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増沢 高氏　おはようござ
います。

子どもの虹情報研修セ
ンターの増沢と申しま
す。本日はよろしくお願
いいたします。

この分科会、神奈川県
の分科会ということになります。こういったオープ
ンスペースで、開放的な雰囲気の中で、分科会がで
きます。

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
マです。最後の“ご一緒に”というところが非常に
人間的で、１つのキーワードかなというふうに思い
ますけれども。

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
町村に要保護児童対策地域協議会の設置が法定化さ
れたわけです。今までは、児童相談所が主にこう
いった問題を取り組んできたわけですけれども、平
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成 16 年の法改正を境に、市町村もこの問題に取り
組んでいくということが、法律上制定されたという
ことです。

それから 10 年たちます。しかし、市町村によって、
この要対協の機能あるいは市町村の取組それぞれ
が、非常に温度差がある状況があるということです。

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
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
いう記載があります。子どもの虹情報研修センター
で市町村向けの研修をもう 10 年間ずっとやってき
ているわけですが、そういった声は実際に聞いてお
ります。本当に市町村によって様々、また体制も様々
で、市町村は人口エリアも様々ですし、またそこに
配置されている職員のどういった職種がこの協議会
を運営されているかということも本当に様々です。
市町村の首長さん、市長さんでありますが、町長さ
んの意識も本当に様々というところで、まだまだ十
分に、全体としては機能している状況ではないかな
というところが、僕も実感としては思っております。

本日は、２つの実践報告を頂いて、いかに協働し
ていくのかという、その実践例を報告していただく
ということです。

１つが、伊勢原市の取組。まずは伊勢原市の取組
からお話ししていただきますが、今、この児童虐待
対応で、多分この問題に取組始めたときは、早く発
見して、早く通告して、早く介入するんだというこ
とが、非常に力を注がれてきたわけですけれども、
今は予防的な支援、そういった虐待が起こらない社
会・地域作りをどうするかということに、非常に力
をシフトしていく方向に展開しております。伊勢原
市からは予防教育の１つとして、高校生に向けて出
前研修をされているのですね。非常にユニークな、
工夫された予防教育を展開されております。その実
践報告をまずは頂きます。

そして２つ目、要対協は市町村の中の様々な機関
の協働ではあるんですけれども、そこに市町村と児
童相談所との連携というのが１つの核として重要な
柱になるわけですが、ここも実は、非常に課題が多
いところであります。市町村にしてみれば、なかな
か児相が動いてくれないとか、児相にしてみれば、

何でもかんでも言ってくるんだよというような声が
聞こえたり、これはもう、様々なんですね。

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
実際的な支援であり、また、それぞれの専門性を高
めていく展開にもなっているという、そういった実
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。

吉川 まり子氏　皆さん、
おはようございます。伊
勢原市の子ども部子ども
家庭相談室の吉川と申し
ます。皆さん、朝早くか
ら集まっていただきまし
て、本日は、伊勢原市の取
組を少しお話しさせていただければと思っています。

私が現在いる部署は、要保護児童対策地域協議会、
要対協と言われる協議会の事務局を担っています。
その中で、虐待の疑われる通告が入ると、虐待の支
援を始めます。ただ、その支援に関して、お子さん
の状況が少しでも改善されるように、少しでも良く
なるようにと支援をしていくのですが、通告が入っ
たからといって、要対協の事務局だけが何かを支援
する、それでよくなるというものではないのですね。
１つの機関だけでは、なかなか難しいと思われる。
実際にやっていても、私たちだけではどうにもなら
ないということが多々あります。だからといって、
児童相談所が一機関だけ、児童相談所だけが何か支
援をすればよくなっていくのか。そこも難しい。な
かなか、児童相談所だけでも上手くはいきません。
様々な機関の協力をもらって、その機関の力を合わ
せることによって、大きな支援の力となっていきま
す。なので、連携がとても重要になってくる状況な
のですね。

ただ、連携が必要というのは、よく耳にします。「連
携が必要」と言うのは簡単ですが、実際に、いざそ
の場で連携をするということは、とても難しいと感
じています。日ごろどんなふうにしているか、どん
な考え方をしているのかも含め、たくさん一緒にや
りながら、経験をしながら積み重ねていくというこ
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
連携をさせてもらっています。その中の１つに研修
があります。本日は、その研修の中で１つ、高校へ
の出前講座のことを皆さんに御報告できればと思い
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。

伊勢原市は、神奈川県の地図の中で、大体この辺で
す。ほんのちょっとだけ大きく「伊勢原」と書いて
ありますけれども、大体位置がこの辺。横浜に対し
て伊勢原がこの辺にありますよということです。

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。

伊勢原市子ども家庭相談室の歴史です。子ども家
庭相談室は、平成 16 年に子育て相談係として設置
されました。このときには、障害福祉センターから
社会福祉士、母子保健から保健師、保育所から保育
士という職員が異動してきました。それぞれ違う職
種がより集まって相談を受けるという部門が、立ち
上がっています。

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
す。そして、通告窓口となり、平成 17 年度には、
伊勢原市の要対協を設置しています。

そして、平成 21 年、児童相談センターという名で、
立ち上がりました。場所は、市役所の１階のフロア
から移動して、青少年センター、市役所の建物の向
かい側の建物です。建物を移動して、教育センター
と同じフロアに移りました。

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
部門と福祉である児童相談センターが同じ場所にい
るということは画期的なことでした。私たちが座っ
ている机の１メートル隣に教育委員会がいるという
状況が生まれました。切れ目のない相談と支援体制
を目指した形になっています。

そして、平成 25 年、子ども家庭相談室。１つの
担当から課へ昇格し、今に至っています。現在の子
ども家庭相談室の業務内容です。まずは、虐待防止
の事業です。要対協の運営、そして児童虐待に関す
る対応、そして研修会等の実施もしています。その
他には、助産施設措置や養育支援訪問事業、もう一

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。

現在の子ども家庭相談室の職員体制です。室長含
め、正規の職員は専門職で構成されています。そし
て、虐待の通告の対応、発達の相談の対応、両方を
行っています。

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

勢原の中で、これだけの部と課があるという状況で
す。その中で、要対協に属しているのが、これだけの
部門になります。そして、伊勢原市以外の要対協に
入っている機関は、これだけの機関が入っています。

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
るという状況がありましたけれども、何をどうすれ
ばいいか、全く分からないのですね。児童相談所に
どうしたらいいのかというふうに、もちろん相談を
して、こんなふうにするといいよということは、レ
クチャーを受けていました。しかし、実際にどんな
ふうにやるか。実際に親御さんと話をする、実際に
関係機関と連携をとる。全く上手くいきませんでし
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
かろうと思って、関係機関の協力ももらおうと思っ
て、研修会をたくさんやりました。講演会をやった
り、いろいろな研修を考えたり。しかし、私たち、
その研修があまり効果的ではないのではないかと感
じたのです。効果がないわけではない。しかし、私
たちが感じる「やった感」「満足感」みたいなもの
は少なかったのです。何か、もうちょっと上手にで
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。

