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司会　ただいまより、シンポジウム「地域ネットワー
クで支える子育て」を始めさせていただきます。
まず初めに、本日のコーディネーター及びパネリ
ストの方々について、お一人ずつご紹介させていた
だきます。
左側のパネリストの皆さんをご紹介いたします。
厚生労働事務次官の村木厚子さんです。

村木氏　よろしくお願いします。
司会　大阪教育大学教育学部准教授の小崎恭弘さん
です。

小崎氏　どうぞよろしくお願いします。

司会　長岡京市子育て支援ネットワーク代表の工藤
充子さんです。

工藤氏　よろしくお願いします。

司会　NPO わかやま子育てサークル本部サンマ
ザー代表の林明子さんです。

林氏　どうぞよろしくお願いします。

司会　和歌山県立医科大学保健看護学部教授の柳川
敏彦さんです。

地域ネットワークで支える子育て

シ ン ポ ジ ウ ム
13：00 〜15：30

 中川　利彦氏　（弁護士）

 工藤　充子氏　（長岡京市子育て支援ネットワーク代表）
 小崎　恭弘氏　（大阪教育大学教育学部准教授）
 林　　明子氏　（NPOわかやま子育てサークル本部 サンマザー代表）
 村木　厚子氏　（厚生労働事務次官）
 柳川　敏彦氏　（和歌山県立医科大学保健看護学部教授）

コーディネーター

パ ネ リ ス ト

子育てを支援する地域の取り組みが児童虐待の防止に重要であり、その実践報告と男性の育児参
加や親支援プログラムの活用などの観点も加えて今後の展開について議論した。概　要
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柳川氏　よろしくお願いします。

司会　そして最後に、今日、コーディネーターを務
めていただきます和歌山県子どもを虐待から守る審
議会の会長で、弁護士の中川利彦さんです。

中川氏　よろしくお願いします。

司会　ここからは、進行役をコーディネーターの中
川さんにお渡しいたします。どうぞよろしくお願い
いたします。

中川氏　はい、ありがと
うございます。
それでは、ただいまか
ら、シンポジウム「地域
ネットワークで支える子
育て」を始めたいと思い
ます。
つい最近も、大阪で虐待を受けた子どもさんが死
亡する痛ましい事件が報道されたところでございま
す。虐待の記事が新聞に載らない日はないと言われ
るような状況だと思うのですが、和歌山県での児童
虐待の状況がどうなのかという、和歌山県の虐待に
ついてのデータをまず見てみたいと思います。
今、前の画面に映っています。これは和歌山県の
児童相談所が受け付けた虐待件数の推移です。これ
を見ていただくと、ほぼ一貫して増え続けていると
いうことが分かると思います。このデータは平成
25 年度ですので、今年の３月末までですけれども、
今年は４月から９月末までの半年間で、既に 499 件
の虐待通告を受け付けておりますので、単純に２倍
すると、年間で 1,000 件近くになるような状況です。
次、お願いいたします。
これは和歌山県で 25 年度に受け付けた 793 件の
内容を具体的に見たものですが、これを見ていただ
くと、真ん中の一番上のグラフで、虐待を受けてい
る子どもさんの内訳とすれば、就学前、小学校に上
がる前の子どもさんが 43％で一番多いです。小学
生の子どもさんと合わせると、実に 80％の子ども
さんが小学校、そして就学前に集中しているという
ことになります。
それから、虐待の種類については、右側のグラフ

ですけれども、身体的虐待が一番多くて 35％、そ
れから心理的虐待が 34％で身体的虐待に近いぐら
いの数字になっています。これは特に、ドメスティッ
クバイオレンス、DVの通告があって、警察がDV
の家庭に行ったりした場合にそこに子どもさんがい
ると、心理的虐待ということで通告がなされますの
で、結構、心理的虐待の件数も多くなっています。
左側のグラフですが、では、誰が虐待の主体なの
かというと、一番多いのは実母、57％ですね。実
父が 34％、養父母は合わせても５％に過ぎません。
言うまでもありませんけれども、これはお母さんが
お父さんより暴力的だとか、虐待をする傾向が強い
とか、そういうお母さんに責任がある問題ではない
わけですね。なぜお母さんの虐待が一番多いか。子
どもを育てているのがお母さんが一番多いからです
よね。要するに、児童虐待というのは親子の日常生
活の中で起きる問題であって、よく言われているこ
とですけれども、核家族化、都市化、あるいは共働
き家庭が増えている、ひとり親家庭も増えている。
そういう中で、家族・家庭が地域社会から孤立して、
地域社会とのつながりがなくなる。そうすると、子
育ての負担というのが全部家庭にかかってくる。特
に、お母さんに子育ての負担がかかってくる。その
結果として、子どもと一番日常的にたくさん接して
いるお母さんの虐待が多い、ということが指摘さ
れています。児童虐待がどんどん増え続ける中で、
この児童虐待を防ぐためには、子育て支援が一番大
事だということが以前から言われるようになりま
した。
今日のテーマは、その子育て支援について、地域
ネットワークという視点を中心に考えていこう、さ
まざまなお立場の方からお話をお聞きしようという
ことになっております。
最初に、各パネリストの方から、お一人 20 分ず
つお話しをしていただきます。その後少し時間を
とって、皆さん方で意見交換したいと思っており
ます。
それでは最初に、地元和歌山で子育てサークル、
ネットワークづくりに活躍しておられます林さんに
ご報告をお願いします。
林さん、どうぞ。
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林氏　皆さん、こんにち
は。NPO わかやま子育
てサークル本部サンマ
ザー代表、林明子と申し
ます。どうぞよろしくお
願いいたします。
今、中川さんから、虐
待問題に対する現状をご報告いただきまして、改め
てニーズに合わせた家庭支援がやはり必要なのでは
ないかなというふうに痛感いたしました。
私たちの活動の背景には、虐待防止につながる取
り組みもさせていただいておりますので、実践報告
をさせていただきながら、サンマザーの活動内容に
ついてご紹介したいと思います。よろしくお願いい
たします。
サンマザーは、和歌山市内で活動する子育て自主
サークルのネットワーク団体です。未就園児親子が
参加する子育てサークルと、またサークル活動をサ
ポートする立場の母親たちで構成されており、子育
て当事者による子育てNPOとして活動させていた
だいております。
母親の意識改革ということで、大それた題名をつ
けておりますけれども、この〝意識〟といいますのは、
下向きであった状態から、少しずつプラスな考え方
へと改めていく。そして、〝改革〟といいますのは、
まだ完結したということではないんですけれども、
良い方向へ働きかける途上であるというふうにまず
受けとめていただければというふうに思います。
今回のテーマに、「今、わたしたちができること
―こどもの未来が輝くために―」とありますが、ま
さに私たち、サンマザー結成の思いそのものといっ
たテーマでもございまして、お母さんたちが協力し
合って成長していこう、その姿が子どもたちによい
影響を与えていけるようにということで、太陽のよ
うに強く、明るいお母さんという前向きな思いを
キャッチフレーズにさせていただいております。
さまざまに子育て支援の形がある中で、お母さん
たちがただ受け身ということではなく、私たちにも
できることを頑張りたいという思いから、まずはお
母さんたちがつながりを広げるということを目的と
した活動を行ってまいりました。
現在、サンマザーグループは約 60 ほどのネット
ワークがあり、主にサークル支援を初め、情報交換

会、そして親子イベントなどを通して、子育てを支
え合う関係性の充実を目指しております。
各サークルを利用する対象者は主に、ゼロ歳から
３歳児の子どもの親であり、誰もが気軽に足を運べ
るようにということで、お母さんたちによる手づく
り広場のような場を提供しているのがサークル活動
になります。
サークルリーダーも利用者と同じ立場の母親でご
ざいますので、やはり子育て中の悩みは抱えており
ます。いいお母さんでいたい、やさしいお母さんで
ありたいという思いを持っていますが、現実はそう
はいかないというもどかしさ、理想とは正反対の自
分の姿にいらいらする日もありながら、日々、頑張っ
ています。
そういった前向きな姿勢から、どうしても、サン
マザーはもともと元気なお母さんたちの集まりなん
じゃないかというふうに、誤解を受けることもある
んですが、決してそういうことではなく、協力し合
うというスタイルでようやく頑張れる自分を見出し
ながら、必死であるということも知っていただきた
いと思います。
生活の中で気づきを得る機会が少なくなったと言
われる現代、私たち子育て世代はみずから学びを求
めていかなければならないというふうに思っていま
す。人が成長するためには、つくり出すエネルギー、
創造力が必要な世の中になっているというふうに思
えてなりません。ですが、小さな子どもを抱えなが
ら、何をすればいいのか。一人で考えていくにはと
ても難しい課題になるかと思いますので、サンマ
ザーでは、子育て世代ならではの方法で母親の個性
を尊重するということで、結果、子が育ち、親も育
ち合うことのできる関係性づくり、共々に学べる環
境づくりでありたいというふうに思っております。
一般的に、子育ては大変というふうに、一言だけ
で表現をされてしまいがちでございますけれども、
精神面の問題や、また環境の問題など、それぞれ抱
える大変さは異なります。母親が引きこもりやすく
なってしまう原因に共通して言えることとしては、
子育て自体の迷いと、子育て環境を取り巻く大人た
ちの無理解などから、気持ちのコントロールができ
なくなってしまうという困難かというふうに思いま
す。ストレスが消化されることのないまま、またさ
らに新たなストレスがかかってしまう。特に、人と
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交流を持つことの少ない専業主婦にとっては、精神
的に追い詰められやすいのが現実です。
サンマザーでは、現役のお母さんたちだからこそ
分かる気持ちを生かしながら、虐待だというふうに
判断されてしまう領域へ足を踏み入れることのない
ように、母親を孤立させないという思いを大切にし
てきました。つらいこと、そして不安なこと、育児
の喜びなども含め、さまざまな〝感情の共有〟この
関係性を大事にしておりますので、お母さんたちお
一人お一人に丁寧にかかわっていくということを大
切にしています。
次、お願いします。
サークルリーダーに、「なぜサークル運営をして
いるのですか」というふうにアンケートをとらせて
いただいたことがあります。
動機を質問すると、一番多かったのが、「育児に
関する情報交換を求めているからです」ということ
でした。発育面で不安なことや子どもに与える食事、
そして生活面などのさまざまな不安を抱えています
ので、情報の交換をすることで安心感を得られる。
同じ立場であるお母さんたちと話がしたいという、
そういったものが求められていました。
２番目に多かったのが、「友達づくりのため」と
いう結果です。子どもが生まれてからは、自分と年
の近い友人よりも、子どもの年齢が近いお母さんた
ちと話をしているほうがやはり共有できることが多
く、独身時代から親しくしてきた友人などは、少し
距離を感じるようにもなるようで、新たに子育てを
しているママたちと親しくなりたいと思っているこ
とが多いことも分かりました。
そして、注目すべきところは、３番目の「個性を
生かしたい」という動機です。サークルリーダーだ
けではなく、これは子育て中の親に共通して言える
ことでもあるというふうに思うのですが、親として
成長したいという前向きな動機です。成長するため
に何かを得たい。だから、まずは情報交換をしたい。
そのためにママ友達が欲しいという心理だというふ
うに思います。母親は学びを求めているのです。深
い愛情を感じたことと同時に、その反面、個性を生
かしたいという思いの中には、存在感を得たい、認
められたいというような母親の叫びのように感じる
場面もありました。
お母さんという立場は孤独なストレスを抱えやす

く、つらい感情を理解されないだろうなというふう
に思い込むところに、引きこもりやすくなるゆえん
があるのではないかというふうにサークルリーダー
も知っているわけです。自分も同じ悩みを持ってい
るからです。情報を共有することで、足りない部分
を自分たちで補っていこうと思っているわけです
が、母親たちが寄り集まることに、良く思わない人
もまだまだ多く、主婦が暇つぶしに遊んでいるだけ
だろうと心ないことを言われ、前向きに頑張ろうと
している気持ちを家庭内からも迷わす働きもあるよ
うです。サークルリーダーが抱える問題を改善する
ことも、さまざまな活動の内容の一つです。母親リー
ダーの存在は大変貴重ですので、サークルリーダー
ならではの悩みを共有できる機会を設け、リーダー
育成講座の開催など、不定期ではございますが、行っ
てまいりました。サークル活動は、子育て当事者で
あるお母さんたちが自主的にできることとして実践
している形なのです。
各サークルの特徴を生かしながら頑張っている姿
ですので、どうか家族の皆さん、そして地域の皆さ
んには、温かく受けとめていただきたいというふう
にも思っております。
安全で、安心感を得られる場所、所属感を得られ
るような、そういった場所は人としても成長しやす
い環境になりますので、まさにその環境こそ、サー
クル活動の中にあるというふうに思っております。
子連れでも安全な場所であるということ、そして自
分を理解してくれる人がいるということ、受け入れ
てもらえるというふうに感じられること、そして頼
れる仲間の存在、人から必要とされる喜び、そして
何か自分にもできるんじゃないかなと、ようやく自
律していけるようになっていくのです。お母さんに
も子どもにもしっかりとした個性がありますので、
互いを求め合う関係性の中から、本来、持っている
自分らしさを見出してもらいたいというように思っ
ております。
次、お願いします。
活動の流れをまとめますと、このようになります。
１年目はとにかく、子育て中のお母さんたち、つ
ながりましょうという思いで、がむしゃらに子育て
サークルのアピールをしてまいりました。まずサー
クルリーダーさんたちと協力をし合いたい、お母さ
んたちの視野を広げたいという思いがありましたの
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で、サークル本部サンマザーとしましては、つなぐ
役割を担い、定期的に情報交換会の提供をしてき
ました。ほかのサークルの存在を紹介し合うこと
で、切磋琢磨していける関係性が築かれ、出会うこ
との楽しみから、前向きな力をつけるということが
発見できました。サンマザー結成当時ですが、私自
身も娘がまだ３歳になったばかりでしたので、皆さ
んと同じ目線に立ち発信できたところに実は説得力
があったのではないかなというふうにも思っていま
す。つながることが必要だと思ったときから、自分
の姿をもって実証を示していきたいというふうに
思っておりましたので、同じ立場だからこそ重要な
役割だったように感じます。代表として決意してい
たということもありまして、私自身も必死でござい
ました。
２年目には、毎月行ってきた情報交換会が定着し、
学びを求める母親たちが出会う場へと成長いたしま
した。協力し合うことが楽しく、お母さんたちが生
き生きとしていく姿があり、とても勢いもあった年
です。毎年行っているちびっこ運動会という親子イ
ベントがあるんですけれども、未就園児の親子が数
百人集まるというイベントなんですが、この年は前
年度の参加人数を上回り、638 名の親子が大結集い
たしました。親子が集える場が求められていた結果
でもありますが、何より準備から告知、すべて手作
りでの開催でしたので団結力ですね。こんなにもお
母さんたちのパワーはすごいのかと、本当に改めて
感心するようなことでございました。企画、準備を
していく過程の中に、得意分野を担当し、任される
ことでやりがいを持ち、そして実際に実行していく
ということで、人に喜んでもらえる喜び。そして達
成感を味わうこということですね。生きがいである
と感想を述べた母親もいました。充実感に満たされ
る母親の自立心を育てることができる要素を発見い
たしまして、新しい世界観となりました。
私自身もそうですが、子育てサークルがあったか
らこそ、今、元気にいられる自分があると言っても
過言ではありません。信じてはもらえないかも知れ
ませんが、私は人との交流が苦手で、家の中にいる
ことが大好きでした。もともとは引きこもりやすい
性質を持っておりましたので、サークルの出会いな
どがなければ、成長する機会すらなかったというふ
うに思います。もしかしたら、私自身が虐待に苦し

