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飯島 奈津子氏　それで
は、皆様、よろしくお願
いいたします。

まずは横浜市の居所不
明児童対策について、田
中さんから御説明をいた
だきます。よろしくお願
いいたします。

田中 博章氏　こども青少
年局長の田中でございま
す。よろしくお願いいた
します。局長としてはこ
の４月からということで
ございますけれども、以
前、約７年前にこども家
庭課というところで要保護児童対策をやっていた経

第 １ 分 科 会

居所不明児童
～支援が届かない子ども～の

現状と課題

10：00 〜12：30

概　要

会　場主担当

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

はまぎんホール横浜市

田中　博章氏 （横浜市こども青少年局長）パ　ネ　リ　ス　ト

パネリスト兼コーディネーター 飯島奈津子氏 （ 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　結貴氏 （作家／ジャーナリスト）
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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
会的にクローズアップされていた時代ですけれど
も、この６年間離れている間にかなり深刻な問題が
クローズアップされてきていて、状況的に大きく変
わっているということを、この４月以来感じており
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
虐待の未然防止から重篤化防止を目標に、さまざま
な施策を展開しておりますが、そうした中で平成
25 年４月に発覚した死亡事例は、居所不明児童が
児童虐待として大きくクローズアップされて報道さ
れたところでございます。

この事例が契機となりまして、自治体間の連携の
あり方、それから、居所不明児童対策、こういった
ものが全国的に関心が広まり、厚生労働省の居住実
態が把握できない児童の全国調査の実施につながっ
たところでございます。

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
て、奥が深い問題だということを実感しております。

本日は２人のパネリスト、それから、会場の皆様
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
す。全国一の市町村ということになりますが、行政
区は 18 区になっています。この 18 区を方面別に４
つのエリアに区分けをしまして、それぞれ児童相談
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
児童福祉までを一体的に対応するこども家庭支援課
がございます。ここで虐待の通告、相談の窓口も担っ
ているところでございます。

また、政令指定都市ということでございますので、
この特徴を生かして児童相談所も設置しており、児
童相談所と市町村の役割をする区役所が日常的に連
携しやすい環境の中で、虐待対応を行っていること

が特徴となります。
先ほども若干触れましたが、本市が居所不明児童

問題に取り組むきっかけとなった事例が、南区６歳
児死亡事例でございます。この後、飯島先生からも
お話があるかと思いますが、若干私の方からも説明
をさせていただきます。

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。

このとき、横浜市に住民票がないことは把握して
おりましたけれども、実母からは転校の手続を行っ
ていないと説明を聞いており、未就学という事実は
把握できていませんでした。

裁判で明らかになったことでございますけれど
も、訪問したときに本児が不在だったのは、虐待の
発覚を恐れ、意図的に外出をさせていたそうです。

本児の死亡に至る経緯は、家庭訪問の８日後の
21 日深夜に自宅浴室等での暴行を受け、本児が死
亡。23 日に実母と同居の男性が本児の遺体を市内
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
接触を拒み続け、最後は警察の捜査によって、25
年４月に妹を保護し、本児の遺体発見に至ったとい
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。

本児は２歳のときに母親が離婚して、実母と妹は
交際相手と生活をしておりましたが、本児はＸ県の
母方祖父母宅で５歳まで生活をしています。

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。

Ａ市ではちょうど就学児健診ですとか学校説明会
が行われた時期でしたけれども、24 年４月に交際
相手２の住むＢ市に転居し、住民票も移動していま
す。本児はＡ市での入学式を欠席して、Ｂ市では就
学手続を行っていないという状況になっています。

Ｂ市に転入してからは、２カ月後に事件が起こる本
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
ます。本市で虐待により死亡した後は、携帯電話を通
じて知り合った男性宅を転々として、新たに知り合っ
た男性宅のあるＤ市で第３子を出生しています。

この世帯の支援状況をエコマップにしてみまし
た。Ｘ県では本児は保育所に通って、乳幼児健診を
受診しています。Ａ市では就学児健診と入学説明会
などを欠席したため、学校ではほぼ毎日家庭訪問を
しましたが、連絡がとれないまま、入学式も欠席を
しています。その後、学校が住民票の移動を確認し、
調査を終了しているという状況でした。

そして、Ａ市の教育委員会からＢ市に対して、未
入学の情報は引き継がれないということでございま
した。

Ｂ市では転入届を受理した戸籍住民票担当課、教
育委員会、母子保健主管課など５つの部署が関与し
ておりましたけれども、それぞれが個別に対応し、
虐待リスクに係る情報が共有されるまでには８カ月
を要しています。

横浜市では警察からの児童通告により児童相談所
が把握したところですが、住民票がなく、この世帯
に関する情報は区役所にありませんでした。家庭訪
問やＢ市・Ａ市への調査を進める中で、未就学など
の情報を集めて、７月に把握してから遺体発見の翌
年４月まで、実母に会うことを拒否され続ける中で、
調査を継続していったというところでございます。

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。

３点ございますが、１つ目は「市町村間での情報
提供・共有」ということです。子どもが転居を繰り
返している、未就学であるという情報が自治体間で
共有されないことで支援が途切れたり、虐待リスク
の発見が遅れてしまいます。

２つ目は ｢庁内の関係部署間の情報提供・共有｣
です。Ｂ市で部門間の情報共有ができないという課
題は、当時の横浜市でも同様の課題でありました。

３つ目は居住実態が把握できない児童の位置づけ
でございます。児童虐待のリスクが高い要保護児童
として徹底的に調査し、子どもの安全を確認するた
め、居住実態が把握できない児童の把握と情報を要
保護児童対策地域協議会に集約し、調査をマネジメ
ントしていく仕組みが必要でございました。

次に、このような課題解決のために本市が取り組
んできた居所不明児童対策について御説明をしたい
と思います。

数字が書いてある順に御説明をします。
一番上の１のところですけれども、本市では 25

年に庁内プロジェクトを設置いたしまして、乳幼児
期から学齢期の居所不明児を早期に把握するための
庁内連携のあり方について検討して、26 年４月か
らこの取組を実施しています。

まず、乳幼児健診を未受診であったり、就学させ
てもらえない子どもについては ｢不適切養育や児童
虐待のリスクを確認すべき家庭｣として位置づけて、
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。
区のこども家庭支援課は要保護児童対策地域協議

会の事務局として、転居先への引き継ぎですとか、
警察への行方不明届出などの役割と、所在が不明な
児童については 18 歳到達年度までの情報を管理し
て、他都市からの照会などに備えています。

このように他部署の情報を集約し、居住実態が把
握できない児童の情報を一元的に管理をする仕組み
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
浜市単独では解決できない課題も浮き彫りになって
まいりました。居住実態が把握できずに、転居先が
分からない子どもの情報については、自治体間で共
有する全国レベルの仕組みが必要であることから、
この点については国に対して、所在不明児童に対す
る情報の一元化について提案をしているところでご
ざいます。