そこで私たちが思い出したこと。発達相談での経
験です。私たちが、発達相談で経験していたことは、
実際にケースのお子さんのいる園に出向いて、先生
方とたくさん話をすること、そして、ケースのやり
とりを通して学んでいくこと。プラスして、ケース
になる前のお子さんたちについても事前に先生たち
と話をする、事前の研修のようなことをやっていた
んですね。そうすることで、発達相談の方では協力
してもらえるという経験を積んでいました。なので、
私たち、分かりやすい研修を事前に開けばいいんだ
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
に対して、時間を掛けず、短時間で行う研修。そし
て、分かりやすくするために、手作りの紙芝居を作
りました。一概に、「児童虐待についての研修です。
児童虐待予防の研修です」と言うと、何だかすごく
難しい印象を持ちます。なので、最初から聞く耳が、

「ああ、難しそうな話だな」というふうになってし
まっては、効果が薄れてしまうのではないかと思っ
たので、紙芝居を使って、先生方が、「あ、何だろう」
というふうに興味を引きやすい形にしました。そし
て、できるだけお金を掛けない形の研修。紙芝居も
画用紙に手作りで描きました。そして、それぞれの
園へ出向く。一園一園出向いていって、研修をする
という形を取っていきました。

そこで紙芝居を使った出前講座というものを行っ
ています。目的は、早期発見、早期対応の啓発です。
園の先生方や幼稚園、保育園、そして小学校などの
先生方に対して、虐待を疑ったときにどうすれば良
いかという、初期対応についての理解を促す研修を
しました。そして、方法として紙芝居を使うという
ことをしていったんです。

実際に、その紙芝居を使った出前講座。やってみ
たら思っていたよりも、先生方がよく話を聞いてく
ださったんです。すごく集中して聞いてくださいま
した。分かりやすいよ、という言葉ももらいました。
そして、その研修の後は、相談の電話も増えました。

私たちも当初、出前講座を行うと通告の電話が増
えて大変になるかもしれないということは思っては
いたのですけれども、実際に連絡が増え、一緒にや
りましょうと言う時に、協力をもらいやすくなった
んです。相談の連絡は増えましたけれども、連携が
できる。これは、とてもやりやすい、有効だなと思
いました。

そこで、味を占めた私たちが、もう一つ、やりた
いことがありました。それは、妊娠前の市民に対し
て児童虐待予防の研修をしたいということです。こ
れは、私たちが窓口の業務の経験上から感じていた
ことでした。私たちが市役所の１階に事務所があっ
たとき、児童虐待の対応だけではなくて、母子手帳
の発行という業務も行っていました。そのときに、

「堕ろすお金がないから出産をします」という発言
や「産んでみたら、こんなはずじゃなかった」とい
うことも、耳にしました。そして、「産まなければ

よかった」なども耳に入ってきたんですね。そこか
ら、児童虐待の引き金になってしまうことも考えら
れました。

私たちが、児童虐待を疑われるそのお子さんたち
に対して支援を始める。けれども、いつまでこれを
やれば良いんだろう。どういうふうにしたら予防し
ていけるのだろうと考えたときに、児童虐待が起
こった後ではなくて、その前の段階で何か研修をや
りたいというふうに思ったんです。児童虐待となら
ないためにという考え方が大きくなりました。

そこで私たち考えたのが、高校への出前講座です。
卒業して、近いうちに親になる可能性のある高校生
の年齢です。その高校生に対して、あなたたちが親
になったときに虐待をしないでくださいという研修
をしたいと考えました。そして、協力をしてくれる
高校にお話を持っていって、協力していただく形で
やらせてもらいました。まだ児童の年齢でもある高
校生なので、あなたたちが将来虐待をしないように
という研修は、高校へ話を持っていった当初、先生
方がすんなり受け入れてくださったわけではありま
せん。それまで話したこともない、一市役所の要対
協。何だかよく分からない人がいきなり来て、研修
をさせてください、しかも、生徒にこういう内容です
というふうに言ったので、先生方も戸惑われたと思
います。何回も何回も話し合いを重ねて、とりあえ
ず１回やってみましょうということになりました。

高校側からもいろいろなオーダーが出ています。
まず、高校側から言われたのは、１学年全員を体育
館に集めて、授業の１コマ 40 分程度で研修をしてほ
しい。そして、高校も今までにたくさん研修をやっ
てきている。例えば性教育であるとか、例えば DV
の研修である、例えばドラッグの研修である。その
ようなものはしてきているので、内容はかぶらない
ものにしてほしいというオーダーでした。

できるだけ生徒に分かりやすい研修をしたい。ど
んなふうに高校生に伝えれば、何を伝えれば良いの
か。考えているときに、私は自分の高校のときを思
い出したのです。高校のときに体育館に集められて
研修をやります。その中で、何だから難しそうなタ
イトルの研修だと、最初からあまり聞く耳を持てな
かった。しかも、かったるいな、つまんないな、と
いう感覚があります。そして、それが体育館で、暗
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
ではないかとも考えました。分かりやすい研修、生
徒が集中しやすい研修ということを考え、演劇を
使った研修を思いついたのです。実際に演劇をする。
そして、生徒の皆さんにも途中で体験をしてもらう
という研修を考えました。

生徒に伝えたかったこと。それはまず、「赤ちゃん」
というもののイメージを持ってもらいたいというこ
とです。赤ちゃんってどんなものなのか。それとプ
ラスして、赤ちゃんのイメージを持った後に、「育
てる」ということに関して。育てることは楽しいけ
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
しては、こんな場面から始まります。

吉川氏　これは児童相談センターとして初めて行っ
たときに、まずこんな画面からスタートするという
ものです。体育館にスクリーンを置かせてもらって、
このような状態から始めました。そのときに一番流
行っていた曲なので、これで生徒の心をつかめると
思ったのです。残念ながら生徒はあんまり反応しま
せんでした。

そして、私たちがその演劇の内容として考えたも
のは、大学生の男女、男の子と女の子がつき合って
いるだけなのに予想外に妊娠をしてしまうという設
定にしました。この場面は、主役の男の子と女の子
が登場する場面です。ちなみに、主人公の男の子は

「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
の事務職です。若い職員に協力をお願いして、やっ
てもらいました。専門職ではない、事務職の方です。

次、愛ちゃんです。
途中で出てきましたのは採用試験の面接官役に神

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

まったという状況になります。そこで、いろいろ右
往左往しながらも、結婚をして、出産をしようと考
えます。

吉川氏　この産婦人科医、ドクター役をやったのは、
伊勢原警察署の方です。大まかなシナリオはあるの
ですけれども、どんなふうにそれを言うか、どんな
セリフを言うか、どんな形というのは、それぞれの
役柄の方々が考えてくださっているんです。なので、
アドリブ満載です。当日いきなり演じるという感じ
になっています。

