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概　要

会　場主担当

地域や家族の縁を切り、公的な支援も求めない親によって「居所不明児童」となり、支援が
届かない子どもの現状と課題を議論する。

はまぎんホール横浜市

● パネリスト
● パネリスト兼コーディネーター
● パネリスト

田中 博章氏

飯島 奈津子氏

石川 結貴氏

居所不明児童
～支援が届かない子ども～の
現状と課題

第 １分 科 会

パネリスト　プロフィール

田中 博章（たなか	ひろあき）氏

横浜市こども青少年局長

昭和56年４月　横浜市入職
平成15年４月～平成17年３月　戸塚区福祉保健センターサービス課担当課長
平成17年４月～平成18年３月　福祉局高齢福祉部介護保険課担当課長
平成18年４月～平成21年３月　こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課長
平成21年４月～平成23年４月　こども青少年局子育て支援部子育て支援課長
平成23年５月～平成27年３月　こども青少年局子育て支援部長
平成27年４月～　　　　　　　 こども青少年局長（現職）
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飯島 奈津子（いいじま	なつこ）氏

横浜弁護士会所属弁護士
横浜弁護士会子どもの権利委員会委員長

略歴
平成11年　弁護士登録　大久保博法律事務所所属
平成13年　ニューヨーク大学ロースクール　聴講生（～平成14年）
平成16年　神奈川県児童相談所嘱託弁護士（～平成17年）
平成18年　神奈川県子ども人権審査委員会委員（現在に至る）
平成20年　横浜市児童虐待による重篤事例等検証委員会委員（～平成26年）
平成22年　横浜簡易裁判所非常勤裁判官（～平成26年）
平成24年　よこはま山下町法律事務所開設
平成26年　神奈川児童虐待による重篤事例等検証委員会委員

著書等
「子どもの虐待防止・法的実務マニュアル」【第５版】（日本弁護士連合会・子どもの権利委員会編、
明石書店）共著

「子ども虐待医学～診断と連携対応のために」（ロバート・Ｍ・リースほか編著、日本子ども虐待
医学研究会監訳、明石書店）監訳協力

「プラクティカルガイド　子どもの性虐待に関する医学的評価」（マーティン・Ａ・フィンケルほ
か編集、診断と治療社）翻訳協力

パネリスト兼コーディネーター　プロフィール
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▲ 横浜市　こども虐待防止のシンボルキャラクター「キャッピー」

※「横浜市子供を虐待から守る条例」では毎月５日を「子供虐待防止推進の日」と定めています。

パネリスト　プロフィール

石川 結貴（いしかわ	ゆうき）氏

ジャーナリスト

略歴
家族・教育問題、児童虐待、青少年のインターネット利用などをテーマに取材。
豊富な取材実績から、現代家族が抱える問題を浮き彫りにしている。
最新刊の『ルポ　居所不明児童～消えた子どもたち』では、児童虐待や貧困問題を抱えたまま
放置される子どもの現状を報告した。
出版以外にも新聞、雑誌への寄稿、「あさイチ」や「報道ステーション」など数多くのテレビ
番組に出演。

著書等
「ルポ　居所不明児童～消えた子どもたち」（ちくま新書）
「ルポ　子どもの無縁社会」（中公新書ラクレ）
「愛されなかった私たちが愛を知るまで」（かもがわ出版）
「母と子の絆」（洋泉社）など多数。
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田中 博章氏　資料

3 

南区６歳女児死亡事例の概要 
 横浜市が把握した経緯 
 平成24年7月13日、警察からの妹に関する児童通告を受けた児童相談所が
区役所とともに家庭訪問を実施。実母と同居男性は虐待を隠すために本児を不
在にさせており、実母からは転校手続きを行っていないと説明を聞き、未就学であ
る事実は把握できなかった。 
 本児死亡から遺体発見までの経緯 
 平成24年７月21日、自宅の浴室等で、実母と同居男性から暴行を受け、頭
蓋内損傷で22日に死亡したとみられている。 
 実母と同居男性は、暴行の発覚を恐れ救急車を呼ばず、23日に本児の遺体
を市内の雑木林に遺棄した。その後、実母は本児が死亡した事実を隠し、居場
所を転々としながら、児童相談所職員の接触を拒む中で、第3子を出産した。 
 逮捕から判決まで 
 最後は警察の捜査により実母、妹、弟を保護。平成25年４月、実母の自供で
本児の白骨化した遺体が発見。実母と同居男性が死体遺棄容疑で逮捕 
 実母と同居男性は起訴され、その後、実母は「暴行罪」、同居男性は「傷害致
死罪」で、それぞれ追起訴された。 
 裁判の結果、実母は死体遺棄・暴行罪により懲役２年、同居男性は傷害致
死・死体遺棄罪により懲役８年の実刑判決が確定した。 

