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「もしかして」 あなたが救う 小さな手

すべての子どもたちを守るために
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開催概要
趣

旨

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
が奪われるなどの重大な事件も後を絶たない状況にあります。児童虐待は社会
全体で解決すべき問題であり、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組の一つとして、国民一人ひとりが児童虐待
問題に対する理解をより一層深め、主体的に関わりを持っていただくため、
神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市との共催により、「子どもの
虐待防止推進全国フォーラム in all かながわ」を神奈川県横浜市で開催します。

主

催

厚生労働省

開催日時
平成27年11月８日（日）
10:00 ～ 16:45

共

催

神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市

会

場

【メイン会場】はまぎんホール
横浜市西区みなとみらい3-1-1

横浜銀行本店内

実施内容：第１、第２分科会・開会式・基調講演・全体会・閉会式

【サブ会場】横浜市社会福祉センター
横浜市中区桜木町1-1 横浜市健康福祉総合センター内
実施内容：第３～５分科会

参加定員
500名程度

参加費
無料
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後

援

内閣府
法務省
最高裁判所

警察庁
文部科学省

（一社）日本こども育成協議会
（一社）日本子ども虐待防止学会
（公社）日本小児科医会
（公財）ＳＢＩ子ども希望財団
（公財）全国里親会
（公社）全国私立保育園連盟
（公社）日本医師会
（公社）日本看護協会
（公社）日本産婦人科医会
（公社）日本歯科医師会
（公社）日本社会福祉士会
（公社）日本助産師会
（公社）日本ＰＴＡ全国協議会
（福）子どもの虐待防止センター
（福）全国社会福祉協議会
（福）日本保育協会
（特非）児童虐待防止全国ネットワーク
（特非）チャイルドライン支援センター
（特非）日本子どもの虐待防止民間ネットワーク
（特非）子育てひろば全国連絡協議会
愛育研究所
子どもの虹情報研修センター
全国家庭相談員連絡協議会

全国高等学校長協会
全国国公立幼稚園・こども園長会
全国児童家庭支援センター協議会
全国児童自立支援施設協議会
全国児童相談所長会
全国児童養護施設協議会
全国情緒障害児短期治療施設協議会
全国自立援助ホーム協議会
全国人権擁護委員連合会
全国地域活動連絡協議会
全国乳児福祉協議会
全国保育協議会
全国保健師長会
全国保健所長会
全国母子生活支援施設協議会
全国民生委員児童委員連合会
全国養護教諭連絡協議会
全国連合小学校長会
全日本私立幼稚園連合会
全日本中学校長会
日本私立小学校連合会
日本私立中学高等学校連合会
日本弁護士連合会

会場へのアクセス
■ アクセスマップ

♦はまぎんホール
〒220-8611 横浜市西区みなとみらい3-1-1 横浜銀行本店内
●ＪＲ・横浜市営地下鉄線 桜木町駅下車
動く歩道利用５分
●みなとみらい線 みなとみらい駅下車
「クイーンズスクエア連絡口」「けやき通り口」より徒歩７分

みなとみらい駅
さくら通り

けやき通り

マークイズ
みなとみらい

《羽田空港よりお越しの方》
・京浜急行羽田空港駅～横浜駅～JR京浜東北線桜木町駅（30分）
またはみなとみらい線横浜駅～みなとみらい駅（30分）
・リムジンバス～ロイヤルパークホテル（約30分）

横浜美術館
横浜ランドマーク
タワー
みなとみらい大通り

首都高速羽田線

動く歩道

みなとみらい線

はまぎんホール
JR 桜木町駅

国道 16 号

♦横浜市社会福祉センター

横浜市社会福祉センター
地下鉄 桜木町駅
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《新東京国際空港（成田空港）よりお越しの方》
・JR成田エクスプレス～横浜駅（90分）
JR横浜駅～ JR京浜東北線桜木町駅（3分）
・リムジンバス～横浜シティエアーターミナル（YCAT）
（約90分）
・横浜シティエアーターミナル（YCAT）
（横浜駅東口）～はまぎんホール（タクシー約5分）

〒231-8482 横浜市中区桜木町1-1 横浜市健康福祉総合センター内
●JR京浜東北・根岸線 横浜市営地下鉄(ブルーライン) 桜木町駅下車
徒歩２分

はまぎんホール

案内図

第１分科会
開会式・基調講演
全体会・閉会式

第２分科会

パネル展示

横浜市社会福祉センター
第４分科会

８階

案内図
第３分科会

ベランダ
階段
大会議室８Ｂ

大会議室８Ａ

女子 WC
EV

EV
大会議室８Ｆ

EV
EV

身障
WC1

男子 WC

階段

ベランダ

第５分科会
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パネル展のご案内
会 場 はまぎんホール
№

組織名称

主な活動内容

厚生労働省

・平成27年度児童虐待防止推進月間ポスター、リーフレット、カード及びしおり
の展示及び配布
・児童相談所全国共通ダイヤル（189）ポスターの展示及び広報啓発物品（文房具、
ウエットテッシュ、クリアファイル等）の配布 等

2

神奈川県

・子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーに関する展示
平成19年からの神奈川県内での取組みの経過や児童虐待防止をアピールする
キャンペーン活動の紹介、実際に使用されている「たすき」や「フレンドシッ
プキルト」の展示 等

3

横浜市

・
「STOP！こども虐待」
（横浜市子供を虐待から守る条例周知用）リーフレット
配布
・児童虐待防止啓発用ポスター掲示

4

川崎市

・平成27年度川崎市児童虐待防止カレンダーの展示
・川崎市里親推進ポスターの展示
・川崎市児童虐待防止センターポスターの展示及びパンフレットの配布

5

相模原市

相模原市さがみの里親会の活動内容の紹介、さがみの里親会広報誌等の配布

横須賀市

・平成27年度児童虐待防止推進月間ポスター、今年度のオレンジリボンたすき
リレーの様子を紹介した写真の展示
・
「子育てガイド」
、
「横須賀にんしんＳＯＳ」カード等の配布
・
「ソーシャル・インパクト・ボンドの仕組みを活用した特別養子縁組制度の
推進」、「地域の架け橋横須賀ステーション」
、
「児童養護施設学習支援事業」に
ついての事業紹介

1

6

◀ 横須賀市

横須賀市

4

秋谷海岸・立石 ▶

世界三大記念艦「三笠」

プログラム
9：30

開場・受付開始

10：00 〜12：00

分科会

第１分科会

会場
会場

はまぎんホール
横浜市社会福祉センター

会場：はまぎんホール

「居所不明児童～支援が届かない子ども～の現状と課題」
【主担当：横浜市】
［概要］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。
●パネリスト

田中

●パネリスト兼コーディネーター

飯島奈津子氏（横浜市児童虐待による重篤事例等検証委員／弁護士）

●パネリスト

石川

第２分科会

博章氏（横浜市こども青少年局長）
結貴氏（作家／ジャーナリスト）

会場：はまぎんホール

「要保護児童対策地域協議会

～連携から協働へ“ご一緒に！”～」

【主担当：神奈川県】
［概要］県内自治体における要保護児童対策地域協議会での実践報告から、「連携から協働へ」をテーマに、
より実効性のある取組について議論する。
●コーディネーター

増沢

●パネリスト

吉川 まり子氏（伊勢原市子ども部子ども家庭相談室 主査）
田辺 有二氏（神奈川県平塚児童相談所長）
原

高氏（子どもの虹情報研修センター研修部長）

和子氏（神奈川県鎌倉三浦地域児童相談所 児童福祉司）

銭谷 壮一郎氏（鎌倉市こどもみらい部こども相談課相談室担当）

第３分科会

会場：横浜市社会福祉センター

「児童虐待対応における医療機関との円滑な連携について」
【主担当：川崎市】
［概要］医 療機関や児童相談所などにおける児童虐待対応の現状を踏まえ、児童虐待の予防、早期発見・
早期対応を図るため、医療機関との円滑な連携の推進について議論する。
●コーディネーター
●パネリスト

中山

浩氏（川崎市こども家庭センター担当部長）

北谷

尚也氏（川崎市市民・こども局こども本部児童家庭支援・虐待対策室担当課長）

出路

幸夫氏（川崎市こども家庭センター担当係長）

梅澤

直美氏（川崎市川崎区保健福祉センター担当係長）

安藏

慎氏（川崎市立川崎病院 小児科部長）

向井

敏二氏（聖マリアンナ医科大学 法医学教授）

佐藤

明弘氏（横浜市立市民病院小児科医長／横浜市児童虐待防止医療ネットワーク）
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第４分科会

会場：横浜市社会福祉センター

「高年齢児童への自立支援

～虐待の連鎖を断つために～」

【主担当：相模原市】
［概要］高年齢児童の支援にあたり、里親宅での措置延長、就職支援センター、自立援助ホームとの連携等
を紹介しながら、真の自立について考える。
●コーディネーター

鳥谷

明氏（相模原市児童相談所長）

●パネリスト

髙橋

温氏（新横浜法律事務所 弁護士）
寛子氏（さがみの里親会 副会長）

鈴木

久保田 啓仁氏（相模原市就職支援センター長）

第５分科会

会場：横浜市社会福祉センター

「児童相談所における特別養子縁組への取組」
【主担当：横須賀市】
［概要］虐待の連鎖を断って、パーマネンシーを保障し、あわせて家庭で育つ権利も実現する特別養子縁組
について考える場を提供する。
●講演者

林

浩康氏（日本女子大学人間社会学部 教授）

●司会

高場

利勝氏（横須賀市児童相談所長）

13：30 〜13：50

開会式

会場

はまぎんホール

・開会挨拶（主催者 及び 共催者）
・平成27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

14：00 〜15：30

基調講演

会場

はまぎんホール

会場

はまぎんホール

「これからの児童虐待防止を考える」
［講師］ 松 原 康 雄 氏 （ 明 治 学 院 大 学 社 会 学 部

15：40 〜16：40

教授）

全体会

各分科会の議論を発表していただき、全体のまとめを行います。
●コーディネーター

松原

康雄氏（明治学院大学社会学部 教授）

第１分科会

田中

博章氏（横浜市こども青少年局長）

第２分科会

増沢

第３分科会

北谷

第４分科会

髙橋

第５分科会

高場

●各分科会代表者

●オブザーバー

田村

16：40 〜16：45
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高氏（子どもの虹情報研修センター研修部長）
尚也氏（川崎市市民・こども局こども本部児童家庭支援・虐待対策室担当課長）
温氏（新横浜法律事務所 弁護士）
利勝氏（横須賀市児童相談所長）
悟 （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）

閉会式

会場

はまぎんホール

平成 27 年度

「児童虐待防止推進月間」
標語
平成27年度「児童虐待防止推進月間」標語の全国公募を行い、7,043作品（有効応募
総数）
の中から、
厳正な選考を行った結果、
次の作品が最優秀作品として決定いたしました。

「もしかして」 あなたが救う

小さな手

【最優秀作品作者】
さ

み

つ

佐見津

ま

み

真美 さん（兵庫県）の作品

神奈川県
かながわキンタロウ
（座間市ひまわりまつり）▶
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基調講演
これからの
児童虐待防止を考える
講師 プロフィール

松原 康雄（まつばら やすお）氏
明治学院大学社会学部 教授
昭和26年東京生まれ。昭和50年日本社会事業大学卒業。昭和55年明治学院
大学大学院博士課程（社会福祉）修了。昭和54年同大学社会福祉学科助手。
平成５年４月より現職。主な著作に「児童虐待

その援助と法制度」（共著・

エディケーション社）、「児童福祉論」（共著・ミネルヴァ書房）などがある。
現在、社会保障審議会児童部会委員、新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会委員長
など。
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基調講演

松原 康雄氏 資料

これからの児童虐待防止を考える

明治学院大学 松原康雄
１

発生の予防
☆

妊娠期からの切れ目のない支援
横の連携に加えて、縦（年齢軸）の連携の必要性

☆

支援を「監視」にしないために
養育者の主体的参加
子どもの参加

☆

子育て支援の充実・拡充
メニュー不足
使い勝手
例：ワンストップ・サービス
利用者支援事業の可能性
生活圏域における子育て支援
養育支援

別紙１
☆
２

排除から包摂へ
早期発見対応

☆

通告件数増加のとらえ方
発見を支援・対応につなげる
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基調講演

別紙２
☆

要保護児童対策地域協議会の活用
担当職員の確保と継続性
「動きのない」家族のとらえ方
実務者会議での進行管理
児童相談所との役割分担確認
個別援助会議の持ち方

別紙３
３

児童虐待対応
☆

児童相談所の体制強化
職員配置と「持ちケース数」
専門資格の考え方

←

児童相談所機能の検討が前提

一時保護所のあり方
児童相談所に対する支援
☆

弁護士、警察官、小児精神科医師等

市町村における対応の強化
虐待対応で親子分離（施設入所）は約１割。多くは地域で子育てを継続している。
都道府県単位の支援だけでは対応は不可能
ケースマネージメントに関する児童相談所との連携

☆

民間機関の育成と連携強化
例：社会福祉法人大阪児童福祉事業協会アフターケア事業部
民間機関が複数の有給職員を継続的に雇用できるだけの財源が必要であり、地域間
格差を解消する手だても必要。
これらの民間機関には当事者あるいは「元」当事者も含まれるべき。

☆

施設の小規模化、里親委託の促進
地域のなかの施設・里親（別紙１）
小規模施設のバックアップ
社会的養護の担い手としての里親
養育里親規定

10

：

児童福祉法 第４６条の２ 「応諾義務」の範囲と里親

基調講演

☆

家族再統合
親子分離の要因に関する変化の判断基準
通所、宿泊等施設機能の新たな展開
子育て支援と養育支援（別紙１）

☆

リービングケアからアフターケア、成人期の社会的支援への接続
措置延長の活用
児童福祉法対象年齢の検討
子どものシェルターの整備・拡充
居場所作り

☆

こどもの「声」を受け止めるシステム
社会的養護の枠組みで生活した経験のある子どもだけではなく、子ども全ての「声」
を受け止める活動への支援

４

おわりに
児童養育に関する理念の再確認
子どもの権利条約前文の再確認 別紙４
国、地方自治体の責務を国、都道府県、市町村あるいは市、町村にブレークダウンする

意義

11

12

子育て支援

在宅型養育支援（社会的養護）

地域社会
親子分離型養育支援
（施設･里親による社会的
養護）

子育て支援・子ども虐待対応・支援と地域社会

基調講演

別紙１

潜在して
いる虐待

例 心理的虐待

顕在化した虐待

虐待概念の拡大と発生数の増加

通告発見

虐待相談件数の増加要因

基調講演

別紙２

13

14

支援内容

家庭訪問

生活保護の紹介

日々の見守り

日々の見守り

関係機関施設

児童相談所

市子ども家庭支援課

主任児童委員

保育所

登園日

適宜

11月16日

11月15日

実施予定日

傷あざ等はない
傷字等はない

コンビニで親子を目撃

不在

不在

実施結果

次回 会議実施予定日

登園はほぼ順調

口げんかしていた

事前に了解はとってあったが不在

事前に了解はとってあったが不在

備考

関係機関施設連携課題表

基調講演

別紙３

基調講演

別紙４

児童の権利に関する条約前文と条文（抜粋）

前文
「家族が、社会の基礎的な集団として、並びに家族のすべての構成員、特に、児童の成
長及び福祉のための自然な環境として、社会においてその責任を十分に引き受けることが
できるよう必要な保護及び援助を与えられるべきである。児童が、その人格の完全なかつ
調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長す
べきである。
」
第１８条
「1 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則につい
ての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の
養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基
本的な関心事項となるものとする。
2 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が
児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるも
のとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。
3 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の
提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適
当な措置をとる。 」
第１９条
「1 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けて
いる間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置
若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取（性的虐待を含む。）からその児童を保護す
るためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。」
第２０条
「1

一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益

にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及
び援助を受ける権利を有する。
2 締約国は、自国の国内法に従い、1 の児童のための代替的な監護を確保する。」

15

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
主担当
概

横浜市

会

場

はまぎんホール

要

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。
パネリスト

●

パネリスト兼コーディネーター 飯島 奈津子氏

●

パネリスト

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
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田中 博章氏

●

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）

石川 結貴氏

第１分科会

パネリスト兼コーディネーター プロフィール

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

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

聴講生（～平成14年）

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
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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。

▲ 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。
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田中 博章氏 資料

