
平成28年度

「児童虐待防止推進月間」標語

　平成28年度「児童虐待防止推進月間」標語の全国公募を行い、7,034作品（有効応募総数）

の中から、厳正な選考を行った結果、次の作品が最優秀作品として決定いたしました。

さしのべて  あなたのその手  いちはやく
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【最優秀作品作者】山
やまぐち

口　涼
す ず か

香 さん（神奈川県）

〈受賞コメント〉
　自分の標語がこの数多くの中から選ばれたことを、本当にとても驚いています。この標語
は授業の一環として応募したものなので、きっかけを与えてくださった先生にとても感謝し
ております。
　今後は、福祉や保育を中心とした勉強に、より一層力を入れて勉強していきたいと思います。
　ありがとうございます。
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それでは改めて、福井
県の子どもたちの幸せの
ために福井県がどのよう
なことを進めているか、
また進めようとしている
かというお話をさせてい
ただきます。

今回の子ども虐待防止全国フォーラムの準備をい
たしておりまして、様々話しているうちに私がお話
を申し上げることになりまして、恐縮でございます
が、お耳を拝借したいと思います。

今日は、大きな話の流れとしては、１つ目として、
福井県の姿、その中には幸福度日本一の福井、そし
てふるさとをどのように発展させようとしているか

というお話です。もう１つは、福井県の子育て環境
と支援施策がどういうふうな姿になっているかとい
うお話です。その内容として４点ございます。１点
目は、３人っ子応援プロジェクト、０歳児の時の育
休取得応援、おじいちゃん、おばあちゃんの色々な
サポートなど、新たな子育て支援というお話。それ
から、県民が本当に求めておられる子育て支援とし
てどういうものがあるか。２点目は、すみずみ子育
てサポート、子育てマイスター、あるいは妊娠から
子育て期までの一貫した支援というお話。それから、
３点目として、官と民との協働、これは企業子宝率
というお話。最後に、これは冒頭お話したいと思い
ますが、支援を要する子どもたちへの応援。ひとり
親家庭、発達障害児への支援、そして児童虐待への

福井県知事講話

すべての子どもの幸せのために

10：25～10：55

福井県知事　　西川　一誠氏
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対応という話でありますが、こちらを最初に若干だ
け申し上げまして、あとは福井の様々なお話を申し
上げながら進めたいと思います。

福井県では、児童虐待について、様々な課題がご
ざいますが、全国に比較いたしますとそんなに件数
は多い県ではない訳であります。しかしながら、増
加傾向にございますので、これはしっかりと児童虐
待の問題に福井県として取り組んで参りたいと考え
ております。

それから、ひとり親家庭の子どもたちへの支援で
ございますが、ひとり親家庭の子どもたちに対して
は様々な特別な応援が必要だと思っております。３
年程前から、平成 25 年度からでありますが、ひと
り親家庭の子どもたちに対し、先生のＯＢの皆さん
たちが、児童の持ち寄る様々な課題あるいは学校の
宿題などを教えたりする、そういうサポート場を県
内６か所に設置をいたしまして月３回程度実施をし
ております。

それから、私は毎年、夏休み中に、ひとり親家庭
の子どもたちがキャンプをしたり、あるいは臨海学
校、色んなことがあるのですが、そういうところに
出向きまして子どもたちと一緒にお話などをしてお
ります。もう十何年になりますが、かつて小学生で
あったお子さんたちが中学生や高校生になって後輩
たちを応援している。ああ、あんな時ありましたね
というような、そんな姿を感じまして大変心強く
思っておる訳でありまして、色々と私自身も思うこ
とが多い機会を頂いております。これからも精一杯
応援しようと思っております。

それから、発達障害児、発達障害者への支援であ
りまして、これは「子育てファイルふくいっ子」と
いうシステムを設けております。特別に支援が必要
な子どもを早期に把握し、誕生してから就職、そし
て社会人としてひとり立ちするまでの間、切れ目な
く支援するために開発した福井県方式の支援ツール
を紹介いたします。

それぞれ応援する組織が年齢ごとに変わってくる
訳です。すると連携が悪くなります。そこで支援機
関同士の連携が必要であるということで、25 年度
からこういうツールを活用した運用をしておりま
す。最大の特徴は、色んな行動、また発達において
気がかりな点が色々見受けられる子どもたちについ
て、総合的に評価をしたり、支援計画のシートを作

成し、乳幼児期、保育所・幼稚園、小中学校、高等
学校、就労期と、その内容を引き継ぎシートにより
引き継ぐというやり方をとって総合的に応援をしよ
うとしております。こういうことによりまして発達
障害児、発達障害者への応援をするという考えであ
ります。

冒頭こうしたことを申し上げた上で、福井県の全
体の子育て、幸福度のお話を申し上げたいと思いま
すので、よろしくお願いいたします。

なお、追加して申し上げますと、児童虐待の関係
は、全国的には、九州、山陰、東北地方の件数が割
合少なくて、大都市圏が多い。それから福井県が属
する中部圏は比較的少ないエリアという、こういう
地域特色がございますので、これはその後、今日行
われます遠藤先生の基調講演や様々な分科会でもご
議論があると思いますが、やはり今問題になってお
ります東京一極集中とか、あるいはそれに伴う地方
の疲弊の問題がありましょうし、一方、大都市でも
集中、人口が集まるけれども、それに応じて幸せ度
が高くなっている訳ではないとか、色んな議論があ
りまして、日本の人口構造というものも究明し解決
をしていく問題かなと考えておりますので、併せて
付言をしておきます。

それでは、冒頭のお話に戻りまして、まず福井県
において児童虐待への対応は、逆に申せばいかに子
どもたちに幸せになって頂くかという、その大きな
政策でありますので、そういう方面からお話をして
まいりたいと思います。幸福度日本一のお話をいた
します。

福井県は、江戸時代、幕末に多くの偉人を出して
おります。有名なのは由利公正という方ですが、こ
れは五箇条の御誓文を起草いたしておりまして、現
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代の日本のファイナンス（財政）を作り出した方で
す。もし彼がいなかったら明治維新は何年か遅れて
いたであろうと坂本龍馬などが言っておりますし、
彼が福井藩で謹慎を仰せつかった時に救い出しに来
られたのが坂本龍馬であります。『竜馬がゆく』と
いう有名な司馬遼太郎の小説がありますが、あれは
どこへ行ったかという話は皆さんあまりご存じない
でしょうけれども、あれは越前藩に行ったというふ
うに書いてあるように私は読んでおりまして、全文
庫で８巻ありますが、最後のところに「竜馬がゆく
……越前に行く」と書いてあります。そういう関係
の人です。それから、橋本左内というのも有名です。
２年後、大河ドラマ「西郷（せご）どん」というの
ですか、あそこに必ずこうした由利公正、左内など
が出てくると思います。

そこで、もう１人有名な方に橘曙覧（たちばな　
あけみ）、少し名前が難しいのですが、「たちばな」
は橘という字、「あけ」というのは少し難しい、曙
という字です。「み」は観覧するという覧という字
ですけれども、こういう有名な歌人がおられました。
有名といっても皆様はあまりご存じないかもしれま
せんが、先日、アメリカ大統領選挙がありましたが、
前のクリントン大統領が、天皇皇后両陛下が訪米さ
れた時に歓迎式典においてクリントン大統領が日本
の精神といいますか、その心を詠った歌にお使いに
なったのが橘曙覧の歌です。

どういう歌かといいますと、「たのしみは　朝お
きいでて　昨日まで　無かりし花の　咲ける見る
時」。朝起きて行くと、昨日はまだ咲いていなかっ
たけど、庭に初めてきれいな花が咲いたなという、
そういう自然な歌であります。『独楽吟』というシ
リーズの中の一首ですが、１人楽しむ歌ということ
です。楽しみシリーズです。

他にはこんなのがあります。これは今日の子育て、
児童虐待といいますか、そういうことに関係します
が、「たのしみは　三人（みたり）の児ども　すく
すくと　大きくなれる　姿みる時」が１つですね。
それから「たのしみは　妻子（めこ）むつまじく　
うちつどひ　頭（かしら）ならべて　物をくふ時」
という歌です。

こうしたお歌をお聞きになったら分かると思いま
すが、あまり花鳥風月を詠むということではなくて、
その時代、非常に珍しいのですが、庶民の生活、さ

さやかな喜びとか幸せ、あるいは労働、働く様子を
詠った方でありまして、正岡子規が源実朝以来の最
大の歌人と『歌よみに与ふる書』で評価している歌
人でありまして、こうした精神といいますか、北陸
は今日は天候が悪くなって参りましたが、冬の厳し
さ、もちろん「物をくふ時」ですからうまいものは
たくさんあるのですが、そういう厳しい中で福井県
が色々先人たちが営みを続けておる、そういう中で
詠われた歌。我々もそういう伝統を引き継ぎながら、
幸福度あるいはふるさとというものを追求しようと
いうことであります。

さて、幸福度のお話に入ります。
幸福度、それぞれ皆さん全国各地からお見えかも

しれませんが、順番、ランキングが最近、これはこ
の順番が絶対というものではありませんし、これだ
からだめだという訳でもありませんし、素晴らしい
とだけ言うのもまた問題かもしれませんが。しかし、
65 の総合的な指標のもとで 47 都道府県のランキン
グを２年ごとにしておりますが、福井県は前回に引
き続いて幸福度がナンバーワンの県になっておりま
す。これは特に、働くこと、それから教育、子育て
のランキングが福井県は高いです。２番目は東京都
です。１番が福井、２番が東京、３番が富山、４位
が長野、５位が石川県ということで、我々北陸と東
京と、長野県、そういう感じであります。これは日
本総合研究所というところで客観的に調査をしてお
る訳であります。

また、慶応大学の小林良彰先生が昨年出版した
『子どもの幸福度』という別の調査もありますが、
この中でも本県が総合第１位になっておる訳であ
ります。

それから逆に、子どもの貧困率というのを、一定
の評価を山形大学の戸室先生がやっておられます
が、この手は貧困率が低い方から第１位といいます
か、最も貧困率がない県だと、こういう評価を受け
ている訳であります。

後程申し上げますが、色んな原因、理由がある訳
でありますけれども、こういう評価を持続させ幸福
度を高めるということによって、児童虐待とかそう
いうものを防いでいこうと、こういう作戦になる訳
であります。

なお、これをどう活用するかというのは課題で
ありまして色々と議論がございますが、今回、こ
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の日本総研の研究で新しい指標が出ておりまして、
あるところへ移り住んだら幸せになれるかという
ふうな指標を、65 の指標を斜め切りにしてこうい
うデータを幾つか集めてやっています。これも絶
対かというと、そうかどうかは分からないところ
はありますが。

そこで、子育て世帯が移住して幸福になれそうな
県といいますか、これの第１位が何か福井県になっ
てしまったのです。２位は石川県、３位富山県、４
位秋田県、５位山形県ですね。全部日本海側になっ
ております。それから、シニア世帯が移り住んだら
幸せな県、これは福井県は１位ではないです、残念
ながら。これは５位でありました。１位が鳥取、２
位が長野、３位が島根、４位が山梨県であります。
堀内政務官のご出身のところであります。そして５
位が福井県であります。何となく日本の真ん中あた
りで日本海側の中央山脈から日本海の方に展開して
おるような、そういう姿になっております。こうし
た数値を上手く子育て世帯の応援に活かさなければ
福井県としてはつまりませんし、他の皆さんの県も
こうした指標を参考にしながらチェックをしていく
ということが重要かなと思います。

福井県は全国的には、人口ランクでは、ＡＢＣＤ
でいいますとＤランクぐらいの小さい県であります
が、県全体のパワーを何とかして高めたいというこ
とで、各市町と共にふるさと福井移住機構などとい
うのも設けまして、東京、大阪、名古屋にオフィス
を設けて、福井県に移り住んで欲しいというような
ことを行っているのであります。

そして、福井県としてはこうした幸福度を活かし
ながら、今、東京あるいは大阪あるいは大都市の問
題、それぞれ課題がありますし、地方も課題がある
訳ですが、これを国土政策としていかに活かしてい
くかということに関心を強く持っております。そう
した中で、ふるさと、これをキーワードにして様々
な政策を進めることが大事だろうと思うのです。先
程色んなランキングを言いましたが、そんなにこの
ランキングに天と地の差がある訳ではなくて、もっ
ともオリンピックの体操みたいに 0.1 とか、そんな
小さい訳ではありませんが、少しだけ差があるとい
うことですから、それぞれが切磋琢磨しながらよい
ところを伸ばしていくということがこれからの日本
にとって大事でありましょう。その時にふるさとと

いう材料が重視されると思います。
皆さん、ふるさと納税はご存じかと思いますが、

ご存じですがなさった方がどれくらいいらっしゃる
かというのがまた問題ですけれども、返礼品などの
話題もあります。ふるさと納税は我が福井県が提唱
した制度でありまして、全国の税あるいは寄附制度
になっております。発足した時には年間 80 億ぐら
いの寄附額でしたが、今は 1,000 億を超えている。
福島の災害あるいは熊本、色んなところの災害の応
援にも使われておりますし、それぞれの県や市町村
が頑張っておられると、それを出身者がお世話に
なっているから応援しようと、そういうような方法
に使われる訳であります。そしてふるさと納税との
関係。

それから、福井県には「ふるさとの日」というの
がありますが、日本全体として「ふるさとの日」と
かこういうのを設けて、国民の祝日とする。休日は
リラックスしないといけないのですが、何か世の中
に役立とうというようなタイプの休日があってもお
かしくないような日本の状況ですから、そういうも
のを作ろうではないかというような運動も進めてい
る昨今であります。

また、教育の面ではふるさと教育を重視しており
まして、昨年、福井県の教育振興基本計画を機に、
ふるさとに愛着と誇りを持とうと。これは皆さんの
県それぞれそうだと思いますが、歴史、自然、伝統
産業など、ふるさと教育を強化しております。

どんな方法を採っているかということですが、先
程由利公正とか坂本龍馬の話がありましたが、「ふ
るさと福井の先人 100 人」という教科書のようなも
のを作りまして、色んな人たちのエピソードとか、
子どもの頃こんな子どもだったとか、こんないたず
らをしたとか、色んな話を子どもたちに親しんでも
らっています。それから福井ゆかりの古典といいま
すか、そういうものの音読とか暗唱のできる教材を
６月に作成いたしまして、これが歴史あるいは広い
意味で道徳の教育にも役立つようにしているという
ようなことであります。

例えば、百人一首に福井県のことが色々詠われ
たりしていますし、皆さんのところにもそれぞれ
そういう歌があると思います。「わが袖は　潮干に
見えぬ　沖の石の　人こそ知らね　乾く間もなし」
なんていう二条院讃岐の歌というのは、小浜にあ
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ります沖の石を詠った歌です。そういうものを小
さい時に覚えていただくと。あるいは、紫式部は
福井県の越前市武生に１年間、まだ 17、18 歳の頃
にお父さんと一緒にお見えになりましたので、そ
の時のそういう様子とか、そういう色んなことを
子どもたちに頭の中に暗唱してもらう中から、ふ
るさとの考えを身につけてほしいという教育をし
ようとしております。

それから、子どもたちが、自分の人生と言うと少
し大げさですが、人生設計の大切さを学べるように
ライフプラン学習の独自教材「私のしあわせライフ
プラン」を作りまして、６月から、自分がこうした
いとか、こう思いたいというようなことを家庭科の
授業で使っているという、こういうこともやってお
る訳であります。

こういうふるさと教育によりまして福井の将来、
また自分の将来、自分たちの幸せというのはどうい
う意味だろうというようなことを考えていただくよ
うな教育をして参りたいと思います。

過去の歴史を見ますと、世の中、自然に少しずつ
変わっていく訳ですが、意外と変わり具合が速いで
す。一世代で、30 年で物の考え方ががらっと変わっ
ているようなものが多いですから、子どもたちの教
育というのは極めて大事だと思います。

それから、福井の子育て環境あるいは支援政策に
ついて、次に２番目のテーマとして申し上げたいと
思います。

何故福井県が幸福度が高いかということでありま
すが、１つは女性の就業率が高い。これは福井ある
いは山形などが高いです。全国２位の水準でありま
す。昔から福井の女性は働き者であるという、こう

いう地域環境にあります。さらに三世代同居率が高
い。あまり同居すると良いことも悪いこともあると
いうのも事実でありまして、最近は三世代近居も多
くなっている。おじいちゃん、おばあちゃんのお宅、
いわゆる実家、それとお父さん、お母さんの家が、
車に乗ってせいぜい 15 分、30 分以内というのが福
井県の環境でありまして、大体８割以上がそうした
環境にありますので、朝、お母さんがお子さんをお
ばあちゃんの家に預けて職場へ行って、おばあちゃ
んはその間に保育所あるいは幼稚園へ預けて、そし
て夕方帰る時にそこへまた来てくれるという、こう
いうことで互いに助け合っているというのが福井の
教育であります。

そういうことで、福井県の小中学生の学力はトッ
プクラスであります。秋田と並んで大体１位あるい
は２位ということであります。最近は、他の県の皆
さんも学力向上を目指しておりまして上位争いはか
なり厳しくなっているということですから、これも
争うだけではあまり良くないのでありますので、実
態を良くしなければなりません。

それから、体力テストというのも昔からあります
が、これは福井県は断トツ１位です。もっとも、そ
れだからオリンピック選手がたくさん出ているとい
う訳ではもちろんありませんが。例えばバドミント
ンの山口茜選手、ああいう素晴らしい選手が地元で
育ち頑張ってくれるだろうと、次のオリンピックな
んかも期待している訳であります。また、１年前で
すか、敦賀気比高校が選抜高校野球大会で優勝しま
したけれども、日本海側で甲子園で優勝したのは敦
賀気比高校しかいないです。まだ他の県では日本海
側は優勝できていないです。色んな天候条件もかつ
てあったのかもしれませんが、そういうことで突破
力というのもこれから重要かなと思います。

具体的な子育て政策について申し上げますと、新
しい政策、それから真に県民が求めている政策、そ
してみんなで協力できるような政策を進めることが
効果的だろうと思います。

10 年程前はあまり行政が子育てとか教育に、よ
ほど大事件が起きた場合でないと関与しなかったで
す。虐待で大事件が起きると、何かやらなくてはい
けないとか国も考えるということでしたが、福井県
はもう十数年前から子育て問題、少子化問題を意識
していましたので、国に先駆けてやっております。
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１つのポイントは、３人っ子応援プロジェクト。２
人までは皆さんお子さんをお産みになることは多い
ですが、３人というのはちょっと躊躇するので、３
人をお産みになる時に全精力を挙げて応援をすると
いうのを全国に先駆けて導入しました。今、これは
非常にポピュラーで、こんなことをしない県はほと
んど今はないのではないかというふうに思います。
我々の政策が追いつかれてしまったというのが実際
かもしれません。そういう状況であります。

それから、最近新しく０歳児の応援です。０歳児
あるいは１歳児というのは、お子さんにとっても、
お母さん、お父さんにとっても家庭で面倒を見てあ
げるのが一番だと思います。それは保育所もそうで
す。０歳児の方がたくさんお見えになると保育士を
たくさん雇用しなければなりません。これは大変な
ことですし、財政的にも限りがありますので、バッ
クアップして、０歳児、１歳児をご家庭で育児をし
ていただく。お母さんたちが仕事を休まれた時に、
その雇用をしている企業に応援をして、会社がお母
さん、お父さんたちが休みを取りやすいようサポー
トする。そうすることによって、またもとの条件で
復職をされると、こういうことを数年来始めている
のが福井県のやり方です。さらに、おじいちゃん、
おばあちゃんと近居というお話をしましたが、祖父
母の孫守りとか孫育てで、共働きをしているお母さ
んたちにもおじいちゃんもおばあちゃんもいらっ
しゃる訳ですので、そうした休暇取得に対する応援
などもしております。

それから、具体的に育児をする場合に、お母さん
たちが風邪をひいたりしてお手伝いしてほしいなと
いうことがあるかと思います。先週、香港とかシン
ガポールへ行ってきましたが、あそこも共働きが多
いです。シンガポールの場合、ほとんど共働きです。
どうしておられるかというと、フィリピンやタイや
色んな国の人たちのヘルパーを雇って共働きしてい
ます。福井県の場合には、家族、おじいちゃん、お
ばあちゃん、三世代みんなで支え合っているという、
そういう環境にあるというふうに思います。そこで、
すみずみ子育てサポートということで、少しの間子
どものお世話をしてほしいとか一時預かりをしてほ
しいという時に、シルバー人材センターなどに、単
価は約 700 円ですが、そういうものを市町と半々で
応援して少し預けておくとか、そういうやり方をし

ております。
それから、子育てマイスターという制度を作って

おりまして、保育士、看護師さんなどがみんなで子
育ての応援をする。今は約 500 名近くこういう方が
おられる訳であります。

また、このことに関連いたしますが、企業子宝
率という言葉を使っています。これは普通、合計
特殊出生率ということで女性だけのことを何か関
心を持っていますが、それはそれで大事ですが、
ある会社で、私の会社がこうあるとします。私は
社長だとしますと、社員の方がたくさんおられま
すが、それぞれ女性が何人お子さんを持っておら
れるか、男性のお宅も何人お子さんを持っておら
れるかという、それぞれの社員１人の子宝が何人
かという合計を男女ともする訳です。その会社自
体がいかに子育てをしやすい会社であるかという、
そういう指標、企業子宝率というのを東洋レーヨ
ンの経営研究所の渥美由喜さんのアドバイスも得
て今調査をし、こういう応援をしています。従業
員の働きやすい企業は大体企業子宝率が高いこと
が判明をいたしております。そして高い子宝率の
企業を子育てモデル企業として認定し、紹介、応
援をしていると。広げていこうということであり
ます。

この企業子宝率は、子ども・子育て白書（平成
24 年版）、また厚生労働白書（平成 27 年版）にも
取り上げられまして、既にこの福井県の制度が三重
県や鳥取県など９県に導入をいただいています。

以上、幸福、ふるさと教育、そして子どもの応援、
色んなお話を申し上げたところであります。

冒頭紹介しました橘曙覧の歌に、次のような歌が
また一つあります。これは橘曙覧さんが５人家族で
いた頃の歌だと思いますが、幕末であります。「た
のしみは　家内（やうち）五人（いつたり）　五（い
つ）たりが　風だにひかで　ありあへる時」という
歌があります。家族が健康でいかに幸せかというの
を願っていた歌だと思います。でも、当時は橘曙覧
さんのお子さん、女の方は３人いましたが、長女、
次女はすぐ亡くなりましたし、三女も天然痘で３歳
で亡くなっております。息子さんは３人生きられた
ということになっております。昔は多産多死の時代
でありました。

この天然痘というのも、福井県の笠原白翁という
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有名な幕末のお医者さんが、長崎の種痘の種を大阪、
京都へ引き継いで、冬の敦賀の岬、親と子ども、種
が切れるといけなかったものですから、雪の中を踏
破して福井県に持ち込んで、幕末、福井県の天然痘、
子どもたちがそれで死ぬということがなくなったと
いう物語があります。これは、津村節子さん、福井
県の芥川賞作家で、先日、文化功労賞を受けられま

したが、この人のご主人であります吉村昭さん、小
説家であります。その吉村さんの小説にその感動的
な場面が書いてありますので、是非機会がございま
したらご一読を願いたいと思います。

以上で私からのお話を終わりたいと思います。
ありがとうございます。
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皆さん、こんにちは。
遠藤と申します。このよ
うな大きい会にお声が
けをいただきまして、本
当にありがとうございま
す。心より感謝申し上げ
ます。

私からは、今日、「子育ち・子育ての基本につい
て考える」という、こういうテーマで少しお話をさ
せていただきたいと思います。その基本の一つとい
うのがアタッチメントだろうということで、そのア
タッチメントという観点から虐待というものをどう
いうふうに考えることができるか、そんなことにつ
いて少しお話をさせていただければなと思います。

元々私、どういうことに関心を持っていた人間か

と申しますと、あのスヌーピーの出てくる『ピーナッ
ツ』という漫画にスヌーピーと一緒に登場するライ
ナスという男の子、いつもこういう毛布を持ち歩い
ている訳でございます。毛布に限らず、お子さんに
よってはタオルであったり、シーツの切れ端であっ
たり、あるいはお母さんのスカーフの切れ端であっ
たり、あるいはやわらかいぬいぐるみ、そういうも
のを、それこそ真っ黒に汚れても、あるいはぼろぼ
ろにすり切れてもなかなか離そうとしない。そうい
うお子さんがいる訳です。ただ一方で、そういうも
のを持たなくても平気なお子さんもいる。そういう
一人一人のお子さんの違いというのが何故生じてく
るのだろうか。恐らくは一人一人のお子さんが育つ
環境と何か関係しているに違いない。そのような中
で、だったらどんなふうに育てられるとどんな子ど

基 調 講 演

子育ち・子育ての基本について考える
～アタッチメントという視座から見る虐待～

11：00～12：30

遠藤　利彦氏	（東京大学大学院教育学研究科教授
	 		東京大学発達保育実践政策学センター副センター長）

講 師
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もになるのかなという、それに関して少し専門的に
研究をしてみようということでこの世界に入ってき
た人間でございます。

今現在、私、東京大学の教育学研究科というとこ
ろに所属しておりますが、昨年の７月に発達保育実
践政策学センターという、こういうセンターを立ち
上げることができました。子どもの発達に関する学
問的な知見を、子育て、保育、幼児教育、あるいは
それこそ虐待を受けたお子さんの支援なども含め
た、幅広く子どもの発達に関わる実践に役立ててい
けないだろうか。あるいはそれだけではなく、そう
いう子ども関連の政策ということにそういう学問的
な知見というのを反映させていくことはできないだ
ろうか。そんなことを考えまして、こういうセンター
を大学の中に、非常に小規模ではありますけれども、
立ち上げて研究を色んな形で始めさせていただいて
いるという状況でございます。こういう４つの部門
から成りまして、正に子どもの育ちを支えるよい環
境というのは何か、こういったことの解明というこ
とを今考えております。

そして我々のセンター、あらゆる学問、文化系、
理科系、色んな学問というのは基本的に保育、子育
てというところに全てつながっていくだろう。ある
いは逆に言えば、あらゆる学問的な知見というのを
子どものために全て生かしていく、つなげていくと
いうことが今の日本には必要なのではないか。そん
なことを考えながら今活動をしています。

その第一歩として、実は昨年度、全国の色んな形
態の保育所であったりとか幼稚園であったりこども
園であったり、そういったところの保育者の方に
アンケート用紙を送らせていただきまして、結果、
３万 700 人の保育士さんからご回答をいただくこと
ができました。さらには、全国の自治体、それこそ
市長さんや、市町の方、そして直接的に保育、子育
ての担当をされている方にもアンケートをさせてい
ただき、大体４割を超える自治体からご回答をいた
だき、そして結果的に、現在、日本の子育てとか保
育がどういうふうな実態になっているのか、そうい
うことを少し浮き彫りにさせていただくことができ
たかなと思っております。是非一度、我々のセン
ター、ホームページがございますので、アクセスし
ていただきますと、先程の調査結果なども含めまし
て、今までやってきた色んな活動の報告書などをお

読みいただくことができるかと思います。のぞいて
いただければと思います。

それで、私、今日は子育ち・子育ての基本という
ことについてお話をさせていただくということなの
ですが、当たり前のことですが、子育ち・子育てに
たった１つの理想形はない。誰もが同じ子育ての実
践をして上手くいくかというと、そうではない訳で
す。というのは当たり前のことで、子ども一人一人
に個性があって、好き嫌い、得意不得意もある。あ
るいは、親の側にも得意不得意、好き嫌いがある。
言ってみれば、その個性と個性の組み合わせの中で
子育てというのは行われる訳です。そうすると、そ
の組み合わせによって、実はそれこそそれぞれの形
ということを作っていかなければいけないもの、こ
れが子育てということになるかと思います。

しかし、その中でもやはり基本というのはある。
どういうふうな状況の中で子育てをするにしても、
１つ基本というものがあるだろう。その基本の１つ
としてアタッチメントということを考えることがで
きるのではないか。そんなことを思いながら研究を
しています。

アタッチメント。日本語では「愛着」と言われる
ことが多いです。「愛着」という言葉も非常にすて
きな言葉だなと思うことがあります。ただ、「愛着」
に「愛」という言葉が含まれておりますので、時々、
愛情という言葉と少しごっちゃにされてしまうこと
があるかなという中で、最近はあえて「アタッチメ
ント」と片仮名書きで表現するようにしています。

アタッチメント。もうシンプルに、アタッチする
こと、くっつくということです。小さな子どもとい
うのは容易に怖がります。不安がります。その度ご
とに特定の誰かにくっつこうとするのですね。その
くっつくということがどれぐらい確実にできるかで
きないか。実はこのことが、我々大人が考える以上
に、子どものそのもの、それこそ一生涯にわたる発
達あるいは幸せというところに深く関わっている可
能性がある。そんなところを少しお話させていただ
ければと思います。

まず、そのアタッチメントというのがどれだけ重
要な役割を果たしているかということを、少しこの
縦断研究ということから学んでみたいなと思います。

縦断研究。ご存じのように、１人の人間をずっと
時間軸に沿って追いかけていく研究、これが縦断研
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究ということになります。それこそ、０歳の時にこ
んな家庭でこんな子育てを受けていた子どもが、３
歳になったらどうなっているかな、８歳になって小
学生になって友達関係はどうかとか、14 歳になっ
て中学生になって学校の成績はどうだろうか、20
歳、30 歳、40 歳、50 歳になって、その大人になっ
た時にどんな仕事について、どれだけ健康に幸せに
生活できているだろうか。当然、１人の人間をずっ
と追っかけ続けていく訳ですから、そういう中で現
に、小さい頃にどんな経験をしていた子どもがどん
な大人になっているかということが現実的に明らか
になってくる訳でございます。

日本には残念ながら、そこまで長期の縦断研究と
いうのはないのでありますが、世界全体を見渡すと、
色んな目的を持った縦断研究というのが既に行われ
ております。それこそアタッチメントそのものに関
心を寄せるような縦断研究もありますし、人の健康
というところに関心を寄せるもの、あるいは大人に
なってからのいわゆる経済状態みたいなものを予測
する子どもの時の経験。色んな関心を持った研究と
いうのが行われています。

しかし、色んな関心を持った研究の中で、やはり
一つ、幼少期で重要な要因として必ず研究されるも
のに、実はアタッチメントというものがございます。

その縦断研究の代表的なもの、特に印象的なもの
を少しご紹介させていただきたいと思います。

１つは「剝奪」。これは、普通だったら経験でき
て当たり前のことを奪われてしまったら、経験でき
なくなってしまったら、それがどれだけ大きいダ
メージをその後に及ぼすのか。それを研究するのが
剝奪研究ということになります。

一方で、ここに「介入」という言葉があります。
介入という言葉、これは剝奪とは逆に、普通だった
ら経験できないような特別なことを経験させてあげ
たら、その特別なことというのがどれぐらいの効果
になって後々表れてくるのか。それを明らかにする
のが介入研究ということになります。

例えば、剝奪研究の代表的なものに、これは
2014 年に出版された『ルーマニアの見捨てられた
子どもたち』という本ですが、捨てられたお子さん
たちは施設というところで生活することになりま
す。もちろんその施設環境というのが十分な環境条
件を備えていれば、その子どもたちは心身とも健康

に育つということが考えられます。しかし、こうい
う本が出版されているということは、必ずしもそう
ではないということを容易に想像していただけると
いう気がします。

実はこの本というのは、2000 年から始まった BEIP、
ルーマニアの首都であるブカレスト（Bucharest）
のＢ、そしてアーリー・インターベンションプロジェ
クト（early intervention project）のそれぞれの頭文
字をとって BEIP と呼ばれ、こういう大型の研究プロ
ジェクトの中間成果をまとめた本になっております。

ご存じのように、ルーマニアというところは
1989 年にルーマニア革命というのがございました。
革命前の政権が、いわゆるチャウシェスク政権と呼
ばれる、チャウシェスク大統領とその奥さんとその
取り巻きの独裁国家だった訳であります。そのチャ
ウシェスク政権が崩壊した時に、10 万人の小さい
子どもたちが施設で生活をしていたということが全
世界の人の目に触れることになる訳です。そしてま
た、その施設というのが極めて劣悪な条件だった。
例えば小さい赤ちゃんに与えるミルクがないという
中で、時には大人の血液注射などが安易に行われて
しまう。そういうような状況でもあったということ
が今では知られています。

当然その革命後、新しい政府というのは、そうい
う国際的な非難ということもあったのかと思いま
す。そういう中で施設環境を改善していきます。で
すから実は、2000 年以降、こういう施設で育って
いるお子さんたち、いわゆる生理的な欲求、生きて
いく上で必要な欲求、食べたい、飲みたい、寒い時
には温まりたい、そういうふうな欲求を満たしても
らうには十分な環境の中に置かれています。あるい
は、遊ぼうと思えばおもちゃもあるし、読もうと思
えば絵本もあるという条件。

その中で育っている子ども、そういうふうな物理
的な環境条件というようなものは整っていながら、
しかし大きな発達の遅れやゆがみというのを依然と
して示している。それは何故かというと、いわゆる
人的環境、人のケアというところが十分に行き届い
ていないということになります。特に、子どもの数
に対して、そのケアを行う大人の数が足りていない
ということです。最悪の施設になりますと、20 人ぐ
らいの赤ちゃんに対してたった１人の大人、しかも
就業時間が終わると帰ってしまって、あとは夜中に



23

基調講演

は守衛さんぐらいしかいない。そういうふうな状況
でこういう子どもたちは生活している訳であります。

そういう中で一番深刻なのは何か。やはり先程も
申し上げたように、小さい子どもというのは容易に
怖がり不安がる。その度ごとに、「ぎゃー」と泣き
ながら誰かにくっつこうとする。しかし、そういう
ふうな状況の中で子どもたちはくっつくことができ
るかというと、このくっつくということができない。
実はこのお子さんたちにとって最も深刻なものとし
てあるのがこのアタッチメントの剝奪ということに
なります。そのアタッチメントの剝奪ということが、
子どもの心身の発達に大きな遅れであったり、ゆが
みをもたらしてしまう。とりわけ、実はその発達の
中でも、この自己と社会性という発達の領域に対す
るダメージというのが非常に大きい。そんなことが
明らかになっているようであります。

もちろん、このような研究というのは、ただそう
いった不遇な状況に置かれたお子さんの発達がどれ
だけネガティブな影響を受けてしまうかということ
のみならず、そういう状況にあるお子さんたちを何
とか救いたい。当然そういうふうな中で、例えば途
中から里親の方にそのお子さんたちを託すというこ
とを行います。

当然、里親の元に移った子どもたちの発達、劇的
に良い方向に変わっていくという場合があります。
例えば、身体的な発達あるいはコミュニケーション
の発達、そういったところには比較的早い段階から
良好な発達上の改善が認められる。しかし、意外に
長くそのダメージを引きずってしまうというのが、
この自己と社会性の発達の領域だということが言わ
れています。自己、一般的に我々が言うところです
と、例えば自尊心であったり、あるいは自立性、自
分をコントロールする力であったり、あるいはそれ
こそ自尊心、自分を愛して、あるいは自立性、自分
で考えて自分で行動して、あるいは自分をコントロー
ルする自制心、そういうようなものが自己に関わる
心の力と考えていただければ良いかなと思います。

社会性とは何かというと、これは人との関係を
作って維持する力。しかし、人と上手くやっていく
ためには人の気持ちというものが十分理解できなけ
ればいけない。そういう心の理解能力であったり、
誰かが困っていたら可哀想と思って、いわゆる共感
して思いやりを示す。これも必要かもしれない。あ

るいは、集団の中でしっかりと楽しく、そして安心
して生活していくためには、ルール、決まり、常識、
こういったものをしっかり理解して守っていく。そ
ういったことが必要になります。実は自己と社会性、
一般的に我々大人というのが、子どもにおいて、こ
ういうものが育っていてくれたらな、こういうもの
は最低限育っていて欲しいと思うものが、大体この
自己と社会性というところに含まれてきます。そし
て実はその根っことは結局何かというと、素朴な意
味で、人って信じて良いのだな、助けてって言えば
助けてくれるのが人なのだなという、その信頼の感
覚です。そしてまた、自分って人から愛してもらえ
るのだなという、その確信ということになります。
これが根っこにあるものが、自己と社会性というこ
とになります。

実は、幼い頃にこのアタッチメント、シンプルな
意味で怖くて不安な時に誰にもくっつくことができ
ない子どもというのは、他者を信じることがなかな
かできない。そしてまた、自分が愛してもらえると
いうことに確信を持てなくなる。あるいは、自分自
身のことを愛せなくなってしまう。そこが実は最も
大きいダメージとして後々まで残ってしまうことが
あるよ。そういうことがこういう研究から見えてき
ているのかなという気がいたします。

もう１つ、介入研究です。こちらはやはり本の紹介
ということでお話をさせていただきたいと思います
が、もう最近は度々メディアでも取り上げられます。

ジェームズ・ヘックマンさん、2000 年にノー
ベル経済学賞を受賞した教育経済学の領域で極
めて有名な学者さんが『GIVING KIDS A FAIR 
CHANCE』という本を書いています。KIDS（子ど
もたち）に公平な、この場合は教育の機会です。ど
んなに恵まれない子どもたちに対しても公平に教育
の機会を与えていけば、そのお子さんたちはしっか
りと健康に育つという、そういうメッセージが込め
られたタイトルかもしれません。すぐこちらは翻訳
が出ております。元々のタイトルとは少し違った意
味のタイトルに変わっておりますけれども。

ヘックマンさん、ご存じのように、教育経済学の
中でも特に子どもの教育に対する投資効果というこ
とを専門にしております。人生のどの時期に特にそ
の子どもの教育に投資をした時に最も効果的か。こ
の人の結論というのは、ご存じのように、就学前が
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圧倒的に効果的である。就学前、いわゆる乳幼児期
の子どもたちにしっかりと教育にお金を使っていく
ことが最も効果的だという結論を導き出しておりま
す。この場合の投資というのは、１つ１つの家庭の
レベルでどれぐらいお金を使うかということだけで
はなくて、それ以上に、それこそ国などがどれぐら
いしっかりと公的に資金を子どもたちの教育に投資
してくれるか、それを含めた額ということになりま
す。そこがしっかりとしていればしている程、実は
子どもたちのその教育効果というのは大きいのだ。
そういうようなことをこの人は、色んなデータに基
づきながら結論している訳であります。

そして、このヘックマンさんの影響力というのは
極めて強く、全世界の、特に先進国の中には、それ
まではどちらかというと就学後、小学校以降の教育
にウエートを置いていた国というのが、徐々に教育
の重み、ウエートというのを就学前にシフトさせて
きているというようなところが増えてきているのか
なという気がいたします。

ヘックマンさんのこういうふうな研究、例えばこ
れは京都大学の柴田先生というお若い先生ですが、
最近、直接柴田先生からお話を伺う機会がありまし
たけれども、『子育て支援が日本を救う』、こういう
ご本をお書きになっています。

この本の目的というのは、OECD いわゆる経済
協力開発機構、先進国のここ 20 年ぐらいのデータ
を使って、どういう政策を展開している時に国民が
幸せになれているのだろうかということ、それを分
析している結果をまとめた本であります。例えば国
民が豊かになる、経済的に安定する。それだったら
直接的に経済効果を狙った政策を重視して展開して
いけば良い。例えば公共事業を起こすとか、若者と
か女性の就労支援というのを一生懸命やるとか、失
業者を減らすとか、そういうふうな政策を重視して
展開していけば当然経済効果は上がる訳です。

しかし、この本ですごくおもしろいのは、そうい
う直接的な経済効果を狙った政策以上に実は効果的
な政策がある。それは何かというと、この子育て支
援政策だということです。これは、それこそ保育サー
ビスとか産休、育休とか児童手当、これを要するに
充実させる政策を採っている国というのが結果的に
労働生産性とか経済成長率とか出生率が上がって、
そして子ども貧困、自殺率というのが低くなってい

く。先程の西川知事のお話の中にもあったのです
が、福井県は幸福度が一番高い。その１つの理由と
して、女性の就業率が高いというようなお話があり
ました。結局、保育サービスということを充実させ
ていくと女性の方が安心して働ける環境というのが
でき上がってくる。そうすると経済全体も潤う。実
は、だから子どもを大切にする政策を展開していく
と、子どもを幸せにするということはもとより、そ
れだけではなくて、みんなが幸せになれる可能性が
ある。そういう意味で、子どもに対して我々はもっ
ともっとしっかりとその発達を支えていくようなこ
とに関心を持って良いのではないか。そんな結論を
引き出しております。こうした研究も、実はこうい
うヘックマンさんの研究というものをきっかけに始
まったものというふうに理解することができるかな
という気がします。

ヘックマンさんは、先程申し上げたように、色ん
なデータに基づきながら、先程申し上げたような結
論を導き出している訳ですが、そのデータの１つに、
彼自身が関わった、これも非常に有名なのでご存じ
かもしれません。ペリー就学前計画という、アメリ
カのミシガン州のペリー郡で 1960 年代の初頭に開
始された縦断研究というのがございます。

ペリー郡というところは、アフリカ系アメリカ人
の貧困層のご家庭が多くある地域であります。通常
であれば、そうしたご家庭のお子さんというのは、
就学前、義務教育前に幼稚園や保育所に経済的に行
くことができない。でも、そういうお子さんたちを
幼稚園に通わせてみたら、それはどういう効果に
なって表れるのだろうか。それはそういうお子さん
たちが義務教育で学校に入ってきて、学校の先生が
幾ら勉強を一生懸命教えてもなかなか効果が上がら
ない。それどころか、早い段階にドロップアウトし
て学校に来なくなってしまう。そういう中で、もっ
と早い段階にその子どもたちに何かしてあげたい、
してあげようということで、ペリー小学校の附属幼
稚園にその貧困層のお子さんを通わせてみる。

しかし、それはどれぐらいの効果を及ぼすかとい
うことを知らなければいけない、確かめなければい
けないということで、可哀想だけれども、特に幼稚
園に通わせるということをしない、同じく貧困層の
お子さんのグループというのも設けておきます。そ
して幼稚園に通わせた子どもたちのグループと、特
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に幼稚園に通わせることのない子どもたちのグルー
プをその後ずっと比較し続ける。実は、その研究に
参加したお子さんというのが昨年から今年にかけて
50 歳になっております。現在、50 歳のデータとい
うのが集められていて、そのうちその結果が公表さ
れることになるかと思います。

40 歳までの結果というのは既に明らかになって
いて、３歳から２年間、幼稚園に通った、でも既に
その後 30 年以上の時を隔てて 40 歳です。では、そ
こで２つのグループに違いがあるかというと、違い
がある訳です。やはり幼稚園に通わせてもらった子
どもたちの方が 40 歳の段階で、例えばもらってい
るお給料が高い。経済的に安定している。自分の家
庭をちゃんと持てて、そして持ち家率も高い。そう
いうようなことが明らかになったり、あるいは犯罪
などを犯していない。警察のお世話になっていない。
要するに、３歳から２年間、幼稚園に通うというこ
とが、30 年以上の時を隔ててその経済的な安定で
あったり、犯罪などを犯さないという意味での健全
な市民生活というところに明らかな差をもたらし続
けている。そういうようなことが、このペリー就学
前計画というふうな研究の中で明らかになってきた
訳であります。

重要なのは、では、何故そういう効果というのが
もたらされたのか、幼稚園に通う中でその子どもた
ちは何を得たのかということになる訳ですが、普通
であれば、３歳から幼稚園に通う中で色んなことを
教えてもらう。教えてもらう中でその子どもたちは
頭が良くなった。それこそ認知能力というのが引き
上げられた。頭が良くなったことによって、大人に
なってからちゃんと仕事をして、そして犯罪を犯さ
ずに幸せに生きていられるのだろう。そんなふうに

考えたくもなる訳ですが、このヘックマンさんとい
うのは、実はこういう IQ の比較から、どうもそう
ではないようだと。

これはエントリー３歳、３歳の段階で幼稚園に入
る訳です。上の方の線が幼稚園に通わせてもらった
子どもたち、下が特に通わせてもらわなかった子ど
もたちということになります。入ってから２年間、
入った直後ぐっと、やはり幼稚園に入った子どもた
ちの IQ が伸びます。それだけ効果はあった訳です。
ただ、残念ながらその効果というのは長続きせず
に、幼稚園に通うことをやめてから数年たって、そ
して小学校に入って８歳ぐらいの段階では既にこの
IQ に違いがないのですね。IQ に違いがないけれど、
しかし 40 歳の段階のその人たちの経済的な安定な
どの幸せというところには違いがある。ということ
は、40 歳の違いをもたらしているのは IQ ではない、
認知的な能力というのが幸せを分けている訳ではな
いという中で、ご存じの方も大勢いらっしゃるかも
しれませんが。

この方、ヘックマンさんという方は、認知以外の
力というのがむしろ非常に重要だと。非認知的な能
力（non cognitive ability）。実は、ご存じの方も大
勢いらっしゃるかもしれませんが、今の子どもたち
の発達あるいは教育ということに関する科学の中
で、この非認知的な能力というのが１つのキーワー
ドになっております。文部科学省もこの非認知的な
能力の発達と教育というところには最近非常に関心
を持っておりまして、私自身もこの非認知的な能力
の発達と教育に関する研究プロジェクトというのを
国立教育政策研究所で昨年から始めさせていただい
ております。この非認知的な能力ということを身に
付けたことが非常に大きかったのだと。

では、非認知的な能力とは具体的に何ということ
になる訳です。認知以外の力、頭の良さ、頭の出来
以外の力とは何か。実はこれは、先程申し上げたア
タッチメントというものが剝奪されると非常に深刻
なダメージを受けてしまうという、正に自己と社会
性という、そのこととほぼイコールと考えていただ
いて結構かと思います。このお子さんたちは、幼稚
園に３歳から２年間通う中で、非認知、自己と社会
性の力を身に付けることができた。それが実は決定
的に大きかったのだというのが、言ってみればこの
研究の結論なのかと思います。ただ、何故、では、
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この子どもたちはこういう自己と社会性の力を身に
つけることができたかということ、そこがもう一つ
非常に重要なところかと思います。

見ていただきたいのは、先程の IQ のこのグラフ
ということになります。

このお子さんたちの３歳の時点での IQ というの
は、２つのグループとも 80 前後であります。一般
のお子さんの IQ の平均値は大体 100 ぐらいという
ことになります。ということは、このお子さんたち
は知的な発達の遅れというのが、ややもすると疑わ
れてしまうようなグレーゾーンのお子さんというこ
とになります。しかし、このお子さんたちは特に障
害を持って生まれている訳ではございません。であ
るにも関わらず、これだけ IQ が低い数値であると
いうことは何を意味しているか。先程貧困層のご家
庭で育っているお子さんだと申し上げました。言っ
てみれば、このお子さんたちは、家庭では、それこ
そろくな子育て、しつけ、教育を受けていないお子
さんというふうに考えることができます。

一般的に貧困というのは、特にこれは 60 年代の
アメリカというところです。色んな悪い条件と重な
りやすい訳であります。お母さんが基本的にはシン
グルで子育てをしていることが多い。しかも、その
お母さんたち自身がまだ子どものような、ティーン
エイジャーであったりすることも少なくはないです
ね。そうすると、子どもが欲しくて産んでいるとい
うよりは妊娠して産むことになってしまったという
中で、子育てのための知識、スキルがないことはも
とより、子育てするためのモチベーション、子ども
を育てたいというそのやる気、動機というところが
希薄。そういう中で、このお子さんたち、ネグレク
トまではいかないまでも、それこそ怖くて不安で

「ぎゃー」と声を上げた時には無視されたり、ほっ
ておかれるということが多いお子さんというふうに
考えることができるかと思います。

そのお子さんたちが幼稚園というところに行く
と、そこにはちゃんとした大人、幼稚園の先生がい
る訳です。温かい感情を持って、常識、良識を持っ
て一貫した関わりを子どもたちに施してあげる、そ
の幼稚園の先生。登園するといつも同じ先生が自分
を出迎えて、怖くて声を上げた時には確実に慰めて
もらって元気を与えてもらえる。そういう大人の人
との関係を、この子どもたちというのは家庭の外で

経験することができた。その家庭の外でちゃんとし
た大人の人とアタッチメント、これを経験すること
ができたというのが、言ってみれば自己と社会性の
発達を保障することにつながった。先程も申し上げ
ましたが、自己と社会性、この根っこにあるのは人
を信じる力、そして自分が人から愛されるというこ
とについての確信ということになります。そういう
ものを家庭では身に付けることができなかった。し
かし、そのお子さんたちは、家庭の外の幼稚園とい
うところでそれを身に付けることができた。それが
結果的に、その人たちが大人になってから、30 年
以上の時を隔てて 40 歳になった時の経済的な安定
であったり、健全な市民生活の差となって表れてい
る。そんなふうに考えることができるのかなという
気がいたします。

そのような中で、１つのまとめ、子どもの発達と
教育をめぐる世界的な動向。今申し上げたような色
んな研究が展開される中で、改めてこの乳幼児期と
いうのが極めて重要だということが指摘されるに
至っております。見直されてきております。それは
どういう意味かというと、別にヘックマンさんは、
小学校とか中学校とか高校、いわゆる義務教育以降
の教育はあまり意味がないよ、効果がないよという
ことを言おうとしているのでは全くない訳です。そ
うではなくて、全て教育というのは意味がある。効
果を上げる。しかし、まずは土台がしっかりしてな
いと、上手くその後の教育は積み上がっていかない
でしょうということを強調する訳です。いわゆる乳
幼児期に土台がしっかりと形成されておらず、ぐら
ついた土台、土台がぐらついている状況でいきなり
小学校から重たい教育を乗っけられても、あるいは
中学校からもっと重たい教育を乗っけられても、そ
のぐらぐらした土台では支え切れないです。すぐ倒
れて全く効果を持たない。そのような中で、まずは
土台ということの形成というところに、我々大人と
いうのはもっと目を向けて良いはずだ。そして土台
の中でも非認知という、先程の認知以外の力という
ところをより重視していったらどうだろう。そうい
う提言をしている訳です。

人によって幸せの基準は違うかもしれません。大
金持ちになるということが幸せと言う人も中にはい
らっしゃるかもしれません。しかし、多くの人はこ
の Well-being、体と心の健康、これがずっと続く
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こと、そして自分自身が幸せだなというふうな生活
に関する満足感が強く持てること。そういうものが
Well-being。これを幸せの基準にした時には、少な
くとも非認知という、その土台を幼少期に身に付け
ておくということが非常に重要なのではないか。そ
ういうことが色んな研究から明らかになってきてい
るのかな。あるいは、この認知的な能力というのも
行く行くは、小学校、中学校、高校、いわゆる年を
重ねていく中で認知的な能力をしっかり身につける
というようなことにおいて、幼少期に、実はこの非
認知的な能力ということの土台をしっかり築いてお
くことが実は効果を持つのだ。そんなことも色んな
形で明らかになっているところがあります。そして
非認知、先程お話たように、具体的には自己と社会
性の力ということになります。そしてこの自己と社
会性の力というものを育むものとしてアタッチメン
トというものがある。そんなふうに考えることがで
きるのかなという気がします。

このアタッチメント。子どもは容易に怖がる、不
安がる存在な訳です。怖くなると泣きながら身近な
誰かにくっつこうとする。くっついて、もう大丈夫
だという、その安心感に浸ろうとする。アタッチメ
ントというのは、言ってみればたったそれだけのこ
とです。しかし、このたったそれだけのことという
それが、実はどれぐらい確実に安定して経験できる
かということが、人の一生にわたる心、そして体の
健康な発達の鍵になっているのだ。そんなことが言
われているのかなという気がします。

アタッチメント。言ってみれば、これは１人の人
間に生じた感情の崩れ、例えば子どもは怖いという
形で感情が崩れる訳です。その子ども自身ではそれ
をまだ立て直すことができない。そういう中で、誰
か子どもにとって信頼できる大人との関係。例えば
家庭ではお父さん、お母さんがその役割を果たすか
もしれません。家庭の外では、保育所に通っている
お子さんであれば保育士の先生。そうした大人との
関係によってその崩れた感情を立て直す。調整、制
御する。それがアタッチメントの働きだというふう
に考えることができるかと思います。

あるいは、こういうふうな考え方をする人もいま
す。外界と内界。外界、我々の外側に広がるもの全
てが外界です。暑い、寒い、全て環境から我々に襲
いかかってくる。そして内界、これは我々の内側の

心と体の状態、一切合財が内界であります。
我々は、例えば冬の身を切るような冷たさ、寒さ

というものにさらされた時に、服を着込んだり、あ
るいはカイロを背中に当てたりして自分自身で何と
か体温を維持するということができるかもしれませ
ん。あるいは、夏のうだるような暑さの時に、服を
脱いだりうちわで顔をあおいだり、エアコンの効い
た部屋に移動するということができたりする。しか
し、小さい子どもにそれができるかといった場合に、
基本的にそれはできない訳です。基本的に、環境と
の間に誰かが入って緩衝帯、和らげてくれる、ある
いはそれを防ぐ壁になってくれなければ、その冬の
寒さ、夏の暑さは容赦なく子どもに襲いかかってき
ます。そこで子どもたちは「ぎゃー」と泣き叫ぶ。
しかし、「ぎゃー」と泣き叫んでも一向にそれが改
善されない。実は正にそういう状況にさらされたお
子さんというのが、ネグレクトにさらされているお
子さんということになるのかと思います。声を上げ
ても何も状況が変わらないという中で、お子さんた
ちは幼少期に圧倒的な無力感、何をしても無駄だと
いう感覚というものを非常に心の根っこの部分に抱
え込んでしまう。そういうこともあるのかな。そう
いう意味で、実はアタッチメント、誰かがいて、そ
の人との関係を取り結ぶということは、環境から色
んな形で押し寄せてくる変化、それを和らげるよう
な働き、そして子どもの内界、心と体を守る働きを
しているものだ。そんなふうにもこのアタッチメン
トというのを考えることができるのではないか。そ
のように言う研究者もいます。

いずれにしても、子どもというのは、怖くて不安
な時に特定の誰かにくっつく。そしてもう大丈夫だ
という安心感、安全感を回復することができる。こ
れが同じ人との間で何十回、何百回、何千回、場合
によっては何万回も繰り返される。そして怖くて不
安な時にシンプルにちゃんとくっつくことができて
いる子どもというのは、徐々にこの見通しというも
のを持つことができるようになる。

見通しというのは何かというと、何かあった時に
はあそこに行けば良い。何かあった時にはあの人に
向かって「ぎゃー」と泣き叫べば良い。そしたら絶
対守ってもらえるはず。これが見通しです。シンプ
ルにちゃんとくっつくことができている子どもとい
うのは、徐々にそういう見通しというのを確実に持
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つことができる。そして一旦この見通しを持つこと
ができるようになった子どもというのは、その見通
しに支えられて、昨日まではそこまでしか行ったこ
とがない。その向こうに何があるかすごく気になる
けど、怖くて不安で行けなかった。だけど今日は行っ
てみよう。もし何かあったら、その時は「ぎゃー」
と泣けばお母さんは絶対に駆けつけてくれるはず、
保育士のあの先生が絶対自分のところに来てくれる
はず。結局そういう見通しを持てている子どもとい
うのは、そういう形で次々に自分の環境に対して
チャレンジングに関わっていくことができる。冒険、
探索ということを大胆に進めていくことができる。
いわゆる自分の世界をどんどん広げられるようにな
るということです。可能性の幅を広げられるように
なる。正に、この自発的な探索ということができる
ようになって、この中で子どもが１人でいられる能
力、これを身につけることができる。見通しに支え
られて、あそこに行ってみよう、あれしてみよう、
自立的に子どもたちは行動できるようになる。

この１人でいられる能力というのは、今日冒頭で
自己紹介という形でライナスの毛布という話をさせ
ていただきましたが、あれが実は意外に子どもの発
達に重要な役割を果たしているということを、これ
を最初に学問的に提示した人、イギリスの児童精神
科医であったウィニコットさんという人がいます。
ウィニコットさんという人は、子育てということに
関して非常に示唆的な言葉というのを幾つも残して
おります。例えば、ほど良い関係とか、大人と子ど
もの関係は完璧ではなくてほど良い関係というとこ
ろで子どもは一番健康に育つとか、色んな言葉を残
しているうちの１つに、この１人でいられる能力。
幼少期の発達で我々大人が重視しなければいけない
もの、１人でいられる能力。

ただ、この１人でいられる能力というのは、実は
それに先立って、怖くて不安な時にシンプルにくっ
つくことができて安心感をちゃんと体験できている
ということが前提になるのだと。

そして、こういったことを良く安全感の輪（サー
クル・オブ・セキュリティ）という図に表すことが
あります。この手の平２つというのが、子どもにとっ
て信頼できる大人の人ということになります。家庭
では一般的には親、家庭の外では保育所や幼稚園の
先生という、そういう方がこの手の平になるのかも

しれません。上の方は、その人が基地拠点になって、
子どもたちはあらゆる不安から開放されて、それこ
そ好奇心の塊になって「あれやりたい」「あれ動か
したい」「あれの音鳴らしてみたい」、正にあれやこ
れやと自発的に探索する訳です。冒険をして回る訳
です。こういう自発的な探索の中で子どもというの
は、正に楽しく遊ぶ。しかし、幼少期のこの楽しく
遊ぶということが、実は幼少期に我々大人が最も大
切にしてあげなければいけない質の高い学びでもあ
るということです。この自発的な探索、遊びという
ようなもの、これがあらゆる不安から開放されて
しっかりできることの中で、子どもたちは最も質の
高い学びというものをしている可能性が高いよ。そ
んなことも言われています。

ただ、先程申し上げたように、小さい子どもは容
易に怖がります。転んで痛い。夢中になって遊んで
いたら真っ暗になってしまった、怖い。知らないお
じさんが物陰から出てきてびっくりした、怖い。容
易に怖くなって、そして怖くなると動きのベクトル
を反転させて、あそこに行けば大丈夫。さっきの大
人の人は今度は避難所の役割を果たして、子どもは

「ぎゃー」と泣きながら駆け込んでいく。そしてこ
こで慰められ、基地でそれこそ元気の燃料補給を受
けてまた飛び出していく。そしてまた怖くなってま
た戻る。そしてまた元気をもらってまた出ていく。
子どもの日常というのは、この輪っかの上を何回も
何回も回り続けるようなものだ。

そして子どもが徐々に成長、発達していくという
ことはどういうことかというと、この輪っかが少し
ずつ拡張していくこと。０歳、１歳の輪っかはすご
く小さいかもしれません。すぐ怖くなって保育士さ
んの膝の上に乗っかろうとしたりする。しかし、こ
れが３歳、４歳、５歳、６歳、小学生、中学生とど
んどんこの輪っかが広がっていく訳であります。実
はこの輪っかが広がっていくというのが、言ってみ
れば１人でいられる時間が長くなる。１人でいられ
る能力をより豊かに獲得して、１人でいられる時間
が長くなる。自立性を広げていく訳です。

この輪っかが大きくなるというのは、現実的な意
味でここにあまり戻る必要がなくなるということを
意味します。しかし、これは大人も含めてですが、
この輪っかが幾ら大きくなっても、では、心の中か
らこの基地や避難所がなくなってしまって良いかと
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いうとそうではなくて、我々大人も含めて、それこ
そ最後の最後、あの人ぐらいは自分のことを見捨て
ずにいてくれるのではないか。何かあった時に、最
後の最後あの人に助けてと言えば助けてくれるので
はないか。そういう人が実は我々の中にいるからこ
そ、多くの人というのは基本的には日常、心身健康
に生活が出来ているところがあるということです。

実はアタッチメントという考え方というのは、も
ちろん小さい子どもの発達の文脈で引用されること
が非常に多いのですが、元々は人の一生涯のその発
達あるいは心と体の健康ということに関連して提示
されている考え方であります。特にアタッチメント
理論というものの提示者である、創始者であるボウ
ルビィという人。もしこれを失った時、例えばいて
当たり前の人がいなくなった時。例えば人生後半に
配偶者の人に先立たれたりして、昨日まではいて当
たり前だった人がいなくなった時に、人は極めて心、
そして体、両面においてもろい。そのもろくなった
時に、では、どうやってその状態から脱していくこ
とができるか。そういうことも含めて、実は理論化
されているのがアタッチメント理論ということにな
ります。この輪っかというのが、基本的には心身の
健康な発達の鍵になるよということであります。

そして、では、この輪っかが上手く回るというこ
とがどういう意味で心と体の健康ということに重要
な意味を持っているか。まず体の話をしておきたい
と思います。

心の健康あるいは心の発達ということに関してア
タッチメント、今までもしばしば問題にされてきた
のだと思います。しかし、最近のアタッチメント研
究では、この身体発達への影響というところにも随
分と研究というのがなされるようになってきてい
る。実はアタッチメントというのは、前提として怖
い、不安といった感情があります。こういう感情と
いうのは何かというと、基本的には体が緊急反応を
起こしているということであります。特に怖いとい
う感情は逃げるための緊急反応です。実際、我々大
人も含めて、怖いという感情を経験している時には
心拍数が一気に上がります。心拍数が上がる。心臓
がフル稼働します。心臓がフル稼働する中で大量の
血液というのが血管に押し出され、そして体の末端
まで血液が行き渡る。その中でとっさに逃げるとい
うことができる。筋肉を動かしてとっさに逃げるこ

とができる。
ただ、これは見方を変えれば、それだけ大きい負

担が心臓、血管、そして内臓などにかかっていると
いうことを意味します。ということは、頻繁にこう
いう恐れという緊急反応を経験し、効率的に元どお
りにならない状況、これが続いてしまったりすると、
我々の健康というのは確実に壊れていく訳でありま
す。これが、大人でいえば心身症であったり、ある
いはストレスに関連した色んな病気ということの一
因になっているということ、良く言われることがあ
ります。

子どもの場合は、これがもっとたちが悪い訳です。
というのは、子どもの体は未完成です。これから作っ
ていかなければいけないという、その時に大きい負
担というのをかけられて、しかも元どおりにしても
らえない。その典型が、例えば虐待を受けているお
子さんということになるかと思います。虐待を受け
ているお子さん、ぶたれたり蹴られたりして、怖い
という感情を頻繁に経験します。当然、体も緊急反
応を起こしています。しかし、そういう緊急反応が
頻繁に生じていながら、では、誰かがその緊急反応
を元どおりに立て直してあげているかというと、実
は立て直してもらっているということも非常に少な
い訳です。そういう中で、現実的に虐待を受けてい
るお子さんというのは、心のみならず体の内部にも
色んな発達不全という傷を負うことになる。時々、
ヒドゥン・トラウマなんていう、隠れたところに抱
え込んでしまうトラウマ（傷）という。今日午後に、
それこそ友田明美先生などから、虐待を受けたお子
さんの脳というところにどれぐらいのダメージがあ
るか、そういうお話が詳細にあるのかと思います。

アタッチメントとの関連では色んなところに実は
ダメージが及ぶということが明らかになっているの
ですが、一番良く研究されているのが HPA と呼ば
れる脳の部位ということになります。これは視床下
部あるいは脳下垂体あるいは体の中に副腎皮質とい
うのがある訳ですが、この英語の頭文字をとって
HPA。これがフィードバックの回路をなしている。
どういうふうな働きをするところかというと、いわ
ゆるストレス制御というようなことの機能を担って
いる。ストレスというのは、別に対人関係のトラブ
ルなどだけではなくて、それこそ暑い寒いも含めた
環境の変化、人間にとって全てストレスな訳です。
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そういうストレスにさらされていながら、環境の変
化にさらされていながらも、しかし体の状態を一定
に保てる、要するにストレスに対して体をちゃんと
調整していくという、その機能が備わっているとい
うことが言ってみれば健康な訳ですが、そこに重要
な働きをしているのがこの HPA です。

この HPA というようなところ、例えば、概日リ
ズム、我々の 24 時間の生理的なリズムとか免疫機
能とか、色んなものに実は非常に深い関わりを持っ
ていると言われているものです。実は、虐待を受け
ているお子さんたちというのは、そういうふうに痛
い思いをするという中というよりは、その緊急反応
を元どおりにしてもらえない中で、この HPA とい
うところに割合、深刻なその発達不全というものを
抱え込んでしまうことがある。それによって、この
生理的なリズムが非常に不規則になったり、あるい
は病気にかかりやすかったり治りにくかったりとい
うようなこともあるのではないか。そんなことも最
近の研究で色々と指摘されているところであります。

虐待を受けているお子さんということではないの
ですけれども、最近、それこそ人の健康、病気とい
うことに関心を寄せた縦断研究の中でこういうこと
が明らかになっています。12 か月、18 か月の幼少
期のアタッチメント、これがどれぐらい安定してい
たか。それこそシンプルな意味で怖くて不安な時に
しっかりくっつくことができていたかどうかという
ことが、32 歳になった時の身体的な健康というも
のをかなり予測するところがあるということです。
例えばそれはどういうことかというと、12 か月、18
か月の段階でアタッチメントが不安定だった人た
ち、要するにシンプルにくっつくということがなか
なかできずにさっきの輪っかが十分に上手く回らな
いというような人たちというのは、シンプルにくっ
つくことができて、さっきの輪っかが上手く回って
いた人たちの約４倍くらいの確率で、その 32 歳の
段階で色んな身体症状を訴えている。そういうよう
なことも明らかになっています。そういう意味で、
実はこのアタッチメントというのは、身体の発達あ
るいは健康というところにもかなり影響をしている
可能性があるということ、そんなことが明らかに
なってきているのかなという気がいたします。

そして、今、体の発達の話をしたのですが、これ
から心の発達についてお話をしたいと思います。

アタッチメント、良く二重過程、二重の働きをす
ると言われることがあります。１つは、それこそ今
まで述べてきたことそのものです。崩れた感情を立
て直してもらうという中で子どもたちが得るそのも
の、それこそ怖いという感情、感情が崩れた時にそ
れをしっかり立て直してもらう。その中で子どもた
ちが得る大切なものが１つあるだろう。しかし、実
はアタッチメントというのは、ただ感情を立て直す
ということにとどまるのかといった時に、そうではな
いよという考え方が今は一般的になってきています。

実は、我々大人というのは、小さい子どもが、そ
れこそ何かにつまずいて非常に痛そうな顔つきで自
分のところに向かってきた時に、それをへらへらし
ながら子どもを受け止めて慰めるかというと、恐ら
くはしないことの方が多いと思います。子どもが痛
そうな顔で自分に向かってくると、瞬時それを見た、
例えば保育士さん、お母さん、お父さん、自分自身、
同じように痛そうな表情になってしまう。そういう
ことって多々ある訳です。あるいは、その時に「ああ、
痛かったね。」という言葉を発していることも多い
訳です。正に子どもの体、心の中で起こっているこ
とを大人というのは、自分自身が鏡になって表情で、
あるいは言葉を使って映し出してあげる。ここに「調
律」という、ピアノの弦の調律と一緒です。調子を
合わせていく訳です。要するに、子どもの感情が崩
れた時に、ただ立て直してあげるのではなくて、実
は我々大人というのは、子どもの感情がこう崩れて
いった時に、一緒にその調子を合わせておりていく
ということも瞬間的にやっているということです。
子どもの感情に寄り添って共感して、その後で「で
も大丈夫よ。」というふうに慰めていることが多い。
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実は、この感情の調律、そして大人が鏡になって映
し出すという中で得る大切なものもある。そんなこ
とも分かってきているということがあります。

まず、この感情の調節立て直しということであり
ますが、これは先程から申し上げている一番重要な
ところは、この基本的な信頼感というところです。
とにかく怖くてしようがない時に、無条件的に自分
のことを守ってくれる大人がいる。そういうふうな
中で子どもというのは徐々に、その特定の人との間
で経験したことに基づいて、人一般に関して期待を
形成していく。例えば、それこそ家庭や、あるいは
保育所、幼稚園などで怖くて不安な時にシンプルに
ちゃんとくっつくことができている子どもというの
は、場所を変えて相手が変わった時も、自分が怖い
よって「ぎゃー」と泣けば、この人も絶対守ってく
れるはず、そういう形でその期待を広げていくとい
うことができた。言ってみれば、特定の人との関係
が、これが基盤になって、正に人一般に対する信頼
の感覚、こういうものが生み出される。

逆に、「ぎゃー」と泣いても何もしてもらえな
い、無視されるということが非常に多い。あるいは

「ぎゃー」と泣くとそれを嫌がられてぶたれたり蹴
られたりして、かえって痛い思いをしてしまう。正
に虐待を受けているお子さんがそういうことなのだ
と思います。そういうことを家庭で経験しているお
子さんというのは、場所が変わって相手が変わって、
そして相手は自分に決して手なんかを上げないよう
な優しい人であったとしても、その人もまた、もし
かしたら自分が泣いたりするとぶつのではないか、
蹴るのではないか、そんな悪しき思い込みを持って
その人のことを見てしまう。そういうことがありが
ちなのだ。

実際、研究が色々行われております。例えば、虐
待を受けているお子さんというのは、人が示す表情、
色んな表情の中で、怒りという表情には極めて敏感
だということが知られています。人が示す表情の中
で、怒りという表情には極めて敏感。逆に、他者の
悲しみ、苦しみといったところには、表情には相対
的に鈍感だというようなことも知られています。と
同時に、特定の表情が浮かんでいない真顔、これを
誤って怒っているというふうに認識してしまう、勘
違いしてしまう傾向も非常に強いということが言わ
れています。

これらのことが意味しているところは何かという
と、実際は、自分の目の前にいる人、何も悪意なん
か持っていない、意地悪な気持ちなんか持っていな
い。しかし、そういう状況の中で、その人から怒り
とか自分に対しての悪意、こういうものを読み取っ
てしまう。要するに、一旦、この人は自分をぶつか
もしれない、蹴るかもしれないというふうに思って
しまうと、子どもは当然身構える。その場から、例
えば逃げようとする、あるいは自分の方から先制パ
ンチ、あらかじめはねつけようとする。そういう中
で現実的にトラブルというようなものが増えてしま
う。そしてまた、親との間で経験したような関係の
パターンというようなものを、結果的に親以外の人
との間でも同じように経験してしまう。そういうこ
とも時に生じてしまうということがあるのだ。そん
なことも明らかになってきているという気がします。

そして、実は先程少しこの信頼というところ、最
近、根っこの部分での信頼の感覚というのを愛の理
論という言葉で表現している研究者がいます。例え
ば、日本にも何回か来ている女性の有名な研究者で
すが、ゴプニックさんという人は、こういったアタッ
チメントを通して、子どもたちは愛に関する、あの
理論というのは学問的な理論ではなくて、素朴な素
人理論というものを幼少期に形成するのだと。素朴
な愛に関する素人理論とは何かというと、愛するっ
てこういうことでしょう、愛されるってこういうこと
なのだよねという、誰の心の中にもあるはずの、言っ
てみればそういう感覚のことです。もちろん、例え
ば赤ちゃんは愛する、愛されるといった言葉は知ら
ない。しかし、そういう愛される、愛するというこ
とに関する、そういった一番根っこの部分のそうい
うふうな一つの信念、思い込みあるいは感覚という
ようなもの。実はこのアタッチメントを通して既に
幼少期の段階で形成されている可能性があるのだ。

例えばということで、これに関わる一つの実験を
紹介しておきたいと思います。これは比較的まだ最
近、なされてから10年経っていないような研究です。

どういうお子さんが対象になっているかという
と、12 か月のお子さんです。12 か月のお子さんに
アニメーションを見てもらうという、そういうふう
な実験であります。あらかじめ、その 12 か月のお
子さんというのは、ご家庭でお母さんとの間にどう
いうアタッチメントを形成しているかということを



32

基調講演

測定しております。そして実は、このセキュアタイ
プ、こっちがアタッチメントが安定しているお子さ
んです。そしてインセキュアタイプ、不安定なア
タッチメント。安定型のお子さんと不安定型のお子
さん。後で少しアタッチメントの個人差のお話をさ
せていただきたいと思いますけれども。安定型とい
うのは、先程も言ったのですが、シンプルにちゃん
とくっつくことができていてあの輪っかが回ってい
るお子さんたちです。不安定型のお子さんというの
は、「ぎゃー」と泣いてもなかなか思いどおりにくっ
つくということができなくて、あの輪っかがどこか
で回らなくなってしまうということが比較的多くあ
るお子さんというふうにお考えください。

そういうお子さんたちにこういうアニメーション
を見てもらう。登場するキャラクターは大きい楕円
形と、こういう小さい楕円形です。アニメーション
なので、これがくっついたり離れたり、一緒に動い
たりします。どういうセッティングかなというと、
まず平地があって、坂があって１段目があって、坂
があって２段目があるという、こういうふうなセッ
ティングです。最初、この大きい楕円形と小さい楕
円形がくっついた状態で一番低い平地にいます。し
かし、少し時間が経つと、この大きい楕円形が坂を
上って、坂を上って、この１段目まで至ってしまい
ます。１段目に至ったそのタイミングで、置いてい
かれたこの小さい楕円形が震えながら泣き始めると
いう、そういうアニメーションであります。その後
のシーンは２つに分かれます。一つのシーンという
のは、この泣いたタイミングですぐさまこの大きい
楕円形が引き返して、坂をおりて再びこの小さい楕
円形にくっつくという、こういうシーンです。もう
一つのシーンは、泣いた、だけどそんなことにお構
いなく、この大きい楕円形はさらに坂を上って、もっ
と遠い、もっと高い２段目まで至ってしまうという、
こういうふうな２つのシーンであります。

