりとした線引きは難
しいのですが、基本的には、一緒に対応していくと
いうスタンスです。一緒に訪問することで、お子さ
んの保健的な側面ですね、健康のこととか発達面と
か、そういう面については主に保健師が担当してい
く、生活的な支援については虐待担当課とか福祉関
係の職員が対応していくという、まあ、お互いに役
割を持ちながら、一緒に支援して行く、最終的な手
段というのは、要対協で話し合いをして、そこで、
主担当として一番ふさわしいのはどこかということ
を皆さんで検討して決めています。でも、本当に線
引きは難しいものなので、最初にかかわった職員が
一番信頼関係を築きやすいので、その人が主になっ
て支援することが多いような気がします。以上です。

藤本氏　今のような回答で宜しいでしょうか。はい。
他にはどなたか今の話題に対して、更に、このよう
なことを更に追加した方が良いというような方がい
ましたら、大分県内で、母子保健、あるいは虐待に
あたられている方で、ご意見ありませんでしょうか。
では、なければ、話題は、どんなことでも結構です。
どなたか、何かご意見、あるいは質問、ありません
でしょうか。はい、どうぞ。

会場参加者Ｄ氏　本当に、ぺリネイタルビジットは、
素晴らしい事業だと思って、先駆的にされていらっ
しゃるのが、なかなか全国に広がらないですよね。
恐らく、その地域から連絡を取るときに、ドクター
が見ている状況を見てもらいたいなあという細やか
な連携が、開業の先生方もお忙しいですし、しにく

いんじゃないかと思うんですね。で、どういう工夫
をして医療機関の窓口をどういうふうにしているの
か、あるいは、ドクターと連絡を取る時の時間帯も、
ある程度、連絡を取りやすい時間帯をお知らせして
いるのか、この連携のコツというか。教えていただ
けたらと思います。

藤本氏　それについては、それぞれの地域でやって
いるぺリネイタルで特色があると思いますので、今
日、こういう場所で、かなり来られている方がいらっ
しゃいますので、まずフロアーの方々に答えていた
だきたいと思いますが。大分市、別府市、それから
日田市、それぞれ自分たちで、どのようにして上手
く連携がとれたか、確かにほかの地域では、国が平
成 13 年に推進したモデル事業までやったけれども、
２年間やったけれども、廃れてしまったんですね。
30 数か所の事業が国で行われたのですが、最後ま
で生き残っているのは大分だけということになりま
す。で、はいどうぞ。

会場参加者Ａ氏　今のご質問の内容ですが、ぺリネ
イタルビジット事業を通じて、行政と医療機関との
連携が非常に密になったわけですけれども、ぺリネ
イタルビジット事業の基本は、行政と医療機関の連
携を密にする、例えば、おっぱいのことですね。そ
れまでは、行政の保健師さんが訪問した時に、おっ
ぱいで困っていると、すると、そんな飲ませ方をし
てはいけないですよ、とか、そうすると、そこの指
導をした小児科とか産婦人科の医療機関は、信用を
失って難しくなるわけですね。それが、頻発してい
たということです。まず、私たち産婦人科医会と小
児科医会が相談をしまして、そういうことが起こら
ないようにしようということで、ガイドラインを
作ったわけです。おっぱいのことはどうする、と。
まず、おっぱいのことは産婦人科医療機関でずっと
約２カ月ぐらい指導されてきていますから、それを
踏襲してください。小児科の先生方へは、全部、母
乳が良い、と言われる先生が多かったのですが、そ
れでは連携が取れないから、そこは降りてください。
おっぱいのことは、妊婦さんが出た産婦人科の医療
機関の指導を 100% 尊重してください。他のことは
言わないでください。行政に対しても、おっぱいの
ことについては、分からなかったら、産婦人科医療
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機関に連絡して、100% それを尊重して指導してく
ださい。という申し合わせ精神が、その他のことに
ついても同じですね。まず、連携を取って、３者で
囲んだ妊婦さんが迷わないようにしようというとこ
ろからのスタートです。そのためには、小児科医学
会が相当努力していただいて、ガイドラインを作っ
て頂きました。いろんなことで産婦人科医と相談し
ながら、そのガイドラインを行政にも使っていただ
いて、こうやって下さい、と言うことで連携を取っ
ていますので、小児科も産婦人科も安心して小児科
を紹介する、産婦人科も安心して行政を紹介する。
行政と連絡を取ることは、大阪と違って大分県です
からそんなに大きな町はない、すぐ簡単に、電話一
本でつながります。ですから、例えば、うちから別
府市に連絡する時に、いつでも電話して、担当を呼
んで、「ちょっと心配な人がいるんだけど、入院中
から見に来てくれないかなあ」と言うと、すぐ入院
中から見てくれて、そこで本人と引き合わせて、そ
ういうこともできます。ただ、ぺリネイタルビジッ
ト事業をやっている中で、当初は助産師会の人は
入っていなかったので、時に、そこの市町村が委託
した助産師会の助産師さんが行って、ちょっと違う
形の指導を行って問題が起こり、それからすぐに助
産師会が反応してぺリネイタルビジット事業に入っ
て頂いた、専門部会に、特に、そういう努力をみん
な分かっていますから、信頼関係ができているので、
この 10 数年の間にですね、それで行政に非常に連
絡しやすくなっていますし、行政の方もすぐに動い
てくれる、時間帯を気にせずに、いつも連絡します。
行政からも、ちょっと、こういう心配がありますの
で気を付けて見て下さいという連絡が来ます。非常
に風通しがよくなっています。