むお母さんになっていたかも分からないです。人の
つながりがどれだけ大切なことか痛感しています。
サンマザー結成の思いに大いに影響した方なんで
すが、恩師である和歌山大学の村田和子先生から、
「出会いは学び」というふうなことを教わりまして、
「まず出会うことからなんですよ、林さん」という
ふうにお言葉をいただいたことがあります。そのお
言葉を勇気にさせていただきまして、出会いを求め
なければ何も始まらない。本当にそうだということ
を体感しながら活動してまいりました。
今でも私自身、ついやはり疲れが出ますと、心を
閉ざしたくなるという場面もあるんですが、「出会
いは学び」の連鎖を思い出しまして、今日はどんな
すてきな人と出会えるんだろうというふうにポジ
ティブな気持ちに切りかえながら頑張っておりま
す。「出会いは学び」、大変大切にしている言葉です。
こうしていろんな方たちとの出会いから、親子で学
び、育つ機会をつくっていくことができました。
そして３年目、お母さんたちによる循環型のネッ
トワークが確立です。
これはどのようなネットワークかといいますと、
先輩ママの存在として、次世代に触発を与えていけ
る、お母さんたちの中で支え合うことのできる循環
型のネットワークということになります。３年目に
もなりますと、１歳であった我が子も園に通い始め
たりする家庭も多くなりまして、今ではお世話に
なったサークルに恩返しをする人や、家庭の経済面
を支えるため、パートに出る人もいます。子どもの
成長とともに、母親の新たな活動の場所や職場など
で活躍をしていきます。このネットワークにたどり
つくことで、本来持っている力を発揮する連鎖をさ
せていくことができるということが確信できまし
て、結成当時に強く誓った自身の体験を通して実証
を示したいという思いが報われた年でもありまし
た。ともに頑張っていける縦のつながりと横のつ
ながりが誕生した循環型のネットワークでござい
ます。
そして今年度ですが、子育て世代と異世代の交流
の場も少しずつ広げていく計画をしています。とい
いますのは、私たちは母親という役割のほかに、嫁
という立場がございます。親の介護をしながら、子
育てをしている家庭が既にありまして、子育てに関
する支援だけでは解決のできない場面にも直面して
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おります。そういったことも含めて、子育てに影響
を及ぼしているということも見えてきましたので、
さまざまな分野とのネットワーク強化も必要になっ
ていくことと思っております。子育て世代と異世代
の地域力を形にしていければなというふうに、現在、
計画をしているところです。
次、お願いいたします。
循環型のネットワークですが、４種類になります。
子育てサークル。これはシンプルに子育てを共通
項に、親子が楽しむ情報交換の場を提供していると
いうグループになります。子どもが保育所や幼稚園
にまだ通っておらず、家庭以外の交流を持つ機会が
少ない親子たちが参加しています。
趣味サークル。こちらは母親の趣味を共通項に親
子で楽しみながら、情報交換の場を提供しているグ
ループになります。内面的な部分でも共有し合う関
係性を深めていくために、母親の趣味を共通項にし
ており、プライベートでも親しい関係性が広がりや
すい特徴を持っています。
そして、体験型サークル。サークルリーダーが特
技を生かし、親子に体験の機会を提供しているグ
ループになります。子育てサークル、または趣味サー
クルでの活動が成熟し、自分の趣味やリフレッシュ
の目的から、人に与えていくことに充実感を得るこ
とのできる母親リーダーたちが所属しております。
そして、昨年度結成いたしましたサポーターズと
いうグループです。子育てサークルに出張し、サー
クル活動の充実を助けるグループです。次世代応援
グループでもありまして、子どもの入園と同時に、
母親が新たに活動の場を広げ、子育てサポートや自
立支援に携わる存在へと成長した母親たちが存在し
ます。
つながることの必要性を求めまして３年。このよ
うなネットワークの形を確立することができまし
た。サンマザーの中では、ようやく私たちの世代が、
先輩のママの立場になり、まだこのネットワークも
１周しただけなんです。何周もさせていくという安
定感、そして継続させていくことがまた大事な役割
だというふうに思っておりますので、循環型のネッ
トワークができたことの喜びを噛みしめたのも束の
間なんですが、このネットワークをどのようにつな
げていこうか、どうやってまた次世代に残していこ
うかと新たな悩みもあります。今年度はサンマザー

の存在が薄いなというふうに思われていたところが
あるんですが、しっかり悩んでいく時間にしていこ
うということで、今年度はエネルギーをためている
というような年になっております。
来年度はまた一歩前進、私も新たな決意を持ちま
して挑んでいきたいという思いがございますので、
サンマザーイコールお母さんたちの活動にぜひ注目
をしていただきたいと思います。
次、お願いします。
そして、最後にまとめになりますが、母親が虐待
をしてしまう要因には、孤独なストレスによるもの
が多いということですね。そしてその孤立はどうし
て起こるのか。育児不安を抱えながら、SOS が出
しづらい環境であったということ。家族に助けを求
めても、昔はこうだったというふうな例を挙げられ
ては、今はだめな母親と非難を浴びるケース、母親
が育児以外に目を向けるということが最低なことな
のかも分からないというふうに思い込んでしまうと
いうことです。そして、人と人が触れ合う機会が少
なくなり、コミュニケーション力が低下してきたこ
と、否定的な注意、そして命令的なアドバイスによ
るストレス、自分を大切に思う気持ちも薄れていき、
自信をなくしていたという現状です。
頼れる存在がいなかったということで孤立を生む
ことも多いかと思いますが、人の言葉によって引き
こもってしまうケースも多いということが分かりま
した。
サンマザーではサークルの活動を通して変容して
いく母親の姿があるということ。子育ては大変マイ
ナスな要因がありますけれども、そういった要因を
前向きに変えていける、試行錯誤しながら笑顔でい
られる時間が長くなったという成果があります。お
母さんがにこにこしている隣で、その姿を見て子ど
もも安心して笑っていられるという様子が見られる
ようになりました。尊重し合える仲間の存在がある
ことが心の支えとなり、安心感から少しずつ自信を
持てるようになっています。
このように意識を変えていける親が存在すること
は事実です。ですが、悩みを持たなくなったわけで
はありません。それぞれに問題を抱えながら、それ
でも我が子のために、そして家族のために元気であ
りたいというふうに思っているからこそ、その方法
を見つけるために頑張っているのです。
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私も含めてですが、初めから前向きだった人たち
ばかりではありません。親と子、そして親と親が支
え合い、ともに頑張って生きる関係性をつくってい
くことがサンマザーの課題だと受けとめておりま
す。全てはやはり子どもの未来が輝くためにですね。
お母さんが健康的に、明るく、生き生きと子育てに
向き合えるよう、ともに頑張っていきたいというふ
うに思っております。
以上で、事例報告を終わります。ありがとうござ
いました。

中川氏　どうもありがとうございました。
今の林さんのご報告は、子育てをしている当事者、
あるいはそれを経験したお母さんたちのグループ、
ネットワークからのご報告ですね。行政が子育てを
しているお母さんにかかわろうとしても、ちょっと
上から目線になったり、あるいはお母さん自身が対
行政との関係では、なかなか愚痴を言いにくいとい
いますか、気軽に話しにくいところがある。その点
で、子育てをしているお母さん方が情報交換する、
愚痴を言い合う。ああ、そうだよねって、しんどい
よねっていうふうに分かり合えるというところが、
育児不安とか育児困難の解消につながっていく、虐
待の予防につながっていく。そういうご報告だった
かなと思います。ありがとうございました。
それでは、引き続きまして、なかなか進まない父
親の子育て参加といいますか、父親の子育てについ
て、小崎さんのほうからご報告いただきたいと思い
ます。よろしくどうぞお願いします。

小崎氏　はい、どうぞ
よろしくお願いいたしま
す。大阪教育大学から参
りました小崎と申しま
す。もう一つは、父親支
援で日本で初めてできた
NPO の顧問も務めてお
ります。どうぞよろしくお願いいたします。
現在、父親がはやっているというか、なかなか進
まないと中川先生からおっしゃっていただきました
が、イクメンブームというふうに言われて、どうで
すか、皆さんの周りでも非常にたくさんの方が、最
近はお父さんがベビーカーを押したり、赤ちゃんを

抱いたり、おしめをかえる姿を見ていると思います
が、社会の中ではテレビドラマ、海外セレブの人た
ちが父親であるということを非常に大きくアピール
をしたり、お父さんものとか、お父さんの番組、映
画というものがつくられるようになりました。ある
いは、僕はもともと保育士をしておりましたが、保
育園の送り迎え、行事なんかというのも非常にたく
さんのお父さんがお見えになるようになったのでは
ないかなというふうには思います。皆さんもごらん
になったことがあると思いますが、これ、どれぐら
いですかね。本当にこの５、６年のことではないか
なというふうには思います。
次、お願いします。
そういう中で、こういうふうに厚生労働省、ある
いは内閣府、国を挙げても、父親の育児支援という
ことを進めております。今、イクメンといって、左
側はイクメンプロジェクトというのを内閣府が進め
ておりますが、僕自身が思うイクメンというのはど
んなのかというと、単に子育てをしていたら、じゃ、
イクメンかというと、なかなかそうではないと思い
ます。最近、ベビーカーを押しているお父さんを見
たことがあると思うんですが、すごくいいベビー
カーがあるのをご存じですか。マクラーレンといっ
て、スポーツカーのメーカーがつくっているベビー
カーがあるんですけれども、前にそれを押している
お父さんがいて、すごいねと言ったら、「先生、見
てください。これ何ぼしたと思いますか」といって、
37 万円なんですって。いいねって。子ども乗せて
んのと言ったら、パパは、「汚されたら嫌やから、
乗せてません」と言うていましたから。それはアウ
トです。イクメンではない。にせイクメン、エセイ
クメンと僕は呼んでいるんですけれども、ただ単に
やるだけではなく、一緒に楽しみ、家族と子どもを
育てていく覚悟と責任があるということが大事では
ないかというふうに思います。
次、お願いします。
そう思うと、最近、自治体の首長さんが育児休業
をとるというようなこと、特にこれ男性の首長さん
です。実は日本の女性の首長さんで、育児休暇をと
られた方はおられません。
これ、どこで始まったかというと、2010 年の東
京都文京区の成澤区長がとられたというのが日本で
初めてです。戦後、70 年近くたって、誰もとって
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いなかったんですけれども、非常におもしろいのは、
成澤さんがとった後に、見ていただいたように、長
野県の佐久、龍ヶ崎、伊勢、それから関西では大阪
の箕面、それから広島県知事、最近では三重県知事
の鈴木さんなんかもとられたりはしています。
首長さんが若くなったということもあるんです
が、やっぱり僕は非常におもしろいなと思うのは、
日本の文化というのは、一点突破全面展開ですね。
誰かが初めの第一歩ということをやっていくことが
大事ではないかなというふうにも思います。
僕も男性の育児ということで、西宮市役所で男性
で初めて育児休暇をとった人間なんですが、僕の後、
西宮市役所はどれぐらいとっているかということで
見に行ったんですね。そうしたら、男性の育児休暇
を取得した人は３人て書いていて、ああ、結構とっ
てんねんなと思ったら、僕の長男、次男、三男でし
たからね。行政のデータって、結構そういうもので
すね。すぐ延べで数えはるなというふうに思うんで
すが、ただ、誰かが初め、何かをやっていくことで
社会って変わっていく。これは多分、今日の大きな
テーマにある虐待に対する対応などもそうではない
かと思います。
次、お願いします。
そのような中で、僕たちNPO法人ファザーリン
グ・ジャパンというのを設立しました。代表が、真
ん中に書いておりますが、安藤といいます。安藤は、
にっぽん子育て応援団であったり、政府、さまざま
な育児のことをやっています。和歌山にも、あるい
は他の自治体にも行っていると思いますが、そこで
は、お父さん、育児頑張りましょうなんて一度も言っ
たこともないし、思ったことはありません。お父さ
ん、育児はとっても楽しいから、一緒に楽しまない
というふうに思って、いろいろなプログラム、ある
いはファザーリング・スクール、それからパパ力検
定、真ん中のフレンチトースト基金というのは、こ
れは父子家庭の支援とか、さまざまな父親支援とい
うことをやっております。その中で、今日の大きな
テーマのネットワークというのも考えております。
次、お願いします。
これはパパスクールですね。横浜でやったんです
が、横浜は日本で一番父親支援が進んでいると思い
ます。30 名の定員で 50 名の応募があって、抽選に
なっております。非常にパパたち、盛り上がっては

います。ただ、じゃ、横浜がすてきなところかとい
うと、残念ながら、横浜は物価が高い、家賃が高い、
共働きで地縁がないという中で、父親が育児をせざ
るを得ない状況にあるというふうに言えるのではな
いかと思います。
次、お願いします。
そういうふうに考えると、父親の育児が社会で注
目を浴びている理由、大きく言うと、この６つがあ
ります。今日のテーマの虐待で言うと、２番目、３
番目、実は育てる側の母親を中心とした環境が非常
に劣悪であって、従来、父親は、「そんなもん、子
育ては女の仕事や。俺はようわからん。任せた」と
言うていたらよかったんですが、それが許されない
状況になっているのではないかというふうには思い
ます。
次、お願いします。
これまで、じゃ、父親は育児の中でどういうふう
に語られていたかということなんですが、父親は、
これまでは２番目の親、遅れてきた親、母親のサポー
ト役、叱り役、最後に頼り、思春期になったら出て
きてというふうに言われるんですが、実はこれは本
当かどうか、非常に怪しいです。従来、家族という
制度がしっかりある中で、威厳のある父親というも
のがあったんですが、今は本当に家族関係がフラッ
トになり、男女共同参画社会の浸透もあって、パー
トナーとも対等の中で、なかなか怖いお父さん、最
近は見ないですね。非常におもしろいのが、ママた
ちはそれでもパパに怒り役割を依頼します。「パパ、
ちゃんと怒って」とか、「しっかり言って」「ここは
びしっとして」というような言い方をするんですが、
パパたちはどう思うかというと、正直よく分からな
いと。その流れもよく分からないし、そんなに怒る
ようなところでもないのと違うかなというふうに思
うんですが、パパがそういうときにどう思うかとい
うと、いや、ここで俺が怒らんと、俺がママに怒ら
れると思いますからね。何してんねんみたいに怒っ
ていく中で、子どもたちとなかなか関係性が築かれ
ないなというふうには思います。
そのような中で何が起こるかというと、育児イ
コール母親、それから父親は精神・経済的な支えと
いうようなこと。母親を支えていく存在、これがな
いわけではないんですが、これのみになってしまう、
あるいはこういうことが前提で父親が育児をしなく
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てもいい、するべきではないというような文化が出
てきたのではないかと思います。そのような中で母
親の育児ということが固定化されていき、形式化さ
れていく。男性は仕事、母親は育児というようなこ
とが社会の中で当然になっていくというのが、僕は
一つ、虐待の大きな要因になっているのではないか
というふうには思います。
次、お願いします。
これは、スウェーデン、フランス、日本の子ども
を持っている父親、母親の帰宅時間を比較したもの
です。見ていただいたら分かるように、スウェーデ
ン、フランスというのは、一番多いのは６時まで
に父親は家にいるんですね。通勤時間を考えると、
何時に家を出なくちゃいけないか。これ、非常に
おもしろいのは、女性の講演会でこの話をすると、
「えーっ、毎日は嫌」と言いはりますね。たまに帰っ
てきてもらうのがええんかなというふうには思うん
です。６時、７時と続いていますが、日本を見てい
ただいたら分かるように、８時が一番多いのではな
く、８時以降です。東京都のデータなんかを見てみ
ると、サラリーマンの帰宅時間のボリュームゾーン
は 11 時というふうになっています。このような中
で父親が育児をすることはできないなというふうに
思います。これをカナダの父親支援の研究者に見せ
たとき、彼は、「ハハハハー、クレイジー」って言っ
てはりましたからね。日本で考えてみると当然のこ
となんですけれども、国際比較をしていく中で、非
常に日本というのはバランスの悪い国であると言え
ると思います。
次、お願いします。
同じように、これは世界スタンダード、６歳未満
の子どものいる父親の家事・育児時間です。乱暴な
言い方をしますと、世界の父親たちは３時間、家
事・育児をしていて、そのうち１時間は育児をして
います。見ていただいたら分かるように、日本とい
うのは１時間もせずに、39 分ということで、皆さん、
ご存じですか、「平成 23 年社会生活基本調査」で、
６歳未満の子どもを持っている父親、母親で、父親
の育児時間が 47 都道府県で一番低いところという
のを。皆さんが今お座りの和歌山県でございます。
その理由というのは明確にはなってはいないんです
が、近畿の２府４県、ほとんど 40 位台です。関西
は父親の育児が全く進んでいないということが言え

