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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した。

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

参加者数
924名

1

後

援

内閣府

警察庁

法務省

文部科学省

最高裁判所
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（一社）日本こども育成協議会

全国高等学校長協会

（一社）日本子ども虐待防止学会

全国国公立幼稚園・こども園長会

（公社）日本小児科医会

全国児童家庭支援センター協議会

（公財）ＳＢＩ子ども希望財団

全国児童自立支援施設協議会

（公財）全国里親会

全国児童相談所長会

（公社）全国私立保育園連盟

全国児童養護施設協議会

（公社）日本医師会

全国情緒障害児短期治療施設協議会

（公社）日本看護協会

全国自立援助ホーム協議会

（公社）日本産婦人科医会

全国人権擁護委員連合会

（公社）日本歯科医師会

全国地域活動連絡協議会

（公社）日本社会福祉士会

全国乳児福祉協議会

（公社）日本助産師会

全国保育協議会

（公社）日本ＰＴＡ全国協議会

全国保健師長会

（福）子どもの虐待防止センター

全国保健所長会

（福）全国社会福祉協議会

全国母子生活支援施設協議会

（福）日本保育協会

全国民生委員児童委員連合会

（特非）児童虐待防止全国ネットワーク

全国養護教諭連絡協議会

（特非）チャイルドライン支援センター

全国連合小学校長会

（特非）日本子どもの虐待防止民間ネットワーク

全日本私立幼稚園連合会

（特非）子育てひろば全国連絡協議会

全日本中学校長会

愛育研究所

日本私立小学校連合会

子どもの虹情報研修センター

日本私立中学高等学校連合会

全国家庭相談員連絡協議会

日本弁護士連合会

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した。
●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

パネル展示
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

5

ご あ い さ つ
厚生労働大臣

塩崎

恭久

「子どもの虐待防止推進全国フォーラム in all かな
がわ」ということで、本日は大勢の皆様方に御参加
をいただいて、この会が開催されまして、本当にあ
りがとうございます。主催者として、心から感謝申
し上げます。
また、本日は共催として神奈川県、政令市でござ

上に子どもの問題に真剣に取り組んでおりまして、総

います横浜市、川崎市、相模原市。そして、中核市

理からは子どもの将来が生まれ育った環境によって

でこの間も特別養子縁組で初めての SIB、ソーシャル

左右されることのないように、まずは年末までに児童

インパクトボンドの契約をされた横須賀市も共催を

虐待防止対策の強化に向けた政策パッケージを作る

いただいて、心から感謝を申し上げます。

ようにという指示を今年の４月に受けました。

児童虐待については、本日、お集まりの皆様方は

今やこの問題は安倍内閣の新しい三本の矢の２番

御専門の方が多いかと思いますが、児童相談所にお

目の矢であります「夢をつむぐ子育て支援」。この重

ける相談対応件数が平成 26 年度の速報値で約８万

要な一部として、安倍内閣の重要課題の一つとなっ

9,000 件と過去最高を更新いたしました。ただ、これは

ているわけでございます。

あくまでも対応件数でありまして、他の諸外国の場合

このため、厚生労働省には本日、後に御講演をい

の統計と比べますと、やや顕在化していない部分の数

ただきます松原康雄先生を委員長といたします専門

字はこれに入っていないというふうに私は聞いてお

委員会の設置を９月にしておりまして、新たな支援

りまして、顕在化した場合には、残念ながら恐らくも

のあり方の検討を精力的に進めているところでござ

う一桁以上多いのではないかと思っていますし、０歳

います。

児の子どもの虐待死が全体の４割を占めているとい

全ての子どもは適切な養育を受けて発達を保障さ

う大変深刻な事案も後を絶たないわけでございます。

れる権利を有するとともに、その自立が保障される

最も愛されるべき親から虐待を受ける。幼い子ども

べきという基本理念に基づいて、児童福祉法の抜本

が心身に深い傷を負う。あるいは肌のぬくもりに包ま

改正に取り組んでいるわけでございます。

れたいわゆる愛着形成に恵まれないということは、そ

来年の１月から始まるであろう通常国会への改正

の子どもの一生に深く影響を残すというふうに思う

案の提案を目指したいと思っておりまして、今、専

わけで、実に悲しむべき事態ではないかと思います。

門委員会の中で鋭意議論を、大車輪でやっていただ

このような悲劇の連鎖を断ち切るように、私ども

いているところでございまして、皆様方にも是非私

厚生労働省や自治体をはじめとする行政はもちろん

どもにあるいは専門委員会にインプットを皆さんの

のこと、国権の最高機関である唯一の立法機関であ

現場で本当にお詳しい方々にいただければ、大変あ

る国会が法律によって子どもたちの声を代弁、擁護

りがたいと思っております。

をして、社会全体で子どもの命と権利とその未来を

より具体的にこの論点を申し上げますと、まずは

守らなければならないと私は考えているところでご

子ども虐待は養育の問題だという基本認識に立って、

ざいます。

これまでのいわゆる保護中心から養育中心に力点を

このような状況を踏まえて、安倍内閣はこれまで以
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移して、子どもの成長の時期ごとの課題に応じた必

要な支援を実現すべく、そして、絶えず適切な養育

思っています。

が保障されるように、子どもと家庭の両方に支援を

本日の全国フォーラムは「すべての子どもたちを

しっかりとやっていく。その政策を作り直していき

守るために－これからの児童虐待防止を考える－」

たいと考えております。

というテーマで開いていただいているわけで、午前

また、国、そして児相を持っている都道府県、さら

中に既に分科会があったと聞いておりまして、児童

には一番現場に近い市町村、基礎自治体。それぞれ

虐待対応における医療機関との円滑な連携、18 歳に

の役割と責任を改めて明確にし、定義づけ、さらに

達しても引き続き支援を必要とする方に対する自立

それらの相互の連携協力関係というものも再編・強

支援のあり方、愛着形成重視の家庭的擁護を実現す

化しなければならないというふうに考えております。

る特別養子縁組推進のための取組など、全ての子ど

各都道府県の児童相談所、横須賀市とあとは金

もたちを守るために今、まさに取組の充実が求めら

沢市が中核市でありながら児相を設置しております

れているテーマについて、既に活発な議論が行われ

が、各都道府県の児童相談所あるいは市町村の担当

たというふうに聞いております。

スタッフの専門性というものが問われているわけで

また、午後からは「これからの児童虐待防止を考

あって、昭和 22 年にできた児童福祉法は、まずは戦

える」と題して、松原先生から御講演をいただいて、

争孤児をどうするかということから始まったわけで、

分科会で取り上げたテーマを包括した総合的な観点

その後、平成 16 年の改正であるとか、幾つか改正を

からお話をいただけると聞いているわけであります

やってきておりますが、まだまだ今の時代に合った

ので、松原先生、どうぞひとつよろしくお願いを申

児童福祉法になっているとは思えないわけでありま

し上げたいと思います。

して、その一つがこの専門性の問題でもあろうかと思
います。

本日のフォーラムが、お一人お一人にとってでき
ることを考える機会になるとともに、地域の皆様方

したがって、都道府県あるいは市町村の御担当さ

とともに自治体、民間団体、制度の構築を担う国が

れるスタッフの専門性については格段に高めていか

相携えて、社会全体で全ての子どもの幸せな未来を

なければならないだろうと思いますし、その専門性

支えていこうという力強いメッセージを発する場に

の全国的なばらつきというものも解消されるような

なれば、大変ありがたいなと思っています。

責任体制が必要ではないかと私は思っています。

厚生労働省としても、従来の政策を含めて、全て

さらに、家庭的養護という観点から里親制度と特

の政策を再点検して、子どもと家庭の支援、先ほど

別養子縁組制度を見直して、とりわけ特別養子縁組

申し上げたとおりでありますが、養育の視点に立っ

については、適用年齢あるいは児童相談所による申

た政策実現を目指していくことをお誓い申し上げた

し立ての可能性、あっせん団体の健全化などについ

いというふうに思います。

て、議論を深めていただきたいと考えています。

最後になりましたが、共催をいただいた神奈川県、

また、
司法関与の強化に関しましても、
法務省、
最高裁

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の関係者の皆

ともしっかり議論を深めて、
子どもの権利が真に守れる

様方、そして、会場にお集まりをいただいた御関係

制度の構築を目指してまいりたいと思っています。

の皆様方に深く感謝を申し上げて、私からの御挨拶

その他、要保護児童対策地域協議会、いわゆる要
対協の強化、法的には今、努力義務であるわけで、

とさせていただきたいと思います。
年末にかけて、先ほど申し上げた児童福祉法の改

ほとんどのところにありますけれども、法的な位置

正の中身を詰めるということでございますので、先

づけは努力義務ということで、それで良いとはなか

ほど申し上げたとおりさまざまな御意見を私どもに

なか思えないわけであります。

頂戴できることを重ねてお願い申し上げて、御挨拶

就学前の保育・教育の支援ということも私は大事
だと思っていますし、母子保健のあり方等々、関連

にいたします。
ありがとうございました。

して幅広く議論をしなければならないというふうに
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神奈川県副知事

吉川

伸治

皆さん、こんにちは。ただいま御紹介いただきま
した神奈川県副知事の吉川でございます。
本来ですと、黒岩知事が来まして御挨拶すべきと
ころ、本日は公務が重なってございますので、私か
ら共催者の一員として御挨拶をさせていただければ
と思います。

実は３歳のときに児童相談所も関わっていたとい

まずは、こうして雨の中にも関わらず、「子どもの

うケースでありました。保護者には 10 月に殺人罪等

虐待防止推進全国フォーラム in all かながわ」にこ

での判決が下されて、懲役 19 年という厳しい判断で

のように大勢の方に参加していただいたことをまず

ありました。

もって感謝を申し上げたいと思います。

今、申し上げましたように、児童相談所も３歳の

特に今も塩崎大臣の方からもお話がありましたよ

時に関わっていた。そうした意味では、神奈川県に

うに、神奈川県は実は児童相談所を設置しているの

対しても厳しい御意見あるいはお言葉を頂戴したと

が政令市３市と中核市では横須賀市と県所管という

いうことがありました。我々とすれば、非常に責任

５県市ということでございます。５県市が一体となっ

感を感じながら、二度と起こしてはいけないのだと

て連携協力していく。こういった姿は恐らく全国的

いう強い思いで、どういう対策が必要かということ

にもあまり例はないのではないかと思ってございま

で、去年と今年、まずは児童福祉司について 10 名の

す。そうした意味でも、このフォーラムの成功を祈

増員を図りました。そしてまた、それぞれ市町村と

念したいと思ってございます。

一緒になって取り組まなければいけないということ

先ほどもお話がありましたように、児童虐待の件

で、マニュアルを作り、そのマニュアルに基づいて

数、私が承知している限りでも平成２年からのデー

しっかりと体制を考え、先ほども話があった要保護

タを見ても一度も減ったことがない。今も大臣の話

児童対策地域協議会もしっかりとそれぞれの地域の

がありましたように顕在化しているものでこうだと、

中で関係機関に集まってもらって、そういった事案

そうしたことで言えば、潜在的にはまだまだ件数と

があったときにどういう対応をするのか。そうした

してはあるのかなと。そして、今は８万 9,000 件。前

ことの取組を強化したということであります。

年度で比較しても 20% 増えている。こんな状況であ
るわけであります。

ただ、これだけで解決するはずはありません。先
ほど申し上げましたように件数が伸びているという

その中にあって、悲しいことに神奈川県は大阪府

ことが実態を示している。そうした意味では、こう

に次いでこの件数が２番目に多い、１万件を超えて

した取組をますます強化し、先ほどの話があった特

いるという現状であります。こうした課題に対して

別養子縁組制度あるいは里親制度も拡充しながら、

喫緊の課題という以上に、子どもたちの命を守るの

しっかりとこれからも取り組んでいかなくてはいけ

だという意味で、我々は日夜皆さん方と一緒になっ

ないと思ってございます。

てこの問題について真っ向からどういう課題解決が

ただ、こういう取組に当たっては、行政だけでで

あるか、これを考えていかなくてはいけないと思っ

きるものではない。これもまた事実であると思いま

ているところであります。

す。まずは原因が何か、親子関係、これがまず第一

ただ、残念なことに思い起こしていただきますと、

であろうと思います。原因の徹底的な究明というこ

厚木市で当時５歳の男の子が昨年５月に発見され、

とがもちろん大事なのですけれども、同時に家族あ

死後７年も経過していた。そうしたところで、この

るいは親戚の方あるいは近所の方、学校、地域の方、

死亡事件は発覚しました。

こういった方が一体になって子どもが発している
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SOS をいかにキャッチするか。これが極めて大事な

方と一緒になって、この問題に立ち向かう。こうした

のだと思います。

ことをこれからもお力添えいただければと思います。

そのためには、地域の方を含めて、社会全体で児

本日、さまざまな課題について、それぞれ検討が

童虐待をなくすのだ、子どもたちは社会の宝なのだ

されると聞いています。そうしたものを含めてこれ

ということをそれぞれが感じながら、そして、この

からの政策に生かせればと思っております。

問題に真っ向から目を向けて、なくすという強い決
意が必要だと思っているところであります。
そうした意味では、本日、御出席の皆さん方と多く
のそれぞれの地域の中に住んでいらっしゃる皆さん

本日のこの大会の成功と、本日お集まりの皆さん
方の御健勝、御活躍を祈念させていただいて、御挨
拶とさせていただきます。
本日は、誠にありがとうございました。
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横浜市長

林

文子（代読 柏崎 誠副市長）

このたび、
「子どもの虐待防止推進全国フォーラム
in all かながわ」へ御参加の皆様を、開催地を代表し
て心より歓迎申し上げます。ようこそ横浜へお越し
くださいました。
お集まりの皆様には、日ごろから子どもたちの育
ちを支え、児童虐待対策を推進していくうえで大変

制定いたしました。この条例に基づき、妊娠期から

な御尽力をいただいております。誠にありがとうご

の支援、そして、子育て支援策の充実、支援に関わ

ざいます。

る人材の育成、地域の方々や警察、学校等の関係機

私ども横浜市としましても、370 万人を超える市民

関とのネットワークの強化。さらには、里親制度の

の皆様が暮らす日本最大の基礎自治体として、次世

拡充など、あらゆる施策に取り組んでおりまして、

代を担う子どもたちの心身の健やかな成長を実現す

児童虐待の未然防止から早期発見、重篤化防止、再

るため、市を挙げて取組を進めております。

発予防に至るまで、総合的な対策を一層強化してま

児童虐待対策としては、虐待が起きた場合の早期
の支援とともに、虐待をいかにして未然に防ぐかと

いります。
今後とも地域の皆様や関係機関の皆様と連携し、

いうことが大きな課題になっております。特に子育

きめ細かな支援を進めてまいりますので、変わらぬ

てに関しては、地域のつながりが薄れ、育児が密室

お力添えをお願い申し上げます。

化しがちな中で、地域全体、社会全体で支援するこ
とが必要です。
横浜市では地域での子育て支援策として、地域の

子どもたちは、家庭にとって、社会にとっても大
きな可能性を持つかけがえのない存在であり、未来
を創る力です。本日の「子どもの虐待防止推進全国

方々による「こんにちは赤ちゃん訪問」の実施であっ

フォーラム」により、皆様方の取組が広く共有され、

たり、子育て支援拠点などの親子の居場所の整備等

全ての子どもの健やかな成長を支えるための支援に

を進めております。

つながりますことを心から願っております。

また、妊娠期からの支援策として、妊娠 SOS 相談
にも取り組むなど、今後も身近な地域で安心して子
育てができるように、こうした施策の拡充を進めて
まいります。
昨年度には、
「横浜市子供を虐待から守る条例」を
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結びに当たり、開催に御協力をいただきました関
係者の皆様へ改めて深く感謝を申し上げます。
また、お集まりの皆様のますますの御健勝と御活
躍を祈念し、私の挨拶とさせていただきます。

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
さ

み

つ

【最優秀作品作者】佐見津

ま

小さな手

み

真美 さん（兵庫県）

〈受賞コメント〉
私がこの標語を考えたとき、ちょうどニュースで大きく取り上げられる虐待のニュースが
ありまして、小さい子は「助けて」という言葉を言えなかったり、意思表示できないのだな
というのをしみじみ思いました。
小さな子は、虐待されてもその親を大好きだと言います。その思いが報われる世の中にな
ってほしいと思います。
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基調講演
14：00 〜 15：30

これからの
児童虐待防止を考える
講

こんにちは。
御紹介をい
ただきました明治学院大
学の松原でございます。
話 の 概 要 に つ い て は、

師

松原

康雄氏

番大切なのだろうと考えています。
大臣は今、非常にこの問題に関心を持ってくだ
さっていて、我々が今、進めている検討委員会の途
中経過も良く承知されているなと思って御挨拶をお

お手元の資料の９ページ

聞きしていたのですが、その中で養育の支援という

以降に出してあります。

お話をされておりました。

別紙１、２、３につきま

地域社会をお示した図にある緑の枠で考えます

しては、若干色がついているのもあるので、その部

と、一つは全体的に子育て支援というものが存在し

分だけ正面に用意をいただきましたので、基本的に

なければいけないのですけれども、皆さん、子育て

は９ページ以降を見ていただきながらの話にしたい

支援といって何を思い浮かべられますか。親子広場、

と思います。

集いの広場等々いろいろな呼び方があります。最近

まず、虐待、先ほど厚生労働大臣あるいは神奈川
県の副知事のお話があったように、昨年度の速報値

は拠点型の地域子育て支援拠点などといったものが
準備をされております。

は増えております。その虐待は起きないに越したこ

主にお母さんですけれども、お母さんと子どもが

とはないということで、このタイトルにもあるよう

やってきて、同じような年代の子どもを育てている

に、虐待防止、つまり起こらないにする。ここが一

ような人たちと知り合うとか、あるいはさまざまな
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情報共有をするとかということをしております。
子育て支援で保育を挙げることもありますが、基

これはあまり数が多くないです。メニューがあまり
ありません。

本的には保育を必要とする子どもという別の観点か

私は、こういう話をするときには、特に本日は全

らその施策が準備されております。意外と出てこな

国フォーラムなので是非うちの自治体はやっている

いものなのです。

というところがあれば、後で教えていただきたいし、

事実子育て支援というもののメニューがあまりな

やっていないところが多いと思うのですけれども、

い。例えば我々は片仮名を使います。アウトリーチ

是非やっていただきたいものがあるのです。それは

などという言葉を使うのですが、子育て支援、最初

これもあまりネーミングが良くないかもしれないで

に例を挙げました集いの広場等は親御さんが来てく

すが、宅配型の子育て支援というのをやってほしい

れなきゃ意味がないです。では、こちら側から出か

のです。何かというと、離乳食の宅配、老人給食と

けていく子育て支援というものがある。先ほど２番

いうのがあるでしょう。同じように離乳食を作って、

目に挙げました保育の中には一時保育があります。

お相手のお宅に届けるなどということをやっても良

その一時保育の中には、保育園を中心にお子さんを

いのではないかと考えています。そういう形でメ

連れてきていただいてお預かりをするという形式が

ニューを増やしていって、どれとどれを今、自分の

ありますが、最近、ようやく始まったパターンで言

家庭では必要だということが選べる。それがすごく

いますと、一時保育を担う一時保育者がその御家庭

大切だろうと思います。もうお仕着せのこれしかあ

に伺って、その御家庭で子どもの一時的な保育をす

りませんよということが今の状態だと思うのです。

るという派遣型の一時保育というものも始まってき

皆さん、外食に行かれますね。楽しみはメニュー

ております。
もう一歩進んだ自治体では、これはあまり数が多
くないのですが、このネーミングはあまり良くない

をめくるところにありませんか。本日は何を食べよ
うかなと。それがないのです。これだけみたいな形
になっています。

かもしれないのですが、連れ出し型一時保育という

もう一つ言うと、それでは限られたメニューが

ものをやっております。何か良いネーミングがあっ

あったとします。使い勝手はどうかということなの

たら、私はその才能がないので大体こういう呼び方

です。関東甲信越地域のある県の県庁所在地ではな

をしているのですが、欧米ですとホームパーティー

いある市の、たまたまそこにお話をしに行く機会が

を結構やるでしょう。そのお宅に呼ばれていって、

あって、子育て支援等のことも触れようと思って、

家の中を案内してもらえるのです。ここがベッド

その市のホームページに入りました。一時保育、ホー

ルームでここがシャワールームで、何でシャワー

ムページ上は第一階層、第二階層では出てきません。

ルームを見るのか良く分からないのですけれども、

子育てのところに行って、保育のところに行って、

見せてくれます。あまり日本はそういう風潮がない。

そうすると保育園一覧は出てくるのです。次に、特

つまり、派遣型の一時保育で家に入ってきてほしく

別保育というものがあるのです。階層のもう一段お

ないという感覚を持つ方が結構日本の場合にはいる

りていったところに。こういう業界にいますから、

ので、連れ出し型というのは、一時保育を担う人が

特別保育は多分一時保育も入っているなと、病後児

お相手のお宅に伺って、玄関先でお子さんを預かる。

保育とかいろいろ入っているところなのですけれど

もうちょっと後で御説明しますが、社会的養護の一

も、そこまで行きますと、一時保育というものが出

部である在宅型の養育支援に近い方などは、家の扉

てきます。こういう状況のとき、例えば冠婚葬祭、

を開けられるのも嫌という方がいらっしゃるので、

親が病気のとき、レスパイト等々で使えますよとい

その方はマンションのロビーあたりのところでお子

うことで実施園が出てきます。そこまで行かないと

さんを預かって、その一時保育者が地域子育て支援

どこでやっているかが分からない。かつ、最終的に

拠点等に行きまして、数時間時間を過ごしてくれる。

詳細は各実施園にお問い合わせくださいになってし

そうすると、一定の養育の負担は軽減される。家
の中に入ってこられてしまうというストレスもない
ということをやっているところもあります。でも、

まうのです。使い勝手が悪いですね。
そういうものを利用したことがあるお母さんに話
を聞いたことがあるのです。その方はその市ではな
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くて、もうちょっと都市部に住んでいらっしゃる方

幅広にあるべきだということで、面積が一番大きく

なのですが、大体どこも満員なのだそうです。１園

したつもりなのです。その関係だろうと思うのです。

目に電話して、本日はいっぱいですと言われると、

必要があるわけですから、就学援助制度を使えばそ

２園目、３園目ぐらいで大体心が折れると言ってい

れだけ家計の負担は少なくなり、子育ての負担も少

ました。

なくなっていたはずです。その経験を踏まえて、学

今年は子ども・子育て支援新制度が始まっていま

校事務員として子どもたちに必要な支援、就学援助

す。その中に利用者支援という一つの大きなサービ

制度等の利用を今は勧めていますというお話を聞い

スが組み込まれているのですが、まだなかなかそこ

たことがあります。

まできめ細かくサポートしてくれるような体制には
ほぼなっていないということがあります。

この上に立って、初めて在宅型の養育支援。つま
り虐待のリスクが高いあるいは現在虐待を引き起こ

３つ目、これは地域社会と子育て支援の関係で

している家庭、あるいは親子分離後に子どもを引き

す。どれだけそういう支援を得るということについ

取って新たに再スタートを切ろうとしている家庭へ

て、地域社会の理解があるか。これがないと、必要

の支援があるはずです。

な支援は得られない。たくさん支援が並んでいても、

皆さん御存じだとも思うのですけれども、虐待と

親のくせにそんなものを利用するのというような形

認知をされた子どもの全体の１割前後のところが、

で支援を利用するのを躊躇してしまうというような

これは自治体によって違いますが、１割前後の子ど

ケースがありはしないか。ここも着目をすべきで、

もたちが親子分離ということになります。逆に言う

本日は専門の機関、施設の方も御出席だと思います

と、９割近い子どもについては、在宅でその地域で

が、こういう虐待問題に関心のある市民の方もたく

子育てが継続されている。そのときに、必要な支援

さん御参加だろうと思います。是非地域社会がどれ

というものは一般的な子育て支援とその家庭のニー

だけこの子育て支援の利用に関心を持って、あるい

ズに合わせた在宅型の養育支援というものが必要に

はそれを容認している風土が育っているかというと

なってきます。これはこの図で言うと相当面積が広

ころにも関心を向けていただきたいのです。

くとってありますが、実はあまり多くありません。

これは今、小学校の事務をされている方、女性な

いわゆるホームヘルパーの派遣、これもあまり使い

のですが、その方からお話を伺ったことをお話しし

勝手が良くないです。ショートステイとか非常に限

ますけれども、その方が小学校の高学年のときにお

られたものになります。ショートステイは子育て支

父様が交通事故に遭われたそうです。入退院を繰り

援でも使っていますから重なる部分があって、そう

返すような形になって、経済的に苦しくなったの

いう意味で在宅型養育支援は子育て支援に重ねて置

で、住んでいる地区担当の民生委員さんが就学援助

いておきました。これだけのことがなされてこない

制度を紹介してくれて、これを使ったらどうと、そ

と、防止も再発防止もできないのだろうと思います。

れは学校の修学旅行代が免除されるとか、給食費が

そうはいっても、重篤な虐待の場合、現状では保

免除されるとかというものなので、学校で書類をも

護者に子育てを委ねるのは子どもの成長・発達に

らって記入をして提出することになります。担任の

とって不適切である場合には、右上の四角の中、親

先生がクラスメートの前で就学援助の書類が入って

子分離型の養育支援。この中には里親も入っていま

いるから親に記入してもらって持っておいでという

すが、これが入ってくるのだろうと思います。

ような発言をして渡してくれたのが、すごく恥ずか
しかった。
中学に入るときには、学校が変わりますから再申

しかし、これも決して地域社会と無縁で隔離され
たような形で子どもが養育をされているわけではあ
りません。就学年齢になれば地域の学校に通います。

請をしなくてはいけないのですけれども、そのとき

子ども会活動、課外活動等でいろいろな友達と会い

に、もう母親にやめてと、お小遣い少なくても我慢

ます。

するからと、お手伝いもするしということで、利用

１つ問題提起をしておきたいのですが、そういう

はやめたのだそうです。これが地域社会と子育て支

分離型の養育支援を地域の子育て支援ですとか、在

援、丸と一番大きな四角にしておきました。これが

宅型の養育支援の一部を私は利用できるようになっ
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ても良いなと考えています。里親の養育に委ねられ

お母さんが家出をしてしまいまして、夜中に児童相

た就学前の子ども、必要があれば保育園を利用でき

談所が一時保護をしております。県の報告書を読み

ます。でも、乳児院、児童養護施設で生活する就学

ますと、そのときには迷子で取り扱ったということ

前の子どもは保育園に行けないのです。３歳児以上

で、現在であれば、ネグレクトとして当然扱ったは

になって幼稚園ということになります。

ずだというようなコメントもあったかと思います。

私は、あまりこういうことを言うとなんなのです

ということは、今、12 歳か 13 歳で、当時２歳か

けれども、最近児童養護施設の配置人員も増えまし

３歳でほぼ 10 年前。つまり平成 17 年度の統計で少

たけれども、なかなか十分な人員配置までまだ届い

なくとも男の子は１件潜在化している虐待の方に

ていない中で、地域の応援の一つとして、保育園等

なっていた。つまり、虐待としてカウントされてい

での保育が得られれば、その分朝ですとか夜ですと

なかった。我々は男の子が亡くなったことによって

か、いわゆる保育園の時間外のところに相当力を集

気がつくことができましたけれども、まだまだそう

約できるはずなのですが、これは一応今、厚生労働

いうケースはたくさんあるだろうということが経験

省は二重措置になるということで認めてはいないの

的に良く分かります。

ですが、保育は今、相当性格が変わってきているの

なぜかというと、児童相談所がその年に対応した

で、ぼちぼち考えても良いのではないかと個人的に

虐待、その中でいろいろ整理していく、あるいは子

思っています。

どもの様子がより詳細に分かっていくというプロセ

資料にはワンストップサービスを挙げておきまし

スの中では、実はその時点で虐待が初めて起こった

た。もうちょっと進みますと、高齢者分野にはケ

のではなくて、前からそういう虐待の事実があって、

アマネさんがいますね。児童分野、特に社会的養

社会的に発見されたのがその子のある年齢だという

護分野にそういう養育マネジャーさんがいないで

ことが見えてきます。

す。いろいろな場所に行って、いろいろな人と話を

私は、神奈川県で主として 18、19 歳あたりの子

してサービスを利用していかなくてはいけないので

ども、つまり児童福祉法の枠の外、しかし、まだ民

す。サービスパッケージも自分で立てなくてはいけ

法上は未成年という子どもたちのさまざまな権利侵

ない。基本的に、虐待を引き起こす親御さんはそう

害、中でも本日泊まる場所がないという子どもたち

いう社会資源を利用するのがあまり得意ではないの

に寝る場所を提供する。その後の生き方を一緒に

です。面倒くさいからいいや、いろいろ聞かれるの

なって考えるという子どものシェルターのお手伝い

は嫌だみたいなことで、何度も何度も同じようなこ

をしております。驚くことに、高校２年、３年でそ

とをしゃべるのは嫌だなと、それはそういうマネ

ういったシェルターが必要な子どもたち、それまで

ジャーさんみたいなものがワンストップサービスで

一度も児童相談所が関わってきていない。しかし、

いてくださると、随分違うのではないかと思います。

いきなりここ２年、３年でその問題が生じたわけで

さて、これも先ほど大臣の話や副知事の話に出て

はないというケースにたくさん出会います。

おりました発見をどのように考えるかというところ

副知事は神奈川県は非常に虐待対応件数が多いと

の図になります。９ページの番号で言うと２番のと

いうことで話をされておりましたが、それは悲しい

ころに話を進めたいと思います。

ことである。それはそのとおりです。ただ、私は見

実際に起きている虐待、まず最初に内側の四角で

方を変えて言えば、それだけの子どもたちを発見で

捉えてみたいと思います。まだ潜在している虐待が

きた。つまり社会的な支援が届くことが可能になっ

あるということを左に幅をとって挙げておきまし

た子どもたちの数だと。つまり顕在化した虐待がそ

た。この図で言うと、もうあと半分ぐらいあるよと

れだけ増えてきた。まだ潜っている潜在している虐

いう図なのですけれども、大臣は 10 倍あるかもし

待をいかに私たちが発見していくかということで言

れないとおっしゃっていたのですが、これは良く分

えば、この虐待発見数が平成２年以降確かに伸びて

からないです。たまたま副知事が厚木市の男の子の

いるのですけれども、そのことは一面では我々にど

事件のお話を出されていたので、私もそこに話を及

う関わ関わるのという課題を突きつけている。その

ぼしたいのですが、当時２歳か３歳だったのです。

数字だと考えております。
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もう一つ、虐待そのものを我々がどう考えるかに

兄弟ケースも一緒にカウントしましょうよという物

よって、虐待の件数は増えてきます。場合によって

の考え方が変わって、縦線が左に動いたことによっ

は減るでしょう。外側の四角枠、例を心理的な虐待

て、潜在していた兄弟が見えてきたことも寄与して

で挙げておきました。概念の拡大。つまり、2000

おりますので、数が増えたと考えて良いと思います。

年に児童虐待防止法ができました。2004 年の改正

そうすると、日本に虐待はどのくらいの件数があ

のときに心理的虐待の中に DV の目撃というのが入

るのかという問いが発せられたときに、大臣がおっ

りました。つまり、内側の四角枠が外側の四角枠に

しゃったようにあと 10 倍あるかもしれない。そう

概念として広がりました。それだけで虐待把握件数

かもしれないです。分からないというのが正しいか

は増えます。同時に、縦線を見てください。通告発

もしれないです。

見、このシステムが左側に動いていけば見えてくる

もう一つ、なぜ分からないかという理由をお話し

虐待を増えてくるはずです。警察庁が DV の目撃は

しますと、虐待は養護相談という厚生省報告例の中

全て心理的虐待として児童相談所に通告するように

の福祉行政報告の中の分類になっています。養護相

という通達を出しました。それが各都道府県レベル

談の内数で虐待が上がってきます。その虐待でない

の警察に浸透してくる中で、心理的虐待は今、年を

養護相談は何なのか。家庭環境という分類がありま

追って増加をし、昨年、一昨年ぐらいから身体的な

す。分からないですね。親の疾病、これも急病なら

虐待、今までそれが一番多かったのですけれども、

ともかく、だんだん親の症状が悪くなってくるので

身体的虐待との発生件数が逆転するようになりまし

あれば、ある時期子どもをケアできていなかったか

た。つまり、
私たちが虐待と疑って通告をする中で、

もしれません。分からない。出産というのは分かり

これは虐待だということで認知をする件数が増えれ

やすいです。次の子どもを産むためにちょっとこの

ば、つまり左側にそれが動いていけば、また虐待の

時期子どもを育てられないから。これは分かりやす

件数は増えていくことになります。

いのです。
東京都の統計を見ますと、一番多いのがその他な
のです。その他はその他なので良く分からないです。
精査をしていって、子どもの権利擁護という我々の
意識が縦線、左に動いていけば、その養護相談のう
ちの何割かはこれは虐待だとカウントできるかもし
れない。あるいは出産とかいうようなものを除いて、
親がきちんと子どもを養育しないのであれば、それ
は虐待にカウントしようと社会的な意識が動けば、
大体養護相談の半分が虐待なのですから、残りの半
分もほぼほぼ虐待となって、これで一挙に日本の児
童虐待が倍になってしまいます。プラス、各市町村
で把握した虐待相談は大体児童相談所が対応する件

もう一つ、これは私たちは誰も分からないのです

数のプラス１万件ぐらいになっていますから、この

が、実際に発生している虐待も増えているかと思い

ように考えてくると、一体日本にどのくらいの虐待

ます。したがって、この間速報値で８万 9,000 件と

が発生しているのか。そして、潜在している虐待は

いう数字が出ました。その要因は今、挙げました心

本当にこれで全てなくなっているのかという問いを

理的虐待に関する警察の通告システムがかなり浸透

発すると、なかなかこの虐待がどのくらい起きてい

したというのが１点と、兄弟、ある子どもを虐待で

るかということを把握するのが難しいことは分かっ

把握した場合にその兄弟についても全く虐待をされ

ていただけると思います。

ていないというケースは珍しいです。例えばネグレ

ということは、もう一回１に戻りますけれども、

クトのケースであれば、その子だけに食事を与えな

虐待は引き起こさないように、そういう形で養育の

いとか、
着がえさせないということではないわけで、

支援をしていく。大臣もおっしゃいましたが、この

16

基調講演

問題は養育の問題だ。社会的な養育支援の問題だと、
まさにそのとおりだろうと思います。

ます。
これは専門性が確立していないという前提も含め

10 ページの方に行きたいと思います。そういう

て作った図になります。連携という必要性も大臣は

中で発見ということであれば、右の縦線を左に動か

おっしゃって帰られましたが、実は、現場レベルで

していくためには、この要保護児童対策協議会、こ

行くと、これができていない。児童相談所がこれを

れが非常に大きな役割を果たすと思います。

やってくれるだろう、市はこれをやってくれている

本日、大臣は随分踏み込んだ話をされていて、私

はずだ、保健センターはこのことは把握しているは

は専門委員会の委員長としてまだ議論の途中なの

ずだ、教育委員会でこのことは済んでいるはずだ

で、こういう全国フォーラムで話しても良いのかな

等々、やってくれているはずとか、同じ理解をして

と思うようなことも大臣が話されていたので、逆に

いるはずがはずになってしまっていて、実際に今度

気楽に話せるのですが、要保護児童対策地域協議会

は親が戸惑う。そんな話聞いていない。どうして言

も努力義務はどうなのだという発言をされていて、

うことが違うのだということがありますので、この

必置になるかもしれません。義務設置になるかもし

要保護児童対策地域協議会では、個別の家庭に対す

れない。それと同時に、そこに書いておきました担

る支援をきちんと計画立ててやることになっている

当職員の確保ということで、確かに今、専門委員会

のですが、なかなかそれができないので、後で資料

で一つ議論しているのは、この子ども虐待に関わる

を見ていただきたいと思うのですが、一番左に関わ

職員の人たちの専門性をどのように確保するのかと

関わっている機関を挙げました。そして、その次に

いうことで、実際に業務独占は難しいかもしれませ

何をやるのかきちんと共通で持っておくように書き

んけれども、業務独占を視野に入れた名称独占とい

込む。次が大切で、それをいつやるのか。半年前だっ

う形で新たな資格制度を作り、その制度を準用する

たら「今でしょ」と結構笑いがとれたはずなのです

か、そのまま適用するか。それを一つの基礎的な要

が、もう旬を過ぎましたかね。これが忙しいからで

件にするか。この辺まだ議論が固まっていないので

きませんでした。結構あるのです。いつやるのか。

すが、児童福祉司、児童相談所で働く職員の任用資

それをやってどうだったのかということをそれぞれ

格にもそれを当てはめていけるかどうかという議論

書き込んで、持ってきて、右下、次回の検討時期は

をしております。

いつにするのかということをきちんと確認し合っ

まだこの辺は固まっておりませんで、児童福祉司

て、お互いが言い方を変えれば宿題をきちんとして、

の任用資格は任用資格。プラス、そういう市町村、

次の会合に集まる。ここまでやって初めて連携とい

施設で働く専門性を持った職員の資格という２本立

うものはできるだろう。このことは、どんな専門性

てでいくのか。今、申し上げたように、それ一本に

が担保されようと、できていなければ、それは絵に

して考えていって、児童相談所の場合にはスーパー

描いた餅になってしまうと私は考えております。

バイザー資格という形でさらに上積みをするのか。

３のところ、児童虐待対応ということで挙げてお

ここはいろいろ議論しておりますが、専門性を持た

きました。これも随分大臣が予告編をやられてし

せるということの必要性は委員会の中で共通認識に

まったので、少し私も追いかけたいと思うのですが、

なってきております。

今、児童相談所の体制をどのように強化していくか

まだ、専門委員会はこれからあと２回一応予定と

ということで、これも議論をしているところです。

して、足らなければもう一回ぐらいやるかもしれな

２番目の☆との関係でいうと、今、ワーキンググルー

いのですが、２回準備されておりますし、今週 12

プで出ているのは、いわゆる支援的な関わりをする

日にワーキンググループも開催されますが、まだ固

ような事例については市町村、行政措置を伴うよう

まってきておりません。そういう状況にはなってき

な一時保護とか施設措置とか、そういうものについ

ております。

ては児童相談所。そういう要請措置を伴ったような

一応、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師あた

子ども、親への支援のマネジメント、いわゆる進行

りを基礎免許にして、プラス講座、実戦経験、ある

管理は児童相談所という形で、端的に言うと、強制

いはケースレポートの作成といった提案が出ており

的な介入を伴うようなものは児相。支援は市町村と
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いう形でやって、児童相談所を政令市、都道府県と

としては必要なのですが、必ずしもそれが担保でき

今は中核市は任意設置ですけれども、中核市・特別

ていないということで、ここをどうするか。そして、

区を必置にするか、特別区を含みこんで中核市・特

一時保護をしている間に子どもを家庭に戻すのか、

別区、これは東京都しかないのですけれども、特別

親子分離をするのか。きちんとアセスメントをしな

区を任意設置にするかという議論も今、専門委員会

ければいけませんから、そういうアセスメントもで

の中でしております。これも既にワーキンググルー

きなくてはいけない。あるいは今、そういう安全・

プ、専門委員会は人数が多いものですから２つに分

安心ということで考えていきますと、子どもを外出

けて、１つの方で議論をして、既にそのための資料

させることについては制限が一時保護所はありま

がアップされておりますので、フライングではない。

す。学齢期の子どもについては勉強の継続、もちろ

要するに、そこまでの話題が公になされているとい

ん一時保護所でも教育はされているのですが、例え

う段階まで来ております。

ば学校に通っていて、定期試験を受ける。一時保護

児童福祉司の任用資格、先ほど申し上げたとおり

所にも定期試験は届くのですけれども、通学するこ

なのですが、いま一つは、人口比でやるのかここに

とによって進路も考えていきたいということを考え

書きました持ちケース数でやるのかという議論もし

ると、里親さんで一時保護的な機能を担ってくれる

ています。個人的には持ちケース数でやれれば良い

ような人を得られないか。そんなような議論も委員

と思っているのですが、それをやると子どもが少な

会の中では出ておりますから、一時保護をどこでや

い地域になってしまうと、かえって児相の職員が

るのかということも議論の対象になっております。

減ってしまうよという指摘もあるのです。そのとお

もう一つは、児童相談所に対する支援です。今、

りだと思うので、こういう言い方をすると地方に対

神奈川県は弁護士の支援があると思います。それか

する先入観になるのでやめた方が良いのですけれど

ら、横浜市の御挨拶の中では警察との連携の御紹介

も、どちらがお得かということで決めれば良い。だ

がありました。中央児童相談所レベルだろうと思う

から、持ちケース数でやった方が人数が確保できる

のですけれども、小児精神科医のサポートがあった

のだったらそれでやっても良いし、人口比でやった

りします。さまざまなこういうサポートが必要だろ

方が職員が確保できるのだったら、そちらでも良い

うと思うのです。

よねと、両案出ていたりして、この辺もまだ結論が
出ないところです。

東京都で警視庁から出向で児童相談所の支援に見
えていた方が本庁に戻るときにいろいろお話をし

何人かの委員との間では、先ほど申し上げたよう

て、また警察に帰ったら大変でしょうと水を向けた

に進行管理をしなくてはいけない。常にマネジメン

ら、慣れた職場ということもあるけれども、警察本

トをしながら子どもの状況をきちんと把握していく

庁に戻る方が楽ですよと。現場の特に虐待を引き起

ということについては、持ちケース数で決めた方が

こす親は最後まで僕も分からなかったですねとおっ

丁寧な対応と見落としがなくできるのではなかろう

しゃって、現場の大変さを実感して帰られていきま

かというような話はしておりますが、まだ結論は出

した。それほど児童相談所は大変なのだということ

ておりません。

の証だろうと思います。

専門資格、一時保護所のあり方についても専門委

市町村における対応の強化も議論をしておりま

員会では議論をしております。大体年間１万件ちょ

す。特に 2004 年の法改正で市町村は第一義的な相

いぐらいの一時保護実績があるのですが、この中に

談窓口にしたときには、若干の実施までの猶予はあ

は障害を持ったお子さんもいます。非行ということ

りましたけれども、あまりそこに至るロードマップ

で児童相談所が関わったお子さんもいますので、被

を描かず 2005 年になると市町村は第一義的な窓口

虐待、つまり虐待を受けた子どもだけというわけで

ですよという形になっておりましたので、ここに

はないのです。

ロードマップをきちんと描きながら、専門性を持っ

当然安全、安心な生活空間とともに癒やされる。

た職員の確保を見据えながら、それができるまでの

それは物理的にも専門的にもそうなのですが、そう

時間的な猶予も考慮しながら、市町村でその支援を

いう機能が虐待を受けた子どもにとっての一時保護

していくということについては、相談だけではなく
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て、子育ての支援は身近なところでやりましょうと

もの電話相談でも、一般的には子どもの日常のいろ

いう形の議論が今、されております。

いろな話を聞くための活動なのですけれども、家出

それでケースマネジメントに関する児童相談所と

をしてしまった子どもの保護に貢献をしたという例

の連携というのは、先ほど言いましたようにこれが

もあって、さまざまな活動をされていて、それを全

必要な場合には児相の方がやったらどうかというの

国でもいろいろな活動がおありになると思います。

が今の議論になっております。

その土地土地の特徴を生かした、地域の特徴を生か

３つ目のところに行くのですが、特に特別養子縁

した活動。本日の午前の分科会でひょっとしたらそ

組の話も出ました。在宅支援の話もそうですが、全

ういう活動の情報共有がなされたかもしれません。

て行政がやることはできない。しかし、きちんと質

これが終わりますと、その辺の話も聞けると思うの

のコントロールはしなくてはいけない。これは私の

で、是非情報共有をされて、また、地元に帰られて

個人的な主張なのですけれども、もしこういう団体

活動を展開されたら良いかなと思います。

が定着していくとするならば、そこでキャリアとし

イギリスに FRG というのですが、Family Rights

て一定の受け入れキャリア形成ができる。何回も

Group という家族の権利擁護のため団体。かつて

移っていっても良いのですけれども、自分の中核的

虐待対応を経験者たちの集まりがあります。つまり

な職場としてこういうところを位置づけることがで

当事者です。当事者が当事者の支援をする。かつ、

きる。もうちょっと簡単に言うと、そこで食えると

FRG は政府からの補助金ももらっています。そう

いうことです。公務員並みというのが良いのでしょ

いうような活動、今、日本でも児童養護施設で生活

うか。
きちんと給料が出てくるというものがないと、

をした経験のある方たちが当事者グループを作っ

手弁当でやっていらっしゃる民間団体が多いと思う

て、総合支援と社会的な発信をし始めています。あ

のですが、それでは優秀な人は定着しませんので、

るいは東京都にはそういう施設で生活をしたことの

実際にこういう民間団体を育成していくことはすご

ある子どもたちをターゲットにして支援をする社会

く大切なことだろうと思います。

福祉施設に併設された相談機関などがあって、いわ

そこに社会福祉法人大阪児童福祉事業協会にアフ

ゆる口コミで利用が広がっていくということがあっ

ターケア事業部という例を挙げておきました。ここ

て、民間活動も表に出てきてない大きな活動がたく

は児童養護施設からやがて地域に出て生活を始め

さんあるのです。そういうものも我々は理解してい

る。そういう子どもたちの応援をしています。マ

かなければいけないだろうと考えています。

ナー講座をやってみたり、それこそ銀行口座の開き

それが勝手にばらばらにやるのではなくて、行政

方、挨拶の仕方、そのようなことをやっているので

も含めて地域単位で連携をしていくということがす

すが、上手いなと思うのは、何回かに１回食事のマ

ごく大切ではないかと思います。

ナー講座があるのです。食べ物があると来たくなる

先ほどワーキンググループを２つ作りましたとお

のです。上手いなと思うのは、最初はバイキングの

話をしました。専門委員会のもう一つの委員会は、

食べ方講習。次が中華料理、和食、最後がフルコー

いわゆる社会的養護、特に施設と在宅支援のあり方

スになっているのです。だんだん難しい方になって、

を考えているグループです。いわゆる子育て支援を

そこも良く考えられていて、生活に密着した支援が

含んだ養育支援を担う拠点型の機関というものの創

できるというのは大きい。堅苦しくテキストか何か

設を一つは考えております。

見ながら、頭の下げ方は四十何度などとやっていた

地域包括という高齢者分野での相談機関あるいは

ら子どもは来ないのです。御飯でも食べながらみん

サービス提供機関があると思うのですが、地域包括

なでわいわい楽しく、ではおじぎの練習という形で

ですから、包括しているのであれば、虐待の対応も

やっていらっしゃる。既にこういうことをやってい

して良いんじゃないという話をある場所で厚生労働

る民間団体はあるし、いろいろな工夫を今、民間団

省の方、虐待対応ではない方にお話をしたら、先生、

体なりの柔らかさでされています。神奈川県でも今、

地域包括は介護保険でやっているので、そこは虐待

Bridge For Smile 等、いろいろな民間団体が活動を

は乗っからないですよ、システムが違うからと。で

しておりますし、横浜チャイルドラインという子ど

も、もういろいろな形で現場的にはいろいろな生活
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をしている家族の相談全般に応じますというシステ

ちょっと違うという規定をして、そのときには専門

ムが神奈川は動き始めているところがありますね。

里親という虐待対応に専門的に向き合っていただけ

そういうことを考えていくと、現実が制度を追い越

る里親もその制度の中でできてきております。

していっている面があって、そういうものを法的に

そういった中で、例えばまだ児童福祉法、これは

位置づけていくというサイクルも必要になってきて

細かい話なのですが、46 条の２の中には、いわゆ

いるのではないかと思います。

る児童福祉施設の施設長は適正な理由がない限り、

もう一点は、里親、特別養子縁組も含めて、里親

措置に委託依頼を受けた子どもについてノーと言っ

あるいは小規模の施設であればあるほど地域社会の

てはいけない。応諾義務があるのです。ただし、そ

応援ということを言いたくて、もう一回別紙１に戻

の法文には児童福祉施設の長がと書いてあって、里

りたかったのです。

親と書いていないのです。まだまだ完璧に社会的に

どうしても、施設等が浮いてしまうので、右肩に
出した一番小さい四角のところが地域社会から見守

養育側に里親の人たちが移行していないということ
があります。

られ、支援を受けていなければ、なかなか子どもを

今後、いわゆる里親を職業としてやる職業里親と

養育してくいというのは大変な時代になっていま

いうものを日本の中で構想していくのかということ

す。
里親の方も実施を育てた経験のおありになる方、

も一つの課題だろうと思います。御存じのように施

初めてお子さんを育てられる方、いろいろいらっ

設が幾ら小規模化していっても、そこには給与とい

しゃるのですけれども、一定の年齢の子どもが新た

う形で担い手の方にもお金が支払われます。里親の

な家族として入ってくるわけですから、どういう経

場合には、たとえ専門里親であろうと、それは里親

験をお持ちの方であれ、すごく苦労はされるのです。

手当なのです。給与ではありません。そのあたりも

子どもも今の里親の措置、０歳児からということを

今後どうしていくかということで考えていく一つの

やっている自治体もおありになるのですけれども、

課題にはなっているかと思います。

全国的には２歳ぐらいからが多いので、何となく違

11 ページ、家族再統合という課題もあります。

う人の家に来たねと分かるので、いろいろな試し行

なかなか今の国の委員会でここまで話が及んできて

動、本当に自分はここにいて良いのかという行動を

ない部分もあります。ここも別紙１を挙げておきま

して、それを乗り越えて安心感を持つまでの時間は

した。家族が再び子どもを地域の中で育てていくと

相当苦労します。

したら、その子どもの年齢にもよりますけれども、

また、育てていって思春期になったときまたそこ

子育て支援、在宅型養育支援が必要になってきます。

で苦労がある。そういったものを施設であれば職員

もう一つ言うと、子育て支援は就学前で年齢が限ら

集団が支えることができます。しかし、里親の場合

れてしまっているのです。就学後の子育て支援は学

にはそれをサポートしてくれる職員集団はありませ

童保育ぐらいしかないです。ここもメニュー不足だ

ん。
必要な支援を必要な場合に利用するというのは、

ろうと思います。

里親であっても同じことだろうと思うのです。もち

親子分離をしていく要因というのがいろいろ時代

ろんこの専門的な相談も必要になってくるでしょ

が移る中で変化してきておりますし、どこまでいっ

う。そういう意味で、この里親も含めて、小規模の

たら親子分離なのだという判断基準もかなり今、揺

施設でもそのことは同じだろうと思います。地域の

れてきている部分、動いてきている部分があると思

中にあって子育てをしているわけですから、そこで

います。これは先ほど言いましたワーキンググルー

の地域社会からの理解、支援が必要になってくるだ

プの中でも考えられているのですが、親子分離とい

ろうと思います。
そこで、資料には小規模施設のバッ

う形ではなくて通所も入所施設で一つの機能として

クアップというものを入れておきました。

備えていくのも検討する価値があるという議論をし

里親は法改正の中で社会的養護を担う養育里親と

ております。

いうものが規定されてきていて、私的養育に向かわ

私は個人的には、宿泊というのはあっても良いな

ないような形で行く、養子縁組里親あるいは特別養

と思っているのです。週末だけ親子で泊まりに来て、

子縁組という私的養育領域に近づいていく里親と

そこで養育に関する助言指導を得て、平日は地域で
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生活する。これはヨーロッパではそういう形がある

ますと、30 歳ぐらいまでカバーしておりますので、

のですけれども、宿泊というのはあっても良いかな

そうすると、20 歳で切って良いのか。30 歳はどう

と考えています。

なのというところで対象年齢とか措置の延長をどう

東京都の世田谷区は親子入院という形で子どもと

考えるか。今、民法改正等の議論もあって、もうし

一緒に宿泊型で乳幼児期ですけれども、子育ての支

ばらく時間がかかるという見方もあるので、当面成

援を受けるということもぼちぼち始まっているの

人年齢に合わせておいて、今の 18、19 歳問題を乗

で、あながち全く可能性がないわけではないと考え

り越えておいて、民法の方の改正がなされて、その

ています。そういった親子が地域の子育て支援ある

施行日が決まったところでもう一回考え直すという

いは在宅型の養育支援を改めて受けているような、

手もあるかねという非常に現実的な議論もされてい

ここは自立支援計画、家族再統合計画の中でそれを

て、もっと根本的に考えるべきだという議論もあっ

セットアップし、先ほど言いましたように、今、想

たりして、ちょっと結論は出ておりません。

定としては児童相談所ですけれども、それがきちん

そういう中で、先ほど申し上げましたように、

と利用され、効果があるものなのかどうか。そこを

18、19 歳あるいは 20 歳を超えて本当に住む場所が

マネジメントしていくという形も機能としては必要

ないということで、子どものシェルターが自立支援

になってくるのかと思います。

事業として認められて、今、各地で自立支援のため

子どもにとっては、リービングケアになります。

のシェルターができているのですけれども、まだま

親元に帰れる子も帰れない子も施設から去るという

だ関係機関に十分周知がされておらず、なかなか利

作業の過程をとらなければならないのですけれど

用件数が上がらないというもの一つの実態としてあ

も、特に家族再統合というそれを経験せずに、施設

るようです。一応、児童福祉法上の規定をされた事

から 18、19 歳というところで自立をしていくとい

業になりましたから、一定の措置費補助金等は出る

うと子どものケアの必要になってきます。

のですけれども、そこで 22 歳から勤めて、あるい

今、厚生労働省の方では 18、19 歳あたりの措置

は 18 歳から勤めて 40 歳、50 歳までいって飯が食

延長をもっと活用しようよという通達も出ておりま

えるかというと、なかなかそこまで給与保証はでき

す。このことも必要だろうと思います。

ない状況になるので、これはもっと国も含めて、き

児童福祉法対象年齢の検討も専門委員会でやって
いまして、成人年齢まで合わせようという議論を
していた途中で選挙権の話と同時に成人年齢が 18

ちんと支援をしていくシステムを作らなくてはいけ
ないなと考えております。
居場所作り。これは児童養護施設等で生活した方

歳まで下がるかもしれないという話になっていて、

たちが自主的に始めていますが、いて良いのだとい

ちょっと今、困っているのです。成人年齢がだっと

う場所がない。当然保護者宅には戻れないのでその

下がってしまうと困るよねと。考えたら大学を出る

まま自立していくわけですから、勤めたからといっ

のは最短で言って 22 歳ですから、20 歳で良いのか。

て親元に帰れない子どももいます。これからのシー

あるいは子ども・若者育成支援プランなどを見てい

ズンを考えてください。友達ができなかったりした
ら、クリスマス、アパートで一人。友達ができても
正月、友達はみんな家に帰ってしまうでしょう。居
場所はどこなのだ。そこに温かい人間関係と戻る場
所がなければ、温かいベッドがあるような場所を
作っていくことが、循環をしていくと新たな虐待発
生の予防にもなるはずだと考えています。
時間が迫ってまいりましたので、このページの３
つ目の☆に行きたいと思います。
子どもの声を受けとめるシステムというものをど
のように考えるかということもこの虐待対応では必
要なことです。先ほどの開会の挨拶の中にもありま
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した。子どもの声というのはなかなか届かないで