藤本氏　もう一つ、私から言わせて頂きますと、こ
れは、母子保健事業なのですが、市町村単位ではな
くて、全県を対象にした、その時に、どこからどこ
へつなぐかと言う窓口を、県の健康対策課、事業を
やっているところは、それぞれの市町村が県医師会
に、それ以外の市町村は、県の健康対策課を通じて
医師会へという流れ図で説明があったように、そう
いうシステムも上手くいった一つの要素だったので
はないか、システムを動かしている時に、顔が見え
る関係で、それこそ電話一本で話が通じるようにな

れば、大きな意義があるのではないかと思っていま
す。実際、担当した県として、市町村との橋渡しに
ついて意見を。

会場参加者Ｅ氏　昨年まで県庁の健康対策課、母子
保健班の方で仕事をしておりまして、ぺリネイタル
ビジット事業とヘルシースタートについてお話しさ
せていただいてよろしいですか。先程、大阪の方か
ら説明がありましたが、ぺリネイタルビジット事業
は、参加している市町村が非常に限られています。
全部でございませんでした。それと、利用している
方が、産科の方から、小児科の方に紹介を受けて、
指導を受けられて、継続した支援の仕組みに乗る形
になります。なので、利用の同意をしていない方、
利用についての情報が得られていないお母さんにつ
いては、その事業の利用ができませんでしたので、
それは限られた方たちになります。それで、県下の
母子の皆さんに、その仕組みに乗ってい頂くために
は、それまではヘルシースタートは地域保健師が母
子保健活動をしている、そのものがヘルシースター
ト大分でしたので、地域で保健師がフォローしてい
るお母さんと、ぺリネイタルビジット事業でフォ
ローしている、まあ、全部のお母さんが合体するこ
とで仕組みの中に乗るということになります。それ
で、必要な方については、ぺリネイタルビジットと
ヘルシースタートの合同専門部会で上がってくる事
例は、結局、支援が難しい事例について、専門部会
で議論して上がってきますので、その時に、先程、
保健師が中心になってするのか、児童福祉の方が担
当になるのかということの線引きがあると言いまし
たけれども、その中で児童福祉の方が中心になって
かかわる人については、地域の要対協にも情報提供
をして、要対協の中でもフォローしてもらうという
ような仕組みになっています。そういう母子保健の
部分と福祉の要対協が連携するという形になってい
ます。一昨年、別府市での虐待の事案がありました
時に、ぺリネイタルビジットで今まで大分県で事業
をしていると言ってきたけれども、県下の母子保健
として、きっちりしたものになっているのかと言っ
たときに、まだまだ点検の必要があるな、という声
が小児科の先生と産婦人科の先生から上がってきま
して、さっき先生がお話ししてくださった、私がい
ました健康対策課の母子保健班の方が中心になっ



109

第４分科会●

て、仕組みづくりをもう一回点検しようということ
で、今の仕組みが出来上がったということになりま
す。そういった調整役をさせていただきました。本
当に地域で頑張っている保健師の熱意と、産科、小
児科の先生方の熱意の中で、今の仕組みが出来上
がっているのかなと思います。