そして、産婦人科を受診し、妊娠していることが
きちんと分かった。その次には、愛の家に報告に行
きます。報告に行くと、どんなことが起こるのかと
いうことですね。

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。

吉川氏　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、
お父さん役が教育センターの学校の先生です。服装
もそのセリフをどんなふうに話すかも、どのぐらい
しゃべるかも全部、皆さん役者の方が考えてくださ
っているのです。このときのコンセプトは、お父さ
んがお風呂上がりというコンセプトで、バスローブ
を当日着ていました。

講座の中で生徒さんにも体験をしてもらっていま
す。今ここに映っている生徒２人には、研修が始ま
る前に、代表の生徒さんへ妊婦スーツを着用してい
ただいています。その妊婦スーツを着たままの状態
で研修を受けてもらっています。そして、途中で出
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
濯物を干すという体験をしてもらっているんです。
その後で、生徒さんにやってみてどうでしたかとい
う形で感想を聞いています。「重い」とか「苦しい」
とか、本当に感じたままを生徒さんは、言ってくれ
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
もらっています。赤ちゃんの人形を使った体験です。
この今回使った赤ちゃんの人形は、母子保健の方で
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。

吉川氏　このとき、高校の先生の方から、各クラス、
７クラスあったんですけれども、代表者１名ずつに
体験をさせてほしいということで、７人の生徒さん
に登場していただいています。そして、抱っこやお
んぶやバギーなど、いろいろな体験、おむつ替えの
体験もしてもらっています。

ここでも、生徒さん一人一人に、やってみてどう
でしたかと感想を聞いています。「何だか難しい」
と発言をしながらも、赤ちゃんをずっと「とんとん」
してくれている生徒もいたり、楽しく参加をしてく
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
ていることがあります。赤ちゃんの泣き声を聞くと
いう体験です。少し皆さんにも同じ体験をしていた
だければと思います。

（赤ちゃんの音声）

吉川氏　一応設定として、45 秒ぐらい聞いてもら
っているんです。今の長さです。そして、生徒さん
に聞いてみて「どう？」ということも聞いてみま
す。生徒さんは、「うるさい」とか「耳が痛い」と
言ってくれます。この泣き声が何時間も続いたりす
ることがあるんですよと話をします。この泣き声は、
SBS 乳幼児揺さぶられ症候群の予防のための研修
プログラムで使われている泣き声のデータを使って
います。研修の中では、SBS の DVD を抜粋して生
徒さんには見てもらっています。揺さぶってしまう
ことがとても危険なことであるということも、お伝
えをしています。

実際に、研修を受けてみて、アンケートをとらせ
ていただいています。そのアンケートの中で、感想
を自由記述をしてくださいという欄があります。そ
の中で、幾つか皆さんに生徒さんが書いたそのまま
をお見せできればと思っています。
「今までニュースで、児童虐待のことを見たり聞

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
白くて、分かりやすかったです。真剣に聞きました。
赤ちゃんを育てるには知識も大切なんだなと思いま
した」「生半可な気持ちでは子育てできない。自分

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
さんにちゃんと感謝しなきゃって思った」「大変な
思いをして自分のことを育ててきてくれた親へ感謝
したくなった」「あんなに大声で泣き叫んで、声、
枯れないのだろうか」「子育ての大変さはまだ想像
もできないけど、大人になって、母親になれたら、
本日学んだことを忘れないでいたい」「子どもの一
生を台無しにしてしまうので、絶対に虐待してはい
けないと思います」「良い研修だと思った。こうい
うのは高校生のうちに受けておいた方が、将来ため
になると思った」。

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
も、結構いろんなことを感じて書いてくれるのだな、
これだけ真剣に聞いてくれたのだなということを実
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。
「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
ているセリフがあります。そこをワンフレーズ、皆
さんにお聞きいただければと思います。「子どもを
育てるということは、たくさんの知識を経て、様々
な人の協力を得て行っていくものです。児童虐待の
中で死亡してしまった子の年齢は１歳以下の子が約
４割を占めます。その中でも、半数が０か月。生ま
れてから１か月も生きることができなかったという
ことです。子どもを夫婦２人だけで育てることは難
しいし、親のいいなりに子どもが育っていくことだ
けが良いとは限りません。困ったら、ひとりで悩ま
ず、相談して良いんですよ。だって、完璧な親なん
ていないのですから。

たまたま、純と愛はできちゃった婚でしたが、ど
んな夫婦にもうれしいこと、楽しいこと、苦しいこ
とが、それぞれあるのです。子どもは反抗し、許し、
許され、見守られ、愛されながら育っていく。私た
ち市役所も、そんな子育ての相談を受け、見守り続
けていく機関の１つです。」

吉川氏　赤ちゃんがかわいいなと思えるような映像
が欲しいと思って、職員の自ら持ってきた赤ちゃん
の写真で構成をしています。高校生が見て、かわい
いと思えると良いなと思いながら、私たち大人が見



46

第２分科会

て、ああ、かわいいと自画自賛している時間だと思
っています。生徒も高校の先生方も、この映像はか
わいいと思ってくださっています。

そして、研修の終わりには楽しい雰囲気で終わり
にしたいと思いましたので、締めの形として、純と
愛が出産して 15 年後、どんなふうになったかとい
う映像になっています。生徒さんが楽しく研修が終
われるようにとコンセプトを持っています。

吉川氏　最後は、今やってくださっていたのが、保
育園の担当の職員と、そして教育委員会の指導室の
学校の先生がやってくださっています。柔道場を開
いているとか柔道着を着ているというのも、それぞ
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
じたことは、生徒さんの反応が、思っていたよりも
良かったということです。行っている体育館の中の
空気、雰囲気もすごく良かったんです。高校の先生
方も、取りあえず１回はやってみましょうという形
で協力してもらえたものが、終わったときに、「す
ごくよかった。この研修、また続けてほしいんだよ」
と言葉も頂いたくらいです。

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
大きいと思います。皆さん、忙しい業務の中でも、
虐待の予防というところに同意をしていただいて、
忙しいけど、快く受けてくださっているんです。

こういうふうに１つのことを一緒に作り上げてい
く、その感覚、その感じも連携については大事な感
覚だなと思っています。そして、高校の生徒に対し
てはこの内容を全てが理解できるとは思っていませ
ん。ただ、今後、実際親になったときや赤ちゃんと
接するときに、少し思い出してもらえれば良いなと
思っています。そして、この研修を継続することが
何よりも大事だと思っています。

御清聴、ありがとうございました。

増沢氏　吉川さん、ありがとうございました。
続きまして、管轄の児童相談所であります平塚児

童相談所の田辺所長さんからもお話をいただきま
す。よろしくお願いいたします。

田辺 有二氏　田辺と申し
ます。よろしくお願いい
たします。

今の吉川さんの報告、
いかがだったでしょう
か。私もお父さん役で出
させていただいて、今初
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
ました。