実はこれは期待違反法という、赤ちゃんを対象に
して良く使われる実験手法を応用した研究です。期
待違反法とは何かというと、生後数か月の赤ちゃん
でも、自分の期待どおりにならないと、あり得ない
でしょうとびっくりして、その自分にとってあり得
ないシーンを驚いて長く見る傾向がある。それを利
用した実験ということになります。自分の思いどお
りにならないと期待が外れた時には、あり得ないで

しょうというふうに驚いて、そのシーンを長く見る
傾向がある。実はそういうことを応用した実験を通
して、例えば、生後４か月前後ぐらいで赤ちゃんは、
１足す１は２で、１足す１が１であることはあり得
ないよとか、２引く１は１が普通で、２引く１が２
であるはずがないよなんていうこと。言ってみれば、
足し算、引き算なんていうような本当に基本的なも
のは、もしかしたらもう分かっているかもしれない。
そんなことも、実はこういうふうな方法を通して明
らかになっているということがあります。これを利
用した実験ということであります。

この実験で何を見ようとしているか。家庭で怖く
て不安な時に、シンプルにお母さんにちゃんとくっ
つくことができている子ども、そしてあの輪っかが
回っている子ども、どちらのシーンをより驚いて長
く見るかということであります。アタッチメントが
安定している、くっつくことができているお子さん
たちは、こちらのシーンを驚いて長く見ます。あの
お子さんたちは、自分自身が日常くっつくことがで
きている。くっつくことができているということは、
あのお子さんたちの期待というのは、「ちっちゃい
方がぎゃーっと泣いたのだから、普通、すぐ戻って
くれるはずだよね。」と思っているところで、「えっ、
戻ってきてくれないの。もっと遠くへ行っちゃう訳。
あり得ない。」と。あのお子さんたちは、当然小さ
い方が「ぎゃー」と言ったら人はすぐ助けてくれる
はずと既に思っているから、そうしないこちらの
シーンをあり得ないというふうに驚いて長く見る。
逆に、アタッチメントが不安定なお子さんたちはこ
ちらのシーンをむしろ長く見ます。「ぎゃーっと泣
いたって人なんて助けてくれないよ。」と思ってい
るところで、「えっ、戻ってきてくれるの。意外。」と、
こちらのシーンを長く見てしまう。

こういう実験を通して申し上げたいことというの
は、たった１年、生きているということであります。
でも、その１年の間、それこそ自分が怖くて不安な
時に現実的にくっつくことができているかどうか、
あるいは慰めてもらうことができているかどうか。
この違いというのが、正に人を信じるという、そこ
の違いにつながっているということであります。正
に、この愛の理論の原型というのは、それだけ幼い
段階に既にその萌芽、芽生えというのは認められる
のだということであります。もちろんその段階でこ
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れが固まってしまう訳ではありません。愛の理論と
いうのが固まってしまう訳ではありません。例えば、
先程のペリー就学前計画、家庭に恵まれないお子さ
んたちが幼稚園に行く中で、３歳からちゃんとした
大人の人とアタッチメントを持つ中で、あの人たち
は、正に多分、愛の理論ということを修正するとい
うことができたのかもしれません。そういう意味で、
この愛の理論、やはり早い段階からそれは形成され
始める。しかし、最初のつまずきがそのままずっと
続く訳ではない。その後、特に早い段階で、特に家
庭の外でしっかりとした大人の人とそのきずなを形
成するという中で、こういう愛の理論というような
ものを良い方向に変えていくこともできる可能性が
あるという、そんなところを少し考えていただけれ
ばなと思います。

もう一つが、その感情の調律、映し出す。これは
何を得るかというと、子どもは心の理解の力とか共
感性、思いやりということを得るというようなこと
が現実的に分かっています。時間の関係で詳しくそ
のメカニズムまでお話することはできないですが、
鏡となって映し出す、あるいは「痛かったね。」「寂
しかったね。」「何ぷんぷんしてるの。」「悔しかった
んだよね。」「だるいの。」「あ、熱っぽいね。」、我々
大人というのは頻繁にこういう言葉というのを子ど
もに対して発しています。それこそ自覚しない形で、
子どもの様子を見たその瞬間にそういう言葉は出て
いる時が多いです。実はこれは、今のあなたのその
状態、その状態がだるいという、今のその状態が寂
しいということ、今のその状態が怒ってるというこ
と、悲しいということ、言ってみれば、その時々の
あの微妙な心や体の状態に対して、これが悲しい、
これが嬉しい、これが悔しいということ。言ってみ
れば、実は子どもというのはそういう形で心という
ものを理解し始める。実際、幼い頃に心というもの
に関連した言葉掛けをより豊かにしてもらっている
子ども程、その後、他者、そして自分の心の理解能
力にすぐれるよという、そういう結果というのが現
実的に得られています。そういうふうな中で、心の
理解、そして実はこの共感され受容される、辛いと
いうことを分かってもらう中で人に対する共感、思
いやりということも発達していく可能性、こういう
ことも実は示唆されています。時間の関係で具体的
なメカニズムまでお話はできないのですが、そうい

うことが指摘されています。
そういう中で１つ、実は虐待を受けたお子さん、

受けているお子さんというのは、ただ怖くて不安な
時に感情を立て直してもらえていないだけではなく
て、この映し出しという経験も非常に希薄になって
いる可能性があるということです。自分が怖いとい
う感情、不安だという感情、誰かから分かって、そ
して鏡になってそれを映し出してもらえているかと
いうと、恐らくは映し出してもらっているというこ
とが非常に少ない。そういうことが想定される中で、
実際色んな実証研究の中で、虐待を受けているお子
さんというのは、児童期、思春期になってからも含
めてです、自分の体の状態や心の状態、これをしっ
かり理解するということが困難だということです。
こういうことが、実は色んな研究を通して言われて
います。

でも考えてみると、虐待を受けているお子さんと
いうのは、ぶたれたり蹴られたりしている中で、現
実的には人一倍つらい体験をしている訳です。辛い
体験をしているはずなのに、自分で辛いというふう
な自覚ができない。自覚ができないと、自分からこ
れ以上危ない目に遭うのを避けようという気持ちと
いうのが起こらない。あるいは、辛いと自分で自覚
できなければ、当然辛いという言葉が出ない。辛い
という言葉が出なければ人に伝わらないから、人か
らケアしてもらえない。そういう中で、実は現実的
にほっておかれる。そうすると、ますますその辛さ
というのがどんどん膨らんでいく。それでもまだ辛
いと分からない。それを避けようとする行動をとれ
ない、あるいは辛いという言葉を発せないから人か
ら助けてもらえない中で、どんどんその潜在的な辛
さは膨らんでいく一方、そして最終的にはそれが爆
発する訳です。いわゆるパニックです。容赦なく物
を壊したり他者を傷つけたりするというのは、実は
そういうふうな中で生じる。要するに、自分自身の
体や心の状態というものを理解できないということ
は、こういう二重、三重のトラウマというところに
巻き込まれやすい危険性というものを増大させてい
くということが、実は研究を通して明らかになって
きています。でもそれは、もとを辿れば、正に映し
出しというようなことが希薄になっている中で生じ
ること、そんなふうに考えていただけると良いかな
という気がします。
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そして、先程アタッチメント安定、不安定という
ようなお話をしました。アタッチメント、誰もが怖
くて不安な時にくっつきたい訳です。これは人間共
通です。怖くて不安な時には誰かにくっついて安心
感に浸りたい。これは共通です。しかし、アタッチ
メントというものには相手が必要です。相手が嫌だ
よと言ったら成り立たないのがアタッチメントで
す。我々大人であれば、あの人にくっつきたいと思っ
て、でもその人が嫌だよと言った場合、泣く泣くそ
れを諦めて、くっついても良いよという別の人を探
すことができるかもしれません。しかし、小さい
子どもにそれはできない訳です。子どもは親を選べ
ないので、自分が泣いて何もしてもらえないとして
も、その親のもとでしか生きていきようがないので
すね。ということは、その親がどう応じてくれるか
ということに合わせてくっつき方を調整する。くっ
つき方を調整する中で、最低限、安心感が辛うじて
でも得られるように子どもたちは行動し始める。そ
ういう中で、実はくっつき方の違い、アタッチメン
トの個人差というのが生まれてくるのです。

実は、ここに書いてある安定というのは、先程申
し上げたように、シンプルにくっつくことができ
て、あの輪っかがちゃんと回っているお子さんたち
です。

ここに回避型というふうにあるお子さんたち、こ
のお子さんたちというのは、この輪っかでいうと、
ちょうどここで止まってしまうお子さんたちです。
ちょうどここで止まってしまうというのは、回りか
けているので、実際はこの子どもさんは怖がってい
ます。怖くて怖くてしようがないはずなのに、泣か
ない。近づかない。ここに距離ができるという意味
で回避です。怖くて不安だったら泣けば良いじゃな
い。近づけば良いじゃない。でもこの子どもたちは
泣かない。近づかない。何でそうするか。家庭訪問
なんかをして、実際どういう養育を受けているかと
いうことを調べた研究もすごくたくさん行われてい
ます。そういう中で分かってきていること、こうい
うお子さん、時に、やはり「ぎゃー」と泣きながら
近づこうとしたりする。そうすると、例えばそのお
母さんは「うるさいから、こっち来ないで。あっち
行ってよ。」とこのお子さんたちは泣いて近づこう
とすると遠ざけられたり、あるいは「もううるさい、
うるさい。うるさい子嫌いだから、お母さん２階行っ

ちゃう。」と遠くへ行かれたり。言ってみれば、こ
のお子さんたちは泣いて近づこうとすればする程遠
ざけられたり、もっと遠くへ行かれたりする。ぐら
いだったら、このお子さんたちにできることは何か
というと、泣かずに近づこうとしなければ、まだ見
えるところにお母さんはいてくれる。まだそっちの
方がまし。まだそっちの方が安心感が保てる。だか
らこの子どもたちはくっつかないんですね。

あと、このアンビヴァレント型と呼ばれるお子さ
んというのは、この輪っかでいうと、ここで、１回
ここにくっつくことができると、ここにしがみつい
て、ずっとぐずってなかなかここから出ていけなく
なる。あるいは、このくっついた段階で非常に激
しい怒りを養育者にぶつけてしまう。そういうタ
イプのお子さんであります。何でそうなっちゃう
か。やはり家庭を観察した研究がいっぱいある訳で
す。そういうお子さんたちは、怖くて不安になって、

「ぎゃー」と泣きながら戻ってみる。戻ってみた時
に、「あれっ、いるはずのお母さんがいない。どこ
行っちゃったの。」。また戻ってみる。「またいない。
お母さん、えっ、どこどこ。お母さんどこ。」。また
戻ってみたら「ああ、いたいた。お母さんいた。」。
要するに、いたりいなかったり、子どもからすると
非常に気まぐれな養育にさらされています。という
ことは、このお子さんたちというのは、仮にここに
くっつくことができていて、きつく抱っこされてい
ても、きつく抱っこされながら安心感に浸れない訳
です。何でかというと、「お母さん、またどこか行っ
ちゃうんじゃないの。」「また自分置いていかれちゃ
うんじゃないの。」、抱っこされながら不安なのです。
だからしがみつきます。だからぐずって、時に、絶
対行かないでよと怒りを激しくぶつけます。そして
少しでもどこかへ行きかけたりすると激しく後追い
をします。そういうタイプがこのアンビヴァレント
型のお子さんというふうに言われています。

そしてもう１つ、最近は、実は無秩序・無方向型
のお子さん、これが、最初に申し上げると虐待、ネ
グレクトというものに非常に密接に関連したアタッ
チメントということになります。無秩序・無方向型
と呼ばれるものです。乳児期に虐待を受けているお
子さんの８割ぐらいは、この無秩序・無方向型とい
うことになります。

実は先程の回避型とかアンビヴァレント型のお子
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さんというのは、それでも自分の方から、例えば先
程の回避型のお子さんというのは、泣いたり近づい
たりしないということで辛うじて安心感を維持しよ
うとする。そして先程のアンビヴァレント型のお子
さんというのは、ふらっとどこに行くか分からない
お母さんに自分の方からしがみついて何とか安心感
を維持しようとする。取りあえず、そういう意味で
行動に一貫性がある訳です。何故そういう行動をと
るかが分かるのです。しかし、先程の無秩序・無方
向型と呼ばれるお子さんというのは、何にもしよう
がない。だからもっと言うと、何をしたいのか、ど
こに行きたいのか、良く分からない。だから、この
輪っかのどこかで、実は何にもしようがなくなって
フリーズしてしまうお子さんです。フリーズするの
です。すくむのです。固まるのです。ぼーっとうつ
ろになってしまう。それがこの無秩序・無方向型の
お子さんと言われています。

それは何故かというと、虐待は良く、ここに、こ
れは解決不可能なパラドックスというふうに言われ
ているものです。これは何を意味するかというと、
要するに、親は子どもにとって通常は、それこそ
怖くて不安になった時に戻っていく基地なのです。
戻っていけるところが親です。しかし、その親が時
に自分を一番怖がらせる人にもなる。要するに、怖
くて不安な時に戻っていくところが、実は自分を一
番怖がらせる人でもあるのです。だから子どもは親
から怖がらせされた時に、もう何にもしようがなく
なるのです。だから固まるのです。フリーズするの
です。もううつろになるのです。すくむのです。そ
ういうようなことが実はあるということが分かって
きています。

ただ、これは乳児期の段階であります。実は、こ
ういうお子さんたちというのは徐々に年齢が高く
なっていく、赤ちゃんから幼児、そして児童になっ
ていくと、この無秩序・無方向型と言われている、
要するにもう何にもしようがないという状態から少
し様子が変わってきます。これがコントローリング、
日本語に訳すと統制型と言っても良いかもしれませ
ん。年齢が上がっていくと、そこに変わっていきま
す。これはどういうものかというと、要するに子ど
もたちは分かり始める訳です、どういう時が危ない
かって。声の調子が変わってきた。表情が変わって
きた。生活が乱れてきた。子どもの認知能力が上がっ

ていくにつれて、自分がぶたれる時、蹴られる時が
どういう時なのか。どういう変化が親に表れた時危
ないのか。分かり始めたら避けようとしますよね。
だから親をコントロールしようとします。要するに、
みすみす虐待の犠牲にならないために、できるだけ
親に主導権を与える、好きに任せておくと何をされ
るか分からないから、実は親をコントロールしよう
とします。

２つの見え方があるといいます。親に気遣いを見
せるという形で何とか、要するに機嫌を保とうとす
る中で避けようとする。そうではなくて、例えば生
活がどんどん乱れていくというふうな中でそれが生
じるという時には、その乱れていく親に対してそれ
を叱りつけるという懲罰的なコントロール。これは
虐待の領域では役割の逆転という言葉で言われてき
たこと。それをアタッチメントという観点から見る
と、こういうふうに理解できるというものであった
りもします。要するに、乳児期の段階ではもう何も
しようがない、基地であるところが自分を脅かすと
いう中で、子どもは何にもしようがなくなってフ
リーズする。しかし、徐々に物が分かり始めると、
何とかその状況を避けようとして、少し親をコント
ロールするような行動というのが見え始めるのだ。
そんなことも明らかになってきているのかなという
気がします。

そろそろ終わりですので、一つ申し上げたいこと
というのは、このアタッチメントという観点から見
る虐待というのは、要するに関係性全般の障害や混
乱だということであります。いわゆる子どもという
のは、虐待行為、蹴られたりぶたれたり、その痛み
というのを経験する中で傷つくだけではなくて、そ
こで受けた傷あるいは恐れ、不安、それを一向に誰
からも癒やしてもらえないこと。実は、こちらで傷
つくということが、むしろ深刻かもしれない。いわ
ゆる受けた傷そのもの、痛みそのものという傷、こ
れはこれでもちろん深刻です。しかし、これが誰か
らも癒やしてもらえない。それこそ、崩れた感情、
極度の恐れ、不安あるいは言いようのない怒り、こ
ういうものが誰からも調整されない、制御されない、
慰めてもらえない、分かってもらえないという中で、
癒やされないままになるということで受ける傷が非
常に深刻だということ。正にアタッチメントという
のは本来、それを立て直したり、映し出したりする
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機能な訳です。結局、そこのところが成り立ってい
ない訳です。虐待が発生する関係性の中では、ただ
その暴力というものがあるだけではなくて、子ども
にとって本来、絶対的に必要なはずの怖くて不安な
時にくっつくというようなことが、これが同時に成
り立っていないことが多い。実はそこで子どもたち
が受けている発達上の色んな問題、そういうところ
に我々大人というのはしっかりと目を向けていく必

要があるのだろうなという気がいたします。
ということで、用意した資料はもっともっとたく

さんありまして、中途半端な感じなのですが、既に
予定された時間を過ぎておりますので、私の今日の
話はここまでとさせていただければと思います。

90 分にわたってご清聴いただきまして、本当に
ありがとうございました。
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岸野 徹氏　本日、コーデ
ィネーターを務めさせて
いただきます岸野でござ
います。

それでは、早速でござ
いますが、各発表に入ら
せていただこうと思って
おります。

最初に、まず私から、母子保健部門と児童福祉部
門との円滑な連携が求められるようになっている背
景等についてご説明したいと思います。

25 ページに、私のレジュメが載っていると思い
ます。

皆さん専門職の方が多いと思われますので、既に
ご存知だと思いますが、今年の６月３日に、児童福
祉法とそれから母子保健法、その他の法律もござ
いますが、かなり大幅な改正をして公布されており
ます。特に児童福祉法は、昭和 22 年にできまして、
根幹的な部分はあまり改正されていなかったのです
が、今回、いくつか改正されているところで、この
分科会に関係するところを申し上げたいと思います。

児童福祉法第３条の２を読みますと、「国及び地

岸野　　徹氏	（福井県敦賀児童相談所	所長）
岩佐　奈智氏	（	越前市市民福祉部子ども福祉課子ども・子育て

総合相談室	保健師）

辻　　京子氏	（杉田玄白記念公立小浜病院	助産師）
中西　眞弓氏	（特定非営利活動法人児童虐待防止協会	理事）
四方　啓裕氏	（福井県福井健康福祉センター	医幹）

第 １ 分 科 会

母子保健と児童福祉の連携
～切れ目ない支援のために～

13：30～16：00

コーディネーター

パ ネ リ ス ト
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方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健や
かに養育されるよう、児童の保護者を支援しなけれ
ばならない。」これは相当重い意味がありまして、
まず、児童は家庭において養育していきましょう。
そして、健やかに養育されるよう保護者を支援しな
ければならないとなっています。ここは児童を支援
するとか、そういう文言ではありません。まず家庭
で育てましょう。そのために保護者をまず支援しま
しょう。その後は、具体的には里親養育にしましょ
うとか、児童養護施設に入っている子どももできる
だけ良好な家庭環境に近い形で養育しましょうとい
うことが後段に書かれていますが、まずは家庭で養
育していきましょう、保護者を支援しましょう、こ
れが大きく明記されました。

そして、母子保健法第５条第２項に「国及び地方
公共団体は」となっておりまして、「健康の保持及
び増進に関する施策を講ずるに当たっては、当該施
策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見
に資するものであることに留意するとともに」、こ
の部分が今まで全くなかったのですが、「虐待の予
防及び早期発見に資するものであることに留意する
とともに」と、あえて書かれているというのが注目
されるところでございます。

この背景がどういうことかといいますと、これも
ご存じのように、厚生労働省が、不幸にして虐待に
よって亡くなられた死亡事例や重大事例について毎
年、専門委員会を開き検証を行い結果の公表をして
います。

一番新しいのが９月で、平成 26 年度の４月１日
から 27 年３月 31 日の死亡事例ですが、表にありま
すように、心中以外の虐待で亡くなられた方が 44
名の子ども。それから、いわゆる心中で亡くなられ
た方が 27 名でございます。

心中以外の虐待で亡くなられた子どもの中身を分
析しますと、０歳児が 27 名で 61.4％ということで
圧倒的に多いです。しかも、０か月児、これは生ま
れてすぐ亡くなったと思われる方が 15 名おられて
いて、55.6％とすごく高い率です。いわゆる「０日
虐待」というふうに呼ばれているものです。

これはどういうことかと申しますと、例えば高校
生とか未成年の方が妊娠して、どうしよう、どうし
ようという感じでお腹が大きくなって、自宅のトイ
レで出産するとか、コンビニとか駅のトイレで出産

するというのがございます。自宅出産した場合、そ
れからどうしよう、どうしようと。赤ちゃんの泣き
声が聞こえたら、家族が帰ってくるし、どうしよう
ということになりますよね。そして何でうちに赤
ちゃんがいるんだといったように。未成年者の場合、
そういうパターンが多いです。

それから、不倫で子どもを妊娠した場合も同じで
す。どうして子どもがうちにいる、泣いているんだ
とか、周りの家族がその女性の妊娠に気が付いてな
いということがほとんどなので、家族はまさかうち
の子どもがとは思わないのです。それを何とかしよ
うということで殺してしまうということが多いです。

もう一つは心中です。心中の場合は、特定の年齢
には集中してなくて、０歳から 17 歳まで幅広くなっ
ている訳です。加害者は実母が 85.2％ということで
圧倒的です。動機が、保護者自身の精神疾患とか、
精神不安定とか、育児不安定になっているのですが、
これはお母さんお一人で養育を背負い込んで悩んで
いる。同じ家族の協力者である旦那さんは全然その
ことに気が付いてない。たまに育児のしんどさを訴
えても、そんなに深刻に捉えてくれない。そのこと
で思い余って心中をされてしまうというようなメカ
ニズムだと言われております。

この辺を私の方で少しまとめてみますと、児童相
談所でもこういった親子の防止に注目をし、母子保
健部門でも日頃から注意を払っているのですが、い
ずれの機関から見てもハイリスクであるというケー
スがあります。

例えばどういうものかというと、新規転入です。
福井は特に田舎ですから、元々の地区があって、ど
ういう人が住んでいるのか分かるのですが、福井
でも都市部とか、それから都会ですと出入りがか
なり激しいです。住民票も移しておられない家庭
もありますので、いきなりぽんと来た時に全然そ
の家庭背景とかどういう家族構成なのか、どうい
うことをやっている方なのか全く情報がない、そ
れは困ります。

それから、特に未成年者の場合ですと、ごく普通
の高校生がいきなり妊娠して出産するとか、そうい
うのがあります。何かあの子どもは危なっかしいか
ら未成年で妊娠されそうだなって分かっている子ど
もは良いですが、そういうのは大体分かりますよね、
皆さん、日頃からずっと見守っておられる。でも、
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ごく普通の高校生がそうなったときには全く手元に
情報がありません。その時は本当に切羽詰まった時
にどういう行動を取られる子どもなのかという基本
情報が全くないので、どうかなと思います。

それから、これは最近良くあります、情報提供に
ついてすごく過敏なお母さんがいらっしゃいます。
申込書とか、何かそういったものを書く時に、この
申込書はどのように取り扱われますかとか、電話番
号を書いたらこれは漏れるのではとか。とにかくそ
の情報が漏れるのではないか、悪用されるのではな
いかとか、そういうふうに非常に神経質になってお
られる保護者の方が一部いらっしゃいます。そうな
ると、こちらが良かれと思って色んな支援とか、手
だてにつなごうと思っても、そこでストップしてし
まうという事態が皆さんご経験あるのではないかと
思います。

先程の心中の件でございますけれども、元々精神
的に不安定、いわゆる統合失調症とか、そういう本
格的な精神的な問題ではなくて、例えば不安神経症
とか、社会不安障害、パニック障害みたいなもの
とか、それから強迫神経症みたいな、ずっととは
言えないけれども、子育てには若干支障が出るだ
ろうなという精神的な問題を持っておられる方は、
対人関係に対する過敏さとか、何か過去にいじめを
受けた経験とか、対人関係で失敗された経験から、
なかなか支援者とつながろうとしていただけない
です。特に病院を受診して非常に傷付けられたと
か、辛い思いをしたというのが残っておられると、
実際にはそういうことがないにも関わらず、一旦、
精神保健部門と支援者との関係が切れるとなかな
か修復が難しいと。その辺はやはり課題かなと思っ
ております。

その辺の課題があるので、やはり関わりの発端で
す。関わりの糸口、それからきちんと次の方、然る
べきところにつなぐという仕組みをどう確保するか
ということが今日の分科会のテーマになると思いま
すが、それが子育て世代包括支援センターの設置、
要するに敷居の低い機関とか、通うことそのものの
負担感が少ない機関、この辺については岩佐先生か
ら色んなお話が聞けると思います。

それから、要保護児童等に対する支援の拠点との
連携とか、医療機関、特に産婦人科の先生がやはり
要保護児童対策地域協議会のメンバーに入っていた
だけると良いと思うのですが、その辺のことについ
ては辻先生、それから四方先生からお話が聞けるの
ではないかと思っております。

そして、これは私が思っていますが、やはり養育
者の方、お母さんは非常に疲れています。自分の生
活のことでもう手一杯だとか、なかなか自分で足を
運ぶとか何か手続をするとかはできないので、そう
いう時には支援者が一歩踏み込んで手助けをする、
肩代わりをするということも必要かなと思います。
依存性を招くのではないかというお話もあるかと思
いますが、これは今は杖代わりをこちらがしてあげ
ないと、先の一歩も進めないなという時にはそこま
で必要ではないかと個人的に思っております。

以上の課題の他に、これは現場の先生方が切実に
思っておられると思いますが、担当の保健師を孤立
させない。家庭訪問をして、そのお母さん、子ども
だけでなく、恐らく家庭全体、例えば家庭訪問して
おばあさんと仲良くなったりとか、おじいさんと仲
良くなったり、旦那さんと仲良くなったりと、色ん
な形で家庭に入り込むことがあります。非常にハイ
リスクの子ども、親子で虐待が懸念される、ネグレ
クトが懸念されるといった場合に、そういったもの
にも注意を向けながら、しかもその家庭との関係性
を築きつつ、でも子どもの命を守らないといけない。
今日のパンフレットの冒頭にも出ていますが、その
時に児童相談所等が介入をしないといけないとい
う、非常に、この介入的な福祉アプローチと母子保
健が得意とする受容的アプローチをどのように統合
し、それを現場の先生方にどのようにしてスキルを
身に付けていただき、しかも孤立させない組織とし
ての仕組みをどう作るのかということについては中
西先生から非常に有意義なお話が聞けるのではない
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かと思っております。
以上、駆け足で今日の分科会についての課題を提

示させていただきました。ありがとうございます。
それでは、早速ですが、越前市の岩佐先生から、

母子保健、子ども相談、子育て支援事業、それから
障害児相談の支援も一体的に行っておられます越前
市子ども・子育て総合相談室の取組についてお願い
いたします。

岩佐 奈智氏　本日は、「越
前市の児童相談における
連携体制について」報告
させていただきます。

越前市は、平成 17 年
10 月１日に、武生市と今
立町が合併して誕生した
都市です。人口約８万 3,000 人で、18 歳未満の人口
が約１万 4,000 人、人口の 16.4％を占めています。
65 歳以上の人口が約２万 3,000 人で、27.5％となっ
ています。

半導体や自動車部品などの製造が盛んで、工業出
荷額は 4,000 億円を超え、福井県第１位となってお
ります。これらの工場には、日系ブラジル人が派遣
社員として多く働いており、現在、市内に約 3,200
人の外国人が居住しています。日系ブラジル人の方
は多くが家族で居住しているので、当然のことなが
らブラジルの子どもたちもたくさん市内で暮らして
います。

当市の出生数です。年々減少を続け、平成 27 年
は 654 人でした。合併当時の平成 17 年と 10 年後の
平成 27 年を比べますと、合併して人口が増えたに
も関わらず、出生数は年々減少を続け、ここ 10 年
で約 100 人減っています。

当市は、平成 24 年４月１日に越前市子ども条例
を制定いたしました。福井県内初の制定で、全ての
子どもたちを虐待や貧困などから守り、一人ひとり
の健やかな成長と自立に向けた協働による支援を
行っています。

これからご紹介する全ての事業は、この子ども条
例に基づき実施しています。

子ども条例が制定された背景には、全国どこの自
治体でも課題になっている子どもの貧困、少子化問
題、児童虐待や養護相談、障害のある子どもたちの

支援、ひとり親家庭の増加、外国籍児童や不登校、
いじめ問題などがあります。

アンケートやワークショップ等で聞き取った子ど
も当事者や保護者等の意見を踏まえ、条例の目的を
越前市に暮らす全ての子どもの自立とし、自立の定
義を「ありのままの自分を素直に認めて受け入れ、
自分のすべきことについて自分で決定し、社会の一
員であることを自覚していくこと」としました。

そして、条例に基づき、まずは子どもに関するあ
らゆる相談を一元的に受け付け、支援していくこと
を目的として、子ども・子育て総合相談室を設置し
ました。場所は、JR 武生駅前のショッピングセン
ターの４階、越前市福祉健康センター内にあります。

この福祉健康センターには、保健部門の健康増進
課や子育て支援センターなども併設されています。
安心して話すことができ、心穏やかになる窓口をコ
ンセプトに、誰でも気軽に相談しやすい場所として
整備しました。

子ども・子育て総合相談室の業務は、子ども相談
やひとり親家庭を含む、子どもと家庭の相談、要保
護児童対策協議会の運営、DV、離婚問題などを始
めとする男性、女性相談、障害児を対象とした児童
発達支援センター事業、そして地域子育て支援セン
ターや病児デイケアなどを始めとする子育て支援事
業、生活困窮家庭などへの学習支援事業、子育て支
援関係の事業所の連絡会や児童相談所、児童養護施
設などとの連携などがあります。

職員体制は、正規職員が７名、嘱託職員が４名の
計 11 名です。職種は、福祉相談員、臨床心理士、
理学療法士、言語聴覚士、保育士、教職員 OB、そ
して保健師などがいます。また、教育や福祉保健分
野との連携の強化を目的に、健康増進課、母子保健
担当の保健師や教育委員会の指導主事が兼務職員と
して配置されています。

スライドは、越前市の児童相談の推移です。毎年
100 件以上の相談があります。特に子ども・子育て
総合相談室が開設された平成 25 年度からは右肩上
がりの状況です。また、児童相談の中でも虐待や養
育放棄の相談などが約 40％を占め、増えてきてい
ます。

当市の要保護児童対策協議会の状況ですが、代表
者会議や実務者会議など様々な会議を開催していま
す。当市の特徴としましては、月に１回定例ケース
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進行管理会議という名前で会議を開催していまし
て、要保護児童対策地域協議会の実務者が集まり、
ケースの状況について報告し合い、検討しています。

また、子どものあらゆる相談に対応するというこ
とで、当市の相談室には地域の中核的な療育支援施
設として越前市児童発達支援センターなないろを設
置し、子どもの療育や発達相談にも対応しています。
実際に親子が通所しての療育も実施していますが、
相談支援や地域支援として保護者や関係機関からの
発達相談にも応じたり、発達障害への理解を深める
広報啓発活動も実施しています。

また、後で説明しますが、母子保健事業の中の健
診時後フォロー教室や様々な相談会にスタッフとし
て参画したり、保育園などへの訪問にも保健師と一
緒に同行しています。

こちらは児童発達支援センターの相談件数です。
ここ数年、120 件以上の相談に対応しています。

続いて、こちらは越前市の母子保健事業の体系図
です。児童相談は妊娠届出にて母子健康手帳の交付
をするときから始まります。予防接種や乳幼児健診、
健診時後フォロー教室や相談会など、様々な事業を
実施しています。

また、先に述べましたとおり外国籍の方が多い特
徴から、外国人家庭への支援として訪問や健診など
に通訳職員を配置し、翻訳・通訳支援を行っていま
す。赤丸がついた事業、母子健康手帳の交付、新生
児訪問、５か月児セミナーにつきましては、特に全
ての妊婦さんや子どもたちの様子を確認できる重要
な機会として位置付け、実施しています。

では、これらの事業について簡単に説明します。
まず、母子健康手帳の交付です。７年前までは健

康増進課、いわゆる保健センターや市民課など複数
箇所で妊娠届出を受け付け、母子健康手帳を交付し
ていました。しかし、全ての妊婦さんに対し、保健
師による面談、アンケートを実施するため、平成
22 年度より手帳交付の窓口を一本化しました。妊
娠届出と一緒にアンケートを記入してもらい、それ
を点数化し、その上でハイリスク又は特定妊婦の抽
出をしています。

こちらは資料にはございませんが、アンケートの
様式です。

アンケートの内容は、今回の妊娠が分かったとき
の気持ち、パートナーの反応、妊婦の喫煙や飲酒な

どの嗜好、現病や既往歴と過去の妊娠、出産の状況、
家族構成や家族の状況など、そして相談できる人の
有無などです。

聞き取りやアンケート内容でリスクを抽出し、気
掛かりな妊婦さんに対しては妊娠期から保健師が
フォローをします。特に若年、未婚、精神疾患の既
往、DV や経済困窮、家庭不和などの要支援家庭な
ど、特定妊婦の場合は児童福祉部門の子ども・子育
て総合相談室へ連絡し、ケース会議などで支援の方
法を検討したり、同行訪問などをしています。

続いて、新生児訪問・こんにちは赤ちゃん事業です。
スライドの表は実施率です。平成 25 年度までは

訪問ができない場合でも電話で状況を確認していま
したが、平成 26 年度からは親子の顔を直接見て話
ができる家庭訪問での全戸把握に力を入れ実施して
います。訪問率もほぼ 100％に近くなってきました。

また、家庭訪問は保健師または助産師の専門職で
実施し、妊娠期からフォローしている方は必ず地区
担当の保健師が訪問するようにもしています。そし
て、訪問時にはエジンバラを活用しています。

次に、５か月児セミナーです。５か月児セミナー
では、歯の話や離乳食の話、地区別に分かれて保護
者同士が顔見知りになれるようグループワークをし
ています。また、このセミナーにあわせてブックス
タート事業を実施し、図書ボランティアが親子一人
一人に絵本の読み聞かせをして、絵本と絵本バッグ
をプレゼントしています。

５か月児セミナーの参加率は約 60 ～ 65％。そこ
で全ての乳児期の親子の様子を確認することを目的
に、平成 27 年度より児童福祉部門がブックスター
トの補完事業を開始しました。

まず、５か月児セミナーに来られなかった方へ、
図書館などへ絵本を取りに来てもらうようはがきで
お知らせします。２か月ほど期間をおいて図書館に
も絵本を取りに来られなかった方について、児童養
護施設が運営している子育て支援センターが家庭訪
問を実施します。その結果、何らかの再アプローチ
が必要と判断した家庭については、子ども・子育て
総合相談室に報告が入り、対応していくという流れ
です。

５か月児セミナー以外にも母子保健事業の様々な
事業に児童福祉部門がスタッフとして参加し、福祉
の視点を持った職員も保健事業の中で親子の様子を
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見るように設定しています。
越前市における母子保健と児童福祉の連携につい

てまとめますと、母子保健事業の中に全ての妊婦や
子どもに会える機会を早期から設定している。母子
保健と児童福祉の事業がタイアップしている。子ど
も・子育て総合相談室があることで、あらゆる子ど
もの相談が一元化され、状況が管理しやすくなって
いる。

母子保健部門で気掛かりな家庭は、子ども・子育
て総合相談室へ連絡し、一緒に支援していくという
意識が根付いているという状況です。何より母子保
健部門と児童福祉部門、そして療育の専門部門が
ハード面でも隣同士に配置され、いつでもスタッフ
が顔を合わせて話ができる環境にあることが一番連
携しやすいと実感しています。

このような体制で実施していますが、現場ではま
だまだ課題があります。一つに、虐待予防の視点で
の関わりができるよう知識や判断力を身に付けるこ
と。つなぎをシステム化することです。どの時点で
福祉につなげるかという判断は、個人の力量に委ね
られている現状です。

そして、いつの間にか支援が途絶えたり、抜け落
ちたりするケースがないよう、ケース検討を重ねな
がら各部門の役割を明確にしていく必要もありま
す。そのためにはお互いの強みを理解し合うことも
大切だと思います。

最後に、妊娠期からの切れ目ない支援のためには、
産科・小児科医療との連携は必須と考えます。当市
では、医療とのシステム作りに向けて話合いを進め
ています。

越前市の子ども・子育て支援の考えは、子どもが
全ての中心です。市の事業においても子どもの視点
で連携し、展開しています。

最後に、この図は、越前市子ども条例の具現化に
向け、全ての子どもの自立に向けた取組についてプ
ロジェクトで考えるイメージ図です。子どもは成長す
る段階で様々な人と関わります。全ての子どもたち
を虐待や貧困などから守り、一人一人の健やかな成
長と自立に向けた協働による支援を今後も実施して
いきたいと考えています。以上で報告を終わります。

岸野氏　岩佐先生、どうもありがとうございました。
本当に越前市の母子保健の部門は、本当に漏れがな

いようにきめ細やかに、多層的に、非常に考え抜い
て作られているなという気がしました。ありがとう
ございます。

では、引き続いて、辻京子先生から、産科・小児
科、地元市町保健師との連携の実践について、小浜
病院混合病棟との取組からのご報告をお願いいたし
ます。

辻 京子氏　皆さん、こん
にちは。杉田玄白記念・
公立小浜病院の辻と申し
ます。

私は、助産師であり、
病棟師長という立場で仕
事をしております。私た
ちが子どもの虐待防止について、日頃臨床で取り組
んでいることを発表いたします。病院の概要は、資
料をご参照ください。

私が勤務している病棟は、病床数が 36 床で、産
婦人科・小児科・整形外科の混合病棟です。さくら
病棟となのはな病棟に分かれていますが、ワンフロ
アとしてのスタッフが配置されています。

さくら病棟は妊産婦と新生児の病棟で、なのは
な病棟は小児科と整形外科の病棟になっています。
パートナーシップ看護方式を取り入れて、安全で質
の高い看護を目指しています。

スタッフは、助産師が 13 名、看護師 18 名、看護
補助員２名、医師・事務・医療事務補助員１名で構
成されています。平均年齢が 39 歳、既婚率 71.9％、
育児期経験者は全体の 65％と、他の病棟と比較し
て出産経験があり、育児経験のあるスタッフが多く
配置されています。助産師の他部署への異動がない
こともあり、勤続年数も他と比べて長くなっていま
す。虐待の予防、早期発見には勤務が固定され、他
部署への異動がない助産師が中心となっています。

小児科と産婦人科の病棟ということから、地域と
の関わりがあり、特に助産師は病棟での業務の他に
地域での活動も行っています。まずは、病院内の活
動として妊娠中の教室があります。妊娠前期の妊婦
さんを対象としたマタニティ教室では、妊娠中の経
過、食生活の注意、マイナートラブルの対処方法を
伝え、妊娠中の生活が安全で楽しく過ごせるような
関わりをしています。
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また、妊娠後期の妊婦さんには両親学級を行い、
分娩の経過や呼吸法、ベビーが生まれてからの入院
中のスケジュールなどを話して、出産の不安が少し
でも軽減できるように関わっています。

分娩直後には、希望者には早期母子接触、カンガ
ルーケアを実施しています。また、出産後は早い時
期から乳房ケアを行うとともに、母児同室を通して
全般的な育児指導を行っています。

退院後は、母乳外来を通して母乳育児期支援と育
児期相談を行っています。

院外の活動として、地域の中でベビーマッサージ
や離乳食教室に関わっています。

小浜市からの委託事業としては、母乳育児期相談
と小浜市主催の妊婦教室の担当をしています。また、
小浜市内の学校から依頼を受けて小学生、中学生の
赤ちゃん抱っこ体験や高校生の性教育の講演も行っ
ています。

当病棟では、産婦人科は妊娠中、出産、産後の妊
産婦さんを対象にしています。また、小児科は新生
児から 15 歳までのお子さんとその家族を対象にし
ています。妊娠中から出産、育児の一連の助産ケア
と看護を実践していることで自然と虐待に関するス
タッフの感度が高くなっているように感じます。

例えば小児科であれば、親御さんの言動、子ども
の表情や行動、身だしなみ、入院中の病室の使い方、
そして経済的な状況などから、虐待のリスクを早期
にキャッチしています。これは、入院中の生活 24
時間に関わることのできる病棟看護師の強みかもし
れません。

気になるケースについては、居住されている保健
センターに連絡し、退院時には入院中の看護サマ
リーを送付しています。

一方、虐待のハイリスクケースに関しては、保健
センターより事前に連絡があり、妊娠中であれば出
産までに合同カンファレンスを行っています。

ここで私が最近経験しました事例を２例紹介いた
します。

１つ目の事例です。31 歳の初産婦で、鬱病を合
併されていました。精神科のフォローがあり、妊娠
中は内服なしでコントロールできていました。涙も
ろくなったり、いらいらしたりと、精神的に不安定
になることもありましたが、赤ちゃんが動いてうれ
しいとの発言もあり、次第に愛着形成されていきま

した。
妊娠 38 週で母子共に問題なく、正常分娩されま

した。母乳分泌が少なくて、ミルクの補充が必要で
した。母乳が出ないことに対しては悲観的になるこ
ともなく、ミルクは児にとって必要だと理解できて
いました。他のことではこだわりが強く、おむつ交
換を始め、育児行動がスムーズにできませんでした。
泣いている児の対応が分からないと言ったり、一方
で児が泣いていても気付かずに眠っていることもあ
りました。母児同室を勧めても避けようとする発言
が度々ありました。これらのことから、退院してか
らの育児に危険があると感じ、保健センターへ連絡
をいたしました。

退院後の５日目の小児科の再診日では、児の体重
増加が認められませんでした。母乳だけ飲ませて、
必要なミルクの追加をしていなかったということが
分かりました。再度保健センターに連絡をして、早
急に訪問していただくよう依頼しました。その後、
保健センターより訪問に行っていただき、実母の協
力のもとで育児が行われていること、また必要量の
ミルクも飲ませて体重増加が確認されたと連絡を受
けました。病院では小児科外来と母乳外来で継続的
に関わり、地域でも健診でフォローをしていくとの
ことでした。

２つ目の事例です。１歳８か月の女児、喘息、気
管支炎で入院されていました。母は第２子妊娠中で
した。母から児への声掛けやスキンシップが少ない
のが気になりました。また、母の表情は暗く、スタッ
フとの会話も成立しない状況でした。治療に対して
協力が得られなかったり、ベッド柵をせずに児から
離れてしまう場面がありました。

一方、児も処置をしても泣いたり嫌がったりしな
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いことや、発語もあまりありませんでした。母が離れ
ても後追いしたり泣いたりもせずに、静かに指吸い
をしていました。このような状況が気に掛かり、保
健センターへ連絡をいたしました。実は、保健セン
ターでも気に掛けておられるケースとのことで、今
後、健診時に注意して見ていくことや、育児サーク
ルへの誘いなどを行うという返事をいただきました。

私たちが入院中の患者さんとご家族に関わる中
で、ハイリスクではないけれども、不自然さや違和
感を感じることが度々あります。このように入院中
の生活の中で不自然さ、違和感を感じた場合は、保
健センターへの連絡が必要です。そして、病院内で
は外来、病棟、地域連携室、医療サービス課などが
連携して事例に関わっていく必要があります。

病院内の取組としては、虐待防止委員会があり、
委員会を中心としてマニュアルの作成、研修会を
行っています。この研修は、医師、看護師、コメディ
カル、事務職、看護補助員に至るまで全職員を対象
としています。今月 10 日には児童相談所から講師
を招いて講演会が行われました。マニュアルは、当
病棟では読み合わせをして、全スタッフへの周知を
図っています。

病室に出入りをしている看護補助員や清掃作業員
から虐待に関する情報が入ることもあり、全職員が
虐待防止の意識を持つことが大切だと思います。

まとめになりますが、杉田玄白記念・公立小浜病
院では、病院を挙げて虐待防止に取り組んでいます。
産科・小児科・整形外科の混合病棟の特殊性を活か
した虐待防止を行っています。

入院患者のカンファレンスを通して情報の共有を
図っています。病院内の多職種、複数の人の目を通
して虐待の早期発見に努めています。地域からの連
絡がタイムリーに入ることで、早期に対応ができま
す。病院から地域への報告・連絡・相談がスムーズ
にできています。病棟助産師の活動が施設から地域
へと広がりがあり、地域との連携が取れています。

最後に、今回、この場での発表の機会をいただき、
日頃意識せずに実践していることが虐待防止につな
がっていると感じました。また、医療現場の責務と
して虐待リスクがあると判断したら、速やかに連絡
しなければならないことを再認識いたしました。

今後も地域との連携を取りながら、医療現場の立
場で虐待防止に努めていきたいと思います。ご清聴

ありがとうございました。

岸野氏　辻先生、どうもありがとうございました。
実際の事例を交えていただいて、ケースをどう他機
関につないでいくかということを分かりやすく説明
していただきました。ありがとうございます。

それでは、中西先生から、児童虐待予防を視野に
入れた保健師の専門性を高めるための方策について
の取組のご報告をいただきます。よろしくお願いい
たします。

中西 眞弓氏　よろしくお
願いいたします。

私は、大阪の NPO 法
人児童虐待防止協会で子
どもの虐待電話相談員を
しています。虐待の当事
者の方あるいは被虐待歴
のある方などからお電話を伺っています。

もう一方で、５年前から思いがけない妊娠の相談
の窓口にんしん SOS で電話とメールの相談を受け
ています。

私は大阪府で行政の保健師をしておりました。そ
の一時期周産期医療センターと第３次小児医療に担
う総合医療センターで勤務していました。そこには
開設当初から地域保健福祉と医療が連携する窓口が
ありました。その窓口で９年間保健師として連携の
窓口の仕事をしていたという経験があります。その
間色々な事情をもつ虐待の事例とか、虐待予防のこ
とを勉強させてもらいました。それを退職後も活か
していきたいということで今、動いております。

今日の内容ですが、虐待予防の第一線で働いてい
る保健師の人たちを応援していきたいというところ
で、チームを組んで研修体制等に取り組んでいる報
告をさせていただきます。

先程説明がありましたけれども、児童福祉法と母
子保健法は改正されたというところですが、母子に
関するところでは母子健康包括支援センターを作っ
ていくこととか、それから今までの母子保健事業の
中でより一層、発生予防といいますか、気になる親
子については早くから支援をして、何か兆しがあれ
ば、より丁寧に関わっていきましょうというところ
が明記されたように受け止めました。
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妊娠期からの切れ目ないというのが明記もされて
いるところですが、にんしん SOS では母子健康手
帳をまだもらいに行かずにいる方とか、妊娠後期に
入られても妊婦健診を未受診の方からの電話があり
ます。既存の保健事業から漏れるというか、あえて
外すといった、色んな社会的リスクを持った方々か
らの電話相談、メール相談に関わっております。

私が今日の母子保健と児童福祉の連携という分科
会のテーマに関連する、連携の窓口の仕事をしてお
りまして、専門職どうしの連携というのは、各々の
専門性を事例のアセスメントとか、支援というとこ
ろに活かし合うこと、そこで効果が表れるというふ
うに考えています。

私は退職後に、今、第一線で働いている人たちの
専門性をより高めるというところで一緒に考え、勉
強しましょうということをやっています。それは福
祉との連携にもつながりますし、大きくは虐待予防
に期するということを信じていますので、そこを今
日は「母子保健からの虐待予防―保健師の専門性を
高める活動」の紹介をしたいと思います。

母子保健と児童福祉との連携で、それぞれの専門
性を活かし合うというところですが、妊娠期の対象
は医療的な課題のみだけでなく、やはり社会的な支
援が必要です。未受診だったり、飛び込み出産だっ
たりするところの方々は、医療的な問題もあります
けれども、出産のとき、あるいは出産後の育児、養
育先の支援というところを見通しながらの妊娠期か
ら母子保健と福祉の協力、協議というのが大事だと
いうところです。

そして、お互いにその連携におきまして、それぞ
れの特性、その機能あるいは限界も知り合って、理
解し合うということと、保健と福祉は重なり合う役
割、機能というのがあると思います。お互いに視点
が違うことを認識しつつ、アセスメントする。アセ
スメントのところでずれが生じないようにしながら
次の支援につなげていきます。支援の役割分担はあ
るでしょうけれども、支援方針、支援計画というと
ころでずれがないようにしたいと思います。

それも、現状がこうだからということで引いてし
まうのではなくて、やはり目標とするところに支援
の目標を置きながら、それぞれが協力し合いながら、
専門性を発揮したいというところに連携の意義があ
ると考えております。私自身保健師ですので、その

職種の専門性、そして保健機関の中での専門性、そ
こでの議論だとかアドバイスをできる職場体制を
作っていくことが必要ではないかと思っております。

我々のチームというのは、小児科医師１名と看護
系の大学の教員が２名と、それから行政の保健師を
退職した者というもので、９名でチームを組んで次
の３事業をしております。

大阪府は、ご存じのように、このような形で大阪
市と堺市という政令市と、それから４か所の中核市
と 37 の市町村。そして、大阪府としては 12 か所の
保健所があります。

３つの事業のうちの１つですけれども、支援困難
事例検討会という名称が付けられていますが、もと
もとは死亡事例の振り返りをするということから始
まりました。私たち医療とか保健の人間は亡くなっ
た方から学ぶということがとても大事にされている
ところですけれども、実際はなかなか、死亡事例に
ついては触れられなかったり、あるいは振り返る時
間がないというところであることが多いです。

国の虐待死亡等の検証報告では、大体３歳未満が
７割とか、そのうち０歳児が６割、というような状
況ですので、やはり保健機関が関わる対象が亡く
なっているということは、関わっていた保健師がい
るということです。事例検討会では、その人を責め
ると言うことではなく、仕事を辞めていかれたり、
心を病んだりという保健師もいた中で、私たちがか
ばうということではなくて、実際の事例を振り返る
こと。そして、そこにどういう支援が必要であった
かというところを考えていくという意味でやってい
きたいということで事例検討会を始めました。

初めの１年はボランタリーにやっていたのですけ
れども、その次の年は行政が予算化してくれまし
た。この当時はもう少し保健所の数は多かったです
けど、現在、12 の保健所がその管内の市町村を一
括して、そこを窓口に、手を挙げてくれたところに
私たちのチームが出かけて、そこで１事例３時間の
検討会をしています。もちろん、事前にもっともっ
と時間をかけてその事例を検討して、そのまとまっ
たものを持ってその場合で現場の保健師と検討する
ということをしています。

次のスライドは事例のテーマですので、お手元の
資料には入れていません。といいますのは、かなり
プライバシーに触れるぐらい詳しくテーマを付けて
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いるものですから紹介します。
やはり皆さんの保健機関、それから病院でもそう

だろうと思います。もちろん福祉の方たちが関わっ
ておられる方、特に乳幼児は虐待によって死ぬこと
があるということを、私たちは意識しておかなけれ
ばならない。どうしても医療の場では死というのは
身近なところですけど、保健現場では親御さんの対
応に追われて、子どもを見ることが少し疎かになっ
ていたりというような現実が、事例検討会に行って
いてもあります。ですから、そこをきちっと見てい
くということも並行すること、それは母子保健の専
門性というところで勉強し合っているところです。

親御さんに性的な虐待サバイバーであったり、色
んな精神的な病気の歴があったり、あるいは産後に
そういう症状が出て、子どもにとって不適切な育児
がと、それは日常、皆様が経験されているところだ
と思いますけど、そういう事例が検討に挙がってき
ます。

それらの難しい事例を検討していくに当たって、
私たちは３つのツールを使っています。ジェノグラ
ムはもちろん皆さん書かれると思いますけれども、
３世代前までというのを基本にしています。といい
ますのは、いわゆる虐待の連鎖だとか、親子関係だ
とか、あるいは現在の支援関係だとかというところ
を見ていく上でもジェノグラムを書き出すと色々見
えてくることがあります。もちろん、流産とか人工
中絶とか、そういうのも書き足していくということで、
事例像が明確になってくるということがあります。

もう一つは、スライドが見にくくてごめんなさい。
危機経路図というのは今まで書かれたり見られたこ
とある人はございますか。あまり一般的にはまだま
だ広まっていないと思います。もちろんご存じの方
はおられると思うのですけれども、1981 年くらい
に作田先生が『母性愛の危機』という本を訳された
中に入っていて、私たちは事例提供者が生育歴だと
か支援の経過などというものを出されたものをもう
一度この経過に則って書き上げることによって見え
てくるものがあるということです。

それぞれ父と母の生育歴から始まって、そして二
人が出会って、子どもが生まれて、そしてこの子が
最後入院して、硬膜下血腫、骨折という虐待が起き
ているのですけど、この縦軸の経過と横軸で、この
時に何があったか。この時にどうだったか。この子

の妊娠前はどうだったのかということを経過を追っ
て見ていくことで、どこで支援を入れていったら予防
ができたのか。私たちは予防可能な死亡を予防する、
プリベントデス（prevent death）というのですかね。
予防可能ではないかという視点から見ていくというこ
とで、皆さんから出た事例の中身を私たちのチーム
でこういう形に落とし込んで評価しています。

それから、子ども側、虐待というのは子どもにとっ
ての健康阻害ということですので、私たちができる
客観的指標が出るのはやはり身長、体重などの計測
値だというところで、必ず計測をして、そして発育
曲線にプロットをして、曲線で結んで、そしてその
標準的な曲線の勾配と比較していきます。

乳幼児において、体重が横ばいになったり、ある
いは下降するということは何らかの、もしかしたら
致死的な病気があるかもしれませんし、やはり環境
要因がかなり大きくなってきたとか、あるいは愛着
の問題とか、色んなことがこの体重曲線の客観的指
標からも推測することができます。

この３つを指標にしているというのが私たちの事
例検討の特徴というふうにも思います。

次に、２つ目の事業というのが、大阪府内の保健
師、先程出しました政令市の大阪市以外の地域の保
健師を対象にした子ども虐待予防の研修を、私ども
の NPO 法人児童虐待防止協会に大阪府が委託をし
て、そこのスタッフと、それから私たちチームが一
緒になって企画立案、実施評価をしています。始め
て、５年になるというところです。

私たちは基本的なプログラムを見ていただきます
と、年度によって予算が違いますので新任期と中堅
期に分けたりというようなことができたり、日数と
かは違ってきていますけれども、内容的には同じ内
容のことはあまり入れていないのです。理由はス
テップアップということ。受講者の対象は大阪府も、
それから市町村も転々と担当が替わってきたりして
いますので、２回同じ講義を聞くという人はないで
すけれども、プログラムの内容、講師を変えながら
しております。基本的には基礎的な知識に加えて、
先程のジェノグラムや危機経路図を作ってみて、そ
こから何が見えるかということをグループワークで
したり、各論についてそれぞれの専門家からの講義
を受けていくというようなことで、このスライドに
示しましたようなプログラムを組んでおります。
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３つ目ですけれども、子ども虐待保健研究会と名
付けています。これは時間外に隔月年６回、約２時
間半程事例検討をしたり、講演を聞いたりしながら、
皆で学び合う。ここには私たちだけでなく、弁護士
達が、それこそ手弁当で参加してくださり、私たち
が日常の活動の中で分かりにくくて迷っていたりす
るようなところを法的に解釈してもらって、勉強し
合っています。

まとめです。これらの研修を進めている目的は、
１つはやはり死を、それは子どもだけでなく、母、
心中を予防するということがあります。母の心中と
いうことも視野に入れながら予防できるというとこ
ろを考え、私たちは保健部門、母子保健ということ
を推進しつつ、専門性を高めて、そして福祉といか
に専門性を発揮し合いながら連携支援をして、対象
事例を救っていくかということです。私たちはその
ための取組を今後もしていきたいと思いますので、
これからもどうぞよろしくお願いいたします。ご清
聴ありがとうございました。

岸野氏　中西先生、ありがとうございました。非常
に貴重なお話をしていただいたなと思って聞かせて
いただきました。といいますのも、今日は支援機関、
援助機関の皆さんがたくさんおられると思うのです
けれども、この死亡事件とか重大事件というのはあ
ってはならないのですけれども、万が一、皆様のと
ころで例えば死亡事件とか重大事件があった時とい
うのは、子どもの命が危ぶまれる、奪われるという
ことも大きな問題ですが、実は我々支援者にとって
もやはり支援機関としての支援が萎縮してしまうと
か、自信をなくすとか。今まできちんと日常の支援
をしていたにも関わらず、不幸にして死亡事例が出
たということは、やはりすごく支援者側にとっても
ダメージになりますし、自信喪失につながります。
そうすると、その機関全体の士気が下がってしまう。
そうなると、スタッフのモチベーションをどう保つ
かということが、私は現在、管理職ですけれども、
その辺がやはり、一旦、がたっと自信をなくしたも
のをまた上げていくというのは相当の困難さが伴い
ますし、大変な作業でありますので、できれば未然
に先生がおっしゃるように、重大事件とか死亡事例
というのは防ぎたい。そういった意味でも、重大な
ことだと思いますので、非常に取組を参考にさせて

いただこうと思いました。ありがとうございます。
それでは、最後のパネリストの四方啓裕先生から、

気掛かりな妊婦・親子を関係機関から関係機関につ
なぐ取組についてのご報告をいただくのと、これま
での３名のパネリストの先生方のお話も踏まえて、
少しお話をしていただこうと思っております。四方
先生、よろしくお願いいたします。

四方 啓裕氏　福井健康福
祉センターの四方と申し
ます。よろしくお願いい
たします。

私どもは、保健所、健
康福祉センターがハブ役
を務めまして、気掛かり
な妊婦、親子さん、管内の医療機関と管内の市町と
の間にかすがいのような役割を果たしながら連携を
深める試みを開始しております。

事の起こりは、２年余り前ですけれども、気掛かり
な妊婦・親子、乳児期までの支援についての聞き取
り調査を所属の保健師たちが聞き取りに回りました。

福井市とは県庁所在地でございますので、総合周
産期母子医療センターが２つ管内にあります。福井
大学病院と県立病院です。その他に、あと３つ地域
周産期母子医療センターもございます。最も分娩数
の多い愛育病院さん、それから済生会、日赤という
ふうに、医療資源としては非常にここに固まってお
りまして、管内の患者様だけではなくて、県内一円
から、もしかすると隣県とか、里帰り分娩でも非常
にここに集中しているという特徴がございます。も
ちろん、分娩サービスを行っておられる産科クリ
ニックも４か所もございます。

それに引き替えて、市町は福井市、永平寺町の２
つだけでございます。ただし、非常に大きな規模の
市でですから、虐待を担当される課と母子保健の拠
点である保健センターと障害担当課というのが分立
して別々のオフィスに構えていらっしゃるというこ
とがございます。

点線で上の方が頼りなくつながっております。ほ
んの２、３年前までは未熟児の連絡票は最寄りの保
健所に届けていただくことになっておりましたの
で、我々のところで良く状況が掴めていたと思って
おります。それが直接在住地の市町に提出される流
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れに変わりましたので、私どもは、いわばパッシン
グされるような形となって、管内でどのように未熟
児が生まれていて、どんなふうに退院していってい
るのか、どんなふうにフォローされているのか、も
う皆目見えなくなっておりました。

そういう背景のもとに、我々があまり関与できな
くなった後、どのような状況になっているのかを掴
むために聞き取り調査をした訳です。

そうしますと、やはり両者の側からそれぞれの言
い分がございました。医療機関からは、行政の養育
支援に関する情報が良く分からない。届け先が変
わったので良く分からない。情報提供後のフィード
バックがない。決してない訳ではないのですけれど
も、少し足りないと。連携のために話し合う場がな
いというご指摘がありました。

市町からは、タイムリーな情報提供がやはり医療
機関側から来ていませんと。医療機関内での支援体
制も良く分からないというので、両者、お互いが良
く分からないと言ってらっしゃる現状が分かってき
た訳でございます。

当時はまだ助産師とのつながりはこの段階ではご
ざいませんでした。

まとめますと、支援方法について話し合う場所は
ありませんでした。きっとそれは私たちの怠慢だっ
たと思います。関係機関によりまして気掛かりな妊
婦や親子に対する関心の深さ、気付き力には非常に
差があったと思います。

母子医療センターの側では、ハイリスク妊婦を扱
いますので、妊婦側の問題については上手く無事に
お産に持っていけるかどうかで非常に敏感になって
いらっしゃいます。そして、生まれてきた子どもが
障害児であればその子の生育についても非常に関心
が深いと分かりました。

産科クリニックは、手に負えなさそうな危険な分
娩になれば、母体ごと母子医療センターに紹介され
ますので、自分のところにはそれほど気掛かりな親
子はおりませんというふうに正直におっしゃってい
ました。

それから、市町の福祉、母子保健の担当者は、母
の精神疾患ですとか、未婚、若年、高齢初産などに
ついては非常に敏感です、とお答えいただいた訳で、
やはり関心のある対象が少しずつ違っていました。

ということで、昨年度からこれに対して幾つかの

手立てを講じた訳です。まずは連絡会、連絡する場
所がないとおっしゃっておりますので、これを開始
いたしました。そして、つなぎのためには連絡票を
作成・導入いたしました。気掛かりと感じた要因と
して何を挙げたか、紹介を受けて支援した内容、紹
介元へのフィードバック等を私どもがモニターでき
るような仕組みを考えた訳でございます。それから、
気掛かりな妊婦・親子を関係機関の間で紹介し合う
仕組み、これは今、試行錯誤を続けながら改良を図っ
ているところであります。

連絡会、今年は２回までを行っておりまして、今
年度中に３回目を行う予定です。参加していらっ
しゃるのは、医療機関、市町、我々、これからは助
産師会の代表の方に入っていただいたりします。

最初は、聞き取り調査結果を皆さんがお集まりに
なったところでご披露する。お互いがどう思ってい
らっしゃるのか、そこで初めて分かるということか
らスタートして、気掛かりさについてターゲットが
少し違っています、と正直に申し上げました。

ケース管理ナンバーを工夫いたしまして、この時
代、まだ法改正の前でございましたので、個人情報
をやり取りすることについてとても神経質でいらっ
しゃいました。匿名化しましょうということで、ケー
ス管理ナンバーというのを考え出して、それの扱い
方法について最初にしっかり了解を取ったと。あと
は担当窓口の明確化及び公開。ケースの把握・連携
状況（これは後ほど数字でお示しします）。年度が
改まりましてからは、人事異動でやはりお集まりの
皆様の顔ぶれが変わりますので、気掛かりな妊婦・
親子のためにタイアップして支援していきましょう
という意思確認がどうしても毎年必要です。

それから、連絡票。ここでの試行と反省をもとに、
年度が改まったときに作り直しました。

お目にかけますのは、その連絡票です。お手元で
もかなり細かい字になっておりますが、結局、様々
なアクターの皆さんがどのような状態の母子を気に
なさっているかを列挙したものです。

匿名化したケース管理ナンバーで管理している１
枚紙でございます。詳しい情報は、未熟児連絡票で
すとか、各病院さんの診療情報提供書とか、市町で
あれば、何かレターを書かれたりとか、本物の情報
提供書はこの次に付くはずであります。部外に届い
てはいけませんので、郵送で親書としてお届けいた
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だくことを想定しています。
「この１枚紙は完全匿名で、我々のところにはファ

クスで結構です。後ろの本物は付けないでください。
これだけ我々のところにファクスしてください」、
という仕組みでございます。

ケース管理ナンバーは、何とかの 28 の何とかっ
てなっていまして、それはこの親子は気掛かりだな
と気付かれた施設様の略語です。その 28 年度の１
例目だったら１です。２例目だったら２です。非常
にシンプルなつけ方で。

さらにもう１桁加えるとすると、双胎児とか品胎
児でベビーを特定するために、その１、その２、そ
の３というふうに枝番が付きます。その程度のシン
プルなケース管理ナンバーを最初に付けて紹介をか
ける。最初に番号を付けられますと、受けた側は自
分のところの施設の略号とは違っているのですけ
ど、付けられた番号を尊重していただきます。自分
のところで番号を付け直さない。最初に付けられた
番号でずっと通して通信をしていきます。さらに紹
介するとしても、自分のところの番号ではなくて、
最初にいただいた番号で紹介していくということ
で、ずっと追跡調査が可能になる仕組みです。

次に行かせていただきます。
これは返信用でありまして、先程のファックス用

紙とよく似ておりますが、使うのはしばらく日が
経ってからです。２枚ペアではありません。一旦、
先程のもので紹介が来て、受信します。しばらく様
子をフォローして、あるいは支援をして、頃合いを
見て紹介元にお返事を出していただくということで
す。その時に必ず先方がつけた管理ナンバーを踏襲
するところがコツになっております。もっと詳しい
お返事は名前も実名をお使いになっているかもしれ
ませんし、詳しいレターが返されているのかもしれ

ませんけれども、我々のところに送っていただくの
は、このように分類された、定型化された質問に対
してチェックを幾つか入れるだけで、簡単で結構で
すということです。

特記事項、長々とお書きになっても結構だし、特
に書くことがなければ、空白のままでよろしいので、
これを書いていただくのに要する時間としては２～
３分かなというふうに思います。

このようにして、ファックスと紹介状が管内で非
常に活発に行き来するようになったことを表わす統
計がこれです。平成 27 年度、8.5 か月間、お試し期
間でやったときのデータがこのようになっておりま
して、ファクス票に切り替えて簡便にした、平成
28 年度上半期の 3.4 か月分だけまとめました。

これまだ続行中でございますので、数字はまだ変
動する可能性がありますが、昨年度と比べれば２倍
近くに気付き力がアップし、つなぐ頻度が上がって
いることがご覧いただけるかと思います。

この仕組みを作る前までは、紹介をする側、受け
る側はこの二者間でありましたので、私どもは全く
統計をまとめることは不可能でした。どこからどこ
に何件紹介があり、その紹介状には返書がちゃんと
返されたのかどうか皆目分からなかったのですが、
お返しのときの紙を１枚こちらにいただけるように
なりましたので、まだあれは返書が返ってないはず
だと、こちらから透けて見えるようになり、このよ
うな統計もとることができるようになったというこ
とでございます。

今、試みていることを模式図にさせていただきま
すと、このようなことかなと思います。この親子、
気になる、と気付いてくださるのはどちらが先でも
結構です。市町が先かもしれないし、クリニックの
側からもしれないし、それはどちらでも全く構わな
い。先に見た人が気付いていただきたい。

気付いたならば、それを情報提供します。それに
対して、結果を報告するということです。すぐかも
しれないし、１か月後かもしれない。３か月経って
もお返事がなければ、我々の方針としてはここら辺
りで一度、中間報告をお返ししていただけないで
しょうか、とお願いするというやり方で、（縁の下
の力持ちですかね、）あまり表には見えないところ
で連絡票、ファックスを私どもが両者からいただき
分析と統計を取って、そろそろお返事を、とかいう
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ことをやっている訳です。
もとより、産科クリニックは、自分のところで安全

な分娩に導けそうになければ、母子医療センターに
母体ごと紹介するということは確立されております。

児童相談所も連絡会には出席いただいておりまし
て、このようになっていることは最初の試みの段階
から全て掌握していただいています。

また、県庁の取組として、子ども家庭課が子ども
に関する保健と福祉の統括的な部署、窓口となって
いまして、常に出席いただいています。

そのようなことで、これまで１年余りやってまい
りました。気掛かりと感じる要因について、最近で
は産科クリニックも、「興味が湧いてきました」、「ど
ういうところを見たら良いか、少し調子が掴めてき
たので頑張ります」というような、非常に前向きな
お話を伺えるようになっております。

母側の問題、障害児の問題も更にもう細かくクラ
イテリアが分かれてきて、気付き力としてもアップ
してきたのかなと思っています。

参加者様からの御感想は、初めはとにかく情報を
外に漏らすことは固く禁じられております、から始
まって、非常に警戒的で、滑り出しは難しかったの
ですけれども、意義を分かっていただけて、最近は
とても協力的でございます。

１番の課題は、話合いの場がなかった事。そこで
話合いを持ちました。場所と機会を提供させていた
だいたのは我々健康福祉センターですが、主なアク
ターである皆様方が非常にご活発な話し合いをして
くださっています。関心の深さ、気付き力、発信数
からすると２倍ぐらいに増えたと思います。

こちらからは数字だけが見えておりますので大層
喜んでいる訳でございますが、代表者の方々が連絡
会にお集まりになりますと、いや、まだうちでもス
タッフによっては気付き力が不足していると思われ
るスタッフもおりますよ、というようなことも伺っ
ております。これからの課題かと思います。

そして、冒頭申し上げたように、福井健康福祉セ
ンター管内の産科医療機関は、全県からハイリスク
妊婦を受け入れています。そこで気付いたケースを
お返しするのは管内の市町だけではないということ
です。全県の市町にお返ししたい、同じやり方でお
返ししたい、と連絡会で既に表明されておりますの
で、近い将来には全県をカバーする共通の仕組みに

育っていけば嬉しいなと思っている次第です。
スライドは終わりましたが、若干お時間が残って

おりますので申し上げます。
大きな市の場合は分娩件数も多くて、流入人口も

あり、里帰り分娩もその分多くなって、スタッフの
皆さんお忙しくて過重負担だと思います。一方、比
較的人口の小さな郡部の自治体の皆様の場合は、分
娩数は少ないです。里帰り分娩を加えてもそれほど
多くはないかもしれません。大多数のケースは地元
の産科医療機関で分娩なさるので、広域的に調整を
かける苦労は少ないのかもしれないですが、いかん
せん、保健師の数がとても少ないところに国からは
100 を超える事業が下されておりまして、保健師さ
んが兼務、兼務、兼務で１人につき 20 程の事業を
回しながら気になる母子をフォローしていくので、
いずれにしましても現場は非常に大変だなというこ
とです。

我々は縁の下の力持ち。できる事には限りがある
のですけれども、精一杯やらせていただきたいと思
います。

先程からの他のパネリストの皆様からお話を伺っ
ておりますが、越前市の場合は、ワンストップサー
ビスにいち早く乗り出していただいて、市の中で恐
らく産科医療機関との連携を既に開始されていると
思います。頼もしい限りだと思います。ただ、やは
り難渋されるケースの場合、福井管内の大きな病院
に２～３割ぐらいは流れてこられているので、市の
中だけで首尾一貫はしないのかなと思っております。

また、小浜病院は非常に意欲的な取組してくだ
さっていて、病棟は産婦人科と小児科と整形外科
とおっしゃいましたが、小浜病院の強みは精神科
を 100 床程持っていて、常勤の精神科医が３人程い
らっしゃるので、精神科合併妊娠についてお強いと
いうところ、一つの病院で首尾一貫やれるところか
なと思っています。また、近隣の市町とも連携がも
とより深い。市町村立、組合立なので、非常に距離
感が近くて、ますますお励みいただけたらありがた
いと思います。

中西先生からも貴重なお話を伺いまして、私ども
のところでもただ連携の手段を洗練させるだけでな
くて、気付き力アップです。それから、つないだ後
の支援力アップのためにはスタッフたちがもっと勉
強したいというふうな声も承っております。さすが
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大阪府、そのような事業を先行して運営されており
まして、うらやましい限りでございます。気付かな
ければつなげない。つないでもその先できちんと支
援しなければつないだ値打ちがないというようなス
トーリーかと思います。質的なものを今後極めてい
きたいなと思っております。

ご清聴ありがとうございました。

岸野氏　四方先生、どうもありがとうございました。
お聞かせいただいて少し思ったのですけれども、先
生の取組というのは、少し大ざっぱな言い方します
と連携の音頭取り、関係機関同士の連携の音頭取り
をまずしていただいて、そして連携がずっと続くよ
うに下支えというか、かすがいっておっしゃってい
ましたけれども、そういう仕組みを福井健康福祉セ
ンターで作られたのかなと思って聞かせていただき
ました。

ここから各パネリストの先生方の間で先程言い足
りなかったということで追加でおっしゃりたいこと
とか、パネリストの皆さん同士での質問とか意見交
換ということを少し時間取りたいと思います。私か
ら少し取っ掛かりということで四方先生にお聞きし
たいのですけれども。

今程、連携のために連絡票を使うと。もちろん、
細かい事例そのもののケースの中身については、ま
た更に書類をつけるということですが、連絡票以外
に、例えばそういうやり取りをしている間に非常に
緊急で、少し気掛かりだということで電話をさっと
つなぐ機関の方にぱっと連絡ができるとか、もちろ
ん、連絡票も使うのだけれども、更に緊急であった
り、あえて電話ですることをされておられるのかと
いうのをお聞かせいただきたいと思います。

四方氏　ありがとうございます。もちろんでござい
まして、連絡票を起案する前に既に電話で連絡が活
発に行われるようになっております。

それといいますのも、連絡会で皆さんが関係者同
士顔を合わせておられて、どの町の担当者様は何と
いう名前の方で、ああいう風情の方だったなとか、
お互い良く分かっていらっしゃるものですから、声
も聞き覚えがあったりして、活発に電話されている
と思います。