るのではないかなというふうには思います。
ただ、これも非常におもしろくて、平日を見ると、
約 12 分とかというデータもあります。日本の正し
いお父さんは、子どもに１日 12 分しかかかわって
いないということかなと思います。
次、お願いします。
そのような中で何が起こるかというと、男性の過
度の長時間労働、それから 30、40 代という父親世
代が働かなくてはいけない。長時間労働、長時間通
勤のために、母親が非常にしんどい思いをしていく
ということがあると思います。これが一つは先ほど
データにもありました、実母の虐待が多い要因では
ないかと考えられます。
次、お願いします。
こういうことで、じゃ、母親だけがしんどいのか
というと実はそうではなくて、父親たちも非常にし
んどい思いをしております。男性が育児ができない
社会というのは、まず男性は働くという前提の中で
自殺が今３万人を少し切りましたが、その多くは男
性であります。過労死、メンタルヘルスの問題もそ
のほとんどが男性です。
それから、先ほどもありましたが、児童虐待して
いる加害者の多くが女性であるということです。た
だ、これをもって女性がだめということではなく、
育児休暇の取得率を見てみても、男性は２％です。
女性は約 80％という中で、日本の社会、ほとんど
育児をしているのは女性なので、この児童虐待の
60％って、僕は、実はママたちはとっても頑張って
いるなというふうに思います。
それから、子どもが追い詰められているという、
家庭の中の暴力であったり、殺人事件というような
ことがあります。
つまり、これらを合わせていくと、DVも含めて、
家族が家族たるゆえんの中でしんどい思いをしてい
るということが言えるのではないかなというふうに
は思います。
それを一気に解決するのが、父親が育児にかかわ
ることだというふうに思います。父親が育児にかか
わることで、子どもは多様な価値観で育つことがで
きる。母親というのは育児不安。僕も育休をとって
いて分かるんですが、昼間、子どもと二人切りでい
ると、誰ともしゃべらないですね。奥さんが帰って
くると、すごいうれしいので、すごいいっぱいしゃ
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べるんです。そうしたら、うちの奥さんは、仕事で
疲れて帰ってきているので、「はい、はい、はい、
はい。分かった、分かった」って、全然聞かないん
ですよ。また、それに腹を立てて、「おまえは愛が
ないんか」というふうに言ったら、うちの奥さん
が、「あんたも一緒やった」というふうに言われる
と。非常に立場が変われば、相手の気持ちってわか
らんようになっていくもんやなというふうには思い
ます。
それから、３番目が父親。父親が一番僕は大きな
意味を得られると思うんですが、男性の生き方を簡
単に言うと、序列が問題で、あいつより上か下か。
経済性と効率のみの中で生きています。子どもたち
の価値というのは、非常に彼らは非効率的、非経済
的な生き物です。１歳児が立ち上がるようになるま
で、何回失敗をするか。何回したらあかんというこ
とをするかという、その繰り返しの中で彼らのすば
らしさに男性が気づくのではないかと思います。
それから企業、メンタルヘルス、効率化が進むし、
社会においては少子化対策、豊かな子どもたちの声
が響く社会になると思います。
次、お願いします。
そのような中で近年、父親支援という概念が出て
きました。まだまだこれは社会の中では浸透はして
いません。父親支援というのは、父親が育児ができ
るようにしていくということが大前提なんですが、
僕はその中で４つのキーワードを挙げています。
１、父親が子育てについて正しい知識や理解、価値
観を得られるようにする。父親をエンパワーメン
トする。
２、父親が母親とのパートナーシップについて理解
し、夫婦ともに子育てができるようにする。
３、父親が仕事や生活、家庭、地域とのよいかかわ
りができるように、ワーク・ライフ・バランスを
意識した生活者になれるようにする。

４、父親自身が積極的に育児や家庭生活の主人公と
して暮らしていけるように、地域社会の環境に対
してかかわりやネットワークができるようにする。
このエンパワーメント、パートナーシップ、ワー
ク・ライフ・バランス、ネットワークということが
父親を支えていくときに大きなキーワードになると
いうふうに考えています。
このように父親支援を進めていくことによって、

社会にある、あるいは行政におけるさまざまな課題
ということが、ダイレクトに解決はしませんが、解
決の方向性であったり、その土壌の文化、施策に反
映していくのではないかなと思います。
その第１番が、やっぱり児童虐待の防止です。母
親の不安、しんどさということを父親が理解をした
り、シェアしたり、感じることで母親の孤独感とい
うのは薄らいでいくのではないか。
それから今、政府が進めていこうとしている女性
活躍に対して、このまま女性活躍が進んでいくと、
女性は家事、育児、介護、仕事という全部しなくて
はいけなくなると思います。だから僕は、この女性
の社会進出と同じセットで考えるのは、男性の家庭
進出やというふうに思っています。そこをセットで
考えていくことが大事。
それからメンタルヘルス、子どもの育ち、それか
らワーク・ライフ・バランス、社会的には少子化対策、
男女共同参画、高齢者であったり次世代、ネットワー
クというようなこと。つまり、父親支援を進めてい
くことというのは、非常にいいことだらけ、何一つ
デメリットがないというふうには考えております。
次、お願いします。
ただ、では、父親支援を進めていけるかというと、
今日は自治体の方も多いということですが、なかな
か自治体レベルで父親支援のプログラムとか推進が
進んでいるところは少ないです。全国レベルで言う
と、大分県、広島県、兵庫県、埼玉県、このあたり
が非常に熱心に父親の育児支援ということを推進し
ていったり、あるいはさまざまな制度、組織をつくっ
て活動をしてくれてはいます。
実際、では、子育て支援の中で父親支援をやって
いくときに大きな課題は何かというと、まず子育て
支援の場に父親が来ないということです。これは僕
は全国の子育て支援施設の調査をしたときに、父親
が来ないことが大きな課題であるというふうに書い
ているんですが、よく見てみると、土日に子育て支
援センターが開いてないとかというようなことに
なってくると、なかなか実は父親が参加したくても、
できる物理的な環境がないというようなことがあり
ます。
それから、父親が何を考えているか分からないと
か、興味がないとか、つながらないと。これは、土
日とかやっている子育て支援センターとか、まちの
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子育て広場とかに行ってもらったら分かると思うん
ですが、非常に今、父親たちはたくさんいます。た
だ、おもしろいことに、一切しゃべりません。等間
隔で並んでいますね。僕、トンボって呼んでいるん
ですけれども、トンボって何かというと、縄張りが
絶対重ならないように、トンボって縄張りをしっか
り守るんです。パパたちは、自分の子どもか壁のほ
うしか向いていないんです。それは考えてみれば、
よく分かるんですが、知らない人間と男性がいきな
りしゃべるということは、まずあり得ないです。そ
ういうところをうまくクリアしていったり、あるい
は男性の支援者を配置していくようなことで、男性
たちの参加を促していくことが大事ではないか。
つまり、この根底には何があるかというと、実は
男性たち、非常にコミュニケーションの能力が低い
です。あるいは、どうかかわっていいか分からない
し、振る舞いができないというようなこと。それか
ら、これは虐待にもつながりますが、子どもとか、
あるいは子育てについての理解とか知識、技術、ス
キルがほとんどないです。つまり、これは男性が悪
いのではなく、この社会には男性が父親になってい
くプログラムであったり、ツールであったり、それ
からそれを支えていく支援をする場ということが、
ほとんど準備されていないということを思います。
そういうことを考えて、ファザーリング・ジャパン
では父親支援ということを推進しています。
最後に書いていますが、男性の市民的な成熟とい
うことがあまり進んでいないというのが非常に残念
なので、僕は父親たちがつながり、ネットワークを
つくることによって、男性たち、あるいは父親たち
の市民的成熟が進むのではないかというふうに考え
ております。
次、お願いします。
最後、まとめになりますが、父親支援、あるいは
父親支援プログラムというのは、今まで社会にない
ものですので、子育て支援に大きな変化を与えると
思います。今日は子育てに関係する方が多いと思い
ますが、もうご存じだと思います。国の子育て支援
の施策は、もうありとあらゆる方策は出ています。
現場レベルではもう飽和状態で、次、何をしていい
か分からない。ただ、残念なことに、メニューはた
くさんある中で、実際にうまくいかなかったり、あ
るいは児童虐待の通報が減らないというようなこと

があります。そういう意味では、新しい顧客として
の父親ということを子育て支援の中に呼び込んでい
ただければなというふうには思います。これまでほ
とんど手つかずの場面であるので、非常に大きな変
化が期待されるのではないかというふうには思い
ます。
それから、男性の変化ということを、僕たちは男
性の育児休暇とか育児というのは、ボーリングの１
番ピンという考え方をしております。子育て支援を
社会全体、あるいは社会全体の中で変化をするため
に、男性の変化から女性、子ども、家庭、会社、地
域、社会というふうにつなげていく男性の育児ドミ
ノ倒しというふうには言っていますが、そういう変
化を社会に波及していくことが重要ではないかとい
うふうに思います。特に父親のネットワークという
のは、成人男子のネットワークはこの社会にはあり
ません。地域の中でお祭りとか、消防団があるとこ
ろはあるんですが、特に都市部はないです。そうい
うふうに思うと、父親支援のネットワークは新しい
成年男子のネットワークになって、次の父親たちを
育てていくことにつながるのではないかなと思い
ます。
従来、子育て支援、あるいは男女共同参画という
のは行政の中で非常に端っこのほうに追いやられて
いましたが、今、子育て支援、人権、男女共同参画、
環境、それからこの２月に沖縄に行ったときに、平
和ということを実感しました。この５つの領域に関
しては、行政の全ての施策の中で横串を刺す、ある
いはこれは長野県の副知事に教えていただいたんで
すが、全庁にかさをかける施策というふうになって
いくことが必要ではないかと思います。
以上で僕の発表のほうは終わりたいと思います。
ありがとうございました。

中川氏　はい、ありがとうございました。
私にとっても目からうろこという話が盛りだくさ
んでした。今日、会場にも県、市町村、行政の方が
たくさんお見えになっておられると思うのですが、
今まで子育て支援というと、母親支援だけを念頭に
置いていた気がするんですね。だから、父親支援と
いう観点を子育て支援の中に入れていく必要があ
る、そして、母親も、父親も、会社も、社会も、行
政も、その点の発想の転換がいるなと、今、お話を
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聞いていてすごく感じました。ありがとうございま
した。
それでは、今度は虐待防止ということを念頭に
置いて、子育て支援のネットワークづくりに成功し
ておられます工藤さんからご報告をお願いいたし
ます。

工藤氏　工藤でござい
ます。
私は 72 歳ですので、
今のママ・パパ族のお話
を聞いて、びっくりです。
目からうろこですね。私
は、高齢者の立場で、子
どもを３人産み、孫を６人育てた私に何ができるの
かというお話をしていきたいと思っております。
私は保健師でございまして、京都府に 38 年勤め、
前半は子育て全般を健康面から支える保健行政を、
そして最終盤のあたりは児童福祉の分野でさまざま
な施策を展開してまいりました。最後の部署は児童
相談所の所長という、大変重い虐待の親子を支援し
てきたという、経験がありまして、そんな私に退職
したときに何ができるのか考えました。
児童相談所に行くまでにたくさんの関所があっ
て、そこが一つ一つ手立てをすれば、虐待には至ら
ないのではないかという思いがずっとありました。
だから、やめたときは自分の好きなことをやろうと
思ったのです。児童相談所は、権限であるとか、さ
まざまな専門職を擁していまして、大変苦しい親子
を助ける、または子どもの命を守っていくというこ
とをやらなければならないけれども、市民になっ
たら、市民としてできることをやろうと思ったので
すね。
子どもの一生、または子どもを育てる親御さんた
ちの一生を考えていくときに、一番効果が上がる時
期ってどこだろうかと思ったとき、妊娠、おなかの
中に赤ちゃんを持ったときのお母さんは、自分一人
じゃない、子どもをおなかの中で育てているという
気持ちがある。そして生まれたときの、本当に生ま
れてくれてありがとうという、あの気持ちの時代が
一番虐待をしない、元気に子どもを育てていこうと
思う時期ではないか、このときをきちっと捉えて、
支援することによって、虐待を未然に防げるのでは