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。

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

1

南区６歳女児死亡事例の概要

2

南区６歳女児死亡事例 ～ジェノグラム～（本児死亡時）

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。

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
24.4
（Ｈ23.6～24.1）

Ａ市

実母、交際相手１、
妹

6歳
24.4
(Ｈ24.1～24.6）

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

実父

H23.6

H24.4

Ａ市へ
母子が転入

Ｂ市へ
母子が転入

母方曽祖母

母方祖母
母方祖父

H24.6
本市へ
母子が転入

結婚 H17.3
別居 H18.8
離婚 H20.4

27
妹の実父

交際相手１

交際相手２

同居男性

４ｙ
６ｙ

妊娠中
妹

3

離婚 H24.6

29
実母

叔父

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。

4

3

「居所を転々とする子ども」を把握する上での課題

南区６歳女児死亡事例 ～エコマップ～
不就学

×

就学児健診
入学式に欠席

Ｂ市

児童
教育委員会他、5部署が
教
福祉
育
関与するが情報が共有され
なかった 住民票

Ａ市

×
横浜へ

こども家庭
支援課

実母

×
Ｘ県
自治体

強引な
引き取り

「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。

第3子の新生児訪問

２ 庁内の関係部署間の情報提供・共有
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。

児童相談所

妹

児童通告

本児

３ 要保護児童対策地域協議会に位置づけた把握・調査
「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。

警察

母方実家

妹の妊娠届出36週
本児は保育所入所

１ 市町村間での情報提供・共有

Ｄ市

調査協力依頼

小学校が家庭訪問するが実態把握できず、 同居男性
住民票の転出を確認し調査終了

近隣

4

通報

5

6

5

6
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7

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。
【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
情報仲介担当

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

8

8
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飯島 奈津子氏 資料

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
Ｈ１３～１４

両親厚木市に転入、本児出生 （両親は前年に婚姻）
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
1
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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。
2
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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。
3
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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
4
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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。
現在までの不明者累計数は、約2万4千人に上る。
調査開始は1961年(昭和36年)
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

1

所在や安全確認への具体的対策の遅れ
【岸和田事件後の文部科学省調査】
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。
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
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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

3

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。

家庭

教育

将来

•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

•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

•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

4
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「つながれない」親たち①
経済的に
不安定

家族・親族
との断絶

非正規雇用

無職
(精神疾患等)

社会性に
乏しい

家庭崩壊

情報弱者

被虐待経験

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

5

「つながれない」親たち②
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。
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。
他者への警戒心
安全への疑い

つながれない
親

現状認識できない

現実逃避
自己否定

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
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要保護児童対策地域協議会
～連携から協働へ“ご一緒に！”
～
主担当
概

神奈川県

会

はまぎんホール

場

要

県内自治体における要保護児童対策地域協議会での実践報告から、
「連携から協働へ」をテー
マに、より実効性のある取組について議論する。
●

コーディネーター

増沢 高氏

●

パネリスト

吉川 まり子氏

田辺 有二氏

コーディネーター プロフィール

増沢 高（ますざわ たかし）氏
子どもの虹情報研修センター
明治大学文学部兼任講師

研修部長

明治大学大学院文学研究科兼任講師

椙山女学園大学大学院人間関係学研究科非常勤講師
公益財団法人楽天未来のつばさ財団理事
日本臨床心理士会福祉領域委員会社会的養護部会部会長
全国乳児福祉協議会常任協議員
日本子ども虐待防止学会代議員
子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー実行委員会委員長
略歴
長野県出身
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昭和61年３月

千葉大学大学院教育学研究科教育心理修士課程修了

昭和61年４月

千葉市療育センター相談員

昭和63年４月

情緒障害児短期治療施設「横浜いずみ学園」セラピスト

原 和子氏

銭谷 壮一郎氏

第２分科会

平成11年10月

同学園副園長

平成14年４月

子どもの虹情報研修センター研修課長

平成21年４月

子どもの虹情報研修センター研修部長

著書等
平成20年 「いっしょに考える子ども虐待」（共編著） 明石書店
平成21年 「虐待を受けた子どもの回復と育ちを支える援助」福村出版
平成23年 「戦後日本の主な虐待事件をめぐって」、こころの科学159

日本評論社

「事例で学ぶ社会的養護児童のアセスメント」明石書店
平成24年 「虐待を受けた子どもの喪失感と絶望感」こころの科学162、日本評論社
「社会的養護における生活臨床と心理臨床」（共編著）福村出版
平成26年 「日本の児童虐待重大事件2000－2010」（共編著）福村出版
平成27年 「児童福祉領域で求められる心理職の専門性」臨床心理学89、Vol15,No5 金剛出版

パネリスト プロフィール

吉川 まり子（よしかわ まりこ）氏
神奈川県

伊勢原市子ども部

子ども家庭相談室

主査（保育士）

略歴
平成 ６年

伊勢原市役所

入庁 （３カ所の公立保育所勤務）

平成17年

子育て支援課

児童相談センター

平成25年

人事交流により神奈川県厚木児童相談所

平成26年

子ども家庭相談室

勤務
勤務

勤務

パネリスト プロフィール

田辺 有二（たなべ ゆうじ）氏
神奈川県平塚児童相談所長
略歴
昭和57年神奈川県入庁（福祉職）
障害児者入所施設児童指導員
児童相談所児童福祉司
福祉事務所生活保護現業員

等
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パネリスト プロフィール

原 和子（はら かずこ）氏
神奈川県鎌倉三浦地域児童相談所

児童福祉司

略歴
平成 ５年

神奈川県庁入庁

平成22年

神奈川県鎌倉三浦地域児童相談所

パネリスト プロフィール

銭谷 壮一郎（ぜにや そういちろう）氏
鎌倉市役所こどもみらい部こども相談課

相談室担当

略歴
平成24年 ３月

社会福祉士登録。

平成24年10月

鎌倉市役所入庁。こどもみらい部こども相談課相談室担当に配属。

◀ 神奈川県
かながわキンタロウ
（丹沢湖）

神奈川県
かながわキンタロウ
（よこはまみなとみらい）▶
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吉川 まり子氏 資料

伊勢原市
要保護児童対策
地域協議会

伊勢原市の紹介

～連携から協働へ
“ご一緒に！”～

オリジナルの啓発・予防を必要とした背景

伊勢原市子ども部子ども家庭相談室
吉川まり子

1

2

伊勢原市子ども家庭相談室の歴史
平成16年４月 子育て支援課子育て相談係設置
障害福祉センター（社会福祉士）、母子保健（保健師）、
保育所（保育士）から職員が異動
平成17年４月 伊勢原市要保護児童対策地域協議会設置
児童虐待通告窓口となる
平成１９年４月 子育て支援課子育て相談担当と名称変更
平成２１年４月 子育て支援課児童相談センター設置
場所を市役所１階窓口から青少年センター２階の教育
センターと同一フロア内に移し、市長部局と教育委員会、
就学前後を通した切れ目のない相談と支援のための体
制づくりをめざす
教育センターと児童相談センターの職員はそれぞれ併
任辞令が出る
平成２５年４月 子ども家庭相談室設置 ・ ひとつの担当から課に昇格する

3

4

伊勢原市子ども家庭相談室の職員体制

伊勢原市子ども家庭相談室の業務内容

●正規職員
室 長：事務職→通告受理OK!
副主幹：保健師
主 査：臨床心理士
主 査：保育士
主事補：臨床心理士

●虐待防止等事業
①要保護児童対策地域協議会の運営
②児童虐待に関する対応
③児童虐待防止のための研修会等の実施
●助産施設措置事務、養育支援訪問事業
●発達相談等事業
①心身の発達に遅れのある乳幼児（就学前）に関する発達（療育）相談
②保育所・幼稚園の先生と共に、多様な発達の困難を抱える児童対応
について考えていく巡回相談

虐待対応、
発達（療育）
相談の両方
を行う

●嘱託職員
保育士１名（発達相談・通告受理対応）
臨床心理士３名（発達相談担当）

5

6
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伊勢原市要保護児童対策地域協議会

伊勢原市要保護児童対策地域協議会

7

伊勢原市要保護児童対策地域協議会
・児童相談所
・保健福祉事務所
・警察署
・社会福祉協議会
・医師会
・歯科医師会
・NPO法人
・病院（２院）
・私立幼稚園協会

8

虐待通告窓口が開設されたころ

・保育協議会
・小学校長会
・中学校長会
・民生委員･児童委員協議会
・人権擁護委員会
・障害者（児）相談支援事業所
・障害児通所支援事業所

発達（療育）相談での経験・・・

9

10

わかりやすい研修

「出前講座」：紙芝居
1. 目的

・ 早期発見・早期対応の啓発
・ 機関連携の理解促進

2. 対象

・ 関係機関の職員

3. 方法

・ 紙芝居を用いた出張型講座

11

32
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窓口業務等の経験から

研修してみて

「妊娠するつもりじゃなかった」
「こんなはずじゃなかったのに」

児童虐待とならないために
やりたいことがもう一つありました

13

14

15

16

17

18

「出前講座」：演劇
1.
・
2.
・
3.
・

目的
妊娠する前の市民への虐待予防
対象
高校生
方法
演劇を用いた出張型講座
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19

20

34
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21

22
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23

24
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「高校への出前講座」をしてみて

生徒に伝えたいこと

・生徒の反応は思っていたより良く、行
っている雰囲気も良い。
・受けた高校の先生方も「良さを実感じ
た」と。
・要対協の仲間との協働。
・継続は力なり！

劇の中で
こんなメッセージを伝えています

困ったら相談していいんですよ

25

26

「高校への出前講座」をしてみて
・生徒の反応は思っていたより良く、行
っている雰囲気も良い。
・受けた高校の先生方も「良さを実感じ
た」と。
・要対協の仲間との協働。
・継続は力なり！

ご清聴
ありがとう
ございました。

27

28
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田辺 有二氏 資料

要保護児童対策地域協議会の取組み
神奈川県平塚児童相談所
田辺 有二
１

はじめに
神奈川県は、３３の市町村がある。その内、３市（横浜市、川崎市、相模
原市）が政令市であり、児童相談所と市が同じ地方公共団体である。
また、１市（横須賀市）も中核市で児童相談所設置市となっている。他の
市町村（１５市、１３町、１村）については、県の児童相談所が所管してい
る。
要保護児童対策地域協議会（以下、「要対協」という。）は、それぞれの
市町村に設置されており、県と各市町村が連携、協力する体制となっている。
その中で、伊勢原市における要対協と児童相談所の協働の取組みについて
お伝えする。
２ 要対協と児童相談所について
要対協の設置については、虐待を受けている子どもを始めとする要保護児
童の早期発見や適切な保護を図るためには、児童相談所を始めとする関係機
関が当該要保護児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対
応していくことが重要であることから、平成 16 年児童福祉法改正法におい
て設置の考え方が示された。
神奈川県としては、県域児童相談所所管市町村に要対協設置をお願いし、
１8 年度までに全市町村に協議会が設置された。
児童相談所は、発生後の的確な対応に力点を置くとともに安全を最優先し
た介入を役割としてきた。
平成 23 年度から伊勢原市要対協独自の予防的取組みとして、市内高等学
校の生徒向け出前講座（次世代への啓発）を始めた。24 年度から県の機関も
参加し、現在に至っている。
24 年度県本庁（子ども家庭課職員）、25 年度厚木児童相談所（所長）
26 年度県本庁（子ども家庭課職員）、中央児童相談所職員、平塚児童相談
所職員、平塚保健福祉事務所職員が一緒に行っている。
３

38

平塚児童相談所の設置
平成２６年４月から神奈川県児童相談所の再編整備として設置された児
童相談所です。
伊勢原市は、人口約１０万人ということで、地域連携は行いやすい規模
である。
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原 和子氏 資料

鎌三チャレンジ
～市町と児童相談所協働による同行訪問モデル～

鎌倉三浦地域児童相談所
子ども支援課 原 和子

1

1

鎌倉三浦地域児童相談所はこんなところ

2

2
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• 所管人口は320,000人弱。神奈川県下には14箇所の児相
がありますが、もっとも小さな児相です。
• 所管地域は鎌倉市(17.3万人)、逗子市(5.7万人)、三浦市
(4.6万人)、葉山町(3.2万人)です。
• 当所は横須賀市に所在しているのですが、横須賀市の担
当は中核市の横須賀市児相が所管しています。
• 昨年度の相談件数は838件、虐待対応件数は276件です。
身体的虐待64件、ネグレクト44件、心理的虐待166件、性
的虐待2件です。
• 一時保護件数は69件。施設措置数は14件でした。
• 4人の地区担当に、スーパーバイザー等フリーの福祉司が
2名います。担当ケース数は、年度の初めの平均で50名
強です。
3

3

組織図
所長
管理課長
子ども支援課長

課員
福祉支援グループ（７）
相談支援グループ（３）
心理支援グループ（３）
親子支援チーム （２）
＊（ ）常勤数 １９名
4

4
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鎌三チャレンジ
「市町と児童相談所による同行訪問モデル」

5

5

同行訪問モデルに取り組もうとした背景
児相の立場
児童相談所においては、通告件数の増加、特に警察からの
DV、および夫婦喧嘩等に伴う心理的虐待の通告の顕著な増
加により、その重篤度に必ずしも関わりなくより広範なケース
への対応が求められています。警察の多く、また、泣き声通
告などは夫婦不和、子育て不安等が多く、市町が有する社会
資源を動員することが、被通告者の(潜在的な)ニーズに叶う
ものであり、更に、要対協の要保護、要支援ケースとして進行
管理をしていくことが必要に思われます。また、児童相談所全
国共通ナビダイヤルの三桁化に伴い、さらに広範な相談が寄
せられることが予想されます。
6

6
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市町の立場
市町においても、決して十分とはいえない児童相談体制
の中で、子ども虐待対応に取り組み、更にそれぞれ自らの調
査権限や対応範囲を超えたと思われる通告、相談を受け、
対応に窮する場面が増えている実態があります。他所管の
多くの市町では、児童相談所との連携において多くの課題が
あることも指摘されています。(依頼しても児相が動かない
等々)また、市町としての児童相談における専門性の確保、
維持については喫緊の課題となっています。

7

7

・以上のこともあり、これまで市町と児相の子ども相談における
役割分担についてはさまざまな場面で議論がなされていますが
いまだ十分な共通の理解には達していません。
・その上、仮にその分担があったとしても、現状の通告、および
虐待対応の初動段階では、市町、児相にはその役割に基づい
て通告が振り分けられるシステムは特に存在せず、（それぞれ
の機関が認識している）自らの役割とは異なる範囲の対応をせ
ざるを得ないというのが実情。（平成２７年８月２８日の社会保
障審議会児童部会でトリアージに関わる議論があります）

そこで、今回、「市町と児童相談所協働による同行訪問モデ
ル」の試行の提案となりました。
8

8
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期待される効果
・子ども・家族に対するリスク・リソース・ニーズアセスメ
ントに基づく支援、より良い市町と児相の連携のあ
り方、役割分担を検討する。
・初動から市町と児相が連携することで、それぞれが
有する子ども相談の専門性、とりわけ家庭訪問、対
話、相談等のスキルを共有するとともに、相互のＯＪ
Ｔの機会になることが期待される。

9

9

市町が期待
する同行訪
問の領域

児相が期待
する同行訪
問の領域

「子ども虐待対応の手引き 平成25年8月版」2014 有斐閣 P14

10

10
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具体的な実施方法
フローチャート参照
• 市町、児童相談所それぞれで受理
（受理票、緊急援助方針会議提出票作成）
• 「同行訪問モデル」依頼 受理票等の共有
• 「同行訪問モデル」実施。訪問職員協議によるアセスメント、
ケース分類(ケース1～4 その他)
• 以上を踏まえ、それぞれの市町、児童相談所援助方針会議
において、訪問職員判断の検証、方針決定
市町、児童相談所の意見が異なる場合は調整
11

11
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12
12
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「同行訪問モデル」
に取り組んでみて

13

13

平成２７年度４月ー９月期の実績から

14

14
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<同行訪問した職員>

<市町
市町>
市町

<児童相談所
児童相談所>
児童相談所

・担当課課長、係長、ＣＷ

・支援担当福祉司
（フリーの福祉司）
・地区担当福祉司

・保健師
・相談員

15

15

<同行訪問後の支援方針・処理>

終 結
継 続

児童相談所

市 町

３９（３２＊）

１０

３０

４５

その他
計

要対協の扱い

５５

１４＊
６９

６９

＊（ ）内は、モニタリング対応で終結した件数です。
＊その他は、市町で受理しなかった件数です。

16

16
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児相から市町に依頼したケース事例
ケースの概要
・実父母ともに２７才、実父はアルバイト、実母は契
約社員で不規則勤務、本児は１才半。
・本児の夜泣きの対応をしていた実父が、起きてこ
ない実母に怒って口論となり、実父が実母を蹴り、
再び泣き出した本児の頬を叩いた。
・近隣より警察通報があり、警察より児相に児童通
告