ろな話ができるようになって、しばらく経ったから

す。親に殴られていても転んだ、ぶつけたと子ども

プレーリーダーに彼女は、30 代の若い人なのです

が言うことがあります。東京の江戸川区で小１の男

けれども、中学生にとってみればおじさんなので、

の子が亡くなった事例では、彼は背中に大きな傷を

「おじさん、私ね、渋谷で援助交際やってる。」何で

最後は負っておりましたが、そのことについて担任

と、お父さんとお母さんが離婚寸前で私がいろいろ

の先生等には言わずに亡くなっています。当初、歯

考えていることを全く聞くような余地がない。学校

医者で顔のあざに気がついて、どうしたのと聞かれ

の先生は全然そりが合わなくて、話なんかできない。

たときはお父さんにやられたと声を発しました。細

もちろん仲の良い友達はいない。だから、唯一話を

かい話は時間がないので省きますが、その後の対応

うんうんと聞いてくれて、そうだねそうだねと言っ

のまずさもあっても、彼はその後再発した虐待につ

てくれる大人は援助交際で電話をかけて、１時間２

いては誰にも訴えず亡くなっています。こういう形

時間つき合う男性だけなのだと。もちろん彼女はそ

の子どもの声だけではなくて、いろいろな形で私た

の後逃げるのだそうです。二度と同じ人には会わな

ちは子どもの声を受けとめることができているのか

い。でも、そうやって聞いてくれるのはあの人たち

ということをいつも留意しなければいけないと思い

だけだから、私はやめないよと。これはそのプレー

ます。

リーダーをはかってきていますね。この大人はどう

私もこういう経験をしました。児童養護施設など

いう反応をするのだろうと。プレーリーダーはそう

についても第三者評価が必要だということが言われ

いう訓練を受けていますから、そうなのだと、ここ

ていた時期、今は実施が義務づけられていますが、

はどうと、おもしろい子たちもいるし、おじさんみ

ちょうど導入を検討していた時期です。子どもの意

たいな変なおじさんもいるから。そうなんだと、こ

見を聞くのにアンケート方式が良いか、面接方式が

こにもしょっちゅうおいでよ、話いろいろしようよ

良いかということでいろいろ議論をいていたとき

といって、その場は帰しました。

に、ある児童養護施設にパイロットサーベイで伺っ

彼女のはかってきたところは、ある程度そこでこ

て、いろいろな年代の子どもと１人 20 〜 30 分ぐら

の大人なら大丈夫だという結論をもたらしたようで

い、５人ぐらい話をさせていただく機会をいただき

す。それからは本当に毎日のようにあらわれて、プ

ました。一番下の子は 20 分一緒に遊んでいました。

レーリーダーは固定的に遊べる友達を紹介し、意図

キャッチボールで終わってしまいました。高校生と

的に話しかけをし、３カ月たったところで「おじさ

話をしていて、ここの職員は優しいとか、いろいろ

ん、私、援交をやめた」と、何でと、「聞いてもら

聞いていって、最後に子どもの声を聞くのでいろい

えるようなおじさんはここにいるし、友達もできた。

ろなやり方を考えているのだけれども、こういう面

だからもういい」と。居場所が心理的な虐待の対応

接方式はどう思うと聞いたのです。男の子でしたけ

に結びつきましたし、虐待は今の日本の法律は家族

れども、彼は「おじさん、初対面の人に本音言うと

内で起こることに限定しておりますが、諸外国の法

思う？」と言われて、そうですねと、これが子ども

律を見ますと、家族外の人が子ども権利侵害をして

の声だったと思うのです。拾っているつもりで拾え

も、それは子どもの虐待だと捉えられることがあり

ていない。聞いているつもりで聞けていないという

ます。まさにどこを虐待だと考えるかによるのです。

ことがあるのではないかと思います。

そう考えてみると、彼女は性的被害から逃れるこ

東京の世田谷区の屋内型の児童更生施設に中学２

とができました。でも、もし声が届いていなかった

年生の女の子がたった一人でふらっと遊びに来たと

ら、あるいはその彼女の周りにはそういう声を聞い

いう事例があります。大体友達とつるんで遊びに来

てくれるような存在がない子どもたちがいるかもし

るのですが、その子は一人でした。所在なさげにぶ

れない。そこには危なかったら逃げるというところ

らぶらしているので、プレーリーダーが声をかけま

を逃げ切れないで、性的被害に遭っている子どもも

して、グループにいざなったり、雑談をして、その

いるかもしれません。いかにこの地域社会が大きな

日は彼女は帰りました。気に入ったのでしょうね。

役割を担っているかということだろうと考えており

それから結構頻繁に顔を出すようになって、いろい

ます。

22

基調講演

「おわりに」というところに移りたいと思います。
先ほどの専門委員会の委員の中にも非常にこのこ

ないかもしれませんが、専門委員会での議論の一つ
にはなっております。

とを強調される方がいます。児童養育に関する理念

別紙４は、その権利条約を 15 ページに挙げてお

というものをきちんと構築していかないと、いわゆ

りますので、お読みいただければと思います。特に

るその場対応型の虐待対応だけでは済まない。今、

前文のところにアンダーラインを引かせていただい

児童福祉法の中では国、地方自治体の役割が書かれ

たところが、今、私がお話をしたことになります。

ております。
しかし、一体どの部分をどのようになっ

今、児童福祉法の作りは国と地方自治体という作

ていくのか。そこまでは詳しく書き込まれていませ

りになっています。法的にそれができるかどうかに

ん。社会的な養育の部分、この子育て支援、在宅型

置きまして、国、都道府県、市町村あるいはそこに

養育支援、分離型養育支援、全てを含み込んで親と

特別区、中核市も含めて、そういう区分をして、そ

一緒に社会が子どもを養育していくというのはどう

れぞれの責務を書き込むことができるのかどうかと

いうことなのか。ここをもう一度考えてみることか

いうことも、専門委員会で議論していくことになろ

ら虐待防止の対応が始まるはずです。その根幹には、

うかと思います。

子どもの権利条約にもありますように、家族が子ど

根本は、子どもの虐待が起こらないような形で子

もを育てていく基礎的な単位であるしたら、その家

育ての支援をしていく地域社会が非常に大切だとい

族を支援していく社会の役割があるはずだと。それ

うことを改めて強調させていただきたいと思いま

が国際的な条約である子どもの権利条約の基本的な

す。そして、子どもが豊かに育つことができるまち、

考えです。

子どもがさまざまな人が支えられながら育てていく

その家族が育てていけないときにどうしたら良い

ことができる。そういうまちが、高齢者にとっても

か。家族が育てていこうとするのに家族のそういう

住みやすいまちだと思います。障害を持った方々に

役割を崩壊させてしまう事態が起こったら何をした

とっても住みやすいまちだと思います。全ての住民

ら良いかという作りになっているのです。

にとって住みやすいまちだと思います。虐待防止と

もちろん一方で、子どもの主体的な権利、意見表

いうことについて全体的に専門的に考えることも必

明権等も考えております。しかし、この養育を社会

要ですけれども、もう一方でそういうまちづくりと

全体がどう親と一緒になって担っていくか。ここを

いう観点から考えていただき、特に子どもの虐待防

考えていく。これも先ほど大臣がおっしゃった児童

止というところに思いを至っていただければ幸いで

福祉法の抜本的改正の大きな課題になると思いま

ございます。

す。非常に日時が差し迫っていますので、児童福祉
法の１条から３条の改正というところができるのか

時間になりました。話を終わりたいと思います。
ありがとうございました。

どうか、非常に時間との勝負で、そこまで行き切ら
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10：00 〜 12：30

居所不明児童
～支援が届かない子ども～の
現状と課題
パネリスト兼コーディネーター

田中 博章氏
飯島奈津子氏

パ

石川

パ

ネ

ネ

リ

リ

ス

ス

ト

ト

結貴氏

（横浜市こども青少年局長）
（横浜市児童虐待による重篤事例等検証委員／
弁護士）
（作家／ジャーナリスト）

主担当

横浜市

概

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。

要

飯島 奈津子氏

それで

会

場

はまぎんホール

田中 博章氏

こども青少

は、皆様、よろしくお願

年局長の田中でございま

いいたします。

す。よろしくお願いいた

まずは横浜市の居所不

します。局長としてはこ

明児童対策について、田

の４月からということで

中さんから御説明をいた

ございますけれども、以

だきます。よろしくお願

前、約７年前にこども家

いいたします。

庭課というところで要保護児童対策をやっていた経
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験があります。そのときも児童虐待問題は非常に社

が特徴となります。

会的にクローズアップされていた時代ですけれど

先ほども若干触れましたが、本市が居所不明児童

も、この６年間離れている間にかなり深刻な問題が

問題に取り組むきっかけとなった事例が、南区６歳

クローズアップされてきていて、状況的に大きく変

児死亡事例でございます。この後、飯島先生からも

わっているということを、この４月以来感じており

お話があるかと思いますが、若干私の方からも説明

ます。

をさせていただきます。

それでは、私から横浜市の居所不明児童対策につ
いて御説明をしたいと思います。
皆様ご存じのように、横浜市でも全国と同様に
年々児童虐待の相談件数は増加しております。児童

横浜市が把握した経緯でございますけれども、こ
れは最初は妹さんの泣き声通報が警察にあったこと
をきっかけとしまして、児童相談所と区役所のこど
も家庭支援課の職員が家庭訪問を行いました。

虐待の未然防止から重篤化防止を目標に、さまざま

このとき、横浜市に住民票がないことは把握して

な施策を展開しておりますが、そうした中で平成

おりましたけれども、実母からは転校の手続を行っ

25 年４月に発覚した死亡事例は、居所不明児童が

ていないと説明を聞いており、未就学という事実は

児童虐待として大きくクローズアップされて報道さ

把握できていませんでした。

れたところでございます。

裁判で明らかになったことでございますけれど

この事例が契機となりまして、自治体間の連携の

も、訪問したときに本児が不在だったのは、虐待の

あり方、それから、居所不明児童対策、こういった

発覚を恐れ、意図的に外出をさせていたそうです。

ものが全国的に関心が広まり、厚生労働省の居住実

本児の死亡に至る経緯は、家庭訪問の８日後の

態が把握できない児童の全国調査の実施につながっ

21 日深夜に自宅浴室等での暴行を受け、本児が死

たところでございます。

亡。23 日に実母と同居の男性が本児の遺体を市内

横浜市ではこの事例の当事者として、居所不明児
童対策にいち早く取り組んで対策を講じてまいりま
したが、本市のみでは解決できない課題もありまし

の雑木林に遺棄して、その後はその事実を隠し、居
所を転々としながら第３子を出産しております。
実母は児相からの電話には応じるものの、直接の

て、
奥が深い問題だということを実感しております。

接触を拒み続け、最後は警察の捜査によって、25

本日は２人のパネリスト、それから、会場の皆様

年４月に妹を保護し、本児の遺体発見に至ったとい

とさまざまな視点からこの問題を捉え直してみたい
と考えています。よろしくお願いいたします。
最初に、簡単に横浜市の概要と児童虐待対応の体
制を御説明いたします。
横浜市は 370 万人を超える人口を抱えておりま

うところです。
実母と同居男性の裁判結果は、パワーポイントを
ご覧のとおりとなっています。
これは本児のジェノグラムです。複雑なジェノグ
ラムから、この養育環境の変化が分かると思います。

す。全国一の市町村ということになりますが、行政

本児は２歳のときに母親が離婚して、実母と妹は

区は 18 区になっています。この 18 区を方面別に４

交際相手と生活をしておりましたが、本児はＸ県の

つのエリアに区分けをしまして、それぞれ児童相談

母方祖父母宅で５歳まで生活をしています。

所を配置しているところです。
また、この 18 区には、区役所の中に福祉保健セ
ンターを設置しておりまして、ここに母子保健から

平成 23 年６月に実母は母方祖父母の反対を押し
切り、本児を引き取って、交際相手１の住むＡ市に
３人の住民票を移しています。

児童福祉までを一体的に対応するこども家庭支援課

Ａ市ではちょうど就学児健診ですとか学校説明会

がございます。
ここで虐待の通告、相談の窓口も担っ

が行われた時期でしたけれども、24 年４月に交際

ているところでございます。

相手２の住むＢ市に転居し、住民票も移動していま

また、
政令指定都市ということでございますので、

す。本児はＡ市での入学式を欠席して、Ｂ市では就

この特徴を生かして児童相談所も設置しており、児

学手続を行っていないという状況になっています。

童相談所と市町村の役割をする区役所が日常的に連

Ｂ市に転入してからは、
２カ月後に事件が起こる本

携しやすい環境の中で、虐待対応を行っていること

市の交際相手のアパートに３人で転居していますが、
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このときは住民票をＢ市に置いたままで転居してい

３点ございますが、１つ目は「市町村間での情報

ます。本市で虐待により死亡した後は、携帯電話を通

提供・共有」ということです。子どもが転居を繰り

じて知り合った男性宅を転々として、
新たに知り合っ

返している、未就学であるという情報が自治体間で

た男性宅のあるＤ市で第３子を出生しています。

共有されないことで支援が途切れたり、虐待リスク

この世帯の支援状況をエコマップにしてみまし

の発見が遅れてしまいます。

た。Ｘ県では本児は保育所に通って、乳幼児健診を

２つ目は ｢庁内の関係部署間の情報提供・共有｣

受診しています。Ａ市では就学児健診と入学説明会

です。Ｂ市で部門間の情報共有ができないという課

などを欠席したため、学校ではほぼ毎日家庭訪問を

題は、当時の横浜市でも同様の課題でありました。

しましたが、連絡がとれないまま、入学式も欠席を

３つ目は居住実態が把握できない児童の位置づけ

しています。その後、学校が住民票の移動を確認し、

でございます。児童虐待のリスクが高い要保護児童

調査を終了しているという状況でした。

として徹底的に調査し、子どもの安全を確認するた

そして、Ａ市の教育委員会からＢ市に対して、未

め、居住実態が把握できない児童の把握と情報を要

入学の情報は引き継がれないということでございま

保護児童対策地域協議会に集約し、調査をマネジメ

した。

ントしていく仕組みが必要でございました。

Ｂ市では転入届を受理した戸籍住民票担当課、教

次に、このような課題解決のために本市が取り組

育委員会、母子保健主管課など５つの部署が関与し

んできた居所不明児童対策について御説明をしたい

ておりましたけれども、それぞれが個別に対応し、

と思います。

虐待リスクに係る情報が共有されるまでには８カ月

数字が書いてある順に御説明をします。

を要しています。

一番上の１のところですけれども、本市では 25

横浜市では警察からの児童通告により児童相談所

年に庁内プロジェクトを設置いたしまして、乳幼児

が把握したところですが、住民票がなく、この世帯

期から学齢期の居所不明児を早期に把握するための

に関する情報は区役所にありませんでした。家庭訪

庁内連携のあり方について検討して、26 年４月か

問やＢ市・Ａ市への調査を進める中で、未就学など

らこの取組を実施しています。

の情報を集めて、７月に把握してから遺体発見の翌

まず、乳幼児健診を未受診であったり、就学させ

年４月まで、
実母に会うことを拒否され続ける中で、

てもらえない子どもについては ｢不適切養育や児童

調査を継続していったというところでございます。

虐待のリスクを確認すべき家庭｣として位置づけて、

第３子の出生で、Ｄ市に新生児訪問を依頼して、
そこで本児が心臓病で亡くなったと実母が話してい
たという情報を知ることになり、警察への協力要請
につながっています。
この事例によりまして「居所を転々とする子ども
を把握する上での課題」を整理いたしました。

要保護児童対策協議会を中心に庁内連携、情報共有・
調査方法について検討いたしました。
２点目でございますが、庁内連携の仕組みについ
ては、字は細かいのですが図をご覧いただきたいと
思います。学校、区役所の戸籍課、区役所のこども
家庭支援課、要保護児童対策地域協議会、児童相談
所、警察など、さまざまな部署が連携する仕組み作
りを検討いたしました。
特に、区の戸籍課と要保護児童対策地域協議会の
事務局である区のこども家庭支援課が情報共有する
仕組みを構築して、それぞれの課が実施する調査内
容や、その情報の共有方法を具体的に定めたという
ことが本市の特徴となっています。
３点目が要保護児童対策地域協議会に基づく詳細
な調査と進行管理でございます。各部署が徹底して
調査をした結果、居住実態が把握できない児童は虐
待リスクが高い要保護児童として、進行管理を行っ
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ています。

から、厚木市の男の子のケースの第三者委員会の検

区のこども家庭支援課は要保護児童対策地域協議

証をする委員にメンバーとして依頼を受けました。

会の事務局として、転居先への引き継ぎですとか、

私だけではなくて、もちろん何人かずつのメンバー

警察への行方不明届出などの役割と、所在が不明な

なのですけれども、その中の一人として検証に携わ

児童については 18 歳到達年度までの情報を管理し

りましたので、居所不明が特徴となる両方のケース

て、他都市からの照会などに備えています。

の検証委員会のメンバーであったということで、本

このように他部署の情報を集約し、居住実態が把

日お呼びいただいたのだろうと理解しております。

握できない児童の情報を一元的に管理をする仕組み

今、横浜市のケースの方は田中さんから概要の説

といたしました。
この検討プロジェクトで対策を検討する中で、横

明がありましたので、私から今、経過を説明するこ
とは控えさせていただきます。

浜市単独では解決できない課題も浮き彫りになって

厚木市の男の子のケースは、プログラムの私のレ

まいりました。居住実態が把握できずに、転居先が

ジュメの 21 ページ以降にかけて書きました。これ

分からない子どもの情報については、自治体間で共

を今、読み上げるようなことはいたしませんが、幾

有する全国レベルの仕組みが必要であることから、

つかポイントとなるところを申し上げます。

この点については国に対して、所在不明児童に対す

まず、男の子は平成 13 年に生まれて、13 年・14

る情報の一元化について提案をしているところでご

年の間にお母さんがまだ一緒で、ご両親と３人で住

ざいます。

んでいたということです。その生活実態は最近行わ

また、ドメスティック・バイオレンスなどを理由

れたこの件の刑事裁判の中で、ある程度明らかに

に避難した場合ですとか、住民票を残したまま転々

なった部分もありますけれども、当時私どもが検証

とする子どもの調査を迅速に進めるためには、地方

委員会をやっているときはあまりよく分かりませ

自治体が行うべき居所不明児童の調査内容の統一化

んでした。健診とかはちゃんと来ていたということ

と、情報の共有の際の明確なルールの設定が重要だ

です。

と考えております。

大きな一つのエピソードとしては、平成 16 年 10

国がこの課題に早期に取り組んでいただき、迅速

月、これはよく報道もされているところなので皆様

に実態把握が可能になることを切に願って、基礎自

も御存じかもしれませんが、早朝４時半ぐらいに男

治体として日々の取組を進めているところでござい

の子が１人で路上にいるというところを警察が保護

ます。

したと。しかもこれは、おむつだけ着けているとい

以上でございます。

うような状態で外に出ていたということだったので
警察が保護し、児童相談所が一時保護をしました。

飯島氏

田中さん、どうもありがとうございました。

それでは、次に私から「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」ということ
でお話をさせていただきます。
皆様のお手元の、本日のプログラムの 21 ページ

翌日にお母さんが迎えに来て、今後児童相談所の
方で家庭訪問していいですかということを言うと、
お母さんは了解して、一時保護は解除されました。
このケースに関して、虐待ケースではなく養護
ケースという種別判定を児童相談所は行いました。

にレジュメを用意させていただいておりまして、こ

ただ、継続の調査が必要なので家庭訪問を実施して

れに沿って話をさせていただきますので、ご覧くだ

いこうという方針を処遇会議で決定されたにも関わ

さい。

らず、家庭訪問は４年以上実施されなかった。ここ

まず、私が何故本日この場に呼んでいただいたか
といいますと、偶然の事情なのですけれども、今、
横浜市さんの方から御紹介のあった南区の６歳の女

がすごく大きな問題だと思いますけれども、そうい
うことがあります。
次のページで、残念ながら死亡の推定時期がきて、

の子の事例の検証の第三者委員会のメンバーであり

その後に、就学児健診などの１年生に就学するはず

ました。その検証に携わったということと、これも

である時期がきます。それで就学をしないという状

全くたまたまなのですけれども、神奈川県さんの方

況で、亡くなった後の経過というものは書いたとお
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りです。

しまうということでして、そのときは保育園を退園

このレジュメを作ったときは、この間行われた裁

しますという届出を役所に先に出して、おばあちゃ

判員裁判がまだ行われていませんでしたが、その後

んたちの反対を押し切って連れて行ったという形

行われ、10 月 22 日に父親が懲役 19 年という判決を

だったらしいのです。委員の中に保育園の経験があ

受けたということが報道されております。

る先生がいらっしゃって、多分保育園の先生方はす

この２つの検証委員会の議論で、私ども委員がど
んな指摘をしたかということですが、まず横浜市の

ごく心配したのではないだろうかとおっしゃってい
ました。

女の子の方のケースは、今、田中さんのお話にもあ

要するに、その自治体を出るということ、そこの

りましたとおり、自治体間の情報の引き継ぎという

家を離れて出る、保育園を出るということでリスク

ものが非常に課題のある状況だったと。横浜市が未

がわっと高まるケース。そこのところは、今まです

就学の情報を確認できたということは、実際にはも

ごくリスクの高かったケースが他の自治体に移りま

う殺害されてしまった翌日だったのです。よく分か

すということではなくて、うちの県にいた間はリス

らない中で、子どもさんが泣いている、妹さんが泣

クはそんなに高くなかったのだけれども、出るとい

いているという通告で警察が駆けつけて、児童相談

うことがすなわち危ないというときは、やはり自治

所に児童通告する。その児童通告書の中では、女の

体の方で、これは危ないと言って転出先にリスクを

子の年齢は５歳と書かれていました。これはもしか

伝えないといけないのではないかということを、私

したら、その場に行ったお母さんと内縁の男性が本

ども委員は考えました。

当のことをわざと言わなかったのかもしれないので

次のページにいきます。23 ページですが、居所

すけれども、児童相談所としては５歳なのかという

を転々とするケースについて、主体的にどこが担当

ところで始まっているという状況です。しかし、い

して、ずっと一貫して追いかけていくべきという

ろいろと他のＡ市・Ｂ市に情報を聞いていく中で、

ルールがありません。ですので、女の子のケースの

実は、もう就学しなければいけない年齢になってい

場合は、たまたま横浜市だけが児童相談所が関わる

て、前の自治体では就学しないという状況で終わっ

形になって、これは横浜の近隣の方の意識が高かっ

ていたということがおいおい分かるということでし

たのだろうと思われるのですが、泣いているからと

た。ただ、それに時間がかかりました。

いうことで通告があって、それで初めて児童相談所

それから、前の自治体の方は、転出先に重要な情

が、このご家庭に関わる形になります。横浜市には

報としてそのことを伝えなければその子が危ういと

住民票がないのですが、横浜市がずっとその後もこ

いう意識を持っていただろうかということについて

のケースをやっていたという状態です。その後、横

は、非常に疑問に感じます。

浜市からはほどなく、この家庭は出ていってしまっ

就学の情報を持っているＡ市・Ｂ市以外に、もっ

ているのです。だけれども、横浜市はしようがない

と前に女の子が保育園に行って、おじいちゃん、お

というか、しようがないという感じではないかもし

ばあちゃんのお宅から保育園に行っていた自治体が

れませんけれどもやり続けていて、他の自治体にい

あります。お母さんの実家です。お母さんの実家で

ろいろと協力や情報提供を求めるのですけれども、

暮らしていて、お母さんはそこにはいない状態で、

必ずしも前の自治体も、移ってしまった先の自治体

女の子は、おじいちゃん・おばあちゃんに面倒見て

も、そんなに積極的に協力してくれる感じでもなく、

もらいながら保育園に通っていました。そこにお母

横浜市の児童相談所の職員がかなり遠方まで出張し

さんが、女の子を迎えに来て、これから私と住もう

ないといけないような状態になっていたりしていま

という形で連れて行ってしまうという状況だったと

した。

いうことに、私ども委員は着目しました。と言いま

それから、これは難しいのでしょうけれども、意

すのは、おじいちゃん・おばあちゃんのおうちにい

図的に当事者が隠蔽してしまっているという、先ほ

る間はリスクはそんなに高くない。ただ、今まで女

ど田中さんからのご紹介もありましたけれども、女

の子のことを育てていないお母さんが、おじいちゃ

の子が外出させられていて、児童相談所の職員が

ん・おばあちゃんの反対を押し切って連れて行って

せっかく訪問したときに女の子がいなかったという
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ことがありました。意図的に隠蔽されてしまうと福

でしょうけれども、
民生委員さんに少し見てほしいと

祉の方々は、最初からあなたは隠していますねみた

いった地域の資源を活用をするということは全然な

いな形では関わり始められませんので、そういう事

く終わっています。

態への対応はなかなか難しいということも、この
ケースの特徴でした。

厚木の男の子のケースですけれども、委員会で議
論になったのは、よく報道でも指摘されていますが、

最初だけではなくて後からも、親御さんと電話で

３歳の時男の子が児童相談所に関わるときに、おむ

は何度も接触できるのですけれども、情報にかなり

つ１枚で、早朝外に１人でいたという、そういう状

いろいろ虚偽が混じっていて、疑いを持って聞くと

況だった、児相がせっかく関わったのに、
「虐待」

いうより、どちらかというと振り回されている状態

ではなくて「迷子」「養護」ということでラベリン

になってしまいます。

グして、養護ケースとしてしか種別判定しなかった

それから、警察との連携の弱さということを書か
せていただいていますけれども、最初の児童通告は

ということについてどうだったのかということで
す。これは、委員の中では意見が分かれました。

紙ぺら１枚なのです。
「児童通告書」というものが１

これはもう十分虐待なので、「虐待」というアセ

枚あります。そこに、例えば女の子の年齢は間違っ

スメントをして、虐待ケースとして扱うべきだった

たことが書いてある。警察官が間違って書いたわけ

という意見と、当時としては難しかったのではない

ではないのかもしれないのですけれども、
警察官は通

かという意見と両方ありました。検証しようにも記

報があって実際に駆けつけて、
その後児童相談所に通

録に書かれている情報量が少なくて、もう少し当時

告をするという通告書です。そこに駆けつけたとき

の情報が詳しく分かれば、やはり「虐待」と言うべ

の様子というものが何行か書いてあるわけなのです。

きか、いや、そうではないという評価ができたので

ここについて、児童相談所が実際にどんな感じ

しょうが、その情報がそもそも今になって残されて

だったのか、もっと電話をかけて詳しく聞き取った

いない状況なので、委員会として統一した評価を出

りしてから家庭訪問に行ければ、もっと良い初回訪

すことができないという検証結果にならざるを得ま

問ができたのではないのかと言う委員もいまして、

せんでした。

とにかく情報がすごく薄い。それから、児童相談所

ただ、
「虐待」というラベルを貼らず、
「養護」ケー

が特別すごい調査手法を持っているわけではありま

スだったとしても、長期間放置してしまったという

せんし、警察ほどの捜査能力があるわけでもなく、

ことは、やはりまずいわけです。

住民票を移動せずに転出されてしまうと本当に所在

次に、家庭訪問の長期間の未実施です。一時保護

を把握する権限も、特に特別なものはないというこ

を解除した後に処遇会議で、家庭訪問をしていこう

とで、大変難しい状況になります。

と決めたにもかかわらず、これが実行されませんで

横浜市の児童相談所は警察にかなり相談している

した。これが一番大きな問題だろうと言っています。

のですけれども、この時点では、犯罪性がないと動

訪問をしないまま長期間過ぎることが許されてし

けませんとか、親族から捜索願がないと動けないと

まったということは、その次に記載した、ケースの

いう説明を受けて、ちゃんと動いてもらえない。実

進行管理の不備なのですけれども、当時 IT システ

際にこれだけの事件があったので、今はもう少し相

ムの導入がまだ児相でできていなくて、手書きの表

談して動いてもらえる関係にはなっているはずです

みたいなものがあったようですが、担当者が自分で、

し、当時としても、親族からの捜索願でなくても、

このぐらい進捗していますと書いて回覧するとか、

児相長や自治体からの捜索願というものも、法的に

そのようなやり方だったらしいです。担当者も、管

出せないという根拠はなかったのですけれども、親

理職も継続中のケースを漏らさずに把握してチェッ

族からの捜索願が必要とかで、のらりくらりされて

クするということは困難な体制にあって、意識的に

しまって、警察に動いてもらうまでにも大変時間が

全部の調査、継続中のケースというものを一括して

かかったというケースでした。

チェックする機会というものもありませんでした。

それから、女の子のケースは、近隣状況の把握はあ

棚卸しをして、眠ってしまっている事件はないのか

まりできていない。
世帯が動いてしまうので難しいの

ということをきちんとチェックするという機会が設
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けられていなくて、組織としての進行管理体制が著

当に忙しい。だけれども、就学児健診に行かないと

しく不十分というふうに言わざるを得ないかと。

言っている人は私の周りには１人もいないですし、

それから、レジュメの経過表にも書きましたとお

小学校に入ってこないということは、やはりよほど

り、２回の一斉点検からこのケースは漏れてしまい

何かおかしい。そのタイミングは、社会的に網羅し

ました。本ケースは「虐待」というラベルを貼って

て、子どもさんがいるということを確認できる大き

いなかったということと、一斉点検の対象をいつい

なチャンスなのに、特段危機意識が高まっている様

つ以降の事件というように勝手に区切ってしまった

子がないというところが問題かと思いました。

ので、一斉点検の対象に本ケースは入れられません
でした。

一個一個の機関では少ない情報しか持っていなく
ても、全部集約すると、やはり何か見えてくる。せっ

それから、住基・学籍簿（別簿冊）からの消除と

かく自治体それぞれで接して得た情報があるもの

いう問題なのですけれども、今は詳しく説明する時

を、それを集約して評価・検討すればきちんとリス

間がないのですが、教育委員会さんの方では、１年

クを評価できる可能性が高まるのですけれども、他

間の就学がないという場合は特段の調査も対応もせ

機関から集約した情報を評価・検討するということ

ずに、別簿冊管理というものに移行するルールに

が非常に難しい。自治体間での共有も難しいという

なっています。その後、12 歳まで対応は特にしな

状況になっています。

ければいけないということは決まっていなくて、実
際何もしていません。

「
（４）CA 情報システムの機能不全」というとこ
ろですけれども、児童相談所で自分の自治体のとこ

さらに、どうも住んでいないということで、住民

ろにいなさそうだというと、CA 情報として全国に

基本台帳からも職権で消除されてしまって、別簿冊

発出するということになっています。これは何かと

からも消されます。消されてしまった後、その子は

いうと、ファックスで他の児童相談所にこういう子

どこで何をしているということをだれかが確認する

がいませんということを送るということだそうです。

システムはないのだろうかと思うのですけれども、
ないということが現在の状態です。
最後のページにいきます。両ケースに共通するポ

ファックスで送ってこられた児童相談所はそれを
紙でファイリングするということらしいです。今
はデータ化が進んでいる自治体の児童相談所では、

イントと書きましたけれども、所在が不明だと行政

ちゃんとそれを電子データにしているとは聞いてい

機関にとって思われたときに、子どもが危ないとい

ますけれども、ある自治体で、手を尽くしても見つ

う危機意識があると思えない、根拠のない希望的観

からなかったという情報が、どこか一元的に管理し

測と書きましたけれども、DV と言っていたから、

ている機関がなくて、そういう子をちゃんと調べる

お母さんとどこかで元気に暮らしているだろうと憶

というところがないという状況になっています。各

測する。それについては、別に根拠はないのです。

自治体での情報を集約し、主体的に調査権限を持っ

あまりにも情報がないということが、逆に危険

た国中央レベルのシステムや機関というものがない

だ、虐待、死んでいるかもしれないという可能性を、

といけないのではないかと考えます。

もう今考えなければいけない時代なのだということ

「マイナンバーを活用？」と書いたのは、悪評高

は、このケースから学ばなければいけない教訓と言

いマイナンバー制度ですけれども、上手く使えない

わざるを得ないと思います。

かというようなことです。

就学時期における踏み込んだ調査の欠如と書きま

あとは児童相談所職員がとにかくすごくオーバー

したけれども、これは私が強く両方の委員会で言わ

ワークになっていて、厚木の件もとんでもない件数

せていただいたことです。乳幼児健診も大事ですけ

を抱えさせられているという実態があります。だか

れども、就学児健診に行かない家庭というのはよほ

らといって、ケース対応を忘れていいとは言えない

ど特殊な家庭というように私は思います。義務教育

のですけれども、本当に現場は大変なので、
もっと体

ですし、私の周りのお母さんも、少し忙しいと乳幼

制を強化しなければいけない。専門性の強化ももち

児健診は行かないで済ましてしまおうという人が

ろん必要だと。

いて、子どもさんに関心がないとかではなくて、本
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い親への支援の難しさ」というところです。インター

埋められていた場所でした。

ネットの活用で、見ず知らずでも簡単に出会えて転

厚木市の男の子に関しては、厚木市内のこちら

がり込めてしまうという、それで何とか食べてい

も住宅街の、レモンイエローの外壁がかわいいア

く、子ども連れで次の男の人のところへ、どんどん

パートです。そのアパートの１室は８年近くにわ

行ってしまうというような、やり過ごす生活ができ

たって雨戸が閉められたまま、男の子は電気もガ

てしまっていて、それに子どもが引きずられていま

スも水道もとめられた部屋で、４トントラック２

す。子どもの人権が大きく侵害されているというこ

台分のごみに埋もれて、ついに力尽きて亡くなっ

とを社会全体で認識すべきと思います。成人である

てしまいました。

親御さんにはそういうことをする自由があり、あま

私はこういった現場を取材するたびに、本当に夜

り口を出せないかもしれないけれども、それに、子

眠れなくなるぐらいに、胸に重いものがこみあげて

どもが巻き込まれて、最低限の生活もできない状況

なりません。この子どもたちが自らの意思で、自分

になっていていいのかということを書かせていただ

は学校に行かないよ、家に閉じこもっているよとい

いています。

う人生を選択したわけでは全くなく、むしろこの子

すみません。私は時間をこれでオーバーしてし

どもたちは幼い命を振り絞って、何とか生きようと

まっておりますので、ここで私の話はおしまいにし

して、何とかだれかに助けてもらおうとして、懸命

て、石川さんにお話をお願いいたします。

に生きていたと思います。

よろしくお願いいたします。

けれども、結果的には、私たちとこの社会は、こ
うした子どもたちに何の助けも差し伸べることがで

石川 結貴氏

皆さん、こ

きないまま、とうとう命をなくしてしまいました。

んにちは。ジャーナリスト

さらにいえば、女の子や男の子は偶然と言っていい

の石川結貴と申します。本

ような状況の中で、命を落としていたという事実が

日は居所不明児童のこと

発覚しました。

についてのシンポジウム

一方でその偶然がなかったら、今でももしかした

ですけれども、私は今年、

ら女の子は、あの土の下に埋められていたかもしれ

この居所不明児童という

ない。男の子はごみに埋もれたまま、雨戸が閉ざさ

そのものずばりの書籍を出したところです。

れた部屋の中で、今もまだ発見されなかったかもし

今、田中さんと飯島さんのお話にもありましたけ
れども、横浜市の女の子の事件、そして、神奈川県
厚木市の男の子の事件、どちらも私は現場を取材に
行きました。
横浜市の女の子については住んでいたアパート
と、女の子が遺棄された現場を両方訪ねました。住

れない。こちらの可能性を是非皆さんに本日考えて
いただきたいです。
そういった暗くて重い話になってしまうかもしれ
ませんけれども、私の取材の中で感じた問題を、当
事者目線から本日皆さんに発信していきたいと思い
ます。

んでいたアパートは本当に住宅街のど真ん中で、小

まず「消えた子ども」という言葉が昨今使われて

さなマンションやアパートが密集している、どこに

いますけれども、正式には「居所不明児童」という

でもある住宅街です。さらに、女の子が遺棄されて

言葉で言われています。要するに、居所が分からな

埋められていたところは、報道では雑木林の中と報

くなってしまった、今、生きているのか死んでいる

じられていますが、実際は住宅街に隣接した公園の

のか、どこで何をしているのかが分からなくなって

中です。その公園も訪ねましたけれども、ちょうど

しまったという子どもたちを指すのですけれども、

12 月でした。周りのおうちにクリスマスのイルミ

文部科学省の学校基本調査というもので、1961 年

ネーションがきれいに輝いている中で、公園に私は

から調査が開始されていました。

夕方近く訪れたのですが、犬の散歩をされたり、ジョ

そして、お手元の資料の 25 ページを見ていただ

ギングされたりしている市民の方たちがたくさんい

きたいのですけれども、こちらに居所不明児童生徒

らっしゃる。そのほんの１メートル脇が、女の子が

と、もう一つ、居住実態が把握できない児童に関す
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る調査という、２つの調査が載っています。先ほど

さらに言えば、今もお話ししたように、住民票が

田中さんからのお話にもありましたが、女の子の事

なくて調査対象になっていない子ども、あるいはそ

件を受けて、もともとは文部科学省が調査を 54 年

もそも長年ずさんな調査がずっと続いてきて、実際

前から行っていたのですが、今度は平成 26 年度か

には居所不明、行方が分からないにも関わらず、ず

ら厚生労働省が調査に乗り出しまして、全国の子ど

さんな調査でカウントされていないという子どもも

もたち、行方が分からない子どもたちを調査したの

たくさんいます。

です。

同じ資料 25 ページの下の図を見ていただきたい

ところが、この調査というものは、どちらも落と

のですが、岸和田事件という事件を皆さん御記憶か

し穴がありまして、それは住民票がある子どもを対

もしれませんが、大阪府岸和田市で、中学生の男の

象にしている。住民票というものは、皆さんも住民

子が衰弱死寸前で発見されたという事件がありまし

登録されていらっしゃると思うのですが、私たちは

た。この事件は 2003 年に発覚して、翌年の 2004 年

普段の生活をしているとほとんど意識しません。だ

に文部科学省がこの事件に危機感を覚えて、全国の

けれども、例えば皆さん、住民票を残したまま、何

学校を対象に長期間学校を休んでいる子どもの調査

か世の中いやになっちゃったみたいな感じで、どこ

を行っているのです。

かに失踪してしまったとします。そのまま２年、３

この調査では、学校を連続 30 日以上休んでいる児

年、どこかさまよっている。そうすると、皆さんが

童・生徒のうち、学校も他の機関の職員も会えていな

住民票を残してあるその自治体は、例えば選挙の投

いと思われる児童・生徒が約１万人もいたのです。

票用紙とか、今でいえばマイナンバーとか、住民登

約１万人もいたのだけれども、文部科学省が調査し

録に基づいて送ります。だけれども、その人は住ん

ただけです。この子たちがどうしているのか、学校

でいないから、宛先不明で返ってきてしまいます。

にも通わず、だれにも会っていないのにどこに行っ

そうすると、自治体というのは法律で、居住実態が

てしまったのだろう。各自治体でこの子たちと接触

ないと認められた場合はその人の住民票を消除、つ

してくださいという通知を出しただけでした。

まり消してしまうのです。仮に５年前、10 年前か

厚生労働省も、2014 年の居住実態が把握できな

ら行方が分からない、どこに行ってしまっているの

い児童に関する調査の前に、2010 年に大阪府西区

だか、生きているのだか死んでいるのだか分からな

で３歳と１歳の女の子がマンションに置き去りにさ

いという子どもの住民票は、既に消されている可能

れて、この子たちも本当に悲惨な状態で発見されま

性の方が高いです。

したが、この事件の後に、全国の児童相談所が対応

その住民票が消されてしまっていて、どこにいる

に当たっていたのだけれども、行方が分からなく

のかも分からない子ども、よほどリスクが高いと思

なってしまった家族に関する緊急調査を実施してい

われる子どもたちの方が調査対象になっていないの

ます。

です。ですから、報道で、文部科学省の調査では何

こちらに全国の児相が対応に当たっていたのだけ

人行方不明ですとか、厚生労働省の調査で何人行方

れども、一家で行方不明になってしまった、どこに

不明ですと新聞とかテレビのニュースで報じられま

いるか分からないというケースが 19 件と報告され

す。
それは調査結果としては正しいのですけれども、

ました。

本当に実態を把握した数字かというと、実は、大き
な間違いなのではないかと私は思っています。
文部科学省の調査、先ほどもお話ししましたが、

この後、厚労省に取材しても結局、この 19 件は
行方が分からないままという、こういった形で、調
査は行われる。だけれども、じゃあ、そこでこれだ

1961 年に開始されて、報告されている数だけで累

けの子が行方が分からないということが分かった

計約２万 4,000 人に達しています。この 54 年間に、

後、具体的にどうするかという、そちらの対策がほ

いなくなってしまったよ、学校にも通っていないよ

とんど手つかずという状態なのです。

と、文部科学省が把握したこの２万 4,000 人の子は、

私が実際に取材したケースをここから御紹介した

それでは、
どうなってしまったのでしょう。どうなっ

いと思います。1996 年に生まれた、今は 19 歳の男

てしまったのか分からないのです。

の子です。ここに「ホームレス」と書いてあります
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けれども、彼はホームレスをやっていました。
まず、６歳のとき、関東地方の小学校に入学しま

です。
ところが、たった３カ月後に、お母さんとホスト

す。入学直前にこの子は母子家庭になっているので

の男性が、こんなきつい仕事やっていられないと、

す。そして、お母さんはホステスをしながら母子家

ばからしいということで、いわゆる夜逃げです。ま

庭で生活をしていたのですけれども、この子が小学

た３人で夜逃げしてしまうのです。

４年生のとき、お母さんが家出してしまいます。ど

夜逃げしてどうしたかというと、当時その男性

こに家出したかというと、大好きなホストができ

が携帯で日雇いバイトとか探せるわけです。そう

て、そのホストが愛知県のホストクラブに移ってし

すると、日給を 7,000 円か 8,000 円ぐらいもらえま

まったのです。そのお気に入りのホストを追いかけ

す。そうやって日雇いバイトのお金が入った日は一

て、お母さんが家を出てしまった。この子はお母さ

家でラブホテルに泊まりました。だけれども、ラブ

んの当時のパトロン男性と一緒にアパートに残され

ホテルは夜 10 時チェックインで、朝 10 時チェック

てしまったのですが、パトロン男性にすれば、自分

アウトですね。そうすると、その昼間の時間はまさ

のお気に入りだった女の人が、よりによって自分以

かラブホテルにはいられません。だから、この子は

外の男を追いかけて出て行ってしまっているわけで

町中をうろうろしなければいけない。例えばショッ

す。後に血のつながりもない、その人に言わせれば

ピングセンターで無料の椅子なんかが置いてあり

小憎らしいガキが残されたと、当然それはカップラー

ます。そういうところに座っていたり、町をひたす

メンぐらいは食べさせますけれども、知ったこっちゃ

ら歩き続けたり、公共施設の軒下で寝ていたり、あ

ないというのが男の人の言い分ですね。

るいは 100 円だけ持ってゲームセンターに行くの

この子は１カ月間その男性と暮らしながらも、そ

です。そうすると、よくメダルゲームとかいって、

んな変則的な生活を送れないわけです。そして、ど

もう少しでメダルが出そうな、パチンコでいうとも

うしたかというと、お母さんに、じゃあ、あんたも

う少しでこの台当たりそうだなみたいな、そういう

こっちにおいでと呼び出されまして、お母さんが迎

台を見つけて、お客さんがもう少しで当たりが出そ

えに来て、お母さんと一緒に愛知県のホストクラブ

うな台をやめて帰ってしまう人がいると、その後で

に連れていかれます。

100 円入れて、メダルが出てくるとそれでゲームセ

じゃあ、どうしたかというと、ホストクラブは昼

ンターで１日過ごせるとか、あるいは漫画喫茶にお

間はお店をやっていませんので、昼間ホストクラブ

金を持たないで入るのです。漫画喫茶は入ったこと

のソファーで寝ています。そしてホストクラブが営

がない方は分からないかもしれませんが、あれは帰

業中は、この子はお店に出て、ホストクラブですか

るとき精算なのです。何時間いたかということで精

らお客さんが高いシャンパンをあけたり、わあわあ

算しますので。だから、お金がなくて無銭入店しま

騒いでいるわけです。そこにまじって、お前も酌し

す。お金がなくてどうするのというと、この男性が

ろよとか、お前も飲めとか言われて、
「イッキ、イッ

日雇いの仕事が終わって、夕方６時ごろ、7,000 円

キ」とかやられて、小学４年生ですよ。ホストクラ

や 8,000 円を持って来るわけです。そこで払っても

ブで接客されられて、いわゆるいじられるといった

らって漫画喫茶を出る。もし男性が、逆に持って来

状態に置かれました。

てくれなかったらもっと事態が早く発覚したかも

そして１カ月ほどホストクラブで過ごした後に、
ホストの人だってそんな子どもが自分の勤めてい
るお店に来ていたら、やはりホストとしてやってい

しれないのですけれども、そういうふうにまさに綱
渡り状態です。
もうお金がないときは、もちろんラブホテルにも

られないですね。クビになってしまって、じゃあ、

泊まれません。そうすると、ラブホテルの敷地の中

心機一転出直そうと、一家で伊豆地方の旅館に職を

に簡易テントを張って、そこで寝ている。食べ物を

求めて住み込みます。この子はもともと関東地方の

買うお金もありません。それでは、どうしたか。皆

学校に通っていましたが、この時点で伊豆地方のそ

さん旅館とかホテルに泊まるとお茶請けで、せんべ

の温泉街に住民票を一家で移しましたので、そちら

いとかちょっと小さいおまんじゅうとかあったりし

の小学校に通常の転校手続をとって転校をしたの

ますね。ラブホテルもあるのです。だけれども、そ

33

第１分科会

ういう物を食べないで帰ってしまう客さんもいっぱ

ホームレス生活の中で、お母さんはその元ホスト

いいます。そうすると、従業員の人はそのお菓子と

の男性との間の子どもを妊娠してしまって、第２子

かおせんべいを捨てるのです。それを、捨てるもの

を出産しています。飛び込み出産をしました。飛び

をこの子に、これ食べなとあげて、この子はラブホ

込み出産して、出産したのですが、先ほど言ったよ

テルの客室に出された、捨てられるはずのお茶請け

うに保険証も持っていません。出産費用も払えませ

のお菓子を食べていました。

ん。当然そこの病院は、これは大変な親子だなとい

しかし、そんな生活はもちろん長く続きません。

うところで、早期に専門機関と連携すべきだったと

そんな汚い一家が汚いテントの中にいられたりした

思うのですが、お母さんは勝手に赤ちゃんを連れて、

ら、ラブホテルにしたらいい迷惑ですね。結局、職

この病院からも逃げてしまって、何と赤ちゃんを連

を求めて、居場所を求めて各地を転々とするホーム

れたままホームレス生活に陥ってしまった。この赤

レス生活に陥ったわけです。

ちゃんが生まれたことで古いベビーカーを一家は手

この子の生育をたどると、ところどころ、何故こ

に入れました。だけれども、転々としていますから、

こで問題が発覚しなかったのだろうといった場面が

いろいろな荷物があるわけです。洋服だってある

あります。例えば、伊豆地方の学校に転校したとき

し、ちょっとした電化製品とか持ち歩いているわけ

です。前の関東地方の小学校にしてみたら、その子

です。その荷物をベビーカーに積まなければいけな

はホストクラブにいきなり行ってしまっていますか

い。じゃあ、赤ちゃんはどうするの。この子が、当

ら、何の連絡もなく学校に１カ月ぐらい来ていない

時まだ 12 歳、13 歳のこの子が赤ちゃんを抱っこひ

わけです。お母さんと２人暮らし、いろいろな意味

もで抱いて歩くのです。だけれども、ろくな物を食

でリスクが高いということは知っていたはずでしょ

べていませんからふらふらしてしまうわけです。そ

う。それにも関わらず、伊豆地方の学校にいきなり

うすると、お母さんや、元ホストの男性に、てめえ

転校しますとなったときに、例えば新しい学校に、

何やってんだ、早く来いこのばかが、くそがと言っ

ちょっと何々君は少し心配なので注意して見てあげ

て怒鳴られて、殴られて、蹴られて、歯が折れてと

てくださいみたいに、一言でも言っていれば、また

いう、こういう日々を彼は送らざるを得なかった。

事態は変わった可能性がある。あるいは３カ月住み

彼は私の取材に対して、当時のことを、深い霧の

込み、もうギブアップしてしまって一家で夜逃げし

中をたださまよっているような気持ちだと、死にた

たときに、その転校していた学校あるいは住み込ん

い、毎日ただそれだけを考えていたと、こういうふ

でいた従業員寮、旅館の関係者、自治体の関係者、

うに話しています。わずか 12 歳、13 歳、本当だっ

何かしら、たった３カ月で夜逃げしてしまうぐらい

たら学校に行って、勉強分かんねえなとか、テスト

ですから、この一家は大丈夫かと、危機意識を持っ

めんどくせえなとか、部活楽しいなとか、バレンタ

てほしかったのですが、誰も何もしていません。

インデーで誰かチョコくれないかななんて、楽しい

そして当然、この一家は居住実態を失いますので

ことがいっぱいあるはずのこの時期に、彼は全く社

住民票がなくなってしまいました。そうすると、彼

会から見捨てられたまま、深い霧の中をさまよって

はホームレスとして各地を転々としながら、学校に

いたのです。

も通えない。住民票がないと国民健康保険に入れま
せんから、保険証も持っていません。児童手当もも
らえません。
生活保護にもつながりません。こういっ
た危機的な状況にも関わらず、彼は先ほど私がお話
しした文部科学省の調査でも、厚生労働省の調査で
も調査対象にならないのです。
こう考えると、子どもたちがいかに、何重にもリ
スクを抱えた上に、さらに社会に全く認識されない
まま放置されている。こういう状況が浮き彫りに
なってくるのです。
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れども、実は、こういった「消えた子どもたち」の

でいないし、どこに行ってしまったのだろう。居所

事件というものが、今までにも何度か報じられてい

不明児童だなって思っていたのですが、だからと

るのです。ただ、それがなかなか、こういった消え

いって、どこを探していいか分からない、どうしよ

た子どもと関わらないような形で報じられているの

うと言っている間にこの事件が起きて、男の子が保

で、知らないという方もいらっしゃると思います。

護されて、この子は小学校にも行っていない。もち

例えば 2012 年の９月に愛知県豊橋市で４歳の女

ろん保育園にも幼稚園にも行っていないどころか、

の子が餓死して発見されました。娘の様子がおかし

生まれて以来ほとんど外に出されていないのです。

いという通報があって、救急車と警察が駆けつけた

アパートの一室でずっと、軟禁とか言うと言葉が強

わけです。そうしたら、そこのアパートには４歳の

過ぎるかもしれませんが、要するに、ずっと閉じ込

その女の子以外に、７歳の男の子がいたのです。あ

められている。もしこの事件が、４歳の女の子が餓

れ、何この子ということです。

死という悲惨な結末にならなかった場合、この２人

お父さんは自動車メーカーの派遣社員、お母さん

の子どもたちはどうなっていたか。もしかしたら何

は元看護師でした。年収もほどほどあって、節約す

年間もこの先ずっとこのアパートの一室で閉じ込め

れば一家４人十分暮らせるような環境です。それに

られた生活を送り続けていたかもしれないです。そ

も関わらず、
何でこんなことになってしまったのか。

う考えると、本当に悲しい皮肉な現実なのですが、

まず、このお母さんは 32 歳のときに、上の７歳

この７歳の男の子は妹が亡くなったということで保

の男の子を産んでいるのですが、出生届を出したの

護されて、現在は学校に通っているという状況なの

が２年７カ月後なのです。飛び込み出産をしていま

です。

して、病院は当然リスクを感じて、自治体の保健師

さらにいえば 2012 年、大阪の富田林市というと

さんがすぐに訪問しています。しているのだけれど

ころで、９年前から男の子がどうも行方が分からな

も、そこで伝えられた住所がうその住所でした。そ

い。本当だったらうちの学校の小学４年生なのだけ

うすると、じゃあ、保健師さんが改めて訪ねようと

れども、この子が学校に来ていないよ、どうしちゃっ

思っても、うその住所を言われていますから、これ

たんだろうということで、学校側が警察に相談に

は訪ねようがないわけです。

行ったのです。そうしたら、警察がどうしちゃった

ところが、２番目の亡くなった女の子を妊娠し、

んでしょうということで、親族に話を聞いてくれた

役所で母子手帳をもらうときに、上の子がいるので

のです。最初、親族はみんな、いや、知らないよと

すという話になって、それじゃあ出生届を出してく

か、父方の祖母のところにいるとか、母方のおじい

ださいよということで、やっとここで出生届を出し、

ちゃんのところにいるとか、みんな言っていること

一家は住民登録をしました。住民登録をしたので、

がばらばらでした。ところが、いろいろ捜査してみ

乳幼児健診の案内とか、あるいは児童手当を受給す

ると、４人の親族が、朝起きたらこの子が死んでい

ることができます。

たと。当時１歳だったと。怖くなったから河原に埋

その後、住民票を移動せず同じ市内で引っ越しを

めましたという供述が得られたのです。

してしまいましたが、お父さんが児童手当を役所の

そこで大阪府警が、何と 10 カ月間もその遺棄さ

窓口で直接受け取っていたのです。そうすると役所

れたという河川敷を捜索したのですけれども、この

からの通知が新しい住所に来なくても児童手当だけ

男の子の遺体は発見できなかったのです。遺体が発

は受け取れる。２人とも乳幼児健診も受けない。予

見できませんから、この子がどういう経緯で亡く

防接種も受けない。そしてこの男の子は７歳ですか

なったのかとか、殺されたのかとか自然に死んだの

ら、この豊橋市内の小学校に入学する予定で就学案

かとか証明できないわけです。少なくとも、ただ、

内が送られていました。だけれども、送られている

死んでいたから捨てた。死体遺棄容疑でこの４人の

のはもとのアパートの住所なのです。引っ越し先の

親族が逮捕されたのです。逮捕されたのですけれど

アパートには来ない。入学式にもこの男の子があら

も、何にせよ９年も前ですから、もう公訴時効と

われないので、学校では、この子はどうしちゃった

いって訴えることができなかったのです。そして結

んだろう、おかしいな、住民登録上の住所にも住ん

局、誰も罪に問われない。かつ、男の子の骨のかけ
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らも発見されないまま、この事件は終結してしまい