5 

南区６歳女児死亡事例 ～エコマップ～ 

実母 

同居男性 

本児 

妹 

警察 Ｘ県 
自治体 

Ａ市 

Ｂ市 

妹の妊娠届出36週 
本児は保育所入所 

就学児健診 
入学式に欠席 

教 
育 

児童 
福祉 

児童相談所 

こども家庭 
支援課 

児童通告 

×
×

×

近隣 通報 
母方実家 

住民票 

強引な 
引き取り 

不就学 

横浜へ 

小学校が家庭訪問するが実態把握できず、 
住民票の転出を確認し調査終了 

教育委員会他、5部署が
関与するが情報が共有され
なかった 

Ｄ市 
第3子の新生児訪問 

調査協力依頼 

居所不明児童～支援が届かない子ども～の現状と課題 
「横浜市の居所不明児童対策」 

平成27年11月８日（日） 
 
          田中 博章（横浜市こども青少年局長） 

横 浜 市 

横浜市こども虐待防止のキャラクター、名前は「キャッピー：CAPY」です。 
Child Abuse Prevention in Yokohama （よこはまこども虐待防止） 
の頭文字から名づけました。 

4 

南区６歳女児死亡事例 ～ジェノグラム～ 

結婚 H17.3
別居 H18.8
離婚 H20.4

６ｙ

４ｙ

27 29

H23.6
Ａ市へ

母子が転入

H24.4
Ｂ市へ

母子が転入

H24.6
本市へ

母子が転入

妹
妊娠中

母方曽祖母

母方祖母

母方祖父

叔父交際相手１ 交際相手２ 同居男性

実父

離婚 H24.6

実母妹の実父

本児年齢 居住地 家族構成 
0歳～5歳 Ｘ県

【母方実家】 
母方曽祖母、祖父
母、叔父 

5歳～6歳
（Ｈ23.6～24.4） 

Ａ市 実母、交際相手１、
妹 

6歳
(Ｈ24.4～24.6） 

Ｂ市 実母、交際相手２、
妹 

6歳
(Ｈ24.6～24.7） 

本市 実母、同居男性、
妹 

平成25年1月
Ｄ市において、新たに知り合った
男性宅にて生活し第3子を出産。

（本児死亡時） 

「居所を転々とする子ども」を把握する上での課題 

１ 市町村間での情報提供・共有  

２ 庁内の関係部署間の情報提供・共有  

３ 要保護児童対策地域協議会に位置づけた把握・調査 

 学校、就学事務担当(横浜市は区戸籍課）が把握している「就学していない子ども」の中に
居所不明児童のリスクが高い児童が含まれている可能性があることを認識し、児童虐待の担
当部署(横浜市は区こども家庭支援課）とその情報を共有する仕組みが必要。   

「転居を繰り返す」「未就学である」という情報が自治体間で共有されない。 

 「居住実態が把握できない児童」は、「児童虐待のリスクが高い」要保護児童として把握・
調査を行い、子どもの安全を確認する。 
 把握と調査をマネジメントする部署を明確にする。 

6 

1 2

3 4

5 6
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横浜市における居所不明児童対策② 
４ 居所不明児童に対する情報一元化  ー国の制度及び予算に関する横浜市からの提案ー （平成26年6月、27年6月） 

 居住実態が把握できず、かつ転出先が分からない子どもの情報について、自治体間で共有する全国レベルの仕組みを作り、子どもの状態把握をより徹底していくことが課題であるため、横浜市長から
文部科学省、厚生労働省、総務省に対し要望書を提出しました。   

【課 題】 
   ○住民票があっても居所が不明な子どもを探している自治体がある一方で、配偶者からの暴力から避難するため、 
  住民票を異動せずに就学している子どもを把握している自治体があります。 
  ○子どもが就学していることの情報提供は、現住所が特定されないよう「間接的な情報共有」が可能になる仕組みが必要です。 
   ○住民票を残して転居を繰り返す場合は、複数の市区町村に分散した情報を収集し統合する必要があり、所在の特定が 
    困難な場合があります。 