逆に、電話をしたから紙は出さなくても良いです

かと言われて、それをされると私ども何の手掛かり
もないという時代に逆戻りしますので、できたら後
日でも良いので送ってください、とそのような形で
運営しております。

岸野氏　ありがとうございます。ですから、書面だ
けのやり取りでなくて、やはり顔の見える関係をす
ごく大事にされていて、そのために皆さんで集まり
ましょうと、年何回かされているということでよろ
しいでしょうか。

では、他の先生方からご意見色々頂戴したいと思
います。どなたからでも結構ですので。

辻氏　今の連絡票のことで１点、小浜病院の現状を
お話しするならば、四方先生のお話をお伺いして、
作らないといけないかなというような気持ちにもな
ったのですけれども。

実は連絡票がなくて、電話１本で今連絡を取って
いるような状況です。ただ、連絡票がないことの強
みといいますか、電話１本で受けていただいて、す
ぐ動いていただくというようなところが現状です。

人口とか出生数とかというのも少ないので、今そ
れで何とかやれている状況ですけど、今後はその連
絡票というのも課題にしていきたいというふうに考
えています。

岸野氏　ありがとうございます。今の小浜病院の辻
先生のお話にありましたように、関係機関が物理的
に離れているという場合にそういうやりとり、電話
なり連絡票となりますけれども、その辺の部分をさ
っともう取り払ったと言うと変ですけれども、全部
同じところでやりましょう、情報を全部持ちましょ
うという感じで越前市のところ、いわゆるワンスト
ップで子育て支援もやるし、相談にも乗るし、それ
から勧誘的なところ、要保護の調整機関の役割も担
っているとか、そういうのがあると思うのですけれ
ども、その辺のことについて何か追加でお話とかあ
りますでしょうか。情報の共有とかやり取りとか、
そういったことにつきまして。

岩佐氏　そうですね。児童福祉部門の相談室に、産
科に限らず病院から少し虐待の疑いがあるかもとい
うふうに入ってくる件数は、直接入ってくるものは
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年間それほど多くないですが、やはり医療機関とは
健康増進課の方が地域医療ということでつながりが
強いので、健康増進課にいろんな医療機関から情報
が入ってきて、これはすぐに福祉につながないとい
う場合にすぐに連携し合える関係はでき上がってき
ているかなと思っていますので、当市としましては、
どこに情報が入っても子どもに関することでしたら
必ず相談室に情報が流れてくるというシステムだけ
はでき上がったかなと感じています。

岸野氏　それは何というか、バインダーみたいなと
いうか、決裁板みたいなものでざーっと回ってくる
とかという感じではなくて、やはりピンポイントで
これは大事ですよという感じで引き継がれるという
ふうに思えば良いでしょうか。

中西氏　そうですね。今は法的に情報のやり取りを
認められたというところはありますけれども、私ど
も 30 年前にやっている時にはまだまだその辺のと
ころは難しいところもありました。

それでも、先程の声で分かるという関係の中では、
やり取りの中で返ってくる言葉で、あ、この人はこ
こまでやってくれる保健師の人だと思うと、本当は
それ以上のこと言うとまずいかなと思うけれども、
その人物像とかケース像がより分かるためにと思う
と、そこまで言って、そしてお互い同じようなイメー
ジで地域でサポートしてもらえるというようなこと
がありますので、それは本当に受ける側もどう聞く
か、どう受けとめるかということで情報が増えると
いうことはありかなと。

特に病院さんから電話でのやり取りだったら、そ
ういう感覚ってあるのではないかなと思います。た
だ、形式的にだけ送るというのでなくて、やはり受
け側の保健師の受け方。例えば先程の事例のように
健診で来られた時にはまだ訪問に行けてなかった訳
です。だけども、やはりそのやり取りの中で、あっ
と思ってしまいます。やはりそれまでに言ってほし
かったのにと病院側では思われたと思います。

その辺の緊急度の温度差みたいなのが出てきます
から、その緊急度をどう伝えるかというときに、相
手の聞き方によって、ここまでのことがあるから是
非よろしく、明日にでもお願いというような形が昔
からもあったかなというようなことで、電話でまず
知る。それとペーパーはどうしても院内で医師とか
看護とか色々なところが書きますから、その病院の
時も後になったのですけれども、電話でのやり取り
というところをセキュリティを守りながら、ケース
のためにというところでやり取りした覚えがありま
す。やはりそれは大事なことだと思います。

岸野氏　そうですね。要するに情報の共有の部分で
も顔の見える関係にあることで一歩踏み込んだ情報
の共有ができる。だからやり取りを任せられるとい
うとこです。

もう一つは、この支援を見ますと、いわゆる伸び
しろの支援というか、先生おっしゃられたように、
自分たちの専門性というか、自分たちの機関ではこ
ういうことは出来ます。では、更に何かというか、
自分たちの専門性の中でさらにもう一歩踏み込ん

岩佐氏　気掛かりなご家庭の情報が入ってきます
と、それが要保護家庭ということになりましたら、
要保護児童対策地域協議会のケースとしてナンバリ
ングされまして、進行管理台帳を作ります。その管
理は先程ご紹介した毎月のケース進行の進捗状況を
確認する会議で各関係機関とお話をするのですけれ
ども。その中で管理は一元化されていますが、細か
い支援が母子保健の担当が中心となっている場合は
母子保健の乳幼児の管理台帳にも細かく関わりをし
た記録を残すようにしています。

岸野氏　ありがとうございます。中西先生、どうで
すか。長年のご経験から、情報のやり取りとか、そ
の辺で気を付けておられることとか、注意点とか、
何か工夫とかございますでしょうか。
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で、一杯一杯だけど、もう少し融通を効かせれば伸
びしろの部分で勉強できるかな、少しやれるかなと
いうこともあるのではないかなと思いますけど、ど
うでしょうか。

中西氏　本当にその伸びしろというか、本当に重な
り合うところでどのように役割分担をするかという
ところで、任せっきりではなくてというところです。
かといって、いつも一緒に訪問したら良いかって、
そういう問題でもないです。役割の違いを相手さん
に見せるというか、いつも一緒にいると全部分から
れているという関係が起こる時もあります。

ワンストップのところはまたそれが形になって分
かっておられるから、それはそれかも分かりません
けど、私たちは大阪なんかで地域によっては児童相
談所あるいは要保護児童対策地域協議会、そして地
域の市町村保健センターというふうな形になります
と、もちろん要保護児童対策地域協議会に市町村は
関わっていること分かっていますけれども、その連
携の中に常に何か見張られているというふうなこと
を保健まで思われると、本当に身近なところでの支
援がなかなか出来ない。

もちろん、大阪でもなかなか約束を取れないと訪
問ができないみたいな時代になってきてしまってい
ますけれども、何かまたこのことを言うとどこかに
知らされるみたいなことになってしまうと、なかな
か本当の意味の支援が入らなかったりすることがあ
るので、そこは整理しつつ、知らないふりをすると
か、役割分担するとかというところはきめ細やかに
中でやり取りをしていかないといけないことかな。
より難しいケースほど、支援を受け入れていただけ
ないケースほどそういうことが大事かなと思ってお
ります。

岸野氏　ありがとうございます。それでは、フロア
の皆様にせっかく来ていただいていますので、今か
らフロアの皆様からのご意見、感想等を頂戴したい
と思います。ご意見、感想等ある方は挙手していた
だきまして質問の場合でしたらどのパネリストの先
生にご質問かということも申し添えて発言ください。
どなたでもよろしいですので、どうでしょうか。何で
も構いませんので。よろしいですか。では、四方先生、
追加でご質問でもご意見でもよろしいですので。

四方氏　先程辻助産師が、連絡票とかまだ持ってい
ない、と。様式を使ってもいないし、やらないとい
けないかなというふうにおっしゃっておられました。

正にそこら辺を狙いまして、私ども県内ではそう
いう様式きっとないだろうと思って、先回りして着
手させていただきました。

初めに、「だだーん」とやって、福井の管内で通
用して、使えるよってなったら、デファクトスタン
ダードで県内統一様式の座を勝ち取れるかなとい
う、内心そういう願いを持ってスタートいたしまし
たので、福井地区方式かもしれませんが、皆様のと
ころでもしお使いになれそうであれば使っていただ
きたいと。様々な別の様式が発生しますと、受け取っ
た側が、「これ少し違う」ということに恐らくなる
と思いますので、そこらあたり、県庁とタイアップ
しつつ、私共も精一杯頑張りますのでご協力をお願
いいたします。

岸野氏　ありがとうございます。他の先生方から追
加でどうぞ、何でもご発言ください。

中西氏　これからも皆様の中でもやはり事例検討と
いうのは充実していただきたい。それから母子保健
法に明記された訳ですから、先程四方先生からもあ
りましたけれども、本当に保健師の仕事というのは
どんどん色んな事業がおりてきて、一杯一杯で、そ
れに明記されたような事業をしていくとなると、人
材も、数も、質を上げるためにも数が必要ですし、
そのための予算とかを是非とも、これは厚生労働省
の主催ですので、是非ともよろしくお願いしたいと
思います。

岸野氏　ありがとうございます。では、ご質問あり
ますか。どうぞご発言ください。

分科会参加者　今日は貴重な講演ありがとうござい
ました。

質問ですけれども、私もすごく関心のある事項な
ので、先程四方先生から、つなぐだけではだめで、
気付くことが必要という、その気付きの中に、私の
臨床経験で地域の保健センターでやはり大変なお母
さんに関わっていますと、やはりお母さん自身に少
し発達的な課題があるお母さんあるいはお父さん、



54

第１分科会

ご家族という方たちが多々見受けられると思います。
気付きの中の一つとして、その辺りについて産婦人
科とか、それから地域でどのように考えられている
か。もし教えていただけたら、お話しいただけたら
と思いますですけど、よろしくお願いいたします。

四方氏　「何に気付くべきですか、県で基準を出し
てください」、このシステムを回すのであれば福井
健康センターで「これこれのアイテムですよとお示
しください」と言われたのですけれども、あえてそ
れをいたしませんでした。連絡会の皆様の問題意識
の中でしかできないと思って。

というのは、支援につながらなくて、ただ見つけ
てつないでもだめなので、受け取る側がそのポイン
トは見つけてほしかったところです。私たちはそれ
をアフターケアいたしますという状態がなければ、
やたらと印がついて、この人もこの人もフォローし
てね、といっても受ける側は、それにあまり意義を
感じない。私たちの力量や組織のミッションからす
ると、その部分のお世話をするのは本筋ではない。
そういうことになってしまいますと何のためのシス
テムか分からないので、私としてはその成熟を待っ
ているところです。

そして、難しいケースの場合は、児童相談所が同
席しておられるので、かなり重いので、市町だけで
抱え切れないと思う場合は、すぐ横で聞いていてい
ただける仕組みを今のところはとっております。他
のパネリストの先生からも伺えると良いかなと思い
ます。

岩佐氏　ご質問とは変わってしまうかもしれないの
ですが、私も児童福祉の方にこの春、配属された保
健師でして、日々、母子保健と一緒に活動しながら
感じているのは、同じ保健師という職種ですけれど
も、児童福祉に配属されると福祉的な介入を視点に
考えなければいけない、厳しい言葉も言わなければ
いけないという立場だなということをすごく実感し
ています。

先程中西先生からもお話ありましたが、母子保健
の方はやはりお母さんに寄り添っていく、お母さん
との関係を切れないようにしていくということを大
事にしながらやっていく部門かなと思っているの
で、児童福祉の保健師としては、そのケースによっ

て、今は福祉の顔をしようとか、今は保健師の顔を
しようという形で自分なりに日々使い分けてケース
に対応しているのですけれども。そういう気付きと
かもそうですが、ケースに合わせて自分が今どの立
場で接していくと良いかということを、どの保健師
にも身につけていただくためには、大阪でやられて
いるような虐待の視点を身につける勉強をやはりし
ていかなければいけないのかなと思います。逆に質
問を受けていながら、中西先生に保健師のそういう
虐待への視点を高める質的課題について福井県でも
是非取り組んでいくと良いかなと思っているので、
その辺のコメントをいただければと思います。

中西氏　ありがとうございます。やはり基本的には
「虐待とは」というところにもう一度戻るというと
ころだと思います。私たちの研修の中ではやはり基
本的にはケンプ博士の虐待の定義に戻って、やはり
基本的に被虐待歴がある、虐待歴がない人でも虐待
は起こるのですけれども、その段階です。支援の段
階。虐待をどう見るかというところで、何も虐待を
受けて育った人が全部虐待をするとか、そういう問
題ではありません。もちろん、虐待の視点をもう一
度振り返って学び合うということ、それは事例を通
して考えていくととても分かりやすくなるというこ
とです。

ですから、日頃追っかけられるようにたくさんの
ケースを持っていると、本当に見えなくなります。
追っかけ追っかけになってしまいますから。やはり
基本的なところで勉強を加えていただくというとこ
ろですね。

そして、あらゆる観点から見ていくということで、
やはり事例の振り返りから自分の支援の仕方も見え
ますし、それから人の支援の仕方を見ながら、そし
てそれを批評というのでなく、その中でどこが見え
てないかということをまた検討し合う。それを私い
つも思うのは、やはり組織でそういうことは常にや
り取りができることが必要です。

この頃、隣に座っている保健師ともメールでやり
取りするというくらいにあまりコミュニケーションを
取れなくなりつつあるとかいうことも大阪の方では
聞いたりもします。ですから、無駄に喋っていると
いうふうにとられるところもあったりするからです。

今まで私たちの時代でしたら、訪問から帰ってく
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ると「わーっ」と自分から隣の先輩に話かけること
で事例も整理できるし、色々なことを先輩から言わ
れることで自分の支援とか、気付かなかったことを
気付かされるということを積み重ねてきました。私
なんかは、とても今の状態というのは気の毒だと思
うので、そこを先輩の人たちからは少し声掛けをし
て、「訪問どうだった」というような抱え込まない
ようにするとか、そういう基盤を作って、それをま
た組織としてきちっと組織化した形の中で行う。

ですから、要保護児童対策地域協議会に出すにし
ても、要保護児童対策地域協議会の前にその組織で
議論をして、そして要保護児童対策地域協議会の支
援方針に持っていくというふうな形をしていかない
と、意味がないのではないかなというふうに思います。

色々はしょった言い方ですけれども、誤解を受け
たら申し訳ないですが、そういうことを思いました。
以上です。

岸野氏　ありがとうございます。
それでは、時間が押してまいりましたので、そろ

そろ閉じさせていただこうと思います。
限られた時間でしたけれども、パネリストの先生

方を交えて、フロアの皆さんとも有意義な分科会に
なったかなと思っております。

今後とも今日の分科会の話を皆さんの日々の業務
に役立てていただければ、少しでもお役に立てれば
と思っております。本日はありがとうございました。
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進行役　ただいまより第２分科会「市町村等地域の
身近な場所における虐待ケース等への支援の在り
方」を始めさせていただきます。

では、まず、順番に発表していただくことになっ
ておりますので、青井さんからお願いします。

青井 利哉氏　どうぞよろ
しくお願いいたします。

第２分科会、私のタイ
トルは「虐待の未然防止
を目標とした取組」とい
うことで、我がセンター
の関わりというか、取組
の中から、皆さんと一緒に考えられる、あるいは教
えていただけることがあれば大変私としては有意義

に思っております。
まず、私が所属しているこのセンターの特徴です

けれども、私は、学校法人仁愛学園の者ですが、仁
愛学園といいますと、福井では有名な私立大学や高
校あるいは短大、いわば人材教育をずっとやってい
る伝統ある学園です。保育士の養成も行っておりま
すし、臨床心理士の人材も養成しているということ
で、幅広い対人援助職を育てている学園です。そこ
が福井市より業務をいただくような形で、平成 19
年度より、子育て支援室部分 120 平米、その他が相
談室部分を担っています。

10 ｍ、12 ｍぐらいの大きさで、かなり狭いとこ
ろになりますが、そこで地域子育て支援拠点事業と
いう法律に則った事業を行っております。

基本的な事業として、親子への支援とか、講座の

市町村等地域の身近な場所における
虐待ケース等への支援の在り方

第 ２ 分 科 会
13：30～16：00

青井　利哉氏	（福井市子ども家庭センター	副室長）
石田　聡代氏	（鯖江市健康福祉部児童福祉課	課長補佐）
飛山ゆり子氏	（福井市西安居保育園	園長）
林　　恵子氏	（	特定非営利活動法人子育てサポートセンター

きらきらくらぶ	理事長）

パ ネ リ ス ト
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開催、子育て関連の情報の発信があります。
相談室部分がかなり特徴的なところでして、ここ

は福井市の独自事業ということで理解しておりま
す。子どもに関するご相談とか、女性のご相談を受
けたりとか、あとお医者や弁護士が来ていただく専
門相談というものを開設したり、あとは今日のテー
マでもあります児童虐待の対応を行うことというこ
とで、独自事業でやらせていただいています。

その２つを合わせてみた事業形態、いわゆる地域
子育て支援拠点事業を行うところが、こういった相
談室部門をくっ付けていて、なおかつ、心理士とか
社会福祉士が常駐しているというのはかなり珍しい
です。学会等で発表させていただきましたが、こう
いった専門職を常時配置できるというのはなかなか
ないということをお伺いしております。

そもそもこういった拠点事業というのは、大体、
全国で今 7,000 か所弱あるのですが、１万か所ぐら
いに増やす予定を厚生労働省の方はしているという
ことをお聞きしています。ですから、身近な支援と
いう意味では、地域子育て支援拠点を行う事業形態
は多分重要な役割を担っていくのではないかという
ふうに思っています。

今日はそれと、児童虐待の対応というところを絡
めて、その特徴とか、僕が感じる課題であったりと
か、皆さんと一緒に考えていきたいそういった問題
であったりとかを少し話題提供できれば良いのかな
というふうに思っております。

先程もお伝えしていますが、我々相談室の職員は
皆、仁愛の職員でして、いわゆる民間の職員です。
福井市は行政権限を持っていますので、そういった
権限のあるところと連携をしながら要保護児童対策
地域協議会に我々属していることができるというか
なり面白いところです。

この中の部分で、実は大変厳しい児童虐待に置か
れている子どもさんのご家庭への訪問というのも
行っています。実際に家庭訪問しています。家に訪
問し、そこに置かれている子どもさんを観察したり、
あるいは親御さんとお話をしたりという取組が福井
市との協働のもとで行われている。これもなかなか
ない形態だと思っております。これが独自性になり
ます。

僕が今日ここでお話するに当たって、10 年程子
育て支援というところでフィールドを持たせていた

だいたお陰で、次の３つの観点を少し私なりに持つ
ようになりました。

１つ目は、そもそも地域子育て支援拠点事業は
AOSSA を中心にして展開しています。AOSSA と
言っても皆さんご存じないかもしれませんが、福井
駅の東口にあります。そこは都市型の地域子育て支
援拠点事業というふうに理解しておりますが、駅の
周辺にあるセンターです。そこの利用実態を見てい
ると、これは一体誰のための何のための子育て支援
をやっているのだろうかというようなところに行き着
いていきます。それは後でお話させていただきます。

２番目として、僕自身が要保護児童対策地域協議
会の実務者という形で実際の運営に携わっていま
す。そこで見えてくる自分との葛藤です。要保護児
童対策地域協議会で取り行われている事例は、実際
に虐待が顕在化しているものを管理しています。そ
ういったところに何かもう少し早く関わり持つこと
ができないのかなと。こういった状態になるまでに
どうして我々が手を差し伸べられないのかなという
単純な疑問を持つようになりました。

３番目はここにも保育園の先生がたくさん来てい
らっしゃると思いますが、保育園の先生方と仲良く
させていただいて、地域になるべく出かけていって、
そこでそういったお子さんの確認とか、どういった
ことを僕等が支援できるかというのを一緒に考えて
いただけるような仲間を作っています。

先生方とお話していて思ったのが、虐待を取り上
げていくと、しつけとのはざまといいますか、そう
いったところでかなり苦労されていることです。そ
こで、しつけとか虐待、一体どういうところで皆さ
んは判断されているのかなというところを調査して
みたところです。

さらに、虐待までではありませんが、保育所の先
生方がとても気になるご家庭があるということも僕
に打ち明け話をしていただけます。そういうご家庭
というのは、直観的に意外に多いのではないのかな
と思ったところで、やはりそこも一つ調査をさせて
いただいているところです。その結果を踏まえて、
今日の話題提供になるかと思います。

私たちのところのセンターは、親子合わせて１万
8,000 から２万人が年間来ていただけるような施設
になりました。福井市の子どもだけで見ますと、子
どもだけの利用、延べ人数を見ますと大体 8,000 人
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程度が年間来ていただいています。０歳から就学前
の６歳まで、学校に上がるまでの子どもさんが利用
されるセンターになりますので、福井市における０
歳から就学前の子どもさんが大体２万人弱、１万
8,000 人程になります。8,000 人も子どもが来ている
ということで、たくさん利用があり、それはとても
有意義なことですねと言われ続けてきましたが、例
えば２万人いる福井市のお子さん、どこら辺まで
我々の支援の手が行き届いているのだろうかという
疑問を持ちました。それで、こんな調査をしました。

私たちのセンターは、市の中心部の大きい建物の
５階に位置しています。意外なことが分かったのが、
センターの利用率ということで、我々のところに来
ているセンターの子どもさんの利用実数です。何人、
１人の世帯の子が１年間に利用したかというところ
と、福井市の子どもの数、０歳から就学前、その２
つの数字を利用して算出しましたら、福井市全体の
15％のご家庭が利用していたということです。これ
が多いのか少ないのかぴんと来ないですけど、例え
ば僕が何か試験で受かる確率が 15％ですと言われ
たら、ああ、意外に少ないなと思うのですが、それ
くらいの印象ではないのかと思いました。センター
周辺ですと 17％の子どもさんあるいは親御さんが利
用しているという状態です。やはりなかなか我々の
支援が行き届いていないということを思いました。

もっとショックだったのは、他のセンターは分か
りませんが、年間の利用数です。うちは約 302 日開
いているのですけど、302 日開いていて、年間で５回
以下しか利用していない人が全体の８割です。正に
一期一会の出会いの中で地域子育て拠点事業を行っ
ているということが実感として伝わってきました。

スライドに示した青い○が AOSSA を表して、こ
れは福井市の地図ですけど、周辺がパーセントで示
していますが、大体 20％から 24％の方がこういっ
た地域から私たちのセンターに足を運んでくるので
すけれども、我々、講座とか、親御さんで遊べるよ
うなそういったテーマで企画をたくさん打ち出して
います。企画で遊びに来ているのかと思って、調査
をしてみました。そうすると、こうやって遊びに来
てくれる子はあんまり講座とか参加しないのです。
年間で来る回数が５回以下の方も、もう 50 回以上
年間来る人なんかもほとんど我々が企画している講
座にあんまり参加しないというような方が多かった

訳です。
ということで、果たしてこの地域子育て支援拠点

事業、みんなのためにと言ってはいるけれども、一
体何を狙っているのかということを考えたのがまず
１つ目です。

あと、実は少し子どもさんが不適切な養育状況に
あったり、あるいはご家庭がなかなか厳しい状態に
ある方ということを僕は要保護児童対策地域協議会
に属している中で見てきました。

こうした方は、僕の印象ですが、この子育て支援
拠点のとこになかなか足を運びません。要は児童虐
待に置かれているお子さん、ご家庭だと僕は思って
いますが、なかなかそういったところの人が来てく
れないということです。

でも、ここは要保護児童対策地域協議会、福井市
がすごく頑張ってやっています。ワーカーはとても
熱心です。非常に熱心に受けていますので、非常に
良い支援を行っているのではないかなと思います。
そういう方を要保護児童対策地域協議会がしっかり
と受けています。

そこでもう一つ僕が考えたのが、何か不安でしょ
うがないとか、何か子どもをかわいがれないとか、
なかなか出たくないとか、経済的に困窮していると
か、そういったところを少し感じていらっしゃるご家
庭で、要保護児童対策地域協議会の事例になるとこ
ろではありませんが、少し地域の中にこういった方々
も点在するのではないかというふうに思いました。

ですが、我々はそういった方々をなかなか枠の中
というか、来ていただいてフェイス・トゥー・フェ
イスでこうやってお話することがなかなかできてい
ない状況ではないかと考えました。実際、こういっ
た方々が地域にどのくらいいらっしゃるのかという
ところが僕の次の課題になりました。

まず、福井市の要保護児童対策地域協議会の進行
管理数ですけれども、実際、福井市で、児童虐待相
談で受けているのは、平成 27 年度 82 件です。進行
管理台帳に載っている人数が 293 人です。そういっ
た数を４人のワーカーで非常に熱心に動いていると
いうことです。

保育園の先生方と仲良くなっていますので、調査
をした訳です。保育園に行って調べました。そした
ら結構面白いことが分かってきましたので、その報
告を今からしていこうと思います。こういったとこ
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ろのお子さん、あるいはご家庭の方、結構しつけと
虐待で悩む方が多いというふうに僕は園の先生から
聞きました。そういった悩みを持っていらっしゃる
ご家庭を見極めるのが保育園の先生、非常に難しい
と言っていました。虐待かどうかの見極めが非常に
難しいと感じていらっしゃる園長先生や担任の先
生、合わせて９割以上いらっしゃいます。意外にこ
ういうところはやはり悩むのだなというふうに思い
ました。

そこを明らかにするためにどういうところが難し
いのかと、そういった先生方と一般の保護者の方、
人数が少なくてあんまり参考にはなりませんが、こ
の人数で調査をしたところです。

実際どんな調査をしたかというと、たくさん調査
したのですが、今日はその中でもビネット調査とい
うものがあるのですが、そういったものを発表させ
ていただきます。

まず、どのような対象者であったか。保育所の先
生方は平均 38 歳ぐらいです。年齢幅としては 20 歳
から 60 歳までの先生方がいらっしゃいました。子
育て親御さんはこの青の棒グラフの方です。大体
33.8 歳、22 から 44 歳の方がサンプルです。

親御さんたちの状況なのですけど、「同居家族が
何人いますか」、６人以上の方も結構いらっしゃい
ました。「お子さんが何人ぐらいいらっしゃいます
か」、20 代と 30 代と 40 代に分けました。３人のお
子さんがいらっしゃる方は少ないなというふうに思
いました。そういった方々の属性が子育て親御さん
の方です。

実際に虐待か否か、しつけか否かをどう判断する
かかなり悩みましたけど、ビネット調査を結構引用
している先生がいらっしゃいました。例えばこんな
ことが書いてあります。

親の帰りが遅いため、子どもは一人で夕食を食べ
ている。あるいは、罰として子どもに長時間正座を
させる。これは 28 項目版や 30 項目版があります。
それを我々が見て、不適切かどうか、不適切さが弱
いか強いか、この強弱の棒を縦線で引いてみてくだ
さい、というふうにお願いをしました。先生方ある
いは子育て親御さんが思うそれが虐待なのか、そう
ではないのか。いや、どちらか良く分からんという、
この３つの項目を用意させていただきました。28
個ずっと続いてご回答をいただいています。

そうしたら、こんな結果が出ました。虐待である
とする判断が多かったのは、例えば子どもの腹を蹴
り上げる。子どもにたばこの火を押しつけるとか、

「殺してやる。」とか真剣な表情で包丁を向けるなど、
こういった項目に対しては保育士の方も保護者の方
も皆等しく、これは絶対虐待だというふうに言って
おりました。

虐待だけど、罰として子どもに長時間正座をさせ
る、兄弟と比べて「お前だめだ。」と言うとか、「生
まれてこなければ良かったな。」と言う。これは子
育て親の方が保育士よりも明らかに虐待であるとい
うふうに判断していた内容になります。保育士が、
少し躊躇していたという内容です。

虐待ではありませんといった判断。子どもの高熱
を座薬によって下げ、翌朝保育所に連れていく。あ
るいは、子どもに家の手伝いを良くさせているとか、
親の都合で園を休ませるなど、こういったのは虐待
ではありませんと保育士の方も子育て親の方もそう
言っていましたが、これは結構親の都合が入ってい
ます。これは虐待ではないと。手伝いさせて何が悪
いと。親の都合で休ませて何が悪いというような、
そういった考え方だと思います。

虐待かどうか判断が迷った項目が多かったのが、
子どもを叩いたが、けがやあざが生じなかった。こ
れは結構、現場でよく確認される現象です。年齢不
相応な早期教育を強要する。福井は教育熱心にやっ
ています。幼児教育ということを言っていますが、
そういった年齢不相応な早期教育を強要したりと
か、娘より背の高い服を着せたりとか、親が絶対と
いう、そういった判断です。これを保育士の方はよ
り強く、うーん、どうだろうというふうに迷ってい
た項目になります。

ここから僕は色々考えました。結構、保育士の方
と子育て親御さんでこの違いが分かりました。やは
り虐待としつけとは結構そういうふうな判断の違い
が出てくるというのが分かりました。

子どもの腹を蹴り上げる。結果、多分、激しい外
傷が残るでしょう。あるいは、もしかしたら命に関
わる問題になるかもしれません。もう間違いなく周
り、我々全員がここにいらっしゃる皆さんは、これ
は虐待だと言うでしょう。

しかし、子どもを叩いたが、けがやあざが生じな
かった。これ判断に迷います。結果として子どもさ
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んは泣くかもしれないし、もしかしたら何事も起き
ずに過ごしていくかもしれない。これはもしかした
ら周りの認識、我々の認識としてはしつけなのかな。
これが毎日続くと虐待なのかなというところで迷い
が生じていた項目になります。

ここから少し戻ります。何に戻るかというと、行
為者の気持ち。例えばお母さんとかお父さんとか内
縁の旦那さんとか、そちらへ戻っていく。こういっ
た状況があるご家庭に何でそんなことやるのみたい
なことを聞きました。多かったのは、自分の言うこ
とを守らなかったからつい腹立って、子どもの腹を
蹴るようなのはなかったですけど、例えばたばこを
やるとか、そういった方です。腹が立っていてと言っ
ていました。

他の方にも聞いてみたら、同じことを言います。
「やはり自分の言うことを聞かないのは結構腹立っ
てね。」というふうに言いました。ということは、
同じ気持ちを持っているということです。

我々は、結果の大小によって判断してしまいます。
中心にある子の本質というものを見失ってしまうの
かなというふうに僕は思った訳です。

ということは、結果として大きい、小さいはあろう
けれども、この○というのは、結局、親が子どもに
言うことを聞かせたいという都合の良い理由を立て
て、子どもを支配したいという心、心理というもの
が働いているのではないかというふうに思いました。

そこを僕が受けて、直ちに、では、先生分かりま
したと。子どもを叩いたが、あざは生じなかった。
すぐに虐待だと言って福井市に通告すれば良いので
すかというのは、少し考えるところです。というの
は、保育所の先生方は一生懸命保護者支援をやって
いらっしゃって、毎日、信頼を得ようと一生懸命支
援をしている訳です。たまたまと言うと言葉は悪い
のですが、子どもを叩いてしまったという内容が聞
かれた時に、では、これを知ったら通告者だと。一
緒だから、こういったもの、腹が立って虐待なら、
こっちも腹が立って虐待だろうということで直ちに
通告をしてしまうと、信用が失われるということを
よく言われます。

なので、そこはやはり慎重にやっていかないとい
けない問題というふうに思いました。理屈で分かっ
ていても、それが生じなかったから通告までは至ら
ないのだろうなというふうに思います。だから、そ

こに我々の地域にいるそういった団体の者が何か支
援できるようなきっかけがあるのではないかと考え
ました。というのは、こういったところはあまり福
井市の要保護児童対策地域協議会に載らないからで
す。こういったところに支援の目が届くことがあま
りないからですということです。

ここに一つ、今後の支援の展開を考えるきっかけ
になった理由があります。それを我々は保育園の先
生方と一緒に考えて、家庭支援事例というふうに捉
えることにいたしました。

こういった事例が調査２ですけど、実際、そういっ
た家庭支援の事例というのは園にどのくらいあるの
かなということを知りたくなったのです。

家庭支援事例の捉え方としてはこういうことで
す。日頃の先生方の支援などによってもなかなかそ
の改善や保育の指導が通らないし、忘れ物とか、何
か叩いてしまったというように改善は認められず、
対応に苦慮している方の事例です。ただし、この場
合、要保護児童対策地域協議会に載っている管理者
を含みませんということでお願いをしています。

少し具体的に言うと、保護者の養育に子どもへの
不適切な関わりが見られる。心身に良くない影響が
出ている。子ども自身が苦痛を感じていると思われ
る場合。あるいは、保護者自身に精神的な状態の悪
化が見られるようなものとか、家庭の基盤が少し弱
い方といった、何らかの支援が必要な場合を家庭支
援事例とする定義を行いました。

実際、先生方にこんな調査票を渡しました。色ん
な要因が続いていますが、こういった「子どもの状
況で発言を聞いた中、こんなことが気になっていま
せんか。」「子どもの状況で情緒の問題でこんなよう
な行動が先生方に見られていませんか。」などを担
任の先生と園長先生にダブルチェックしてもらいま
した。

最終的には、ここからがここのオリジナルなの
ですが、園長先生が園で対応に困っているならば
チェックを打ってくださいというふうにお願いをし
ました。園でも色んな点にチェックは付いているけ
ど、園内で上手く対応できている、ここのご家庭と
上手くいっていると思われる方にはチェックを付け
ないでくださいと言いました。チェックを付けた方
が困っている。でも、要保護児童対策地域協議会に
は行かない。宙ぶらりんと言うと変な言い方ですが、
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そういったご家庭だというふうに私は捉えました。
すると、こんな結果が出ました。福井市公立保

育所は 2,135 人の定員があって、園で対応に苦慮し
ている支援の数が 77 件ありました。全体で見ると
3.6％です。

実はこの他にも、ここにチェックを受けてないも
のを取っています。園では困っていないよというの
も合わせると 158 ぐらい行きました。全体に行くと
８％ぐらいに上ります。

特に園で困っているとなると 3.6％の方が事例と
してやはり明らかになった訳です。園では地域差が
ありました。非常にたくさんのケースを抱える方が
３園ぐらいありました。10％ぐらいで７園ぐらいあ
りました。あまりなかったのですが、７園ぐらい。
これ、結構地域差というのがあったと記憶していま
す。こういった結果が出てきました。

どのような支援が必要となりますかという背景を
見ますと、園長先生が一番苦労している順番に並び
替えた要因です。右側が担任の先生が困っているな
と思った順番です。やはり少し変わります。管理職
と一般の担任の先生では、見る視点が違うのだなと
いうのが分かりました。でも、ここしつけが厳しい
と感じることについて、支援がどうしても必要です
ということを言う園が多かったです。

ここから、今回のテーマである未然防止を目標と
した取組を考えていきたいと思いました。５つの
キーワードです。①届ける。②導く。③育てる。④
つなげる。⑤伝える。というようなそのキーワード
を考えて、私たちは支援に当たっています。

その一つ、まず届けるという作業です。先程言い
ました要支援家庭と言われるような、こちらの勝手
な定義ですけど、要支援家庭と言われるようなご家

庭に私たちの専門的な何かを届けていくというやり
方です。アウトリーチ型で、訪問という形を採って
います。地域の中に私たちが出向き、直接この方と
お会いさせていただきますというようなやり方で
す。今、少しずつですけど、保育所訪問等で我々が
行っていることです。

これはかなり妥当性があります。つまり、たくさん
の人がいる中で、この人、この人、この人に特定され、
その方に直接訪問へ行くということで、この枠に我々
が入ってこない人もすっと入れる訳です。そういっ
た方法で届けるということをやっております。

誰が行くかですけど、ここにも心理士の方が何名
かいらっしゃるのかもしれませんが、臨床心理士が
行っています。仁愛大学がそういった心理士を養成
しておりますので、我々の職場にも心理士が多数来
ております。

我々の職場を少し説明します。子育て支援室は、
保育士の方３名で常時動いています。拠点事業を行
うところです。相談室は福井市の独自事業で、仁愛
学園と一緒にコラボレーションをしていますが、社
会福祉士が１名、これは常駐です。火曜日だけお休
み。あとは土日開催していますというところです。

相談室にもやはり乳幼児の色んな相談がありま
す。保育士にも待機していただいています。やはり
心の問題の専門家としては心理士が担うべきだろう
と我々考えていますので、仁愛のそういったところ
から人材を派遣してもらって、心理士を常駐してい
ます。月に１回とか、月に２回、お医者さんとか弁
護士の先生にも来ていただく、そういった構成を
とっています。なかなか贅沢だと思っています。

今回は、心理士に、実際に行っていただくように
お願いをしました。少し考察が甘くなってしまって
いるのですけど、保育所訪問をしています。担任の
先生、園とこの心理士が情報を共有いたします。こ
こもなかなか難しい作業だと思いますが、共有をい
たします。

要支援家庭と呼ばれるご家庭に園からセンターを
紹介していただいています。紹介された我々が派遣
をしまして、園からの紹介を受け、この心理士が保
育園へ出向きます。その出向く都合というのは、我々
の都合ではなくて、相談者のご都合に合わせていく
ようにしています。面接場所というのも、実は保育
所の１室をお借りして継続的に実施しているという
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ことです。
実際、子どもさんがお迎えの時に来てくださいと

いうことが多いです。お迎えの時というと大体５時
くらいです。来てくださいというふうに言われて心
理士が行って、子どもさんを少し担任の先生とか園
の先生に見ていただくというような時間があります。

そういう関係の中でやっていくと、園と心理士、
我々が共有しまして、日常の保育の中でこの支援の
家庭を見て、心理士とは面接という場面でそのご家
庭を見ていることになります。

ここが非常に面白いところだと僕は思っているの
ですけど、保育所訪問等の事業を行うところという
のは結構、全国に多くあります。心理士あるいは発
達の専門家が来ています。でも、恐らく年間数回と
か、定期的に枠がある中で来ているのではないかな
というふうに想像します。

ところが、私たちは継続的、例えば１週間に１回
とか２週間に１回来るということです。この人材を
派遣で継続的というところが非常に深まりが出ると
いうふうに考えています。その深まりが実は保育者
に向けられる日常的な援助で得られる情報と、定期
的に行く心理士という役割の中で得られる情報が結
構違ってきています。そういう中で、有益な情報と
いうのを共有する。ここは心理士の倫理観もありま
すので少し難しい部分はあるのですけど、共有させ
ていただいていると。そのことによって、やはり一
番多いのはこの方の子どもに対する関わりとか、行
動とか、例えばお母さんの気持ちの理解が深まりま
したと。そのお陰で保育に活かすことができていま
すという、非常にそういう意味では成果といいます
か、そういったものを頂いております。

継続的に来られるか否かが、こことの関係あるい
は園と情報を共有できる有機的なものです。研修で
園の先生方、連携しましょうと言いますけど、結構
連携が年に１回、２回あるぐらいで、何か連携の細
いひもということを感じて、なかなか事例を上手く
深めることができないという話も聞きます。我々は
そこをなるべく太いパイプにしたいと思いますの
で、継続的に１週間、２週間に１回は必ず行くとい
うことを展開しています。

ここまで調整するのに、僕は管理者の立場なので、
職員に、特に心理士にこのシステムを分かってもら
うのに大変苦労しました。というのは、心理士の行

う援助はなるべく来談を共にして、そこでしっかり
と二者との関係の中で深めていくというものです。

例えばこの保育所の一室でやるということは経験
したことがないとか、色んな声が飛び交う中で、そ
んな面接できませんとか、そんなもの相談者の都合
に合わせて行くのですかというような、そういった
質問を受ける時がありました。でも、子育て支援セ
ンターに置かれている心理の役割は、柔軟に、その
職種の倫理といいますか、そういったものも少し飛
び越えてこうやって現場に行くということも大事な
作業ではないか、そういったところが地域の専門を
なるべくお返しするという意味ではとても大事では
ないかと思って納得をしていただいています。そう
いった苦労がありました。これが簡単にいうと、「届
ける」です。

続いて、「導く」。これは先程とやり方が全く違い
ます。導くというのは、今度はこちらへ来てもらう
方法。もう少し意図的にできませんかというお話で
す。今まで色んな行動をのべつ幕なしと言うと変な
言い方ですが、色んな行事を企画実施しています。
色んなものを打っていると、なかなか妥当性があり
ません。こういったところに届かないというところ
が分かりましたので、なるべくこういった方を取り
入れるような取り組み方を私たちは展開しようと思
いました。

一つは、グループワークを企画しました。我々は、
その「ほっとるーむ　はぐはぐ」というふうな名称
で行っています。これは実際に来ていただいている
親御さんと全く違います。しかし、こういったとこ
ろに、例えば届けたいがためにこういったグループ
ワークを企画しました。これは実際、AOSSA に来
ていただいてやるということです。こんな方法で
やっています。

基本的にはリラックス、日頃の悩みとか気掛かり
について話をするグループを構成しましょうという
ことです。目的としては、育児不安というのがどう
しても児童虐待の背景の中で大きいものですから、
そういったものの軽減に努めたい。なるべく防止を
していきたいという目的です。やはり乳幼児が対象
となって、大体月に１回程度、１時間やっておりま
す。心理士がこのワークの中に入って、ファシリテー
ターとして役割を担っているということになりま
す。こういったことをやっていくと、結構孤独感の
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緩和につながったとか、ここでエネルギーをたくさ
ん頂きましたと言って帰っていく参加者が多くなっ
ています。

ということで、こういう意図的にこの方々を拾え
るような案内を出して上手く呼び込む訳です。呼び
込んで、こういう悩みをたくさん持っているのだ
と、お互いのグループの中で気付きを促すことで、

「自分だけではなかったんだ。」、「それでよかったん
だ。」、「もう完璧ではなくて良いんだな。」というと
ころを実体験として持って帰っていただくという非
常に効果的な事が分かってきました。

もう一つ、私たちの相談室は福井駅の周辺にあり
ますので転勤族の家庭が非常に多いです。そういっ
た転勤族の方から慣れない土地へ来て育児の生活
が始まる、非常に不安であるということを聞きまし
たので、そういった方にきていただくために、招待
状を出しました。これは仁愛の学生と一緒に考えて
行ったのですけど、招待状を郵送して呼び込む訳で
す。そうすると、集まってくるのです。私、北海道
から来ました。私、千葉から来ています。友達がい
なくて寂しいですということが良く聞こえました。
そういった方々がお互い福井の土地ではないという
深いきずなができて、ここも深まりができたという
ふうに思っています。そういった方々が非常に楽に
なりましたとか、友達ができてますます育児が楽し
くなりそうですというような、ハッピーな印象を持っ
て帰っていただいていることが多くなりました。
「育てる」。これは何を育てるかというと、私たち

にはやはり限界があります。いくら妥当な支援を届
けたからといって、毎週行っていると 10 人その後
ろにいたら 10 人になかなか目が行き届かないとい
うことがありましたので、そういう届けられそうな
人たちを育成してみる。これが「育てる」です。こ
れが子育て支援のボランティアの養成ということに
なります。

実際、こんなことをやっています。平成 21 年の
頃から行っている事業ですけれども、福井市民を対
象に子育て支援の基礎的なことのレクチャーを受け
て、現場に出てもらってボランティアをやって、福
井市から修了証というのを渡されます。こういった
方々が実際に子育て親子の前へ出て自分のボラン
ティア体験をしていくというような、かなり実践的
な養成です。こういった企画をやっていて、今では

もう受講者が 124 名、59 回程活動をするまで伸び
ていきました。このボランティアサークルは非常に
面白くて、色んな技能を持った方がいらっしゃいま
す。そういう方々が子育て親子に優しいまなざしで、
非常に面白い、我々ではできないような取組をやっ
ていらっしゃいます。そういう方々をもっと地域の
中に増やすことでなるべくそっと寄り添えるような
人を育成したいというふうに思っています。
「つながる」。これは何かというと、我々は福井市

と共にやっている子育て支援の民間団体ですが、他
にも福井市内には民間団体がたくさんあります。そ
の方々と手を取り合って、色んなイベントをしま
しょうということです。その大きなものが児童虐待
のオレンジリボンキャンペーンですが、毎年、11
月にそういったオレンジリボンキャンペーンを子育
て支援団体の皆様、色んな方に来ていただきワーク
ショップを開いていただいて、物品販売、そういっ
たことをして子どもを呼び込んで、児童虐待とはこ
ういうことですというポスターを掲示して啓発をし
ているところです。そういった活動をしていくとい
うことです。

最後、「伝える」。これは学生、若者です。次の世
代の親御さんがいる訳です。これは学生などに伝え
ていかないといけない使命が我々にはあると思いま
す。その伝え方として、先程言いましたオレンジリ
ボンというのは非常に良いものですから、手前味噌
で申し訳ありません。仁愛女子短期大学の学生を入
れて、福井市の行政の方にオレンジリボン運動とは
何かというレクチャーしてもらったり、現場の保育
園の先生に来てもらってオレンジリボンってこんな
悲惨な体験もありますよということを教えていただ
いて、それを皆さんが実際に市民に啓発するために
どんなことをしたら良いのか。皆自分でポスターを
描いて、繁華街に出て、みんなで子ども虐待防止と
いう啓発をやってといったことを毎年するようにな
りました。

学生の中に児童虐待の実態とか、オレンジリボン
とは何かとか、授業で学んでいるはずだけど、やは
り良く分からない子がいます。でも、こうやって皆
さんと一緒にやることで良く分かったと言われま
す。こういった子が将来、自分が親になった時に自
分の体験を活かして、何かまた次の連鎖に結び付け
ていかないかなというふうに期待をしています。大
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学でも去年 AOSSA でそういったリボンキャンペー
ンをやりました。

最後です。我々が子育て支援で、地域で見守ると
いう形をとろうと思うと、やはり届けないといけな
い。的を射た届け方をしないといけないし、なるべ
く的を射て導いてもいかないといけないし、あるい
は人材、あるいは地域の支援、地域の方々を活用し
て、そういったことを育ててもいかないといけない
し、正に手を取り合ってつながってもいかないとい
けないし、若者たちにも伝えていかないといけな
い。この５本柱をこれからもずっとやり続けていく
のがこの第２分科会の一つのテーマではないのかな
というふうに思っています。児童虐待、市町村と地
域の身近な場所における虐待ケース等の支援のあり
方としては、この５つの柱ではないかなというふう
に思って、今回、皆さんと一緒に勉強させていただ
きたいなと思っています。どうもありがとうござい
ました。

進行役　青井さん、ありがとうございました。全国
でも珍しい、福井市からの委託ということで事業展
開されているということで、取組のご報告ありがと
うございました。

それでは、続きまして、鯖江市の石田さん、お願
いします。

石田 聡代氏　改めまし
て、皆さんこんにちは。

最初に、これまでの経
歴ですが、児童福祉、障
害、高齢者、介護保険、
生活保護、そして現在が
家庭児童相談、ひとり親
家庭であったり、女性相談も担当させていただいて
おります。二十数年の間、おおよそ主な福祉分野の
ところに携わらせていただいたと思っています。

事務局の方から、今回、どうして私に依頼される
のですかと、正直に質問をしたところ、そういった
各分野に関わった上で、今現在、子どもを中心に関
わっていますけれども、その辺の地域での関わりで
あったり、支援というところを話してほしいという
依頼を受けましたので、自分の経験のところを踏ま
えながら、私なりに思うところを今日話させていた

だこうと思います。
まず、今日の参加者の大半が福井県の方が多いの

かなっていう感じがしますが、一応確認の意味で、
鯖江市の概要、鯖江市の場所です。福井県のほぼ中
央にありまして、非常にコンパクトというか、小さ
い街になっています。福井市の南にあって、越前市
の北側にあり、福井市のベッドタウンになっている
のかと思います。

これは鯖江市の地区割になっていますけれども、
ずっと国勢調査で人口が増加しています。これは福
井県でも鯖江市だけ。多分、全国でもこういう地方
都市で人口がわずかながらでも増えているのは非常
に少ないと聞いております。

18 歳未満の人口は、わずかずつですが減ってい
るという状況になっています。

就学前の児童も同じように、少しずつ減っている
という状況です。ただ、出生数に関してはほぼ横ば
いなので、これは私の推測の域もあるのですが、鯖
江市はアパートとか分譲住宅が非常に増えています
ので、福井市の方が結婚されて、鯖江市に来られて、
最初、若い方たちで住まわれて、小学校に上がるく
らいになるとおじいさん、おばあさんのところに戻
られる、そういうふうな形態なのかなと。だから、
出生数が一定、横ばいというのはそういうふうな要
因があるのかなというふうに思っています。

鯖江市、非常に地区によって特徴がありまして、
地図の左側です。こちらの方を私たちは良く西方と
言っていますが、アパートとか分譲住宅が非常に増
えて、核家族が多い地域になっています。神明、鯖
江から立待、吉川、豊ですが、こちらの方は核家族
が多い。新横江、中河地区から、右側の地区が、い
わゆる昔からのおじいさん、おばあさんと同居され
る方が多い地域となっています。

実際のところ、そうした特徴がありまして、私た
ちの受けている相談もほぼ、この西方の相談が大半
です。東方の相談は、数も顕著に出ているのですが、
少ない。その辺も先程青井先生がおっしゃったよう
に、やはり核家族化とか地域の差があると言います
が、鯖江の方でも同じような状況となっています。

鯖江市の要保護児童対策地域協議会の状況という
ことで、代表者会議、実務者会議というのをさせて
いただいていますが、鯖江市としての特徴といいま
すと、実務者会議で運営部会というのを部会形式で
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させていただいております。やはり連携を持って
やっていこうと思うと、小さいお子さんに関わりが
多い方と、ある程度中学校ぐらいの子どもさんが関
わりの多い方との連携より、同じような年齢の子ど
もさんと関わっている方との顔合わせを多くしたい
なというところで、児童生徒部会、母子保健乳幼児
部会というふうに部会形式を設けさせていただいて
います。

それによって顔が見える関係をどんどん作ってい
けたらなというふうに思ってやっています。ただ、
まだ児童生徒部会の回数が、昨年度からこういう部
会形式を始めましたもので、これから発展途上とい
うところではあります。

新規の相談件数 101 件、うち虐待の相談があった
件数は 21 件。進行管理台帳記載件数 34 件。これ、
福井市と比べると非常に少ないと感じられる。先程
福井市は、大分大きい数をおっしゃっていたのです
けれども。

一つは、年度末時点で捉えているということです。
それと、比較的保育園、小学校で単独で対応可能と
いう時には、一旦管理台帳から外させていただいて
地域で見てくださいというふうにお願いをして、台
帳からは外すけれども見守りをお願いしますという
ふうにさせていただいているケースが結構あります。

続きまして、鯖江市の支援体制についてというこ
とで、鯖江市も同じように子育て支援センター、子
育て世代包括支援センター、愛称で「アイアイ親子
サポートセンター」というふうにさせていただいて
います。あと、各地区の子育てネットワーク委員会、
主任児童委員、民生委員、小学校、中学校、こども
園、幼稚園等です。もちろんそれ以外にもたくさん
ありますが、そういう方々と連携して支援をさせて
いただいております。

特にこの子育て世代包括支援センター「アイアイ
親子サポートセンター」、これは母子保健型といい
まして、保健師、助産師が生まれたばかりの赤ちゃ
ん、赤ちゃん訪問もありますが、それとは別に電話
とか、訪問とかしてお困りなことはないですかとか、
育児に不安ないですかということでフォローをして
いただいている訳ですけれども、これも今年度から
鯖江市が始めまして、これによってかなりきめ細や
かな、実は少し不安ですというふうな、こちらから
どうですかと聞かないとなかなか言い出せないよう

な不安だったりというのも電話をしてゆっくり時間
を取って問いかけることでお答えがいただけて、で
は、定期的に家庭訪問しましょうかとか、そういう
ふうにつながっています。

あと、具体的な支援事業ですが、今申し上げた助
産師による産前産後サポート事業、こんにちは赤
ちゃん訪問事業、赤ちゃん訪問事業、ハーフバース
デイ事業、１歳半、３歳健診。あと、その他気掛か
りなお子さんのすくすく育児相談、ことばの相談、
乳幼児発達相談、幼児親子教室、こころの相談。こ
ちらはどちらかというと気掛かりなお子さんの支援
ということでしている事業ですけれども、こういっ
た事業をしております。

今回、特にこの中で一つ紹介したいのは、今年度
から始めましたハーフバースデイ事業です。６か月
の誕生を迎えた赤ちゃん全員を対象にしているので
すが、各地区公民館、子育てサポーターとか、各地
区のネットワーク委員さんが、絵本の読み聞かせを
しています。絵本の読み聞かせと同時に、赤ちゃん
とお母さん、お父さんが一緒に楽しめる手遊びやわ
らべうたを伝承したりしています。あとは、なかな
か同じ月齢の赤ちゃん、他の赤ちゃんを見る機会は
あまりないということです。自分の赤ちゃんと同じ
月齢の赤ちゃんを見たら、良く似た感じだったとか、
意外に安心できたということで、同じ月齢のお子さ
んを持つ保護者同士の交流というのを目的としてい
ます。これがハーフバースデイ事業の本来の目的で
あります。

もう一つ、その中で支援が必要なお子さん、親御
さんの発見といいますか、関わり、支援というとこ
ろを見つけていくということをさせていただいてい
ます。もちろん、この事業に参加していくところで、
既に育児不安です、赤ちゃんをどういうふうに育て
て良いか自信がないですというふうに相談をされる
お母さん、お父さんがいらっしゃって、では、継続
的に相談に乗っていきますねという方もいらっしゃ
います。

逆に、こういうところに参加してくださるお父さ
ん、お母さんというのは熱心な方です。こういうと
ころに来られない方をどうきちんと見つけていっ
て、きちんと育児をしていただいているかどうか、
そこの見極めが非常に大事だなというふうに感じま
して、不参加だった方のフォローというのも必ず
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やっていこうと鯖江市では決めました。中には不参
加の方には保育園に既に入っていらっしゃるお子さ
んもいらっしゃるので、そのお子さんに関しては保
育園で関わりを持っていただく。

不参加の方については必ず家庭訪問を最低でも２
回します。そこで在宅でいらっしゃって、お母さん
が忙しくて来られなかった。お母さんが体調不良、
お子さんが体調不良で行けなかっただけですという
親御さんがいらっしゃる。それに対しては、「ああ、
分かりました。」と本をお渡しして、また色々事業
があるので来てくださいねというご案内をさせてい
ただく。それでも、在宅でいたら、本当はそういう
ところに行きたいけれども余裕がなくてという、少
し育児不安になっていらっしゃる親御さんがいらっ
しゃったりすると、また支援が必要ということで関
わりを持たせていただく。

また、家庭訪問しても会えない。家庭訪問した時
に必ず連絡票を入れて本を取りにきてくださいとい
う案内を出すのですけれども、それで連絡くださっ
た方は良いですが、それすらも連絡が来ない。とな
ると、結局、結び付きがとれないままになってしま
いますので、一応どういう方か分からないけど支援
が必要というふうな形で、その後も間を置いて家庭
訪問をしていこうというふうにさせていただいてい
ます。

今年度から始めた事業ですので、まだ動きの中で
ありますが、今のところ、このハーフバースデイ事
業は参加率 86％です。それが高いか低いかはそれ
ぞれのご判断になると思いますが、私たちの中では
思ったより皆さん来てくださっているという印象を
持っています。

その後、残り 14％の人の家庭訪問をしたところ、
86％から、さらに 12％上乗せして、12％の方と会
えています。結局、残り２％の方が今も会えてもい
ないし、連絡も取れていないという方が 10 名程い
らっしゃるのが、今、現在の状況ですが、その方々
はまた間を置いて家庭訪問をして、必ず全員赤ちゃ
ん、お母さん、お父さんの顔を見ようという、そう
いうところで地域の関わりをきちんと持っていこう
というふうにしています。

そういうふうなことで、赤ちゃん訪問から、次、
１歳半健診までどうしても間が空きますので、その
間、ハーフバースデイという事業で地域とのつなが

りを作っています。訪問も今現在は、実は相談員が
行かせていただいているのですが、もう少し軌道に
乗った時には地域の子育てサポーターの方とかにも
家庭訪問していただいて、地域の中での見守りとい
うのをできるような関係にしていけたらなというふ
うに思っています。

続いて、ご近所福祉ネットワーク活動。これは別
に子どものことだけではないのですけれども、支援
を必要としている人をいち早く発見して、地域の人
が力を合わせて、お互いに負担にならない範囲で声
掛け訪問、見守りをしていく活動ということで、こ
れも鯖江市独自で行っています。

これは子どもに限らず、高齢者の方とか、ひとり
親の方全てが対象ですけれども、各町内でやってい
きましょうというふうにお声掛け、取決めをして、
町内で、無理のない範囲、ここがポイントです、お
互いに負担にならない範囲で、無理があるとそんな
に続かないですから。地域での生活というのはずっ
と続きますから、いかに長く続けていくかというと
ころが大事だなというふうに思っていまして、こう
いうふうな安否確認であったり、見守り活動、通報
連絡とか、交流活動の場作りを作ってもらっていま
す。それをすることによって、地域のつながりが強
まったり、福祉活動の理解者も増えるというふうに
なっています。ただ、これはまだ各町内、それぞれ
色々事情がありまして、大体活動している町内５割
から６割程度。やりたいという気持ちはあるけれど
も、なかなか町内の事情がありますので、進まない
とか、少し色々その辺事情はありますけれども、徐々
にそういった活動をしている町内を今増やしていこ
うという活動をしているところです。

あともう一つ、色んな地域の見守り活動。例えば
新聞屋であったりとか、ヤクルトとか、そういう配
達、牛乳屋とか、そういった方による見守りです。
そういうところと協定を結ばせていただいていまし
て、例えば新聞が長いこと溜まっているよという時
に連絡を入れていただくという取組みもさせていた
だいています。

あとは、生きる支援庁内連絡会議ということで、
これは鯖江市役所内での連絡会議というふうにして
いるのですけれども、生活をしている中で支援を必
要としている世帯の方というと、単純に１つの問題
でなくて複数の問題を抱えていらっしゃることが多
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くて、子どものことと言いながら、実際は子どもの
育児が上手くできない。どうしてだろう。お父さ
ん、お母さん仕事が安定しない。経済的に厳しい。
さらに病気がちでいらっしゃるとか、色んな複合的
な問題を抱えていらっしゃるので、それぞれの課だ
けで担当するのはなかなか解決につながらないとい
う、そういう傾向があるなというふうに常々それぞ
れの課が思っていました。生きる支援庁内会議とい
うことで、お気付きの方はいらっしゃるかもしれま
せんが、元々は自殺予防対策から始まった会議では
ありますけれども、そういったところで関係各課が
連携を取りながら支援に取り組んでいこうというこ
とで、こういった連絡会議を持たせていただいてい
ます。

構成関係課を見ていただくと、本当に幅広いとこ
ろまで入っています。福祉であったりとか、年金、
健康、建築営繕課というのは市営住宅です、商工に
なると就労関係になりますし、鯖江丹生消防組合、
消防の方になりますといわゆる自殺未遂の方とか、
そういった方の実際その現場でこういう状況だった
とかいうので、こういった関係課で定期的に集まり
まして、とりあえず連携が必要な時には声掛けをし
ていきましょうという約束事を作りました。その時
に大事な共通の絶対やっていきましょうということ
が、他の課に案内する時には一緒に行って一緒に話
を聞く。あたり前のことですけれども、残念ながら
行政は良くたらい回しされたとか、そういうふうな
言葉が実際ありますので、そういうことは絶対しな
いでおこうと。絶対一緒に行って、その課の人と一
緒に話を聞いて解決に取り組んでいきましょうとい
う、そこを約束事としています。いわゆる寄り添い
ながらというふうなことですけれども、そこを約束
事というふうにしています。

最後、私のまとめになるのですけれども、身近な
地域での今後の支援の在り方についてということ
で、まずは地域の中で、先程のご近所福祉ネット
ワークであったり、ハーフバースデイ事業、それぞ
れの事業がありますけれども、地域の中で気になる
家庭を地域の人がまず気付く、そういうふうな場、
気付きをどんどん増やしていくということ。それを
また市役所であり、色んな関係機関に連絡しやすい
関係を作っていくということ。また、その支援する
人たち同士も連携をして関わりを持っていくという

こと。こういうことを縦横両方の連携をきちんとし
ていくことで気になる家庭、身近な地域、支援機関
が顔の見える関係であったり、地域全体で支え合う
関係になることが気掛かりなお子さんであったり、
家庭の早期発見、早期支援につながるのでないかと
思っております。

そういったところで、こういった子育て支援を今
後もやっていきたいと感じています。以上で終わり
ます。

進行役　石田さん、ありがとうございました。鯖江
市の人口増というのはなかなか私も知らなかったこ
とで、多分、全国的にも珍しい中の地域の取組とい
うことで、ありがとうございます。

では、続きまして飛山さん、お願いします。

飛山 ゆり子氏　こんにち
は。福井市西安居保育園
園長の飛山ゆり子と申し
ます。よろしくお願いし
ます。

私の場合は行政側から
というのではなくて、実
際に保育園で私が関わった事例といいますか、保育
園における虐待のケース等への支援についてお話を
させていただきます。

福井市では、『福井市子ども・子育て支援事業計画』
の中で「子どもすくすく　おとないきいき　みんな
で育ちあうまちへ」という基本理念を掲げています。

この基本理念のもと、福井市の公立保育園では「生
きる力の根っこを育てよう」～園と家庭と地域とが
手をとり合って～を保育目標とし、具体的には、「子
どもの笑顔」、「ひとっていいな～」、「元気いっぱ～
い！」、「こどもはみんな　表現じょうず」、「おはな
しだ～いすき」、「なんだろう？これなあに？やって
みよう？」、「保護者の支援」、この７つを柱に進め
ています。

福井市の子どもを取り巻く状況としては、
・共働き家庭率が高い
・ 産休明けの０歳児、育休明けの１歳児の入園希望

が多い
・核家族が増加
・祖父母世代の就労
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が挙げられます。そして、「子育てと就労の両立で
疲れている。」また、「相談できる人がいない」とい
うような母親が増えてきています。そのため、保育
園へのニーズはどんどん増加してきています。

そこで保育園が行った保護者支援についての２つ
の事例についてお話しさせていただきます。

１つ目は、保護者の養育力が未熟なケースです。
この母親は 19 歳のひとり親です。入園当初は祖父
母と同居でしたが、その後、16 歳の男性との３人
暮らしになりました。経過としては、１月と３月の
入所前の面接、それから健康診断を経て、４月に保
育園に入所しました。６月、母子で、お母さんが子
どもを連れて友人宅に同居しました。そのことから、
児童手当の振込先を今まで祖父母がもらっていたの
を自分に変更しようとして訪れた子ども福祉課での
乱暴な言動をきっかけに、子ども福祉課から保育園
に連絡が入り、連携が始まりました。

７月には、その友人宅からも出て、16 歳男性と
同居するようになりました。その同居先は保育園か
らは遠い場所でした。９月、母親が仕事を辞めてい
たことが判明しました。10 月、ここで保護者との
関係作りの難しさを感じる出来事が起こりました。
詳しい内容は後程お話します。

その後、母親が体調を崩したことや、遠いことか
ら長期欠席となり、退所に至りました。そのため、
地区担当主任児童委員との連携を図りました。

まず、この中の１月、３月の入所前面接及び入所
前健康診断と４月の保育園入所の頃の母親の養育状
況についてお話いたします。

入所前面接と入所前健康診断に同居の祖母が一緒
に付いて来ていました。母親は子どもの普段の生活
について分からないことが多くて、園からの質問に
も祖母が答えていました。また、入園当初は、母親
は行事や持ち物の説明にも十分イメージができない
様子がうかがえ、持ち物の準備が遅れることがあり
ました。そこから母親の養育力不足ということがう
かがえてきました。

次は、６月の子ども福祉課との連携についてお話
いたします。６月、児童手当に関する手続に来た母
親の様子が気になったということで、子ども福祉課
から連絡をもらいました。これによって、母親が市
役所に出向いた時には色々な手続きを面倒がった
り、荒れた言葉や態度が見られたりしていることが

分かりました。でも、保育園の中ではそんなことは
なく、保育園の中で見せる、提出は遅くなるが面倒
がる素振りは見せなかった。それから、園からの声
掛けには笑顔で対応したりなどの姿との間に違いが
ありました。

また、新たな情報として母親が祖父母との折り合
いが良くないこと。祖父母宅を出て友人宅に同居す
るようになったこと。母親よりもさらに若いパート
ナーができたことなどを知ることができました。

その頃の園での子どもの姿は、担任保育士にスキ
ンシップを求めることが極端に多くなりました。ま
た、気に入らないことがあると周りの子にひっかく、
噛み付く、叩くなどの乱暴な行動が増えてきました。
そこで、保護者への丁寧な支援について保育園の職
員間で話し合いました。行事や持ち物、書類提出の
際は、実物を見せて具体的に知らせるとともに、で
きた時には母親を褒める。少しでも子育てを楽しん
だり、成長を喜んだりしてもらえるように、送迎時
を利用して、園で子どもから聞かれたかわいい言葉
や楽しいエピソードを伝える。「何か困ったことが
あったらいつでも相談に乗るよ。」と声をかけ、子
育てを一人で抱えることはないということが伝わる
ようにする。こうして、保護者の困り感に寄り添い、
丁寧な関わりを持ちながら、保護者との信頼関係を
築いていきました。

また、家庭では今まで祖母が先回りをして世話を
してしまっていたであろうことも、保育園で順を
追って世話の仕方を伝えることで、子育てに関心を
持ち、自分でもできることが増えてきました。

10 月、行事の参加に対してアドバイスをするつ
もりで伝えた言葉が保護者にとっては気分を害する
言葉になってしまいました。すぐに謝罪し、保育園
側の気持ちを伝えました。その中から、母親自身が
いつも両親から干渉されていたために、保育園から
も子ども扱いされているように感じさせたのだと気
付かされました。

こうした不用意なストレスを感じさせる言葉が、
せっかく培ってきている信頼関係を一瞬にして崩し
てしまうこともあり、保護者にかける言葉は慎重に
選ばなければならないことも改めて痛感しました。

その後、母親が体調を崩して子どもが園を長期欠
席したり、母親の仕事が見つからなかったり、引越
しにより自宅が保育園から遠くなったりなどの家庭
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の事情で退所することになりました。保育園を担当
している主任児童委員に状況をお話し、転居先の地
区の主任児童委員にも伝えてもらうようにお願いし
ました。この親子の存在を知り、気にかけてもらえ
ることで今後も母の養育力を補って、よりネグレク
トが強くならないようにという思いからです。

退園後、保育要録を入所先に送ったり、ケース会
議などを通して連携を行いました。ただ、少しずつ
育児にも目が向いてきた母親とその母親を求めてい
る子に直接的な支援を続けられなくなった心残りな
ケースでもありました。

この事例で連携した関係機関は、子ども福祉課、
子育て支援室、主任児童委員、そして保育園です。
それぞれの情報を伝え合うことでの未然防止を図っ
たケースです。

２つ目は、家庭の問題を多く抱えたケースです。
４世代同居で、３歳児と５歳児の２人の子がいる家
庭です。姉と弟はそれぞれに障害を持っていて、育
てにくさがあります。また、母親は自宅で曾祖父母
２人の介護を一人で引き受けています。

経過としては、４月にまず幼稚園に入園したので
すが、欠席が多く、幼稚園から子育て支援室に相談
がありました。そこから子育て支援室、保健センター
との連携が始まりました。

10 月から療育機関に週３日通うことになると同時
に、保育園への次年度の入所申請も提出されました。

１月、母親から療育機関に子どもを叩いてしまっ
たという SOS がありました。療育機関から児童相
談所に通告し、２月に要保護児童対策地域協議会個
別ケース検討会議が開かれました。少しでも母親の
負担を軽減できるように、ショートステイも受け入
れ可能になり、利用し始めました。４月、保育園に
入所し、７月からは保育園と療育機関とが連携しま
した。

母親の療育機関への SOS について具体的にお伝
えします。１月になって、子どもが真夜中になって
も眠らずいたずらをしたため、かっとなり手が出て、
そのまんま１時間ぐらい叩いてしまった。またして
しまうのではないか心配だと、母親が子どもの療育
機関で泣きながら打ち明けたということでした。

これをきっかけに、児童相談所ともつながり、２
月に関係機関の担当者が集まり、要保護児童対策地
域協議会個別ケース検討会議が行われました。入所

が決まっていたということで保育園にも要請があ
り、個別ケース検討会議に参加することになりまし
た。福井市要保護児童対策地域協議会の個別ケース
検討会議には、この時には、子ども分野から、児童
相談所、子ども家庭センター、子ども福祉課、子育
て支援室、保健センター、保育園、そして障害分野
からは、相談支援事業所、児童発達支援センター、
障害児入所施設、障害福祉課からの参加がありまし
た。また、本来はこの構成員にはなっていないので
すが、高齢者分野からも居宅介護支援事業所、地域
包括ケア推進課からの参加があり、12 の関係機関
から職員が集まって状況を伝え合い、情報を共有し
ました。

子どもを虐待してしまうのではないかという母
親からの SOS を受けての個別ケース検討会議だと
思って参加しましたが、実際には子どもの虐待以外
にも多くの問題を抱えた家庭だということが分かり
ました。

この家庭が抱えている問題として、２人の子ども
にはそれぞれに育てにくさがありました。また、核
家族化が進む中で、この家庭は祖父母だけでなく、
曾祖父母も同居しており、その曾祖父母２人の介護
を母親が一手に引き受けている状態でした。介護を
していることで就労できず、経済的にも苦しくなり、
母親のストレスは増大していました。

ケース会議の内容を受け、園では次のような入所
後の支援を行いました。集金や手紙の返事などが遅
れがちになるため、鞄に入りっ放しにならないよ
う、何の配布物が入っているかを言葉や実物を見せ
るなどして具体的に伝える。「寒くなってきたけど、
風邪ひいてない？」「何か困ったことない？」など
の声掛けを行い、普段から話しやすい雰囲気作りを
行う。保護者とは園や家庭での姿をさりげなく伝え
合って情報交換し、今後の方向性などについても一
緒に考えられるようにしていく。

子どもの表情、体の状態に異変がないか細部に注
意を払い、何かあった時にはすぐに連携できる体制
作りをしておく。こうして丁寧に支援していくこと
で母親の笑顔が次第に増えていき、ストレスは少し
ずつ緩和されていったように思います。

以上のような２つのケースから見えてきたことと
して、家庭を取り巻く環境はそれぞれに違っていま
す。その中で様々な問題を抱えているケースに早く
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気付き、ストレスの矛先が子どもたちに向いてしま
う前に何らかの手だてを考えていく必要があります。
そのために、身近な関係機関との普段からの連携が
とても大事だということを改めて感じています。

そして、その上で自分たちはどのような支援がで
きるのかを考え、丁寧な見守りと適切な支援をして
いくことが虐待を未然に防ぐことにつながっていく
のだということも実感しています。

子どもにとって良い家庭環境や社会環境になって
いくためにはどうしたらよいかを職員や関係機関の
皆さんとともに考えていきたいと思います。ご清聴
ありがとうございました。

進行役　飛山さん、ありがとうございました。福井
市の西安居地区は場所的にどの辺ですか。

飛山氏　福井市中心部から西の方に８キロぐらい行
った、少し山合いの中で、田舎ですが、そこに大き
な新興住宅地ができていて、核家族で暮らしている
方がたくさんいらっしゃいます。

進行役　その地域の中の支援ということで、ありが
とうございました。

続きまして、きらきらくらぶの林さん、お願いし
ます。

林 惠子氏　よろしくお願
いします。

最後になります。身近な
ケースということでお話
をさせていただきます。

福井県内から来られて
る方、手を挙げていただ
けますか。

大体そうですね。ありがとうございます。皆さん
ご存知だとは思いますが、敦賀市は福井県の真ん中
にあります。トンネルを越えると言葉も福井の方と
は違いますし、住んでいる人たちも少しのんびりか
なと思います。

敦賀市は、転勤族が結構多くて、原子力の街です。
そういうこともあって、今少し人数は減ってきては
います。平成 22 年のもので申し訳ないですけれど、
福井県は 3 世代同居が多いとわれている割には、核

家族の占める比率がすごく高いです。やはり敷地内
同居とか、スープの冷めない距離とか、近所が多い
です。

あと、女性の就業率はすごく高いし、持ち家率も
子どもが小さい時に家を建てるという傾向はありま
すが、25 歳から 35 歳ぐらいに就業しているかとい
うと、それはあまり全国とは変わらず、一回辞めて
家に入るお母さんが多いようです。

転入者が多いので、同居していたり、近くにおじ
いさん、おばあさんがいらっしゃる方に「うらやま
しいな」「私たちはちょっと預けてどこにも行けな
い。」という声を良く聞いていました。