ども、教育や医療や福祉といった生活の根幹に関わ

ました。じゃあ、この子は一体どうして死んだの。

る部分がすっぽり抜けてしまうだけではなくて、不

何でこんなに長い間だれにも見つけてもらえなかっ

適切な生活環境の中で心身に重大な傷を負ってい

たの。今の時点でも何故見つからないのという、い

く。あるいは今、お話しした福岡県の事件のように、

ろいろなことが全てうやむやです。

生命の危機に瀕しているという事態も実際に起きて

もう一つが北九州市連続監禁殺害事件という、犯

いるわけです。それにも関わらず、この子どもたち

罪史上例を見ない凶悪事件でしたので御記憶の方も

の実態把握も、そして具体的な救出・対応策という

いらっしゃるかもしれませんが、北九州市のマン

ものも、全く講じられていない。

ションの一室に一家６人が監禁されて、次々と拷問

さらに、こういった子どもたちが、学校にも行か

のような虐待を受けて殺されていたという事件で

ない、病院にもかからない、児童手当ももらわない

す。この監禁されていた中に９歳の女の子と４歳の

けれども、何とか大きくなれたよと、もう 18 歳・19

男の子が含まれていました。

歳になった、働ける歳だよ、じゃあ働いてください

２人とも福岡県久留米市、女の子は小学校に、男
の子は保育園に通っていたのです。だけれども、加

と言って働けるかというと、実際問題この社会に適
応していくということは非常に難しいのです。

害者の男が、この被害児童の父親に偽装転居という

これは何も居所不明の子どもだけではなくて、不

ことを命じて、住民票上は福岡県久留米市から熊本

適切な養育環境に置かれて、不登校状態に陥ってい

県玉名市に住民票が移動しました。そうすると、こ

たり、あるいは貧困・虐待等の問題でなかなか教育

の子たちは本来玉名市の小学校や保育園に転校する

の機会に恵まれない子どもたちもそうなのですけれ

はずなのです。

ども、まず教育を受けてないということの不利益が

だけれども、実際には北九州市内のマンションに

いかに大きいか。私たちは町を歩いていて「station」

監禁されていますから、もちろん転校しないわけで

とか「police」とか英語で書いてあって、英語は苦

す。住民票だけが動いたというような状況で、玉名

手だよと言う人だってそれぐらいの字は読めます

市の学校にしてみれば、住民票は動いているのだけ

ね。皆さんは今、普通にメモをとっていらっしゃる。

れども、ちっともこの子たちは転校してこないな、

それは私たちが字が書けて、字が読めて、教育を受

どうしちゃったんだろうという、何か事情があるの

けて学習能力を身につけて、あるいは集団の中でど

かなという感じですね。

う行動すればいいのかとか、朝起きたら「おはよう」

一方の、もともと住んでいた久留米市の方は、玉

と言う、顔を洗う、歯を磨く、夜寝るときはパジャ

名市に移っているのだから向こうの学校に元気に

マに着替える。こういった私たちがごく当たり前に

通っているだろうなと思っているわけです。しかし、

身につけている生活習慣がすっぽり抜けてしまって

現実は凄惨な虐待を受け続けて殺されて、ばらばら

いるのです。

にされて、ミキサーで骨のかけらまでどろどろにさ

ホームレスの男の子は夜になってもパジャマなん

れて、ペットボトルに詰められて、海や公衆トイレ

か着替えません。歯も磨きません。それどころか１

に流されてしまいましたので、全く遺体のかけらも

日３食も食べられないわけです。そういう生活を続

見つからないという状況です。

けてきた子どもたちが、さあ、大人になったから、

この女の子も居所不明児童の１人です。そしてこ

はい、履歴書を書いて就職活動しなさいと言われて

の男の子、弟の方です。この子も同じような凄惨な

も、履歴書って何ですかという話になってしまうわ

目に遭っていたのですが、この子が義務教育期間に

けです。

入っていません。未就学児ですので、文部科学省の

就職活動しなさいと言われたって、面接で敬語な

調査では義務教育期間の子どもしかカウントしてい

んか使えないわけです。何とか仕事が見つかったと

ませんので、この弟の方はたとえ行方が分からなく

しても、毎朝必ず決まった時間に出社して、周りの

ても、調査の中には入ってこないという現状がある

人とコミュニケーションして、先輩には敬語使って

のです。

とか、そういった集団適応能力がなかなか持ちにく

先ほどのホームレスの子どもの話に戻りますけれ
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人になったって働けない。じゃあ、どうするの。若

けど、誰か助けてぴょ！」とか書き込む。そうする

年ホームレスになるのですか。あるいは 10 代後半

と、それを見た近くの人が「じゃあ僕、ちょっと車

から生活保護を受けるのですか。あるいはもうこん

で迎えに行きますよ。２、３日だったら僕のアパー

な世の中やってられねえよと、何でおれだけこんな

トにいてくれて全然オッケーなんで」みたいに、迎

目に遭わなきゃいけないんだと犯罪に走って、大き

えに来てくれる。
「子どもがいてもいいよ。俺もずっ

な罪を犯してしまうのですか。こういった、彼らの

とひとり暮らしだし、何か家族気分味わえてうれし

不幸が子ども時代だけで終わらない。一生彼らに

いっす」みたいに言ってくれるような人もいるわけ

とっての大きなデメリットを引きずっていかざるを

です。

得ないという状況があるのです。

そうすると、わざわざ役所に行って、何か面倒く

そして当然、こういった子どもたちが、子ども自

さい手続をいろいろやらなくたって、こういうとこ

らの意思で消えてしまったり、各地を転々としたり

ろで幾らでも今、転々とできる社会環境ができてい

しているわけがないのです。むしろ彼らはいや応な

る。男性だってそうです。非正規雇用で派遣社員と

く、親たちの事情、親たちの都合に引きずられて翻

か期間工のような形で、とりあえず今月から半年は

弄されている。じゃあ、その親たちの状況が今、ど

愛知の工場で働いて、寮も入れるし、そこでちょっ

うなっているのか。

と金貯めてみたいに、半年経ったら今度は栃木の工

今はもう全労働者の４割が非正規雇用になってい
ます。特に 20 代・30 代の子育て世代の非正規雇用

場に移りました、群馬の工場に移りました、こんな
ふうに転々としている人たちがたくさんいるのです。

率や貧困といったものが本当に深刻な問題です。職

こういう中に子どもが巻き込まれていったら、そ

を求めたり、あるいは人間関係が不安定化している

れこそ子どもたちの福祉・教育・医療がどうなって

中で、子どもたちも当然こういった生活に引きずら

しまうかとなると、私たちの社会が今、従来のシス

れていく。

テム、従来の方法ではもうなかなか対応できないと

一方で今、スマホ一つ持っていれば何でも手に

いう現実に見舞われている。

入ってしまう時代ですね。今日泊まるところがない。

そして、本日は行政の関係の方もたくさんいらっ

どうしよう。お金もない、マックで一晩過ごすこと

しゃっていると思うのですが、幾ら支援があっても、

もできないとなったときに、じゃあ、どうしたらい

相談窓口があっても、つながれないという人たちが

いだろうとなっても、スマホさえあれば何とかなる

一定数いることを是非知っていただきたいのです。

のです。

この資料の 27 ページの方にも少し書いてあるの

こちらをご覧ください。
「神待ち掲示板」と書い

ですけれども、そもそも生活保護とか児童手当とか

てあるのが分かりますか。神待ち掲示板とか神待ち

臨時福祉給付金とか、そんなものがあることを知ら

サイトといいます。これは出会い系サイトの一つな

ないという人たちも一定数います。あるいはそうい

のですが、何かというと、泊めてくれる人、神様の

うものがあるのを知っているけれども、どこに行っ

ような人です。泊めてくれて、御飯も食べさせてく

て手続すればいいのか分からない、あるいは手続し

れて、ついでにしまむらとかユニクロで服も買って

たくて、役所に電話をかけた。あるいは相談したく

くれるみたいな、神様みたいな男の人が今、世の中

て電話をかけた。だけれども、扶養者は何人ですか

に結構いるのです。そうすると、例えば旦那とけん

とか、あなたの世帯は何人家族ですかとか言われて

かしちゃった、もうお金もない、だけれども、役所

しまったら、扶養って何、世帯って何、皆さん当たり

とか行くのもめんどくせえみたいな、じゃあいい

前に使っている言葉かもしれません。だけれども、

や、スマホでちょっと泊めてくれる人を探そうとな

私たち一般市民が普通に生活していて、世帯とか扶

る。この神待ち掲示板は主要な都道府県別にあるの

養とか還付とか措置なんていう言葉は使わないので

です。神待ち神奈川とか、神待ち埼玉とか、例えば

す。そんな言葉をいきなり言われてしまったら、そ

神奈川に住んでいる人が、やべえ、もう財布の中が

れだけで分からない、頭パニックみたいな、もういい

空だし、
どうしよう、マジ、子どもいるのにみたいに、

です、がちゃんと電話を切ってしまいます。支援者が

神待ち神奈川で「今、桜木町駅の近くにいるんです

怖い、役所の人が怖いという人も少なくないのです。
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役所の人は、それは当たり前の仕事だから、は
い、これ書いて。そこハンコ押して。ハンコ持って

びと、生き生きと安心して育つのだろうかという視
点を持っていただきたいと思うのです。

ないの。じゃあ拇印でいいからみたいに言う。だけ

そして、先ほどつながれない親のところで、役所

れども、拇印って何。分からない人にとってこれは

が怖い人がいますよ、支援が分からない人がいます

とても怖いです。あるいは結構正論を押しつけられ

よというお話をしました。そして実際に各地を転々

たり、いや、あなたは大変かもしれないけれども、

として、居場所を定めなくても生活できるという社

努力しないとだめですみたいに、もっとお子さんい

会状況ができている以上、その人たちに役所があり

るのだからしっかりしてちょうだいみたいに言わ

ますから来てください、支援がありますから来てく

れると、それでなくてもコンプレックスとか負の部

ださいと待っていても、なかなかそれはつながるこ

分、心の傷、いろいろな暗い部分を抱えている人た

とができません。そうすると、待ちの姿勢ではなく

ちにとっては、ああもう、こんなところに来るぐら

て、自分たちの方からつながっていくという努力・

いならやめた。さっきの神待ちで、その辺の優しい

工夫が求められると思うのです。

おじさんに頼った方が余程いいという話になりか
ねないのです。

そのときに是非持っていただきたいものが、まず
想像力なのです。先ほどの「110 番します」という

そう考えると、
先ほども言いましたが私たちが今、

看板も、いかにも想像力が欠如した発想だなと思い

当たり前のように考えている社会システムや社会の

ます。もし自分が子どもの立場だったら、子育て中

構造をいま一度疑ってみる。何か変えられないだろ

の親だったら、こういう言葉を見てどんな気持ちに

うかという視点も是非持っていただきたいと思うの

なるだろうという想像がない。

です。

例えば、これはある支援者の方を取材したときに

今、子育て支援が最重要課題です。安倍さんもこ

お話ししていただいたことなのですが、ある女性が

の前、少子化対策で頑張るみたいなことを言ってい

電話をかけてきた。どうやら DV と虐待と両方の問

ましたけれども、じゃあ、現実の子どもや子育てを

題を抱えている。そして、電話口で話すのもなんだ

取り巻く社会環境が今、どうなっているかといった

し、私は６時までここにいるから、よかったら相談

ら、この横浜市なんかはそうだと思うのですが、保

に来ませんか。いろいろな方法があるから一緒に考

育園を作ろうと思ったら、もう周辺住民から反対運

えませんかと言ったら、行きますと言った。だから

動が起きてしまうとか、学校や児童館、子どもを取

待っていたそうです。

り巻く施設にはうるさいとか、子どもなんか騒がせ
るなみたいな苦情が相次ぐわけです。

その人は、まったく、あの人は来ると言ったのに来

行政は対応に苦慮しているのかもしれませんが、
これを見てください。
「サッカー禁止

ところが、待てど暮らせどやってこない。だから
ない、とかと思いながら、シャッターを閉めようと

見かけたら

した。そうしたら、向こうから１人の女性が汗だく

白井市役所都市計画課」と書いて

で、自転車をこぎながら来た。どうしたのですかと

あります。千葉県白井市の公園の中に掲げられた看

言ったら、相手の人は、自転車で５時間かけて来ま

板です。紛れもなく行政がこの看板を掲げているの

した。電車やバスを使っても１時間半ぐらいかかる

です。サッカーをやっていたら警察呼ぶぞと。確か

ところに住んでいたのです。だけれども、その人は

に行政には行政の言い分があるでしょう。近隣住民

電車代もバス代も持っていなかったのです。だから

から苦情が多いのです。危ないです。迷惑です。だ

自転車で来るしかなかった。

110 番します。

けれども、私は「110 番する」なんて言葉を行政が

皆さんのところにもいろいろな相談電話とか「助

使うという、このセンスのなさにやはり愕然とする

けてください」という声が届くでしょう。その人た

のです。同じように禁止したいのであっても、もっ

ちがその相談窓口までどんな手段で来るのか。お金

と違う表現はないのだろうか。こんな言葉を見て育

を持っているの。ここに来るまでの道順分かるのと

つ子どもたちがどう思うだろう。警察呼ばれちゃ

いう想像力があれば、違う言葉をかけられるはずな

う、やべえ、サッカー選手目指すどころの話じゃな

のです。だけれども、窓口は何時から何時までです

いぞ。こんな社会の中で子どもたちが本当に伸び伸

よ、何々市役所の何階でやっていますよという情報
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を伝えるだけでは、本当の意味でつながることはで
きないのです。
ですから、現場に携わる方たちに是非お願いした

と思うのです。
窓口に来る人が少ないのだったら、何故来ないの
かな、来てもらうためにどんな工夫が必要なのかな、

いことが、この人はお金を持っているかな、時間大

あるいは字が読めない人、漢字読めない人、英語読

丈夫かな、仕事休めるかな、そういう少しの想像力

めない人のためにどんな工夫をして、情報を伝えた

で言葉を一言紡ぎ出していただきたいと思うのです。

らいいかな。何も文字で伝えるだけではないです。

そういった想像力があれば、この２番目の行動力

こんなふうに、これはある NPO が作った漫画です。

につながっていくと思います。
「じゃあ、赤ちゃん

漫画だったらキャバクラで働いているお母さんたち

抱えて大変だったら、私はちょうど近くまで行く日

も喜んで読んでくれるのです。こういう工夫が、私

があるから、もしその日でよかったらおうちにお邪

たちに今、課せられたものだと思うのです。頭を固

魔してもいい？」というふうに、行動することにつ

くしないで、何かできることがあるのではないか。

ながっていきますね。そして実際にその家に行って

今、この予算の中でもこんな工夫ができるのではな

見てみたら、もうごみだらけ。洗濯物が異臭を放っ

いか。そういう力を是非皆さんに発揮していただき

ているみたいになったら、これは何か早急な支援を

たいのです。

しなくてはリスクが高いみたいなことにもつながっ
ていく。

そして、この社会の中で存在を認められず、過酷
な状況に置かれながらも、今も助けを求めている子

それこそ今も 189 のポスターが役所とかに行くと

どもたちが必ずいます。「早く助けて」「もうすぐ僕

貼ってあるのですけれども、私が役所の人に言うの

の命が尽きちゃうよ」と思って、この社会の誰かか

は、こんなところにポスターを貼っていてもだれも

ら手を差し伸べられることを待っている子どもが必

見ませんよと言うのです。同じお金をかけてポスター

ずいます。ですから、一刻も早く、そして具体的に

を作るのだったら、町内会の人に頼んで町内のごみ

私たちが動き出すということを、是非お一人お一人

ステーションとかに貼ったらいいのです。役所に来

考えていただければと思います。

る人がいなくても、ごみを捨てない人はいないです
から。コンビニとかゲームセンターとかパチンコ屋

ここで私の話を終わらせていただきます。御清聴
いただいてありがとうございました。

とかスーパーのトイレとか、もっともっと人目につ
くところに 189 のポスターを貼って「大丈夫ですよ」

飯島氏

石川さん、どうもありがとうございました。

「安心してください」
「秘密は守られますからね」と

それでは、時間があればぜひ是非、もっといろい

いう一言も添えてやる。こういう行動力があるかな

ろなコメントをいただきたいところなのですけれど

いか。こういったちょっとした工夫が３つ目の突破

も、時間が迫ってまいりましたので、本日はこちら

力につながっていくのですが、相談窓口を作って何

の方で、本日のシンポジウムの第１分科会は終了し

人の人が利用しましたみたいなアンケートをよく役

ようかと思います。

所の人がとっていますけれども、それで利用者が少

田中さん、石川さん、どうもありがとうございまし

ないから窓口閉鎖とかやっていますけれども、違う

た。会場の皆様も、どうもありがとうございました。
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10：00 〜 12：30

要保護児童対策地域協議会
～連携から協働へ
“ご一緒に！”
～
コーディネーター

増沢

パ

吉川まり子氏
田辺 有二氏
原
和子氏
銭谷壮一郎氏

ネ

リ

ス

ト

高氏

（子どもの虹情報研修センター研修部長）
（伊勢原市子ども部子ども家庭相談室 主査）
（神奈川県平塚児童相談所長）
（神奈川県鎌倉三浦地域児童相談所 児童福祉司）
（鎌倉市こどもみらい部こども相談課相談室担当）

主担当

神奈川県

概

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。

要

増沢 高氏

会

場

はまぎんホール

おはようござ

います。

この分科会のテーマは、「要保護児童対策地域協
議会～連携から協働へ“ご一緒に”～」というテー

子どもの虹情報研修セ

マです。最後の“ご一緒に”というところが非常に

ンターの増沢と申しま

人間的で、１つのキーワードかなというふうに思い

す。本日はよろしくお願

ますけれども。

いいたします。
この分科会、神奈川県

平成 16 年に児童福祉法が改正されて、関係機関
が連携を図って児童虐待等の対応を行うために、市

の分科会ということになります。こういったオープ

町村に要保護児童対策地域協議会の設置が法定化さ

ンスペースで、開放的な雰囲気の中で、分科会がで

れたわけです。今までは、児童相談所が主にこう

きます。

いった問題を取り組んできたわけですけれども、平

40

第２分科会

成 16 年の法改正を境に、市町村もこの問題に取り

何でもかんでも言ってくるんだよというような声が

組んでいくということが、法律上制定されたという

聞こえたり、これはもう、様々なんですね。

ことです。
それから 10 年たちます。しかし、市町村によって、

後半の実践報告は、鎌倉市と、そして児童相談所
との、実際に協働しながら支援をしていく。それは

この要対協の機能あるいは市町村の取組それぞれ

実際的な支援であり、また、それぞれの専門性を高

が、
非常に温度差がある状況があるということです。

めていく展開にもなっているという、そういった実

厚労省が作成されました「
『要保護児童対策地域
協議会』の実践・事例集」というのがあるのですけ
れども、そこに「要保護児童対策地域協議会が形骸

践報告をいただきます。
それでは、まず、伊勢原市の取組からお願いした
いと思います。よろしくお願いいたします。

化しており、
効果的に機能していないという意見が、
市町村の児童虐待対応職員の声として聞かれる」と

吉川 まり子氏

いう記載があります。子どもの虹情報研修センター

おはようございます。伊

で市町村向けの研修をもう 10 年間ずっとやってき

勢原市の子ども部子ども

ているわけですが、そういった声は実際に聞いてお

家庭相談室の吉川と申し

ります。
本当に市町村によって様々、また体制も様々

ます。皆さん、朝早くか

で、市町村は人口エリアも様々ですし、またそこに

ら集まっていただきまし

配置されている職員のどういった職種がこの協議会

て、本日は、伊勢原市の取

を運営されているかということも本当に様々です。

組を少しお話しさせていただければと思っています。

皆さん、

市町村の首長さん、市長さんでありますが、町長さ

私が現在いる部署は、要保護児童対策地域協議会、

んの意識も本当に様々というところで、まだまだ十

要対協と言われる協議会の事務局を担っています。

分に、全体としては機能している状況ではないかな

その中で、虐待の疑われる通告が入ると、虐待の支

というところが、僕も実感としては思っております。

援を始めます。ただ、その支援に関して、お子さん

本日は、２つの実践報告を頂いて、いかに協働し

の状況が少しでも改善されるように、少しでも良く

ていくのかという、その実践例を報告していただく

なるようにと支援をしていくのですが、通告が入っ

ということです。

たからといって、要対協の事務局だけが何かを支援

１つが、伊勢原市の取組。まずは伊勢原市の取組

する、それでよくなるというものではないのですね。

からお話ししていただきますが、今、この児童虐待

１つの機関だけでは、なかなか難しいと思われる。

対応で、多分この問題に取組始めたときは、早く発

実際にやっていても、私たちだけではどうにもなら

見して、早く通告して、早く介入するんだというこ

ないということが多々あります。だからといって、

とが、非常に力を注がれてきたわけですけれども、

児童相談所が一機関だけ、児童相談所だけが何か支

今は予防的な支援、そういった虐待が起こらない社

援をすればよくなっていくのか。そこも難しい。な

会・地域作りをどうするかということに、非常に力

かなか、児童相談所だけでも上手くはいきません。

をシフトしていく方向に展開しております。伊勢原

様々な機関の協力をもらって、その機関の力を合わ

市からは予防教育の１つとして、高校生に向けて出

せることによって、大きな支援の力となっていきま

前研修をされているのですね。非常にユニークな、

す。なので、連携がとても重要になってくる状況な

工夫された予防教育を展開されております。その実

のですね。

践報告をまずは頂きます。

ただ、連携が必要というのは、よく耳にします。
「連

そして２つ目、要対協は市町村の中の様々な機関

携が必要」と言うのは簡単ですが、実際に、いざそ

の協働ではあるんですけれども、そこに市町村と児

の場で連携をするということは、とても難しいと感

童相談所との連携というのが１つの核として重要な

じています。日ごろどんなふうにしているか、どん

柱になるわけですが、ここも実は、非常に課題が多

な考え方をしているのかも含め、たくさん一緒にや

いところであります。市町村にしてみれば、なかな

りながら、経験をしながら積み重ねていくというこ

か児相が動いてくれないとか、児相にしてみれば、

とが、連携にはとても大事だなと思っています。
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伊勢原市では、その連携について、実際にお子さ
んの支援だけではなくて、それ以外のものも一緒に

つ、発達相談。発達の遅れがあると思われる乳幼児
に関する発達の相談を受けています。

連携をさせてもらっています。その中の１つに研修

現在の子ども家庭相談室の職員体制です。室長含

があります。本日は、その研修の中で１つ、高校へ

め、正規の職員は専門職で構成されています。そし

の出前講座のことを皆さんに御報告できればと思い

て、虐待の通告の対応、発達の相談の対応、両方を

ます。

行っています。

まずは、伊勢原市の紹介を簡単にさせていただき
ます。

伊勢原市の要保護児童対策地域協議会。
まず、この図は伊勢原市の組織図になります。伊

伊勢原市は、
神奈川県の地図の中で、大体この辺で

勢原の中で、これだけの部と課があるという状況で

す。ほんのちょっとだけ大きく「伊勢原」と書いて

す。その中で、要対協に属しているのが、これだけの

ありますけれども、大体位置がこの辺。横浜に対し

部門になります。そして、伊勢原市以外の要対協に

て伊勢原がこの辺にありますよということです。

入っている機関は、これだけの機関が入っています。

そして、人口は約 10 万人です。大山があり、農
業も盛んで、緑の多い土地になっています。

虐待の通告窓口が開設されたころ、平成 17 年の
ころです。手探りで始まりました。通告が入ってく

伊勢原市子ども家庭相談室の歴史です。子ども家

るという状況がありましたけれども、何をどうすれ

庭相談室は、平成 16 年に子育て相談係として設置

ばいいか、全く分からないのですね。児童相談所に

されました。このときには、障害福祉センターから

どうしたらいいのかというふうに、もちろん相談を

社会福祉士、母子保健から保健師、保育所から保育

して、こんなふうにするといいよということは、レ

士という職員が異動してきました。それぞれ違う職

クチャーを受けていました。しかし、実際にどんな

種がより集まって相談を受けるという部門が、立ち

ふうにやるか。実際に親御さんと話をする、実際に

上がっています。

関係機関と連携をとる。全く上手くいきませんでし

そして、平成 17 年、いよいよ市の方でも虐待が
疑われる通告を受けてくださいということになりま

た。どうしていいか分からなかったのですね。
関係機関の協力も思うようにもらえなかった。分

す。そして、通告窓口となり、平成 17 年度には、

かろうと思って、関係機関の協力ももらおうと思っ

伊勢原市の要対協を設置しています。

て、研修会をたくさんやりました。講演会をやった

そして、
平成 21 年、児童相談センターという名で、

り、いろいろな研修を考えたり。しかし、私たち、

立ち上がりました。場所は、市役所の１階のフロア

その研修があまり効果的ではないのではないかと感

から移動して、青少年センター、市役所の建物の向

じたのです。効果がないわけではない。しかし、私

かい側の建物です。建物を移動して、教育センター

たちが感じる「やった感」「満足感」みたいなもの

と同じフロアに移りました。

は少なかったのです。何か、もうちょっと上手にで

教育センターというのは、教育委員会の相談部門
です。そのとき、伊勢原市の中では、教育委員会の

きないかな。有効にできないかなというふうに考え
ました。

部門と福祉である児童相談センターが同じ場所にい

そこで私たちが思い出したこと。発達相談での経

るということは画期的なことでした。私たちが座っ

験です。私たちが、発達相談で経験していたことは、

ている机の１メートル隣に教育委員会がいるという

実際にケースのお子さんのいる園に出向いて、先生

状況が生まれました。切れ目のない相談と支援体制

方とたくさん話をすること、そして、ケースのやり

を目指した形になっています。

とりを通して学んでいくこと。プラスして、ケース

そして、平成 25 年、子ども家庭相談室。１つの

になる前のお子さんたちについても事前に先生たち

担当から課へ昇格し、今に至っています。現在の子

と話をする、事前の研修のようなことをやっていた

ども家庭相談室の業務内容です。まずは、虐待防止

んですね。そうすることで、発達相談の方では協力

の事業です。要対協の運営、そして児童虐待に関す

してもらえるという経験を積んでいました。なので、

る対応、そして研修会等の実施もしています。その

私たち、分かりやすい研修を事前に開けばいいんだ

他には、助産施設措置や養育支援訪問事業、もう一

というふうに考えました。
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そして、どんな研修が有効なのか。忙しい先生方

よかった」なども耳に入ってきたんですね。そこか

に対して、時間を掛けず、短時間で行う研修。そし

ら、児童虐待の引き金になってしまうことも考えら

て、分かりやすくするために、手作りの紙芝居を作

れました。

りました。一概に、「児童虐待についての研修です。

私たちが、児童虐待を疑われるそのお子さんたち

児童虐待予防の研修です」と言うと、何だかすごく

に対して支援を始める。けれども、いつまでこれを

難しい印象を持ちます。なので、最初から聞く耳が、

やれば良いんだろう。どういうふうにしたら予防し

「ああ、難しそうな話だな」というふうになってし

ていけるのだろうと考えたときに、児童虐待が起

まっては、効果が薄れてしまうのではないかと思っ

こった後ではなくて、その前の段階で何か研修をや

たので、紙芝居を使って、先生方が、
「あ、何だろう」

りたいというふうに思ったんです。児童虐待となら

というふうに興味を引きやすい形にしました。そし

ないためにという考え方が大きくなりました。

て、できるだけお金を掛けない形の研修。紙芝居も

そこで私たち考えたのが、高校への出前講座です。

画用紙に手作りで描きました。そして、それぞれの

卒業して、近いうちに親になる可能性のある高校生

園へ出向く。一園一園出向いていって、研修をする

の年齢です。その高校生に対して、あなたたちが親

という形を取っていきました。

になったときに虐待をしないでくださいという研修

そこで紙芝居を使った出前講座というものを行っ

をしたいと考えました。そして、協力をしてくれる

ています。目的は、早期発見、早期対応の啓発です。

高校にお話を持っていって、協力していただく形で

園の先生方や幼稚園、保育園、そして小学校などの

やらせてもらいました。まだ児童の年齢でもある高

先生方に対して、虐待を疑ったときにどうすれば良

校生なので、あなたたちが将来虐待をしないように

いかという、初期対応についての理解を促す研修を

という研修は、高校へ話を持っていった当初、先生

しました。そして、方法として紙芝居を使うという

方がすんなり受け入れてくださったわけではありま

ことをしていったんです。

せん。それまで話したこともない、一市役所の要対

実際に、その紙芝居を使った出前講座。やってみ

協。何だかよく分からない人がいきなり来て、研修

たら思っていたよりも、先生方がよく話を聞いてく

をさせてください、しかも、生徒にこういう内容です

ださったんです。すごく集中して聞いてくださいま

というふうに言ったので、先生方も戸惑われたと思

した。分かりやすいよ、という言葉ももらいました。

います。何回も何回も話し合いを重ねて、とりあえ

そして、その研修の後は、相談の電話も増えました。

ず１回やってみましょうということになりました。

私たちも当初、出前講座を行うと通告の電話が増

高校側からもいろいろなオーダーが出ています。

えて大変になるかもしれないということは思っては

まず、高校側から言われたのは、１学年全員を体育

いたのですけれども、実際に連絡が増え、一緒にや

館に集めて、授業の１コマ 40 分程度で研修をしてほ

りましょうと言う時に、協力をもらいやすくなった

しい。そして、高校も今までにたくさん研修をやっ

んです。相談の連絡は増えましたけれども、連携が

てきている。例えば性教育であるとか、例えば DV

できる。これは、とてもやりやすい、有効だなと思

の研修である、例えばドラッグの研修である。その

いました。

ようなものはしてきているので、内容はかぶらない

そこで、味を占めた私たちが、もう一つ、やりた

ものにしてほしいというオーダーでした。

いことがありました。それは、妊娠前の市民に対し

できるだけ生徒に分かりやすい研修をしたい。ど

て児童虐待予防の研修をしたいということです。こ

んなふうに高校生に伝えれば、何を伝えれば良いの

れは、私たちが窓口の業務の経験上から感じていた

か。考えているときに、私は自分の高校のときを思

ことでした。私たちが市役所の１階に事務所があっ

い出したのです。高校のときに体育館に集められて

たとき、児童虐待の対応だけではなくて、母子手帳

研修をやります。その中で、何だから難しそうなタ

の発行という業務も行っていました。そのときに、

イトルの研修だと、最初からあまり聞く耳を持てな

「堕ろすお金がないから出産をします」という発言

かった。しかも、かったるいな、つまんないな、と

や「産んでみたら、こんなはずじゃなかった」とい

いう感覚があります。そして、それが体育館で、暗

うことも、耳にしました。そして、「産まなければ

い中で、例えばパワーポイントを使ってなんていう
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ことになると、暗いので、睡魔に襲われてしまうの

吉川氏

ではないかとも考えました。分かりやすい研修、生

伊勢原警察署の方です。大まかなシナリオはあるの

徒が集中しやすい研修ということを考え、演劇を

ですけれども、どんなふうにそれを言うか、どんな

使った研修を思いついたのです。実際に演劇をする。

セリフを言うか、どんな形というのは、それぞれの

そして、生徒の皆さんにも途中で体験をしてもらう

役柄の方々が考えてくださっているんです。なので、

という研修を考えました。

アドリブ満載です。当日いきなり演じるという感じ

生徒に伝えたかったこと。それはまず、
「赤ちゃん」

この産婦人科医、ドクター役をやったのは、

になっています。

というもののイメージを持ってもらいたいというこ

そして、産婦人科を受診し、妊娠していることが

とです。赤ちゃんってどんなものなのか。それとプ

きちんと分かった。その次には、愛の家に報告に行

ラスして、赤ちゃんのイメージを持った後に、「育

きます。報告に行くと、どんなことが起こるのかと

てる」ということに関して。育てることは楽しいけ

いうことですね。

れど、大変なことなんだということも感じてもらい
たいと思いました。
ここからは、少し、実際に記録として撮影してお
いた画像を皆さんにお見せしながら、紹介をしたい
と思います。
高校生の心をつかむために、一番最初スタートと

吉川氏

愛のお母さん役は、中央児童相談所の方に

協力をもらっています。そして、愛の父親役に、平
塚児童相談所に協力をお願いしています。
そしてその後は、純の家にも報告に行くという展
開になります。

しては、こんな場面から始まります。
吉川氏
吉川氏

これは児童相談センターとして初めて行っ

純のお母さん役は、平塚保健福祉事務所秦

野センターの方に協力をもらっています。そして、

たときに、まずこんな画面からスタートするという

お父さん役が教育センターの学校の先生です。服装

ものです。
体育館にスクリーンを置かせてもらって、

もそのセリフをどんなふうに話すかも、どのぐらい

このような状態から始めました。そのときに一番流

しゃべるかも全部、皆さん役者の方が考えてくださ

行っていた曲なので、これで生徒の心をつかめると

っているのです。このときのコンセプトは、お父さ

思ったのです。残念ながら生徒はあんまり反応しま

んがお風呂上がりというコンセプトで、バスローブ

せんでした。

を当日着ていました。

そして、私たちがその演劇の内容として考えたも

講座の中で生徒さんにも体験をしてもらっていま

のは、大学生の男女、男の子と女の子がつき合って

す。今ここに映っている生徒２人には、研修が始ま

いるだけなのに予想外に妊娠をしてしまうという設

る前に、代表の生徒さんへ妊婦スーツを着用してい

定にしました。この場面は、主役の男の子と女の子

ただいています。その妊婦スーツを着たままの状態

が登場する場面です。ちなみに、主人公の男の子は

で研修を受けてもらっています。そして、途中で出

「純君」
、女の子は「愛ちゃん」といいます。
吉川氏

ちなみに、この純君役は、当時の幼稚園担当

てきて、体験をしてもらいます。
吉川氏

この妊婦体験というところでは、屈んで洗

の事務職です。若い職員に協力をお願いして、やっ

濯物を干すという体験をしてもらっているんです。

てもらいました。専門職ではない、事務職の方です。

その後で、生徒さんにやってみてどうでしたかとい

次、愛ちゃんです。

う形で感想を聞いています。「重い」とか「苦しい」

途中で出てきましたのは採用試験の面接官役に神

とか、本当に感じたままを生徒さんは、言ってくれ

奈川県の子ども家庭課から協力をお願いしています。
そして、純と愛が思ってもないのに妊娠をしてし

ています。
そして、また別の代表の生徒さんにも体験をして

まったという状況になります。そこで、いろいろ右

もらっています。赤ちゃんの人形を使った体験です。

往左往しながらも、結婚をして、出産をしようと考

この今回使った赤ちゃんの人形は、母子保健の方で

えます。

研修にも使う 3,000 グラムぐらい重さのある赤ちゃ
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ん人形を使っています。

が子育てできるか不安になった」「育児の大変さが
すごくよく分かった。こんなまで育ててくれたお母

吉川氏

このとき、高校の先生の方から、各クラス、

さんにちゃんと感謝しなきゃって思った」「大変な

７クラスあったんですけれども、代表者１名ずつに

思いをして自分のことを育ててきてくれた親へ感謝

体験をさせてほしいということで、７人の生徒さん

したくなった」「あんなに大声で泣き叫んで、声、

に登場していただいています。そして、抱っこやお

枯れないのだろうか」「子育ての大変さはまだ想像

んぶやバギーなど、いろいろな体験、おむつ替えの

もできないけど、大人になって、母親になれたら、

体験もしてもらっています。

本日学んだことを忘れないでいたい」「子どもの一

ここでも、生徒さん一人一人に、やってみてどう

生を台無しにしてしまうので、絶対に虐待してはい

でしたかと感想を聞いています。
「何だか難しい」

けないと思います」「良い研修だと思った。こうい

と発言をしながらも、赤ちゃんをずっと「とんとん」

うのは高校生のうちに受けておいた方が、将来ため

してくれている生徒もいたり、楽しく参加をしてく

になると思った」。

れたかなと思ってます。
そして、もう一つ、生徒さんに体験をしてもらっ

こんな感想を書いてくれています。どんなふうに
高校生が感じるんだろうと思っていたのですけれど

ていることがあります。赤ちゃんの泣き声を聞くと

も、結構いろんなことを感じて書いてくれるのだな、

いう体験です。少し皆さんにも同じ体験をしていた

これだけ真剣に聞いてくれたのだなということを実

だければと思います。

感しています。
劇の中では、こんなメッセージを伝えています。

（赤ちゃんの音声）

「困ったら、相談して良いんですよ」ということです。
ここでは、実際に生徒に向けて出前講座の中で伝え

吉川氏

一応設定として、45 秒ぐらい聞いてもら

ているセリフがあります。そこをワンフレーズ、皆

っているんです。今の長さです。そして、生徒さん

さんにお聞きいただければと思います。「子どもを

に聞いてみて「どう？」ということも聞いてみま

育てるということは、たくさんの知識を経て、様々

す。生徒さんは、「うるさい」とか「耳が痛い」と

な人の協力を得て行っていくものです。児童虐待の

言ってくれます。この泣き声が何時間も続いたりす

中で死亡してしまった子の年齢は１歳以下の子が約

ることがあるんですよと話をします。この泣き声は、

４割を占めます。その中でも、半数が０か月。生ま

SBS 乳幼児揺さぶられ症候群の予防のための研修

れてから１か月も生きることができなかったという

プログラムで使われている泣き声のデータを使って

ことです。子どもを夫婦２人だけで育てることは難

います。研修の中では、SBS の DVD を抜粋して生

しいし、親のいいなりに子どもが育っていくことだ

徒さんには見てもらっています。揺さぶってしまう

けが良いとは限りません。困ったら、ひとりで悩ま

ことがとても危険なことであるということも、お伝

ず、相談して良いんですよ。だって、完璧な親なん

えをしています。

ていないのですから。

実際に、研修を受けてみて、アンケートをとらせ

たまたま、純と愛はできちゃった婚でしたが、ど

ていただいています。そのアンケートの中で、感想

んな夫婦にもうれしいこと、楽しいこと、苦しいこ

を自由記述をしてくださいという欄があります。そ

とが、それぞれあるのです。子どもは反抗し、許し、

の中で、幾つか皆さんに生徒さんが書いたそのまま

許され、見守られ、愛されながら育っていく。私た

をお見せできればと思っています。

ち市役所も、そんな子育ての相談を受け、見守り続

「今までニュースで、児童虐待のことを見たり聞

けていく機関の１つです。」

いて、あり得ないと思っていたけれども、今はいら
いらが蓄積されると虐待になるのかなと思う」「面

吉川氏

白くて、
分かりやすかったです。真剣に聞きました。

が欲しいと思って、職員の自ら持ってきた赤ちゃん

赤ちゃんを育てるには知識も大切なんだなと思いま

の写真で構成をしています。高校生が見て、かわい

した」
「生半可な気持ちでは子育てできない。自分

いと思えると良いなと思いながら、私たち大人が見

赤ちゃんがかわいいなと思えるような映像
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て、ああ、かわいいと自画自賛している時間だと思

田辺 有二氏

っています。生徒も高校の先生方も、この映像はか

ます。よろしくお願いい

わいいと思ってくださっています。

たします。

そして、研修の終わりには楽しい雰囲気で終わり

田辺と申し

今 の 吉 川 さ ん の 報 告、

にしたいと思いましたので、締めの形として、純と

いかがだったでしょう

愛が出産して 15 年後、どんなふうになったかとい

か。私もお父さん役で出

う映像になっています。生徒さんが楽しく研修が終

させていただいて、今初

われるようにとコンセプトを持っています。

めてビデオを見たんですけども、かなり緊張してい
ますね。大きな声でお父さん役をやらせていただき

吉川氏

最後は、今やってくださっていたのが、保

ました。

育園の担当の職員と、そして教育委員会の指導室の

それでは、私の方からは児童相談所として要対協

学校の先生がやってくださっています。柔道場を開

の関わりの補足的なお話をさせていただけたらと思

いているとか柔道着を着ているというのも、それぞ

います。

れ役の方々が「柔道にするから」と、自ら考えてや
ってくださっています。
実際に、私たちが高校への出前講座をしてみて感

まず初めに、神奈川県の状況をお伝えしたいと思
います。
さて、神奈川県は 33 の市町村がありますけれど

じたことは、生徒さんの反応が、思っていたよりも

も、その東側、東京と接する部分ですが、相模原市、

良かったということです。行っている体育館の中の

川崎市、横浜市、ここは政令市。その下、横須賀市

空気、雰囲気もすごく良かったんです。高校の先生

が中核市ということで、この４つの市は、市独自で

方も、取りあえず１回はやってみましょうという形

児童相談所をお持ちだということです。また、残り

で協力してもらえたものが、終わったときに、「す

の 29 市町村については、神奈川県の５つの児童相

ごくよかった。この研修、また続けてほしいんだよ」

談所が所管の区域を決めて、児童相談所で支援して

と言葉も頂いたくらいです。

いくというようなことになってございます。

そして、この研修は一機関だけではなくて、要対
協の様々な機関と協力してやれているということが

本日、先に報告があった伊勢原市の要対協との連
携について、お話しさせていただきます。

大きいと思います。皆さん、忙しい業務の中でも、

要対協の設置は、皆さんも御存じかと思います

虐待の予防というところに同意をしていただいて、

が、平成 16 年の児童福祉法の改正法に示されまし

忙しいけど、快く受けてくださっているんです。

て、虐待を受けている子どもを初めとする要保護児

こういうふうに１つのことを一緒に作り上げてい

童の、先ほどもお話ありましたけれども、早期発見

く、その感覚、その感じも連携については大事な感

や適切な保護を図るということで、児童相談所を初

覚だなと思っています。そして、高校の生徒に対し

めとする関係機関が要保護児童についての情報や考

てはこの内容を全てが理解できるとは思っていませ

え方を共有し、対応することが重要だということで、

ん。ただ、今後、実際親になったときや赤ちゃんと

設置されてきました。神奈川県としては、県域の市

接するときに、少し思い出してもらえれば良いなと

町村に要対協を設置するようにお願いしまして、市

思っています。そして、この研修を継続することが

町村ごとに要対協を設置していただいたということ

何よりも大事だと思っています。

です。

御清聴、ありがとうございました。

市町村の規模ですけれども、神奈川県は１万人に
満たない町村、それから 40 万人を超える市もある

増沢氏

吉川さん、ありがとうございました。

ということで、市町村それぞれが様々な状況の中で

続きまして、管轄の児童相談所であります平塚児

行政を行っているということになります。平成 18

童相談所の田辺所長さんからもお話をいただきま

年時点で、児童相談所及び要対協の主な職務という

す。よろしくお願いいたします。

ことで、発生後の的確な対応とか、それから安全を
最優先するということで行ってきました。
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しかし、一方で、児童虐待の通告件数というのは

万弱の規模でございます。

ずっと右肩上がりで、一向に減ることがないと。要

また、伊勢原市は 10 万人規模ということですの

は、介入だけでは難しいだろうということで、でき

で、非常に市の中でまとまった感じで虐待対応がで

るだけ予防的な部分での取組も行ってもらいたいと

きているのかなと思っています。

いうような御指摘もございました。そのような中で、

また、平塚児童相談所の取組としては、昨年設置

伊勢原市の要対協の事務局である子ども家庭相談室

されたということで、管内の３市２町の要対協事務

が、独自の予防的取組、先ほど説明があった内容で

局の課長さんに年２回集まっていただいて会議をす

ございますけれども、要対協の関係機関と、その関

るとともに、各市町の職員の研修ということで、ま

係機関の職員が一緒に出前講座の中で、虐待の予防

た、それも行っております。特に研修会につきまし

的取組を始めることになりました。

ては、児童相談所に来ていただいて、緊急受理会議

24 年度からは、県の子ども家庭課の職員、それ

の様子とかカンファレンス、それから援助方針会議、

から 25 年度については厚木児童相談所の職員。そ

家庭訪問等に同行していただくなど、児童相談所も

して、先ほどのビデオが 26 年度の平塚児童相談所、

そのような取組を行っております。

それから中央児童相談所、平塚保健福祉事務所の職

簡単ですけれども、伊勢原市と県の児童相談所の

員も参加して、予防的な取組を行うようになってい

連携、協働についてお話しさせていただきました。

ます。

以上でございます。

昨年、私も本当に恥ずかしいのですけども参加さ
せていただいて、高校生、最初はほとんど聞いてな

増沢氏

ありがとうございました。

いのですね。そっぽ向いているのですけども、だん

ちょうど 11 時になって、後半の実践報告に入り

だん引き込まれてくるように、最後の方はよく見て

たいと思うんですが、その前に一言だけコメントさ

くれたなというふうに思っています。このような取

せていただければと思います。

組が他の市町村でできたら良いなというふうにも

皆さんもこれを御覧になっていて、どういうふう

思っています。要対協のメンバーが、顔が見える関

に感じられたでしょうか。感想は様々だと思います

係の中で連携して、また協働して取り組むことが大

が、要対協の運営を考えていったときに、いろんな

切なのではないかというふうに感じております。

機関向けの研修というのは結構、スタンダードなも

伊勢原市の要対協の活動は、この出前講座だけで

のとして考えられると思うのですね。そしてまた、

はなくて、代表者会議、実務者会議、それから全ケー

連携するときに、要対協の運営の中にもう一つ、個

ス把握会議。これは毎月行っていて、児童相談所も

別ケースカンファレンスとか進行管理というのがす

参加させていただいておりますけれども、また援助

ぐにスタンダードとして頭にある。ただ、この３つ

活動チーム、カンファレンスとか家庭訪問とか、そ

を考えていったときに、例えばいきなり研修が必要

のようなことも日々行っていただいております。

ということで虐待の研修講座を開いても、とかくそ

最後になりますけれども、平塚児童相談所につい

こには専門用語があったり、業界用語があったり。

て、簡単ですが、お話しさせていただけたらと思い

多分、それを聞いている他の関係を取っていただき

ます。

たい機関にとっては、ちょっと人ごとのように感じ

平塚児童相談所は、平成 26 年４月に神奈川県の

ちゃったりするということは、結構ありがちなこと

児童相談所の機構改革、再編に伴って設置された非

だと思うのです。だから、一方通行でない、当事者

常に新しい児童相談所です。207 番目の児童相談所

の側に立って、どういう発信をするのかというのが

ということなのですが、今年、山口県の宇部児童相

すごく大事なところで、伊勢原市さんはそこら辺を

談所ができて、今現在、全国には 208 児童相談所が

素直に感じられて、紙芝居を使って、学校の先生に

ございます。そんな中で、平塚児童相談所につきま

向けて研修をしていったという。ここら辺はすごく

しては、中央児童相談所所管の平塚市、それから大

大事な工夫だと思うのですね。そんなこと、何か幼

磯町、それから二宮町、厚木児童相談所所管であっ

くて、ばかくさくてやれないよみたいなことを、一

た秦野市、そして伊勢原市の３市２町。人口が 60

方で思う方もおられるかもしれないけど、実は非常
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に素朴にそういった発想というのはとても大切です。

渡していくんですね。ある意味、ばかみたいな活動

そして、予防的な支援を考えていったときに、高

かもしれないです。でも、そうやって汗を流して、
「あ

校生ということを今度対象にして、高校生にとって

あ、たすきつなげた。気持ち良いね」と言って１つ

どうだろうかという、やっぱりここにも当事者目線

になるという。その後に、集まって、事務的な話し

というものがある。これから多分、試行錯誤を繰り

合いをするのと、それがなしに突然集まるのでは、

返しながら、あれだけ高校生の関心を得ていったと

全然違うんですね。やっぱり我々人間ですから、そ

いうのは、とても大事な成功例だと思うのですね。

ういった人間味ある、まずつながりをベースにして

それは、高校生の実感に則して演劇の構成があり、

いくってことがとても大事なんだろうなという、そ

妊婦体験がありという、そういったプログラムがあ

ういうことを改めて思いました。

の中に随所入っていたという、非常に工夫されたも

貴重な御報告をありがとうございました。

のだったというのがひとつ、大きなポイントとして

それでは、続きまして、鎌倉市の実践報告をお聞

ある。

きしたいと思います。

それと、個別ケースカンファレンス、進行管理と

まず、鎌倉三浦地域児童相談所の原さんの方から

いうときに、そのときに初めて顔をあわせて、ケー

御報告をしていただきまして、その後、鎌倉市の報

スの資料があって、その言葉上のあるいは書類上の

告という、そういう順番で、「鎌三チャレンジ～同

ところで、
「さあ、協議しましょう。連携図りましょ

行訪問モデル～」というテーマでお話をしていただ

う」と言っても、どうしてもそれは固いものになっ

きます。よろしくお願いいたします。

て、生きた連携にはなってかないのじゃないかなと
いうことは、やはり思うんです。

原 和子氏

鎌倉三浦地域

こうやって演劇をする中に、当事者として、学校

児童相談所で、児童福祉

の先生も入り、児童相談所の職員も入りながら、役

司をやっています原と申

を持って、多分、恐らく研修をした後に、控室で、

します。

皆さん大笑いしながら、恥ずかしかったなとか受け

本日は、市町と児童相

たなとか言いながら、その人の素朴な人間性を丸出

談所協働による同行訪問

しにしながら語り合う姿があるんだと思うんです

モデル「鎌三チャレンジ」

ね。私は、連携するときに、そういう喜びを分かち

と呼んで始めたんですけれども、このことについて、

合い、喜怒哀楽を分かち合うような連携があって、

隣にいる鎌倉市役所の銭谷さんと一緒に御紹介とい

その上に初めて、個別カンファレンスであるとか書

うか、御報告させていただきたいと思います。よろ

類上の話し合いであるとか、そういったことが成立

しくお願いします。

するように思うんです。何か、そこをすっ飛ばして

まず初めになんですが、これまでも市町と児童相

先に行こうとすると上手くいかない、それこそ、形

談所で同行訪問というような形で一緒に家庭訪問を

骸化されたという、そういった連携の姿が出てくる

して話を聞いていくということは、あったと思うん

んじゃないかなということを、本日の実践報告を聞

ですけれども、今回、ここでお話しする鎌三チャレ

いて改めて思いました。達成感を思いながら、高校

ンジというのは、何が違うか一言で言うと、初動か

生に受けたよという、そういう達成感を共有し、そ

ら一緒に動いてみましょう、同行で訪問してみませ

して、そういった喜怒哀楽を共有する中で今度は、

んかという、初動から一緒に行くという点が、今ま

個別カンファレンスの中でそれぞれの機関が対応し

でのものと違うところです。市町村で相談を開始し

ている苦しさ、困難さを分かち合うというような、

て、その後の経過の中で、児相も一緒に同行して、

そういった生きた連携というものをやっぱり目指す

訪問してというような動きは多いかと思いますけれ

べきだろうなというふうに思います。

ども、ここでは、通告を受けて、初動から市、町の

神奈川県、東京都では、ちょうど１週間前に「オ
レンジリボンたすきリレー」というのも、ものすご
くたくさんの人たちの連携で、ただ１本のたすきを
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の方々で、サインズ・オブ・セーフティーに基づく

