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「国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童に対し専門的知識に基づく適切な保護を行うことができる

よう、児童相談所等関係機関の職員の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるもの

とする」

上記は、2000年（平成12年）に全会一致で可決・成立した児童虐待の防止等に関する法律の制定時における

第４条第２項の規定です。子どもの虹情報研修センターは、本条もふまえ、厚生労働省及び横浜市のご支援の

もと、児童虐待及び思春期問題にかかわる職員を養成し、また高度専門情報を集約・発信する拠点として2002

年４月に開設されました。おかげさまで、今年度は設立20年の節目を迎え、着実に歩みを進めています。これ

もひとえに、多くの皆さま方のご理解、ご協力の賜であり、あらためて、皆さま方にお礼申し上げたいと思い

ます。

また、こうした取り組みの一つとして、ここに紀要第19号を発刊することができました。今号は、昨年度の

講義から、おもには支援に困難を感じることが多い精神疾患を抱えた保護者にかかわるテーマ、及び最近とみ

に重要視されている子どもの権利擁護にかかるテーマを取り上げることとしました。いずれも当時の講演が生

き生きと再現されており、ご多忙の中、快く執筆を引き受けていただいた先生方には、心より感謝いたします。

ところで、新型コロナウイルス感染症は、新たな変異株を流行させるなど収束の気配を見せず、私どもの事

業にも大きな影響を及ぼしています。センター事業の中核とも言える研修についても、昨年度後半から現在に

至るまで、ほぼ全てのプログラムをオンラインで実施することとなりました。参集すればこその意見交換や交

流ができず、参加者にはご迷惑もおかけしましたが、他方で、遠距離等のため参加が困難であった方々に初め

てご参加いただいたり、web会議システムの機能を使うことで、従来では考えられなかったグループ討議の進

め方を可能にするなど、オンラインならではのメリットも生かし、研修の充実に努めてまいりました。

　

コロナ禍で、センターのスタッフ会議もオンラインで行っていますが、設立20年を迎えた子どもの虹情報研

修センターが、今後どのような役割を果たすべきかについて議論を続け、研修や研究を含む全ての事業におい

て、「現場に学び、現場に返す」というコンセプトを大切にすることを確認しました。

私たちは、最前線の現場で援助に携わる方々、また、センターがご依頼している研修講師や研究協力者の方々

をはじめとして、多くの皆さま方から学び、皆さま方のご期待に応えられるよう、引き続き職員一丸となって

努力していく所存ですので、今後ともご支援、ご指導をお願いいたします。
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＊　2020年度テーマ別研修「親の精神疾患と子どもの育ち」でのオンライン講演をまとめたものです。

講義「精神疾患を抱える親の理解と子育て支援」

田　中　　究
（兵庫県立ひょうごこころの医療センター）

皆さん、こんにちは。兵庫県立ひょうごこころの

医療センターの田中と申します。本日は、テーマ別

研修「親の精神疾患と子どもの育ち」で担当してお

ります、「精神疾患を抱える親の理解と子育て支援」

についてお話をさせていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。

はじめに　支援を行うに際して

支援に際して、養育者が精神疾患を有しているこ

とが明らかな場合も、明らかでない場合もあります。

また、精神疾患があるかないかという情報に加えて、

その養育者に関する情報が、どこからもたらされた

ものかも重要です。というのは、情報提供者の虐待

親への全面的な陰性感情や、精神疾患に対するネガ

ティブな先入観が、客観的な視点を歪めている場合

があるからです。情報提供者や直接の支援者の精神

疾患への見方のバイアスについてはいつも考えてお

きたいと思います。

精神疾患を有していることが明らかな養育者もも

ちろんいます。ご本人がそれについて語ってくれた

り、あるいは主治医への連絡を了解してくださった

りして、疾患や医療の状況についての情報が確実に

とれる人たちもいます。こうした場合には、その精

神疾患や症状が子育てにどの程度影響しているか

を、ご本人や主治医はもちろんのこと、家族や保育

士あるいは教師やヘルパーといった第三者にも尋ね

ることができるので、支援等がスムーズに進んでい

く可能性があります。

しかし、多いのは、養育者が精神疾患を持ってい

る可能性あるいは懸念があるという場合です。つま

り、明らかではないけれど、あるいは医療にはかかっ

ていないかもしれないけれど、精神疾患をお持ちな

のではないかという場合です。こうしたこともしば

しばあります。しかし、情報提供者が医師ではない

場合には診断ではなく、どうしてもその可能性にと

どまります。この場合には、その方との面接を繰り

返していくことが必要でしょう。あるいは、要保護

児童対策地域協議会（以下、要対協）ケースの場合

には、行政情報が役に立つ場合もあるかもしれま

せん。

一方、精神疾患の可能性を考えられた養育者の精

神症状とみなされたものが、子どもの諸行動への反

応、例えば子どもの夜泣きや、ごはんを食べない、

食が細いとか、多動だとか、あるいは強く頻発する

かんしゃくなどへの養育者の反応という場合もある

かもしれません。こうした場合に養育者は感情コン

トロールが困難となり、それが極度な場合には精神

疾患のように見えることもあります。可能性がある

場合は、何々病だろうとか何とか疾患だろうという

よりも、子どもから見える養育者の姿を評価してい

くということも重要になると思います。

子どもの立場から考える／子どもから見える養育者の姿

例えばうつ病の方は、子どもから見ると、いつも

寝ているとかお世話をしてくれないということが見

える姿でしょう。幻覚妄想状態がある場合には、子

どもから見れば変なことばかりを言ってる、おかしな

行動をするといったことになると思います。でも、他
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の養育者と比較できなければそういうものと思ってい

るかもしれません。診断がどうかというよりも、子ど

もにはどんな姿をみせているかが評価すべき状態、

対象ということになります。

精神疾患を持っていることが明らかな場合、疾患

についての情報や疾患名がわかればおおよその症状

が推測できます。情報源としては、ご本人から聴い

た診断名やお薬の情報などが大きいですが、さらに

言えば、本人の了解があれば主治医からお話を聞く

ことが望まれます。その疾患名によっては、その人

への接し方や支援方法が推測できることもありま

す。例えば、うつ病の方に対しては「頑張れ」と言

うのは避けておくとか、統合失調症の方に対しては

敏感なところや、疲れやすさへの配慮をするとか、

そういったことを支援の方法として検討できます。

また、症状が子育てに与える影響の程度について、

症状の強さや程度を確かめることで子育ての困難の

程度がみえ、そして支援の程度や方法が明らかに

なっていきます。さらに、社会的つながりあるいは

社会的資源をどの程度持っているかということも評

価の対象ですし、外から見えやすいものですから評

価しやすいということになります。

先ほど申し上げた情報源は、（スライド１）に挙

げたものになります。信頼関係があれば、ご本人や

子どもから症状について話を聞くことができるし、

具体的な支援について話し合っていくことができ

ます。

精神疾患を持つ可能性がある養育者の場合です

が、その方に本当に精神疾患があるかどうかを判断

することは難しいことです。主治医がいる場合も、

いない場合もあります。「つらそうに見えるけど、

どこかにかかってらっしゃいますか」と尋ねること

もあるでしょうし、受診を勧めたくなることもある

かもしれません。結局こうした面接を何度か繰り返

すということになります。信頼関係ができれば、あ

るいは、先ほども申し上げたような行政情報、障害

者手帳などを持っているか、自立支援医療を受けて

いるか、生活保護等の生活支援情報などがあれば、

精神疾患の有無について明確となるかもしれません。

子どもがいろいろな行動や感情の問題を抱えてい

て、それに対して反応しているのかどうかというこ

ともお話をしていくうちにだんだんわかってきま

す。夜泣きして全然眠ってくれないのでいらいらす

るというような話が聞けるかもしれません。

後でも触れますが、養育者自身が発達障害やパー

ソナリティ障害を持っている、あるいは養育者自身

が虐待をされて育った人たちは精神疾患として捉え

られている場合もあれば、そうではないこともあり

ます。こうした場合も、診断名そのものよりも、症

状や障害を評価していく、何が生活する上での困難

なのかということを見ていくことが重要になり

ます。

具体的な疾患名から考える

例えば、うつ症状、皆さんよくご存じだと思いま

すけど、抑うつ気分とか、興味や喜びの喪失、それ

まで楽しかったことが楽しくない、食欲減退や逆に

過食があったり、不眠、過眠などスライド５に挙げ

たような症状があります。加えて、根拠のない罪悪

感がみられたり、集中力がなくなったり、希死念慮

つまり死にたいという気持ちがあったりする場合、

これらをまとめてうつ症状といいます。

スライド３はDSM５という診断基準ですが、う

つ症状が出てくる代表的な疾患に、抑うつ障害群、

双極性障害があげられています。確かにうつ症状は、

これらうつ病や双極性障害であらわれるのですが、

それに加えて、例えば脳の障害やホルモンの問題、スライド１
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あるいは代謝内分泌系の病気、身体病や服薬してい

る薬によっても、出産などに伴ってあらわれてくる

こともあります。またその人のパーソナリティや環

境に伴って出現する場合もあります。ですので、う

つ状態だからイコールうつ病と単純には言えなくて、

精神科医はうつ状態に出会うと、その背景に別の病

気や問題はないかも併せて考えることになります。

また、パーソナリティ障害という用語もしばしば

使われます。スライド４にあげたような、「こまっ

た人」「むつかしい人」「わがままな人」「自傷する人」

「ヘンな人」「おさない人」などという特徴を持って

いる人たちに対して、直観的に人格障害、パーソナ

リティ障害という用語を当てはめたくなることが多

いように思うのですが、これも脳器質的な問題や大

きな病気をなさった後の変化、あるいは大きなスト

レスやトラウマの後の変化であることもあります。

スライド８はパーソナリティ障害の定義です。こ

れもDSM５からですが、認知、感情、対人関係機能、

衝動の制御とあって、自己や他者及び出来事を知覚

して解釈するやり方、感情反応の範囲や強さ、不安

定さ及び適切さ、あるいは対人関係の調節機能と記

されていますが、これらが極端に偏っていたりする

場合にパーソナリティ障害ということになっていま

す。しかし、極端とはどこまでかを考えるととても

曖昧です。だから、簡単にパーソナリティ障害とな

かなか診断できず、その傾向があるのかなと保留し

て考えたりします。

スライド５

後でも申し上げますけど、これを単純に当てはめ

ると、発達障害といわれる人たちもこの中に含まれ

る場合が増えるし、複雑性PTSD（ComplexPTSD）

をもつ人たちもこの中に含まれたりするでしょう。

パーソナリティ障害とか、うつ病といった診断名が

スライド２

スライド３

スライド４
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重要なのではなくて、本人も周りも悩む特徴を持っ

た人が、いま自分が対象にしている人という理解の

ほうがよいと思います。

子どもへの影響

養育者の精神疾患の子どもへの影響について考え

る場合、しばしば報告されるのはその症状のために

不適切養育に陥ったり、子ども虐待や加害に至ると

いうことです。しかし、養育者と子どもに対する適

切な支援があれば、養育者と子どもとの関係を維持

していくことができると私は思っています。

この影響について、スライド６に三つ挙げました。

一つには生物学的な素因や遺伝です。子どもに生物

学的な脆弱性や発病リスクなどをもたらすというも

のです。二つ目は胎内環境への影響です。例えばア

ルコール依存症などのアルコール関連の問題があれ

ば胎内環境への影響をもたらし、胎児性アルコール

症候群であるとか、低出生体重が生じるかも知れま

せん。喫煙を抑制できない母親の場合には、子ども

のADHDリスクが高いなどという論文もあります。

スライド６

三つ目は養育への影響です。養育者の精神症状に

伴う養育の影響は、不適切養育や子ども虐待などに

繋がる可能性があります。幾つか論文があるので紹

介します。妊娠中に母親が抑うつと不安症状を呈し

ていると、子どもの３～４歳時点での注意の問題や、

８歳時点でのIQの低下、あるいは10歳から11歳時点

での感情と行動の問題が見られるという報告があり

ます。また、妊娠時のうつ病が未治療であると、胎

児の多動や心拍数の異常、新生児のときのコルチ

ゾールやノルエピネフリンの上昇、ドーパミンの減

少、あるいは脳波上の変化などが見られ、学童期に

おいてもコルチゾールの上昇があって、内在化及び

外在化問題（行動）や肥満と関連しているという報

告もあります。

また、精神障害を有する母親は、育児中に症状が

悪化する危険性が高い。育児そのものが負荷になっ

て精神症状を悪化させる可能性があるという報告も

あります。さらに養育者に精神障害、とくに統合失

調症がある場合には、乳児は運動、言語、社会性な

どの早期発達が影響されるといった報告もあり

ます。

スライド８にあげましたが、統合失調症をもつ養

育者に関しては、陽性症状（幻覚や妄想、それに左

右された行動）に子どもに関する妄想があれば、児

童虐待のリスクをはらんでおり、陰性症状により自

閉や意欲低下があれば、子どもの要求への適切な対

応が困難となるという報告があります。また、子ど

もの状態に適切に対応し、抱いたり、授乳したり、

おむつ交換をするといった養育行動を通して形成さ

れる情緒的絆に影響することも報告されています。

スライド８

まとめますとスライド７になります。まず、精神

症状が子どもへ直接影響するというものです。子ど

もへの非応答や不適切な対応がある場合です。子ど

もが構ってほしいのにちゃんと対応できなかった

り、的外れな対応になったりすることがある。抑う
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つ状態や幻覚妄想状態にある養育者の場合はそうな