私のことになりますが、私は夫と自分の父、母、
そして未婚の割合を上げている 29 歳の娘がまだい
ます。息子は 32 歳で早くに結婚しました。なので、
うちも近くに３年生の女の子と年長の女の子と年少
の男の子の孫がいます。なので最近は孫育てにも興
味があります。けれど先程おっしゃったように、私
達夫婦も働くおばあさん、働くおじいさんなので、
なかなか一昔のおじいさん、おばあさんのように孫
のお世話はできません。

私がこの活動を始めたのは 32 年前ですが、保育
士をしていたので、子どもが生まれた時はもう本当
に嬉しくて、涙がポロポロ出て、もうこんな幸せは
ないと思いました。それが２日経ち、３日経ち、家
に帰る頃になると、今度は反対に、「世の中にこん
な私の思いどおりにならないものはない」と思いま
した。夜中は泣くし、おむつ替えても泣くし、おっ
ぱいあげても泣くし、寝たかと思って置いたら泣く
し、この生き物は一体何だというふうに思いました。
この布団の上にエイッと投げ捨ててしまおうかなと
夜中に思ったのを今でも思い出します。でも、家に
は幸い母が一緒にいてくれたので、そういうことに
はならずに済んだのですが、きっとこんなお母さん
はたくさんいるのだろうなと思いました。

私は保育士でしたが、保育士は昼間の子どもし
か看てないでのす。24 時間毎日毎日子どもを看て、
母として看る子どもと保育士として看る子どもはこ
んなに違うのかということを感じました。子どもも
先生ではなく、お母さんなので、やんちゃも言いま
すし、こちらの言うことも聞きません。もう少し安
心して子育てができたら良いなというふうにその頃
は思っていました。今のように支援センターとか、
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地域子育て拠点があるとか、そういう手厚い時代で
はなかったので、なおさら何か自分の育て悪いから
こんなふうに泣くのだとか、自分の育て方悪いから
言うこと聞いてくれないのだというような、そんな
思いで育てていました。

その時に、どういう支援があったら良いのかなと
思っていました。それは親子がすぐに集える場所と
か、迷ったらすぐに相談できるところとか、子ども
が泣いてもぐずぐずしても気を使わない場所。そし
て、親子ともに評価されないところ、そのままで良
いのだよと言ってくれる場所でした。

先程も申しましたように、ついつい「自分が悪い
んや、自分が悪いんや」って思ってしまうのです。
なので、「子育ては一人でするものではないよ」と
言ってくれるような場所があったら良いなと考えま
した。

そうこうしながら子育てする上で、あったらいい
のになという活動を続けて来ました。子育て家庭
は、それぞれ今皆さん発表されたように育児の仕方
はバラバラです。うちの園に来ている子達も、拠点
に来ている子達も、親子という点は共通しています
が、そこしか私たちは見てないのです。家に帰ると
色んな育ちをしていて、色んなお父さん、お母さん
がいて、それぞれその子育てに関するニーズはバラ
バラです。それならば、その家庭、家庭に沿った支
援ができないかなというふうに思いました。いろん
なニーズに声を傾けて、その時々に私たちができる
ことを事業として展開できると良いなと思って今で
25 年になりますが、続けています。

そこで、その事業の中の本当にこの人と思える人
がいたら、その人に気持ちを話せたりすると、そこ
から少しずつ虐待とか育児不安とか、そういうこと
が防止できると思っています。

そんなきらきらくらぶの事業にはまず、保育の事
業があります。地域型小規模保育園も一昨年よりも
始めています。もうひとつは親子で過ごすことと、
支援事業は青井先生の所と同じように子育て支援拠
点、そしてすみずみサポート事業では訪問もさせて
もらっています。

それとは別に、地域の中に出て、子育て中の親子
を見てもらおう、みんなと仲良くなろうということを
コンセプトに、親子イベントの開催も行っています。

簡単に説明させてもらいます。

これは「きらきらベビィ」という親子のクラスで
すが、後ろにいるのが赤ちゃんの親子です。前にい
るのは託児の子どもたちで、たまたまクリスマス会
だったので託児の子どもたちに女神さんをしてもら
いました。

初めて１人目を産んだお母さんはやはり色んなこ
とを迷うし、これで良いのかと思いながら育ててい
ると思います。祖父母がが近くにいらっしゃらない
人、転勤族の人も多いです。そんな子たちの親子、
ベビィちゃんのクラスです。全員同じ０歳児の赤
ちゃんです。その中に２人目、３人目のお母さんも
いらっしゃっていて、その人たちはこの子のための
時間をなかなか取れないので、こういうところに参
加していますと言われています。そこから情報をも
らって、私たちも新しい育児の情報をこのママたち
からいただいています。

次がプレイルーム、これも同じように１歳児の親
子で、４月から３月まで同じメンバーで週に１回活
動しています。一番イヤイヤ期で、お母さんたちが

「今まであんなかわいかったうちの赤ちゃんが何で
友達を押したり、かみついたり、叩いたりするのだ
ろう」と悩む時期です。外ではではおとなしくして
いるのだけれども、家に帰ったらひどいですという
ような話も良く聞きます。

昨日も同じ服しか着ないというお母さんの悩み
に、「そんなものです。」、「パジャマを着て来ていた
子もいますよ。」という話をしていたところです。
濡れたまま服をそのまま着てきたりというお子さん
もいて、そういう時期であり、それでも良いという
アドバイスをしたりしています。

ここは週に２回から３回、認可外保育園で子ども
たちを預かっています。来る曜日が決まっているの
で、お母さんたちはそれに合わせて自分の用事を入
れているようです。お兄ちゃんたちの保育園の行事
の時もここに来ているので安心して参加できるとい
うことです。

プログラムは、身の回りにあるものを使ったり、
昔ながらの洗濯遊びをしたり、下の写真はクッキン
グでタマネギをぐるぐるしているところだと思いま
す。お家ではなかなかできないようなことを活動の
中に入れたり、お家での遊びとか生活とかのヒント
になるようなことをとりいれています。

これもお母さん達からこういうのがあったら良い
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なということで始めた、夏休み、冬休み、春休みに
行われているわんぱくキッズという幼稚園児と小学
校のプログラムです。上はこどもの国で水爆弾をお
兄さんたちが落としてくれてるところ、下はクリス
マス会で、右はお料理の最中の待ち時間に洗濯ばさ
みで遊んでいるところです。幼児とは違って小学生
はは遊びが広がって楽しいです。この事業は、大学
生になった子で本人が小学校の時に来ていた子たち
がボランティアで参加しています。きらきらには、
日によって０歳から大学生までがこの小さい施設の
中にうようよといるような状態になる日もあります。

これがすみずみサポート事業の預かりの子どもた
ちです。2003 年から家庭的な雰囲気の中で子ども
さんを預かりたいということで始めました。最初は
自主事業で行っていたのですが、2006 年から県の
すみずみサポート事業を受けて、今、１時間 700 円
でお預かりさせてもらっています。それぞれがお弁
当やおやつを自分の家から持ってくると、家庭の様
子がすごく良く分かります。「もうこんなに大きく
なっているのに、レトルトの離乳食なのか」とか、「小
さく刻みすぎだね」とか、色んな家庭の様子が見え
ます。それに対しても、「こんなものでももう食べ
られていたよ。」とお話をさせてもらったり、厚着
のお子さんには「着ているもの暑いかも。暖房効い
ているし、冬のあせもというのもありますよ。」と
いうように、アドバイスをすることもあります。

児童相談所とか、児童家庭課の保健師とつながり、
お母さんに育児不安があるなとか、子育て大変そう
だなという方の情報をいただいて、その方からお電
話があった時はどんな場合でも必ずお預かりすると
いうような、そういう連携もさせてもらっています。

同じように、このきらりんサポートも訪問型のす
みずみサポート事業です。要保護の家庭にも時折行
かせていただいています。それも 2011 年ぐらいか
ら始めました。産後の支援もありますし、双子ちゃ
んの育児の手伝いもあります。障害のあるお子さん
のいるお家の手伝いもあります。なかなか自分で託
児に連れてこられないというお子さんのところに出
向いて、御飯を作ってみたり、入浴の介助をしたり
しています。

双子のいる家庭の支援は、結構多くて、１年、２
年と通ったりすることもあります。でも、双子の
お母さんは、「私は全然大人と話すことがない」と

「私はかごの鳥です」。と、お話されました。支援の
者が行くと、家事手伝いというよりも、ずっとお喋
りを聞く相手になっているということが多いようで
す。みんな無事に大きくなり、今、何家族かはまた
後から出します双子ちゃんのサークルに来てくれた
りもしています。

これは去年、始めた小規模保育園です。19 人の
小さな園です。６月から始めました。福井県は、待
機の子はいないよということではありますが、やは
りお兄さん、お姉さんと一緒の保育園に行きたかっ
たから止めとこうとか、ここの保育園やと遠いから
もう少しお仕事を待とうとか、という辞退者も多く、
そのようなお子さんがこられていたり、年の途中で
育休が明けるという方のお子さんの入園が多く、19
人満杯の状態です。

小さい園なので、家庭の様子が良く分かって、お
母さんとも登園、帰りお話がたくさんできるので、
すごく密着しお子さんを育てることが出来ます。

また、通常のお子さんより、より丁寧に見なくて
はいけないなというご家庭のお子さんもお預かりし
ています。行政、関係機関と繋がり、今の状況はこ
んな感じですよということを連絡させてもらったり
もしています。

また、小さい園なので、３歳児が０歳児にこうやっ
て御飯食べさせてあげたりとか、私たちだと食べな
いのに、何故かお姉ちゃん、お兄ちゃんがこうやっ
て「あーん」とあげると不思議なことに食べます。
また猫の額程の園の前の場所でしゃぼん玉をしてみ
たりとか、かき氷したりとか、のんびりと過ごして
います。

場所は敦賀市にあります「さかな街」の真ん前に
「ハーツつるが店」というところがあり、その「ハー
ツつるが店」の敷地内で保育を行っています。なの
で、保育園自体は保育園として建てた建物ではない
ので、本当に質素な場所で運営しているのですけれ
ど、保育料は、大きいゴージャスな園と何も変わり
ません。でも、ここに来たいと言ってくださって、
今年もそのまま残ってくれた方がたくさんいらっ
しゃるので、ありがたいです。保護者と保育士の気
持ちのつながりがあるということと、身近にある場
所なので来やすいのかなと思います。

その中で、私たちが出会った事例をひとつご紹介
したいなと思います。一つ目の事例です。随分前に
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卒業したお母さんが「ここにこんなこと言ってきて
良いのか分からないのだけど、気になる子がいる。」
と言って声をかけられました。「昨日、その子が遊
びに来たら手の骨が折れていた。」と。「よく聞くと、
どうもお母さんに叩かれたか、そんな感じだけれど、
どこに話を持って良いのかも分からないし、それを
言って良いのかも分からない。」ということでした。
そこで、私たちの方から関係機関へ連絡させていた
だきました。

そうしましたら、やはり母親自身は「誰かに見つ
けてもらいたい。」と思っていたようでした。誰か
に見つけてもらって、何とか自分をどうにかしたい
と思っていたらしいのです。

その時に、地域の中に立ち寄りやすい拠点があり、
いつでもそこに行って話ができる、話しやすい人が
いるっていうことはすごく大事だなというふうに思
いました。なので、その場所を大事にしたいと思っ
ています。

これがきらりんひろばというもう一つの子育て支
援拠点で、子どもセンターと同じ事業です。私たち
のところは本当に狭いところなので、１日に 10 組
とか 15 組とか、少ないと５組とか、そういう親子
が来られています。ここは子どもを遊ばせることも
ですが、お母さんたちが少し子どもから目を離して
ゆっくり出来たらいいなと思っています。なので、
子どもがベッドで寝てる間に、本読んだり、ごろん
と寝ころがっても良いのです。実家があまり近くに
ない人が実家のように来て、またここでリフレッ
シュして、子育てを頑張ってくれると良いというふ
うに思っています。

なるべくプログラムを少なくして、いつ来ていつ
帰っても良いような感じにしています。季節になる
とどうしてもプログラムも入ってくるし、プログ
ラムを楽しみにしている方もいらっしゃるのです
が、癒やしのハンドマッサージだったり、前髪チョ
キチョキ切ってもらったりとか、歯科衛生士に来て
もらって膝の上で歯を見てもらったりとか、そうい
うプログラムも取り入れてはいますが、基本、ノン
プログラムで楽しくできたら良いかなと思っていま
す。こんな中でスタッフが利用者さんの話を聞いた
り、お母さん同士が学び合えたら良いかなというふ
うに思っています。

先程から「つなぐ」という言葉が何回も出てきて

いますが、私達の支援の場は、子育て家庭と地域を
つなぐところだと思っていますので、子育て中の人
には地域を理解してもらう。地域の人たちには子育
てを理解してもらう。そして、子どもたちはなるべく
たくさんの大人から声を掛けられて、たくさんの価
値観の中で育ってもらえたら良いなと思っています。

子育て中は、周りの理解が大切です。私たちもつ
いつい「昔は」と言ってしまいます。同世代の保育
士と、「こんなことは自分たちでしてきたよね。」と
言ってしまうこともありますが、やはり今時の子育
てというものがあり今の環境もあるので、大事なこ
とは伝えつつ、新しいものも吸収していかなくては
いけないなと感じています。子育ての知恵は高齢者
の方にボランティアに入ってもらったりしながら、

「男の子は今のうちに十分抱っこしといたら良いん
だよ。もう嫌でも抱っこなんかさせてもらえないの
だから。」とか、「夕暮れ泣きといって、昔から赤ちゃ
んは夕方泣くんだよ。」というようなことを伝えて
もらい、子育てが楽になると良いなと思います。

私たちはすぐに相談できる場所を運営しています。
だけど、私たちだけでは解決もできないし、専門的
なことは分からないのです。そこで専門機関とつな
げたり、私たちがつながってわざわざ専門機関では
なくてもそこからアドバイスをもらって、お母さん
たちに伝えるというようなことを行っております。

これは地域でどんなことをしているのかなという
ことで、今年で 11 回目のハロウィンです。このう
ち３回目ぐらいは、支援センターをお借りして、そ
こから出発し駅前商店街の人と触れ合ったりしてい
ます。

これは、お祭りの時に「リハぷらすさん」の介護
施設をお借りして、パパ・ママ・ちびっ子お休み処
を開いているところです。もちろん、おじいさん、
おばあさん達も「少し暑いし涼ませて。」と来られ
たりします。ここで一休みして、またお祭りに繰り
出します。

また、地域の高齢者の通所施設でのお祭りとか、
ショッピングセンターでのお祭りにも参加したりし
ています。子どもたちの中には高齢者の方たちと出
会うことが少ない子もいるので、おじいさん、おば
あさんたちと触れ合ってもらえると良いなと思って
います。

これは量販店で行っている月に 1 度の親子イベン
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トです。成長した子たちにも出会えるし、全然知ら
ない子たちも参加してくれます。ここに私がいると、

「先生、この頃、この子こんな感じだけど。」とか、「こ
んなんでイライラする。」とか、「ほら、先生、全然
言うこと聞かないでしょう。」とか、そんな簡単な
子育ての悩みをポツポツと吐き出してくれたりもし
ます。本当に大変だったらまた連絡くださいねとお
伝えしています。

私たちが地域に出て子育て支援を始めた理由で
す。平成 19 年にひろばや保育園を利用している方
のおばあさんの友達が、お嫁さんのことで悩んでい
るというお話をお聞きしました。10 か月か、11 か月
かかわいい盛りの赤ちゃんをお持ちの方でした。な
ら、おばあさんとひろばに来てくださいということ
でひろばに来ていただきました。お母さんはすごく
しっかりしているし、別にそんな暗いイメージでも
なかったようです。子どもも丸々と良く太って、全
然問題もなく見えて、大丈夫だなというところで、「ま
た来てね。子どもさんも上手に育っとるし、お母さ
んは何の問題もないよ。大丈夫、また来て色々話し
てね。」と言って、「はい。」と良い返事だったので
すが、その後全く利用がありませんでした。その時
の担当者が何回も電話をかけたのですが、電話にも
出られず気になりながらそのままにしておきました。
事件は起きました。おばあさんに預かってもらって
いた赤ちゃんを家につれて帰り、お父さんが帰るま
でのわずかな間に湯船に沈めてしまったのです。

その時に、私達が関わったのにこういうことに
なってしまいました。何かもっとできることがあっ
たのではないかなということをスタッフと話合いま
した。「１回くらい会った人にそんな大きな悩みな
んか打ち明ける訳がない。だったら、妊婦の時から
少しずつお母さんと仲良くなっていくのが必要では
ないか」そこで多様な親子にひろばの中で接してい
かなくてはいけないなということになり、サークル
の支援が始まりました。

妊婦さんとか、多胎児、そして低体重出生のお子
さん。アレルギーのある子も発達障害の親御さんも
それぞれ自分たちが悪いから…と悩んでいるなと感
じました。またお父さんが子育てのキーマンで、お
父さんが子育てを一緒にしてくれることでお母さん
の子育てに対する辛さというのはすごく緩和される
ということも感じていましたので、パパのサークル

も始めました。多様な子育てをしている人は特に、
孤独にならずに一緒に考えてくれる人が周りにいる
ことが大切です。「そうそう、うちもそうだったよ。」
と言ってくれる人が必要なのです。私たち支援者は
隣にいて気持ちには寄り添えるのですが、双子のお
母さんになったこともなければ、低体重の子を産ん
だこともなければ、アレルギーの子もいなければ、
障害の子もいない。それならば、同じ気持ちになれ
る人が側にいるのが一番良いということでサークル
の応援をしています。

これはプレママの事例ですが、ひろばの利用者で
１人目のお子さん妊娠中の方でした。妊娠前から鬱
の症状があり、最近また鬱の症状がひどいというこ
とでした。ハッピーというサークルの産前産後の心
と体という講座で助産師にお話をしてもらっていま
すのでその時に来ていただき、助産師とそこでつな
がりました。その後、出産したのですが、やはり鬱
がひどくなったようで、自ら助産師に連絡を入れま
して、産後ケアをうけそのあと入院にはなったもの
の、皆さんフォローしてくださって、大変ながらも
一生懸命子育てをされました。その方が２人目を妊
娠して、助産師がもしかしたらと思われたみたいで
す。そこでいち早く彼女の心の変化に気づいて対応
してくれたという事例もあります。なので、やはり
地域の色んな人が気を配ってあげることが大切だな
とこの時には感じました。

双子のお母さんで、毎日かごの鳥で、誰とも話す
機会がないとおっしゃった方や、ハーツの配達の人
が来てくれるのが楽しみと話してくれたお母さんも
いました。一生懸命頑張って、双子ちゃんが７か月
か８か月程だった頃、ひろばに突然やってきました。
近くだったので、あ、こんな良いところがあったん
だということで、そこから毎日ひろばに来るように
なりました。ひろばに来たら、一人泣いても一人は
看てあげることもできます。そこで色んなお話をさ
れました。お父さんが忙しいとか、この子はこうや
けど、この子は言葉が遅いとか、そのうちどんどん
元気になりました。実はこの方は本当はとても活発
な方だったのです。子どもが生まれる前はいきいき
仕事もされていて、色んなことに興味があって、色
んな活動をされている方だったので、なおさら家に
いることが大変だったんだなと思いました。今は子
育ても少し一段落して高学年になって、市民活動に
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も元気に参加されています。
最後の事例になりますが、ひろばの近くにアパー

トがあります。そこの子どもさんが２人でよく外に
出ていると。パジャマのまま出ている時もあるし、
外で何か食べている時もあると利用者がひろばのス
タッフに教えてくれました。「今も食べていた。」と
いうことで慌てて見にいくと、本当にそこに子どもさ
んがいて、そのまますぐに関係機関に連絡しました。

やはりそのお宅は手助けが必要な家庭だったよう
で、その後、保健師は何回か様子を見に行って下さ
いました。うちのひろばを利用することはなかった
のですけれども、ひろばに来るお母さんたちがやは
り気に掛けて、その前を通ってくれるようになって、
何回かひろばの方から、また今日も出ていますとい
うふうにお知らせをすることができました。ひろば
の中ではお母さんたちも育っていくのだなというこ
とも感じました。最初は自分が辛いし、自分が一人
で子育てするのも大変と思いながら来ていたひろば
であると思うのですが、そのうちにどんどん自分が
誰かのために何かできることはないかというふうに
考えてくださるのだなと思いました。

最近も色んなことに関っています。そんな中で私
が思うのは、行政とか専門機関は、本当にたくさん
の事例を預かられて、専門的に、かつ冷静にこの家
族はどうしたら良いのかな、何が一番必要なのかな
と判断してくださいます。

私たちは、その親子の心に寄り添えます。だから、
今この人たちは何をしようとしているのか、したい
と思ってるのかを考えることが出来ます。先程のお
話にもありましたが、今ここで私が通報したら、こ
の親子が信頼する人は他に誰もいなくなってしまう
というようなことを思ったり、私にしか話せないこ
とがあるということもあったりもします。親子との
信頼関係を続けながら、かつ行政とか専門機関と一
緒に向き合うことが大事だと思っています。私たち
がその親子にどう接したらしたら良いのかを相談
し、私たちがこんなふうにしてもらいたいというよ
うなことを伝え、その親子にとって必要な支援は行
政、民間一緒になって考え実行することだと思って
います。

私達は今、その親子の本当の姿を見ているのか ? 
ひろばを利用して、「あ、このお母さん、ひろば利
用しているし大丈夫だ。」、「楽しそうにひろばでして

いるわ。」と思っていても、広場から出て、曲がり角
を曲がったら、その手を振り払うお母さんもいます。
良いお母さんを演じている人もいます。あのお母さ
んがというような人がお家へ帰ったら子どもを叩い
てしまっているというような事もあります。なので、
本当にその親子の本当の姿を見ることができるよう
に、普段の関係性を大事にしていきたいと思ってい
ます。子育ては家族の支援だと思っているので、お
母さん一人でするものでもないし、お母さんの評価
でもないので、親戚、地域、学校、行政、みんなで
子どもを育てることが大切だなと思います。

もうこの年になったら「子育ては楽しかった」と
思っていますが、その時は大変だったと自分も振り
返っています。今子育てに迷ったり、苦しんでいる
保護者の気持ちに寄り添えたら良いなと思っていま
す。以上です。ありがとうございました。

進行役　林さん、敦賀地域の取組、ありがとうござ
いました。地域の身近な場所での支援ということで、
福井市の委託の事業の取組ですとか、鯖江市の取組
ですとか、あと福井市の保育園の取組、あときらき
らくらぶの中の取組ということで発表していただき
ました。

私は、児童相談所なので、皆さんがされている取
組に支えられつつ、虐待対応の日々の中で生活して
おります。なので、このような取組により、皆さん
が未然に防いでいただいていることがたくさんある
と思って聞かせていただきました。

では、それぞれの気になる点や、感想をいただけ
ればと思います。

青井氏　では、僕の方から。石田先生の鯖江のとこ
ろですけど。
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すごく面白いなと思ったのは、ハーフバースデイ
事業です。やはりハーフバースデイというのが今年
度から始まったというふうにお伝えいただきました
が、その後の取組の中が一番注目されるのではない
かなというふうに思います。

僕がやはり地域の中で取り組んでいくと、取りこ
ぼしというか、やはりそこに手を差し伸べたいけど
届かない人たちにどうアプローチするかで結局行き
詰まってくるものでして、その辺りを今、これから
かもしれませんが、どういったところを今、展望と
して描かれているのか、教えていただきたいという
ふうに思います。

石田氏　もともと子育て支援センターとネットワー
ク委員と始められた事業で、本当に本来の目的は絵
本の読み聞かせであったり、ここに書いてある事業
内容ですけれども、一方で、要保護児童対策地域協
議会の事務局として関わらせてもらっている立場と
して、今、青井先生がおっしゃった取りこぼし。言
葉は良くないですが、その取りこぼし。目が届かな
い子どもさんをいかにして目が届くところに私たち
が行けるかというのが非常に大事だなというのを感
じまして、支援センターには若干ご負担かけたとこ
ろもありますが、こういう欠席者のところまで絶対
100％顔を合わせようというところを今目標として
います。

ただ、今年度６月から始まって、この絵本読み聞
かせで２回、２か月連続お誘いして、欠席したら、
その案内のあった時点で来なかったら訪問しますと
いう一筆を書かせていただいていますので、その翌
月に家庭訪問。家庭訪問は必ず２回、２か月します。
それで大体先程も言ったようにほとんどの親御さん
は何とか会えている。または、忙しくて来れなくて
ごめんなさいと飛び込んで支援センターに絵本を取
りに来てくださる親御さんも結構いらっしゃるので
すが、本当にわずか、あと２％の方です。今、だか
ら半年、実質動いて半年弱ですが、約 10 人弱の親
御さんと全く、今、連絡が取れていない。鯖江の全
体、年間 600 人程の赤ちゃん生まれているのですが、
その 10 人が多いのか少ないのか、そこは考え方色々
だと思うのですが、会えてないという事実をなくし
たいということで、訪問も２か月連続でします。大
体年齢的に１歳ぐらいの赤ちゃんになります。１歳

半健診は必ず受けていただくものですので、何とか
支援センターで１歳３か月にもう一回家庭訪問しよ
うということを今計画しています。必ず顔が見える
関係性、子育てネットワーク委員さん、サポーター
さんが顔の見える関係を作っていくというところ
が、今現在の展望というか、考えと思っています。

青井氏　ありがとうございます。そういったネット
ワーク委員には委嘱をされるのですか。何か行政か
らお願いしますということで。

石田氏　いえ、元々地域で色々、各地区で活動され
ている中の一つで、月１回です。ただ、さっきも言
ったように、鯖江の地方の三世代の多いところだと
年に１人か２人しか赤ちゃんが産まれない地区もあ
りますので、そこが極端です。地域によっては月に
10 人以上産まれる地区もあれば、一人産まれたら
もうその地区を挙げてめでたいというふうなところ
の地区もあるので、その辺は少し差があるのですけ
れども、基本的には各地区に子育てネットワーク委
員会というものがありまして、色々活動をしていた
だいていますので、その活動の一つとしてやってい
ただいています。

青井氏　ありがとうございます。
では、飛山先生。僕、保育園に何回も足を運ばせ

ていただく中で、こういった難しいご家庭を抱える
場合というのは、職員間の連絡とか、結構常勤、非
常勤とかパートで来られたりとか、職員への申し送
りに何かご配慮とか、あるいはそういったケースを
全体にやはり周知させておく必要があるかとか、そ
のあたりのご苦労といいますか、園長先生を通して、
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その組織としてどういうふうなご苦労があるか教え
ていただきたいなと思います。

飛山氏　保育園としてはなかなか全員が一堂にして
集まるということはもう時間的にとても難しい状況
であるので、まずは終礼の中で、そこにいる人に伝
えたり、指導案の月案打ち合わせの時の方が人数が
多くなったりもしますので、そこで話題に出したり
しています。それから、本当にこれは全員が知って
いないといけないことですので、その時点でいなか
った人たちには、また別の時間に集まってもらって
伝え、皆が周知できるようにしております。

青井氏　僕が色々調べて少し課題になったなと思っ
たのは、若い新任の先生のこと。やはりすごく経験
を踏まえた主任先生や園長先生に物を尋ねて、「や
はり不適切かな、でもそうではないかな。」という
ところで結構１年未満の若い保育士はあまり不適切
を認識してないといいますか、どちらかというとや
はり経験年数の豊かな先生が割とたくさん細かいと
ころに気付かれている。だけど、入ってこられた若
い保育士はあまり手を叩くでも全然気に止めないと
いうような結果が少しありまして、そこら辺の溝埋
めといいますか、そういったご苦労はないですか。

飛山氏　若い人とベテラン保育士とだとやはり違い
ます。園長もなるべく毎日必ず回れる訳ではないの
ですけれども、各クラスに回って子どもたちに接す
る様子を見たり見せたりとか、それからお迎えの時
間には玄関に必ず出ていますので。うちの保育園だ
とお迎えの時には保育士が玄関まで連れてきて、そ
こで親御さんにお渡ししているのですが、そこで声
かけている様子を側で聞いていて、今の言葉はどう
かな？うまく伝わったかな？と思った時にはフォロ
ーしています。そしてその後、今のはこういう理由
で私がつけ足させてもらったよというような形での
指導をしています。でもなかなか若い人にすぐに響
かない時もあり、難しいですね。

青井氏　僕は結構保育園の先生方にお世話になって
いることがありまして、やはり園としての研修のあり
方。要保護児童対策地域協議会という名称がやはり
なかなか保育園に落ちていかない事情もあるのかな

というところがあります。結構温度差を感じる部分
がありますので、福井市の行政の方とか、地方の行
政のそういった職員である者が、やはりその研修の
あり方とかを変えていくことも必要なのかなと思っ
たところで、そういう質問をさせていただきました。

林先生のところですけど、非常に私と同じような
事業形態、すごく広範囲にやられているということ
で、まず驚きです。基本的に、やはり多くのメニュー
がある中をどうやってこの地域に届けるかという情
報の伝達というところですけど、どうやってこう
いった事業を紹介して、どのように掘り起こしとい
うと言葉悪いですが、地域の方に知ってもらう努力
をしているのか教えていただけないでしょうか。

林氏　ひろばの事業に関しては、ひろばだよりとか
を出しているので、それを各子育て機関全部に毎月
配るということと、フェイスブックページをひろば
で持っていますので、今の若いお母さんたちは結構
そこから入ってこられたりとか、あとはホームペー
ジだとか、そういうところです。

あと、その地域と連携しているところは、地域の
方できらきらくらぶと今度こんな事業をしますとい
うのをチラシに入れてくださることもありますし、
そのくらいです。だけど、何となくお母さんたちは
割とお互いに色んな、今のラインなどでつながって
いるので、これぞと思うのがあると割とそれで来て
くださいますし。

そうですね、SNS は最近多いかなと思います。

青井氏　大変興味深かったのは、量販店での親子の
イベントですけど、どうやってコラボを仕掛けてい
るのかなという、そのノウハウを教えてください。

林氏　そこは頑張ってみました。敦賀にアピタがで
きる時に何とか入れないかと思って、本店にお願い
に行ったりとか。それは一つ私がやったことですが、
そこに来た店長さんがたまたま広場の利用者さんの
お父さんであって、お父さんのサークルというか、
会に来てくださっていた方だったのです。それもあ
って、その方がすごく熱心だったので。どの事業も
キーマンというか、この人っていう人を捕まえると
いうか、そういうところが大事なのかなというふう
には思います。
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なので、そこはその方が転勤、もう１年、２年で
すぐにそういうところは転勤になってしまうので、
それをつなげていくっていうのがまた大切です。最
初の方は物すごく熱心だったので、月に２回、必
ず、物すごく広い場所で、ここでやってくださいと
いう感じだったのが、その熱意は少しずつ次に伝わ
る時に、その人がどう思うかということで変わって
くるのですが、そこを私たちも何とか、人寄せとか
だけではないっていうことをお伝えして、ここでこ
れをすることにこんな意義があるっていうことも量
販店さん、アピタさん自体にもこんな良いことがあ
るよっていうことをお伝えしてさせてもらっている
といます。

青井氏　せっかくなので、僕にも何か質問ください。

林氏　良いですか。私から一つ。
相談とかしたいお母さんもいれば、私たちが相談

してほしいのにと思ってもなかなか自ら聞けないと
いうか、先程のお話ですと、不適切な関わりがある
保護者さんというのがいらっしゃっても、その保護
者さんと相談をどうやってつないでいくのかなと、
そこを教えていただければ。

青井氏　今、我々のセンターがやっているところは、
地域というところに根差している保育園であろうと
いう確信を得ているのはそこだろうというふうに視
座を置いて、園に行って、園の中で先生方が「おや
っ。」と思う時があると思います。「このご家庭もし
かして。」というのが、感覚的に「おやっ。」と思う
時を捕まえて、そういう中で何か気付いた事例を教
えてくださいというまずきっかけです。

そこから、要保護児童対策地域協議会に上がって
いるケースは多分、色んな支援が目を届けていると
思うのですけど、日常的に「おやっ。」と思うとこ
ろはちょこちょことある場合を我々が拾うようにし
たいと思っています。その時にどのようにつなげる
か。これは、やはり園の先生方、担任の先生とか、
信頼関係のベースがないと難しいです。

なので、今、何か偉そうに心理士が行って良くなっ
たよという成果を発表させていただきましたが、そ
こまでに至る過程は園の先生方と保護者の方の信頼
のベースがあってになります。だから一山越えない

といけないところです。なので、僕は飛山先生に、
そういうのをどういうふうに築かれるのかお聞きし
たいです。

飛山氏　やはり「あらっ。」と思うことはあります。
でも、先程青井先生もおっしゃいましたけれども、
信頼関係を築いてきている中で、私の失敗談もあり
ましたが、この専門の先生方に来ていただいて見て
いただくのをどう保護者に切り出すかというところ
がとっても難しく、今までも今後も課題となるとこ
ろです。

進行役　今日、この場に市町の方ですとか、保育園
の先生方がお見えになっていると思いますけれど
も、是非今のご質問に答えていただけませんか。

石田氏　質問させていただいてもよろしいですか。
常々、行政の立場というところにおりますが、地域
の中で気掛かりな子どもさん、お母さんがいつも怖
い怒り方しているなという子どもさんであったりと
か、いつも何か泣いていることが多いなとかあった
時に、市役所とか、こういう相談機関に言おうとす
ぐに思えますか。正直なところ、戸惑いはありますか。

その辺、戸惑いがあるという方、手挙げていただ
いてもよろしいですか。

多いですね。先程青井先生の報告にあったように、
やはり虐待かしつけか、そのところが今の手がたく
さん挙がったというところだと思うのですが、そこ
は本当に、多分正解はないと思うのですけれども。
やはり最終的に子どもさんが元気で、お父さん、お
母さんも元気で、笑顔で楽しく過ごしていただける
ための支援というところで、同じ見解を持っていき
たいと思いながら、今日私、ここへ、何かそういう
のを色々勉強させてもらいたいなと思って参加した
のですけれども、やはり皆さん戸惑われているとい
うことです。

分かりました。ありがとうございます。
市役所は多分、皆さんにとって、行政でない方に

とっては非常に敷居高いところかもしれないのです
が、気軽に声を掛けていただきたい。場合によって
は支援センターでも全然構わないので、声掛けて、
声上げていただくというところはお願いしたい。

多分、ここに来られている方はそういう関心高い
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方だと思いますけれども、家に帰られて、お友達と
かにもそういうお話していただけると良いのかなと
いうふうに思います。

何か質問のような質問でないような感じで、すみ
ません。

進行役　ありがとうございます。
せっかくですので、皆さん、ご質問、気軽に手挙

げていただけたらと思いますが。気掛かりだなとか
というお話とか。各地域の取組というところで、多
分、自分の住んでない地域の取組のお話があったか
と思いますので、こういうところもう少し聞けたら
なというところがあればと思いますけれども。

飛山氏　今の質問の答えにはなりませんが、自分が、
今後もどうしようかなと考えることがあります。例
えば先程言わせてもらった事例の中でも、子ども福
祉課の方から連絡が入って、全然知らなかった色々
な状況をお聞きし、それに何かの手立てを打ちたい
時でも、お家の人が例えば仕事を辞めていたり、例
えばどこか引越ししたとか、若い人と一緒にいると
か、そういうことを自分からはなかなか言ってくれ
ません。子ども福祉課から聞いたということは絶対
に言えないので、私たちがそれをどう聞きだしてい
くか、どの程度まで聞いてどこまでの支援が出来る
か、その辺の塩梅がとても難しいなというのも感じ
ていたところです。

何か良いアイデアがあったら教えていただきたい
なと私の方からお願いがあります。

進行役　現場の保育士とか、私も困ったけど、こん
なふうに言ったよという方とかって。なかなかそこ
は難しいところですか。

虐待かなと思う方ですと、保育園の方と市の方と
相談所などで情報を共有しますので、お家の方は知
らないけれども、そうやって実際仕事辞めたという
話ですとか、引越ししたというお話は聞いています。
聞いた段階で、では、どう話していこうという部分
は確かに皆さんすごく迷われていると思うのですけ
れども。例えば、いつも交流しているお母さんの匿
名の方から聞きましたよとすっと入って行く場合も
あるし、あら、最近遠いところで見かけたけどとい
うふうに声を掛けたりとか、何か本当に皆さん、こ

ういうところでご苦労されているのではないかなと
思います。ちょっとしたきっかけ作りという部分で
は、お子さん自身が声を上げて「どこどこに引越し
たの。」と言えば、お子さんから聞いたよという部
分でもつながっていけると思うのですけれど、聞い
ているけど聞いてないふうに話すというところでは
苦労します。つながりもどうやって結んでいったら
良いんだろうというのは皆さんすごくご苦労されな
がらされているところかなと思います。

分科会参加者①　養育力が低いお母さんに、例えば
その背後に精神的な疾患であるとか、精神的な疾患
までもいかなくても、鬱症状があり、なかなか子ど
もの面倒を見れていないというようなケースもある
かと思います。病院とか医師というのは、なかなか
皆さんにとっても敷居が高いのかなとか思ったりも
するのですが、その辺の連携でこういうふうな形で
上手くやっているよとかいうのがあればお聞かせい
ただければと思います。

石田氏　実は、精神の疾患というか、鬱によって養
育力が低下しているお母さんのケース。今リアルで
実は関わり持っています。実は２件程同時進行で持
っているのですが。

１件の方は、逆にお母さんが医療機関などに支援
を求めている。医療機関に限らず支援を求めている
お母さん。逆に求め過ぎなぐらい求めていらっしゃ
るので良いのですが。

もう１件の方がやはり消極的な方でいらっしゃる
んです。病院に無理やり行くというところはやはり
なかなかできないので、とりあえずは家庭訪問の回
数を増やして、お母さんの困っていることをきちっ
とお互い共通認識として持つ。解決できるところは
アドバイスする。これはもうお母さんの体調のとこ
ろになると私らは何もできない。やはり医療機関と
かカウンセリングというところに相談、あれやった
ら一緒に行くよというふうな形で、時間を掛けなが
ら、でも見守っていくよというスタンスで今リアル
に１件関わらさせていただいています。

それが上手くいくかどうかは、医療機関につなが
るかどうかはまだ見えないところではあるのです
が、やはり根気強くやっていく。関わりを持ってい
く。信頼関係を作っていく。できること、できない
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ことは他の機関にお願いするというふうな方法を採
らせてもらっています。

林氏　行政とかではない、私たちみたいな寄り添え
るような立場。私も今ちょうど同じような感じです。
絶対に病院には行きたくないと。私は病気ではない
と。でも、これは病院にかかってもらった方が絶対
に良いなという時に、もしその方に信頼できる方が
いらっしゃれば、そっちの方の方から、ああ、でも
やはりこれは病院に行った方が自分も楽になるし、
子どもさんにとっても良いし、決して薬に頼ること
がだめなことではないんというような、何か午前中
のお話にもありましたが、どうしても信頼できない
とか、信用できないとかという思いが強いと思うの
で、その人にとって信用できる、信頼できる人にお
勧めしてもらうのが一番良いのかなというふうには
思います。

青井氏　私どものセンターにはこの心理士という職
種があって、要は心の内面に即した相談援助を行っ
ているということです。その中で、我々のところに
来ている保護者の方で、やはり精神疾患を持ってい
らっしゃる方もいらっしゃいます。そういったノウ
ハウを受け手として臨床心理士という役割で受けて
います。

そこのノウハウを今、地域の方に落として、それ
は今は保育所ではありますが、そういった仕組み作
りは僕も、先生がおっしゃるような対応は必要だと
思っていますので、なるべくそういう、やや専門的
な関わりは必要であろうというような方に対して
は、いわゆる専門職を送るという仕組みを送ってい

ます。
小児科のお医者さんが一緒に回るというケースを

知っています。それで、実はこの要保護児童の場合、
傷を作ってくる子どもがいて、それが転んだのか、い
や、外科的に外傷として認定できるのかというのは
僕たちには分からないです。小児科の先生が一緒に
回るというのは的を射ているなと思ったところです。

そこの仕組みは、多分、医師会とか、そういった
ところともう少し要保護児童対策地域協議会の組織
がプッシュをして、一緒に回ってくれる人材を、若
いお医者さん、知り合いなんかは結構行くと言って
いますので、多分、そういったエネルギーはお持ち
なのではないかというふうに思います。そういった
専門機関は、やはり敷居が高いです。おっしゃるよ
うに高い。だけど、我々みたいなところは気軽に来
れるメリットを活かして、専門職を連れてアウト
リーチするという方法をより積極的に考えていかな
いといけないのかなというふうに思っています。こ
れから要保護児童対策地域協議会の組織のテーマと
して進言していこうかなというふうに今思っている
ところです。ありがとうございます。

進行役　ありがとうございました。本当に身近な地
域の身近なところの方々のつながりの中で、こうや
って虐待が防止されたり、必要な支援が入っていく
というところの部分で虐待防止につながっているの
かなと思っています。

時間になりました。コーディネーターが突然急用
で来られなかったということで、本当に拙い進行で
したけれども、ありがとうございました。

パネリストの皆さん、ありがとうございました。
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山縣 文治氏　皆さん、こ
んにちは。

この分科会、「要保護
児童対策地域協議会にお
ける関係機関の連携の在
り方」ということで、濱
口さん、松井さん、黒田
さん、端さん、天谷さんの順番でいこうと思います。
早速、濱口さんからよろしくお願いします。

濱口 勇規氏　福井市役所
福祉保健部福祉事務所子
ども福祉課の濱口と申し
ます。私からは要保護児
童対策地域協議会の現状
と課題について、お話を
させていただきます。

まず、県外の方もいらっしゃるかと思いますので
簡単に福井市の紹介をさせていただきます。

福井市は、人口約 27 万人弱おりまして、うち 18

第 ３ 分 科 会
13：30～16：00

山縣　文治氏	（関西大学人間健康学部	教授）
天谷　泰公氏	（	福井県総合福祉相談所	所長）
黒田　裕幸氏	（福井県警本部少年女性安全課	課長）
端　将一郎氏	（よつば法律事務所	弁護士）
濱口　勇規氏	（	福井市福祉保健部福祉事務所子ども福祉課	

主事）

松井　　馨氏	（	福井市教育委員会事務局学校教育課	スクール
ソーシャルワーカー）

コーディネーター

パ ネ リ ス ト

要保護児童対策地域協議会に
おける関係機関の連携の在り方
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歳未満の児童の人口が約４万 3,000 人です。世帯数
としましては大体 10 万世帯を超えるぐらいの状況
です。

私が所属しております福井市子ども福祉課の職員
体制ですが、簡単に載せさせていただきました。上
から４番目のところ、子ども支援係ということで、
専門職が保健師２名、社会福祉士が私を含めまして
２名配属されております。

子ども支援係の主な業務の内容を簡単に載せさせ
ていただきました。私ども４人で児童虐待等の相談
ですとか要保護児童対策地域協議会の事務局運営を
していたり、児童虐待に関する防止普及の啓発等も
行っております。また、主任児童委員や関係機関の
方への研修もさせていただいたり、養育支援訪問事
業というような妊娠期から乳幼児期のお子さんのい
らっしゃるご家庭の支援事業ということもやってお
ります。DV 等の女性相談とであったり、助産制度、
母子生活支援施設といったような成人の女性の方の
相談窓口にもなっておりまして、幅広く、させてい
ただいております。

福井市の要保護児童対策地域協議会とは何かとい
うことですけれども、資料を見ていただきますと、

まず、一番上に福井市子ども福祉課で事務局を置
きまして、下にあります構成メンバー、30 程の色
んな機関、教育委員会などの学校関係ですとか、総
合福祉相談所と書いてありますけれども、児童相談
所、警察、人権関係ということで弁護士など、今登
壇いただいているような方々に入っていただく形で
構成されております。

その中で、要保護児童、児童虐待の問題、虐待ま
でいかなくても養育の問題、関係機関で十分見守っ
ていかないといけない、援助していかなければいけ
ないようなケースをこちらで把握しまして、援助の
とりまとめや、事務局として会議を開くなどしてい
ます。その会議は、代表者会議、実務者会議、個別
ケース検討会議の３つで構成されております。

まず、代表者会議とは、虐待問題への認識の向上、
効率的な援助のシステムの検討というような総合的
な話を年に１回開催しております。

次に、実務者会議につきましては、個別のケース、
家庭の状況の総合的な把握、児童虐待の防止に関す
る課題の整理などの検討を行っております。実務者
とは、各関係機関から現場に近い方です。その下に

実務者運営会議というものがありますが、実務者の
中で行政に近い、児童相談所なども含めた特に児童
虐待等に関わる者を集めまして、その中でより詳し
くケースの進行、援助の方法などを検討しておりま
す。実務者会議は１年に１回、実務者運営会議で２
か月に１回検討をしているところです。

個別ケース検討会議は、その個別のケースで話し
合いが必要な時に学校などに行って、各関係担当者
の方に集まっていただいて会議を開くなど、福井市
で大体年間 80 回、その年度によってばらつきはあ
りますが、今年度もそれぐらいの推移か、それ以上
になるかと思います。

次に、福井市における虐待相談対応件数と進行管
理児童数。この進行管理児童数とは、要保護児童対
策地域協議会の中で援助をしているお子さんの数と
いうことです。平成 24 年度からの推移を示してお
ります。

見ていただきますと、黄色く 82 としているところ
が児童虐待相談の昨年度の私どもで対応している件
数です。推移を見ますと、年々増加傾向にあるとい
うことが言えますし、その他の養護相談ということ
で 340、昨年度ございました。こちらもすごく増え
ております。トータルしますと 427 件、昨年度対応
しておりまして、その推移もグラフにありますよう
に大きく全体が増えています。その中で、進行管理
をしている児童の数につきましても、同様に 24 年度
末から 27 年度末まで 169 から 293 ということで、か
なりこちらで関わるケースが増えている状況です。

具体的に虐待相談の 82 の内訳を示しております。
１．通告経路、２．主な虐待者、３．被虐待児の年
齢及び虐待種別です。見ていただきますと、児童相
談所、市福祉担当課と良いますのは生活保護、障害
福祉の関係の部署が児童相談所と同じぐらいの推移
で、大体 25 から 30％ぐらいを占めております。保
健センターは福井市の中にある保健センターになり
ますが、母子保健分野も含めますと、大体そういっ
た関係機関の中で虐待の気付きがあって連絡がある
というケースがほとんどです。

次に、主な虐待者は実母が８割を占めている状況
です。

被虐待児の年齢及び虐待種別につきましては、福
井市の場合、小学生の虐待対応が一番多くなってお
り、42.7％ございます。虐待の種別でいいますと、
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身体的な虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト
とございますが、その中でネグレクト、育児放棄す
るようなネグレクトのケースが昨年度の実績の中で
は一番多くなっております。こちらには記載はして
いないですけれども、一昨年度までは身体的虐待が
ネグレクトより多かった傾向にありましたが、昨年
度は逆転しておりまして、ネグレクトが約 50％を
占めている状況です。

平成 27 年度養護相談・その他相談ということで、
虐待相談以外の相談 340 件の内訳も占めさせていた
だきました。

通告経路につきましては、先程と同様に児童相談
所と福祉担当課、保健センターが多い状況です。年
齢等につきましても０歳から小学生までが多くなっ
ておりますが、養育不安なども含めました０歳児か
らの相談というのが、少し多いような傾向にあります。

私ども福井市要保護児童対策地域協議会における
関係機関との実例の中で、そこから見える課題を少
しこちらに載せさせていただきました。

まず、実例１の課題点です。顔や両腕などに青あ
ざがあったケースですけれども、保育園では虐待か
もしれない、不自然であると感じ、記録等、写真を
撮ってきっちり記録に残して保管していたケースが
あったんですが、そういったことが発覚してから結
果的にこちらに連絡があるまで１年間を要したケー
スでした。虐待疑いということで、法律上は虐待の
疑いがあった場合には児童相談所又は福祉事務所に
通告するようになっております。そういった通告義
務を認識していないということもありますが、通告
して良いのかどうか分からない、虐待なのかしつけ
なのか、このケースに限らず、狭間でそれを伝えて
良いのかどうか、又は、通告することで自分たちに
不利になるようなことがあるのではないか、親との
関係性が切れてしまうのではないかというような、
実際にそういったお声を聞いていることもありま
す。このケースにつきましても、おやっと思ってい
ながらなかなか通告にまで至らずに、結果的にこち
らに通告があった後にすぐに児童相談所と連携をと
りまして、児童相談所において身体的虐待というこ
とで一時保護に至りました。

次に、実例２です。これも同じようなケースには
なりますが、種別としては身体的なものではありま
せん。常に服装や身なりが明らかに不衛生で、時折

悪臭もする。食事もまともに取っていない時期も見
られて、小学生で成長していく時期に痩せていく姿
が見られた。このケースにつきましても虐待の疑い
からこちらへの通告に至るまで１年半以上を要して
おりました。その間に小学校から中学校に上がって
いるという状況にもなっていたケースです。こちらの
場合は、これもよくあることですが、所属の学校や
保育園が自分たちで何とか改善できるのではないか
と一生懸命頑張っておられる中でのこういった通告
の遅れになったということです。こちらも虐待の疑
いによる通告義務、通告後の流れ等が分かっていれ
ば、恐らくすぐにでも通告をしたのではないかと思
います。ネグレクトというケースになるので一概に判
断しがたいところも当然ありましたが、先生方と話
をさせていただきますと、知識がちゃんとあればス
ムーズに通告ができたのかもしれないとおっしゃっ
ていたケースです。こちらも、通告後に明らかなネ
グレクトケースということで、児童相談所と私ども
福井市で連携をいたしまして行政介入という形で親
御さんへの家庭訪問や面談を行ったケースです。

課題としまして、福井市要保護児童対策地域協議
会における関係機関であっても、虐待の疑いによる
通告義務や虐待の知識というのはまだ十分理解いた
だいていない部分があるかと思います。お話してい
く中でそういった課題が見えたということです。

次に、福井市要保護児童対策地域協議会における
実例とそこから見える課題②の実例３です。虐待通
告時の初期対応です。緊急を要する場合がございま
す。虐待通告があって、すぐにでも安否の確認に行
かなければいけないことも多くあります。電話等で
関係機関に問い合わせをしましたところ、個人情報
などを理由に情報提供を拒まれるケースが実際に福
井市の中でもありました。福祉事務所の職員である
かどうかは電話ではなく、伺ってお話をすれば済む
ようなことでもありますので、伺って対応すること
もあります。福祉事務所の職員とお伝えした上で、
緊急を要していても情報提供がスムーズにいただけ
ないケースもございます。文書でなければ回答をも
らえないことも実際にございますし、文書の重要性
は当然ありますが、急を要する場合は文書以外の方
法でご協力をいただかなければいけないというとこ
ろが見えた部分でした。

実例４としましては、虐待における写真等の情報
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提供についてということです。虐待が起こった場合
に、どういったあざだったのか、どういった部分にで
きていたのか、間違いなくあざができていたのかとい
うようなことも含めまして、詳しく色々とお聞きして、
その後、児童相談所でもそういった資料等が必要に
なってくる場合があります。事務所におきましてもそ
ういったものを必要とする場合に、電子媒体等でス
ムーズに情報提供をということは個人情報の関係か
ら難しい場合が多いです。児童相談所と私らの関係
の中でも電子媒体での交換は個人情報の関係で制限
される部分が当然出てきます。国が示しているモデ
ル事業のそういったシステムの構築のところ、福井
市要保護児童対策地域協議会における情報共有の体
制がまだまだ確立されていないのだなということを
私どもの中で課題として捉えているところです。

今後の取組としまして、課題①の関係機関であっ
ても虐待疑いによる通告義務に対する理解が不十分
であるという点です。私どもの周知や広報が不十分
であることが特に大きな問題であると思っておりま
すので、関係機関への研修や出前講座ということで、
保育園等でケース会議があった場合に、迷うような
ことがあったら虐待の知識を含めて私どもから出向
いてお話はさせていただきますと言っております
が、そういった出前講座のようなものを定期的に開
いていく必要性もあるのではないかと思っておりま
す。そういったことが児童虐待の防止の推進につな
がると思っていますので、努める必要があると思っ
ております。

次に、課題②の福井市要保護児童対策地域協議会
における情報共有体制が確立されていないというこ
とです。虐待の件数が増える中、情報をどのように
管理していくかなどについて電算システムの導入を
行いまして、関係機関から問い合わせがあった時に
すぐ対応ができるような体制を採ることもすごく大
事なことであると認識しておりまして、今年度導入
を進めているところです。児童虐待の通告に関する
フローチャートや情報共有に関するマニュアルを作
成し、要保護児童対策地域協議会関係機関同士の個
人情報保護に関するルールなどを確立する。福井市
独自でそういったお話を進めていっても良いのでは
ないかと思っております。マニュアルにつきまして
は、国で作成されるような話も聞いておりますが、
福井市としまして関係機関の方々と色々と意見交換

をする中で福井市独自のものを作っていくことも重
要になってくるのではないかと認識しており、今後
そういった取組を行えたらと思っております。

私からは以上です。ご清聴ありがとうございました。

山縣氏　事例を通じて２つの課題を示していただき
ましたが、冊子の７枚目のところ見ましたら、423
の相談の中で 300 ぐらいを進行管理している。虐待
が 80 ですから、200 と少しが、その他の相談とい
うことになりますね。

９ページ目にその中身を示していただきました。
ということは、恐らくその下側、養育上の問題の中
に進行管理の件数がいっぱいあるということになり
ますね。

濱口氏　そうです。

山縣氏　それで、養育上の問題というとすごく広く
聞こえますが、進行管理するものがその中で３分の
２、どんなものがこの進行管理の対象になって、ど
んなものが進行管理の対象にならないのか。細かい
基準は良いですから、大体のイメージをお願いでき
ますか。

濱口氏　今、先生おっしゃるように、基準というも
のを福井市でもある程度設けてやっていますが、年
度によって変わってきたりしていますので、その辺
も今検討しているところです。要保護児童対策地域
協議会として上がってくるケース、上がってこない
ケースという中では、明らかな虐待ケースと判断で
きるものにつきましては当然上がっていますが、ネ
グレクトのケースが特に言えますが、養育をしてい
るとは思われるけれども、どうも子どもだけで家に
いるかもしれないとか、そういったつながってくリ
スクがあるようなケース。

山縣氏　疑わしいレベルのものがそこに入っている
という考え方で良いですか。

濱口氏　はい。あと、関係機関が多く関わらないと
色々と援助が困難なケース。親御さんが障害を持っ
ているというところで障害の分野で関わってもらう
というケースについても上げることがよくあります。
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山縣氏　ありがとうございました。
非常にたくさんの事例を抱えておられて、きっと

職員の人も大変だろうなと。全国どこでもそうです。
どこでもっていうのは言い過ぎかな。私が知ってい
る範囲で言うと、要保護児童対策地域協議会が進行
管理しておられる事例というのはものすごくたくさ
んあって、日常業務をこなしながらの進行管理です
から大変だなと。この仕組みをどうしていくのかと
いうのは大きな課題だと思います。

ありがとうございました。
では、松井さん、よろしくお願いします。

松井 馨氏　福井市のスク
ールソーシャルワーカー
の松井と申します。よろ
しくお願いいたします。

福井市は小学校 50 校、
中学校 23 校、合計 73 校
を対象に３名のソーシャ
ルワーカーが担当させていただいております。昨年
度は２人のワーカーで小学校６校、中学校 16 校、
児童生徒数 44 名のご家庭の福祉的支援をさせてい
ただきました。ここ数年では小学校の支援が減少傾
向、中学校の支援が増加傾向にございます。

ソーシャルワークとは、社会的問題の解決をする
ことで、学校ソーシャルワークは困った子ではな
く、困難を抱えて困っている子の背景を知って専門
機関の連携、調整のもとに課題解決への対応を図る
ものです。スクールソーシャルワーカーは黒子に徹
すると言われております。保護者の問題意識と学校
の問題意識の認識のずれ、課題のずれを把握し、意
見の食い違いや誤解が生じている場合には仲介する
よう努める役割を担っております。福井県のスクー
ルソーシャルワーカー配置事業は今年度で９年目に
なり、まだ歴史は浅いのですが、私の場合は同じ学
校で複数の児童生徒に関わらせていただいてきた傾
向にあります。色々な問題が複雑に絡み合っている
ケースがほとんどですが、過去５年間の私の担当
ケースは、不登校、発達障害、非行、経済的問題、
その他家庭問題と、合わせて 75 件。そのうち虐待
ケースは７分の１でした。

虐待環境に子どもが置かれているという仮説を立
てますと、保護者の養育上の問題はどのようなもの

か、子どもが安らげる居場所があるのか、支えてく
れる友達はいるのか、心が落ち着かず勉強どころで
はない環境ではないかといった色々な視点で気に掛
けて見ることができます。様々な関係機関が集まっ
て守秘義務のもとにおいて一度に情報を共有できる
という点で、要保護児童対策地域協議会にてケース
会議が行われることはとても効率的であると考えら
れています。

要保護児童対策地域協議会に入っていない場合で
すと、保護者や本人の許可を得ながら一つ一つの機
関へ足を運ぶことになり、どこの機関にどこまで伝
えているのかといったことがあやふやになってしま
う場合があります。

家族構成をこのように図にしてみます。後程お話
します事例Ａ、Ｂの家庭はどちらもこのような家族
構成になっております。誰が、いつ、誰に、何をす
るのかといったことをケース会議で話し合います。
進級、進学などの時期を選んで具体的な支援につい
て関係機関ができることを提案し、調整していきま
す。学校と保護者、子どもと一緒に考えながらニー
ズの刷り合わせをしていきます。

また、支援の過程においては新たな課題の発見、
目標の見直し、支援方法や役割分担の変更を行いま
す。ほんの少しでも良い関わりであったと分かるこ
とがあれば、支援者に伝え合い、小さな成功を共有
し援助者をねぎらったり、励まし合ったりします。

学校で表立った問題は、不登校、友達とのトラブ
ルが多い、多動で乱暴、万引き・窃盗といった非行
であったりしますが、私たちが家族の歴史などを情
報収集していきますと、その背後には虐待の連鎖が
あることに気付かされます。非行や問題行動の後ろ
側に虐待があり、そのまた後ろ側に経済的問題、保
護者の精神疾患、発達障害などが隠されていると
いったケースが大変多くあります。学校は子どもや
家庭にとって大変身近なところで生活に密着した場
所であることから、虐待への対応に関してその背景
を見る福祉的視点を導入しやすい場所であると思わ
れます。

家庭の中でキーパーソンになる方が良い循環を
作っていくことが困難で、努力をしても目に見える
良い結果が得られないまま時間が経過しますと、不
満や不安だけが増大していくといった悪循環に陥る
傾向があります。誰かを責めずにいられないといっ
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た状況になると、努力が空回りしていく傾向にあり
ます。色々な専門家の視点で客観的に適切な対応を
することによって良い循環を作り出すことが可能に
なります。

事例Ａです。不登校状態の中学生の男の子の家庭
です。母はやらねばならないことを時系列に紙に書
いてお渡ししても行動化できないという特性をお持
ちです。努力が足りないのではなく、恐らく発達障
害のために子どもにとって大切なことを習慣化させ
ることができません。幼い頃から習慣付けがなされ
ないまま放任環境で育ったこの子は、小学校高学年
の頃には無気力感が強く、何も自主的に取りかかれ
ませんでした。睡眠リズムがとれないまま長い年月
を過ごし、脳への影響も心配されます。母は時間の
管理、諸連絡ができず、そういったことが原因となっ
て対人関係で傷付いてしまう経験を何度も重ねてし
まっています。一方で、学校の先生は母と連絡が取
れないこと、継続した実効がないことに頭を抱えて
いらっしゃいます。本児の兄、姉は児童養護施設に
入所経歴があり、この母は児童相談所に何度も子ど
もを返して欲しいと訴えたという過去があります。

このケースについてお勧めし、紹介すべきところ
は母と本児の医療機関における発達の検査ですが、
母には診断されることへの恐怖心と、その後の進路
について決断することへの不安があります。親権者
の同意が得られないままには受診することができ
ず、支援が停滞し、色々な関係機関が多面的に援助
することが難しいままになっています。学校の先生
にアドバイスを受けても、母は実行していく自信が
ありません。さらに、他機関の専門家から助言を受
けても自分にはできないという自分自身への信頼の
欠如があります。

事例Ａのように、支援者が問題を深刻に捉え危機
感を持っていても、保護者と子どもはそうではない
というケースの場合、母子との関わりの中でどのよ
うなことならできそうか試行錯誤していき、スモー
ルステップで一緒に考えましょうというふうに声を
掛け続けています。できないことに焦点を当てすぎ
ず、できることに焦点を当てていけるように、でき
たら認める、一緒に喜ぶ、このようなことを積み重
ねていきます。親が気持ちにゆとりを持ち、養育上
の問題を改善していけるよう親への援助を行い、同
時進行で子どもへの援助を行っていかねばなりませ

ん。孤立して心細い思いをしている保護者に共感し
ていく姿勢で寄り添い、悲観的で否定的な自己イ
メージを少しずつ変化させていけるようにエンパ
ワーしていきます。

事例Ｂに移ります。こちらは、昨年緊急対応が必
要となったケースです。

たくさんの生活課題があり、母にゆとりがなく、
子ども一人一人に向き合えない現状があります。母
に精神的、経済的ゆとりがないので、どうしても長
女に色々なことを期待して、期待どおりにいかない
と、ついかっとなってしまいます。

ある朝、私にこの長女Ａ子が死にたいと電話をし
てきたため、すぐ自宅に迎えに行き、ゆっくり話を
聞きますと、Ａ子は経済面の援助者である男性から
性的暴行を受けており、恐怖の中でずっと耐えてい
たことを打ち明けてくれました。

私は児童相談所へ電話連絡、相談し、指示に従い、
母に警察署への通報を促し、母子は相談所職員の面
談を受けた後、警察へ同行されました。その間、私
は学校、子ども福祉課への連絡を行い、その日の夕
方、私も警察署にて事情を聞かれました。犯人の逮
捕が確定になるまで、Ａ子は警察署の車で産婦人科
を受診するなど目まぐるしい一日を過ごすことにな
りました。

県内で発覚されたこの事件は、虐待を受けてきた
子どもの心理特性を利用した犯罪でした。このよう
な緊急対応は、Ａ子が小学２年生から要保護児童対
策地域協議会のケース会議において多くの関係機関
が情報の共有を続け、問題の明確化を目指しながら
相談を継続してきたその過程の中で行われました。
虐待の恐ろしいところは、密室で隠されてしまう、
秘密にされてしまうという点にあると思います。子
どもを脅し、怖がらせ、不安にさせ、我慢を強いる
ことによって虐待を長期化させます。そのことによ
り、子どもが大人になった後もずっと心に傷が残っ
たままになるということにつながります。多くの専
門家の目で本当のニーズを探っていくこと、また試
行錯誤しながら真実を探っていこうとする姿勢が問
われるのではないかと考えさせられます。

先程の事例Ａの母は、上の子が母の意に反して施
設入所されていた経緯があるため、子育てが上手く
できない自分であってもこの子を自分の側に置きた
い気持ちを優先させています。支援者として、その
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価値観の多様性を認めながら母ができたことを大き
く評価するように心掛けております。強制的で意に
そぐわない援助は必要とせず、寄り添ってくれる援
助者をこの家庭は必要としています。

事例Ｂの母は、自分一人の力では子どもに十分し
てあげられないことを羞恥しており、子どもの成長
のために必要なことを理解し、生活の場を良くしよ
うと努力されています。専門的な援助について紹介
されればすぐ受け入れていこうという姿勢が見られ
ます。関係機関と学校の支援方針と保護者と子ども
のニーズが合っていることから、支援が計画どおり
進みやすくなっています。

ソーシャルワーカーは、こういった関係機関が集
合して行うケース会議の前には事前に打ち合わせを
し、目的や見通しを明確にすることを意識します。
会議の中では把握されていない子どもの背景が伝わ
るように心掛け、参加者の視点を考え、流れを作る
ことによって多面的に子どもを捉え捉えていけるよ
う意識しています。

また、ソーシャルワーカーはアルコール依存症、
人格障害、鬱病等、精神疾患である保護者の方との
出会いを多く経験します。精神科ドクターや臨床心
理士の先生から教わることにより、支援する学校の
先生方の気持ちの安定が図られることに結び付いた
ケースもありました。

事例Ｂの長女Ａ子は、保護者による虐待、学校で
のいじめ、性犯罪に遭っていたという幾つもの心的
外傷を受けてきたことから少年サポートセンターで
臨床心理士の先生よりトラウマ治療を受け、少しず
つ元気を取り戻していきました。

子の場合は児童相談所と警察署とサポートセン
ターの３者が本児のために手厚くケアしてくださ
り、スクールソーシャルワーカーはその３者と学校
をつなぐ役割をさせていただきました。事例ＢのＡ
子がもっと早く助けてほしいと言えたら良かったの
にと思います。そのケースに関わる関係機関の方々
がみんなで見張るのではなく、肯定的な言葉をか
け、その親や子どもの存在の素晴らしさを伝えてい
くことが、実は虐待環境にあると打ち明けてくれる
前段階にあるのではないかと思います。自分自身へ
の否定的な思いが強い方々にとって、見張られれば
見張られる程隠すようになる傾向があります。多く
の関係者がみんなで家庭訪問し、否定のメッセージ

を送っていたとしたら、ますます事実を隠すように
なり、信頼することから遠ざかり、孤立状況に追い
やってしまうと考えられます。一見、頑張っている
ことがないように見えても、その子の良い面を探し
て、褒めて認めてあげることが大切だと感じます。
養育が上手くできない親に対しても、以前はこのお
母さんも被害者だったのだということを忘れずに、

「頑張っていますね。」と認めてあげることが信頼関
係を良くし、良い援助の展開を作っていくことにつ
ながっていくことと思っております。

この図は最終ゴールを子どもの QOL 向上と定め
て、そこに到達するために図の下の方から積み上げ
ていき、図の右側の方の質の向上を行うことによっ
て子どもの家庭環境と教育環境が良くなっていくこ
とを示しています。昨年度、私は中学２年生、３年
生を多く受け持たせていただきましたが、中学生に
なると子どもの精神状態も重くなり、また、児童養
護施設に入所することも難しくなっており、保護者
の行動変容も難しい状況になっております。学校が
スクールソーシャルワーカーを依頼するのはかなり
深刻になってからといった認識をお持ちの方もい
らっしゃるようですが、事態が重篤化して解決まで
の道のりが長期であると予測されるようなケースが
多いというのも福井市の特徴です。アセスメント段
階だけでもソーシャルワーカーが関わることによっ
て支援の方向性が見えてくる場合があります。

この右の図のように、チームで子どもを見て、複
雑化、困難化している課題に対して多様な専門性を
学校に導入することにより、効果的、効率的に課題
解決を図ることが必要とされております。現在は学
校が抱え込みがちな状況で家庭への働きかけを行
い、ソーシャルワーカーは補助的立場になっていま
すが、ソーシャルワーカーがもっと身近な存在に
なって、相談に乗りやすい位置付けになることを目
指しております。

事例Ａのように、保護者に家庭環境を変える力が
不足している場合であっても、学校が子どもにとっ
て居心地良く、自分の気持ちを素直に出せる場所で
あってほしいと願います。親が変われなくても子ど
もの心を育て、自立していく力を付けていくことが
問題解決の早道になるケースもあります。

また、幼少期に虐待を受けており、現在は家庭環
境が改善している場合でも心にたくさんの問題を抱
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えたまま小中学校時代を過ごしている子どもがいま
す。その後、17 歳頃に出産し、親になった後も解消
されない心の傷がまた虐待を繰り返すといった連鎖
を招いてしまうケースもあります。悪循環を防ぐため
の教育を中学３年生までに行っていくことを視野に入
れて援助計画を立てることが大切であると感じます。

ソーシャルワーカーが上手く機能しない場合もあ
りますが、多くの関係機関の専門家の方々からアド
バイスをいただきながら問題の改善に向けて努力さ
せていただいております。

御清聴ありがとうございました。

山縣氏　ありがとうございました。１つ、２つ、教
えてください。

まず、スクールソーシャルワーカーさん、虐待ケー
スが７分の１ぐらいでしたというお話でしたけれど
も、それも含めて相談は学校から来るのか、保護者
や子ども自身から来るのか。虐待で言うと要保護児
童対策地域協議会から、「こういうお子さんがお宅
の学校にいらっしゃると思うのですが。」、そんな形
でいくのか。入口はどこになるのですか。

松井氏　福井市の場合は、学校から教育委員会に行
きまして、教育委員会から私のところに来ます。で
すが、他の市では、要保護児童対策地域協議会から
上がってくる場合もあります。例えば、弟、妹が保
育園、幼稚園にいる場合ですとか、次に小学生にな
るというお子さんの場合は要保護児童対策地域協議
会から来るという市もあります。

山縣氏　虐待の場合は教育委員会にも行くし、要保
護児童対策地域協議会にも、二重に行くと考えて良
いのですか。それとも、一端振り分けをして要保護
児童対策地域協議会に後で行くという感じですか。

松井氏　ケースによっては色々です。

山縣氏　分かりました。
濱口さんのところで要保護児童対策地域協議会の

具体的に細かく検討をするのが実務者運営会議と個
別ケース検討会議。そこは結構細かい事例を扱えそ
うでしたけれども、そこも多職種多機関で色んな検
討をされる。今、松井さんのところも学校現場でＡ

ちゃん、Ｂちゃんについて同じような形でやってお
られましたよね。その違いというのは何ですか。そ
こで検討されたものは、虐待であれば多くは要保護
児童対策地域協議会に行っているというふうに、私
は勝手に思い込んでいます。そうすると、要保護児
童対策地域協議会でも同じような構図になっている
ような気がします。

濱口さんでも良いですが、その辺の違いというの
は何かありますか。市がやる場合はこういうところ
にポイントがあるのだ、学校現場であればこういう
ところがポイントになると。学校現場の場合も行か
れる可能性がある訳ですよね。

濱口氏　そうですね。学校現場の場合ですと、最近
多いのは不登校の問題というところは結構多いのか
なと認識しているところです。要保護児童対策地域
協議会の側からですと、養育上の家庭の問題という
ところで色々と話が上がって、そこに今の松井先生
に来ていただいたりというケースは多いのですけれ
ども、恐らく、学校側からというのがそういった不
登校の問題ですとか、教育分野におけるようなお話
から家庭環境のところに話が行ってということで、
発信が違ったりしても、結果、一緒のところで行っ
ていることは多いと思います。

山縣氏　ありがとうございます。
きっと、直接お子さんを抱えておられるところは

それぞれ役割があると思われるけれども、呼ばれた
関係機関の人は、場合によっては２回同じ事例で行
くことになってしまう。自分の役割とは何だろう、こ
この意味は一体何だろう。この辺をきっちり伝えて
いかないと、何か呼ばれてばっかりという感じにな
るのかなと思って今聞いていました。ありがとうござ
いました。非常におもしろい事例だったと思います。

では、続きまして黒田さん、よろしくお願いします。

黒田 裕幸氏　警察本部、
少年女性安全課の黒田で
ございます。どうぞ、ひ
とつよろしくお願いいた
します。

今日、この分科会が始
まる前に厚生労働省の担
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当者から、今回、初めて警察を招請したというお話
をいただきました。私も前例がない中でみなさんに
参考になる話ができるかどうか、本当、心配ですけ
れども、せっかくの機会でございますので県警の取
り扱った児童虐待事案の現状と、特に警察と密接な
関連がございます児童相談所、それから学校との連
携状況についてご紹介申し上げたいなと思っており
ます。

今回初めての招請ということで、実は、どんな話
をしようかと昨日の夜遅くまで悶々としておりまし
た。皆さんのお手元にレジュメが行っていると思い
ますけれども、パワーポイントと内容が異なってい
るところがございますが、その点、あらかじめご容
赦いただきたいなと考えております。

本題に入ります前に、福井県における児童虐待の
現状について、若干お話したいなと考えております。

今、ここに出ておりますこのグラフは平成 23 年以
降の上半期の通告児童数の推移を示したものでござ
います。ご覧のとおり、本年上半期は通告児童数 57
人。前年の平成 27 年の上半期は９人でございます
ので約８倍に増えているというような状況でござい
ます。この増えた原因等につきまして、今現在、細
かく分析中ではございますけれども、警察庁の判断
では、DV 事案の増加が、背景にあるのではないか
というような分析がされているところでございます。

向かって左が全国の通告児童数の態様別の割合、
右が福井県ということでございます。全国も福井県
も、概ね同じような割合になっているのかなと。心
理的虐待が若干全国の方が多くなっておりまして、
それに対して福井県では身体的虐待が 10％程多く
なっているというような状況でございます。

続きまして、この画面は児童通告に至った事例の
端緒別の割合を示したものでございます。ご覧のと
おり、110 番通報と警察への相談を合わせて約８割
を占めております。その多くはやはり DV に関する
もので、DV の 110 番通報で警察官が現場に行き、
夫婦喧嘩のその目前に幼い子どもさんがいたと。こ
ういった形で心理的虐待を認知したというような形
で児童通告されているという数でございます。