ないかということを思い続けております。この時期
に集中的にいろいろな支援を入れていくことが一番
虐待の未然防止になるのではないかと思い、退職後
はこれをやろうと考えました。保健行政、福祉行政
を長年やってきたので、楽しい仲間がたくさんでき
ていますので、あまり深刻にならない人たちと一緒
に手を組んで、この虐待未然防止の活動をやること
にしました。10 人の仲間が集まってきてくれまし
た。そしてどの子にもすごく幸せな時間をつくって
あげたら、虐待にならないのではないのかと思いま
して、子育て広場をやっていたんです。けれどもだ
んだんに目についてきたのは、やっぱり苦しい親で
すね。子育てが苦しいという親、この親御さんにター
ゲットを当てて、集中的に応援していこうと変化し
ていきました。
2006 年 10 月に長岡京市で３歳の子どもの虐待死
という事件が起こりました。夕方６時にテレビの
チャンネルを合わせたら、全国放送でこの問題が取
り上げられておりました。村木さんもいらっしゃっ
ていますけれども、これで法律も変えられたという
大きな事件なんですね。３歳児の子ども、元気だっ
たＭちゃんを近所の方はみんな見ているんです。
ふっくらほっぺたのかわいい子ども。その子がだん
だん家から出なくなって、出てきたときには、「お
ばちゃん、パン頂戴」とか、「お水飲みたい」とい
うふうに、おなかが空いているということを訴え始
めて、それでもその子を見ることができたのに、あ
るときから顔も見ることがなくなったと思っていた
矢先、救急車が来て、その子を連れ出したんです。
３歳だったのに８キロぐらいの、骨に皮がくっつい
ているようなミイラのような状態でその子が運び出
されたのをご近所中が見たんです。本当にそのとき
のショック、長岡京市という８万人口全員が、「こ
の子をなぜ救えなかったんだろうか」という大きな
大きなショックと、「何かできることはないだろう
か」、「自分たちでできることがあるんじゃないか」
というふうに思ったのが、私たちの活動のきっかけ
になりました。
ちょうどそれから３年目に、私は『NPO法人ほっ
とスペースゆう』を立ち上げ、子どものことと、高
齢者の支援と、普通の家で居場所をつくっていく活
動をしておりましたので、皆さんに呼びかけて、虐
待があった３年後の振り返りをしましょうというこ
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とで集い、虐待防止のキャンペーン事業を開催しま
した。この時、子育て支援ネットワークを作ろう、
何ができるか分からないけれども、何をしたらいい
のかも分からないけれど、みんなで考えようといっ
たときに、この指にとまってくれたのが６団体あり
ました。後で皆さんにこの団体のご紹介をしたいと
思います。
このネットワークでどんな活動をしていったかと
いうと、まず、子育てに苦しむ親子をどこから紹介
してもらうんだろうかということがありました。
このネットワークを組もうと言った６団体と行政
が同じテーブルにつき、虐待の勉強を始めたのです。
長岡京市の子育て状態はどうなっているか、という
ことも一緒に考えていこうということで、月１回集
まるようになりました。
そうこうしているうちに、その団体間の特徴であ
るとか、得意としている技術であるとか、思いであ
るとかというのがだんだん分かり始めるわけです。
行政もそこに出てくるにつれて、私たちの６団体を
信用、信頼していってくれるようになりました。そ
こからこの支援の中身が決まってきたと思います。
支援する人を行政は知っている、私たちの団体も
知っている。その人たちに支援の手を届けていくこ
とが大事ではないかと思ったわけです。
親子への支援内容を見ていただきますと、まずお
宅に伺って、子育てや沐浴などを手伝いますよ、そ
れからお母さんにも寄り添いましょう、相談も受け
ましょう、専門職もいます。食事づくりであるとか、
家のお片づけであるとか、お掃除ですとか、子育て
で悩んでいるお母さん方が助けてほしいと思えるよ
うな支援をお宅に伺ってやり始めました。
もう一つは、団体の中で親御さんを受け入れよう
と、「子どもさんを一時預かりましょう」、パニック
に陥っているお母さんには、子どもさんをここに預
けて、「ちょっとだけお母さん、気を抜いてください、
また落ち着かれたら、一緒に帰っていただきましょ
うね」とか、親子で一緒に来ていただいて、一日を
過ごしていただく。もちろん、お昼御飯もとてもお
いしい御飯をつくって待っていますよと居場所をつ
くったり、いろいろな広場へ参加してもらうという
こともあります。
子育て教室を始めている団体もあります。
私どものような専門職でやっている『ほっとス

ペースゆう』では、親御さんの専門相談もできます
よということもあります。
ユニークなのは、これは柳川先生の領域なんです
けれども、親にどうしたら子育てが楽しくなるのか、
お母さんのヒントになるような、「親教育のグルー
プ学習をしましょう」という団体もあらわれまして、
この６団体それぞれがユニークな団体であるという
ことを、６団体がお互いに認知し、いいところを認
め合ったというふうに団体自身も変化していきまし
た。
17 ページを見ていただくと、支援の必要な親子
のほとんどは親が精神的につらいのです。鬱状態、
妊娠期のブルーとかいろいろ言われますけれども、
鬱傾向の方がすごく多い。私たちが見たところ、妊
娠期、または子育て中、１歳までのお母さん方の２
割ぐらいは鬱状態を示しておられるというふうに思
いますし、それからお母さん自身が心身の病気を
持っておられるとか、親の生育歴がつらいものだっ
たということもだんだんと分かります。
家族関係の中で支援してもらう人がいないとい
う、家族関係にしんどさを持っておられるお母さん
が多い。
子どもで双子とか三つ子ちゃんを一人の親で見て
いくということは、親は寝る暇もない、食べる暇も
ないような中で子育てをしておられます。双子とか
三つ子とか、その上、兄弟の年齢差が少なく、又は
兄弟、姉妹の多い子どもがいる方は、子育てが苦し
いです。
それから、未熟児ちゃんであるとか、子どもさん
自身が先天的な病気を持っているとか、（これはお
母さんのほうが特に思われるのですが）育てにくい
子どもです。泣いてばかりですとか、多動、私の言
うことは何も聞きませんという、お母さん側から見
て育てにくい子どもさんを持たれているということ
も、お母さんの大きなストレスになっています。こ
ういう方々を対象にして、私たちは支援しましょう
ということをやり始めました。
次のページは、ネットワークしている団体です。
皆さんの地域のどこにでもある団体だと思います
が、６つの団体がそれぞれに特徴のある子育て支援
している内容をご紹介しましょう。図の右側に、組
織的な取組として行政の健康推進課があります。子
どもの問題を把握している行政と、そして私たち
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の団体がどうネットワークするかというところに、
『ほっとスペースゆう』が、行政から送られてくる
子どもさんをどこの団体が受けたらいいのかという
調整をし、ネットワーク側の団体が困ったことがあ
れば、また相談に乗るという調整団体があり、さま
ざまなところから困っている人がいるんだけれど
も、助けてあげてくださいという情報が入ってくる
ようになりました。
団体の紹介をしましょう。
これは私たちの運営する『ほっとスペースゆう』
です。月・火・水・金は高齢者のデイサービス、木・土・
日はちょっとしんどいお母さん方が親子で来て、一
日を過ごされるという居場所。ここで一番皆さんを
魅きつけるのは、御飯だと思います。お昼においし
い御飯をつくってもらって食べられる。しかも、栄
養豊かで、栄養士もいますし、調理の専門職もいま
すので、そういう御飯を皆さんに提供できる。一家
族ワンコイン（500 円）で、子ども２人とお母さん
が来られても、ワンコインでお昼御飯を食べていた
だく。くつろぐ、心身をもう一回リフレッシュさせ
るというところに、この食べるということが大きな
大きな役割をしているんだなと思います。お母さん
同士が悩みを打ち明けられる仲間になられるのも、
この御飯のときです。心が打ち解けて、自分の悩み
を言えるというのは御飯の後ですね。子どもも豹変
するごとく、御飯を食べた後、安心して遊びますの
で、御飯は大切です。いずみの家のサロンでござい
ます。
次は西山という山を一山借りて、森林体験をさせ
ている『おとくにパオ』です。子どもを引率するリー
ダーは高校生とか大学生。その大学生や高校生も小
さいときにここを利用した人たち。成長して、子ど
もたちを引率する。その上で、見守り企画するのが
母親たち。この『おとくにパオ』さんは循環型で皆
さんが育っていく。ずっとここが居場所になってい
るというふうなところです。冒険させるというとこ
ろがすごいです。この間、徳島に行きまして、徳島
に行って川下りをするんですけれども、徳島の町に
着いたときに、小学生に阿波踊りを市民の皆さんに
教えてもらえという指示を出すんです。それで必死
で皆さんに声をかけて、レコード屋さんの２階が急
遽その会場になり、市民の皆さんとパオの子どもた
ちで阿波踊り大会ができたという、市民同士のつな

がり、徳島の市民の皆さんが、このパオの子どもた
ちに市民として、温かな役割を果たされたというお
話もございます。
次、お願いします。
『せきゅりてぃー・ぶらんけっと』、これは小さな
小さな託児所をしておりまして、これから、小規模
保育事業に乗り出していくんだと思いますが、おば
あちゃん、娘さん、それからお孫さん、三代がここ
をやっておられます。『せきゅりてぃー・ぶらんけっ
と』さんは家族応援という部署をつくられまして、
子どもたちの教室を開いたり、遊び場をつくったり
というのをされておられます。ここはベビーシッ
ターさんがママなので、家庭訪問されるのがうまい。
私も保健師で家庭訪問もうまいと思っていましたけ
れども、ベビーシッターさんのされる家庭訪問のう
まさは、また違うものがあります。いろいろな職種
が一緒にやるということは、刺激し合って、いいと
ころを持っておられることも確認できると思ってお
ります。
次、お願いします。
『いんふぁんとｒｏｏｍさくらんぼ』さんといい
まして、ここは親子広場を市から委託されておりま
す。それ以外にベビーマッサージをしたり、親子教
室をされたり、妊婦さんを集めて、生まれたときに
要るいろいろなもの、前かけをつくられたり、おく
るみをつくったりというふうなこともされておられ
ます。
次、お願いします。
これが共育（ともそだち）倶楽部で、これ柳川先
生に習った人たちが、トリプルＰというグループ
ワークをやっております。困ったお母さんたちを小
グループで集めて、何か元気が出るようなヒントを、
それもお茶菓子を食べながら、心を開きながら、み
んなで話し合いしていくというふうなことをやって
いるユニークなグループもあります。
もう一つは、ここに出していませんが、訪問看護
師さんにも入っていただきました。訪問看護師は何
が得意かというと、やっぱり障がいを持った子ども
の訪問がうまい。
ちょっとずつ違うこの６つのグループがさまざま
な支援をしている団体です。
虐待未然防止をするために何をするのか話し合っ
たときに、自分のところはこれができると、それぞ
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れ得意な部分を出されました。「居場所になれるよ」、
「うちやったら訪問できるよ」、「家事のお手伝いが
いっぱいできるよ」、「家庭訪問して、双子ちゃんの
沐浴ができるよ」など、皆さんそれぞれ言われて、
そういうことで活動し始めました。
次に、どれくらいの量を取り組んでいるかという
ことですが、23 年度、24 年度は、私たちの子育て
支援ネットワークで養育支援の事業をしたんです
ね。まだ市がお金を出してくれるということはな
かったわけなので、私たちが私たちでやろうという
ことで、ちょうど京都府には市民団体を支援する助
成事業というのがありましたので、その助成を受け
ながら、私たちはボランティアのような形で、一軒
一軒ご家庭を訪問しました。２年間で 27 組、389
回の支援をしております。
初めは、双子ちゃんたちを応援するのがいいだろ
うというので、多胎児、双子ちゃんはすぐ分かるし、
応援するよと言ったら、お母さんたちはしんどいわ
けですから、すぐ 10 組くらいから来てくださいと
いう返事をいただいて、双子ちゃんの支援ができま
した。お母さんの孤立とか、身体・精神的、または
経済的困難のお母さん方を応援するときは、ちょっ
とずかずかっと入っていくわけにはいかないです。
お母さんの気持ちを思い、私たちができることをか
み砕いて説明して、了解されたところに限ります。
ほとんどの部分は市の保健師がそこのご家庭の了解
を取りつけてくれるという役割をしてくれまして、
私たちはこのおうちに入ることができました。
考えてみれば、私は虐待対策のほうも市でアドバ
イザーとしてやっておりますけれども、今はこうい
うご家庭に入ってみて、子育て困難の要因は、虐待
事例に非常に近い条件を持っていることが分かりま
した。ですから、水際作戦が大事です。早いうちに
妊婦、乳児のご家庭を応援して、そして本当に困っ
ているところに支援を届けることができるなら、
虐待未然防止につながっていくと思っております。
２年を続けまして、実は国にこういう養育支援の
助成をする事業があるよということを市に何回も
言っていたんですけれども、市はなかなかそこには
応じてくれなかった。この結果を見まして、ようや
く長岡京市のほうが、この事業に予算を立てますと
いうことで、25 年、26 年、この２年間は市のほう
が養育支援事業の予算を持つことになりました。市

がやってよかったことと、悪かったことと両方あり
ます。それは後の話にします。
実は、この個別支援をいたしまして、成果が２つ
あったと思います。ただし、この成果は虐待を少な
くしたとかいうところまではいかないです。その前
のところで成果があったということを市にも報告い
たしました。市の保健師さんが家庭訪問する、また
は子ども福祉課の虐待対応員がそのご家庭に訪問す
るとしましても、月に数回とかが山なんです。問題
になるご家庭だと思いながら、１回訪問して、あと
は３カ月、４カ月の検診まで１回も行かないという
こともよくあります。私たちは週に１回、お母さん
が必要とあれば週に２回でも行くことができます。
頻繁に、しかもすぐに届く支援をいたしますので、
今まで保健師たちがつかんだしんどいお母さん像が
より具体的に、お母さんの子育て困難要因はここに
ありますよということを明らかにして、市にお返し
することができます。
もう一つは、発見からすぐにご家庭に訪問して、
お母さんが困っていること、今日、お昼御飯がつく
れないと言われたら、その御飯をつくりに行くとか、
沐浴が困っていると言われたら、その沐浴にお手伝
いに行くということができるわけで、この子育て困
難状態を悪化させないことができるという２つの成
果はあります。
早く、頻回に集中的に支援することで、この支援
が要らなくなる状態も早く来るのではないかと思い
ます。それがひいては虐待に至らないような一つの
成果になっていくのではないかと思っております。
民間団体がするのは行政と違う支援があると思い
ます。民間がすれば、市民の皆様はあまり敷居が高
いと思われないです。だから、同じ市民目線で支援
する関係が成り立ちます。
そして、行政との分担ですが、大変難しいケース
は行政が責任持つ、発見とか気づきは行政の役割で、
その後は私たちが支援しますという役割分担ができ
たことではないかと思っております。
皆さんのところでもできると思います。今日はそ
ういう思いで報告させていただきました。ありがと
うございます。

中川氏　はい、ありがとうございます。
林さんのような子育てのグループではなくて、子
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育てを支援するグループのネットワークだと言える
かなと思いますし、専門職がかかわることによって、
虐待を早期に発見して、あるいは未然に防ぐという、
そういう実績を挙げられているという貴重なご報告
でございました。
それでは、今の工藤さんのご報告の中にも出てき
ましたけれども、子育ての仕方、そういう観点から
柳川さんにご報告をいただきたいと思います。よろ
しくお願いします。

柳川氏　よろしくお願い
いたします。和歌山県立
医科大学の柳川です。
皆様の、まず手元の資
料をいま一度確認いただ
きたいんですけれども、
私は今日、「オレンジリ
ボンパレード in 和歌山」という資料を１枚、皆さ
んのお手元の資料に入れさせていただきました。本
当に和歌山でこのような会が開かれる中で、せっか
くの機会です。そして 11 月が児童虐待防止月間と
いうことで、より強化的に児童虐待をなくそうとい
う啓発を行いたいということです。このシンポジウ
ムが終わってから、閉会式が予定されていますが、
その後、すぐに県庁の前に集まっていただいて、和
歌山城のほう、東のほうに歩いていきます。ちょう
ど岡口門あたりまで歩いていって、子どもの虐待を
減らそうという活動をさせていただきたいと思いま
す。時間はそんなにかかりませんので、ぜひご参加
いただいたらありがたいと思います。
私は、和歌山子どもの虐待防止協会の事務局長も
しておりますし、さまざまなところで活動をさせて
いただいています。
スライドをお願いできますか。
今年は、９月 14 日から 17 日に日本で初めて、世
界の国際会議が名古屋市で行われました。これまで
日本では児童虐待防止活動を始めたのが 1994 年と
いうことで、毎年年に１回、学術集会をしながら、
ようやく 20 回になったということと、それから世
界大会も２年に１回開催されるんですが、それも
40 年経ってということで、この 20・20 ということ
が非常に大きな意味があって、日本で初めて世界の
国際会議を開くことができました。この 20 という