りがちです。それから症状への巻き込み、たとえば

自分の子どもは誰かの生まれ変わりであるとか誰か

に誘拐されるなどの「妄想」に子どもを巻き込んで

しまう場合、統合失調症やうつ病の養育者でみられ

ることもあります。また、強迫性障害をもつ養育者

の場合にも、汚れが気になる養育者は子どもが帰っ

てくるなり風呂に入れて身体を洗ったり、汚染しな

いように外出させないなどという場合があります。

また、子どもが養育者の精神運動興奮状態などの混

乱を目撃することがトラウマとなることもあり

ます。

次に、養育そのものへの影響として、入院などが

あって養育が中断するとか、それに伴う環境や養育

者の変化、情緒的な体験価値の不足、あるいは社会

的な関係からの撤退や縮小ということが起こり

ます。

その結果、子どもは養育者の症状に過敏になった

り、役割の逆転、要するに、お世話されるはずの子

どもが養育者をお世話するということがある。それ

は社会的体験の不足や狭まりをもたらし、そして不

適切養育、ネグレクトや虐待ということに繋がるの

です。

精神疾患を抱えた養育者への支援

ここで本来精神科医に対して伝えたいこと、伝え

ていることを話します。もっぱら成人を見ている精

神科医に注意してほしいことは、まず、その患者さ

んには養育すべき子どもがいるかどうかです。子ど

もがいれば、養育者にとって育児の負担があります

し、それに伴う子ども虐待のリスクもあるわけです。

それは症状や状況にもよりますが、日常生活、それ

を営む力に影響されますから、それを評価する必要

があります。養育者は生活リズムや家事がどれ程度

できるか、整っているか、育児能力はどうか、経済

状況はどうかなど。あるいは家庭外とのつながりを

もっているかどうか、家事や育児の支援があるのか、

教育機関との関係はどうか、児童デイサービスなど

の地域の保健福祉資源をどう利用しているかなどで

す。外部と繋がっていることで子どもを養育してい

く力はずいぶん補強されます。

加えて、養育すべき子どもがいても、分離されて

いる、社会的養育の中にいる場合、子どもを自ら育

てられなかったことへの自責感や、子どもを育てら

れないと評価されたことへの被害感を養育者がもっ

ている場合があること、さらに子どもとの面会や外

泊時に、子どもと過ごすことのストレスを感じてい

る場合があることなどから、そうした養育者の自責

感やストレスなども評価してほしい。このようなこ

とを精神科医にお願いしています。

子育て支援から見たときに、養育者の精神障害の

分類は、必ずしも疾病の分類通りになるわけではあ

りません（スライド９）。例えば、急性期の精神症

状がある――幻覚妄想状態とか興奮状態といった統

合失調症や双極性障害などの急性精神病状態にあ

スライド７

スライド９
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り、治療を要する状態では、一過的に養育の能力の

低下、喪失がある。このような場合も、治療をする

とよくなって寛解していくので、一時的な分離があ

るかもしれないが、再統合プランに乗っかっていけ

るだろうと見通しを立てることが出来ます。

また、慢性的な精神症状がある場合についてです

が、物質依存、薬物とかお酒、そういったものへの

依存やパーソナリティ障害、発達障害、あるいは長

く続く統合失調症や気分障害などがあって、それに

伴って意欲や生活レベルの低下があったり、慢性的、

持続的な精神症状があって、衝動行為や自傷行為な

どが持続しているような場合があります。こうした

場合には、長期的な分離を前提にして、子どもの外

出や外泊など一時的な育児ストレスへの耐性を評価

して、再統合を強く望んでも、その困難さ、症状と

の関連から分離していることの意義を伝えるという

ことが大切になる場合があります。

加えて、養育者自身が被虐待歴を持っていて、そ

れが精神症状に影響している場合があります。うつ

病や複雑型PTSD（ComplexPTSD）あるいはパー

ソナリティ障害などと診断され、うつ状態などの気

分障害をもっている場合に、養育者自身の被虐待体

験やネグレクト体験が背景にあって、精神症状に影

響し養育困難をもたらしていることがあります。そ

の場合に、子どもへの曝露、子育てそのものが症状

出現に関連していることを伝えて、患者の心的外傷

に配慮した治療を行うということがあります。こう

した場合については、後で述べさせていただきます。

事例から考える

ここから先は事例を挙げさせていただきます。三

つの事例を出しておりますけれども、いずれもご本

人の同意を得た事例か、あるいは創作事例です。

【事例A】

事例Ａは、統合失調症の方です。Ａは短大卒業後、

会社員として勤めていた22歳のときに、「テレパシー

体験」を訴えて精神科病院を受診し、統合失調症と

診断されました。作業所で知り合った同世代の双極

性障害の男性と24歳のときに結婚します。夫婦とも

に障害年金を受給していて、25歳のときに夫が障害

者雇用で就労、26歳のときに転勤します。転勤後も

約２時間かけて通院してこられ、27歳で男の子を出

産してからは近医に転医しました。妊娠中に薬物を

減量して、地域保健師と連絡をとり、訪問看護師の

派遣が依頼され、出産後は家事ヘルパーを依頼して、

支援を得て安定して生活していました。

33歳時に夫は転勤となり、他県の都市に転居、赴

任しました。Ａは寛解状態で、家事もある程度でき

ているので、福祉サービスの基準の違いなどもあっ

て、訪問看護とかヘルパー利用が引き継がれません

でした。転医先の医師もその必要性を認識しません

でした。

34歳のときに次子を妊娠して、妊娠中に幻覚妄想

状態になり再発します。大変不安定な精神状態とな

り、薬物療法を拒否して、通院は中断。男の子を出

産しますが、不眠、幻覚妄想状態、精神運動興奮が

強くて、夫と長男に食器を投げつけたり、過量服薬

したり、子どもの首を絞めようとしたりして、夫が

目を離せない状況になって、出産後４カ月目に精神

科病院に入院します。

妊娠中から看護していた夫は、Ａの入院と並行し

て抑うつ状態になります。夫婦がとも倒れになって

しまいます。家事育児もできないので、長男、次男

はそれぞれ児童養護施設、乳児院に入所します。夫

は約６カ月の加療で軽快して復職、長男を引き取っ

て、児童デイサービスを利用しながら生活再開をし

始めましたが、次男を引き取ることは困難でした。

Ａは入院を続けていましたが、精神科病院では荒

廃状態と判断をされて、夫や両親は故郷にもどって

治療すれば奏功するのではないかと思ったこと、高

齢ではあるけど、母方の祖父母の面会の意義などを

主張して転院をして、精神科病院の入院後７カ月目

に来院しました。

転院時にも幻覚妄想が顕著で、幻聴、幻視、人物

誤認などを訴え、独語、空笑して落ちつかない状態

で部屋を歩き回るという状態でした。薬物療法を含

め治療の見直しを行なって、次第に症状は軽減して

いきました。転入院後６カ月目、つまり転院する前

から数えれば病院治療が始まって１年過ぎて、長男



■ 研修講演より ■

7

に面会して、テレパシーの体験は残りましたが、急

速に落ちついていきました。

Ａは両親の近隣に部屋を借りることとして、夫は

転勤希望がかなえられて家族同居となりました。訪

問看護ステーションや、乳幼児の育児支援の経験の

あるヘルパー事業所、精神保健福祉センター、児童

相談所、学校及び保育所、医療側との支援調整会議

を数回にわたって開催して、本人と夫、両親と危機

状況の予兆、サインや対応について、クライシスプ

ランを作成し、関係機関と共有しました。

Ａは新居への外出、外泊を繰り返し、転入院後10

カ月目に退院して、夫と長男との生活を開始します。

Ａは早期の次男の引き取りも希望しましたが、家事

を含め日常生活を評価してからになりました。週１

回の訪問看護、週３回の家事ヘルパー支援を得て、

長男は学校からの下校後、児童デイサービスを利用

するという形での支援体制を整えました。

スライド10はクライシスプランの一つの例です。

これはこのＡさんのものではありませんが、一番左

に「いつもの自分」というのがあります。「早期の

注意サイン」「中度の注意サイン」「介入が必要」と

ありますが、これは決まったものではなく、３段階

にしても、４段階にしてもよくて、患者さん本人と

一緒に作り、自分の症状を自覚できるようにしてい

きます。こうなったら危ないよ、こうなったらかな

り危ないよということを自分で認識できるようにな

ります。危なくなったら頓服薬を飲みましょうとか、

少し危なっかしい状態になったら寝ることを優先し

ましょうとか、人に助けてもらいましょうとか、あ

るいは入院しましょうとありますが、対処行動に関

しても書いてあります。もう一つは、いつもの自分、

つまり普段の調子のいい状態についての項目もあっ

て、この状態を保つためにどうしたらいいかという

ことも書かれています。この見本は、少し堅苦しい

言葉が並んでいますが、当事者の生活に即した言葉

で作成します。クライシスプランは当事者と一緒に

つくっていくものですが、それを支援者であるご家

族や支援機関とも共有して、対処行動を支援してい

くのです。

クライシスプランは当事者が自分の状態を把握す

るためのものですから、当事者がわかりやすいよう

に非常に単純化して作る場合もありますし、体験す

る幻覚や妄想などの当事者なりの表現をそのまま利

用していくことも多いです。また、対処方法もより

具体的に、処方されている頓服薬の名前や支援者や

病院の電話番号など具体的に書き入れて作成しま

す。そして、これが当事者と支援者の共通の話題と

なるように支援する一つの道具ともなります。

スライド11

スライド11に挙げたように、統合失調症やうつ病

や双極性障害など内因性精神病といわれる疾患を

持っている養育者についての支援の原則です。この

場合、精神疾患の治療がまず優先されます。その後

に、退院後の生活への援助が重要となります。その

中に子育て支援が組み込まれていきます。加えて、
スライド10
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再発予防、生活支援が重要になります。通院すると

