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地域ネットワークで支える子育て 
～すべての体罰をなくそう～ 

 柳川敏彦 

和歌山県立医科大学保健看護学部     

子ども虐待防止推進全国フォーラム in わかやま H26.11.24  

第20回ISPCAN世界会議 
第20回JaSPCAN学術集会 

子ども虐待防止世界会議 名古屋 2014 
2014年9月14日～17日 

子ども中心の社会に向けて： 
過去から学び、未来に向けて行動しよう 

Towards Child-centered Societies: 
Learn from the past, Act for the future 

柳川 敏彦氏　資料
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ISPCAN世界会議・体罰防止シンポジウム 
2014年9月15日 

朝日新聞 平成26年9月24日 

毎日新聞 平成26年10月29日 
ピーター・ニューウェル（英国） 
「子どもの保護の専門家や政府の役人を含
め、ほとんどの国の大人には、自分が親に
たたかれた経験があり、親や自分の育児を
悪く思いたくない 
という個人的な思いがある」 

エリザベス・ダーリン（スウェーデン）     
「スウェーデンでは、体罰を受けている子どもは学校でいじめたり、いじめられたりする確率
が高まることも分かった」と話した。子どもをたたかずにどうしつけたらいいのか、牛乳パッ
クに広報文を印刷するなど「親への粘り強い啓発」の大切さを訴えた。 
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  親から体罰を受けていない者は 親から体罰を受けたことがあると 
  した者より犯罪歴が少なく、学歴、収入などが高い 

あなたはどう思いますか？ 

体罰の禁止に対する各国の状況 

 
 
 

全ての場面で体罰禁止 
全ての場面の体罰禁止を表明 
特定の場面での体罰を禁止 
どの場面でも体罰を禁止していない 



48

シ ン ポ ジ ウ ム   

「子どもを叩くのが容認される社会では
児童虐待のリスクが顕著に高い」        
 
     

「子どもをたまに叩く事のどこが悪いのですか？」とよく聞かれます。たいていの方が
こう言います－「自分も子どもの頃叩かれたけど、ケガしなかったし・・・」。 
トリプルPは、親に何をしてはいけないかを教えるプログラムではないので、子どもを
叩く事に対して反論することに対して、私は真っ向から立ち向かうアプローチは避けて
いました。子どもを叩く親に、それは間違っているという代わりに、私の助言は、子ど
もを叩くのは効果的ではなく、他にたくさんのしつけ法があるのだ、という助言でした。
でも、このアプローチを変えることにしました。研究結果などから、叩くのを容認する社
会では子どもが虐待を受ける危険度が顕著に高いことがわかっているからです。 

    マット・サンダース教授のブログよりJune 21, 2014 

研究結果によると、地域レベルでの児童虐待のリスクとなる主要な要素は、子どもに対
する身体的な暴力や厳しいしつけの使用を社会が黙認したり容認したりすることです。 
児童虐待を消し去りたいのであれば、変化できる要素すべてに取り組む必要がありま
す。子どもを叩く事の社会での容認を変化させることもその一つです。 

子どもを叩くたびに、自分の思い通りにするには暴力を使ってもいいんだ、と子どもに
教えていることになります。 
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母親による体罰の自己報告：乳幼児健診時の回答（２００３年 兵庫県） 
    お子さんを叱るとき、たたく、つねるとか、ける等の体罰を用いますか 

服部祥子 原田正文（1991） 乳幼児の心身発達と環境 大阪レポートと精神医学的視点                 名古屋大学出版会 
原田正文        （2006）子育ての変貌と次世代育成支援 兵庫レポートにみる子育て現場と子ども虐待予防  名古屋大学出版会      より山本が作成 
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どれくらいの体罰の発生が見込まれるのか 
  
1980年 ⇒（23年間）⇒ 2003年   

いつも＋ときどき 

大阪レポート 
1980年 

67.7%  子どもを叱る時、打つとか、つねるとか、しばるというような体罰を用いますか 

兵庫レポート 
2003年 

66.8%  お子さんを叱るとき、たたく つねるとか、ける等の体罰を用いますか 

2005年国勢調査 ３歳児              1,149,450人 その67％は 770,132人  
 
2005年の全国児童相談所の身体的虐待相談件数（全年齢）  14,712件 

3歳児健康診査受診時の母へのアンケート調査からみる体罰の使用 

山本恒雄：2014年ISPCAN世界会議 

どれくらいの体罰の発生が見込まれるのか 

2011年8月6日調査 
  
リトルママ福岡 
会員調査 
有効回答 1103人 
 
1103－174＝929人       
          （84.2％） 
が何らかの行為をしたと回答 
 
 
 