数字を、私自身、ものすごくこだわったんですが、
これまで試行錯誤でずっと行ってきた子ども虐待に
対する施策が、やはり欧米の後追いをしながら見て
いったわけですけれども、何とか日本のほうからも
もっともっと発信できないかということで、二十歳
という年齢を節目に、新しい方向性を模索したいな
という思いが強くありました。そこでも、この大き
なテーマで書かせていただいているように、「子ど
も中心の社会に向けて」、いわゆる日本の 20 年とい
う過去から学んで、未来に向けて行動しようという
ことで活動させていただいた状況です。
次、スライドをお願いします。
ここでは、本会議は 14 日から 17 日だったわけで
すけれども、アジア、アフリカ、あるいは東南アジ
アの方々を集めた新興国プログラムを開催させてい
ただきました。これはプレカンファレンスというこ
とで、大きな学会の前の学会なんですが、20 数カ国、
162 名の方が前日にもかかわらず、この問題につい
て集まっていただきました。アジアから世界に向け
て提言をしようということで、文化と暴力、つまり
体罰の問題を取り上げて、本会に結びつけたいなと
いうことで集まっていただいた会です。アジアとい
うことで、指定発言は、私以外にもタイ、あるいは
韓国、中国は残念ながら、ビザの関係でこの日に間
に合うことができなかったわけですけれども、参加
していただきました。
次、お願いします。
この会が一つのきっかけとなって、先ほどの世界
会議のところで体罰だけをテーマにした体罰防止シ
ンポジウムが２日後の９月 15 日に行われましたが、
この様子を毎日新聞、あるいは朝日新聞のほうで取
り上げていただきました。
ここでは、先進国と言われるヨーロッパから、英
国のピーター・ニューウェルさん、スウェーデンの
エリザベス・ダーリンさんに発表いただきました。
このときピーター・ニューウェルさんが言われたの
は、「子ども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」と。つまり、たたかれても親
を悪いと思いたくないというのは、ずっと彼らも経
験してきているということですね。スウェーデンに
おいては、「体罰を受けている子どもは学校でいじ
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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」と話されました。さらに、子どもをたたか
ずに、どうしつけたらいいのかということを、牛乳
パックや、あるいは、いろんな広告文のところに印
刷するなどして、親への粘り強い啓発の大切さを強
く訴えられました。本日は、この体罰について少し
考えてみたいと思います。
次、よろしくお願いします。
皆さん、親から体罰を受けていないものは、親か
ら体罰を受けたことがあるとしたものより犯罪歴が
少なく、学歴、収入などが高いという文を見て、ど
のように感じられるでしょうか。これは非常にしっ
かりとしたデータに基づいた状況です。私たちは、
体罰というのを主観的な意味合いの中で捉えがちで
すが、客観的にこのような数字が世界ではもう既に
出ているということです。
そして、この体罰に対して法律ではどういうふう
に扱われているかということになるんですが、学校
とか司法施設、刑罰、これについては青印のように、
世界でも体罰禁止の法律があるわけですけれども、
赤のところですが、家庭とか養護施設、デイケア、
身近なところでは、法律で体罰を禁止していないと
いう事実がまだ世界的にあるという状況です。
これを地図で見ますと、次、スライドをお願いし
ます。
ちょうど赤丸で囲ったヨーロッパ、つまり特に北
欧では、全ての場面で体罰を禁止しているという状
況が既に進んでいるということをいま一度確認いた
だければと思います。日本は黄色のところで、先ほ
どの学校とか、あるいは法律で禁止していますが、
家庭ではまだ禁止されていないというように、全面
禁止でなく、一部の場面での体罰禁止ということで、
黄色の状況のところです。
次、スライドお願いします。
先ほどから子育ての話が出ていますが、私が学ば
せていただいている「前向き子育てプログラム・ト
リプルＰ」のマット・サンダースさんの、2014 年
６月に彼のブログのところに載っていたものです。
彼自身も、「子どもをたまにたたくことのどこが悪
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。「自分も子どものころにたたかれたけ
れども、けがをしなかった」という状況ですね。彼
は、この子育てという状況を通じながら、これまで

はあまり真っ向からこの体罰に対してそれは間違っ
ているんだと反論するのではなく、子どもをたたく
ことは効果的ではなく、ほかにたくさんのしつけの
方法があるんだという助言をしてきたと書いていま
す。でも、一番上のところに書いているように、子
どもをたた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という事実を知ってから、自分
は動き方を変えていきたいということを彼自身、２、
３年ぐらい前からしきりと述べるようになってきて
います。このような社会的な、あるいは世界的な実
情をいま一度皆さんの中でご確認いただいた上、日
本のここ何十年かの動きを少し見てみたいと思い
ます。
スライドお願いします。
これは 1980 年代の大阪府で調べられたデータで
す。母親による自己申告のアンケートですが、「子
どもを叱るとき、打つとか、つねるとか、縛るよう
な体罰を用いますか」という質問で、下から 10 カ月、
その上が１歳半、３歳半という図です。この数字を
見ていただくと、年齢とともに子どもさんと接する
機会、あるいは子どもさんがいろんないたずらをし
たり、いろんな行動が増えてくるとともに、体罰の
頻度が上がっているということが分かります。そし
て、20 年後、2003 年の兵庫県の同じようなデータ
を書いています。ちょっと文言が違いますが、「お
子さんを叱るとき、たたく、つねる、蹴るなどの体
罰を行いますか」ということを見ていただきますと、
上の３歳は全く数字が変わっていないんです。一番
上の 1980 年から 81 年、83 年、これは同じ群をずっ
と年を追って見ています。兵庫県の場合は、2003
年単年度でそれぞれの年齢を調べているわけです
が、「時々」「いつも」というのを足し算すると、1.1％
プラス 65.7％の実に 66.8％が３歳で体罰が行われて
います。
そして 20 年、23 年経ってからも同じように、
67.7％と変わっていないという状況です。
次、スライドお願いします。
３歳の状況でほぼ 67％、こういったことが行わ
れているという数字ですが、2005 年当時の国勢調
査の３歳児の年齢で計算しますと、77 万 132 名が
体罰を受けていたということになります。いわゆる
私たちの身の周りの地域で、こんなにもたくさんの
人たちが体罰を行っているんだという事実に驚かさ
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れます。
この下に、その当時の日本の中で、今日は７万件
の児童虐待の数になっているよという話がシンポジ
ウム当初で出ましたが、2005 年の時点では、児童
虐待報告件数は１万 4,712 件でした。体罰はこの数
字のなんと 70 倍近くが実際行われているんだとい
うことになります。
次、スライドお願いします。
ちょっと古いじゃないかというご指摘もあると思
いましたので、2011 年の福岡県のデータです。こ
れは年齢がもう少し大きくなっている状況ですが、
「加減せずに感情に任せてたたいた」から、いろん
な子どもに対する不適切な行為が羅列されています
が、「どの行為もしたことがない」という人が 174
人。これを回答していただいた方で割り算してみま
すと、何らかの行為をした人が 84.2％と非常に高率
に体罰が私たちの周りに蔓延しているということが
分かるということです。
次、スライドをお願いします。
そうすると、先ほどから皆さんからご指摘いただ
いているように、育児との関係はどうなんだろうか
ということをいま一度確認をしたスライドです。こ
れも 2003 年度のスライドですが、育児に自信がな
いと感じる頻度は、「ない」「時々ある」「よくある」
と比べると、階段的に「よくある」という形で増え
ていっているということが視覚的に分かっていただ
けると思います。
次、お願いします。
育児でいらいらすると感じる頻度と体罰傾向です
が、「育児でいらいらすることは多いですか」とい
う質問です。これも同様ですね。階段的に上がって
いる。
そして、次、お願いします。
「お子さんと離れたいと思うことがありますか」
という質問です。やはり上がっていっていますよね。
そして、「子どもに対してどういう言葉かけをし
ているか」、「お子さんのしていることを、あれはい
けない、これはいけないと禁止しますか」というこ
とについても、お子さんのしていることを、あれは
いけない、これはいけないという禁止事項も、この
ように増えているという状況が分かります。つまり、
体罰が蔓延している状況があるわけですけれども、
やはり育児との関係、お母さんの戸惑い、大変さ、

それから普段のお子さんに対する接し方がやはり戸
惑っている状況が如実に現れたデータというふうに
感じました。
次、スライドお願いします。
子育てについては、先ほどからもたくさんの不都
合なこと、あるいは経済的なこと、夫婦関係など、
たくさんのことが出ていますが、その一つ一つに焦
点を当てて対応していくことが可能なのでしょうか
ということです。つまり、悪いところのみに集中す
るあまり袋小路に入り込んでしまって、解決策がで
きないという状況の中から、先ほど何人かの方が言
われていたように、その解決を普段のかかわりの中
から一緒に考え、支えていく、あるいは気になる親
子がいると気付く姿勢が、今後の解決への方向性で
必要であると思います。これが一つの子育て支援の
大きな考え方じゃないでしょうか。
スライドお願いします。
具体的な一つの解決策です。ブログのところで紹
介しましたが、オーストラリアのマット・サンダー
スさんが開発した前向き子育てプログラムに私が初
めて出会った時は、目からうろこが落ちた思いを経
験しました。つまり、どのように私たちが子どもに
かかわっていっていいのか分からないという状況の
中で、非常に具体的に示されたプログラムに出会っ
たということです。このプログラムによって、個々
のお父さん、お母さんに対して、親の行動を変化さ
せるのを手伝うという形に注目しました。そのペア
レンティングを学んだ後、感情、反応、衝動をコン
トロールする親自身の能力が変わってきているとい
う状況です。
そして、子どもの行動に対する不適切な期待です
ね。あまりにも大き過ぎる期待を持つことはよくあ
りません。やはり子どもさんの能力に見合った形で
声かけをしていく大切さを学びます。そして、子育
ての技術も学ぶわけですが、これまで３世代家族と
いう状況は虐待が少ないということを本当にたくさ
ん言われます。でも、それは悪い方向に進展してい
くのを抑えるだけであって、現実的な子育ての方法
論が分からないという状況も、今までの日本の子育
てには残ってる問題です。このペアレンティングを
通じて、お父さん、お母さんが話し合う機会が非常
に増えたとか、あるいはその結果、ストレス、孤立
が減ったということも、私は経験してきました。



45

シンポジウム●

いま一度、虐待予防の概念をお示ししたいと思い
ます。
スライドお願いします。
今日のお話しさせていただく機会のように、全般
的なこのような虐待に対する考えをしっかり皆さん
で共有する場合を一次予防といいます。ハイリスク
のお子さんに対するアプローチを二次予防といい、
既にもう目の前で起こっているんだけれども、次に
再発を予防することを三次予防といいます。つまり
対応の対象によって、一次予防、二次予防、三次予
防は、それぞれ順に、一般の方々を対象にしたもの、
それからハイリスクを対象にしたもの、既に虐待に
至ったものに対して、虐待が起こらないようにする
という予防の概念です。このような予防概念の中で、
私たちはハイリスクという形だけに目を向けていい
のかどうかということです。
先ほど長岡京で、私がこのプログラムに出会って、
かなり早い時期にそのフィールドを提供していただ
いて、そこで展開をさせていただいたとき、あるい
は今、和歌山県、和歌山市で非常に多くの行政の方
から、このペアレンティングをお手伝いいただいて
おります。一つの方法論は、グループでペアレンティ
ングを学ぶことを通していろんな成果をこれまでお
話しさせていただきました。
でも、ということに戻ってきます。先ほどマット・
サンダースさんが言われたように、少数の人たちだ
けにこのプログラムを提供するだけでは、虐待解決
には限界があるのではないかということを私自身感
じてきています。いま一度多くの子どもたち、お父
さん、お母さんたちを対象とした何らかの方法論の展
開が必要なのではないかというふうに考えています。
スライドお願いします。
このトリプルＰというペアレンティングは非常に
幅の広いレベル１からだんだんとその問題点が生じ
ていく状況に合わせて、最後には個々にアプローチ
していくという５つの形の中で展開していくプログ
ラムです。体罰を容認する社会ということに対する
アプローチでいくと、「叩かなくても子どもは育つ」
というような大きな社会の意識変革が必要であると
思います。そしてトリプルＰのレベル２、あるいは
レベル３の具体的な子育ての問題を、非常に幅の広
い対象の中で展開することが必要ではないかと考え
ております。

スライドお願いします。
さて、先ほどスウェーデンの状況を冒頭のところ
でお話ししましたが、実は 1979 年に全ての体罰を
法律で禁止しています。これを見ていただきますと、
スウェーデンの 1960 年代、70 年代がお話しさせて
いただいた今の日本の状況です。法律制定から 20
年経って、2000 年では、体罰に対する肯定的な態
度が 10％前後、あるいは体罰をする率も 10％前後
と減っています。こんなふうに法律が世の中を大き
く変えたという事実が既に示されています。私たち
は、このような事実をどのように捉え、どのように
対応していったらいいのかということを報告させて
いただきました。
最後のスライドです。よろしくお願いします。
今日のお話は、このような体罰を容認する認識を
変えるというところがまず一番ですが、スウェーデ
ンの例のように、法律の整備、あるいは法律でどの
ようにしていくかという考え方を持った上で、具体
的な施策、あるいは具体的な方法論としてのペアレ
ンティングというのを提案したいと思います。
以上でございます。

中川氏　ありがとうございました。
体罰というところに焦点を当てて、子育てのあり
方についてご報告いただきました。子どもが生まれ
て親になれば誰でも子育てできるということではな
くて、やっぱりきちっと親自身が正しい子育ての仕
方を学ぶ、そのことが虐待の予防にもつながるとい
うことだろうと思います。
それでは、ご報告の最後になりますけれども、厚
生労働省の村木さんのほうからご報告をお願いした
いと思います。行政の新しい施策等についてお願い
いたします。

村木氏　はい。それで
は、私のほうから報告を
したいと思います。
虐待とか、それから子
育て支援というテーマの
場面になると、私はいつ
も自分の母親になったば
かりのころをよく思い出します。今、29 歳になっ
た上の娘が生まれて、病院を退院する日に、自分の
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子どもを渡されて、両手に抱いて、これ、持って帰っ
てどうするんだろうって、本当に私の頭の中に浮か
んだ言葉が、この「持って帰って」という言葉でした。
仕事に出るようになって子どもを預けたときに
も、本当に善意で、「風邪引かせないようにね」っ
て言われると、もうそれだけでどーんとプレッ
シャーがかかって、本当に苦しかったのを覚えてい
ます。今、そのときの娘は、今年の６月に子どもを
産みました。私は初めておばあちゃんになって、も
う一回、今、娘の子育てを通して、子育てが本当に
もっと楽に、楽しくなっているかどうかという確認
作業を始めたところです。
まず、１枚目のデータを出していただきたいと思
います。少しデータから入りたいと思います。
先ほど和歌山のご紹介が中川先生からありました
が、１枚目は全国の児童相談所に相談があった虐待
の件数です。平成 25 年度、一番新しい数字で７万
3,765 件。ずっと増えていまして、確かに世の中の
関心が深まって、児相への通報も増えたということ
で、そのプラスの面もあるんですが、それにしても
非常に大きい。重く受けとめなきゃいけない数字だ
なと思っています。
次を。
児相への通報なんですが、どこからが多いかとい
うと、今、警察が一番多くて、それからその次が近
隣、知人からということで、この両方で 45％ぐら
いになっています。近隣とか知人からというのも関
心の高まりの一つかなというふうに思います。
次をお願いします。
これは虐待の中身です。これは和歌山の数字とほ
とんど一緒でした。一番多いのが身体的虐待で、２
番目が心理的虐待、３番目がネグレクトということ
で、24 年、最新のデータで初めて心理的虐待がネ
グレクトを追い越したというような状況になってい
ます。どうもこれ、最近、警察がDVの問題にとて
も熱心に取り組んでくださって、家庭内でのDVを
子どもたちが見るということで、これが心理的虐待
に当たるということで警察から情報をいただけると
いうことが多くなったということのようでござい
ます。
次を見たいと思います。
次に、主たる虐待者の推移です。これも和歌山
のデータとほぼ一緒です。実母からが 57％、実父