藤本氏　ありがとうございました。ほかに何かござ
いませんでしょうか。今、ネットワークを強化する
と、今まで、ぺリネイタルビジット、ヘルシースター
ト出ましたけれども、それ以外にも先程発言があり
ました中津市のような連携の取り方と仕組みもあり
ます。あと、実は、日田市にも独自に進めた連携の
システムがあります。そういうのを紹介していただ
ければと思いますが、日田市の方おられますか。

会場参加者Ｆ氏　日出町役場からきました。日出町
では、母子保健と児童福祉の係が一緒になっており
ます。そこで、乳児家庭全戸訪問事業、ほぼ 100%
なのですが、訪問しております。その中で、月に１
回、すべて訪問したお子さんの家庭について検討い
たします。その時に、妊娠届時にアンケートをして
いて、妊娠届け出のあった方のフォローがいるかど
うか、妊娠中からフォローがいるかどうかを、その
会議の中で検討し、必要な方については、産婦人科
の方に連絡をして、妊婦さんの様子をうかがったり、
それから、少し気を付けてお願いします、というよ
うなお願いもしております。そこで、特定妊婦となっ
た方については、要保護児童の共有台帳に乗せてお
ります。現在、日出町の要保護児童対策地域協議会
は、年１回開催していて、小児科の先生には入って
いただいておりますが、町内に産婦人科の先生がい
らっしゃらないという状況になります。あと、月に
１回、実務者会議をしておりますので、その中で情
報を共有しております。以上です。

藤本氏　日出町は行政の仕組み上、本来なら縦割り
ですが、一緒にできているという強みと、システム
運用ということで、発表していただきました。ほか
にこんな工夫をしていて、ネットワークを広げ、強
化し、連携を深めているという、こういうやり方も
あるよ、というご意見がございましたら、披露して
いただきたいと思います。ありませんでしょうか。

会場参加者Ｇ氏　大分市の子育て支援課でセンター
の所長をしています。本来ならば第１分科会に参加
すべきなのですが、最近、特定妊婦のことが気にな
りまして、若年の妊娠とか、ちょっと特殊なお産を
望む方とかいうことが、ちょっと気になりまして、
今日、この分科会に参加させていただきました。先
程から、中津市さんからとか、別府市さん、日出町
さんと、同じような形態はとっているのですが、う
ちの方は子育ての相談業務を中心にやっております
ので、保健師さんからというよりも、うちの方で両
方、先に掴んで、保健師さんにおろすというか、「こ
の人、母子健康手帳を取りに来ていますか」という
ようなことで、当然、妊婦健診にも行っていない、
母子手帳も取りに来ていないような人を先に発見し
て、保健師の方に、私たちが、妊婦さんと関係がで
きておりましたら、保健所に行って、母子手帳をも
らったら妊婦健診に行けるよというようなご案内を
しているようなケースもありますので、そこら辺を
ご紹介しておきたいと思いました。それから、先程
からの線引きについてですが、大分市では保健所と
子育て支援課が、同じ部の中にあります。３センター
あるのですが、私がいる本庁だけは、建物が 100 メー
トルぐらい離れておりますので、そこを行き来する
のですが、残りの東西２センターにつきましては、
扉一つ隔て、職員が一緒に仕事ができるような状況
がありますので、課は、母子保健と児童福祉の垣根
がないという状態になっています。

藤本氏　はい、ありがとうございました。今の、特
定妊婦や、望まない妊娠、思いがけない妊娠、ある
いは、未受診妊婦、これは特定妊婦も入るのかもし
れませんが、そのような方々をどのようにピック
アップと表現してよいのか、要するに、今の既存の
システムに乗せるかということについて、また、少
しお話を、今、大分市の話も出ましたし、大阪府の
お話は、非常に詳しくしていただきましたけれども、
この辺について、何かアイデアや質問、意見等あり
ましたら、お願いしたいと思いますが、おそらく、
要対協の議題の俎上に上がるようになれば、その
後、システムとして自然に動くのでしょうが、今で
あれば、例えば、先程から発表がありました大分で
もそうですけれども、妊娠ヘルスセンターから連絡
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が来るのを待つということで対応できることもある
でしょうし、後、それこそ未受診妊婦の場合は、生
まれてしまわなければわからない、その場合に、ど
うしたらそういう方々を拾い上げることができるの
だろうか、ということも思うのですけれども、どう
でしょう。はい、どうぞ。