か、訪問看護を受けるとか、地域生活支援センター

の援助を受けるなどで疾患に対する治療や支援の要

素です。加えて、生活支援は生活に伴うストレスの

軽減を通して再発予防を行います。家事ヘルパーや

移動支援、子育て支援やファミリーサポートなどで

す。子育ては当事者にとって大きなストレスですが、

養育者として頑張らないといけないという気持ちを

強くもっている場合には、それがプレッシャーで再

発に繋がることがあることを念頭に、子育ての支援

についても連携会議で話し合うことがする必要とな

ります。

その逆のようですが、養育者及び家族の子育てへ

の意欲を保持することも大切です。子育てが負担で

もうしたくないと思うこともあるでしょう。それは

誰にもあることです。訪問看護師さんやヘルパーさ

ん、支援者や家族からのねぎらいや評価をもらって、

無理せず育てていこうという気持ちを保てるような

支援もとても大事なことだと考えています。

【事例B】

次は事例Ｂです。発達障害なのかパーソナリティ

障害なのか診断の難しい方です。農村地域に自営業

の両親の下に、年の離れた第３子として出生します。

厳格な両親で経済的には安定していました。兄や姉

がいますが、年が離れていて一人っ子のように育ち

ます。幼児期から活発で目立ち、友達は多い一方、

自己中心的、自己顕示的と評されて、他児との間で

いさかいが多く、控え目でしっかり者の姉と家でも

学校でも比較されて育ちました。小学校時代の成績

は優れていたものの、中学校時代には次第に成績は

下がりました。

中学校２年のときに母親は脳卒中で倒れ常時介護

状態になり、もっぱら父親が介護しました。Bは両

親のことは意に介さず、自由奔放で、遠方に住む姉

が介護の手伝いをしました。普通高校に進学し派手

な男女交際から女生徒から疎まれ友人は少なく孤立

します。高校卒業後、大学進学を希望しましたが、

家業が傾き、母親の介護のため、家業の手伝いをす

ることになりますが、仕事も介護もせず、年長の男

性と恋愛をして20歳時に妊娠し結婚、21歳で女児を

出産しました。

しかし、子どもを夫に押しつけてパチンコや遊び

に出かけるので、夫婦関係は悪く、子どもが１歳半

のときに夫は出奔します。「子どもが可愛くない」「子

育てできない」と地域保健師に繰り返し電話を架け、

保健師や児童相談所が介入し始めました。「子ども

を引き取ってくれないなら捨てる」「やりがいのあ

る仕事につきたい」など一方的に主張し、子どもは

乳児院で一時保護されました。

しかし、保護開始となると一転して「子どもを盗っ

た」「子育てができないからばかにした」などと乳

児院、保健所や児相に頻繁に電話をかけ、夜間に自

家用車で乳児院に行き、施設長になだめられて帰る

ということが繰り返されます。子どもが２歳時に離

婚が成立し、その後、父親と姉は支援を得て、保育

所を利用しつつ実家で子育てを頑張りはじめまし

た。しかし、実際は父親と姉に育児を任せ、しばし

ば近隣の街に遊びに出かけてしまいます。お金がな

いからと接客業でアルバイトを始めますが、接客中

に客とけんかし、上司に注意されて自傷行為をした

りして、長続きはしませんでした。

子どもが５歳の時に、自分で子どもを育てると

言って、実家から子どもを連れ去って自宅で育児を

開始しますが、｢イライラする。仕事もできない。

周りと上手くいかない｣｢子どもを殺してしまう｣と

心療内科を受診します。児童相談所に子ども連れで

相談に押しかけた際に、｢子どもが育てられない。

死にたい｣と職員に言って、｢あんたなんか死んでし

まえ｣と子どもにわめいて、子どもを置いたまま帰っ

てしまい、子どもは児童養護施設に入所します。B

は心療内科を継続受診をし、過量服薬を繰り返すな

どがあり、情緒不安定性パーソナリティ障害と診断

をされていました。

子どもが入所すると一転して｢寂しい｣｢子どもを

返して｣と児童相談所や児童養護施設に要求をしま

す。短時間子どもと過ごすと｢殴りそう、蹴りそう｣

と言うので、「やっぱり一緒に暮らすって無理だね」

という話から、まず自分の生活を立て直そうと具体

的なことが指導助言されます。その後は仕事をする
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といってあれこれ試みますが、いずれも継続できま

せん。施設や学校の行事は、子どもと約束しても自

分の都合が優先されて、キャンセルが多いというこ

とが繰り返されます。

子どもが小学校５年生時に、妻子ある男性と交際

して妊娠します。長女を児相に取り上げられて寂し

いからと妊娠継続を希望し、男性も同意し、多額の

経済的な援助をもらうことになりました。ところが、

その男性との些細ないさかいから大暴れして、自傷

行為や自殺のほのめかしをするので、妊娠中でもあ

り精神科のある総合病院の産婦人科に紹介されます

が、この状態で幾つかの病院で断られ、大学病院を

受診しました。受診時は妊娠22週、｢本当は子ども

なんか欲しくない｣と妊娠中絶手術を希望したり、｢

誰かに預けたい｣「育てられない｣などと、その都度

の感情で言動を変えて、周りも振り回されます。そ

うしながら男児を出産し、長女と同じ乳児院で保護

されました。長女の時と同様に、乳児院に夜中に電

話をして突然行ったり、｢子どもを返してくれない｣

と言ってペットショップで犬３頭をいきなり買って

家に連れ帰り、１週間もしないうちに世話ができな

いと返却したり、｢自殺する｣と警察や保健師らに宣

言して遠方の海を目指して車を走らせ、｢途中で気

が変わった｣と言ってお土産を買ってあらわれるな

ど、情緒も言動も不安定で、周りは振り回されま

した。

このBに対しては、子育てはまず周りに預けて、

日常生活の安定化を強調し、児童相談所、地域の家

庭児童相談員、地域保健師、乳児院職員、児童養護

施設職員、医療などで生活状況の情報共有を行いま

した。

Ｂは、寂しかったから、見捨てられたくなかった

から子どもが欲しかったなどと内省的に語ることも

ありましたが、中学生になった長女がＢとの時間を

避けはじめると、｢寂しいから３人目が欲しい｣と

言ったり、本当に内省しているのか疑わしい状態で

した。しかし、短時間であれば第２子である長男と

穏やかに過ごすこともできるので、接触時間を調整

したりしました。

その後も、Ｂは都会に働きにいく、芸能界や風俗

業で働くなどと言ったり、地域作業所に行くと言っ

たり、支援者はその都度その訴えを聞いて現実的な

対応を進めました。

Ｂは未熟で、情緒不安定な対人関係は首尾一貫し

ていて、支援にもかかわらず変化はあまりありませ

ん。対人関係や日常生活で自分の思いどおりになら

ないことが生じると、周囲の人々を巻き込んで自傷

行為や自殺のほのめかしなどを繰り返しています。

Bは子どもを「ペット」や、Ｂの附属物のように扱っ

ていて、一つの人格を持つ存在として認識すること

が困難なようです。

再統合は困難だろうという判断があって、医療者

も含めて周囲の支援者は、子どもとの面会や外泊が

安全に行われるような見守りと、本人からのクライ

シスコールに応える連絡体制をとることで精一杯で

した。

結局、２人の子どもの成長を児童養護施設で支援

して、長女は大学進学し、Bとは離れて自立すると

宣言し、地域から遠く離れひとり暮らしをしました。

長男も同様の方針での支援を行いました。Ｂの暮ら

しに大きな変化はありません。

このようなパーソナリティ障害や発達障害があ

る、あるいはそれが疑われる養育者の場合、本質的

な医学的治療は困難です。薬物療法で根本治療が可

能なわけではなく、対症療法的な対応以外にはあり

ません。こうした養育者の場合、その場で起こって

いる問題に子どもの安全を守りながら、場当たり的

に対応するしかありません。周りは振り回されるの

で、支援者への支援が重要になります。徒労感、疲

弊感がありますし、感情的には相互に共感疲労が起

こります。バーンアウトが生じることもあります。

支援者支援、こうした苦労を分かち合うためにも

ネットワーク、連携がとても大事になります。

大事なことは、子どもの安全を守ることであって、

この養育者を何とかすることではないと思います。

B担当の医療者としては、Ｂを何とかしようと考え

ますが、子どもの支援者としては、まず一番重要な

ことは子どもの安全を守ることであり、それを優先

してかかわっていくということになります。
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【事例C】

次の事例を挙げます。この方は被虐待歴がある方

です。Ｃに最初に会ったのは、被虐待歴のある解離

性遁走の内縁の夫に同伴して、生後６カ月の女児を

抱いて診察室にあらわれたときです。その夫は解雇

されて、ＣとＣとの間に生まれた女児を残して出奔

します。Ｃは子どもを知人に預け、製造業や店員な

どの仕事についていますが、育児と仕事の両立は困

難で、うつ状態を訴えて、27歳のときに来院しまし

た。そのときには子どもは２歳半になっていました。

初診時、「うつ状態が続くので、前向きになれる

薬が欲しい」と言います。継続した面接の中で、少

しずつ生育歴を語ります。父親はある団体の構成員

で、団体構成員と過ごすことが多く、ごくまれに自

宅に戻るだけでした。父親は優しくて、Ｃの希望す

ることの大半をかなえましたが、激しい厳しさもあ

わせて持った人物です。母親は高学歴でしたが、精

神科入院歴があって、パーソナリティ障害が疑われ

る人物でした。父親がＣに買い与えた衣服やおも

ちゃをＣの前で燃やしたり、Ｃが可愛がっていた小

動物を殺したり、Ｃの手をガスコンロの上であぶっ

てやけどを負わせたり、公衆の面前で打擲（ちょう

ちゃく）、罵倒したということがありました。この

時期に、Ｃは警察や児童相談所で保護されたという

経験があり、当時の相談員が偶然に残していた資料

で被虐待歴の詳細が確認されました。

母親はＣが８歳のときに自宅で焼身自殺をし、そ

の後Ｃはあちこちの親戚で養育をされ、中学卒業後、

製造業や販売員などの仕事につきながら生活をして

いました。父親はＣに住居を買い与えましたが同居

はせず、Ｃが20歳のときに脳梗塞から半身麻痺を来

してＣの近隣に独居し、Ｃが介護をしていました。

この方の薬物療法はほとんど無効でした。抑うつ

は強く、希死念慮を訴え、瘢
はんこん

痕が残る虐待場面や火

災当日のこと、母親にまつわるさまざまな記憶を語

りました。抑うつに加えて解離症状も出現し、就労

は困難となります。一方で、父親の介護、育児、仕

事は続けざるを得ませんでした。父親はＣの生活保

護受給には否定的で、Ｃも拒否します。知人に子ど

もを預け、父親の介護を依頼して、入院下で外傷志

向型治療、トラウマ治療を行いましたが、希死念慮

や解離症状の出現頻度が増えるばかりでした。

育児負担の軽減のために子どもを施設に預けるこ

とを勧めますが、それは母親と同様の育児放棄であ

ると、親戚に預けられたときの心情や体験を重ねて

強い拒否をあらわします。しかし、先述した、保護

された当時の相談員と偶然に連絡がとれ、偶然に

残っていた当時の資料を本人と読み返し、児童相談

所や施設の機能について確認して、ようやく子ども

を児童養護施設に預けることに同意しました。同時

に、父親の負債の担保となっていた自宅は処分され、

児童養護施設の近隣に転居しました。抑うつ症状に

は消長があり、調子がよいときには大型運転免許を

取得したり、配送トラックに乗務して子どもの外泊

を受け入れ、引き取りの準備をしましたが、抑うつ

状態でいる時期が半年以上続くこともあり、引き取

りには到りませんでした。

当時、ほぼ毎週通院してきました。母親の行動と

自分の行動の類似点と相違点を担当医に確認しま

す。その経過のなかで、徐々にフラッシュバックや

希死念慮は軽減しましたが、抑うつは持続しました。

子どもとかかわることを契機に抑うつ感が強まるこ

とが多く、子どもとの外出や外泊で、子どもの要求

（買物や遊びなど）への対応方法がわからず、叱る

ことや拒否することは虐待なのか、過剰な要求を受

け入れることは甘やかすことか、しつけと虐待の境

界を自問自答するという状態でした。

その都度、Ｃは主治医や施設職員にその不安を訴

えていましたが、考え始めると不眠を呈して抑うつ

状態に陥っていきます。子どもが小学校入学後、行

動が活発となると、一層その傾向は強まって、再び

希死念慮を訴え、母親の焼身自殺前後のエピソード

を想起することが多くなって、昏迷状態になったり、

過量服薬で入院したり、入水自殺未遂で保護された

り、そういうことが繰り返されました。気分の落ち

込みが幾分かでも緩和されるようになったのは、子

どもが小学校４年生になってからです。自分の母親

についての幾分かを子どもに語るようになっていき

ました。

その後、父親が亡くなります。そして約１年間の
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うつ状態の期間を除いて、次第にうつ状態を呈する