それから、児童相談所や市町村の他機関からの情
報提供につきましても、水色の部分で示してござい
ますけれども、11％になっています。数に直します
と６件。市町等の他機関からの通報によって警察が

捜査に入って児童虐待を認知して改めて児童相談所
へ通告したというような数でございます。

続きまして、このグラフは警察職員が児童虐待事
案の通報等を受理し、現場で緊急に児童を保護する
必要があると判断した場合に、警察官職務執行法と
いう法律がございますけれども、この警察官職務執
行法に基づいて児童を保護して現場で児童相談職員
に身柄を引き渡して通告を行う。または、警察官が
児童相談所へ同行して通告を行った件数を示したも
のでございます。数は至って少ないですが、特筆す
べきは昨年の上半期と比べて今年上半期はその３倍
を超えているというような状況になっている。絶対
数は少ないですけれども、警察的には緊急的に保護
しなければならない事案が昨今多くなっている現状
にあるのではなかろうかと、かように考えている次
第です。

続きまして、次のグラフは、児童虐待事案の検挙
件数を示したものです。これも絶対数は少なくなっ
ております。今年上半期で３件、去年上半期でも４
件ということで、通告児童数に比較して事件化され
た件数は少ない。ただ、この事件化された今年の３
件につきましては、その内訳は身体的虐待が１件、
それから性的虐待が２件あるということで、やはり
極めて悪質なものにつきましては、警察も徹底して
検挙していかなければならないと、こういうような
状況でございます。

前置きはこれぐらいにしまして、こういった児童
虐待の実態が今の福井県の状況であるということを
ご理解いただいた上で、これから本題に入っていき
たいと考えております。

まず、児童相談所との連携について、お話申し上
げたいと思います。児童相談所と警察では児童虐待
事案のスムーズな連携を図るために、平成 19 年に
警察と児童相談所との間での相互理解を深め、早期
の情報交換やその対応に対する連絡に関する申し合
わせを行ったところでございます。また、平成 25
年には児童相談所担当課長と当時の少年課次席、少
年女性安全課というのは本年度、平成 28 年度に新
設された課でございまして、平成 25 年当時は児童
虐待の担当所属は少年課というところが担当してお
りました。平成 25 年当時は少年課の次席との間で
24 時間対応のホットラインを確立して、緊急案件
の対応に不備がないように体制を確立しているとこ
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ろでございます。今もこの体制が継続されていると
いうような状況でございます。

その他、嶺北地区を管轄する総合福祉相談所、そ
れから、嶺南地区を管轄する敦賀児童相談所、この
両者との連絡会議は毎年開催しまして、児童虐待に
係るような対応にして意思統一を図っている状況で
ございます。

なお、現在平成 19 年に申し合わせました児童相
談所との早期の情報交換のあり方。これにつきまし
ては、更に効率的なものとなるように、現在見直し
協議を行っているところでございます。

画面にお示ししたのが今現在協議を進めておりま
す情報共有に関する協議概要でございます。従来ま
での情報共有方式というのは、一定の要件に該当す
ると思料された場合に警察署長の判断で情報提供す
ることとされておりますけれども、その判断に警察
署間での差異が否めないというような状況にござい
ます。これをできるだけ統一するということで、図
にございますように、110 番通報を受理して警察官
が現場臨場、それから状況確認、こういった形を行
う。この結果、児童虐待を受けたと思われる場合、
この場合につきましては、当然児童相談所に通告が
なされます。ただ、色々と現場確認した結果、子ど
もさんに身体的虐待の跡がないとか、こういったこ
とでその場において虐待の事実が確認できなかった
場合。こういった場合におきましても、児童相談所
への照会を徹底していこうと。いわゆる、児童相談
所は該当児童について、過去の取り扱った事例、場
合によってはそういう参考情報があるかないか、こ
ういった照会をいたしまして、児童相談所からの回
答、これを見て総合的に通告の要否を判断していこ
うというように仕組みを今見直し、検討中でござい
ます。仮に通告の必要がなかったと判断されまして
も、照会そのものは共有情報として児童相談所等に
提供されることになりまして、情報共有の徹底が図
られる。こういった形でできるだけ担当者の裁量に
委ねていた部分を全件の照会としていこう。それが
ひいては当事者間の情報共有につながっていくと。
こういった形で協定の見直しを今協議しているとこ
ろでございます。

その他、児童相談所とは児童虐待にかかる立入調
査。それから、臨検時の相互の連携、こういったも
のを図っていこうということで、昨年から想定に基

づく実践的な合同訓練などにも取り組んでいるとこ
ろでございます。

パワーポイントの写真は本年の児童虐待防止推進
月間の初日でございます 11 月１日に実施した訓練
風景でございます。こうした訓練を重ねることによ
りまして、相互の理解が深まり、共通認識のもとで
迅速かつ的確な対処ができると考えられておりま
す。今後とも継続してこうした取組については実施
していきたいなと考えているところでございます。

一方、今度は学校との情報共有につきましてご紹
介申し上げたいと思います。県警察におきましては、
平成 25 年５月から県教育長と警察本部長による協定
を結びました。これによりまして、児童生徒の健全
育成のために福井県学校・警察連携制度といった題
名で情報共有制度を構築したところでございます。

なお、この制度につきましては、警察と学校が相
互に連携して児童生徒の問題行動、これに対応して
いこうということを想定して協定を結んだものでご
ざいますけれども、昨今の児童虐待の現状等を踏ま
えれば、学校生活において児童の身体的な異常など
を把握できる機会が多い学校等との情報共有につい
ては大きな期待を警察としては寄せているところで
ございます。

しかしながら、この制度の締結以後、警察から提
供された情報は 21 回ございますけれども、学校当
局からは３回ということで、必ずしも実効性が上
がっていないのではないかというような状況でござ
います。今後、こうした協定が真に機能するように
警察としましても学校当局に働き掛けを強めていき
たいと考えております。

併せて、これは公立学校との協定でございますけ
れども、現在県警察におきましては、私学において
もこの制度を構築しようということで、私学の事務
当局に働きかけをしているところでございます。お
概ね良い内諾を得ているような状況で、来年度ぐら
いからは私学においてもこの制度に取り組んでいき
たいと、かように考えております。

最後に、まとめということで、現状における課題
と今後の取組について若干申し上げたいと思います。

ここに大きく２つ書いてございます。現場におけ
る感情的対立、それから共有情報の効果的活用とい
うことで、２つを挙げてございます。

１番目の現場における感情的対立。これはあから
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さまに包み隠さず申し上げたいなと。せっかくのこ
うした場でございますので、きれいごとを申し上げ
てもどうかと思います。私も少年女性安全課長とい
うことで３月以降、着任しましたけれども、現場に
おいて、やはり少し感情的な対立があるような話が
漏れ聞こえております。先程からパネリストの方か
らお話がございましたけれども、関係する機関が相
互の理解のもと被虐待児童をいかに保護、救出する
かということで、最悪の事態に至ってしまったので
は元も子もございません。やはり早い段階で、前兆、
予兆の情報の段階から関係機関が継続して取り組ん
でいく必要があるのかなと。そのためには、やはり
相互理解を深めていく必要があろうかと思います。

少年女性安全課というのは、児童虐待だけでなく
て、内部的には人身安全関連事案という、みなさん
にはなじみのない言葉かと思いますけれども、恋愛
感情のもつれに起因する男女間のトラブルとか、ス
トーカー、DV 事案、児童虐待、高齢者虐待、障害
者虐待、こういったものを取り扱っております。児
童虐待だけに限らず、例えば、DV とかストーカー
であっても関係機関のご協力がなければなかなか万
全な対応をとっていけないと。例えば、ストーカー
の被害者、DV の被害者においても、避難場所の確
保等について関係機関にお願いをしているようなと
ころもございます。

本当に、私は３月以降、この立場になりまして、
関係機関との協力は必要不可欠であると、このよう
に強く認識しているところでございます。今後とも、
この相互理解のために微力ながら全力を尽くしてま
いりたいと考えている次第でございます。

それから、問題点、課題の共有情報の効果的活用
につきましては、先程ご紹介申し上げましたように、
児童相談所、それから学校と色んな制度を運用して
いるところでございますけれども、それぞれの機関
から頂いたせっかくの情報、これにつきましては、
ある程度警察ではシステム化してデータベース化し
ているところでございますけれども、担当者レベル
で止まっている懸念もなきにしもあらずと考えてい
るところでございます。そういったせっかくの共有
情報の埋没を防止するために、部内職員に対しての
意識付けの徹底を図っていく必要があろうかと。

それと、今、システムが一応立ち上がっておりま
すけれども、警察内部のシステムはまだまだ脆弱で

ございまして、今後きちっとしたシステム作りをし
ていく必要があろうかと考えている次第でございま
す。警察は、要保護児童対策地域協議会にも参画し
てはおりますけれども、どちらかと言うと児童虐待
のケース、不良行為少年への対応、こういったもの
で基本的に参画しておりまして、なかなか警察的に
皆さんに参考になるようなお話はしづらい部分がご
ざいましたけれども、少しでも今後の取組の参考に
なれば幸いでございます。

以上でございます。

山縣氏　ありがとうございました。
黒田さんが最初に提供いただいたデータの中に面

前 DV という言葉が入っていました。児童相談所の
統計で言うと、かつては身体的虐待が一番多かった
ですけれども、今は心理的虐待です。それは、国の
定義が変わって、子どもの前でお父さんとお母さん
がけんかしている。子どもには直接的被害がなくて
も親がけんかしている状態は子どもの心を傷つける
ということで、心理的虐待とカウントしましょうと。
それから、自分は被害を受けてはいないけれども、
お姉さんが性的な虐待を受けている。それを見てい
るきょうだいは辛いと。そういうところにまで広げた
ものですから、今は心理的虐待が非常に統計上は多
くなっています。特に、警察からの通告というのが
児童相談所で非常に多くなっているのは、その DV
絡み。全てではないですけれども、DV の関係で警
察等からの通告が非常に増えているということです。

２つ、３つ、教えてもらえませんか。情報共有、
通告のシステム図、これはもう運用されているもの
ですか。今、検討中のものですか。

黒田氏　今、協議中のものでございまして。照会の
徹底につきましては、児童相談所の事前のご了解を
いただきましたので、今、実際に試行的に運用して
いるところでございます。

山縣氏　これで２つ質問したいのですが、まず、通
告を児童相談所と市町村、例えば福井市ですね。両
方に同時にされるのか、とりあえず児童相談所に行
って、児童相談所がさらに市町に下ろすというと変
ですけれども、通告していく形でしょうか。警察と
しては、そこの使い分けというのはあるのですか。
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これは市町村にしようとか、これは児童相談所にし
ようとか、両方同時にいこうとかいうのは。

黒田氏　それはないですね。通告は全て児童相談
所に。

山縣氏　児童相談所に通告している。

黒田氏　はい。照会は児童相談所又は市町村です。

山縣氏　この対応がどうなるかというのがきっと課
題だと思います。照会はしたけれども回答が返って
こないと。先程学校の例を出されましたけれども、
警察は結構伝えているけれども、学校からはあまり
来ていませんよと。濱口さんも言われていましたけ
れども、自分がもらうのはたくさん欲しいけれども、
出すのはあんまり出したくないと。何となくそうい
う傾向があって、そこをしっかりやっていただく。
この絵自体は非常におもしろいなと思って見させて
いただきました。

ありがとうございました。
続きまして、端さん、よろしくお願いします。

端 将一郎氏　みなさん、
改めましてこんにちは。

福井弁護士会の弁護士
の端と申します。弁護士
会の活動としましては、
普段の個々の弁護士業務
の他に委員会の活動とい
うものがありまして、人権関係の各種委員会が中心
ではありますけれども、そういった委員会活動の中
の一つに子どもの権利委員会ということで、子ども
たちの権利に関することを取り扱っている委員会が
ございます。主に、弁護士会の中ではその委員会が
中心となって子どもの権利に関することを検討して
おります。

少しだけご紹介させていただきますと、例えば、
事件を起こした、あるいは非行事実があると疑われ
ている少年に対する付き添いの活動であるとか。あ
るいは、今日の話の中心になるかと思いますけれど
も、児童相談所との連携による虐待児童等に対する
関わりであるとか。あるいは、いじめ問題等を含め

てのお子さまの悩みに答える。必ずしも法律的な問
題だけではありませんけれども、福井大学の先生な
どと協力しながら子どもの悩みに関する法律相談、
110 番活動、そういったものを取り扱う委員会とな
ります。

今回、特にパワーポイントを使ってということで
はありませんけれども、今、正面の画面に映してお
りますのは本年の法改正、2016 年５月に児童福祉
法等の一部が改正されております。その概要につい
て、これは厚生労働省のホームページにアップされ
ている概要を一枚紙にしたものですけれども、それ
をスライドにして映させていただいております。

改正の概要ですけれども、大きく分けると４つと
いうことになるかと思います。

１つが児童福祉法の理念を明確化したというこ
と。そして、児童虐待の発生予防という点が２つ目
ということになるかと思います。３つ目が児童虐待
発生時の迅速な、そして的確な対応ということで、
ここに、専門職である我々弁護士などの関わりの強
化というところが挙げられてこようかと思います。
４つ目として、被虐待児童への自立支援ということ
が挙げられております。

１つ目の児童福祉法の理念の明確化ということで
すけれども、これについては、家庭と同様の環境で
の養育を推進していくということであるとか、国や
地方公共団体の役割、そして責務といったものを今
まで以上に明確化しているということ。そして、今
日も、ここでこういうお話をさせていただくとなる
と、昔はあまり虐待なんかなかったですよねとお話
をする相手の方がおっしゃったりするのですが、し
つけという名目で、たたくとか、そういったことが
ありました。昔はそれを虐待と捉えなかったという
だけで、虐待が急に始まったものではなくて、もと
もと虐待というふうに認識していなかったものが、
しっかりと、それはしてはいけないことだというこ
とで今に至っているということかなということを、
昔はしつけという名目でたたいていたりしていた、
あれがだめなのですよとそういった場ではお話をし
ているのですが。そのしつけを名目にした児童虐待
なんかも防止するというところが法改正１つ目の理
念の明確化というところで挙げられている点になろ
うかと思います。

２つ目が発生予防ということで、支援の面。市町
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村は母親が妊娠している時期から子育てに至るまで
の切れ目のない支援を提供していくということで、
子育て世代の包括支援センターを設置するように努
めるものとすると。支援を実際に要すると思われる
妊婦さんであるとか、そういった保護者の方を把握
した医療機関や児童福祉施設、学校などが市町村に
情報提供をするということであるとか、国や地方公
共団体は、母子保健施策が児童虐待の発生予防・早
期発見に資することに留意する、そういったことを
法改正に当たって明記しているという点で虐待予防
の観点からの法改正がなされています。

次に、３点目ですけれども、児童虐待発生時の迅
速・的確な対応ということで、市町村に支援拠点の
整備をするということ。そして、市町村の要保護児
童対策地域協議会の機能を強化するということで、
その専門職配置等も含めて今までの協議会の体制を
より強化するということになっているということ。
そして、児童相談所設置自治体の拡大ということで、
これまでの範囲以上に児童相談所を設置する自治体
の中に市が増えていくということで、改正法の施行
後５年を目途として中核市や特別区が児童相談所を
設置できるように法改正がなされている点。そして、
児童相談所の体制強化ということで、児童心理士、
医師、保健師、スーパーバイザーなどを配置すると
いうこと。あと、児童相談所の権限強化ということ
で、児童相談所から市町村への事案送致を新設した
こと。改正前は市町村から児童相談所への事案送致
のみ規定していたところを、児童相談所から市町村
への事案送致も新設しているということなどの法改
正。そして、改正法の施行後２年以内に児童相談所
の業務の在り方、要保護児童の通告の在り方、児童
福祉に関する業務に従事する者の資質向上を図るた
めの方策について検討を加え、その結果について、
必要な措置を講ずるという形での改正がなされてお
ります。

そして、４つ目の点で、被虐待児童への自立支援
ということで、１つは親子関係の再構築。虐待等に
よって崩れてしまっている親子関係ですけれども、
それがそのまま将来にわたって崩れた関係であれば
良いかというと、それはそうではなく、それが再構
築できるのであれば再構築していった方が当然良い
訳ですから、そういった再構築の支援をする。場合
によっては、元の保護者よりも里親等、養子縁組も

含めて子どもが安定した生活環境を確保するという
意味で里親委託についても推進をしていくというこ
と。そして、これまで 18 歳という年齢的な壁とい
うか、それを越えてしまうと支援がしづらいという
ところについて、20 歳に達するまで支援が継続し
て行われるように、あるいは 22 歳の年度末まで、
大学就学中の子を対象に支援を継続できるような法
改正になっております。

その中で、次に、児童相談所と弁護士の関わりと
いう意味でいきますと、法律に関する専門的な知識
経験を必要とする業務を適切かつ円滑に行うために
弁護士を配置する、またはこれに準ずる措置を行う
ということで、各都道府県、市の設置児童相談所に
弁護士を常駐して配置させる、あるいはこれに準ず
る措置を行うという法改正がなされております。

児童相談所が行う業務の中で、例えば、一時保護
の時の対応というところで法的問題が出てこない
かどうか。そういった観点。あるいは、児童福祉
法 28 条の申立てということで、保護者の同意が得
られないときの裁判所への申立てをするに当たって
法律的な観点からのチェックであるとか。又は、親
権を喪失させる、あるいは停止させるとき、同じよ
うに、これも裁判所への申立をするに当たっての法
律的な観点でのチェックであるとか。あるいは、親
権者がいないというような事態になってしまったと
きの未成年後見の申立てに関する事項とか。児童相
談所が関わって子どもの福祉のために申立てをする
手続など、法的な観点からの助言等が必要になって
くるということは多く見られるかと思います。そう
いった業務を適切に円滑に行うための弁護士配置と
いうことが法改正によって決められたということに
なろうかと思います。

一方で、問題点と良いますか、課題もあります。
１つが、常駐という点です。常駐させることができ
るかというと、なかなかここは難しい部分もあっ
て、ハードルが高いところがあるのかなと思ってい
ます。１つが、他の弁護士業務との兼ね合いという
ことです。例えば、福井ですと、現在会員数が 102
名という状況ですけれども、それぞれ他の業務を持
ちながら、先程申し上げたように子どもの権利委員
会というところを中心に子どもの虐待事案に対する
関わりを持っている訳ですけれども、他の業務をせ
ずにそれだけでやっていくことができるかという
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と、なかなか難しい。時間的な面でそこに全て注力
できないという事情が福井ではあるかと思っていま
す。そうすると、いわば公務員的な形で入れるかと
いうところが常駐に対する課題ではないかと思いま
すが、昨今、法曹資格者が司法試験合格者数の増加
で、例えば企業内弁護士なども増加していますので、
同じような観点から児童相談所に弁護士配置を常駐
化させることもできるのではないかと思えなくもな
い訳です。

一方で、必ずしも弁護士が児童福祉に詳しい訳で
もありません。また、情熱を持っているとも限らな
い。言ってみれば、就職先が見つからないので募集
している児童相談所に就職しましょうという形で
入ってしまうと、本当にそれが子どもの福祉につな
がっていくのかどうか。就職先の一つみたいな形に
なってしまうと、改正法のこの理念が果たされない
のではないか。そういったところが課題として残る
のではないかと思われます。

では福井で、先程申したような会員数の中でどう
取り組んでいるかということについて、少しだけ最
後に触れさせていただきます。福井県の総合福祉相
談所の児童部門、あるいは敦賀の児童相談所との間
で弁護士がケース会議に月に１回同席して関わらせ
ていただいたり、個別事案について相談を密にでき
る関係を構築し、法的な対応が必要な事案について、
個々に対応するということを現時点ではしておりま
す。ただ、法改正がありましたので、例えば、関わ
る時間数であるとか、そういったものは今後も調整
していかなければいけないのかなというふうに考え
ているところです。

今のところの対応としては、これまでの協力関係
といったものをより進化させて、少しでも法的関係
からの関わりを強化していければと考えております。

私からは以上になります。

山縣氏　常駐に向けての課題というところで、非常
に本音で語っていただきまして、ありがとうござい
ます。誰でも良い訳ではないというのがよく分かり
ました。

今日のテーマ、要保護児童対策地域協議会という
ことですけれども、児童相談所のケース会議に個別
事例で毎月相談にのっていますという話でしたけれ
ども、弁護士が要保護児童対策地域協議会に関わっ

ておられるものはあるのでしょうか。

端氏　定例の会議への参加というのはしているの
で、そういった中での法的観点からと尋ねられれば
その場でお答えすることはあると思いますが、なか
なか個別ケースでのというのは、今程お話させてい
ただいたような児童相談所との関わりでの方が大き
いかなと。福井の実情としてはそういった状況にな
っております。

山縣氏　濱口さん、どうですか。福井市において要
保護児童対策地域協議会で弁護士さんに来てもらっ
たとか相談したりとか。

濱口氏　そうですね。今、端先生がおっしゃったよ
うに、児童相談所との流れの中でケース会議という
場ではなくて、児童相談所を含めた３者で話すこと
は個別の中ではあることはありますけれども、確か
にそんなに数は多くはありません。直接は、やはり
児童相談所とのやり取りの方が多いかなと思います。

山縣氏　それは、分離とかそういう部分が市町村の
権限の中にないからどうしても法的な、強行的な介
入というのはどうしても児童相談所になるというこ
とで良いのでしょうか。そういうイメージで良いの
でしょうかね。

濱口氏　そうですね。そういったところが多いかと
思います。

山縣氏　ありがとうございました。
では、最後になります。天谷さん、よろしくお願

いします。

天谷 泰公氏　私はパワー
ポイントを使いません。
ビジュアルは省かせてい
ただきます。

お手元の 54 ページに
私の今日お話する内容が
書いてございます。前半
は、今児童相談所が置かれている状況について述べ
させていただき、後半は関係機関との関係で私が感
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じているような問題ということでお話をさせていた
だきます。

さて、まず児童相談所。これは児童福祉法が制定
されました昭和 23 年以降に設置されておりまして、
その都度、その時代の要請に応じて役割が変わって
きた。福井の児童相談所は、実は、元々ほとんどが
クリニックとしての機能に重きを置いておりました
ので、いわゆる治療を中心に子どもたちと関わって
きていた。それが平成 12 年までです。平成 12 年に
児童虐待防止法が施行されまして、施行されまして
からもう 16 年経って、17 年目に突入しますが、こ
の間、目まぐるしく法律が改正されて、どんどん児
童相談所長の権限が重くなって、多分、行政機関の
長としては他には類を見ないようなとんでもない権
限を持っているというような状況に実はなっており
ます。

その中で、これは福井の状況もそうなのですが、全
国の状況も踏まえて少しお話をさせていただきます。

①のところ、今お話しましたように、従来、私ど
もはいわゆる治療中心の関わりを行っていた訳で
す。昔ですと、発達障害をお持ちの子どもさん、あ
るいは不登校の子どもさん、非行の子どもさんに対
する治療、あるいは支援が中心だった訳です。

ところが、平成 12 年の児童虐待防止法施行後か
ら何が起きたかと言いますと、金曜日の夕方になる
と、まず関係機関、特に学校とか役場から電話が掛
かってくる。これは虐待通告です。すると、職員は
どうなるかというと、家に帰るはずが現場確認とい
うことで、毎週のように時間外の仕事がどんどんど
んどん増えてきたというのが最初の頃です。

その後、平成 18 年に児童虐待防止マニュアルで
細かく規定されまして、そこでもう一段変わってき
ております。その頃になりますと、もう明らかに支
援の中心が虐待対応に完全に移っております。実
は、この頃全国的に言われておりましたのは、それ
まで児童相談所が持っていた治療機能がほとんどな
くなって、いわゆる、色んな悩みをお持ちの子ども
さんやご家族の方にじっくりと関わることができな
いというような状況が発生しております。その中で、
唯一公立の施設であります児童自立支援施設におい
てだけ職員が子どもたちとじっくり関われるという
ことで、臨床の場が児童相談所から児童自立支援施
設に移ってしまい、臨床家として経験を積んでレベ

ルアップしていこうとすると、そういうところしか
なくなってしまったということがございます。

そんな状況で児童相談所に私、臨床やりたいです
と入ってきたときに、②のような問題が出てくる訳
です。実際はソーシャルワークがやりたい、面接も
きちんとしたいと言いながら、求められるのは虐待
の通報に対してその事実があるのかないのか。福井
県は 24 時間以内に子どもの安全確認をと。国では
48 時間とされておりますが、福井の場合は 24 時間
で確認をとっております。通告から 24 時間、１日
以内に確認をするということは、通告があれば、次
の日の通告時間までですので、どうしても夜が増え
てくるという状況になってきております。

③に入ってきますが、しかも、いわゆる緊急通報
になりますと、通告してきた側とその通告を受け
取った私どもの間の認識がずれることがあります。
かなり深刻な状況の通告を受けて、いざ、こちらが
調べると、どうも違うというようなことも時々出て
くると。ということで、先程警察の課長さんもおっ
しゃっていましたけれども、やはり少しずれが出て
くる。これは、事実に対する認識のずれというより
は、それぞれよって立つ文化と言って良いでしょう
か、私どもは児童福祉法という福祉が基盤です。先
程の端先生は法律が基盤、警察は警察と。それぞれ
よって立つ基盤が違いますので、そういう立場から
物事を眺めたときに一部ずれが出てくるのだろうな
と。そうすると、実際通告していただいた側と私ど
ものところで、受け止め方のずれで少し調整を要す
ることがあって、職員がそこに苦労しているという
のはよくございます。

④番目になると、それが結果として、さほど緊急
性を要しない通常の虐待対応で行きましょうという
ことになりますと、在宅のまま家庭訪問を繰り返す、
あるいは児童相談所に定期的に来ていただいて、子
どもさんの状況を把握しながら保護者との関わりを
続けていくというような形になってしまって、通告
してきた側の期待と違うことをしてしまうこともあ
り得ると。そういうことで、どうしてもそこの辺り
のずれで職員が負担を感じることがある。

というような状況で、ここ平成 12 年から、特に
私の理解では平成 18 年以降、相当職員の負担感が
変わってきております。そうなると、今の認識でい
きますと、児童相談所というのはいわゆるブラック
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企業であって、職員は常に言われもない攻撃を受け
るような感覚を持つことがあって、かなり疲弊して
いる状況もございます。幸い、福井ではすぐ退職さ
れる方はいませんが、他の児童相談所ではすぐ辞め
てしまうという事例が頻繁にあると。ということは、
常に児童相談所の職員は対応を求められているのだ
けれども、職員が辞めてしまって対応しきれないの
でよけい疲弊するという、非常に悪循環に陥ってい
ると。

それから、福井でも来年度辺りからこうなるのか
なと思うのですが、県の職員採用というのは、別に
児童相談所の職員として採用する訳ではないです。
福祉、あるいは心理の専門職として採用試験を行い
ますので児童相談所に配属される訳ではないのです
が、当然県の業務の中で一番比重が重いのは児童相
談所なので、児童相談所に配属される確率が非常に
高い。これは福井県も他の県も同じです。そうする
と、募集をかけても応募がない。こういうのが各県
の児童相談所所長さんの悩みだと。毎年、所長さん
方と話すと、うちは全然来ないのだとか。あるとこ
ろは、専門職採用で対応したと。ということは、採
用した方は一生児童相談所職員であり続けると。す
ごい採用の仕方もあるのだなと。そういう採用をし
たところもあるというふうについこの間聞きまし
て、よく応募されたなという話もしたことがござい
ます。

そんな状況で、とにかく児童相談所のそれまでの
形が虐待防止法施行後、がらりと変わってしまった
ということです。一番変わったのが実は私でして、
所長の権限が強すぎますので、例えば、法的な対応
で言いますと、今日、午前中の西川知事のお話で
は、日本一幸福な県と、子育て支援も充実している
というふうなお話ございました。実は、私が所長に
なって３年、今年で４年目ですが、その間に法的な
手段を用いて家庭裁判所に申し立てた中身として唯
一やっていないのは親権剥奪だけです。あとは全て
やっております。ということは、福井県ですらこう
いう状況です。やはり、法的な対応をしないと子ど
もさんの健全な育成が担保できないという深刻な事
例も福井県ではあるという状況です。全体として福
井県が深刻かというと、そうではないです。一部、
かなり深刻な事例があると。

職員は、法的な対応をとる場合、裁判所に申立て

る訳ですから法律文書を書かなければいけない訳で
すが、福祉職の方は文書が苦手です。事実に基づい
てきちんと理路整然と書かなければいけないのです
が、福祉職の方のおもしろいところは、どうしても
自分の感情とか相手の言ったことをそのまま書いて
しまって、そこに事実がついていなくて、100％で
ない部分がある。そこのところの認識が法的な対応
をする場合と実際のケースワークをする場合、ある
いはカウンセリングとか面接をする場合との切りか
えが福祉や心理の専門職というのは難しいのだと
私、思いながらやっています。

ただ、どうしてもこれからは事実が大事というこ
とで、つい先月、児童虐待対応マニュアルの改訂版
が出たのですが、それまでのマニュアルと記述が
違っているのは、虐待を疑わせる事実ということで
す。それまでは事実とは書いてなかった。事実に基
づいてきちんと対応しなさいと。その事実確認とい
うのは、実は児童相談所の職員の一番苦手なところ
です。捜査機関ではないので、相談機関なので、そ
れが非常に難しい。

そうなると、後段の話に入っていきますが、関係
機関からの情報提供、特に大事なのは写真とか、本
当に事実を確認できるようなものがないとなかなか
権限が行使できない。私、児童相談所長の権限で虐
待の疑いのある方については職権、つまり私の権限
で保護者の同意なしに一時保護できるとは明確に書
いてあるのです。ところが、児童福祉法を読むと、
今回、定義がきちんと書かれている。児童の権利擁
護と。権利擁護というのは別の言い方をしますと、
子どもさんの意見もきちんと聞きなさいよというこ
と。そうすると、こういう言い方は絶対にできない。
あなたは誰々さんから暴力を受けているから、あな
たの身を守るため保護します、ではできないのです
ね。それプラス、本人さんも分かりました、児童相
談所に行きますと。同意がないとできない訳です。
職権と言いながらも同意が必要という、非常に矛盾
した対応になっている。ところが、マニュアルには、
そこはケースワークの技法を使ってとか、かなり矛
盾したことが書いてあるのですけれども。そういう
中でかなり職員は苦労している。

そんな中で仕事をしていますので、３年、４年勤
めていますと、多い職員では１人で担当している
ケースが 100 件を超えます。福井県は今、年間３百
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数十件ですから、大体１日当たり１件の通告があり
ます。ただ、これは年度毎の話でして、５年前のケー
スはやっていないのかというと、実は５年前から引
きずっているケースもある。ということで、福井県
ですら、かなりのケースを１人の児童福祉司が持っ
ている。大体４年目、５年目になると 100 件超えと
いうのが普通の状態です。こんな中でやっていると。

で、下の後半に入っていきます。全国の児童相談
所所長協議会という全国組織がございます。昨年度
の調査で実際に虐待の対応をどんな形で受け付けて
どうしたかで面白い結果が出ております。数字はお
示しできませんが、実は、先程の警察の方の発表で
もございましたように、面前 DV という、子どもた
ちの目の前で暴力を振るわれている。お母さんが、
お父さんあるいは相方に暴力を振るわれる。これが
全部児童相談所に通告されてくる。そうすると、生
まれたばかりの赤ちゃんの目の前でもやっている。
これも通告される訳です。そうなると、児童相談所
としては深刻に対応する必要はないんですが、一応
きちんと対応せざるを得ないと。そうなると、児童
相談所に通告された虐待相談のうち、たしか２割か
３割ぐらいでしたか、実はあんまり深刻な虐待では
ないという。これは本来市町村で対応していただけ
れば良いのだろうなというのが１つ出ていました。
逆に、市町村の方からの聞き取りから推測すると、
そこに書いてございますように、午前中のお話でも
ありましたように、ネグレクトで結構深刻なケース
が児童相談所に来ていないという実感がある。ネグ
レクトというのは、深刻な、突然の生命の危険とい
う訳ではないのですが、じわじわとくれば相当深刻
な状態になってくる。長期間に渡ってくると、対応
が非常に困難な事例がありますが、なかなか浮上し
てこない。ここら辺りの情報共有というのは、多
分、今回の児童福祉法改正では一つの大きな課題か
なと、今後課題になってくるのだろうなと。

児童相談所から市町村へ送致ができるようになっ
たというのは、私ども助かる部分がございます。そ
れほど深刻ではないケースについては市町村にお願
いして、市町の中で埋もれているネグレクトを中心
とした深刻なケースをこちらで対応していくと。こ
れは何故か。私の実感としまして、３年間やってい
まして、要保護児童対策地域協議会にも上がってい
ないけれども、突然上がってきてかなり深刻なもの

というのを年に数件経験します。どこも把握してい
ない。突然上がってきたと。ただ、よく聞いてみる
と、実は現場は知っていたとか、どこそこまでは情
報が行っていたけれども、児童相談所までは来てい
なかったとか。やはり、そういう漏れがあります。
その中に、もう少しで危ないというケースがあった
こともございますので、そういう意味では、もう少
しこのあたりの役割分担と情報共有というのは今後
大事なのかなと。

これは、下の③もそうです。今の関連で言います
と、当然子どもさんが昼間生活する保育所、幼稚園
や学校。特に、先程の松井先生のお話でもそうです
が、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カーの方は正職員ではないです。教育委員会の職員
ではない。非常勤の方だと。現場の学校の責任者は
校長先生である。そうなると、校長先生の判断で児
童相談所へ早く通告する方もいれば、かなり深刻な
状況になって来る場合と、それぞれ違いが出てくる。
その中で、カウンセラーの方、ソーシャルワーカー
の方に子どもさんの支援を依頼されている。かなり
の軋轢があるのだなと。上からの負担と、実際この
ままやっていて大丈夫なのか。そこら辺りは、私の
感覚で言うと、もっと早い段階で一緒に情報共有し
ながらやっていっても良いのかなと。

皆さん、虐待を起こす家庭のイメージはそれなり
にお持ちかもしれませんが、私、３年、４年目に
なってくると、もうほとんどそのイメージは崩れて
おります。家庭環境も普通、社会的な地位もかなり
高い、夫婦も揃っていると。午前中出た片親家庭で、
子どもさんがたくさんいて、経済的にも貧困で、低
所得でというようなイメージではなくて、所得は高
い、社会的地位もあるけれども、夫婦関係に問題を
抱えている。その結果、子どもさんにも影響を与え
ているような例はやはりあります。そういう意味で
は、虐待というのはどこでも起きる可能性があるの
だろうなと。そういう状況にもう来つつあるのかな
と。特定のところで発生するだけではないと。午前
中の知事のお話で、三世代同居、あるいは近くにお
住まいであると。この機能がかなり以前と比べて弱
くなってきているのかなということ。もう一つ多い
のが、引越しをよくされる方。福井も最近県外から
入ってくる方が結構いまして、結果、全国の幾つか
の児童相談所で虐待案件として扱われていたのが福
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井に来ましたという方が結構出てきつつあるなとい
うふうに思っています。

それから、④番目。先程の警察の方のお話で、今
年度、かなり通告が増えてきております。私は 24
時間 365 日所長をしていなければいけないので、私
の携帯電話は真夜中でも鳴る、休みの日でも鳴る
と。先程の警察通報は上半期 57 件と。ということ
は、週２回は鳴っていることになるのですが、これ
は真っ昼間は鳴らないのですね。真っ昼間は職場に
いますので、鳴る時間は大体夜。一番すごかったの
は午前３時、朝５時に保護しましたとか、そういう
ことを、私は 24 時間 365 日やっていなければいけ
ないので、私の精神衛生はどうなるのかという大き
な問題があるのですが。

それは横に置いておきまして、警察から身柄付で
子どもさんを保護してくださいと来ても、最初に言
いましたように、ご本人さんの意思をある程度尊重
しなければいけない。ご本人さんに明らかに生命の
危険があるとかそういう場合は別ですが、そうでな
いような場合になかなか本人の同意が得られないこ
とがございます何故かといいますと、児童相談所の
一時保護所はまず外に出られません。当然、虐待を
受けている方が多いので親が入ってこないように
シャットアウトすると。当然、中からの連絡もでき
ない。携帯は使えませんと。それで、１人ではな
く、他にも色んな子どもさんも入っている。こうい
う中で生活していただくことになる。まず、携帯が
使えないという話になった途端、拒否される方が結
構おられます。これは別にうちの児童相談所だけの
問題ではなくて、全国的に問題になっておりますけ
れども、色んな対応を考えておられて、一切他の子
どもたちと話さないよう指導している児童相談所も
あると聞いております。つまり、それぞれ深刻な問
題を抱えて入っていますので、個人情報が一時保護
所内で漏れるのを防がなければいけないといった対
応でこうなっているのかなと思います。さすがに福
井はそこまではしておりませんけれども。そういう
環境の中でしばらく生活していただいて、問題の解
決の糸口を見つけていくというやり方をする訳です
ので、やはり、同意を得られない方が去年あたりか
らぼつぼつ出てきたなと。この傾向は今日の問題と
は直接関係ございませんが、DV で警察から通告さ
れるケースは、これは全国当たり前で、どこの女性

相談所の所長もおっしゃいますが、警察では納得し
たと言いながら、来たら２時間で帰りました、４時
間で帰りました、１泊で帰りましたとか、そういう
方も結構おられると。最近はすごい情報化社会なの
で、女性相談所の中の一時保護所の生活は困難です
とネットに流す方もいて、それを見て余計に行きた
くないと。さすがに子どもたちの中ではそこまで来
ていないかもしれません。そういうふうに情報化社
会というのは色んな情報が一瞬にして全国に広ま
る。こういう中で仕事をしていかなければいけない
ので、これからどういうふうに、特に思春期以降の
子どもさんを保護する場合にどうしていくかという
のは一つの大きな課題かなと。これについては、当
然関係する警察、学校、今年になって高校生の一時
保護がすごく増えております。そういう意味では、
義務教育ではない高等学校との関係もこれから構築
していかないといけないのかなというふうに思って
おります。

それから、最後ですが、先程端先生の話で情報提
供という話がありましたが、今まで一番情報がいた
だけなかったのは医療機関です。それから、乳幼児
健診のところで気になる方について、なかなか通告
がいただけなかった。それに対して今回の児童福祉
法で児童相談所や保健師、それから小児科医のとこ
ろとか、そういう話になっているかと思います。そ
ういう意味では今後、ここら辺りとの連携というの
は非常に大事かなと。

もう一つは、これにあわせて、それに対応できる
職員。職員というのは採用試験で合格した段階で高
度な専門性を持っている訳ではないです。私の経歴
を見ていただいても分かると思います。私ぐらいの
経歴で普通のレベルかなと。知識とか経験、知識と
いうのは医療的な知識、カウンセリング、ケース
ワークの知識も必要ですが、法的な知識も必要です。
当然、午前中の講義の先生のように子どもさんの発
達についての知識も要る。そういうふうな部分も踏
まえながら、虐待対応の研修というのが来年度から
始まってくる訳ですけれども、たまたま今日のコー
ディネーターの山縣先生が国の検討会の委員長をさ
れていまして、来年から児童相談所の職員の研修、
あるいは市町の職員の研修などをかなり系統的に一
定のレベルを担保するような仕組みができつつあっ
て、ある面、きちんとした資質は担保されてきても、
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現場の疲労感はまだまだ続くのかなというふうには
思っております。

ちょうど時間となりました。現場の状況とか今抱
えている課題を五月雨式にお話しましたけれども、
こんな状況で児童相談所はやっておりまして、やは
り所長の権限というのはとんでもないものだなと。
全国の所長さん、みんな、もう２、３年やったらも
う疲弊しています。物すごく大変な負担みたいです。
そういう意味では、この仕組みは何とかならないか
なと思いつつ、お話を終わらせていただきます。ど
うもありがとうございました。

山縣氏　ありがとうございました。
最後に、今、私がやっている座長をやらせていた

だいている児童相談所や市町村の担当者の研修のお
話もいただきました。考え方は全く間違っていない
のですが、求めるものがなかなか高度になって、現
場は大丈夫かな、あれに対応できるのだろうかとい
う。私は現実論者なので。

天谷さんの話の中で、通告者とのずれというとこ
ろで黒田さんの話を例に出されましたけれども、一
般に例えば市民の方々、通報いただける。市民の方
というのは法律上、市町村が第一優先順位ですよと
いうふうに書いてあるのだけれども、やはりイメー
ジとして児童相談所に行ってしまうのですよね。そ
うすると、市民の方とのずれで非常によく聞く１つ
は何かというと、「せっかく通告したのにまだ家に
おるやないか、何で保護しないのか。」という声で
す。実際、今、福井県で言うと、虐待の通告があっ
て、親子分離されるというのは何％ぐらいになるの
ですか。

天谷氏　私ども中央児童相談所で、去年で約 300 件、
そのうち虐待で一時保護した方の数でいくと、多分
15％前後、２割はいかないです。ということは、８
割以上は実はまだ家にいると。

山縣氏　さらに、施設措置されるのは、その中のま
た一部ということになりますね。

天谷氏　大体年間に施設へ、いわゆる親元を離れて
施設へ行く方が 20 から 30 ですから、１割いかない
です。ということは、結果としては９割の方は最終
的には家に戻っているということ。

山縣氏　これが事実、現実なのです。それは、福井
がとてもまずいのかというと、そうではない。全国
的にも大体１割ぐらい、10 から 15％ぐらいの里親
とか施設への保護率ということで、虐待であっても
そうだというところ。児童福祉法というのは、親子
ができるだけ一緒に生活できる環境をどう整えるか
というのを大前提に考えていることから来ることで
すね。

それから、もう１点、通告者とのずれで、市民も
含め、保育所、学校、医療機関との関係でずれてく
るのは、後どうなったか全く教えてくれないと。そ
の後、どうなったのですかというところの不満とい
うのもよく聞くのですけれども、それが出しにくい
ものなのでしょうか。今、こうなっていますよとか、
こういう形で保護されていますよとか、もう後段の
一括した話し合いに進めていこうと思うのですけれ
ども。

市町村を超えた移動の場合は、さらなる困難が伴
います。堺市でお子さんが恐らく虐待によって亡く
なったのだろうと。施設から退所して松原市で生活
する。この家庭が、堺市に移って、子どもが亡くなっ
ていた。遺体が１週間前に発見されたという状況に
なっていましたけれども。虐待等、色んな状況で保
護をし、でも児童相談所、あるいは施設的にはある
程度の対応をして、もう措置解除しても良いのでは
ないかという判断をする。これは判断すべきもので
すけれども、そのことについて、なかなかその情報
が返ってこない。この辺については、児童相談所的
に伝えるのに無理があるのか、どういうところがあ
れば伝えることが可能になるのか。
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天谷氏　多分、これは福井と他の、例えば１桁違う、
数千件のケースを扱っているところと違いがあると
思います。私、去年辺りから、施設から退所する子
どもさんについては、全て要保護児童対策地域協議
会を介在せよと。それから、県外に行く方はちゃん
と情報提供はもう県外の居住地にしなさいというこ
とで、情報をお伝えするように実はしています。そ
の分、職員の負担は増えたのですけれども。ただ、
きちんとつないでおかないと、県外から結構難しい
方が入ってくる。しかも、情報提供がない。来て、
把握した段階で元いたところに情報提供をかけると
いう例が結構ございます。なので、少なくとも福井
としては、そういう場合、引越ししたときはきちん
と情報は出しておきましょうということでそこは徹
底しているんですが、ただ、虐待対応に忙殺されな
がら、退所後の対応とか引越し先までとなると、例
えば、去年なんかですと、県外、関東の某県へ行か
れた方については、一時保護して、退所してそちら
へ行かれたと。うちの職員はどうしたかというと、
職員がその地元の児童相談所まで直接出向いてきち
んと説明して引き継ぎをやる。こういう形になりま
す。一番遠かったのは九州の端です。この負担はす
ごいです。１泊２日、時には２泊。１人では行かせ
ず２人行かせますから、日常業務の虐待対応の中で
ここまでやらせると、さすがにできにくい児童相談
所はたくさんあるのだろうと思っています。

山縣氏　今のはすごく進んだ話です。全国的に言う
と、深刻なケースは当然戻していますけれども、要
保護児童対策地域協議会に全件戻していない方が私
の感覚で言うと普通です。福井県の取り組みは素晴
らしいですね。

今のような話、これは黒田さんのところからも、
天谷さんのところからも同じように出てきました。
先方が持っている情報は欲しいけれども、自分の持っ
ている情報はなかなか出しづらい。学校というのは
結構そういう特徴がある。それから、天谷さんが言っ
た医療機関もそういう特徴があって、今度の法律で
は、市町村と児童相談所が虐待について情報を求め
てきたら、例示として学校と医療機関ってやはり書
いてあるのですね。恐らく量も多いし、難関だと思っ
ているからではないかと思うのですけれども。

松井さんは、学校の代表者ではないから答えづら

いかもしれませんが、学校というのは自分たちの
持っている情報を共有しづらいものですか。学校関
係者は当然可能だと思うのですけれども。例えば、
警察からは出しているけれども学校からはほとんど
来ていませんという数字がありました。その辺は、
学校現場にいらっしゃる感覚として、どういうふう
に受け止められていますか。

松井氏　学校によって特色も違います。校長先生が
どのような価値観やお考えかというところもあるの
ですが、私は１ソーシャルワーカーとして、情報は
全てお渡しするように努めております。

山縣氏　それは、専門職としての価値に基づいてと
いうことですか。

松井氏　はい。ですが、学校の先生は校長先生の管
理のもとなので、学校の先生方から私への情報が全
て届いているとは限らないです。

山縣氏　学校の中でも、立場の違いというのがある。

松井氏　そうです。私が目で見たものとか聞いたも
のは全て情報として提供させていただいております。

山縣氏　濱口さんどうですか。その辺、学校との関
係、あるいは医療機関、今日は医療機関の方いらっ
しゃいませんけれども。

濱口氏　そうですね。学校の話で言いますと、今、
松井先生がおっしゃったように、学校によってとい
うところはすごく違いがあるというのは感じている
ところです。先程私の発表の中でもお話しましたよ
うに、当然親子との関係ということもありますし、
学校の立場というところも踏まえまして、なかなか
情報を提供しにくいということをおっしゃるところ
もあります。また、医療機関につきましても、先程
の文書を求められることとか、そういったことも踏
まえまして、これも医療機関によってすごく差があ
るかなというふうに感じてはおります。

山縣氏　濱口さんの話の中に、電子媒体が特に難し
い。そういう話が前半ありましたけれども、端さん、
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その辺は法律的に見たらどうなのでしょうか。

端氏　法律的に見たら、電子媒体と紙媒体とで何か
大きく異なるのかというと、それはそうではないだ
ろうと思います。ただ、電子媒体の場合、リスクと
しては改変されるリスクが常に伴うのと、もう一つ
は、流出を一度してしまうと非常に大きな問題とい
うか、個人情報が漏れてしまうということのリスク
は違いとしてあるかなと思います。

山縣氏　その前提で、私も含め、子ども虐待では多
機関連携、情報共有というのは当たり前のように語
る訳です。一方、現場では非常に難しさもあると。
その辺、工夫するような法律的な問題というのは何
かあるのか、法律の問題ではもうないということ。
どんな感じでしょう。

端氏　例えば、今の話の中の学校関係。ここは保護
者との関係性というのを特に意識されているのだろ
うなとは思います。通報したは良いが何ごともない
というと変ですけれども、そのままでしたとなった
時に、何ていうことをしてくれるのだという、その
矢がどこに飛んでくるかというと、自分のところだ
というふうになると、学校からすると自分たちが守
られていない環境の中ではなかなか言い出しにく
い。余程確実で、これはさすがに保護されるだろう
と学校側が判断しないとなかなか一歩を踏み出せな
くなってしまうのかなという点があると思います。

もう一つ、医療機関とかは、どこまでやるかは、
それこそ医療機関の判断というところもあるのかも
しれませんけれども、そちらはそちらで守秘義務等
背負っている部分があるので、それをどう緩和し
て、本人から、本人というよりも保護者かなとは思
うのですが、保護者から何でそんな情報を提供した
のだと責められたときに、提供したことは法的に認
められているのだとお墨付きというとあれですけれ
ども、そういったバックボーンがあれば出しやすく
はなるのかなとは思います。

山縣氏　ありがとうございました。
私の個人的な関心で色んなことを聞かせていただ

きましたけれども、残された時間があと 15 分になっ
てしまいました。５人の方々でお互いの話を聞かれ

て、ここは聞いてみたいとか、こういうところで困っ
ているのですけれども、何かありますかということ
があれば、自由に発言いただけたらと思います。

濱口さん、要保護児童対策地域協議会のど真ん中
にいるので、何か要保護児童対策地域協議会から見
て、ここはどうにかしてよとか、あるいはこういう
ところに改善すべきところがあるのではないかみた
いなものはありますか。

濱口氏　今、山縣先生が私も思っているようなとこ
ろの質問を入れてくださっていたので。学校関係の
そういった連携ですとか、今の医療機関のことにつ
いて、国の方でも恐らく課題になっているのだろう
なという点について、私の方でも挙げさせていただ
いたような課題があるなとは感じております。

山縣氏　なかなか来ていただけない警察に今日来て
いただいていますけれども、警察との関係でもっと
こういうふうにならないかというのはありますか。

濱口氏　警察の方と私らが話をさせていただくよう
な事例としまして、これは児童相談所とかでもそう
なのかもしれないのですが、警察の方と話をすると
きに、何故早く言ってこなかったのか、時間が経っ
てしまうと、場合によっては本当に事件性があった
ようなことが事例によってはあるにも関わらず、何
故そこの時点で警察に言わなかったのかというお話
が結構多いです。ただ、それは一般の方とか関係機
関の方がこちらに通告するとその後が見えないとい
うところで、不安があるのと同じように、警察へ相
談した後、こちらも見えない部分が不安としてはあ
るなと思うので、警察の中で上がってきたときにど
ういうふうに、全て事件化されてしまうのかとか、
そういった部分をお聞きできればなとは思いますけ
れども。

山縣氏　どうですか、黒田さん。

黒田氏　確かにそうですね。私も課題で挙げさせて
いただいた現場での感情的対立というのはそういう
ところがあるのかなとは思っています。今の濱口さ
んからもお話がありましたように、警察というのは、
どうしてもある面、捜査機関でも司法機関でもある



102

第３分科会

ということで、仮にこれが刑罰法令に触れるような
行為があれば、それは見逃す訳にはいかない。厳然
として対処していかなければならないと。こういう
立場にあるので、なかなかそこが難しいところです。
実際、警察の我々に上がってきた段階でかなり事犯
的にも重篤になっている場合が多いのは事実です。
先程パワーポイントで本年上半期の３件という事件
検挙のあれも示させていただきましたけれども、性
的虐待なんかはその最たるものかなと。ですけれど
も、あれは基本的に事件検挙して起訴までいった、
処罰まで科せられたということで、結果的には、総
合的には良かったのかなと思っていますけれども、
事実立証が非常に厳しいものがあると。時間的経過
とともに記憶が薄れ、証拠が紛失、散逸する。こう
いった状況でなかなか難しい。その中で、本当に虐
待を受けた児童のためには、やはりこれは心を鬼に
して、その保護者たる者、当事者にきちんとした処
罰を科さなければならないだろうという考えのもと
でやっているので、そこに警察と関係機関との感情
的対立があると。どうしても警察というのは捜査主
体で考えてしまうので、関係機関の皆さんに厳しい
ことを投げかけてしまうのだろうと思いますけれど
も、そこはよく我々としても理解しつつ、感情的な
亀裂が大きくなって連携に響けば元も子もないもの
ですから、そこは我々幹部としての立場で現場はよ
くそこを理解してくれということで指導していかな
ければならないなと考えている次第です。

山縣氏　ありがとうございました。
もう少し、今のところ突っ込ませてください。黒

田さんが示していただいた、今考えておられる児童
相談所とか市町村との関係のパワーポイントの絵が
ありました。そこは虐待に関するものについては、
通告もしくは情報提供という形で全件出すのだとい
うお話でした。もし、私が警察の立場であるならば、
全件出すのだからおたくらも全件出してよと。聞い
た分だけに出すのではなくて、警察を通じずに児童
相談所なり市町村に入っていた虐待等、あるいは犯
罪性がありそうな事例については全件教えてよとい
うふうに、あの絵だったら、私は期待すると思うの
ですね。その辺で、児童相談所は警察から来た分に
ついては話し合いである程度出すことは可能かもし
れないけれども、警察がまだ知らない部分について

まで、あの絵というのは出すと考えていくのか、い
や、聞かれた分だけ判断しながらこれぐらい出そう
かと。あの絵、私は非常に面白いと思って。一方通
行ではない、逆の流れも本来はあるはずだと思った
のですけれども。

天谷氏　先程、黒田課長のパワーポイントで、実は
平成 25 年に児童相談所と県警の間にホットライン
と。これは、それまで今お話が出たような色んな行
き違いとかお互いの認識の違いとかがあって、なか
なか情報共有ができにくいこともあって。たまたま
私が直接当時の課長さんのところにお伺いして児童
相談所の状況と警察の状況をお聞きして、結果とし
てホットラインを作っていただけたのです。その後、
児童相談所に来たケースで、これは警察に通報した
方が良いと。事件になるかならないかは別にして、
これは通報した方が良いというのは、結構うちから
警察へ出しています。それで事件になるのは、実は
かなり確率が低い。ほとんどは事件化されない。先
程課長さんも言われたように、なかなか事実がきち
んと把握できないとか、密室の中で行われているこ
とが結構多いので、そういう意味では私ども職員も、
警察に通告したらちゃんと事件になるという認識で
はないので、結果としては、児童相談所の虐待対応
で行かざるを得ないというのも結構ございます。

山縣氏　福井は、色んな意味で進んでいますね。そ
の辺が。

端さん、どうですか。弁護士業界も含め、弁護士
さんの一部には警察をそこまで信頼するなという声
もあるのではないですか。
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端氏　もしかすると、個々人の主義主張みたいなと
ころがあるのかもしれませんけれども、基本的には
何の仕事をしているかによって変わるのだろうと思
います。それこそ、虐待のところを考えれば、当然
関係機関との連携というのは大切なのであって、例
えば、弁護士と警察の関係でいがみ合って、その子
の福祉が上手く立ち行かなくなったら何をしている
のか分からないので、そこはそういうふうには弁護
士ではならないだろうと。一方で、刑事事件などの
場合には、それこそやっていないという方の権利擁
護のためには、それはそれで対立する時もあります
ので。やはり、そこは事案毎ということなのかなと
いうふうには思います。

山縣氏　ありがとうございました。
さすがに上手にまとめていただきました。基本的

に、専ら子どもの福祉のためにというのは、児童福
祉法でも民法の親権でも、全て子どもの福祉のため
にある。全ての関係者がそちらに向かうのだという
ことが非常に重要だというのが最後のお話かなとい
うふうに思いました。

残る時間が５分になってしまいました。１人１分
ぐらいしか残っていませんけれども、来ていただい
た方へのメッセージでも結構ですし、今日のちょっ
とした振り返りでも結構なので、これは順番に天谷
さんの方から向こうに向かっていきましょうか。一
言ずつお願いします。

天谷氏　一言、せっかくこれだけの方にお集まりい
ただいたので、今後とも是非児童相談所にご協力を
と。本当にうちの職員、24 時間営業しております
ので、また色んな子どもさんのことでお願いするこ
ともあるかと思います。その場合、包み隠さずお話
をいただけると私ども、非常にスムーズな対応がで
きるなというふうに思っております。

それから、今日パネリストとして参加していただ
いた警察、弁護士、市役所、それからスクールカウ
ンセラーと。これは、私ども絶対一緒に仕事をして
いかないといけないので、それぞれ役割を持ちつつ
やっていきたいと思っております。こんな所長がい
る間は是非、もっと関係を良くしながら福井の虐待
をできるだけ少なくしたいと思っています。また、
今後とも協力をお願いしたいと思います。

以上です。

山縣氏　ありがとうございました。黒田さん、お願
いします。

黒田氏　私どもも児童相談所と同じで 24 時間対応
しておりますので、本当に困ったことがあれば是非
ともご相談いただきたい。先程、警察はどうも権力
機関でなかなか敷居が高くて相談しづらいとお思い
かも分かりませんけれども、決して事件ばかりを念
頭に相談においでることはございません。本当にお
困りの点があれば、どしどし相談いただければあり
がたいと思います。当課には少年サポートセンター
というのもございまして、先程松井スクールカウン
セラーの方からもお話もございましたように、立ち
直り支援とか、そういった形で少年警察補導員とい
うのが対応しているスクールサポートセンターもご
ざいますので、そういったところへ気安く相談いた
だければと思います。今後とも皆さんのご協力を得
ながら関係機関で連携を取って、１件でも児童虐待
を減らしていきたいと思っておりますので、よろし
くお願いします。

山縣氏　ありがとうございました。では、端さん。

端氏　少し、弁護士という視点でないところからで
すけれども。昨今、例えば、何か対応が遅かったと
児童相談所が責められることがニュースで報道され
る一方で、SNS の普及によってうちの子が一時保護
されたみたいなことで上げられて、それで結構普通
に「いいね」、「いいね」と、そっちを擁護するよう
な風潮もあったりするのかなと思います。どこでそ
ういう社会風潮になってしまうかというと、何が虐
待なのか、子どもの福祉のために社会全体でできる
ことにどういうことがあるのかということの全体的
な底上げというか、そういった事件があったときに
その事件を責めるのではなくて、本当に社会全体で
子どもを育てていくにはどういった視点が必要なの
かという市民の意識が高まることがこういった虐待
問題を減らしていくことにつながるのではないかと
いうふうに、ここに今日出席して改めて感じました。

以上です。
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山縣氏　ありがとうございました。濱口さん、お願
いします。

濱口氏　私は市役所という立場で、今程児童相談所
であったり、警察はハードルが高いというような、
そこが下がって相談しやすいということもすごく大
事だと思いますし、私どもも身近なところで市役所
の子ども福祉課に気軽に相談いただいたり、関係機
関の方も含めて抱え込んでしまうことが一番この児
童虐待にとって怖いところになってくると思います
ので、抱え込まずに何でもこちらに気軽にご相談い
ただければと思います。発表の中でも申しましたよ
うに、研修ですとかお話をしにきてくださいという
ことも言っていただけましたら、私ども今４人体制
でやっている職員、そういう気持ちを高く持ってお
りますし、担当課長もそういった思いが強いので、
本当に気軽に何でもご相談いただければと思いま
す。またよろしくお願いいたします。

山縣氏　はい、では、最後に松井さん。

松井氏　今日は、学校の先生や保育園の先生もいっ
ぱい来てくださっているということで、私たちは虐
待が起こってしまってから子どもたちと出会うので
すけれども、虐待が分かった後に警察や児相や色ん
な方のお世話になり、その後も、ずっと大人になる
までケアが必要だと思うのですが。その際に、緊急
時だけではなくて、その子が大人になるまでずっと
連携していくという視点で、みんなで子育てしてい
くという視点を持って皆さんで情報共有を続けてい
ける社会になったら良いなと思っております。

ありがとうございました。

山縣氏　ありがとうございました。
ちょうど４時になりました。今日、こうやって集っ

ていただいて、お互いに顔を知り、今後何かの時に
連携し合えるような関係がこの福井でできたら良い
なと思っています。このような企画に、関わらせて
もらったことを本当に喜んでいます。皆様方、本当
にお疲れ様でした。
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白崎 俊一郎氏　コーディ
ネーターを務めさせてい
ただきます白崎と申しま
す。よろしくお願いいた
します。

それでは、パネリスト
の先生方の発表に移らせ
ていただきます。まず始めに、友田先生、よろしく
お願いいたします。

友田 明美氏　改めまし
て、ご挨拶申し上げます。
福井大学にあります子ど
ものこころの発達研究セ
ンター、そちらで研究を
しながら、先程ご紹介に
あずかりました子どもの
こころ診療部で医師として被虐待児、それから様々
なご家庭のお母さん方と臨床の場面で色々、私自身
が学ばせていただいている身分でございます。医師

第 ４ 分 科 会
13：30～16：00

白崎俊一郎氏	（福井県総合福祉相談所	次長（相談支援））
新井　康祥氏	（	あいち小児保健医療総合センター心療科	児

童精神科医）

荒木　結衣氏	（児童養護施設「吉江学園」	心理療法担当職員）
友田　明美氏	（	福井大学子どものこころの発達研究センター

教授）

水島　　栄氏	（	中央大学理工学部人間総合理工学科応用認知
脳科学研究室	臨床心理士）

コーディネーター

パ ネ リ ス ト

虐待の子どもへの影響
～医療的観点から～
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として、今日は虐待の子どもへの影響を医療的観点、
それから福井に参りまして色々分かってまいりまし
たそういう愛着、アタッチメントですね。午前の基
調講演で遠藤先生が強調しておられましたアタッチ
メント形成の障害があるようなお子さんに、どうい
った脳の問題が機能的に出てきているのか。そうい
ったものをご紹介して、私が昨今憂慮しております
１つのエビデンスもご紹介できれば良いかなと思っ
ております。

実は 1990 年代に 1,000 人以上の赤ちゃんをずっ
と生涯、生まれた時から亡くなるまで人生の展望と
いうのを見たコホート研究があります。それは、ア
メリカ疾病予防管理センターで大変な労力を使って
行った研究です。

そうしますと、虐待、この場合はネグレクトも入っ
ていますが、様々な虐待やネグレクト体験が健康や
命に及ぼすメカニズムが分かってきました。小さい
時期にそういう被虐待体験を受けて、心的な外傷、
つまりトラウマができますと、ある時期に早い時期
に神経発達が混乱して、そして社会的な障害、先程
遠藤先生のお話にもありました、色んな愛着の問題
も含めました情緒的な障害、そして IQ を含めまし
た認知障害が出てまいります。そして、ある時期か
ら間違いなく出てくるのは、医学的に申しますと健
康を害するような行動による順応です。

去年、京都で小学校６年生の男の子が大麻を吸っ
ていたという報道がございましたけど、これは数多
い例の一つでございまして、そういう健康に害する
ような、使ってはいけない薬物に手を出してしまう。
そして、それから逃れられなくなったら、薬物依存
症、恐ろしい今度は悪の連鎖にはまっていきます。

心の病、それから生活に適応できません。社会に
適応できませんので、生活にも困窮しまして、生活
保護司を必要とするような成人になっていく。そし
て、社会不適応から招く様々な、脳機能だけでは
なくて、免疫機能、それから代謝ですね。遺伝の
DNA の読み取り、それから転写にも影響があると
いう。そうしますと、何と早死にしてしまうと。80
歳以上まで生きられる人生の寿命が、60 代で幕を
閉じてしまうという。心疾患や肺がんにも関わるリ
スクが生涯３倍にも高まるという、こういったデー
タも分かってきまして、大変恐ろしい虐待やネグレ
クト体験というのは予防すべきであろうと。それは

誰だって分かると思います。でも、そこに科学的な
相違がないと介入の余地がありません。そこを私ど
もの福井大学で研究を担っているのだろうというふ
うに自負をしております。

本人のみならず、家族にもこの虐待の影響という
のは苦しみを与えます。何度も申しますが、心の病
になります。鬱病が一番多いです。そして、先程使っ
てはいけない薬物、非合法薬物、アルコールもそう
です。そういう薬物依存症になっていきます。

PTSD（心的外傷後ストレス障害）、もう何年も
経って虐待の現場から引き離された後も恐ろしいそ
ういう虐待を受けた時の光景がまざまざとよみが
えってくる。フラッシュバックといった症状で本人
も苦しみますし、統合失調症、これは早く発症して、
多重診断と申しまして、色んな他の合併症を来して
しまう、そういうことも分かってまいりました。

そして、様々な人格障害ですね。解離と申しまし
て人格が変わってしまう。もう自分がやったことで
はないことをまた別の人格がやってしまう。まった
く覚えていない。意識や記憶が飛んでしまうような
体験。それから、ボーダーラインと申しまして、白
か黒かでしか結論がつけられない、折り合いがつけ
られないといった人格障害を招いたりします。

そういう心の病になりますと、ずっと病院通い。
これが子ども時代や青年期だけではなくて、成人に
達してもきちっとした治療がなされないと老年期ま
で行ってしまうということも分かりました。

また、虐待の被害者は、先程のように本人や家族
だけではありません。社会に影響を与えます。何故
かと申しますと、ご存じだと思いますが、2013 年
だけでも児童虐待によって生じた社会的な経費や損
失は、日本の経済をむしばんでおります。何と１兆
6,000 億円、こんなふうに関わってしまいます。そ
して、医療費をむしばみます。先程申しましたよう
に、生活保護費をむしばみます。ひいては日本の経
済の悪化を招きます。

そして、被虐待のお子さんたちは、先程もお話が
あったように二重三重のトラウマ体験を経験します
し、いじめの加害者にもなります。皆さんのお子さ
んが学校でそういったお子さんたちにいじめられ
て、本当はあってはならないのですが、心の傷を作っ
てしまうこともあります。結局、色んな子ども虐待
をこの世の中にはびこませることによって、社会に
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大きなしっぺ返しが来るということを忘れていただ
きたくはない。

実際、児童虐待がなくなると、大人になった後に
精神疾患になるというのも数多くの報告がありま
す。特に Dube とか Anda ですね。

実は、児童虐待がなくなると鬱病の 54％がなく
なる。そして、依存症の 65％、物質乱用の 50％、
自殺企図の 67％。静脈注射の薬物乱用は 80％近く
落ちる。ひいては、医療費の削減にもつながるとい
うことが分かってまいりまして、私は色んな機会が
ある度にこのスライドを出しまして、このスライド
１枚だけでも安倍総理に見てほしいと申しました
ら、去年、厚労省の児童虐待防止対策推進室長さん
に見ていただいて、びっくりしたとおっしゃってい
ただきました。

そういう中で、今日午前の基調講演から、アタッ
チメントですね。私たちは簡単に愛着と申しますけ
ど、アタッチメント障害、愛着障害ということで今
日はまとめさせていただきます。不適切な養育を幼
少期に受けると、この愛着障害を引き起こすことが
分かってまいりました。

繰り返しになりますが、家庭で養育者がこういう
ふうに日常的に怒鳴ったり、がみがみいつも暴言を
浴びせたり、それから激しい体罰、もうエスカレー
トする体罰をずっと繰り返していますと、親がいな
くなっても、出かけても後追いもしない。悲しみも
しない。すがってもいかない。それから、親が戻っ
てきても喜びもしない。駆け寄ってもいかない。きょ
とんとしている。これは、港であるべき親が安全基
地という機能を果たしていない。そうすると、船で
ある子どもが外の海に出ていこうとする時に、もし
かしたら嵐に遭うかもしれない。また、エンジント
ラブルがあって戻ってこなくてはいけない時に、安
全基地が果たしてないと色んな問題行動を起こしま
す。これが愛着形成の障害です。不安定な愛着がで
き上がってしまいます。これは、私は愛着形成障害
はもうスペクトラムだと感じております。日常の臨
床の現場で大なり小なり、この愛着の問題があるか
ら様々な発達の問題を呈してきます。

教科書的に愛着障害は５歳以前の養育者との異常
な関係と言いますが、この愛着の再形成をはばんだ
り、ちゃんとした愛着の形成を上手く運んであげな
いと、ずっとこの症状が続く訳です。衝動や怒りの

コントロールが上手くできないということは遠藤先
生もおっしゃっておりましたし、多動性行動障害の
症状が出る。

それは子どものそういう被虐待、それから色んな
行政福祉に関わっている方々、特に学校の現場の先
生方が一番身に染みておられる症状だと思います。
内向きに出ますと他人に対して無関心かと思います
と、用心深くて近寄らない。いらいらしやすくて勉
強に集中できません。成績も落ちます。そして、外
向きに出ますと、多動、落ち着きがありません。友
達のトラブルが多く、けんかが絶えません。そうし
ますと、人見知りがむしろない。こういう人と人と
の距離感が保てないような症状まで医療的にも無視
できないようなレベルまで出てまいります。

実は、この RAD（反応性アタッチメント障害）、
これは、愛着形成障害の最重症型です。これが世界
で色々報告がございまして、一般の子どもでは 2.4％
と少ないと見積もられていたのですが、社会的な養
護を受ける子どもさん、つまり施設に引き取られた
お子さん、それから里親家庭に養子縁組して引き取
られた、里子として引き取られたお子さんの実に
なんと 40％もそういう発症をするということも分
かってきた。これは、もう私が申すまでもなく、無
視できない数字でございます。

そして、そういう不適切な養育をずっと受けてき
ますと、報酬の感受性、ご褒美を感じるところの機
能がどうやら落ちるということが分かって、先程申
しましたように、使ってはいけない薬物、吸入薬や
幻覚剤、コカイン、ヘロイン、麻薬ですね。そういっ
た薬物に手を出してしまう年齢が２、３年、この不
適切な養育を受けることで早くなるということが分
かってきました。

実は私、昨日までアメリカに学会でおりまして、
これは今週の 11 月 16 日、一昨日ぐらいのニュース
を切り取ってきたものです。アメリカのヘロイン使
用の常習は、もう命がぼろぼろになります。１年に
５万人のアメリカ人が亡くなってしまう。しかも、
それはがんとか車の事故よりも圧倒的にこの死亡率
が高い。このアディクションで高いということも、
たまたま一昨日ぐらいの新聞報道を見ましてご紹介
しております。

私は福井大学で良いチームに恵まれまして、色ん
な研究、愛着形成障害を持った子どもさんたちの脳
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の研究をしてまいりました。幾つかご紹介させてい
ただきます。

難しいことを申すつもりはございませんが、皆さ
ん、ご褒美を感じる時、お金をもらったとか、何か
褒められた時に、ドーパミンがガーっと脳から出る
ところがあります。これを報酬系と申します。その
報酬系が上手く活発に働いて、目標に向けて私たち
を動かすエンジンがこのドーパミンと思ってくださ
い。それがあるから達成感があります。そのドーパ
ミンが出ているのかどうかというのを発達障害の一
つでございます注意欠如、多動症とこの愛着形成障
害の最重症型のようなお子さんたちで、脳の機能、
働きに違いがあるかというのを見ました。

そうしますと、高いお金をもらう、それから低い
お金をもらう課題で、どうやら反応が違うというこ
とが分かってきました。定型発達と申しますのは、
何も問題なく正常な発達を遂げているお子さんたち
ですね。そういうお子さんたちというのは、高いお
金をもらっても低いお金をもらっても、このドーパ
ミン、エンジン、目標に向けて動かすエンジンが出
ているのです。

未治療の発達障害の一つであります ADHD、こ
れは不注意や多動衝動性を症状とするような発達障
害の一つです。そのお子さんたちというのは、高い
お金、つまりバイト代が高い時は頑張れます。しか
し、低いお金、これは子どもにとってはこれ大きな
差です。倍近く違う。そうすると、低いお金の時は
こんなに反応が落ちている。つまり、努力を要する
時、ここぞという時に踏ん張れないのがこの未治療
の ADHD のお子さんであるということが分かりま
した。

そして治療後３か月間、ADHD の治療をいたし
まして症状が改善して、お薬をオフにしてもう一回
検査しますと、低いお金でもちゃんとドーパミンが
出ている。脳も良い意味で回復しているということ
が分かりました。では、そこに反応性、アタッチメ
ント障害、RAD のお子さんをかぶせてみますと、
高いお金でも低いお金でもどちらのご褒美でも低下
している。なかなか響かない。ご褒美に響かない脳
になってしまう。ご褒美であるお金を上げても、脳
の活動が働いていない。

そうしますと、これから何が言えますでしょうか。
それは普通のお子さん以上に褒め育てをやっていた

だきたいということです。心理治療はもちろん必要
です。そして、なかなかご褒美や褒めるという作業
は現場の先生方は大変だと思います。しかし、この
報酬系の機能を上げるために、こういう健常児のレ
ベルぐらいまで上げるためには、普通のお子さん以
上に褒め育てを行っていただきたい。これが少なく
とも言えるのではないでしょうか。

そして、これはもう現実問題として今日のフォー
ラム全体に関わってくると思いますが、この虐待、
ネグレクトのストレスが一体何歳ぐらいにあった時
に、この報酬の感受性低下、ご褒美を感じない脳が
一番でき上がってしまうか。

私は、実は仮説的にはお母さんのお腹に赤ちゃん
がいる時に旦那さんから DV を受けたりして、激し
いストレスでそういったお子さんに一番ひどいので
はないかなと思っていましたが、乳児期なのか、幼
児期なのか、学童期なのか調べましたところ、そこ
のお手元の資料にもございますように、実に驚いた
ことですが、１歳頃です。もちろん、中には２歳か
ら４歳ぐらいにも少しピークがございます。１歳頃
にそういう虐待、ネグレクトを受けるとご褒美への
脳活動が最も低下するということが分かってきまし
た。いかに早い時期の養育者支援や虐待予防、支援
が必要かということを正に物語っていると思います。