２ 居所不明児童の情報を提供するための「共通
ルール」の設定 

■地方自治体が行うべき居所不明児童の調査内
容の統一化    
 
■情報共有に関する明確なルールを提示 
 ①地方自治体が「情報仲介担当」に児童の情報   
   を照会・登録する際の法的根拠の明確化 
 
 ②地方自治体や「情報仲介担当」が照会・登 
   録・保有する情報の範囲を定める 

【提案内容】 

１ 居所不明児童の情報一元化と情報共有の仕
組みの構築 

8 

情報仲介担当 

8

7
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第１分科会

飯島 奈津子氏　資料

1 
 

第１分科会「居所不明児童～支援が届かない子ども～の現状と課題」 

 

居所不明とされる子どもの最善の利益を守るために必要なこと 

～２つの検証委員会での議論から～ 

 
 

弁護士 飯島 奈津子 

 

 

１ 横浜市南区６歳女児のケース 

児童虐待による死亡事例検証報告書   Ｈ２６.１２ 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/file/h261218kensyouhouk

okusyo.pdf 

 

２ 神奈川県厚木市男児のケース 

  児童虐待による死亡事例調査検証報告書 Ｈ２６.８ 

  http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p833307.html 

  

経過の概要 

Ｈ１３      両親厚木市に転入、本児出生 （両親は前年に婚姻） 

Ｈ１３～１４   ４か月健診・予防接種・８～９か月児健診・１歳６か月

児健診受診（その後、３歳６か月健診は受診されず） 

Ｈ１６．１０／７ ＡＭ４：３０ころ、本児（３歳）が一人で路上にいると

ころを警察が保護 

⇒児童相談所に身柄付児童通告受理 ⇒一時保護開始 

Ｈ１６．１０／８ 母親が児童相談所に来所 

母親は、夫に本児を預けて外出した、自分にも非がある

と述べつつ、夫からのＤＶ被害を語る 

今後の家庭訪問は了解 

⇒本児引き取り、一時保護解除 

Ｈ１６．１０／１２ 児相処遇会議の結果、「養護」ケースと種別判定。 

調査継続として家庭訪問を実施する方針 

⇒しかし、決定された方針に反し、家庭訪問は４年

以上実施されず 
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2 
 

Ｈ１８末～Ｈ１９初 本児の死亡推定時期 

Ｈ１９．１０ 就学時健診受診せず 

Ｈ１９．１２ 主任児童委員による家庭訪問の結果、居住の様子なしとの報

告 

Ｈ２０．４～ 就学せず、学校が複数回家庭訪問するが留守 

Ｈ２０．１２ 児相 家庭訪問し、居住実態ないこと確認 ⇒ＣＡ情報発出 

Ｈ２１．１  児相 不動産業者に賃料支払継続確認 

Ｈ２１．４  教育委員会 学齢簿の別簿冊管理へ 

       以後、児相 約１年半～２年ごとに戸籍照会・住民基本台帳

照会 

Ｈ２４．１１ 児相 家庭訪問・援助方針会議 

Ｈ２５．２  県通知で児相の一斉点検あるも、養護ケースであったため、

点検から漏れる 

Ｈ２５．５  県通知で児相の一斉点検あるも、養護ケースであったこと、

同年２月以降受理ケースを重点的に点検したため、点検から

再度漏れる 

Ｈ２５．５～１０ 教育委員会 家庭訪問６回実施するも、会えず 

Ｈ２５．１２ 教育委員会が父親の勤務先に連絡し、父親と面会実現 

以後、翌年３月まで父親と接触数回 

父親は、Ｈ１７から母子とは住んでいない、東京のどこかに

住んでいると話す 

Ｈ２６．３  住民基本台帳 職権消除 

学齢簿（別簿冊）からも消除 

Ｈ２６．４  祖父母と接触するなど、母子の所在を調査するも発見できず 

Ｈ２６．５  児相が警察へ行方不明届出 

本児は、アパートにて白骨化した遺体で発見され、翌日父親

が保護責任者遺棄致死容疑で逮捕 

 

３ 検証委員会の議論での指摘 

（１）横浜市南区６歳女児ケース 

＊自治体間の情報の引継ぎの課題 

 未就学の情報を確認できたのは、殺害後であった。 

転出先に重要情報を伝えなければ子どもが危ないという意識なし。 

転出をきっかけにしたリスクの高まり（それまで監護していなかった

母親が、監護者だった祖父母の反対を押し切って保育園退園手続をと

って、内縁男性との生活の場へ子どもを連れて行った点）にも要注意。 
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←一番様子を知る元所属機関（保育園）の情報活用し、転出先へ伝