全国共通ナビダイヤルの３桁化、いわゆる「189」

虐待対応について継続的な勉強会を行ってきていま

が始まるに伴って、これまで 110 番のように３つダ

したので、うちの方から今回、こういう提案をした

イヤルを押せば、児童相談所につながって、虐待通

ところ、皆さん、快く協力してくださって、一緒に

報ができるということに７月からなっているのです

チャレンジをということで始めました。

けれども、そのことで、これまで以上に児童相談所

ではまず、鎌倉三浦地域児童相談所はこんなとこ
ろということで、神奈川県の中の、三浦半島のこの
丸の部分が担当の地域になります。所管の人口は、

への通告がさらに増えるんじゃないかというような
予想がされていました。
先ほど、虐待の内訳のところでも触れましたけれ

32 万人弱で、神奈川県の中でも、規模としては最

ども、警察からの通告が DV や夫婦げんかに伴う心

も小さな児相になります。所管地域は、先ほどの地

理的虐待の通告の増加があって、その中身の重篤度

図にあった三浦半島の中の鎌倉市、逗子市、三浦市、

に関わりがなく、より広範なケースへの対応が児童

葉山町の３市１町になります。

相談所に求められているという実態がありますが、

昨年度の相談件数は 838 件。虐待相談受付件数

ただ、実際にはそういった通告の多くは、夫婦不和

は 276 件です。内訳としては、身体的虐待が 64 件、

だったり子育て不安というものが多くて、市町村が

ネグレクト 44 件、心理的虐待 166 件、性的虐待２

有するサービス、子育て支援のサービスとか DV の

件です。

相談窓口とか、そういったサービスにつなげる方が、

虐待の受け付け件数は年々増加傾向にあるという
ことですけれども、特に警察からの通報が増えてい

通告された家族のニーズにかなうものであるという
ような現実があります。

て、子どもの前で夫婦げんかをしたり DV があった

一方で、市、町の立場からです。市、町において

りということで、そのことが子どもへの心理的な虐

は、児童相談体制を維持していくのはかなり大変で、

待に当たるということで通報が増えていて、その結

担当になった方が事務職だったり、少し慣れたとこ

果、この虐待の内訳の心理的虐待が突出して高くな

ろで人事異動があったり、また普段の仕事の業務の

るということが起こっています。

中で、予算とか議会対応なんかもしながら虐待対応

うちの児童相談所では、虐待対応は主に４人の地

に取り組んでいて、こちらにいる銭谷さんなんかも、

区担当の福祉司とスーパーバイザー等のフリーの福

一緒に夕方家庭訪問して、６時ぐらいに訪問して、

祉司が２名いて当たっています。担当のケース数と

７時に終わって、「じゃ、さようなら、お疲れさま

しては、年度の初めの平均で 50 名強ですが、今は

でした」というふうに帰ろうと私はするんですけど

もう年度の後半になりますので、多い人で１人の

も、銭谷さんはこれから役所に帰って、仕事に戻り

ケースワーカーが 100 件近く担当してっていうよう

ますということで、今度オープンする子育て支援セ

な実態があります。

ンターの図面のことを打ち合わせをしますというよ

これが児童相談所、うちの組織図になります。名

うなこともあるので。銭谷さんて図面も見たりする

称・鎌倉三浦地域児童相談所が長いので、鎌と三を

のだと思って、市町村の多岐にわたる業務というこ

取って、
「鎌三児相」と呼んでいて、今回これを取っ

とで大変だろうなというのは思っていて、ただただ

て「鎌三チャレンジ」というふうに名付けて始めま

お疲れさまですというふうに送ったり、というよう

した。

なことがあります。

では早速、
「鎌三チャレンジ、市町と児童相談所

このような以上のこともあって、市町村と児相に

による同行訪問モデル」についてお話ししていきた

通告先が今なっているわけで、その中でもただ、役

いと思います。

割分担については、いまだ十分な共通な理解には達

同行訪問モデルに取り組もうとした背景をお伝え
したいと思います。

していないわけです。なので、それぞれが通告を受
けて、自分たちの役割とは異なる範囲かなと思いな

まず、児童相談所の立場からということで、児童

がら対応せざるを得ないというのが現状になってい

相談所でこれを提案した背景としては、「189」のこ

ます。そこで今回、市町と児童相談所協働による同

ともきっかけにありました。今年７月に児童相談所

行訪問モデル、一緒に行って取り組んでみましょう
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ということの試行を提案することとなりました。

かによる通報が多いのですけれども、そういった警

期待される効果としては、こちらの資料の方にも

察からの児童通告に対して 82% を同行訪問という

ありますように、子ども・家族に対するリスク、リ

ふうに決定しています。逆に、同行訪問をしないと

ソース、ニーズアセスメントに基づく支援を検討し

決めた残りの 18% が何だったのかというと、身柄

たり、よりよい市町と児童の連携の在り方や役割分

付きの児童通告であったり、既に児童相談所で担当

担を検討するということも考えていきたいと思って

者がいるようなケースでした。

います。あとは、初動から市町と児相が連携するこ

では、同行訪問した職員はどんなメンバーが行っ

とで、それぞれの子ども相談に対する専門性とかス

たかというと、市・町の方からは担当課の課長さん

キルを共有して、相互の OJT の機会になることが

自ら行ってくださったりしたこともありましたし、

予想されています。

係長さん、ケースワーカー、保健師さん、相談員さん。

こちらの方は、役割の中で、同行訪問モデルで市・

児童相談所の方は、支援担当福祉司（フリーの福祉

町・児相それぞれが期待する部分を丸で示したもの

司）とありますが、これが今の私の立場なのですけ

になります。具体的な実施方法としましては、10

れども、今回の同行訪問モデルを主に担当している

ページにフローチャートがありますけれども、市・

福祉司で、フリーということで、特定の地区を持た

町・児童相談所それぞれ受理をして、受理会議をし

ないで所管地域全域を対象として動いています。プ

て、受理会議の中で同行訪問モデルでやってみよう

ラス地区担当の福祉司も、市町の人と２人で同行訪

というふうに決定をして、それぞれ市・町から児相

問ということで実施しました。

に、児相から市・町に依頼をして、同行訪問モデル

次に、同行訪問して、支援方針とか処理はどうだっ

を実施していきます。実際、同行で訪問して、その

たのかというのを数で表しています。取り扱った

後、訪問した職員同士の協議による周辺情報なんか

69 件の処理の状況を表しています。ここで目立つ

も含めたアセスメントをして、最後はケース分類し

のは、児童相談所で受理して、継続して関わってい

て、これは児相がやろう、市がやろう、要対協中心

くというふうに決めたケースが 30 件で、市・町は

でやろう、１回の訪問で閉止にしようというふうに

45 件というふうになりますので、やはり市・町の

分けて、会議でそれを決定していくということの流

方でより長く見ていくというような結果につながっ

れになります。

ているということになります。結局、要対協の扱い、

フローチャートのところは後でゆっくり見ていた
だければと思って、飛ばします。
では、実際に同行訪問モデルをやってみて、どう
だったのかというお話に移りたいと思います。
まず、数的なところです。今年度４月から９月、

要保護、要支援含めて 69 件のうち 55 件を要保護ケー
ス、要支援ケースのどちらかで扱っていくという結
果になっています。
それでは、数のところを終えて、実際にケースを
通してどうだったかというふうに挙げてみたいと思

いわゆる上半期の傾向から数の方を紹介していきた

います。これは、児童相談所から市町に同行訪問を

いと思います。

依頼したケースの事例で、実際に隣にいる銭谷さん

虐待相談の取り扱い件数は、上半期 153 件で、そ

と訪問したケースになります。

の内訳としてはやはり昨年度と同様、心理的虐待が

ケースの概要としては、実父母とも 27 歳。お父

67% でかなり高く割合を占めています。右の上の

さんはアルバイト、お母さんは契約社員で、不規則

表になるんですけれども、取り扱い件数に占める同

な時間の勤務。本人は１歳半で、お子さんは保育園

行訪問の割合は 45% と出ています。これは、児童

に所属がありました。お子さんの夜泣きの対応をし

相談所が受理したケースの 45% を同行訪問モデル

ていたお父さんが、起きてこないお母さんに怒って

でやろうということで決定したものです。45% 実

口論となり、お父さんがお母さんを蹴り、そこで再

施しています。

び泣き出した本人の頬をお父さんが叩いてしまった

その下に行くと、警察通報に占める同行訪問の割

ということで、近隣から子どもの泣き声と男性の怒

合は 82% ですが、先ほどから何度もお伝えしてい

鳴り声がするということで警察通報があって、後日

るように、警察からの、いわゆる DV とか夫婦げん

警察より児童相談所に児童通告が来たものです。こ
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ういった形で児童通告を児童相談所で受けて、受理
会議をして、市と同行訪問というふうに決めます。

て、保健師支援につなげています。
お父さんには、ちょうど一緒にいた市の銭谷さん

その後、児相の方から親と連絡を取って、家庭訪問

と同年代ということもあったので、銭谷さんのいる

を予定して、何月何日何時に市の職員と私の２人で

鎌倉市のこども相談室でやっている電話相談の窓口

お伺いしますというふうに約束して、実際の訪問に

を案内して、通常、電話相談は出た方が受けてくだ

行くわけです。訪問して話を、私と銭谷さんと一緒

さるのですけれども、お父さんについては銭谷さん

に聞いています。

を指名しても良いのでというふうに、特別ですよと

当日なんですけれども、お子さんの夜泣きがひど

いうふうに言って、案内をしています。あわせて、

くて、その日は朝４時にお子さんが泣いちゃって、

市でやっている父親対象の子育て支援の講座が鎌倉

お父さんがあやしていたんだけれども、家がアパー

にはあるのですけれども、「イクメン講座」という

トで、ずっと泣かしているわけにもいかないので車

ふうに呼んでやっていらっしゃるんですが、そちら

に乗せて、車に乗せると赤ちゃんが寝るので一回り

のイクメン講座への参加も促しています。

して、赤ちゃんが寝たところ家に帰ってきて、下ろ
した途端また１歳半のお子さんが泣いちゃって、ま

このケースを通して言えることということで、ま
とめてみました。

たお父さんが「はあ」と思って、そのお子さんを抱

同行訪問して、お父さんとお母さんの話を一緒に

いてあやそうとするんだけれども、お母さんが隣で

聞いてみると、ケースを前にして、この人たちに必要

寝ていて、全然起きてこないので、お父さんの方も

なものは何かというのをその場で一緒に考えていく

怒っちゃって、お母さんとけんかをし始めてってい

ことができるというメリットが大きかったと思いま

うことだったようです。お父さんとお母さんがけん

す。児相だけで訪問して、帰ってきて、市の方に、

かするので、お子さんは今度はまた火がついたよう

あそこには市の保健師さんとつながってほしいし、

に泣いちゃってというところで、お父さんが思わず

市の相談室に電話を掛けるようにという案内をして

そのお子さんの頬を叩いてしまったというような話

いきたいのだけれどもという机上ではなくて、本人

が出ていました。

たちを前にして話して、サービスを決めていくとい

あわせて、お母さんからは、本人の夜泣きが続い

うことがすごくメリットだったなというふうに思い

て困るとか、自分が不規則で夜遅くまで仕事をして

ました。お父さんとお母さんの対話の中からニーズ

いてというようなこともあるので、仕事を辞めて家

の表明もありますし、あと潜在的なニーズも掘り起

にいた方が良いのかなというような悩みを抱えてい

こせたというようなことも実感しました。それで話

るといったことが出ましたし、お父さんの方からは、

を聞くと、じゃ、市ではこういうサービスにつなげる

本当に叩いてしまった自分に驚いているということ

とか、じゃ、児相はどうするということで、おのずと

で反省もされていて。ただ 27 歳の若いお父さんな

役割分担ができるという点が、同行して訪問をして

ので、子どものいる友達がいないので、普段育児の

の大きな点だったかなというふうに感じています。

悩みを聞いてもらうことがないということで、私た

では、また次は、同行訪問モデルを３市１町の皆

ちが行って話を聞いたところ、
「今日はいろいろ話

さんと一緒に取り組んだのですけれども、職員の皆

せてよかったです」というふうに言ってもらったわ

さんからやってみてどうだったかということでアン

けです。

ケート調査を取っていますので、その中からメリッ

この話を聞いて、私たちはよく事情が分かりまし
たということで、育児と仕事を両立していて大変だ

ト、デメリットについての意見を一部、紹介したい
と思います。

と思うので、何かこちらもお手伝いをすることが、

メリットからいきます。

というような切り口で話を続けています。もちろん、

市・町の職員さんからの意見としては、
「市・町の

お子さんを叩いたことやお子さんの前で夫婦げんか

職員も親や子どもに会って、話を聞いているので、

をすることについては、話もした上で、お母さんの

要対協のその後、ケースとして進行管理をしていく

方には夜泣きのことなんかを育児相談を市の保健師

ときにスムーズになった」ということや、
「市・町の

さんにしていきましょうというふうに伝えて、促し

職員が同行することで、子育て支援や DV 相談の窓
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口につながるので、保護者の選択が増える」「決して

とにつながるということのメリットということを感

十分とは言えない市・町の児童相談体制の中で、児

じています。

相職員と一緒に動くことで相互の OJT になった」。
今度は、児相の職員の方からの意見です。「市・

では最後に、同行訪問を始めるに当たってあわせ
て、予定した取組について御紹介します。

町がやっている子育て支援の情報を、直接市・町の

市・町と児相の業務連絡会というのを、年に１回

職員の方から説明してもらえたので、それは助かっ

やっていたものを、年３回に増やして予定しまし

た」ということとか、あと一時保護が必要かもしれ

た。会議が増えるのはちょっと負担増なんですけれ

ないというような緊急のケースに同行すると、市・

ども、この鎌三チャレンジについて意見交換を重ね

町の職員の方も安心されますし、あと一時保護かな

てということで増やしています。

というようなときの不安を抱えていると、対象者の
方も安心した様子があったということでした。あと

あとは、研修も企画しました。同行で訪問するこ
とを念頭に置いた研修を年３回予定しました。

は、一緒に訪問を重ねていくので、市・町職員との

この写真は、同行訪問することを想定したロール

やりとりが他の場面でも全体的にスムーズになった

プレイの研修をやったときの写真です。親役と職員

というような意見がありました。

役に分かれてやって、こういう形でロールプレイを

次はデメリットの方ですが、市・町からの意見の

して、実際に、「じゃあ、行ってみましょう」とい

中では、
「職員を確保するのが難しいときがある」

うような形で、研修も実際の場面に活きると良いな

とか、町の方だと地域も狭いので職員さんが町民

ということでやっています。

だったりすると同じ町民でやりにくいとか、遅い時

私の方からの報告は以上になります。

間の訪問は難しいとか、訪問が増えて出張旅費がか

では、次の鎌倉市の銭谷さんにバトンタッチした

さむといった負担感も出ていました。

いと思います。

児相の職員からのデメリットの意見としては、
「市・町職員との日程調整が難しいときがある」。あ

銭谷 壮一郎氏

鎌倉市役

とは市・町の対応は、基本は支援ということでやっ

所こどもみらい部こども

ている中で、警察から通告が来ましたよということ

相談課相談室担当の銭谷

でいきなり訪問していくのは、市・町の職員さんに

と申します。よろしくお

とっても、相手の通告された側にとってもきついの

願いします。

ではないかというような意見もありました。
では、まとめに入ります。市・町と初動からの同

先ほど突然、オレンジ
色のたすきを渡されたの

行訪問に取り組んでみてということで、私の感想で

ですが、先ほど増沢先生からもお話のありましたよ

す。先ほどの事例のところでも触れましたが、電話

うに、「オレンジリボンたすきリレー」という児童

とか会議のときに机上でどっちがやるといっての議

虐待防止の啓発活動を毎年行っています。年々、イ

論だけでいくと、負担増だけが全面に出がちだと思

ベントは大きくなってきておりまして、今年で９回

います。初動から同行で訪問すると、それぞれの役

目を迎えました。東京の渋谷ハチ公前と神奈川は鎌

割分担が、その場でより明確になって、スムーズに

倉湘南コースと三浦コースから出発して、近くの横

その後対応が進められるということを思いました。

浜の山下公園目指して啓発活動を行っていますの

あと、通報があって、訪問するわけですが、そこ
では一番優先されるのが安全確認になるのですが、

で、紹介させていただきます。
これまで児童相談所の原さんの方からお話があり

その安全確認だけにとどまらず、話を聞いていくこ

ましたが、児童相談所の話を受けて、鎌倉市では同

とで、家族の潜在的なニーズにどれくらい答えられ

行訪問にどのように取り組んでいるのかお話をさせ

るかを、ケースごとに改めて考えるきっかけにもな

ていただきます。

りました。そして、市・町児相ともに家族からのこ

今、画面に映っているキャラクターですが、これ

のニーズに答えられるサービスについて振り返った

はこどもみらい部のキャラクターで「きゃらこちゃ

り、また、新たなサービスを検討したりしていくこ

ん」と言います。妖精なのか天使なのか、考えてい
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ると時間がなくなってしまうので、次に行きたいと
思います。

まず、先ほども原さんの方からお話があったとお
り、児童相談所から市へ依頼のあった場合です。児

まず、鎌倉市の相談室ですが、相談員は全員で４

童相談所へ通告が入りまして、まず児童相談所から

名おります。非常勤の職員で、１日２人が交代で詰

市へ住民基本台帳の確認があります。児童の所属で

めているというような状態になっています。職員の

あったり健診状況の確認、所属へのお子さんの日ご

方は、私、ケースワーカーと担当係長の２名で勤務

ろの様子の聞き取りは、児童相談所であったり市が

を行っています。

分担をして把握をしています。市で把握したことは、

まず、児童相談所より同行訪問のお話がありまし
て、鎌倉市の方で受け入れがスムーズであった理由
です。

すぐに児童相談所へ情報提供をしています。
その情報をもとに、児童相談所の方で同行訪問を
するかどうか検討をして、市の方に、正式に依頼が

鎌倉市では、平成 23 年から児童相談所に通告が

来るというような流れになります。依頼が来た場合、

あった場合に、市への住基確認、お子さんの年齢、

市の方でも、家庭状況によってどのようなサービス

住所など、
確認があるのですが、通告内容を聞き取っ

が提供できるか検討をしていきます。

て、市においても要対協ケースとして受理をしてい

反対に、市から児童相談所への依頼の場合です。

ます。児童相談所と市でケースを共有し、支援でき

市へ通告があった場合に、緊急受理会議を行い、リ

る体制を取っています。つまり、児童相談所のケー

スクの判断をします。また、児童の所属であったり

スは、イコール市のケースということにもなるとい

年齢によって、健診状況の確認をして、お子さんが

うことです。

いる所属への聞き取りを行います。そこでもリスク

その取組を始めた理由としては、市が児童相談所

の判断を行って、リスクが高いと市の方でも判断さ

のケースの動きを把握することによって、要対協と

れた場合は、一時保護のことも視野に考えながら、

して、地域の見守り体制であったり関係機関への援

児童相談所へ同行訪問を依頼をするというような流

助依頼などを行いやすいということが背景としてあ

れになります。児童相談所へ同行訪問を依頼をして、

りました。

あわせて家庭状況によって市で紹介できるサービス

とはいえ、児童相談所から話があった場合に、市

を検討していきます。

でも要対協の支援が開始をされるわけですが、支援

先ほどの児童相談所から市への依頼の場合と、市

の主体はやはり児童相談所であって、特にお子さん

から児童相談所への依頼の場合、同行訪問を実施し

が施設措置された場合などは、状況について、月１

て以降は同じような動きになります。

回のケースの突き合わせによって確認をするという
ことでした。
手続であったり、援助活動チーム会議の調整で、

同行訪問の実施に当たっては、地域の担当職員だ
けでなく、職員の専門性を生かしたケースの対応を
行っていきます。また、職員の性別も考慮をして対

市が間接的に家庭に関わることはありましたが、家

応していきます。訪問を実施した後は、児童相談所、

庭訪問や面接を直接行うことはなく、子どもたちの

市で経過を確認をしていきます。市は、紹介したサー

顔も担当の市の職員の方は分からないというような

ビス、例えば子育て講座であったり家事支援のサー

状態があって、詳細な家庭状況を把握するというこ

ビスを提供した場合、また年齢の低いお子さんであ

とは難しくありました。

れば、乳幼児健康診査等につながっていく等を確認

今回、児童相談所より同行訪問の話を受けて、初

します。

期介入から市が児童相談所と家庭訪問を行い、当事

先ほど、原さんの方のお話もあった、フローチャー

者の話を聞くことは市としてその家庭状況を詳細に

トの方を御覧いただきたいと思います。１から４あ

把握することができ、また、相談ニーズから市の支

りまして、１回の家庭訪問等により終結することに

援を紹介するという当事者支援ができるというメ

合理性がある場合、そしてまた、一定期間置いて再

リットがあったので、児童相談所からの提案を受け

訪問が必要な場合、市・町の中心の支援で対応して

入れたわけです。

いく場合、児童相談所中心で対応していく場合に分

それでは、同行訪問の流れを説明していきます。

かれていきます。
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それでは、ケースの事例からということで、市か
ら児童相談所に同行訪問を依頼したケースを紹介を
していきます。

市の相談室を紹介して、お父さんの落ち着きを取り
戻せました。
このケースを通じてということで、万が一リスク

お父さん 46 歳、お母さん 45 歳。夏休み中のお父

が高い場合でも、初動で児童相談所が同行すること

さんが子守りをしていました。お母さんは仕事中で、

で一時保護、いわゆる緊急対応が迅速に行えます。

お子さんは３歳６か月で、幼稚園は夏休み中という

その後、初動からの経過が分かるので、市としても

ことでした。お父さん自身の精神状態が悪くて、子

通院の確認であったり所属への見守りが行いやすい

どもを預けたい、どうにかしてしまいそうだという

ということで、要対協の支援が行いやすいというメ

ことで、過呼吸を起こしながら電話相談が入りまし

リットがあります。

た。ちょうど私が対応したのですが、お父さんは仕

実践してよかったこととして、当事者、このケー

事の悩みがある。これまでずっと自分の両親に生育

スではお父さんの立場としてですが、児童相談所と

歴を批判される。というような日ごろの悩みが蓄積

聞くと抵抗がある家庭、たくさんあるかと思います

して、夏休み中でお子さんと２人きりになっている

が、市が同行することで、一時保護、お子さんを預

状態のときにパニックを起こされました。また、カ

かってしまうというような指導的な立場ではなく

ウンセリングを受けているというような話をしてい

て、身近な行政サービス、例えば子育て講座などを

ました。そして、子どもをどうにかしてしまいそう

支援として伝えることができます。関わることがで

なので預けたいというようなことを訴えていました。

きるので、身近な相談先が市の方にもあるのだとい

まず、この話を受けて、市の方で何が対応できる
かということで、お子さんの年齢もまだ幼いことか

うことを分かってもらえると思います。
市の立場としては、実際に当事者と会うことに

ら、
市の保健師の方と対応について協議をしました。

よって、児童相談所主体の支援ケースでも市が家庭

子どもをどうにかしてしまいそうであったり預けた

状況を把握できて、緊急対応や関係機関との連絡・

いという訴えがあったので、一時保護の説明ができ

調整がスムーズにできます。児童相談所と足並みを

る児童相談所と訪問することがよいのではないかと

そろえて支援ができています。

いうような結論に至って、児童相談所の方に連絡を
しています。

鎌倉市では積極的に子育て講座を開催しておりま
して、どならない子育て練習法ですとか BP、NP、

訪問をしました。実際は、お父さん、自分自身の

あと MCG、これは子育て講座「わかば」というグルー

精神状態が子どもに悪影響を及ぼすのではないかと

プ講座も開いておりまして、そういった子育て講座

いうことが一番心配をされていました。なので、児

など、市の事業にもつながることができます。また、

童相談所より一時保護について説明をして、精神科

市に緊急を要する通告が入った場合に、児童相談所

への受診を促しております。実際に訪問に行きまし

に同行訪問を依頼しやすくなっています。いわゆる

たが、子ども自身に何か影響があったということで

「持ちつ持たれつ」の関係ができているんだという

はないということを児童相談所と一緒に確認をでき
ましたし、お父さんの方も、確認をしていくうちに
とても落ち着きを取り戻せていました。
訪問後の動きです。お父さんの方へ現況確認、最
近の様子はいかがですかという形で連絡をしていき
ます。また、精神科の受診を促しているので、受診

ことを実感をしております。
先ほど、原さんの方から OJT ということで話が
ありましたが、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、質問の仕方であったり、
そういった実践が学べるということもあります。
反面、今後、改善するべきことと注意すべきこと

をしましたかということで確認をしています。当面、

としては、市の立場として、同行訪問の際に児童相

緊急的なことはないだろうという判断で、児童相談

談所と市の役割についてしっかり説明をする必要が

所の方は支援を閉止をして、所属の幼稚園含めて要

あります。児童相談所イコール子どもを保護されて

対協での見守りということになっています。実際に、

しまうというような危機感、関わりたくないという

お子さんの安全確認が迅速に行えて、児童相談所が

思いが、市の訪問も同じような思いが伝わってしま

一時保護について説明をし、身近な相談場所として

うのかなということもありまして、しっかりと説明
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をする必要があると思います。また、同行訪問のと

ャレンジ」ということで、御報告をしていただきま

きには事前に、当事者に対してどのようなサービス

した。

を案内できるか、提供できるかということを十分に

大事なことは、一般の子育て支援からだんだん

話し合う必要があると考えています。そして、役割

ケースの重症度が上がるピラミッドが想定できると

を確認をした後に、児童相談所が支援を閉止して、

思うのですね。重症度が上がれば上がるほど、通報

市がその後どのタイミングで支援を閉止をするか、

ケースになり、次に保護したり分離するケースに

きちっと課内でも確認をする必要があります。そし

なっていくという。しかし、重症度が上がれば上が

て、定期的に実践、振り返る研修を児童相談所に企

るほど実は、多様なニーズを抱えているわけですか

画してもらったり、市においても実際に訪問を行っ

ら、いろんな機関が関わらなければいけないケース

て、成功例であったり失敗例、改善例を基に職場内

であるということです。重症度が上がって、一定の

研修、ロールプレイなどを行う必要があると考えて

ところから児相が担う、市町村が手を引くというこ

います。

とではなくて、上に行けば行くほど複数の機関が関

最後に、当事者の心の声ということで、まず児童
相談所の原さんの方から一言、お願いします。

わらなければいけないわけですから、市町村と児相
が共に動いていく、その密度がより増してかなけれ
ばいけない。そのきっかけとなるときに、やっぱり

原氏 最初に説明したように、
189 導入でさらに児相

同行訪問、同じ光景、同じ課題を共有するというこ

への通告件数が増えるかなとか、同行訪問を始める

とがいかに重要かという、そういう貴重な報告だっ

のだけれども、日程調整はかなり大変かなというよ

たと思います。

うなことを感じながらの取組でした。実際には、189

それでは、最後に一言まとめさせていただきます。

での通報の件数はあんまり伸びていないのですけれ

本当に私は新たなチャレンジというふうに思いま

ども、
それが始めるに当たっての私の本音でした。
じゃ、銭谷さん。

す。対応件数はどんどん増えています。市町村も児
相も、現場は大変。しかし、そうなればなるほど、
やっぱりルールを決めるという方向になりがちです

銭谷氏

私からですが、非常勤の相談員さん、本当

ね。それは書類上のルールあるいはシステマチック

に主体となって行っていただいているんですけど

な考え方で割り切るというような。それともう一つ

も、どうしても夜間の対応というとこまではなかな

は、この仕事はどこに任せる。この仕事はここに任

かカバーし切れない部分がありますので、私たち職

せる。だからうちはやらないってなことに、とかく

員の方が訪問に行っています。訪問が相次ぐと、事

なりがちです。

務の仕事がなかなかできなかったりということで、

本日の２つの実践報告は、それを両方とも突破す

私も担当係長も事務職員なので、ケース対応以外の

る動きをされているということなんですね。一緒に

仕事もたくさんあるので、大変だなと正直思うとき

動いてみる。一緒に感じてみる。一緒に同じ現実を

もあります。でも、実際に同行訪問を行って、当事

見て、そこから役割分担しましょうよという、私は

者の困り感、どういうことで困っているかというこ

これは非常にケースの立場に立った、ケース視点に

とを聞いて、それが引き出されて、本来必要な支援

立った、意味ある展開の新しい、しかし、新しいと

につながったときには、初動からの訪問から得られ

言っても、むしろ言うと当たり前の大切な視点を報

るものが大きいと感じております。

告していただいたように思います。

この第２分科会のテーマでもあるように「連携か

報告していただきましたパネリストの皆様、あり

ら協働へ」ということで、皆様も御一緒に考えてい

がとうございます。感謝の拍手を皆さん、お願いし

ただけたらなと思います。

ます。ありがとうございました。

これで発表を終わります。御清聴ありがとうござ
いました。

それでは、皆様、お疲れさまでした。貴重な御意
見も頂きました。ありがとうございました。これで
終了といたします。

増沢氏

どうもありがとうございました。
「鎌三チ
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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
コーディネーター

パ

ネ

リ

ス

ト

中山
浩氏
北谷 尚也氏
出路
梅澤
安藏
向井
佐藤

幸夫氏
直美氏
慎氏
敏二氏
明弘氏

（子どもの虹情報研修センター研修部長）
（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）
（川崎市こども家庭センター担当係長）
（川崎市川崎区保健福祉センター担当係長）
（川崎市立川崎病院 小児科部長）
（聖マリアンナ医科大学 法医学教授）
（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）

主担当

川崎市

概

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。

要

北谷 尚也氏

それでは、

会

場

横浜市社会福祉センター

出路 幸夫氏

皆さん、こ

早速、第３分科会を始め

んにちは。ただいま御紹

させていただきます。

介いただきました、川崎

では、１人目のパネリ

市こども家庭センターの

ストからお願いします。

相談調整担当の出路と申

出路幸夫さん、よろしく

します。よろしくお願い

お願いいたします。

いたします。
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私の方からは「児童虐待対応における医療機関と

17.6%、ネグレクト 33.3% であったものが、平成 25

の円滑な連携について」
、全体的なお話が中心にな

年度には身体的虐待が 25.4%、性的虐待 0.8%、心理

ると思いますが、よろしくお願いいたします。

的虐待 58.9%、ネグレクト 14.9% と、児童相談所が

まず、
児童虐待相談対応件数の推移ですけれども、

対応する虐待の内容が身体的虐待から心理的虐待に

全国で平成 16 年度の３万 3,408 件から平成 25 年度

大きくシフトしていることがお分かりいただけるか

は７万 3,765 件、26 年度には８万 8,931 件となりま

と思います。

して、平成 16 年度の 2.6 倍に増加しています。

一方、医療機関からの相談通告の割合は平成 17

川崎市におきましても、平成 16 年度の 448 件か

年度の 4.0% からほぼ横ばいでして、平成 25 年度に

ら 25 年度は 1,567 件、26 年度には 1,792 件となり

は 3.4% という割合となっております。先ほどの警

まして、平成 16 年度の４倍に増加している状況が

察と同様に、病院からの相談対応件数の虐待種別

あります。児童虐待相談対応件数の増加傾向は、今

ごとの構成比を見てみますと、平成 17 年度は身体

後も続いていくものと思われます。

的虐待が 55.7%、性的虐待 3.0%、心理的虐待 9.0%、

児童虐待通告が増加していることにかかる視点、

ネ グ レ ク ト が 32.2% で あ っ た も の が、25 年 度 に

ポイントといたしましては次の点が挙げられるかと

は身体的虐待 44.3%、性的虐待 2.8%、心理的虐待

思います。

14.7%、ネグレクト 38.2% となっています。

まず、第１に「社会的認知の変化」が挙げられま

医療機関の視点としても、心理的虐待やネグレク

す。これは児童虐待そのものの増加もあると思いま

トの視点で児童相談所に対応を求める案件が増えて

すが、児童虐待に関する社会的認識の変化が大きい

きているということがここにあらわれているかと思

と思います。子どもの面前でのドメスティックバイ

います。

オレンスは心理的虐待であるという認識の変化はそ

さて、医療機関、児童相談所、ともに児童虐待に

の最たるものであると思います。これらの社会的認

ついて何とかしようと日々努力しているわけですけ

識の変化は、児童虐待通告の感度が上がった結果と

れども、医療機関側も児童相談所側もお互いに通告

いうふうに捉えることもできると考えております。

後、あるいは通告を受理した後の対応に関する不安

次に、対象者の捉え方の変化が挙げられます。幼

ですとか心配を抱えることがあるかと思います。

保児童だけではなくて、さまざまなリスクを背景に

医療機関側の不安、心配ごとと言えば、例えば児

持つ特定妊婦への支援という視点ですとか要支援児

童虐待と言える状態なのかどうかといった見立てと

童という視点で、児童虐待の早期発見や予防という

診断の確証が持ちにくいということですとか、児童

視点が強まってきているということでございます。

相談所への通告をして良いものかどうかという迷

これらは通告経路の割合について分析をしてみる

い、守秘義務や子ども、保護者との治療関係の影響

ことで、そこに特徴があらわれていると考えます。
平成 17 年度の全国の児童虐待相談対応件数３万

などです。
あとは、保護者、家族への説明をどのように行え

4,472 件のうち、警察から通告があったものについて

ばよいのか。児童相談所への通告後の児相の動きや、

は全体の 6.5% でしたが、平成 19 年度に 10% を超え

見通しが分からず心配であるとか、病院内で職権一

まして平成 25 年度には 28.8% に伸びております。

時保護の介入などもあるかと思うのですけれども、

これは、先ほども触れましたドメスティックバイ

そういう場合に他の患者さんへの病棟内での混乱な

オレンスを心理的虐待と捉えて、警察に通報が入り

どが心配であるとか、影響が心配であるとか、医療

対応した案件につきましては児童相談所へ通告する

費等の費用負担はどのようになっていくのかといっ

というふうに警察組織が意識を高めてきたというこ

たようなことなどです。

とが大きく影響していると思われます。

一方、児童相談所側も医療機関からの連絡を受け

これは、警察からの相談対応件数の虐待種別ごと

て児相への通告元となってもらえるのかどうか。そ

の構成比の変化を見ると特徴があらわれておりまし

れから、児童相談所と当該児童や保護者との相談・

て、平成 17 年度の警察からの相談対応件数のうち

援助関係はしっかり結べていくのかどうか。職権一

身体的虐待は 45.7%。性的虐待 3.4%、心理的虐待

時保護介入などの根拠となる情報、エピソードとか
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医学的診断などがどこまで得られるのか。あとは、

児童虐待対応の中でも医療機関が果たす役割は

病院内の職権一時保護などについても医療機関から

非常に大きなものがありますし、特に重症事例を

どこまで協力が得られるのかといったようなことが

キャッチした場合の対応などにおいては、医療機関

心配・不安として挙がってきます。

における虐待に関する知識や、虐待を受けたお子さ

医療機関は当然、病気やけがの治療ということを

んの診療経験などが不十分である場合や、組織的対

使命として持っている機関ですし、児童相談所側は

応の体制がない場合などは、十分に対応することが

家族関係や家庭環境調整など、家族システム、環境

できないというような課題もあるかと思います。

調整への働きかけをしていくという視点で関わって

このような状況を踏まえて、厚生労働省からも各

いきますので、ここにお互いの不安や心配を背景に

自治体の中核的な医療機関を中心といたしまして、

ギャップが生じる場合があるかと思います。

虐待対応のネットワーク作りや保健医療従事者の教

どのように関係機関連携においてこのような

育等を行って、児童虐待対応の向上を図ることを目

ギャップが生じることを埋めて、要保護児童等の早

的に、児童虐待防止医療ネットワーク事業というも

期発見や適切な保護、支援を図るために児童福祉法

のを平成 24 年度に開始しているところです。

に基づいて対応していくかというと、要保護児童対

また、26 年３月にはこの事業推進の手引きが示

策地域協議会というものが各自治体で設置されてお

されているところです。この手引の中では、１番目

りまして、協議会参加者に守秘義務が課せられてお

として「院内体制の構築」、２番目に「地域の医療ネッ

ります。それで、この要保護児童や適切な保護につ

トワークの拡大」、３番目に「多機関・多職種の連

いて関係機関が情報や考え方を共有し、適切な連携

携体制構築」といった３つの柱で構成されておりま

を図るための仕組みが整えられているところです。

して、特に地域の医療ネットワークの拡大の部分は、

この要保護児童対策地域協議会、要対協と略しま
すが、この要体協は今、全国でほとんどの自治体で

地域の医療機関の児童虐待対応と、関係機関の連携
への感度を上げていくものになると思います。

設置されておりまして、児童虐待や非行問題といっ

また、このネットワーク事業に先駆的に取り組ん

た子どもを守る地域ネットワークとして機能してい

できた北九州市では、この中核的な医療機関が地域

るところです。

の病院ですとか診療所に児童虐待対応のバックアッ

さて、先ほど述べました医療機関と児童相談所と

プを展開したこともありまして、医療機関からの通

のギャップを埋めていくためにどのようなことが必

告率がアップしたという実例も報告されているとこ

要でしょうか。各機関の職員個人の力量やスキル

ろです。日ごろから対応方法ですとか連携の流れに

アップはもちろん、連携に向けた組織内体制の充実

ついて十分に確認をしていくことが、迅速かつ安全

や関係機関同士のバックアップも必要だと思いま

に子どもの福祉を守ることにつながると思います。

す。また、要保護児童対策地域協議会の充実も重要

このように、要対協の枠組みも活用しつつ、医療

なポイントとなるかと思います。
しかしながら、医療機関と児童相談所との先ほど
のギャップを埋めていくためには、さらに新たな仕
組みが必要であろうと考えます。

機関と児童相談所との独自のネットワークをさらに
確立することが求められているところです。
川崎市でも、このネットワーク事業に積極的に今
後取り組んでいく必要があるかというふうに感じて
おります。
最後に、関係機関の連携成功のもととして私が考
えていることを述べたいと思います。
まず、第１に顔の見える関係です。皆さん御存じ
のことかと思いますが、やはり定期的な連絡会です
とか会議を持つことはもちろん、日ごろからコミュ
ニケーションがとりやすい関係をしっかりと築いて
おくことが大切だと思います。
次に、互いの組織の役割・強みや限界を正しく理
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解していることが重要だと考えています。お互いに
責め合うのではなくて、前向きに議論するというこ
とが重要であると感じております。
さらに、援助方針をお互いに共有して関係機関相
互の情報共有と役割分担ができること。また、あわ

要であると思います。
本日のこのフォーラムを通じて、この「のりしろ」
が少しでも広がることを期待して私からの発表を終
わりたいと思います。御静聴どうもありがとうござ
いました。

せてお互いの組織の中での情報共有、役割分担が適
切にできることも重要なポイントであろうと感じて

中山 浩氏

おります。

の発表に移らせていただ

４つ目は、必要に応じて即応性のある協議やカン

それでは、次

きたいと思います。

ファレンスが持てることが重要で、緊急度というも

それでは、梅澤さんの

のを意識して対応のタイミングを逃さないことも大

方からよろしくお願いい

切であると思います。ついつい重症度的なところで

たします。

対応していくことがあると思うのですけれども、緊
急度というものについても着目していく必要がある

梅澤 直美氏

のではないか、そのように感じております。

んにちは。私は川崎市川

皆さん、こ

最後に、責任の明確化と「のりしろ型」の連携が

崎区児童家庭課で今、保

重要であると考えております。機関連携の中で単に

健師をしています梅澤と

役割を振り分けて配分するというような形ではなく

申します。

て、その子どもや家族に対してどのようなことがで

今年の３月まで、こど

きるのか。子ども、家族を中心に、この「のりしろ」

も家庭センター川崎市中

をしっかりと持ってネットワークを強固なものにし

央児童相談所の方に勤務をしておりました。児童相

ていくということが重要だと思います。

談所３年で児童家庭課は１年目と少ない経験ではあ

この中でも一番私が言いたいところは、子どもの

りますが、この経験の中で保健師の立場から医療機

最善の利益というものを医療機関や児童相談所がと

関連携について感じているところをお話できればと

もにこのキーワードで一致しているということが大

思っております。よろしくお願いいたします。

事だと考えております。特に医療機関と児童相談所

川崎市には、児童相談所が３か所あります。平成

との連携においては、先ほども触れましたけれども、

25 年度から、各児童相談所に保健師が１名ずつ配属

相互のシステムや考え方をベースにしっかりと理解

されています。それまでは、児童相談所の方には保

をし合って、お互いの立場などを通訳できるような

健師が１名配属でした。保健師が同じ職場にいれば

職員を養成していくというようなことも重要である

声をかけ合って相談しやすいと思うのですが、一緒

と考えています。

に職場にいないとなかなか相談にはつながらず、関

終わりになりますが、医療機関と児童相談所の通

わりを持ちにくかったなという印象を持っています。

訳ができる仕組みをどのように今後構築していくの

平成 25 年度から各児童相談所に保健師が配属さ

か。これについて先ほども触れましたけれども、医

れてからは、児童相談所内でも相談関係を築きやす

療機関、児童相談所、双方の力量アップに取り組む

く、しっかりとした関わりを持てるようになってい

必要があると思われます。

たと感じています。

また、この児童虐待防止ネットワークにおける地
域医療の感度をどのように上げていくのか。医療機
関からの通告率のアップがなされることで、児童虐

川崎市においては、児童相談所経験のある保健師
がまだまだ少ないのが現状となります。
児童相談所における保健師の業務ということで、

待の早期発見ですとか予防的支援にも大きく貢献で

児童相談所の中で保健師は医療職としての役割を担

きるものと考えています。

うことが多いです。児童相談所で保健医療に関わる

最後に、子どもの最善の利益のために相互理解を

虐待通告や相談も入ってきます。また、医療機関か

深め、
「のりしろ型」の連携を広げていくことが重

ら入ってくる通告とか相談に関しては、生命に関わ
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る危険な状況も多いので、医療機関の通告は緊急度

師自身が理解をして児童相談所へ伝え、児童相談所

や重症度でなく、児童相談所内でも緊張度も上がる

と医療機関の間に入ってつなげていくのも役割にな

のが現状です。

ると思っています。

医療機関から児童相談所へ通告が入った場合、連

児童相談所として、医師の意見や判断が必要な場

絡調整や状況の把握を保健師も担っていくことにな

合は児童相談所兼務の医師がおりますので、その医

ります。

師と連絡をとり、調整を図っていくのも保健師の役

電話でのやりとりでは情報収集にも限界があって
難しさもあるので、できる限り医療機関へ出向いて
医療機関への調査、カンファレンスを行って医療情
報をとってアセスメントを行っていきます。
その医療機関からの状況と、他に関係機関があれ

割になります。
一方で、区役所の方の児童虐待を扱う部署が児童
家庭課です。
児童家庭課では、妊婦、０歳〜 18 歳までの児童
及び家族への相談支援を行っています。以前よりも、

ば、関係機関から入手した情報をもとに児童相談所

虐待対応で関わることが多くなっているような現状

内で処遇を検討していきます。

です。平成 25 年４月の組織改正から、区役所でも

また、医療機関からだけでなく、保育園や学校な

虐待通告を受けるようになりました。区役所に虐待

どからも傷やあざの通告があった場合、傷、あざに

通告が入れば、組織で今後の対応について検討して

ついてどのように受傷したのか、医療受診が必要な

いきます。児童家庭課では、保健師だけでなく社会

のかなど、アセスメントを行っていく必要がありま

福祉職、助産師、心理士、保育士など専門職で構成

す。このような場合も、社会福祉職と一緒にチーム

されており、多職種の専門職で検討し、判断してい

を組んで現場に行きます。

きます。

このように、病院の通告だけでなく、医療保健に

保健師は親に寄り添って支援を行っていくことが

関わる場面において保健師の役割が発揮される場面

多く、親の視点に立って考える傾向があると思って

だと思っております。

います。多職種で検討することで子どもの視点に気

医療機関から児童相談所への通告について、先ほ

づき、今後予測されるリスクも親との関係性だけで

ども触れましたが、緊急度・重症度が高いことが多

なく、子どもへの影響など、幅広く検討することが

いです。医療機関から連絡をもらったら、児童相談

できていると思います。

所内でも優先的に対応を検討していきます。

また、児童家庭課の方に医療機関から連絡が入る

このように通告が入れば、得られている情報をも

ことも多く、今後、児童相談所に関わってもらう必

とに体制を組んで調査となっていきますが、早急

要があると組織的に判断した場合には、児童相談所

な対応が求められることが多いですので、スピー

にも一緒に関わってもらっています。また、もとも

ディーに進めていく必要があります。

と医療機関と区役所で関わっているケースの場合で

継続的な入院や治療が必要な場合は、入院治療の
間に医療機関と連携し、アセスメントを行っていき

も、医療機関と連携しながら児相に連絡をしていく
タイミングを相談しています。

ます。親の証言、医療診断の結果から、受傷状況や

現在勤務している川崎区の特徴ですが、川崎市の

原因、身体状況が一致しない等は、今後方針を決め

中でも川崎区は児童相談所への通告件数が多くて、

ていく上で重要な情報となります。面会の様子、父

若年妊婦も多く、生保世帯も外国籍の方も多いのが

母だけでなく親族の様子や関係性も情報となりま

特徴となる区になります。

す。限られた情報をもとに判断し、介入を行ってい
きます。
保健師は医師ではないのですが、医療職という立
場で病院からの情報を児童相談所として検討してい
く上で、分かりやすく伝えていく役割があるかと

こちらが、平成 26 年度の虐待通告数を区別に集
計しているグラフになります。川崎市内で川崎区が
423 件と、市内で一番多くなっています。
このグラフが、22 年から 25 年までの 19 歳以下
の出生数を区別にまとめたものになります。

思っています。医療機関からの説明の中で、分から

若年妊婦についても、川崎区は川崎市の中で一番

ないことがあればそれがどういうことなのか、保健

多いのが特徴となっています。母子手帳の交付時、
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「おたずね」というアンケートを実施して、若年妊
婦や気になる妊婦に関しては地区担当の保健師につ
なぐようにしています。その中でどこの医療機関に

たり、おっぱいやミルクを飲ませることができない
という状況もあります。
このような場合、医療機関から連絡が入ってきて

かかっているのかという情報もとっていますので、

初めて把握することになり、
出産直後から医療機関と

気になることがあればそこで医療機関とネットワー

ネットワークを組んで支援していく必要があります。

クを組むことになります。

具体的な話では、医療機関から妊婦検診未受診で

いろいろな問題を抱えた妊産婦と関わっていくわ

母子手帳も交付されない妊婦が自宅分娩後、病院に

けですが、出生前から医療機関や児童相談所の関係

運ばれたということがありました。病院からの情報

機関と連携が必要と判断された場合には、要保護児

と区役所内の情報収集から児童相談所へ通告を行っ

童対策協議会の枠組みで特定妊婦として把握して対

た上、医療機関、児童相談所、区役所でカンファレ

応しています。

ンスを重ねて情報整理、アセスメントを行い、地域

要保護児童対策協議会では守秘義務が課せられて
いるので、それぞれに課せられた守秘義務を超えて

の見守り体制を組んで自宅へ戻っていったという事
例もあります。

有効な情報の共有化が検討できます。特定妊婦とし

地域へ戻せるかどうか、見守り体制を組めるかど

て扱う場合、出生前からリスクの検討、役割分担に

うかを判断していく上で、医療機関からの情報はと

ついて個別支援会議を開いて検討していきます。

ても重要になります。また、保健師に見せている顔

個別支援会議では、「誰が」
・
「どのような時」
・
「ど

や情報と、医療機関に見せているものが違ったりす

のような判断」をしていくのか、具体的に協議をし

るので、情報すり合わせが必要となります。乳幼児

ています。

健診や予防接種がなかなか進まなかったり、体重が

児童家庭課の保健師や助産師は、妊娠出産関連で

増えなかったり、減少してしまうこともリスクにな

医療機関とよく連絡を行っています。ケースワー

ります。このような場合も子どもの発達を見守って

カーを通してやることもありますが、外来や病棟の

いくのですが、医療機関や区役所の関わりに拒否的

看護師、助産師と直接情報をやりとりすることも多

な場合は状況把握もできなくなってしまうので、医

いのが現状です。養育の問題だけでなく経済的な問

療機関と相談した上で児童相談所に通告を行い、児

題も多く、入院費が払えない、健康保険に加入して

童相談所が介入することで医療機関や区役所の支援

いないなどの他にも、外国籍も多いのでオーバース

を継続するようになることもあります。

テイなどの問題もあります。

特定妊婦や若年妊婦が多いという話をしました

虐待通告数が多く、ハイリスク層の多い状況があ

が、リスクのある妊産婦が多いので、川崎市では産

るので、
特定妊婦として管理していく数も多くなり、

科医療機関と早期からリスクを把握し、連携できる

出生前からの早期発見、医療機関と連携してフォ

ように支援が必要な妊産婦の情報を共有する妊娠

ローしていく必要があります。

期・周産期支援連携強化事業を実施しています。連

リスクを把握して医療機関と連携が必要な事例と

絡会を開催しておりますが、他にブロックで開催す

しましては、妊婦検診を受けないまま、飛び込み出

るブロック会議も行っており、川崎市７区を３つの

産となる場合があります。

ブロックに分けて実施しております。

生理不順だったり便秘がちで太っただけと思って

参加医療機関とつながることは早期の虐待予防に

いたなど、妊娠に気づかなかったと本人が言う場合

つながり、ハイリスク妊婦の早期発見につながりま

や、経済困窮、健康保険未加入、不法滞在などで病

す。分娩を行う産科医療機関との連携はしっかりで

院に行けなかったり、妊娠していることを誰にも相

きてきている印象があり、今後も推進していければ

談できないまま月日が過ぎてしまって出産を迎える

と思っております。

こともあります。

分娩を扱わない産科医療機関については、妊娠判

望まない妊娠であったり、出産後、赤ちゃんへな

定や人工妊娠中絶等で関わりを持っていることが考

かなか愛着が湧かず、泣いても赤ちゃんを抱っこで

えられます。今後は、分娩を扱わない産科医療機関

きなかったり、赤ちゃんのおむつをかえられなかっ

とも連携を深めていきたいと思っております。
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この事業を通して、産科医療機関と連携して妊娠、
出産、
子育てについて、
妊娠から子育てに至る期間、切

えていただきまして、企画をされた皆様方に深謝い
たします。

れ目なく支援できることを目的に実施しております。

私は医療機関の立場から、特に私どもは一応市立

保健師は日々、虐待予防の視点を持ちながら日常

病院で川崎の南部地区の中核病院という働きをさせ

業務を実施しております。
乳幼児期健診、育児支援事業、家庭訪問や面接場

ていただいているのですが、同時に地域の小児の一
次、二次救急も賄っているような比較的末端の医療

面などで、親の証言から虐待のリスクが高く、重症

機関でございますので、私は末端の医療機関から、

度も高いと判断した場合には児童相談所へ通告し、

本当に現場から、医療サイドからどんなことで悩ん

今後の方針について相談していきます。

でいるかということを本日は皆様に提示をして一緒

保健師は母に寄り添った相談関係を築くことに心

に考えさせていただければと思っております。

がけ、育児や母子関係、家族関係等で、母が悩んだ

本日私が提案したい問題は、先ほどから出ており

ときに SOS を出せる関係作りを目指し、信頼関係

ますようにやはり児童相談所への通告という問題が

を築きながら支援を行っています。医療機関や関係

あるのですが、
時に私ども医療者は医療ということを

機関とネットワークを組むことにより、
「予防接種

しなければいけないんですが、
その間に家族との関係

の受診時にこんな気になることがありました」とか、

というのがすごく大事なんですが、
その信頼関係を崩

「最近顔を出していないです」等、情報の共有がで
きます。情報共有することで、虐待の早期発見や育
児不安が増大する前に何らか支援が入るネットワー
クができ、連携の基盤となることができます。
今後も円滑な連携を進めていくために、電話や紙
面だけでなく連絡会や研修会を通してネットワーク

壊させてしまうような事例があるということです。
ちょっと御紹介させていただきたいと思います。
「本日の構成」ですが、まず私どものシステムを
ちょっと御紹介します。もしかすると、私どもシス
テム自体に何か問題があるのかもしれないという御
指摘をいただくかもしれないと思います。

を構築し、川崎市の虐待対応が向上するように予防

それから、実際にちょっと生々しい事例の紹介を

的な支援も含めて医療機関、関係機関との顔の見え

させていただいて、まだ私どもはこの問題について

る関係作りを心がけ、虐待対応、虐待予防に継続的

解決策を見出せないままに悩んでいるんですけれど

に関わっていきたいと思っております。

も、もしかするとチェックリストをうまく活用する

以上となります。御静聴どうもありがとうござい
ました。

と良いのではないかというアイデアを私が考えてい
るということを最後に申し述べ、つけ加えさせてい
ただきたいと思っております。

中山氏

今のお２人は行政の方から発表いただいた

んですけれども、これから医療機関のお立場で、虐
待対応についてお話いただきます。
まず、川崎病院の安藏先生の方からお願いいたし
ます。

２枚のスライドで、
当院のシステムを御紹介します。
当院も大体、他の医療機関と同様に平日用とそれ
から祝祭日、あるいは休日・夜間用という２通りの
バージョンを持っています。あとは、はやりのとい
うか、どこの文書にも書いてありますように、一応
児童虐待対策委員会という院内の委員会を設けまし

あんぞう

安藏 慎氏 皆様、こんに

て、決定は基本的にこの委員会が全て行うというシ

ちは。川崎市立川崎病院

ステムになっております。

の小児科で部長をしてお
あんぞう

あとは、他の医療機関のお出しになられているも

ります安藏慎と申します。

のとほとんど変わらないようなものですが、ここで

ちょっと珍しい名前なの

ちょっと御注目いただくのは、一応チェックリスト

で、憶えていただけると

というところに矢印はあるんですが、ここはまだ確

ありがたいと思います。

立されておりませんで、括弧になっております。

本日は、シンポジウムにお招きいただきましてあ

こちらは休日・夜間用で、休日・夜間の場合はう

りがとうございました。このような発表の機会を与

ちの病院もなかなかすぐに虐待委員会を招集という
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わけにはいきませんので、差し当たっては当直医の