また、ドメスティック・バイオレンスなどを理由
に避難した場合ですとか、住民票を残したまま転々
とする子どもの調査を迅速に進めるためには、地方
自治体が行うべき居所不明児童の調査内容の統一化
と、情報の共有の際の明確なルールの設定が重要だ
と考えております。

国がこの課題に早期に取り組んでいただき、迅速
に実態把握が可能になることを切に願って、基礎自
治体として日々の取組を進めているところでござい
ます。

以上でございます。

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
にレジュメを用意させていただいておりまして、こ
れに沿って話をさせていただきますので、ご覧くだ
さい。

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
の子の事例の検証の第三者委員会のメンバーであり
ました。その検証に携わったということと、これも
全くたまたまなのですけれども、神奈川県さんの方

から、厚木市の男の子のケースの第三者委員会の検
証をする委員にメンバーとして依頼を受けました。
私だけではなくて、もちろん何人かずつのメンバー
なのですけれども、その中の一人として検証に携わ
りましたので、居所不明が特徴となる両方のケース
の検証委員会のメンバーであったということで、本
日お呼びいただいたのだろうと理解しております。

今、横浜市のケースの方は田中さんから概要の説
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。

厚木市の男の子のケースは、プログラムの私のレ
ジュメの 21 ページ以降にかけて書きました。これ
を今、読み上げるようなことはいたしませんが、幾
つかポイントとなるところを申し上げます。

まず、男の子は平成 13 年に生まれて、13 年・14
年の間にお母さんがまだ一緒で、ご両親と３人で住
んでいたということです。その生活実態は最近行わ
れたこの件の刑事裁判の中で、ある程度明らかに
なった部分もありますけれども、当時私どもが検証
委員会をやっているときはあまりよく分かりませ
んでした。健診とかはちゃんと来ていたということ
です。

大きな一つのエピソードとしては、平成 16 年 10
月、これはよく報道もされているところなので皆様
も御存じかもしれませんが、早朝４時半ぐらいに男
の子が１人で路上にいるというところを警察が保護
したと。しかもこれは、おむつだけ着けているとい
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。

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。
ただ、継続の調査が必要なので家庭訪問を実施して
いこうという方針を処遇会議で決定されたにも関わ
らず、家庭訪問は４年以上実施されなかった。ここ
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、
その後に、就学児健診などの１年生に就学するはず
である時期がきます。それで就学をしないという状
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。
このレジュメを作ったときは、この間行われた裁

判員裁判がまだ行われていませんでしたが、その後
行われ、10 月 22 日に父親が懲役 19 年という判決を
受けたということが報道されております。

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
女の子の方のケースは、今、田中さんのお話にもあ
りましたとおり、自治体間の情報の引き継ぎという
ものが非常に課題のある状況だったと。横浜市が未
就学の情報を確認できたということは、実際にはも
う殺害されてしまった翌日だったのです。よく分か
らない中で、子どもさんが泣いている、妹さんが泣
いているという通告で警察が駆けつけて、児童相談
所に児童通告する。その児童通告書の中では、女の
子の年齢は５歳と書かれていました。これはもしか
したら、その場に行ったお母さんと内縁の男性が本
当のことをわざと言わなかったのかもしれないので
すけれども、児童相談所としては５歳なのかという
ところで始まっているという状況です。しかし、い
ろいろと他のＡ市・Ｂ市に情報を聞いていく中で、
実は、もう就学しなければいけない年齢になってい
て、前の自治体では就学しないという状況で終わっ
ていたということがおいおい分かるということでし
た。ただ、それに時間がかかりました。

それから、前の自治体の方は、転出先に重要な情
報としてそのことを伝えなければその子が危ういと
いう意識を持っていただろうかということについて
は、非常に疑問に感じます。

就学の情報を持っているＡ市・Ｂ市以外に、もっ
と前に女の子が保育園に行って、おじいちゃん、お
ばあちゃんのお宅から保育園に行っていた自治体が
あります。お母さんの実家です。お母さんの実家で
暮らしていて、お母さんはそこにはいない状態で、
女の子は、おじいちゃん・おばあちゃんに面倒見て
もらいながら保育園に通っていました。そこにお母
さんが、女の子を迎えに来て、これから私と住もう
という形で連れて行ってしまうという状況だったと
いうことに、私ども委員は着目しました。と言いま
すのは、おじいちゃん・おばあちゃんのおうちにい
る間はリスクはそんなに高くない。ただ、今まで女
の子のことを育てていないお母さんが、おじいちゃ
ん・おばあちゃんの反対を押し切って連れて行って

しまうということでして、そのときは保育園を退園
しますという届出を役所に先に出して、おばあちゃ
んたちの反対を押し切って連れて行ったという形
だったらしいのです。委員の中に保育園の経験があ
る先生がいらっしゃって、多分保育園の先生方はす
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。

要するに、その自治体を出るということ、そこの
家を離れて出る、保育園を出るということでリスク
がわっと高まるケース。そこのところは、今まです
ごくリスクの高かったケースが他の自治体に移りま
すということではなくて、うちの県にいた間はリス
クはそんなに高くなかったのだけれども、出るとい
うことがすなわち危ないというときは、やはり自治
体の方で、これは危ないと言って転出先にリスクを
伝えないといけないのではないかということを、私
ども委員は考えました。

次のページにいきます。23 ページですが、居所
を転々とするケースについて、主体的にどこが担当
して、ずっと一貫して追いかけていくべきという
ルールがありません。ですので、女の子のケースの
場合は、たまたま横浜市だけが児童相談所が関わる
形になって、これは横浜の近隣の方の意識が高かっ
たのだろうと思われるのですが、泣いているからと
いうことで通告があって、それで初めて児童相談所
が、このご家庭に関わる形になります。横浜市には
住民票がないのですが、横浜市がずっとその後もこ
のケースをやっていたという状態です。その後、横
浜市からはほどなく、この家庭は出ていってしまっ
ているのです。だけれども、横浜市はしようがない
というか、しようがないという感じではないかもし
れませんけれどもやり続けていて、他の自治体にい
ろいろと協力や情報提供を求めるのですけれども、
必ずしも前の自治体も、移ってしまった先の自治体
も、そんなに積極的に協力してくれる感じでもなく、
横浜市の児童相談所の職員がかなり遠方まで出張し
ないといけないような状態になっていたりしていま
した。

それから、これは難しいのでしょうけれども、意
図的に当事者が隠蔽してしまっているという、先ほ
ど田中さんからのご紹介もありましたけれども、女
の子が外出させられていて、児童相談所の職員が
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
祉の方々は、最初からあなたは隠していますねみた
いな形では関わり始められませんので、そういう事
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。

最初だけではなくて後からも、親御さんと電話で
は何度も接触できるのですけれども、情報にかなり
いろいろ虚偽が混じっていて、疑いを持って聞くと
いうより、どちらかというと振り回されている状態
になってしまいます。

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
紙ぺら１枚なのです。「児童通告書」というものが１
枚あります。そこに、例えば女の子の年齢は間違っ
たことが書いてある。警察官が間違って書いたわけ
ではないのかもしれないのですけれども、警察官は通
報があって実際に駆けつけて、その後児童相談所に通
告をするという通告書です。そこに駆けつけたとき
の様子というものが何行か書いてあるわけなのです。