からが 29％という数字で、先ほど話が出たように、
お母さんに大きな負担がかかっているということが
見てとれると思います。
次を見ていただきたいと思います。
虐待の年齢構成です。データで言えば、小学生が
一番多いんですが、その前のゼロ～３歳、それから
３歳以降～就学前というところが 40 数％、そして
小学生合わせると８割ぐらいということで、特に年
齢の小さいところというのが大きなウエートを占め
ているということが分かります。こういうところに
対策を持っていかなければいけないだろうというふ
うに思っています。
こうやって児相の状況を見ていくと、本当に数が
増えていて、児童相談所が大変忙しい状況にあると
いうことが分かりますし、それから専門的な知識、
判断を要する業務が増えているし、緊急性の高い業
務も増えているということで、児相の機能強化とい
うのが非常に大事になっているというところが見て
とれます。
次に、虐待の中でも一番残念な結果になっている
死亡事例、これはずっと厚生労働省が検証をしてき
ていますので、ちょっと一緒に数字を見たいと思い
ます。
死亡事例の、まず数のところです。一番最新の事
例で見ると、心中が 39 人、それ以外が 51 人、年間
で 90 人の死亡の事例を把握しています。大体この
ところ、90 人前後ということで、ここ数年は推移
をしているということでしょうか。
次、お願いします。
これは 10 年間、検証を専門家の方々に続けてい
ただいたので、10 年分の整理をしたのがこの資料
でございます。先ほど虐待の年齢構成を説明しまし
たが、死亡事例になると、さらに低年齢が焦点だと
いうのが見えてきます。心中を除いた死亡事例のう
ち、ゼロ歳児の割合がそれだけで 44％、中でもゼ
ロ日児、生まれたその日ということでしょうか、こ
れが 17.2％ということになっています。３歳児以下
で見ると、もう 75％になるということなので、本
当に早い時期に対応しなきゃいけないということが
見えてきます。加害者は、同じように実母が 55.7％
ということです。
それから、個別の事例をしっかり見ていくと、養
育者が地域から孤立をしていたという割合が 38.6％
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ということで、今日お話があったネットワークのよ
うなものがいかに大事かというのが見えてきていま
す。こういうことで、やっぱり妊娠期から着目をし
なきゃいけない、産んだその日にということがある
ので、妊娠の時期からということ。そして、お母さ
ん、お父さんの育児に対する不安や知識不足という
のをどうやってサポートをするか、そして関係者や
あるいは地域とかがどうネットワークを組むかが大
事というのが見えてまいります。
次、お願いします。
こういうデータに基づきながら、今の虐待の対策
というのは、柱は３つです。
発生の予防と、早期発見・早期対応と、そして実
際に虐待が起こったときの子どもの保護や自立の支
援や保護者の支援ということでやっていくというこ
とでございます。
この対策の中で少し動きのあるもの、それから皆
さんに使っていただけそうなものというのをちょっ
とご紹介をしていきたいと思います。
次をお願いします。
まず、入り口のところ、発生予防です。妊娠のと
ころからが大事ということですから、そうすると、
一番最初に妊婦さんに接するのは医療機関というこ
とになります。そうすると、地域だけではなくて、
この医療機関とそのほかのいろんな支援機関とか、
地域のネットワークがうまくつながると、新しいい
い動きができてくるんじゃないかということがだん
だん見えてきました。
今までもいろんなことをやっているんですが、一
つ、新しいことをやってみようということです。
次をお願いします。
仮称の名前ですが、「子育て世代包括支援セン
ター」というようなものをつくって、妊娠の時期か
ら出産、そして産後、子育てと一貫して支援ができ
ないかということを今検討しています。今はまだモ
デル事業ということで、実際に保健師さんとかソー
シャルワーカーの人たちの手助けを得て、一貫した
支援、ワンストップの支援ができないかというのを
やっていますが、来年度になりますと、全国で 150
カ所ぐらいで「子育て世代包括支援センター」とい
うのをつくってみようということになっています。
まずその地域の資源の中で何か工夫をして、ワン
ストップ拠点、このセンターをつくってもらいます。

そこにコーディネーターを置いて、いろんな機関が
持っている情報を共有し、ネットワークを組んで、
全ての妊産婦の方々の状況をずっと継続的に把握を
して、特に必要だと思う人には支援プランをつくっ
て、継続的に応援をしていく。その応援の中に産前
産後のいろんなサポート事業とか、産後ケアの事業
なんか、いろいろやっているところがあると思いま
すが、そういうものを組み合わせていって、子ども
を産んでも安心だという、この安心感を醸成すると
いうことができればというふうに思っています。い
ずれは全国でということですので、少し皆さんで知
恵を出し合いながら、こういう制度を育てていけた
らというふうに思います。これは一番新しい制度の
動きでございます。
そのほかに、さっきハイリスクの家庭を助けると
いうのももちろん大事だけれども、一般的なアプ
ローチのところというのは非常に大事だということ
が認識をされているということが出てきました。そ
ういう施策を厚くするための実は大きな枠組みが動
こうとしています。
次を見ていただきたいと思います。
子ども・子育て支援事業、子ども・子育て新法と
いう法律ができました。来年（平成 27 年）の４月
１日から施行です。消費税を使って、市町村が中心
になって、自分のところの子ども・子育てのニーズ
を把握して、支援事業をちゃんと計画を立てて実施
をする。そこに消費税から国もお金が出せるという
仕組みです。消費税の８％から 10％への引き上げ
が延期になったので、この制度がどうなるかという
のを、今日、行政の方はとても心配していらっしゃ
るかもしれませんが、大臣も官房長官も総理もみん
な、「この制度はちゃんと４月１日からスタートを
するぞ」と言ってくださっていますので、私も絶対
そのとおりになると信じて、もう準備を進めていま
すので、各自治体でもぜひ準備を進めていただきた
いと思います。
この事業、どうしても認定こども園とか保育所の
ことが注目を浴びますが、この法律の中に、地域子
ども・子育て支援事業という大きな柱が立っていま
す。地域で必要になる、本当にきめ細やかないろん
なサービスを展開ができる。いろんなメニューの中
から選んで展開ができる仕組みというのが法律の中
に入っています。そこにも消費税からの支援があり
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ます。13 ぐらいメニューがあるんですが、その中
で特に今日のテーマに役立ちそうなものを、一、二、
ご紹介をしたいと思います。
次をお願いします。
まず、子ども・子育て支援拠点事業という事業で
す。林さんのお話にもありましたが、まず、みんな
が集まれる場所が必要だったという話があります。
この拠点をつくろうという事業です。それを今、実
は各自治体、とっても頑張ってくださって、全国で
６千カ所を超える拠点がもう既にできています。こ
れを応援したい。もし、この６千が１万になれば中
学校に１つぐらい、２万になれば小学校区に１つぐ
らいの割合になるわけですから、ぜひ赤ちゃんを連
れて通えるところに、これができるようにしたいな
というふうに思います。
もう一つ、次のページを見てください。
早い時期でサポートということで、さっきの妊産
婦のときから応援ができる制度が始まれば非常にい
いんですが、今はまだそこまではいっていないので、
こんにちは赤ちゃん事業、生まれてから４カ月まで
の間には必ず保健師さん等々がおうちを訪ねますよ
という事業があります。この辺とさっきの妊娠のと
ころからというのがうまくつながって、そこでおう
ちまで行くと、おうちの中の状況まで見えますか
ら、その家庭が何で悩んでいるかというのが見えて
くる。そうすると、この絵の右側ですけれども、こ
こはサポートが必要だなと思うと、養育支援訪問事
業というところへつなぐということで、ここでプロ
のサポートが書いてありましたが、よく考えると、
長岡京市でやっていたような、ああいういろんな得
意技を持ったNPOのところへ、ここからうまくつ
ながるというような仕組みを自治体でつくれたら、
もっとおもしろいかなというふうに伺いました。そ
して、もっとハイリスクだと、要保護児童対策地域
協議会の中につないでいくというようなことをやっ
ていけたら非常にいい形になるかなというふうに思
います。
そして、次のページ、お願いします。
ハイリスクの人たちにはみんなで関係者が連携を
して、虐待防止しっかりやっていく。
そして、次のページ見てください。お願いします。
保護が必要なお子さんたちが行く場所としての社
会的養護、ここをしっかりしたいということで、今、

４万６千人ぐらいのお子さんがこういうところにい
ます。
次を見ていただくと、ここについては、大きな施
設が多かったんですが、特に家庭的な環境でそうい
う子どもたちが過ごせるように、理想は里親かもし
れませんが、それだけではなくて、小規模のケアが
できるような形をつくっていきたいというふうに
思っています。
次、お願いします。
こうやって少しずつ前に進んできました。消費税
財源で今こんな事業ができるというご紹介をしまし
たが、児童養護、さっきの養護の施設のところにも
消費税を使って、そこの環境もよくしていこうとい
うこともこれからやろうとしています。
今、役所は縦割りがどうしてもいつも批判を浴び
るんですが、内閣府、総務、法務、文科、厚労、警
察という６府省庁の副大臣などが集まって、児童虐
待の問題で一生懸命検討しています。
次のページお願いします。
この検討と、専門家委員会も動かしていますので、
皆さんから知恵をいただいて、もう一歩対策を強化
をできればということで、今一生懸命対策を練って
いるというところでございます。
行政からは以上でございます。

中川氏　ありがとうございました。
今ご報告いただいた中で、私も注目しているのは、
一つは地域子育て支援拠点事業で、もう一つは包括
支援センターです。この包括支援センターというの
は日本版ネウボラと言われているんですけれども、
本家のフィンランドでは妊娠したときから就学前ま
で、一つのところで、ワンストップでずっとその家
庭にかかわっていくという、そういう機関・施設が
あるんですけれども、そういうようなイメージで包
括支援センターができればいいと思います。それか
ら地域子育て支援拠点事業がどんどん拡充・充実し
ていくことによって、NPO法人との連携も深まっ
ていく。その中で、子ども・子育て会議というのを、
今ご報告の中にもありましたけれども、各市町村で
つくることが努力義務として定められています。当
事者の意見を市町村の施策に反映させようという、
新しい試みで、これがうまく機能すれば、本当に必
要なところに必要な支援が届く、そういう事業がで
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きるのではないかなと思います。
今のご報告いただいた国の施策との関係では、そ
ういう当事者の声を行政に届ける、そして行政が
NPOなどの民間の活動を支援するというところが
強く出されていると思うんですが、実際に和歌山で
民間ネットワークとして頑張っておられる林さんの
ほうにお聞きします。行政とのつながり、かかわり
をどうやってうまくやっていくか、またこれから充
実させていくかというようなこととか、あるいは子
どものいる家庭の見守りという点から言うと、今あ
る既存の制度、例えば民生委員・児童委員さんなど
とのかかわりとか、その点についてはどんなふうに
考えておられるんでしょうか。

林氏　はい、ありがとうございます。
そうですね、やはりこういった事業、行政の考え
方を聞かせていただきまして、妊娠期間中から安心
感が得られるというのは、とてもお母さんにとって
は心強いことになるかと思います。民間であるから
こその私たちの団体も何かお役に立てることがあれ
ば、ぜひ協力させていただきたいという思いになり
ました。
ただ、それぞれのお母さんたちがその地域でつな
がっていくために、民生委員さんたちとは、やはり
親しい関係性ではありたいというふうにとても強く
思っています。ですが、なかなか私たちの意見を受
け入れていただけなかったり、温度差を感じること
があります。ですが、私たちもつながりたいとは思っ
ていながらも、まだ一歩踏み出していくことができ
ないというのも現実です。
ある地域では、民生委員さんが積極的に企画をさ
れ、畑を耕したりとかして親子を巻き込んで交流を
されているというところもありまして、何かあれば
そこへ相談すればいい、安心感を持っているという
お母さんたちもいらっしゃったりとか、やはり地域
で何か協力し合う、取り組むという形、そういっ
た姿勢、そういった仕組みは、私たちもですが、や
はり子育て世代は強く求めているところだと思い
ます。
あるお母さんの生活環境を参考にさせていただい
たことがあるんですけれども、４人のお子さんの育
児されている２つのご家庭がありまして、一つの家
庭は障がいを抱えたお子さんの育児をしながら、４

人の子育てをしているお母さんです。そしてもう一
家庭は、双子ちゃんの育児をされながら、４人の子
育てをされているというお母さんです。どちらの家
庭が大変かなというふうに思われますでしょうか。
障がいを抱えたお子さんを育てるのはやっぱり大変
なのかなとか、双子ちゃんの育児の方が大変なのか
なって思われるかと思いますけれども、やはりどち
らも現状は大変なんです。実はお二人のお母さんに
質問してみたところ、障がいを抱えているお母さん
のほうは、子育てが大変だと思ったことはないとい
うふうにおっしゃるんですね。双子ちゃんのお母さ
んは、もうこの世の終わりのような思いで、もう誰
か助けてよって、誰も気持ちを分かってもらえない
というところに大変苦労をしている気持ちを伝えて
くれました。もうヒステリックになられて、育児ノ
イローゼのような部分を持ちながら、大変さをア
ピールされていたんです。
生活環境をお伺いしまして、何がこんなにまで異
なりがあるのかなとお話を聞いていると、やっぱり
地域の理解だったんです。障がいを抱えているお母
さんのほうの地域では、ご近所の方が子育てを頑
張っていることに関心を持ってくださっていて日頃
から声をかけてくれる。一歩外に出ると手を差し伸
べてくれるという状況があるということでした。そ
こに心の安心感があるということで、穏やかでいら
れる生活を送ることができるんですね。身体的に障
がいを抱えていますと、手が足りないということが
あり、４人で出かけようと思うと、障がいを抱えた
子どもさんには必ず補助が要る。小さな子どもたち
もうろちょろしてしまいますので、もう手が足りな
い。家族のサポートがないと、一人では出かけるこ
とができないというふうな大変さは持っていらっ
しゃるんですが、精神面ではすごくありがたい環境
に恵まれていますということでした。
双子ちゃんの育児をされているお母さんのほう
は、転勤族であったりとか、マンション暮らしといっ
た生活環境の中で、ご近所とのおつき合いがやはり
薄いということで、会話する機会があまりない、交
流を持つところが少ない大変さを理解していただけ
るような場がない現状に孤独なストレスを抱える生
活となり、こういったところに違いがあったという
ことが分かりました。
地域のつながり、地域ネットワークで支える子育
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てといいますのは大変重要な部分だなということ
を、今日、改めて痛感しております。ありがとうご
ざいます。