えるべきではないか？ 

＊居所を転々とするケースについて主体的担当機関を決めるルール欠如 

居所転々としており、すでに居住実態のない横浜市の児相が対応し続

けていたが、ほかの自治体の関与は積極的ではなかった。 

＊意図的な隠ぺいへの対応の難しさ 

初回訪問時、母が意図的に隠した情報に疑いをもって具体的に聞き出

せず。その後も母の話に振り回される。 

＊警察との連携の弱さ 

 児童通告について、通告書にとどまらない詳細情報を共有できないか 

 児相では、住民票異動せず転出されても、所在把握困難。 

警察に相談するも、犯罪性ないと動けない・親族からの捜索願がない

と動けないというような説明を受けがち。 

＊近隣情報の把握 

地域の民生委員の活用なし。 

 

（２）神奈川県厚木市男児ケース 

＊当初相談種別を虐待とすべきだったか否かについて 

←虐待と判断し得るという意見と、当時としては難しかったのではな

いかという意見あり。当時の記録の情報量の少なさから、委員会と

して統一した評価を出すことできず。 

いずれにせよ「養護」ケースの長期間放置が許されるわけではない。 

＊家庭訪問の長期間の未実施 

一時保護解除後に、処遇会議で決定した家庭訪問実施との方針が実行

されなかったことが大きな問題。 

＊ケースの進行管理の不備 

ＩＴシステム導入前当時、担当者も管理職も、継続中のケースを漏ら

さず把握してチェックすることは困難な体制にあり、意識的に全調査

継続ケースを一括してチェックする機会も設けられず。 

組織としての進行管理体制が著しく不十分。 

＊一斉点検からの漏れ 

＊住基・学籍簿（別簿冊）からの消除 

教育委員会では、１年間就学がない場合、特段の調査も対応もなく、

別簿冊管理に移行。その後、１２歳時まで対応なし。 

さらに、住民基本台帳からも職権消除に伴い、別簿冊からも消除。 

→消除後、消除された子どもへの対応・所在安全確認なし。 
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４ 両ケースに共通するポイント 

  ～居所不明とされる子どもを救うために改善すべき点～ 

 

（１）所在不明であることについての危機意識の欠如 

 根拠のない希望的観測 

あまりにも情報がないことから、虐待ひいては死亡の可能性を考えなけ

ればならない時代 

 

（２）就学時期における踏込んだ調査の欠如 

義務教育である小学校入学の時点は、子どもの所在を社会的に網羅して

確認できるはずの大きなメルクマール 

特段の危機意識の高まりがあってよいはず 

  

（３）多機関から集約した情報を評価・検討すべき 

自治体内では、要保護児童対策地域協議会の活用可 

 さらに自治体間での共有が課題 

 

（４）ＣＡ情報システムの機能不全 

一元的に情報が突合できるシステムや主体的な調査機関が必要 

所在不明であるなら、どこかでの所在・安全を確認しなければ、調査を

終結してはならないはず 

各自治体での情報を集約し、主体的に調査する権限をもった、国中央レ

ベルのシステムや機関を創設することが必要なのではないか？ 

マイナンバーを活用？ 

 

（５）児童相談所職員の専門性強化・体制強化の必要 

専門性の高い職務 言うまでもなくスキルの向上は重要 

明らかなオーバーワーク 

 

（６）社会や行政とつながろうとしない親への支援の難しさ 

インターネットの利用で、見ず知らずでも簡単に出会え、公的な支援に

つながっていなくても、地に足のつかない、その場をやりすごす生活を

なんとか送ることが可能な時代 

しかし、子どもの人権は守られるべきであり、親の自由や権利よりも後

退してはならないはず 

 社会全体で子どもの人権を守る意識で、虐待者から救い出すべき 
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石川 結貴氏　資料