ここについて、児童相談所が実際にどんな感じ
だったのか、もっと電話をかけて詳しく聞き取った
りしてから家庭訪問に行ければ、もっと良い初回訪
問ができたのではないのかと言う委員もいまして、
とにかく情報がすごく薄い。それから、児童相談所
が特別すごい調査手法を持っているわけではありま
せんし、警察ほどの捜査能力があるわけでもなく、
住民票を移動せずに転出されてしまうと本当に所在
を把握する権限も、特に特別なものはないというこ
とで、大変難しい状況になります。

横浜市の児童相談所は警察にかなり相談している
のですけれども、この時点では、犯罪性がないと動
けませんとか、親族から捜索願がないと動けないと
いう説明を受けて、ちゃんと動いてもらえない。実
際にこれだけの事件があったので、今はもう少し相
談して動いてもらえる関係にはなっているはずです
し、当時としても、親族からの捜索願でなくても、
児相長や自治体からの捜索願というものも、法的に
出せないという根拠はなかったのですけれども、親
族からの捜索願が必要とかで、のらりくらりされて
しまって、警察に動いてもらうまでにも大変時間が
かかったというケースでした。

それから、女の子のケースは、近隣状況の把握はあ
まりできていない。世帯が動いてしまうので難しいの

でしょうけれども、民生委員さんに少し見てほしいと
いった地域の資源を活用をするということは全然な
く終わっています。

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、
３歳の時男の子が児童相談所に関わるときに、おむ
つ１枚で、早朝外に１人でいたという、そういう状
況だった、児相がせっかく関わったのに、「虐待」
ではなくて「迷子」「養護」ということでラベリン
グして、養護ケースとしてしか種別判定しなかった
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。

これはもう十分虐待なので、「虐待」というアセ
スメントをして、虐待ケースとして扱うべきだった
という意見と、当時としては難しかったのではない
かという意見と両方ありました。検証しようにも記
録に書かれている情報量が少なくて、もう少し当時
の情報が詳しく分かれば、やはり「虐待」と言うべ
きか、いや、そうではないという評価ができたので
しょうが、その情報がそもそも今になって残されて
いない状況なので、委員会として統一した評価を出
すことができないという検証結果にならざるを得ま
せんでした。

ただ、「虐待」というラベルを貼らず、「養護」ケー
スだったとしても、長期間放置してしまったという
ことは、やはりまずいわけです。

次に、家庭訪問の長期間の未実施です。一時保護
を解除した後に処遇会議で、家庭訪問をしていこう
と決めたにもかかわらず、これが実行されませんで
した。これが一番大きな問題だろうと言っています。

訪問をしないまま長期間過ぎることが許されてし
まったということは、その次に記載した、ケースの
進行管理の不備なのですけれども、当時 IT システ
ムの導入がまだ児相でできていなくて、手書きの表
みたいなものがあったようですが、担当者が自分で、
このぐらい進捗していますと書いて回覧するとか、
そのようなやり方だったらしいです。担当者も、管
理職も継続中のケースを漏らさずに把握してチェッ
クするということは困難な体制にあって、意識的に
全部の調査、継続中のケースというものを一括して
チェックする機会というものもありませんでした。
棚卸しをして、眠ってしまっている事件はないのか
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
しく不十分というふうに言わざるを得ないかと。

それから、レジュメの経過表にも書きましたとお
り、２回の一斉点検からこのケースは漏れてしまい
ました。本ケースは「虐待」というラベルを貼って
いなかったということと、一斉点検の対象をいつい
つ以降の事件というように勝手に区切ってしまった
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。

それから、住基・学籍簿（別簿冊）からの消除と
いう問題なのですけれども、今は詳しく説明する時
間がないのですが、教育委員会さんの方では、１年
間の就学がないという場合は特段の調査も対応もせ
ずに、別簿冊管理というものに移行するルールに
なっています。その後、12 歳まで対応は特にしな
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。

さらに、どうも住んでいないということで、住民
基本台帳からも職権で消除されてしまって、別簿冊
からも消されます。消されてしまった後、その子は
どこで何をしているということをだれかが確認する
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
イントと書きましたけれども、所在が不明だと行政
機関にとって思われたときに、子どもが危ないとい
う危機意識があると思えない、根拠のない希望的観
測と書きましたけれども、DV と言っていたから、
お母さんとどこかで元気に暮らしているだろうと憶
測する。それについては、別に根拠はないのです。

あまりにも情報がないということが、逆に危険
だ、虐待、死んでいるかもしれないという可能性を、
もう今考えなければいけない時代なのだということ
は、このケースから学ばなければいけない教訓と言
わざるを得ないと思います。

就学時期における踏み込んだ調査の欠如と書きま
したけれども、これは私が強く両方の委員会で言わ
せていただいたことです。乳幼児健診も大事ですけ
れども、就学児健診に行かない家庭というのはよほ
ど特殊な家庭というように私は思います。義務教育
ですし、私の周りのお母さんも、少し忙しいと乳幼
児健診は行かないで済ましてしまおうという人が
いて、子どもさんに関心がないとかではなくて、本

当に忙しい。だけれども、就学児健診に行かないと
言っている人は私の周りには１人もいないですし、
小学校に入ってこないということは、やはりよほど
何かおかしい。そのタイミングは、社会的に網羅し
て、子どもさんがいるということを確認できる大き
なチャンスなのに、特段危機意識が高まっている様
子がないというところが問題かと思いました。

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
かく自治体それぞれで接して得た情報があるもの
を、それを集約して評価・検討すればきちんとリス
クを評価できる可能性が高まるのですけれども、他
機関から集約した情報を評価・検討するということ
が非常に難しい。自治体間での共有も難しいという
状況になっています。
「（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
ろにいなさそうだというと、CA 情報として全国に
発出するということになっています。これは何かと
いうと、ファックスで他の児童相談所にこういう子
がいませんということを送るということだそうです。

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、
ちゃんとそれを電子データにしているとは聞いてい
ますけれども、ある自治体で、手を尽くしても見つ
からなかったという情報が、どこか一元的に管理し
ている機関がなくて、そういう子をちゃんと調べる
というところがないという状況になっています。各
自治体での情報を集約し、主体的に調査権限を持っ
た国中央レベルのシステムや機関というものがない
といけないのではないかと考えます。
「マイナンバーを活用？」と書いたのは、悪評高

いマイナンバー制度ですけれども、上手く使えない
かというようなことです。

あとは児童相談所職員がとにかくすごくオーバー
ワークになっていて、厚木の件もとんでもない件数
を抱えさせられているという実態があります。だか
らといって、ケース対応を忘れていいとは言えない
のですけれども、本当に現場は大変なので、もっと体
制を強化しなければいけない。専門性の強化ももち
ろん必要だと。