期間が短くなります。しかし、子どもへの対応を逡

巡することは続いて、子どもの行事への参加もなか

なかできませんでした。一方、子どもは、Ｃのとこ

ろへ外泊を求めることは減って、徐々に子どもも友

人関係を優先するようになりました。

子どもが中学入学直後は将来を心配していました

が、次第に「あれこれ心配しても仕方がない。親は

なくても子どもは育つのかな。でも親の姿を見て育

つんですね」と述べ、「自分自身がしっかりしない

といけない」と、Ｃは定時制高校に通学を始めます。

結局、子どもは中学校卒業後には周囲の勧めを振り

切って住み込みの仕事を始め、Ｃを時々訪れ、Ｃは

高校を卒業して、作業所に通いはじめました。子ど

もの成人後、子育てを終えた感じを持ったＣは、現

在は新たなパートナーとの穏やかな生活を始めたよ

うです。

被虐待歴を持つ養育者における精神不安定は、子

どもが自分自身の被虐待の想起因子（リマインダー）

となっている可能性を考える必要があります。育児

を契機として自らの被虐待体験が蘇って、心的外傷

後ストレス障害（PTSD）と同様の状態となって、

抑うつ状態やフラッシュバックなどを呈することが

あります。

こうした場合、薬物の効果は限定的で、外傷体験

へのアプローチを要するけれども、育児そのものが

被虐待体験の想起因子となっているので、子どもと

の分離を要することがあります。もちろん、支援者

を得てご自身で育てる方もいます。しかし、どちら

にせよ成育過程で子どもに自分を重ねてみることが

しばしば出現します。子どもへの注意やしつけによ

る子どもの反応、例えば泣いたりぐずったりが幼少

時の自分の姿に重なって、「虐待ではないか」とお

びえ、不安となることが繰り返されて、抑うつ状態

を呈することがあります。養育者自身が虐待された

年齢に、子どもが近づいたときに、フラッシュバッ

クを起こすことが多いようです。

患者は症状に翻弄されますが、調子を崩す理由を

解釈すると、その時期を乗り越えることもあります。

「ちょうどあなたがしんどかったのは、あなたの子

どもさんと同じ年の頃ですね」「あなたは、その年

齢の頃につらい思いをしたから、思い出すのかも知

れないですね」といった解釈です。

しかし、こうした解釈が理解できても、実際に患

者の症状が軽減するのは、子どもを虐待することな

く、子どもに成長した姿を見出す時期のようです。

すなわち、子どもの成長とともに患者自身も育ち直

し、養育者が被虐待によって止まってしまった時期

から再び時計が動き始め、成長し始めているように

見えます。

終わりに

支援者がいて他の子どもの生活や養育者について

も知る機会があれば、養育者に精神疾患がある場合、

子どもは自分の養育者に他の親と比べて何かしら奇

妙な言動があること、疾患をもつことを知ります。

しかし、そうであっても、自分の養育者として受け

入れているように感じます。とはいえ、統合失調症

をはじめとして精神疾患をもつ養育者は子育て支援

に携わる人たちに評判がよくないと感じます。

かつての私の職場に、決まった曜日の午前中に現

れる男の子がいました。小学校５年生の男の子で統

合失調症の母親の受診に同伴してきていたのです。

確かに平日の学校のある時間帯に、学校に行かずに

病院にやってくることは、不適切養育の現れといえ

るかもしれません。私はその母親の主治医ではなく、

待合室でその子の話を聞く立場でした。過量服薬を

したことがあること、何度かの入院をしたこと、い

つも横になっている事があって、入院になってしま

わないか、自宅に帰ってこれるかなど心配で病院に

付いてきたのでした。主治医はときどき面接室に彼

を呼んで話を聞いているようでした。そして診察が

終わると、母親に寄り添うようにして帰って行きま

した。役割逆転がそこにはあり、支援はさらに必要

でしょう。同時にそこにしっかりした親子関係があ

ることがみてとれました。

私が出会ったある児童養護施設の当時小学校高学

年の子どもの母親は、統合失調症を患っていました。

慢性に経過していて精神科病院への入退院も繰り返
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しており、身の回りにも十分な注意が行き届かない

ようで、整わない衣服で過ごし、単身で居住してい

ました。母親は精神状態がよければ施設に面会に訪

れましたが、施設内で面会することを子どもは嫌が

りました。母親は子どもに会わず職員とのやり取り

の後、施設を辞するのですが、その後を子どもは追

いかけました。施設では会わないのに追いかけてい

く。恐らく、ほかの子に母親を見られたくなかった

んだろうと思います。しかし、悲しそうに帰る母親

を追いかけて、少し離れたコンビニ等の店先で並ん

で座ってお菓子を食べて、お土産を持たされて照れ

たように戻ってきていました。

その母親が亡くなったことを知ったときに、その

子どもはとても情緒不安定になりました。確かに、

母子関係は一般的なありようとは違っているのかも

しれませんが、子どもにとってはかけがえのない唯

一の母親であって、唯一の母子関係です。それは精

神障害を有する養育者にとっても同様です。子ども

の安全を守りつつ、こうした親子関係を適切に支援

する枠組みの中に、養育者を診る医療者が参加する

ことが求められているのではないかと思ってい

ます。
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＊　2020年度「乳児院職員指導者研修」でのオンライン講演をまとめたものです。

講義「乳幼児期の育ちと環境」

川　畑　友　二
（クリニック川畑）

クリニック川畑の川畑と申します。東京都の世田

谷区でクリニックを開いている児童精神科医です。

児童精神科医というと大体は小学生や中学生を診る

のが当たり前なのですが、私は乳幼児からの心の健

康に興味があって、乳幼児や小学生、その親御さん

たちと会っています。

今日は「乳幼児期の育ちと環境」ということでお

話ししますが、皆さんの目の前にいる子どもたち、

関わってらっしゃる子どもたちは、残念ながら最適

な育児環境にいる子どもたちじゃないわけです。何

らかの形で親御さんから引き取られて今の施設にい

る子どもたちで、ある意味仕方がないことですが、

その状況から精神発達に何らかの影響を与えられて

いる子どもたちでしょう。そういう子どもたちとど

う関わればいいのか、どう理解していけばいいのか

ということをお話しできればいいなと思ってい

ます。

皆さん知らない方も多いかもしれませんが、以前

ルーマニアは独裁国家だったのですが、チャウシェ

スクという独裁者が倒れたときに、世界の児童精神

科医や心理士が驚いたことがあったんです。乳児院

がいっぱいあって、それもとても劣悪な環境の中に

子どもたちがいっぱい放り込まれていました。それ

らが作られたのにはいろんな理由があったのでしょ

うが、その中でもっと驚かされたことは、その子ど

もたちの多くが精神発達の問題を抱えていたという

ことでした。６％が自閉症、そして６％がそれに近

い傾向で、あるいはADHDの子どもたちがいっぱい

いたんです。

それに対して、世界の研究者たちは子どもたちを

いかに良い環境で育てようかと努めたわけですが、

その中にイギリスに養子に出された子どもたちもい

ました。そこでまた驚くべきことが起きたんです。

自閉症というと、以前は持って生まれたもの、脳の

問題だと言われていたわけですけれども、２歳以前

に養子に預けられた子どもたちの中の、自閉症と診

断された子どもたちが著明な改善をしたんです。つ

まり、環境によってある種の自閉症は改善する、治

るということがわかった。これはどういうことだろ

うということで、様々な研究がなされたわけです。

今日の結論になるんですけれども、育児環境で子ど

もたちの精神発達、脳の成長は随分変わってくると

いうことがわかったのです。「エピジェネティック」

という言葉がありますが、遺伝子にもオンとオフが

あり、それは環境によって決定されるということで

す。同じガンの遺伝子を持っていても、ガンになる

人とならない人がいるのはこのためなのです。例え

ば自閉症になる遺伝子を持っていたとしても、なら

ない子どもたちもいる。それは、発ガン物質をいっ

ぱい食べたりタバコを吸ったりしている人はガンに

なりやすく、そういうものから遠ざかっている人は

ガンになりにくいというのと同じように、良い環境

にいると自閉症にならなくてもすむ子どももいるん

じゃないかというのが、最近言われていることです。

その里親のところに行った子どもたちの研究の中

で、ジーナ（Zeanah）先生の研究でとても驚くべ

き結果が出ました。表出言語、受容言語、つまり話

したり聞いたりする言葉に関する「脳の敏感期」は

１歳３カ月で終わってしまうというのです。愛着の

安定度、組織化も２歳で終わってしまう。つまり、
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それ以降ももちろん脳は働いているわけですから、

いろんなものを感受し成長する力もあるのでしょう

が、でも周囲の刺激を取り入れて大きく成長する「脳

の敏感期」は、残念ながら２歳以前で大体のものが

もう終わっているんだという結果だったのです。す

ごく敏感に感じ取って、発達する時期を過ぎてしま

うと、いくら刺激を与えてもなかなか脳は反応せず

に成長しにくくなります。例えば、８歳の子のソーシャ

ルスキルは１歳８カ月までに、そして12歳の子のス

トレスに対する耐性は２歳までに、脳が敏感に成長

する期間が終わってしまうのです。それまでの育児

環境をいかに整えてあげるかで、子どもたちの脳の

発達が変わってくる、あるいはストレスに対する反

応も変わってくるということを表しているんです。

皆さん、これから赤ん坊になったつもりで想像し

てみてください。今、生まれたばかりの赤ん坊、そ

の赤ん坊は何を感じているでしょうか、何を考える

でしょうか。お母さんがいないと生きていけない赤

ん坊にとって、お母さんがおっぱいをくれるのかな、

くれないのかなというのが最も大事なことでしょ

う。あるいは自分を受け入れてくれるのか、どうか

ということです。赤ん坊の関心事は受け入れてくれ

ること、育ててくれることに尽きますし、それを一

生懸命感じ取ろうとするんです。そのために、赤ん

坊は本来、親を好きになるようにプログラムされて

いるのです。その中で、おっぱいのみならず、あや

すとかの笑いを含んだコミュニケーションなどで、

我々は赤ん坊に安心感、信頼感を伝えているわけ

です。

それを手助けしてくれるのが養育のためのホルモ

ンと言われているオキシトシンとプロラクチンで

す。オキシトシンというのは、僕が大学生のころは

子宮収縮ホルモンと習ったんですが、今は子宮を収

縮させるだけじゃなく、触れ合いや絆をつくる、ス

トレスを抑えるという作用もあって、お母さんの子

育てを手助けしていることがわかったんです。プロ

ラクチンは乳汁分泌ホルモンと習いましたが、乳汁

分泌させるだけではなく、お母さんに勇気を持たせ

て子どもを守るのに役立ちます。そういうホルモン

が出ていて、母性のスイッチを活性化するわけです。

ところが、残念ながら人工栄養ではこれのホルモン

が出にくいということもわかっていて、ホルモンの

助けがないお母さんたちは苦しむことになります。

母子の絆で最も大事なのは、出生直後の12時間だ

ということも言われています。ネズミですら、赤ちゃ

んネズミを親からすぐに隔離してしまうと、母親は

育児行動をとらなくなるということもわかっていま

す。その時間を一緒に過ごすことが必要なのです。

低体重出生児とかいろんな理由でNICU、集中治療

室に入るような新生児もいるわけですけれども、以

前は感染させないようにと隔離していたわけです。

あんまり人が関わらないようにして、感染を防ごう

としていた。しかし、そうすると発達が悪いのです。

それに対し、１時間ごとに５分間ずつ看護師さんた

ちが愛撫すると、発育が順調になって体も丈夫にな

る、あるいはIQにも影響していたということがだん

だんわかってきたのです。そこで看護師ではなくお

母さんに実際に入ってもらおうというのが、「カン

ガルーケア」です。もちろん看護師がやるよりはお

母さんがやることで子どもたちの発育がずっと良く

なるという結果が出ました。先ほど、赤ん坊は母親

の気持ちを探るんだという話をしましたが、そのこ

とを研究したスターン（D.N.Stern）は、赤ちゃん

は生後すぐから相手の心の状態に敏感に興味を抱い

ていて、それに反応するんだ、相手の意図を探って

いるんだということを言っています。最近ではいろ

んな乳幼児の研究があるのですが、生後すぐからお

母さんを認識しているとか、しぐさをまねるような

こともやっているということがわかっています。つ

まり生まれた直後から、そして、お腹の中にいると

きから、赤ん坊はもう感じて、考えて、求めている

んです。

そして、生後５～６週になるとお互いが見つめ

合ったり、感じ合ったりできるようになります。お

母さんと赤ん坊が見つめ合って、そしてニコッと

笑って、幸せな気分を感じ合う。「一次間主観性」

と言いますが、そういうことまでやれるようになる

し、６カ月になるとお母さんと同じものを見て、「あ、

おもちゃだ」とか「おいしいね」みたいな感じで、にっ

こり笑い合って、お互いの体験を共有するというこ
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ともできるようになります。そのころになると、相