私は、これまで 2006 年に本を書いてまいりまし
た。「児童虐待による傷つく脳。」今では「子育て困
難により傷つく脳」というふうにタイトルを変えて
言うようになりました。何故かというと、親である
虐待加害者を犯罪者扱いにして終わりではないで
す。子育て困難が続くから、こういう子どもたちが
激しい体罰や暴言を受け、親の DV を見聞きする。
つまり面前 DV で色んな脳が形や働きを変えていく
と。もう子ども虐待が子育て困難に他ならないとい
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うふうに思ったのです。これに皆さんと一緒に対応
するしかないと。

こういうふうに、前頭前野、聴覚や視覚や様々な
脳の部位は別にしましても、脳に少なからず影響が
あるということを、例えば心理的虐待です、体に傷
ややけどの痕は出ない。それでも心理的虐待でも脳
に影響があるということを是非皆様に知っていただ
きたいと思っております。

これはハーバード大の私のメンターでございます
タイチャー先生による研究ですが、身体感覚を思い
出すような脳の領域があります。冷たいとか、痛い
とか、寒いとか、そういうところが虐待を受けてい
ない人は本当にすっきりすかすかなんですよ。まる
で北陸道と私は言っています。

そして、こちらはもうラッシュアワーですよ。福
井であり得ませんけど、東京の首都高速のような渋
滞をしているという神経回路。そして痛み、不快、
恐怖ですね、こういうのが密集しているのがやはり
虐待を受けた人、こちらはすっきりしています。す
かすか。そして、今度は、皆さんの頭の前の方、前
頭前野ってございます。そこの一つに、意思決定。
それから、共感。これは遠藤先生もお話しました共
感というのは大事です。そこがしっかり働いている
ことによって、人が社会性の関わるような行動を
とっていきますが。これが虐待を受けた人はもうす
かすかです。まるで北陸道。そして、正常な方はみっ
しり、きっちり働いているということです。

ここまで申しますと何かいつも暗く、何か脳はや
られてしまうと思われるかも知れません。違います。
回復します。神経の可塑性、脳が柔らかいというこ
とで、癒されない傷は回復するという大人の事例も
あります。これと心理治療をわずか９か月間しただ
けでも、大人の脳も小さい部分が回復したという報
告がございます。

それから、身長、体重も施設に入った途端、停滞
していたのが復活したというのも、私自身が一例だ
けではなくて、もう何十例と経験しております。身
長曲線、体重曲線の評価というのも大事な作業かと
思います。

それから、去年、これは私のところの研究室から
報告しました。小さい時期の逆境体験、それはどな
たにも多かれ少なかれあると思います。そこから精
神的な成長を遂げる、これがレジリエンス、つまり

ストレスから回復する力です。その神経基盤を見つ
ける作業をいたしました。

答えは簡単です。実行機能に関わる脳領域とその
レジリエンス、精神的な成長に一番どこが関わって
いるか。そうしますと、実行機能やワーキングメモ
リーに関わっているような脳の領域の連結が強い人
ほど、そういうトラウマからの克服が高いというこ
とが分かってまいりました。

これを言いかえますと、前頭葉機能を上げるよう
な作業、認知行動療法もそうでございますし、様々
な前頭機能を上げるような作業・トレーニングに
よってトラウマの回復の一助になるのではないかと
いうエビデンスも、この辺ですね。右ですね。特に
出てまいりました。

それから、後で発表いたします水島心理士の、こ
れは学位論文にもなった研究でございます。虐待を
受けたお子さんは、悲惨ですが、ストレスホルモン
がずっと長期的に出ます。それが安定した環境に置
かれた、つまり施設に入って１年以上経ったような
安定した環境に保護された子どもたち、一方でまだ
一時保護のような状況、それから未保護群、そういっ
た子どもたちでホルモンの分泌の違いがどうかとい
うのを見ましたところ、左側のグラフは唾液中のス
トレスホルモン（コルチゾール）です。これは未保
護群、いわゆる不安定な環境にまだ置かれている群
は鬱状態も強いですし、朝起きた時のストレスホル
モンが高い値を示していることが分かってまいりま
した。

また、右側のグラフをご覧いただけますか。これ
はオキシトシンといいます。社会性に関わる、それ
から愛情に関わる、アタッチメントに関わるホルモ
ンと言われていまして、皆様の脳からもしっかり出
ます。このホルモンが安定した環境に置かれた群、
仲間との触れ合い、施設の先生との安定した関係が
でき上がったお子さんたちでは、もう抑鬱気分があ
りません。しかも寝る前のオキシトシンが特に高い
ということも分かってまいりました。これは安定し
た環境がそういうお子さんたちのメンタルヘルスに
いかに大事であるかということを証明しているよう
なエビデンスだと考えております。

私は、もう付き合いが 10 年以上になるような、
まだ前任地のお子さんも時々、月に１回、前任地に
帰って見ております。他機関との連携というのがい
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かに大事かというのを肝に銘じております。施設の
先生、それから学校の先生、心理士さん。こういっ
た子はずっと付き合いが長いのですが、安定してき
たとはいえ、学校で時々窓ガラスを割ったり、先生
の跨蹴りしたりします。そういう時には、トラブル
時は静かな部屋に移したりするように、フリーズも
何回も遭っていたんですけど、だんだん落ち着いて
きた。施設の先生に頭ごなしで怒らないで、より一
層褒めてください、褒め育てをしてくださいと言っ
ています。こういうアタッチメントの再形成は絶対
可能です。それを知っていただきたい。アタッチメ
ント形成が悪い。愛着障害は不安定で終わりではあ
りません。再形成が可能だということを知っていた
だきたいです。

この子は、わずか９か月でおばあちゃんからの暴
言虐待で見つかったケースです。あえて目を見せま
す。視線が合いません。そしてお座りができていた
のができなくなった。10 人中 10 人の医療者が、発
達障害であろうという結論に至っていたのですが、
実はこのおばあちゃんから引き離しただけで、３週
間でこの子の発達が戻りましたし、視線が合うよう
になって、笑顔が戻ったのです。こういう発達障害
と愛着の形成の問題は似て非なるものだと思ってい
ただければと思います。

それから、遠藤先生もヘックマンらの研究成果を
紹介されましたが、政府が子どもたちにお金をかけ
る場合、学童やそれ以降にかけるより、乳児期にか
けた方が費用対効果が高い。学校教育や就労支援の
そういう政府がお金をかけるのも大事ですが、社会
的な投資は、早ければ早いほど費用対効果が大きい
のです。投資の見返りが大きい。私は、もうこれは
子育て支援、養育者の支援をすることに他ならない
と感じております。

この他にも虐待予防サインで妊婦相談役、これも
望まぬ妊娠をして出産した後に虐待を招くことを
予防するというアイデアからできています。これを
厚労省にお願いして、10 か所だけでなくて、もう
全国の自治体に、北は北海道、南は沖縄まで色んな
各自治体市町につくっていただきたい事業でござ
います。

私は、今オンゴーイングでやっている研究は、「学
校、法律、施設、警察、研究、医療、そして地域
社会が子どもの養育環境を守る」という多領域と

連携した研究に取り組んでいます。「虐待を防ぐ方
法」だけではなく、「子育て困難に対する対策」を
仲間とともに提案したいと考えています。虐待さ
えしなければ「子育て困難でもいい」とは言えな
いからです。

いかにその子育て困難な親御さんの養育者支援に
なるような、子育て困難に対する対策をひねり出せ
ないかという研究をやっております。その中で、養
育困難感、これはどの親御さんも子育てをしてい
て、ストレスがない親御さんはいません。そういう
中で、その養育ストレスを跳ね返す力、このバイオ
マーカーを今研究しているところです。

少しだけご紹介しますと、養育レジリエンスと
いって養育ストレスに強いバイオマーカーがどうや
らこの脳の一部、右半球の下前頭回。ここは共感性
と関わるところで、ここが活発に働いているお母さ
んほど養育ストレスが少ないということも分かって
きました。

最後に、私、憂慮していますのは、現代の子ども
たちを PC 端末や、いわゆるスマホ、ゲーム、こう
いうのにさらすのは一つの虐待ではないかと思って
います。アメリカでも、皆さんが危機感持っていま
す。これはタイムズ紙というジャーナルでも紹介さ
れましたけど、30 年前までは考えられなかった事
態です。もう朝から晩まで子どもたちが何らかのデ
ジタルにさらされるのです。皆さんもお手元に携帯
があるでしょう。PC を扱っている。私が何を申し
上げたいかというと、環境の影響を一番受けやすい
発達途上の脳を持つ子どもに多大な影響を及ぼして
いる可能性がある、ということです。これもある意
味で、親がそういう PC 端末をあてがってそういう
子育てを放置しているのであれば、一つの虐待、ネ
グレクトと考えても差し支えないのではないかと思
います。ご清聴ありがとうございました。

白崎氏　どうもありがとうございました。虐待によ
って傷つく脳、そして回復する脳についてお話をい
ただきました。後の方で質疑応答の時間を設けます
ので、質疑のある方はまたお願いします。

それでは、引き続きまして新井先生からお話をい
ただきます。

では、よろしくお願いいたします。
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連携した研究に取り組んでいます。「虐待を防ぐ方
法」だけではなく、「子育て困難に対する対策」を
仲間とともに提案したいと考えています。虐待さ
えしなければ「子育て困難でもいい」とは言えな
いからです。

いかにその子育て困難な親御さんの養育者支援に
なるような、子育て困難に対する対策をひねり出せ
ないかという研究をやっております。その中で、養
育困難感、これはどの親御さんも子育てをしてい
て、ストレスがない親御さんはいません。そういう
中で、その養育ストレスを跳ね返す力、このバイオ
マーカーを今研究しているところです。

少しだけご紹介しますと、養育レジリエンスと
いって養育ストレスに強いバイオマーカーがどうや
らこの脳の一部、右半球の下前頭回。ここは共感性
と関わるところで、ここが活発に働いているお母さ
んほど養育ストレスが少ないということも分かって
きました。

最後に、私、憂慮していますのは、現代の子ども
たちを PC 端末や、いわゆるスマホ、ゲーム、こう
いうのにさらすのは一つの虐待ではないかと思って
います。アメリカでも、皆さんが危機感持っていま
す。これはタイムズ紙というジャーナルでも紹介さ
れましたけど、30 年前までは考えられなかった事
態です。もう朝から晩まで子どもたちが何らかのデ
ジタルにさらされるのです。皆さんもお手元に携帯
があるでしょう。PC を扱っている。私が何を申し
上げたいかというと、環境の影響を一番受けやすい
発達途上の脳を持つ子どもに多大な影響を及ぼして
いる可能性がある、ということです。これもある意
味で、親がそういう PC 端末をあてがってそういう
子育てを放置しているのであれば、一つの虐待、ネ
グレクトと考えても差し支えないのではないかと思
います。ご清聴ありがとうございました。

白崎氏　どうもありがとうございました。虐待によ
って傷つく脳、そして回復する脳についてお話をい
ただきました。後の方で質疑応答の時間を設けます
ので、質疑のある方はまたお願いします。

それでは、引き続きまして新井先生からお話をい
ただきます。

では、よろしくお願いいたします。

新井 康祥氏　こんにち
は。皆さん、よろしくお
願いします。

午前中から皆さん大変
かと思いますが、遠藤先
生の愛着の問題を皆さん
勉強されて、友田先生の
脳に与える影響を理解していただいた上で、説明を
させていただきますので、スライドの枚数多いです
が、速く進めていきたいと思います。

実際の臨床についてご説明させていただきます。
まず、このグラフは皆さん良くご存じですよね。児
童相談所への児童虐待の相談件数が、毎年相当な
ペースで増えているという。一般的な方が、このグ
ラフを見てどう思われるか。虐待多いねというので
びっくりされるか、もう一つは、この後、保護され
て、「ああ、みんな良かったね。」「幸せになったね。」
と思われるかなと思います。

ただ、ここにお越しの興味を持っている、ご関心
を持っている皆さんは、多分お分かりかと思います
が、なかなかこの後大変な事実があります。

この本をご存じですか。この本は、こんな大変な
虐待があるよという話ではなくて、虐待環境から保
護された後も子どもたちはこんなに苦しんでいるん
だよ、というものが書かれています。もしよろしけ
れば是非お読みいただけると良いかと思います。

本日、僕が扱うテーマ、臨床としてはこの３つが
出てくると思うのですが、トラウマの治療について
はお時間の関係で省かせていただいて、愛着の問題、
これをどうやって対応したら良いかっていうところ
で、私たちの病棟で実践していること。あともう一
つ、これは入院中に限らないですが、被害者の方た
ち、犯罪被害もありますし、DV の被害者とかもい
ます。そういう方たちに対する支援というものをお
話させていただこうかと思っています。

私たちの病院のご紹介です。愛知県の大府市にあ
り平成 13 年にできた病院です。名前がとても長い
のですが、子どもの総合病院で、保健というのは保
健師さんのいる保健センターが一緒にあるというこ
とです。要するに、虐待などがあった場合、地域と
の連携がものすごく大切ですよね。その意味で保健
センターが一緒になっているものです。

私たちの病院の特徴としては、心療科、要するに

児童精神科に、子ども虐待の専門外来があります。
私はそこの担当です。また専門病棟がありまして、
年齢は小中学生で区切っていますが、20 人から 30
人のお子さんが常に入院しています。

もう一つの特徴は、廊下でつながっている隣に大
府特別支援学校がありまして、ここは病弱養護です
が、院内学級としてうちに入院しているお子さんた
ちを引き受けてくださっています。

それでは、特徴の一つとして、教育への支援があ
ります。これとても大切です。児童養護施設に暮ら
しているお子さんたちの中学卒業後の進学率という
のは、一般の方たちと大きく変わりません。といい
ますか、施設に残ろうと思った場合は進学が前提に
なりますので、必ず進学するよう頑張っています。
１回退学などしてしまったりすると、出ざるを得な
くなってしまう。で、帰るところはなくなる。とい
うことで、とりあえず頑張って皆さん行っています。

ただ、その後の高校卒業後、皆さんどこに行くか
といったら、主な退所先はやはり家になります。進
学した後も措置は延長になりますが、基本的に 20
歳で出るというふうになっていましたので。20 歳
といったら学校途中です。なので、それだったら進
学しても意味ないやって思ったり、あと意欲の問題。
子どもたちが、どのような環境に育ったのかという
と、親が働いていなかったりして継続的に働くなん
てイメージもなく、良い大学に行こうなんて全然考
えたこともない。

あと、友田先生がお話された報酬系の問題とか。
未来の短縮感というのは PTSD の症状ですが、夢
が持てないという感じです。あと、教育ネグレクト
というのがあります。学校へ行かせないとか。ネグ
レクトもありますが、嫌がらせのように学校へ行か
せない家庭もあります。

子どもたちは、元々の能力とは関係なしに、小学
校の３、４年生の２年間だけとか、学校行かせても
らえなかっただけで、もう意欲がなくなってしまう
というか、自信がすごくなくなってしまいます。だ
から、勉強しようと思えなかったりします。

それと、トラウマ狭窄症状というのは、PTSD で
すが、怖くなると蛇ににらまれたカエルのような感
じに固まってしまいますので、あれと一緒で頭が回
らなくなります。本当に勉強できないのではない
かって、児童精神科医として見ても思ってしまう
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ケースもあります。これらの問題があって、なかな
か勉強できなくて、進学しなくて、就職する。でも、
その就職先も非正規雇用の割合が多いというのが特
徴になります。

ということに対して、先程のお話した特別支援学
校がありますが、ここの良いところは、この子たち、
やはり人が怖いというのがあったりします。あと、
やはりトラブルを起こしたりすると大きいクラスだ
と教室にいられないというのもありますが、ちょう
ど特別支援学校ですので、少人数のクラス。また、
先生方も、どういうお子さんたちか把握してくだ
さっていますので、中学校３年生でも小学校の教材
を用意してくださったりとか、そんな感じでやって
頂いています。

特別支援学級も場合によっては用意してください
ますし、あと部活動。部活動というか、学校へ全く
行ってなかった子たち、コミュニケーションも上手
でなかった子たちは、友達としゃべるのが上手では
ありません。部活があること。一番人気なのはバン
ドをやるような軽音楽部をやったりとかして、みん
なでそれこそ病棟に楽器を持ち込んで練習していま
す。そうやってコミュニケーションの練習をしてい
く。これには看護師も入ったりしています。

あと、やはり発達障害の理解。発達障害の割合は
結構多いです。身体的虐待の中には、育てにくさと
いうのもありますから、とても発達障害が多いです。

あとは、学校で問題があった場合に、すぐ情報が
病棟に来ますので、どういった環境が苦手とか、こ
の子にどういうふうに対処したら良いかというのが
フィードバックできます。その見つけた対処法を、今
度は地元にフィードバックします。家に戻る場合もあ
れば、施設に戻る場合もあると思いますが、そこの
学校の先生にフィードバックすることができます。

あと、進路の相談に関してもすごく親身にしてく
れます。というのは、この学校のように密な関係を
してくれるというのはなかなか難しくて、地元に
帰ってから何十人のうちの１人になってくると、そ
こまでなかなか良い先生に巡りあえない場合、進路
の相談というのができません。でも、大府特別支援
学校の先生は、子どもが退院して僕の外来に通って
きますよね。子どもは先生が好きだから、放課後の
時間を見計らって職員室に行きます。すぐ隣ですか
ら。行ったらそこで進路の相談をしてくれて、更に

は、もう退院しているので籍もないですけれども、
「絶対、私、高校行かない」とか言っている子に、
その先生が「良いから１校だけ見学に行こう。」と
言って誘い出してくれたり。そんな関係性ができて
います。ということもあり、子どもたちが自信をつ
けて退院ができます。

今度は愛着の問題に対してどういうふうに対応し
ているか。愛着の問題、ものすごく大変ですが、色々
工夫しています。これはもうお話に何度も出ている
と思いますけれども、自然災害によるトラウマって
いうのは PTSD、純粋にそれのみですよね。でも、
虐待の場合は、それプラス愛着の問題が入ってくる
からすごくややこしくって、逆に言うと、愛着の問
題の方が重たいぐらいです。なので、こちらがメイ
ンになってきますけれども、愛着の問題というのは
精神科の診断基準というのがあって、それが今一番
メジャーで使われているのは DSM-5 というもので
は、この表の２つになります。

先程の友田先生のお話にもありましたが、もう少
し複雑なのがあって、トラウマティック・ボンディ
ングという言葉ってご存じですか。虐待的きずなと
いう訳し方もしたりします。これは病的愛着です。
どういうものかというと、ちょうどぴったりなのが
ストックホルム症候群といって、1973 年ぐらいの
事件でしたか、人質になった人たちの心理的な反応
と全く同じです。これは人質が犯人と長時間過ごす
中で生き残るためにどうしていたかというと、犯人
に共感して怒らせないように、好意を持つような反
応を示しました。それと一緒で、虐待の場合だと、
お前が悪いからだとか、これはしつけだとか言って
理由をつけられて虐待されます。ただ、加虐者の態
度というのは、気分次第でものすごく優しい時もあ
ります。なので、この子たちは生き抜くためには理
不尽な親であっても、生きていくためには愛着関係
を築くことが必要なので、常に機嫌を伺って、加虐
者の考え方や価値観を必死になって身に付ける。殴
られなかったら感謝をするというような愛着関係を
築いていきます。

症例を出します。どれだけ愛着の問題が難しいか
といいますと、これはお父さんからの身体的、心理
的虐待を受けたお子さんの入院中の発言です。入院
してしばらくして、「お父さんのしたことは、やっ
ぱりおかしかったのかな。」って、ようやく思い始
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めました。どれぐらい経ってからっていうと、半年
ぐらい入院してからです。でも、「やっぱりお父さ
んが悪いとは思えない。」って言います。そして、
僕ら一生懸命子ども達を褒めていますが、褒められ
たり殴られないというのがやはりおかしい、何を考
えているか分からないという感じで、不安で居心地
が悪いといって、「帰りたい。」「帰りたい。」と今度
は言い始めます。

先程の話に戻りますけれども、要するにトラウマ
治療単独では効果がありません。というか、そもそ
もできませんね。父親が悪いって思えていないです
から。

だから、まず植え付けられた誤った認知を修正し
ていく作業が必要になります。これ何かといったら、
もう常識が違っている訳です。だから言うのです。

「先生、親から殴られたことないよ。」と言ったら、「嘘
でしょう。」とか言って、全然信用してくれません。
多くの人から、看護師からも話してもらいます。要
するに、色んな家があるんだよというのをたくさん
の人から聞いていくと、だんだん常識が変わってい
きます。

虐待を受けた子たちは、自分が虐待を受けていた
なんて知らなかったっていう話をします。みんなそ
れが普通だと思っていたと言います。なので、こう
いうことを少しずつ教えていってあげると、少しず
つですけれども変わっていきます。

この健康な愛着と歪んだ愛着についてまとめてお
きましたので、資料をご覧ください。

その根深い愛着の問題に対して私たちは色々なこ
とを試しています。

まず一番困るのは、虐待をされた子どもは大人を
怖がります。性的虐待を受けたといったら男の人を
怖がったりというふうになります。だから、入院し
てきて、治療をしたいと思っても治療関係をなかな
か築けない。あっという間に月日が経ってしまうっ
ていうところがあります。

AAT と い う の は Animal Assisted Therapy と
いって動物介在療法の略です。何を介在するかと
いったら、子どもと犬を挟んで治療者を介在してく
れるという意味です。何となくこれ分かりますよね。
犬を散歩している人がいると話しかけやすかったり
しませんか。僕もそうです。病院での活動中、怖い
先生が横に来て犬のことを笑顔で話してくれまし

た。すると急に親近感が湧いてきました。
では、導入して何が変わったかといいますと、今

まではこういう子たちが入ってくると、もう暴力が
多かったです。要するに、よく職員への暴力があり
ました。早く退院して欲しいと思う反面、帰す先も
ないしというところで、ジレンマで困っていたので
すが、暴力の対象が人ではなく、物に変わりました。
暴力の件数は全然変わりませんよ。変わりませんけ
ど、物に当たって、職員に対して甘える、愛着の対
象に変わっていくようになりました。

ただ、活動の回数としてはすごく少ないです。こ
の動物介在療法、アニマルセラピーはボランティア
なので、あまり活動されている方がみえません。愛
知県でやっていますが、月１回来てもらうのが精一
杯という感じで、時間としては１時間でも、病棟の
人数で割ると２組に分けるので１組 30 分。説明時
間があるので、たった 25 分。１か月 25 分で役に立
つのかなって思っていましたが、犬が介在して看護
師との愛着関係ができますので、続きますよね。十
分効果がある活動だと思います。

ただ、犬に関して言いますと、私たちがお願いを
しています CAPP 犬を管理している JAHA では、
きちんと血液検査をして、感染症がないかとか、子
どもが危うく叩いたりとかした場合に噛みつかない
とか、きちんとテストをされた犬が活動に参加して
います。

ちなみに、今まで子どもが動物に対して殴ったり
とかいった行為は全くありません。ただ、残念なこ
とに、ロボットをその前に導入しました。ロボット
で試した時は目潰しして、ひげを切ろうとして。そ
れを見て、「うわっ、犬入れたら大変だぞ。犬虐待
になるからやめようかな。」と思いましたが、子ど
も達は動物との違いは見ていますね、全然問題あり
ませんでした。

他には性教育があります。性教育といっても、予
防教育という内容になります。年齢で分かれていま
すが、ケアキットプログラムというのはもともとカ
ナダの赤十字で作られたもので、対象は幼稚園から
小学生です。もう一つ思春期の性教育は小学校の高
学年以降で理解力があれば行っています。

皆さんのイメージされている性教育というのは義
務教育のものかと思います。体の作りだとか、月経
の周期だとかありますが、避妊の仕方を教える事は
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大切です。どういうことかといいますと、兄弟だっ
たら子どもができないと思っていたと言って妊娠す
る子もいます。あと、正しい自慰行為。間違った方
法で性器を傷つけてしまう子もいます。あと、トラ
ブルに巻き込まれないように、SNS の正しい使い
方。要するに、皆さんスマホを持っていますから、
寂しくて使っているうちに、だまされてというのは
よくうちの外来でもあります。あとは DV のこと
です。この子たち愛情に飢えているのですぐついて
行ってしまい、その後はデート DV。こういう問題
に巻き込まれやすかったりします。

あと、薬物も近いです。薬の説明をすると、「あ
あ、知っているよ、うちに注射器転がっていたもん。」
とか普通に言ったりします。健全な家庭と違います
ので、こういうことを一つ一つ丁寧に教えてあげて
います。

ケアキットの例を簡単に出します。どんな内容か
といいますと、この絵は、「水着で隠れる場所と口
が大切な場所だよ。」。人に触らせてはいけない。見
せてはいけない。でも、「どうしてもケアしなくて
はいけない場合、入院しているとか、あと赤ちゃん
の世話をする場合だけ良いよ。」というように教え
ます。また、「あなたの体と気持ちはあなたのもの
だよ。」と。当たり前と言えば当たり前な事も説明
します。
「間違ったタッチをしたくて、あなたに話しかけ

てくる人がいるよ。」、これは「ぬいぐるみをあげる
から触らせて。」と賄賂です。「秘密にしようね。」
とか。「それに対して、あなたは嫌って言って良い
んだよ。」と説明します。皆さん分かってきました
よね。虐待の場面です。「あなたを助けることがで
きる人もいるんだよ、あなたにとって誰かな。」と
言って、そういうものを言ってもらいます。要する
に、今まで受けてきたことを断って良いのだよ、そ
れは間違ったことだったのだよというふうに教えて
あげます。

性教育を学んだ児童はどう変わるかといいます
と、「断って良いんだ。」って初めて知ります。要す
るに、「ノー」というのを言ったことがありません。

「ノー」を言う練習もします。看護師がその子が嫌
いなぬいぐるみ持って歩いてきます。３メーターぐ
らい離れたところでゆっくり一歩ずつ。「嫌だったら
ノーって言って。」と言うのですけれども、虐待を受

けた子は全く言えなかったりします。看護師さんが
くっつくぐらいでも、「早くノーって言ってよ。」と
いうぐらいの距離になっても言えなかったりします。

ようやく言ったとしても、顔がすごく笑顔でニコ
ニコしていたりします。もう全然ノーと言ってるの
が伝わりませんよね。でも、とりあえず言葉で良い
から、「嫌。」と言うのを練習しただけで、急に笑顔
になって、「ああ、自分の気持ちで話して良いんだ。」、
その時に初めて気付いたと言ったりします。

こうなると、甘えたい気持ちが出てくるものです
から、特定の職員。誰かれ構わずといったら、これ
は愛着障害ですね。そうではなくて、特定の職員、

「この看護師さんが好き。」という人にだけに甘えら
れるようになります。

こうやって断ることができるようになってくる
と、特に施設の中では性加害とか性被害とか結構あ
ります。環境が環境ですので起きてしまう事は仕方
ないかなと思いますが、仕方ないとしても、子ども
たちがそれを断ることだとか、注意して止める。そ
れを先生に相談するっていうことがすぐできるよう
になってきます。すると、とても早い段階で発見す
ることができます。以前はどうだったかというと、
かなり巡り巡って、Ａ君がＢ君に対して加害を行っ
て、Ｂ君がＣ君にやってとかって、すごく連鎖し
て、もう大変な、もうたくさんの登場人物が出てく
るような図ができてからようやく発覚するという感
じだったのが、もう最初の１回ですぐ分かるように
なってきました。せっかく保護された子どもたちで
すから、安全な環境が良いですもんね。子どもたち
にとって安全な環境を構築するツールにもなってい
ます。

入院までは良かったのですけれども、一生懸命治
療したお子さんが帰った後に、やはり良い環境にい
なければかわいそうですもんね。先程少しお話しま
したけど、施設の環境はこの表のような感じです。
また後でご説明があるかと思いますが、被害を受け
た子たちが集まってくる環境ですのでなかなか大変
です。

施設のために僕らが何をしているかと言います
と、先程の性教育をきっかけに勉強会を作って、施
設の皆さんと一緒に年３回ぐらいのペースでやって
います。それが「性の問題について考える会」です。

この目的は何かといいますと、まず施設の中で一
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生懸命皆さん頑張っているのですが、少ない人数で
頑張っている。あと、勉強する時間もなかなか足り
ないと言います。勉強に行こうと思っても、少ない
人数なのでなかなか行けなかったり。なので勉強会
を作り、出てきてもらって、僕らとも顔見知りにな
り、懇親会もありしますので、ダイレクトに相談し
てもらっています。こうなってくると、施設で少し
困ったケースがあるとすぐ相談というふうになって
くるので、ごくごく軽症の子どもたちの相談も増え
てきますので、なおのこと、施設の環境が良くなっ
てきているのではないかなと思います。

あとは、自分の施設も頑張っているけど、別の施
設を見ると大分違う環境だったりします。もっと学
ぶべきところがあったりだとか。自分たちの常識を
変えることが。もう本当に近くの施設でも違ったり
します。そういうことを見て、要するに何かといい
ますと、あそこの施設はここまでできているという
情報を持ち帰って、自分たちの施設ももう少し頑張
ろうというふうに。

一番びっくりしたのは、うちの施設、トイレのド
アがなかったのだけど、恥ずかしくなりましたとか
言って。それで慌てて施設長に言って、お金出して
もらって、トイレのドアを付けたりとか、そんな話
もありました。

あとは、性教育を学びに行くのも結構お金がかか
ります。どこかの施設が始めて、それを講義します。
それを聞いて、そこの施設の職員とコンタクトを
とってどう始めたら良いかを学んで。性教育を始め
ると、先程の話ですが一般性教育と違います。子ど
もを大切にしようという目的がしっかりありますよ
ね。なので、子どものことをもっともっと大切して
あげるために今何ができるだろうといって、だんだ
んプログラムが多彩になってきます。それこそ、こ

こにも書きますけれども、生活の指導をもっとしな
くてはいけないのではないか。この子たちが将来、
ひとり暮らししていくという将来を考えてとか。そ
れだったら進学とか就労についてもう少し勉強する
機会を作ってあげたら良いのではないかというふう
に、だんだんプログラムが変化していっています。

これは、昨月、うちの病院が開催した内容になり
ます。

親元に帰るお子さんもいますので、親に対しての
支援もしています。小児センターは子どもの病院で
すが、特に親自身に被虐待歴があるケースにおい
て、心療科に限り、親のカルテも作って治療をして
います。何故かといいますと、病院になかなか通う
時間もなかったり、通った病院でトラウマに関して
なかなか理解してもらえないこともありますし、一
番困ったところが子育ての場面で出てくる場合もあ
ります。ですから、子育てを通じて、要するに子ど
もの相談に乗りながら自分のトラウマも話していけ
るという、そういう関係ができます。

あとは、地域との会議は良くやります。会議しな
がら、それこそ生活保護を取るなんてなかなか難し
かったりすることありますよね。でも、家庭の環境、
僕らが把握している内容とかもお伝えして、ここは
そうしてもらった方が良いですねみたいな話し合い
になっていって協力してもらったりしています。

ここまでは病棟でのお話をしましたけれども、今
度は法廷での支援というふうになります。

医師としての支援と書いてあるのは、今まで全然
医者の仕事が出てなかったものですから、医者も働
いていますよという意味です。何をしているかとい
いますと、まず DV に絡むことが最近多いです。上
半分のこと、子どもの利益にかなうなら、特段の事
情がない限り原則的に面会交流を行うというのは
もっともな事だと思います。離婚して、別居してい
る親子がいます。片方の親のところにお子さんがい
ます。虐待とか DV だとか、そういうものの影響が
なければ会わせましょうという話です。それはそう
です。ただ、虐待とか DV はなかなか家のことで
すので、証明するのが難しい。結局、それで面会さ
せてほしいという要求が最近増えてきています。そ
れによって、例えば父親から母親への DV の場合、
父親と面会する度に子どもが荒れてしまう、フラッ
シュバックを起こしてしまうというようなケースが
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増えています。
例ですが、１歳半から父から身体的、心理的虐待

を受けてたお子さんです。小３になってから成績が
著しく低下しました。食欲低下や頻回に下痢が見ら
れて、笑顔も減りました。ただ、小学校に入ってから、
お母さんの前では殴られていなかったのでお父さん
の暴言だけが原因かなとか思っていたのですが、ご
自身も DV を受けていたし、明らかに子どもの様子
もおかしいからということで、ここでようやくお母
さんが避難を決意しました。

離れてから「お父さんに一生会わないならば。」
という条件で、そのお父さんから受けた虐待につい
てこの子が開示をし始めました。そして、「もうお
父さんとは一生会わなくて良い、警察に捕まえてほ
しい。」とも話し始めました。次第に下痢が治まり、
笑顔も増え良くなってきましたが、そこから父の追
跡が始まりました。そして裁判で「子どもたちと面
会させろ。」と要求して来ました。それからどうい
う症状が出たかといいますと、頭痛、夜尿、悪夢、
あと戸締まりを繰り返し確認。漢字のテストは３点。
元々そこまで成績は良くなかったのですけれども。
あと書字、読字も全くで、字を書くこともできない
のです。もうこの子泣きながら毎日何時間も漢字練
習をしていました。昔、お父さんといる時に、「お
前はばかか。もっと勉強しろ。」とすぐバコーンと
殴られていました。できない。算数も文章題も、も
う文章が理解できない。感想文、手紙も「特にない。」
しか書けない。機嫌悪くすると半日から１日荒れて
いる。甘えられないし、お母さんに叱られるとなぜ
か笑いが止まらなくなるという感じでした。

この子に対して支援した内容としては、虐待の内
容を聞いて、「それがトラウマの症状と考えられる。
その原因は父親にある。」ということを診断書にし
て提出しました。場合によっては裁判所に行って証
言することもあります。

これに関してですけれども、「病院だとお母さん
が話すことを聞いてるだけじゃないか。」、「病院だ
けしか行っていないじゃないか。」という反論もあっ
たりしますが、例えば児童相談所とか、地域の心理
の先生だとかに話したこととか、各自から「同じこ
とを子どもが話している。」と分かると良いので、
皆さんが意見書を書いてくださるともっと強力なも
のになるのではないかと思います。

あとは、調査官調査への協力です。調査官という
のは家庭裁判所にいる方で、心理士やワーカーの資
格を持っている方です。子どもとか、父親とか母親
とかに話を聞きに行って意見をまとめ、裁判官に伝
える役割をしている方です。その方に対して、子ど
もが証言するのを手伝うというのがあります。

お父さんとお母さんが裁判で言い合うことは全然
かみ合いません。あっちが悪い、こっちが悪いって
やっているだけで。では子どもはどう思っているの
かというところで、子どもが言えなかったりすると
結局分からないという話になってしまい、では会わ
せましょうというのが今の流れです。なので、子ど
もが会いたいか会いたくないか、それだけでも言え
ると良いので、その証言。ものすごく子どもは怖が
りますよ。「自分がしゃべったことをお父さんが聞
くんだ。」と思うので。

調査官の人は、「私は中立で。」と言います。「中
立というのはどっちの味方？」「自分の味方じゃな
いの？」という感じに受け止めたりします。そこを
どう手伝うかといいますと、最初に病院に来ていた
だいて、その人と僕が話します。話してどういう方
か、人柄というか、そういうものを聞いた上で、「あ
の人は決してお父さんだけの味方とか、そういうこ
とないよって。あなたが話してくれたら、それをき
ちんと中立の立場で話してくれる人だよ。だから、
頑張って伝えてあげてね。」という感じです。

あとは同居している非加虐親への支援。今の例で
言うと、お母さんになります。ずっと抱えています。
生活的にも経済的にも結構苦しかったりします。さ
らに、裁判でものすごく言われます。お前が悪いみ
たいに。お前のせいで子どもがそうなったのではな
いのかみたいな感じを言われたりするので、DV で
ようやく逃れても、さらに痛めつけられる。これだっ
たら一緒にいた方が良かったのではないかと思った
りだとか、もう頭が回らなくなって、鬱っぽくなっ
たりします。そのお母さんを支えてあげることをし
ます。

このケースは、裁判で面会をしなくても良いと決
まりました。そうすると、びっくりしたのはその後
全教科 100 点ばっかり！感想文など受賞するレベル
でした。暴力もなくなって、周りを笑顔にしたいと
いうふうに言い始め、一緒に泣いたり、悲しんだり、
甘えられるようになって、素敵な家族になりました。
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お母さんからの意見はこの表のように色々ありま
すけれども、時間の関係もあるかと思いますので、
見ていただけると良いかと。DV に関わったことの
ある方がお見えかどうか分かりませんが、色々なと
ころに同じことを相談するのは大変ですよね。その
途中でやはり理解してもらえないのではないかと
思っていたりとか。だから、ワンストップセンター
を是非作ってほしいと言っていました。今、全国的
に少しずつできつつあります。

ワンストップセンターとは何かといいますと、
子どもに限ったものを先に挙げますが、Child 
advocacy center ってアメリカとかへ行ったら普通
にありますが、被害を受けた子どもがそこに行けば
診察してもらえて、司法面接といって証言の証拠と
なるような面接をしてもらえて、警察も配慮しても
らえる。連携していますので。裁判の支援も手伝っ
てもらえる。裁判所に行く時結構怖かったりします。
その時に怖かったら付き添ってもらえたりと。その
ようなことをしてもらえるところです。

これが DV に関してもいくつかできていますが、
子どもに関してはこの間初めて神奈川でできたばか
りです。

説明を省きますが、性犯罪厳罰化という流れが来
ています。今まで親告罪といって、本人が訴えなけ
れば性犯罪というのは事件化されなかったのが、警
察が起訴すれば事件化することできるようになって
きています。これから性的虐待を受けた子どもたち
を事件化することがだんだん増えて、要するに被害
者支援の機会というのは増えてくるのではないかと
思っています。

このような関わりによって、子どもたちに今まで
出会った大人とは違うぞという感じで伝わってくる
と、子どもたちの今までの価値観が揺らぎ始めて、
抑え込んでいた感情があふれ始めて、甘えたりとか、
そして育ち直しが始まるのではないかと思っていま
す。ご清聴ありがとうございました。

白崎氏　ありがとうございました。あいち医療セン
ターでの、そして司法場面、法廷場面での取組など
についてご紹介をいただきました。

それでは、引き続きまして、水島先生からお話を
いただきます。

では、よろしくお願いいたします。

水島 栄氏　中央大学の水
島です。今年の春まで福
井大学の友田先生のもと
で研究を行ってまいりま
した。今回はこのような
機会を与えてくださいま
した友田先生、そして座
長の白崎先生、並びにこの企画に関わられた方全て
に心より感謝申し上げたいと思います。

本日私がお話しさせていただくことは、児童虐待
における医療現場からの循環型アプローチについて
です。

この循環型、何だか少し耳慣れない言葉だと思い
ますけれども、私たちが日常的に行っているコミュ
ニケーションをベースにしています。このことを頭
の片隅に置いてお話を聞いていただけましたら幸い
です。

もう既に先生方がお話されていると思うのです
が、昨年度、児童相談所が虐待案件として相談対応
した件数が 10 万件を超えています。昨年、これは
過去最高となっているんですけれども、この要因と
しては児童虐待に対して人々が繊細に反応するよう
になったということがあるかと思います。

社会的関心の増加があったり、警察からの通告の
増加があったり、あと、「189」という全国共通児童
相談電話の周知が起こったからではないかと思いま
すけれども、人々が互いに監視するような雰囲気が
構築されている中、やはり虐待行為は減少していな
い訳です。その虐待も体罰やネグレクト、今まで見
える虐待だったものが、今度は DV 暴露とか心理虐
待など目に見えない形になってきているということ
です。

日本の特徴的な課題について今から考えたいと思
います。

児童相談所が子どもを一時保護した後の処遇に課
題があると思います。厚労省社会保障審議会児童部
会の資料によりますと、児童虐待を主訴として一時
保護したケースのうち、約３割のお子さんは評価後
に児童養護施設で生活したり、あるいは里親家庭に
行くなど親元を離れて虐待リスクの低い環境で生活
します。しかし、残りの７割の子どもさんたちは一
時保護の後、元いた保護者のどちらかの親元に戻る
という。この７割という数字はかなり私にとっては
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衝撃的でした。
一時保護後に治療が必要と診断された子どもたち

は医療につながります。従来の医療モデルですと、
医者、心理士がそれぞれの専門的視点から子どもに
直接アプローチを行っていました。しかし、子ども
だけが治療の枠組みにいてもあまり変化が牽引でき
ないということが近年分かってきました。

何故なら、やはり虐待は関係性、先程から愛着、
愛着というふうな言葉が出てきていると思いますけ
れども、虐待は関係性の中で生じる病理ですので、
それまでの虐待的人間関係ではなくて、健全な関係
性を提供する大人が全方位に必要になります。そし
て、何よりも医療従事者と子どもに直接関わる大人
が一つのチームとなって子どもを取り囲むように存
在することが必要になります。ここで情報の循環が
生まれるというふうに考えています。

虐待介入に際して必要なのは、子どもが虐待経験
を乗り越え、どう成長するかという視点です。小さ
いころから虐待的な関わりに適用してきた子どもに
とって、さっき新井先生がストックホルムの話をさ
れておりましたけれども、ストックホルム症候群の
ような状態になっている子どもにとって、ある日突
然、親と離れて暮らすなどの環境的変化が生じた時、
ご本人にとっては大きな混乱、変化に適応できない
状況になると思います。それまでのやり方が通用し
ないということに直面化します。

虐待という関係性によって生じた病理は、人との
関わりを通して再構築され、獲得されます。良く「育
ち直し」という言葉がありますが、正にそれです。
そのため、子どもだけではなくて、子どもの養育を
担う人、虐待に関与してない親の存在が必要になり
ます。

では、具体的な心理支援の傾向について掘り下げ
てみましょう。介入方法は、個人を対象としたもの、
また親子を対象としたものがあります。例えばプレ
イセラピー、カウンセリング、この応用行動分析、
ABA ですね。認知行動療法、CBT。

この Somatic Experience というのは最近良く皆
さん使っていらっしゃると思いますけれども、体に
残っているトラウマの記憶を、体を使って回復して
いく。体が基準、体がどんなふうに感じるかとい
うところから展開していくのですが、この EMDR、
Brain Spotting といってトラウマの暴露を使って治

療をしていく方法もあります。
虐待を経験した子どもには親子対象の中のどれか

一つ、恐らく皆さん、この親子対象のものに関して
は、ほとんどまだなじみがないのではないかと思い
ますけれども、今、日本に入ってきているのは、こ
のケアというもの。これは東京の白梅学園の福丸先
生という方が全国のトレーニングを行っているので
すけれども。また、PCIT というもの、これは親子
の関係性を強化するセラピーですけれども、親に対
して直接フィードバックをしていくというペアレン
ト・トレーニングです。

TF-CBT、トラウマ焦点化認知行動療法ですけ
れども、本日、非常に偶然ですが、東京でケアと
PCIT の合同勉強会が行われている状態です。

私は、やはり虐待を体験している、経験している
お子さんには親子対象の治療方法のものを一番最初
に導入して、それから個別でやっていく。個人対象
のセラピーを展開していくというのが非常に望まし
いのではないかなと思っております。

トラウマに対する侵襲性に関しましては、上が侵
襲性が低く、下に行く程追体験を伴うとか、侵襲性
が高くトラウマ暴露が増加するというふうになって
います。

治療的な介入を行う場合ですけれども、子どもが
経験した出来事の情報を事前に治療者側が把握して
いるという必要があると思います。最初の聞き取り
などで、「私は心理士ですけれども、私があなたの
ことを今とても丁寧に扱いたい。あなたの話を丁寧
に聞きたいです。」ということを初回の時点できちっ
と伝えることができなかったら、やはりそれ以降、
子どもとの関係が成立しません。そこを子どもに分
かってもらうというだけでも初回は相当重要なセッ
ションになります。

具体的な評価に関しましては、まず本人の特性、
もしかしたら発達障害的な要素があるのではない
か、ASD 的な要素あるいは ADHD 的な要素はない
だろかというのを徹底的に調べたり、家庭環境、何
人で住んでいるのか、どんなお家に住んでいるのか、
おじいさんはいるのか、おばあさんはいるのか、こ
の家庭の文化はどんなものなのかということ。

また、このお子さんがお家の中あるいは学校、学
校以外でどんな体験をしたのか、どんな怖い経験を
したのかというのを丁寧に拾っていく。そういうこ
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とが必要になってくるかと思います。
これらの評価のトライアングル、３点を複合的な

情報を用いて個人の状態の把握と評価を行うという
のが望ましいのではないかと思っています。

これは、福井大学子どものこころ診療部で行って
いる実際の評価フローです。こんなにたくさん子ど
もにやるのはと思ってしまうかもしれないのですけ
れども、まずは精神疾患スクリーニング、これは質
問をしていく形ですけれども、これを行って、知能
検査、認知発達を見きわめる。そして、行動の問題、
鬱はどういう状況。鬱の状態はどうなのか。そして、
トラウマティックな出来事が今のそのお子さんにど
のぐらいのインパクトを与えているのかという事を
把握する。

そして、やはり先程の ADHD の可能性、AQ、
ASD の可能性を探っていくという事。また、子ど
もの状態があまりよろしくない場合は、トラウマの
症状。どんな症状が強く出ているのかということを
調べていくために、TSCC、これは 54 項目からなっ
ている質問紙ですけれども、これを行っていく。

通常の外来でこれだけの検査を一気にやるとい
うことはほとんど不可能です。したがいまして、
Wisc は１回、そしてもう１回、こちらのものを行
うという形ですが、Wisc 以外は質問紙という形で
展開できます。ただし、この M.I.N.I.KID というも
のとトラウマの IES-R、TSCC に関しては対面で
行うということをお勧めします。おおむね、この
M.I.N.I.KID と IES-R、TSCC、これだけで 30 分ぐ
らいかかります。

医療現場では、先程友田先生が研究室の研究の報
告をされました。上の話はもう既に皆さん聞いてい
るかなと思いまですけれども、この fNIRS の研究
についてお話したいと思います。

今現在、私がやっていることですけれども、抑制
課題。ある動物が出た時にはボタンを押す。でも、
ある動物が出ない時にはボタンを押さない。我慢を
しなくてはいけない時の脳の機能を NIRS という、
こういうイボイボのついた帽子をかぶって脳機能の
計測をしました。やはり先程の友田先生の報酬系課
題の結果と類似していますけれども、一般的なお子
さんの脳の活動は、抑制課題の時にも非常に活発に
動いている。しかしながら、ADHD のお子さんは
その脳の活動が低下していた。この機能を実はバイ

オマーカーとして定型発達のお子さんと ADHD の
お子さんの判別に使えないかというふうな研究を行
いました。その結果、概ね 80％で判別が可能とな
りました。

何故私がこの話をするかというと、今後の可能性
として ADHD よりももしかしたら虐待を受けたお
子さんの脳活動は低かったという友田先生らの研究
がありますので、被虐待児に同様のことをやってみ
たらどのような結果が得られるかということを少し
思っております。

ホルモンの研究に関しましては、友田先生のとこ
ろに私がいた時に友田先生と一緒に研究させていた
だきましたけれども、親と暮らしている子どものコ
ルチゾール値が高かった。オキシトシンがやはりそ
の不安定な状況のお家のお子さんは朝も夜も低かっ
たということがありました。

コルチゾールは、通常、ストレスを感じた時に多
く分泌されます。オキシトシンは幸せを感じた時、
あるいは人と触れ合った時、信頼関係が増した時な
どに多く分泌されます。このコルチゾールとオキシ
トシンは拮抗作用、真逆の反応を捉えるということ
がありまして、この作用を使って、もしかしたら簡
便に虐待評価が行えるようになるかもしれないとい
うふうに私は今考えていて、この辺の研究も今後進
めていきたいと思っています。

ここまで循環型の提案と言っておきながら、あち
こちに話が飛んでいってしまいましたけれども、も
う一度循環型支援の話に戻ります。

虐待は、関係性の中で生じる病理であるため、子
どもだけを対象としてもあまり変化が期待できない
事。そのために、子どもと保育者、保護者を一つの
ユニットとして関係性を軸にサポートしていく。そ
のためには、養育スキルが必要になります。

ここで養育スキルに関する情報を少しお話したい
と思います。

皆さん、先程も少し私お話させていただきました
けど、CARE って聞いたことありますか。

こ れ は Child Adult Relationship Enhancement
という方法、メソッドの頭文字を使ったもので、米
国で開発された子どもへの関わり方を向上させる技
法です。とても分かりやすくて、誰でも取り入れら
れます。例えば専門職でないとだめということでは
なくて、普通のお母さんが普通に家庭で使えるとい
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う技法です。保護者が子どもに対して積極的に行い
たい３つのＰ、例えば賞賛。「とっても良くできた
わね。今日は頑張ったわね。」とか、繰り返し同じ
ことを言う。一回言って「分かったでしょう。」で
はなくて、何回も説明する。できるだけ感情ではな
くて、言葉での表現を使うという、この積極的に行
いたい３つのＰというものと避けるべき３つのＫ。
このＫ少し苦しいのですけど、質問責めにしないと
か、命令口調にならないとか、禁止や否定的な表現
を多用しない。

この避けるべき３つのＫをどんどんどんどん生活
の中で減らしていくこと、そしてとるべき３つのＰ
を増やしていく。こういうことで子どもとの関わり
が非常に良くなっていくということが実際にあるよ
うです。

私が今まで関わった親御さんの中では、多くの親
御さんは３つのＫばっかり使っていたということが
ありました。CARE の良さは、何よりも具体的に
子どもと関わる際に使える方法だと思います。

例えば、思春期の難しい子どもさんに言うことを
聞いてもらうにはどうしたら良いかという方法など
もこの CARE プログラムにはあります。また、こ
こで少しだけ TF-CBT についてお話したいのです
けれども、TF-CBT というのはトラウマフォーカ
スト認知行動療法の略です。

米国でエビデンスのある子どもへの最も効果的な
心理療法として既にもう 20 本ぐらい論文が出てい
ます。虐待の原因に直接関与していない保護者も治
療対象とするため、子どものセッションと親のセッ
ションを一つのパッケージにしています。段階的暴
露を治療に用いています。

現在、米国の開発者らが日本とシンガポールから
選抜された臨床家をトレーナーとして養成するプロ
グラムが展開されていますけれども、私も今そのト
レーニングを受けている状態です。来年の秋以降、
日本でも TF-CBT トレーニングが全国展開される
予定です。是非子どもの虐待に関わる専門家の方た
ちに使っていただきたいと思います。

TF-CBT の対象に関しましては３歳から 17 歳の
子ども。一般的にはトラウマがあるという前提に
なります。何故かといいますと、この TF-CBT は
PTSD の症状を非常に下げるという効果、また鬱の
状態を低下させるという効果があると言われていま

す。ただし、重度の行動問題がある子どもさんには
TF-CBT の前、または TF-CBT の後に追加の介入
が必要になるというふうに言われています。

また、この TF-CBT については説明を後でさせ
ていただきたいのですけれども、概ねセッションは
12 回から 16 回で終結するようになっています。

何故階段型になっているかといいますと、この一
つ一つのプロセスを経てＥのところまで行くという
ふうに、治療コンポーネントとしてこういうプロセ
スを歩んでほしいというふうに定められています。
それが段階的な暴露を子どもに提供して、子どもが
時の経過とともに、その治療的な効果を十分に発揮
しやすい状態になるというふうになっています。

循環型の治療のゴールはレジリエンスと統合で
す。レジリエンスを定義するのは本当に非常に難し
いですけれども、いかにして出来事から回復し、出
来事を自分の中で過去のものとするのかということ
だと思います。

本当に様々な心理療法がありますけれども、子ど
もへの介入としては、やはり心理教育で認知処理。
何で私はあんな目に遭ったのだろう。何でこんな怖
い思いをしたのだろう。私がいけなかったからかも
しれないとか、子どもが考えてしまう認知、その処
理と自分の語り、私はこんな経験をした、こんな経
験をしたけれども、まだ生きていた。それを心理教
育で挟む。そういうふうに展開するものが現時点で
は有意義な結果を牽引しているのではないかと思っ
ています。

ここまで色々話してきましたけれども、まとめです。
循環型支援の重要性としましては、児童養護施設

など集団生活環境では担当者や養育者、本当の親
が今いない状態の場合は親代わりのような存在との
日々のやりとりの質が鍵になってくるかと思います。

我々のような医療現場での介入は、子どもの生活
を支える人との関わりからみたら本当にほんのわず
かなものでしかありません。だからこそ、私たち医
療従事者は客観的にもなれるということもあります
し、子どもの良い部分を探していく。子どもの持ち
味と強みを活かしたサポートと子どもに直接、関わ
る人の視点から学んで、その思いを丁寧に聞いてい
く。すなわち、複眼で子どもを支える。情報を循環
していく。これが循環型支援ではないかと思います。
以上で私の話は終わります。ご清聴ありがとうござ



121

第４分科会

いました。

白崎氏　どうもありがとうございました。虐待はそ
の関係性の中で生じる病理ということで、その親子
ユニットとして扱っていたりとか、新しい循環型の
支援などについて、最新の研究の成果も踏まえて紹
介をしていただきました。ありがとうございました。

それでは、最後になりますけれども、荒木先生か
らお話をいただきます。

よろしくお願いします。

荒木 結衣氏　児童養護
施設吉江学園で心理療法
を担当している荒木結衣
です。

虐待を受けた子どもた
ちに対して、医療機関や
児童相談所など関係機関
とどのように連携をとりながら子どもたちのケアを
行っているのかについてお話しさせていだきたいと
思います。

最初に、吉江学園について簡単に説明させていた
だきます。吉江学園では、家庭の色々な事情により、
県から委託された幼児から高校生までの子どもが共
に生活をしています。生活の場であるので、子ども
たちと一緒に職員もそこで寝て、起きて、御飯を食
べています。

そして、子どもたちは学校に行き、部活をしたり、
友達と遊んだりして帰ってきます。休日は友達のと
ころに遊びに行ったり、地域の行事に参加したり、
職員と外出するなどして過ごしています。

概要としては、本館とグループケア棟からなって
います。本館は大舎制で、１階が男子、２階が女子
の部屋があり、幼児から高校生の 32 名が、グルー
プケア棟は７名の男女の中高生が暮らしています。

児童養護施設とは、保護者のない児童や保護者に
監護させることが適当でない児童に対し、安定した
生活環境を整えるところになっています。それとと
もに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整などを
行いつつ、養育を行い、児童の心身の健やかな成長
とその自立を支援する機能を持っています。

また、近年、児童養護施設では虐待を受けた子ど
もは 53.4％、何らかの障害を持つ子どもが 23.4％と

増えている傾向にあります。
次に、吉江学園に子どもが入所するまでの流れに

ついて説明させていただきます。
保護者からの相談や虐待の連絡があると、まず児

童相談所が子どもを一時保護するかどうか決めま
す。一時保護となった場合、保護者との面接や、ま
た子どもとの面接や一時保護での生活の様子を観察
したり、検査を行います。

それらを経て、保護者のもとに帰ることが困難で
児童養護施設への入所が必要と判断されると、入所
措置となります。入所措置となると、児童相談所か
らその子どもの説明を受けたり、学園の職員が一時
保護されている子どもに会いに行ったり、また子ど
もが学園を見学して入所となります。

吉江学園においても、入所理由は以下のようなも
のが挙げられています。虐待も多く、虐待のケース
の中には子どもが発達障害やその傾向があり、保護
者が対応しきれず虐待につながるといったケースも
見られます。その他には保護者の病気や死去、養育
困難によって入所する例があります。

吉江学園でも虐待により入所するケースは多くあ
ります。入所後に虐待の影響として以下のような行
動が見られることがあります。例えば多動や不注意、
かんしゃくや感情のコントロールの困難さ、フラッ
シュバックなどの PTSD の症状、初対面の人に対
する過度のなれなれしさや強い警戒心、学習のつま
ずきなどです。

このような虐待の影響と考えられる行動が入所後
の生活で見受けられた場合、必要に応じて医療機関
に受診することもあります。それとは別に入所前か
ら受診しているというようなケースもあります。

医療機関に受診し、発達障害や PTSD、愛着障害
と診断される子どもも多くいます。医療機関では、主
治医の診察や心理士によるカウンセリングを行って
もらっています。また職員が子どもの様子や行動で
気に掛かる点や保護者との関わり方などについて話
をします。主治医や心理士から助言や指示をもらい、
子どもとの関わり方や対応の仕方について施設内で
も検討し、職員間で統一した対応をとっています。

児童相談所には医療機関を受診後に必要な情報を
伝えることもあります。それ以外にも日々の生活の
中で気に掛かる様子があった際にはその情報を伝
え、子どもの状態について共有しています。必要に
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応じて児童相談所の職員による面接を行ってもらい
ます。

またケース会議を定期的に行い、子どもたちの
日々の生活や将来についてや、保護者とどう関わっ
ていくかなど話し合います。

吉江学園では、子どもたちに対してこのような対
応も行っています。例えば集中して学習ができない
子どもに対しては個別で学習を見たり、iPad など
を使用することもあります。また、暴力や暴言、問
題行動などが見られた場合、子どもに自分の行動や
気持ちを振り返らせることをします。その際、子ど
もの感情が高ぶっていて話が聞けない時は、その場
を離れ落ちつかせるというタイムアウトを用いるこ
ともあります。

子ども自身がストレスへの対処方法を持っていな
かったりもするので、その対処方法を一緒に考えた
りもしています。SST（Social Skills Training）と
いう社会性を身につける練習も様々な場面で行って
います。例えば友達が遊んでいて順番が守れない時
や会話をしている中に自分も入りたい時どうしたら
いいのかなどについて教えて、子どもたちが実践で
きるように練習を行っています。

心理療法では決められた時間に決まった場所で子
どもと１対１で遊んだり、話をしたりして過ごして
います。これらは基礎学力や自己肯定感を高めた
り、より適切な行動を身につけることができるよう
に行っています。

ここからは、医療機関と児童相談所とどのように
連携しながら子どもの対応を行っているかについて
事例を踏まえて話をさせていただきます。事例では
ありますが、一部内容を変えています。

Ａちゃんという高校生の女の子です。入所理由は
性的虐待です。家族構成は、父、母、弟です。医療
機関を受診した理由としては、児童相談所での一時
保護中に PTSD と思われるような症状が見られた
ためです。入所後に医療機関に受診しています。診
断は PTSD で、内服はしていません。

中学生の時のことです。Ａちゃんの様子としては、
家族のことを思い出し、気分の浮き沈みがあったり
しました。そのため、心理療法も行いました。心理
療法自体に拒否することはなく、色々と話はしてく
れますが、内容がなかなか深まらないという印象が
ありました。

医療機関では診察及びカウンセリングを受け、カ
ウンセリングでは虐待に対するトラウマの治療も
行ってもらいました。また児童相談所の職員との面
接を定期的に行ってもらいました。

高校生の時のことです。Ａちゃんの様子としては、
大分落ちついた状態が続いていたので、心理療法の
頻度も減らしました。医療機関でも落ちついた状態
であり、PTSD の症状も見られず、カウンセリング
は終結することになりました。児童相談所とは、Ａ
ちゃんがお母さんとの面会を行うに当たってどのよ
うに進めていくかについて話し合い、Ａちゃんとお
母さんが面会を行いました。最初はお母さんと面会
したことによって気持ちが揺れ動くことがありまし
たが、そのことが行動などに現れることはありませ
んでした。

また、接客のアルバイトも始めました。その後、
痴漢事件に遭いました。部活をして帰ってくる時に
体を触られるというものでした。気持ちが不安定な
状態になりましたが、事件の説明をしている時に急
に学校の話をしてきたり、数日後には「もう大丈夫」
と部活に行き遅い時間に帰ってきたりもしました。

そのような姿を見ていると、こちらとしては心配
になったり、Ａちゃん自身も虐待を受けてきたので、
その影響が何か出てくるのではないかというような
思いもありましたが、普段と同じように過ごしてい
ました。

その後、アルバイトでの失敗や対人関係でのつま
ずきがあり、アルバイトを辞めました。そこから働
くことへの意欲がなくなり、将来の経済的な不安も
感じて、家に帰りたいと言うようになりました。こ
のような様子を医療機関や児童相談所に伝えまし
た。医療機関では主治医より、家には帰らせられな
い、その考えを改める必要があるとのことでカウン
セリングを再開しました。また、児童相談所とは引
き続きＡちゃんの面接を行ってもらうとともにケー
ス会議を行い、家に帰る以外の選択肢など今後のこ
とを話し合いました。

Ａちゃんは、学園や児童相談所の職員と色々と話
をするのですが、自分の状況や先のことを考えられ
ずに流される部分がありました。そのことも医療機
関や児童相談所に伝え、どのように対応していくか
ということを話し合いました。継続して医療機関で
は診察とカウンセリングを、児童相談所との面接や
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ケース会議を定期的に行いました。
このような事例を通して、施設だけではなく、医

療機関や児童相談所とも関わることで子どもの様子
や気持ちを多面的に捉えることができたと感じてい
ます。また、支援の手だても色々と考えることがで
き、対応することができたと思いました。しかし、
このＡちゃんの場合は虐待の影響と考えられるよう
な行動が実際生活している場面ではなかなか現われ
てこず、こちらが不安に思うような場面も多く見ら
れました。

自分の状況をなかなか現実的に見ることができ
ず、流されるという部分も多かったため、少しでも
現実と向き合うためにどのように現実的な部分を話
していけばいいのかというような課題もありました。

児童養護施設に入所している子ども全員が医療機
関を受診している訳ではありませんが、ひどい虐待
を受け、様々な関係機関と関わるケースは多くなっ
ています。そのような子どもたちに対し、医療機関
や児童相談所などと連携することで子どもに様々な
支援も考えることができます。

また、それぞれの立場の意見や考えを共有するこ
とが子どもにとってより良い生活を送ることにもつな
がると感じています。子どもにとって何がきっかけ
となり虐待の影響が生じてくるのかは分かりません。
そのため、各関係機関と連携し合いながら、子ども
の心身のより細やかなケアを行う必要があります。

先程先生方もお話されたように、チームとなって
子どもを支えていきながら、子どもたちが安心して
健やかに生活できるようにこれからも関わっていき
たいと思っております。ご清聴ありがとうございま
した。

白崎氏　どうもありがとうございました。児童養護
施設での実際のケースなども紹介していただきなが
ら、実践をお話していただきました。

ここでしばらく質疑応答の時間にしたいと思いま
す。非常に色々なお話をお聞きして、論点というか、
たくさんあると思うので、どこに絞ったら良いかな
かなか難しいところもあるんですけれども、もう少
し聞いてみたいとか、これはどういうことだろうか
というような質問、ご意見がありましたら挙手をお
願いいたします。

分科会参加者①　今日はありがとうございました。
先生方のお話を聞いて、色々思ったことがあります
けれども、ストックホルム症候群の話だとか、DV
の話だとか、色々出てきていました。

それで、特に DV の話なんかで、今すごく問題に
なっているのが、全国で毎年 17 万人ぐらいの未成
年の子どもたちがいる中で、夫婦が離婚してしまう
とすると、やはり日本は単独親権であるのでどちら
かに親権が行く。すると、片方の親は子どもに会え
なくなる。すると、面会交流というふうになります
けれども。

今これでやはり大きく日本で問題に、今、親子断
絶防止法という法律も動いていると思いますけれど
も、DV で子どもを連れ去るというのが、一見、本
当にそういう真の DV で逃げるというのもあります
けど、例えば夫婦関係が何かで破綻して、奥さんが
例えば浮気していたとか、こういうことがあって、
旦那にも言い分があるよとか、そういう時でも女性
相談センター等では特に証拠とかなくて、法律上は
相談したら相談証明がとれるところから、すぐ DV
の相談が出て、そこで子どもを連れ去られて会えな
くなるお父さん、若しくはお母さんというのは非常
にたくさんいるのも現実だと思われます。

そこで、今出たストックホルム症候群だとか、そ
ういう問題で愛着障害というのが出てきたのですけ
れども、愛着障害、やはりお子さんと会えなくなっ
て、子どもがそういう反応性の愛着障害を起こした
りすることもあります。

ここの DSM-5 とかにはまだ、そういう DSM-4
にも載ってないですけれども、アメリカの方だと片
親阻害症候群だとか、片親阻害に対しての研究も結
構進んでいまして、そこで愛着障害とその片親阻害
の関連性で、例えば日本は単独親権なので、相手の
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ことを気に入らないともうお父さんやお母さんを嫌
いにしてしまえば良い。子どもに洗脳させよう。お
父さんはこうだったんだよ、お母さんはこうだった
んだよって常にやらせると、それは伝聞記憶みたい
になって、実際にあったように思ってしまう。それ
を例えば色んなお医者さんの前だとかそういうとこ
ろで言うと、こういうことがあったって。子どもが
言うことを取って、お医者さんが鵜呑みにしたりだ
とか。それで、片方のお父さん、もしくはお母さん
が会えなくなるというのが非常に社会問題として本
当にドミノ倒しというのですかね。ああいうような
形で、同じ症例がどんどんどんどん出ているのが今
の日本の問題だと思います。

愛着障害とその片親阻害というところに関して、
どういうような研究だとか、ご理解やそういうのが
進んでいるのかというのが１点。

もう一つは、虐待予防という名の虐待というのは
ないのかどうか。例えば性的虐待で訴えた。だけど
それが違ったとしたら、他のものがあるのではない
か。それがなかったらすぐ帰す。ただ、その後見る
と全然子どもは何も良くならないし、学校にも行け
ないし、すると何の理由だろう。母親といると何故
こういうふうになって続くのかとか、ただ、これが
リスパダールを大量に飲ませたり、ルーランとかい
う精神病薬を子どもに飲まして、すごく体への影響
あるものに対してそれを処方することで抑えつけ
る、それが解決にもなる、そういうような症例もあ
ります。

そう考えると、この虐待ということは非常に大事
であって、子どもとの面会とか、そういうようなこ
とも出てきますけれども。この虐待というと、特に
一時保護して分離するということが緊急的にはやら
れます。ただ、単独親権によって親権争いがあると、
弁護士が付くとこういうふうに言って虐待にしろと
か、こう言って DV だ、DV だと言えと言ったら実
際には通ってしまいます。

これが今非常に社会問題になっているということ
で、証拠なく認定されるお父さん、お母さん、今は
お母さんでも DV と言われたら、子ども連れ去られ
て引き離されるというのもあるのが現実です。

こういう中で、虐待というのと、本当にその親子
の関係というのについてきっちりと、今研究だとか、
そういう特に片親阻害とかで進んでいるのかどうか

というのをお聞きしたいと思います。

白崎氏　ありがとうございます。離婚が非常に増
えている現状の中で単独親権ということもあって、
DV などがあると特に片方の加害者と会えないとい
ったような事態が結構生じているのではないかとい
ったようなことで、その片親阻害と愛着障害のこと
が１点。そしてもう１つが、それと関係していると
思いますけれども、証拠が十分でないのに離されて
しまって、そこでもう一つの虐待が起きているとも
言えるのではないかといったようなご質問と捉えれ
ばよろしいですかね。この点についてどうでしょう
か。友田先生、よろしいですか。

友田氏　大変難しいのですが、良い質問をいただき、
大変ありがとうございました。これ、会場の皆さん
と考える事項だと思います。

誤解していただきたくないのは、母子家庭だから、
父子家庭だからと、片親だから愛着が上手く形成さ
れない。それは大間違いです。

例えば両親が小さい時期に病気で亡くなられて、
養育されているのがおじいさん、おばあさん。もう
すごく良いアタッチメントが形成されている家庭や
ケースはたくさんいらっしゃいます。ですから、母
子家庭になったから愛着の形成が阻害されるとか、
父子家庭だから、母親がいないからということはま
ずあり得ません。これは先程の特別講演の遠藤先生
もおっしゃってたように、しっかり話を聞いたり、
触れ合う時間を持つ。それから、保育園に預けてて
もちゃんとした保育士さんや、そういう養護をして
くださるような人たちとも愛着形成されるので、例
えば片親家庭だから愛着の問題ができたり、そうい
うことではございません。

それと追加で申し上げると、少し誤解があると思
うのですが、面会交流が全ていけないと言っている
のではなくて、今、親子断絶防止法案というのが超
党派の議論で成立しようとしていますけど、大変誤
解があって危険だと思います。

何故かと申しますと、面前 DV で被害に遭ったお
子さんたちのトラウマ反応や、成人後の様々な症状。
今日の正にテーマである医療的な影響というのをご
存じない方が多過ぎるからです。

先程先生もおっしゃった、面前 DV の影響を受け
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た被害者であるお子さん、それがいわゆる大人目線
の考えで面会交流をしなさいと。そういうことで、
どんどん症状がまた増悪してしまう。結局、良い方
向に行ってたのがまた悪になると。

私もいっぱい経験していまして、実は面前 DV の
被害者、父親の方が DV の被害者であったり、母親
の方、どちらもございます。ある親御さんが加害者
である。別の例えば旦那さんを DV したと。その旦
那さんの方が引き取ってお子さんを見ているのです
が、結局、加害者であったお母さんが面会交流しな
さいと。それがいわゆる裁判所の事務的な論理だっ
たら、TF-CBT で完全に良くなっていた症状がま
た 100％出てきました。大変恐ろしいことです。

結局、面前 DV の影響というのをもっと皆さんが
ある意味、一般社会の方が勉強していただきたいと
いうのがあります。後半の質問はなんでしたっけ。

白崎氏　十分な証拠がないと思われる中で DV とか
いうふうに主張すると、それで引き離されてしまっ
ている現状もあるのではないかといったような話だ
ったのではないかと思います。

友田氏　その十分な証拠というか、どれだけそのた
めに児童相談所が頑張っているか。それを頑張って、
もう時間も寝る暇もないぐらい頑張っていただいて
いるのは児童相談所のスタッフだと思います。

分科会参加者①　ありがとうございました。私も障
害者の虐待だとかは担当でやるのですけれども、障
害者虐待防止法とか、高齢者虐待防止法は、ちゃん
とその虐待の調査というのが法文に入っているはず
です。ただ、DV 防止法というのは何故か相談機関
は入っているけど、事実の認定は入ってない。ここ
がまだ私も非常に問題だなって思います。

逆に相談したら、相談証明というのが出ちゃう
と、それでお父さん、若しくはお母さんは住民票の
係にそれ出されると、それでもう子どもを連れ去ら
れちゃうというのは、これ弁護士も知っているから
やる訳です。これの被害者として親権争いに上手く
お医者さんが使われちゃったり、後で本当はその時
に虐待だ、DV だと言えば良いのに、何年も経って
から虐待だ、DV だと言って有利に面会をしないた
めとか、親権取るためとか、そういう時に悪用され

るケースがあって、またあんまり良くないですけど、
診断書を偽造したりだとか、カルテを改ざんしたり
だとか、結構裁判所に出すものでもカルテを差し換
えたり、追記があったり、空白があったり、色々書
き換えがあったりとか、そういう問題も今出ていて、
これは大きくなるかもしれませんけれども。

なので、本当に子どものことを考えた時に果たし
て、相談機関やお医者さんにしてもそうですけど、
一方の話だけ聞いて、鵜呑みにそれが正しかったの
かとか、本当に虐待だったのかだとか。あと、子ど
もがこう言っているからといっても、これって伝聞
記憶といって、３歳、４歳がお父さんやお母さんが
片親世帯で悪口を言われたりしたら、多分、事実の
ように思って、それを現実に話してしまうとすると、
それが事実として捉えてしまったら、もうそれは引
き離されたお父さん、お母さんはやってないのに、
これは違うといって、本当にそれで家族全体を巻き
込んじゃうと。支援者にしてみればその当事者を救
いますけれども、そのおじいさん、おばあさん、い
とこ、家族を、みんなを考えた時に、みんなの環境
をバラバラにしてしまうという、非常にこういう虐
待問題というのは複雑なところがあると思いますけ
ど、その辺の介入についてはどういうふうに考えて
いるでしょうか。

友田氏　追加でまたよろしいですか。そういうエキ
セントリックなケースもあるとは思いますが、私が
今日強調させていただきたいのは、やはり子ども目
線で見るという発想がない。

先程医療者が片親に言われたままに診断書を書
く。まずあり得ないです。臨床心理士、先程水島心
理士も申しましたように、要するに心理面接という
のは１回では済まないです。何回も何回も子どもと
最初に信頼関係構築して、全く赤の他人である大人
に子どもが話をするというのは、やはり信頼関係の
構築からいきましてちゃんとしたアセスメントをす
る訳です。そのアセスメントがなされた上で、子ど
もがどういうふうに不法な症状が出てるか。あり得
ない、考えられないけど、面前 DV によって色んな
心の問題が出てくるというのを客観的に評価した上
で意見書又は診断書、それから調査官への連携や、
そういう介入をする訳です。

ですから、おっしゃることは非常に全部のことを
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物語っているとは思えないですが、いかがでござい
ますでしょうか。