それから、「（６）社会や行政とつながろうとしな
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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
ネットの活用で、見ず知らずでも簡単に出会えて転
がり込めてしまうという、それで何とか食べてい
く、子ども連れで次の男の人のところへ、どんどん
行ってしまうというような、やり過ごす生活ができ
てしまっていて、それに子どもが引きずられていま
す。子どもの人権が大きく侵害されているというこ
とを社会全体で認識すべきと思います。成人である
親御さんにはそういうことをする自由があり、あま
り口を出せないかもしれないけれども、それに、子
どもが巻き込まれて、最低限の生活もできない状況
になっていていいのかということを書かせていただ
いています。

すみません。私は時間をこれでオーバーしてし
まっておりますので、ここで私の話はおしまいにし
て、石川さんにお話をお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

石川 結貴氏　皆さん、こ
んにちは。ジャーナリスト
の石川結貴と申します。本
日は居所不明児童のこと
についてのシンポジウム
ですけれども、私は今年、
この居所不明児童という
そのものずばりの書籍を出したところです。

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
んでいたアパートは本当に住宅街のど真ん中で、小
さなマンションやアパートが密集している、どこに
でもある住宅街です。さらに、女の子が遺棄されて
埋められていたところは、報道では雑木林の中と報
じられていますが、実際は住宅街に隣接した公園の
中です。その公園も訪ねましたけれども、ちょうど
12 月でした。周りのおうちにクリスマスのイルミ
ネーションがきれいに輝いている中で、公園に私は
夕方近く訪れたのですが、犬の散歩をされたり、ジョ
ギングされたりしている市民の方たちがたくさんい
らっしゃる。そのほんの１メートル脇が、女の子が

埋められていた場所でした。
厚木市の男の子に関しては、厚木市内のこちら

も住宅街の、レモンイエローの外壁がかわいいア
パートです。そのアパートの１室は８年近くにわ
たって雨戸が閉められたまま、男の子は電気もガ
スも水道もとめられた部屋で、４トントラック２
台分のごみに埋もれて、ついに力尽きて亡くなっ
てしまいました。

私はこういった現場を取材するたびに、本当に夜
眠れなくなるぐらいに、胸に重いものがこみあげて
なりません。この子どもたちが自らの意思で、自分
は学校に行かないよ、家に閉じこもっているよとい
う人生を選択したわけでは全くなく、むしろこの子
どもたちは幼い命を振り絞って、何とか生きようと
して、何とかだれかに助けてもらおうとして、懸命
に生きていたと思います。

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
きないまま、とうとう命をなくしてしまいました。
さらにいえば、女の子や男の子は偶然と言っていい
ような状況の中で、命を落としていたという事実が
発覚しました。

一方でその偶然がなかったら、今でももしかした
ら女の子は、あの土の下に埋められていたかもしれ
ない。男の子はごみに埋もれたまま、雨戸が閉ざさ
れた部屋の中で、今もまだ発見されなかったかもし
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。

まず「消えた子ども」という言葉が昨今使われて
いますけれども、正式には「居所不明児童」という
言葉で言われています。要するに、居所が分からな
くなってしまった、今、生きているのか死んでいる
のか、どこで何をしているのかが分からなくなって
しまったという子どもたちを指すのですけれども、
文部科学省の学校基本調査というもので、1961 年
から調査が開始されていました。

そして、お手元の資料の 25 ページを見ていただ
きたいのですけれども、こちらに居所不明児童生徒
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
田中さんからのお話にもありましたが、女の子の事
件を受けて、もともとは文部科学省が調査を 54 年
前から行っていたのですが、今度は平成 26 年度か
ら厚生労働省が調査に乗り出しまして、全国の子ど
もたち、行方が分からない子どもたちを調査したの
です。

ところが、この調査というものは、どちらも落と
し穴がありまして、それは住民票がある子どもを対
象にしている。住民票というものは、皆さんも住民
登録されていらっしゃると思うのですが、私たちは
普段の生活をしているとほとんど意識しません。だ
けれども、例えば皆さん、住民票を残したまま、何
か世の中いやになっちゃったみたいな感じで、どこ
かに失踪してしまったとします。そのまま２年、３
年、どこかさまよっている。そうすると、皆さんが
住民票を残してあるその自治体は、例えば選挙の投
票用紙とか、今でいえばマイナンバーとか、住民登
録に基づいて送ります。だけれども、その人は住ん
でいないから、宛先不明で返ってきてしまいます。
そうすると、自治体というのは法律で、居住実態が
ないと認められた場合はその人の住民票を消除、つ
まり消してしまうのです。仮に５年前、10 年前か
ら行方が分からない、どこに行ってしまっているの
だか、生きているのだか死んでいるのだか分からな
いという子どもの住民票は、既に消されている可能
性の方が高いです。

その住民票が消されてしまっていて、どこにいる
のかも分からない子ども、よほどリスクが高いと思
われる子どもたちの方が調査対象になっていないの
です。ですから、報道で、文部科学省の調査では何
人行方不明ですとか、厚生労働省の調査で何人行方
不明ですと新聞とかテレビのニュースで報じられま
す。それは調査結果としては正しいのですけれども、
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、
1961 年に開始されて、報告されている数だけで累
計約２万 4,000 人に達しています。この 54 年間に、
いなくなってしまったよ、学校にも通っていないよ
と、文部科学省が把握したこの２万 4,000 人の子は、
それでは、どうなってしまったのでしょう。どうなっ
てしまったのか分からないのです。

さらに言えば、今もお話ししたように、住民票が
なくて調査対象になっていない子ども、あるいはそ
もそも長年ずさんな調査がずっと続いてきて、実際
には居所不明、行方が分からないにも関わらず、ず
さんな調査でカウントされていないという子どもも
たくさんいます。

同じ資料 25 ページの下の図を見ていただきたい
のですが、岸和田事件という事件を皆さん御記憶か
もしれませんが、大阪府岸和田市で、中学生の男の
子が衰弱死寸前で発見されたという事件がありまし
た。この事件は 2003 年に発覚して、翌年の 2004 年
に文部科学省がこの事件に危機感を覚えて、全国の
学校を対象に長期間学校を休んでいる子どもの調査
を行っているのです。

この調査では、学校を連続 30 日以上休んでいる児
童・生徒のうち、学校も他の機関の職員も会えていな
いと思われる児童・生徒が約１万人もいたのです。
約１万人もいたのだけれども、文部科学省が調査し
ただけです。この子たちがどうしているのか、学校
にも通わず、だれにも会っていないのにどこに行っ
てしまったのだろう。各自治体でこの子たちと接触
してくださいという通知を出しただけでした。

厚生労働省も、2014 年の居住実態が把握できな
い児童に関する調査の前に、2010 年に大阪府西区
で３歳と１歳の女の子がマンションに置き去りにさ
れて、この子たちも本当に悲惨な状態で発見されま
したが、この事件の後に、全国の児童相談所が対応
に当たっていたのだけれども、行方が分からなく
なってしまった家族に関する緊急調査を実施してい
ます。

こちらに全国の児相が対応に当たっていたのだけ
れども、一家で行方不明になってしまった、どこに
いるか分からないというケースが 19 件と報告され
ました。

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
けの子が行方が分からないということが分かった
後、具体的にどうするかという、そちらの対策がほ
とんど手つかずという状態なのです。