17

17

・夜泣きが続いて困る・・
・自分が仕事を辞めて家
にいたほうがいいのか・・
母

・叩いてしまった自分に
驚いている・・
・子どものいる友達はお
らず、悩みを聞いてもら
えない・・
父
18

18
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○市のＣＷと同行訪問
児相・・訪問の主旨や目的、子どもへの影響
児相
について話をしました。
市・・・市のサービスにつなげていく案内をし
ました。
○経過
実母
市の保健師の支援につなげる
実父
市の子ども相談室への相談と
父親対象の講座を案内
○所属の保育園含めて要対協で見守り、児相
閉止
19

19

このケースを通して
同行訪問して父母の話しを一緒に聞いてみると

・父母との対話の中から（潜在的な）ニーズの表
明がある
・自ずと役割分担ができる
20

20
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聴き取りアンケート調査から
<メリット>
○市町からの意見
・要対協の要保護・要支援ケースとして進行管理がスムーズ
・市町の職員が同行することで子育て支援やＤＶ相談の窓口に
つながるため保護者の選択が増える
・決して十分とはいえない市町の児童相談体制の中で、児相職
員と一緒に動くことで相互のＯＪＴにもなる
○児相職員からの意見
・市町がやっている子育て支援の情報を直接説明してもらえる
・一時保護が必要かもしれないケースに同行すると、市町職員
、対象者が安心する
・市町職員とのやり取りが全般的にスムーズになった
21
21

聴き取りアンケート調査から
<デメリット>
○市町からの意見
・同行訪問の職員を確保するのが難しい
・同じ町民でやりにくい
・遅い時間の訪問は難しい
・訪問が増えて、出張旅費がかさむ
○児相職員からの意見
・市町職員との日程調整が難しいときがある
・市町の対応の基本は支援なので、警察からの通告でいきなり
訪問するのは相手や市町職員にとってもキツイのでは
22

22
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市町と初動からの同行訪問に取り組んでみて
• 机上で“どっちがやる”といっての議論だけで
いくと、負担増だけが前面に出がち。初動か
ら同行で訪問すると、それぞれの役割分担が
より明確になりスムーズに対応が進められる。
• 安全確認だけに留まらず、家族の潜在的な
ニーズにどれくらい応えられるかを、ケース毎
に改めて考えるきっかけになった。
23

23

同行訪問を始めるにあたって
その他の取組み
・市町と児相の業務連絡会
年１回→年３回に増やして予定
・同行訪問モデルの実施を念頭に置いた家庭
訪問、その後の面接（対話）に関わる研修を
年３回予定

24

24
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25

25

• ロールプレイの写真

26

26
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27

27
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銭谷 壮一郎氏 資料

～鎌倉市における同行訪問～
１．同行訪問の受け入れがスムーズであった理由
●平成23年より、児童相談所に通告があった場合、
市への住基確認の際に、通告内容を聞き取り、市に
おいても要対協ケースとして受理。児童相談所と市
でケースを共有し支援する体制をとっている。
鎌倉市役所 こどもみらい部 こども相談課
相談室担当

銭谷 壮一郎

1

平成23年より、児童相談所が通告受理した時点
で市も要対協支援が開始されるが、支援の主体は
児童相談所であり、特に施設措置された場合、状況
は月１回のケース突き合わせにより、児童相談所の
担当者から話を聞くのみであった。

2

初期介入から市が児童相談所と家庭訪問を行い、
当事者の話を聞くことは市として、その家庭状況を
詳細に把握することができ、相談ニーズから市の支
援を紹介するという当事者支援が出来るという両面
のメリットがあったため、児童相談所からの提案を
受け入れた。

手続きや援助活動チーム会議の調整で市が間接
的に家庭に関わることはあったが、家庭訪問や面接
を直接行うことはなく、詳細な家庭状況の把握は難
しかった。

3

同行訪問の流れ（児童相談所から市へ依頼の場合）

同行訪問の流れ（市から児童相談所へ依頼の場合）

１．児童相談所から住民基本台帳の確認。

１．市へ通告→緊急受理会議（リスクの判断）

２．児童の所属、健診状況確認、所属への聞き取り。

２．児童の所属、健診状況確認、所属への聞き取り。
（リスクの判断）

３．児童相談所より同行訪問依頼。

３．児童相談所へ同行訪問依頼。

４．家庭状況により、市(こども相談課）で紹介できる
サービスを検討。

４．家庭状況により、市(こども相談課）で紹介できる
サービスを検討。

5
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（児相から市）

ケース事例から

（市から児相）

５．同行訪問実施。（地域担当だけでなく職員の専門
分野や職員の性別を考慮）
ケースの概要
・実父４６歳、実母４５歳、夏休み中の実父が子守り

６．児童相談所、市(こども相談課）で経過確認。市は
紹介したサービス （ＥＸ．子育て講座や家事支援サ
ービス）、乳幼児健康診査等に繋がっていくか確認

をしていた。実母は仕事中。本児は３歳６ヶ月で幼
稚園は夏休み中。
・実父自身の精神状態が悪く、本児を預けたい、ど
うにかしてしまいそうと過呼吸を起こしながら、電話
相談が入る。

フローチャート１～４
１．１回の家庭訪問等により終結することに合理性。
２．一定期間をおいて再訪問が必要。
３．市町中心継続。
４．児相中心継続。

34

7

8

○児童福祉司と同行訪問
実父・・・自身の精神状態が子どもに悪影響を及ぼ
すのではないか。
→ 児相より、一時保護について説明。
精神科受診を促す。

・仕事の悩みがある・・・・
・両親に、成育歴を批判される・・・・
→悩みが蓄積し、パニックに・・・・
・カウンセリングを受けている。

○実父へ現況確認。受診を確認し、児相閉止。
所属の幼稚園含めて要対協で見守り。

・子どもをどうにかしてしまいそうな
ので、預けたい。

⇒本児の安全確認が迅速に行え、児相が一時保護に
ついて説明、身近な相談場所として市(相談室）を紹
介し、実父の落ち着きを取り戻せた。
36

35

9

このケースを通して・・・

10

実践して良かったこと

●当事者の立場として

・万一、リスクが高い場合でも、初動で児相が
同行することで緊急対応(一時保護）が迅速に
行える。その後、初動からの経過が分かるの
で、通院の確認や所属への見守りなど要対協
支援が行いやすい。

１．児童相談所と聞くと、抵抗がある家庭にも、市が同
行することで指導的ではなく、身近な行政サービス
（子育て講座等）を支援型で伝える、関わることが出
来る。相談先が身近(市）にあり継続相談しやすい。

37

11

12
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●市の立場として

今後、改善すべきこと、注意すべきこと

１．実際に当事者と会うことにより、児童相談所 主体支
援ケースでも、市が家庭状況を把握でき、緊急対応
や関係機関との連絡調整がスムーズにできる。児童
相談所と足並みを揃えて支援ができる。

●市の立場として
１．同行訪問時に児童相談所と市の役割についてしっ
かり説明する必要がある。児童相談所への拒否的感
情が市に対しても生まれる可能性があり市も子どもを
保護する機関という誤った理解も生まれる

２．子育て講座（怒鳴らない子育て、ＢＰ、ＮＰ、ＭＣＧ）な
ど市の事業に繋がることができる。
３．市に緊急を要する通告が入った場合に、児童相談所
に同行訪問を依頼しやすくなった。

２．同行訪問時は事前に、どのようなサービスを案内す
るか、支援方針や役割分担について十分に話し合う
必要がある。

４．児童相談所の職員に同行することで、保護者からの
聞き取り方法(質問の仕方）や伝え方が学べる。

13

14

１８９導入でさらに児相へ
の通告が増えるなぁ・・

３．児童相談所が支援閉止した後、市がどのタイミン
グで支援を閉止するかきちんと確認する必要がある
。

日程調整が大変だなぁ・・

４．定期的に、実践を振り返る研修を児童相談所に企
画してもらう。市においても成功例や改善例をもとに
職場内研修(ロールプレイ等）を実施する必要があ
る。

42

15

～連携から協働へ～
ご一緒に！！

・相談員の夜間の対応
が・・・・
・訪問が相次ぎ、事務仕事
の時間が・・・・
でも・・・
●当事者の困り感を引き出
し、本来必要な支援を繋ぐ。
→初動の訪問から得られ
るものが大きい。

44

43
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第３分 科 会
児童虐待対応における医療機関
との円滑な連携について
主担当
概

川崎市

会

場

横浜市社会福祉センター

要

医療機関や児童相談所などにおける児童虐待対応の現状を踏まえ、児童虐待の予防、早期発
見・早期対応を図るため、医療機関との円滑な連携の推進について議論する。
●

コーディネーター

中山 浩氏 北谷 尚也氏

●

パネリスト

出路 幸夫氏

梅澤 直美氏

安藏 慎氏

向井 敏二氏

佐藤 明弘氏

コーディネーター プロフィール

中山 浩（なかやま ひろし）氏
川崎市こども家庭センター

担当部長（児童精神科医）

略歴
徳島大学医学部卒業
静岡県こども家庭相談センターなどを経て、現在に至る

57

第３分科会

コーディネーター プロフィール

北谷 尚也（きたたに なおや）氏
川崎市市民・こども局こども本部児童家庭支援・虐待対策室担当課長
略歴
昭和59年

川崎市入庁

平成27年４月から

現職

パネリスト プロフィール

出路 幸夫（でじ ゆきお）氏
川崎市市民・こども局こども本部こども家庭センター（中央児童相談所）相談調整担当係長
略歴
平成 ５年５月

中央児童相談所

児童指導員

平成 ９年４月

同所

児童福祉司

平成15年４月

本庁

児童保健福祉課

平成19年４月

川崎福祉事務所

平成21年４月

こども家庭センターこども支援担当（職員研修企画・人材育成等）

平成23年４月

こども家庭センター

平成25年４月

同センター

事務（児童福祉施設運営・管理業務等）

生活保護ＣＷ
管理・企画係長（管理・企画業務等）

相談調整担当係長（ケースワーカーＳＶ等）

パネリスト プロフィール

梅澤 直美（うめざわ なおみ）氏
川崎区役所保健福祉センター児童家庭課児童家庭相談サポート担当係長
略歴
横浜市、墨田区で勤務。
平成16年に川崎市役所入庁。
平成24年～ 26年川崎市こども家庭センター（中央児童相談所）勤務。
平成27年から現所属。
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パネリスト プロフィール

安藏 慎（あんぞう まこと）氏
川崎市立川崎病院小児科・部長
略歴
昭和60年

慶應義塾大学医学部小児科学教室入局

平成 ７年

東京都立清瀬小児病院内分泌代謝科勤務

平成14年

UCLA（Division of Pediatric Endocrinology）に留学

平成18年

川崎市立川崎病院小児科勤務

平成21年

聖マリアンナ医科大学非常勤講師（兼務）

著書等
「日本人標準骨成熟アトラス－ＴＷ２法に基づく－」村田光範、松尾宣武、田中敏章、大槻文夫、
芦澤玖美、多田羅裕子、安藏

慎、佐藤真理、松岡尚史、浅見俊雄、塚越克己（金原出版 平成５年）

「骨成熟段階評価マニュアル－ＴＷ2法に基づく－」村田光範、松尾宣武、田中敏章、大槻文夫、
芦澤玖美、多田羅裕子、安藏

慎、佐藤真理、松岡尚史、塚越克己（HBJ出版局 平成９年）など

パネリスト プロフィール

向井 敏二（むかい としじ）氏
聖マリアンナ医科大学

法医学教授

聖マリアンナ医科大学病院

虐待防止委員長

略歴
昭和59年４月～昭和62年６月 東京都監察医務院
昭和62年６月～平成 ２年６月 琉球大学

講師

平成 ２年７月～平成 ５年３月 琉球大学

助教授

平成 ５年４月～平成11年３月 東京医科大学
平成11年４月～現在に至る

常勤監察医

助教授

聖マリアンナ医科大学

教授

主な研究領域
法医病理学、法医学実務からみた児童虐待死、法医中毒学
著書等
「児童虐待への対応」科学 74（11）：1330-1332（岩波書店 平成16年）
「児童虐待における法医学の役割」法医学の実際と研究47：211-217．平成16年
「法医学から見た児童虐待死亡事例の課題」子どもの虐待とネグレクト９（３）：289-297．
平成19年
「児童虐待の現状と法医学者の役割」日本法医学雑誌68（１）：211-213．平成26年
「アトラス臨床法医学（仮称）」佐藤喜宣他

編（中外医学社 平成28年２月刊行予定）
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パネリスト プロフィール

佐藤 明弘（さとう あきひろ）氏
横浜市立市民病院小児科

医長

横浜市児童虐待防止医療ネットワーク

当番世話人

日本小児科学会専門医
日本小児心身医学会認定医・指導医・評議員
子どものこころ専門医
略歴
平成11年

慶應義塾大学医学部卒
慶應義塾大学医学部小児科学教室入局

平成13年

済生会宇都宮病院小児科

医員

平成15年

慶應義塾大学医学部小児科学教室助手（精神保健班）

平成18年

横浜市立市民病院小児科

医長

著書等
（共著）
小児心身症クリニック

渡辺久子

編（南山堂

よくわかるこどものための形成外科

▲ 川崎市
「音楽のまち」川崎市のPRキャラクター
「ミュートン」
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平成15年）

中島 龍夫

編（永井書店

▲ 川崎市

平成17年）

ミューザ川崎

第３分科会

出路 幸夫氏 資料

児童虐待対応における医療機関と
の円滑な連携について
川崎市 市民・こども局 こども本部
こども家庭センター（
こども家庭センター（中央児童相談所）
相談調整担当
相談調整担当 出路 幸夫

1

児童虐待相談対応件数の状況
児童虐待
（件数）

1,800

1,600

相談・通告

（件数）
80,000

70,000

1,400
60,000
1,200
50,000
1,000
40,000
800
30,000
600
20,000
400
川崎市

200

0

全国

10,000

0

2
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児童虐待通告にかかる視点（ポイント）
通告の感度が上がる

社会的認知の変化

•児童虐待そのものが増えたというよりは児童虐待に関する
社会的認識の変化が大きい
•子どもの面前でのＤＶは心理的虐待である
早期発見・予防

対象者（視点）の変化
• 特定妊婦
• 要支援児童

通告経路の割合

警察から通告の増加

• 警察からの通告が通告全体の約５割を占める
• 医療機関からの通告割合は３～４％程度

3

医療機関と児童相談所との間に生じるギャップ
・見立てと診断の確証が持ちにくい（児童虐待と言えるか…）
・見立てと診断の確証が持ちにくい（児童虐待と言えるか ）

医療機関側の
不安・心配

・児童相談所への通告の迷い…守秘義務や患者（子ども）や家族
・児童相談所への通告の迷い 守秘義務や患者（子ども）や家族
（保護者）との治療関係への影響など
・保護者家族への説明を誰がどのように行えばよいか
・児童相談所への通告後の動きや見通しがわからず
・児童相談所への通告後の動きや見通しがわからず心配
わからず心配
・病院内での職権一時保護介入などについて、他の患者さんや病
棟での混乱
・医療費等の費用負担はどうなるか

ギャップ
・医療機関に児童相談所への通告元となってもらえるか
・児童相談所と当該児童や保護者との相談・援助関係は結べるか
・介入（職権一時保護など）の根拠となる情報（エピソードや医学的診断
など）がどこまで得られるか
・病院内での職権一時保護介入などについて、医療機関からどこまで
協力が得られるのか

児童相談所側の
不安・心配

4
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5

医療機関と児童相談所との間の
医療機関と児童相談所との間の
ギャップを埋めるために
職員個人の力量・

連係に向けた

スキルアップ

組織内
組織内体制の充実
体制の充実

医療分野にかかる
新たな仕組み
関係機関同士の
バックアップ

要保護児童対策地域
協議会の充実
6
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7

8
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機関連係成功の素
子子子子どもの最善のののの利益

・顔の見える関係（定期的な連絡会や会議を持つこと）
・互いの組織の役割・強みや限界を正しく理解していること
※互いに攻め合うのではなく、前向きに議論する
・援助方針に基づく関係機関相互の情報共有・役割分担と
自組織内の情報共有・役割分担が適切にできること
自組織内の情報共有・役割分担が適切にできること
・必要に応じて即応性のある協議やカンファレンス（個別ケース
検討会議）が持てること ⇒ 緊急度を意識できること
・責任の明確化と「のりしろ型」の連携
※子どもの最善の利益のために何ができるかを考える

9

≪資料出典≫
•

要保護児童対策地域協議会のイメージ図（厚生労働省ホームページ）

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/dl/120502_08.pdf
• 児童虐待防止医療ネットワーク事業推進の手引きの概要（厚生労働省ホームページ）
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-KoyoukintoujidoukateikyokuSoumuka/0000042537.pdf
•
児童虐待防止医療ネットワーク事業推進の手引き（厚生労働省ホームページ）
Http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-KoyoukintoujidoukateikyokuSoumuka/0000042537.pdf