■子どもに対して、以下の行為を行ったことがありますか（複数回答可） 

■行為を行ったことがある人 
  への問い。 
 
虐待をしたと感じることはあり
ますか 

山本恒雄：2014年ISPCAN世界会議 
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育児に自信が無いと感じる頻度と体罰傾向 

 
 

服部祥子 原田正文（1991） 乳幼児の心身発達と環境 大阪レポートと精神医学的視点                 名古屋大学出版会 
原田正文        （2006）子育ての変貌と次世代育成支援 兵庫レポートにみる子育て現場と子ども虐待予防  名古屋大学出版会      より山本が作成 

育児でイライラすると感じる頻度と体罰傾向 

 
 

服部祥子 原田正文（1991） 乳幼児の心身発達と環境 大阪レポートと精神医学的視点                 名古屋大学出版会 
原田正文        （2006）子育ての変貌と次世代育成支援 兵庫レポートにみる子育て現場と子ども虐待予防  名古屋大学出版会      より山本が作成 
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子どもへの拒否感の頻度と体罰傾向 

 
 

服部祥子 原田正文（1991） 乳幼児の心身発達と環境 大阪レポートと精神医学的視点                 名古屋大学出版会 
原田正文        （2006）子育ての変貌と次世代育成支援 兵庫レポートにみる子育て現場と子ども虐待予防  名古屋大学出版会      より山本が作成 

子どもへの禁止支持の頻度と体罰傾向 

 
 

服部祥子 原田正文（1991） 乳幼児の心身発達と環境 大阪レポートと精神医学的視点                 名古屋大学出版会 
原田正文        （2006）子育ての変貌と次世代育成支援 兵庫レポートにみる子育て現場と子ども虐待予防  名古屋大学出版会      より山本が作成 
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子育て支援 

 子育てを困難にする子どもと家族の問題は、多種多様
に膨らんできている。支援者側は、その問題をふるいに
かけ、悪いところのみに集中するあまり袋小路に迷い込
んでしまう。一方、子どもと家族にとって、その問題は日
常の暮らしの中での困り事である。  
困っていることに気づき、その解決をふだんのかかわり
の中からいっしょに考え、支えていくということ “気にな
る親子を気にする私たち”という視点が、支援者と被支
援者双方が安心して関係を結ぶことにつながる。 
 

前向き子育てプログラム 
Positive Parenting Program 

個々の親レベル 
児童虐待のリスクである親の行動を変化させるのを助けます。 
感情・反応・衝動をコントロールする能力の欠如 
子どもの行動に対する不適切な期待 
同情心の欠如、 
子育て技術の欠如 
子育て法に関する知識の欠如 
厳しすぎるしつけの使用などが含まれます。 
家庭レベル 以下のリスクを減らすのを助けます。 
家庭内の衝突 
ストレス 
孤立 
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三次予防：被虐待児 

二次予防：ハイリスク児 

  一次予防：一般 

     虐待予防の概念 

再発防止 

早期発見、早期対応 

子育て支援           
母子保健指導  啓発活動 

健康な母子群       
子育て情報提供      
自主グループ 

 

育児不安群     
産後うつ病           
マタニティブルー 

虐待傾向群     
（ハイリスク） 

虐待群   
在宅 

虐待     
分離 

地域におけるプログラム援助の方法 

レベル 5 

レベル 4 

レベル3 

レベル 2 

レベル1 

複雑な問題への家族療法

………................ 
広範囲・複数の問題行動へのトレーニング
………... 

子どもの問題行動への子育てトレーニング
…………. 

子どもによく見られる行動への助言
………………………… 

メディア/講演会/コミュニケーション
……………. 

プログラム提供の対象者 

プ
ロ
グ
ラ
ム
レ
ベ
ル
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就学前の子どもへの体罰 
スウェーデンにおける変化 

 
1979年全ての体罰を禁止 

対策イメージ 
 親・家族/学校l/地域 

前向き子育て,ペアレンティング  

親の変化 

子どもの変化 

地域の変化 

社会の変化 

学校・施設の変化 

認識 

フィードバック 行動 