中川氏　はい、ありがとうございます。
なかなか行政とうまく連携をとりにくい、それか
ら行政がかかわれない、行政がかかわろうとしても
受け入れない孤立化した家庭にかかわっていくとい
うようなところで難しい状況があると思うのです
が、先ほどのお話だと、工藤さんのところでは本当
にいろんな特徴を持った団体がネットワークを組ん
で、行政からも必要なお金を出してもらって事業
をできているし、それから本当にニーズのある家
庭、助けを必要としている家庭にも支援が届くよう
な活動をされていると思います。何か工藤さんとい
うスーパーウーマンがおられるからできるのか、み
たいなイメージを持ってしまうとだめなんでしょう
が、その点、いや、和歌山でもできるんだよ、どこ
でもできるんだよというところがあるのかどうか、
ちょっと教えていただけたらと思います。

工藤氏　行政 38 年、市民活動 13 年の私ですので、
行政と市民活動の橋渡しはうまいんですけれども、
実は行政も変わってきたと思います。今までは市民
活動が何やかんや言うてくると。市民側はすごい人
もない、お金もない中で、できないみたいな感じ
だったんですけれども、このごろは協働しようとい
う姿勢ができてきました。だから市民が言ってきた
活動を、では、市民さんがどうされるのか、行政は
どの部分で応援したらいいのかというあたりで、一
緒にやっていきましょうみたいな、市民と行政の協
働という新たな形ができてきている。何もかもして
もらおうとは思わへん、私らはここをやるけれど
も、ここが大変なんだから、ここのところは行政と
してやってもらいながら連携していきましょうみた
いな、市民のほうも言い方を変えていったらいいん
じゃないかと思います。行政にはノーと言わない。
イエスで始まって、ここはできる、できないみたい
な、全部だめですよじゃなくて、こういうふうにや
りましょうねみたいな、今日は行政の方もいっぱい
いらっしゃるので、行政の方のほうも変わられる必
要があります。市民は全部やってちょうだいとは言
いません。自分たちもやりたいんだ、だからここで

一緒にやりましょうみたいな形ができると、何か行
政も育ち、市民も育ちということになるのではない
かなというふうに思います。決してスーパーウーマ
ンが一人いたらできるということではなくて、行政
と市民の関係が変わってきているというふうな認識
の中で、一緒にやるという姿勢に立たれるといいの
ではないかなというふうに思っております。

中川氏　そうすると、NPO法人などの民間の団体
のほうも、行政にもっと積極的にうまくアプローチ
していけばいいし、行政のほうもそんなにおどおど
しないで、もっと積極的に民間にやってもらうこと
はやってもらう、民間をもう少し信頼して、仕事
を任せるところは任せるみたいな、そんな関係です
かね。

工藤氏　市民がやれる活動と、行政がやらなければ
ならない行政の仕組みを使っての仕事は、違います。
市民は市民目線でたくさんの市民の目でいろいろな
ことができます。大変困難な方のところには行政は
責任を持つ。同じ活動をするところでも、市民はこ
こ、行政はここ、だけど一緒に連携をしてやりましょ
うね、みたいな形でやると、その間のファジーなと
ころは、両方が関係性をつけながらできていくとい
うふうに思います。

中川氏　なるほど。例えば、先ほど小崎さんの話の
中で、和歌山は父親の育児参加が都道府県の中で一
番低いんだという報告があって、ちょっと私も耳の
痛いところですが、そういう部分について、例えば
行政に働きかけてその辺を変えるとか、行政とうま
くかかわって変えていくというのは、例えばどんな
ことが考えられるんでしょうか。

小崎氏　はい。父親支援に関して言うと、非常に日
本でも進んでいる自治体があるんですけれども、一
つ、埼玉県は非常に進んでいますね。父親支援に熱
心なんです。埼玉はNPOがすごく頑張っているの
で、何でこんな頑張っているのと言ったら、埼玉の
NPOの人たちは、「行政は何もしてくれへん」と言
うんですよ。非常に失礼な言い方ではあるんですけ
れども、先ほどからお話があるみたいに、やっぱり
行政が全てやる必要もないなというふうには思う
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し、今までNPOなんていうのは、正直いろんな事
案とかもあって、何か信用できへんとか、怪しいと
思われるようなところもあるんですけれども、市
民活動としてのNPOというのはミッションを持っ
て、何か地域を変えたいという思いとか、あるいは
よりよくしたいという思いがあるので、信頼に足る
NPOになるというのは、今度は市民側がすごく大
事なことで、やっぱり僕らNPOファザーリング・
ジャパンなんかをやっていると、行政の方にうまく
僕らを使ってほしいと。地域には本当にさまざまな
人とか、団体とか、資源があるので、反対に言うと、
今度は行政がそれをどううまくコーディネートして
使っていったり、話をしていくかということが大事
かな。
実は、僕たちはファザーリング・ジャパン関西と
いうNPOをつくっているんです。和歌山のあのデー
タを見たときには、もうすぐに和歌山県には何かや
りませんかというのは言いに行ったんですよ。２年
あまり音沙汰がないというだけのことで、だから
反対にうまく使ってほしいなというふうには思い
ます。
これはどういうことかというと、こんなのは市民
の立場からすると、何でもかんでも行政に言えばい
いということでもないし、やっぱり成熟した市民社
会というのは、市民自体がいろんな意識を持って、
行政とパートナーシップを持っていろんなことを一
緒にやっていく。先ほどみたいな共生という意味で
は。専門性の高いNPOも今非常にたくさんあった
りとか、当事者のNPOの意見とかということをう
まく活用していくし、それでも漏れてくるところと
いうことを行政がしっかりフォローしたり、目を光
らせていく。まさに虐待の事案なんていうのは、そ
ういうところが多いのではないかなというふうに思
いますけれどもね。

中川氏　ありがとうございます。
柳川さんはNPO法人の事務局長として長く活躍
されていますが、いろんなNPO法人などの民間団
体との連携ということも今まで児童虐待の防止とい
う点でとってこられたし、それから行政とのかかわ
りの中で、先ほど報告されたトリプルＰを県全体で
実施するというようなこともされているので、ある
意味、うまくそれぞれの民間団体を取りまとめたり、

行政とのかかわりも成功されておられるように思い
ます。その辺の工夫という点があれば、おっしゃっ
ていただけますでしょうか。

柳川氏　和歌山子どもの虐待防止協会というのは、
実にさまざまな職種の方々に協力いただいていま
す。医療機関という立場でお話しするところと、あ
るいはそれぞれの地域で自治会とか、あるいはいろ
んな活動を通して活動されている人とは、また違っ
たかかわりの仕方をするわけです。いろんな職種の
方が、和歌山子どもの虐待防止協会に入ってきてい
ただいて感じるところは、普段から、いろんな状況
の中でお話しをする機会が多かったらいいなと思う
ことが非常に多いんですね。
ちょっとした集まりのところで、それぞれの方が、
自分の動き方とか、自分のかかわりの仕方というこ
とを聞くことが非常に私たちの参考になるし、それ
から虐待という切り口で考えると、どうしていって
いいのか分からないというイメージに繋がります
が、普段の子育ての中で困っているという状況に置
き換えて活動します。そうすると、子育てをいろん
な団体の方が応援するというように展開します。例
えば先ほどのトリプルＰをさせていただいていると
きに、親がプログラムを受けているときに保育が必
要になってくるわけです。保育の団体の方とも関係
性を持っていくことになります。このようにお話し
をする機会ができる。また保育の人が、ここでペア
レンティングをやっているんだったら、ちょっとの
ぞいてみようという状況から、また関係性が広がっ
ていくというようになります。
結局、一つのみんながかかわりやすいイベントな
り内容なりに、多くの方々の持っている力をそこに
入れ込むことによって関係性ができてくるなという
気がします。今回のパレードを計画するに当たって
も、みんな集まってみようとか、あるいは先ほどお
父さんのことも出ていたわけですけれども、私の１
つの経験ですが、「子どもの難病の会」のサマーキャ
ンプのことをお話します。お父さんがどんなふうに
かかわっていったらいいのか分からないというとき
に、キャンプに来てもらって、一緒に子どもさんと
食事をするところで、お父さん同士が出会う機会が
生まれます。何かのきっかけで機会をつくることが、
お父さん同士話をする時間というように広がってい
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くのじゃないかなという気がします。
お父さんたちがそういう会のところで出会った結
果、自分たちが昔やったバンドをもう一遍つくって
みようかという状況が生まれました。そして子ども
たちの食事会のときに、お父さん同士がバンドで自
分たちのものを披露したりとかということにも発展
していくので、子育てとか、虐待とかという切り口
じゃなくても、みんなが一緒に集える場を提供する
のをいかに工夫して作っていくかというということ
が必要であるかと感じています。ちょっとまとまり
がないかも分かりませんが。

中川氏　ありがとうございます。
今おっしゃったように、何か企画をするときに、
いろんな職種なり、いろんな団体がかかわれるよう
な企画をやっていって、つながりを持っていく、そ
こからネットワークが広がっていくというのが一つ
形態としてはあるかなと思います。そのでき上がっ
たつながりを、ネットワークとして組織化していく
というか、林さんのところでは段階を踏んで、うま
くそれができているように思うのですが、その辺の
工夫はどのようなことをされているんでしょうか。
他の方が聞かれていて、そんなにうまくネットワー
クの組織化ってできるのかなという気がするんだけ
れども。

林氏　はい、ありがとうございます。
結成当時は、ネットワークをつくりましょうとい
う具体的な目標があったわけではありません。協力
し合うということで救われるお母さんたちがいらっ
しゃるのであれば、協力し合うという人間関係を
しっかりとつくっていきたいねという思いで進めて
きました。現役のお母さん同士だからこそ分かる苦
労であったりとか、共有し合いたいねというところ
ですよね。つながりたいなという強い意志から結
果、ネットワークがうまくできたという形にはなり
ますので、初めから形にこだわっていたわけではな
いんです。助け合いの延長にうまく次世代とまた交
流を持つ機会にもなり、ネットワークが誕生したと
いう形になりますので、ここからまた問題解決のた
めに何か必要性を感じることがあれば、新たなもの
が生まれるのではないかなというふうには思ってい
ます。

中川氏　はい、ありがとうございます。

小崎氏　先生、いいですか。

中川氏　はい、どうぞ。小崎さん。

小崎氏　今のネットワークという話って、今度子育
て世代の包括支援センターをつくられると。兵庫県
の尼崎市で、僕、スーパーバイザーをやっているん
ですけれども、地域支援コミュニティワーカーとい
うのを子育て支援で配置をしているんです。地域に
は先ほど言ったみたいに、本当に何かをやりたいけ
れども、どうしていいか分からないとか、次の親の
とか、お母さんたちのために何かしたいという、本
当にいろんな方々がいる、そういう人たちの相談と
かを、今度はやっぱり行政がうまくやっていく。今
まで子育て支援って、何か保育の延長線上で語られ
るんです。だから、子どもの面倒を見ておけば、子
育て支援みたいなところがあったんですけれども、
これからの子育て支援ってやっぱり地域をつなぐと
か、マネジメントとか、コーディネートという力が
すごく求められてくるなというのは、今実際やって
いて、非常にそれは感じるところかなと思うんです。

中川氏　先ほどのお話にも出ましたけれども、尼崎
は割とNPOとの連携など、行政も積極的にされて
いるんでしょうか。

小崎氏　兵庫県も実は課題の多いところなんです。
例えば生活保護の保護率であったりとか、不登校率
というのは非常に高くて、行政もやっぱりそういう
意味ではそれを直接解消はできないんです。これは
多分虐待と同じやと思うんです。虐待の数をダイレ
クトに減らすことはできないけれども、子育ての環
境とか、子どもたちの住みよいまちづくりを進めて
いく、その一つで子育て支援の充実をしていくこと
で、そういう虐待事案とか不登校という子どもにか
かわる問題を減らしていきたいということで、い
ろんな施策を打っている。だから、問題ありきとい
うのがちょっと残念なところではあるんですけれど
もね。

中川氏　その子ども・子育て会議について、尼崎は
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割ときっちりされているんでしょうかね。

小崎氏　そうですね。にっぽん子育て応援団からも
表彰を受けたりしたんですけれども、子ども・子育
て会議が親会とそれ以外で４つの部会、だから全部
で５つの部会が回っている。これ実は、中核都市で
も一つの部会で回している、ちょっとかなり、すみ
ません、村木さん、怒られるんですけれども、ちょっ
とむちゃな回し方をしているところから比べると、
非常に丁寧にやっている。それはやっぱり市民がそ
ういう声を求めたりとか、あるいはパブリックコメ
ントなんかも非常にたくさん来たりするという、そ
ういう意味では、やっぱり市民が行政を動かすとい
う視点は必要かなと思います。

中川氏　市民が行政を動かす、そして行政がそれを
きちっと受けとめて、その辺の要請に応えていくと
いう、行政と民間との関係の持ち方ですね。それか
ら行政にできること、民間にしかできないこととい
う役割分担という、その部分について村木さんのほ
うで何かおっしゃっていただけることがあれば。

村木氏　はい。まず、市民というか当事者が行政を
動かしていくという意味では、子ども・子育て会議
というのはやっぱりすごく価値があると思っている
んですね。最初は、市議会があるじゃないかと言わ
れたんですよ。市議会、県議会があるじゃないかっ
て。だけど、子育て真っ最中のお父さん、お母さんっ
て一番暇がなくて、なかなか選挙にも行けないし、
自分の声をそういうところへ届けるのもできないの
で、やっぱり子どものことを、直接今かかわってい
る真っ最中の人の声を聞きたいというのがあって、
子ども・子育て会議という仕組みをつくったので、
これはそれぞれの自治体でいい形でそれを育てても
らえると、すごくいいなと思います。
それから、子どものことに限らず、介護でも貧困
対策でも何でもそうなんですけれども、国の仕組み
のつくり方って、最近ちょっと変わってきていて、
この制度で全国いきましょうという仕組みをだんだ
ん変えつつあるんですね。分権的・創造的というふ
うに言っているんですけれども、地域ごとに持って
いる資源が違うと。すごいいいNPOがあるところ
もあるし、町内会がまだしっかりしているとか、老

人会がすごいとか、民生委員さんがすごいとか、い
ろんなのがあって、地域ごとに資源が違うので、そ
の自分の地域の強みを生かしていろんなことをやっ
ていく。それができるように、ちょっと国の法律の
つくり方をやわらかくしておくというのが始まって
いて、そうすると自治体は誰もやってくれなきゃ自
分でやるし、すごくそれを上手にやれるところが
あったら、そこにどんどん頼んでいくということを
できるような仕組みが増えてきているので、行政と
民間の団体が、さっき協働とおっしゃいましたけれ
ども、協働ができる幅というのがすごいうまく広
がっているかなと思います。
行政職員も積極的じゃない人もいるというお声は
あるかもしれません。さっきの埼玉みたいに、何も
やってくれないとかいうのもあるかもしれません。
最近、埼玉もちょっとずつ頑張っているんですけれ
ども、やっぱり行政がやるときは、本当にこれで税
金を使ってやっていいかと。税金を使うからには公
平じゃなきゃいけないとか、いろんなことがありま
すよね。そういう絶対税金を使わなきゃいけない仕
事と、もう一つ税金を使うときの、ちょっと嫌らし
いですけれども、誘い文句というのは、こんな少な
い税金でこんな大きなことができますよという、こ
れも一つの大きな行政に対するアピールになると思
うので、そういうふうに言っていただけると、行政
もちょっと財布の口を開けてみようかという気にな
るのかなというふうに思います。

