第５分科会
10：00 〜 12：30

児童相談所における
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（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。

95

第５分科会

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
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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

108

どうも、本日はありがとうございました。