水島氏　追加でよろしいですか。私たち心理士が虐
待を受けた子どもに関わる時に、一番最初に考える
のは、この子が将来大人になってどんな親になるの
かということを考えます。今起こった出来事、その
出来事のエピソードが強烈であればある程、私たち
は非常に心が揺さぶられるのですけれども、重要な
のは、その出来事がこの子の人生にどのぐらい影響
を与えるのか。この子が健全な親となるのにこの出
来事がどのぐらい障害になるのかということを私た
ちは考えているので、そのエピソードの強烈さに揺
さぶられないで、この子にとって必要なことは何な
のかということを一生懸命考えて、先生方と相談し
ながら支援をしているという状態です。

分科会参加者①　ありがとうございました。

白崎氏　調査に当たっては十分なアセスメント、多
面的なアセスメントをある程度時間をかけてやって
いく必要があるということだと思います。では、他
にご質問などないでしょうか。

分科会参加者②　友田先生にお聞きしたいのです
が、友田先生から発達障害と愛着障害は似て非なる
ものというご説明があったかと思いますが、そこを
もう少し教えていただきたいのと。やはり行動とし
て同じような行動パターンをするので、発達障害と
いう診断をされてお薬を飲んでいる子どもたちも多
くいるかと思いますが、愛着障害の場合のお薬の効
果も発達障害のお子さんと同じなのか。その辺も含
めて、もう少し教えてください。

友田氏　とっても良い質問ですね。本当にありがと
うございます。私は今日、時間が足早に過ぎてしま
いまして、その辺を詳しくお話できなかったので、
良い質問ありがとうございます。

私が何故その似て非なるものって申し上げたの
は、最初の成り立ちがやはり後天的なものと先天的
な要因、もちろん発達症というのは、結果的に発達
軸で見るとどんどん教育や療育によって変わってい
くので、あんまり障害というふうに私たちはしたく
ないですが。発達の特性というのはどなたも持って
おられます。それにアタッチメントが加わるか加わ
らないかで、その発達症の予後も変わってきます。

確かに今日のお話で申し上げましたように、症状
的には ADHD、注意欠如、多動症や自閉スペクト
ラム症のような症状を呈しますが、環境を変えるだ
けでその症状が変わったりすることが愛着障害の場
合はあり得ます。

あと、先程治療のことを知りたいとおっしゃっ
たのですが、治療も違います。ADHD のお薬は抗
ADHD 薬というお薬が、今、２剤、もうすぐ３剤。
そして、多分、アメリカやヨーロッパ並み、欧米並
みに幾つか選択肢が出てくるような。

そのお薬の相性が合えば、大体臨床症状は改善し
ますので、予後も良いです。知的な問題もありません。
ただ、愛着障害の場合は似たような症状ですが、な
かなか ADHD のお薬だけでは上手くいかないです。

私もよく誤診していましたので、ADHD だろう
と思っていたら、結果的には愛着障害だったと。も
ちろん、発達障害で育てにくいお子さんを親御さん
が暴言したり、やはり激しい体罰、そういった時は
もうどちらか分からないのですが、環境を変えたり、
それから特性は一つの特性として理解したり、ペア
レントトレーニング、それから SST です、今日も
話が出ました。そういったことによって速やかに良
い方向に行くというのが一つの発達症の特徴でもご
ざいます。

愛着障害の場合は、今日、いくつかの事例も出ま
したし、分かりやすかったと思います。多機関で連
携しないといけない。正に多機関で、多領域で育ち
を見守っていく。その中には愛着の再形成、トラウ
マの治療、それから学校の先生も今日、会場におら
れますけど、そういう特別な学習、サポート、そういっ
た総合的な支援、CARE をやらないといけない。
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そういう治療をやるという意味では、やはり発達
症の見守りと愛着障害の見守りは若干ずれてきます
し、ヘビーですし、皆さんの時間やエフォートももっ
とかかると思います。それは覚悟して、やはり脳科
学的に見ますと重症です。だから、納得されるかも
しれませんけど、それだけ心してかからなくてはい
けない。一筋縄ではいけないと。

ついでに申しますと、CARE というのは大変ど
んどん今日本でも色んなところで活発に行われてい
る一つの母子、親子の介入の一つとしていますので、
今年の３月か、来年度、４月、５月、６月ぐらいの
早い時期に福丸先生を呼びまして CARE のワーク
ショップを福井、私のところでさせていただきます
ので、またご案内させていただきます。よろしくお
願いいたします。

白崎氏　ありがとうございます。
愛着障害、発達障害、非常に児童精神科の領域で

も大きな問題になっていると思いますので、新井先
生のところでも発達障害の方、子どもさんもたくさ
ん見ておられると思いますけれども、今の質問に関
しては何かございませんでしょうか。

新井氏　友田先生が今お話してくださりましたよう
に、発達障害と愛着障害というのはものすごく見分
けづらいかなと思います。

多くの説明にもありましたけど、その後の環境を
整備していくというのもなかなか難しいところなの
で、しばらく判断がつかないということもあります
かね。本当に難しい問題です。

白崎氏　よろしいでしょうか。では、他にありませ
んでしょうか。

分科会参加者③　今日はありがとうございました。
大阪府で発達障害者向けのグループホームの支援員
をしております。子ども虐待というのと密に関わっ
ている訳ではないですけれども、そのグループホー
ムの中で一つ、発達障害を持ってない 19 歳ぐらい
の男の子が１人おりまして、何でその子が発達障害
者向けのグループホームに入ったかというと、元々
小学生の頃に小学校に通っている時に、もしかした
らこの子は発達障害かもしれないと言われて、診断

受けたところ、アスペルガーというふうに診断され
たそうですけれども。その後、支援学校に行くのか
普通の一般の中学校に行くのかっていうふうに選択
を迫られたところ、その子は支援学校に行くという
ふうに決断して、中学校、高校と支援学校に行った
そうです。

卒業してから、再度、診断を受ける機会があって
受けたところ、全くアスペルガーというふうな診断
は出なくて、代わりに精神科に行ったところ、鬱病
とあと愛着障害というふうに診断を受けたそうです。

その子は、子どもの頃からずっと親からネグレク
トを受けておりまして、母親からネグレクト、父親
から暴力を受けておりまして、ずっと一人で何とか
生きてきたという状態だったそうです。

今やっと支援学校を卒業してから市に保護されま
して、市は発達障害者向けのグループホームに支援
を依頼してというふうに今は入っていますけれど
も、その子自体は一般就労をしたい。今は生活保護
を受けて生活してるいのですけれども、できれば普
通に生活して、自立してと考えていますけど、やは
りどこかでその愛着障害の部分がすごく強く残って
いて、今もずっと薬を手放せない状態です。

もう今年で 20 歳になるのですけれども、やはり
子どもの頃の傷というのが成人になってからもすご
く強く残って、その後、結婚とかしていた時に加害
者予備軍といったら悪いですけれども、もしかした
らその子自身も虐待の加害者になる可能性があるの
ではないかなという危うさを少し持っていまして、
成人してからの被虐待児のケアという部分に関して
どのように思われているかというのを少しお聞かせ
願えればなと思います。

白崎氏　先程の友田先生のスライドにもありまし
た。資料の 78 ページにも載っていますように、成
人後の精神疾患ということで鬱病だったりとか、
色々な依存症などに行く方もたくさんいらっしゃる
かと思いますけれども。

そういった子どもさんができた場合に虐待の連鎖
になってしまう場合があるのではないかということ
で。そういった成人された方へのケアについて何か
お話いただきたいということかと思いますけれど
も、いかがでしょうか。新井先生、お願いします。
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新井氏　ご質問ありがとうございます。成人という
ところですけれども、やはり年齢で支援する人たち
の関わりが切れてしまうというところが一番大きな
問題かなと思っています。

要するに、愛着の問題というのは、誰か支えてく
れる人がいる、いつでも相談に乗ってくれる人がい
るかというところになるかなと思います。なので、
今まで抱えていたものを話していってトラウマの治
療をしていくというのは、多分、今、通院されてい
ますもんね。そちらでされているかと思います。

多分、皆さん、それこそ学校の先生だとか、一旦
関係が切れていますけれども、その後もよろしけれ
ば相談に乗ってもらえると良いかなと思っていま
す。先程例に挙げました、うちの大府特別支援学校
の先生もそうですし、私たちと一緒に連携してやっ
ています児童支援施設だとかの先生方も、退所した
児童が遊びに来て、それこそ子育ての仕方が分から
ない。赤ちゃんが泣いているけど、何で泣いている
か分からないとか、そんなことも。普通に泣きます
もんね、夜だったら。ミルクあげればよかったりと
か、おなかすいてるぐらいの意味だったりしますけ
ど、そういうのを教えてあげるという人がいたりす
ると、時間とともに自分で働けるようになった、子
どもを育てれるようになった、友達ができるように
なったというので自信をつけていって、だんだん回
復していくかなと思います。

分科会参加者③　ありがとうございます。

白崎氏　児童の間は児童相談所とか養護施設とか
色々ありますけど、大人になった場合になかなかそ
ういったところがやや切れ目ないというところで、
少し問題が生じたりとかいうことが出てくるのかな
と思います。

障害者の支援施設なんかでもそういった形で支援
をしていただけるととてもありがたいなというふう
に思います。

友田氏　新井先生がいわゆるポイントを言っていた
だいたのですが、やはりそういう被虐待者で愛着形
成の問題がある方も、ある時期になったら、やはり
そういう居場所や生活の不安をなくすだけではなく
て、やはり就労支援、そういったものは発達障害者

と同じようにやっていかないと、自己肯定感が上が
らないです。自分もこうやって社会に役に立つのだ
という。

生活スキルというのは、当然、そういう学校教育
ですが、やはり就労支援の中できちっとそういう何
らかの社会に自分も貢献できるという、そういうも
のも一つ大事な支援なので、是非そういう支援も
やっていただきたいですし、大人になっても愛着の
問題というのはある意味で残ると思うので、そう
いった心理治療は。

今、トラウマもそうですが、自由診療が多くて、
お金が掛かります。今日厚労省の関係者の方いっぱ
いいらっしゃるので、そういうなかなか保険が通ら
ないような診療も是非今後認めていただければ思い
ます。

何故なら、お金がない人たちばっかりです。そし
て、また就職もなかなか就活も上手くいかない。で
も、そういう中で、やはり支えていただける、そう
いうホームがあったり、そういう人がいらっしゃる
ということは大変大きな支えになると思います。

追加で申し上げました。

白崎氏　あとお一人ぐらいお受けできるかと思いま
すが、いかがでしょうか。

分科会参加者④　今日はありがとうございました。
まず１点お伺いしたいのですけれども、先程友田先
生のお話であったスマホをずっとさせているのは虐
待ではないかというお話がありましたが、実際、最
近、スマホの使用状況についてアンケートをとる機
会がありましたけれども、その時にやはり長い時間
スマホをしている子というのは学校生活の中で見て
いても我慢する力とか、すぐ諦めてしまったりと
か、落ち着きがなかったりしたということがありま
した。そういう子に対する支援でこうすると良いと
いうのが何かあったら教えていただきたいなという
のが一つ。

友田氏　良い質問です。ありがとうございます。最
後の質問になると思うので手短に申し上げますが。
学校の現場だけではなくて、子育ての現場でこうい
うスマホとか、PC 端末、それから色んなゲームと
かがもう浸透してきています。ポケモン GO で交通
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事故が起きる時代です。
要は、私が申し上げたかったのは、学校の現場も

そうですし、子育ての現場で若いお母さんが、もう
ずっとラインばっかりしていて、赤ちゃんが泣いて
いようが、もう構わず、ずっと。ネグレクトと同様で、
もうずっとそういうスマホを触っています。子育て
のストレスをそういうご自分がスマホをさわって解
消する。それを特に今日、申し上げたかったのです。

学校の現場で子どもたちがゲーム依存症、イン
ターネット依存症。課金がかからなくてもずっと動
画を見ているお子さんが大変増えています。どうい
うふうに処するか。

一つは、報酬系が弱くなっています。ゲームとか
で勝つと、報酬系がくすぐられる訳です。色んな意
味ではまっていきます。大人のいわゆるギャンブル
依存と一緒です。

ですから、我慢させるという時間を作る。例えば
月曜から水曜まではしないけど、木曜と金曜日に
30 分ずつ。それができたらご褒美シール。トーク
ンエコノミーというのですけど、ご褒美シールか、
スタンプでも良いです。それが 10 個もし集めたら、
土曜日に 40 分か 50 分長くするとか、学校の中でも
何かそういうルールを作っていただきたいです。

それは学校だけではないです。家族でも、トーク
ンエコノミーは、スタンプを 50 個集めたらとは、
その我慢をしたらということです。時間を決めると
いうことに子どもを慣らして我慢できたら、そした
ら１か月に１回だけ日曜日３時間し放題というよう
なルールを作るとか、それは色んなやり方があると
思います。

子どもにやみくもにやるなと言っても、大人が
やっているのですから、そんな子どもがもう完全に
中止は無理ですし、難しいです。逆にそれでまた暴
言虐待とか色んな親子の関係性が障害しますので、
この際、トークンエコノミー。私たちがスタンプを
貯めたり、ポイントを貯めたら少しショッピング安
くなるとか、そういうのと一緒です。何かトークン
エコノミーを使って、子どもたちに我慢することで
ご褒美をもらえる。それは結果的に自分が自分をコ
ントロールできるという証明にもなります。あとの
ルール作りはもうその先生方にお任せしますし、ご
家庭でも。

特に私が今日、申し上げたかったのは、若いお母

さんたちがスマホいじって、赤ちゃんが泣いてても
顔も見ない、そういうお母さんが本当に増えている
ということを今日は警告したかったのです。

白崎氏　ありがとうございました。十分に一つのテ
ーマを深めるという形にはなりませんでしたけれど
も、色々な観点からご質問もいただいたので理解が
深められたのではないかと思います。

せっかくですのでお一人ずつ、今日の議論を踏ま
えての提言でもご感想でも結構ですので、新井先生
から一言ずついただけますでしょうか。

新井氏　今日はこういう機会を与えてくださって、
本当にありがとうございました。

虐待の臨床を日々やっていますけれども、年々理
解してくださる方々が増えていって、子どもたちに
とっては良い環境ができつつあるのではないかなと
思っています。ありがとうございます。

荒木氏　今日はありがとうございました。なかなか
施設に入っている子たちも難しいケースが多くて、
日々奮闘しながらやっているのですけれども、また
今日もたくさんの先生方に勉強させていただいたと
思っていますので、また施設に帰ってこの経験を活
かしていきたいと思います。ありがとうございました。

友田氏　今日、会場の皆様とこういう時間を、貴重
な時間を共有できて大変私自身うれしゅうございま
す。ありがとうございました。

また、こういう機会を作るっていただきました厚
労省の関係の方、それから県関係の方、本当皆様に
感謝でございます。

私が申し上げたいのは、要するに今通告が早く
なっていますよね。気付きが早い。しかし、やはり
親御さんは子育てに一生懸命です。それで一生懸命
なしつけの中で自分にストレスがかかっている時に、
結果的に激しい体罰やそういう言葉の暴力になると
いうことにほとんどの方が気付いておられない。

だから、私は今日、何か偉そうに養育者支援が必
要だ、必要だと言うけど、なかなか支援の手に乗っ
かってくださらない。結果的には児童相談所が介入
するという大変な状況。労力とか時間を考えたら。
何とかそれを上手く、もっと早いうちに、親御さん
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は、一生懸命で悪気がある訳ではないのです。一生
懸命の中で結果的には通告されるようなケースにな
ると。その辺を何とか考えていかないといけない時
代になったと思います。

もう間違いなく 10 年後、20 年後はもっと少子化
が進みます。少子・高齢化で。本当に人口も減りま
すし、労働人口も減ります。そんな中で、こういう
子ども虐待防止に関わるフォーラムというのはある
意味で今後ももっと色んな活発な意見を出し合って
いかないといけないと思います。ありがとうござい
ました。

水島氏　今日はこのような機会をいただきまして、
どうもありがとうございました。

私は、今日、この皆さんとのやりとりを聞いて思っ
たのは、やはり虐待というのは人がつくる病理だな
と思っていました。人が人に対して病的な働きかけ

をするということがその人の人生をどんなふうにす
るのかということのやりとりを聞きながらずっと考
えていました。これからも子どもの声をしっかり聞
いていきたいなということを思いました。今日は非
常に色々勉強になりました。どうもありがとうござ
いました。

白崎氏　どうもありがとうございました。午前中も
会場がほぼ満席でしたし、午後の分科会もこの分科
会も恐らく百何十人か入っていると思います。やは
り虐待について、DV について皆さんが関心を持っ
ていただくと、我々が関心を持つということがとて
も大事だと思いますし、こういった形で理解を深め
ていくということが支援にもつながっていくと思い
ますので、今日のこの分科会がそのきっかけになれ
ばと思います。どうもありがとうございました。
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橋本 達昌氏　橋本と申し
ます。どうぞよろしくお
願いします。

それでは最初に、大分
の河野さんから大分県の
アフターケアセンターでの
先進的な取組事例の報告
をお願いしたいと思います。

河野 博明氏　こんにち
は。私は児童養護施設の
子どもたちと関わり始め
て 30 年近くになります。
このアフターケア事業を
始めたのは平成 23 年の４
月からです。平成 22 年に
国が退所児童等アフターケア事業を一般化したとい

第 ５ 分 科 会
13：30～16：00

橋本　達昌氏	（	児童家庭支援センター・児童養護施設・子育
て支援センター「一陽」		統括所長）

河野　博明氏	（	児童アフターケアセンターおおいた	セン
ター長）

芝　　康弘氏	（	福井県総合福祉相談所こども・女性支援課　
課長）

平井　誠敏氏	（	全国児童養護施設協議会	副会長）
福谷　光則氏	（	福井県里親会	理事（養育里親））

コーディネーター

パ ネ リ ス ト

社会的養護の子どもの自立支援
～関係機関での連携の在り方～
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うことで、大分県から大分県児童養護施設協議会（県
養協）にアフターケア事業を始めないかと提案があ
ったようです。県養協の出納会長が受けてくださっ
た。それで、児童養護施設で長いこと子どもと関わ
っていた私と児童自立支援施設や児童相談所経験者
のもう１人、計３人で始めることになりました。

実は、こういう相談所というのはなかなか一般の
人には受け入れてもらえなくて、４度相談所が変わ
りました。最初はマンションの一室を貸してくれた
のですけれども、マンションの管理組合というのが
あって、即刻出てください、不特定多数の出入りは
困るということで１か月も経たないうちに退去させ
られました。その後、少し不便な所ですが、母子相
談室の一室、穴のような所で相談業務をしていまし
た。相談をするには子どもたちが立ち寄りやすい
所、街の中が良いねということで、ずっと模索をし
ながら１年経って街の中に出ました。ここなら落ち
着いて仕事ができると言っていたところに、「子ど
も・若者育成支援推進法」とかいうのがあって、県
が総合相談所を開設するから若者の自立支援を一本
化しよう、ワンストップ化ということが言われまし
て、また引越しをしました。今、ワンストップ化が
始まって３年目に入るのかな、少しぎくしゃくして
いますが、青少年の自立支援ということで引きこも
りとか不登校の子どもたちの相談。それから、若者
の就労支援をしているサポステと、うちと３団体で
狭い部屋の中で仕事をしています、なかなか難しい
なと思っています。

ここは、ビルの４階にあり、事務系統のビルで、
子どもたちにとっては敷居が高いし、地域と交わる
ことがなかなかできないので、ここも早く退去して
もう一度街の中でというような考えもあります。

アフターケアをずっと続けてきて、世の中で「孤
独でありたい。孤独がいい。」ということを耳にし
ますが、僕は贅沢な要求だと思います。施設を出た
子どもたちは、ふと気が付くと本当に一人ぼっちで
す。午前中のお話の中にありましたけれども、一般
家庭のお子さんは一人ぼっちということはほぼあり
得ないことだと思いますが、施設を出た子どもとい
うのは支援をする人たちが本当にいない。うしろだ
てが全くない。施設の「普通」ということが社会で
は通用しないことが多いというか子どもたちは、そ
のことを理解出来ていない。施設はいつでも必要な

時に必要なものが手に入ります。幻かもしれないで
すけれども、自分の生活基盤が安定したような形で
あります。住むところとか寝るところとかお金とか。
でも、働き始める、社会に出るとそれは全部自分の
力で作っていかないといけない。そういった意味で
は、すごく不自由をしているのではないかなと。

ある高校生の事例ですけれども、授業で保険証を
持っていても受診するとお金を払わなければいけな
いと聞いて、「私、お金払ったことがない、受診券
だけで済ませている。病院にかかったらお金がいる
の？」というような会話をして、その子が施設にい
ることが分かってしまったというようなことがあり
ました。

このアフターケアをスタートした年に、施設を出
た子どもが自殺をしました。この子も一人ぼっちだ
ということで、違う施設の子ども（センター利用者）
にメールを送っていたのです。それを受けた子ども
は、お風呂に入っていて自分がそのメールに応えら
れなかったので自殺してしまった。それを今度は自
分の責任のように思ってずっと引きずっているので
す。センターがあるよという話はしたけれども、そ
れを生きる力にまでつなげられなかったということ
で、何年も何年もそのことを引きずって生活してい
る子どもがいます。

そういった形でアフターケアを始めたのですが、
支援の基本姿勢というのは継続的に個別にずっと見
守り続けよう、伴走型でやっていこうということを
基本にしています。　

失敗しても良いよ、すぐには働かなくても良いよ
と言っています。何年か経つうちにステップアップ
できたら良いなと思っています。施設出身者の子ど
もたちがたくさんいるなと。居場所に来る子どもた
ちを見ていると、どうしても施設にいると、高校を
出たらとか、短大を出たらとか、勉強したくない子
は中学を卒業してとか、働くことで社会人になる、
自立できると思われがちだし、子どもたちは早く働
かないといけない、とたぶん感じているのだろうと
思いました。

あるセンターに来ている高校中退者の子に「何が
したいの？」と聞きました。すると、その子は働き
たいと言うのです。本当に働きたいのかなというの
が僕らの気持ちでした。何か月かが過ぎても働く素
振りもない。その子にとって施設を出るということ
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は働くという選択肢しかなかったのです。それを大
人が気付くか気付かないか。子どもは他に選択肢が
ないので、無理やり、仕方なく「働く」と言ってい
るのです。16 歳、17 歳の子どもは、本当は遊びた
いのです。お金があって、住むところがあって、誰
かが支えてくれれば、遊びたいなと本音のところで
は思っているのですけれども、施設を出る時点では
選択肢が１つしかないので本音を話せないのです。
そういうことを施設の方には分かってほしいと思い
ます。分かってほしいということは、その子たちを
ずっと見るぐらいの腹づもりで受けてほしいと思っ
ています。

事業の内容ですが、そういう生活上の問題とか就
学、就業の問題の相談を受けたり、あとは、社会的
養護の高校生を対象にソーシャルスキルトレーニン
グ（SST）というのをしています。これは、里親さ
んとかファミリーホームとか、母子生活支援施設の
子どもも対象にしています。それから、小学校の高
学年から中学生に対するキャリア教育をインケア事
業として、小さい時から何年か先には働かないとい
けないということを子どもたちが自覚してほしいと
いう思いから実施しております。

あとは卒園生の交流会とかサロンの開設とか、
国が示した指針に則ってやっています。私どもの
SST の一番の特徴というのは、参加型のグループ
ワークです。最初はずっと座学で実施していたので
すけれども、２年ほど前から職業指導員の育成も兼
ねてグループワークに切り替えました。大分の場合
は職業指導員というのですが、本来の姿としては自
立支援専門員だと思いますが、それを県に要求した
ら、それは別枠ではなかなか設けられないから法に
則っていけば職業指導員の配置はできますよという
ことでしたのでお願いしました。国に働き掛けても
らって、９施設あるのですが現在８施設まで配置さ
れています。当初からですけれども、この職業指導
員さんたちを核に毎月定例の連絡会議を開いていま
す。難しい事例の勉強会をしたり、こういう事例に
ついてはこんなことをしていましたという報告をし
たり、各施設でのアフターケアの取組はどうしてい
るかという情報交換をする機会を持っています。

その情報交換の中で、職業指導員の中から「今ま
で SST で色んな講習会をしてくれたけれども、単
発では子どもに力が付かないよ。」と。「それはそう

だな、１年のうち１回半日ぐらいかけてしたってコ
ミュニケーション能力は付かないよね。」ということ
で、２年程前から座学をやめました。それで、グルー
プワークをやっています。貧乏なセンターですから、
お金を使わなくて知恵を出し合って何とかしよう
と。その中で職業指導員が施設に帰って自分たちと
同じような仕事を日常の中でやってくれるようにな
ると良いなということもあって、職業指導員を育て
ることも含めてのグループワークをしています。

このグループワークは、１グループ２～３人で、
全然違う施設の子ども同士にします。４月か５月に
第１回目をやるのですけれども、知らない人同士が
一緒になります。そこに、その子どもたちと全然違
う施設の職業指導員が入るから、例えば、４人のグ
ループであれば、４施設の人たちの集まりになるの
です。毎回そういう入れ替わりをしながら年４回、
コミュニケーション能力を高めることを目的にグ
ループワークをしています。

例えば、今年の６月だったか、子どもたちに１人
1,000 円、４人グループだと 4,000 円渡します。そ
れで、そのグループで相談してお昼に食べる物を考
えてもらう。職員は入りません。４人グループの時
は職員１人、子ども３人ですけれども、その３人で
お昼に作るものを予算の中で決めてもらって近くの
店に買い物にいく。そして、３人で作る。職員は行
動観察をするだけです。実は、食事は自分が作った
ものは食べられないのです、作っている間は誰も知
りません。シャッフルして抽選で当たったグループ
の食事を食べます。１グループは栄養士が入った職
員だけの食事を作るチーム。これもシャッフルをし
ますから、職員の作った食事が子どもたちに当たる
場合があります。後で感想を述べあったり、難しかっ
た料理の仕方とか振り返りをします。そうすると、
自分たちが日常買い物に行って食べる食事以上のも
のが予算の中で体験します。

子どもたちはお金を使うのが随分上手いなと思い
ます。ワークの最後に清算をしてもらうのですが
20、30 円しか残らないのです。デザートやジュース、
アイスまで準備します。そういった面白いワークを
ゲーム感覚でやっています。

それから、２年程前に始めたことですけれども、
野外活動でオリエンテーリングをした時に、これを
SST に活かしたいとの発案から実施したのがリア
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ルオリエンテーリングです。最初に始めたのは高校
３年生が仮卒業をした時期、だから２月ですか。そ
の時期に、もう少し実体験をとおしてアフターケア
センターを知ってもらおうということで、市役所に
行って住民票を取る。それから、銀行に行って模擬
紙幣を使って口座を開いて入金、そして今度は入金
したお金を出して家賃などの振込みをする。そうい
うことを実体験する。これは、労働金庫さんの協力
を得て平日の窓口でやります。驚いたことは、最初
の年、子どもたちは整理券を取ることができないの
です。じっと座って待っている。銀行の人が整理券
を取ってくださいと言って初めて取る。そういうこ
とを職員が気付き、体験しました。

これをもっと広げたいねということで、高校１、
２年生の夏休みに実施したのです。同じことをして
もおもしろくないから公共交通を使う、バスに乗っ
てもらおうと思って、８キロほど離れたところに会
場を設けて、そこをスタート地点にしました。そう
すると、何が起きたか。バスの利用が絶対条件では
なかったので、バスに乗らない子は真夏の暑い時間
に職員と一緒に往復歩いて、用件を全て済ませて
帰ってきました。お昼はどうしたかというと、コン
ビニとかで買ってきてみんなで食べました。お昼が
過ぎても、１時になっても食べないで帰ってきます。
こういうのもおかしいなと僕らは思いました。何で
途中で食べられないのか。しなければいけないこと
を済ますまで食事ができない。職員はバスに乗ろう
とかは言えないから、子どもが行動するとおりにつ
いて帰る。

では、もう少し難しいこと、失敗することも大切
だと改善を加えました。高校３年生は、車のローン
を組みたいということを窓口で相談します。どれぐ
らいの車が買えますかということで話が進むので
すけれども、最後に「何歳ですか？」、「18 歳です」
ということで未成年はローンを組めないということ
を知ってもらう。住民票も、高校３年生に対しては
本庁ではなくてバスでないと絶対に行けない支所に
行ってもらいました。そのバス路線とか金額も料金
表と地図で読みとってから出発します。ある班は全
然違う方向のバスに乗ってしまいました。職員は何
も言えません。約束の午後２時までに帰れなくなっ
たところでストップをかける。帰れないよというこ
とで。その時は、用務をストップしてセンターに

戻ってくるような仕組みにしています。失敗するプ
ログラムを組むことで、何故できなかったかを振返
りの時間に考えてもらうことにしています。毎回の
SST が子どもたちと私たち、それから職業指導員
たちの知恵比べです。必ず帰ったら振り返りをして、
何が悪かったか、どうしてできなかったかというこ
とを振り返りをします。それを今、センターがメイ
ンでしているのですけれども、将来は各施設でやっ
てもらいたいと考えています。少しずつですが施設
でもできる様になりました。

一時期、５名体制の時が２年ありました。でも、
その２年が過ぎたらまた３人体制になりました。ア
フターケア事業を続けていると、だんだん欲が膨ら
んできます。５人が３人になっても同じことを続け
てやりたいと思ってしまいます。やり始めたことは
続けたい。すると人が足りないのです。月に１回、
何時間でも良いから職業指導員に応援に来てもらえ
ないだろうかと県養協にお願いしました。月に１回
くらいだったら良かろうということで、毎月来てく
れるようになったのです。それでも、インケア事業
を始めたら、また人が足りない。それと、アウトリー
チができないのです。アウトリーチをする時に、２
人勤務ですから、２人で出かけることができない。
常時、居場所に遊びに来ている子どもがいる。その
対応もしないといけないので、これでは回らないな
ということで、県養協に再度無理なお願いをして、
運営協議会という私たちの活動を支えている協議会
があるのですが、そこに図って今年の９月から毎日
センターの応援を頼んでいます。

時間が来たようなので、途中ですけれども終わり
ます。

橋本氏　ありがとうございました。大分のアフター
ケアセンターの特徴は、全ての児童養護施設の施設
長や里親会の代表の方、そういう方々が運営委員と
して関わっておられる。さらに例えば福井で言った
ら、福井市内のすごく良い場所にセンターがあって、
そこに県内５つの児童養護施設と里親さんの元で育
てられてきた子どもたちがアフターケアとして結集
できるというか、色んな相談に来られるという形に
なっているというのがすごく特徴的なんです。その
センター長である河野さんの今回のお話は、そこで
どんなソーシャルスキルトレーニングをしているか
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ということのお話でした。
続いて、平井さんから児童養護施設や自立援助

ホームでの実践経験を踏まえたご報告をお願いした
いと思います。よろしくお願いいたします。

平井 誠敏氏　平井でござ
います。よろしくお願い
します。

名古屋の現状、私の実
践も含めて、先程あった
国のお話も少しだけでき
ればと思います。

名古屋には児童養護施設が 14 か所あります。私
は現在、名古屋若松寮という児童養護施設にいまし
て、この施設は４月から名古屋市の公立の施設が民
間移譲したものですから、前勤務していた名古屋養
育院から移動しました。４月から四苦八苦しながら、
子どもはスライドですが、職員は公務員から民間法
人に変わったものですから少し大変な目に遭いなが
らやらせていただいております。

あと、自立援助ホームはまだ１か所しかなくて、
これも私が兼務をずっとしています。自立援助ホー
ムは 26 年目です。平成３年１月に開所をしまして、
そこから夫婦住み込みでずっと 10 年間やって基盤
を作ってきました。今は、自立援助ホームも措置制
度になったものですから宿直ローテーションにして
います。

あと、児童家庭センターも１か所ですけれども、
去年まで私が兼務をしてやっておりました。

名古屋は５年前には 4.2％しか里親の委託率がな
かったのですけれども、少し頑張らないといけない
ということで、何とか里親支援専門相談員とかを割
り振りしながらやって、やっと現在 12.8％まで伸ば
してきましたけれども、なかなか伸び悩んでいます。
やはり都市部というか。里親さんはなかなか厳しい
状況ですが、名古屋なりに何とか伸ばしてきたと。

自立ということで、どうしたら良いのかなとか。
よく社会的養護の子どもたち、こういう感じで頭抱
えます。今、自立支援の施策が強化されていますが、
そういった子どもたちのこと、職員だけが分かって
いてはだめです。それをやはり子どもたちも理解し
てもらって、共有していかないと、やはり施策はで
きても、子ども達が何の理解もしないとなかなかや

はり難しいというのはそこにもあると思います。
東京は自立支援コーディネーターというのを全施

設で少し前に付けました。それが自立支援担当職員
ということです。名古屋も東京に負けるということ
で、今年から３人付けたのです。徐々に自立支援の
担当職員を全施設に配置しようということで。担当
はもちろんいますけれども、役割分担ですから、１
人の職員がお辞めになったり難しいです。ある意味、
入口の部分からインケア、リービングケア、アフター
ケアとこういう流れですけれども、施設の職員は入
口の部分から中身を一生懸命やられます。その中に
心理担当とか、個別対応とか FSW を含めている訳
ですけれども。そこからリービングケア、アフター
ケアにかけてはもちろん中の職員さんも協力するの
ですけれども、そこで自立支援担当職員がアフター
ケアまでを担っていくと。そうすると、役割分担で
中の現場の保育士とか指導員も、気持ちが幾分楽だ
と。何でもかんでも１人で解決しようとしたら、本
当に疲弊してしまってメンタルで辞めてしまわれる
職員もおります。

ということで、今の人材のこと。ここへ、ぽんぽ
んと出しますけれども。児童養護施設で言うと、１
施設当たりの平均勤続年数は 7.7 年です。過去３年
間で退職した職員は１施設当たり 8.5 人。５年未満
での退職は５割という、すごい数です。だから、す
ごく代わっているのです。もちろん、女性が多い職
場だと思いますので結婚退職、出産退職はあるとは
思うのですけれども、メンタル面でバーンアウトし
てしまう方も多いと思います。現実の厳しさという
か。希望を持って来られても現実の厳しさがあると
いうことです。

あと、ここには載せていませんけれども、自立援
助ホームで言うと、平均の勤続年数は３年から５年
です。あんまり大変だと言ってはいけませんけれど
も、やはり自立になかなか向かないお子さんたちが
自立援助ホームに来るものですから、結構職員は苦
労するのです。だからそこでお辞めになる年数とい
うか、なかなか伸びてこないというのはあると思い
ます。

私、自立援助ホームを 26 年やっているものです
から、私の家内もやっているんです。
「自立とは？」と当たり前のことを書きました。「誰

にも頼ることなく、自分一人の力で何でもできる。」
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と。これ、私は△にしています。必要なことです。
でも、△にしています。本当の自立というのは「適
度な人間関係を保ちながら自己意欲を持って生活し
ていける力。」、こういうふうに書きました。

あともう一つ。これは大事なことです。ソーシャ
ルスキルとか生活、就労、金銭管理、生活技術指導。
こういったことも大事です。でも、本人が心の傷を
癒やせないままずっと成長してきていますので、な
かなかそこは上手くコントロールができない部分が
あります。だから、やはり根本的なもののケアが必
要かなというのはあります。

色々な場面にぶつかりながら子どもたちの心の底
が見えてくる。付き合えば付き合う程、色々。それ
も上手に付き合わないとだめです。表面だけの付き
合いというのはだめになってきます。
「子どもを理解して行動をコントロールできるよ

うな技術が必要」と書きました。子ども自身にもコ
ントロールする力を学習させることが必要。一番大
事なのは、子どもから語ってくるようにならないと
だめです。私の経験から、やはり子どもが大人、援
助者に色んなことを語ってくる。それが大事だと思
います。

養護もやっていますけれども、これは自立援助
ホームの経験から。安心感・安全感・信頼感、当た
り前です。これの生活確保。そして、最小限の決ま
り。あまりルール、ルールと枠を作り過ぎるとだめ
です。今、当たり前の生活とか良く言われるのです
が、社会常識としての最小限の決まり。それはもう
当たり前のことですから。それをちゃんと認識しな
がら生活していくことは大事だと思います。

社会的養護の子どもは虐待の子どもたちも多いも
のですから、頭で考えるのではなく、身体で感じる
安心感の不足からくる警戒心と攻撃性がある。そこ
から色んな問題行動。行動上の問題が発生してしま
うことがあります。

なかなか感情コントロールできない。経験されて
いる方はお分かりだと思いますけれども、自分で自
分を上手くコントロールができないのです。まず
手っとり早いのは感情を言葉で表す、言語化すると
いうことです。真ん中に書きましたが、子どもたち
は受け身に自分を守るのが精一杯で、なかなかそこ
で育つことが難しい点もあります。

どうせどうにもならないという、開き直って切れ

るというか、そういう子どもたちも多くございます。
だから、人間に対する認識を変えていくことが必要
ではないかと。職員を利用してしまうのですね。利
用されてはだめです。本当に頼れる、頼める、そう
いった職員になることが大事かなと思います。

失敗をいっぱいします。それを繰り返しながら理
解をすることが大事です。自分の失敗を一歩一歩理
解することが大事だと思います。それが次のステッ
プにつながります。あとは、先程言ったように、い
つまでも心の傷を背負っている子はなかなか成長し
ていきません。変な言い方ですけれども、いつまで
も悲劇のヒロインではだめだよということです。過
去を乗り越えていく、そういう自信と勇気が必要で
す。それに気付かせることも大事だと思います。

犯罪傾向というか、非行傾向の強い子が多いと思
います。自立援助ホームなんかは司法がらみで家庭
裁判所の補導委託、それとか保護観察所の観察の少
年とか、あとは少年院を仮退院するときに行き場が
ないから来るとか、そういった子も多いです。再犯
をしてしまう子もいます。そのような子に関しては、
どうしても頭をひっくり返してあげないといけない
という、ある意味、ちょっとした枠組みも必要かな
と。でも、そこで処罰意識、罰の意識が働いてはだ
めです。その子たちの分からなさを知るということ
も大事だと思います。何で分からないのかというこ
とを知るということが大事だと思います。「わかる」
は、「かわる」ということ。「わ」と「か」を変える
と「かわる」になるのです。

今度は養護施設の関係でお話をします。やはり子
どもたちが施設に入所しますと、そこでは衣食住が
提供されます。そこの上に乗っかっていると、どう
しても施設の中で完結できてしまいます。そこで、
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施設適応力ではなく、社会適応力が身に付く支援を
しましょうと、うちの養護施設の職員にも言ってい
るのです。責任を取ることと罰を受けるということ
との違い。問題に向かい合うことが自立支援だよと
いうことです。やはり職員も子どもも問題に向かっ
ていくことが１つの自立支援につながると思います。

ヘルプとサポート。ヘルプとは、代わってやって
あげること。サポートとは手を貸してあげる・見守
り。自分の問題を自分で解決しようとせず逃げてし
まう。これは、どうしても代わってやってくれ、ヘ
ルプの方が強すぎるとそういうふうになってしまい
ますよね。だから、ヘルプとサポートは上手に使い
分けていかないといけません。

ここに書いてあります。同じことです。だから、
サポートでもサポートが放任にならないようにしま
しょうということです。

ここは、「育ての悪」と書きましたけれども、こ
れも色々虐待にもつながってきますね。この辺は飛
ばします。

よく職員に言うのです。「叱る種」、「甘やかす種」、
「与える種」、「やる気の種」。この「やる気の種」が
一番大事ですけれども、このバランスを考えながら
対応していくことが自立支援にもつながりますとい
うことです。

児童養護施設は高校卒業で退所します。名古屋で
も最初の就職先を１年以内に辞める人が多いです。
何故辞めてしまうのかというのを色々書きました。
とにかく、住まいがないのです。住まいが一番だと
思います。だから、どうしても昔でいう住み込み先
とか、アパートを提供していただけるか、そういっ
たところを選ぶと就職先が狭くなってしまうのです
ね。そこを優先してしまうものですから、なかなか
自分に合わないとか、そういったことも考えられま
す。やはりひとり暮らしの寂しさというのもありま
す。一番下には、18 歳という年齢自体が若すぎる
と書きましたけれども、それは一理あると思います。

離職してしまうと、非正規以下の状態になります。
せっかく高校を卒業して、今は大学に行く子もいま
すけれども、就職している子はまだ多いです。それ
で、正規で就くのですけれども、そこで離職してし
まうと、どうしても今度はそこからは非正規以下の
状態に陥ってしまう子が多いかと思います。そこで
上手く自立支援の施策、それとか色んな制度を使っ

ていくことも必要ですけれども、一番冒頭に言いま
したように、子どもたちがその制度とかも理解する
ことが大事だと思います。次へつなぐということが。

ネットワークと書きました。色んなネットワーク
がありますので、そのネットワークも利用していく
ということは大事だと思います。

中学３年生までは義務教育です。そこからは自分
の選択ですということです。自分の意思で。その中
で色んなことが起こります。先程あったように、高
校に行っても中退する。色んな問題行動にはまって
しまうとかがあります。

高校を出ても同じようなことが言えると思いま
す。今は大学進学もあります。でも、中退してしま
う子も結構あります。

18 歳から 20 歳までの支援、ここが今の法改正で
成立した部分があって、それと、あと大学に進学す
る子も増えましたので新たな事業を作っていこうと
いうことで厚生労働省が動いている訳です。

進学・就職の状況も、これは厚生労働省がデータ
を取っているものです。今、児童養護施設は、ほと
んどが高校進学します。ただ、高校に進学しても中
退も多いということです。中退の子も何とかしてあ
げなくてはいけない。大学に行く子もお金の部分で
結構経費も掛かります。何とかしてあげなくてはい
けないとここに書きました。これは全国の平均です。
一般家庭の大学進学率、中退率。これを見るともう
はっきりしています。大学の進学率、児童養護は
20％ですけれども、中退率はそれ以上に多いという
ことです。

身元保証の対策事業も一応国が平成 19 年から創
設しました。この 24 年度からは少し期間を延長し
ています。これは我々施設の施設長とかが保証人に
なります。アパートとか、就労の身元保証になりま
す。それで、もしそういった保証が発生した場合、
保証しなくてはいけない。家賃を滞納したとか色々
あります。弁償が発生したとか、破損したとか。そ
れは国と自治体が折半で払いますので腹が痛みませ
ん。こういう制度があるということを知らない人も
多いと思いますので、是非これは活用していただい
た方が良い。

教育費の部分は見ておいてくだい。まだまだ大学
の進学、あと学習支援も国が小学生にまで広げまし
たけれども、なかなかまだ金銭的には足りない部分
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もありますが、でも自立支援には学力向上も必要だ
ということも一つ。

最後の方、名古屋は今、国の大学に行く場合、支
度金の他に名古屋市単費によって 59 万 9,900 円。
これを子どもたちに出してくれるのです。これは国
プラスアルファです。１年間の大学の入学金と学費
は間に合うと思うのです。これと国のものと、色々
助成金があるものですから。２年目からが大変です。

よりどころサポート事業というのは名古屋市社会
福祉協議会が去年創設したのです。これは私もメン
バーに入って色々話し合いをしました。これは、社
会法人の改革で、法人が色々社会貢献しましょうよ
と。余っているお金があったら社会貢献しましょう
よと言われています。ですから、名古屋市内では老
人関係が多いです。老人関係の法人、障害、保育、
児童養護も含めて最低２万円以上の基金です。大学
へ養護施設の子たちが進学する基金として、それを
社会貢献にしました。名古屋市内にはたくさん法人
がありますから、それをかき集めたのです。そうし
たら、月々３万円ずつ支給することができます。こ
れは、今年も続けます。

その他に基金がもう一つありまして、それが自動
車運転免許の 10 万円、賃貸を借りる時の 10 万円。
これは併用できるのです。こういう制度を名古屋市
社会福祉協議会が主となって作っています。

もう一つは、これは名古屋市の単費ですけれど
も、私どもの自立援助ホームに名古屋市の就労支援
事業という、里親も含めてですけれども、社会的養
護の子どもたちが就労する前、就労した後、就職紹
介、あとは生活相談、そういったことをやる事業所
を立ち上げました。平成 24 年からこれをやってい
ます。協力雇用主というのにお願いして、登録用紙
を配って、協力してくれる雇用主を増やしています。
24 年から初めて、今、50 くらいになりました。

自立援助ホームのことはここに書きましたので見
ておいてください。どんな状況かという。今、自立
援助ホームも就学する子が多くなってきました。

それで、自立援助ホームを 22 歳の大学進学等は
措置でオッケーですよという法律ができました。そ
うしたら、どうなるのかと。自立援助ホームという
のは元々就労型です。就労させる。それで、シェル
ターが中に入ってきたのです。就労型とシェルター
はあるのです。今、私の自立援助ホームには全日制

の高校生もいます。そういった状態になっています
ので、やはり分けて、就労型とか就学型とか、そし
て今までの混合型、分けた方が良いのではないのと
は訴えていますけれども、どうなるかは分かりませ
ん。自立援助ホームの、私が国に出したものがこれ
とこれです。中に書いてありますので、細かいです
けれども見ておいてください。

児童福祉法の改正です。「新たな子ども家庭福祉
のあり方に関する専門委員会」ということで、練っ
て、練って、私もこの厚生労働省の委員に入ってい
ました。それで、今年の６月に公布された訳です。

第１条がこういうふうに変わったというので、児
童の権利に関する条約で児童の権利を保証するとい
うことで、ここが少し変わったことです。第１条と
いうのは理念ですから、かなり変わりました。これ
をもとにまた考えていかなければなりません。

３条の２というところも変わりました。「できる
だけ家庭に近い」というのが入ってきました。もち
ろん、里親さんが優先というのは、今までも言われ
ていますけれども、施設もできる限り良好な家庭環
境において養育と。ここは書いてありますから見て
ください。

社会的養護の推進というところです。最後の方で
す。被虐待児などへの支援の充実ということで、こ
れは自立援助ホームの 22 歳の年度末までプラス、
法律にはないですけれども、児童養護施設も 22 歳
の年度末まで支援ができるような、そういった予算
措置をすると。法律の中では、もちろん 20 歳の延
長までしかだめです。今までどおり。20 歳以降 22
歳までは別な形で作ると。そこに色々書いてありま
すけれども、国の今日の資料にも出ていたと思いま
すのでのまた見ておいてください。また新たに支援
事業をやるに当たって、支援コーディネーターとい
うのも新たに配置して。これは各児相単位に一つず
つそういうセンターみたいなものを作って、児童相
談所と養護施設関係、里親も含めて、その支援コー
ディネーターが、ケアマネージャーと一緒です。継
続支援計画を作って、それに子どもたちが了解を得
て、だから契約になります。それで支援をしていく。
里親さんの事業も少し変わってくるということで。

橋本氏　ありがとうございました。昨年から今年に
かけてすごく制度が変わっています。全てはやはり
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子どもの権利を擁護する、子どもたちの自立のため
に何ができるかという視点での変革です。関係者の
皆様、是非この制度変更をしっかり追いかけて子ど
もたちに使えるものは徹底的に使うということをお
願いしたいなと思います。平井先生、ありがとうご
ざいました。

ここから先は私が一陽の取組を報告させていただ
いて、その後、若干の休憩を挟みたいと思います。
それでは、一陽の実践についてお話をさせていただ
きます。

資料のペーパーを読んでいただければ一陽の実践
の全体像が分かるかと思いますので、特にというと
ころを２点だけ、お話しさせていただきたいと思い
ます。まず１点目です。

88 ページの下の方にある（Ａ）施設退所児童自
立サポート（福井県単）事業。47 都道府県ある中
で福井県だけのオリジナル制度。先程名古屋の独自
の事業を平井先生が御説明されましたけれども、福
井県もこういう事業を持っているということをご紹
介させていただきたいと思います。

この事業ですけれども、事業の流れとしては、施
設の退所予定児と施設の担当職員が就労場所や本人
の特性、性格傾向など、色んなことを勘案してアパー
トを探していきます。これはちなみに施設と書いて
ありますけれども、里親さんでもオッケーです。里
親さんが高校生をみていたけれども、中退して、里
親さんのところから出て行くとなった時に、ではこ
の制度を使おうかということが提案できるというこ
とです。

施設と友誼関係にある NPO が対象児童に代わっ
てアパートを借りて提供する。ちなみにこれは、施
設の母体である社会福祉法人そのものが借りても良
いです。一陽の場合は一陽の大元というか、一陽
を作ってくれた NPO がそのまま残っていて、その
NPO はとても自由が利くので NPO にお願いして
います。この NPO が朝と夕方に生活支援員を派遣
する。施設の担当職員は事業のコーディネートを行
う。生活支援員が何をするかというと、朝は起床の
促しをするのです。８時半に仕事に行くとすると、
７時半ぐらいに行って、「起きたか。」とやるのです。
それで、朝ご飯を作るのです。朝ご飯を食べさせて、

「仕事頑張って行っておいで。」とやるのです。夕方
にも、仕事から帰ってくるタイミングで夕飯作って

待っているのです。子どもが家に帰ってきたら、「お
帰り。」と。時々、子どもは仕事の愚痴を言います。

「仕事辛かった。」とか、「上司の誰々腹立った。」とか。
そんな時は「まあまあ、そうか、そうか。そういう
こともあるよな。でも、明日仕事頑張れ。」と慰め、
十分に話を聞いた後で、「じゃ、おばちゃんそろそ
ろ帰るわ。また明日の朝来るでな。」と言って夕方
帰る。こういう制度です。

知的障害者福祉に携わられた方は御存じだと思い
ますが、知的障害者のかつてのグループホーム。そ
れとほぼ同じような運営をしています。後でお話し
されます芝さんとか、福井県の福祉職の皆さんに独
自の制度として作っていただいたものです。

費用と期間。これは県がアパートの家賃や生活支
援の賃金を払ってくれます。マックスで、確か 21
万 6,000 円でしたか、金額は不正確ですけれども、
大体家賃とか水光熱費で６万と少し、それから生活
支援員の賃金みたいなものが 15 万程。この制度は
平成 20 年くらいにできたのですけれども、その当
時は自立援助ホームに１人子どもが入ったら、これ
だけ県に掛かるという費用額を、そのままこの単独
事業で費用負担してもらっています。

対象児からは、これも自立援助ホームのまねをさ
せてもらっているけれども、３万円程の実費を徴収
します。これは食費や水光熱費の一部だと理解して
ください。期間は 20 歳までというところです。

事業の沿革ですが、2008 年４月にスタートした
福井県の単独事業。利用実績は今日まで５名です。
いわば、単身版の自立援助ホームです。この制度の
自立援助ホームよりも良いなというメリットですけ
れども、この事業が終わっても子どもがそのアパー
トから出ていかなくて良いということです。自立援
助ホームであれば、自立援助ホームの措置が解除さ
れたらまたアパート探そう、新たに住むところを探
そうとなる。だけど、これは NPO が借りたアパー
トですけれども、２年後に再契約する時に、その子
ども自身が契約者になれば良い。これはすごく大き
なメリットがある。２年間、NPO がしっかり家賃
を払えば、大家さんも信頼してくれます。２年後は
直接子ども個人が、「もう 20 歳過ぎたので、自分自
身が契約書になります。」と言うと、「良いですよ。」
と言ってくれる。これが大きいなと思います。

今日は福井県の職員の方もいらっしゃると思うの
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で一つお願いをさせてください。この自立サポート
事業、すごく評判が良い。実は、３日前も東京で全
国児童養護施設長研究協議会があって、そこで発表
させてもらいました。その後、休憩時間に６人、７
人いらっしゃって、福井県の自立サポート事業の要
綱をくださいと言われて、軒並み送りました。全て
の県でこれができると良いなと思ってオーダーに応
えました。

先程平井さんが言いました。今回、22 歳まで、
大学に行く子まで自立援助ホームは支援するように
制度が変わったということであります。であれば、
この福井県の単独事業もその支援対象を拡大し、高
校を卒業して大学に進学する際にも使えるようにし
てほしいなと。福井県の担当職員の方にはその点を
お願いいたします。

ちなみに、この５つの実績の中の４つは一陽が担
当させてもらっていますが常に支援者が課題です。
どんな人に支援してもらうか課題ですけれども、あ
りがたいことに、越前市の里親さん、ご存知の方は
多いと思いますが、福井県里親会の元会長さんに生
活支援員になっていただいたこともあります。施設
と里親との連携が、こういう形で具体的に実現でき
ることもすごく良いと思っています。

それと、２つ目です。２つ目の論点は親族里親へ
のサポート実践というところです。

現在、一陽では自立期、20 歳目前の青年を 70 歳
代の祖父母が親族里親として養育しています。一陽
の里親支援専門相談員はこの方々の養育相談に乗っ
ています。それから、里親が出す申請書とかの書類、
結構難しいです。この 70 代のおじいさん、おばあ
さんに色々な書類を書いてと言ってもなかなか難し
いと思います。だから、書類の提出支援をしていま
す。色んな書類を書いたり、請求書とか領収書を集
めたり、そういうことをやっています。

それから、うちの里親支援専門相談員は臨床心理
士なので子どもさんにカウンセリングも実施してい
ます。これをやっていて周りを見ていると、意外と
福井ではおじいさん、おばあさんがお孫さんの面倒
をみているところが多い。例えば娘さんが東京や大
阪や名古屋に就職して福井から出ていきますよね。
そちらで世帯を持ちます。だけど、運悪くパートナー
と上手くいかずに精神的に追い詰められた状態で子
どもとともに福井に戻ってくる。その母子の世帯を

おじいさん、おばあさんが面倒をみているというの
が意外と多いです。何しろ、福井は昔気質なので自
分たちで何とかみよう、行政の世話にならんと自分
たちで何とかするぞって頑張って、子どもの貧困と
いう状況に陥っている家族が多くいる。それをすご
く感じています。つまり私は、昔気質のおじいさん、
おばあさんによる抱え込みという実態を発見した時
に、「かわいそうやけど、おじいさん、おばあさん
頑張って。」と言って、問題が掘り起こされても目
を瞑って埋め戻すのではなくて、この問題にどう対
応できるかということをみんなで考えたいと思うの
です。そのヒントが私は親族里親制度の活用という
ところにあるのかなと思っています。

今日は、平成 23 年 10 月 31 日第 36 回社会保障審
議会児童部会の議事録を厚労省のホームページから
とってきました。ここに当時の林委員さんが親族里
親をもっと拡大適用できないかって質問しているの
です。これは実は東北大震災の半年後です。不幸に
も３月 11 日の震災で、たくさんの要支援児童、要
保護児童が東北地方に生まれてしまった。それから
半年後、いわゆる親族里親とか養育里親とか、多様
な里親制度を東北の中でどんどん活用していこうと
いう時代だったのです。時代背景はそうでした。

読んでほしいところは、当時の高橋家庭福祉課長
の発言。この課長はこういうふうに回答しているの
です。私が読みます。
「親族里親の要件拡大につきましては、今年の４

月に議論しまして、６月の省令改正で一部拡大して
おります。これまでは死亡や行方不明、収監された
とか非常に限定的な感じでありましたのを、病気の
場合などで親族が引き受けなければ施設措置を余儀
なくされるような場合に適用できる。」
「都道府県によりまして非常に適用の姿勢に差が

ありまして、積極的にやっている自治体と親族里親
は基本的にやらないという自治体があります。親族
が養育するのが当然ということで、それに現金を出
すような親族里親はやらない。」、そういう都道府県
には指導します、と、高橋課長は言及しています。
ここが“みそ”だと思います。今、里親支援、里親
優先だと言われている中で、本気で都道府県が取り
組むとしたら、こういう親族里親、子どもの貧困に
あえいでいる、おじいさん、おばあさんが何とか我
が家で、何とか我が家族の中で頑張っていこうと
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やっている、そこにきちんと里親制度というのがあ
りますよと伝えていくことが大切だと思うのです。
子どものための日用品や学用品を買うお金とか、ス
ポーツ少年団や子ども会の会費とか、部活の費用と
か、そんなのは言ってくれれば里親制度の枠の中で
支援ができるということを伝えることで、どれだけ
おじいさん、おばあさんの生活が安定し、そこに暮
らす子ども自身の権利が守られていくかということ
を、訴えたいと思っています。以上で私のお話を終
わらせていただきたいと思います。

橋本氏　それでは、福井県の児童相談所の芝さん、
よろしくお願いいたします。

芝 康弘氏　福井県の総合
福祉相談所の芝といいま
す。よろしくお願いします。

私は、この４月から福
井県総合福祉相談所のこ
ども・女性支援課長をし
ております。こども・女
性支援課では児童相談所の児童福祉司が配置され、
保護者の相談や関係機関との調整などを行う部門、
それから女性相談の部門を担当しており、現在は
DV と虐待の対応が中心になっております。

私自身の児童相談所の経験は、今年で 11 年目に
なります。私がお話したかった施設退所児童等の自
立サポート事業の話を先程橋本さんからお話があっ
たので私からは福井県の社会的養護の状況について
お話したいと思います。

福井県においても全国同様虐待の件数は年々増加
し平成 27 年度の児童相談所の児童虐待の対応件数
は過去最多となっております。

福井県の社会的養護の現状では乳児院は県内２か
所でございます。児童養護施設が５か所、里親さん
は現在約 80 人の方が登録されております。資料に
あるように平成 23 年の社会的養護を必要とする子
どもさんは 195 名だったのが、27 年度には 225 名
に増加をしています。

資料には書いてないのですが、児童相談所の虐待
への対応件数では平成 23 年度が 159 件、それが 27
年度では 353 件となっているので虐待の増加が社会
的な養護を必要とする子どもさんの増加につながっ

ている状況です。
平成 28 年度の状況は資料にはございませんが平

成 28 年度 10 月末現在では乳児院が 17 名、それか
ら、児童養護施設に 174 名。里親委託は 30 名で合
計 221 名、里親委託率が 13.6％というふうになって
います。

親族里親さんについて先程お話がありました。里
親委託率の国の資料では福井県の里親委託率はずい
ぶん低かったと思います。しかし今年度の法律の改
正の内容も踏まえ現在、児童相談所では措置が必要
な事例においては里親委託を最初に考えて対応する
ようにしているところです。

また、平成 28 年度の社会的養護の児童の状況は、
平成 27 年度の 225 件に対して 10 月現在で 221 件な
ので減っているような感じがしますが、先程お話し
たとおり平成 27 年度児童虐待の対応件数は過去最
多ございます。また、今年度 10 月の状況を見ると、
警察から通告が大変増えており今年度の 10 月と昨
年度の 10 月を比べると 1.6 倍ぐらいになっていま
す。このような状況から今年度の虐待の件数がさら
に増えるということは間違いないと思います。

それから、今既に一時保護をされている子どもさ
んについて、里親さんに委託一時保護をして、その
まま委託をしようと考えている子どもさん、また入
所を考えている子どもさんもいらっしゃることか
ら、里親さんにお願いする事例は昨年度よりも全体
的には増加するかなというふうには考えているとこ
ろでございます。

県としてはこの状況を踏まえて、家庭的養護推進
計画を策定してより家庭に近い環境で社会的養護を
考え計画的に推進していくこととしております。

まとめると、福井県の状況として、虐待対応件数
は増えているし、それに伴い社会的な養護を必要と
する子どもさんは増えている状況でございます。

では、この平成 27 年度の社会的養護を必要とし
て施設や里親さんに委託をされていた方がどのよう
にして退所をされたかというところを見てみると、
全体で 40 名いらっしゃって、高校卒業に伴って家
庭引き取りをされた方、お家に帰った方が６名。高
校以上で家庭に戻った方が１名。それから、高校卒
業までにお家に帰った方というのが 18 名です。職
業による自立というのが５名。それから、その他の
施設であったり、里親さんから施設へとか、障害者
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サービスを利用した方が 10 名となっております。
今日のこの分科会の内容である、この方に児童相

談所はどんな支援をしているのかをお話したいと思
います。

児童相談所では児童虐待の初期対応で家庭訪問を
したり入所するまでの手続をしたりというところが
大変忙しくなっています。他県や大都会に比べ少な
いかもしれませんが当所の児童福祉司によっては
100 名を超える事例を持っている者もおります。そ
のような中、児童虐待の初期対応であったり、保護
者や関係機関への説明、もしくは家庭裁判所への手
続であったりに時間が掛かっていて、実は自立支援
のところが十分行えていないのではないかと思って
いるところでございます。

では、どのようにしているか。先程の高校卒業ま
でにお家に帰る事例については、虐待事例もたくさ
んあるので、地域の要保護児童対策地域協議会に
ケースを上げて進行管理をして再発がないようにし
ていくと共に、退所前から保護者や子どもとの面接
を重ねて対応していくということをしています。た
だ、18 歳を超えて大学に行く、または就職をされ
る方に対して児童相談所として十分支援をしている
かというと、なかなかできていないところがあるの
かなと思っています。

児童養護施設においては先程橋本さんからお話が
あったような展開されているところでございます。
私からも施設退所児童等の自立サポート事業につい
て少しお話をさせていただくと、この事業は児童相
談所が補助金を払うシステムになっていて、支援の
内容や児童の様子を児童相談所が確認し援助してい
くということになります。先程お話のあった５件の
うちの１ケースは私が見に行かせていただいたので
すけれども、やはり、施設にいる時とは全く表情が
違う。私のお家よという感じになっていて、その後、
またそこに住んでいけるというメリットはすごく大
きいなあと感じていました。しかし、先程お話があっ
たように、事業を利用できる子が限定されてしまう
ということがあります。そういう点では事業内容の
再検討が必要になっているのかなというふうに思っ
ています。児童相談所としては施設の方々のお話を
聞きながらニーズの把握に努めていきたいというふ
うに思います。

その他、名古屋市の取組の説明がありましたけれ

ども、大学の学費に対する援助や大学進学後の生活
に関する援助について福井県においても事業を実施
しているところです。これらもどのような支援が必
要であるか、施設の方々や里親さんと連携し実態を
把握し福井県の状況にあった援助の方法を検討して
いくのが、児童相談所の役割かなというふうに思っ
ています。

最後になりますけれども、私自身児童相談所の経
験が少ないですけれども、時々施設を出られた子ど
もさんが大きくなって、またお母さんになって電話
が掛かってきたりします。そのようにつながりがあ
る方が何人かおられます。その子たちの一人は「精
神病院に入院したんやけど出た後ひとり暮らしがし
たい。障害の方のグループホームなんか嫌や。俺、
ひとり暮らししたい。」と連絡がありました。その
子に対しては生活保護を申請しひとり暮らしできる
お手伝いをさせてもらいました。また、先日は「職
場復帰せなあかんから１週間後保育園に子どもを預
けなあかんし、どうしようかな。」と相談をしてき
た方がいました。その子の話を聞くと身内がいない
不安や様々な制度が利用できるのに利用の仕方を全
く知らないので利用できないと話し、苦労している
様子でした。そこでお手伝いをしたところ何とか保
育園に１枠空いて利用できて、その子も今元気に
やっています。施設を退所した方については、そう
したちょっとしたお手伝いが必要なのかなと思いま
す。それをしっかりとしたシステムとして関係機関
とも連携しながら、また、本日、河野さんや平井さ
んからお聞きした事業の展開も参考にしながら検討
していく必要があるなと思っているところです。以
上です。

橋本氏　続いては福谷光則さん、お願いします。

福谷 光則氏　福井県の里
親会の理事をさせていた
だいています福谷光則と
申します。今、お子さん
２人預からせていただい
て、私の子どもも含めて
３人の子どもを育ててお
ります。

先に少し里親制度について説明をさせていただい



143

第５分科会

て、それから私が今取り組んでいることについてお
話をさせてもらいたいというふうに思っております。

109 ページ、里親制度というところは読んでいた
だいたら良いと思います。福井県のことにつきまし
ては、今説明があったところだと思います。

めくっていただきまして、里親の種類ですけれど
も、養育里親という里親と、その養育里親の中から
更に勉強した人が専門里親。それから、親族里親。
それから、養子縁組里親という形になっております。
私はこのうちの養育里親ということでお願いをして
やらせていただいています。

何かの事情で家庭では預かれない、今言っておら
れるような方々をお預かりする。私の中の里親とい
うイメージは小さい赤ちゃんとか保育所に行くくら
いまでの子どもさんを預かって育てていくというよ
うなイメージがあったり、最初の頃は良く分からな
かったので、当然お父さんもお母さんもおられない
のだろうなというふうなイメージを持って里親の申
し込みをしました。子どもも大きくなって家から出
ていきましたし、下の子どもも４年生か５年生に
なっていましたので、上にまだお兄ちゃんが２人い
るのですけれども、２人とも出ましたので家も余裕
があるし、私の父母も健在でしたので、何とか子ど
もさんを預かっても見ていくことができるかなとい
うふうな思いもありました。テレビでも少し取り上
げられたこともあったりしたものですから、私もで
きるかなと。夫婦で相談もしました。父母にも相談
をして、部屋も開いている、色んな条件があった訳
ですけれども、何とか私もできそうだということで
養育里親に申込みをさせていただきました。

私が養育里親としてやらせてもらっているのは、
もうべったりですけれども、中には週末・季節里親
というのもあります。これは施設から土日、夏休み、
またお正月というような時に子どもさんを預かる制
度です。これも少し制度が変わってきていまして、
ちょうど過渡期になっているのかなというふうに思
います。これから児童相談所、施設、里親３者で相
談を進めて良いシステムで預かれる形になっていく
と良いのかなというふうに思っております。

それから、専門里親というのは養育里親を５年以
上経験して、その上で新たに研修を受けて認定され
る里親制度で、特に子どもの心に障害を持っている
方、また、今日のテーマにもなっています虐待を受

けられたお子さんを専門的にケアしながら養育をし
ていくというような制度です。２年ごとに研修を受
けるという、大変専門的な勉強をさせてもらえる制
度であると思っています。

それから、養子縁組里親。福井県でも何組もやっ
ておられますけれども、ご自身にお子さんがおられ
る、おられないに関わらず、完全に自分の養子とし
て子どもさんを受け入れるという制度です。この制
度を利用されますと、戸籍上でも自分の子どもとし
て長男、長女という形になっていくということで、
完全に自分の子どもとして育てさせてもらう。これ
が養子縁組里親です。
「里親になるにはどうしたら良いの？」とありま

すが、単純に児童相談所にお電話ください。それが
一番分かりやすいと思います。それに対して色々教
えていただけると思います。また、啓蒙活動で色ん
なところにパンフレットを配らせてもらったりもし
ています。10 月は里親月間ですので 10 月には街頭
でパンフレットを配ったりさせてもらっていますの
で、そういう機会を見て、またご相談いただければ
というふうに思います。里親制度のことについては、
ご承知の方もたくさんおられると思いますのでこの
くらいにさせていただきます。

私のところで預かっている２人ですけれども、
ちょうど今から３年前の 10 月 24 日に私のところへ
来てくれました。当初、児童相談所からの説明では、
姉と妹と２人。更に、下にもう１人妹がおられる３
姉妹のうちの上の２人を預かってくださいというこ
とでした。私の家からは車で 10 分くらいの所に住
んでおられる方で、非常に近い所で、えっと言うく
らいの感じでした。

来ていただいた時は、大変素直な姉妹で「何の問
題があるの？」というような感じで一緒に生活を始
めました。家族ともそれぞれ言っていたのですけれ
ども、よく見ていくと、段々と不思議なところが見
えてきまして、あれ、あれ、あれっと。児童相談所
からは預かるに当たって大まかな説明は聞いていま
すけれども、実際にこんな子ですよとか、こういう
環境で育ってきましたよというような詳しい説明が
あまりなかったです。生まれてからどういう環境の
中でどんなふうにしてきたのかということも良く分
からない。ただ、学校には行けていない。これは事
実でした。
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お姉ちゃんについては、月に１回福井大学病院の
方へ通院させてくださいというお話がありました。
詳しいことは、その時私たちも全く勉強していな
かったです。本当に普通に子どもを育ててきただけ
でしたので全く分からない状態だったのですが、育
てていくうちに色んなことが見えてきました。お姉
ちゃんについては、やはり学校には行けないし、教
室にも入れないというような状態でした。中学２年
生でしたので修学旅行にも行くだけは行ったのです
けれども、なかなか他の子と一緒に行動できるよう
な状態ではなく、育っていきました。

小学校６年生の妹は、中学校になったら私は自分
でデビューすると言いまして、中学校からは普通に
行きたいと言い出して、小学校の間はずっと送り迎
えをしたのですけれども、中学校からは自分で電車
に乗って学校に行き、部活も始め、２年生からは普
通クラスに入り、学校へ行けるようになりました。

問題はそのお姉ちゃんです。どうも良く分からな
い。それで、本人たちに一体どういうふうなことやっ
たのかということを色々聞きました。それから、実
際にそのお父さん、お母さんにも会って、お父さん、
お母さんの様子も見させていただきました。実は、
お父さん、お母さんの家の中も入らせてもらって話
もして、様子も見させてもらいました。現状は、お
父さんもお母さんも障害を持っておられて、お子さ
んをきちっと育てることが難しかった様です。小さ
い時からそんな中で育ってきて、家はいわゆるごみ
屋敷状態。その中で３人姉妹が学校に行かずにいる
というような状態です。お父さんもお母さんも学校
に行くように相当頑張っていたらしいですが、逆に
厳しすぎると地域からも言われたりしてどうして良
いのか分からない状態で、もうこれ以上子どもには
手を出せないというような感じでした。想像してい
ただくと非常にかわいそうな状態。ごみがいっぱい
家の中に散乱している中でテレビを見たりビデオを
見たり。それから、アニメ。そういうのを見ながら
毎日過ごしていると。ご飯も一応は食べさせてもらっ
ているのですけれども、きちっと一般家庭のように
してもらっているということではないようでした。

２人が保育所くらいの時はおばあちゃんが一緒に
生活してくれていて、おばあちゃんがきっちり見て
くださっていたのですが、おばあちゃんが一緒に生
活できなくなったところから、どうも様子がおかし

くなってきたようでした。
お姉ちゃんについては、その後、一緒に生活する

中で障害があることが分かってきました。ADHD
とかアスペルガーというような感じのことが色々と
出てきて、生活にも支障をきたすようなことが出て
きました。同じ注意を何度しても理解できないし分
からない。こちらの気持ちを察することももちろん
できないですし、感情のままに動かないとなったら
１時間でも２時間でも動かない。気分が乗ればまた
動きだして学校にも行くというようなことが続い
て、我々もどう対応して良いのか分からなくて、一
時お姉ちゃんは１か月半、児童相談所に戻っても
らったこともありました。

それから、姉妹で預かりましたので同じ部屋で良
いですよという話でした。それで、そんな広い部屋
ではなかったのですけれども、１つの部屋に２人
入っていただいて、２人で布団を並べて最初のうち
は仲良く生活していたのですけれども、１か月、２
か月目くらいになってくると、段々姉妹関係が険悪
な感じになったり、妹が中学校に行くようになると、
妹は中学で友達をどんどん作っていくと、お姉ちゃ
んは妹と今までベッタリ２人でいた関係を崩されて
しまうので非常に不安定になりまして、妹の嫌なこ
とをする。妹もお姉ちゃんにそういうことをされる
と嫌なのでお姉ちゃんの嫌なことをするという感じ
で、部屋の中で上手くコミュニケーションが取れな
くなっていきました。後から児童相談所の方に聞か
せてもらったら、ある県では、きょうだいは必ず別々
のお家に委託するというような話を聞いたこともあ
りまして、やはりきょうだいって難しいというよう
なことも思いました。

現在、そんな中で育てさせてもらって丸３年経っ
た訳ですけれども、お姉ちゃんは支援学校の高等部
の２年生になりました。中学３年生から支援学校に
行く時も、実のご両親がどうしても普通の高校に入
れてくれと言ってずいぶんもめましたが、実際には
とても行ける状態ではありませんので、その辺のこ
とも理解いただいて支援学校へ行き、手帳も取らせ
てもらって、今は支援学校でのびのびやっています。
毎日朝からきちんと学校にも行きますし、学校で教
えてもらうこともこなしています。それから、今、
２年生ですのでこの先就労に向けて学校で色んな経
験をさせてもらう中で、企業に行かせていただいて
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職場実習もさせてもらっています。おかげさまで、
その中から、今はファミレスのお皿洗いのアルバイ
トも、不定期ですけれども休み毎にさせてもらえる
くらいになってくれました。ありがたいことだなと
思っています。

それから、小学校から学校の授業にほとんど出て
いなかったので、普通科目もそうですけれども、体
育とか家庭科とか、そういう身に付くようなことも
何もやってきませんでしたが、支援学校で体育をや
りましたら走るのがすごく速いということが分かり
まして、県の障害者のスポーツ大会に出ると 50 メー
トルで１位、２位になるようなタイムが出るというこ
とが不思議と分かってしまいました。実際出ました
ら、やはりそれくらいの成績を取ったものですから、
今年は岩手の全国障害者スポーツ大会に出させてい
ただいて、それも競争して２位になり、銀メダルを
ぶら下げて帰ってきまして、今はもう絶好調です。
本当に、職場体験とか職場の実習にもすごく喜んで
勇んで行きますし、今度学校で文化祭があるのです
が、それの練習も一生懸命やってくれて、今すごく
前向きに物事に取り組めるようになってきました。