私が実際に取材したケースをここから御紹介した
いと思います。1996 年に生まれた、今は 19 歳の男
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

す。入学直前にこの子は母子家庭になっているので
す。そして、お母さんはホステスをしながら母子家
庭で生活をしていたのですけれども、この子が小学
４年生のとき、お母さんが家出してしまいます。ど
こに家出したかというと、大好きなホストができ
て、そのホストが愛知県のホストクラブに移ってし
まったのです。そのお気に入りのホストを追いかけ
て、お母さんが家を出てしまった。この子はお母さ
んの当時のパトロン男性と一緒にアパートに残され
てしまったのですが、パトロン男性にすれば、自分
のお気に入りだった女の人が、よりによって自分以
外の男を追いかけて出て行ってしまっているわけで
す。後に血のつながりもない、その人に言わせれば
小憎らしいガキが残されたと、当然それはカップラー
メンぐらいは食べさせますけれども、知ったこっちゃ
ないというのが男の人の言い分ですね。

この子は１カ月間その男性と暮らしながらも、そ
んな変則的な生活を送れないわけです。そして、ど
うしたかというと、お母さんに、じゃあ、あんたも
こっちにおいでと呼び出されまして、お母さんが迎
えに来て、お母さんと一緒に愛知県のホストクラブ
に連れていかれます。

じゃあ、どうしたかというと、ホストクラブは昼
間はお店をやっていませんので、昼間ホストクラブ
のソファーで寝ています。そしてホストクラブが営
業中は、この子はお店に出て、ホストクラブですか
らお客さんが高いシャンパンをあけたり、わあわあ
騒いでいるわけです。そこにまじって、お前も酌し
ろよとか、お前も飲めとか言われて、「イッキ、イッ
キ」とかやられて、小学４年生ですよ。ホストクラ
ブで接客されられて、いわゆるいじられるといった
状態に置かれました。

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
られないですね。クビになってしまって、じゃあ、
心機一転出直そうと、一家で伊豆地方の旅館に職を
求めて住み込みます。この子はもともと関東地方の
学校に通っていましたが、この時点で伊豆地方のそ
の温泉街に住民票を一家で移しましたので、そちら
の小学校に通常の転校手続をとって転校をしたの

です。
ところが、たった３カ月後に、お母さんとホスト

の男性が、こんなきつい仕事やっていられないと、
ばからしいということで、いわゆる夜逃げです。ま
た３人で夜逃げしてしまうのです。

夜逃げしてどうしたかというと、当時その男性
が携帯で日雇いバイトとか探せるわけです。そう
すると、日給を 7,000 円か 8,000 円ぐらいもらえま
す。そうやって日雇いバイトのお金が入った日は一
家でラブホテルに泊まりました。だけれども、ラブ
ホテルは夜 10 時チェックインで、朝 10 時チェック
アウトですね。そうすると、その昼間の時間はまさ
かラブホテルにはいられません。だから、この子は
町中をうろうろしなければいけない。例えばショッ
ピングセンターで無料の椅子なんかが置いてあり
ます。そういうところに座っていたり、町をひたす
ら歩き続けたり、公共施設の軒下で寝ていたり、あ
るいは 100 円だけ持ってゲームセンターに行くの
です。そうすると、よくメダルゲームとかいって、
もう少しでメダルが出そうな、パチンコでいうとも
う少しでこの台当たりそうだなみたいな、そういう
台を見つけて、お客さんがもう少しで当たりが出そ
うな台をやめて帰ってしまう人がいると、その後で
100 円入れて、メダルが出てくるとそれでゲームセ
ンターで１日過ごせるとか、あるいは漫画喫茶にお
金を持たないで入るのです。漫画喫茶は入ったこと
がない方は分からないかもしれませんが、あれは帰
るとき精算なのです。何時間いたかということで精
算しますので。だから、お金がなくて無銭入店しま
す。お金がなくてどうするのというと、この男性が
日雇いの仕事が終わって、夕方６時ごろ、7,000 円
や 8,000 円を持って来るわけです。そこで払っても
らって漫画喫茶を出る。もし男性が、逆に持って来
てくれなかったらもっと事態が早く発覚したかも
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
泊まれません。そうすると、ラブホテルの敷地の中
に簡易テントを張って、そこで寝ている。食べ物を
買うお金もありません。それでは、どうしたか。皆
さん旅館とかホテルに泊まるとお茶請けで、せんべ
いとかちょっと小さいおまんじゅうとかあったりし
ますね。ラブホテルもあるのです。だけれども、そ
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ういう物を食べないで帰ってしまう客さんもいっぱ
いいます。そうすると、従業員の人はそのお菓子と
かおせんべいを捨てるのです。それを、捨てるもの
をこの子に、これ食べなとあげて、この子はラブホ
テルの客室に出された、捨てられるはずのお茶請け
のお菓子を食べていました。

しかし、そんな生活はもちろん長く続きません。
そんな汚い一家が汚いテントの中にいられたりした
ら、ラブホテルにしたらいい迷惑ですね。結局、職
を求めて、居場所を求めて各地を転々とするホーム
レス生活に陥ったわけです。

この子の生育をたどると、ところどころ、何故こ
こで問題が発覚しなかったのだろうといった場面が
あります。例えば、伊豆地方の学校に転校したとき
です。前の関東地方の小学校にしてみたら、その子
はホストクラブにいきなり行ってしまっていますか
ら、何の連絡もなく学校に１カ月ぐらい来ていない
わけです。お母さんと２人暮らし、いろいろな意味
でリスクが高いということは知っていたはずでしょ
う。それにも関わらず、伊豆地方の学校にいきなり
転校しますとなったときに、例えば新しい学校に、
ちょっと何々君は少し心配なので注意して見てあげ
てくださいみたいに、一言でも言っていれば、また
事態は変わった可能性がある。あるいは３カ月住み
込み、もうギブアップしてしまって一家で夜逃げし
たときに、その転校していた学校あるいは住み込ん
でいた従業員寮、旅館の関係者、自治体の関係者、
何かしら、たった３カ月で夜逃げしてしまうぐらい
ですから、この一家は大丈夫かと、危機意識を持っ
てほしかったのですが、誰も何もしていません。

そして当然、この一家は居住実態を失いますので
住民票がなくなってしまいました。そうすると、彼
はホームレスとして各地を転々としながら、学校に
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。

ホームレス生活の中で、お母さんはその元ホスト
の男性との間の子どもを妊娠してしまって、第２子
を出産しています。飛び込み出産をしました。飛び
込み出産して、出産したのですが、先ほど言ったよ
うに保険証も持っていません。出産費用も払えませ
ん。当然そこの病院は、これは大変な親子だなとい
うところで、早期に専門機関と連携すべきだったと
思うのですが、お母さんは勝手に赤ちゃんを連れて、
この病院からも逃げてしまって、何と赤ちゃんを連
れたままホームレス生活に陥ってしまった。この赤
ちゃんが生まれたことで古いベビーカーを一家は手
に入れました。だけれども、転々としていますから、
いろいろな荷物があるわけです。洋服だってある
し、ちょっとした電化製品とか持ち歩いているわけ
です。その荷物をベビーカーに積まなければいけな
い。じゃあ、赤ちゃんはどうするの。この子が、当
時まだ 12 歳、13 歳のこの子が赤ちゃんを抱っこひ
もで抱いて歩くのです。だけれども、ろくな物を食
べていませんからふらふらしてしまうわけです。そ
うすると、お母さんや、元ホストの男性に、てめえ
何やってんだ、早く来いこのばかが、くそがと言っ
て怒鳴られて、殴られて、蹴られて、歯が折れてと
いう、こういう日々を彼は送らざるを得なかった。