りまして、大腿骨の骨幹部骨折で、折れ方とか折れ

中でも小児科の当直医と救急科の当直責任医です

場所もやや特徴的なんだそうです。私は整形外科で

ね。あとは夜勤師長、それから当院の場合は川崎の

はないのでよくわからないのですが、整形の先生は

南部地区という若干地域性がございまして、最近は

これはちょっと怪しいと見るなりおっしゃっていま

ほとんどなくなりましたが、かつて私が赴任する前

した。

は、結構医療施設を壊してしまうような患者さんも

よく話を聞いてみますと、実はこの子は２カ月前

多々いらっしゃったようでございますし、あとは職

にも骨が折れたんですということをその後から聞き

員が実際に殴られたりするケースもあったようで、

出しました。今度は左の上腕の骨で、これもやはり

最近では警察のOB の方に常駐していただいており

真ん中あたりだそうです。どうして折れたんですか

ます。

と聞くと、急に腕を動かさなくなったので整形外科

その方にも入っていただいてとりあえず相談とい
うことですが、私どももなるべく入院をお勧めする

の先生に診てもらった。そうしたら、最初は肘内障
と言われたということですね。

ようにしています。そうすると時間が稼げますし、い

それで、様子を見ていたんだけど、ちっとも動か

ろいろな状況が把握しやすくなるということ、それ

さないのがよくならないので別の整形の先生に診て

から何よりも子どもさんの保護ができるということ

もらった。レントゲンも撮ってもらったんだけれど

もあって、
できれば入院をしていただいてその後、対

も何も異常がないと言われて、とりあえず固定して

策を考えるということを勧めていますが、いろいろ

おきましょうねと言われてシーネで固定して、その

な理由で御帰宅をせざるを得ないような場合にも、

後フォローのレントゲンを撮ってみたら、どうもあ

なるべく翌日の受診をお勧めいただいて、私どもで

る部分から骨膜反応と言って、骨というのは何か変

フォローできるような体制を確保すると同時に、休

化があると再生過程でちょうど骨の膜のところ、表

み明けと同時に緊急で対策委員会を招集して対応を

面のところに変化が出てくるんですが、どうもその

検討するというようなシステムにしております。

反応があるというので、骨折線は明らかではなかっ

事例ですけれども、この方は４カ月の男の子で、
右の足を動かさない。それから、すごく泣いている
ということでお母さんが連れてこられました。

たけれども、どうもここが折れていたんじゃないか
と言われたというんですね。
そういうふうに思い出すと、これは父方のおばあ

お母さんのお話ですと、ちょうど前抱きというん

さんのお話だったんですけれども、お風呂に入れて

でしょうか、抱っこひもで抱っこしていて、お母さ

いてお母さんからおばあちゃんにバトンタッチをす

んがお兄ちゃんの保育園のお迎えに行ったときに

るときに、ぼきっと音がしたとおばあちゃんは言う

しゃがんで地面にひざをついたらしいんですが、そ

んですね。それで、別の機会におばあちゃんがいな

のあたりからどうも子どもが泣くようになったとい

いときにお母さんに話を聞くと、そんなことはあり

う御説明でした。

ませんでしたというふうにおっしゃっています。

いろいろ聞いてみると、成育歴の問題は今までな

この医療機関に２カ所、２カ月の子が骨折をした

さそうで、特に御両親もいとこ同士とか、そういう

ということでかかっているんですけれども、前院は

こともないですし、上のお兄ちゃんはお元気です。

骨折と診断していないのですが、２番目の医者は骨

それから、いろいろ聞いたんですけれども、御家族

折というふうに診断はしているんですけれども、い

の方、御親戚の方で骨が折れやすいとか、そういう

ずれもこの時点での児童相談所への通告はございま

方もいらっしゃらない。ちゃんと健診も受けて、予

せんでした。

防接種も受けていらして身なりも全く問題ないとい

先ほどご覧いただいたように大腿骨がぽっきり折

う方で、診察をしてみますと確かに右の太ももがす

れておりますので、この時期は手術というよりは私

ごく腫れていまして、触るとすごく泣くんですね。

を引っ張って骨がくっつくのを待つという治療をす

レントゲンを撮りますと、ご覧いただけますで

るそうで、牽引のためにこの子は入院しました。

しょうか。右の太ももの骨なのですが、ちょうど中

それで、整形外科の方からは最初の時点から受傷

心部のところで、すぱっと割いたように断裂してお

機転の説明と骨折の所見が合わないということを指
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摘されておりましたが、先ほども言いましたように

ました。

前にも骨折歴があるということで、もしかすると骨

後日談ですが、この子は実は４カ月後、生後８カ月

が折れやすい体質もあるんじゃないかということ

のときにまた骨折をしております。
このときの御説明

で、御存じかもしれませんが、骨形成不全症という

は、
布団を積んで遊ばせていたら転んでまた右の太も

骨が折れやすい体質の方がいらっしゃるんですね。

もの骨を折ってしまった。
詳細は分からないんですけ

そういう方ですと、通常考えられないようなこと

れども、
今度は私どもが紹介した高次医療機関に直接

でも折れることがありますので、我々も非常にそう

受診されたそうで、
そこで治療を受けているそうです

いう体質の存在の影響を注意深く見ながら様子を見

が、後日談ですが、やはりこのときもそちらの施設か

ていた。それから、御家族の対応とか、面会の様子

ら児童相談所の方に通告はいったそうです。

とかも、非常に注意深く見ていた。

ただ、この症例が本当に虐待だったのか、それと

当初、すぐに委員会を招集して通告をした方がと

も実際この子が軽症ではあるけれども、骨形成不全

いう意見もあったのですが、そういう可能性もある

症の症例なのかというのは私どもも把握しておりま

症例だということで、やはり慎重に情報を集めてか

せん。

らの方がよろしかろうということで、この時点で私

この症例で非常に私どもは印象的というか、悩ん

どもは入院されているということもありましたの

だのが、児童相談所の方が一時保護をなさった後に

で、すぐに通告をせずに、もう少し時期を見てから

御家族の方から非常にクレームを受けました。

委員会で決定をしようという方針にしました。

幾つかその生々しい言葉を本日は抜粋してきたん

それで、牽引中、特別なことはしていないんです

ですけれども、例えば親切そうな対応をしていたん

けれども、別に骨が折れたりすることはもちろんあ

だけど、陰では自分たちのことを疑っていたんで

りませんでした。

しょう。すごく腹が立ちますというふうに言われま

いよいよ退院が近くなりまして、院内の委員会を

した。それから、これは本当に真意かどうか分かり

招集しまして、やはり整形外科の方からその受傷機

ませんけれども、近所の整形の先生ですね、先ほど

転と骨折の様子の説明がつかないので、小児科サイ

の肘内障と診断された先生には「子どもは原因が分

ドからは何ら虐待を疑うようなものはなかったんで

からずに骨折していることがある」。それで、今度

すけれども、やはり疑いを否定できないという意見

のことを相談したら「それはひどい対応だ」と言わ

にまとまりまして、一応児童相談所の方に通告とい

れたというんですね。そうなのかなと、一方的な意

う形にさせていただきました。

見なので分かりませんけれども。

その後、この子は退院と同時に児童相談所の方が

それから、これも非常に響いた言葉ですが、最初

緊急一時保護という形で児童保護施設に収容されて

から疑っていたのならばどうして早く言ってくれな

いかれました。

かったのか。入院治療中ならば児童相談所に連れ去

御家族の希望で、高次医療機関でもう一度いわゆ
るセカンドオピニオンをやりたいということで御紹
介をさせていただきまして、私ども気がつかなかっ
たんですけれども、そこで Wormian bone と言って、
頭の骨に先ほど申し上げた骨形成不全症で割と特徴
的に見られる所見が見つかっております。
ただ、骨形成不全症以外でも Wormian bone を

られることがなく、身辺調査などできたでしょうと
言われました。
それから、先生は通告して連れ去られるのを知っ
ていたんでしょうと言われました。
こうなりますと、もう家族との信頼関係は全然だ
めですね。医療になりません。
こういう言葉の中から幾つか問題点があるんじゃ

既定する状態はあり得ますので、それだけでは確定

ないかと思うのですが、まず医療従事者も含めて、

ではないんですけれども、一応私どもがいただいた

これは開業の先生などのお言葉にもあるかもしれま

お返事では、骨形成不全症の可能性はありますとい

せんが、先ほどから徐々に日本でも児童虐待に対す

うようなことでした。

る認識が上がってきたとはいえ、まだまだ認識不足、

ただ、御家族が後から私どもの方にお話されたの

諸外国に比べると足りない点があるのではないか。

は、証明されたというふうな形でおっしゃられてい

ですから、もちろんやっていない人が疑われれば
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腹が立つのは当然だとは思いますが、状況的に今そ

を何とか診療側がキープできないか。時々あるんで

ういうことがあれば、ある程度そういうふうに疑わ

すけれども、チェックリストをすると、誰がこんな

れるのは仕方がないことかなと受けとめられる風潮

ものを作ったんだ、これはおかしいというようなこ

がないんですね。ですから、そのまま怒りとなって

とをおっしゃる方もいらっしゃるんですね。

しまうということです。

ですから、いろいろな機関で皆さんチェックリス

それから、医療機関は協力はもちろん惜しみなく

トをお持ちで活用されているという話を聞くのです

しますけれども、どうしても医療機関が通告という

が、なかなか独自のもので作ったチェックリストは

よりも家族を疑ってしまうということ自体、その時

こういう批判を免れないんですね。なので、皆さん

点で医療者が「敵」になってしまうんですね。我々

長寿番組のテレビドラマで御存じのように、ばっと

は、やはり医療を行う上ではできれば患者、家族の

権威ある者が出てきて、控えろと言うと、ははぁと

側に立って何とかサポートをしなければいけないは

ひれ伏すようなのが日本人は好きなんですね。

ずなのですが、敵になってしまうと家族は心を閉ざ

そういう程度の権威のあるチェックリストみたい

してしまいますので、そこの時点で医療が成り立た

なものがあると、ある程度今はこういうものでやら

なくなってしまう。これは、非常に医療側としては

ざるを得ないんですよというようなことを説明する

問題なんですね。

と、比較的受け入れてもらえないかなというふうに

それから、あとは情報のタイミングですね。通告

考えている。そのためには、できれば厚労省ですと

のタイミングですが、先ほど御家族の言葉にあった

か、県とか、あるいは市のレベルでも良いんですけ

ように、早く言ってほしかったというようなことも

れども、行政の方々を主体としたよう取組というも

あります。

のがもうちょっとあると、末端の医療機関としては

ただ、逆に受け持ち医からしますと、通告をする。
これはたとえ委員会の名で通告をしたにしても、病

非常にありがたいと思っております。
そういうことで、実際の事例を御説明しながら、

院が自分たちのことを疑っているということを家族

できれば医療機関としては子どもさんたち、あるい

が知った場合に、果たして今まで同様の患者、医者

は家族の方たちの側に立って診療行為を続けたいん

関係というのは築けるかどうか。多くの医者から、

ですけれども、その信頼関係を何とか壊さないでう

私は責任を持てません。担当を変えてくださいとい

まく児童相談所へ通告をする方法はないかなと迷っ

うのがありました。実際、現場ではこういうことで

ている次第でございます。御静聴ありがとうござい

悩んでおります。

ました。

なので、一つの解決策としては、何とか「機械的
に」そういう情報共有をできるような体制ができな

中山氏

いかどうか。それで、情報共有をした後でも、我々

井先生の方から御発表をいただきたいと思います。

次は、聖マリアンナ医科大学の法医学の向

医療者側はどちらかといえば患者側に立ってサポー
トすることを続けられないかということを今、悩ん

向井 敏二氏

でおります。

んにちは。聖マリアンナ

一つの解決策のヒントというか、今、私が考えて
いるのが、先ほど括弧で書いたチェックリストなん

皆さん、こ

医科大学の向井でござい
ます。

ですけれども、何とかこれをもうちょっと活用でき

ここにもございますよ

ないか。１つ目として、医療者側がある程度、判断

うに、聖マリアンナ医科

基準を統一させるということで、見逃しの防止とい

大学病院ではかれこれ 17

うこともそうなんですが、これはその判定した人、

年前、平成 11 年から虐待防止の委員会を設置して

発見した人、個人の判断ではなくて、割と公の一般

ございます。

的な常識だよという形で接することで、少し御家族

そこで、長年その委員長をさせていただいており

の個人への反感というのを防げるのではないか。そ

ます関係から、ここに書きました病院としてのお話

うすることによって、家族の「味方」としての立場

をさせて頂きますが、これは少しだけにして、むし

65

第３分科会

ろ法医学の立場からのお話に重点を置いてお話しさ

期から、大きな医療機関では虐待防止委員会の設置

せていただこうと思います。

に向かいますが、小さな病院や開業医レベルでは当

よろしくお願いいたします。

然そうしたものの設置には至っていません。
そこにもってきて、パロマガス湯沸かし器事件や、
時津風部屋の力士の問題など、社会を賑わせた事件
を契機にして警察庁が近年に 42 件の犯罪死見逃し
があったことを報告するとともに、我が国の死因究
明制度の見直しに着手しました。
死因究明制度自体は国や自治体の予算不足、その
他諸々の理由から未だ改革途中の段階ではあります
が、それと合わせて児童の死亡例に関しても死後画
像診断（AI）について厚生労働省や日本医師会が
講習会などの開催を活発に行うなど、児童虐待につ

これは平成 25 年の虐待相談件数を単純に人口で
割った数字をお示ししたものですが、神奈川は大阪

いてようやく医療機関の中でも非常に注目されるよ
うになってきたということであります。

に次ぐ第２位という多さであり、このことからもこ

先ほどもお話しがありましたが、厚労省のデータ

ういったフォーラムで皆で検討していく必要が非常

によれば、医療機関からの児相への通告は最近まで

にあるんだなということを感じます。

ずっと４％ぐらいですね。

さて、児童虐待が臨床系医学会で学際的に取り上

一方、近隣知人からの通告率はぐんと増え、また

げられたのがいつごろかといいますと、ここに挙げ

警察に関しては子どもの目の前で DV 行為を行うこ

たように1946年というころで比較的最近のことです。

と（面前 DV）が子どもへの心理的虐待にあたると

欧米ではこれ以降児童虐待に対する意識がかなり

いう観点から警察からの通告が非常に増えている。

高まっていきました。しかし、この頃日本では異常

その他、福祉事務所、学校等は横ばい状態ですが、

なお母さんによるせっかん死的な、そういう捉えら

医療機関もずっと−低値で横ばいという状況です。

れ方であったようです。

先ほど出路さんからもお話がありましたように、

お聞きになったことがあるかもしれませんが、日

児相と医療機関と考え方のギャップについては詳し

本は地球上にあるすべての CT のうちかなりの割合

く御説明いただきましたが、基本は医師、教員という

を所有する CT 大国です。そのため、最初に虐待の

のが日ごろから限りなく正確な診断を求められてい

問題を意識し始めたのは救急の先生、あるいは脳外

る点も通告に至れない原因のひとつかもしれませ

の先生でした。

ん。この新聞記事にもありますように大方の先生方

その後、SIDS（乳幼児突然死症候群）、SBS（乳

は虐待に関心は持っている。

児揺さぶられ症候群）
、MSBP（代理人によるミュ

しかし、
判断に自信が持てないというのが大きな原

ンヒハウゼン症候群）といったものの存在が紹介さ

因であり、
また医療というのが受け身という立場であ

れる中で、要は故意による虐待によって死亡したの

るため、
ひとたび疑いのそぶりを見せれば外来にも来

か、もしくはアクシデントによる災害的な窒息なの

なくなってしまうという状況もあって、
１つは判断に

か、SIDS のような病的死亡なのか、この辺りを鑑

自信が持てない、
もうひとつは患者家族との関係をよ

別することの重要性が病院の医師達に意識されるよ

りよく保とうという思いからなかなか通告率が上が

うになってきたわけです。

らないのかなと思われるのです。

それに加え、平成 22 年の臓器移植法の改正によ

また当然ですが、学校や保育園、行政機関と異な

り、臓器の提供機関では、臓器を摘出しようとする

り、医療機関の場合には外来受診時の１回で診断を

お子さんが虐待を受けていなかったかどうかを確実

つけなければいけない、ゆっくりと何度もその異常

に確認するシステムがあることと、マニュアルが存

性を確認することが出来ないという点も、なかなか

在することが求められるようになりました。この時

通告率が上がらない原因ではないかと思われます。
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私 共 の 病 院 で は 平 成 11 年 に 虐 待 防 止 委 員 会

が非常に増加しています。これらの妊婦さんは実に

（MCAP）
を設置しました。医療機関には虐待によっ

多くの問題を抱えており、もしもこうした形で関与

て怪我をしたお子さんが受診するので、いわばこの

していなければ将来虐待に移行する可能性が高いと

機会は虐待を発見することの絶好のチャンスであ

想像されるケースが大変多いことに驚かされます。

り、ここで虐待を決して見逃してはいけないという

もう一つは、当初は児相が最初から介入している

思いからです。

ケースはさほど多くなかったのですが、最近は既に

しかし、現実には虐待か否かの鑑別というのはそ

児相さんが何等かの介入をしての受診という例が

う簡単ではなく、また、忙しく外来診療を行ってい

増えてきている点です。細かいデータですが、主た

る医療スタッフが、１回の受診だけで虐待診断し、

る診療科は小児科、脳外科、小児外科、形成外科、

さらには担当者一人の責任で通告をするということ

整形外科、といったように大変多岐にわたっており

は実際問題では極めて困難です。

ます。

そのため、責任を医療スタッフ一人に負わせず、

次に我々が虐待を疑った根拠ですが、これは当然

委員会を中心に病院の総力で診断し、病院の責任で

外傷が一番多いわけですが、看護師さん等が観察に

通報するという形をとる、これが MCAP 委員会の

よる親の言動の不審さ、そして年齢が進むと患児自

役割です。

らの訴えというのも結構な割合ございます。医療機

これは、各科病棟に置いてあります MCAP 委員

関ですので、虐待の種別的には身体的虐待にネグレ

会マニュアルの一部ですけれども、虐待を疑ったら

クトも加わったようなケースが大変多いようです。

委員会に届け出ることにしています。このマニュア

虐待発生の背景としては粗暴な養育者が少なくあ

ルの中にも虐待を疑う項目は挙げておりますが、項

りませんが、やはりなかなか難しいのは先天的な障

目を点数化してその合計点で虐待と判断するという

害がもともとあるお子さん、また最も対応に苦慮す

いうやり方は敢えてしないようにしております。合

るのは養育者の心身障害というケースです。

計点のみで判断すると虐待を見逃す危険にもつなが

虐待加害者については、やはり実母、実父、あ

るため、とにかく少しでも虐待が疑われたものにつ

るいは両親が多いのですが、中にはどうしても加

いては一旦は立ちどまって、そして MCAP 委員会

害者が特定しきれないケースもございます。私は

に通報してくれというのがこのシステムでありまし

MCAP 委員長を長年やってきていますが、うちの

て、ここには私の携帯電話の番号なども入っている

病院でも先ほどの安藏先生のお話のように虐待を

わけであります。

疑った医療者側が御家族から叱責されることもたま

平日と休日・夜間で分けますと、平日では担当医

にございます。

等からソーシャルワーカーに連絡が入ると、緊急で

そのような時、当院では委員長である私はなるべ

委員会が開催されます。一方、休日・夜間ですと先

く前面にでるようにしています。なぜならば、私自

ほど安藏先生のお話にもありましたように、まずは

身は臨床とは全く関係ないため、患者さんの信頼関

どうにかして入院をさせることに心掛けますが、こ

係維持をあまり意識せず対応しますので、養育者と

れが困難である場合には必ず次回の外来予約をと

しては知らない法医学の医者が急に出てきて、何か

る。最近では電子カルテの機能で Warning マーク

言っているぞという形にあえてするようにしており

をつけ、後日他科を受診した場合にも、前回虐待が

ます。

疑われたお子さんであることがすぐ分かるようにし
ています。

虐待を否認している養育者はお怒りになることも
少なくないですが、「私たちの病院はこの子の命を

MCAP 委員会での扱い件数ですが当初は児童虐

心配しているんですよ」という言い方で、先方がど

待だけ対象としておりましたが、その後、法律がど

んなに怒られてもそこは一歩も引かないようにして

んどんつけ加わり、現在は虐待に関連する DV、高

います。その結果、それまで否定していた養育者が

齢者虐待、そして特定妊婦さん、これら全てを当委

何となく泣き始めたり、真実を吐露したりという

員会が扱うようになっております。

ケースも少なくないような気がいたします。

最近、目立ったものとしては、特定妊婦のケース

本日来場の児相関係者の皆さんからすると何を勝
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手なことを言っているんだとお思いかもしれませ

法解剖に回っています。解剖にはいろいろな種類が

ん。これは、こうした活動をする中で、あくまでも

あり、その根拠法律も、刑事訴訟法で行う司法解剖、

私ども病院のいろいろな部署の人間に、児相に対し

死体解剖保存法で行う承諾解剖や行政解剖、そして

て言いたいことを言いなさいと言って書いてもらっ

２年前から施行された死因身元調査法による新法解

たものです。病院側は、こんなことを感じているの

剖と、とても覚え切れませんけれども、こういう種々

かという位でご覧いただければと思います。

の解剖によりお子さんの遺体に関しては娩出直後の

まず初めは通告した場合と、そうでない相談とい
うレベルのものとでは、児相サイドの対応に非常に

嬰児死体も含めてほぼ全例解剖されていると思われ
ます。

格差があるという点、また緊急度の認識に医療側と

それでも日本全国でみると、異状死体 17 万体の

の差があり、いざ通告をすると病院側の都合お構い

うち解剖で精査されているそのはわずか１割という

なしに一方的な対応をとられる場合がある。それか

ことであります。

ら児相ごとでの対応格差や担当ごとの力量差などが
目立つ場合があるということです。

虐待死の調査データを厚労省によるものと法医学
会によるものとで比較してみますと、厚労省のデー

また、一時保護委託期間としての入院の長期化の

タでは 15 年～ 23 年までの 9 年間で大体このような

問題もあります。
今や病院も通告逃げは許されない、

数字で、これだけみると調査時期は異なりますが

医療機関も一緒になって児童保護に協力しなければ

10 年間をまとめた法医学会の数字ともほぼ同じな

いけないことは重々分かってはいるのですが、一方

んですね。また、それらの年齢分布を見てみても、

では病院長から収益面からベッド回転率を上げるこ

０歳から各年齢でほぼ同じ数が示されています。と

とが至上命令でもある臨床各科としては、なかなか

ころが、０歳児だけを切り取ってみますと、厚労省

この辺りが難しいところでもあります。

のデータで沢山あがっているのに法医学会では嬰児

あとは、病院側は児相に多機関連携の中心的役割
を望むのですが、児相サイドからは「私どもとして
は現状でできることがない」等と言われてしまう

死体を児童虐待の枠組みに入れておりませんので、
このように０です。
一方、私達の印象として最も多い２カ月、３カ月、

と、病院側としても頼る先を失ってしまうというこ

４カ月では法医学会の方が数が明らかに多く、現在

ともあります。この 20 年位の児相の御尽力は我々

の厚労省による調査法では全てを拾いきれていない

病院でも十分分かってはいるのですが、やはり体制

ことが分かります。ですから、本日は厚労省の方も

をさらに充実化するためには児相職員の増員等を含

お見えですけれども、虐待死の検証作業においては

めた体制強化がやはり必要だということを感じてい

やはり警察庁等も巻き込んで全ケースを拾い上げる

ます。

ということが必要ではないかと私は感じております。

勝手な言い分ですが、病院側としてはそんなこと
を感じていることをご理解下さい。

これは、私ども法医学のスタッフが病院内で児童
の創傷診断を行っている写真です。日ごろ御遺体ば

この後は少しだけ法医学のお話をします。我が国

かりを扱っているので、生きたお子さんの傷を見る

には病院で病気で亡くなった方以外の普通の死に方

というのはなかなか不慣れでしたが、最近は少し慣

でない死体が１年間で 17 万体あります。これを異

れてきました。

状死体と呼びます。

これまでいろいろなケースをみさせて頂きました

これら異常死体に対する日本の死因究明システム

が、このケースは４歳、５歳、６歳と約３年間、虐

というのはこの一番上段、犯罪死体、変死体、非犯

待がずっと続き、その間、医療機関や福祉機関が幾

罪死体、警察がこの３つに区分するところから始ま

つも関与しており、虐待が強く疑われていたにも関

ります。

わらず最終的に 3 年間にわたり一時保護できず、私

犯罪死体は当然、ドラマ等でよく耳にする司法解
剖が行われます。

が拝見したときのお子さんの姿がこの様子でありま
した。

変死体というのは犯罪性があるかもしれない灰色

これは、継母による説明内容ですが、一つ一つ読

例で、その２万体のうち 7,000 〜 8,000 ぐらいが司

み上げることはしませんけれども、全くもって信じ
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がたい内容であります。また、入院施設を利用中、

が整ったとは言え、最終的な家族統合を考えればな

１日でも２日でも、施設に入所期間中は全く異常行

かなか難しいのもよく分かります。やはり保護する

動が確認されない。それでも、保護できなかったの

に当たっての強権行使に関しては DV とかストー

です。

カー防止法でも予防的な刑事介入が行われているの

私が拝見したときにはこのように全身傷だらけの
状態でした。
これはヒモで縛られた痕であります。
これは違うお子さんですけれども、
保護前にこんな
に弱った顔だった男の子が、
たった 2 ヶ月保護された
だけでこんなに男の子らしい立派な顔になります。

と同様に、警察が何等かの形でもっと介入するシス
テムが必要ではないかと思います。
警察介入のもう一つのメリットとしては、やはり
児相ですと犯人捜しが本文ではありませんので、加
害者が特定されないことも無理はありません。
しかし、そこを詰め切れない調査ですと、やはり

皆さんは御承知と思いますが、虐待というのは放

本当の意味で加害者である親の反省というのは得ら

置すれば長期化し、そしてさらに重篤化します。で

れ難いのではないかと私は思っています。親が自ら

すから、福祉機関はどうしても専門家の御意見を根

の加害行為をしっかりと認め、そこに反省悔悟の念

拠として保護したいと思うわけですよね。

を持つこと、これが家族再統合の第一歩ではないか

しかし、
医療機関はというとよく言えば慎重、悪く

と私は個人的には思っています。

言えば消極的になってしまう。やはり専門家がしっ

最後になりますが、医療人としてはまず虐待疑う

かりと診断をしてあげることがどれ程重要かを痛感

姿勢、そして疑ったら立ち止まること、そして医療

しています。

機関としては医療者個人に責任を負わせないシステ

これは某市で発生した５歳の女の子の虐待死例で

ムを持つこと。そして、いざという時、関係機関が

す。
決して行政の対応を批判しているわけではありま

連携をとれるようなフェース・トゥー・フェースで

せんが、
私も含めて反省する点が多い事例だったと思

の話し合いを日ごろから持つこと。こういうことが、

います。最終的には、このお子さんはおなかを殴られ

やはり重要なのだろうと思います。

て十二指腸破裂による腹膜炎で亡くなりました。

いずれにして、良心に従って、私ども法医学者で

これはヒモで縛られた跡ですね。これは恐らく煙

すとどうしてもこういう表現になってしまうのです

草の押し付けによるやけどです。これはおなかを殴

が、「命を最優先する姿勢」こそが、虐待対応には

られた跡です。これは後で知ったことですが、実は

不可欠ではないかと思う次第です。

福祉がこの子が４カ月のときからずっと関わっては
いたんですね。しかし、最終的にご家庭が全員風邪

以上で終わりたいと思います。御静聴ありがとう
ございます。

と偽り面会拒否、籠城されてしまって救い出すこと
ができなかった。こういうことが二度と発生しない

中山氏

ようにするためには、専門家が早期に診断をするこ

いただいている行政、医療機関だったんですけれど

とが重要と思われ、傷を診ることの専門家である私

も、横浜市の方でこのような医療機関に取り組まれ

達法医学者が院内や地域における創傷診断に何か関

ている佐藤先生の方から御発表いただきたいと思い

われないかと思っているわけです。

ます。

本日のテーマでもある地域医療機関との連携構築

最後に、今までは川崎市の方で仕事をして

それでは、よろしくお願いいたします。

ですとか、あるいは診断事項をしっかりと書類で作
成すること、また先程少し触れました厚労省による

佐藤 明弘氏

虐待死の検証作業への協力等、色々と協力できるこ

願いします。

とがあるのかなと考えております。

よろしくお

ちょっと時間が押して

私は児童虐待の初期段階からの警察介入が必要だ

いるようなので、少し早

と思っています。先ほど医療機関のお立場から安藏

口になってしまって申し

先生がお話されましたが福祉も医療機関も、基本は

訳ないんですけれども、

家族支援というお立場ですので、各種強権発動手段

私は横浜市立市民病院の
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小児科の佐藤と申します。
本日は、横浜市児童虐待防止医療ネットワークと
いう立場からお話させていただきます。

集約化と 24 時間体制の小児救急医療を提供する。
こちらが、2007 年から行われております。こちら
の病院ですけれども。

要旨というか、本日お話ししたいのは、児童虐待

分布はこのような形で、オレンジのローマ字が小

に対応していく上では垣根のない強固な協力体制が

児救急拠点病院、３次施設がこのブルーのローマ字

必要であります。

になっています。大体、１医療圏内に２～３個ずつ

あとは、標準化された医療連携が重要である。

小児救急拠点病院が点在している状態です。

医療は社会の一員として貢献していく責務がある。

拠点病院の目的というか、こちらは 24 時間体制

横浜市内でも児童虐待の現状というのは増えて

で救急車を受け入れて救急体制を確立しましょう。

いっておりまして、これは古いデータですけれども、

集約化ということで、11 人以上の小児科医は必ず

平成 24 年には 2,300 件を超えてきています。

いさせましょう。それで、拠点病院間の連携という

先ほどもありました医療機関では４％とおっ
しゃっていたんですけれども、横浜では平成 20 年
のデータで申し訳ないですが、５％となっています。

形で満床時などはスムーズな転院、得意分野は連携
していきましょう。
私の市民病院の場合は感染病棟を持っていますの

全部の対応件数が増えているので、だんだん医療機

で、2009 年のインフルエンザなど、新型インフル

関でも発見、対応していくケースが増えていってい

エンザのときはかなり患者さんが来たんですけれど

るんだとは思っています。

も、東部病院さんは消化器が専門だとか、いろいろ

横浜市は川崎の下にあるこのぐらいの土地ですけ

と連携をし合っているつもりです。

れども、神奈川県東部に位置する県内最大の政令指

それで、拠点病院の若手医師、後期研修医や初期

定都市で人口は 370 万人、15 歳未満は 47 万人とい

研修医に対する勉強会を年に数回行って、一応拠点

う形で 18 区で構成されています。

病院間で垣根をなくした協力体制を構築していきま

医療圏は、３つに分けられています。北部、西部、

しょうということでやっております。どうしても大

南部という形で分かれていまして、ここを４つの児

きい病院は、大学病院からの派遣がやはり多くあり

童相談所が管轄しております。

ます。横浜でも４大学、５大学ぐらいを関連病院と

人口分布ですけれども、北部がちょっと多くて

して持っていますので、その垣根をなくさないと協

150 万人、西部、南部とも 100 万人ぐらいはいると

力体制はできないでしょうということで、このよう

いう形で、本日は川崎市のセッションですので川崎

な形でやらせていただいています。

の様子ですが、間違っていたら申し訳ないんですけ

それで、ネットワークの話にいきますけれども、

れども、川崎は 146 万人、そのうちの 18.9 万人が

児童虐待に対しても拠点病院を使いましょうよとい

15 歳未満ということで、我々の１医療区域と同じ

うことで始まりました。拠点病院、小児救急拠点病

くらいの面積規模かと思っております。

院プラス３次施設、大学病院さんと子ども医療セン

横浜市の虐待のことをお話する前に、我々小児救

ターさん、合わせて 11 施設で行っております。そ

急体制を作ったことで、そこから児童虐待のネット

こから小児科医だけではなくて精神科医、看護師、

ワークに発展したということで、そちらのお話を

メディカルソーシャルワーカーなどが参加している

ちょっとさせていただきます。

のと、４つの児童相談所の方々、あとは横浜市の方々

救急体制は１次救急、２次、３次と分かれていま

と一緒にネットワークを作っております。

すが、２次施設の中でも昔は輪番制をしいて救急体

これは、第１回目の風景です。

制を使っていたんですけれども、小児科医の減少と

我々のネットワークも、そんなに歴史はありませ

いうことで集約化をしなければいけない。ほとんど

ん。平成 25 年、２年ほど前に発足したまだまだ幼

輪番体制が崩壊してしまったので、横浜市の中では

弱なネットワークであります。

小児救急拠点病院というのを７施設設けました。こ

何をやっているかといいますと、年３回定例会を

ちらで、救急車を必ず 365 日引き受けましょうとい

開いているというのがやっている内容なんですけれ

う形でやっております。

ども、各医療機関の現状をまず把握しましょう。知
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識の共有をして、事例検討をしていきましょう。ご
く当たり前のことしかやっておりません。

これは学会で報告して報道もされたケースですけ
れども、頭蓋内出血に関わらず眼底検査は全然して

ただ、こちらはどちらかというと医者がメインで

いませんでしたとか、している病院は確実にしてい

やっているような感じの定例会なんですけれども、

るんですけれども、していない病院はたくさんあり

同時に同日に定例会の前にメディカルソーシャル

ましたというふうに、医者の対応自体もばらばらで

ワーカーの方々を中心に情報交換会をしていただい

あります。

ています。どちらかというと、社会的なことはそち

そういうものを標準化して、標準化することを

らで話し合っていただいて、やはりそちらでの連携

ネットワークとしてやっていきましょうという活動

をとっていただいて医療としての、医者としての事

をしております。

例を共有したいということを定例会でやっていると

「知識の共有化」の事例検討ではなくて、定例会

いうことで、両方やっているつもりです。それで、

で勉強会をしていることに関しては、このような

現状の問題点を確認して共通した対応、標準化をし

方々に協力していただいています。山田不二子先生

ていきましょう。

というのは、虐待でかなり有名な先生です。溝口先

やはりこれを１年、２年やっていくと、各施設で

生、仙田先生も御高名な先生で、金井先生は横浜市

レベルが全然違います。もう 10 年以上の CPT が

の中央児童相談所という形で、医者側からも仙田先

存在する病院もあれば、まだまだ幼弱な院内体制し

生はネットワークの先駆者です。あとは、中央児童

かできていないところもあるので、それを何しろ標

相談所、児相からの意見もいただいております。

準化して我々は拠点病院間では同じ対応をしていき
ましょう。そこからスタートしております。

今月また定例会があるんですけれども、今月は警
察の方にお話をいただく形になっております。

同じようなことが書いてありますけれども、全て

「事例検討」に関しては、皆さん方、安藏先生も

の拠点病院が協力していくことが重要と考えており

大変なケースをお話されていたんですけれども、う

ます。一施設が中心になって、代表者があれをやっ

ちの横浜市でもやはり同じようなケースで前回の定

てください、これをやってくださいというのではな

例会で問題になっています。病院の対応と児童相談

くて、全ての施設から世話人を出していただく。そ

所の対応があまりにもギャップがあって、スピード

れで、その世話人は１年ごとに変わりましょう。偏

感が違う。それを医者側から文句を言うだけではな

りがないネットワークを作っていきましょうという

くて、児童相談所の方々がどう考えているかという

ことを実践しております。

ことを、先ほどの大きい会議の中で建設的に話し

こちらに関しては、同名のネットワーク事業が厚
生労働省の方から推奨されていますけれども、そち

合っていきましょうと、そういうものを目的に事例
検討をしております。

らとしてではなくてやっております。どうしても厚

ただ、やはり見ているとどうしても医者の力が強

労省の推奨しているものは一施設が事業化するとい

いみたいで、医者はちょっとわがままなところもあ

う形になっておりますので、そちらで補助金が下り

ると思うので、言うのは医者側からで、どうしても

たりというのはあるんですけれども、我々のその目

児童相談所の方々の御意見というのをなかなか救い

的が全ての拠点病院が協力しましょうという形です

上げられないという問題点はあると思っています。

ので、それとは別に形成しております。

ここら辺は、我々も少し考えていかなければいけな

「各医療機関の現状把握」をしていく上で、その
CPT の体制活動状況の確認をしたり、コメディカ

いかと思っております。
このような形で１年間経過したんですけれども、

ル、各診療科の周知の状況や対応件数の把握などを

昨年のちょうど１年前に１年間経過して、ただの勉

して、院内体制の構築や確認をしております。

強会になってはいけないんじゃないかということ

例えばこちらですけれども、各施設の調査をして

で、今後の問題点を少し洗い出しましょう。１年前

市内の虐待対応状況の分析をしたケースがあるんで

の段階では、社会との連携があまりないんじゃない

すが、２歳未満の頭蓋内出血死症例に対する対応な

ですか。学校だとか、警察だとか、そういう連携が

どもかなり違っておりました。

あまりにも少ないですし、あとは事例検討の際の情
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報の秘匿化、やはり皆さんがおっしゃっていたよう

の区や、地域ごとの要対協には各施設、我々の病院

にデリケートな情報ですので、そういう問題はどう

も出向いて症例を少しお話する、またはお聞きする

していくか。

ような内容はあったんですけれども、全体としての

あとは小児科以外の診療科、救急はもちろんです
けれども、皮膚科さんや、精神科さんや、整形外科
さんや、いろいろな科にこういう患者さんがいらっ
しゃると思うのですが、そういうところでの周知の

代表者会議の中に入れていただいて、より我々も責
任を持ってやっていきたいと考えております。
多機関連携体制の構築を、まずその第一歩として
ここに入れていただきました。

必要性ですね。我々小児科医はある程度念頭にある

これは「公開研修会」ということで、ちょっと雑

んですけれども、他の科では、これはただのけがだ

多な話で申し訳ないんですけれども、我々がやった

よねというふうに素通りされるケースがあると思い

内容を順序立てて書いてあります。

ますので、そういう周知も必要ですし、診療所との

公開研修会、北九州市の市川先生という御高名な

連携・協力体制というのはほとんどないような状態

先生に今年の３月に来ていただきました。来ていた

だと思います。

だいた理由は、公開研修会とはいっても一般の方々

診療所さんにも情報提供をしたい。病院、児童相

向けではなくて医療関係の方、拠点病院の人間はも

談所との連携、先ほど言った意見の相違、ギャップ

ちろんですが、医師会の診療所レベルの先生方もた

をどう埋めていくかという話し合いの場も作らなけ

くさん来ていただきたかったですし、科も歯科、精

ればいけないですし、あとは発見するためのスク

神科、産婦人科医に声を掛けました。

リーニングの状況・対応の相違、こちらは安藏先生

それで、本当は横浜市、神奈川県内の周知だけだっ

もその権威ある機関からのチェックリストが必要と

たんですけれども、東京の法医学の先生にも来てい

おっしゃっていたんですけれども、そういうスク

ただいたり、そういう形でいろいろな方々に情報を

リーニング方法も標準化しなくてはいけないんじゃ

発信して、我々の存在をまず知っていただきたい。

ないですか。さらなるシステム構築が必要というこ

知っていただくことで、診療所と我々もネットワー

とで、１年前からまた活動しております。

クを作りたいんです。そういうネットワークをこれ

一番上の社会との連携、情報の秘匿化の問題です
けれども、
まずやったのは皆さん方と同じで要対協、

からどんどん成熟させていきたいという意味で、研
修会を開いています。

要保護児童対策地域協議会に入れていただきまし

これは医者だけではなくて、科も超えて多職種連

た。
その代表者会議に入れていただいて医療以外、教

携体制を構築していっているつもりでございます。

育・子ども支援施設などとの連携を模索しています。

「医療機関での児童虐待の気づき」として、スク

私たちが入る前に医療は入っているんですけれど

リーニング体制をとっているかどうかですけれど

も、やはり医師会レベル、小児科医会、医師会、あ

も、夏までに先ほどおっしゃっていたチェックリス

とは精神科医会の先生方は入られていたんですが、

ト、いわゆるリスクアセスメントシートを使ってい

重症患者が来る場というのはどうしても我々は総合

る施設は、先ほどの 11 施設の中で３施設しかなかっ

病院なので、その拠点病院としての連携をとりたい

たです。

ということで入れていただきました。それで、情報

それで、３施設は結構前からそういうものに当

の秘匿化にもつながっております。総合病院での状

たっていたので、その使い方も慣れていて病院全体

況の報告をさせていただいているところです。

でそういうふうなシステムがもうできている状態

このように脇固めをしましょう。
社会とつながりを

だったんですけれども、できていない病院というの

作って貢献をしていきたいと考えております。
こうい

はやはり救急の先生や救急の看護師さんが困ってい

う脇固めをすることで各施設のモチベーションを向

らっしゃる。もしくは、そういう意識的なものが全

上していただいて、
その施設だけでやっているんじゃ

然ないという要因も多くありましたので、そういう

ないよ。
社会とともに児童虐待に向き合いましょうよ

先生方から何しろ統一したものを作ってほしいとい

というメッセージにもなっていると思います。

う要望がありました。

これは横浜の要対協の図ですけれども、地域ごと
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ちょっと共通するものじゃないかと思うんですけれ

それで、ネットワークの下部組織として部会を幾

ども、ただ、チェックリスト自体は全員に周知する

つか設置したい。先ほどから言っている標準化部会、

という目的もあると思うんです。発見するというだ

一定した対応をどの場面でもやっていく。それは医

けではなくて周知の目的もあると思うので、現在作

療機関内の問題だけではなくて児童相談所とのやり

成してやり始めたところであります。

とりもそうですし、区とのやりとりもそうですし、

作成に当たっては、小児救急看護認定看護師が横

特定妊婦の話もそうですし、全てに対して標準化し

浜市内にも数人おりますので、その方々が中心に

たやりとりができるような部会を作りたいというこ

作っております。

とでアセスメントツール、社会との連携を推進して

これは皆さんの方には入っていないんですけれど
も、本当に始めたばかりでまだまだ全然の状態で、

いく。
調査研究することで、実態把握も必要でしょうと

今度の定例会でその状況を聞くという段階ですの

いうことでそういう部会だとか、メディカルソー

で、まだまだ問題点があると思っています。

シャルワーカーの方々の部会なども作っていきた

これも、周知して多職種で連携体制を構築してい
く一つのツールだと思います。

い。これは、まだあるわけではないです。今後、やっ
ていかなければいけないというものです。あとは、

これは、先ほども出されていた厚生労働省のホー

先ほどの公開研修会を定例化して皆さんに情報を発

ムページからとったんですけれども、児童虐待防止

信することで我々を知っていただいて、ネットワー

医療ネットワーク事業の手引きです。

クに参加していただくことが必要かと思って活動し

今お話しした３つの体制が実は書いてあるのかな
と思って出したんですけれども、院内体制の構築、

ております。
標準化の推進、今後の問題ですけれども、この辺

地域の医療ネットワークの拡大、多機関多職種の連

は当たり前のことしか書いていないんですが、デー

携体制を構築、これは私は知ってやっていたわけで

タの収集や専門性の高い人材を育成してツールを

はないです。ただ、やはりやっていく上でこの３つ

作ったり、いろいろとありますが、ここで専門性の

が主になってくるのかなと思います。それを地域ご

高い人材の育成ですけれども、我々は医療機関向け

とで、横浜市は横浜市のやり方で合わせていったと

の弱体対応プログラムというものに３名ほど受講し

いう形です。

ております。

この１年で今までのことをやっていったんですけ

これは宣伝するわけではないですが、先ほどの溝

れども、プラス勉強会としての集まりではなくて

口先生や仙田先生が作っていらっしゃる会なんです

しっかりとした基盤を作りましょうということで、

けれども、CPT のメンバーなのか、それとも全て

我々はそれまで１年半ほど規約のない状態で雑多な

の医療関係者なのか、その上の立場のリーダー的な

会としてやっていたのですが、しっかりとした規約

立場の人なのか、その３段階に分かれてプログラム

を作ることもこれからのネットワーク活動には必要

されていて、それの講習会があります。

ではないか。

こういう形で、いろいろな専門性を持った人間が
ネットワークを引っ張っていかなくちゃいけないか
と思って３名ほど研修を受けていただいたという
か、自主的に受けていただいていたんですけれども、
そういう方々もいらっしゃいます。
「性虐待の対応」というのが一番下にあるのです
が、これもネットワークが作ったわけではないです。
これは、うちの児童相談所の方々が積極的にやって
いただいていることをちょっと御紹介しているんで
すけれども、性虐待は御存じのとおり、受けた当時
ではなくてそれから問診され、いろいろな方々に聞
かれることで二次的な被害を起こすでしょう。
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フラッシュバックに遭って、二次被害に遭う。

やすかった状況ですけれども、今、さらなる連携を

それをどうにか解消しなければいけないというこ

模索しているところでございます。

とで、
欧米では司法面接士が一手に引き受けてやって
いきましょうという対応をとっている州もあります。

当たり前の話しかしておりませんので申し訳ない
のですが、以上でございます。

これを横浜市でもどうにかできないかということ
で、標準化の試みを行っております。

中山氏

佐藤先生、ありがとうございました。

まずは、性虐待に対する児童の診察を一元化しま

それでは、この企画に携わりましたので、本日の

しょう。先ほどの山田不二子先生が主催しているセ

話も踏まえて感じたことを少しだけ述べさせていた

ミナーというか、この診察トレーニングを受講した

だきます。

医者が診察を実施しましょう。ですので、発見した

横浜市さんの取組は佐藤先生から御紹介ありまし

らまず児童相談所に連絡を入れて、詳しい問診だと

たけれども、そのようなお話を伺って、隣の川崎市

かはそちらの先生方にお任せしましょう。それで、

としてもやはり同様の状況にある取り組み取組が必

診察のポイントや検査内容、記録方法などを標準化

要だという認識はありまして、何かきっかけをつく

して、やはりデリケートな問題で後々、フラッシュ

作りたい。そのような動きの中で、今年度こういう

バックもありますけれども、証拠として残さなけれ

フォーラムも企画されたということで、川崎市はこ

ばいけないという問題もありますので、標準化はし

のような企画をいたしました。

たいので再体験を最小限にとどめたいということで
やっております。
あとは連携の底上げですけれども、ネットワーク
の拡充、これはご覧のとおりです。

それで、本日はなるべく多職種というか、幅広く
いろいろな職場の職種の人、それから横浜市さんの
取組も聞きたいなと、やや欲張り過ぎたかなと。非
常に立場の違う、幅の広い膨大な情報量で充実した

社会との連携ですけれども、精神科で小児科医が

会ではあったかと思います。恐らく、医療機関はそ

中心としてやっていますので、それだけではなくて

うなんだ、児童相談所はこういう立場でこう感じて

精神科の先生にも、お母さんを見ていてもその裏に

いるんだと、そういうふうに感じられた方も多いの

お子さんがいる。そのお子さんがいることを意識し

ではないでしょうか。

ながら診療していただきたい。または、産科での育

川崎市としてもこれで勉強したということではな

児相談も特定妊婦の問題があったり、あとは不登校

く、課題を各パネリストからいただいておりますの

児の中にも虐待症例がありますよ。

で、何らかの形で川崎市という自治体としてこの連

それで、この裏には必ず社会がつながっていると

携について取組を継続して進めていきたいと考えて

思います。学校だとか、区の保健師さんだとか、い

おりますが、改めてその思いを強くさせていただい

ろいろな方がつながっているので、社会と連携すべ

た貴重な機会だったと思います。

き患者さん、家族をいかにスクリーニングして取り

本日はパネリストの方、お忙しい中、すごく充実

上げて連携していくかという問題もあると思いま

した発表を御準備いただきまして大変ありがとうご

す。まだ、ここら辺は全然タッチできていない状態

ざいました。それから、御参加の方も狭い中、熱心

です。

に聞いていただきまして感謝申し上げます。

最後に、まだネットワークを立ち上げて２年です

それでは、大体時間にもなりましたので、これで

が、ただ、ネットワークの基礎として小児救急で使

この分科会を終わりたいと思います。

われたネットワークがあったので、我々は導入がし

どうもありがとうございました。
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10：00 〜 12：30

高年齢児童への自立支援
～虐待の連鎖を断つために～
コーディネーター

鳥谷

パ

髙橋
温氏
鈴木 寛子氏
久保田啓仁氏

ネ

リ

ス

ト

明氏

（相模原市児童相談所長）
（新横浜法律事務所 弁護士）
（さがみの里親会 副会長）
（相模原市就職支援センター長）

主担当

相模原市

概

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。

要

鳥谷 明氏

会

場

横浜市社会福祉センター

皆さん、おは

ようございます。

鳥谷氏

そのお隣が、相模原市さがみの里親会の鈴

木寛子さんでございます。

それでは、パネリスト
の皆さんを御紹介いたし

鈴木 寛子氏

鈴木です。
よろしくお願いいたします。

ます。
私の隣から、新横浜法
律事務所弁護士の髙橋温

鳥谷氏

そのお隣は、相模原市就職支援センターセ

ンター長の久保田啓仁さんでございます。

さんでございます。
久保田 啓仁氏
髙橋 温氏

髙橋です。よろしくお願いします。

久保田啓仁と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。
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鳥谷氏

お三方とも相模原市、相模原市児童相談所

が日ごろから大変お世話になっている方々でござい
ます。どうぞよろしくお願いをいたします。
それでは、まず最初に新横浜法律事務所、髙橋先
生の方からお願いをしたいと思います。
髙橋先生は、弁護士として御活躍をされながら、

名までは入れる施設になっています。
新規利用者数、今までに何人入ってきたかという
ことなのですが、累計で 83 人です。27 年度、今年
度は９月末までの半年分ですが、毎年何人ずつ入っ
てきているかというのをここに書きました。
子どもシェルターというのは、一言で言うと、と

NPO 法人子どもセンターてんぽの理事・事務局長

りあえず行き場所がなくなった子どもたちが来ると

を務められておられます。そして、相模原市には社

ころです。家にいられない事情というのは人によっ

会福祉審議会の児童相談所措置部会、児童虐待検証

てばらばらなのですけれども、まず逃げてくる場所

部会の委員を務めていただいております。

です。そこで大きくなるまでずっと生活をする場所

第４分科会の資料ですけれども、冊子の 85 ペー

ではなくて、シェルターに来たらどこに行って次に

ジから 97 ページにまでになっております。お目通

生活をするかというのを一緒に考えるための場所な

しいただければと思います。

ので、一時的な避難場所です。なので、在所期間は

それでは、先生、よろしくお願いします。

基本的に入る子どもに説明するのは、２カ月ぐらい
で次のところを見つけて出ていこうねという説明か

髙橋氏

ただいま御紹介

いただきました弁護士の

ら始まります。
実際に２カ月で出られるお子さんもいますし、

髙橋温といいます。よろ

もっと早い子もいますし、ものすごい短い子だと２

しくお願いします。

日とか３日で出る子もいますが、もう一方で当然決

私のレジュメは 88 ペー

まらなければ２カ月たったから出なさいとは言わな

ジ か ら 91 ペ ー ジ ま で に

いので、３カ月目、４カ月目というふうになってい

なっていますが、今、御

きます。

紹介いただいたとおり、子どもセンターてんぽとい

では、どんなところに退所できるのかというのを

う NPO をやって、10 代後半の子どもの自立支援を

その次のグラフで書きました。このグラフの中身を

していますので、その活動の概要を最初の 20 分で

説明する前に、ぱっと見ていただいて、どう印象を

お話をさせていただこうと思っています。

持たれるかなのですけれども、すごくばらばらです

レジュメをご覧いただきながら話を聞いていただ
ければと思います。

ね。いろいろなところにちょっとずつ分かれている。
これが今の 10 代後半の子どもの自立支援の現状で

まず最初に、子どもセンターてんぽという NPO

あって、きちんとどこかに行けるルートがないとい

なのですけれども、大きく３つの活動をしています。

うことがはっきりしているわけです。こういう事情

１番目が子どもシェルターてんぽです。名前をつけ

だったらこういう場所ということがある程度ルート

るときにちょっと失敗して、子どもセンターてんぽ

がきちんと制度としてできていれば、こんなにばら

が子どもシェルターてんぽをやっているのですけれ

ばらにはならないし、こんなに同じような割合でば

ども、
とても分かりにくくなってしまったのですが、

らばらに分かれはしないのですけれども、そういう

この子どもシェルターてんぽというのがいわゆる子

社会資源がないということが、まさにこの退所先の

どもシェルターと言われているものです。

グラフを見ていただいて、視覚的に一番分かりやす

後で詳しく御説明しますが、対象年齢は中学を卒
業したぐらいから 20 歳未満と一応なっていますが、

いところかと思います。
そうは言っても、実際の今の児童福祉法の中で

実際に入所したお子さんで言うと、中学生が入って

10 代後半の子どもにとっての一番頼りになるツー

きたこともありますし、20 歳を超えた方が入って

ルは、自立援助ホームです。それがこの１番目に書

きたこともあります。

いてあります。15 人というふうに書いてあります。

開所したのが 2007 年４月。定員は男女６名です。
男子と女子の割合は決めていなくて、男女合計で６
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のですけれども、ここの活動と重なるので後で御説

といって、子どもに担当の弁護士がつくのですけれ

明をしたいと思います。

ども、その弁護士がもとの家庭の保護者さんに会っ

その次に、病院３人というふうに書きました。３

て、子どもが何で逃げてきていたのか、帰るに当たっ

人のうち２人は妊婦さんで出産で産婦人科に行った

て本人はどういうことを要望しているのか。例えば

お子さんです。臨月までうちにいて、その後病院に

当たり前の話なのですけれども、たたかないでほし

入院して、直前１カ月は病院にいて出産して、２人

いとか、そういう当然のことを要求して、保護者の方

ともその後は母子生活支援施設に行っています。

もそれは努力しますというようなお話し合いがつい

その次、アパート、寮など 14 人と書きました。

た上で帰ってもらっているケースが６人です。

自立援助ホームの次に多いのですけれども、アパー

その次、住所不定１人。もうこれ以上シェルター

トでひとり暮らしを始めるか、住み込みで就職をし

にはいられないということを話し合いできちんと

て寮に入るかというパターンです。本当はあまりお

言って、次の行き先はある程度めどが立っていたの

勧めしないのだけれども、御本人がどうしてもそれ

ですけれども、そこに入るにはまだ時間があるとい

がいいというふうに選択する場合もありますし、も

うことで、ネットカフェに行きますといって出て

う就職先が決まっていて、住み込みで寮がついてい

いった子が１人です。実際にネットカフェに行っ

るからということで、それまでシェルターに逃げて

て、その後、しんどいと言って、風邪ひいたとか連

くるお子さんもいるので、このぐらいの割合になっ

絡がいろいろあったのですけれども、最終的には無

ています。ただ、最近はあまり多くないです。始め

事にその次に行くべき施設に何とかたどりついた子

たころにすごく割合が多かったところです。

です。

その次、児童福祉施設・里親７人というふうに書

あと、無断退所が９人です。無断退所９人という

きました。私の次にお話しいただく鈴木さんも里親

のは、今のネットカフェみたいにきちんと話し合っ

さんなのですけれども、なかなか年齢の高い子を受

てそこにしようという話ができないまま、夜寝ると

けていただける方が多くはないのだけれども、やは

きはいたのですけれども、朝起きたらいなくなって

り行ければ児童福祉施設とか里親さんに行ける子も

いたとか、アルバイトに行ったのだけれども、帰っ

いるので、そういう場合が７人いました。

てこなくなってしまったとかということが９人で

その次のその他施設 11 人というのは、一つは障

す。この９人も連絡がとれなくなった子はいなく

害の手帳を持っている方が障害のグループホームに

て、基本的にはその後連絡がとれて、黙って出てき

行くパターンと、もう一つは、女の子で女性のため

てごめんなさいとかという話から、どうしようかと

の支援施設、DV 女性が逃げた後に入るような施設

いって支援は続けてはいます。一応、退所の段階で

に行っているパターンと、大きく言うとその２パ

は無断退所ということで９人計上しています。これ

ターンでほぼ全部でそれが 11 人います。

がシェルターのものすごい概括的な話です。

その次が、親族などの別家庭８人と書きました。

２番目に、居場所のない子どもの電話相談事業を

例えば離婚している状態でお父さんに引き取られて

やっています。これは対象年齢の限定は特にしてい

いたけれども、そこで虐待されていたので、お母さ

ません。始めたのはシェルターを始めた次の年の

んに連絡をとってお母さんのところに行ったとか、

10 月からです。月・水・金の１時〜５時でやって

おじいちゃんおばあちゃんでもないのですけれど

いますが、当然この時間帯だけでは足りないので、

も、おじいちゃんおばあちゃんのきょうだいみたい

普通に電話がかかってくるものもできる限り相談に

な遠い親戚なのだけれども、事情を説明して頼み込

は乗っています。

んだら、うちに来ていいよと言ってくれて、そこに
行ったとか、そういうパターンです。
その次、
元家庭６と書きました。逃げてくる前に住
んでいたところに戻ったお子さんが６人です。この