会場参加者Ｈ氏　別府市の健康づくり推進課の保健
師です。特定妊婦の把握ということで、いろいろな
把握ルートがどの市町村にもあると思いますが、別
府市においては、まず、多く把握しやすいところは、
妊娠届出書になります。妊娠届出書の中で、特定妊
婦、特に、よく支援をしてはならない方という項目
を、どの保健師が妊娠対応時に対応してもできるよ
うに基準を設けています。その中で、机上に上がっ
た、基準に合致した方は、私たちが継続支援をして
います。そして、継続支援をする中で、リスクの高
い方が特定妊婦ということになります。また、初診
時に産婦人科が把握する場合も多いかと思います。
その場合は、産婦人科の方が保健師の方に連絡をい
ただくようにしている場合が多いです。それも、日
ごろの産婦人科と保健師との連携のたまものかと
思っております。以上です。

藤本氏　ありがとうございます。そういうふうに、
産科から行政に連絡がスムーズに行けるようなシス
テムを、こういう形でも構築できたというような事
例があれば示していただければと思いますが、おそ
らく、大分県の市町村、別府市もそうでしょうけれ
ども、１つのきっかけは、やっぱり、ぺリネイタル
ビジットで、より顔が見える関係が近くなり、連絡
しやすくなったということがあるでしょうけれど
も、それ以外に、いろんな工夫をされているところ
があるのではと思います。ぜひ、披露していただけ
ればと思いますが、どなたかご発言はありませんか。
まあ１つ今、要するに、特定妊婦さんは、ピックアッ
プされると訪問につながっていきますね。それ以外
に、特に、未受診の方は、病院によっても繋がり方、
支援についても難しいでしょうから、それについて
工夫されているところ、あるでしょうか。まず、連
携を強化するための、このようなシステムを作って
いますよ、そして、それが上手くいっているという
ような例があれば、示していただければと思います

が、また、ピックアップされた方が、このようにフォ
ローアップされていますという、はい先生どうぞ。

佐藤氏　産婦人科医の先生方、全国でもやられてい
ると思いますが、うちの産科部長がこの未受診妊婦
の調査を行い、こういう未受診の妊婦でも７割は産
婦人科を１回は受診しているので、産婦人科を受診
した時に何でも相談に乗りますよ、というようなプ
レートを作って置いているんです。そして、プレー
トを置けるかどうかという意向まで確認して、妊婦
さんのお話まで聞けるというような医療機関が手を
挙げて置いてくれます。でも、実際は、医療機関の
中でスタッフもあまり多くない中で、そういう福祉
的なとこまでの相談は解決には至らないんですけれ
ども、せっかく産婦人科を受診された数少ないチャ
ンスに、こういう所があるんだと知ってもらうだけ
でも良いのではないかな、ということで、取り組み
が一つ行われているということと、母子健康手帳の
発行が、最近は DV 等で、住所地でない所に、ずっ
と住んでいて未受診という妊婦さんもいます。母子
健康手帳自体は、どこでも、そこの所在地で発行す
るようになっていますが、妊婦健診の受診券は金券
扱いの位置付けでもあるので、自治体同士で連絡を
し、情報交換しつつ何とかいろんな制度が使えるよ
うな試みが今、かなりやられてきています。

藤本氏　ありがとうございました。どなたか他に。
先程の先生の話の中に、こういう制度ができて、フォ
ローアップし始めたら、最初の時よりも明らかに問
題を持った新生児の死亡率も減っているという事実
も出ていますから、それから、いかにしてフォロー
アップするか、繋げるかということだと思います。

佐藤氏　未受診の方はリスクが高いので、ある程度、
福祉系のスタッフのいる医療機関に、とにかく繋い
でいただくということと、医療も先生方ががんばっ
て良くしてくださっていることが、あれだけ子ども
の状況を良くしていることに繋がっているのだろう
なと思っています。