彼は私の取材に対して、当時のことを、深い霧の
中をたださまよっているような気持ちだと、死にた
い、毎日ただそれだけを考えていたと、こういうふ
うに話しています。わずか 12 歳、13 歳、本当だっ
たら学校に行って、勉強分かんねえなとか、テスト
めんどくせえなとか、部活楽しいなとか、バレンタ
インデーで誰かチョコくれないかななんて、楽しい
ことがいっぱいあるはずのこの時期に、彼は全く社
会から見捨てられたまま、深い霧の中をさまよって
いたのです。

少しここからまた暗い話になってしまうのですけ
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れども、実は、こういった「消えた子どもたち」の
事件というものが、今までにも何度か報じられてい
るのです。ただ、それがなかなか、こういった消え
た子どもと関わらないような形で報じられているの
で、知らないという方もいらっしゃると思います。

例えば 2012 年の９月に愛知県豊橋市で４歳の女
の子が餓死して発見されました。娘の様子がおかし
いという通報があって、救急車と警察が駆けつけた
わけです。そうしたら、そこのアパートには４歳の
その女の子以外に、７歳の男の子がいたのです。あ
れ、何この子ということです。

お父さんは自動車メーカーの派遣社員、お母さん
は元看護師でした。年収もほどほどあって、節約す
れば一家４人十分暮らせるような環境です。それに
も関わらず、何でこんなことになってしまったのか。

まず、このお母さんは 32 歳のときに、上の７歳
の男の子を産んでいるのですが、出生届を出したの
が２年７カ月後なのです。飛び込み出産をしていま
して、病院は当然リスクを感じて、自治体の保健師
さんがすぐに訪問しています。しているのだけれど
も、そこで伝えられた住所がうその住所でした。そ
うすると、じゃあ、保健師さんが改めて訪ねようと
思っても、うその住所を言われていますから、これ
は訪ねようがないわけです。

ところが、２番目の亡くなった女の子を妊娠し、
役所で母子手帳をもらうときに、上の子がいるので
すという話になって、それじゃあ出生届を出してく
ださいよということで、やっとここで出生届を出し、
一家は住民登録をしました。住民登録をしたので、
乳幼児健診の案内とか、あるいは児童手当を受給す
ることができます。

その後、住民票を移動せず同じ市内で引っ越しを
してしまいましたが、お父さんが児童手当を役所の
窓口で直接受け取っていたのです。そうすると役所
からの通知が新しい住所に来なくても児童手当だけ
は受け取れる。２人とも乳幼児健診も受けない。予
防接種も受けない。そしてこの男の子は７歳ですか
ら、この豊橋市内の小学校に入学する予定で就学案
内が送られていました。だけれども、送られている
のはもとのアパートの住所なのです。引っ越し先の
アパートには来ない。入学式にもこの男の子があら
われないので、学校では、この子はどうしちゃった
んだろう、おかしいな、住民登録上の住所にも住ん

でいないし、どこに行ってしまったのだろう。居所
不明児童だなって思っていたのですが、だからと
いって、どこを探していいか分からない、どうしよ
うと言っている間にこの事件が起きて、男の子が保
護されて、この子は小学校にも行っていない。もち
ろん保育園にも幼稚園にも行っていないどころか、
生まれて以来ほとんど外に出されていないのです。
アパートの一室でずっと、軟禁とか言うと言葉が強
過ぎるかもしれませんが、要するに、ずっと閉じ込
められている。もしこの事件が、４歳の女の子が餓
死という悲惨な結末にならなかった場合、この２人
の子どもたちはどうなっていたか。もしかしたら何
年間もこの先ずっとこのアパートの一室で閉じ込め
られた生活を送り続けていたかもしれないです。そ
う考えると、本当に悲しい皮肉な現実なのですが、
この７歳の男の子は妹が亡くなったということで保
護されて、現在は学校に通っているという状況なの
です。

さらにいえば 2012 年、大阪の富田林市というと
ころで、９年前から男の子がどうも行方が分からな
い。本当だったらうちの学校の小学４年生なのだけ
れども、この子が学校に来ていないよ、どうしちゃっ
たんだろうということで、学校側が警察に相談に
行ったのです。そうしたら、警察がどうしちゃった
んでしょうということで、親族に話を聞いてくれた
のです。最初、親族はみんな、いや、知らないよと
か、父方の祖母のところにいるとか、母方のおじい
ちゃんのところにいるとか、みんな言っていること
がばらばらでした。ところが、いろいろ捜査してみ
ると、４人の親族が、朝起きたらこの子が死んでい
たと。当時１歳だったと。怖くなったから河原に埋
めましたという供述が得られたのです。

そこで大阪府警が、何と 10 カ月間もその遺棄さ
れたという河川敷を捜索したのですけれども、この
男の子の遺体は発見できなかったのです。遺体が発
見できませんから、この子がどういう経緯で亡く
なったのかとか、殺されたのかとか自然に死んだの
かとか証明できないわけです。少なくとも、ただ、
死んでいたから捨てた。死体遺棄容疑でこの４人の
親族が逮捕されたのです。逮捕されたのですけれど
も、何にせよ９年も前ですから、もう公訴時効と
いって訴えることができなかったのです。そして結
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
ました。じゃあ、この子は一体どうして死んだの。
何でこんなに長い間だれにも見つけてもらえなかっ
たの。今の時点でも何故見つからないのという、い
ろいろなことが全てうやむやです。

もう一つが北九州市連続監禁殺害事件という、犯
罪史上例を見ない凶悪事件でしたので御記憶の方も
いらっしゃるかもしれませんが、北九州市のマン
ションの一室に一家６人が監禁されて、次々と拷問
のような虐待を受けて殺されていたという事件で
す。この監禁されていた中に９歳の女の子と４歳の
男の子が含まれていました。

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
害者の男が、この被害児童の父親に偽装転居という
ことを命じて、住民票上は福岡県久留米市から熊本
県玉名市に住民票が移動しました。そうすると、こ
の子たちは本来玉名市の小学校や保育園に転校する
はずなのです。

だけれども、実際には北九州市内のマンションに
監禁されていますから、もちろん転校しないわけで
す。住民票だけが動いたというような状況で、玉名
市の学校にしてみれば、住民票は動いているのだけ
れども、ちっともこの子たちは転校してこないな、
どうしちゃったんだろうという、何か事情があるの
かなという感じですね。