妹は、今中学３年生で受験です。この妹はお姉ちゃ
んが小学校の３、４年生くらいから学校に行かなく
なったのにくっついて学校に行かなくなってしまい
ました。だから、小学校もほとんど行ってない。も
しくは支援クラスでした。中学校になって中学校デ
ビューしましたが、実際のところ、やはり基礎学力
とか当然知っていて当たり前のことを知らないこと
が多すぎて、戸惑いながら何とか授業についていっ
ていましたけれども、もうすぐ、あと３か月、４か
月くらいで受験が来るのですが、大変成績面で苦し
んでいます。本人はすごくまじめな性格できちっと
やらないと気が済まないタイプなので一生懸命ノー

トに書いて勉強していますけれども、なかなか知識
として身に付かなかったり、実際に分かっている事
をテストで失敗してしまったりというようなことが
続いていて、今後どうしていくかを学校と塾とを含
めて相談させてもらいたいなというふうに思ってい
ます。

私のところで預かることに対して特に力を入れて
どうしようかと考えたのは、やはり規則正しい生活
です。朝昼晩、１つのサイクルをきちんと進めてい
こうということを心がけました。これは私の家自体
がそうやって生活してきている習慣があるので、そ
れに基づいて朝ご飯はこの時間に必ず家族揃って食
べる。それから、夕食はこの時間に家族で揃って食
べるということをまず第一条件にして、そして、も
う 10 時には寝る。10 時になったら子どもは、高校
２年生のお姉ちゃんも下の子も電気を消して寝ると
いうふうにさせてきました。おかげさまで生活習慣
が身についてくると色んな良い面が出てきます。ご
飯、もちろんしっかり食べます。来た当初は熱いも
のがあまり食べられなかったです。そういう温かい
食事を採ってなかったので。家には電子レンジもな
かったそうで、スーパーで買ってきたお弁当を冷た
いままいつも食べていたと言っていました。ですか
ら、温かいものを食べるというようなことも含めて、
食べ方。それから、お風呂の入り方とかも最初の頃
は家内が一緒にお風呂に入って、スーパー銭湯で頭
を洗ったり、どういう服を着たら良いかというよう
なこともやらせてもらっています。

生活のリズムを付けて、きちんと自立していく方
向の話もしないといけないと思っていますが、自立
も必要ですのでお手伝いもさせています。お皿洗い
とか自分の物は全部自分で洗濯をして、干して、片
付けてということはきちんとやるように。それから、
夏服、冬服等の管理も自分たちでやるようにさせて
います。

お姉ちゃんについては障害があるということで、
この先、そういう方向で進んでいけるので、むしろ
安心している部分もあります。ただ、下の妹につい
ては、この先高校に行ったとしてもどこかで就職し
なくてはいけない。一応、里親も 18 歳、高校３年
生で終わりになりますので、その時点のことを考え
ると１人で世の中に出さなくてはいけない。それか
ら、就職も新たに一からしなくてはいけない。生活
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も一からしなくてはいけない。この２つのことを一
度に一からスタートするというのはなかなか、大学
に行くようなしっかりした方ならあるかもしれませ
んが、うちの子どもの場合は少し難しいなというふ
うには思っています。聞かせていただくと、里親制
度であと２年の措置延長みたいなことができると聞
いていますので、例えば、仕事に行っていてもうち
に取りあえずいてもらって、仕事のペースがついて
から何とかひとり暮らしができるようなところまで
見てあげたいなと思うのと。私たち里親の、その辺
は良いところと思うのは、個人の関係がきっちり出
来上がっていますので、仕事のことについても、生
活していくことについても、20 歳を過ぎてからで
も、ここまで培ってきた人間関係がありますから、
それをもとにして支援をしていくことは十分できる
なというふうに思っています。向こうが嫌がらなけ
れば、度々私も顔を出したいと思いますし、家にも
遊びにきてもらえるような関係を築きながら自立に
向かって進んでいっていただけるとうれしいなとい
うふうに思います。

預からせてもらって、この里親制度、養護施設、
児童相談所と上手に連携しながらやらせてもらうと
すごく良いなと思います。うちは、父は亡くなりま
したが母がおりまして、お年寄りはある程度の年に
なると支援を受ける形になっていきます。介護保険
があって、その制度の中で色んなことをしてもらえ
たりします。その時にはケアマネさんが必ず付きま
す。そのケアマネさんに対してこちらが窓口となっ
てお願いしていく。ケアマネさんはずっとそれを引
き継いでどういう状態になっても、いわば最期まで
面倒を見ていただけるようなシステムができ上がっ
ていると思います。私は、この社会的養護を必要と
する子どもたちにとってもこういうケアマネのよう
なシステムは必要ではないかというふうに思ってい
ます。

実際、私のところに子どもたちが来た時には、そ
の子どもたちの生い立ちや、その子どもたちの状況
があまり説明されないまま、そして、そのことに対
してこちらも知識がないまま受け入れました。家内
と２人で必死に色んな勉強をさせてもらって、何と
かこっちが追いついて対応しましたけれども、ケア
マネさんのような方がおられて、個別にアドバイス
していただける。また、そういうところで、ずっと

後々まで見ていっていただいて、支援が終わった後
も自立していく部分までケアマネさんのような方が
きっちり見てくださる。その上に里親制度があった
り、施設さんのことがあったりというようなことに
なっていくのが一番良いのではないかというふうに
思っています。お年寄りの方では介護システムでで
きているので、多分できないことはないのではない
かと思います。

児童相談所にも大変お世話になって色んなこと
を教えてもらっていますけれども、申し訳ないので
すが、担当の方が何年かすると変わられます。ま
た一から説明するのかな、分かってもらっているの
かなということは、こっちにとっては非常に不安で
す。多分、きっちり引き継ぎをしていただいて次の
方が来てくださっていると思いますけれども、個々
の人間の対応になりますので。そう思うと、その部
分のケアは児童相談所では手が届きにくい部分もあ
るのではないか、初期対応が大変というふうにおっ
しゃっておられましたからと思うと、その間に入っ
て全体をコーディネートしていくような、NPO 法人
でするというような形があるのかどうなのか、私、
詳しい事は分らかないですけれども、そうして子ど
もたちのケアができる仕組み作りができるともっと
良い形になっていくのではないかと、最近は思って
います。以上でございます。ありがとうございました。

橋本氏　ありがとうございました。
河野さん、平井さん、それから芝さん、福谷さん、

今日のパネラーの皆さんに一通り 15 分ずつくらい
お話いただきました。ありがとうございました。

ここで、フロアから前にいる者に対して何かご質
問、ご意見があったら。時間が限られているので恐
縮ですけれども、どなたか発言されたい方、いらっ
しゃいませんか。

分科会参加者①　今回は貴重なお話をたくさん聞か
せていただいて、ありがとうございます。

質問ですが、少し語弊がある言い方になるかもし
れませんが、やはりお子さんが社会的な自立をする
というのが、私の仕事もそうですが、１つのゴール
のような位置付けかと思います。私自身もそこを向
いているつもりではいるのですが。養護施設に入ら
れるお子さんでも、全員が全員生活スキルの無さに
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つまずくという訳ではなく、やはり一部の方がつま
ずく。その方の割合が多いから問題になる訳だと思
いますが。

それで、そのつまずく方とつまずかない方をなる
べく早い時期に見分けをして、つまずきそうな方に
は早期から介入をしていくのが効率的には良いかな
と思いまして。私の職場ですと、つまずきそうな方
が集まってくる場所の仕事をしているのでそう思う
のですが、出口に近いところでお仕事をしていただ
いているこの会場の先生方から見て、もう少し早く
にこれが分かっていればというような、つまずく方
の見分け方みたいなことについて、何かご意見をい
ただけると、私の仕事の役にも立つかなと思って、
実は今日、このフロアに寄せていただきました。す
みません、どなたか教えていただけたら大変ありが
たいです。お願いします。

橋本氏　ありがとうございます。
他にご質問ないですか。では、最後というふうに

させていただきたいと思います。

分科会参加者②　先生方に本当に良いお話を聞かせ
ていただきました。一陽の橋本先生も非常に良い施
設で非常に良いスタッフの皆さんがお揃いだと思い
ますけれども、子どもさんが先生のところのお世話
になる前、実は、自分は民生委員を今年で３年目で
すけれども、地域でできるようなアドバイス、ある
いは、我々でもできるような、今、里親さんの良い
お話をお聞かせいただきましたけれども、そこまで
は自分でどうかなと思いますが、何かもう少し我々
にでもできるようなアドバイスがあったら是非お願
いします。

橋本氏　ありがとうございました。
お二方からご質問、本当にありがとうございます。
最初の方のご質問は、全てのパネラーの方に。回

答があればということで結構です。サジェスチョン
でも結構です。

それから、次の方からのご質問は、これも一応全て
のパネラーの皆さんにということでよろしいですか。

では、２つのご質問に対してそれぞれ回答を。時
間も限られているので、２、３分ずつでお願いでき
ますか。

それでは、福谷さんから。

福谷氏　子どもさんのそれぞれ個性もありますし、
色々あると思うのですけれども、小学校、中学校、
高校を見ている間に、成績を付ける訳ではないです
けれども、何か項目表みたいなものをいただいて、
どれに当たりますかみたいな感じのアンケートを取
っていただくようなことには協力できるのではない
かというふうに思います。それにまた対応をしてい
ただけるのであれば、それは非常にありがたいなと
いうふうに思います。

芝氏　あらかじめ問題が把握をされているようであ
れば、早目早目の対応はやはり必要になってくると
思います。児童相談所の立場からすると、入所の時
点で子どもさんやご家族の状況も把握しているの
で、施設にお願いをした後、定期的に状況を把握し
その時どきの支援の目標をしっかり作っていく。そ
のための計画、自立支援計画を活用し施設と児童相
談所が、将来を見据えてお話をしていくことがすご
く重要かなと思います。その上で関係機関を含めて
支援の役割分担をしていくことが大事なのかなと思
います。

その点でいくと、児童虐待についての初期対応な
どで大変になっている児童相談所の現状を踏まえ、
しっかり人的な配置に関する対応や児童虐待に関す
る初期対応の部分と施設に入ってからの子どもさん
への支援を分けて考えるとかの児童相談所の体制の
見直しの時期に福井県も来ているのかなというふう
には思っています。

平井氏　子どもの早目の支援の方法というのがござ
いましたけれども、私のところでは、まずは何らか
の障害を抱えているお子さんは早目に障害者支援セ
ンターとかそのようなところと連携しながら出口の部
分まで何とか見つけていくことも必要だと思います。

あと、私が先程話したように、やはり学力の問題
というのも強いかなというのもあります。学力の問
題は、どこでというか、それはやはりまず高校の入
口です。高校を選択する時にまたその子が変わって
きます。どういう道へ行くかというのは。そこで見
分ける。あとは、結構どうでも良いことと言うと失
礼ですけれども、どうでも良いことではない、施設
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入所にずっと納得しない子がいます。そういう子と
いうのはやはり難しいです。納得してくれれば良い
のですけれども、全然納得しない。親のことも納得
しない。だから、施設の職員にも納得しないという、
そういう子がいます。そういう子の行く先というの
はなかなか難しいと思います。

それと、もう一つは、民生委員のお話がございま
した。名古屋で今、学校区で子ども応援会議、子ど
も応援委員会というのがあります。気になる子とか、
そういう支援が必要な家庭の子を取り上げて。名古
屋は区割りで区役所ですので、名古屋市の下に 16
区役所あります。区役所の民生こども課の担当係。
それと、児童相談所、小中学校、それと民生児童委
員、それと、子ども応援委員というのがいます。そ
れと、あと必要に応じて施設等という、そんな会議
をやりながら支援をしています。以上です。

河野氏　早期に発見するというのはとても難しいこ
とだと思います。アフターケアをしていて気が付く
ことと言えば、いつの時点でその子が本音で話せる
か。施設に入れば、施設に入った時に本音を話せる
土壌ができているかどうかだと思います。その時点
が見極めかなと思っています。

本音を語れるようになって、生立ちの整理ができ
ると自分の進路、やりたいことが見えてくる傾向が
あると感じています。どうしても初期とか早い時期
には、子どもたちは緊張していますから本音を言わ
ない。今までの辛い体験から、大人を信じることが
できないので、大人の側に合わせるのがとても上手
いです。それを本音と思い込んでしまうところが、
大人は多々あるのではないかと思います。

それと、もう一点は、先程もお話にあったと思い
ますが、自分の能力というか、自分の力そのものが
自分自身で理解できていない子どもだと、進路の選
択時につまずいてなかなか上手くいかない。自分の
思いをなかなか言えず、周りの大人の考えに従って
しまう傾向があります。高校に入る時点では周りの
人の意見ばかりに左右されて自分の行きたいコース
を選べないままに進学し、高校を中退するケースが
多いと感じております。

以上です。

橋本氏　ありがとうございました。

私からは、最初のご質問、自立しにくい子をどう
見分けるか、なるべく早くというところ。児童養護
施設の職員は、たくさんの子どもたちを、しかも成
長段階を一つ一つしっかりと見ていられるという意
味で、すごく貴重な仕事をしていると思っています。

なので、児童養護施設一陽では、越前市の乳児検
診に児童養護施設のケアワーカーが参加させていた
だいて、一六検診とか３歳児検診のカンファレンス
の場で保健師と一緒にケース協議をしています。そ
こから定期的な見守り等を行っていきます。

今日、午前中に講演された遠藤先生、あるいは数
井みゆき先生、「第四の発達障害」という言葉を作
られた杉山先生とか、第４分科会にいらっしゃる友
田先生。こういう先生方の書かれているものを一陽
では勉強会でみんなで共有する、知識を深める取組
をしています。そうすると、おのずと入所してきた
子の特性が見えてきます。ADHD であったりアス
ペルガー症候群であったり。それから、第四の発達
障害という言い方をしますけれども、愛着障害が見
えてくる。そこにどう対応するかということは、こ
れはまずは医療につないでいくということですけれ
ども、それをなるべく早期にやっています。少なく
とも二次障害、三次障害を発生させないように努力
しているところです。

２つ目のご質問、地域で市民の人たちに何ができ
るかということですけれども、キーワードは、「子
どもの貧困」。これも、2008 年に阿部彩さんが『子
どもの貧困』という本を書かれて、そこからこの言
葉が一大ブームになりました。今、６人に１人の子
が貧困だと。そこで国も子どもの貧困対策というこ
とで、色んな事業を打ち出しています。児童福祉の
領域ではないですけれども、生活困窮者自立支援事
業で貧困家庭、あるいはひとり親家庭の学習支援も
制度として出来上がってきています。それから、子
ども食堂です。　実はこういう事業の所管は、市町
村です。児童相談所ではないのです。市町村が持っ
ている事業と市民が自分たちでやりたいという意欲
をどうマッチングさせていくかということで多彩な
市民による取組が見えてくるのかなと思っていま
す。繰り返しますが、今後は市町村が子どもの貧困
対策や児童虐待防止対策の中核になっていくでしょ
う。ちなみに越前市の子ども食堂に一陽は実行委員
として参画しています。一陽の中にいる子どもに加
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え、一陽からつい最近退所した子の家に立ち寄り、
子どもとお母さんを連れて子ども食堂に行くので
す。そういう取組なども今継続してやっているとこ
ろです。

ご質問の皆さんに回答になっているかどうか分か
りませんが、以上でフロアからの質問に対する回答
とさせていただきたいと思います。

残り 15 分くらいですが、４名の皆さんに言い尽
くせなかったことなどを。

なお名古屋の児童養護施設では里親さんと連携し
てすごく面白いことをやっているということで、福
谷さんや今日フロアにいらっしゃる里親の皆さんに
聞いてほしいという話があります。平井先生から、
それを是非後で紹介していただければと思います。

４名の皆さん、３分ずつということで本当に恐縮
ですけれども、平井先生はその説明もあるので５分
ということで、お願いします。

では、河野先生から順番で。よろしくお願いします。

河野氏　平井先生に質問ですけれども、東京都が自
立支援コーディネーターを置いているのですけれど
も、国では消費税をアップすればそれを充てるとい
うような話があったのですが、最近そういう話を聞
かないのですが、どうなっているのかということを
お聞きしたいと思っています。

それから、私の資料の中で変な円を描いた図が
入っていたと思います。95 ページですが、これは
今私たちが目指しているというか、こういう組織で
アフターケアができれば良いなと思っているのです
が、今までは施設の職員と子どもが線か点のつなが
りだけで完結するような支援をしていたと思いま
す。そうすると、その関係性が少し壊れてくると子
どもは離れていってしまってなかなか連絡が取れな
い。それをつなぎ止めていくのがセンターの仕事か
なと思っています。どこの施設の職業指導員もうち
に来るようになっていますし、居場所に毎日違う施
設の職業指導員が来ています。毎日利用する子ども
たちも来ています。そうすると、今日はあの人が来
るから卓球をしに行こうとか、今日は料理がうまい
あそこの女性の職業指導員が来るから一緒に料理を
しようとか、買い物に行こうとか言って、最初はセ
ンターがその日、その日のメニューを考えていたの
ですけれども、今は子どもたちが来る人を選んでメ

ニューを考えてグループワークができるようになっ
ています。そういった広がりが、ここではＡ施設、
Ｂ施設ということしか書いていませんけれども、母
子生活支援施設とか自立支援施設、里親さんやファ
ミリーホームと連携できて、点と点、線の関係では
なくて、面、厚い層としてのアフターケアを目指し
ています。そして、施設を出て行く子どもたちが出
身施設の職員だけではなく、あなたが好きな職員を
選んで相談しても大丈夫ですよと。その相談を受け
た職員は、センターや出身施設の職業指導員と連携
が取れていますから、情報を共有しながら誰が一番
この子の支援に当たるのが良いか。そういうことま
で話し合ってできるようになると良いなと思って、
支援の輪を少しずつそういうふうに広げています。
子どもが施設を出て、引越しするというのを他の職
員が聞いた時に、うちの職員も手が空いているから
応援に行きますよということで、ほんの２、３日前
ですけれども、子どものアパートの引越しと片付け
にうちの職員と他の施設の職員、２人程手伝って片
付けてくれたりするように。こういう層の厚い支援
員たちのつながりを作りながら今後支援していくの
が大分の課題かなと思っています。

以上です。

橋本氏　ありがとうございました。この 95 ページ
の絵、すごく良いですね。これ、河野先生が自分で
作られたのですか。

河野氏　はい。

橋本氏　素晴らしい。点と点でなくて面と面。本当
にすごく良いキーワードだなと思いました。ありが
とうございました。
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平井先生、宿題が多いので、最後に回させてもらっ
て良いですか。

では、芝さんから。

芝氏　先程橋本さんのところで親族里親のお話があ
りましたが、福井県では親族里親を積極的に活用し
ていることをお伝えしたいと思います。

社会的養護の子どもさんが自立するに当たって児
童相談所がすべきことと思っているのは、今お願い
している里親さんや施設の方々に対して、何か子ど
もさんに問題があった時とか、保護者との問題が
あった時だけではなく、常に連絡し合えるように。
それも、この後の子どもさんの援助をどうするかと
いうところでしっかり話ができるようなことが必要
であると思います。今も定期的には各施設、里親さ
んのところをお伺いしお話するようにしていますが
今後とも、本音を言い合える関係を築き、連携を強
化していきたいと思います。

それから、例えば、高校を卒業した後の支援に当
たって他の制度の利用や関係機関との調整について
は児童相談所として十分対応していかなければいけ
ないと思っています。

以上です。

橋本氏　ありがとうございました。
本当に問題が起こった時だけの関係でない児童相

談所との付き合い。芝さんのところは結構そういう
ことができているのではないかなと思います。福井
県は親族里親、今、越前市にも実際に１例あるとい
うお話をしました。でも 47 都道府県では、「そもそ
もお金をおじいさん、おばあさんがもらうのはおか
しいだろう。自分の孫の面倒を見るのに何故だ。」と
いうことをおっしゃっている都道府県もある。やは
りそこを突破しないとだめなのかなというふうに思
います。福井県は越前市に親族里親の事例があって、
また、今も上手く親族里親をつなぎたいという事例
もあるというふうにお聞きしています。更に、積極
的に頑張っていただけたらというふうに思います。

ありがとうございます。
それでは、福谷さん、どうぞ。

福谷氏　先程もお話がありましたように、週末・季
節里親について、平井さんにお聞かせいただきたい

と思いますので、お願いします。

橋本氏　感想とかもあれば。

福谷氏　私の経験したことは皆聞いていただきまし
て、心がすっとしておりまして。もし、里親を何か
しらでサポートしようと思う方がおってくださるよ
うでしたら、是非、里親さんの話を聞いてあげてく
ださい。里親さん、色んなぐわっとした思いを持っ
ていますので、誰かに聞いてもらったり、こんな場
でお話しさせてもらうとすごく楽になります。そし
て、また明日から頑張ろうという気持ちになれます
ので、是非、そういうふうに支援していただける方
がおられましたから、里親さんの声を、どうしてい
るのと聞いていただけるとうれしいかと思います。

では、平井さん。すみません。

橋本氏　はい、ありがとうございました。
福谷さん、本当に里親実践者としてお一人だけの

登壇で、全てを背負ってお話していただきまして、
どうもありがとうございました。

福谷さんの、先程言われたケアマネの話ですけれ
ども、自立支援コーディネーターというのが近々予
算化されそうです。これはあくまでも自立を目前に
控えた子どもたちのケアマネみたいな制度でしょう
か。平井先生にこの制度の説明もしていただけると
ありがたいと思います。では、平井先生、色んな宿
題をまとめてお願いします。

平井氏　分かりました。
まず里親のことです。週末里親といったお話があ

りましたが、名古屋は今まで里親ボランティアと
いって、週末とか正月とか盆とかの短期帰省とかに
登録していただいてやっていたのを、私が勝手に名
前を変えて家庭体験事業ということで。里親ボラン
ティアというのは名前が難しいというか。里親さん
は里親さんで正規にいますので、家庭体験事業とい
うことで、そういった週末とかに子どもに家庭の体
験をさせてあげるということで、そういった制度が
あります。

それと、４年前に私が発信していって、今年から
その里親さんの事業が成立したのですけれども。名
古屋ももう３年程ずっと施設が満所状態です。うち
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もそうですけれども、今、どこの施設も定員満所状
態で、プラスアルファ、児童相談所も保護率が高い
ものですから、児童相談所の一時保護所も一杯で
す。だから、どんどん出していかないといけないと
いう状態で、施設が定員以外の一時保護委託を受け
ているのです。受け入れるだけ。そんなような状態
ですから、是非これは里親さんにも色々協力しても
らおうということで。まず、そういう状態でショー
トステイもあります。そのショートステイも受け入
れる部屋もないし、人手もないということで、里親
さんにショートステイを是非やってもらおうという
ことで、４年前からずっと言い続けて、やっと名古
屋市と話ができまして里親ショートステイというこ
とで。もちろん、施設も窓口はあるのですけれども。
名古屋の場合は政令市ですから各区にショートステ
イが必要なご家庭があれば申し込みをして、施設に
お話が来るのです。でも、施設は満所状態ですか
ら、その施設の近くで連携できる里親さん、あとは
ショートステイが発生した場合、その同じ家庭の学
校区にみえる里親さんであれば、そこで受けていた
だければお子さんは学区内ですから学校に通えるの
です。そのようなことも含めて里親さんにショート
ステイをお願いしようと。しかも、里親さんに全て
ぶつけて、経理事務とかも全部任せるとなると、い
やーとなってしまいますので、それは窓口の施設を
４か所決めて、そこの施設が窓口になって経理関係
はやる。里親さんにショートステイの費用を払う。
そういうようなシステムを立ち上げました。それと、
里親さんからも何かあったとき保険はどうするのだ
と。もちろん、保険は名古屋市が全部持ちますとい
うことで成立しまして、今年から一応開始をしてお
ります。

先程福井の虐待対応件数も言われましたけれど
も、名古屋は去年というか、その前が 1,800 件でし
たけれども、国と一緒でまたぐんと伸びて 2,300 件
台になりました。ですから、本当に保護率がすごく
高くて、もう施設もアップアップの状態ということ
です。

それと、もう一つは支援コーディネーターの話で
すけれども、これは国では自立支援担当職員と言っ
ていますが、その職員を施設に配置しましょうと。
それを自立支援のお手伝いができるような形で施設
に１人ずつということを言っていましたが。私が先

程言いましたように、東京では自立支援コーディ
ネーターという名前を使っています。これは実は国
の言う自立支援担当職員のことです。東京は先行し
て２、３年前から配置をしています。養護施設等に
は自立支援コーディネーターという名前。自立援助
ホームにはジョブトレーナー。すごくかっこ良い名
前をつけましたね。そうしたことで、そういった方
を配置して東京都はもうやられている訳です。自立
支援担当職員は、来年度の予算の中には載せられて
はいません。載せられているのは、先程橋本さんが
言った自立支援の、これは東京と同じ名前になって
いるのですけれども、支援コーディネーター。自立
を支援する支援コーディネーター。今は仮称ですけ
れども、その事業を立ち上げようということで、そ
の支援コーディネーターは２人配置。常勤は２人で
す。それは就労支援コーディネーターと生活支援
コーディネーター。それを２人常勤にして各児童相
談所単位に１つセンターみたいな機能を持たせて。
それは福祉法人でも NPO 法人でも良いす。そこに
そういう機能を持たせて、もちろん児童相談所がそ
こに絡みます。それで、支援コーディネーターと児
童相談所のケースワーカー、施設の担当職員、もし
くは里親が一緒になって継続支援計画と今は言って
いますけれども、それを作る。それを支援コーディ
ネーターさんが結局全体的なものをちゃんと作って
いく。それに基づいて子どもを自立支援していこう
と。でも、これは子どもが納得しないとだめです。
私はこれに乗っかってやらせてもらいますと。でも、
少し障害傾向のある子とかはなかなか難しいと思い
ますので、それは職員がお手伝いして支援計画を支
援コーディネーターに作ってもらうという形になり
ます。ですから、児童相談所と施設、里親さんが絡
んで支援コーディネーターというのは立ち上がるの
ですけれども。ですから、施設に全部先程言った自
立支援担当職員をつけましょうと。そこにかましま
しょうということです。この支援コーディネーター
の制度がもし来年成立したら、その次のステップと
して自立支援担当職員を全施設に付けましょうとい
うような行程です。一応そういう作戦です。でも、
予算がどうなるか分かりません。こればっかりは。
そんなようなことでよろしかったでしょうか。

あと、もう一つだけ。名古屋が、来年これも予算
要望しているのですけれども、ステップハウスと
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いって、やはりいきなりアパート生活をさせるのは
難しいかなというようなお子さんを名古屋の市営住
宅、あき住宅を借りてというか、市営ですから名古
屋が持ちますよね、そこを利用してステップさせる。
３か月なり半年なり。そこで生活訓練をさせながら、
施設の職員が見に行ったり。福井方式もそのような
ことですけれども。それで、「頑張ってるね。」とか、

「ちょっとごみたまってるから捨てなさいよ。」とか、
そういうアドバイスをしながらステップさせて、本
契約のアパートに移していく。というようなことを
今考えています。

以上です。

橋本氏　ありがとうございました。
他に、何か４人の方、言い足りないこと、追加で

ということはありませんか。よろしいですか。
それでは、この分科会のまとめをさせていただき

たいと思います。今日は、大分、名古屋から福井へ
来ていただきまして、ありがとうございました。私
自身、「児童アフターケアセンターおおいた」は昨
年見せてもらいに行きました。河野さんから直接
色々とお話をお聞きしました。何がすごいかといっ
たら、河野さんが今、正におっしゃったように、点
と点で支援するのではなくて面を作らなくてはだめ
だというので、面が本当にできていたことです。Ａ
施設を退所したＡ君に、Ｂ施設を退所したＢ君に、
Ｃという里親さんが自分の里親措置解除したＣ君
に、アフターケアをＡはＡ、ＢはＢ、ＣはＣという
ふうにやっているのが当たり前だとしたら、おおい
たはＡの施設を出た子がＣの施設の先生に色んな悩
みを相談できている。むしろ、そういうことが多い
と。馬が合って、趣味が合って、Ａ施設を卒園した
けれども、Ｃ施設の先生と仲良くなれているという
ふうなことがありますよと。私は、子ども自身が選
ぶ、それは就職先も選ぶし、住まいも選ぶし、支援
者も選べるという形が、支援の理想であると思って
います。そして子どもの権利にとって、自己決定、
自己選択というのはすごく大事だと思っています。
そういう意味で、おおいたでは、既に点と点をつな
ぎ、面を創ることで、より多くの自己選択ができる
環境が整備されている。

芝さんのところには、本当に施設の OB の子たち
が色んなことを相談に来ているみたいです。県内５

施設全ての子たちが来ていると思います。芝さんみ
たいな人がアフターケアセンターにいたら、すごく
子どもたちが集まって楽しいだろうなと。その先例
が多分河野さんではないかと思うぐらいです。こう
いうアフターケアセンター、本当に夢が広がると思
うので、是非福井県でも作れると良いなと思います
し、色んなところに普及できると良いなと思います。
残念ながら大分方式はまだ大分だけでしょうか。退
所した当事者たちが団体を作ってアフターケアセン
ターを作っているところは結構あります。だけど、
施設や里親さんが一緒になって一枚岩になって運営
主体を作って、運営委員会を作って、そして共同で
実践しているところは残念ながら大分しかないで
しょう。本当に河野さん、ありがとうございました。

それから、芝さんからは児童相談所のこれからの
行く末を語っていただきました。問題が起こった時
だけの関係ではないように、そういう児童相談所を
目指すよと。それから、色んな相談機関をつなぐ役
割はお手のものだと。例えば、今の福谷さんのとこ
ろにいらっしゃる支援学校の子どもさんが高３に
なって就労支援施設を選ぶ際には、どこが良いとか、
あそこはこうだ、ああだという話は幾らでも児童相
談所で相談に乗るよという話だと思います。確かに、
つなぐ役割というのはすごく大事で、福谷さんがケ
アマネの話もされましたけれども、本当にそういう
つなぐ役割を児童相談所が担っていただけると、も
う一つ進化するだろうなと思います。

福谷さんからは、実際に２人の子どもさんを里親
として養育されている実践者として貴重なお話をい
ただきました。子どもの変化、変容というのは、正
にそういうことだろうなということを改めて感じま
した。要望は介護保険制度におけるケアマネのよう
な存在が欲しいということです。地域包括ケアとい
うのが今介護保険の世界でも広がっています。あれ
をずっと読んでいると高齢者だけの制度ではないの
だ。障害者にも、それから子どもにも地域包括ケア
が必要だという議論になっています。向こうからも
子どものところに歩み寄ってきているというか、入っ
てきているし、こっちも子育て世代包括支援セン
ターとか、市町村に社会的養護の支援拠点を作ると
いうように児童福祉法や母子保健法が今年改正され
ました。これを見ていると、市町で、子どももお年
寄りも障害を持っている子も、それも０歳から、あ
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るいは生まれる前の特定妊婦から 18 歳、20 歳、イ
ギリスでは 25 歳まで支援をするらしいですけれど
も、20 歳を過ぎた子までずっと切れ目ない支援をし
ていく。そのシステムをどうやって作っていこうか
ということが今次の課題なのかなと思っています。
やはり児童虐待をどうやって防止していくかという
議論はバラバラでやるのではなくて、特定妊婦か
らの切れ目のない支援をどうやって作るか。それか
ら、漏れがない。都道府県をまたいで転居したらも
う分からなくなってしまったということではなくて、
どこへ行ってもきちんと捕捉できている、そういう
意味では悉皆性、つまり漏れがない支援体制をどう
作っていくか。そして、障害は６番窓口、高齢者は
８番窓口、子どものことは２番窓口に行ってくださ
いというのではなくて、お年寄りのことも障害者の
ことも子どものこともワンストップで解決できる。
そういうシステムをどう作れるか。介護保険のよう
なケアマネのような存在という一言は、恐らくそう
いう意味なのかなと理解させていただきました。

最後、皆さんの報告をお聞きして得た私個人の感
想をお話しさせていただきます。私の所属する一陽
というのは実はお金持ちが作ったり、権力のある人
が作った訳ではないです。私のような普通の市民が
少しずつみんなでお金を出し合って作りました。で
すから、すごく弱い組織です。社会福祉法人越前自

立支援協会ができて 10 年、そして、一陽は５年、
今の場所で運営しています。何しろ頼りになる強力
な親がいる訳でも、先祖代々持っている土地や資産
がある訳でもない。本当に弱小法人なので、人の輪
やみんなの力を頼っています。地域の NPO とか、
地域で色々応援してくれる企業の人、施設を出た子
どもの就職を世話してやるよという人とか、あるい
は民生委員とか、学校の先生とか市役所の人、もち
ろん児童相談所も。そういう色んな人たちに支援し
てもらって児童養護施設を運営しています。子ども
も同じだなと思っています。平井さんの言葉ではな
いですけれども、自分一人で全部やれることが自立
じゃない。色んな人の力を借りて、頼みたいことを
自分の言葉で主張して頼めて自己実現を果たしてい
く。これが社会的養護を必要とする子どもたちの自
立だろうというふうに思っています。一言で言うと、
上手く依存できることが自立することだと。換言す
れば自立するということは上手く周囲の人々に依存
できるようになること。現に一陽は地域の皆さんに
依存しながら５年、10 年とやってきたので、自分
たちが養育する子どもにも、このような自立観を伝
えていけたらなと思っているところです。

以上でこの分科会を終わらせていただきたいと思
います。ご清聴いただきまして、誠にありがとうご
ざいました。
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悠々ホルン氏　皆さん、
初めまして。千葉県から
や っ て き ま し た。 東 京
から今日はやって来たの
ですけど、辛い状況にい
る子どもたちの本音や
SOS、それを歌にしたり、
また動画にしたり、また講演の場でお話ししたりし
て代弁したり解説する、そういった活動をしていま
す、ミュージシャンの悠々ホルンと申します。

今日はぜひ覚えて帰っていただきたいのですが、
私は虐待に限らずですが、辛い状況にいる子たち、
親御さんも含め、いろんな方々から毎日手紙やメー
ルが届いています。例えば、「虐待で今こういう状
態なんだ。」とか、「助けてほしいんだ。」、「辛いん
だ。」、「もう死にたい。」というような内容が、大体
ここ３、４年の間に約 3,000 通届いています。

実は私自身も小学生の時から親から心理的虐待を
受け、２回自殺未遂を経験しました。首を吊ったの
です。そういった自分の辛い経験、また、普段私の
元に色んな話をしてくれ、また相談をしてくれるよ

うな方々は全国にいらっしゃるのですけど、そう
いった方々の声をもとに私は音楽にしていたりする
のですが、まず１曲、そういった辛い状況、心理的
虐待がある中でリストカットを毎日しながらずっと
耐えているある女の子の思い、その子が送ってくれ
たその文章をそのまま歌にした歌があるのです。そ
れをまず１曲聞いてください。
「私を嫌いなママ　～リストカットの理由～」。

ありがとうございます。
今日ここに来られている方々は、多分こういった

今日のお話されているような内容に結構詳しい方が
多いかと思うのですが、虐待を受けている子どもた
ち、その子どもたちが、虐待だと認識していない子
の方が多いかもしれませんが、自ら家の中で起きて
いることを誰か人に話したり、助けを求めたり、相
談したりすることって、周りが考える以上にずっと
ずっと難しいことなのです。そこにはまずリスクが
ある。どんな理不尽な痛みを受けていても、子ども
にとって家庭や家族ってすごく大事です。どんなに
親に大きな憎しみや怒りを抱いていても、その根底
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には親に愛されたいという思いが一番強く、一生そ
れが残っているのです。自分が誰か外部に家のこと
を話して助けを求めたことによって、自分のせいで
その大事な家庭を、家族を壊してしまうかもしれな
い。これもリスクです。そして自分が誰か外に助け
を求めたことが親にばれたとき、親が悲しむかもし
れない、もしくは反対に親が激怒してその虐待が
もっと大きなものになってしまうかもしれない。そ
ういったリスクがあります。

それに、幼少期からずっと否定をされ続けてきた
子どもは、そもそも自分の話なんてちゃんと聞いて
もらえるはずがないのだと。信じてもらえるはずが
ない。言ったって無駄だと。いや、むしろ自分が悪
いのだというふうに受け止めている子もたくさんい
ます。そして人が怖い、人が信じられないといった
心理的なそういう抵抗を持っていたりします。そう
いった子は結局、ものすごく毎日が苦しいのですけ
ど、自分が我慢するほかないのだと、自分が我慢し
てればいいのだというところに結論が落ち着いてし
まう。

虐待を未然に防いでいく、少なくしていくには、
たくさんいろんな大事なことはあるのですけど、や
はり一つ、親御さんのケアというのが非常に大事に
なってきますね。虐待が、できたら起こる前に早い
段階で親御さんをケアできないか。

実は、私の元には、虐待をしてしまった、もしく
はしてしまいそうだというお母さんからのお手紙や
メールも届いてきました。その方々と色々話をして
いてたくさん気付いたことがあるのですが、そういっ
た辛い状況にいるというか、虐待をしてしまいそう
だという状況の親御さんのほとんどが、子どもの頃
から苦しんできたという方がほとんどです。中には、
自らも子どもの時に同じように虐待を受けて育った
とか、虐待と言わずとも、何らかの人間関係であっ
たり何らかのトラウマを持ってしまったりだとか、
すごく傷ついた経験があったりしている。子どもの
頃に傷付いたその心の傷が癒やされることなく、ずっ
と重い荷物として、生きづらさとして背負い続け、
それで大人になっていく、親になっていくその過程
で、また今度は、夫婦関係、人間関係、仕事上のス
トレスとか悩み、それがどんどんどんどん積み重なっ
ていって一杯一杯になってしまう。気付いた時には
その矛先が子どもに向かっていて、それを全部子ど

もにぶつけてしまう、子どもに当たってしまう、そ
ういう状況がたくさんある訳です。そういう話がいっ
ぱい来るのです、子どもからも親からも。

そういった状況にいる親御さんたちが、もし、「私、
本当に今辛くて、子どもに当たってしまうかもしれ
ない。」とか、何かしらそういう助けを求めてくれ
たとしたら、すてきな素晴らしい支援者の方々が世
の中にはたくさんいます。だから、もしそういった
救いの声を上げてくれたらできることってたくさん
あります。でも、実際のところ、そういった相談を
してくる、助けてほしいというような悩みを打ち明
けてくる親御さんというのは本当に一部だと思いま
す。そういった状況にいる親御さんほど、またその
親御さんもやはり人に相談したり助けを求めるこ
とってなかなか難しいです。その一つとしては、そ
ういう親御さんも子どもの時にそういう苦しい時代
があった。子どもの時に、やはりその苦しい気持ち
を誰にも言えなかった。そのまま大人になって、や
はり言えないという状況の子が、だからすごく多い
です。

他にも、表向き、第三者からはそう見えなかった
としても、そういった状況にいる親御さんのほとん
どが、自分はだめな親なのだと自分で思って自己嫌
悪したりします。そういう親御さんほど一人で抱え
込んで、自分一人が何とかしなくてはいけないのだ
と、一人で何とか解決しなくてはいけないのだ。孤
立していたりする状況もあるかと思いますけど、結
構そういった状況が多いです。

虐待という言葉を使うかどうかは置いておいて、
虐待に関するようなことを相談、例えば子どもに当
たってしまいそうだみたいな、そういう話をする



156

ゲストライブ

のって、やはりそんなに簡単なことではないです。
やはり虐待に関心を持ってらっしゃる方々とかは、
また少し違う視点からも物事を見れると思うのです
が、でもやはり一般的に言うと、そういう虐待に関
するような話を相談するってことは、何か人からひ
どく責められたりだとか、責任追及されたりだと
か、そういう話をするイメージってあると思うので
すね。怖いと思うのですよ。そうなったら、人は無
意識下に隠そうとします。だから、きっと世の中に
は、データとして上がってくる以上にもっともっと
虐待が色んなところで起こっているはずです。きっ
と私も過去、その一人として、多分カウントされて
なかったと思うので、世の中に今ただただ耐えてい
る、耐えるしかない、そういう状況で耐えている子
どもがたくさんいます。親御さんも苦しんでいます。

その中で、どうしたらその親御さんたちが少しで
も早い段階で助けを求めたり、何らかケアしていく
こと。私も辛いですという声を上げてくれるだろう
かとなった時に、まず例えばそういう親御さんに対
して、「子育ての悩みをお話ししませんか。」「聞か
せてくれませんか。」というふうに傾聴しているよ
うな方々ってたくさん世の中にいます。まずこれが
非常にとっても大事だと思うのです。その受け皿を
増やしていく、広げていくことって、まず絶対大事
だと思うのです。

なんですが、それが幾らあったとしても、やはり
そこに話さない人は話さないのです。話せないので
す。では、そういった方々がどうしたらそういった
方とつながって、虐待を少しでも未然に防いでいけ
るかとなった時に、私は一つ、非常に大事なことに
気付きました。この活動を続けてきて、色んな当事
者の方々から色んな本音を聞く中で気付いたので
す。それは、今までずーっと、もうずーっとずーっ
と物すごく苦しんできたこの辛い気持ち、それを
やっと分かってもらえた、やっと受け止めてもらえ
た、やっと否定せず聞いてもらえたという体験なの
です。そういう、この人は私のことを分かってくれ
ると思える人に対しては、少しずつ心を開いていけ
たりするのです。その人だったら話せるということ
があります。誰でもいい訳ではないのです。自分の
ことを分かってくれて受け止めてくれる。肯定して
くれる。そういった方々にだったら話せるところが
あるのだなと、私は当事者の方々から気付かされま

した。私も元当事者だったようなものですけれども。
私のところに手紙やメールを送ってくださる方々

は、子どもも大人も含めてですけど、私の作る音楽
とか動画をネット上に色々公開していて、それを見
て私のことを分かってくれたって実感するらしいの
です。それを作っている私、悠々ホルンという人間
ならそれを話せるのではないかとか、分かってくれ
るのではないかなと思って、みんな送ってくださる
らしいのです。では、どうしたら、分かってもらえ
たという、そういう体験ができるような、そういう
機会を作れるだろうか。私は今、現時点で幾つかの
そのアイデアを持っています。今日は時間がほとん
どないので、今それをここでお話しすることはでき
ないです。ただ、今日、私は結構遠いところから来
ておりまして、なかなかそんなに簡単に来れる距離
ではないかと思うのですが、フォーラムが終わって
急いで帰る理由もないので、よかったら終わった後
にでも何か声を掛けてもらえたらうれしいです。特
に支援者の方々とかとつながれたら何か今後できる
かもしれませんし。

その中で一つ、私は歌を通じて色々表現活動を
やってきたのですが、そういった苦しんでいる方々
が送ってくれるその本音、SOS、またそこに私自身
の実体験も含め、そういったリアルに起こっている、
現実で起こっていることを歌にしてきました。それ
を分かってもらえたという体験を、それの音楽から
して結構、話してくれる人もそうですし、色んな支
援者の方々とつながっていた人もたくさんいるので
すけど、今日は、この限られた時間の中でもう１曲
だけ歌を歌わせていただきたいと思います。

この曲も非常に大事にしている曲で、家族をテー
マにした歌です。最後にありったけのこの気持ちを
全部込めてお届けしたいなと思います。もし、今日
少しでももっと話を聞いてみたいなとか、もう少し
知りたいなと思ったら、よかったら悠々ホルンを調
べてみてください。多分、何か色々分かると思いま
す。もしくは、今日終わった後、声かけてみてくだ
さい。

それでは、もう１曲、「おかえり」という曲を聞
いてください。私の実体験をもとにつくった曲です。
「おかえり」

ありがとうございました。悠々ホルンでした。
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岩壁 明美氏　長時間にわたりまして、皆さんご参
加いただきまして、ありがとうございます。

各分科会におきまして活発なご議論がなされたと
いうふうに伺っております。議論の内容につきまし
て、この全体会で共有させていただきたいと思いま
す。予定された時間は 30 分ですので、各分科会の
方から５分以内でご報告をお願いしたいと存じま
す。その５分のご報告の後、オブザーバーからのコ
メントをいただいて、この会を終了させていただき
たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、第１分科会からのご報告をいただきま
す。福井県福井健康福祉センターの四方医幹からお
願いいたします。

四方 啓裕氏　第１分科会、演題といいますか、テ
ーマは「母子保健と児童福祉の連携～切れ目ない支
援のために～」。お手元の資料では 22 ページからに
なっておりました。

初めに、コーディネーターの岸野さんから問題提
起をしていただきまして、児童福祉法のこの度の改
正で、まず家庭で育てるためには保護者の支援が重
要であるということが明記された。虐待死の問題は
０歳児が多いく、しかも月齢０か月の時が非常に多
いのだという問題。加害者側としては実母の場合も
多いなどの問題提起をされました。

では、そのような状況の中で、今後どのようにし
て産科領域と母子保健あるいは母子福祉が連携して
いくかということになりましたところで、我が県の

岩壁　明美氏	（	福井県健康福祉部子ども家庭課	課長）コーディネーター

竹内　尚也氏	（	厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課虐待防止対策推
進室	室長）

オ ブ ザ ー バ ー

第１分科会：四方　啓裕氏　第３分科会：山縣　文治氏
第４分科会：友田　明美氏　第５分科会：橋本　達昌氏

パ ネ リ ス ト
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さっておられました。平成 24 年位から活発に取り
組んでいらっしゃるようで、さすがに全国的にも、
先進県と言うのは大阪府ですから間違いですが、先
進的な都道府県であると思わされた次第です。

最後に、私から福井の健康福祉センター管内で取
り組んでおります産科医療機関と管内市町の間で、
気掛かりなお子様、どちらの側が先に気付いたとし
ても相手側に速やかにお知らせをする、情報提供を
する仕組み作りについて中間報告、経過報告をさせ
ていただきました。連絡票という決まった様式を作
りまして、匿名化してございますけれども、それを
添えて、後ろに本来の実名入りの紹介状を郵送して
いただき、匿名化してある連絡票だけを健康福祉セ
ンターに情報提供をいただくと。私どもでそれを取
りまとめながら、この連携システムが順調に動いて
いるかどうか、齟齬が生じていないか、どのくらい
活発に件数が伸びているかというようなことウォッ
チしながら、今システムを育てていっているという
ところまでをお話しさせていただいたところです。

与えられた時間はもうこれぐらいだと思います。
失礼させていただきます。

岩壁氏　ありがとうございます。
子育て世代包括支援センターという言葉も出てき

ましたし、母子保健と児童福祉の連携、それから切
れ目ない支援というのは口で言うのは簡単ですけれ
ども、関係の皆様方がさまざまな取り組みをされて
いて、だんだん進んできているのだなということを
感じることができました。どうもありがとうござい
ました。

続いて、第２分科会の報告ですが、大変申しわけ
ないのですが、本日報告の予定をしておりました長
谷川先生におかれましては、急用にてご欠席とのご
連絡がございました。そのため、急遽、オブザーバー
である厚生労働省の竹内室長様が分科会の内容をご
紹介していただくということになりましたので、よ
ろしくお願いいたします。

竹内 尚也氏　第２分科会を傍聴させていただきま
したので、私からご報告をさせていただきます。

第２分科会のテーマは「市町村等地域の身近な場
所における虐待ケース等への支援の在り方」という
ことでした。冊子は、ページが 39 ページ以降でご

越前市の岩佐さんから越前市での取組についてご報
告を頂戴いたしました。越前市の場合は、本県では
最も早く子ども条例を平成 24 年に制定なさいまし
て、様々な取組をなさっています。特に子ども・子
育て総合相談室というものを既に平成 25 年に設置
なさいまして、ワンストップサービスを全国的な動
きに先んじてといいますか、積極的な取組でありま
す。子どもといいますのは、概ね 18 歳までを視野
に入れておられるそうで、正規職員７名、嘱託職員
４名、その他にアドバイザー、カウンセラーがおら
れるとか、教育分野、福祉保健分野との連携を見え
る形で強化なさるために、ここの相談室の職員さん
が保健と教育分野に兼務辞令がかけられていて、組
織の壁を乗り越えるために手を打っていらっしゃる
というようなことを伺いました。

一方、次の辻助産師、公立小浜病院という単一の
病院の中での取組でした。産科と小児科、本当はそ
こに整形外科まで混合病棟となっていまして、助産
師さんはそこの病棟からの異動がないということ
で、長年に渡って産科側の問題と小児科側の問題を
連続的に見ていっておられる方々がそこに蓄積され
ています。そういう強みを活かされて、虐待防止の
ために問題意識を高めていらっしゃるということを
伺いました。また、近隣の市町との関係も元々非常
に緊密でありまして、入院中にもし問題のある妊産
婦、小児を見つけた場合には、非常に速やかに市町
に電話で連絡なさるとか、看護サマリーを送られた
りして連携を図っていらっしゃるということでござ
いました。

それから、大阪からお見えになっていらっしゃる
特定非営利活動法人児童虐待防止協会の中西理事様
からは、現場でこの分野で働いていらっしゃる保健
師方のキャパシティビルディングというのでしょう
か、保健師の訓練、研修に取り組んでいらっしゃる
様子を伺うことができました。大阪では府のレベル
で子どもの虐待検討チームというものが組織されて
いるそうで、小児精神科のドクター、看護系の大学
教員２名、そして元行政保健師６名が固定的な検討
チームを作っていらっしゃって、そのご指導、監修
の基に大きく３つの事業をなさっているそうです。
１つ目は支援困難事例の検討会、２つ目は大阪府内
の保健師の児童虐待予防研修、３番目、子どもの虐
待保健研究会、こちらが年６回というふうに報告な
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ざいますけれども、４名のパネリストの方から発表
がございました。

まず、福井市子ども家庭センターの青井さんから
発表がございまして、福井市から委託を受けて地域
子育て支援拠点としての事業を行っておられるとい
うことで、相談援助の業務を行っていただいている
という中で、とりわけ社会福祉士あるいは心理士の
方を配置されているということで、非常にそういう
意味では全国的にも珍しい取組を行っておられると
いうことでございました。その上で、今回の虐待ケー
ス等への支援という観点から、支援について５つの
柱があるのではないかというご提案でございまし
て、１つが臨床心理士による訪問ということで「届
ける」ということ。それから保護者の方のグループ
ワークという意味で「導く」ということ。３点目が
子育て支援ボランティアの育成などの「育てる」と
いうこと。そして子育て支援関係の団体が「つなが
る」ということ。最後、５点目が学生さんとともに
オレンジリボン活動などのようなものを一般の方に
対して「伝える」という、この５点が大きな柱では
ないかというお話がございました。

それから次に、鯖江市の石田さんから発表がござ
いまして、鯖江市での取組をご紹介いただきました。
特にその中でも、今年度からハーフバースディ事業
という事業をスタートしていただいているというこ
とです。対象者の方は６か月の誕生を迎えた赤ちゃ
んということでして、各地区の公民館で絵本の読み
聞かせなどを行っておられるということでございま
す。とりわけ重視しておられるのが不参加の方への
フォローということでございまして、このハーフ
バースディ事業、４月スタートということですので、
まだそれほど経ってない訳ですけれども、参加率が
86％ということで、参加されなかったご家庭につい
ては家庭訪問を実施されているということで、既に
12％の家庭についてはそういう形でフォローができ
ているということです。残り２％の家庭については
まだこれからさらに対応をしていくということで、
１歳３か月でのまた家庭訪問もご検討されていると
お伺いをしております。その他、高齢者の方も含め
てですけれども、ご近所福祉ネットワーク活動と
いった、お互いに負担にならない範囲で声掛けをす
るといった取組でありますとか、あるいは鯖江市の
庁舎内、生きる支援庁内連絡会議という会議を設け

て、支援を必要としている世帯については抱えてお
られる問題が非常に複数あって、なかなか一つの課
でその問題を解決するのが難しいということで、そ
れぞれの課ごとに対応するだけでは難しい問題につ
いて連携して対応していくための連絡会議を設けて
おられるということで、元々これは自殺予防対策と
いうことでスタートしたということでございます。

最後にまとめとして、地域の人が身近な場所での
気になる家庭を地域の人が気付くということ、そし
てそれを支援機関に連絡しやすい環境を作っていく
ということ、そして支援機関同士の連携。それがひ
いては、気になる家庭、身近な地域、支援機関が顔
の見える関係、地域全体で支え合う関係になること
で、気掛かりな児童、家庭の早期発見、早期支援を
目指していくべきではないかというお話でございま
した。

それから、福井市の保育園の園長をされておりま
す飛山さんから発表がございました。具体的に２つ
のケースについてご紹介がございました。保護者の
養育力が未熟なケース、それから２つ目のケースが
家庭の問題を多く抱えたケースということで、それ
ぞれのケースについてご紹介をいただき、その２つ
のケースから見えてきたことということで、様々な
問題を抱える家庭について、身近な関係機関の連携
がとても大切であるということ、それから丁寧な見
守りと適切な支援が結果として未然防止につながっ
ていくのだというお話がございました。

最後に、４人目の NPO 法人子育てサポートセン
ターきらきらくらぶ理事長の林恵子さんから発表が
ございました。林さんからは、きらきらくらぶの事
業につきまして、保育事業、支援事業についてそれ
ぞれご紹介がございまして、誰かに自分の気持ちを
話せるということが虐待防止につながっていくとい
うお話がございました。その上でまた幾つか林さん
からも事例紹介をいただきまして、ポイントだけか
いつまんで申し上げれば、地域の中に拠点を持って、
いつでも話せる人がいる、話しやすい人がいるとい
うことが大切ではないかということ。それから、地
域の色んな人が気を配ることが大切ではないかとい
うこと。そして、専門家の方の意見を聞きながら個
人に対応し、かつ必要な支援に確実につなげていく
ということ。子育て支援は家族支援であり、関係機
関が連携をしてみんなで子どもを育てることが大切
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ではないかというお話がございました。
４名の方からの発表はこのような内容でございま

した。

岩壁氏　ありがとうございました。
それでは、続きまして、第３分科会でございます。

関西大学人間健康学部、山縣教授からお願いいたし
ます。

山縣 文治氏　では、第３分科会の報告をさせてい
ただきます。

第３分科会では、冊子の 51 から 53 ページにあり
ます５人で意見交換をさせていただきました。主な
ポイントを５つお話しようというふうに思います。

１つは、現場における感情的対立というのが警察
の黒田さんから提案がございまして、これをどう克
服するのかというお話だったのですけれども、相互
の信頼関係を作ることが非常に重要なのだというこ
と。それから、連携は、組織のためではなくて全て
子どもの福祉のためにある。このことをしっかり意
識しなければ、情報の共有もネットワークも形成で
きない。お互いの縄張りとかということではなくて、
子どもの福祉のために連携しましょうというお話で
した。

それから、２点目ですけれども、これはスクール
ソーシャルワーカーの松井さんからきっかけが作ら
れたのですけれども、情報共有は有効な支援のため
にあるということですが、それが相手方、親御さん
ですね、虐待をしている方から見ると見張られてい
るという感じにつながってしまう。その部分に対応
する必要があるのだと。専門家、支援者は支援とか
見守りという言葉を使いますけれども、当事者に
とっては見張られるネットワークというふうになっ
てしまう。ここをどうほぐしていくのかというとこ
ろで、ソーシャルワーカーの視点から幾つかのお話
を聞かせていただきました。

３点目ですけれども、ここから２つは私自身が勉
強になったことという部分で、福井をよく知らずに
来てしまって失敗したという部分でもあるのです
が、ネットワーク機関としての要保護児童対策地域
協議会の役割の重要性、これは福井市の事例を色々
お話いただいた時、直接そこの中に出てきた訳では
ないのですけれども、児童相談所から、福井では措

置解除、施設とか里親さんから家庭に帰るあるいは
地域に帰る場合に、全てそれぞれの市町村の要保護
児童対策地域協議会に検討してもらうようにしてい
るという、情報が共有されているということでござ
います。ここ数年、私自身も国でこの虐待検証のお
手伝いをさせていただいているのですけれども、今
年の９月に報告をした報告書の中のテーマの一つ
が、措置解除しながら、児童相談所が関わりながら
も亡くなったケースとか、そういうところでした。
１週間程前、何とか遺体だけが見つかった堺のお子
さんの話も、措置解除後の関わり方が適切であった
のかどうかというところがポイントになっておりま
す。そういう意味では福井ではそのことが既に実現
しているという、その素晴らしさを私は勉強させて
いただきましたし、今後、他でも話をさせていただ
く機会があるならば、福井ではこういうことができ
ていますよということをお話しようと思っていま
す。他府県に関しても同じようなことをやっていま
すということでした。一方、他府県から入ってくる
場合には情報がないということでしたので、地元の
方々は苦しんでおられるということではないかと思
います。

４点目ですけれども、これも同じように勉強に
なったところですが、児童福祉法、前の改正の時か
ら警察と児童相談所の連携ということが非常に重視
されておる訳ですけれども、この部分につきまして
もよそにない積極的な取り組みが福井では行われて
いまして、現在検討中のものというので警察から、
黒田さんからお話があったのですが、警察が把握し
た虐待あるいは虐待と疑われるケースについては、
全て児童相談所に通告をしていくという話。それか
ら、疑わしき部分については、情報を共有するため
に、必要に応じて市町村も含め照会をかけて情報の
全体像を把握していく、そういう取組を今既にモデ
ルの絵が描かれていました。いずれこれが実現する
というふうなお話を聞かせていただきました。これ
も素晴らしいお話だというふうに思いました。

最後、５点目ですけれども、これは連携とは直接
関係ないですが、今回の児童福祉法の改正で、弁護
士を児童相談所でも配置できるようになる、あるい
は連携をしっかり取りましょう、そういう法律に変
わっていった訳ですけれども、弁護士の端さんか
ら、私少し不勉強だったなと思うことを指摘されま
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して、これも本当に勉強になりました。理解のある
弁護士、有能な弁護士の確保が現状で可能かどうか
ということです。仕事のない弁護士、公務員で安定
した給料、弁護士は今、なかなか生活が大変なのだ
そうです。という意味で、そういう形で弁護士が来
てしまうと、これは大変なことというお話を聞いて、
なるほどと思った次第です。

以上です。

岩壁氏　ありがとうございました。
我々、中にいるとなかなか分からないような福井

の特色なども踏まえていただいてお話しいただきま
した。どうもありがとうございました。

続きまして、第４分科会でございます。福井大学
子どものこころの発達研究センター、友田教授から
お願いいたします。

友田 明美氏　それでは、第４分科会のご報告をさ
せていただきます。

児童相談所の白崎さんのご紹介で４名のパネリス
トが発表をさせていただきました。

まず初めに、私が、不適切な養育が引き起こすア
タッチメント、愛着形成障害です。重症型の反応性
アタッチメント障害も含めました、これまでに分
かって参りました脳科学的な知見について発表をさ
せていただきました。また、今後の問題提起としま
して、早い時期に養育者支援、子育て困難な家庭に
いかに支援をやっていくか、そういう課題も含めま
して報告させていただきました。たくさんの情報が
ある中でこういう子育てに一生懸命に、ストレスに
気付かずに結果的に虐待につながってしまう事例が
少なくないということ。そういう中で、やはり多機
関との連携を一層強くする必要があること、そうい

う意味で、本日のテーマである医学的な観点から、
事後の子どもたちの虐待経験による影響を説明させ
ていただきました。

２番目に、愛知の小児保健医療センター、大府市
にございます、あいち小児保健医療総合センターの
現役の医師でございます新井医師に、アタッチメン
トの問題、それから被害者支援といいまして、親御
さんも結果的には虐待の被害者であって、世代間連
鎖があるケースが少なくない。そういう意味で、そ
ういうお子さん、それからその親御さんのカルテも
作ってそういう医療的なケア、それから治療を進め
ているというご紹介。それから、総合センターでの
取組としまして特別支援教育。これは、子どもたち
というのは自己肯定感が低いので、そういう自己肯
定感の低い子どもたちの育て直しをするのに特別支
援教育とがいかに重要かということを力説しておら
れました。ご本人、新井医師からのまとめとしまし
ては、子ども虐待について、このフォーラムが物語っ
ていますように、年々理解者が増えてきていること
はありがたい。しかし、やはり子ども虐待によって、
傷付く必要がなかった子どもが、生まれた後に子ど
も虐待の被害者となって様々な精神疾患を患い大変
苦労している現実を医療の現場から発表していただ
きました。

また、３番目に、今年の３月まで福井大学病院の
子どものこころ診療部、それから子どもの心に関す
る研究をしておられ、現在、中央大学に移られた水
島心理士からは、臨床心理士の立場から、子ども虐
待にかかわるケアとして循環型アプローチという提
言がございました。従来は、被虐待児を医療機関が
診る時は、その子どもだけを、医療者である医師や
臨床心理士が見守っていくというのがスタンダード
だったのですが、循環型と申しまして、これに親御
さんを加えるというものです。児童相談所の介入で
一時保護されたあと、結果的には親もとに返すケー
スのほうが圧倒的に多いわけですので、そういう中
で子どもだけではなくて、親御さんの心理的なアプ
ローチも必要という発想です。しかも、児童相談所
がコアになって医療機関や、子どもが通う学校、そ
れから心理士、そういった循環型のアプローチ、そ
の中では心理的なケアが子どもだけではなくて養育
者に対しても必要で、昨今日本にも入ってきており
ます CARE とか PCIT とか、幾つかのエビデンス
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が少しずつ集まってきている心理的なアプローチ、
親子介入のアプローチについてご紹介がありまし
た。水島心理士がまとめておられたのは、虐待は関
係性の障害であり、人が作る病理だと。ですから、
人が人に対して病的な働きかけをすることがいかに
多大で深大な影響を及ぼすか、こういったことをみ
んなで考えていく必要があるだろうとまとめておら
れました。

最後のパネリストであります児童養護施設「吉江
学園」の荒木心理士からは、実際、学園で子どもた
ちの担当をされるようになって４年目になるそうな
のですが、ご多分に漏れず、県外の施設と同じよう
に、７割位が被虐待児である現実があると。そうい
う中で、やはり大変な心の問題を抱えておられるお
子さんたちを医療機関や児童相談所との連携で見
守っているということで、被虐待者で PTSD を発
症されたお子さんの事例紹介がありました。荒木氏
自身は施設におられますが、やはり臨床心理士とい
う視点から心理治療にも日常的に携わっておられま
す。施設にいらっしゃるお子さんは難しい子が多く、
本当に日々奮闘しておられる。しかし、色んな情報
を今後も他機関と共有して連携をより深めたいとい
うことをまとめの中で強調しておられました。

フロアからの活発な質疑がございまして、例えば
愛着障害と片親疎外の成り立ちとか違いはどういう
ことかとか、発達障害と愛着障害、臨床的に非常に
似ているのですが、もう少し詳しく聞きたいという
お話もありましたし、服薬中の子どもの効果が愛着
障害と従来言われる発達障害では違うのかという質
問もございました。精神科医が今日はパネリストに
いらしたということもあって、大人になってからの
被虐待児のケアについてもう少し詳しく聞きたいと
いう質問もいただきました。私が話題提供しました、
今、子どもたちがスマートフォンやパソコン端末の
インターネット、こういったものに非常にさらされ
ていて、発達途上の脳を持つ子どもたち、特に環境
の影響を受けやすい子どもたちが様々な精神的な問
題を来しているという問題提起をしましたので、そ
ういう子どもたち、学校で大変やはりスマートフォ
ンやゲームをやっているお子さんが多いということ
で、どうしたらいいか対応を教えてほしいという質
問もいただきました。

まとめますと、やはりこういうふうに多機関や多

分野の領域を越えた皆さんで今後もいろんな情報を
共有して、子ども虐待、結果的には防止、予防につ
ながるような養育者支援を含めましたアプローチを
やっていく必要があるということでした。

以上でございます。

岩壁氏　ありがとうございました。
第４分科会は非常にお申し込みが一番多かった分

科会でして、関心の高さも伺えました。また、基調
講演の遠藤先生にもありましたが、アタッチメント
というフォーラムの重要なキーワードであったかと
思います。

貴重なご報告ありがとうございました。
続きまして、第５分科会でございます。一陽の橋

本統括所長様、お願いいたします。

橋本 達昌氏　それでは、第５分科会の報告をさせ
ていただきます。

第５分科会のメインテーマは「社会的養護の子ど
もの自立支援」、サブタイトルは「関係機関での連
携の在り方」ということでした。資料は 85 ページ
以降です。ご覧ください。

分科会で話し合われた概要ですが、社会的養護の
子どもの自立のために、施設、里親、児童相談所等
の関係機関がどのように連携していくと良いのかと
いう点について、まずは大分県からお越しいただい
た河野さんから、大分県の退所児童等アフターケア
事業「児童アフターケアセンターおおいた」での先
進的な実践の報告をいただきました。

次に愛知県名古屋からお越しいただいた平井さん
からは、自身の児童養護施設や自立援助ホームでの
経験を踏まえた報告。また平井さんは国の社会保障
審議会の専門委員会の委員もされておりますので、
そこで出てきている最先端の議論や新しい事業の報
告等をいただきました。

それから、私からは、児童家庭支援センター・児
童養護施設「一陽」での取組の報告、特に今、全国
的に注目されている、「福井方式」と言われている
のですが、福井県の単独事業である「施設退所児童
自立サポート事業」、この運用についての報告をさ
せていただいております。

そして、福井県の児童相談所の芝さんからは、福
井県の児童相談所が関わる子どもの現状と課題につ
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いてお話しいただき、その上で福井県里親会の理事
である福谷さんからは、児童の委託を受けて日々感
じることをお話しいただきました。

子どもの就職後や進学後の脆弱な生活を支援する
ために、各関係機関の関わりはどうしたら良いのか
という、いわば現場実践論が議論の中心でした。本
当に２時間強の時間の中で色々なご意見、色んな視
点があり、共有できたのですけれども、とりわけ特
徴的だった３点について、この場で報告をさせてい
ただきたいと思います。

まず１点目ですが、従来の自立支援というのは、
どうもＡ施設の職員がＡ君に、Ｂ施設の職員とＢ君
が…みたいな感じで、点と点、ないしは個人と個人
の関係が相当強かった。これが社会的養護における
自立支援の主流でした。しかし、今後はそうではな
くて、県内全ての施設あるいは施設職員と里親さん
がチームを組んでセンター拠点みたいなものを作
り、そこで措置を解除された後でも、公的な支援を
必要としている青年みんなに対し自立支援を展開す
る。面と面の関係を作り合う、そういうことが必要
だろうということであります。

２つ目の点ですが、やはり社会的養護の領域での
アフターケアには、一人一人の青年たちが現実に直
面している様々な困難や悩みに応じ、迅速かつ的確
に社会資源や事業、援助制度をつないでいく、例え
ば介護保険制度におけるケアマネジャーのような存
在が必要ではないかということです。

特にアフターケアの対象となる青年たちは、地
域社会に巣立ち、行動範囲がどんどん広がってい
く、そして職場あるいは大学という新しい環境の中
で、新しい人間関係を次々と構築していく。その様
な日々刻々と変容する状況にうまく適応できるよう
に、色んな社会資源を、あるいは色んな事業を、制
度を紹介していく。そういう存在が必要であろうと
いうことです。今般、国で新しく制度化されようと
している社会的養護自立支援事業、自立支援コー
ディネーター、こういうものに期待が寄せられてい
るということでありました。

最後、３点目です。これは自立の定義というか、
自立の基本的な理念ということになるかと思います
けれども、やはり自立というのは、誰にも頼ること
なく自分一人の力で何でもできるようになることで
はないということです。自立とは、適度、適当な人

間関係を保持しながら自己選択と自己決定を繰り返
し、他者と協調的な意欲を持って生活していける力
である。あるいはより端的に言えば、自立とは、上
手く他者に依存しながら生きていけるようになると
いうことでしょう。

考えてみると、専門家である私たち自身の仕事の
仕方も、全部自分で対応しよう、全部自分の施設の
中で済まそう。里親さんが、全部自分で抱え込んで
やろう。そういうやり方をすると、容易にバーンア
ウトしてしまう。その意味では、お互いの施設や機
関、支援者同士がうまく依存し合いながら子どもの
最善の利益を目指していくということが不可欠であ
ろうということです。関係機関連携ということが私
たちの分科会のサブテーマでした。関係機関連携、
非常に難しい表現でありますけれども、一言で言え
ば、やはり上手く依存し合う、上手く助け合う、そ
ういう関係をきっちり作っていくということだろう
なと思います。

さらに今後は、市町村との関係もより重要になっ
てくることでしょう。児童養護施設や里親が、児童
相談所のみならず、市町村や地域の児童委員・民生
委員、福祉系 NPO の活動家の方々、色んな人たち
とお互いに依存し合い、助け合う、そんな仕事の仕
方をしていきたいということを申し上げて本分科会
のまとめとさせていただきたいと思います。

以上です。

岩壁氏　どうもありがとうございました。
社会的養護のお立場の方々が新しい取り組みに

チャレンジされている様子が良く分かりました。ど
うもありがとうございます。

各分科会からの報告ですが、非常に興味深く拝聴
させていただきました。本来ならばそれぞれの方々
とのやり取りもしたいところですけれども、時間の
都合もございますので、ここでオブザーバーの厚生
労働省雇用均等・児童家庭局総務課虐待防止対策推
進室　竹内室長からコメントをいただきたいと思い
ます。お願いします。

竹内氏　５つの分科会での報告を聞かせていただき
まして、私自身、やや感想的になるかもしれません
けれども、３点申し上げたいのと、もう一つは、会
場の皆様にお願いをしたいと思っております。
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１つは、どの分科会の報告をお伺いしましても、
連携という言葉が出てくる訳でございまして、この
虐待の問題を考えてみますと、やはりその虐待の背
景にある家庭が抱える問題というのは多岐にわたる
ということでございます。そうした問題に対応して
いくためには関係機関の連携が欠かせないというこ
とで、母子保健と児童福祉の連携ということもあり
ますし、警察と児童相談所の連携であるとか、ある
いは早期発見という意味においては保育所あるいは
学校との連携といったようなものもあるだろうと思
いますけれども、やはりそうした関係する機関が横
で大いに連携をして対応していくということが非常
に、当たり前のことでございますけれども、大事だ
なということを感じました。

それから、２つ目は、相談窓口のことを、私はや
はり第２分科会をずっと傍聴していた関係もあって
すごく強く印象に残ったのだと思いますが、連絡を
しやすい関係、顔の見える関係を築いていくことが
大事だということが非常に印象に残りました。家庭
の問題というのは、外に向かってなかなか相談しづ
らいということもあるのだと思います。そういう意
味では、妊婦でいらっしゃる時からの人間関係を
作っていく。できるだけその敷居を低くして、誰か
に気持ちを話せる、孤独させないといったことが非
常に大事だろうと思います。そのようなことを考え
た時に、行政の窓口が果たして機能に合っているの
かというと、むしろやはり行政の窓口というのは、
ややもするとどうしても敷居を高く感じられる方が
多いのではないかと思いますので、今日も保育所の
園長先生からのお話なんかもお伺いしていますと、
むしろそういうところからのその気付きというか、
きっかけが非常に大事ではないかと思いまして、民
間の団体との協働も非常にこの対応をしていく上で
は大事なことではないかというふうに思います。

それから、３つ目は、地域の方々のご協力という
ことではないかと思います。これは高齢者の問題で

も同じだと思いますけれども、やはり地域の見守り
活動といったようなものが非常に今、強く求められ
ているのだろうと思います。「おや、何か変だな。」
と気付かれた時に、そうした気付きを関係するとこ
ろにつないでいただく、お知らせをいただくことが、
この虐待問題についても非常に大切な視点ではなか
ろうかと思っております。

そして、最後に、会場の方々へのお願いでござい
ますけれども、本日ご参集をいただきました皆様方、
恐らく、今日の子ども虐待のテーマに関しても関心
を非常に強く持っていただいている方々にお集まり
をいただいているのだと思います。今回のこの全国
フォーラムも、子ども虐待の問題についての、正に
広報、啓発をするというのが大きな目的でございま
して、今日この全国フォーラムの中でお聞きになら
れたお話を是非持ち帰っていただいて、周りの方々
にもこうした話があったとお伝えいただいて、地域
でまたこの問題についてお考えいただく一つのきっ
かけにしていただければと思っております。

色んな先生方を前にして私がコメントするのは本
当に僣越でございますけれども、やや感想めいたこ
とも含めてお話し申し上げました。

以上です。

岩壁氏　どうもありがとうございました。
福井県、今年開催させていただきましたが、昨年

のこの時期に開催してみないかとお声掛けをいただ
きまして、この１年間、福井市、それから厚生労働
省の方と共に進めてまいりました。本日たくさんの
方にお越しいただきまして、長時間に渡って活発な
ご議論をいただきましたこと大変感謝申し上げま
す。また、県といたしましても、皆様方のご熱心な
姿を見せていただきまして、もっとしっかりやれよ
と背中を押していただいた気がいたします。

これをもちまして、全体会を終えたいと思います。
どうもありがとうございました。