10
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梅澤 直美氏 資料

川崎市児童相談所の保健師配置

医療機関との連携について
（保健師の立場から）

〇平成１８年から保健師１名配置
〇平成２３年、児童相談所が市内２か所から
３か所となる
（こども家庭センター・中部児相・北部児相）
〇平成25年、各児相に保健師１名配置
〇各児童相談所に保健師が配置されるように
なってから３年目であり、児童相談所経験
のない保健師が多い

川崎市川崎区保健福祉センター
児童家庭課 梅澤直美
1

児童相談所における保健師業務

2

医療機関から児童相談所への通告

〇保健・医療面に関するアセスメント及び相談、
保健指導
〇虐待・虐待が疑われるケースへのアセスメント
及び相談・保健指導
〇一時保護所・児童養護施設入所中の児童への
保健指導
〇医療機関関連に関すること
〇家族支援・家族再統合に関すること

緊急度・重症度が高く時間のゆとりがない
子どもの生命の危機に係る
継続的な治療の必要性がある
身体状況と親の証言が一致しない

病院からの情報や関係機関の調査内容など
限られた情報をもとに早急な判断と介入を行う
3

児童家庭課における保健師業務

4

川崎区の特徴

〇妊婦、０歳～18歳までの児童及びその家族への
相談支援

児童相談所への虐待通告数が多い
若年母（１９歳以下）の出産が多い
生活保護受給者が多い
外国籍世帯・外国人登録数が多い

〇要支援家族の早期把握、虐待の早期発見及び
早期対応
〇子どもの健やかな発育発達と子育て支援
〇地域で子育てを支えあう体制づくりの推進

特定妊婦が多く、出産前からのフォローが必要
～医療機関との連携は必須である～

〇子ども子育てに関するニーズの把握
5
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平成26年度 児童相談所区別虐待通告数

若年母（19歳以下）出産数
40

38
35

35
30

H22

H23

H24

1212

1212
1010

H25

29

25
21

20

19

20

18

15

13
1111
1010

10

15

14

12
9

13

10

10
5 5

5

5

0
川崎区
※川崎市 市民・こども局こども本部児童家庭支援・虐待対策室

幸区

中原区

高津区

宮前区

多摩区

麻生区

※健康福祉年報

7

特定妊婦

8

医療機関と連携が必要な事例
〇飛び込み出産

産後の養育について出産前において支援
を行うことが特に必要と認められる妊婦
（児童福祉法第６条の３第５項）

〇自宅分娩
〇望まない妊娠・児への愛着がない
〇妊娠２０週以降の母子手帳交付

妊娠期から医療機関（出産病院等）との連携
が必要である
適宜個別支援会議を行い、｢誰が｣･｢どのよう
な時｣･｢どのような判断｣をし、｢どのような
リスクがあるか｣具体的に協議しておく

〇出産病院が決まってない
〇若年出産でサポート、養育面等に課題
〇乳幼児健診や予防接種を受けてない
〇児の体重増加不良・体重減少
9

妊娠期・周産期支援強化対策事業

10

母子保健活動を通して
乳幼児健診の診察・面接場面から
育児支援事業からの発見
家庭訪問からの発見
電話相談からの発見
相談窓口来所による発見

〇医療機関と保健福祉機関の機能連携・情報
共有を図り、妊娠期から子育て期に至る切れ
目ない支援を実現することを目的とする
〇医療機関は、支援が必要な妊産婦等を把握
した場合は、保健福祉機関へ継続支援を依頼
〇依頼を受けた保健福祉機関は、速やかに対応
し支援の結果報告を医療機関に行う

予防的支援・関係機関とのネットワークづくり
11

12
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母親に寄り添った支援

子育て支援

養育支援

母子保健
13
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安藏 慎氏 資料

Take home message

「子どもの虐待防止推進全国フォーラム in all かながわ」
第３分科会 「児童虐待対応における医療機関との円滑な連携について」

• 児童相談所への通告は、家族と医療者の信頼関
係を崩壊させてしまうことがある

川崎市立川崎病院における
児童虐待対応体制の問題
ー児童相談所との情報共有をいつどのように
行ったらよいかー
川崎市立川崎病院小児科
安藏 慎

平成２７年１１月８日（日） 横浜社会福祉センター 10:00～12:00

1

2

川崎病院における児童虐待対応
の流れ（平日用）

本日の構成
• 川崎市立川崎病院の児童虐待対応体制の紹介
• 事例紹介
• 権威ある機関が発行したチェックリストの必要性

緊急時

発見者（担当医、看護師、事務）

チェックリスト

緊急時

医療相談員
（警察OB)

部門管理者
医療相談室（MSW）に連絡
院内外
の関係
機関

緊急時

治療
児童虐待対策検討委員会
支援

通告
庶務課長

病院三役

警察

児童相談所

3

川崎病院における児童虐待対応
の流れ（夜間・休日用）

事例紹介
生後4ヶ月男子

発見者（担当医、看護師、事務）

• 受診理由
右下肢を動かさず、激しく泣いている

チェックリスト

虐待で
はない

小児科当（日）直、ER責任医、
夜勤師長、医療相談員（警察OB)

緊急時
警察

• 状況説明

庶務課長

虐待疑い

なるべく平日に外来受診を勧める

なるべく入院を勧める
１、患児の保護

帰宅

”患児は抱っこひもでお腹側に抱っこされており、母
が膝を地面についたときから児が泣くようになった”
（母からの情報）

平日に医療相談室
（MSW）へ連絡

入院

２、委員会開催までの時間稼ぎ

4

児童虐待対策検討委員会

5

6
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患児の受診までの経歴

右大腿骨骨幹部骨折

• 在胎３９週２日、経膣頭位分娩
• 血族婚なし
• 両親、２歳７ヶ月の兄、本人の４人家族
• 家系内に易骨折性（－）、難聴（－）
• 健診は受診、清潔な身なり

7

8

2か月前にも骨折していた？

入院後経過

生後２ヶ月 左上腕骨骨幹部骨折（の疑い）
「左上肢を動かさない」
• “入浴中に母から祖母に児を受け渡す際に、児の左上
肢が伸展されて『ボキッ』と音がした”（祖母）
• “受け渡しの際に音は聞こえなかった”（母）
• 近医（整形外科）で“肘内障” 整復うけた
• 他院（整形外科）でＸ線写真上骨折所見はなかったが
シーネ固定
• ２週間後のＸ線写真上骨膜反応が認められ、骨折して
いたと推定（児童相談所への通告なし）

• 受傷機転の説明と骨折の所見が合わない？
• 生後４ヶ月にして２回の大きな骨折→易骨折性？
• 骨形成不全症の可能性を考慮に入れながら、
慎重に経過観察
• 牽引治療中、新たな骨折のエピソードなし

9

10

虐待対策委員会での審議

退院後経過

• 整形外科的に親の説明と骨折の症状が矛盾する

• 退院と当時に児童相談所の職員が緊急一時保護
• 頭蓋骨にWormian bone所見あり（高次医療機関）

• 易骨折性がある可能性は否定できないにしても、
入院中通常のケアを行って新たに骨折することは
なかったので、何らかの通常のケア以上の外力が
及んだ可能性を考えざるを得ない

• 骨形成不全症の可能性あり（ご家族は“証明され
た”と話されていた）
• 生後８ヶ月時に“布団を積んで遊ばせていたら転
倒” 右大腿骨骨折で入院（→易骨折性？）

「虐待の疑いを否定できない」
通告
11
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「虐待を疑ったことを謝罪しろ！」

問題点

• 「親切そうな対応をしていたが、陰では自分たちの
ことを疑っていたのかと思うと腹が立つ。」
• 「近所の整形外科の先生は、『子どもは原因が分
からずに骨折していることがある』と言っていた。こ
んどのことを相談したら、 『それはひどい対応だ』
と言っていた。
• 「最初から疑っていたのなら、早く言ってくれればよ
かった。入院治療中ならば、児童相談所に連れ去
られることなく身辺調査などできただろう。」
• 「先生は通告して連れ去られるのを知ってたんで
しょ？」

• 医療従事者も含めて、児童虐待に対する日本国
民の認識不足
• 医療者が家族を疑う → 医療者は「敵」
• 児童相談所との情報共有のタイミングが遅かった
→ 早期に、ある意味「機械的に」情報共有すること
を家族に伝える必要性

家族との信頼関係は完全に崩壊
13

「権威ある機関」発行の
虐待チェックリストの必要性

14

Take home message

• 判定基準の統一、虐待の見逃し防止
• 発見者が家族から逆恨みされることの防止
• 家族の「味方」として診療行為を進められる

• 児童相談所への通告は、家族と医療者の信頼関
係を崩壊させてしまうことがある

• 「誰がこんなものを作ったんだ。これを作ったやつ
はおかしい。」→家族に児童虐待への認識を変え
てもらうためには「権威」の力が必要

15

16
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向井 敏二氏 資料

子どもの虐待防止推進全国フォーラムin all かながわ 第3分科会

児童虐待対応における
医療機関との円滑な連携について
－ 病院および法医学の立場から －
聖マリアンナ医科大学法医学教授
（附属病院MCAP委員長）
向井敏二
Department of Legal Medicine, St. Marianna University School of Medicine
1

臨床系医学会における対応
1. Caffey(1946)、Kempe(1962)らの報告
→ 欧米で虐待に対する意識向上
2. 本邦：CT普及 → 救急・脳外科領域中心に意識向上
3. 児童虐待防止法制定(平成12年)
SIDS、SBS、MSBPに注目 → 虐待死の鑑別の重要性
4. 臓器移植法改正(平成22年) → 虐待への院内体制整備
5. 犯罪死見逃し防止(警察庁)、児童死亡例の死因究明
に資する死後画像診断の推奨 (厚労省･日本医師会)
2
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児相への通告元の推移
（厚労省第1～第9次調査）

3

院内虐待防止委員会（MCAP）
設置目的
虐待か否かの鑑別は困難なものが多い
医療スタッフによる診療中の《診断・通告》困難
医療機関への受診は
《虐待発覚の絶好のチャンス》
医療スタッフ一人に診断・通告の責任を負わせない
MCAP委員会を中心に

《病院の総力で診断》
《病院の責任で通報》
4
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warning付箋
《緊急連絡先》
氏

名

所

属

携帯電話番号

委員長

向井 敏二

法医学

090-7714-5196

副委員長

小板橋 靖

小児科

090-6016-1818

副委員長

平 泰彦

救命救急センター

090-7173-4301

定例会議（１回/2月）と緊急会議
5

【MCAP取扱件数（
MCAP取扱件数（339
取扱件数（339件）
339件）】
件）】

（件）
80

NCU その他
精神
(２)
(１)
(３)

高齢者虐待（17）

特定妊婦（34）

小児
(３５)

形成
(７)

児童虐待（258）
40

小児外
(１１)

患児訴え・
親の言動・外傷(１)
患児訴え
・外傷(３)
患児訴え・
親の言動(５)

脳外
(１５)

20

【主たる診療科】
主たる診療科】
0

42名
45名

整形
(１３)

ＤＶ（30）
60

多科診療
単科診療

児相依頼
(９) 外傷･

育児意欲・能力
愛情欠如 (１２)

～6Ｍ
(９)

親の言動
(９)

(１)
義父母
(５)

～1Ｍ
(１７)
～2Ｗ
(８)

外来のみ
(２５)

その他
(３)

不明
(１３)

義父等
(４)

【診療形態(
診療形態(入院期間)
入院期間)】

両親
(１７)
父疑
(４)

養育者の
心身障害
(２６)

実母
(２６)

実父
(１８)

【虐待加害者】
虐待加害者】

母疑
(１)

児の障害
(３４)

親の言動
(１２)

【虐待が疑われた根拠】
虐待が疑われた根拠】

粗暴な
養育者
(２２)

心理
(３) 性(１)

片親家族
(１９)

1Ｗ以内
(２４)

外傷
(３１)

患児訴え
(７)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25（年度）

～1Ｙ 1Ｙ～
(３) (１)

その他
(１０)

身体・心理
・性(２)
身体・心理
・ネグ（2）

【虐待発生の背景】
虐待発生の背景】

ネグ
(８)

身体・
心理(９)

身体
(４４)

身体・ネグ
(１８)

【虐待の種別】
虐待の種別】
6
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病院から児相への意見・要望
1. 「通告」と「相談･情報提供」の対応格差が顕著。臨機応変な対応を。
2. 緊急度認識に格差あり。通告した場合の一方的な対応に困惑。
3. 児相担当者ごとの力量差、各児相の対応格差が顕著。
4. 一時保護委託機関として入院が長期化。迅速な対応を希望。
5. 多機関連携時には児相に中心的役割を担って欲しい。
6. 機関間での情報共有時、個人情報保護への懸念がもたれる。
7. 在宅妊婦の外来受診等に関する事前調整等の必要性。
8. 年々増加する虐待事例に対し、児相は病院と緊密な連携の下に適切
な対応をして頂いている。病院は通告と患者対応のみだが、家庭へ
の対応は児相に頼らざるを得ない。対応の充実には児相職員の増加
等による体制強化の必要性を感じる（医療安全管理室）。
9. 子に対する愛情・愛着表現が出来ない親、子に対する接し方に戸惑
う親が増加している。「子育ての楽しさ」「子と伴に成長する」と
いった親教育の大切さを感じることが多い。
7

警察における死体取扱い（解剖）の流れ
（刑事訴訟法）

死体覚知（約17万体）

（死因・身元調査法）

犯罪死体

変死体

非犯罪死体

500体

2万体

15万体

死体発見時の調査
検証･見分

検

視

検査
(Ai/薬物)

身元解明
（DNA）

承諾解剖 行政解剖
司法解剖 約1,500体 約6,500体

新法解剖

8,356体

約1500体

（死体解剖保存法）

遺族等への遺体引き渡し（解剖率は1割強）
8
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虐待死数に関する
データの相違
（厚労省・法医学会）

虐待死児童の年齢分布

（％）
40

厚労省 （H15-20 ｎ:495）
法医学会（H2-11 ｎ:459）

30

20

法医学会：嬰児死体を含まない
厚労省：全例が抽出出来ていない

10

0
0

（件）

虐待死数（495例）年次推移
（厚労省第1～9次調査）

80

不明
女性

60

男性

1

2

3

4

5

6 7
（年齢）

8

9 10歳 その他
以上 不明

0歳児死亡の月齢分布
（厚労省･法医学会データの比較）

（％）
40

30

40

20

20

10

0

厚労省
法医学会

0
15

16

17

18

19

20

21

22

23
（年度）

0日 0月

2月

4月

6月

8月

10月 不明

9

【法医学教室医師による創傷診断】

ヒモによる縛り痕

爪による掴み痕

棒による殴打痕

歯牙による咬み痕

ライターによる熱傷

タバコによる熱傷
10
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【法医学者に求められる役割】
1.

院内・地域における虐待の早期発見・通告
・創傷診断における「法医学者の眼」の有用性
・臨床チームとは別立場から親への対応
・各種行政機関・地域医療機関との連携構築

2.

的確な医学的診断と文書作成・交付

3.

虐待死検証作業への協力・参画

【警察介入の必要性】
1.

児相（虐防法）は虐待家族への福祉的支援が大前提

2.

一時保護・施設入所・立入調査・出頭要求・臨検/捜索等
福祉機関は親子分離に繋がる強権行使に慎重・消極的対応

3.

警察による刑事予防的観点からの対応が必要
→
→

4.