手の気持ちを酌み取って、情動の共有を図ろうとす

る、つまり気持ちを同じにしようとすることも出て

きます。お母さんがにっこりしているな、じゃあ私

もにっこりしていいんだとか、お母さんの気分が沈

んでるな、じゃあ私も沈んでおかないと、というふ

うに、赤ん坊は母親と気持ちの共有を図ろうとする

んです。

このように、赤ん坊のほうからコミュニケーショ

ンをとろうとしますし、母親のほうからもコミュニ

ケーションをとらなくちゃいけない。子育ては、子

どもが求めているものを感受して、その求めている

もの、必要なものを、必要な時に与えるという相互

作用で行われるのです。それはおっぱいだけではな

くて、愛情や教育も同じです。つまり、子育ての基

本はコミュニケーションだということになります。

脳は作られるということをお話ししたいと思いま

す。小児期の虐待によって、その後に素行の問題が

出てきたり精神症状が出てきたりしますが、それは

脳が傷ついた結果なのです。海馬や前帯状回など、

いろんな大切な部分が萎縮してしまって、脳がうま

く機能しなくなってしまう。つまり、脳も素質と環

境の相互作用の時間軸の中で形成されるということ

がわかってきました。先ほどのチャウシェスクの孤

児たちのことは、いま脳科学でも証明されるように

なっています。眼窩前頭皮質は相手の心と自分の情

緒を共感的に理解するのに作動する部分ですが、出

生直後に赤ん坊と母親との相互作用を通して発達す

ることがわかっています。皆さんの前に来られる子

どもたちには母親がいないために、皆さんがその対

象なんです。つまり共感的にコミュニケーションを

図ろうとすることが子どもたちにとってとても大事

なことだということが、今言われているわけです。

リン・マレーのStillFaceという研究があります。

お母さんと赤ん坊が互いの目を見て笑顔を交わして

いる。「あ、やりとりしているな」というのがわか

るんですが、お母さんが無表情になった途端にどん

な表情をするんだろうということを、リン・マレー

は研究しました。生後８カ月の赤ん坊を前にして、

お母さんに「ちょっと無表情になってください」と

いうふうに注文するわけです。お母さんが無表情に

なると、赤ん坊は途端に不安な表情になってきょろ

きょろする、手足を動かすとか、とても落ちつかな

くなりました。相手の意図がつかめないことで子ど

もたちは不安になってしまうということがわかっ

た。ところが、「ただ単にお母さんの笑顔を赤ん坊

は楽しんでいるだけでは。やりとりなんていうこと

は関係ないのでは」と意見があった。そこで、彼女

は今度はテレビ電話で赤ん坊とお母さんをつない

で、そのやりとりを観察するという方法を考えまし

た。そこでも、赤ん坊は映像に映っているお母さん

に注目して、笑顔で応えています。そして、途中か

ら実際の映像ではなくて事前に録画していた映像を

流し始めるんです。そうすると、どうなるか。録画

映像の中でもお母さんは笑っているんですが、けれ

ども赤ん坊は困った顔になってそっぽを向いて全然

興味を示さなくなっちゃう。そこではっきりわかっ

たことは、赤ん坊はお母さんの笑顔を喜んでいるん

じゃない、笑顔でのやりとり、コミュニケーション

を楽しんでいるんだということです。「やりとり」

がないと、笑顔も全然意味をなさないということが

わかったんです。

「愛着理論」という言葉は、皆さんも聞かれたこ

ともあるかもしれませんけれども、ある特定の他者

との間に形成される情緒的な絆です。これは、脳の

奥にある右半球の大脳辺縁系の発達と、養育者の提

供する共感的、支持的で適切な養育環境との相互作

用で形成されるということがわかっています。つま

り皆さんの前に来られる子どもたちは、もう乳児期

に深刻な分離を経験しているわけですが、このシス

テムに障害を来たして、心身の発達に深刻な影響が

出てくる可能性があります。愛着障害とかアタッチ

メント障害と言われますが、愛着がうまく育たずに

人との関係に支障が生じやすくなります。虐待ケー

スでは、聴覚的な注意とか抽象的な操作ができない

ということもわかっていますけれども、結局は環境

の問題が能力の問題として現れるのです。先ほど脳

の敏感期は２歳までに大体のものが終わっていると

いうジーナ先生の研究の表も出しましたが、幼い時

期の環境はこれほど大事だということです。
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赤ん坊と接してらっしゃる先生方に改めて言うこ

ともないのかもしれないと思いますが、赤ちゃんと

関わるときのコツについてお話ししたいと思い

ます。

まず第一に、「静かな環境」、「穏やかな雰囲気」

を作ってあげましょうというものです。雑音を消し

ていろんな刺激を減らしてあげて、こちらに集中し

やすい状況をつくってあげましょう。そういう中で

関わることで赤ん坊は安心しますし、こちらの意図

もうまくつかめるようになります。

２番目は、ゆったりと接するということ。ゆっく

り近づいて、静かに横に座ってゆっくりとしたスキ

ンシップをしてあげる。ざわざわ揺らしたりすると

いうことを最初からやってしまうと、赤ん坊は警戒

するわけです。「ゆっくりとなじむプロセス」を大

事にすることが大切なのです。そういう静かさの中

で赤ちゃんは心を開きます。それはもちろん赤ちゃ

んだけじゃなく、大人でも余裕がないと心を開くこ

とはできません。そのためには「たいがいにつき合

う」ということが大切です。「赤ん坊が笑った、じゃ

あ」と、即反応して笑わせなくちゃみたいにやっちゃ

うと、それは過度の関与になってしまい、赤ん坊は

心をまた閉ざしてしまう。過度に関わることを控え

なくてはいけません。

３番目は、波長を合わせること、気持ちのやりと

りが大事だということです。これは先ほどから言っ

ているコミュニケーションの確立を促すわけです

が、目の見つめ返しや「ああ、そうだよね」とかの

間をつなぐような言葉で返してあげる。お母さんた

ちや先生方はもういつもやっていると思うんです

が、そういう言葉やオウム返しで答えてあげたり、

赤ちゃんの声やしぐさに意味があるというふうに大

袈裟に返してあげることが大事だと言われていま

す。スターンの研究で、そういう赤ちゃんの声に反

応するのは３秒以内でないと無効になってしまう、

もう赤ちゃんは忘れちゃうんだということもわかっ

ています。そんなに慌てて反応する必要もないかも

しれませんけれども、ある程度、素早く大袈裟に返

してあげることが大事です。そしてコミュニケー

ションするときに、赤ん坊はもうちょっと疲れてい

るなということも見分けることが必要ですよね。あ

あ、今クールダウンしているんだなということを読

み取らなくちゃいけない。手足をこするとかあくび

をする、顔をそむける、親指をしゃぶる、舌なめず

りをする、こういうサインを出したときには、「今

はもう飽きちゃって疲れているから、関わらないほ

うがいいんだな」と考えなくちゃいけない。

４番目に大事なのが、一貫性を持たせるというこ

とです。一貫性のない親というのは無視する親より

も子どもに悪い影響を与えると言われています。つ

まり、赤ん坊を迷わせてしまうんです。先ほど赤ん

坊になったつもりでこの世界を眺めてくださいと言

いましたが、赤ん坊はこの世界がどういう世界なの

か、相手がどういう人なのかということを掴もうと

しているわけです。この世界はどういうところなの

かと掴むためには、ある一定の法則、規則性が必要

ですよね。その法則を掴むことで、「この世界はこ

ういうところだ」ということがわかってくる。とこ

ろが、毎日変化が大きく、違う環境になっちゃうと、

「この世界は何だろう、わかんない」ということに

なってしまうわけです。あるいは、毎日接する相手

が違うと、人という対象を掴むのが難しくなる。も

ちろん、そう単純なものではなく、それを補うよう

なシステムもちゃんと赤ん坊は備えているのでしょ

うが、わかりづらさという点では規則性があったほ

うがいいわけです。具体的に言うと、一日の食事、

昼寝、遊び、睡眠などのリズムを整えるのがしつけ

の基礎になるのです。「乳幼児の精神活動の中心は、

自分を取り巻く世界がいかなるものかを知ること

（規則性を探る）」であるとも、スターンは言ってい

ます。規則性があることで予測をつけやすくなるの

ですが、予測機能が発達することで不安が和らぎま

す。そして、泣けば必ず親が反応してくれるという

ことで親に対する信頼感が養われます。

５番目は好奇心を育てるということ。これは知的

能力を育てることでもあるのですが、こちらの意図

を明確にして伝えることで、赤ん坊は記憶していく

わけで、つまりは記憶力を育てます。先ほど言った

ように、一貫性のないやりとりでは混乱して記憶も

できない。一貫して繰り返し遊んであげて、習慣化
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してあげることが好奇心を育てるのにも大切なので

す。小さい子どもの相手をしていると、同じ遊びを

何でこんなに繰り返すんだろうと思うようなことが

ありますが、そういうふうに繰り返してあげること

が彼らにとってはとても大事なことなんです。一つ

を覚えることで、次の遊びに移行できるわけです。

五感全てで楽しませて、いつもと違う遊びを時々混

ぜてあげることで、また好奇心を高めることができ

ます。そうすることで、協調性とか学習意欲、自尊

心が形成されると言われています。

アメリカの研究者がビデオを使って行った興味深

い研究があります。生後８カ月の子どもは、どうやっ

たら言葉の理解度を増すことができるのか、ビデオ

で教えてあげても子どもは言葉を学び取ることがで

きるんじゃないかとその研究者は考えました。そこ

で中国語で語りかける女性をビデオ映像にして、そ

れを何度も見せたわけです。その女性はおもちゃを

持っておもしろおかしくしゃべるので、もう赤ん坊

はその映像にくぎづけです。そして数カ月後に、そ

の映像を見ているグループと見てなかったグループ

との中国語の理解度の差を調べたわけですが、研究

者の意に反して、両者の理解度に全く差はありませ

んでした。ビデオ映像では、全然効果がなかったの

です。そこで、その研究者は、同じ女性に直に目の

前でビデオと全く同じようなことを行ってもらうと

いうことをやったんです。すると、今度は目の前で

見ていた赤ん坊たちの中国語の理解度が有意に高く

なった。つまり、直のやりとりでないと伝わらない

ものがあるということがわかったのです。では、直

のやりとりには存在して、ビデオには存在しないも

のは何でしょう。先ほどのリン・マレーの研究がそ

うであるように、やりとりは双方向性であるという

ことがとても大事なことだろうと思います。私はこ

うやってZoomで講義することもありますし、スー

パーバイズや事例研究を指導したりすることもある

のですが、何かちょっと不自由なんです。言葉もあ

るいは映像で表情も伝わるのですが、何か伝わって

ないような気がするのです。今現在も何だろうなと

思考中ですが、まだはっきりとわからない。やっぱ

り何かそれ以外の要素、「同じ空気の空間にいると

いう包み込む空気感、肌感覚みたいなもの」もコミュ

ニケーションにとってとても大事なんじゃないか

と、今考えています。これは間主観性の世界です

よね。

今までは赤ん坊の話でしたが、これからは幼児期

の精神発達に移ります。大体１歳半から３歳ぐらい

までを想定しています。

幼児期の心理発達で一番特徴的なことは、「自分

でできる」という喜びがあるということです。それ

まで多くのことを母親に頼っていましたが、歩ける

ようになる、言葉がわかるようになる、手が使える、

あるいはうんちやおしっこを自分の意思でできるよ

うになるなど、この時期は「自分」というものをだ

んだん発揮して、そのことを自分でもわかってくる。

私は幼いころの記憶をいっぱい持っているのです

が、その記憶の中で一つはっきり覚えているのが、

「つかまり立ち」したときの記憶です。それは、ちゃ

ぶ台につかまって立って、いつもは見えないちゃぶ

台の上の世界を見たときに、箸があったり皿が置い

てあったりしたのですが、それを見たとき、すごく

うれしかった。このうれしさ、感動はもう今でも忘

れられないぐらいです。この時期の子どもたちは、

「できることが増える」という喜びの毎日を過ごし

ているんです。歩けるようになることは、それだけ

でもとてもうれしいことなんです。

ところが、逆にお母さんたちにはいろんな心配が

生じてくる。なかなか歩いてくれないとか、転ぶん

じゃないか、あるいはうろうろしちゃって迷子にな

りそう、ちょろちょろ動き回って交通事故にあいそ

うとかの心配をしたりする。手が使えるようになっ

て食事を自分でするようになるのは喜ばしいことで

すが、でもこぼしちゃう、気が散っちゃう、遊び食

べをする、食べない、あるいは自分の好みが出てき

て偏食が出てきたりする。また、なかなか言葉が出

ない、こちらの気持ちをわかってくれないというこ

ともお母さんたちは悩みになります。排せつに関し

ても、いろんなやりとりが生じて悩むことになり

ます。

特に１歳半から２歳にかけてイヤイヤ期が始まる

と、子どもたちは自分の気持ちを押し通そうとして
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自己主張が始まります。「できることが増える」こ