一方の、もともと住んでいた久留米市の方は、玉
名市に移っているのだから向こうの学校に元気に
通っているだろうなと思っているわけです。しかし、
現実は凄惨な虐待を受け続けて殺されて、ばらばら
にされて、ミキサーで骨のかけらまでどろどろにさ
れて、ペットボトルに詰められて、海や公衆トイレ
に流されてしまいましたので、全く遺体のかけらも
見つからないという状況です。

この女の子も居所不明児童の１人です。そしてこ
の男の子、弟の方です。この子も同じような凄惨な
目に遭っていたのですが、この子が義務教育期間に
入っていません。未就学児ですので、文部科学省の
調査では義務教育期間の子どもしかカウントしてい
ませんので、この弟の方はたとえ行方が分からなく
ても、調査の中には入ってこないという現状がある
のです。

先ほどのホームレスの子どもの話に戻りますけれ

ども、教育や医療や福祉といった生活の根幹に関わ
る部分がすっぽり抜けてしまうだけではなくて、不
適切な生活環境の中で心身に重大な傷を負ってい
く。あるいは今、お話しした福岡県の事件のように、
生命の危機に瀕しているという事態も実際に起きて
いるわけです。それにも関わらず、この子どもたち
の実態把握も、そして具体的な救出・対応策という
ものも、全く講じられていない。

さらに、こういった子どもたちが、学校にも行か
ない、病院にもかからない、児童手当ももらわない
けれども、何とか大きくなれたよと、もう 18 歳・19
歳になった、働ける歳だよ、じゃあ働いてください
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。

これは何も居所不明の子どもだけではなくて、不
適切な養育環境に置かれて、不登校状態に陥ってい
たり、あるいは貧困・虐待等の問題でなかなか教育
の機会に恵まれない子どもたちもそうなのですけれ
ども、まず教育を受けてないということの不利益が
いかに大きいか。私たちは町を歩いていて「station」
とか「police」とか英語で書いてあって、英語は苦
手だよと言う人だってそれぐらいの字は読めます
ね。皆さんは今、普通にメモをとっていらっしゃる。
それは私たちが字が書けて、字が読めて、教育を受
けて学習能力を身につけて、あるいは集団の中でど
う行動すればいいのかとか、朝起きたら「おはよう」
と言う、顔を洗う、歯を磨く、夜寝るときはパジャ
マに着替える。こういった私たちがごく当たり前に
身につけている生活習慣がすっぽり抜けてしまって
いるのです。

ホームレスの男の子は夜になってもパジャマなん
か着替えません。歯も磨きません。それどころか１
日３食も食べられないわけです。そういう生活を続
けてきた子どもたちが、さあ、大人になったから、
はい、履歴書を書いて就職活動しなさいと言われて
も、履歴書って何ですかという話になってしまうわ
けです。

就職活動しなさいと言われたって、面接で敬語な
んか使えないわけです。何とか仕事が見つかったと
しても、毎朝必ず決まった時間に出社して、周りの
人とコミュニケーションして、先輩には敬語使って
とか、そういった集団適応能力がなかなか持ちにく
い。そうすると、こういった子どもたちが歳だけ大
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人になったって働けない。じゃあ、どうするの。若
年ホームレスになるのですか。あるいは 10 代後半
から生活保護を受けるのですか。あるいはもうこん
な世の中やってられねえよと、何でおれだけこんな
目に遭わなきゃいけないんだと犯罪に走って、大き
な罪を犯してしまうのですか。こういった、彼らの
不幸が子ども時代だけで終わらない。一生彼らに
とっての大きなデメリットを引きずっていかざるを
得ないという状況があるのです。

そして当然、こういった子どもたちが、子ども自
らの意思で消えてしまったり、各地を転々としたり
しているわけがないのです。むしろ彼らはいや応な
く、親たちの事情、親たちの都合に引きずられて翻
弄されている。じゃあ、その親たちの状況が今、ど
うなっているのか。

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
率や貧困といったものが本当に深刻な問題です。職
を求めたり、あるいは人間関係が不安定化している
中で、子どもたちも当然こういった生活に引きずら
れていく。

一方で今、スマホ一つ持っていれば何でも手に
入ってしまう時代ですね。今日泊まるところがない。
どうしよう。お金もない、マックで一晩過ごすこと
もできないとなったときに、じゃあ、どうしたらい
いだろうとなっても、スマホさえあれば何とかなる
のです。

こちらをご覧ください。「神待ち掲示板」と書い
てあるのが分かりますか。神待ち掲示板とか神待ち
サイトといいます。これは出会い系サイトの一つな
のですが、何かというと、泊めてくれる人、神様の
ような人です。泊めてくれて、御飯も食べさせてく
れて、ついでにしまむらとかユニクロで服も買って
くれるみたいな、神様みたいな男の人が今、世の中
に結構いるのです。そうすると、例えば旦那とけん
かしちゃった、もうお金もない、だけれども、役所
とか行くのもめんどくせえみたいな、じゃあいい
や、スマホでちょっと泊めてくれる人を探そうとな
る。この神待ち掲示板は主要な都道府県別にあるの
です。神待ち神奈川とか、神待ち埼玉とか、例えば
神奈川に住んでいる人が、やべえ、もう財布の中が
空だし、どうしよう、マジ、子どもいるのにみたいに、
神待ち神奈川で「今、桜木町駅の近くにいるんです

けど、誰か助けてぴょ！」とか書き込む。そうする
と、それを見た近くの人が「じゃあ僕、ちょっと車
で迎えに行きますよ。２、３日だったら僕のアパー
トにいてくれて全然オッケーなんで」みたいに、迎
えに来てくれる。「子どもがいてもいいよ。俺もずっ
とひとり暮らしだし、何か家族気分味わえてうれし
いっす」みたいに言ってくれるような人もいるわけ
です。

そうすると、わざわざ役所に行って、何か面倒く
さい手続をいろいろやらなくたって、こういうとこ
ろで幾らでも今、転々とできる社会環境ができてい
る。男性だってそうです。非正規雇用で派遣社員と
か期間工のような形で、とりあえず今月から半年は
愛知の工場で働いて、寮も入れるし、そこでちょっ
と金貯めてみたいに、半年経ったら今度は栃木の工
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。

こういう中に子どもが巻き込まれていったら、そ
れこそ子どもたちの福祉・教育・医療がどうなって
しまうかとなると、私たちの社会が今、従来のシス
テム、従来の方法ではもうなかなか対応できないと
いう現実に見舞われている。

そして、本日は行政の関係の方もたくさんいらっ
しゃっていると思うのですが、幾ら支援があっても、
相談窓口があっても、つながれないという人たちが
一定数いることを是非知っていただきたいのです。