相談件数が平成 20 年から始めて下の表のとおり
なのですが、27 年は８月末までの時点なので、現
状で言うと年間 150 〜 200 件の間ぐらいの相談が毎
年入ってきています。

場合も何も言わずに戻すということはないので、基

相談の多くはシェルターに入れるかどうかという

本的にはうちの場合は支援の中で子ども担当弁護士

問い合わせなのですけれども、そうではない相談も
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もちろんあって、今いる居場所にもういられなくな

自立支援に問題があると感じていただいている方が

るのだけれども、どうしたら良いのかということを

会場に来ていらっしゃるのだと思うのですが、少し

相談をされて、私たちが分かる限りでのアドバイス

共有化する意味で、我々がシェルターをどうして立

と、ただ言葉だけのアドバイスではなくて、できる

ち上げたのかということを整理しました。

だけ関係するところに直接つなぐという支援をして
います。

まず１番目に、法律上の課題というふうに書いて
います。児童相談所の一時保護所は18 歳未満が対

例えば児童相談所が受けられるのだとすると、児

象。これは今でも変わっていないので、児童相談所が

童相談所にかけてみなというだけではなくて、我々

子どもが逃げてきたいというふうに言ったときに

が聞き取った内容を児童相談所に連絡して、こうい

受け入れができるのは18 歳の誕生日の前の日まで。

うお子さんがいて、こういう話をしていて、そちら

法的にこれしかできないということになっている

で保護してもらえるのかということをある程度つな

ので、18 歳になっている子は逃げたいといっても行

いで、これから行くといっているので、よろしくお

き場がないという大問題があります。でも、20 歳ま

願いしますというようなところまでできるだけ丁寧

では本当に法的にそうかはともかくとして、親の方

につなぐことをやっています。

は俺の親権に服しているのだから、言うことを聞け

３つ目、自立援助ホームみずきの家というのを書

というふうに言ってくるわけです。だから帰ってこ

きました。これは対象年齢はシェルターと同じなの

いみたいなことを言われてしまうので、18 歳の誕生

ですが、中学卒業から 20 歳未満。始めたのが 2010

日から20 歳までの間は児童福祉と親権のはざまに

年の６月です。シェルターの３年後に始めました。

なっていて、自分で決められないのに逃げ場がない

始めた理由は、一言で言ってしまえばシェルター

という福祉的な対応がない。ここの部分の社会資源

に来た子が行き場所がないので、行き場所がないな

が乏しいということが大きな理由としてあります。

ら自分たちで作るしかないというのが半分の理由に

２つ目で、少年事件などの少年の帰住先と書きま

なっています。
残りの半分はもちろんシェルター経由でなくて

した。子どもが悪いことをして、裁判所に行って裁
判になって、裁判官が子どもの反省の様子を見て、

も、同じように 10 代後半の子どもで困っているの

もう一回家に帰って頑張ってみるかと思ったとき

で、そこを受けるということです。

に、親が受け入れてくれないと困るわけです。とこ

自立援助ホームの方は女子のみの受け入れで、定

ろが、親の方がもうあいつはいいから少年院に入れ

員６人の施設です。こちらの新規利用者数は表に書

てくださいみたいに、裁判所が帰って良いと言って

いたとおりなのですけれども、シェルターと全然数

いるのに親の方がむしろ少年院に入れてくれという

字が違って少ないですね。これは何でそうなのかと

ふうに言ってしまったりする場合があって、そうす

いうと、自立援助ホームというのは来たらそこで生

ると、子どもの帰る先がなくなってしまうという問

活をする施設です。基本的にはどんなに短いところ

題があります。

でも最低半年ぐらいはいたらと言いますが、長いお

それと、ここには書いていないのですけれども、

子さんだとうちのみずきでも３年ぐらいいた子もい

もう一つ社会的に需要が増えているのは、少年院に

るのです。例えば 16 歳とか 15 歳で入ってきて、20

行って、その後帰る場所がない。鳥谷さんが横でう

歳までは法律上いられますから、本人が望んでいれ

んうんと大きくうなずいていますが、相模原市でも

ばその間ずっといることができるので、１人の子ど

困ったケースもあったのですが、少年院から帰る場

もが入っている期間がとても長いのが自立援助ホー

所がなくて困っている子どもたちも非常にいて、そ

ムの特徴です。

ういう悪いことをしたということと、でも、どう立

つまり、入った子がずっといるので、新しく入っ

ち直るかは別の問題なはずなのですけれども、そこ

てくる子の人数が少なくて、表の数字がこういう数

の受け皿がなかなかないという問題が２つ目です。

字になっているということです。
２番でシェルター立ち上げの理由を書きました。
本日、この場に来ていただいている方は大きい子の
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18 歳までが混合でわっと保護所の中にいますから、

るためのお金をためるというのが基本的な考え方の

どうしても大きい子で深刻に悩んでいる子がわいわ

ベースになっています。

いがやがやする中で深刻に悩めるかというと、なか

自立援助ホームもシェルターも１カ月３万円の

なかそこに行きたがらないという子も多いですし、

費用負担がありますということが原則になってい

もっと言うと、育てられてくる中でおまえそんなわ

るのですが、自立援助ホームはきっちり取るのが基

がままを言うと施設に入れるぞとか、児相に通告す

本なのですけれども、子どもが例えば働いて 10 万

るぞみたいに言っておどし文句として児童相談所が

とか 12 万とかお金を稼いできたとして、そこから

使われてきているお子さんも結構多くて、そういう

子どもは自立援助ホームに３万円を払います。３万

子どもたちにとっては施設とか児相ということ自体

円を払うと、家賃がかからなくて、食費がかからな

がアレルギーになっていて、そこには行きたくない

くて、水道代とか電気代がかからないので、１人で

ですとなるのです。

暮らすよりもお金の支出はすごく少なくて済むわ

うちは違うよと、うちは民間でやっている NPO

けです。その分を貯金に回しましょうということで

で普通のおうちでやっているからというふうに言う

頑張って貯金してもらって、多い子だと 100 万ぐら

と、ちょっと態度が軟化して、それで来られたりす

いためますし、少ない子でも 50 万以上ぐらいはた

ることもあります。

めないと最初のアパートの敷金とか礼金とか家具

この３つがシェルター立ち上げの主な理由になっ
ています。
その次、児童自立生活援助事業についてというの
を３番に書きましたが、ここは理屈の話なので飛ば
します。

とかがそろえられないので、50 〜 100 万ぐらいを
大体目標にしてお金をためて、その段階でアパート
を借りて外に出ていく。そういうことを目指してい
る施設です。
その次、親権者の態度というのを書きました。シェ

４番に行って、自立援助ホームとシェルターの違

ルターは逃げてくるところなので、親御さんの対応

いというのを一応まとめました。今、少し説明をし

は大きく言うと２つなのですけれども、だったら勝

ながらお話をしていたので、大体理解していただけ

手にしろと言ってくれるパターンが１つ。これは

ていると思うのですが、シェルターも自立援助ホー

ラッキーと言えばラッキーなのですが、それよりも

ムも法律的に言うと、児童福祉法の児童自立生活援

多いのは、何を勝手なことを言っているんだ、絶対

助事業という先ほど飛ばした３に書いてあるこの制

許さんと言って、探してやるとか見つけてやるとい

度を使っています。対象年齢も同じように中学卒業

う脅し文句が飛んでくることがとても多いので、緊

から 20 歳未満が基本になっています。

張状態が続いています。返せと言われることも結構

ただ、滞在期間が全然違う。先ほど御説明したと

多いです。

おりシェルターは２カ月ぐらい、自立援助ホームは

そこの時期を過ぎて、ある程度子ども担当弁護士

半年から１年ぐらいは最低いる。いる間に何をして

とか児童相談所とかが間に入って、自立援助ホーム

いるかということも全然違う。シェルターはどこで

に行く段階ではある程度整理されていて、同意され

生活するか、退所先を決めるということがシェル

ているとか、放置されているということが親権者の

ターに入った子どもにとって一番大事な問題になっ

態度の違いになっています。

ています。シェルターなので、基本的には外出は理

それが大きいので場所の秘匿という問題があっ

由がない限りはできないことが原則になっています

て、シェルターの場合は絶対に場所はばれないよう

し、必要があって外出する場合でも、病院に行くと

にしなくてはいけないというのが非常に大事な問題

かというときに子どもだけで行っておいでというこ

になっています。お隣さんとかにもうちはシェル

とは基本はしなくて、付き添いをしていくというこ

ターですとは説明しません。

とが原則になっています。

一方、自立援助ホームの方は子どもたちが普通に

自立援助ホームの方はどういう生活なのかという

働きに行けるところなので、地域に説明もしている

と、先ほど言った半年とか１年とか２年というのは

し、御近所に会えばおはようございますとか、こん

何をやる期間なのかというと、働いて自分で自立す

にちはとか挨拶をしながら、子どもたちも地域に溶
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け込んで生活をしていきます。

なっていなかったので、児童相談所が頑張って次の

どんな支援をしてきたのかというのをシェルター

行き先として児童福祉施設を探してくれて、ただ、見

と自立援助ホーム、これも書きました。これはこれ

つかるまでの最初は２カ月ぐらいで見つけますと児

で読んでいただくとして、イメージしてもらうため

相は言っていたのですけれども、実際に見つかるま

に１ケースずつ簡単に御説明すると、例えばシェル

で半年ぐらいかかったのです。約束が違うじゃない

ターに入ったケースで言うと、高校に入ったばかり

のと児童相談所に随分言ったのですが、しようがな

の段階で本人が学校に相談したのです。学校の養護

いということで、半年いて、次の児童福祉施設に移っ

の先生に相談をした。何を相談したかというと、お

ていって、その後無事に卒業したと聞いています。

母さんの再婚相手の男性から性的な被害を受けたと
いう相談をしました。

自立援助ホームの方のケースは、先ほど言ったよ
うな感じなのですけれども、これも具体的なケース

学校は、それは放っておけないということで児童

で一つ言うと、中学生ぐらいから親との不和なので

相談所に相談をしました。高校１年生だからまだ

す。お母さんの過干渉が基本にあって、本人も思春

18 歳未満なので、児童相談所が対応する年齢です。

期などは反発するので、反発すると余計力で押さえ

そこから児相はどうするかという話になるのです

ようとするということでものすごい不和になって、

が、
おうちに置いておけないので、分離をしたいので

中学生のときから何度か児童相談所に一時保護をさ

一時保護をしたいというふうになるわけです。一時

れているようなお子さんだったのですけれども、中

保護をすると一時保護所に入ることは当然できるの

学は何とか義務教育なので卒業した。その先行き場

ですけれども、
そこで問題が発生するのは、一時保護

がない。高校は本人も行く気がないというふうに

所から学校に行けるのかという問題が発生します。

なって、ではどうしようということになって、私は

今、神奈川だけでなくて、全国的に一時保護所か

働いて自立しますというふうに本人が言ったので、

ら高校に通って良いですよということが言えるとこ

では、自立援助ホームにおいでということで中学卒

ろはあまり多くなくて、その子のケースも一時保護

業して、一時保護所に数カ月いましたけれども、そ

所から高校に通うことはオーケーが出せないとなる

の後自立援助ホームに行きました。

わけです。でも、それでも逃げてきた方が良いよと

最初会ったときは、結構大人に対するハードルが

児童相談所は言います。大人の理屈としてはごもっ

高い子だったのですけれども、就職は一発で決めた

ともです。被害に遭うことの方が問題が大きいのだ

ところにその後ずっと何年も働いて、介護関係だっ

から、高校に行けなくなるかもしれないけれども、

たのですが、途中で資格も取って、職場の人もすご

逃げておいでというわけですけれども、当の本人で

く物分かりが良い人だったのですが、とても頑張っ

ある子どもにとっては、高校に行っているというこ

て、その後結婚して出産して、今、育休中だったり

とが彼女の生きている中での生きる原動力としては

するのですが、育休が終わったら職場に戻って良い

非常に大事な問題になっているので、そこを外して

よと言われています。

支援をしようとしてもなかなか支援に乗らないとい

みずきの家には３年ぐらいいたのです。彼女はも

う問題が出ます。それでシェルターはどうかという

のすごく長かったのですけれども、彼女の 10 代後

話になってきました。

半はみずきの家にいる状態で、仕事さえしていれば

先ほど言ったように、シェルターは原則外出は禁

自立援助ホームの場合は休みの日にデートに行くの

止なのだけれども、子どもシェルターてんぽの場合

もオーケーですし、遊びに行くのもオーケーなので、

はできるものは外出は認めていきたいという方向性

そういう普通のおうちで育つのと似たような生活を

でやっているので、親が追いかけてくるかとか、学

しながらお金をためて、アパートに出て、結婚して

校に押しかけてくるかとか、そういう見極めをいろ

という流れになりました。

いろした上でなのですけれども、この子のケースは

最後、支援に当たって大切にしていることという

学校に通っても良いよということを前提にして入所

のを３つ書いています。１番目、子ども自身の選択

してもらいました。

を尊重すると書きました。本当は高年齢児童だけで

そのケースは高校１年だったので、まだ18 歳に
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いく上で一番欠かせないのがここだと思います。大

明細が出ていないといって、それは多分雇っている

人が何が良いかということを言っていても、子ども

方もちゃんと申告していないんだよねという話をし

たちは当然動かないので、子どもが納得するものを

て、でも、聞いてみたらという話をしたのですけれ

支援していくしかない。それは単純にわがままを聞

ども、今の話を聞いて、「何やってるんだ」と言っ

くということとは違うと思うのですが、意見をきち

て怒ったら、それはそれで１つの大人の意見ではあ

んと言い合って、私たちはこう思うよということを

るかもしれないし、怒る人がいても良いと思うので

言った上で、本人が分かりました、ではそうします

す。社会全体の中では、それは生き方としてどうな

という場合と、でも一回これでやってみたい、だめ

のという意見が一方にあっても良いと思うのですけ

かもしれないけれども、やってみたいという場合が

れども、子どもの支援をするという立場で関わる僕

ありますけれども、本人が選んだものについて、我々

らは、それを怒っていてもしようがないので、では

は応援をしていく。では勝手にしろとは言わないの

何ができるのか。何を言ってあげられるのかという

で、それでやってみようと本人の選んだものを支援

ことをやっていくという、基本的にそういうスタン

していくということを大事にしています。

スで考えています。

２番目、
関係機関との連携・協力です。シェルター

以上です。

は特にそうですが、自立援助ホームも含めて、施設
の中だけではやり切れないことがとても多いので、
いろいろなところと連携していくことがとても大事
かなと思っています。

鳥谷氏

髙橋先生、ありがとうございました。

続きまして、相模原市さがみの里親会の鈴木寛子
さんから、お願いをしたいと思います。

３つ目、子どもが望む限り見捨てないというふう

鈴木さんは、実は私が現役の神奈川県の児童相談

に書きました。ここにも書いたのですけれども、こ

所の児童福祉司のときから大変お世話になった里親

れから自立していく子どもが大人と一緒にやってい

さんでございます。実際、私の担当ケースも何人もお

くのか、それとも大人なんて当てにしないといって

願いをいたしました。ありがとうございました。現在

見限って生きていくのか。10 代後半の子どもの自

も、養育里親として御活躍をいただいております。

立支援はまさにそこの問題だと思うのです。大人の

本当に高年齢のお子さんを何人も養育していただ

側の都合でおまえら来いよと言っていてもしようが

いていまして、委託解除後も子どもたちがただいま

ないので、子どもが大人と一緒にやっていこうとい

と言って鈴木さんのところに帰ってくるという様子

うことを選んでくれるようなことを考えていかな

です。そういう継続的な支援をしていただいている

いといけないのだろうなと思っています。なので、

方です。

SOS が出ると見捨てないということを大事にして

それでは、鈴木さん、よろしくお願いいたします。

います。
話がすごいそれてしまうのですけれども、ちょ

鈴木氏

さがみの里親会

うど３日ぐらい前に何年かぶりでシェルターの１

の鈴木です。並み居る先

年目にいた子が電話をかけてきたのですけれども、

生方の専門家の方の中

ちょっと話の内容を聞いたら皆さんドン引きするか

で、私は普通の里親です

もしれないのですが、マイナンバーが始まったよね

ので、とてもとても上手

といって電話をかけてきて、
「マイナンバーが始まっ

にお話もできませんし、

たから、私、税金取られちゃうのかな」という質問

どきどきする心臓の音も

なのです。

もっと大きくなると思いますけれども、少し優し

「今、何やってるの？」と聞いたら、２つ仕事を
しているんだと言って、１つはデリヘルで１つは

い気持ちで聞いていただけるとありがたいと思い
ます。

キャバクラだと言って、キャバクラは給料明細が出

私は平成２年に神奈川県の養育里親として認定さ

ているといって、給料明細が出ているのだったらそ

れ、登録されました。あれからもう 25 年ぐらい経

こは税金がかかるかもねといって、デリヘルは給料

つのですけれども、多くの子どもたちとの出会いが
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あって、
多くの楽しい経験をさせていただきました。

本児はある団体の中で暴力を受け、恐怖から逃げ出

今はそれぞれ自立して独立している実子が４人お

し、近くの児童相談所に助けを求め、一時保護され

りまして、今、両親の私たちの里親の活動を応援し
てくれています。
現在は、実子の年齢的にはずっと下になるのです

ました。
この子の住所地が相模原市であったため、その児
童相談所からこちらに相談があり、本市の一時保護

けれども、１人養子縁組をした子が 21 歳の男の子

所に移り、生活していました。一時保護されてから、

ですけれども、その子が一緒に暮らしております。

この子に話を聞いたところ、ある団体に突然連れ去

それから、３人の委託されている子どもがおりま

られたこと、ある団体の中で激しい暴力を受け、恐

して、高校２年生の女の子、中学２年生の男の子、

怖を覚えたこと。そして、そのことがトラウマとな

小学校６年生の女の子で、その３人の子どもたちと

り、家に帰ればまたそこに戻されるのではないかと、

一緒に暮らしております。みんな血がつながってい

自宅に戻ることをかたくなに拒否し、大人のことが

るわけではないのですけれども、本当にきょうだい

信じられなくてなっていました。

のようにとても仲がよくて、毎日にぎやかで元気に
過ごしております。
本日は、我が家にいた15 歳の時の委託された子ど
ものことについて少しお話ししたいと思います。
この子は措置延長を通じて高校、大学を受験し、

また、実親も以前の生活から家庭に戻すというこ
とをとても不安がり、拒否していたようです。
児童相談所の児童福祉司と児童心理司は時間をか
けながら、本児との面接を繰り返し、本児自身の心
が癒えるのを待ち、本児は家には戻されないことの

複数の大学に合格し、しばらく我が家から大学に通

確約が得られ、その安心感を確信したころから、よ

い、安心したところで大学近くに下宿をし、現在は

うやく次にどう進むかのことを考えられるように

大学３年生の立派な青年になったこの子のことにつ

なったそうです。

いてお話しします。
今でもよく我が家に遊びに来てくれて、周りの子
どもたちのよき相談相手、モデルになってくれてい
ます。昨日も遊びに来て、そのまま多分今、泊まっ
て、他の子たちを見てくれていると思います。

既に高校受験は終了し、今後の進路については改
めて検討することとなり、この子と話し合った結果、
１年遅れで高校を受験することになりました。
また、一時保護所での生活も長くなり、ずっとい
ることもできないので、次の生活の場をどうするか

この子のことで、他の子もそうですけれども、児

が問題となり、我が家に相談があり、何度か一時保

童相談所と協力しながら自立支援に取り組んできま

護所に会いに行き、我が家に遊びに来たり関係を

した。そこから見える課題と、真に子どもたちが自

とった後に一時保護所を退所し、我が家で生活する

立していくために何が必要か。それについて、皆さ

ことになりました。

んと考えてみたいと思います。
これからお話しする経過は、児童相談所からお聞
きした内容です。
この子が我が家に来たのは 15 歳の時です。大好

当初は我が家でも対面して話をすることができ
ず、また、視線を合わせようとせず、さまざまな不
自然な行動が見られました。例えば食事をするとき
も前を向いて食事をすることができず、横を向いて、

きだった母親を小学生の時に死別で突然失い、母親

体ごと横を向けながら食事をするとか、テレビを見

がいなくなったことでどうして良いか分からず、絶

るのもみんなよりも一番前の１メートルも離れない

望感を抱き、自分自身を見失い、この思いをどこに

ところで人と接しないようにして見るとか、洋服も

ぶつけたら良いかも分からずに、父親との葛藤から

まるで小学生のような服を着ているとか、野生児の

本児は家庭内で暴れたそうです。中学校からは学校

ような行動をするときもありました。

にも行かず、登校拒否という形になっていたようで

また、男の人、里父とか他の男性が少し注意をす

す。そうした状況に父親は手に負えなくなり、すが

ると、すぐ直立不動になり、はいとしか言わなくなっ

る思いである団体に本児を預けました。

てしまう。そんな感じでした。

本児にとってみれば、家から突然に、そして強引
に引き離され、
連れ去られてしまいました。さらに、
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しくない。何だろうこれは。本当にまずい。何でこ

れ、何度も警察から身柄付通告により児童相談所で

んなに下手なんだ」というのを毎日毎日聞かされま

一時保護、最終的には里親委託になり、何とか大学

した。それがいつの間にか気がつくと、にこにこ笑

に進学した高校３年生の女の子。以前、里親委託し

いながら「おいしいね、何でこんなにおいしいんだ

ていた知的な遅れがあり、その後知的障害者グルー

ろう」と言って、変わったのがとても不思議な感じ

プホームから福祉的就労をし、定期的に遊びに来て

がしましたけれども、そういう経過でした。全てに

いる成人男性。以前、里親委託していた女の子で、

反発しながら、徐々に我が家でも慣れて、１年遅れ

成人になり、頼る親族もおらず、結婚・妊娠し我が

での高校受験の準備も進めていきました。

家に里帰り出産してきた成人の女の子。また、母親

翌年は何とか高校に合格することができました。

の精神疾患から適切な養育が受けられず一時保護さ

通信制のサポート校なのですけれども、どうにか通

れ、里親委託となった高校３年生の女の子。この子

うことが出ました。里親宅での家族の一員としての

は卒業後、一旦就職をしましたけれども失敗、自立

普通の生活、児童福祉司、児童心理司との定期的な

援助ホームを利用しながら、実家のように我が家に

面接、合同ミーティングを繰り返す中でその子も心

帰宅していました。

も癒やされて、大人への信頼も高まってきたと思い
ます。

これ以外にもいろいろな子どもたちを見て、家庭
裁判所とか警察とかと関わった子どもたちもいまし

一度、この子が来て半年ぐらい経ったときでしょ

たけれども、18 歳以降も「ただいま」と言って帰っ

うか。今、６年生になっている子が小学校１年生に

てくる子どもたちはたくさんいます。何らかの形で

なるぐらいの時にやって来たのですけれども、来た

いろいろな関係をとることができるということは、

ばかりはどうしても荒れる部分があって、急に泣き

本当にありがたいことだと思っています。

出したり、大声を出したり、物を投げたりという時

そうした中で思うことは、こうした子どもたちが

もあったのですけれども、たまたま隣の部屋でその

たくさんいること。そして、子どもたちと関わった

子が大声で泣きわめいていた時に、本児が一生懸命

多くの方たちの善意によってその後の人生も支えら

なぐさめているという時があって、隣の部屋でその

れているということです。社会的に支える仕組み、

声が聞こえてきたのですけれども、
「もうここにい

その充実が絶対に必要だと思っています。

て良いんだよ、大丈夫だよ、ずっといられるんだ

そのための幾つかの提案をしたいと思います。１

よ、
大丈夫だよ」と一生懸命なぐさめているのです。

つは、児童福祉施設、里親宅での措置延長をより積

泣き声もどんどんトーンダウンしてきて静かになっ

極的に進めていただきたいと思います。相模原市児

て、子どもにとっても良かったと思うのですけれど

童相談所では、３年ほど前から里親宅での措置延長

も、私の方もこの子がここにいることを良しと考え

に積極的に取り組んでいただいています。多くの子

てくれているのだと思うと、本当にうれしく思いま

どもたちの進路の幅が広がり、将来への希望、夢が

した。

広がっています。これまでも措置延長してくれれば

また、父親との交流も始まり、自宅への外出、外

どれだけの子どもが救われたことか。措置延長は全

泊もできるまでになり、父子関係は徐々に改善され

国の児童相談所で積極的に進めていただきたいこと

ていきました。そして、この子は高校で 18 歳にな

だと思っています。

るので措置延長をしまして、その後、心理系の大学
を受験して、見事に複数の大学に合格しました。

２つ目は、18 歳を過ぎても進学も就職も簡単に
できない子どもがいるということです。アルバイト

そして、しばらく我が家から通っていましたが、

でも難しい状態の子もいます。多くは里親が１人で

現在は大学近くに下宿し、ひとり生活をしています。

悩み、どう対応して良いか苦悩しているのが現状で

今でも時々泊まりに来て、委託されている子どもた

す。そこに行き着くまでに当然児童相談所の支援は

ちの遊び相手、よき相談相手になってくれていると

ありますが、自立を支援してくれる多くの関係する

ても優しい立派な子です。

機関があること。そこと連携して取組ができること

この子以外でも、これまで多くの高年齢児童の委

がどれほど多くの里親を励ますことか。地域の中で

託を受けてきました。母子葛藤が激しく、家で暴

そうした支援していただける多くの関係機関と連携

83

第４分科会

できることを願っています。そうした仕組みをもっ

齢のお子さんの就職について、子どもたちの特性等

ともっと全体化し、いろいろな地域で実践できると

に配慮しながら丁寧かつ柔軟に対応していただいて

よいと思っています。

おります。児童相談所が関わっているお子さんも積

３つ目は、18 歳以降 20 歳までの再措置を認めて
いただきたいと思います。18 歳という区切りの中
で措置延長しないと、継続した支援が受けられず、

極的に御相談をさせていただいて、支援をしていた
だいているところです。
それでは、
久保田さん、
よろしくお願いいたします。

さまざまなことにチャレンジすることもできず、措
置延長せずにチャレンジして失敗すると、それまで

久保田氏

の支援が継続できないという制度上の問題がありま

いいたします。

よろしくお願

す。特に高齢で委託されたお子さんはそれまで虐待

私、相模原市就職支援

を受けてきた子どもはそれが重ければ重いほど、大

センターの久保田と申し

人との関係を作り、私たちを信頼してくれるという

ます。

時間がとても足りない状態です。一度独立して、ど

レ ジ ュ メ は 94 ペ ー ジ

うにか仕事に就いたとしても、こういう時代ですか

になります。この内容に

ら失敗はとてもよくあると思います。そのときにも

沿って、お話をさせていただきます。

う一度チャンスを与えてほしい。もちろん相談に

まず、相模原市就職支援センターの設置から今に

乗っていただける機関とか、そこから暮らしていけ

至る経緯を御説明申し上げたいと思います。私はも

る機関は少しずつ多くなっていると思いますけれ

ともと民間人で、いわゆる人材業界の職業紹介をし

ども、今まで過ごした家庭に戻れるということは、

てきた者でございます。10 年前に職業安定法の改

どれほど子どもにとっても力になるかと思います。

正がございまして、自治体で職業紹介ができるよう

二十歳までの再措置を是非認めていただき、継続的

になりました。この職業紹介は福祉の施策を組み込

な支援が確保できるようにしていただきたいと思っ

むというのが要件で自治体における無料職業紹介事

ています。

業が可能になったという背景があります。

４つ目は、経済的な支援の充実を図っていただき

本市においては、いち早くその事業の展開に取組

たいと思います。学力的な力もあり、大学などに進

みまして、平成 16 年の改正後、17 年７月には無料

学したい子どもたちがいます。でも、経済的な支援

職業紹介事業所の開設を始めております。

が足りないばかりに断念せざるを得ない事例とか、

当然、民間企業の者ですので、３年ごとにプロポー

途中で断念した事例もあります。また、里親の中に

ザル、プレゼンテーションがあります。福祉施策に

は経済的に個人的に支援をして、子どもたちを支え

対してどのように事業を展開していくかということ

ている人たち、先輩もいっぱいいます。さまざまな

にもを御評価をいただきながら、10 年目を迎えさ

機関の奨学金や減免措置などにより、より進学を促

せていただいております。

進することにはなってきていますが、まだまだ十分

24 年度からは生活保護受給者の方、25 年度から

ではありません。現在、うちにもそういう子を抱え

は生活困窮者の方も含めまして、就労準備事業を一

ております。

体的に組み込みながら職業紹介事業を展開しており

児童虐待の連鎖を断つためにも、優秀な人材に投
資することはとても有効で、大事なことだと思って
います。

ます。
就職支援センターの対象者は、２番にざっと記載
のある通りです。若年者としてニート、フリーター、

以上です。ありがとうございました。

発達障害、転職者、父子家庭を含むひとり親家庭、
女性、生活保護受給者、高年齢者、障害者等です。

鳥谷氏

鈴木さん、どうもありがとうございました。

続きまして、相模原市就職支援センター長の久保
田啓仁さんからお願いをいたします。
久保田さんは、就職を支援する立場から大きい年
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テータスというか、属性が変わるというか、いろいろ

て、それが怒られる理由にはならないはずです。私

な行政の支援がございますが、年齢や状況によって

もそうでしたが、俗に言うブッチと言われる行為で

支援の制度や窓口がばらばらになります。ただ、経済

す。バイトを始めたけれども、すぐやめちゃうみた

的な出口、
入り口とも申しますが、就業については切

いなのは誰もが経験することで、それがだめなのか

り離すことができないものになっております。その

といったらだめではない。そういう経験をして、あ

ため本市においては、施策ごとに就業支援を行うの

のとき嫌だったからやめたけれども、今回もやめる、

ではなくて、経済局がしっかりと皆様の社会参加の

けれども前の方がましだったというところが結構な

お手伝いができるようにということで、対象者を制

ポイントです。嫌なことがいっぱいあると、その中

限せずにこのように職業紹介を展開しております。

でも嫌なことの順位づけがされていって、あれより

例えば若年層のひきこもりの方がお仕事についた

こっちが向いているというネガティブな発想ではあ

ときに、初めて短期の２日とか３日のお仕事ができ

るのですが、そういった出来事を常にポジティブに

たといったとき、それで終わりではないのです。そ

捉えて、就業支援を行っております。

の次に頑張ることといったら、アルバイトでもう

こういう経緯でも、ハローワークさんの求人を活

ちょっと長いお仕事として、２カ月、３カ月。その

用させていただくことがあるのですが、児童相談所

次は派遣でも良いです。１年間頑張れるかどうかと

からお受けする相談については、とにかく住居であ

いう自信を積み上げていくということが実践では非

るとか、生活課題、今までの経緯を含めて課題が顕

常に大事なものになっております。ここまで関わっ

著です。未成年ですから、企業さんに紹介するにし

てやっと正社員に応募していく。自信がついてくる

てもどういった状況で今なのということがとても興

ということです。10 年やらせていただいて、７年

味をお持ちになります。興味というのは、ただの興

かけて生活保護の世帯のひきこもりの子どもから、

味本位ではなく、これからどのように支援をしてい

正社員になったという方もいらっしゃいます。この

けば良いかという見込みを一緒に立ててもらうこと

ように長期視点というものを非常に重視しておりま

が目的です。個人情報は御本人の了解を得て、全面

す。企業さんに対しても職業紹介をするだけではな

的に公開しているということになります。

く、
就業後フォロー、いわゆるその方がキャリアアッ

これは何も児童相談所の子どもたちだけではなく

プをして、生活をより高めていく選択肢を一緒に考

て、母子家庭の方についてもそうですし、生活保護

えていけるような関わりをしております。

の方についてもそうです。状況が分かっていないと

よくある質問が、ハローワークさんとの違いは何

企業さんも急に欠勤が続いたときに、ただやめるの

なのかということです。ハローワークさんはハロー

ね、というふうに終わるのか、一回市就職支援セン

ワークさんで強みがございます。それは求人数の多

ターにお電話をいただいて、その方が今、どういう

さです。御本人が求人を選択できるようになったと

状況に陥っているのかということを一緒に就業後

きには、思い切り適性に向かって選択していただけ

フォローとして考えていける機会になるかによって

れば良いのですが、出発地点といたしましては、ど

結果が大きく違います。信頼関係とは情報を共有し

ちらの方向に動いて良いか分からないので、そもそ

ていくことと考えておりますので、本当に大切なこ

もハローワークさんの検索機の前に座った切り、そ

とです。

の先に進めない方もいます。そのときに適性という

ハローワーク組織の体制上、なかなか難しいとい

ものは経験値からでてくるものなのですから、私ど

うのが現実だと思っております。このような違いを

もが長期的な支援を視野に入れて就労支援を始めま

認識して、ハローワークさんの強みと、私ども市就

す。何もやっていないひきこもりの子が、この子が

職支援センターの強みを活かしながら、ハローワー

何に向いているのというのは誰も分からないので

クさんからのご紹介を受けることもございますし、

す。やってみなくては分からないということがあり

私どもが同席させて頂いてハローワークさんにお

ますので、
いろいろなことをやってもらいます。“や

仕事のご紹介をお願いすることもあるという状況

めたことは失敗ではない”と伝えています。児童相

です。

談所の子にもよく言うのですが、３日、４日でやめ

４番目の高年齢児童の自立支援と連携といたしま
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しては、とにかく御本人の主体性というのが大事で

います。日常生活自立で一番課題になるのは、18

す。その前に私どもは職業紹介としての仲介ですか

歳から 20 歳の場合、まず住居です。たまたま寮つ

ら、御本人の等身大をそのままお伝えする必要があ

きの求人で上手くいった子も１年頑張ってやめます

ります。いわゆる精神力の課題を含めてひきこもっ

といったときに、いきなり住居がなくなる…。この

ていたこと、今まで培ってきたこと、生活能力、そ

ときも企業さんと散々大騒ぎするわけですが、本人

して伸びしろとよばれるものと思うのですが、生活

がどうしてもやめたいということで、突発的に夜に

能力で特に長けていたところから職業能力に派生し

飛び出すということもありました。今日中に寮を出

ていけるような具体的なエピソードを積み上げる必

るというやりとりになって、次の日から連絡先がな

要がある方もいます。このような場合は、平成 27

くなったり、夜 10 時過ぎていた時には、企業さん

年４月に施行された生活困窮者自立支援法の活用を

もこんな夜に飛び出していったら補導されるぞとい

視野に入れます。97 ページには本市の生活困窮者

う御心配はいただいたのですが、結局役所に戻って

自立支援法制度のチラシと就労準備事業の御案内を

くることも想定していますので、一回はそういう目

参考資料としてつけさせていただいています。自立

に遭うのも、世の中の厳しさだと考えて、もう出て

といったものはどこから必要なのか。精神的な自立

いきなさいという対応をしたこともあります。この

なのか、生活能力なのか。それを各個人、自立支援

ケースは想定通り、次の日役所で会うことになり、

に当てはめながらプログラムを個別に構築して支援

ただの「おはよう」だったのですが、その後は生活

を実施しております。いわゆる伴走型と言われたり、

支援課の職員さんと児童相談所の職員さんとお話し

パーソナルサポート型とも言われたりしますが、こ

して、本人が自立援助ホームに行くのか、無料低額

の機関に行ってねという髙橋弁護士さんがさっき

宿泊所といった元ホームレスの方たちを交えた就労

おっしゃっていたように、行ってねという支援、案

支援を受けるのか選択肢を提案したところ、自分は

内するだけでは行けないというのが多分現実です。

仕事を１年間やってきたし、児童相談所でなくても

特に児童相談所から御連絡いただいた方は伴走して

自立ができるというので、無料低額宿泊所を選ん

いくというのが非常に大事なことです。役所内の事

で、結構な目に遭いながら支援を続けている子もい

務手続は 10 代にとっては、とてもハードルの高い

ます。

もので、どこの窓口に行って何の目的で何をやった

この経緯のように、ひたすら関係を続けていくと

ら良いのかさっぱり分からないのです。これも社会

いうことがどれだけ大事かということを常に考えま

勉強の一つです。私は、問題なく生きてきましたけ

す。私どもは職業紹介ですから、年齢制限というも

れども、親にくっついていって、こういうことを役

のがございません。生活保護法、生活困窮者自立支

所の窓口はやっているのだなとか理解してきたはず

援法も年齢制限はありません。高齢児童を他の制度

なので、これらも経験の一つとしています。

であっても、継続時にどこまでの支援を継続できる

他にもあります。例えばドトールなどにちょっと

かが課題です。

出先で行きますと、コーヒーを初めて飲むとか、コー

先ほど御案内した自立支援事業の中で、連絡先確

ヒーをどういうふうに飲むか分からないし、注文の

保ということで携帯の貸し出し等も行っております

仕方が分からないです。こういうこともあるのだな

が、制御がきかないのでいろいろなことがあります。

ということを日々一緒に活動しています。ある子は

とにかく実績というものを積んでということで、い

口ではすごくしっかりしていることを言うけれど

ろいろ支援はしているのですが、なかなか私の思う

も、実際に社会に出たときにどこまで適用できるか

ようにいきません。それは当たり前のこととして、

を見極めるために、とにかく一緒に活動し必要に応

なるほどこんな行動をとるのか！と一緒に学んでい

じた就労支援の伴走というのを弊社の自立支援相談

るという状況です。

窓口のメンバーと市就職支援センターのメンバーに
は日頃から徹底しております。

社会生活自立については、自己肯定感を高めてい
ただけるような活動を日々行っております。相模原

５番目の、就労準備事業についてです。日常生活

市は JAXA がございます。これらのイベントに出

自立、社会生活自立、経済的自立と３段階に分けて

ていってかき氷を売る。全然 JAXA とは関係ない
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のですが、一応“ギャラクシーかき氷”といってい
ろいろな色の蜜をまぜこぜにして、ただグレーにな

だきました。
彼女から高校生のときの就労体験の話を聞きまし

るだけなのですが、それを完売させるということで、

た。「担当の者」という方が就労体験の窓口を担当

達成感を得る機会になったりします。プレミアム商

していたということで、多分それは人事の課長さん

品券がありましたけれども、自分たちが購入するわ

や総務の社員さんだったと検討がつきました。経営

けですが、実は売っているのも自分たちという訓練

陣からみたお仕事はどういうことなのか、というお

する現場を役所にどのようにご提供していただける

話を聞けることにより、自立への意識が高まるので

かということにも繋がりますが、たくさんの地域の

はなかろうかと考え、複数の社長さんみずから就労

皆さんのご支援やご協力を前提とする事業の連携が

体験をお願いしました。

必要だとかと考えております。
経済的自立については、例えば、私どもはレジュ

たまたま彼女はバイトで貯めたお金で車の免許を
取得中だったので、社長さんのベンツに乗せてもら

メに書かせていただいた以外に保育士等人材確保推

う、立入り禁止区域に入れてもらうなどから入って、

進事業という保育士を確保する事業を女性再就職の

高校生の就労体験とは違うことを経験してもらいま

活性化に向け、待機児童ゼロになっても保育環境の

した。車に興味を持っており、私もちょっとだけ派

向上を目指し実施しております。それに照らし合わ

手な車に乗っているので、それを見せるなど、いろ

せて、実際に高年齢児童の男子に、保育士になって

いろ刺激をして意欲喚起としました。最終的には自

園長になってみたい？と質問すると、笑えるくらい

立した女性になりたいという希望を企業さんに御自

軽々しく、なる！なる！と答えます。まず私立保育

身で伝えることができました。複数の就労体験先で

園長会の園長先生に御相談等を申し上げて、現場の

求人をいただけたことで、本人の選択肢も広がりま

お話を聞かせて頂こうかとか…、本人の意欲かある

した。

のであれば、高卒の認定を取るところからなので、

今もその就業が続いている状況です。これは関係

保育士さんのお仕事としてはまだ最短で４年とか先

者の連携があってのことだと感じます。企業さんと

になりますが、18、19 歳です。頑張って 24、25 歳、

自立援助ホーム、児童相談所、養護施設の職員さん

これからでもまだまだ全然いけるのだという話をし

が顔合わせしていただいています、何かあれば企業

たりします。保育士になるかどうかは別して、まず

さんも私のところに連絡がくるようになっておりま

一歩目として本人がこれから勉強をやり直したいと

す。これからも末永く就労支援もやっていきたいと

いうことであれば、そういう支援もやっていきたい

考えております。彼女の成功がこの次に続くのだと

と考えております。経済的な支援が事業としてどこ

いうことはご本人にも伝えてあり、「それは分かっ

までできるかというのも、一緒に検討していきます。

ている」と言ってくれていますので、一緒に頑張っ

生活困窮者自立支援制度、生活保護制度という
バックアップがついての状況ではございますが、こ
のように違う課との連携も非常に重視しています。

ていきたいと思っております。
ちょっとお時間過ぎて申し訳ございません。あり
がとうございます。

６番目の事例紹介は、発表させていただく内容な
ので最もきれいな事例を書かせていただいていま

鳥谷氏

久保田さん、ありがとうございました。

す。出所したとか出頭したとか、そういう事例には

今、事例でお話をさせていただいたお子さんは、

触れていません。市内の IT 企業さんに就職した 18

児童養護施設にいるときから高校３年生になって、

歳の女の子のお話です。御本人は過小評価だっただ

高校卒業した後どうしようかという話を子どもとし

けで、いろいろ細かいお話を聞いていると、職業能

ていまして、ひとり暮らしはまだ心配だという話

力の期待値もあるといった状況で、見きわめも順調

だったので、自立援助ホームを使いましょうという

でした。そして、住居について課題がございました

話をし、就職はどうしようかというところから、そ

が、昨年度、本市ではじめてできた自立援助ホーム

の時点から久保田さんのところに御相談をさせてい

から通えるというのを前提にして、就労準備事業の

ただいて、具体的に就職先も含めて調整をさせてい

中の就労体験を活用して、社長さんに対応していた

ただいて、今、彼女が自立援助ホームから就労につ
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ながっていて、立派に生活をしてくれているという

たり前なことなのだけれども、社会にとってそれが

ことです。

本当に当たり前のこととして受けとめてもらえてい

久保田さんはこういうキャラですので、子どもた
ちもたじたじで、面倒見ていただいてありがとうご
ざいます。すごく助かっています。

るのかというところがあります。
久保田さんのお話にあったとおり、高校を卒業し
て就職をしようと思えば、その時点で当然 18 歳の

それでは、ここで５分間ほど休憩をとりたいと思

誕生日は経過していますから、必然的に 18 歳を超

います。この後、髙橋先生の方からお三方の話を踏

えた時点から支援が始まることになるわけです。昔

まえた総合的な提言をしていただきたいというふう

は 15 歳で中学を卒業して、集団で就職をしてとい

に思っております。

う時代がかつてあったということはあるので、そう

それでは、今、11 時 10 分ですので、15 分から再
開したいと思います。よろしくお願いします。

いう時代であれば 18 歳まで支援をすることで就職
後の一定期間の支援はできたのかもしれないのです
が、現在、我が国、日本の高校進学率は 97% を超

後半
鳥谷氏

それでは、時間になりましたので再開をし

たいと思います。
再開に当たって、お手元にオレンジ色のバッグが
あります。これは相模原市独自の啓発グッズでござ
います。
今年作ったできたてほやほやでございます。

えています。そうすると、社会に出るための支援が
本当に必要になってくるのは 17 歳とか 18 歳、そこ
からがむしろ支援の対象になっていて、それをどう
にかしなければいけないということを本当に社会全
体が共有化していくということが１つ目としてとて
も大事ではないかと思っています。
いろいろ調べてきたのですけれども、１つ、昭

その中にマスクとティッシュとボールペンが入って

和 63 年の児童養護施設入所児童のうち中学校卒業

おります。これはここに来られた方だけにお配りし

後就職する児童に対する措置の継続等についてとい

ているものでございますので、御利用いただければ

うものが出ています。この通知を見ると、近年の社

と思います。

会の高学歴化に伴い、中学校を卒業して就職する児

ちょっと宣伝をさせていただきました。

童を取り巻く社会環境はますます厳しくなっている

それでは、髙橋先生、鈴木里親さん、就職支援セ

というところから文章が始まっていて、だから、中

ンターの久保田センター長の方からそれぞれのお立

学を卒業した後の児童についても一定期間入所措置

場からお話をいただきました。そうしたお三方の話

を継続し、自立の促進を図るようにしてくださいと

を踏まえて、髙橋先生の方から総合的な提案、提言

書いてあるのです。つまり、昭和 63 年のときには、

をお願いできればと思います。

中学卒業したら措置が切られるというのはおかしい

それでは、髙橋先生、よろしくお願いいたします。

ではないかといって、厚生労働省が通知を出してい
たのですけれども、それから時代が過ぎていって、

髙橋氏

私の方にというふうに振っていただいたの

現在、文部科学省の統計によると、平成 26 年の大

ですが、実はそんな私がまとめるなんていうのはお

学、短大への進学率は 53.8%。専門学校への進学率

こがましいのですけれども、鈴木さんの方で里親さ

は 17%。高校卒業して就職する就職率が 17.5%。３

んの立場としてお話しいただいたこと、就職支援セ

つの分類に入らないお子さんもいるので今言った数

ンターの立場で久保田さんの方からお話しいただい

字を足しても 100 にはならないのですけれども、時

たこと。一番最初に私の方で自立援助ホームと子ど

代が変わって、高校に 97% が行き、今言ったよう

もシェルターの立場でお話をさせていただいたこ

に大学・短大等に 53.8% で専門学校へ 17% ですか

と。聞いていただいて共通点が幾つか感じていただ

ら、両方あわせればこの２つだけでも 70% を超え

けたのだと思います。

ている時代になってきている。この中で、先ほど言っ

１つ目としましては、３人の話に共通していたの

た 63 年通知というのはもう古くなっていて、実際

は、18 歳という年齢の問題があります。18 歳を超

にもその後平成 23 年に別の通知が出されて、18 歳

えても支援が必要であるという私たちにとっては当

を超えた子どもに対する措置延長をもっと積極的に
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活用しましょうというふうになってきているわけで

ルターの立ち上げのときの話で、18 歳と 20 歳で親

す。ここを社会としてどういうふうに理解していく

権と児童福祉のはざまだという話をしたのですけれ

かということだと思います。

ども、一方で皆さんも御存じのとおり、今、成人年

厚生労働省は平成 23 年に通知は出しています。

齢を下げるかという話になっているわけです。成人

ただ、それは十分に現実に使えているかというと使

年齢が 18 歳になったら、今、３人が話したケース

えていない。使えていないのは誰が悪いのか。児童

は解決してハッピーエンドが迎えられるのかといっ

相談所が悪いわけでもないし、児童養護施設が悪い

たら、そうではないですね。明らかに法律がどこを

わけでもないし、積極的に活用しましょうと言って

成人にしようとも、困っている子は困っていて、自

いるけれども、現実にそこにどういう制度があるの

立のために援助が必要なことは変わっていない。そ

か、どういうお金がつくのか。そういうものがない

うすると、成人が 20 歳だから 20 歳までというふう

と、先ほどの鈴木さんのお話のように里親さんが自

に支援をしていること自体に合理性があるのかとい

腹を切って子どもを大学に行かせなくてはいけない

うことは、僕らはもう一度考え直さなくてはいけな

のかという話になってしまうわけです。そういう自

いのだと思います。

己犠牲を社会として求めるのかといったら、それは

平成 21 年に成立して、平成 22 年から施行されて

やはりおかしいわけで、措置延長が必要だというの

いる法律に子ども・若者育成支援推進法という法律

だったら、その措置延長の部分に対する具体的な予

があります。御存じの方も多いと思うのですけれど

算措置等をきちんとつけていかないとまずいのでは

も、この法律は法律そのものには対象年齢は書いて

ないかということが大きな問題としてあるかなと思

いないのですが、これに関連する大綱の中で対象年

います。

齢はゼロ歳から 39 歳と書いてあるわけです。子ど

18 歳を超えていくということの関係でもう一つ、

も・若者育成支援推進法で 39 歳まで対象にします

これは鈴木さんの提案の中にもあったのですけれど

といっているわけですから、自立支援の対象は 20

も、再措置の問題があります。措置延長というのは、

歳で切れないということは別の法律の中では明らか

18 歳までに措置をされている子どもは 18 歳とか 19

になっているということなのです。

歳のときにも措置を延長できるという考え方なの

そうすると、児童福祉法の中でやるのか、今言っ

で、もともと 18 歳以前に措置をされていた子が対象

たような別の法律を使うのか、そういうことはとも

になるという考え方です。他方で、一度何らかの理

かくとして、自立支援をしていく上で 20 歳で切ら

由で、里親さんや児童養護施設の判断で 18 歳で退所

なくてはいけないという時代ではなくて、そこはも

になって措置が打ち切られた場合や、18 歳になった

う一度考え直していくことが必要な時代に入ったの

ときには措置延長をかけていたけれども、例えば１

ではないかと思っています。

年延長して、そこで無事に一回退所にしましょうと

２つ目の共通点として感じていただいたと思うの

いって措置を切ってしまった場合には、その後何か

ですけれども、それぞれの場面でみんな個別支援を

失敗をしても、その時点では措置や委託の対象にな

その子と向き合いながらしっかりやっていくという

らないというのが問題としてあります。

ことが出てきています。これはもちろん年齢が小さ

そこでもう一回措置とか委託がかけられるように

い子だってきちんと向き合っていくべき必要性は高

してほしいというのが先ほどの鈴木さんの提案に

いと思うのですが、特に年齢が大きくなっていて、

あった再措置という話なのですけれども、18 歳以

本人がいろいろな葛藤とか悩みを抱えている世代の

上でも援助が必要なのだということが制度上あるに

支援をしていく上で、これが正しいとかこうしなさ

も関わらず、でも、その制度を使えるのは 18 歳よ

いとただ言っているだけではできなくて、久保田さ

り前からずっと使っていた人だけだよという考え方

んのおっしゃられる伴走型、僕の言葉で言えばパー

に制度的な矛盾を感じるというところです。

ソナルサポート、そういう考え方で一人に対しても

もうちょっと話が広がりますが、そもそも 20 歳

のすごくエネルギーをかけていくということが自立

で切ることに合理性はあるのかということが、もう

支援を成功させていく上での鍵になることだと思っ

一つの大きな問題となってきます。僕の最初のシェ

ています。お金がついて制度ができて、あとはこれ
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を使いなさいということではなくて、一緒に悩んだ

のですけれども、それにも居場所の確保だとか、足

り、一緒にどれを使うか考えたり、それで後戻りに

りない部分のお金を生活保護ということではなく

つき合ったり、そういうことをやっていくという人

て、別の形で直接支援をしていくような制度ができ

の存在、人をつけていくことがとても大事だと思っ

てくると良いかなというふうに思いました。

ています。

以上です。

10 代後半で課題が顕在化してきた子どもたちの
多くは、それまでの成長過程で困ったときに、適切
な支援を受けてきた経験がないのです。ネグレクト
をされてきたり、逆にものすごく過干渉をされてき

鳥谷氏

髙橋先生、ありがとうございました。

髙橋先生の方から総合的な提案、提言をいただき
ました。

たり、適切な距離で適切に応援をしてもらったこと

それでは、最後に私の方から御紹介をしたい方が

がないので、大人に相談してもろくなことがないと

いらっしゃいます。相模原市は高年齢児童の自立支

いう体験を山ほどしていますから、そこを何とか解

援についても一生懸命力を入れて取り組んでいると

決をしていかないと、自立にたどり着かないだろう

ころでございますが、里親さんへの委託についても

と思います。

も市を挙げて取り組んでいるところです。10 月３日

あと、３つ目の問題として、自立支援に対する直

の土曜日に里親制度の普及啓発と里親さんのお仲間

接給付をしていくということが制度として必要な時

を増やしていこうということで、里親講座を開催し

期だろうと思います。分かりやすいのが高等教育の

ました。今年は茨城県高萩市の元市長さんでいらっ

問題、大学とか専門学校の学費の問題だと思うので

しゃいました草間吉夫氏をお呼びして御講演をいた

すけれども、諸外国の例で言うと、学費がとても安

だきました。草間先生は、乳児院に生後３日から預

い国、もしくは学費が高いけれども、貸し付けでは

けられ、その後児童養護施設で育ち、その後大学に

なくて給付で奨学金がもらえる国がほとんどで、学

進まれて、松下政経塾から高萩市の市長さんを２期

費が高くて給付型の奨学金がない国というのは実は

お務めになった方でございます。
『ひとりぼっちの

日本ぐらいなのです。そういう意味で言うと、非常

私が市長になった！』という本が出ておりますので、

に子どもに厳しい国になっています。子どもの貧困

興味がある方はお読みいただければと思います。

という言葉もマスコミにもやっと登場するように

その草間さんのお知り合いの方でございます。本

なってきましたが、１つとても分かりやすいのは、

日、来ていただいておりますのでご紹介いたします。

外国の教育制度と比べてみると、今言ったように学

島袋孝博さんでございます。

費が高くてもらえない、貸しますよ、返してくださ
いとなっているのがすごく分かりやすいところかと
思っています。
就職支援というのは、我々自立援助ホームとか
シェルターでもやるのですけれども、これも久保田