藤本氏　最初に提起されましたように、窓口から次
へどうつなぐか、このシステム化について、こんな
ふうにしているという事例、ぜひ、ありましたら出
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して頂ければと思いますけれども、ありませんか。
はい、どうぞ。

会場参加者Ｉ氏　質問なのですが、市町村に受診券
が返ってくるのは、２か月遅れになるので、なかな
か未受診妊婦が定期的に受診していないという状況
が、特にハイリスクの方には、こちらも気を付けて
医療機関と連携を取りながら進めていますが、市町
村の方で、その方が未受診になっているという状況
が、母子手帳を交付した後は、分かりにくい状況が
ありますが、患者さんが多い中で、産婦人科の方で、
この方が１回来て、その後、ずっと来ていないとい
うことが分かって、市町村に連絡をいただけるとい
うようなことは、可能なのでしょうか。

会場参加者Ａ　結論から言うと、可能だと思います。
未受診妊婦については、大分県でも、ここ数年調査
しまして、今年度やっとまとめましたので、大分県
周産期医療協議会で調査をして、今年度まとめまし
たので、それについて、現状についてご報告するわ
けですけれども、ちょうど今、良いお話をいただき
ましたので、未受診妊婦を減らすために連携を取ろ
うというのが今からの課題です。それで、大分県で
おそらく、1,000 人に２人ぐらいですかね。問題は、
いつ見つけられるかということになるわけですけれ
ども、母子手帳発行までに１回でも受診していれば、
なんとなく来ていないということは産科の医療機関
で分かると思いますから、行政と連携することは可
能ですから、今後、未受診妊婦対策として、行政と
連絡をするということは、今から各行政に相談して
いくことになると思います。今後は、そういう方向
で動いて行こうとしています。

会場参加者Ｊ氏　丁度、タイムリーなお話だったの
で、たまたま別府市の助産師さんから電話があって、

「最終受診日から、しばらく受診に来ていない妊婦
さんがいます」というような連絡がありましたので
対応させていただきました。で、特に、ケースに上
がっている方ではなかったのですが、一応、念のた
めに連絡させていただいて、お仕事の都合でという
ことだったのですが、そのような連絡があれば、連
携の強化にもなりますので、また今後、よろしくお
願いいたします。

藤本氏　他に何か、このような取り組みをしている
というようなことをお知らせくださるところはあり
ませんか。それでは、また少し、話題を変えさせて
頂きまして、いろんな事業を手掛けていく中で、連
携を深めていく、これは何度も話が出ましたように、
顔の見える形、顔の見えるというのは、一堂に会す
るということが大事なんですね。そうなると、時間
的あるいは場所、いろんな制約があります。その制
約を乗り越えるために、どういう工夫をしていくか、
ということが１つ問題になろうかと思います。その
点について、こういう工夫をしているということが
ありますか。先程、別府市は産科との連絡協議会、
小児科との連絡協議会を作って、定期的に開催して
いるということがありました。他にもそのようなこ
ういう方法でも、顔が見えなくても、連携強化にな
るというようなことがあれば、と思いますが。大江
さんから、今、そういう観点から工夫していること
があれば。

大江氏　そういう会議があるときには必ず出席する
ように、大体、担当の者を決めてとか、助産師会か
らもぺリネイタルビジットに行っていますし、こう
いう所に必ず出席するように努めていると思います。

藤本氏　大阪ではどうでしょう。

佐藤氏　大阪は、そういうシステムはないので、皆
さん方が努力して時間を取って、会議を持っている
んだろうなあと思います。しかし、大阪は周産期医
療など搬送システムが凄く進んでいますので、新生
児診療相互援助システムとか、産婦人科診療相互援
助システム、あるいは、新生児外科診療相互援助シ
ステムとか、いろんなシステムがあって、それぞれ
定期的な会合がされています。大阪府は、43 市町
村で全市は入らないのですが、そういう保健の分野
の代表的立場の人は、入ってきているということと、
いろんな報告書なり、あるいは研修があります。し
かし、保健の場からすると、研修をしている場で具
体的なことが個別に相談しやすいかというと、そう
ではないんですね。やっぱり、顔の見える連携に勝
るものはないと改めて感じているところです。
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藤本氏　ありがとうございました。しっかり、顔の
見える連携ほど良いものはないんでしょうけれど
も、時間の制約、いろんな空間的な距離の問題も出
てくると思いますので、こういう工夫をすれば乗り
越えられて連携が深まるという事例があったり、ア
イデアがあれば示して頂きたいと思います。いかが
でしょうか。うちは、こういうシステムを採ってい
て、これが非常に上手くいっているというような例
があれば。はい、どうぞ。

