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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
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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。
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「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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