とで、彼らは嬉しくなっていろんな意味で自分を試

そうとする。自分でどこまでもできるような気持ち

になって、「自分でできる」といろいろと試します。

ここで、大人たちに求められるのは、そういう試行

錯誤を許してあげることです。子どもたちはいろん

なミスや失敗をします。例えばコップの水を飲もう

として、コップを倒してこぼしちゃうし、あるいは

遊びながら食べようとして、お皿を全部ぶちまけた

りする。親にとっては厄介な状況ですが、でもそれ

も彼らにとってはいろんな試行錯誤なんです。そう

いう遊び食べであるとかミスに対して、厳しく注意

し過ぎてしまうと、好奇心を発揮できなくなります

し、自発性を潰しかねません。ミスは叱らないこと

がとても大事なことなんです。「なぜ？どうして？」

といろいろ尋ねてくるときがありますが、この世界

を言葉のレベルで理解して、世界を広げようと努め

ている姿で、うまく応じてあげることも必要です。

ダダをこねてくることもありますが、これは適切

な制限を加えなくてはいけません。ダダを全部許し

てしまうと、「何でも自分の思い通りになる」とい

う偏った万能感を持ってしまって、わがまま放題に

なってしまう可能性があります。しかし、全部認め

ないというのも逆に、「ああ、自分は何を主張して

も聞いてもらえない、自分はだめな子なんだ」となっ

て、自己否定につながってしまう。ダダをどこまで

許すか、どこまで許さないかというのはとても大事

なことなのです。そこで、「駆け引き」的な状況が

生じますけれども、どっちが支配権を持っているの

かというふうに、子どものほうは感じ取るし、お母

さんも感じるでしょう。そこでお互いが頑固になっ

てしまうと、平行線になってしまい、お互いがイラ

イラすることになる。そこでお母さんたちは、なだ

めたりすかしたり、いろんな方法をとって妥協する

ことを伝えます。それは子どもたちに「妥協する」

というモデルになるでしょう。そこで親が懸命にな

り過ぎてしまい、譲れないと逆効果になります。こ

だわりのあるお母さんは、こだわりを伝えてしまっ

て、最終的には子どもがこだわりを持つようになり

かねません。

つまり幼児期は、アンビバレンツな状況なのです。

アンビバレンツとは両価性と訳されますが、「愛憎

きわまる」というように、同時に正反対の気持ちを

持ち得るという意味です。愛してもいるが、憎しみ

も同時に抱いてしまう。幼児期の子どももそのお母

さんもアンビバレントな気持ちになるんです。

先ほどから言うように、幼児期の子どもは個体と

して自立の方向に進んでいるので、子ども自身は食

事や歩行、いろんな場面で自分の思いどおりにやり

たいと思います。ところが自分の思いどおりにやろ

うとすると、それは時としてお母さんに叱られてし

まうことになる。お母さんに叱られるのは嫌だ、好

かれたい、嫌われたくないんだという気持ちにも同

時になって、子どもはアンビバレントな気持ちで揺

れ動きます。この頃の子どもたちはよく、「ママ、

大好きだよ」と言うのは、このように微妙な気持ち

の揺れがあるためなのです。同じように、お母さん

はしつけなくちゃいけない、何がだめか、何が大事

かを教えなくちゃいけない。だから伸び伸びと育っ

てほしいと願う一方で、きちんと育ってほしいとも

思うのです。「伸び伸び」と「きちんと」というのは、

見ようによっては正反対な事柄ですが、でもそのは

ざまで育てていくのが幼児期の子育てのコツなんで

す。どちらかに偏り過ぎてしまうとうまくいきませ

んが、これはすごく難しい問題をはらんでいます。

自分の価値観を絶対化して子どもに対して多くのこ

とを求めたりするとうまくいかない。結局は、子ど

もも一人の人間として尊重して信じてあげて、「見

守る」ことが大事になるわけです。

ボウルヴィ（Bowlby）は愛着の研究をしたわけ

ですが、その同僚であったエインスワース

（M.Ainsworth）が、「愛着と探索のバランス」が子

どもの発達を促進するということを言っています。

それは、母親に愛着を持ってくっついて、安心感を

得ようとすることもとても大事ですが、母親から離

れて、好奇心を持って世界を広げることも子どもの

発達にとっても大事なことだというものです。どっ

ちかに偏り過ぎてもいけない。そのバランスが大事

なのです。そういう子どもの母親からの分離に対し

て、母親が「突き放し」あるいは「抱え込み」とい
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う極端な態度で対応すると、えてして失敗すること

になります。どちらも、「自立」を妨げることにな

るのです。

ここで、しつけのコツについて話をしたいと思い

ます。

幼児期のしつけで大事になるものの一つが、叱る

という方法です。叱り方は大事な子育ての重要なポ

イントですが、とても難しいものでもあります。叱

ると効果は迅速ですし、叱りながらの適切な指導は

有効です。とくに「我慢」や「頑張り」など、子ど

もが痛みを感じやすい物事を教えるときには、叱る

ことも必要になることが多いです。ところが、叱り

すぎや恐怖でのしつけは、麻痺を来します。麻痺し

ちゃうとどうなるか。怒られても子どもの心に響か

なくなるために、言うことをきかなくなり、ますま

す強く叱り続けなければならないという悪循環にな

ります。そうなると、子どもは反発してイライラを

抱きやすく、叱られ過ぎた子どもたちは、最終的に

は「何やっても叱られてばかりだ、自分はだめな子

だ」というふうに自己肯定感がとても低くなります。

自己肯定感が低くなると、とても諦めやすくなる。

「どうせ・・・」とよく口にする子どもがいますが、

彼らは「どうせやったって無駄だよ。どうせできな

いから、もうやらない」となって、諦めてしまいや

すい。そして、最終的には自暴自棄な状態になって、

「ああ、もう俺なんかはどうなってもいいや」と、

自分を大事にしない人になりがちです。

最近の研究でわかったことですが、以前は虐待と

いうと身体的な虐待をイメージしていた人も多いと

思いますが、「あんたはだめね、あんたなんか産ま

なきゃよかった」みたいな言葉による虐待は、脳の

ダメージが身体的な虐待よりも約６倍も大きいとい

うことがわかったんです。言葉によるしつけの仕方

もとても大事なことだということがわかった。また、

関わっている人の叱り方の基準が違って、子どもが

相手の顔色をうかがうような叱り方をしてしまう

と、本当の意味ではこれをやっていい、やったらい

けないということがわからなくなってしまう。つま

り、陰では他の子たちをいじめるような子どもに

なってしまう「陰ひなたのある子ども」になります。

大人の意見、接し方を一致させるということもとて

も大事なのです。「叱る」と「けなす」の違いにも

注意が必要です。けなすというのは全人格の否定に

なり、𠮟られている内容は伝わらずに、自己否定感
だけを植え付けます。「あんたはだめね。あんたな

んか産まなきゃよかった」というのは、そういう全

人格の否定です。

叱るときのコツの一つは、叱って解決しないとき

に、「それは何故なのか」を考える余裕を持つこと

です。「これだけ叱ってるのに！」という時に、何

でこの子は言うこときかないんだろうと、考えるこ

と。本人を頑張らせれば達成できる課題なのか、あ

るいはわかる範囲内で叱っているかというところで

す。そのときの年齢や能力、状態などで、理解でき

る範囲や実行できる範囲は違いますから、２歳の子

どもに叱るやり方と５歳に叱るやり方は違えなく

ちゃいけないわけです。あるいは、２歳という同じ

年齢の子どもでも、Ａ君とＢ君では能力も違うかも

しれません。だから叱り方も変えなくちゃいけない。

叱るときは簡潔に、そして叱るポイントは一つだ

けにすることも大事なことです。「だめでしょ」と

いう言葉だけでいいんです。「こういうことをした

から、こうやって、こうなったでしょう。あの子は

嫌だって言ってるでしょう」というふうに言ってし

まうと、何を叱られているのか、とくに幼い子ども

はだんだんわかんなくなってしまう。ですから、例

えば他の子を叩いたときには、「叩いたらだめで

しょ」という言葉だけでもいいんです。叱るポイン

トは一つだけにしてあげる。

そして、叱り方の最も大事なことは何か。これは

皆さんにそうなって欲しいと思うんですが、その子

にとって叱られたくない人、褒めて欲しい人になる

ということです。暴力を振るったり厳しく怒る人に

も叱られたくないと思いますが、先ほど言ったよう

にそれではうまくいきません。大好きな人に叱られ

ることは、子どもたちにとっても嫌なことなんです。

「この人に叱られてもいいや、もうどうせ嫌われて

いるんだもん」と思っていると、相手の言うことは

聞かなくなります。叱り方の一番大事なコツは、「叱

られたくない人になる」ことなんです。
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次、褒め方。褒めるというのは、効果が出るまで

に時間がかかりますが、褒められるとより褒められ

たいという気持ちになります。そして、肝心な人が

褒めると脳も活性化するということがわかっていま

す。感情のコントロール、あるいは思考するところ

である前頭前野、扁桃核の血流が増加するのです。

しっかり考えることができる子どもにさせるために

は、褒めることが必要です。時には褒められないと

いう親御さんに出会うこともありますが、彼らは、

「褒めるとつけあがるでしょう」とか、「３歳だから、

このくらいできて当たり前でしょ」と言う。そうな

ると、確かに褒めることができなくなってしまう。

そういう人たちの多くは褒められる経験が少なかっ

た人たちです。

結果ではなく、頑張っている過程を褒めてあげる、

頑張ろうとしている姿を褒めてあげることも、褒め

るときのコツです。そして安易に褒め過ぎないこと

も大事です。何でもかんでも褒められてしまうと、

効果はどんどん薄まってしまうし、何でもオーケー

というふうになってしまって、大事なことがわから

ずにだらしなさにつながってしまいます。そして、

他の子と比較して褒めるというのも厳禁です。褒め

る基準を比較の問題にしてしまうと、何が大事なこ

とかという本質がわからなくなるのです。

褒めて彼らに自信を持ってほしい、自己否定から

立ち直ってほしいと思う子どもに出会うことがあり

ます。恐らく皆さんの前に来る何割かの子どもたち

は、自己肯定感がなかなか育ちにくい子どもたちも

いるかもしれません。自信を持つとはどういうこと

でしょうか。あるお父さんが相談に来られたことが

あります。「うちの息子は何やらせても自信が持て

ない。何やってもだめなんですが、自信を持たせる

にはどうしたらいいんでしょう」と尋ねてきました。

そのとき僕は、「あなたがやってきたことは、残念

ながら自信を持たせることの反対のことをやってし

まったね」と伝えたんですが、それはなぜでしょう。

そのお父さんは、空手をやらせた、スイミングに行

かせた、そろばんも習わせた、いろいろとやらせた

が、でも全然だめだったということを言ったんです。

しかし、そのお父さんの思いが子どもに伝わってし

まう。つまり、「おまえは何やってもだめじゃないか」

ということを、お父さんは無意識のうちに子どもに

伝えていたんです。何かが得意とか、何かができる

ことで、自信は身につくんでしょうか。確かにそう

いうところもありますが、でも、じゃあ得意なもの

がない人、できない人は自信を持っちゃいけないの

かということになります。例えば算数ができる、漢

字は得意だ、走るのが速い、そういうことで自分を

認めることもとても大事なことです。ところがもっ

と大事なことは、「できない自分をも認める」とい

うことなんです。自信というのは、「自分を信じる力」

です。「自分はこれはできないけれども、でも自分

は大丈夫だ」と思えることです。できる、できない

ではなく、「自分」を認められるようにしてあげる

には、どうしてあげたらいいか。それには、「できる、

できない」にこだわらないことです。そして、子ど

もの存在を受けとめてあげること、信じてあげるこ

とで、「自分の存在は価値あるものだ」ということ

を子どもに伝えてあげることです。あなたはとても

大事な存在なんだよということを、その子どもに

とって大事な存在である親や大人たちが伝えてあげ

る。身近な例で言えば、「ああ、何か今日は熱っぽ

い顔しているね、大丈夫？」と言って、おでこに手

を当ててあげる。「あ、心配してもらっている、自

分はこの人にとって大切な存在なんだ」、「愛される

べき人間なんだ」ということを伝えてあげる行為で

す。それが、できない自分をも認める「真の自信」

につながるわけです。

厳しく叱るべきか、優しく抱きしめるべきか。先

ほどから言うように、これは本当にアンビバレント

なすごく難しい課題です。ここで、子育ての専門家

である皆さんに問いたいと思います。あなたは、子

どもの偏食をどこまで許しますか？僕はよく講演で

こういうことを尋ねるんですが、100％偏食なんて

どうでもいいよ、そんな大した問題じゃないと言う

方もいます。70％ぐらい認めてもいいかな、30％ぐ

らい、あるいは偏食なんて全然許せませんと言う人

もいます。食べ物は大事なものだからちゃんと食べ

なさい、何でも食べなさいと言う方もいるでしょう。

皆さんはどうでしょうか。
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講演先でみなさんに手を挙げてもらうんですが、