社会とのつながりを持てない親と、社会に存在を認められない子ども 
講演要約・補足資料 

 
平成27年11月8日 

ジャーナリスト・石川結貴 

【居所不明児童生徒(文部科学省・学校基本調査)について】 
住民票を残したまま1年以上所在が不明となり、その後の就学が確認できない児童と生徒。 
文部科学省(旧文部省)が年に一度実施する『学校基本調査』内で、「1年以上居所不明者」が調査・集計されている。
調査対象は日本国籍を有する小学生と中学生(7歳～14歳)。外国籍の子どもや未就学児、義務教育を修了した者は
調査の対象外。 
調査開始は1961年(昭和36年)       現在までの不明者累計数は、約2万4千人に上る。 
直近では、2011年・1191人  2012年・976人  2013年・705人 2014年・383人  2015年・123人(速報値) 
 
【居住実態が把握できない児童に関する調査(厚生労働省)について】 
2014年に全国規模で実施された初の調査。0歳～17歳の日本国籍・外国籍の子ども。乳幼児健診の未受診や不就
学、住民票の住所地に居住が確認できない者、市町村が居住実態の確認が必要と判断した者を対象とした。 
2014年5月1日時点の不明者数は2908人。各自治体での精査の結果、同年10月20日時点の不明者数は141人。 
不明者の内訳は、就学前(0歳～6歳)・61人 小学生・40人  中学生・27人 義務教育修了者・13人 

【調査の問題点】 
〇両調査とも、「住民票が消除(抹消)された子どもは対象外」 
(住民票の消除: 居住の実態がないと確認された場合、市町村の職権で住民票は抹消される) 

※取材では、実際に各地を転々とし、貧困や虐待に直面しながらも、住民票が消除されているため、
「居所不明児童」として調査されないケースがある。 
〇文部科学省の調査は、各地の教育委員会で長期間「ずさんな調査」が行われていた。このため、相
当数の居所不明者がカウントされていないと推察される。 

1 

所在や安全確認への具体的対策の遅れ 

岸和田事件: 2003年11月、大阪府岸和田市の中学3年生の少年が、自宅マンションの一室から餓死寸前で発見された。少年は中学
校を長期間欠席、事件発覚の1年以上前からほとんど食事を与えられないまま、マンション内の部屋に軟禁されていた。 
中学校では家庭での虐待を疑い、児童相談所に二度通報。しかし、児童相談所は「元気にしている」という家族の言葉を受け安否確
認をせず、調査を打ち切った。 

【岸和田事件後の文部科学省調査】 

文部科学省は、岸和田事件後の2004年、「長期間学校を休んでいる児童生徒の状況・所在確認」を目的と
する全国調査を実施。 
・学校を30日以上連続して休んでいる児童生徒 49,352人 
・上記のうち、学校の教職員が会えていない児童生徒 13,902人(28.2%) 
・学校も、他の期間の職員も会えていないと思われる児童生徒 9,945人(20.2%) 
 (理由: 保護者の拒絶等により会えない 9.1%  居所不明・連絡が取れない等 16.7%) 

2004年の調査時、長期間欠席している児童生徒のうち約1万人と面会ができず、そのうち約2,500人の子どもは、保護
者の拒絶や居所不明等の理由で所在や安全確認できなかった。文部科学省では、全国の教育委員会に対し、児童
生徒の安全確認や他機関との連携についての要望を出したが、積極的かつ具体的な対策を取ることはなかった。 

【大阪市二児置き去り死事件後の厚生労働省調査】 
大阪市二児置き去り死事件: 2010年7月、大阪市西区のマンションで、3歳女児と1歳男児が一部白骨化した遺体となって発見された。 
母親(当時23歳)は二児を置き去りにしたままホストクラブ等で遊興、子どもの泣き声に気づいた近隣住民が児童相談所に3回通報してい
る。児童相談所は住民登録が確認できず(住民票は前の居住地に残したままだった)、通報のあったマンションを3回訪問するなどしたが、
緊急性が高いと判断することはなかった。 

厚生労働省は、大阪市二児置き去り死事件後の2010年、全国の児童相談所を対象に緊急調査を実施。虐待の通告等が
ありながら安全確認ができないケース、児童相談所の対応後に所在不明等のケースについて集計した。 
・2010年8月30日時点で児童の安全確認ができていない 288件。 
内訳 住所等が特定できていない・238件 行方不明・19件 対応中・27件 他の自治体へ転出・1件 その他(死亡) 3件 

児童相談所が虐待対応に当たっていた家庭の居所が特定できない、行方不明という事態に、厚生労働省は「速やかな
安全確認」を求める通知を全国の児童相談所に出した。しかし、「住所等が特定できてない」238件のうち、同年12月 
1日時点で安全確認ができたのは21件(8.8%)に過ぎない。「行方不明」の19件については何の進展もなかった。 