それでは、私の方からは児童相談所として要対協
の関わりの補足的なお話をさせていただけたらと思
います。

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
も、その東側、東京と接する部分ですが、相模原市、
川崎市、横浜市、ここは政令市。その下、横須賀市
が中核市ということで、この４つの市は、市独自で
児童相談所をお持ちだということです。また、残り
の 29 市町村については、神奈川県の５つの児童相
談所が所管の区域を決めて、児童相談所で支援して
いくというようなことになってございます。

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。

要対協の設置は、皆さんも御存じかと思います
が、平成 16 年の児童福祉法の改正法に示されまし
て、虐待を受けている子どもを初めとする要保護児
童の、先ほどもお話ありましたけれども、早期発見
や適切な保護を図るということで、児童相談所を初
めとする関係機関が要保護児童についての情報や考
え方を共有し、対応することが重要だということで、
設置されてきました。神奈川県としては、県域の市
町村に要対協を設置するようにお願いしまして、市
町村ごとに要対協を設置していただいたということ
です。

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
ということで、市町村それぞれが様々な状況の中で
行政を行っているということになります。平成 18
年時点で、児童相談所及び要対協の主な職務という
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
ずっと右肩上がりで、一向に減ることがないと。要
は、介入だけでは難しいだろうということで、でき
るだけ予防的な部分での取組も行ってもらいたいと
いうような御指摘もございました。そのような中で、
伊勢原市の要対協の事務局である子ども家庭相談室
が、独自の予防的取組、先ほど説明があった内容で
ございますけれども、要対協の関係機関と、その関
係機関の職員が一緒に出前講座の中で、虐待の予防
的取組を始めることになりました。

24 年度からは、県の子ども家庭課の職員、それ
から 25 年度については厚木児童相談所の職員。そ
して、先ほどのビデオが 26 年度の平塚児童相談所、
それから中央児童相談所、平塚保健福祉事務所の職
員も参加して、予防的な取組を行うようになってい
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
いのですね。そっぽ向いているのですけども、だん
だん引き込まれてくるように、最後の方はよく見て
くれたなというふうに思っています。このような取
組が他の市町村でできたら良いなというふうにも
思っています。要対協のメンバーが、顔が見える関
係の中で連携して、また協働して取り組むことが大
切なのではないかというふうに感じております。

伊勢原市の要対協の活動は、この出前講座だけで
はなくて、代表者会議、実務者会議、それから全ケー
ス把握会議。これは毎月行っていて、児童相談所も
参加させていただいておりますけれども、また援助
活動チーム、カンファレンスとか家庭訪問とか、そ
のようなことも日々行っていただいております。

最後になりますけれども、平塚児童相談所につい
て、簡単ですが、お話しさせていただけたらと思い
ます。

平塚児童相談所は、平成 26 年４月に神奈川県の
児童相談所の機構改革、再編に伴って設置された非
常に新しい児童相談所です。207 番目の児童相談所
ということなのですが、今年、山口県の宇部児童相
談所ができて、今現在、全国には 208 児童相談所が
ございます。そんな中で、平塚児童相談所につきま
しては、中央児童相談所所管の平塚市、それから大
磯町、それから二宮町、厚木児童相談所所管であっ
た秦野市、そして伊勢原市の３市２町。人口が 60

万弱の規模でございます。
また、伊勢原市は 10 万人規模ということですの

で、非常に市の中でまとまった感じで虐待対応がで
きているのかなと思っています。

また、平塚児童相談所の取組としては、昨年設置
されたということで、管内の３市２町の要対協事務
局の課長さんに年２回集まっていただいて会議をす
るとともに、各市町の職員の研修ということで、ま
た、それも行っております。特に研修会につきまし
ては、児童相談所に来ていただいて、緊急受理会議
の様子とかカンファレンス、それから援助方針会議、
家庭訪問等に同行していただくなど、児童相談所も
そのような取組を行っております。

簡単ですけれども、伊勢原市と県の児童相談所の
連携、協働についてお話しさせていただきました。
以上でございます。

増沢氏　ありがとうございました。
ちょうど 11 時になって、後半の実践報告に入り

たいと思うんですが、その前に一言だけコメントさ
せていただければと思います。

皆さんもこれを御覧になっていて、どういうふう
に感じられたでしょうか。感想は様々だと思います
が、要対協の運営を考えていったときに、いろんな
機関向けの研修というのは結構、スタンダードなも
のとして考えられると思うのですね。そしてまた、
連携するときに、要対協の運営の中にもう一つ、個
別ケースカンファレンスとか進行管理というのがす
ぐにスタンダードとして頭にある。ただ、この３つ
を考えていったときに、例えばいきなり研修が必要
ということで虐待の研修講座を開いても、とかくそ
こには専門用語があったり、業界用語があったり。
多分、それを聞いている他の関係を取っていただき
たい機関にとっては、ちょっと人ごとのように感じ
ちゃったりするということは、結構ありがちなこと
だと思うのです。だから、一方通行でない、当事者
の側に立って、どういう発信をするのかというのが
すごく大事なところで、伊勢原市さんはそこら辺を
素直に感じられて、紙芝居を使って、学校の先生に
向けて研修をしていったという。ここら辺はすごく
大事な工夫だと思うのですね。そんなこと、何か幼
くて、ばかくさくてやれないよみたいなことを、一
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。
そして、予防的な支援を考えていったときに、高

校生ということを今度対象にして、高校生にとって
どうだろうかという、やっぱりここにも当事者目線
というものがある。これから多分、試行錯誤を繰り
返しながら、あれだけ高校生の関心を得ていったと
いうのは、とても大事な成功例だと思うのですね。
それは、高校生の実感に則して演劇の構成があり、
妊婦体験がありという、そういったプログラムがあ
の中に随所入っていたという、非常に工夫されたも
のだったというのがひとつ、大きなポイントとして
ある。

それと、個別ケースカンファレンス、進行管理と
いうときに、そのときに初めて顔をあわせて、ケー
スの資料があって、その言葉上のあるいは書類上の
ところで、「さあ、協議しましょう。連携図りましょ
う」と言っても、どうしてもそれは固いものになっ
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。

こうやって演劇をする中に、当事者として、学校
の先生も入り、児童相談所の職員も入りながら、役
を持って、多分、恐らく研修をした後に、控室で、
皆さん大笑いしながら、恥ずかしかったなとか受け
たなとか言いながら、その人の素朴な人間性を丸出
しにしながら語り合う姿があるんだと思うんです
ね。私は、連携するときに、そういう喜びを分かち
合い、喜怒哀楽を分かち合うような連携があって、
その上に初めて、個別カンファレンスであるとか書
類上の話し合いであるとか、そういったことが成立
するように思うんです。何か、そこをすっ飛ばして
先に行こうとすると上手くいかない、それこそ、形
骸化されたという、そういった連携の姿が出てくる
んじゃないかなということを、本日の実践報告を聞
いて改めて思いました。達成感を思いながら、高校
生に受けたよという、そういう達成感を共有し、そ
して、そういった喜怒哀楽を共有する中で今度は、
個別カンファレンスの中でそれぞれの機関が対応し
ている苦しさ、困難さを分かち合うというような、
そういった生きた連携というものをやっぱり目指す
べきだろうなというふうに思います。