豊田氏　先程、スライドでご紹介しましたが、別府
市の場合は、とても先生たちにとても声をかけやす
くて、会議をする際も、こちらから連絡すると、先
生方も気軽にすぐ返事をいただけて、日程の調整も
すぐスムーズにつきますし、産科の先生も、小児科
の先生も、とても出席率が良くて、会議の中でも活
発に意見が出ます。どのようにして先生方との絆の
連携を深めてきたかということですが、長年培って
きた信頼関係とか、いろんな事業を通して、なるべ
く先生方と連絡を取りながら、保健師だけが支援す
るのではなく、先生たちの手も借りながら、一緒に
支援していくという姿勢で、ここまで来ました。そ
ういうことが、別府市ではよい方向に働いているの
かなと思います。

会場参加者Ｋ氏　豊田さんの紹介して下さった検討
会議の中で、ラン付きのパソコンが１台１台、みん
なの前にあったのが気になったのですが、ケースを
検討するとなると準備が大変だと思いますが、どん
な工夫をされているのでしょうか。

豊田氏　そんな会場を使うこともありますが、小児
科の先生が勉強会を保健師にして下さることがあり
ます。低身長とか、私たちが聞きたいと思っている
ことを伝えると、研修会という形で私たちに、いろ
いろ伝えてくださる。そういう時に、パソコンを使
うこともあります。ケースは大事に扱っていますの
で、パソコンを使ってケースを検討することはあま
りありません。

藤本氏　それでは、どうぞ。

会場参加者Ｌ氏　大分県西部にある日田市のクリ

ニックで助産師をしています。日田市では年に２回、
保健師さんと各病院がどういうふうなサービスを
行っているかというような検討会を行っていまして、
その後、症例検討会をしています。もうちょっとあっ
たら良いなと思っていますが。日田市では、ずいぶ
ん前から、母子連絡票、これは大分県でも活用され
ているものですが、妊娠の母子連絡票、退院時の母
子連絡票、１か月健診時の母子連絡票ということで、
連絡票を作って、こういう患者さんがいらっしゃる
ので、ということで保健師の方に連絡して、保健師
が妊娠時から対応できる体制をとってきております。

藤本氏　はい、ありがとうございます。すばらしい
システム、いかにそれを運用するかということも非
常に大きな課題だと申しましょうか、重要な要素に
なるということをお示しいただきました。ほかに何
か、他の話題でも構いませんが、この際、こういう
ことを発言したいという方は、おられませんでしょ
うか。はい、どうぞ。

会場参加者Ｍ氏　別府市の産婦人科医院で助産師を
しております。別府市は、助産師との連絡は上手く
いっていますが、私は診療所で働いていますが、助
産師は、妊娠中から妊婦さんにかかわって、その方
の背景がだんだんわかって、実際にお産にかかわっ
て、退院していただいて、１か月健診までが主にか
かわる期間なのですが、助産師はとてもハイリスク
な人を送り出す時に、すごく心配です。それで、保
健師さんに、連絡を取ることはちっとも苦にならな
くて、その後の経過を保健師さんが見てくださるこ
とで、診療助産師はなかなか外に出ていけないので、
大分の堀永先生のところは、訪問されたりしていま
すが、以前のように、地域の中に入り込んだ助産師
の活動は、なかなか今できないので、保健師さんに
繋ぐということが私たちの安心でもありますし、そ
の後、保健師さんから連絡を受けて、その方が第２
子を出産するときには、それまでの経過を保健師さ
んから聞いて、２人目の妊娠にかかわっていくとい
う、助産師としては、ちゃんと子育てが上手くいっ
ているか気になるので、連携を、時間をとっても、
苦にならないし助かっています。以上です。

