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全　体　会
16：45～17：15

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
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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



159

全 体 会

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。