島袋 孝博氏

こんにちは。島袋孝博といいます。

先月、鳥谷所長といろいろお話しする機会があり
まして、本日、こういう機会があるということでこ
ちらの方に参りました。

さんのお話にあったように、働くか働かないかの２

私は児童養護施設の出身者で、草間さんは生後３

択で選べと言われても、いきなり週５日がっつり働

日からなのですけれども、私は中学校１年から高校

けない子も当然いるのです。でも、そういう子はも

３年生まで、大阪の施設で社会的養護に救われ、会

うだめな子なの、それは生活保護なの、障害者とし

社に入ってもう 30 年近くになります。

て障害者雇用しかないのというと、本当はそうでは

草間さんと知り合っていろいろ話をする中で、私

ないはずで、やってみることが広がっていく可能性

は草間さんとはちょっと違った感じで施設の経験あ

はいっぱいあると思うのですけれども、今、そこを

るいは一時保護所での経験、社会に出てからの経験

制度上何も保障するものがないところがすごく気に

というものがありますので、そういった話を施設に

なっています。

行って話をしたり、あるいはいろいろな方にそのと

少なくとも、自立に必要な一定期間は多様な働き
方を認めてあげるようなことができれば良いと思う
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に基づいて話をしております。
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詳しくはインターネット等で「児童養護施設出身
者」とか、あるいは「タイガーマスク基金さんのイ
ンタビュー」に答えていますので、ご覧いただけれ
ばと思います。
どうぞよろしくお願いします。

てもらいたいと思い、今月の 19 日に研修会として、
職員と子どもたちにお話をしていただきます。
多くの人たちに、今子どもたちが置かれている状
況を少しでも正確に理解していただき、私たち大人
ができることを一つ一つ確実に取り組んでいくこと
がとても大事だなと思っております。いろいろな形

鳥谷氏

ありがとうございました。

実は、里親講座の後に懇親会があり、島袋さんと
いろいろお話をさせていただきました。島袋さんが
経験されてこられた話を児童相談所の若い職員に、

でいろんなことにチャレンジをしていきたいと思っ
ております。
以上をもちまして、本分科会を終了させていただ
きます。

又一時保護所の高年齢児童の子どもたちに是非聞い
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10：00 〜 12：30

児童相談所における
特別養子縁組への取組
講演者
司

会

林

浩康氏

（日本女子大学人間社会学部 教授）

高場

利勝氏

（横須賀市児童相談所長）

主担当

横須賀市

概

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。

要

高場 利勝氏

会

場

横浜市社会福祉センター

皆様、大変

小林 幸恵氏

小林と申し

お待たせいたしました。

ます。よろしくお願いい

定刻となりましたので、

たします。座らせていた

これより「子どもの虐待

だきます。

防止推進全国フォーラム
in all か な が わ

第５分

科会」を開催いたします。
では、早速ですが、初めに横須賀市児童相談所の
今年度の取組につきまして、支援第三係長の小林よ
りお話をさせていただきます。

それでは、特別養子縁
組の推進に向けた横須賀
市の取組についてお伝え
いたします。
まずは、横須賀市児童相談所で特別養子縁組に取
り組むことに至った経過ですが、以下のように５つ
に分けることができます。
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横須賀市における背景といたしまして、１つ目、
平成５年をピークに、人口と出生数の減少。２つ目、

きなのか、考えていかなければいけない現状にあり
ました。

児童相談所への相談受付件数の増加。３つ目、一時

社会的養護の推進に向けてですが、これらの現状

保護の長期化。４つ目、施設への入所期間の長期化・

を踏まえまして、平成 26 年、横須賀市社会的養護

再統合の難しさ。５つ目、特定の愛着関係を結ぶ困

推進計画を作成しています。具体的な取組として幾

難さなどが挙げられます。

つかの方向性が示されておりますが、１つとしては、

少し説明を申し上げますと、１つ目の人口減少と
出生数の減少についてですが、平成５年に横須賀市

施設の専門的ケアの充実。２つ目としまして、里親
開拓と委託の推進です。

の人口は 43 万 5,000 人ほどでしたが、その後、減

施設の専門的ケアの充実。この中身につきまして

少を続けまして、平成 25 年には 41 万人を切ってい

は、子どもの自立支援を支えるための学習支援や自

る状況です。また、出生数も年間 100 名ほど減少を

立支援事業の確立。また、２つ目につきましては、

続けておりまして、平成 25 年には 2,700 人と、減

里親委託は 15 年後を目指した 30% にまで委託率を

少が続いています。

引き上げていこうという計画がありますが、中でも

また、２つ目の受付件数の増加については、子ど

特に、でき得るならば家庭的養護を子どもたちに早

もの出生数は減少しておりますけれども、横須賀市

くから安定した環境を与えてあげることができたら

児童相談所に寄せられる相談は年間 1,000 件を超え

ということに注目していきました。

ることが続いておりまして、中でも虐待の受付件数
は増加を続けております。

こういった背景の中で、選択肢の一つとして特別
養子縁組に着目することに至っています。

３つ目の一時保護の長期化につきましても、平成

特別養子縁組についてですが、横須賀市では、こ

25 年の平均在所日数、１人のお子さんの入所の日

れまで積極的に取り組んでくることはありませんで

数は 48.7 日となっておりまして、２カ月を超えて

した。しかし、児童相談所に関与する子どもたちの

保護する子どもも多く見られております。

成長を見てくる中で、18 歳以上の子どもたちの自

また、４つ目の施設への入所期間の長期化・再統

立が大変なものであるということに直面していきま

合の難しさに関しましては、当所で平成 22 年から

す。また、特定の大人との愛着関係の構築の大切さ、

実施しております施設入所時のヒアリングにおきま

難しさとも言い換えられるかと思います。こういっ

して、１年間のうちに家族との再統合はないだろう

たことがある中では、でき得るならば新生児期から、

とする、その可能性のあるお子さんたちは８割に

早いうちから親子で安定した環境で暮らせることが

上っています。

やはり最もよろしいのではないかという考えに至っ

また、５つ目の特定の愛着関係を結ぶ困難さにつ

ています。

いては、横須賀市の入所時の子どもの背景としまし

しかしながら、特別養子縁組についてのノウハウ

て、母子家庭が５割、非課税世帯が８割、入所時の

は当所にはなく、児童相談所で支援する課題でも多

種別は現在、心理的虐待が相談受付件数として多い

い状況であるというふうに考えました。

中でネグレクトが５割というふうに、一旦入所しま

ここで、特別養子縁組推進に当たり、SIB という

してもお家に返しにくい、改善しにくいという状況

仕組みを活用しましたので、この仕組みを簡単です

にある子どもたちが多くいます。

がお伝えいたします。

愛着の問題を起点にして施設入所をし、その後、

SIB、Social-Impact-Bond という名称です。イギ

家族となかなか再統合することが難しい。こういっ

リス発祥の社会的課題を解決するための仕組みで、

た子どもたちが日常的に問題行動を繰り返しながら

投資家が資金提供し、チャレンジングな事業を行い、

施設で生活をしていくことになっています。そう

上手くいかない場合は税を投入しなくてもよいシス

いったことが私たちの現場でよく見られることにな

テムです。日本ではまだ活用されていませんでした

りました。

が、主に生活困窮者の自立支援や、受刑者の社会復

このような背景から、横須賀市において今後、社

帰に成果を上げてきたシステムです。日本では、日

会的養護についてどのような内容を計画していくべ

本財団がこの仕組みを活用して社会的実験を行うこ
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とになりました。
特徴は、民間との協働です。特別養子縁組に経験

入り口ではありましたけれども、胎動を感じる中で、
育てられるのではないか、育てたい、それから、母

のある民間団体のノウハウを取り入れ、協働しなが

方祖母との葛藤。非行歴のあるお子さんでしたので、

ら取り組むことになりました。2015 年、横須賀市

家庭内は複雑でした。ですから、母方祖母との意見

で特別養子縁組をテーマに１年間のパイロット事業

の対立。そういったことも面接の中で再現されてい

として着手することになりました。

きました。その気持ちの揺れを十分に受けとめてい

これらの仕組みを活用して、特別養子縁組に向け

くことが必要でした。結果的には、退院直後に署名

て支援してきた１事例についてお伝えいたします。

の同意をしたことが意思の表明ということで、正確

事例は、17 歳、無所属の、非行歴があり、児童

な意思の表明にはなりましたけれども、妊娠期間中

相談所との係属歴がありました。母方祖母とともに、

に自分の子どものことを、自分の子どもの将来を真

妊娠 33 週時に来所相談につながっています。

剣に考え抜く、自己決断を支えることが今回、最大

支援は、相談来所時から、親権者である母方の祖

の支援のテーマであったように思います。

母、実母ともに育てられないという意思が明確でし

３つ目の手続への助言につきましては、家裁への

た。児童相談所で２回ほどの面接来所を経て意思を

申し立て、その他さまざまな関係機関に対する連絡

確認した上で、民間団体の紹介をし、その後は民間

方法など、実親に対しても民間団体から、また私た

団体とともに支援を展開してきました。役割分担を

ちからも細やかに説明をさせていただくことになり

しながらの支援となりました。

ました。民間団体からは、この実親に対しましては、

ここで言葉の使い方ですけれども、産みの親を実

申し立て中の翻意もあり得ること、また、意見を述

親、特別養子縁組を希望し、育ての親となる方を養

べることができること、実親の権利についても説明

親と呼ばせていただきます。

をされていきました。

事例に対する支援ですけれども、民間団体を中心

また、４つ目の医療機関との調整ですけれども、

に、そのノウハウを伝授しながら、児童相談所での

後にもう一度述べることになりますが、関係機関調

継続面接が続けられました。妊娠 33 週、後期にな

整の中、とりわけ医療機関との調整ということは児

るに従って胎動も感じ、毎週の妊婦健診に私たちと

童相談所が大きく担うこととなりました。といいま

民間団体とともにつき添い、その後、児童相談所で

すのは、表立って医療機関が民間団体と連携するこ

ともに面接をするという設定です。

とはなかったために、病院内の倫理委員会での検討

大きくは５つの支援が柱となりました。１つ目は、
養親とのマッチング。２つ目は、実親へのケア。３

が行われ、このケースについては児童相談所の介在
を求められました。

つ目は、手続への助言。４つ目は、医療機関との調

５つ目の養親への育児支援についてですが、民間

整。５つ目は、養親への育児支援と関係機関調整と

団体には助産師やソーシャルワーカーがおりますの

挙げられます。

で、新生児のケアについて、退院直後からこの団体

１つ目の養親とのマッチングですけれども、これ

がケアをしていく、計画的に指導していくというこ

は民間団体が行いました。その経過は実親の希望を

とがありました。また、民間団体が管轄児相、管轄

聞き、どういうところで子どもが育つことが望まし

の健康福祉センターへの届け出や児童福祉法第 30

いのかということを実親にインタビューしながら、

条の届け出などに対する支援も細やかに指摘して

意思を確認しながら、民間団体が持っている養親さ

いったという状況です。

んから選んでいきますが、研修や面接、民間団体と

実施してみての課題ですが、児童相談所において

の連携をしっかりしてきた養親さんたちです。その

は、先ほどのページの中にありましたように、関係

養親さんにマッチングしていくといったものでし

機関の理解を得ることが非常に大きなテーマとなり

た。マッチングに関しましては、細かいことまでは

ました。

見ることはできませんでしたけれども、適正な判断
に向けての慎重な取組が確認できています。
２つ目の実親へのケアです。育てられないという
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民間と協働すること、そして、そのテーマが特別養

くことができます。これは言うまでもないことです。

子縁組であったということ。まず、そこから説明し

１事例目の養親さんに接する状況がありました。

ていくことに大きく時間を割かれました。
２つ目の民間 NPO と児童相談所、相互の手順や

養親さんの育てたいという強い意欲と、それに向け
ての環境整備。また、それが覆っても良いとする、

支援方法の違いを調整することに時間を要しまし

子どもに対する権利をしっかりと理解されていると

た。このことは、意思決定のプロセスの違い、スピー

いうふうに感じました。１事例目の養親さんからの

ド感、支援方法の違い。児童相談所はアセスメント

養育報告からは、やはりこの子にこういう形で生涯

をし、会議決定をし、その方針に沿って支援を進め

の保障を、安定感をもたらすことができたのではな

ていきます。ケースワークは例外を多く含みますけ

いかという安堵感で支援者としては今、いっぱいで

れども、民間団体の持つ自由な発想で枠にとらわれ

あります。

ない方法は、児童相談所と毎回協議を重ねていく。
ここも大きく時間をとられることになりました。

また、このテーマでありました民間との協働です。
民間の特別養子縁組に対する取組や実践を、その丁

また、誰が、どこまで責任を持って、この子ども

寧さをこの目でしっかりと確認できたことです。民

たちの成長を見守るのか。子どもの出自に係る記録

間団体は、養親教育、マッチング過程、育児へのア

の保存、また、将来にわたってその秘密を保持して

フターフォロー、全てにおいて細やかにさまざまな

いくこと、民間団体にどこまで永続性があるのか、

ことを計画し、私たちに書面で知らせていただくと

また、児童相談所の関与をどのように図っていくべ

いった信頼関係の中でやってくることができまし

きなのか。そのことにも整理が必要となりました。

た。例えば育児へのアフターフォローなども、民間

実親の気持ちの揺れへのフォローのあり方、出産

団体が定期的に産後訪問しますけれども、養育報告

が近づくにつれて大きく揺れてきた気持ちに対応す

義務を怠った場合の対応などについても細やかに設

る。そのことについては時間も曜日も関係なく対応

定されておりました。

することとなりました。これも児童相談所の体制の

特別養子縁組に関わりまして「育てられない」と

中では応じ切れない、大きく時間外の部分であった

いうことを主張した場合、特別養子縁組を提示でき

り、また連絡方法も面接だけには限らず、LINE や

ることは、児童相談所も相談者にとっても支援の選

ソーシャルネットワークを使った支援方法が行われ

択肢や可能性が広がります。

ていきました。そういったところも大変、民間団体
は細やかで自由であったと思います。

また「育てられない」のか、あるいは「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

また、
医療機関との調整です。病院ごとに受けとめ

のこれからについて真剣に考えてもらう機会となり

方がさまざまでした。今回は新生児委託ということ

得ます。非常に分かりにくい文章かもしれませんけ

で、退院時に養親に子どもを渡す方向性がありまし

れども、実親が子どもの成長を、生む前に真剣に、

たが、
病院の倫理委員会の中で判断が待たれました。

この短い期間の中で考えるという経過を見ました。

また、妊娠中にもし出産をして、子どもには会わな

また、私たち児童相談所の側からしましても、通常

い、
母乳も飲ませない。そういった実母の意向が入院

ならば一旦、乳児院に一時保護し、親の同意を待

中に翻意される可能性もあります。そういったとき

ち、なかなか来ない親の接点を取り計らっていく。

に、その対応を誰がどう判断して助言をしていくの

こういったことが事前に、安定したこういった養育

か。そういったことも病院と事細かに調整をしまし

環境の中でこの子どもに与えることができるのであ

た。
また、
母子分離は基本的にはできないという病院

れば、それはとても望ましいことなのではないかと

側のスタッフとの意見の対立もありました。

実感したところです。ただ、関わっていく中では子

さて、実施してみての収穫となったことです。

どもの親を選ぶということに対する精神的な負担も

１つには、
やはり特別養子縁組は、これらのことを

当然ありましたし、実親の喪失感にどこまで寄り添

超えてきましたが、やはり新生児委託が望ましい。こ

えるのか。また、養育される親への支援の継続性を

のことに実感を持てたことです。新生児期の濃密な

どうしていったら良いのか。迷いながらでの支援で

親としての関わりを超えることで愛着関係を密に築

あったことも事実です。
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結びの言葉となりますが、選択肢の一つとして、子

う考えるかということ、決して低年齢の子に限定す

どもが早い時期に、安定した環境を持てるのであれ

るとか、要するにリーガルパーマネンシーと言われ

ば、
それは何よりも望ましいことであると考えます。

る法的な安定というものはあらゆる子どもに保障さ

以上、私から発表を終えさせていただきます。あ

れなければならないと思います。現実、長期里親さ

りがとうございました。

んの中に養子縁組的の、代替的な役割をしている方
はおられるかと思います。そういうことからします

高場氏

では、続きまして、日本女子大学人間社会

と、日本ではリーガルパーマネンシーという法的安

学部教授の林浩康先生より、児童相談所における特

定に基づいた家庭養護を、先ほど家庭的という言い

別養子縁組の取組について御講演をいただきます。

方がありましたが、家庭養護です。家庭養護をあら

簡単に、林先生について御紹介申し上げます。

ゆる子どもに保障していくという意識は希薄である

現在、日本女子大学人間社会学部社会福祉学科教

ということが言えるかと思います。それは日本独特

授の他、社会保障審議会児童部会委員、また、川崎

のいろいろな事情がある、実親さんの事情がある、

市・東京都の児童福祉審議会委員をお務めされてお

あるいは何よりも違うのは、親権への介入のあり方

ります。

が諸外国と比べて違うということだと思います。

平成 26 年度から２カ年にわたりまして、厚生労

今日は、ここでは主に新生児の委託、あるいは乳

働省の補助を受けて行われている「国内外における

児委託ぐらいに限定してお話ししますけれども、決

養子縁組の現状と子どものウエルビーイングを考慮

して養子縁組というものがそういう子どもたちだけ

したその実践手続きのあり方に関する研究」の研究

にあるものではないという御確認をお願いしたいと

代表を務めていらっしゃいます。

思います。

この研究のテーマの中には、児童相談所における

それから、先ほどのお話にも、特別養子縁組に着目

養子縁組調査研究と、民間機関における養子縁組調

するということを考えるならば、社会的養護の一選

査研究などがあります。皆様のお手元に配付してご

択肢という認識すべきですが、現実には委託後の関

ざいます水色の表紙の冊子が平成 26 年度における

与は極めて難しい。多くの児童相談所では登録を抹

研究報告書です。今回、この研究結果とそこから得

消されるという実態もあるかと思います。児相とし

られた考察を中心に先生にお話しいただきたいと思

て関わる根拠というものが非常に希薄になっていく

います。

現実の中で、養子縁組里親から縁組が成立した後の

それでは、林先生、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

支援の根拠がなかなか具体化しない、日本の社会的
養護の一選択肢であるという認識は持ちながらも、
実態としては非常に難しいということがあるかと思

林 浩康氏

どうぞよろし

います。

くお願いいたします。限

諸外国の中でも、アメリカとイギリスなどは養子

られた時間ですので、ち

縁組を極度に進めている国の代表であると思いま

ょっとスピーディーに進

す。ただ、オセアニア、ニュージーランドとかオー

行するかと思いますが、

ストラリアとか西ヨーロッパとか北欧あたりはどち

御了解のほどをお願いい

らかというと長期里親さんというものもかなりいま

たします。

すし、グループホームでの長期委託というものも結

先ほどお話しいただいたパワーポイントのレジュ
メをご覧ください。

構ある。家庭的養護の長期委託というものも結構あ
ります。アメリカではリーガルパーマネンシーが子

最初の紹介の段階で、予期せぬ妊娠をした親とい

どもの所属感を非常に高める、あるいは自尊心を高

うところからスタートされている。それで、特別養

めると言われています。長期里親委託をされた子

子縁組に関しても、新生児委託あたりに焦点化しな

と、養子縁組をされた子との比較調査などによりま

がらお話ししてくださいという要請がございました。

すと、もう明確に出ているわけですよ。そういうこ

それで、本来的に養子縁組、普通養子も含めてど
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それから、社会的養護に位置づけられるならば、

縁組が平成 25 年度に成立した子どもの個別の内容

社会的なコストの負担もしましょうということで、

を調査いたしました。これに関しましては、今日は

幾つかの州では縁組後に対しても、経済的な支援も

時間的な余裕がありませんので、割愛させていただ

している。それぐらいしないと、社会的養護といっ

きます。今日は全体票結果を中心にお話しさせてい

てもなかなか実態化しないということがあるかと思

ただきます。

います。

まず、103 ページの４．の①というところからご

特別養子縁組に関してはやはり６歳、７歳という

覧ください。常勤専任を置いている児童相談所が約

年齢制限の根拠が何なのかというのは非常に不明確

３割弱で、これにすぎないという言い方をしました

な部分があるかと思います。特別養子縁組は新生児

が、児相の方にとったら結構３割弱も置いているの

委託が望ましいというニュアンスで言われてもいま

かという捉え方もあるかと思うのですが、いろいろ

す。出産前から育てる意思のない親に対しては、で

な組み合わせがあります。比較的といっても 16.2%

きるだけ特別養子縁組が望ましいということかと思

なのですが、常勤兼務１人プラス非常勤の専任とい

うのですが、特別養子縁組を含めて、普通養子も含

う、里親委託推進員みたいな方と常勤の兼任をして

めて、どう子どもにリーガルパーマネンシーを保障

いる方の組み合わせが比較的多かった。

していくかということが今後問われていく必要が

それから、104 ページの方を見ていただきますと、

あって、どうしても低年齢の子に限定化している、

これは参照ということで書いたのですが、養子縁組

この現実の実態ということに対する疑問を持つとい

を前提とした委託数が最も多かった市というものは

うことも必要ではないかなと思います。

19 件です。全体で 280 ぐらいの養子縁組里親委託

それで、私のレジュメの、この冊子の方にありま
す 103 ページからご覧ください。

件数があるのですが、そのうちの 19 件です。単純
に平均しますと、各児相 1.4 件ということの中で 19

これに関しては、昨年度の調査報告書の中の 29

件から、最低は０です。４割弱ぐらいが０なのです

ページから出ております。これを要約したものがこ

が、そういう中で 19 件、これは大阪市です。御存

の 103 ページからのレジュメになります。

じのように、家庭養護促進協会に養子縁組に関して

我々の調査というものは「１．本調査研究につい

は全ケース、家庭養護促進協会に委託されておりま

て」というところの上から４行目の後ろの方に①～

す。280 万円ぐらいの予算の中で養子縁組を 19 件

④の調査内容が書かれております。１つ目が児童相

しているという、非常にコストパフォーマンスの高

談所を対象にした養子縁組調査で、２つ目として民

い機関であると思います。

間機関です。約 20 弱ある、第２種社会福祉事業に

やはり民間機関というものは、児相と違ってノウ

位置づけられている民間機関に対する調査。それか

ハウの蓄積ができます。それで、縁組手続きをマニュ

ら、３番目として日本における国際養子縁組。これ

アル化するのは極めて難しい。家庭養護促進協会へ

は ISSJ ぐらいです。児相における国際養子という

行って、マニュアルをくださいと言うと、そんなも

ものは、昨年度の調査を今年したのですが、０件で

のはないと言われました。ですから、やはり経験が

した。96% の回答率の中で０件でしたので、ほと

ものを言うという部分が大きいかと思います。

んど児相においてはないかなと思います。それから、

それで、この大阪市は里親専任職員が４人、プラ

４つ目としてこれら８カ国の調査研究をしました。

ス非常勤が２人です。これはほとんど養育里親さん

今回は、この中の①に限定してということです。

の方に関わっているということです。それで、養子

そして「３．研究方法」のところで、全体票と個
人票というふうに分けています。

縁組里親に関しては家庭養護促進協会です。これだ
けの体制で 19 件です。ですから、本当に０の児相

全体票の対象は 207 カ所で、今は 208 カ所です。

が多いというのは納得できますね。それだけの体制

宇部に１つ、
児相が今年からオープンしていますが、

をとってもこういうレベルであるということですか

そこは対象外にしまして、207 カ所で 95.2% の回収

ら、非常に地域間格差とか児相間格差が大きい。そ

率という、非常に高い回答率を御協力のもとで得る

れ以外で民間に委託しているところはほとんどなく

ことができました。もう一つは、個人票です。養子

て、民間のあっせん機関というものは独自でやって
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いるから、児相とは関係のないところでやっている

カ所を対象に聞いたものですけれども、ほとんど合

ということかと思います。

同で行っているということです。それで今後、プラ

それから、次のところです。里親常勤専任を置い

スアルファでアドバンス型で養子縁組に特化した、

ている自治体では登録里親数が相対的に高かったと

真実告知などを中心とした研修などをやっていると

か、次のところは、里親認定のための審議会の開催

ころは多いかと思うのですが、今後、養子縁組に特

回数は最大 12 回から最小１回。これは私も関わっ

化した研修をどうしていくかということが大きな

ていまして、私が関わっているところは２つありま

テーマです。

すが、１つは年に２回ですけれども、ほとんど年に

ちなみに、先ほどの大阪市などですと、養子縁組

１回に等しいですよ。一方は２カ月に１回ですから、

里親希望者は１万円払って、３日間の養子縁組里親

年６回ぐらいやっていますよ。

の研修に出て、それは家庭養護促進協会が主催され

それでおもしろいのが、認定部会に出されてくる

ていますね。さんざん、退行とか赤ちゃん返りのす

書類の温度差の大きさにちょっとびっくりします。

さまじいショットをばあっと見せられて、そこでス

あるいは委員の人に２週間前から送ってくれるとこ

クリーニングをかけているとのことでした。

ろと、突然ぼんと当日に出されているところで、こ

それから、次に②には養子縁組前後の産みの親、

れは関東で同じ児相でありながら調査項目を出され

養親への配慮や対応、支援についてというところで

る内容の違いとか、認定部会の開催回数の違いとか、

す。以下からは下線部を中心にお話しさせていただ

手続の仕方の違いというものはお互いに児相であり

きたいと思います。

ながらも意外と、よそはそうなのですねということ

産みの親の同意というあたりは非常に慎重にして

で、
自治体独自の特殊事情もあるでしょうけれども、

いかなければならないことは御了解だと思うのです

調査項目などはかなり温度差があります。

が、今、赤ちゃん縁組と言われる新生児委託の現実

例えば３世代まで遡って養育歴を書くところもあ

は、何かよりどころになるものはいわゆる愛知方式

れば、本当に１世代だけで養育歴が終わっていると

というものですね。それはやはり出生前から、愛知

ころとか、非常に利己主義的に、例えば兄弟が欲し

県の場合は親の同意を得ているということだと思う

いとか、あるいは不妊治療が長かったり、喪失感が

のです。

強いとか、そういうことを一つの、例えば認定部会

ところが、家庭養護促進協会の中にも独自でやっ

の審査基準にするなど、そのあたりの記述なども非

ているケースなどもありまして、そのあたりを聞く

常に厚くされるけれども、一方はほとんど記述がな

と、基本は出産後の同意を基本原則とするというこ

いとか、そういうことが審査基準になるかどうかは

とです。やはり我々は、例えば赤ちゃん委託という

さておいて、やはりそういうところに児相として関

ことを考えるならば、出産前から同意を得て、養親

与していっているか、いっていないか、あるいはそ

候補者さんという者を確保しておいて、その養親候

ういうところに重要性を感じているか、感じていな

補者さんの心づもり、準備などもあるでしょうか

いかというところが非常に重要なところかなという

ら、出産前から決まっている。そういうあり方を絶

ふうにも思います。

対的によしとする日本の状況は、グローバルなスタ

それから、次のところです。養子縁組里親の登録
の仕方です。最も多かったのは、これは多分、研修

ンダードからしますと非常に逸脱している部分もあ
るということです。

をできるだけ受けていただくということの趣旨で

こういうあたりについては後ほどお話しします

「希望者により養子縁組希望里親のみ登録の場合と

が、やはり今後、新生児委託というものをどう考え

養育里親にも登録する場合がある」というのが７割

ていくかという根幹的なテーマです。どういうふう

で一番多くて、最後の養子縁組里親さんという登録

に養育者を引き継いでいくことが良いのか。これが

自体がなくて、全て養育里親に登録させるところも

今回の一つの一番重要なテーマとして認識していま

一方で１割弱ぐらいあるということです。

す。このあたりについては後ほどまたお話しさせて

やはり今後、養子縁組さんに特化した研修です。
次のところを見ていただくと、これは中央児相 69
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次の下線部のところです。養子縁組に対する同意

民間機関をどう作っていくかとか、どう連携して

と産みの親の支援で、６割弱の児相が、家庭裁判所

いくか。そこにどうお金をつけていって、あるいは

への養子縁組申立時に、産みの親の意思を再確認し

どうお互いに信頼を得るかというのはものすごく大

ているが、一方で、産みの親から一度確認できた。

きなハードルの高いことであると思います。どうし

これは多くが出産前です。確認しないところも３割

ていくのかというのは本当にこれからのことだと思

弱ぐらいあるという実態です。

います。そういう意味でこういう横須賀の取組とい

次をめくってください。２）のところです。65%

うものは非常に重要で、私は民間機関が養子縁組を

ぐらいの児相で、縁組後の成立後の支援。これは意

担っていくとか里親を担っていくというのは児相が

外と児相の人は、これだけやっているのだという見

できないからということではなくて、やはりそうし

方をされます。縁組後の支援を、登録抹消をする児

た文化を醸成していくといいますか、市民文化の形

相はやはり関わる根拠がないと言われますし、登録

成といいますか、新たな公共の形成という言葉があ

を抹消したところはサロンの情報提供ぐらいはする

りますけれども、児相という公にだけ里親や養子縁

というふうにおっしゃいますが、一方で結構、今は

組を委ねない。そういう文化作りに NPO とかその

インタビュー調査も同時並行でやっているのですけ

他の民間機関が関わるのはすごく大きいかと思いま

れども、基本、縁組後も登録を継続してもらうとこ

す。市民意識の形成ということだと思います。です

ろは多いです。それを養親さんの希望に基づくもの

から、児相ができないから民間機関に頼りましょう

と、絶対的に登録を継続させるというところと、２

というのは児相としても情けない話です。ですから、

つあります。

児相も充実させつつ、やはり民間機関の強みという

やはり登録を継続することで、
未委託の里親さんが
統計的に増えて困る。それが言われますが、それは統

ものをどう生かしていくか。そういう意識を児相と
して持てるか。

計処理上の問題でありまして、
また別の問題だと思う

やはり今、例えば各地方にある民間機関と連携し

のです。
九州などで積極的にやっておられるところな

ようと思ったら、まず児相とか主幹課が言われるに

どは、
縁組後も登録を原則継続して支援の対象として

は、どう指導していったら良いか分からないという

いくということも言われておりますので、
このあたり

言い方をされます。指導というスタンスで関わって

も児相として考えていただけたらと思います。

いる限りは、民間機関というものはなかなか関係形

③の、特別養子縁組とケース記録の保管と出自を
知る権利というところです。

成というものは難しいわけですよ。それは保護者対
応と一緒ですよ。対等な関係を結びつつ、どう同じ

特別養子縁組を前提とした新規委託というもの

土壌の中で養育プランを立てていくか、意思決定し

は、280 件ぐらいあるというふうに考えてください。

ていくかという土壌作りの中で、やはり指導という

養子縁組の成立件数というものは 260 件ぐらいとい

スタンスだけではなかなか関係形成はできません

うところです。それで、０件の児相が 35% ぐらい

し、近隣の民間機関に話を聞きますと、ものすごい

あるのだという実態です。そして、各児相を単純平

児相不信があるのですよ。それで、児相の方に言わ

均すると 1.4 件ぐらいな委託あるいは成立件数があ

せると、あんなに危なっかしいところと連携できな

るのだというところです。ところが、各児相ごとで

いと言われます。両サイドの話を聞かないと分かり

非常に温度差があるのだということです。

ませんし、あくまでも問題点というものはどんな深

そういう実態で、
果たして児相というものはそれの
専門機関として言えるのか。
どう考えても成功体験と

刻な問題点であっても、やはり一方的な見方である
側面も必ずある。

いうものをなかなか積めないですね。
悪循環といいま

そういう中で、どう指導するかではない、お互い

すか、ですから、なかなか進まないという実態もある

の強みを生かし合う土壌をお互いに持てるかという

かと思います。
私はやはり民間機関というものを作っ

のは、やはりサインズの手法、お互いの強みみたい

ていくことの方が現実的かなと思いますし、
諸外国で

なものをお互いに評価し合うとか、そうした実践な

養子縁組、アメリカとか多いのは、やはり圧倒的に民

ども考えていかないと、指導してやってやるとか、

間機関が多いということだと思います。

情報の提供といっても民間機関から児相への情報提

99

第５分科会

供だけしか考えないみたいな、そういう児相の姿勢

しょう。ただ、永年保存としたときに、こちらは民

ですとなかなか連携とか関係形成は実態として生産

間機関などが今、問題になっているのです。やはり

的にならないです。実践に結びついていかないかな

廃止になった場合にどういうふうにそれを引き継い

と思います。

でいくかとか、諸外国などですと、そういうものを

次の２）ですけれども、特養を申し立てた事例に

アーカビストみたいな記録保存の専門の職員さんが

ついて容認されたケースは、先ほど言いましたよう

いたり、そういう来所してきた子どもの対応も含め

に大体 260 ケースで、先ほど里親さんの場合は１児

て記録保存に関して業務を担っていくとか、そうい

相 1.4 件で、特養は１児相 1.6 件で、若干多くなる

うことが今後必要になってくるということもあるか

ということです。

と思います。

それから、６）です。棄児の場合を除き、産みの

それから、④のところなのですが、これは管外委

親の同意が得られないまま特養の申し立てをした事

託のことです。管外委託といっても、都道府県を超

例が 10 児相はあった。やはりいわゆる民法に基づ

えた管外委託などをやっているところも含めて調査

く悪意の遺棄といいますか、そうした範疇の中で捉

しています。

えられる。裁判所も認めるということです。それ

割と独自に管外委託というものの取組が、非常に

で、こういうケースにパーマネンシーの保障をして

先駆的な取組なども出てきているのです。やはり大

いく。普通養子を含めてこういうケースに、産みの

阪市の場合ですと、愛の手で毎日新聞に顔写真まで

親の同意が得られないというのは児相の口実のナン

出すわけですよ。それで、その情報でもって、なか

バーワンですね。その口実を、やはり産みの親の意

なか基本、40 歳の年の差というところを設けられ

思決定は常に揺り動いているもので、どんな人がど

ると、たまたま養親候補者さんが年齢規定に合わな

ういうふうに縁組の内容を説明して、あるいは縁組

かったということで、近隣の都道府県の児相に、90

するか。例えば自分で育てるか、揺らいでいる人に、

カ所ぐらいに現在の空き状況と未委託の養親候補者

こんな社会資源があるということを、市町村ごとの

さんがどれぐらいいるかということを調査されて、

サービスの種類とか、そんな情報提供内容によって

そして回答を得られた 90 カ所のうち 47 児相から回

大きく意思決定の内容は変わっていくわけですよ。

答がありまして、そういう児相とコンタクトをとっ

そういうことからしますと、産みの親の同意が得ら

て、そして委託に結びつけたということです。

れないことを口実でもって縁組を躊躇するという時

新生児の場合ですと、やはり丸ごと都道府県に投

代からどう次の時代に行くかが大きなテーマだと思

げていけるといいますか、ほとんど児相としての関

います。

わりもないわけですから、丸ごと都道府県、よその

次に、９）です。ですから、そうした中で申し立

管外委託した先の児相に支援を委ねていくというこ

てて、ほとんどが容認されている、成立していると

とかと思うのです。ただ、やはり乳児院に数年入所

いう実態です。

していたとか、養護施設に数年入所していて、そし

それから、次のところが１）で、ケース記録の保
存についてです。
これは大きなテーマだと思います。
永年保存は基本原則になるかと思います。今後多分、
国から何らかの養子縁組に関するガイドラインのよ
うなものができてくるかと思います。技術的な助言
なのですが、永年保存を原則とするということかと
思います。
やはり子どもの情報は性質的に、インターネット
サーバーに保存できるようなものではない。紙媒体
として保存していかなければならない。スペースが
といっても、年間のたかだかのケースですから、児
相としてその保存場所に困るということはないで
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里親さん、別の都道府県の里親さんのところに委託

子を例えば病院から直結、養親候補者さんにという

した場合は、長年のつき合いが児相としてあるわけ

のもある。そういうものは新生児委託と言わないの

ですから、
丸投げというわけにはいかないわけです。

かどうかとか、あるいは一時保護委託である里親さ

すると、やはりおたくとしてどれぐらいの訪問をし

んとか乳児院に１カ月ぐらい委託していて、そして

てくれますかというのが最初です。委託当初、どう

養親候補者さんにというのもかなりありますね。そ

しますかという話になっていきますと、なかなか訪

ういうものは新生児委託と言わないのかという、実

問自体も難しくなっていくという実情もあるかと思

は初年度、児相からいろいろな問い合わせがありま

います。

して、ちょっと混乱していました。

こういう管外委託を含めて、やはり民間機関とい

それで、あくまでもこれは児相が新生児の養子縁

うものは全国区で養親候補者さん、子どもの情報を

組委託というふうに捉えた、愛知県の方式を踏んだ

把握されているわけですよ。インターネットで検索

ということではないということです。このあたりを

すると一番に出てくるのはやはり民間機関でして、

今年度調査、後でお話しします調査の方で、実際に

児童相談所というものは出てこないわけですよ。で

養子縁組里親さんに委託した子どもの月齢を聞くと

すから、産みの親の方々もやはり一番直結するのは

いう調査を今年やって、その辺の確認を今年やりま

行政機関でない民間機関なわけです。そういう全国

した。ともかく、新生児の定義とか新生児養子縁組

から情報が集約されていく。養親さんももちろんそ

を実施という、その定義はちょっと曖昧なのですが、

うです。全国区でそういう情報を持っておられる民

そういうことを実施しない理由というものは、親の

間機関と、いわば自分のところの管轄下しか情報を

同意と子どもの発達状況の見極めです。同意と子ど

持っていない児相がお互いの強みを生かすといった

もの障害・疾病のアセスメントということかと思い

ときに、そうした強みというものは民間機関にある

ます。

わけですよ。

こういうあたりはすごく大切なことですし、重要

ですから、先ほど言いましたように、管外委託す

な言い分であるというふうにも思います。でも、一

るときに、よその都道府県の民間機関とも連携して

方で言い訳的な側面もあります。要は、どう関わっ

いくことが実は重要になってくるわけですけれど

ているかということも問われなければならない。こ

も、非常に難しい。ですから、このあたりは国など

のあたり、新生児委託といったときに、愛知県など

が養親候補者さんとかお子さんの情報を集約してい

は一応、養親候補者さんへの約束事の中に、たとえ

くようなシステムが何らかの形で必要になってくる

委託後、障害とか疾病が判明しても、絶対に子ども

ということかと思います。

を見捨てないことみたいなことを、誓約をとるわけ

こういうあたりは、やはり西ヨーロッパとか、ア
メリカなどは州単位と言われていましたけれども、

です。
法的な拘束力はさておいて、ほとんど私も、例え

ノウハウの蓄積があるということで、海外班の研究

ばインタビュー調査などをして、多分、今、障害児

の知見なども今年の報告書を見ていただくと、その

で養子縁組里親に委託されたケースはすごく希少、

あたり、どういうふうに全国区レベルの情報を集約

少ないとは思うのです。なおかつ、委託前から障害

するシステムを作っているか。聞くところによりま

とか疾病が分かっていたケースはもっと少ない。委

すと、イギリスなどは BAAF という養子縁組里親

託後判明したケースなどもかなりありますね。かな

協会という民間団体にそうした情報を、官、民、両

りといいますか、少数ではあるけれども、全国で見

方の情報を全部集約するような業務を委託している

ると十数ケースぐらいあったり、そうしたときに、

ことをここ数年やっているということを聞きまし

では、委託解除を申し出るかとか、養子縁組の解消

た。そういうシステムをどう考えていくかというこ

で揺れ動いたかといいますと、養親さんはそういう

とかと思います。

ものはほとんど、全く聞かないです。

それで、④の４つ目のポツ、この新生児の養子縁

ですから、やはりどういうふうに説明して、どう

組の捉え方もさまざまで、新生児は母子保健上 28

いうふうに納得して養親候補者さんが子どもを受け

日という規定があるのです。ただ、28 日を過ぎた

るかということであって、リスクというものは絶対
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に何年経ってもあり得ることです。ですから、こう

ることなのですが、先取りして申し上げますと、問

いうあたりの説明の仕方とか関わりのあり方が十分

題ないという結論に至りました。それは発達心理学

に問われなければならないことであって、そういう

の専門家４人に集まってもらってグループインタ

ことでもって委託を躊躇することは一方で問題があ

ビューしたのですが、子どもの識別能力というもの

るのではないかなというふうにも思います。

は生まれたときからある。例えばお乳のにおいとい

それから、⑤のところは自由回答で聞いたところ

うものは本当に生まれたときからあるのかと言われ

です。どういう連携をしているかということ。これ

ます。ただ、その子どもの識別能力と子どもが養育

はお読みいただきますと御理解いただけるかと思い

場所を変わった。その喪失感が引きずるかどうかと

ますので、
また各自お読みいただけたらと思います。

いう認識は分けて考えるべきであると思います。

最後の「５．考察・提言」というところです。
107 ページの下です。
先ほども申し上げましたように、子どものパーマ
ネンシー保障というものは法的な安定を含む。つま

ですから、おおよそ子どもに大きなダメージを与
えるぐらいな喪失感を与える別れというものは、お
およそ６カ月以降というふうに考えて良いのではな
いかということも言われています。

り、心理的な安定した親を提供することだけではな

次の下線部のところです。産みの親の意思決定に

くて、法律的に安定した家庭を保障することはどう

ついてです。説明内容や対応方法によって決定内容

いう子どもたちにとっても必要である。なおかつ、

は変わってきます。皆さん、どういうふうに養子縁

子どもの時間感覚を考慮してということです。です

組を説明しますか。特別養子縁組は法律上、親とし

から、０歳のときの６カ月と１歳のときの６カ月と

ての地位が失われますが、生物学的な関係性は生き

10 歳のときの６カ月というものはそれぞれ重みが

ていきます。また市町村単位のサービスの充実度に

違う。子どもの時間感覚というものはそういうこと

よっても大きく変わってくると思います。

であると思います。ですから、一刻も早くというこ
とがつくかと思います。
ただ、一刻も早く永続的に住める住みかを子ども
に提供すべきかどうかというのは意見が分かれると

それから、次の下線部で、養子縁組成立で、これ
は先ほど申し上げたことになるので飛ばします。
次の下線部で、認定のための審議会。これも先ほ
ど申し上げたところです。

ころです。先ほど、例えば北の方の児相ですけれど

次の下線部のところです。パーマネンシー保障を

も、積極的に新生児委託などに取り組もうとされて

考慮するということは、養子縁組が新生児の専売特

いる。しかし、例えば産院から直結して養親さんに

許ではないということです。ただ、養親候補者さん

送ることよりも、まず一時保護委託として、乳児院

の希望としては新生児が多いでしょうということで

ではなく里親さんを確保しておいて、そして、その

す。リーガルなパーマネンシーを保障していくとい

人は経験年数がないから、その里親さんで１カ月ぐ

う考え方は今後、やはり長期里親さんなども含めて

らいちょっと様子を見て、そして、養親候補者さん

考えていく。どんなに長くても２年を限度にという、

に委託するときに、この一時保護委託している一時

このあたりの監査システムを具体化していくのは非

保護委託専門のベテランの里親さんを含めて支援を

常に難しいでしょうけれども、特に乳児院などで１

提供していくということをされているのです。生ま

年を入所期間が過ぎるようなケースを洗い出してい

れて１カ月、ものすごく大事な時期に養育場所を３

くとか、そういう監査システムみたいなものが必要

カ所変わることが良いことなのか。あるいは子ども

である。

にとって発達上、その３カ所が問題なのか。産院か
ら一時保護委託、養親候補者という３カ所に移るこ
とが子どもにとって発達上問題のあることなのかど
うか。このあたりが今年の大きなテーマでした。

次の下線部は飛ばしまして、次の下線部も申し上
げたことです。
飛ばしまして、縁組後の支援。これは先ほど申し
上げましたように、65% はしている。それで、ど

結論からしますと、非常に、一部の人には反論が

ういうことをしているかといいますと、真実告知の

あるのですよ。３カ月で子どもの脳は確定するとい

仕方を、あるいはサロンの情報提供ということあた

う方がおられます。でも、後のところでもお話しす

りです。
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それで、この真実告知とか、恐らくオープンアド

次に、
管外委託のことも先ほど言及したところです。

プションみたいなものは現実、日本で実践すること

一応、資料１についての報告はこれぐらいにして、

は考えられていない。今後、行きつくところはそう

あとは急いで、こちらの方です。別刷りで、これは

いうところかなとも思うのです。養親候補者さんと

非公開ですので、ここだけの資料として、できれば

生物学上のつながりのある子どもがどういう形で、

報告書が出る３月まで内密にお願いします。

ここはやはり何らかの専門機関の介入ということを

最初のこれは、今年は新生児委託に限定して、で

考えつつ、手紙の交流なども含めてオープンに考え

すから、前年度調査で新生児委託という捉え方が非

ていくのが先進国の状況です。ただ、日本でそこま

常に曖昧な中で調査したもので、もうちょっと新生

でやって行くのは極めて難しいことかと思います。

児委託というものを明確にならないかということ

ですから、
最初の養親候補者さんの約束事の一つに、

で、新生児乳児委託の実態。それから、国際養子縁

縁組を決心したならば二度と、子どもが成人するま

組の実態。あるいは、障害児委託の実態。この３つ

で会わないという約束を書面上交わすところが多い

をテーマに全体票というところを調査しました。

かと思います。

それで、個人票というもので新生児委託、つまり、

オープンアドプションは物理的に会うということ

ここで言う新生児委託というものは 28 日未満に産

だけではなくて、手紙の交流とかメールでのやりと

院から直接、養親候補者さんに委託されたケースで

りなども含めてです。ただ、交流はしないとして

す。それが 69 ケースあったのですが、そのうち回

も、産みの親の情報をどう記録として残していくか

答の得られた 67 ケースについてのもうちょっと詳

とか、生まれたときの写真とか手紙を出してくださ

細な実態調査を個人票によってお願いしました。

いということを産みの親に約束事として提示してい

調査結果のところをご覧ください。

るという児相などもあります。

１歳未満に委託された年齢別の分布というもの

ある自治体の児相などは、例えばこういう書面で

が、この表１と下の図です。ご覧のように、142 の

８個ぐらい事項があるのですが、例えば何々ちゃん

うち 69 ですから、４分の１が０カ月委託になって

を妊娠したとき、どんな気持ちでしたかとか、それ

いるということです。こういう実態からも、やはり

を産みの親が記録として残していくとか、出産後の

実際の養子縁組の中の特別養子縁組、低年齢の中で

気持ちはとか、
名前の由来は。この名前というのは、

も本当に新生児。そういうところに非常に力点が置

35% が産みの親がつけているという、産みの親の希

かれている実態ということかと思います。

望を優先しているということです。65% は養親候

それから、次の２ページ目です。産院から養親候

補者さんの命名権を優先しているということです。

補者さんに直接、里親委託されたケースを持ってい

やはり名前の命名権というものは基本的に産みの

た児童相談所は 37 児相、２割弱です。68 件であっ

親であるべきかなと個人的には思います。
ただ、そうはいっても、やはり養親さんとして、

たということです。
それで、何故新生児委託かといいますと、これま

この 35% の児相の指導があったとしても、中には

で言い古されてきたことです。アタッチメント形成

改名を申し立てる里親さんがいるということも言わ

というあたりです。

れています。そこまでは強制できないので、非常に
難しさはあるということかと思います。一方で、命

それから、国際養子縁組は０件であったというこ
とです。

名を誰がするかということが大切ではなくて、真実

障害児委託の実態というものは、ほとんどない。

告知の過程で名前の由来をどういうふうに子どもに

委託された４事例についてはこういう実態でした。

伝えていくかということが大切であって、それが産

やはり障害児委託をどう考えていくかということで

みの親がつけたとか育ての親がつけたということが

す。ノーマライゼーション思想とか、あるいは障害

大事なことではないという意見もあります。非常に

者の分野で当たり前に言われていることが何故、な

悩ましいところです。

かなか子どもの場合に十分に普及しないのか。子ど

それから、次の下線です。特養のケースで、これ
は先ほど出ました。

もが家庭を持つ権利というものはあらゆる子どもに
あるわけです。でも現実、例えば手厚い医療ケアが
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必要な子どもとか、やはり乳児院、中には病院附属

次の下線のところです。国際養子縁組というもの

の乳児院。例えば日赤とか済生会であると思うので

は皆無であった。原則として当該国に養子縁組が見

すが、そういうところに委託されて当たり前である

つからない場合に限って国際養子を認める。これは

という認識で、地域でそれだけの手厚い医療的なケ

原則論であると思うのですが、この養子縁組先が見

アを保障していくという認識はほとんどないかと思

つからないものをどの範囲まで考えるのかというこ

います。

とを考えたときに、施設入所が長期化している子ど

ただ、障害者の分野で言えばそういう方向性にあ

もたち、なおかつ産みの親との交流が途絶えている

るわけで、やはり重篤な医療ケアが必要な子どもを

子どもたち。そういう子どもたちの養子縁組先とい

含めて、どういうふうに里親開拓をしていくか、あ

うものはどうなっているのだろうかということも問

るいはそういう支援体制を作っていくかというのは

われなければならない。

非常に重要なテーマかと思います。私は、里親さん

産院から直接、里親宅に引き取られたケースとい

のリクルートはやはり特化していかないとなかなか

うものが 37 児相 68 件あったわけですが、こういう

増えていかない。今後、子どものニーズに合わせて

あたりについて実際、詳細に見てみましょうという

里親さんのリクルートをしていくようなことなども

ものが次の５ページの個人票のところです。

必要かと思います。

そこは大体読んでいただけたら分かることかと思

読売新聞などは障害児の里親委託を特集されまし

いますが、５ページの下線のところです。縁組を希

たね。中には障害児だからこそ里親委託を受ける人

望した産みの親の状況というものは大体、未婚・婚

たちがいるのだなという実態なども記事から理解し

外子で、経済的に困窮していて、若年であるという

たのですが、そういうところにターゲットを合わせ

傾向があるということです。

てリクルートしていくことなどもしないとなかな
か、
障害児だからこそ乳児院へというふうになって、
だからこそ家庭というふうにならない問題がなかな
かクリアできない。
そういう実態を踏まえて、３ページ目の「考察」
というところです。
大体、前年度と同じように、新規に養子縁組され

こういう実態を踏まえて、先に「考察」というと
ころを見てください。７ページです。
養子縁組の同意に関して、出生前のみが 67 件中
16 件で、23.9% であった。さきに述べましたよう
に、出生前に同意を得るという実践のあり方につい
ては、グローバルなスタンダードからすると非常に
問題視されています。

た、養子縁組里親委託は 280 ケースぐらいで、相変

この間、オランダからハーグ条約の関係機関の方

わらず０件の児相がちょっと増えて 44.1% ですか

の話を聞きますと、親の同意をとる機関と、それか

ら、１年の中でちょっと増えたのです。それで 260

ら、マッチングする機関が同じなのも当事者にとっ

〜 270 件ぐらい成立しているということです。それ

ては不公平で、つまりマッチングを前提に、産みの

で０カ月というものが多い。

親の立場としては養子縁組機関ということでもって

次の４ページで、３ページの一番下の行から、出

関わってくるわけです。でも、民間のあっせん機関

産後１カ月を経過した後、極端にケース数が減少し

がどれだけ中立的に、自分で育てるという状況など

ていく。こうした背景を詳細に把握する必要がある

も想定しながら中立的な立場で情報提供していき、

が、乳児院委託後、産みの親の意向もあり、縁組に

そして、本来的にはマッチングというものは別機関

積極的に取り組めない状況なども予測できる。しか

がすべきであるとまで言われています。ただ、そこ

しながら、こうした子どもの中には、児童養護施設

までなかなかすることは難しい現実もあるかと思い

へ措置変更され、
家庭復帰も里親委託も困難となり、

ます。

永続的に施設で暮らすことを強いられる者も存在す

ただ、押さえておかなければならないのは、それぐ

る。それで、先ほども申し上げましたように、どん

らい養子縁組のマッチングを担っている機関が産み

なに長くても２年ぐらいでしょう。なかなか日本で

の親に関わっていくときに、スタート時点から誘導

は１割ぐらいの子どもたちが 10 年以上、施設入所

しているのだということを前提に、やはり産みの親

を強いられるという実態があるかと思います。

のみずから育てる権利というものにどれだけ自覚を
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置くか。これは実践を積み重ねている機関が常々言