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

渡していくんですね。ある意味、ばかみたいな活動
かもしれないです。でも、そうやって汗を流して、「あ
あ、たすきつなげた。気持ち良いね」と言って１つ
になるという。その後に、集まって、事務的な話し
合いをするのと、それがなしに突然集まるのでは、
全然違うんですね。やっぱり我々人間ですから、そ
ういった人間味ある、まずつながりをベースにして
いくってことがとても大事なんだろうなという、そ
ういうことを改めて思いました。

貴重な御報告をありがとうございました。
それでは、続きまして、鎌倉市の実践報告をお聞

きしたいと思います。
まず、鎌倉三浦地域児童相談所の原さんの方から

御報告をしていただきまして、その後、鎌倉市の報
告という、そういう順番で、「鎌三チャレンジ〜同
行訪問モデル〜」というテーマでお話をしていただ
きます。よろしくお願いいたします。

原 和子氏　鎌倉三浦地域
児童相談所で、児童福祉
司をやっています原と申
します。

本日は、市町と児童相
談所協働による同行訪問
モデル「鎌三チャレンジ」
と呼んで始めたんですけれども、このことについて、
隣にいる鎌倉市役所の銭谷さんと一緒に御紹介とい
うか、御報告させていただきたいと思います。よろ
しくお願いします。

まず初めになんですが、これまでも市町と児童相
談所で同行訪問というような形で一緒に家庭訪問を
して話を聞いていくということは、あったと思うん
ですけれども、今回、ここでお話しする鎌三チャレ
ンジというのは、何が違うか一言で言うと、初動か
ら一緒に動いてみましょう、同行で訪問してみませ
んかという、初動から一緒に行くという点が、今ま
でのものと違うところです。市町村で相談を開始し
て、その後の経過の中で、児相も一緒に同行して、
訪問してというような動きは多いかと思いますけれ
ども、ここでは、通告を受けて、初動から市、町の
人と一緒にということで訪問しましょうということ
を提案して試行を始めたわけです。

もともと、うちの児童相談所と管内市町村の職員
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の方々で、サインズ・オブ・セーフティーに基づく
虐待対応について継続的な勉強会を行ってきていま
したので、うちの方から今回、こういう提案をした
ところ、皆さん、快く協力してくださって、一緒に
チャレンジをということで始めました。

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、
32 万人弱で、神奈川県の中でも、規模としては最
も小さな児相になります。所管地域は、先ほどの地
図にあった三浦半島の中の鎌倉市、逗子市、三浦市、
葉山町の３市１町になります。

昨年度の相談件数は 838 件。虐待相談受付件数
は 276 件です。内訳としては、身体的虐待が 64 件、
ネグレクト 44 件、心理的虐待 166 件、性的虐待２
件です。

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
て、子どもの前で夫婦げんかをしたり DV があった
りということで、そのことが子どもへの心理的な虐
待に当たるということで通報が増えていて、その結
果、この虐待の内訳の心理的虐待が突出して高くな
るということが起こっています。

うちの児童相談所では、虐待対応は主に４人の地
区担当の福祉司とスーパーバイザー等のフリーの福
祉司が２名いて当たっています。担当のケース数と
しては、年度の初めの平均で 50 名強ですが、今は
もう年度の後半になりますので、多い人で１人の
ケースワーカーが 100 件近く担当してっていうよう
な実態があります。

これが児童相談所、うちの組織図になります。名
称・鎌倉三浦地域児童相談所が長いので、鎌と三を
取って、「鎌三児相」と呼んでいて、今回これを取っ
て「鎌三チャレンジ」というふうに名付けて始めま
した。

では早速、「鎌三チャレンジ、市町と児童相談所
による同行訪問モデル」についてお話ししていきた
いと思います。

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。

まず、児童相談所の立場からということで、児童
相談所でこれを提案した背景としては、「189」のこ
ともきっかけにありました。今年７月に児童相談所

全国共通ナビダイヤルの３桁化、いわゆる「189」
が始まるに伴って、これまで 110 番のように３つダ
イヤルを押せば、児童相談所につながって、虐待通
報ができるということに７月からなっているのです
けれども、そのことで、これまで以上に児童相談所
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
ども、警察からの通告が DV や夫婦げんかに伴う心
理的虐待の通告の増加があって、その中身の重篤度
に関わりがなく、より広範なケースへの対応が児童
相談所に求められているという実態がありますが、
ただ、実際にはそういった通告の多くは、夫婦不和
だったり子育て不安というものが多くて、市町村が
有するサービス、子育て支援のサービスとか DV の
相談窓口とか、そういったサービスにつなげる方が、
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。

一方で、市、町の立場からです。市、町において
は、児童相談体制を維持していくのはかなり大変で、
担当になった方が事務職だったり、少し慣れたとこ
ろで人事異動があったり、また普段の仕事の業務の
中で、予算とか議会対応なんかもしながら虐待対応
に取り組んでいて、こちらにいる銭谷さんなんかも、
一緒に夕方家庭訪問して、６時ぐらいに訪問して、
７時に終わって、「じゃ、さようなら、お疲れさま
でした」というふうに帰ろうと私はするんですけど
も、銭谷さんはこれから役所に帰って、仕事に戻り
ますということで、今度オープンする子育て支援セ
ンターの図面のことを打ち合わせをしますというよ
うなこともあるので。銭谷さんて図面も見たりする
のだと思って、市町村の多岐にわたる業務というこ
とで大変だろうなというのは思っていて、ただただ
お疲れさまですというふうに送ったり、というよう
なことがあります。

このような以上のこともあって、市町村と児相に
通告先が今なっているわけで、その中でもただ、役
割分担については、いまだ十分な共通な理解には達
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
がら対応せざるを得ないというのが現状になってい
ます。そこで今回、市町と児童相談所協働による同
行訪問モデル、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。
期待される効果としては、こちらの資料の方にも

ありますように、子ども・家族に対するリスク、リ
ソース、ニーズアセスメントに基づく支援を検討し
たり、よりよい市町と児童の連携の在り方や役割分
担を検討するということも考えていきたいと思って
います。あとは、初動から市町と児相が連携するこ
とで、それぞれの子ども相談に対する専門性とかス
キルを共有して、相互の OJT の機会になることが
予想されています。