（例：DV・ストーカー防止法）
刑事は可罰目的でなく予防的観点で初期介入
福祉は本来の機能である家族支援主体の介入

警察介入により加害者である親自身の反省・悔悟が重要
→

これこそが家族の再統合への第一歩
11

医療人に求められる姿勢
１．虐待事実の早期発見・通告
１）常に虐待を疑う姿勢で対処する。
２）確信なくとも疑ったら立ち止まる。
３）深刻化を防ぐため通告に躊躇しない。
４）個人に責任を負わせず病院で対応する。
２．日頃からの関係機関との連携確立・維持
１）守秘義務・個人情報保護を言い訳にしない。
２）一機関のみで抱えず関係機関と連携する。

自らの良心に従い、ヒトの命を最優先に
12
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佐藤 明弘氏 資料
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Yokohama Medical Network of Protection for Maltreatmented Children
Company

本日の内容

Logo

1) 横浜市について

子どもの虐待防止推進全国フォーラム in all かながわ 第３分科会

2) 横浜市の医療体制

横浜市児童虐待防止医療ネットワークの取り組み

3) 横浜市児童虐待防止医療ネットワーク

横浜市児童虐待防止医療ネットワーク 当番世話人
〇 佐藤明弘 （横浜市立市民病院小児科）

2015.11. 8
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Take Home Messages

全国児童相談所 児童虐待相談対応件数
80000

○ 児童虐待に対応していく上で
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横浜市内 児童虐待の現状
1000

500

身体的虐待
性的虐待

児童相談所
対応件数
1103

24
12
98
116
0

ネグレクト
心理的虐待

H10

1972

1869
151
21

横浜市 児童虐待新規把握経路（H20年度）
2344

2000

保育所・幼
稚園
6%

353
16
205

265

133
17
174

246

302

355

216
H14

H18

H22

110
8
216

H24

民生・児童
委員
1%

学校
18%

1000

その他
5%
児童相談所
14%
家族
9%
近隣
10%

医療機関
5%

0
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平成24年度

平成23年度

平成22年度

平成21年度

平成20年度

平成18年度

平成17年度

平成16年度

平成15年度

平成13年度

平成12年度

平成8年度

平成7年度

平成6年度

平成5年度

平成4年度

平成3年度

平成2年度

0

平成11年度

6932

1611

平成9年度

10000

平成10年度

・ 医療は社会の一員として貢献していく責務がある

平成14年度

・ 標準化された医療連携が重要である

平成19年度

・ 垣根のない強固な協力体制が必要である

福祉保健セ
ンター
15%

警察
17%
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横浜市





神奈川県東部に位置する県内最大の政令指定都市
人口約３７１万人 約１５８万世帯
１５歳未満人口 約４７万人 （全体の１２．８％）
１８行政区で構成

7

8
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横浜市 保健医療圏
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横浜市 人口分布

１８行政区を３つの保健医療圏に分け、
地域保健医療施策を整備
１８行政区を
４つの児童相談所が管轄

人口

北部児童相談所

西部児童相談所

15歳未満人口

北部 156万

21.2万(13.6%)

西部 92万

13.9万(15.2%)

南部 105万

12.2万(11.6%)

川崎 146万

18.9万(12.9%)

中央児童相談所
南部児童相談所

9
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横浜市小児救急体制
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横浜市小児救急拠点病院
小児科医を集約化し，24時間体制で小児救急医療を
提供することを目的とする （2007年～）

３次施設

（大学病院 こども医療センター）

・済生会横浜市東部病院
・済生会横浜市南部病院

小児救急拠点病院 ７施設

・昭和大学横浜市北部病院
・横浜労災病院

２次施設

・国立病院機構横浜医療センター

（小児救急拠点病院以外）

・横浜市立みなと赤十字病院
・横浜市立市民病院

１次 診療所 夜間急患センター など
11

12
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【3次】
A. 横浜市立大学附属病院
B. 横浜市立大学附属市民総合医療センター
C. 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
D. 神奈川県立こども医療センター
【２次】
＜北部＞
E. 昭和大学横浜市北部病院
F. 横浜労災病院
G. 済生会横浜市東部病院
＜西部＞
H. 国立病院機構横浜医療センター
I. 横浜市立市民病院
＜南部＞
J. 済生会横浜市南部病院
K. 横浜市立みなと赤十字病院

E
C

G

F

 ２４時間体制で救急車を受け入れ

救急体制確立

 常勤として１１人以上の小児科医

集約化

 満床時のスムースな転院
 得意分野の患者の連携

I

感染・心疾患・消化器・アレルギーなど

B K
D
H
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横浜市小児救急拠点病院

横浜市小児救急拠点病院／３次施設

拠点病院間の
連携

 拠点病院若手医師に対する勉強会

J
A

病院・大学医局の垣根をなくした協力体制を構築
13
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横浜市児童虐待防止医療ネットワーク
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横浜市児童虐待防止医療ネットワーク

「児童虐待に対しても拠点病院で協力していきましょう」

 小児救急拠点病院 ３次施設（大学病院３施設

こども医療センター）

小児科医・精神科医・看護師・医療ソーシャルワーカー など

 児童相談所
 横浜市青少年局こども家庭課

病院・大学医局の垣根をなくした協力体制を構築
15
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横浜市児童虐待防止医療ネットワーク
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全員参加のネットワーク作り

 H２５年に発足
 年３回の定例会を実施（同時にMSW中心の情報交換会も開催）

児童虐待に対して、
すべての拠点病院が協力していくことが重要

 各医療機関の現状把握

 １１施設ならびに児童相談所から世話人

 知識の共有

 １年ごとに当番世話人を選出
→ 偏りのないネットワークの運営をしていく

 事例検討

病院・大学医局の垣根を越えた、全員参加のネットワーク作りを実践
病院・大学医局の垣根を越えた、全員参加のネットワーク作り
児童虐待に対する社会貢献を医療として行っていく
児童虐待に対する社会貢献

 現状の問題点を確認
 共通した対応・・・標準化
17
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各医療機関の現状把握
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各医療機関の現状把握
各施設の調査の検証

 院内CPT (Child Protection Team) 体制・活動状況の確認
 各診療科、コメディカルへの周知の状況

【市内虐待対応状況の分析】

 対応件数の把握

「2歳未満の頭蓋内出血症例に対する対応」 → 学会報告
「１歳未満の大腿骨骨折に対する対応」

院内体制の構築・確認
地域の医療ネットワークの構築
19
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知識の共有
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事例検討

 山田内科胃腸科クリニック 山田 不二子 先生の監修

○ 各施設で対応し苦慮したケースを、

 ネットワークメンバーの勉強会

医療・児童相談所双方の観点から検証

群馬県済生会前橋病院

溝口 史剛 先生

国保旭中央病院

仙田 昌義 先生

横浜市中央児童相談所

金井 剛

 一時保護にとまどう家族の姿から考えるチーム連携のあり方
 事故と虐待の判断に苦慮した頭部外傷の事例
 性虐待により心的外傷後ストレス障害を発症した１１歳女児の一例
など

先生

21
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ネットワークの問題点
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横浜市要保護児童対策地域協議会への参画

【１年経過した時点で明らかになった問題点】
○ 横浜市要保護児童対策地域協議会の傘下へ

 社会との連携
 事例検討の際の情報の秘匿の問題



医療以外、教育・こども支援施設などとの連携の模索

 小児科以外の診療科への周知の必要性



情報の秘匿化・共有の問題の解消



総合病院での状況の報告

 診療所との連携・協力体制の必要性
 病院・児童相談所との連携強化

各施設の意識の向上

 発見するためのスクリーニングの状況・対応の相違
さらなるシステム構築が必要



盤石とした基盤作りを実施



社会とのつながりをもった貢献 社会とともに児童虐待

に向き合う
23
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公開研修会

横浜市要保護児童対策地域協議会
横浜市要保護児童対策地域協議会
市 域

横浜市子育てSOS連絡会
連絡会
横浜市子育て

横浜市児童虐待防止医療ネットワーク
医療機関

各区 児童虐待防止連絡会

区 域

幼稚園

民生・児童委員

保育所

児童相談所

区福祉センター

在宅支援担当

連 携

主任児童委員
児童福祉施設

調整機関
横浜市
（18区）

地域子育て支援拠点

民間団体

北九州市立八幡病院 市川 光太郎 先生
（日本こども虐待医学会 会長）

学校
警察

拠点病院・医師会・歯科医師会・精神科医会・
産婦人科医会・日本小児科学会神奈川地方会
などに周知

その他の関係機関

個別ケース検討会議

多機関連携体制構築

多職種連携体制構築

参加人数 172人 （医療機関 125人、行政 47人）
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医療機関での児童虐待の気づき
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アセスメントシート

●院内で統一したスクリーニング体制を取っている施設
・・・３施設

当日供覧

「小児科以外の診療科、コメディカルに協力を得るために
ある程度統一したスクリーニングシートが欲しい」

 アセスメントシート作成・・・小児救急看護認定看護師が作成

多職種連携体制構築
使用開始してまだ間もない。問題点を今後検討していく予定
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本年度のネットワークの活動

児童虐待防止医療ネットワーク事業

● 規約を策定し、勉強会としての集まりではなく社会貢献する
ネットワーク作りをしていく。
● ネットワークに部会を設置しより広い視野で活動していく。
現段階では、 標準化部会
アセスメントツール部会
連携推進部会
調査研究部会
MSW連絡部会 （全て仮称） などを予定
厚生労働省
HPより
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● 公開研修会の定例化を検討
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＜今後の課題＞
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医療機関向け虐待対応プログラム BEAMS

○ 標準化の推進
 拠点病院間での対応の差異をなくすシステム・標準化
 病院のみならず、児童相談所との連携でも標準化をはかる

 データの収集・分析
 専門性の高い人材の育成
医療機関向け虐待対応プログラム(BEAMS)受講など
BEAMS ホームページより抜粋
http://beams.childfirst.or.jp/index.html

 対応ツール アセスメントシート作成など
 医療と児童相談所など、風通しのよい連携
 性虐待への対応
など
31
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性虐待の対応
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性虐待の対応

被害児は、問診されるたびにフラッシュバックにあい、
さらなる被害にあう・・・二次被害

被害児は、問診されるたびにフラッシュバックにあい、
マジックミラー
さらなる被害にあう・・・二次被害
欧米では

看護師

MSW

医師

医師

児童相談所
司法面接士
警察

看護師
児童
相談所

被害児

被害児
検察

警察

法廷

検察

弁護士

弁護士
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性虐待への取り組み
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＜今後の課題＞
○ 医療の連携の底上げ ・・・ 医療ネットワークの拡充

○ 性虐待診察の標準化の試み

１・２次施設への周知・患者対応に関する相談、

 児童相談所が実施

診療所で対応困難例の拠点病院への転送、

 性虐待疑いの児童の診察を一元化する

診療所レベルのスクリーニングツールの作成 など
３次施設 （大学病院 こども医療センター）

性虐待被害児の診察トレーニング （山田不二子先生による）を
受講した医師が診察を実施

小児救急拠点病院 ７施設
２次施設（小児救急拠点病院以外）

 診察ポイント、検査内容、記録方法などの標準化
 被害児童への再体験を最小限に留める

１次 診療所 夜間急患センター など

35

36

83

第３分科会

Company Hospital
Logo
Citizenʼs
Yokohama Medical Network ofYokohama
ProtectionMunicipal
for Maltreatmented
Children

＜今後の課題＞
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最後に・・・

○ 社会との連携について
「社会との連携で、被虐待児・虐待者双方への

 横浜市で医療のネットワークを立ち上げてから２年

社会的支援を医療がどのように対応していくか」

 ネットワークの基礎としての協力体制は小児救急で培われていた。
 今後、医療としても、社会としても、さらなる連携を模索して



精神科での対応

： 親子関係、発達障害など



産科での育児相談

： 周産期うつ、若年妊娠、シングルマザーなど



不登校児の中に潜む虐待症例への対応 など

いきたいと考えている

社会と連携するべき患者・家族をいかに救っていくか
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Take Home Messages
○ 児童虐待に対応していく上で
・ 垣根のない強固な協力体制が必要である
・ 標準化された医療連携が重要である
・ 医療は社会の一員として貢献していく責務がある
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第４分 科 会
高年齢児童への自立支援

～虐待の連鎖を断つために～
主担当
概

相模原市

会

場

横浜市社会福祉センター

要

高年齢児童の支援にあたり、里親宅での措置延長、就職支援センター、自立援助ホームとの
連携等を紹介しながら、真の自立について考える。
●

コーディネーター

鳥谷 明氏

●

パネリスト

髙橋 温氏

鈴木 寛子氏

久保田 啓仁氏

コーディネーター プロフィール

鳥谷 明（とりたに あきら）氏
相模原市児童相談所長
略歴
昭和57年

神奈川県に福祉職として入職

昭和57年

知的障害者施設津久井やまゆり園配属

平成 ９年

相模原児童相談所配属（児童福祉司）

平成14年

津久井保健福祉事務所配属（生活保護ＣＷ）

平成17年

中央児童相談所配属（支援班ＳＶ・支援班長）

平成21年

県北地域児童相談所配属（支援班長）

平成22年

神奈川県職員の身分のまま、相模原市に派遣、児童相談所副所長

平成24年

神奈川県退職

平成25年

相模原市児童相談所長

相模原市入職

引き続き児童相談所副所長
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パネリスト プロフィール

髙橋 温（たかはし あつし）氏
日本弁護士連合会子どもの権利委員会

幹事

神奈川県児童福祉審議会委員
神奈川県子ども人権審査委員会委員
相模原市社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童相談所措置部会委員
特定非営利活動法人チャイルドファーストジャパン理事
特定非営利活動法人かながわ子ども虐待ネグレクト専門家協会理事
特定非営利活動法人子どもセンターてんぽ理事・事務局長
公益財団法未来のつばさ財団
神奈川県立相模向陽館高等学校

評議員
学校評議員

略歴
平成 ５年３月

専修大学法学部

卒業

平成 ７年４月～

弁護士登録（横浜弁護士会）

平成11年４月～

新横浜法律事務所を開設

著書等
（編著）
平成24年

子どもの虐待防止・法的実務マニュアル第５版（明石書店

平成21年

子どもシェルターの挑戦（明石書店

共著）

共著）

パネリスト プロフィール

鈴木 寛子（すずき ひろこ）氏
さがみの里親会

副会長

相模原市里親相談員
相模原市養育里親
略歴
昭和49年

あいの家母子寮で児童指導員として勤務

昭和53年

ありんこ共同保育所開設（専従保母）

昭和63年

学童保育わんぱくクラブ開設

平成 ２年

神奈川県の養育里親として認定登録
里親相談員

平成22年

相模原市の養育里親として認定登録
里親相談員

さがみの里親会副会長

これまで30人の子ども達を養育、現在も３人の子どもを養育中
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パネリスト プロフィール

久保田 啓仁（くぼた ひろみ）氏
相模原市就職支援センター長
母子家庭等就業・自立支援センター相談員
NPO法人ナレッジ・リンク理事長
相模原市社会福祉協議会評議員

他

略歴
平成 6年

動物病院勤務（AHT）

平成 9年

IT企業勤務（PG・SE）

平成12年

テンプスタッフ株式会社

横浜オフィス官公庁営業チーム勤務

（コーディネーター・インストラクター・営業・企画・プロジェクトリーダー・講師他）
平成17年

相模原市就職支援センター開設
・相模原市無料職業紹介事業管理運営業務他
対象者：若者（ニート、引きこもり、フリーター、発達障害）、母子家庭等、
生活保護、女性、中高年、高齢者、障害者）
・相模原市保育士人材確保推進事業

平成19年

NPO法人ナレッジ・リンク設立
・生活困窮者自立促進支援事業と生活保護就労体験・社会参加等支援事業の内、
居場所等の発掘、支援プログラムの開発、関係機関との連携体制の構築
・はやぶさの故郷さがみはら商品券販売業務他
・生活困窮者自立支援法に基づく、認定訓練事業所

▲ 相模原市

はやぶさ２（画像提供：池下章裕）
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髙橋 温氏 資料

第４分科会「高年齢児童への自立支援～虐待の連鎖を断つために～」
２０１５年１１月８日
新横浜法律事務所 弁護士

高橋
髙

１ 子どもセンターてんぽの活動
（１）子どもシェルターてんぽ
① 対象年齢：中卒～２０歳未満
② 開所：２００７年４月
③ 定員：男女６名
④ 新規利用者数：累計８３人 ※Ｈ２７年度は９月末時点

⑤

年度

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

人数

１０

８

７

６

１０

９

１２ １２

９

退所先（開所～平成２６年度末の７４人について）

無断退所, 9
住所不定, 1

自立援助
ホーム, 15

元家庭,
6

病院, 3

アパート・寮
など, 14

その他施設,
11

児童福祉
施設・里
親, 7

親族等の別
家庭, 8

（２）居場所のない子どもの電話相談事業
① 対象年齢：限定なし
② 開設年月日：２００８年１０月
③ 開設時間：月・水・金の１３～１７時
④ 相談件数： ※Ｈ２７年度は８月末時点
年度
人数

88

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７
70

108

- 1 - 165
204

154

166

191

123

（３）自立援助ホームみずきの家
① 対象年齢：中卒～２０歳未満
② 開所：２０１０年６月
③ 定員：女子６名
④ 新規利用者数：累計２２人 ※Ｈ２７年度は９月末時点
年度

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

温
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人数

70

108

204

165

154

166

191

123

（３）自立援助ホームみずきの家
① 対象年齢：中卒～２０歳未満
② 開所：２０１０年６月
③ 定員：女子６名
④ 新規利用者数：累計２２人 ※Ｈ２７年度は９月末時点
年度