今年度調査報告書を是非 13 カ所の、この（１）～（11）

われているところです。ただ、やはり現実の民間機関

の項目について見ていただけたらと思います。

としては、そういうところに寄り添えば寄り添うほ

先ほど、新生児を一時保護委託でクッションを置

ど自分たちの持ち出しが大きくなっていくといいま

くという実践の賛否両論があるのだという話をしま

すか、そういうところで都道府県を含めて財政的な

したが、福岡市などは割と積極的に取り組んでおら

支援を国と都道府県がどうやっていくかということ

れるのです。愛知方式と違ったやり方で、ただ、イ

は別建てで考えていかないことかと思います。

ンタビュー調査などで言いますと、そういうものを

命名に関しては、先ほど言いましたように、35%

置くことによって、１カ月とか２カ月、３カ月とい

ぐらいが産みの親、65% が養親さんということです。

うすごく大事な期間に養親候補者さんが育てられな

これに関して、ちょっと訂正を、次の約束事とい

かったという残念さがある。これはすごく意見の分

うところです。約束事としてというところは訂正を

かれるところです。先ほど言いましたように、そこ

入れさせていただきました。
「考察」はまだ私が書

で育ったということは子どもにとって発達上問題な

いているところで、ちょっと揺らぎながら書いてい

いとしても、養親候補者さんに新生児の段階から来

ます。それで、重要なところなので、今日の訂正を

るのと、やはり数カ月たってくるのと、養親さんの

入れていただいたもので「このように」という、こ

思い入れが変わってくるという印象を受けます。

ちらの方を見てください。

でも、そういうものは私は挽回できるもので、か

「このように交流を制限する児童相談所が多い一

えってそういう一時保護委託先とつながっていける

方で、真実告知等の過程においてその材料となる写

ということは強みになる場合もあるのかなとか、非

真や子どもへの手紙等の提供を求めるといったこと

常にこのあたりは難しいところです。ただ、やはり

がなされている児童相談所は相対的に少数であるこ

あえて経験させない、数カ月クッションを置くとい

とが理解できる。後にある児童相談所へのインタ

うことで感激度、その関係のありようが変化するこ

ビュー調査結果にも、産みの親に関する情報を整理

とも考えられこのあたりは非常に難しいところだな

した用紙を独自に作成し、養親候補者に手渡してい

と思います。

るという児童相談所もあった。産みの親に関する情
報収集に努め、養育の引き継ぎの際、次の養育者に

次のところが、グループインタビューということ
で申し上げていたことです。

それらを伝えていく、あるいは手渡していくことの

この４人の方です。遠藤先生、久保田先生、近藤

認識が重要であるといえる」と修正してみました。

先生、増沢先生で、この４人の方々に以下の質問項

次のところが、実際、相対的に養子縁組里親委託

目をぶつけてみました。

ケース数の多かった自治体を選んで、13 カ所、イ

アタッチメント関係形成の対象となる要件。どう

ンタビュー調査を行いました。インタビュー調査の

いう要件をクリアした人物がアタッチメントの関係

調査項目は、以下の（１）～（11）です。

形成の要素になるのか。これは情緒的に関わってい

これについては後ですでに終了した６カ所につい
て言及します。

るとか、そういうことなのですが、要は親だけでは
ないのだということをここで証明したかったので

各児相でやられていることが近隣の都道府県に共

す。保育士だってなり得るのだとか、保育所の先生

有していないといいますか、そういうことは、うち

だってなり得るのだとか、要するにソーシャルネッ

の自治体でもできるなという情報共有がされていな

トワーク論といいますか、産みの親だけとか育ての

かったり、間接的に私がインタビューで、よその自

親だけではないのだというアタッチメントの考え方

治体ではこういうことをやっていますということを

が今、主流を占めてきているのだ。でも、養子縁組

お話ししていますと、そうでしたかみたいな、やは

の世界とか里親の世界というものはどちらかといい

りどう縁組のあり方を情報共有していくことがすご

ますと里母子関係の大切さが相変わらず強調されて

く大切なことです。

いて、やはりこの半年は、１年は仕事をやめて育児

そういう意味で、このインタビュー調査というも

に専念しなさいという考え方がいまだに強いのでは

のは皆さんの参考にもなるかと思いますので、また

ないか。そういう疑問もあってこういう質問項目を
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作りました。
「
（２）新生児委託のあり方について」。出産直後、

あとはお読みください。
それで、この９ページの「近藤」と書いてある上

産みの親から養親候補者に養育を引き継ぐ際、考慮

のところです。「養親候補者の問題への対応」で、

しなければならないことというものはどんなことな

新生児委託を受ける養親候補者さんの中には大きな

のか。出産後、一定の環境が保障された場所で一時

喪失感というもの、中には死産という経験をした人

的に養育される場合、その一定環境の構成要件は、

もいるでしょう。この死産を含めたり、あるいは不

ですから、これは乳児院というのも一括りでは言え

妊治療で我が子を得られなかったという喪失感で

ない。私は一昨年度、海外の里親の実情を調査しに

す。こういうものをどう捉えていくか。先ほど、例

フランスに行ったのですけれども、その中のパリな

えば審議会の調査項目の中にそういうあたりの記述

どはやはり乳児院があるのですが、非常に個別的な

が薄いところと厚いところがある。それで委員の中

対応を基本とされているということです。ですから、

には、こういう喪失感を持った人たちに委託しても

乳児院というものは一括りではない。要は、そうい

良いのかという意見もある。私は、そのあたりはす

う個別的・応答的な環境が保障されれば、子どもと

ごく重要なことかなと思うのです。例えば子どもに

いうものはアタッチメントの対象が変わったとして

兄弟が欲しかったという利己的な理由で里親を希望

も、それは子どもの強みになって、後々、生きてい

されることがあるが、そういう動機は問題があるか

けるのだということです。出産後、一定の場所で養

ら委託しないということではなくそういうことを自

育される場合、その一定の環境の構成要件というも

覚できるような関わりが児相としてできているかと

のはどういうことなのか。

いうことです。

そして、その一時的期間の臨界期みたいなもので

そういう喪失感を自己認識して、では、自分のそ

す。
６カ月、
４カ月なのか、５カ月なのかということ。

うした課題に対して、例えば心療内科に行くとか、

それから、施設養護からの委託のあり方というも

場合によったら考えられるかと思います。ですから、

のはどういうふうに考えたら良いのか。
以下はキー・センテンスとして、その４人の方々

そういう利己的な理由が悪いわけではなくて、そう
いう利己的な理由を自覚できるような研修を保障し

が発言された内容で印象的なものを鍵括弧で括りま

ていく。日本の里親の研修はすごく座学中心ですね。

した。非常に一つ一つの発言が重たいです。例えば

欧米やオセアニアに行くとグループワークで、自己

２つです。

覚知がテーマになるのです。ですから、自分史を作

１つ目です。
「不在であっても、いつ帰って来る

るとか、このときにつらかった思いをしたね。それ

のか予測可能であること」
。子どもがその規則性を

は今、子どもに反映しようと思っている自分という

理解しているということです。では、施設のシフト

ものを自覚するわけです。あるいは逆に、そういう

などはどう考えるか。これはやはり子どもの年齢に

つらかった思い出を思い出したがゆえに、養親にな

合わせた、複数の職員が関わる限界というものはあ

ることを諦めるケースなども出ています。そういう

るでしょうということが１つです。もう一つは、生

自己覚知を促す研修、あるいは対応をどうしていく

活基盤を共有する人たちが、これはパーマネンシー

かということです。

のところです。つまり、シフトというものは子ども

ですから、そういうことを、例えば久保田先生な

にとって予測可能です。ただし、誰一人として子ど

どは、下から２行目あたりから、失敗感、挫折感、

もと住居基盤を共有していない。ですから、生活基

喪失体験というものが非常に大事であると言ってお

盤を共有する、少なくとも一人というものが確保さ

られますけれども、10 ページの近藤先生の発言な

れた上で複数のシフトというものはあり得るという

どは、やはりそれがトラウマかどうか。でも、トラ

のが、この予測可能であること。

ウマかどうかというのはなかなか判断がつかないか

アタッチメントとは、危機的な状況で作用する仕

と思うのです。それは別に喪失体験とか失敗体験は

組みである。常に子どもと個別的な関係を持ってい

全てトラウマになるわけでないということを言われ

くものではないこと。

ているのです。

必ずしも１人がつきっきりでなければならない。
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精神分析を受けてくださいで、フランスなどはそう

治療を受けている人の立場を考えたときに、大切な

ですね。必ず養親候補者さんは精神分析を受けてく

ことなのですよということを含めて、今、産婦人科

ださいで、ですから、精神分析医という人と里親委

医の医師会などと通じて、やはりこういうあたりに

託が結びついていて、必ずそれを受けていただくと

認識を深めていただくような取組なども今、一緒に

いうことを、やはりフランスならではの実践だなと

メンバーの中に入っていただいてしております。

すごく感心させられたのですが、そういうあたりに
あまりにも日本は無頓着過ぎるのかな。

それから、11 ページのポツの下から２つ目です。
「４カ月は熟慮期間としては、まあ十分な時間では

マッチングは、やはりすごく積極的にやっている

ないか」
。今、実際、産みの親の意思決定権という

自治体などでもマッチングはどうされていますかと

ものは成立まで認められているわけですよ。ですか

言いますと、いや、申し込み順ですというところが

ら、長い場合ですと１年とか、おおよそのところ半

かなりあるのです。それも運命だよみたいな言い方

年ぐらいは認められている。それで、産みの親の意

です。ですから、ある程度、登録順で声をかけていっ

思決定権というものは大切ですけれども、６カ月も

てという、でも、声をかける人もある程度、ここで

１年も認められている国はない。ドイツなどは２週

スクリーニングしながら、基本的に表面的には申し

間と言っていました。それから、フランスなどは２

込み順だよと言われていますけれども、そこまで選

カ月ですが、アメリカなどは州によって違いはあり

ぶというプロセスなどもされているのでしょうが、

ますが、おおよそのところ２カ月。アメリカは、里

マッチングのノウハウは 10 年やって見えてくるみ

親委託の段階で親権自体を州が持っているわけです

たいなことを家庭養護の方が言われますので、それ

よ。ですから、里親委託の同意とか実親の同意は必

を児相が担っていくということはなかなか難しいこ

要ないわけですが、裁判所の決定です。ただ、養子

となので、申し込み順というのも一つ、何か縁とい

縁組機関と結びついて、養子縁組に同意サインをす

う、そこで調査していくプロセスの中でどういうふ

るときに、サインをした後、２カ月はそれを翻す権

うに見きわめていくかなということかなという、次

利を認めているということです。

元ですね。なかなか適切なマッチングという段階で
はないのではないだろうか。

ですから、海外の実情を踏まえたときに、養子縁
組あっせん法というものを一部の国会議員と研究者

養親候補者さんの弱みだけではなくて、強みの評

が一緒で作って、加除出版というところから出版さ

価も一緒にやっていきましょうとか、11 ページに

れていますが、あそこは３カ月というふうにしたわ

「島根モデル」という言葉があるのですが、養子縁

けです。それで一時保護委託を３カ月と規定したわ

組、児相などと産婦人科医が連携して、不妊治療は

けですね。そういう親の同意期間というものをどう

国なども助成は 40 歳で切りましたね。やはり実際

考えていくか。あるいはその間、子どもの養育場所

にそれが結実していく割合はものすごく低いわけで

をどう考えていくか。あるいは最初から養親候補者

すよ。ですから、早期からどういうふうに、不妊治

さんにそれを含めて委託をしていくというのが愛知

療を受けている人たちが違う選択肢をして、そうい

方式なのですが、そういうあり方をどう考えていく

うあたりに思いをはせていくかということを早い段

か。出産前からの同意をどう考えていくか。こうい

階からしっかりと知識を得て、また心の準備をして

うことを含めて、この熟慮期間というものを相対的

いくようなところを支えて、仮に不妊治療に挫折し

に考えていかなければならないと思います。

たとしても、そこでの心理的なダメージが少ない形
で前向きになれるということ。11 ページの下線の
下から４行目あたりに書かれています。

それから、12 ページのアタッチメントの考え方
です。
統合的な組織化というお話があったのですが、も

ですから、なかなかここは難しいところだと思う

う一つの考えとして、独立平行的。子どもというも

のですよ。やはり血のつながった我が子が欲しいた

のは、やはり独立平行的に、生まれたときからアタッ

めに産婦人科に来ているわけですから、場合によっ

チメントというものを形成していく。

たら産婦人科医の中には、こんな養子縁組のパンフ
レットは置かないでくれというところが多い。でも、

でも、次の 13 ページに久保田先生の、しかし、
アタッチメント形成上の課題を抱えるというお子さ
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んの場合、ここに書いてある退行とか試し行動に対
して、どれぐらい保育園の先生を含めて理解を促す

りでしょうということになる。
「考察」のところをご覧ください。

かということも必要である。ですから、子どもにとっ

下線の１つ目が、対象識別を伴うアタッチメント

て別の場所で育てられるということはすごく幸せな

行動は、ジョン・ボウルビィが考えたよりもずっと

ことであるけれども、やはり養育者同士が信頼関係

早くから行われているのだ。でも、特別に注意して

を得て、そして良い関係でつながっていることを子

おくべきことは、今、言いましたようなことです。

どもが自覚できて、そして、それが規則性があれば、

それで、14 ページの一番下の下線のところです。

子どもにとっては別の養育場所で育つことは大きな

生後３カ月段階で、既にアタッチメント対象の代替

強みになっていく。

が困難であるということは、もちろん個人差はある

やはり里親さんのレスパイトなどでも、里親さん

でしょうが、一般的に、やや言い過ぎであるような

の中には出身の養護施設とか、養護施設などでレス

気もします。これが養子あっせん法が出たときの大

パイトは考えられない。うちの子は絶対に行くのは

きな反発であったわけですけれども、そういうふう

嫌だと言っていますと言われる方もおられるのです

に言っています。

が、出身施設とつながるということは子どもに大切

15 ページで、同じようなことを私は、15 ページ

なことでありますし、そういうところでレスパイト

の３段落目の下線で、階層的組織化モデル論から、

を受けるのは子どもにとってものすごく重要なこと

統合的組織化モデル論や独立的組織化モデル論に移

でありますし、それは里親さんの思い込みではない

行する中で、これはアタッチメントの考え方です。

かなということを申し上げたこともあるのですが、

階層的な母子関係を基盤に考えていく。でも、そう

それはいきなりその施設にぽんとレスパイトを出す

ではなくて、母子関係だけではなくして、並行的に

のではなくて、やはり子どもとして里親さんと施設

保育士を考えていく。あるいは養護施設のレスパイ

の職員が仲の良い姿を見て、しゃべっている姿を見

ト先も考える。これが統合的組織化モデル論とか独

て、そして、良い関係なのだということを自覚でき

立的組織化モデル論というものですが、でも、相変

て、そして楽しいという体験を積めば子どもは施設

わらず縁組に関係する現場では階層的組織化モデル

が嫌だと言っていたのが喜んでいくようになるみた

論というものを、母子関係の大切さを強調する風潮

いなこともあるかと思います。

が高いのではないか。

ですから、養育者同士がどうつながっていくか。

こういうことを、その段落の一番下のところで『里

そして、養育の引き継ぎをどうしていくか。養育の

親と子ども』の第９号で「里親養育の社会化と養育

引き継ぎ手を切っていかない。そういう自覚をどう

観」というところで私は以下の文章を寄稿しました。

養親候補者さんを含めて持っていくかということは

これはまたお読みくださいということで『里親と子

非常に大きいことかと思います。本当に養親さんは

ども』の第９号は去年、2014 年に出ていて、この

切っていきますね。そういうことは親のエゴであっ

10 号がこの 10 月にもう既に出ております。

て、やはり子どもはつながる権利があるのだという
ことを含めて、どう自覚を促していくかということ
は大きなテーマかと思います。

時間をオーバーしましたが、一応ここで切らせて
いただきます。
どうも、御清聴ありがとうございました。

それから、14 ページの方です。先ほど申し上げ
ましたように、赤ちゃんというものは出産の時期か

高場氏

林先生、どうもありがとうございました。

ら対象の識別能力というものがあるのだ。でも、対

実態調査の御報告、それから、さまざまな視点か

象識別能力と対象の代替の困難性や不可能性という

らの御考察、ありがとうございます。では、ちょう

ものを分けて考えるべきであるということ。これは

どお時間となりましたので、これをもちまして第５

遠藤先生が言われているのです。ですから、それが

分科会を閉会とさせていただきます。

臨界期というものはおおよそ４カ月とか６カ月あた
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どうも、本日はありがとうございました。

全

体

会

15：40 〜 16：40

コーディネーター
パ

ネ

リ

ス

ト

オ ブ ザ ー バ ー

松原 康雄氏

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 第２分科会：増沢 高氏
第３分科会：北谷 尚也氏 第４分科会：髙橋 温氏
第５分科会：高場 利勝氏
田村

それでは、
よろしくお願いいたします。

悟氏 （厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課虐待防止対策室長）

虐待による重篤事例等検証委員会の委員を務めてい

午前中の分科会はそれぞれ皆さん御出席になられ

ただいた弁護士飯島奈津子先生と、ジャーナリスト

たか、この午後からの御参加ということだろうと思

の石川結貴さん、それから私の３名のシンポジスト

いますので、各分科会での議論の内容をこの最後の

で行いました。

全体会という場所で共有させていただきたいと思い
ます。

まず、横浜市の６歳女の子の事件、厚木市の男の
子の事件等、相次いで起きた事件によって、居所不

時間があれば、少し報告者からあるいは私や田村

明児童の問題が世間の注目を集めることになりまし

さんとのディスカッションの時間もとれたら良いな

たが、この２つの事例ですとか、石川先生が取材し

と考えております。

た事例の中から見えてきた居所不明児童に共通する

まず、第１分科会から御報告をいただきたいと思
います。横浜市田中こども青少年局長の方からお願
いいたします。

課題や対策について議論をいたしました。
まず最初に、私の方から横浜市の居所不明児童対
策に取り組むきっかけとなりました女の子の事件か
ら捉えた居所不明児童対策の課題と、庁内プロジェ

田中 博章氏

それでは、私の方から第１分科会の

御報告をさせていただきたいと思います。
第１分科会では「居所不明児童～支援が届かない
子どもの現状と課題～」をテーマに、横浜市の児童

クトによる関係部署間の連携のための仕組み作り、
それから要保護児童対策協議会を中心にした調査と
情報管理について説明をいたしました。
続いて、飯島先生からは横浜市と神奈川県の２つ
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の検証委員会の委員の立場から、居所不明の子ども

上の指導や注意が苦手で、支援の枠に押し込められ

の最善の利益を守るためのポイントとして、支援者

たくないという心理を持つなどのお話をいただきま

側が居所不明であることへの危機意識の欠如、就学

した。

時における踏み込んだ調査の欠如などの課題を指摘

支援する側として、対象者の生活やお金、経済状

され、要対協の活用ですとか、自治体間の情報共有

況を想像する力。その想像力からあと一歩踏み出す

が課題であることを提案されました。

行動力。常識や前例にとらわれない突破力が必要と

最後に石川先生は、社会とのつながりを持てない

いう御指摘をいただいたところです。

親と、社会に存在を認められない子どものテーマで

社会とのつながりを持てない親によって、その存

取材を通じて把握されてさまざまな事例を交えてお

在を認められている子どもを救い出し、子どもの命

話をいただいたところでございます。

と人権を守るための常識や前提にとらわれない柔軟

社会からの存在が認めらない子どもとなってし

な発想でつながれないをつなぐ関係にしていくため

まった居所不明児童については、教育、医療、福祉

の支援として何をすべきか。そして、それぞれの事例

の行政サービスを受けられない。貧困と孤独の中で

に真摯に向き合って対応していくことが必要である

虐待や不適切な生活環境におかれ、常に生命の危機

ことを確認して、シンポジウムを終えたところです。

にさらされていることなど、数々のリスクを背負っ

以上、第１分科会の報告です。

ているにも関わらず、行政の支援につながることが
できないため、リスクがある実態を把握されていな
いということです。

松原氏

田中局長、どうもありがとうございました。

日本の児童福祉法は国籍条項等を持っておりませ

３名のシンポジストからの提案内容を要約いたし

んので、18 歳未満であれば一定のサービスが届く

ますと、居所不明児童の所在や安全確認の具体的な

ようになっておりますが、この分科会で取り上げら

対策を講じていく必要があり、所在が不明であるこ

れたように、社会からの存在が認められない子ども

とへの危機意識を高め、義務教育である小学校入学

がいるとしたら、そこは児童福祉法がなかなか及ば

の時点を子どもの所在を社会的に網羅して確認して

ない領域になってしまいます。さまざまな理由で分

できるタイミングとして、踏み込んだ調査を行うべ

科会の中でも御議論があったようですけれども、つ

きという提案がありました。

ながらない、つながれない親たちがいるということ

自治体内では、要対協を活用して子どもの置かれ
ている状況、将来も想像して徹底した調査を行うこ
とが重要であると考えます。

は良く理解できるところです。
しかし、子どもの意見あるいは子どもの声を代弁
する存在として、関係機関がこれも分科会の中で出

そして、一方で転居を繰り返す児童の追跡はなか

た言葉を引用しますと、一歩踏み出す行動力があっ

なか容易ではなくて、複数の自治体間に分散する情

て、子どもを社会的に認められる存在として位置づ

報の一元化や情報提供のルール化などに対して、全

けて、必要な支援につなげていくということは、そ

国的な仕組みの構築を横浜市から提案させていただ

のつながらない、つながれない親、そのことに任せ

いております。

てしまってはできないことなのだろう。ただし、そ

最後に居所不明児童となる原因は社会や行政とつ

れではつながらない、つながれない親は放置して良

ながれない、つながらない親への支援の難しさに集

いかというと、そうでもないというところで、なか

約されます。このような養育者が経済的に不安定

なか現場では苦労をされていると思います。まずシ

だったり、家族や親族との断絶、社会性に乏しいな

ステムとして、そういう子どもがいるのだというこ

ど、複数の課題を抱える中で社会的孤立を深めて

とに気づき、そして、そういう子どもたちの存在を

いっています。

まさに認めていくようなことがあって、その先に何

石川先生からは、つながれない親は行政や支援者

ができるという議論になっていけば、今の日本の中

とコンタクトをとった経験がなく、自分のやってき

の児童福祉法というものも生きてくるのかと考えて

たことを責められることや一方的に善意や正論を押

おります。

しつけられたことへの戸惑いを感じていたり、生活
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まな面からの検討が必要なテーマでされていて、御

難しいということです。関係する機関に対して、分

苦労をそのまま議論の中で読み取ることができまし

かりやすい研修をすべきであるということから紙芝

た。ありがとうございました。

居を使って研修を行うなどの工夫をしてきました。

続いて、第２分科会でございます。子どもの虹情報
研修センターの増沢研修部長からお願いいたします。

その発展的な実践として、また、予防的な取組、
虐待の起きない地域づくりに向けた取組の一環とし
て、高校生に対して児童虐待の研修を実施したとい

増沢 高氏

子どもの虹情報研修センターの増沢で

す。よろしくお願いいたします。
第２分科会のテーマは「要保護児童対策地域協議
会～連携から協働へ“ご一緒に！”～」という言葉
を添えさせていただいているテーマです。

うことです。妊娠する前の市民への虐待予防という
ことで高校生を対象にしたということです。その方
法に工夫があり、それは演劇を通して子どもたちに
伝えていくというものでした。
子どもたちにしてみても、高校生２人、これは成

平成16 年に児童福祉法が改正されて、それまで要

人が演じるわけですけれども、高校生２人の間に妊

保護児童あるいは要支援児童は児童相談所が担う中

娠してしまった。さあどうしようというストーリー

心対象となって担っているという状況から、市町村

になるわけです。いろいろな登場人物がそこには出

もそれを担うと法改正されました。それを行ってい

てきます。産婦人科も出てきて、両親も出てきて、

くために、他機関協働のシステム要保護児童対策地

学校の先生も出てきてということで、高校生が思う

域協議会の設置の努力義務ということが法定化され

以上に関心を持ってその演劇を鑑賞されていたとい

て、それからもう10 年近く経つわけですが、この要

うことです。

保護児童対策地域協議会、略して要対協と呼んでい

高校生にとっても非常に身近で、関心の高いテー

るのですけれども、そこの実態はどうなっているか

マであったということがまず一つ。そして、そこの

といったところを見たときに、これは市町村によっ

演劇で高校生に伝えられるメッセージは、「とにか

てかなり格差が大きいということ。もちろんエリア

く頼ってほしい、「相談してほしい」ということを

もそれぞれ人口規模も違いますし、また、そこにいる

伝えたいということで、今、虐待死亡事例の検証報

職員の配置のあり方も相当違います。そういった中

告にもありますように、虐待で死亡するケースの半

で非常に幅に開きのある状況になっている。

数近くが０歳児。そのほとんどが妊娠期に受診して

また、
課題としては、要保護児童対策地域協議会を

いない、相談していないという方々が多いといった

作っていろいろな機関が協働して支援に当たらなけ

実態を踏まえた、非常に有効なメッセージを届けよ

ればいけないのですが、なかなかこの協働が上手く

うとする取組でした。

いかないという課題があります。特に聞こえてくる

そして、この演劇をして高校生にとっても非常に

のが、
学校との連携でありますとか、一番の要である

関心を持ってもらった背景に、演劇を行うときに伊

市町村と児童相談所の連携に課題があるということ

勢原市の職員だけでなくて、そこに児童相談所の職

で、その課題を踏まえて２種類の実践報告がされま

員、平塚児童相談所の職員の方が、学校の先生も交

した。１つは、伊勢原市の取組で、もう一つは鎌倉三

えていろいろな役柄を担ってもらったということが

浦児童相談所の取組の実践例です。

あります。

まず、伊勢原市の取組ですが、伊勢原市は神奈川

そういう形で演劇を構成し、実施したことで、参

県のちょうど中心に位置する人口約 10 万人の市で

加した職員同士のつながりが築かれ、連携の輪が広

すが、要対協の取組を始めていって、児童虐待対応

がっていったということです。高校生に受けたとか、

の様々な呼びかけを関係機関に研修等を実施しなが

分かってもらえたということで、このことの実感が

ら行ったところ、なかなか関係機関にそういった研

非常に重要だったようです。なかなかこういった協

修が届かないという実感があったということです。

働をとるときに書類上の机上の話し合い、難しい研

その背景には、この児童虐待を中心としたこの分野

修会、個別ケース検討会議、あるいは進行管理会議

の難しさ、いろいろな法律も急速に改正されていっ

などで初めて出会って、書類上のケースなどを見て、

ていく現状もあり、なかなか理解を得ていくことが

議論をしたときに、なかなかなつながることはでき
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にくい。協働の輪は生まれない。演劇を通して一緒

とかくこういうケースが増えてくると、どうして

に感動したり、一緒に笑ったり、それぞれの人間性

もルールを作ってここまでが市町村、ここからがと

も出し合いながら作り上げて行ったところに連携が

いう方向に行きがちです。ところが、報告をお聞き

築かれていった。これは非常に大事な視点ではない

して改めて思うことは、どちらがではなくて、ケー

かと思いました。
それが伊勢原市の実践の報告です。

スはそれぞれ児相にも市町村にも必要なものを両者

２つ目の報告が、鎌倉三浦児童相談所のされてい

から支援の手を伸ばすということが重要で、どちら

る鎌三チャレンジ、「鎌三」というのは鎌倉と「鎌」

のケースがという発想ではなくて、共にということ

と三浦の「三」で鎌三です。同行訪問モデルの実践

がとても大事だということです。実際、一緒に訪問

に関する報告です。

して家族の姿、子どもの姿を一緒に見たことで役割

これは今、市町村と児童相談所でケースが来たと

分担が非常に取り易くなったということです。

きに、そのケースは一体どちらが動くのだというこ

一方、どちらかが訪問してそれを書類にまとめて

とで、押しつけ合いがあったりということがまま起

話し合いをするよりも、ずっとスムーズにできるよ

きている。そういう中で、通報があったケースに対

うになったということで、その成果が報告されてい

して一緒に家庭訪問に行こうということです。

ました。

児 童 相 談 所 に 警 察 か ら 通 告 が 来 た 70% 以 上 の

以上が第２分科会の報告です。

ケースに対して、同行訪問を行っている。全ケース
のうちの約半数近くは同行訪問をしているといった
実践です。
この背景に、通報が来て児童相談所が動いても、

松原氏

ありがとうございました。

要対協という組織がだんだん劣化してまいります
と、代理出席が増えます。そのうち、代理出席もな

ケースは本当に多様なケースが来る中で、身近な地

くなり、欠席になります。今、第２分科会で御紹介

域の支援を必要としているケースが少なくないとい

をしていただいた２つの事例は、演劇などはそうで

うことが児相側の立場としてはある。それから、市

すけれども、直接のことではないことも含めて、一

町村として見ても、平成 16 年に法改正があって、

緒にやることの大切さ、そこで顔と名前だけではな

要保護児童や要支援ケースに関わるようになったと

くて、それぞれの役割分担をやった時の苦労もお互

はいえ、十分な児童相談体制というものが市の中で

いが分かるという形。同行訪問もそうです。一緒に

構築できていないということ。そういう中で、児相

訪ねてみて、そういう部分で実際的な連携のきっか

に依頼してもなかなか児相が動いてくれないという

けが日々作られている中に初めて、要対協が動き始

実態がある。そのような中で、まずは一緒に動いて

めているということが見えてきました。

みようということをスタンダードにして実践して

こうやって現場レベルでの個別支援のチーム会議

いったということです。市町側も、児童相談所の動

が動けば、一番親元となる要対協の全体会も活性化

きを学びながら、また自分たちの支援を届ける。そ

してくる。そういう循環になるのかと思ってお話を

ういった展開が可能になっていたという報告です。

聞かせていただきました。

鎌倉市から、その実践について御報告していただ
きました。具体的な動きの流れとしては児童相談所
から依頼があったときには同行訪問します。同時に
鎌倉市にケースが挙がってきて、これは保護を検討
した方がよさそうだということが想定されるケース
は必ず児相にオーダーを出して、一緒に訪問する。
そういった両者の約束の中で展開するわけです。こ
れにより鎌倉市としては実践を振り返る本当に良い
機会になって、OJT として力がついていったと同
時に、支援がスムーズに届けられるようになったと
いう成果を語られておられました。
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北谷 尚也氏

御報告申し上げます。

張なさいました。

第３分科会につきましては、プログラムでは 57

梅澤さんは保健師でいらっしゃいまして、虐待予

ページからが資料となります。テーマは「児童虐待

防の視点を持って日々業務に取り組んでおられると

対応における医療機関との円滑な連携について」で

いうことで、保健所、児童相談所、医療機関、そう

ございます。

いったそれぞれの日常的な関わり合いということも

初めに、パネリストの御紹介をさせていただきた

お話をいただく中で、他の職種、社会福祉職、助産

いのですが、５人いらっしゃいまして、川崎市こど

師あるいは心理職、こうした多職種での判断・検討

も家庭センターの相談調整担当の出路係長。

を組織的に行っている中で、とりわけ川崎区につき

川崎区保健福祉センター児童家庭課児童家庭相談
サポート担当の梅澤係長。

ましては、エリアの特徴として飛び込みの出産です
とか、若年出産。そうした現状がある中で、特定妊

私立川崎病院小児科医師、安藏部長。

婦の方が多いという点では、出産前からの早期の発

聖マリアンナ医科大学、向井法医学教授。

見あるいはフォローが必要。そういった強い視点か

最後に、横浜市立市民病院小児科、佐藤医長の皆

ら医療機関との連携は必須であり、予防的支援や関

さんです。
また、コーディネーターは川崎市こども家庭セン

係機関とのネットワーク作りの重要性をお伝えいた
だきました。

ターの児童精神科医師の中山部長がなさいました。

３人目の市立病院の医師であられる安藏さんから

パネリスト５人の方は、お二人が行政の職員。３

は、資料の方にも詳しい資料を載せていただいてお

人がお医者さんという医療機関からの立場というこ

りますけれども、病院からの虐待通告によって家族

とでお話をいただきました。

との信頼関係が崩壊した事例。そのお子さんの症例

各パネリストの話のポイントを少し申し上げたい

の詳しい点、あるいは御家族の方から虐待を疑った

と思います。恐れ入りますが、この後のお話を敬称

ことを謝罪しろといった形で崩壊したということな

をさんづけでさせていただきたいと思います。

ども詳しくお伝えをいただいておりました。

また、分科会の方をお聞きいただいた方々が 63

特に問題点として、虐待に関する国民の認識の不

人いらっしゃったということで、事前には 70 名を

足も挙げられるし、医療者としては敵になってしま

超えるお申し込みをいただいたということで、机を

うということで、医療が成り立たないということで

全部出して、椅子のみでお聞きいただくという場面

の不安。そうしたものも感じつつ、対応としては例

となりました。テーマへの御関心が非常に高いとい

えば通告のタイミングなどを逸しないためには、機

うことがうかがえました。

械的に早期に伝えるということもあるのではないか

初めに、出路さんですけれども、児童相談所の職

という御提案もありながら、最後に解決策のヒント

員として虐待の増加の現状、通告先としての医療機

となるのではないかということをおっしゃっていた

関、これについては割合がまだ少ないという現状を

のが、権威ある機関によるチェックリストの必要性。

踏まえて、１つは医療機関と児童相談所における

長寿番組のいわゆる印籠です。そうしたものの例も

ギャップ。具体的には、医療機関としては虐待と言

引かれながら、現場サイドとしての悩みの経験を話

えるかですとか、あるいは治療への影響。そういっ

してくださいました。

たことの不安な心配がある。

向井さんからは、大学附属病院の院内虐待防止委

また、児相としては、医療機関に通告先となって

員会、平成 11 年に作られた防止委員会の委員長を

もらえるのだろうかという不安な心配。こうしたこ

法医学者として長年務めてこられた視点でお話を

とをお話しいただいた中で、こうしたギャップを埋

いただきました。やはり医療機関と児童相談所の

めるためには、１つは子どもの最善の利益が最も大

ギャップ、特にお医者さんの方では、虐待について

切なことということで、それぞれの組織が連携のた

もちろん関心はあるけれども、判断に自信が持てな

めにのりしろ、くっつけるためののりしろを持っ

い。また、患者さんとお医者さんとの関係を保ちた

て取り組む必要があるのではないかというお話で、

いという意識がある。一方、院内虐待防止委員会の

ネットワーク作りへの取組の必要性ということも主

立場としては、少しでも疑ったら一旦は立ちどまら
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せる、知らせるということ。医療機関の受診という

どもの虐待の発見にとっては非常に重要な場である

ことが発覚の非常に大きな絶好の機会であるという

と思います。

ことを踏まえると、法医学者としては、医者との立

その中で、それぞれの方々が連携の難しさという

場とはまた別に、この子の命を心配しているのだと

ことを指摘されたのかなと思います。冒頭にありま

いう姿勢を崩さず、一歩も引かず、取り組んできた

したように、しかし、そののりしろをお互いが出す

というところで、対応されているというお話があり

ということの大切さということも確認できたのでは

ました。

ないかなと考えております。

法医学という立場からは、警察における解剖の現

今後ますますこの医療機関との連携というものは

状などについても言及していただいて、これについ

児童相談所のみならず、虐待対応に関わる機関、施

ては資料にも詳しくお載せいただいております。

設相互の連携という意味でも大切になってくるのか

最後に、医療人として求められる姿勢、虐待を疑う
姿勢と、立ち止まるという姿勢などの重要性は再度
おっしゃっておられたことが印象的でございました。

なと考えております。
それでは、第４分科会になります。新横浜法律事
務所の髙橋弁護士よりお願いいたします。

最後になりますけれども、佐藤さんからは横浜市
の児童虐待防止医療ネットワークの取組についてお

髙橋 温氏

話をいただきました。

ます。資料は 85 ページからになります。

第４分科会の御報告をさせていただき

横浜市のネットワークの立ち上げについては、小

第４分科会は「高年齢児童への自立支援～虐待の

児救急体制を確立させるということをきっかけとさ

連鎖を断つために～」というタイトルで開催されま

せたということで、小児拠点病院、具体的には 24

した。コーディネーターは相模原市児童相談所長の

時間体制で救急を受け入れる。あるいは 11 人以上

鳥谷明さん。パネリストに私と鈴木寛子さんと久保

の常勤ドクターを置くといった体制整備の中で、こ

田啓仁さんという３人で行われました。

の拠点病院が協力をして、児童虐待の防止に取り組
もうということで動かれているということです。

最初に、私の方から子どもセンターてんぽという
NPO でやっている活動の御紹介をさせていただき

とりわけ、定例会ですとか、勉強会などの現状の

ました。基調講演を御講演された松原先生が実は副

取組を踏まえて、ネットワークを平成 25 年から進

理事長をやっていただいている NPO 団体なのです

めてこられたのですけれども、やはり課題を感じて

が、活動は大きく言うと３つをやっていまして、１

おられる。具体的には、施設間のレベルの違い、そ

つが子どもシェルター、２つ目が居場所のない子ど

ういったものを平準化する必要性であったり、ある

もの電話相談事業、３つ目が自立援助ホームと、施

いは小児科以外の診療科との連携。共通したお話が

設を２つと電話相談をやっているところなのです。

安藏さんから出ましたけれども、スクリーニング

活動のきっかけになったシェルター立ち上げの理由

シートを求められているのではないか。あるいはそ

について、法律上の課題、少年事件などの少年の帰

の作成にも現在、取組中であるということで、資料

住先、児童相談所の一時保護所の課題などのお話を

には出ていないのですが、今、実際に作成しておら

させていただきました。

れるリアルタイムのお話などもくださいました。

それから、自立援助ホームとシェルターという同

今、ネットワークそのものは立ち上げて２年とい

じぐらいの年齢の子どもを対象にして、同じぐらい

うことですけれども、今後医療機関としても社会の

の規模の施設をやっているのですが、何が違うのか

一員として連携を模索していきたいという医療の貢

ということを御説明をさせていただきました。シェ

献の必要性を訴えて、締めくくられました。

ルターはまず逃げてくる場所なので、虐待環境から

第３分科会からは以上でございます。

逃げてくるので、親権者との間で緊張関係が続いて
いる。そのために施設の性格として必ず秘匿をしな

松原氏

ありがとうございました。

医療の場というのは、本当にさまざまな子どもた
ちが大勢あらわれる場所ですから、教育と一緒で子
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これに対して、自立援助ホームというのは、働き

かの理由があって 18 歳もしくは 18 歳から延長して、

に行ってお金を貯めて、アパート暮らしをする資金

19 歳とかで措置を一回切った後に、そこで失敗し

ができたら自立をするためにいるところなので、入

た子どもにもう一度児童福祉法上の措置はできない

所期間も長いですし、地域との連携をとりながら施

のかという問題提起になります。

設を運営していくということができるというお話を
させていただきました。
その上で、それぞれのシェルターと自立援助ホー
ムについて、具体的なケースの御紹介を簡単にさせ

４点目として、経済的な支援の充実ということを
お話をさせていました。
その次、３番目に久保田啓仁さんにお話をいただ
きました。

ていただいた上で、最後に支援に当たって大切にし

久保田さんは相模原市就職支援センターのセン

ていることとして、子ども自身の選択を尊重するこ

ター長さんとしてお話をいただいたのですけれど

と、関係機関との連携協力をすること、子どもが望

も、相模原市就職支援センターの活動の概要ですと

む限り見捨てないということをお話をさせていただ

か、支援対象者についてお話をいただいた上で、ハ

きました。

ローワークさんとの違いですとか連携というお話を

お二人目に、相模原市さがみの里親会の鈴木さん

していただきました。

のお話をいだたきました。鈴木さんはこれまで 30

久保田さんのお話の中で私はいろいろ感じるとこ

人の子どもたちを養育されてきて、現在も３人の委

ろもあったのですけれども、就職をしてやめてし

託を受けて養育をされているという方です。

まっても、それは失敗ではないんだよということを

15 歳のときに里親委託をされて、現在大学３年

子どもにも説明をしている。１回就職してやめて、

生になっているお子さんのケースを具体的な事例と

２回目就職してやめて、３回目就職してやめれば、

して御紹介をいただきました。鈴木さんはとても落

３つ経験すると、何が自分にとって良くて何が自分

ちついた語り口で静かに淡々とお話をされているの

にとってしんどかったかということはだんだん分

ですけれども、まさに里親さんの養育というのがそ

かっていくので、次はだんだん自分の適正に合って

ういう積み重ね、静かな中での日常の積み重ねをし

いるものが選べるようになるのだから、やめること

ていく、生活をともにすることによって支援をして

はだめなことではないのだというお話をされていた

いくということをすごく感じさせるお話だった思い

のが印象的です。

ます。

就職後、現実に就職をした後に続けて企業の方と

この子の生い立ちとか経緯は資料に書いてあるの

情報共有をしたり、支援をしていくということをと

ですけれども、無事に今、大学生になり、今、現実

ても大事にされていて、久保田さんの言葉で言う伴

に委託されている子どもたちとの関係で彼が先輩と

走型の支援を非常に大切にされていました。

しての良いアドバイスをしてくれたりということを
経験されていらっしゃいます。
このケースを通じて、鈴木さんの方から具体的な

就労準備事業ともう一つ、生活困窮者自立支援制
度に基づく事業と２つのことをやられているのです
が、就労準備事業について日常生活自立、社会生活自

御提案を何点かいただきました。１点目が、措置延

立、経済的自立についてお話をしていただきました。

長をより積極的に活用していただきたいということ

その後に、18 歳の女性の現実のケースの御紹介

です。２点目が、より多くの支援機関との連携をし

をいただきました。久保田さんはとても明るい方で

たいということです。３点目が、委託解除後の再措

話も明るいお話の仕方で、この 18 歳の子のケース

置をということです。

のときにもモチベーションのために社長に対応して

この再措置ということだけ少し御説明をさせてい

もらって、ベンツに乗せてもらって、それで社会生

ただくと、措置延長というのは 18 歳になるまでの

活上就職して車の運転とか楽しいことを目標にして

間に児童相談所なりが関わって、児童福祉施設です

支援をしていくということをすごく大事にしていま

とか里親さんに行った場合に、18 歳を超えても続

すというお話をいただいたのが印象的でした。

けていくというのが措置延長の意味なのですけれど

３人の話の中で共通することが３点出てきていま

も、再措置とここでおっしゃられているのは、何ら

す。１つは、
18 歳を超えた支援の必要性です。これは
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先ほどの基調講演にも出ていましたが、少し踏み込

は、そのとおりだろうと思いますし、今私どもがやっ

んだところで言うと、18 歳から20 歳の問題は確かに

ている専門委員会の中でもこのことは意識して、検

あるのですが、松原先生のお話にもあったのですけ

討しなければいけないなと改めて思いました。あり

れども、成人年齢が18 歳になれば何もかもハッピー

がとうございます。

エンドで終わるのかといったら、そんなことは絶対
にないのであって、支援の必要な子どもは成人年齢

続いて、第５分科会になります。横須賀市児童相
談所の高場所長よりお願いいたします。

だから切れるということは少なくとも現実はそうで
はないだろう。
先ほどお話が出ていましたが、子・若

高場 利勝氏

法の対象は０歳から30 代とはっきり言われている

した第５分科会の報告をさせていただきます。

わけですから、ここはこの機会に児童福祉もしくは
子・若法、
どちらの制度でやるのか別として、高年齢

それでは、横須賀市が担当いたしま

本分科会は「児童相談所における特別養子縁組へ
の取組」というテーマで行いました。

児童の自立支援といったときに、
20 代に突入しても

その目的としましては、冊子の 98 ページに記載

思い切った支援をしていくということは必要なので

してありますとおり、虐待の連鎖を絶って、パーマ

はないかということが感じられました。

ネンシーを保障し、あわせて家庭で育つ権利も実現

２つ目の共通点としては、個別支援です。久保田

する特別養子縁組について、皆様に考える場を提供

さんのお話にある伴走型もそうですし、鈴木さんが

するということですが、もう少し申し上げさせてい

実践されている里親の家庭での養育はまさに個別支

ただければ、特別養子縁組制度に対して、我々児童

援です。我々シェルターや自立援助ホームでも個別

相談所がもっと関わって良いのではないかと、むし

支援をすごく大事にしています。10 代後半の子ど

ろ推進していくべきではないかという思いが私ども

もたちを支えるというのは、個別支援が不可欠だろ

横須賀市児相にございまして、皆様に是非そのあた

うということです。

りをお考えいただきたいということで、このテーマ

３つ目は、自立支援に対する直接給付の必要性で
す。分かりやすいところで言えば、高等教育の費用。

をセッティングさせていただきました。
分科会の進め方ですが、他の分科会は全てパネル

大学や専門学校の費用をどういう形で子どもたちに

ディスカッション形式をとられていますが、我々第

保証していくのか。学費がこんなに高くて直接給付

５分科会は講演会形式という形で進めさせていただ

の奨学金がない国というのは日本ぐらいで珍しいの

きました。

であって、そこをどう保証していくのか。
また、進学でもなくフルタイムの就労でもなく、
その中間にいる子どもたちをどのように自立支援を

まず初めに、横須賀市が今年度より始めました特
別養子縁組の推進に向けた取組。これについて本児
童相談所から報告させていただきました。

していくのかということもすごく大事だろうし、そ

内容としましては、資料の 100 ページから掲載し

の上で必要なところに住居の確保ですとか、給付型

ておりますが、取組に至る経過や本年２月に策定し

の支援が必要なのではないかという話が出ました。

た社会的養護推進計画との整合性の中で、家庭養護

以上です。

の選択肢の一つとして、特別養子縁組に着目したこ
と。とはいえ、我々児童相談所として特別養子縁組

松原氏

ありがとうございました。

に対するノウハウを全く持ち合せていない中で、た

児童虐待では死亡事例でいきますと40% の子ども

またま日本財団さんからソーシャルインパクトボン

が０歳児ということで、
特に就学前の子どもについて

ドの実証実験のパートナーとしてお声かけいただ

着目をされがちなのですが、
この高年齢児童もこの年

き、既に特別養子縁組に実績がある民間団体さんの

代固有のさまざまな生活の困難性を持っていて、
それ

主導の中で、児童相談所も関わりながら縁組推進を

についてどのように支援をしていくかということで、

行った事例を紹介し、最後にこの７カ月の実際の中

現場からの発言を非常にコンパクトにまとめて髙橋

で得た収穫と課題について報告をさせていただきま

弁護士の方から報告をしていただきました。

した。

最後に３つの共通点をまとめていただいたこと
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けれども、ここでソーシャルインパクトボンドにつ

くが、子どもの発達状況、障害等の見きわめや生み

いて触れさせていただきますと、略して SIB と呼

の親の意向確認に一定期間を要することを理由に実

んでおりますが、もともとはイギリスで導入された

施しないと挙げられているといった報告をいただき

仕組みでして、皆様に一番分かりやすい例として

ました。

は、例えばアメリカのある州立刑務所で、刑期を終

２つ目の柱は、パーマネンシー保障のための養子

えて出所した元受刑者の再犯率が非常に高い。その

縁組推進の重要性についてです。虐待による０歳児

ために刑務所が常に満杯状態で、州、いわゆる行政

の死亡事例が多く報告されている中、子どものパー

が負担する刑務所の運営経費が人件費も含めて物す

マネンシー保障を具体化する上で養子縁組は重要な

ごく高くなってしまう。何とかしたい。こういった

選択肢であり、子どもの時間感覚を考慮して、一刻

状況の中で、出所者に対して民間団体に再犯防止プ

も早く法律的安定を伴った養子縁組の必要性をお話

ログラムを実施してもらいます。このときに再犯防

しいただきました。

止プログラム実施にかかる経費は、その趣旨に賛同

最後、柱の３つ目といたしまして、児童相談所が

するいわゆる投資家の方々に資金提供をしてもらい

今後養子縁組推進を図るための提言をいただきまし

ます。行政はその時点で一切負担はありません。

た。提言内容を幾つか御紹介申し上げますと、特別

このプログラムを実施した結果、例えば５年後、

養子縁組がなかなか進まない、その児相の言いわけ

10 年後に再犯率が下がっていれば、州が負担する

として、実の親の同意がとれませんというのが決ま

刑務所の経費が結果的に抑えられることになります

り文句になっている。でも、それは違うのではない

ので、これがつまり事業効果が出たという評価がさ

か。児相がもっと丁寧に慎重に生みの親に対して社

れて、ここで初めて行政が事業効果によって生み出

会的養護の必要性、家庭養護の重要性をきちんとお

された経費負担の軽減分の中から、事業資金を提供

話しして、同意を得ていくという努力をすべきであ

してくれた投資家に対して、それぞれの負担額とあ

るというお話が１つです。

わせていわゆる利息をつけて償還するといった仕組
みが SIB というものです。

それから、例えば特別養子縁組を組むにしてもこ
んな手法も考えられます。出産した産院から直接育

日本ではまだ導入されておられず、果たして日本

ての親、養親さんと呼びますが、養親さんへ渡すの

に導入できるかどうかの実証実験ということで、日

ではなくて、一旦養育里親にいわゆる一時保護委託

本財団さんが行っているということで、そのパート

をして、１カ月程度見てもらって、その後に養親さ

ナーとして取り組んでいるのが特別養子縁組という

んに渡す。お子さんにとっては３カ所動くという形

題材となっております。

になってしまうけれども、結果的には３カ月程度内

本題に戻らせていただいて、児相の報告後、本分

での養育者の変わりについては、現実的にはそれほ

科会のメーンである講演会に移りまして、日本女子

どお子さんの喪失感はまだ出ない時期である。こん

大学の林浩康先生より御講演いただきました。御講

な手法もありますよというお話もいただきました。

演は３つの大きな柱でお話をいただきました。ま

縁組については、各児相間で連携をとっているの

ず１つ目が、林先生が代表を務められて、平成 26、

だけれども、管轄外の民間団体と連携するにはなか

27 年度の２カ年にわたって実施された厚生労働科

なか一自治体では動きにくいところがあります。こ

学研究による児童相談所における養子縁組に関する

ういった部分は是非国が情報の集約化、一本集約し

研究の報告です。

ていけるようなシステムの構築が必要ではないかと

全国の児童相談所を対象に行った実態調査の御報

いうお話でした。

告として、里親や養子縁組担当の職員体制で一人で

続いて、特別養子縁組については、日本では同居を

も常勤の専任職員を配置している児相が 28.4% にす

始めてその届け出を出して、家庭裁判所に特別養子

ぎないことや、65% の児童相談所が所の方針とし

縁組の申し立てをしますが、審判がおりるまで最低

て養子縁組後の支援を実施している一方で、逆に

６カ月期間がかかります。場合によっては、１年か

支援を実施していないところが 30% 強ある。また、

かってやっと成立といった事例もある中で、これは

新生児の養子縁組を実施していない児童相談所の多

長過ぎる。他国の例を見ると、アメリカ、フランスは
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２カ月で成立させている。ドイツに至っては２週間

ない課題もありますので、かなり慎重な議論も必要

で成立させる。日本も何らかのシステム構築の見直

だろうと考えております。

しが必要なのではないかというお話がありました。
最後に、
養子縁組のマッチングの段階で実の親と育

実際に造詣の深い林先生からのさまざまな課題提
起も大きな意味を持っていたかなと思います。

ての親、養親さんに対して同じ機関、同一機関が２人

それでは、以上で分科会の報告はこれだけにさせ

に対応するということは問題があるのではないか。
対

ていただきたいと思います。それぞれが非常に興味

応する職員がどうしても特別養子縁組成立ありきで

深く、本当はここでやりとりをしたいのですが、少

望んでしまいますので、
実の親に対して同意をとりた

し時間も押しております。総合的な論評を厚生労働

いという心理がどうしても働いてしまうので、
それぞ

省の田村室長にいただきたいと思いますし、国の取

れ役割分担の中で別機関が対応することも必要では

組についても何か御紹介があればいただきたいと思

ないかといったようなお話もありました。

います。

講演会終了後の質疑の中では、民間団体との連携

田村さん、よろしくお願いいたします。

はどのように考えていけばよいのかという質問が出
されまして、先生からは養子縁組は行政だけの力で

田村 悟氏

はなかなか進んでいかない部分があるので、民間の

します。

厚生労働省虐待防止対策室の田村と申

ノウハウを活用して、まさに社会的養護として国民

本日、
それぞれの分科会でいろいろな御議論があっ

全体が支えていくという意識の醸成が必要なのだと

た点につきましては、先ほど松原先生の御講演の中

いうお話が最後にありました。

で、それから大臣の開会式の挨拶の中で話されてい

横須賀市は、現在、主に新生児、いわゆる赤ちゃ

た、
今、
さらなる虐待防止対策の見直しについて、
法改

ん委託を推進しておりますけれども、やはり一定期

正も含めて検討しているところでございます。松原

間の見極めが必要ではないかとの御意見も頂戴して

先生にその労をとっていただいているわけですけれ

おります。民間事業者との連携についてもさまざま

ども、先ほど先生も大分、突っ込んだお話をしてい

な課題が見えてきましたが、今回の分科会に御参加

ただきました。どういった形でどういった制度の枠

いただいた方々には、特別養子縁組についてお考え

組みでこれから見直しをして、より虐待対策という

いただくきっかけとなり、また、社会的養護の選択

ものを進めていくかということになるかと思います。

肢の一つとして、新たな認識をお持ちいただけたの
ではないかと感じております。
以上で報告を終わらせていただきます。

今の制度が行き届いていないところを枠組みも含
めて見直していくということを今まさに検討してい
るところでございます。
そして、来年に法改正を提出するという方向で

松原氏

ありがとうございました。

子どものパーマネンシー保障にとって、
特別養子縁
組という１つの大きな選択肢だと考えております。
ただ、
この制度をいろいろ改革していくためには、
民法の改正と児童福祉の分野だけではなかなかでき

やっております。制度を進めていく上では、本日、
お集まりの皆様や関係機関、地域の住民の方も含め
て協力していただきながら進めていかなくてはいけ
ないと思っております。
今回、横浜で all かながわということでこのフォー
ラムを開催させていただいております。平成 17 年
度から開催させていただいているこのフォーラムで
ございます。毎年場所を変えて全国持ち回りで開催
させていただきます。今月は虐待防止推進月間とい
うことでもございますので、このフォーラムが皆様
の虐待に対するひとつのきっかけというか、関心を
持っていただくためのきっかけになることを願って
おります。
簡単でございますが、以上でございます。
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松原氏

ありがとうございました。

11 月はもうプロ野球も終わっているので、どこ

一昨日、アメリカに出張に行っていまして、帰っ

のスポーツチームがオレンジリボンをつけてくれる

てきたのです。ちょうど先月は国際的に乳がん防止

か分かりませんけれども、ちょうどサッカーもリー

月間でした。NFL、ナショナル・フットボール・リー

グ戦の順位が決まってくることなので、最終節辺り

グのチームはみんなピンクリボンをつけて競技をし

はこれをつけてみんなで支援をしていただくような

ていたのですが、オレンジリボンは国内的なシンボ

ことがあっても良いかなと思っております。

ルだと思うのですが、しかし、日本の国民がこれを
見て、虐待防止だよねと、この 11 月にさまざまな
催しもあって、改めてそういうことに我々も関心を
払わなきゃねというような大きなムーブメントがこ

それでは、情報共有も時間の制約がある中で一定
程度進んだのかなと思います。
これをもちまして、フォーラム全体会を終えたい
と思います。ありがとうございました。

れからできていくと良いなと思っております。
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