こちらの方は、役割の中で、同行訪問モデルで市・
町・児相それぞれが期待する部分を丸で示したもの
になります。具体的な実施方法としましては、10
ページにフローチャートがありますけれども、市・
町・児童相談所それぞれ受理をして、受理会議をし
て、受理会議の中で同行訪問モデルでやってみよう
というふうに決定をして、それぞれ市・町から児相
に、児相から市・町に依頼をして、同行訪問モデル
を実施していきます。実際、同行で訪問して、その
後、訪問した職員同士の協議による周辺情報なんか
も含めたアセスメントをして、最後はケース分類し
て、これは児相がやろう、市がやろう、要対協中心
でやろう、１回の訪問で閉止にしようというふうに
分けて、会議でそれを決定していくということの流
れになります。

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、
いわゆる上半期の傾向から数の方を紹介していきた
いと思います。

虐待相談の取り扱い件数は、上半期 153 件で、そ
の内訳としてはやはり昨年度と同様、心理的虐待が
67% でかなり高く割合を占めています。右の上の
表になるんですけれども、取り扱い件数に占める同
行訪問の割合は 45% と出ています。これは、児童
相談所が受理したケースの 45% を同行訪問モデル
でやろうということで決定したものです。45% 実
施しています。

その下に行くと、警察通報に占める同行訪問の割
合は 82% ですが、先ほどから何度もお伝えしてい
るように、警察からの、いわゆる DV とか夫婦げん

かによる通報が多いのですけれども、そういった警
察からの児童通告に対して 82% を同行訪問という
ふうに決定しています。逆に、同行訪問をしないと
決めた残りの 18% が何だったのかというと、身柄
付きの児童通告であったり、既に児童相談所で担当
者がいるようなケースでした。

では、同行訪問した職員はどんなメンバーが行っ
たかというと、市・町の方からは担当課の課長さん
自ら行ってくださったりしたこともありましたし、
係長さん、ケースワーカー、保健師さん、相談員さん。
児童相談所の方は、支援担当福祉司（フリーの福祉
司）とありますが、これが今の私の立場なのですけ
れども、今回の同行訪問モデルを主に担当している
福祉司で、フリーということで、特定の地区を持た
ないで所管地域全域を対象として動いています。プ
ラス地区担当の福祉司も、市町の人と２人で同行訪
問ということで実施しました。

次に、同行訪問して、支援方針とか処理はどうだっ
たのかというのを数で表しています。取り扱った
69 件の処理の状況を表しています。ここで目立つ
のは、児童相談所で受理して、継続して関わってい
くというふうに決めたケースが 30 件で、市・町は
45 件というふうになりますので、やはり市・町の
方でより長く見ていくというような結果につながっ
ているということになります。結局、要対協の扱い、
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
います。これは、児童相談所から市町に同行訪問を
依頼したケースの事例で、実際に隣にいる銭谷さん
と訪問したケースになります。

ケースの概要としては、実父母とも 27 歳。お父
さんはアルバイト、お母さんは契約社員で、不規則
な時間の勤務。本人は１歳半で、お子さんは保育園
に所属がありました。お子さんの夜泣きの対応をし
ていたお父さんが、起きてこないお母さんに怒って
口論となり、お父さんがお母さんを蹴り、そこで再
び泣き出した本人の頬をお父さんが叩いてしまった
ということで、近隣から子どもの泣き声と男性の怒
鳴り声がするということで警察通報があって、後日
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。
その後、児相の方から親と連絡を取って、家庭訪問
を予定して、何月何日何時に市の職員と私の２人で
お伺いしますというふうに約束して、実際の訪問に
行くわけです。訪問して話を、私と銭谷さんと一緒
に聞いています。

当日なんですけれども、お子さんの夜泣きがひど
くて、その日は朝４時にお子さんが泣いちゃって、
お父さんがあやしていたんだけれども、家がアパー
トで、ずっと泣かしているわけにもいかないので車
に乗せて、車に乗せると赤ちゃんが寝るので一回り
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
たお父さんが「はあ」と思って、そのお子さんを抱
いてあやそうとするんだけれども、お母さんが隣で
寝ていて、全然起きてこないので、お父さんの方も
怒っちゃって、お母さんとけんかをし始めてってい
うことだったようです。お父さんとお母さんがけん
かするので、お子さんは今度はまた火がついたよう
に泣いちゃってというところで、お父さんが思わず
そのお子さんの頬を叩いてしまったというような話
が出ていました。

あわせて、お母さんからは、本人の夜泣きが続い
て困るとか、自分が不規則で夜遅くまで仕事をして
いてというようなこともあるので、仕事を辞めて家
にいた方が良いのかなというような悩みを抱えてい
るといったことが出ましたし、お父さんの方からは、
本当に叩いてしまった自分に驚いているということ
で反省もされていて。ただ 27 歳の若いお父さんな
ので、子どものいる友達がいないので、普段育児の
悩みを聞いてもらうことがないということで、私た
ちが行って話を聞いたところ、「今日はいろいろ話
せてよかったです」というふうに言ってもらったわ
けです。

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
と思うので、何かこちらもお手伝いをすることが、
というような切り口で話を続けています。もちろん、
お子さんを叩いたことやお子さんの前で夫婦げんか
をすることについては、話もした上で、お母さんの
方には夜泣きのことなんかを育児相談を市の保健師
さんにしていきましょうというふうに伝えて、促し

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

と同年代ということもあったので、銭谷さんのいる
鎌倉市のこども相談室でやっている電話相談の窓口
を案内して、通常、電話相談は出た方が受けてくだ
さるのですけれども、お父さんについては銭谷さん
を指名しても良いのでというふうに、特別ですよと
いうふうに言って、案内をしています。あわせて、
市でやっている父親対象の子育て支援の講座が鎌倉
にはあるのですけれども、「イクメン講座」という
ふうに呼んでやっていらっしゃるんですが、そちら
のイクメン講座への参加も促しています。

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。

同行訪問して、お父さんとお母さんの話を一緒に
聞いてみると、ケースを前にして、この人たちに必要
なものは何かというのをその場で一緒に考えていく
ことができるというメリットが大きかったと思いま
す。児相だけで訪問して、帰ってきて、市の方に、
あそこには市の保健師さんとつながってほしいし、
市の相談室に電話を掛けるようにという案内をして
いきたいのだけれどもという机上ではなくて、本人
たちを前にして話して、サービスを決めていくとい
うことがすごくメリットだったなというふうに思い
ました。お父さんとお母さんの対話の中からニーズ
の表明もありますし、あと潜在的なニーズも掘り起
こせたというようなことも実感しました。それで話
を聞くと、じゃ、市ではこういうサービスにつなげる
とか、じゃ、児相はどうするということで、おのずと
役割分担ができるという点が、同行して訪問をして
の大きな点だったかなというふうに感じています。

では、また次は、同行訪問モデルを３市１町の皆
さんと一緒に取り組んだのですけれども、職員の皆
さんからやってみてどうだったかということでアン
ケート調査を取っていますので、その中からメリッ
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。