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

人数

６

３

３

６

２

２

２ シェルター立ち上げの理由
（１）法律上の課題
児童相談所の一時保護所は18歳未満が対象。18歳以上20歳未満は児童福祉
と親権の狭間になっている。この年齢をカバーする社会福祉資源が乏しい。
（２）少年事件などの少年の帰住先
少年が家に戻ることを親が拒否する等、帰る場所が無いことが理由で少年
院に送致される子どもがいる。
（３）児童相談所の一時保護所の課題
様々な年齢児童の共同生活では、思春期特有の課題を抱える高年齢児童の
処遇が容易ではない。保護所からの通学不可を理由に保護されない場合もあ
る。
３ 児童自立生活援助事業について
（１）自立援助ホームの歴史
１９５３年 神奈川県立「霞台青年寮」※１９７９閉鎖
１９５８年 のちの青少年福祉センター設立
１９７４年 都が補助金交付開始
１９８８年 国が自立援助事業に補助金交付
１９９７年 児童福祉法で制度化
２０１１年 児童福祉法改正で、措置費事業化＆対象年齢拡大
（２）児童自立生活援助事業＝義務教育終了～２０歳未満の子どもに対して、共
同生活を営むべき住居において、
① 日常生活の援助
② 生活指導
③ 就業の支援
④ 元利用者に対する相談その他の援助
を行う事業（児童福祉法６条の３）。
- 2 -

４

自立援助ホームとシェルターの違い
シェルター

自立援助ホーム

制度

児童自立生活援助事業

児童自立生活援助事業

対象年齢

中学卒業～20歳未満

中学卒業～20歳未満

滞在期間

２か月程度

半年～１年程度

滞在中の主な活動

退所先を決める（原則在所

働いて自立資金を貯める
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を行う事業（児童福祉法６条の３）。
４

自立援助ホームとシェルターの違い
シェルター

自立援助ホーム

制度

児童自立生活援助事業

児童自立生活援助事業

対象年齢

中学卒業～20歳未満

中学卒業～20歳未満

滞在期間

２か月程度

半年～１年程度

滞在中の主な活動

退所先を決める（原則在所
働いて自立資金を貯める
＆外出時は同行必要）。
（日中不在）。

親権者の態度

緊張状態が続いている。

同意または放置。

場所の秘匿

近所にも秘密。

地域と連携。

５ どんな支援をしてきたか
（１）シェルター
① 日常生活での支援：安全な居場所と個室の提供、温かいご飯の提供など。
② 心身の回復：入所までの振り返り、受診同行など。
③ 親との交渉：本人の荷物引き取り、携帯電話等の名義変更、金銭援助の交
渉など。
④ 退所先確保：意思決定支援、関係機関との連絡・調整など。
⑤ 退所準備：身分証明の取得や預金口座の開設の支援など。
⑥ 退所後の支援：追いかけはしないが求めに応じて相談にのる。
（２）自立援助ホーム
① 日常生活の援助：安全な居場所と個室の提供、温かいご飯の提供、掃除・
洗濯の援助など。
② 生活指導：日々の行動に関するアドバイス、金銭管理の支援など。
③ 就労支援：意思決定支援、就職活動の支援、就職先との連絡など。
④ 退所準備：退所先探しの援助、賃貸借契約締結の援助、必要な物品の購入
の支援など。
⑤ 退所後の支援：日常生活の相談、進路選択の相談など。

90

６ 支援にあたって大切にしていること
（１）子ども自身の選択を尊重
子どもは大人の支援の客体ではなく、子ども自身の人生の主体であること
を忘れない。
- 3 自己決定権、意見表明権の尊重。
（２）関係機関との連携・協力
社会資源の圧倒的な欠如をカバーするには、縦割りを超えた連携・協力が
不可欠。
（３）子どもが望む限り見捨てない
これから自立していく子どもが、大人と一緒にやっていくか、それとも大
人社会を見限って生きていくのかの岐路における支援であることから、子ど
もに選ばれる社会を作っていく必要がある。

第４分科会

子どもは大人の支援の客体ではなく、子ども自身の人生の主体であること
を忘れない。
自己決定権、意見表明権の尊重。
（２）関係機関との連携・協力
社会資源の圧倒的な欠如をカバーするには、縦割りを超えた連携・協力が
不可欠。
（３）子どもが望む限り見捨てない
これから自立していく子どもが、大人と一緒にやっていくか、それとも大
人社会を見限って生きていくのかの岐路における支援であることから、子ど
もに選ばれる社会を作っていく必要がある。
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鈴木 寛子氏 資料

自己紹介
 養育里親（平成２年神奈川県の里親として認定登録）
 これまで３０人の子ども達を養育

高年齢児童への自立支援

 現在、高校２年女児、中学２年男児、小学６年女児を委
託養育中
 養子縁組した２１歳男性（乳児院から里親委託）
 実子4人（それぞれ独立、里親活動を応援）
 さがみの里親会副会長
 相模原市里親相談員

～虐待の連鎖を断つために～
虐待の連鎖を断つために
里親の立場から
相模原市さがみの里親会 鈴木寛子
27 11 8 子ども虐待防止推進全国フォーラムインオール神奈川
子ども虐待防止推進全国
ラムイ オ ル神奈川
27.11.8.

1

2

平成２７年度さがみの里親会の取組

本日紹介する事例

さがみの里親会
家庭養育支援
センター

連携・協働

事例概要
 里親委託を措置延長し、大学に進学した男児
里親委託を措置延長し 大学に進学した男児
 １５歳の時に里親委託（現在は大学３年生）
 委託理由：自立支援、父子関係調整・再構築

児童相談所

こども青少年課

 里親委託を積極的に受け入れます
里親委託を積極的に受け入れます。
 平成２７年度末、里親委託率２０％を目指します。
 里親制度の普及啓発、登録者拡大のため、より充実した里親
里親制度の普及啓発 登録者拡大のため より充実した里親
講座、各区での里親体験談会を精力的に開催します。
 支部会、広報活動、研修会、交流会、レクリエーション等を積
支部会 広報活動 研修会 交流会 レクリエ シ ン等を積
極的に行い、里親同士の絆を深めていきます。
 さがみの里親会、家庭養育支援センター、こども青少年課、児
さがみの里親会 家庭養育支援センタ
こども青少年課 児
童相談所が連携、協働して、里親業務を積極的に取組ます。

 背景：母親との死別、喪失感、家庭内暴力、強引
な連れ去り 暴力 恐怖 脱走
な連れ去り、暴力、恐怖、脱走、一時保護。
時保護
 本児の様子：家に帰る事を拒否、対人恐怖、視線
本児の様子：家に帰る事を拒否 対人恐怖 視線
を合わせず、対面して話ができず、心の傷。

3

支援経過①
支援経過①

支援経過②
支援経過②

 強引な連れ去り、暴力等により、家に帰ればまた
連れ戻されるのではないかと、そのことがトラウマ
となり、家に帰る事を頑なに拒否する。
となり 家に帰る事を頑なに拒否する

 一時保護所での生活が長くなったことから・・
 里父母との面会、外出、外泊を繰り返し、何か月後
に我が家に・・徐々に生活にも慣れ。
に我が家に 徐々に生活にも慣れ
 児童福祉司、児童心理司との継続した面接。
 １年遅れで高校受験、ある高校に合格、入学！
 本児のリズム、ペースでの高校生活。

家
事 決
説明
 家に戻さない事を決め、繰り返し本児に説明、安
心感が得られたことから、これからのことを一緒
に考えられるようになる。
に考えられるようになる
 一時保護所での安心安全な生活、職員との安定
時保護所で 安心安全な生活、職員と 安定
した、信頼関係に基づく交流等々。
 既に高校受験終了、今後の進路について検討。
既に高校受験終了 今後の進路に いて検討

 進捗状況確認のため、父親、里親、児童相談所で
進捗状況確認のため 父親 里親 児童相談所で
定期的な合同ミ ティング、徐 に父親と 交流も
定期的な合同ミーティング、徐々に父親との交流も
 我が家での生活にも慣れ、里母への甘えも。

5
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支援経過③

その他の高年齢委託児童

 高校３年になり、本児は大学受験を決意、塾へ。
高校 年 な 本児 大学受験 決
 塾での偏差値も伸び、大学進学もより現実的に。
 父親との交流、自宅への外出、外泊も。
 本児の成長により、父子関係も徐々に改善へ。
本児の成長により 父子関係も徐々に改善へ
 里親宅での措置延長を決定。
 心理系の大学を受験、見事複数合格！
 我が家から大学へ通学・・大学近くに下宿へ。
 「ただいま」と今でも我が家に！よき相談相手。
「ただいま」と今でも我が家に！よき相談相手

 母子葛藤で家庭内で暴れ、警察からの身柄付き
母子葛藤で家庭内で暴れ、警察から 身柄付き
通告で一時保護、その後里親委託となり、高校に
通学 何とか大学に合格した高校３年女児
通学、何とか大学に合格した高校３年女児。
 母親の精神疾患から適切な養育が受けられず、
一時保護、里親委託となった高校３年女児。卒業
後
後、一旦就労するも失敗、自立援助ホームを利
旦就労するも失敗 自立援助ホ ムを利
用しながら、実家のように帰宅していた女児。
 里親委託解除後、結婚、妊娠、身寄りがないため
我が家に里帰り出産した成人女性。
我が家に里帰り出産した成人女性

7

提案①
措置延長をより積極的に！

8

提案②
より多くの支援機関との連携！
就職も、進学もできない子どもがいます。
就職も
進学もできない子どもがいます
里親が１人で抱え込んでしまうことも
里親が１人で抱え込んでしまうことも・・
多くの里親が悩み、対応に苦慮しています。
多く 里親が悩み、対応に苦慮して ます。
児童相談所から次の支援機関へ
より多くの支援機関の紹介、連携を！
子どもを多くの機関に支えてもらうために。

１８歳で自立できる子どもは殆どいません。
措置延長が必要な子どもは、里親・児童養
護施設等での措置延長をより積極的に！
等
置
をよ
的 ！
進路の選択、希望や夢が広がります。
進路の選択 希望や夢が広がります
社会的自立をより確実にするために。
社会的自立をより確実にするために

9

10

提案③
委託解除後の再措置を！

提案④
経済的な支援の充実を！

18歳から２０歳までの再措置を認めていた
だきたい。制度上、１８歳以降措置解除する
と再措置ができません。支援を継続するに
は再措置するしかありません！
措置解除後は 里親 施設の善意で支援が
措置解除後は、里親、施設の善意で支援が
継続されています。
継続的な支援を確保するために。

進学のための経済的な支援をもっと、もっと
充実して下さい。
経済的な支援が得られないばかりに、進学
を断念している子ども達がたくさんいます。
を断念している子ども達がたくさんいます
虐待の連鎖を断つために、真の社会的自
虐待の連鎖を断つために
真の社会的自
立を実現するために、優秀な人材に投資す
ることはとても有効なことです。

11
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久保田 啓仁氏 資料

平成２７年１１月８日（日）

子どもの虐待防止推進全国フォーラム in all かながわ
第 4 分科会【相模原市】「高年齢児童への自立支援

～ 虐待の連鎖を断つために ～」
相模原市就職支援センター

久保田啓仁

１．相模原市就職支援センター設置から今に至る経緯
職業安定法改正に伴い(平成１６年３月)、自治体においても無料職業紹介事業が可能となりました。相模原市では厳
しい雇用情勢の改善を図るため、無料の職業紹介（相模原市就職支援センター・相模原市緑区橋本）を平成１７年７
月から相模原市環境経済局経済部雇用政策課の委託を受け、現在に至るまで 3 年ごとにプロポーザルを経てテンプス
タッフ㈱が継続して実施しております。さらに福祉から就労の発展を踏まえ、健康福祉局福祉部地域福祉課の委託を
受け、平成 24 年度から生活保護受給者就労体験・社会参加等支援事業、平成 25 年度下期から生活困窮者自立促進
支援事業を展開しております。

２．支援対象者
若年者(ニート・フリーター・発達障害・転職者など)、母子家庭等、女性、生活保護受給者、高年齢者、障害者等

３．ハローワークさんとの連携

アクションプランを踏まえ、ハローワークさんと相模原市就職支援センターは平成 24 年度から連携強化を図
り、支援対象者の状況により各機関の強みを活かした就労支援を展開しております。
４．高年齢児童の自立支援と連携
自立を目的に職業紹介を明確に希望している児童、生活環境や心理状態により就労準備に時間をかける必要が
ある児童など個々の状況は様々であり、児童相談所や児童養護施設、自立援助ホームなどの関係機関ときめ細か
な連携が必要です。
職業紹介では、企業と関係者の連携が欠かせないものとなっており、顔で繋がる支援によって継続的な支援体
制を構築する必要があります。相模原市就職支援センターにおいては、就業者と企業への就業後フォローは業務
の一つとなっています。
就労準備では、平成 27 年 4 月 1 日生活困窮者自立支援法が施行され、段階に応じた自立（日常生活自立・
社会生活自立・経済的自立）を見極めた上、就業を見据えた具体性のあるプログラム参加を促しながら、高年齢
児童の等身大で就業支援を展開します。
５．就労準備事業（福祉事務所に設置されている生活困窮者自立支援相談窓口との連携）
事業理念「福祉制度の枠組みを超えた、新たな就労支援の実践」として、関係機関ときめ細かな連携を元に、
段階的な自立のプロセスを職業紹介につなげていきます。
自

立

目

的

具体的な活動（伴走型）

人はそれぞれ、ある一定の生活リズムをもっており、そ

・連絡手段の確保

れが日常生活のサイクルになっています。この生活リズ

・カウンセリング、電話、自宅訪問

日常生活自立

ムが乱れると体力が落ち、病気がちになります。体力を

起床時間など約束を守ること

社会参加に必要な生

つけて病気になりにくい身体にするためにも、今の生活

・ボランティアセミナー

活習慣の形成や回復

リズムを再度見直し、基本的な生活習慣を身につけるこ

・ボランティア見学、参加

とが必要です。生活を整えることが第一歩となります。

・農業体験から日常農業作業

生活環境と生活習慣改善のためのアセスメントを作成。

・コミュニティ、セミナーの参加

1
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・他者と関わること（挨拶、自己紹介な

社会生活自立

地域や社会資源によるコミュニティ活動参加

ど基本的なコミュニケーション）

聞くことは、忘れる。見て聞くことは、記憶する。試み

・朝礼・終礼の経験

ることは、理解する。
「自分で試みる場」を意味し、主体

・喫茶店や商店街店舗のお手伝い

が自分であることを象徴的に表します。体験は、自らの

・イベント手伝いと参加

体験を「振り返り」
、そこから考え、気付きを得ることで

・就労体験センターにおける軽作業

「経験」となります。経験は自分の財産となり、成功し

・自己 PR となるような個別の

社会的なつながりの
重要性の認識・社会
参加能力の習得

活動を提案

た経験は自己肯定感を高めます。

・コミュニティ、セミナーの継続参加
就労意欲の喚起と就労に向けた基礎能力の形成のため

・住居の確保

に、多様な就労機会の提供を行い、必要な伴走を経て自

・技能訓練、在宅就業訓練

己 PR のテーマを集める活動を積み上げる段階です。

（清掃技能、パソコン技能、林業、介護

経済的自立

個々の課題と強みを客観的に整理していくことで、意欲

等）

就労に向けた技法や

喚起と職種提案につなげてまいります。社会資源の開発

・就労体験、訓練事業の併用

知識の取得

を含めた求人開拓と職業紹介を行います。職業紹介のた

・就労体験

めの職種と個別の求人開拓、応募書類、面接同行（面接

・就労支援

練習）
、就労体験、就業後フォロー等を組み合わせ、支援
対象者に沿った伴走型の就労支援を展開いたします。
※参考資料もご参照ください。

６．相模原市就職支援センター職業紹介の事例

関係機関
性別・年齢
支援期間

児童相談所・児童養護施設・相模原市就職支援センター
自立支援相談窓口・自立援助ホーム・市内企業
女性 18 歳
平成 25 年８月末初回面談、平成 26 年 1 月就労体験実施、平成 26 年 4 月正社員就業開始
以降は就業後フォロー

来所の経緯
頻度
育成歴
職歴

・事前に児童相談所児童福祉司より相談。
・初回面談：求職者と児童相談所児童福祉司、県内養護施設職員同行。
・高校のお休みと調整しながら、児童養護施設の職員同行で月１回程度の来所。
小学校低学年より県内の児童養護施設
2 年半、清掃アルバイトを継続
【求職者の主訴】
バイト先で正社員の声がけもあるが実家のある相模原市に戻りたい。事情があって実家には戻れ
ない。新卒で 4 月から正社員を目指し自立の準備をはじめたい。通学中の高校は県内にあっても、
就職相談で相模原市に頻繁に来所できる生活環境ではない。応募したい職種は具体的にあるわけ