 2 

2

1
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 居所不明の子どものリスク① 
居所不明の子どもが抱えるリスクは、単に「居住実態が確認できない」というものでは
ない。 
住民登録に基づき提供される行政サービス(DV避難等一部の例外を除く)を受けられない
可能性が高い。 
例:学校に通えない(就学通知を受け取れない、学齢簿から抹消されるなど) 
  病院に行けない(国民健康保険に加入していない) 
      乳幼児健診や予防接種を受けられない(案内通知が来ない) 
      児童手当や生活保護等を受給できない 

 
  教育・医療・福祉など、生活の根幹に係る部分が  

保障されない 

保育所、学校、医療機関、近隣等と接触せず、発達や虐待などの
問題が発覚しにくい。不適切な養育環境で放置され、 

命の危機に瀕する可能性もある 
3 

家庭 

 

•貧困・虐待・孤立・家族関係の複雑さ等、ハイリスクな家庭環境 

•基本的生活習慣・社会常識などを身につけられない 

•不健全な生活環境、幼少期からの飲酒、喫煙、性的早熟など 
 

教育 
•基礎的な学力や社会性を育めない 

•集団への適応、健全な対人関係を学べない 

将来 
•不安定な生活で、将来の展望が描けない 

•学力、一般常識、コミュニケーション能力、社会性などに乏しく、就労がむずかしい 

居所不明の子どものリスク② 
居所不明の子どもは、成育過程で多くのリスクに直面する。各所を転々とする親は安定した
仕事を得られず、経済的困窮に陥りやすい。子どもへの暴力や養育放棄の可能性も高く、過
酷な生活環境に置かれる子どもも少なくない。 
また、教育の機会を奪われ、健全な人間関係、多様な社会経験を得られないことで、将来の
就労や経済的自立も困難になりやすい。 
人間不信、社会不適応、心身に受けた暴力の後遺症等、その後の人生にも多くのリスクを抱
えやすい。 

4 

4

3
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「つながれない」親たち① 
経済的に
不安定 

非正規雇用 

無職 

(精神疾患等) 

家族・親族
との断絶 

家庭崩壊 

被虐待経験 

社会性に
乏しい 

情報弱者 

学力や社会経
験の不足 

非正規雇用で各地を転々としながら働いたり、精神疾患等で失職するなどして、経済困窮に陥る。 
頼れる家族や親族がいないまま、社会的孤立を深める。 
情報収集力やコミュニケーション能力が低い場合には、一層「つながりの機会」を失う。 

一方で、インターネットを介した出会い、居場所探し、生活の確保等が可能な時代 

・「出会い系サイト」、「神待ち掲示板(家出人と泊めてくれる人とのマッチングサイト)」等を
利用して、居場所を作る。 
・ネットカフェ、カプセルホテル、カラオケボックス等に宿泊しながら転々とする。 
・ネットの求人サイトで「日雇い」、「日払い」など短期の仕事を得る。 
・ルームシェア、寮付きの職場等を探し、特定の場所や人間関係にとどまらない。 

5 

①そもそも支援があることを知らない。 

⇒児童手当や生活保護などの福祉制度に関する知識がない。 

②支援は知っていても手続き方法がわからない。 

⇒行政や支援者とコンタクトを取った経験がなかったり、必要書類(文字など)を書くことができない。 

「世帯」、「扶養」、「還付」、「善処」等、いわゆる「お役所用語」がわからない。 

③支援者が怖い。 

⇒自分のやってきたことを責められる、一方的に「善意」や「正論」を押しつけられることへの嫌悪感。 

④支援の枠に押し込められたくない。 

⇒生活上の「指導」や「注意」が苦手、ルールを守ることができない。 

 

「つながれない」親たち② 

つながれない 

親 

他者への警戒心 

安全への疑い 

現状認識できない 

現実逃避 

自己否定 

福祉や医療、子育てなどの支援があっても、容易に結びつかない親がいる。当事者
からの「申請」に基づく支援体制では、行政システムの狭間にこぼれ落ちてしまう。 

状況が危機的になるほど、かえってSOSを
出せなくなる。 
⇒自分の問題が整理できず思考停止に
陥ったり、「こんなになるまでなぜ放ってお
いたのか」と責められることへの抵抗感を
持つ。 
今さら助けを求めても無駄、誰も信じられ
ないといった不信感もある。 

6 

6
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