中川氏　どうぞ、工藤さん。

工藤氏　こういうふうに行政が動いてくるために
は、市民はしっかりしないといけないと思うんです。
市民のエゴとかそういうことではなくて、市民が市
民らしく市民のために活動するという、その理念と
かポリシーをやっぱり行政にぶつけないと、全く自
分本位で行政がすべきみたいな、そういうやり方で
は行政もちょっと引いちゃうと思いますので、行政
が変わると同時に、市民のほうも変わっていきなが
ら、そこで両方が相乗効果で協働が育っていくと
思います。
もう一つは、行政内部の横割りが育っていない。
うちの行政は子どもの福祉の制度だけだとか、健康
推進、保健師のところでは、保健のところで子ども
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を見ていますと…。でも、同じ市民を対象にすると
いうことでは重なるでしょうと。そうあれば一緒に
考えていって、お互いの領域をちょっと広げていく
とか、してくださいと。これも市民の声が行政を変
えていくのではないかと思います、ここもすごく手
ごわく困っています。けれども、頑張っていこうと
思っております。

中川氏　縦割り行政を民間のほうから変えていくみ
たいなところですかね。
その点、どうですか。

村木氏　そうですね。本当に役所の悪いところって、
確かに縦割りなんですけれども、国で制度をつくる
ときというのは、やっぱり専門性というのがどうし
ても必要になってくる。そうすると、一番現場に近
いところが一番縦割りじゃないので、ここ、こうい
うふうに直してくれというのは、やっぱり現場から
いただくのが一番いいと思うんですね。
今、高齢者の介護とか、貧困問題とか、子ども・
子育てとか、どの問題をやっても最後に行き着くの
は、地域が強くなるというか、地域が豊かになると
いうところへ必ずやってみるといって、さっきおっ
しゃられた地域をつなぐとか、マネジメント力とい
うところにいくのかな。我々は最近、地域を耕す
と、よくそういう言葉を使っているんですけれども、
やっていくと、そこへ行き着くのかなという気がし
ます。

中川氏　はい、ありがとうございます。
今日のメインテーマである子どもの虐待防止とい
うことからすると、子育て支援というところで、子
どもを育てている家庭にどうアプローチしていくか
という中で、ネットワークなりグループに積極的に
参加してくれる家族であれば、その中で虐待予防や
虐待の発見につながったりということになるのです
が、むしろ難しいのは、かかわりを拒んでいるとい
うか、行政がかかわろうとしてもかかわれない家庭、
積極的に子育てグループなどにも入ってくれない、
でも、子育てをしていて困っているという、そうい
う家庭や本当に必要な情報が届いていない家庭だろ
うと思うんですね。今年の３月に衝撃的な事件で、
インターネットのベビーシッターサイトで探した全

く見ず知らずの男のベビーシッターさんに２歳の子
どもを預けたところ、亡くなったという事件があり
ましたよね。あのお母さんは、０歳と２歳の子ども
さんを育てているシングルマザーで、働いている。
０歳と２歳の子どもを育てて、シングルマザーで働
くなんて、どんなに大変なことかと思いますが、だ
けど、そのお母さんに正しい情報が伝わっていない
から、インターネットサイトで探した、全く知らな
いところに預けてしまうということがあると思うん
です。そういう向こうから積極的に入ってくれない
家庭といいますか、そういうところに必要な情報を
届けるというのは、これも行政ではなかなかできな
くて、民間だからできるのかなというところがある
んですけれども、その辺の工夫って何かありますか
ね、どうですか。
林さん、いかがですかね。

林氏　そうですね、直接その人を知らなければ、も
ちろん私たちも活動しているとはいえ、ストレート
に何か情報を届けるということはまずできないです
よね。実は現在、私たちも出て来てくれる人はまだ
話す機会もあるのでいいけれども、深くしんどさを
抱えている人ですね、出て来れない人に対してはど
うしようかという、大きな課題はあったんです。シ
ングルマザーさんのそのお話と重ねてお話します
が、その方は仕事に行かれているわけですよね。そ
の職場の仲間というつながりはあるわけじゃないで
すか。今、私が思うのは、一人一人のお母さんたち
に丁寧にかかわるということです。出会ったその人
を丁寧に対応するとか、大切に受け止める姿勢で
かかわるということで、その人がまず救われます。
あっ、こんなふうに安心感が持てた。理解してくれ
る人がいるんだなと。そうやって孤独感がなくなっ
ていくことで今度はまた、その人が親切にされたこ
とのある経験を思い出して職場やママ友のネット
ワークの中で、誰かしんどそうな人を見つけては連
れてくるんですよね。そこでまた新たな出会いで情
報が届けられるという形があります。専門家だから
といって救えない場合もあります。私でさえ悪気は
なくても相手を傷つけてしまう結果になってしまう
可能性さえあります。誰の言葉がその人の心に安心
感を与えられるかは分からないので、まずは、自分
と縁のある人一人一人を大切にという意識が大切な



55

シンポジウム●

んだと思っています。まさに、〝今わたしにできる
こと〟誰にでもできる行為かと思います。友達から
友達へということで連鎖していくということで、自
然に気がつけば大きな信頼関係のあるネットワーク
が生まれていく。そうやってサンマザー側からもい
ろんな情報をあらゆるところにまいていこう、種ま
きしていこう、どこかで役に立つのではないか、ア
クセスしていただけるとうれしいなというふうに思
うんですけれども、まずはやっぱり人ですよね。出
会いがある一人を大切にかかわるというところで、
いろんなお母さんたちのところへ情報が届けられる
きっかけになっていくと思います。偏見を持たずに
対話を重ねていきたいです。お母さんたち、いろん
な価値観があるかと思うんですけれども、否定的で
あったりとか、非難的な対応ではなく、共感的に、
また友好的に尊重し合う関係性を深く築いていくと
ころに情報がいつか届けられるのではないかという
ふうに思います。

中川氏　なるほど。そこがグループなりネットワー
クの強みというか、いいところかもしれないですね。

林氏　はい、そうですね。

中川氏　行政には決してできないところだと思いま
す。ありがとうございます。
本当はもっと皆さん方からお話を伺いたいんです
が、３時半が終了時間になっていますので、ちょっ
と食い足りないところが残って残念なんですけれど
も、最後にパネリストの皆さん方に、感想でもいい
し、言い足りなかったことでもいいし、一言ずつコ
メントをいだいて終わりにしたいと思います。ご
報告いただいた順番で、じゃ、林さんからお願いし
ます。

林氏　はい、ありがとうございます。
本日は、「こどもの未来が輝くために」というこ
とで、本当にすばらしいテーマの中で私もこうして
参加させていただけたことを大変光栄に思っており
ます。大変興味深い支援の形がたくさんありました
ので、今日の内容をネットワークのお母さんたちに
も報告させていただきたいと思います。お父さん団
体の小崎さんのご報告の中に、和歌山県は父親が子

育てにかかわる時間が全国で最下位であるとご報告
をいただきましたけれども、ということは逆に和歌
山のお母さんは一人で子育てをしている時間が一番
長いということですよね。和歌山のお母さんは１位
ですね。すごく頑張っているんだというふうにも思
いたいです。私たちは子育て〝支援〟というような
大それたことをしているわけではないんですが、今、
目の前にある問題点について、お母さんたちで何が
できるかなということで、改善していける形を探し
ながら頑張って参りました。また、今日のすばらし
い出会いを皆さんと共有し合いながら、私たちも新
たな気持ちで頑張っていきたいと思っておりますの
で、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本
日はどうもありがとうございました。

中川氏　はい、ありがとうございます。
それでは、小崎さん。

小崎氏　僕は父親支援、それからファザーリング・
ジャパン、笑っているお父さんをふやしたいという
ことなんですけれども、今まで父親というのはほと
んど子育ての場にいなくて、子どもたちの笑顔を見
ることがなかったです。僕たちの活動の最大のご褒
美は、子どもたちの笑顔が戻って、子どもたちと一
緒に笑えるということなので、ぜひこういう機会か
ら、父親たちも含めて社会全体で、みんなが笑える
社会になったらいいなというふうに思います。今日
はどうもありがとうございました。

中川氏　はい、ありがとうございます。
それでは、工藤さん、お願いします。

工藤氏　私は、諦めないことかなってすごく思った
んですけれども、初めから計算して、このようにし
たい、できるなんて思ってもいないうちに、１年１
年重ねていきながら、13 年かかって、私の今やっ
ているほっとスペースゆうにはたくさんの SOS が
寄せられてきます。「元気なお母さんはうちへ来な
くてもいいのよ」って断ると、「元気なお母さんっ
ていないですよ、工藤さん」って向こうから言われ
るぐらい、皆さん、それぞれ子育てに悩んでいる状
態。私も悩んでいるんだから、そこへ行かせてよみ
たいなお話も聞けるし、そのお母さんがまた困った
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お母さんをお連れになるということで、さっき言わ
れた孤立している人をなくしていくということに関
しては、やっぱり続けていって、私のところはこう
いうお母さんが来てもいい場所だということが市民
の皆さんに認知されると、お母さんたちが自分で門
戸をあけにこられるということではないかなという
ふうに思っています。初めから計算して何かをする
ということでなくて、１年１年積み重ねながら、林
さんのように、何かできたことを振り返りながら、
また次の１年というふうにしていくのがいいのか
な。決して閉じこもって、ひとりぼっちの人を無理
やりこじあけてお連れすることはいいことでもあり
ませんし、やっぱり来たいという気持ちにさせる何
かをつくっていくことではないかなということを
思っております。本当に今日はありがとうございま
した。

中川氏　ありがとうございました。
では、柳川さん、お願いします。

柳川氏　はい。私、今回のお話を聞いていて思った
のは、皆さん、共通して言えることですが、こういっ
た問題に対して前向きに活動されていることが非常
に大事なことだと感じております。この「前向きさ」
をキーワードに進めていきたいなと私自身も思って
いるわけです。子ども虐待というと非常に特殊な状
況で、自分たちがかかわると、非常に疲弊するんだ
という声も時々聞くんですが、やはり前向きに考え
ていって、普段の子育てに向き合って、ひどくなら
ないうちから対応してくことが大切さであると思い
ます。そして活動を通してお子さんたち、あるいは
お母さんたちが変わっていくのをしっかり実感でき
るから、また活動が続けられるんだなということを
ずっと感じているわけです。もう一つの私自身の思
いですが、今回、世の中がなかなか変わっていかな
いという状況の中で、何をどんなふうに考えたらい
いんだろうと思っていたときに、一つの例えを思い
つきました。私自身が、小児科を始めたころって、
ひどいおむつかぶれの人たちがたくさんいたんです
ね。そのときに、今から 30 年以上前ですけれども、
紙おむつか布おむつかって非常に悩んでいた時代で
もあったような気がするんです。それがあるときか
ら、だんだんと布おむつが消えていって、紙おむつ

になった途端、ひどいおむつかぶれって見なくなっ
たんですね。先ほどの体罰をどう変えていくのかと、
まさしくこの例えが一致するんじゃないかと感じて
います。社会を知らず知らずのうちに変えていくと
いう状況のところは、思い切った変換、新しい発想
というのが大事ではないでしょうか。「そういって
も体罰は必要なんだ」という従来の考え方よりも、
いっそ体罰をすべてゼロにしてみたらどうなのとい
う発想です。布おむつから紙おむつという一つの例
え変なことを言いましたが、そんなふうに感じてい
ます。ぜひ、皆さん、協力をお願いしたいと思いま
す。どうもありがとうございました。

中川氏　ありがとうございました。
それでは、締めになりますが、村木さん、よろし
くお願いします。

村木氏　今日は本当にありがとうございました。最
後に残ったのって、きっと相談にも来ない、隠れて
いる、見えていない課題を抱えたおうちと。でも、
林さんも言われたように、みんなが動いていれば、
そういう見えないものっていうのが見えるようにな
る。我々が動かない限り、見えないものはずっと永
久に見えないままで終わる。みんなで動いていって、
課題を発見していって、それに柳川先生のような学
者さんに理論武装してもらって、見えてきたいい試
みというのを先進的な自治体とか、NPOとか、企
業さんとかにやってもらって、おまえらは楽をし過
ぎと怒られるかもしれませんけれども、そういうも
のが見えてきたところで、それを全国でやれるよう
にしようとか、みんなに行き渡るようにしようとい
うところは、行政も国もすごく強い部分だと思うの
で、何かそうやって一緒に仕事ができたら、大変あ
りがたいなと思いました。ありがとうございました。

中川氏　はい、ありがとうございます。
時間が来てしまいました。今でもやっぱり子育
てって母親一人の責任という、暗黙の何か意識があ
るように思われてしょうがないですね。決して子育
ては母親一人がするものじゃない。父親もするもの
だし、家族がするものだし、社会全体に子どもを育
てていく責任があるのだろうと思います。虐待って
決して特殊な家庭で、特殊なときに起きるわけでは
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なくて、適切な子育て支援がない、適切な支援が得
られない状況の中で、育児不安やさまざまな理由か
ら起きるのが虐待だろうと思います。
私、弁護士ですけれども、今年は実は、「子ども
の権利条約」が国連で採択されて 25 年、日本が批
准してちょうど 20 年という節目の年なんですね。
「子どもの権利条約」の中に、「子どもの最善の利益」
という言葉がキーワードとして入っています。この
ことは皆さん、よくご存じだろうと思います。この
「子どもの最善の利益」を実現する。テーマにある
ように、子どもの未来が輝くように頑張っていくと
いうのが私たち大人の責任だろうと思います。
私たちの家庭、私たちの社会、そしてこの国の中
心に子どもを置いて、子どもが輝ける、そういう社
会をつくりたい、それが私たちの責任だろうと思い
ます。
これで、本日のシンポジウムを終わりにさせてい
ただきます。
皆さん方、最後までご清聴ありがとうございま
した。
パネリストの皆さん、ありがとうございました。

司会　コーディネーター及びパネリストの皆さん、
長時間にわたりましてご議論いただき、本当にあり
がとうございました。実りある大きなものを皆さん
いただいたのではないかと思います。
以上をもちまして、シンポジウムを終了いたし
ます。
改めて、盛大な拍手をお願いいたします。
以上をもちまして、「子どもの虐待防止推進全国
フォーラム in わかやま」の全てのプログラムを終
了いたしました。
最後までおつき合いいただきまして、本当にあり
がとうございました。
さて、来年、平成 27 年度の全国フォーラムは、
11 月に神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、横須
賀市、厚生労働省の共催で横浜にて開催を予定して
おります。ぜひ皆様、来年もご参加いただきますよ
うお願いいたします。
なお、皆様のお手元にアンケート用紙をお配りし
ております。ご記入いただきまして、お帰りの際に
受付係員までお届けくださいますよう、よろしくお
願い申し上げます。

本日はご来場いただきまして、まことにありがと
うございました。どうかお気をつけてお帰りくださ
いませ。
なお、この後、NPO法人和歌山子どもの虐待防
止協会の主催によるオレンジリボンパレード in 和
歌山を行います。オレンジリボン運動は、子ども虐
待のない社会の実現を目指す市民運動です。オレン
ジリボンはそのシンボルマークでもあり、オレンジ
色は子どもたちの明るい未来をあらわしています。
皆様の心を一つにして、子ども虐待防止オレンジリ
ボン運動を一人でも多くの方に知っていただけるよ
う、パレードをしながら啓発活動を行います。ご賛
同いただける皆様方は、県庁前までお集まりくださ
いませ。パレードにご参加いただける方は、県庁前
までお集まりくださいませ。そこから和歌山城まで
啓発のパレードを行います。よろしくお願いいたし
ます。

（了）