支援概要

ではないが、人と関わるのが苦手なので就労体験のある工場か清掃かなと漠然に考えている。
緊張で目をそらしてしまう、友達が少ない、自分から話しかけない…性格です。
最近の出来事は、貯金したバイト代で教習所に通っている、卒業までには免許を取得したい。
【見立てと課題】
＜見立て＞物怖じしない楽観的な表情、友達が少ないというが学校は楽しいと話し、自分からは
話しかけないというが、同じ趣味をもつ友達を見つけ友達もバイトに誘う。人と関わることが苦
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手という自己評価と社会評価に良い意味でギャップがある。総体的に過小評価であるが、社会で
経験を積むことで向上意識もあり、他に継続力と計画性もあることから正社員への応募は十分に
可能。面接を想定しても、求職者のネガティブ発言は謙虚さとなり長所となる、さらに素直さか
らは職業能力の伸びしろが期待される見込みがあった。
＜応募職種の検討＞学校生活、学校内の就労体験、バイトなど経験したことを素直に受け入れる
性格であり、将来どのような生活（自立）を送りたいかを考えつつ、職種を検討していく。この
過程で自立支援相談窓口の就労準備事業を活用し、就労体験を実施することを提案。
＜住居＞相模原市内の自宅からは通勤できない事情があるため、市内の自立援助ホームの入居調
整と就労支援を並行して行う必要があった。この調整は児童福祉司さんにご対応を頂いた。
（事前に市就職支援センターと自立援助ホームにおいて、お互いの役割を認識できるよう、顔合
わせは行われていた。）
【課題達成までの経緯】
＜応募職種の検討＞
・次回の面談で具体的な提案ができるように、事前にワークシートを宿題としてメールのやりと
りを行った。ワークシートの作成にあたり、養護施設のきめ細かいご協力があった。
・求職者が興味をもった職種がある市内の就労体験候補企業に対し、個人情報を伏せたブライン
ドレジュメ（生活環境等も含む）を作成し、ご相談を開始。
企業は新卒採用の予定はないということから、就労体験後に求人を検討したいとのことだった。
・消防設備と IT の就労体験を終えたところで、求職者に就労体験のお礼と感想のお手紙を書くよ
うに提案し、体験で得てきた情報をご自身で整理できるように促した。
・2 社から求人を頂き求職者は IT 企業を選択した。求職者は技術を身に付け、自立した女性とな
るために IT 企業を選択。
＜住居＞セミナーや就労体験の時期にお試しで自立援助ホームに何度か宿泊し、就労体験先の細
かな地理的なご指導もあって、求職者は安心して就職活動ができていた。
市就職支援センターは企業へ立ち寄り、直接求職者に声がけ。SNS も活用する。職場には市就
就業後
フォロー

職支援センターからの他の紹介者もおり、良き先輩となっている。
企業は、高校卒業と同時に児童養護施設職員と関わり、就業が開始されてからは自立援助ホーム、
児童福祉司との顔合わせを行っている。

工夫した
こと

求職者の特性を見極めた上で、職業観を広げ自立心を高めるために、就労体験では社長にご対応
頂いた。

７．相模原市就職支援センターの取組姿勢
私どもの使命は、様々な課題を抱える方に対し地域のつながりを前提にした、人と生活、人と人、人と社会（お
仕事）をマッチングすることです。相模原市就職支援センターは関係機関や市民の皆様からのご協力を得ながら、
就職困難者の活動力を積み上げ、職業紹介（オーダーメイド求人開拓も活用）が可能となるまで底上げするノウハ
ウを蓄積して参りました。就職困難者がステップアップしていくために包括的な支援体制が必要です。これを達成
するために企業・親族・関係機関支援者・市就職支援センターで共通認識をもち、フォローを継続しながら長期就
業プランの実行支援を行うことで、自立支援に繋げています。
人材ビジネスの要である人との関わりを通じ、私どもに関わってくださる方々に感謝、陳謝し従事者に誠実な対
応を徹底いたします。この積み重ねが求職者とともに従事者が成長する機会であると認識し、これからも就労支援
に邁進いたします。

3
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参考資料

【生活困窮者自立支援制度】

【就労準備支援事業】

4
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第５分 科 会
児童相談所における
特別養子縁組への取組
主担当
概

横須賀市

会

場

横浜市社会福祉センター

要

虐待の連鎖を断って、パーマネンシーを保障し、あわせて家庭で育つ権利も実現する特別養
子縁組について考える場を提供する。

講演者 プロフィール

林 浩康（はやし ひろやす）氏
日本女子大学社会福祉学科教授
社会保障審議会児童部会委員、川崎市・東京都

児童福祉審議会委員

略歴
岡山県立大学保健福祉学科助手
北星学園大学社会福祉学部講師・助教授
東洋大学生活支援学科教授を経て現職
著書等
「社会的養護施策の動向と家族支援・自立支援」中央法規出版
「子ども虐待時代の新たな家族支援」明石書店
「社会的養護の近未来」明石書店
「ファミリーグループ・カンファレンス入門」明石書店
他
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●

講演者

林 浩康氏

●

司会

高場 利勝氏

第５分科会

司会 プロフィール

高場 利勝（たかば としかつ）氏
横須賀市児童相談所長
略歴
平成４年４月

横須賀市役所入庁

児童相談所児童福祉司
こども育成部こども青少年支援課長

等

◀ 横須賀市のキャラクター「スカリン」
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横須賀市 資料

取り組みに至る経過
特別養子縁組の推進に向けた
横須賀市の取り組み

横須賀市における背景・・・
①平成５年をピークに、人口と出生数の減少
②児童相談所への相談受付件数の増加
③一時保護の長期化
④施設への入所期間の長期化・再統合の難しさ
⑤特定の愛着関係を結ぶ困難さ

2015年
2015年11月
11月８日
横須賀市児童相談所

これから、
社会的養護についてどのような内容を計画していくのか？

1

社会的養護の推進に向けて
①施設の専門的ケアの充実

・・・学習支援等

②里親開拓と委託の推進

・・・家庭的養護等

2

特別養子縁組について
横須賀市では、
これまで積極的に取り組んでこなかった
しかし

選択肢のひとつとしての

特別養子縁組

＊18歳以降の子どもの自立の大変さ
＊特定の大人との愛着関係の構築の大切さ
＊できれば新生児期から親子で暮らせることが良い…
に着目

支援する上での課題は多い
3

4

事

SIBの仕組みを活用した特別養子縁組
SIBの仕組みを活用した特別養子縁組

例

ソーシャル ・ インパクト ・ ボンド

ＳＩＢ ： Social-Impact-Bond
イギリス発祥の社会的課題を解
決する為の仕組み。投資家が
資金提供し、チャレンジングな事
業を行い、うまくいかない場合は税
を投入しなくてよいシステム。

概 要
実母 ： １７歳（無所属）

主に生活困窮者の自立
支援や、受刑者の社会復
帰に成果を上げてきた。

特徴：民間との協働

＊非行歴あり
＊児童相談所の係属歴あり
＊母方祖母と共に、妊娠33週時に来所相談

日本では、日本財団がこの
仕組みを活用して社会的
実験を行うことに！

支援のはじまり
＊児童相談所で意思を確認し、民間団体の
民間団体の紹介
＊役割分担をしながら、支援開始

⇒2015年、横須賀市で特別養子縁組をテーマ
2015年、横須賀市で特別養子縁組をテーマ
に１年間のパイロット事業として着手
5
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事例（つづき）

実施してみての課題
＊『里親委託』ではないため、養親の居住地の児童相談所
の理解や協力を得ることの難しさ

支援方法
＊民間団体を中心に、児童相談所で継続面接

＊民間ＮＰＯと児童相談所、相互の手順や支援方法の違い
を調整する事に時間を要した
１

３

養親とのマッチング
手続きへの助言
５

２

４

実親へのケア

＊誰が？どこまで？責任を持って成長を見守るのか

医療機関との調整

＊実親の“気持ちの揺れ”へのフォローのあり方…
＊医療機関との調整 …病院ごとに受け止め方が様々

養親への育児支援と関係機関調整

7

8

実施してみての収穫

特別養子縁組に関わって

特別養子縁組は新生児委託が望ましい
・・・新生児期の濃密な親としての関わりを乗り越えること
で愛着関係を密に築くことができる
（cf.“可愛い”の前に命を守ろうとする意識の醸成）

＊「育てられない」を主張した場合、特別養子縁組を提
示できることは、児童相談所も相談者にとっても支援の
選択肢や可能性が広がる
＊「育てられない」のか、「育てるための支援があれば育
てられるのか」、実親が子どものこれからについて真剣
に考えてもらう機会となり得る

民間の強み
①養親教育
②マッチング過程
③育児へのアフターフォロー

＊子どもが早い時期に、安定した環境を持てることは何
よりも望ましい
9

10
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林 浩康氏 資料

2015 年 11 月 8 日
第５分科会「児童相談所における特別養子縁組への取り組み」
日本女子大学人間社会学部 教授 林
目的

浩康

子どものパーネンシーを保障する上で、養子縁組は重要な選択肢である。
特に、乳幼児の特別養子縁組の推進は、予期しない妊娠で悩む方、子どもを育て
たいと望んでいるが叶わない方、こどもの家庭で育つ権利の保障の３者の問題
を同時に解決しうる社会的にも利益の大きい取り組みである。しかし、現状で
は主に一部の民間事業者まかせになっている部分がある。
今後、児童相談所が特別養子縁組推進に向けてどのようなことが出来るのか、
等を考える場を提供する。

概要
１

厚生労働科学研究による児童相談所における養子縁組に関する実態調査に
ついて
・全国児童相談所の取り組み状況
・調査で見えてきた課題

２

パーマネンシー保障のための養子縁組推進の重要性
・０歳時死亡事例防止
・リーガルパーマネンシー（法律的安定）保障と子どもの安定

３ 児童相談所が今後、養子縁組推進を図るためのアイデア
・民間養子縁組相談支援機関との連携・協働の可能性
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平成２６・２７年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）総括研究報告『国内
外における養子縁組の現状と子どものウェルビーイングを考慮したその実践手続きのあり方
に関する研究』「児童相談所における養子縁組に関する研究」を通して
日本女子大学 林 浩康
研究協力者
櫻井 奈津子
髙橋 一弘
久保 樹里
横堀 昌子
山本 真知子
山口 敬子
栗原 明子
三輪 清子
昨年度調査結果
１.本調査研究について

本調査研究は、平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）に基づき
「国内外における養子縁組の現状と子どものウェルビーイングを考慮したその実践手続きの
あり方に関する研究」というテーマで行われた。2 カ年計画で行われ、本稿はその初年度の研
究成果に基づくものであり、以下の 4 つのテーマに基づく研究班により構成される。①児童相
談所における養子縁組調査研究、②民間機関における養子縁組調査研究、③日本における国際
養子縁組の調査研究、④国際・国内養子縁組を含む海外における調査研究である。海外研究は
アジア（韓国）、ヨーロッパ（ドイツ、オーストリア、アイルランド、イギリス、フランス）、
北米（アメリカ、カナダ）とした。また法学、心理学、医学等の研究者や養子縁組実務者をア
ドバイザーとして組織化し、随時研究結果に関して意見交換できる体制を図ってきた。分担研
究者数および研究協力者数は計 30 名、アドバイザー7 名である。本報告では、児童相談所に
おける養子縁組調査研究に限定して論じることとする。
２.目的
本調査研究の目的は、児童相談所における養子縁組や養子縁組里親に関する取り組み状況、
職員体制、生みの親の支援状況等について明らかにするとともに、その結果を踏まえ政策提言
を行うことである。また児童相談所における養子縁組の実態把握や基礎資料に基づき、子ども
のウェルビーイングを第一に考慮した養子縁組手続きや相談支援、および養子縁組後の相談支
援等に関するガイドラインの作成に資する資料を提示することである。
３.研究方法
児童相談所における養子縁組調査研究
（全体票）
全国全ての児童相談所に対し、質問紙を送付し、記入後返送してもらった。調査実施期間
は 2014 年 8 月 10 日から 9 月末日。全国 207 カ所の児童相談所の内 197 カ所から回答を得、
回収率、有効回答率はともに 95.2％であった。
（個人票）
平成 25 年度に児童相談所が関与して養子縁組が成立した子どもについても個別調査票によ
って各児童相談所に対し調査を行った。回収された個別票は 269 であった。
（本報告では割愛：
報告書Ｐ６５～）
４.全体票の研究調査結果の概要
① 職員体制・里親登録数等
・ 里親・養子縁組担当の職員体制については、1 人でも「常勤専任」を配置している児相は
28.4%にすぎない。常勤で他の業務と兼任している職員と非常勤の専任各々１人ずつが業務
に携わっているという組み合わせで担当している形が 32(16.2%)で最も多かった。
1
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参照（③ １)）
平成 25 年度新規の特別養子縁を前提とした里親委託数が最も多いＡ市では１９件であり、
次いで８（3 箇所）、７件（1 箇所）と続き、平均 1.4 件。０件であったのが７８児相（39.6%）
であり、地域間格差や児相間格差が大きい。Ａ市は正規 3 人と非常勤 2 人、さらに民間の養子
縁組相談支援機関と連携している。
・ 里親常勤専任を配置している自治体の登録里親数が相対的に高かった。
・ 里親認定のための審議会の年間開催回数は最大 12 回、最小１回と格差が大きく、平均 3.7
回であった。登録数が多い自治体で認定部会開催回数が多いわけではなく、「年 4 回」開催
されている自治体での登録里親数がとくに多かった。
・ 回答のあった６４か所の中央児童相談所における養子縁組を希望する者の里親登録につい
て、「希望者により養子縁組希望里親のみ登録の場合と養育里親にも登録する場合がある」
が最も多く 45 カ所(70.3%)、次いで「希望者はすべて養子縁組里親のみに登録する」が 9 カ
所(14.1%)である。
「養子縁組希望里親はすべて養育里親のみに登録」と回答した中央児童相
談所は６カ所(9.4%)である。
・ 養子縁組希望里親への研修について各中央児童相談所でとりまとめられた結果では、「養
育里親と合同で行っている」が 47（73.4%）で最も多い。養育里親と合同で行っている研修
の 1 年における開催回数は年２回が最も多く、24 カ所(51.1%)であった。
②養子縁組前後の生みの親、養親への配慮や対応、支援
・ 養護相談の際の養子縁組への配慮や対応
1) 養護相談の際に、生みの親へ養子縁組に関する説明をするのは、
「養子に出して欲しい」
と相談を受けた場合にすることが最も多く約 8 割の児童相談所が選択。
「生みの親の状況か
ら家庭復帰が困難と思われるケースに説明する場合」が約 6 割で、この 2 項目が多く選択
された（複数回答）。
2) 平成 25 年度に、生みの親から養子縁組希望の相談を受けた児童相談所は全体の 6 割、
総相談件数は 290 件。そのうち 3 割の児童相談所で、生みの親が養子縁組の希望を取り下
げた。取り下げ総件数は 56 件だった。
3) 生みの親から養子縁組希望の相談がなくても、児童相談所の判断で養子縁組を前提とし
た里親委託を決定した児童相談所数は平成 25 年度で 17（8.6％）、総件数は 28 件と少ない。
4） 平成 25 年度に、養子縁組が適当と児童相談所が判断しながら、生みの親の同意等の問
題で里親委託に至らなかった事例があった児童相談所は 44 で約 2 割強。25 年度の取り止め
件数は 73 件だった。
・ 養子縁組に対する同意と生みの親支援
1) 6 割弱の児童相談所が、家庭裁判所への養子縁組申立時に、生みの親の意思を再確認し
ている。一方で、生みの親から一度意思確認ができていれば同意とする児童相談所も 3 割
弱あり、再確認の時期や判断に差がみられる。再確認の理由は「一度だけでは冷静に判断
できているか不明」が最も多く、次いで「すべてのケースについて複数回の確認」、「家庭
裁判所から調査が入ることを伝えるため」などが挙げられた。
2) 生みの親自らが子どもを養育することになった場合、「どのような場合も情報提供を行
っている」を選択した児童相談所は約半数にとどまる。「生みの親から相談を受けた場合
には行っている」は 4 割。また情報提供時に、実際に制度利用につなげるために何らかの
対応を行っている児童相談所は 7.5 割。支援内容で最も多かったのは市町村の担当窓口（生
活保護、母子相談など）につなぐで、次に多かったのは関係機関への情報提供や支援依頼
である。
2
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・