この資料の 27 ページの方にも少し書いてあるの
ですけれども、そもそも生活保護とか児童手当とか
臨時福祉給付金とか、そんなものがあることを知ら
ないという人たちも一定数います。あるいはそうい
うものがあるのを知っているけれども、どこに行っ
て手続すればいいのか分からない、あるいは手続し
たくて、役所に電話をかけた。あるいは相談したく
て電話をかけた。だけれども、扶養者は何人ですか
とか、あなたの世帯は何人家族ですかとか言われて
しまったら、扶養って何、世帯って何、皆さん当たり
前に使っている言葉かもしれません。だけれども、
私たち一般市民が普通に生活していて、世帯とか扶
養とか還付とか措置なんていう言葉は使わないので
す。そんな言葉をいきなり言われてしまったら、そ
れだけで分からない、頭パニックみたいな、もういい
です、がちゃんと電話を切ってしまいます。支援者が
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
ないの。じゃあ拇印でいいからみたいに言う。だけ
れども、拇印って何。分からない人にとってこれは
とても怖いです。あるいは結構正論を押しつけられ
たり、いや、あなたは大変かもしれないけれども、
努力しないとだめですみたいに、もっとお子さんい
るのだからしっかりしてちょうだいみたいに言わ
れると、それでなくてもコンプレックスとか負の部
分、心の傷、いろいろな暗い部分を抱えている人た
ちにとっては、ああもう、こんなところに来るぐら
いならやめた。さっきの神待ちで、その辺の優しい
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。

そう考えると、先ほども言いましたが私たちが今、
当たり前のように考えている社会システムや社会の
構造をいま一度疑ってみる。何か変えられないだろ
うかという視点も是非持っていただきたいと思うの
です。

今、子育て支援が最重要課題です。安倍さんもこ
の前、少子化対策で頑張るみたいなことを言ってい
ましたけれども、じゃあ、現実の子どもや子育てを
取り巻く社会環境が今、どうなっているかといった
ら、この横浜市なんかはそうだと思うのですが、保
育園を作ろうと思ったら、もう周辺住民から反対運
動が起きてしまうとか、学校や児童館、子どもを取
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。

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　見かけたら
110 番します。　白井市役所都市計画課」と書いて
あります。千葉県白井市の公園の中に掲げられた看
板です。紛れもなく行政がこの看板を掲げているの
です。サッカーをやっていたら警察呼ぶぞと。確か
に行政には行政の言い分があるでしょう。近隣住民
から苦情が多いのです。危ないです。迷惑です。だ
けれども、私は「110 番する」なんて言葉を行政が
使うという、このセンスのなさにやはり愕然とする
のです。同じように禁止したいのであっても、もっ
と違う表現はないのだろうか。こんな言葉を見て育
つ子どもたちがどう思うだろう。警察呼ばれちゃ
う、やべえ、サッカー選手目指すどころの話じゃな
いぞ。こんな社会の中で子どもたちが本当に伸び伸

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。

そして、先ほどつながれない親のところで、役所
が怖い人がいますよ、支援が分からない人がいます
よというお話をしました。そして実際に各地を転々
として、居場所を定めなくても生活できるという社
会状況ができている以上、その人たちに役所があり
ますから来てください、支援がありますから来てく
ださいと待っていても、なかなかそれはつながるこ
とができません。そうすると、待ちの姿勢ではなく
て、自分たちの方からつながっていくという努力・
工夫が求められると思うのです。

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
看板も、いかにも想像力が欠如した発想だなと思い
ます。もし自分が子どもの立場だったら、子育て中
の親だったら、こういう言葉を見てどんな気持ちに
なるだろうという想像がない。

例えば、これはある支援者の方を取材したときに
お話ししていただいたことなのですが、ある女性が
電話をかけてきた。どうやら DV と虐待と両方の問
題を抱えている。そして、電話口で話すのもなんだ
し、私は６時までここにいるから、よかったら相談
に来ませんか。いろいろな方法があるから一緒に考
えませんかと言ったら、行きますと言った。だから
待っていたそうです。

ところが、待てど暮らせどやってこない。だから
その人は、まったく、あの人は来ると言ったのに来
ない、とかと思いながら、シャッターを閉めようと
した。そうしたら、向こうから１人の女性が汗だく
で、自転車をこぎながら来た。どうしたのですかと
言ったら、相手の人は、自転車で５時間かけて来ま
した。電車やバスを使っても１時間半ぐらいかかる
ところに住んでいたのです。だけれども、その人は
電車代もバス代も持っていなかったのです。だから
自転車で来るしかなかった。

皆さんのところにもいろいろな相談電話とか「助
けてください」という声が届くでしょう。その人た
ちがその相談窓口までどんな手段で来るのか。お金
を持っているの。ここに来るまでの道順分かるのと
いう想像力があれば、違う言葉をかけられるはずな
のです。だけれども、窓口は何時から何時までです
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
いことが、この人はお金を持っているかな、時間大
丈夫かな、仕事休めるかな、そういう少しの想像力
で言葉を一言紡ぎ出していただきたいと思うのです。

そういった想像力があれば、この２番目の行動力
につながっていくと思います。「じゃあ、赤ちゃん
抱えて大変だったら、私はちょうど近くまで行く日
があるから、もしその日でよかったらおうちにお邪
魔してもいい？」というふうに、行動することにつ
ながっていきますね。そして実際にその家に行って
見てみたら、もうごみだらけ。洗濯物が異臭を放っ
ているみたいになったら、これは何か早急な支援を
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。

それこそ今も 189 のポスターが役所とかに行くと
貼ってあるのですけれども、私が役所の人に言うの
は、こんなところにポスターを貼っていてもだれも
見ませんよと言うのです。同じお金をかけてポスター
を作るのだったら、町内会の人に頼んで町内のごみ
ステーションとかに貼ったらいいのです。役所に来
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
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」

「安心してください」「秘密は守られますからね」と
いう一言も添えてやる。こういう行動力があるかな
いか。こういったちょっとした工夫が３つ目の突破
力につながっていくのですが、相談窓口を作って何
人の人が利用しましたみたいなアンケートをよく役
所の人がとっていますけれども、それで利用者が少
ないから窓口閉鎖とかやっていますけれども、違う

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、
あるいは字が読めない人、漢字読めない人、英語読
めない人のためにどんな工夫をして、情報を伝えた
らいいかな。何も文字で伝えるだけではないです。
こんなふうに、これはある NPO が作った漫画です。
漫画だったらキャバクラで働いているお母さんたち
も喜んで読んでくれるのです。こういう工夫が、私
たちに今、課せられたものだと思うのです。頭を固
くしないで、何かできることがあるのではないか。
今、この予算の中でもこんな工夫ができるのではな
いか。そういう力を是非皆さんに発揮していただき
たいのです。

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
どもたちが必ずいます。「早く助けて」「もうすぐ僕
の命が尽きちゃうよ」と思って、この社会の誰かか
ら手を差し伸べられることを待っている子どもが必
ずいます。ですから、一刻も早く、そして具体的に
私たちが動き出すということを、是非お一人お一人
考えていただければと思います。

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。

飯島氏　石川さん、どうもありがとうございました。
それでは、時間があればぜひ是非、もっといろい

ろなコメントをいただきたいところなのですけれど
も、時間が迫ってまいりましたので、本日はこちら
の方で、本日のシンポジウムの第１分科会は終了し
ようかと思います。

田中さん、石川さん、どうもありがとうございまし
た。会場の皆様も、どうもありがとうございました。