メリットからいきます。
市・町の職員さんからの意見としては、「市・町の

職員も親や子どもに会って、話を聞いているので、
要対協のその後、ケースとして進行管理をしていく
ときにスムーズになった」ということや、「市・町の
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
十分とは言えない市・町の児童相談体制の中で、児
相職員と一緒に動くことで相互の OJT になった」。

今度は、児相の職員の方からの意見です。「市・
町がやっている子育て支援の情報を、直接市・町の
職員の方から説明してもらえたので、それは助かっ
た」ということとか、あと一時保護が必要かもしれ
ないというような緊急のケースに同行すると、市・
町の職員の方も安心されますし、あと一時保護かな
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
は、一緒に訪問を重ねていくので、市・町職員との
やりとりが他の場面でも全体的にスムーズになった
というような意見がありました。

次はデメリットの方ですが、市・町からの意見の
中では、「職員を確保するのが難しいときがある」
とか、町の方だと地域も狭いので職員さんが町民
だったりすると同じ町民でやりにくいとか、遅い時
間の訪問は難しいとか、訪問が増えて出張旅費がか
さむといった負担感も出ていました。

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
とは市・町の対応は、基本は支援ということでやっ
ている中で、警察から通告が来ましたよということ
でいきなり訪問していくのは、市・町の職員さんに
とっても、相手の通告された側にとってもきついの
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
行訪問に取り組んでみてということで、私の感想で
す。先ほどの事例のところでも触れましたが、電話
とか会議のときに机上でどっちがやるといっての議
論だけでいくと、負担増だけが全面に出がちだと思
います。初動から同行で訪問すると、それぞれの役
割分担が、その場でより明確になって、スムーズに
その後対応が進められるということを思いました。

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、
その安全確認だけにとどまらず、話を聞いていくこ
とで、家族の潜在的なニーズにどれくらい答えられ
るかを、ケースごとに改めて考えるきっかけにもな
りました。そして、市・町児相ともに家族からのこ
のニーズに答えられるサービスについて振り返った
り、また、新たなサービスを検討したりしていくこ

とにつながるということのメリットということを感
じています。

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。

市・町と児相の業務連絡会というのを、年に１回
やっていたものを、年３回に増やして予定しまし
た。会議が増えるのはちょっと負担増なんですけれ
ども、この鎌三チャレンジについて意見交換を重ね
てということで増やしています。

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。

この写真は、同行訪問することを想定したロール
プレイの研修をやったときの写真です。親役と職員
役に分かれてやって、こういう形でロールプレイを
して、実際に、「じゃあ、行ってみましょう」とい
うような形で、研修も実際の場面に活きると良いな
ということでやっています。

私の方からの報告は以上になります。
では、次の鎌倉市の銭谷さんにバトンタッチした

いと思います。

銭谷 壮一郎氏　鎌倉市役
所こどもみらい部こども
相談課相談室担当の銭谷
と申します。よろしくお
願いします。

先ほど突然、オレンジ
色のたすきを渡されたの
ですが、先ほど増沢先生からもお話のありましたよ
うに、「オレンジリボンたすきリレー」という児童
虐待防止の啓発活動を毎年行っています。年々、イ
ベントは大きくなってきておりまして、今年で９回
目を迎えました。東京の渋谷ハチ公前と神奈川は鎌
倉湘南コースと三浦コースから出発して、近くの横
浜の山下公園目指して啓発活動を行っていますの
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
ましたが、児童相談所の話を受けて、鎌倉市では同
行訪問にどのように取り組んでいるのかお話をさせ
ていただきます。

今、画面に映っているキャラクターですが、これ
はこどもみらい部のキャラクターで「きゃらこちゃ
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、鎌倉市の相談室ですが、相談員は全員で４
名おります。非常勤の職員で、１日２人が交代で詰
めているというような状態になっています。職員の
方は、私、ケースワーカーと担当係長の２名で勤務
を行っています。

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。

鎌倉市では、平成 23 年から児童相談所に通告が
あった場合に、市への住基確認、お子さんの年齢、
住所など、確認があるのですが、通告内容を聞き取っ
て、市においても要対協ケースとして受理をしてい
ます。児童相談所と市でケースを共有し、支援でき
る体制を取っています。つまり、児童相談所のケー
スは、イコール市のケースということにもなるとい
うことです。

その取組を始めた理由としては、市が児童相談所
のケースの動きを把握することによって、要対協と
して、地域の見守り体制であったり関係機関への援
助依頼などを行いやすいということが背景としてあ
りました。

とはいえ、児童相談所から話があった場合に、市
でも要対協の支援が開始をされるわけですが、支援
の主体はやはり児童相談所であって、特にお子さん
が施設措置された場合などは、状況について、月１
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、
市が間接的に家庭に関わることはありましたが、家
庭訪問や面接を直接行うことはなく、子どもたちの
顔も担当の市の職員の方は分からないというような
状態があって、詳細な家庭状況を把握するというこ
とは難しくありました。

今回、児童相談所より同行訪問の話を受けて、初
期介入から市が児童相談所と家庭訪問を行い、当事
者の話を聞くことは市としてその家庭状況を詳細に
把握することができ、また、相談ニーズから市の支
援を紹介するという当事者支援ができるというメ
リットがあったので、児童相談所からの提案を受け
入れたわけです。

それでは、同行訪問の流れを説明していきます。

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
童相談所へ通告が入りまして、まず児童相談所から
市へ住民基本台帳の確認があります。児童の所属で
あったり健診状況の確認、所属へのお子さんの日ご
ろの様子の聞き取りは、児童相談所であったり市が
分担をして把握をしています。市で把握したことは、
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
来るというような流れになります。依頼が来た場合、
市の方でも、家庭状況によってどのようなサービス
が提供できるか検討をしていきます。

反対に、市から児童相談所への依頼の場合です。
市へ通告があった場合に、緊急受理会議を行い、リ
スクの判断をします。また、児童の所属であったり
年齢によって、健診状況の確認をして、お子さんが
いる所属への聞き取りを行います。そこでもリスク
の判断を行って、リスクが高いと市の方でも判断さ
れた場合は、一時保護のことも視野に考えながら、
児童相談所へ同行訪問を依頼をするというような流
れになります。児童相談所へ同行訪問を依頼をして、
あわせて家庭状況によって市で紹介できるサービス
を検討していきます。

先ほどの児童相談所から市への依頼の場合と、市
から児童相談所への依頼の場合、同行訪問を実施し
て以降は同じような動きになります。

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
応していきます。訪問を実施した後は、児童相談所、
市で経過を確認をしていきます。市は、紹介したサー
ビス、例えば子育て講座であったり家事支援のサー
ビスを提供した場合、また年齢の低いお子さんであ
れば、乳幼児健康診査等につながっていく等を確認
します。