大体の人が30％、70％で手を挙げます。時には０％、

100％の人もいます。でも、その０％が悪いか、

100％が悪いか、30％が悪いか、それは実はわから

ないことなんですよね。子育て観というのは多種多

様で、善し悪しは問えないものです。みんなそれぞ

れの人生観、価値観で子育てをしているわけで、そ

れはどれがいいとか悪いとかじゃない。ただ、そう

は言うものの考えなくてはいけないのが、厳しさは

真面目さを、寛大さは優しさを子どもに与えるとい

うことです。そして、厳し過ぎは冷たさを、寛大過

ぎはだらしなさを与えてしまいます。極端な例は虐

待です。この「極端さ」とは何か、しつけと虐待の

違いは何か、それは結構難しい問いです。皆さんの

目の前にいる子どもたちも、虐待されてきた子ども

たちもいるでしょう。鍛えられて伸びる子どももい

る中で、虐待でいろんな気持ちを潰されてしまった

り殺されたりする子どもたちもいます。

子育てのコツは何かということを再度伝えなくて

はいけないのですが、「子育てはコミュニケーショ

ン」ということです。子どもは「消化できる範囲内

で、消化できるものを与えてあげる」ことで、身体

が成長していきます。栄養があるもの、お肉や野菜、

牛乳とかを与えるわけですが、「これは栄養がある

から食べなさい」といっぱい与えて、子どもが食べ

過ぎてしまうとお腹を壊すことになります。栄養ド

リンクでも１本だったら、元気になったと感じるか

もしれませんが、10本も飲んでしまうと身体を壊す

かもしれない。つまり、「耐えられる範囲内のもの、

消化吸収できる範囲のものを与える」ことが子育て

なのです。それ以上のものを与えても害になります。

それは食べ物だけでなく、精神的なものも同じです。

過剰教育や過剰しつけは精神発達のバランスを失わ

せてしまいます。逆に、ネグレクトあるいはタイミ

ングのずれで、必要なものをうまく与えないことも

成長を妨げます。

しかし、ここで問題になるのが、先ほどから言う

「極端さ」や「過剰・過少」の基準です。それは子

どもの状態や状況の問題で、認知されにくい曖昧に

なりやすい事柄です。例えば、少年野球で昼間に２

試合して、両方とも負けてしまった。「おまえたち

はたるんでいる」ということで、監督が帰ってきて

から子どもたちを校庭を10周走らせた。その途中で

亡くなってしまった子どもがいるという事件が、

時々新聞に載るときもありますが、それは虐待なん

です。いつもは10周ぐらい平気で走れる子どもでも、

日中に試合をやって、もしかしたら脱水状態で、疲

労困憊しているかもしれない。そういう状態を見き

わめないで走らせることは、もう虐待なんです。つ

まり、いつもはできることでも、今のこの子はどん

な状態だろう、どういう気持ちだろう、何を必要と

しているんだろうということを考えなくてはいけな

い。それが「コミュニケーションが重要」というこ

とです。この子は今どういう状態でいるのかを、こ

ちらが感受してから与える、教育するということが

大事になるわけです。

「子育てでの迷い、ほどほどの関わり合い」とい

うことで、フォナギー（Fonagy）という人の研究

があります。彼は生まれて初めて予防注射をする会

場で、いろんな親子を見て、早く泣きやむのはどう

いう親子だろうと観察したんです。早く泣きやむ子

どもの親はどういうお母さんだったかというと、ほ

どよく慰めた後に、気を紛らわすように働きかけた

お母さんの子どもはすぐに泣きやんだのです。すぐ

におもちゃを与えて気を紛らわそうとしたり、いつ

までも「よしよし、よしよし」とずうっと慰め続け

たりしても、どちらも泣きやまなかった。では、そ

のほどよく切りかえる「タイミング」はどうやって

計るんだろうということが問題になります。母親と

赤ん坊のタイミングがシンクロしなくてはいけな

い。その先にまた別の研究があるわけですが、関係

がうまくいっている親子でもそのシンクロの同調率

というのは生後３カ月で28％だった、９カ月で34％

だったという結果があります。多少成長する中で、

シンクロする率はこのように上がるわけですが、大

体30％台からそれ以上には上がらなかったというこ

ともわかっています。そして、その研究でわかって

きたのは、「ずれ」というのがとても大事なもので

もあるということです。ずれは怖くない、30％ぐら

いがちょうどいいんだと。10％ではもちろん困るし、
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80％でも困るということがわかった。それは「ずれ

る」ことで、ずれを埋めるためにさらにコミュニケー

ションをすることになるからなのです。その次のア

クションでまた30％シンクロできます。でもまだ

70％が残る。残ったら、また次のずれを埋める努力

をする。何回も何回もずれを埋める努力をしていく

ことが大事だということなのです。そうすることで、

相手との気持ちの「ずれ」を解消するというやりと

りを学んでいく。そういう努力が必要だということ

を学んでいくのです。だから、あまり「ずれ」を怖

がる必要はないのです。大切なのは、コミュケーショ

ンを継続していくということです。

さて、今日のまとめをお話しします。心の発達、

成長はどうやってなされるか、環境との関係は？と

いう今日のまとめです。子どもの発する信号を親が

知覚して、それに対してその意味を適切に理解して

あげること、そしてタイミングよく効果的な方法で

応答してあげること、そういうやり取りで子どもは

成長していくのです。そのためには共感することが

とても大事だということがわかっています。そして

「コンテイン機能」、すこし難しい言葉ですが、簡単

に言うと「相手がいろんな空想や怒り、欲望など伝

えてきているものをこちらで受けとめてあげて、そ

してじっくり吟味してあげてから、相手の受けられ

る形、受け止めやすいものにしてから返してあげる」

ということです。相手からの気持ちをそのまま反射

的に返しても、子どもは受け止めきれずに消化・吸

収できない。それは全く成長につながらないという

ことが、赤ん坊の研究でわかっています。

相手の気持ちをつかむことが苦手だといわれる発

達障害がありますが、それは情動調律、つまり共感

能力を発達させるときの問題だと言われています。

この情動調律は、大体生後６カ月から８カ月ぐらい

のときに成長するものですが、結局は発達早期では

療育や教育、指導よりも楽しい気持ちを互いに共有

するという体験をして、共感し合うことのほうが大

切なのです。当たり前のことですが、赤ん坊（ある

いはどの年代の人にとっても）には安心感、信頼感

を与えてあげることが最も大切です。そのためには、

子どもにとって取っつきやすい態度で、あやす行為

に代表されるような笑いを含んだコミュニケーショ

ンを行って、楽しむことが子どもたちの心の成長、

そして脳の発達につながるのです。赤ん坊にとって

なにより大事なのは、「楽しむ」ことなんです。そ

れが自分というものを感じ取るし、心を成長させる。

そして、「自分（自己）」というものを確認できるよ

うに、子どもの発したものをじっくり吟味して返し

てあげることで、子どもが自分の影響力や達成感を

感じて、自己感覚の発現が促されていくのです。あ

まりにも焦ってしまい、早期に療育にとか、知育教

室などに通わせる親御さんもいますけれども、それ

はもしかしたら逆効果で、心の成長や脳の発育も妨

げている可能性があるのです。

今日のまとめです。心のしつけの基本原則、１番

目は「子どもに尊敬、信頼されること」です。

そのためには親自身が自分を律すること、大事に

することです。そういうところを子どもは見ていま

す。そういう言葉じゃない、後ろ姿を子どもたちが

見ているというのはある意味怖いことですが、「あ、

お母さんはちゃんと自分の気持ちをコントロールし

ているな」「穏やかにしているな」というふうに見

ていると、子どもたちはそれを学び取っていくので

す。自分を大事にすることと自己中とはもちろん違

います。

２番目、「『自分』を大事にできるように」が子育

ての目標であるということです。やる気を引き出す

コーチとして接してあげることで、彼らは自主的に

努力することや自分を制御することの大切さを学び

取っていくのです。そうすることは最終的には自分

が得すると学んで、破滅的なことはしなくなります

し、そして自信を持つのです。

３番目、しつけや教育は「子どもが耐えられる範

囲内で有効」だということです。消化・吸収できる

範囲内で成長するのです。それ以上でも、それ以下

でも成長できないどころか、害にもなります。

そして４番目、「生きてくための価値観を伝える」

ことも必要です。そのためには、親自身が人生観を

定めていないといけない。理想を追い求め過ぎない、

こだわり過ぎないということが親にとってもとても

大事なことになるんです。
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そして、ここでは「親」と書いていますが、「親」

を我 「々専門家」と置き換えてもいいでしょう。我々

自身が同様に、「信頼されること」、「自分を大事に

すること」、「相手にとって有効な範囲を見極めるこ

と」、そして「価値観、人生観を定める」ことはと

ても大切になります。

今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。
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＊　2020年度「児童相談所児童福祉司スーパーバイザー義務研修」での講演をまとめたものです。

講義「社会的養護におけるファミリーソーシャルワーク」

妹　尾　洋　之
（神奈川県立子ども自立生活支援センター／現：神奈川県立総合療育相談センター）

Ⅰ　はじめに

皆さん、こんにちは。今お手元に配っていただい

たものは、おなじみのジェノグラムです。これは神

奈川県の福祉職の初任者研修のときに配っているも

ので、ここから読み取れることを50個挙げてくださ

いと聞きます。そうすると参加者は「50個も？」と

心配しますが、みんなで考えれば、１人１個ずつ言っ

てもらって、２周３周すれば軽く50個100個出て来

ます。しゃべり始めれば、どんどん口が滑らかになっ

てきて、皆さんいろいろな想像力を働かせてくれ

ます。

だんだん想像の域を超えて妄想の世界に行きそう

になることもありますが、それはちょっとストップ

して、想像力を働かせる。この想像力というのが家

族を支援する上では非常に大きな武器になると考え

ています。想像力の筋肉をたくさんつけるというこ

とです。「筋肉は裏切らない」という、受け売りで

すけども、これはすごく大事だと思います。

想像力の筋肉の中でも、少し意識しないと鍛えら

れない部分があります。それは、これまでの経過を

振り返るというところで終わってしまわないように

して、この先、少し先のことを見通していく力をつ

ける、ということです。ここでは、「この先２年の

間に何をしますか」と書いていますが、この先どう

いうことが予想されるか、そこを意識して考えてい

くことがとても重要です。

そこで、今日は演習という枠組みではありますけ

れども、このコロナ対策の制限下で皆さんと活発に

やりとりをするということができませんので、付箋

を活用させていただこうと思います。ピンク色の付

箋がお手元にありますか。このピンク色の付箋に、

今日この演習の時間が終わるまでに、「この先２年

の間に何をするか」ということを、皆さんがスーパー

バイザーのお立場から、スーパー

バイジーの方にどういう助言をし

ようかな、ということをイメージ

して書いていただきたいと思いま

す。ここには「筆頭のものを一つ

だけ挙げてください」と書いてあ

りますが、筆頭のものでなくても

いいです。一つだけ、ここは外し

たくないなと思われるところでも

いいですし、どなたかスーパーバ

イジーの顔を思い浮かべて、彼に

は、彼女には、こういうことを伝

えたいな、こういうことをやって
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みてもらいたいなということでも結構です。この

