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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



57

第２分科会

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。



78

第２分科会

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。