先ほど、原さんの方のお話もあった、フローチャー
トの方を御覧いただきたいと思います。１から４あ
りまして、１回の家庭訪問等により終結することに
合理性がある場合、そしてまた、一定期間置いて再
訪問が必要な場合、市・町の中心の支援で対応して
いく場合、児童相談所中心で対応していく場合に分
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。

お父さん 46 歳、お母さん 45 歳。夏休み中のお父
さんが子守りをしていました。お母さんは仕事中で、
お子さんは３歳６か月で、幼稚園は夏休み中という
ことでした。お父さん自身の精神状態が悪くて、子
どもを預けたい、どうにかしてしまいそうだという
ことで、過呼吸を起こしながら電話相談が入りまし
た。ちょうど私が対応したのですが、お父さんは仕
事の悩みがある。これまでずっと自分の両親に生育
歴を批判される。というような日ごろの悩みが蓄積
して、夏休み中でお子さんと２人きりになっている
状態のときにパニックを起こされました。また、カ
ウンセリングを受けているというような話をしてい
ました。そして、子どもをどうにかしてしまいそう
なので預けたいというようなことを訴えていました。

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
ら、市の保健師の方と対応について協議をしました。
子どもをどうにかしてしまいそうであったり預けた
いという訴えがあったので、一時保護の説明ができ
る児童相談所と訪問することがよいのではないかと
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。

訪問をしました。実際は、お父さん、自分自身の
精神状態が子どもに悪影響を及ぼすのではないかと
いうことが一番心配をされていました。なので、児
童相談所より一時保護について説明をして、精神科
への受診を促しております。実際に訪問に行きまし
たが、子ども自身に何か影響があったということで
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
をしましたかということで確認をしています。当面、
緊急的なことはないだろうという判断で、児童相談
所の方は支援を閉止をして、所属の幼稚園含めて要
対協での見守りということになっています。実際に、
お子さんの安全確認が迅速に行えて、児童相談所が
一時保護について説明をし、身近な相談場所として

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
が高い場合でも、初動で児童相談所が同行すること
で一時保護、いわゆる緊急対応が迅速に行えます。
その後、初動からの経過が分かるので、市としても
通院の確認であったり所属への見守りが行いやすい
ということで、要対協の支援が行いやすいというメ
リットがあります。

実践してよかったこととして、当事者、このケー
スではお父さんの立場としてですが、児童相談所と
聞くと抵抗がある家庭、たくさんあるかと思います
が、市が同行することで、一時保護、お子さんを預
かってしまうというような指導的な立場ではなく
て、身近な行政サービス、例えば子育て講座などを
支援として伝えることができます。関わることがで
きるので、身近な相談先が市の方にもあるのだとい
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
よって、児童相談所主体の支援ケースでも市が家庭
状況を把握できて、緊急対応や関係機関との連絡・
調整がスムーズにできます。児童相談所と足並みを
そろえて支援ができています。

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、
あと MCG、これは子育て講座「わかば」というグルー
プ講座も開いておりまして、そういった子育て講座
など、市の事業にもつながることができます。また、
市に緊急を要する通告が入った場合に、児童相談所
に同行訪問を依頼しやすくなっています。いわゆる

「持ちつ持たれつ」の関係ができているんだという
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
としては、市の立場として、同行訪問の際に児童相
談所と市の役割についてしっかり説明をする必要が
あります。児童相談所イコール子どもを保護されて
しまうというような危機感、関わりたくないという
思いが、市の訪問も同じような思いが伝わってしま
うのかなということもありまして、しっかりと説明



55

第２分科会

をする必要があると思います。また、同行訪問のと
きには事前に、当事者に対してどのようなサービス
を案内できるか、提供できるかということを十分に
話し合う必要があると考えています。そして、役割
を確認をした後に、児童相談所が支援を閉止して、
市がその後どのタイミングで支援を閉止をするか、
きちっと課内でも確認をする必要があります。そし
て、定期的に実践、振り返る研修を児童相談所に企
画してもらったり、市においても実際に訪問を行っ
て、成功例であったり失敗例、改善例を基に職場内
研修、ロールプレイなどを行う必要があると考えて
います。

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。

原氏　最初に説明したように、189 導入でさらに児相
への通告件数が増えるかなとか、同行訪問を始める
のだけれども、日程調整はかなり大変かなというよ
うなことを感じながらの取組でした。実際には、189
での通報の件数はあんまり伸びていないのですけれ
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。

銭谷氏　私からですが、非常勤の相談員さん、本当
に主体となって行っていただいているんですけど
も、どうしても夜間の対応というとこまではなかな
かカバーし切れない部分がありますので、私たち職
員の方が訪問に行っています。訪問が相次ぐと、事
務の仕事がなかなかできなかったりということで、
私も担当係長も事務職員なので、ケース対応以外の
仕事もたくさんあるので、大変だなと正直思うとき
もあります。でも、実際に同行訪問を行って、当事
者の困り感、どういうことで困っているかというこ
とを聞いて、それが引き出されて、本来必要な支援
につながったときには、初動からの訪問から得られ
るものが大きいと感じております。

この第２分科会のテーマでもあるように「連携か
ら協働へ」ということで、皆様も御一緒に考えてい
ただけたらなと思います。

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。

増沢氏　どうもありがとうございました。「鎌三チ

ャレンジ」ということで、御報告をしていただきま
した。

大事なことは、一般の子育て支援からだんだん
ケースの重症度が上がるピラミッドが想定できると
思うのですね。重症度が上がれば上がるほど、通報
ケースになり、次に保護したり分離するケースに
なっていくという。しかし、重症度が上がれば上が
るほど実は、多様なニーズを抱えているわけですか
ら、いろんな機関が関わらなければいけないケース
であるということです。重症度が上がって、一定の
ところから児相が担う、市町村が手を引くというこ
とではなくて、上に行けば行くほど複数の機関が関
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
同行訪問、同じ光景、同じ課題を共有するというこ
とがいかに重要かという、そういう貴重な報告だっ
たと思います。

それでは、最後に一言まとめさせていただきます。
本当に私は新たなチャレンジというふうに思いま

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
ね。それは書類上のルールあるいはシステマチック
な考え方で割り切るというような。それともう一つ
は、この仕事はどこに任せる。この仕事はここに任
せる。だからうちはやらないってなことに、とかく
なりがちです。

本日の２つの実践報告は、それを両方とも突破す
る動きをされているということなんですね。一緒に
動いてみる。一緒に感じてみる。一緒に同じ現実を
見て、そこから役割分担しましょうよという、私は
これは非常にケースの立場に立った、ケース視点に
立った、意味ある展開の新しい、しかし、新しいと
言っても、むしろ言うと当たり前の大切な視点を報
告していただいたように思います。

報告していただきましたパネリストの皆様、あり
がとうございます。感謝の拍手を皆さん、お願いし
ます。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。