藤本氏　はい、ありがとうございました。他に何か
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発言したいと、こういうテーマでなければならない
ということはありませんので、ご意見があればお聞
きしたいと思いますが、宜しいでしょうか。では、
あと７分少々になりましたので、もし何かあれば、
また発言していただいて結構ですが、今日のこの分
科会のそろそろまとめをしてみたいと思います。ま
ず、大江さんからは、助産師の役割、働き、妊娠中
から出産、それから出産後の子育て、全ての親子の
ライフステージにかかわり育児支援をしている、ま
た、その中で助産師会としていろんな事業に取り組
んで育児支援をしている、勿論、妊娠ヘルスセンター
の話もありました。そういう話題を提供していただ
きました。それから、大阪府立母子保健総合医療セ
ンターからおいでいただきました佐藤さんからは、
大阪府での実態、特にその中でも、思いがけない妊
娠、もう一つは、未受診妊婦、これらの持つリスクと、
リスクを管理するためにとられた対策について報告
していただきまして、素晴らしい成果をあげられて
いる報告がありました。なおかつ、今後どのように
現在のシステムが動くべきかという示唆をいただい
たと思います。豊田さんからは、ぺリネイタルビジッ
トを中心に、別府市での取り組み、それからネット
ワークの輪の広がりについて説明していただきまし
た。フロアーの皆さん方からも、いろんな意見をい
ただきまして、母子保健事業の中で、いかにそれら
の事業を有機的に結びつけ、ネットワークを大きく
し、そして連携を強化するか、そのための課題とし
て、まず入り口である窓口が、きちんとあるべきだ。
そこから、どのように繋げていくか、ネットワーク
が繋がって連動して動かなければ意味がないという
ことで、それについてご意見を頂くことができまし
た。有意義な討論ができたのではないかと思います。
ただまだ、０日、０カ月、０歳児のような、より人
生の早期に起こる虐待死のような大きな課題をこれ
から解決するために、我々がもっともっと取り組ま
なければならないということは、今回の中だけでは
課題を認識しながらどうするかということを、これ
から模索していく糧になっていけばと思っていま

す。この分科会、シンポジウムで何かが大きく生ま
れる、プロダクトとしては、ネットワークの強化と
顔の見える関係の連携づくりということを最初に掲
げましたが、それに対する方策はいろいろ取り組ま
れた方法が示されたと思っています。今回のこの第
４分科会でのプロダクトは、皆さんから頂いたいろ
んな意見で、そのうちにあった連携強化を図って行
けば良いのではないかと思いました。あと４分ほど
時間がありますが、話し足りなかった、聞き足りな
かったということがあれば、せっかくの機会ですの
で、残りの時間でそれを補いたいと思います。どう
ぞ、ご質問やご意見がありましたらご発言ください。
ありませんか。パネリストの先生方、ありませんか。
最後に、宜しいですか。フロアーの皆さん方、宜し
いでしょうか。はい、どうぞ。

会場参加者Ｅ氏　先程私、県庁の健康対策課の調整
のことをお話ししましたが、市町村が主体となって、
母子保健事業を進めていただいておりますが、あと、
保健所につきましては、今、各保健所の中で母子保
健事業連絡会というものを、名称はいろいろだと思
いますが、母子保健の担当者が、月に１回程度集ま
りまして、連絡会をしていまして、その中で、処遇
困難な事例とか対応に困る事例については、その中
でも事例検討をして、ぺリネイタルビジットとヘル
シースタートの合同専門部会に事例が上がってくる
という仕組みがあります。保健所につきましては、
私が今保健所の中におりますので、そういうことも
ぜひ伝えたくて、母子保健制度の管理というか、そ
ういうところで役割を持たせて頂いているというこ
とをぜひお伝えさせて頂きたくてお話しさせて頂き
ました。

藤本氏　ありがとうございました。他には何か、こ
の際、是非、発言したい、あるいは、もう一度確認
で聞きたいというようなことがあれば。ございませ
んか。宜しいですか。それでは、この分科会をここ
で終了したいと思います。
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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

司 会

報 告 者

山口　正行氏（大分県福祉保健部こども子育て支援課長）
第１分科会：山岸　治男氏　第２分科会：出納　皓雄氏
第３分科会：五十嵐　猛氏　第４分科会：藤本　　保氏
川鍋　慎一氏（厚生労働省雇用均等・児童家庭局 総務課 虐待防止対策室長）

全  体  会
15：50〜16：50

オブザーバー
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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



122

●全体会

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。
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