養子縁組前後の支援
1) 養子縁組申立て前の里親委託期間中には、殆どの児童相談所が支援を実施している。こ
の間の家庭訪問は「特に頻度は決めず必要に応じて」が最も多く 4.5 割が選択、2 位は「そ
れ以外の頻度」で 2 割強、3 位が「1 か月に 1 度」で 1.5 割。
「それ以外の頻度」では、里
親委託ガイドラインや、ガイドラインを目安に各所で具体的な頻度を決めている例が多か
った。しかし、中には半年に 1 回、年 1～3 回のような回答も見られ訪問頻度の差が大き
い。「その他」では、「里親支援機関と連携しながら頻回訪問に努めている」「里親支援担
当、支援専門相談員と協力してガイドラインに沿って訪問」などの例が見られた。
2) 6.5 割の児童相談所が、所の方針として養子縁組成立後の支援を実施している一方で、
実施していない児童相談所が 3 割強ある。支援内容としては、「里親会・里親サロンに関
する情報提供」が最も多く 8.5 割が選択、以下「養子縁組家庭への訪問」4.8 割、
「地域の
子育て支援に関する情報の提供」4 割、「養親が真実告知する際の留意点に関する支援」4
割弱、
「養親への研修の実施」3 割、
「その他」2.5 割と続いている。その他の例としては、
研修案内の送付、里親支援機関による支援、里親サロンや里親会を通じた支援が挙げられ
ていた。一方で特別養子縁組親子の交流の場や応援ミーティングなどこれまでにない養子
縁組家族独自の支援の場作りが 2 例紹介されていた。
③特別養子縁組とケース記録の保管および出自を知る権利について
・ 特別養子縁組について
1) 特別養子縁組を前提とした新規里親委託があったのは約６割の１１４児相で合計２７
６事例、１児相平均は１．４事例であった。委託がなかった児相も約４割の７８児相あっ
た。
2) 特別養子縁組を申し立てた事例について、容認された事例があったのは約６割の１１４
児相で２６７事例、１児相平均は１．６事例であった。事例がなかった児相も約３割強の
６６児相あった。
3） 申し立て後に取り下げをした事例があったのは４児相で４件、却下された事例があっ
たのは４児相で９件であった。
4） 申し立てを取り下げ、あるいは却下された事例のうち、その後普通養子縁組の申し立
てをし、容認された事例はなかったが、再度特別養子縁組の申し立てをして容認された事
例が２児相２件あった。
5） 特別養子縁組が取り下げ、却下された理由としては、「実父母が同意を撤回」が２件、
「実父母の同意がない」が１件だった。その他に、親権者でない親が同意しなかった、特
別養子縁組をする理由がないなどがあった。
6） 棄児の場合を除き、生みの親の同意が得られないまま特別養子縁組を申し立てた事例
があったのは１０児相であった。
7) 申し立てた事例があったと回答した１０児相のうち、生みの親が行方不明の場合に、申
し立てた事例があったのは７児相であった。申し立てまでの平均日数は４１０日であった。
8) 生みの親の同意が得られないままに申し立てる場合に工夫していることについて、自由
記述してもらったところ、以下のような回答があった。
・できる限り探す努力をし、証拠を残した。
・他の親族（祖父母など）に生みの親がどのような意向を持っていたか確認した。
・申し立てをする前に弁護士や家裁に相談した。
・児童福祉審議会にかけて、了承を得た。
9) 生みの親の同意がないまま特別養子縁組を申し立てた事例について、容認されたのが８
児相８件で、取り下げや却下の事例はなかった。
3
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10）特別養子縁組成立後に離縁についての相談があったのは１児相で１件であった。これに
ついても、実際の離縁の申し立てはなされなかった。
・養子縁組ケースの記録の保管と出自を知る権利について
1) 養子縁組が成立したケースについて、そのケース記録の保存は永年保存が約７割の１３
５児相、有期保存が約２割５分の５３児相であった。
2) 有期保存の場合、年数で規定しているのが２１児相、年齢で規定しているのが３３児相
であった
3) 年数規定では一番多かったのが「３０～３９年」の１０児相で平均年数は１９．８年で
あった。年齢規定では「２５歳」が３０児相と圧倒的に多く、平均年齢は２５．８歳であ
った。
4) 成長した養子から出自に関する問い合わせ等があったのは約１割の１８児相で、 実際
に生みの親に関する情報を提供したのは１２児相、提供しなかったのは６児相であった。
情報提供した内容について自由に記述してもらったところ、以下のような回答であった。
・養子に来所してもらい、生みの親の情報、委託の経緯を口頭で伝えた。
・個人情報保護条例に基づき、ケース記録を部分開示した。
・生みの親に連絡し、了承を得た上で生みの親の状況と連絡先を伝えた。
・戸籍の取り方、そこから遡る方法を説明した。
・養親と相談の上、養子が傷つかないよう言葉を選んで伝えた。
④養子縁組を希望する里親への管外委託および新生児の養子縁組
・ 管外委託を実施している児童相談所は 85 児相（43.1%）で（その内、都道府県を越えた管
外委託は 19 児相）、実施している児相の 70%以上が「所管内に受入れ家庭が見つからない場
合」と回答している。
・ 管外委託実施時の連携では、70%以上の児相が「ケースに関する記録の提供」
「養親候補者
と養子候補児童に関する情報の提供」、60%以上の児相が「家庭訪問への同行」を行っている。
・ 新生児の養子縁組を実施している児童相談所は 44 児相（22.3%）で、多くの場合早期委託
による安定した環境の提供、養親との愛着関係形成を重視するといった子どもの最善の利益
を考慮しての実施である。
・ 反対に、新生児の養子縁組を実施していない児童相談所の多くが、子どもの発達状況・障
害等の見極めや親の意向確認に一定期間を要することを、実施しない理由としてあげていた。
・ 新生児の養子縁組は、登録里親数の多い児童相談所、専任担当者を配置している児童相談
所で実施する割合が高い傾向にあった。
⑤民間養子縁組事業者との連携
1)民間養子縁組事業者から児童相談所への相談・通告の件数は、4 児童相談所で 6 事例だった。
相談の理由としては、養親希望者が養育を始めるまでの間に子どもを監護・養育する者がい
ないため、生みの親による養育が不適切であるためといったものがあった。
2)上記１の 6 事例の内で、民間養子縁組事業者から児童相談所への情報提供があった事例は、
あらかじめ情報提供があった事例が 2 事例で、児童相談所から情報を求めた結果情報提供が
あった事例が 1 事例だった。
3)上記１の 6 事例に対する児童相談所の援助方針は、養子縁組里親委託が 1 事例、その他が 5
事例であった。
4)養親希望者から児童相談所への相談は、56 児童相談所で 107 事例あった。このうち、同居の
届がなされた事例は 105 事例であった。
5)上記 4 の養親希望者からの相談事例で民間養子縁組事業者と情報共有を行ったのは 5 児童相
談所のみであった。
4
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6)児童相談所から民間養子縁組事業者に対して協力を要請した事例は 6 児童相談所であった。
その内容は、
・生みの親が民間養子縁組事業者によるあっせんを希望したため
・同居人届けを出させた事例
・生みの親の同意書の徴収を依頼した事例
・民間養子縁組事業者と連携してマッチングをしている、などであった。
7)児童相談所と民間養子縁組事業者との連携の在り方を自由記述で聞いたところ、以下の様な
回答があった。
・まずはお互いのことを知るための情報共有が必要。
・個人情報の取り扱いを慎重に検討する必要。
・民間事業者から児童相談所に養子候補児や生みの親の情報を提供してほしい。
・児相で登録している里親に事業者から委託した場合には情報がほしい。
・民間事業者は児相の里親委託と同等の基準で活動する必要。
・民間事業者から同居の届けを指導してほしい
・民間事業者による養親希望者の適性の判断が見えない。
・民間事業者の場合、ベビーシッター宅を転々としている事例があり子どもにとって不適切。
・身近な養親子支援サービスを民間事業者が行い、マッチングは公が行うべき。
研修や、縁組成立後支援、真実告知、子どもの権利などの情報提供を民間事業者が実施
・児相の里親認定を民間事業者での養親の条件とすべき。
・民間事業者の方が生みの親・養親ともにメリットが大きく、児相の養子縁組里親制度が有
名無実化するのではないか。
・連携は考えられない。
8)国際養子縁組が適当と判断する場合の方法と基準について自由記述で聞いたところ、以下の
様な回答があった。
・該当事例がないためわからない
・子どもがハーフや外国人同士の両親で養育困難な場合は ISSJ（日本国際社会事業団）に相
談する。
・国内で養親候補者が見つからない場合に、民間事業者に選定を依頼する。
・公的機関が国際養子縁組に踏み出すのは慎重になるべき。
・県内の希望里親が多数待っている状態のため、国際養子縁組を検討することはない。
・希望があっても対応できる体制がない。
・里親登録した外国人に委託した事例がある。
・双方または一方が外国籍の里親に養子縁組前提で委託する場合がある。
・日本人の生みの親を持つ子どもの場合、民間事業者が国内で養親希望者が見つからなくて
も、行政に相談して児相の里親を捜すなど、国内での成立をまず目指すべき。
・国際養子縁組については都道府県単位を越えたマッチングを検討するなどのルール作りが
必要。
５.考察・提言
・ 子どものパーマネンシー保障を具体化する上で、養子縁組は重要な選択肢である。生みの
親の同意が得られる場合、子どもの時間感覚を考慮し、一刻も早く法律的安定を伴った養子
縁組を行うべきである。そうした意識の醸成と具体化する実務のあり方が提示される必要が
ある。その上で、公民機関が協働して養子縁組を推進する体制づくりが必要である。
・ 里親・養子縁組業務に各児童相談所で専任職員を配置し、養子縁組に関する何らかのガイ
ドラインを作成する必要がある。説明内容や対応方法により生みの親の意思決定内容は左右
5
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される。
・ 養子縁組に関してその業務の特殊性から常勤職員が一貫して業務に専念できる体制が望ま
しい。とくにマッチングは長年の経験が重要であり、マニュアル化が困難な業務である。長
期での勤務が可能となるよう、専門職化することが必要である。
・ 先に述べてように、養子縁組成立ケースが最も多いＡ市では、1 年間（2013 年度）に成立
した養子縁組成立数は 16 であり、
次いで 11、10 件と続く。０件であったのが 83 児相（42.1%）
であり、地域間格差や児相間格差が大きい。Ａ市は正規 3 人と非常勤 2 人、さらに民間の養
子縁組相談支援機関と連携している。そうした体制でこれだけの成立数となっていることに
鑑み、それ以外の児相における体制強化や民間機関との連携が必要不可欠である。
・ 里親研修や認定のための審議会の開催回数の自治体間格差を検討する必要もある。こうし
た回数が登録里親数に影響を与える。またその際提出される書類や過程は自治体により異な
る。
・ 養護相談に占める養子縁組相談の比率は少ない。平成 25 年度に児童相談所が対応した「養
護相談」は 127,252 件で全体の 32.5％を占める（厚生労働省「平成 25 年度 福祉行政報告
例 結果の概要」）。今回の調査によれば、平成 25 年度に生みの親からの養子縁組相談は 290
件で、これに児童相談所の判断で養子縁組前提の里親委託を決定した事例 28 件を加えても
318 件で、全養護相談の割合に占める比率は 0.25％である。
ここまで
・ 2 割強の児童相談所で、生みの親の同意等の問題で縁組に至らなかった相談があり、子ど
もの養子縁組を巡って揺れる生みの親の様子が窺える。一部の諸外国のように、子どものパ
ーマネンシー保障を考慮し、一定期間（長くとも 2 年）を経過して家庭復帰が困難な子ども
には養子縁組を提供できるよう、親権への介入のあり方を検討すべきである。
・ 養子縁組を進めるにあたって、7 割の児童相談所が、家庭裁判所に申立を行う際に生みの
親に再確認を行うと回答したが、3 割は一度同意が取れていればよしとしており、対応に差
がある。家庭裁判所での手続きが開始されることを踏まえると、この時点での生みの親への
再確認は必須と思われる。
・ 生みの親自らが子どもを養育することを選択した場合の支援について、必ず情報提供を行
うと回答したのは半数の児童相談所にとどまる。当初養子縁組を希望したことを踏まえると、
生みの親の養育環境の厳しさは容易に想定できるが、そういった中で、この半数という回答
は少ない。また、さらに情報提供時に何らかの支援を行っている児童相談所が 4 分の 3 とい
うのも十分とは言えない。状況に応じて同行訪問を行っているといった回答もあったが、今
後はさらに生みの親のニーズや養育状況をよくアセスメントし、その結果に基づいたきめ細
かい支援が必要である。また生みの親の意思決定内容は社会資源内容に大きく左右されるこ
とから、サービスを創造することも重要である。
・ 養子縁組申立て前の里親委託期間中には殆どの児童相談所が支援している。家庭訪問は「必
要に応じて」が最も多いが、ガイドラインに沿って各所で目安を決めている場合から年数回
の訪問までばらつきが相当ある。今後はガイドラインを基により具体的な目安を示す必要が
あるだろう。
・ 養子縁組成立後に支援を実施している児童相談所は全体の 6.5 割、支援を実施していない
児童相談所が 3 割強である。実施している支援内容も、里親会や里親サロンの情報提供が主
となっていた。自由回答からは、真実告知や出自を知る権利の保障等、養子縁組家庭ならで
はの養育の悩みや課題があることに気づき、新たな支援の場をつくる必要性を感じていると
か、出自を知る権利を保障するために養子となった子どもの記録の永年保存が必要など、新
たな支援の枠組みをつくる必要性に気づきながらも、里親委託解除に伴うケース終結という
6
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従来通りの児童相談所の枠組みの中で消極的な支援に終始したり、縁組後養親が関わりを拒
みフォローすることができない難しさが述べられている意見も多くみられ、養子縁組親子を
支援する体制と支援方法はいまだ未整備である。
・ 今後は、養子縁組が社会的養護の一翼を担う重要な受け皿であることを、児童相談所職員
がまずよく認識を深める必要がある。その上で、現状の養子縁組希望里親への研修のあり方
を見直し、養子縁組希望者にも研修を実施し、養親希望者が社会的養護や養子縁組家庭なら
ではの養育上の課題についてよく理解することが必要である。
・ その上で、養子縁組家庭の支援を行う新たな枠組みをつくることが求められる。対象児童
の記録の永久保存、出自に関する支援、真実告知に関する支援、養子縁組家族の交流の場づ
くりなどが今後求められる支援として想定される。これらの支援を具体的に展開するために
は、例えば、里親支援機関が養子縁組家庭の支援も行うなど、役割を明確化したうえで、新
たに養子縁組家族を対象とした交流会等を組織する、支援機関職員を充実させ養子縁組家庭
への支援を専門とする職員を配置し養子縁組家庭へのソーシャルワークを実施する、支援の
ネットワークを構築するなどが想定される。養子縁組を巡るよりきめの細かい支援が今後さ
らに必要である。
・ 特別養子縁組前提の新規里親委託があった児相は約６割で２７６ケースに留まっており、
４割近くの児相では、新規委託がないという結果だった。また特別養子縁組を申し立てて容
認されたケースがあった児相も約６割で２６７ケースとなっており、特別養子縁組前提で委
託された児童は殆ど縁組が成立しているものと思われる。
福祉行政報告例によれば、平成２５年度中の新規里親委託は１４４３ケースなので、特別養
子縁組前提の委託ケースは里親委託の中でもまだまだ少数派であり、今後さらに委託できる
児童を増やすよう、児相の一層の努力が望まれる。
少数ではあるが、取り下げまたは却下となった事例を見ると、実父母の同意が得られなか
ったものが多く、申し立て前に実父母の同意についての十分な確認が必要であろうと思われ
る。しかし、父母が行方不明の場合などでは、同意が得られないまま申し立てをしても容認
された割合が高かった。裁判所の理解が得られるよう、あらかじめ十分な準備をしておくこ
とで、特別養子縁組が可能な児童を増やすことができるのではないだろうか。
・ 管外委託は、管轄地域内に適当な里親候補を得られない場合、生みの親等の状況から遠方
地域への委託が望ましい場合に実施されており、登録里親数との相関関係はとくに見られな
かった。管外委託を行った場合に多くの児童相談所がケース記録の提供等必要な連携を行っ
ている一方で、「ケースに関する記録の提供」も「養親候補者と養子候補児童に関する情報
の提供」も行っていない児童相談所が 11 児相あり、そのうちの 8 児相は連携対応の詳細に
ついて無回答であった。複数機関・複数の児童相談所が関わって委託を決定し委託後の対応
を行う場合の対応マニュアルを整備する必要があるだろう。
・ 新生児の養子縁組を実施している児童相談所は、早期委託による安定した環境の提供と養
親との愛着関係形成を重視しており、委託児童の障害・疾病が判明した時の対応として、事
前に養親候補者から誓約書を提出させるなどのリスク対応を行っている。一方、新生児の養
子縁組を実施しない理由には、委託児童の障害・疾病に対する見極めや親の意向確認には一
定期間が必要だとの意見が多くあげられた。養育者の継続性を優先するか、それとも将来的
なリスクを想定しより慎重な対応をとるかで、委託の判断が大きく分かれていることを示す
結果であった。新生児の養子縁組は、常勤・非常勤を問わず専任担当者を配置している児童
相談所において実施率が高い傾向にあり、養子縁組を含む里親委託の意義を理解した実践者
の存在が新生児の養子縁組の実施に影響を与えているものと思われる。
・ 民間養子縁組事業者と児童相談所とのケース情報の共有に当たっては、個人情報に関する
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取り決めなど、ルールを作成する必要がある。
・ 一部の自治体での取り組み事例を参考として、民間養子縁組事業者と児童相談所との間で、
養子候補児と養親希望者とのマッチングを行うシステムを検討することが望ましい。
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