ジェノグラムを眺めながら、この先２年の間にどう

いうことをしたいかというところを一つ書き込んで

いただけたらと思います。

蛇足ながら一番下、これは初任者研修のときには

書かないのですが、おなじみの「安心・安全」につ

いて付記しました。昨日も安心感について講義が

あったかと思います。私もいろいろな安心・安全の

考え方を教わってきましたが、経験的に自分に一番

染みたのは、これでした。安心・安全とは何か、そ

れは安心して失敗することができるということ、失

敗しても安全が守られるということ、です。今の世

の中、失敗が許されるということが少なくなってき

ています。特に児童相談所のお仕事の中ではそうい

う色彩が強いかもしれません。

子どもの育ちを考えた時、安心して失敗すること

ができない環境では、子どもは育つのが容易ではあ

りません。子どもだけでなく、大人も本当はこの部

分が守られないと、なかなか育つということが難し

い。ですから、今の新任の児童相談所の方々は、と

ても育つのに苦労する時代だと思うし、皆さんもお

育てになるのに非常に苦労される時代かなと思い

ます。

研修でこのジェノグラムを使いながら想像できる

ことを披露し合っていると、架空の事例ですし、何

でも言っていいよという状況なので失敗を恐れる必

要もなく、ずいぶん長い時間議論が続くことがあり

ます。援助方針会議では黙っているのに、ここでは

すごくたくましく、頼もしく見えてくる。筋肉をど

こかでつけないと、筋肉なしに戦いには出られない

ですよね。緊張感を伴う介入の場面はもちろんのこ

と、家族支援の現場も同様かと思います。

自己紹介を兼ねて３枚のスライドをご覧いただき

ます。またジェノグラムです。これを見ていただく

と非常にシンプルですけれども、一番左側は見てお

分かりのとおり、婚姻関係にある夫婦と未婚の子ど

もです。真ん中は離婚、右側は再婚という形になっ

ています。

皆さんが普段、現場でお会いになるご家族にはい

ろいろなご家族がいると思いますが、思い浮かべて

みたときにどうでしょう、左側のジェノグラムに当

たる、離婚も再婚もしてない、もちろん婚姻関係が

ある、というご家族はどれぐらいいるとイメージさ

れますか。統計的な正解ということではなくて、皆

さんの印象として、のところをお聞きします。まあ

半分以上はいるかなと思われる方、挙手をお願いし

ます。――ありがとうございます。半分以下だと思

われる方――ありがとうございます。

私の持っているイメージを申し上げますと、私は、

児相で勤めている間、左側のような家族にはめった

に会わないな、と感じていました。改めて数えてみ

れば、実際は思っているよりも多かったりするので

すが、でもめったに会わないと感じてしまう。たま

にこういうジェノグラムが描かれる家族に出会う

と、珍しいなと思ってしまうわけです。

統計的に言えば、今の日本の離婚率は35％ですか

ら、左側のような家族が過半数なわけですけれども、

私の印象はそうではない。私が児童福祉の仕事で家

族支援を始めたのが1991年なんですが、今年で30年

目ということになります。そのうちの20年が児相で、

10年が児童施設です。何が言いたいかというと、家

族支援は経験が長いほど感性が磨かれて良い判断が

できるようになるとは限らないということです。む

しろ職業病的な見方が身についてしまっているとこ

ろもあるかもしれない。いつも家族というのは新た

な向き合い、新たに考えることが必要だというのが、

ここに至って私が非常に思い知らされているところ

です。新たに考えることをしなくなったとき、家族

支援というのは非常に危うくなるなと感じてい

ます。

次に、神話、幻想、幻滅と書いてあります。これ

もこの30年間で教えられたことです。家族は神話に
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包まれている。家族は一緒に暮らすべきだとか、あ

るいは現実的ではない思い込みに支配されているこ

とが結構あります。これは何とか変えたいと思って

もそうそう変わるものではないです。そして幻想で

す。これはいわゆる、支援者側、私の方です。支援

者は幻想を抱きがちです。理想の家族があると信じ

ている。理想の家族とまで言わなくても、万人が共

有できるあるべき家族像みたいなものがあるという

感覚を持っています。

例えば笑顔の絶えない温かな家族というような、

そういう家族像を皆さんと共有できているような錯

覚を覚えています。だけど、実際そういう家族があ

るのかといったらわからないし、あったとしても、

例えば温かな家族の「温かさ」というのはどういう

ところに感じるかとか、温かさの程度とかそういう

のは一人一人違う。けれども、何かこういうものが

あるんじゃないかという幻想をどこかに抱いている

わけです。

その結果、神話から抜け出せない家族を、幻想を

抱いた支援者が支援しているということになるわけ

で、どうなるかというと、家族支援が成功すること

はない、これが幻滅です。身も蓋もないことを言っ

て申し訳ありません。自慢にもなりませんが、実際、

家族支援をやってすごくうまくいったと豪語できる

ような経験はそうあるものではないです。何をもっ

てうまくいったとするのか、ここがポイントなんだ

と思うのですが、いわゆる家庭引き取りをゴールに

したときに、家庭引き取りできたというケースはあ

りますが、それが成功なのかというと、いろいろと

考えさせられるところがあります。

家庭引き取りがせっかくできたのに、また虐待が

再発して保護するということもあるわけですし、ど

こが終わりかというのがなかなか見えにくい。失敗

感とか報われなさとか、そんなことを感じる支援者

も少なくなくて、家族支援は難しい、わかりにくい

ものみたいな形でとらえられている、そんな状況を

目の当たりにしてきました。

そんな中で30年もたって、今の私が何とか幻滅に

押しつぶされずに救われているのは、「再統合」「再

構築」などと言いながら、遠い未来の目的達成のた

めに目をつぶって今を駆け抜ける、ということでは

なくて、目的は常にその時その時の目の前にあると

いう考え方に出会えたからです。

これは皆さんご存じの国際生活機能分類です。い

ろいろな背景因子があるけれども、それも含めて今

の生活をよりよい形で実現していくという考え方で

す。よく例えで出るのが、病気や事故で足に麻痺が

残った方が、必死にリハビリを頑張って、そしてい

つかリハビリが終了すれば自分で歩いて社会参加で

きるようになる、それまでは目の前の生活には目を

つぶる、ということではなくて、もちろんリハビリ

はするし、機能回復を目指すわけですけれども、で

も回復するまですべてを待つのではなく、いま車椅

子があれば外へ出ることができる、社会参加ができ

る。あるいは駅にエレベーターがついていれば、自

分ひとりで電車を利用することができる、そうして

目の前の生活を実現していく、という考え方です。

背景因子というところで環境因子。これは我々の

支援でいえば、家族とか私たち支援者をいい、個人

因子は子どものことをいうかもしれないですね。「子

どもがよくならなきゃ、なかなか引き取りなんか難

しいよ」と言ったり、「いやいや、親が変わらなきゃ

引き取れないよ」と言ったり、「両方でしょ、どっ
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ちかということじゃないでしょ」と言ったりします

が、引き取りというひとつのゴールに焦点を当てる

だけではないわけです。今いろんな背景に課題があ

るかもしれなくて、引き取りには至っていないかも

しれないけど、今ここでのあるべき家族のあり方を

目指していく、そんなことを思いながら今の私がい

るということを、お話させていただきました。

目の前の子どもの育ちを家族とともに支えていく

支援。そして私たちは公務員ですから、もう一つ大

きな目標がありまして、子どもが立派に大人になり

――「立派な」じゃなくて「立派に」ですね――立

派に家庭を築き、立派な納税者になっていただく。

ここが大きな目標です。また蛇足でした。

Ⅱ　社会的養護におけるファミリーソーシャルワーク

１　親子関係再構築支援20年目の真実

私が初めて児相に勤めた時、家族支援は主領域で

はありませんでした。それが時代がだんだん変わっ

て、家族に向き合わざるを得なくなって、いろいろ

なことを考え、迷いながらやってきました。今は逆

に考えている暇なんてないほど忙しいですね。何だ

かよくわからないままに、必要だと言われたことを

やるしかないというような感じもあるのではないか

と思いますが、いかがでしょうか。

親子関係再構築支援20年目の真実、と書いてあり

ます。こんな大仰なことではないのですが、最近感

じていることを並べてみました。経験の浅い児相の

職員がこう言うのを聞いたことがあります。「家族

再統合ってサインズのことですよね」。それから「親

子関係を再構築するには“三つの家”やればいいん

ですよね」。これを聞いて、皆さんどう思われるで

しょうか。

次に「金太郎あめ合同ミーティング」なんて失礼

な言い方をしていますけれども、私はいま施設に勤

めていまして、結構規模が大きいので、毎日のよう

に合同ミーティングが開かれます。支援者側の関係

機関同士の話し合いを「カンファレンス」と呼んで

いて、そこに当事者、家族あるいは子どもが入る話

し合いを「合同ミーティング」と呼んでいますけれ

ども、これが毎日のように開かれています。

いろいろな児相の人たちが来て開いてくれるわけ

ですが、参加者、ファシリテーターは昨日とは違う

人なのに、対象としている家族も昨日とは別の家族

なのに、テーマも違うんだけれど、何か合同ミーティ

ングに出席するといつも既視感があるというか、同

じ台本があるかのように進んでいくところがありま

す。それがイコールいけないというわけではないん

ですけれども、何かちょっと違和感を覚えるわけ

です。

それから「はじめちょろちょろ、中ぱっぱ」では

なくて、はじめちょろちょろ、中もちょろちょろ、

突如爆発プログラム。施設に入ってしばらくは何も

動きがなくて、家族とのことはどうしましょうかと

児相の担当の方と相談したりするわけですけれど

も、ずっと動きがなくて、と思ったらある日突然プ

ログラムが開始される。突然ということはない、児

相としてはそういうつもりではないと思うんですけ

れども、施設の感覚で見ていると、何か突然始まっ

たねと感じるようなことがあります。

そして、プログラムを実施したらいきなり家庭引

き取りになる。何でこのタイミングでプログラムを

始めたのか、何でこのプログラムを選択したのか、

何でここで引き取りになっても大丈夫と判断したの

か、いちいち聞きたくなるわけですが、児相の新人

の人たちにとっては聞かないでほしいことなのだそ

うです。「何で」というのは聞かないで、とよく言

われます。施設に行くのはすごく嫌だと、ストレス

だと、なぜならば「何で」と聞かれるから、だそう

です。でも施設側としては、はじめちょろちょろ、

中もちょろちょろではなくて、それだったらもっと
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早く、最初からプログラムをやれなかったものか、

その上で評価や判断にもっとじっくり時間をかけら

れなかったものか、などと思ってしまうわけで、聞

かずにはいられない。

これらのことの背景を想像してみるに、20年前は

家族を支援するのに、言葉の整理とか共有から始め

なければいけなかった。でも今はそれはできている

わけです。そして、20年前、私たちは便利なツール

とかかっこいいテクニックが欲しかった。これも有

効なものがたくさん見つかってきているわけです。

そして、突出した技術者は必要なかった。誰か特別

な職人がいて、その人だったらうまくいくみたいな、

そういうことではなくて、誰でもできる家族支援プ

ログラムが欲しかった。そしてそのプログラムの実

施により、困難ケースの家庭引き取りを成功させた

かった。そう考えると、今日の状況は、まさしく望

んでいた未来が実現している。この20年目にしても

のすごい勝利のはずなのです。だがしかし、何か違

和感を覚えている自分がいる、というわけです。

この20年間いろいろな動きがあって、礎になるも

のが示されています。平成26年に「社会的養護関係

施設における親子関係再構築支援ガイドライン」も

示されました。

神奈川県もこの20年間にいろいろな動きがありま

した。児童虐待防止法の施行を受けて家族支援の専

従チームを立ち上げて、形を変えながら現在に至っ

ています。今は各児相に「親子支援チーム」という

のが配置されています。家族支援の専従チームがで

き上がった当時は、専従チームといえば「介入」チー

ムというのが一般的だったかと思いますので、家族

支援を専門にやるチームを置いたというのは特殊で

した。

この「親子支援チーム」が何をするかというと、

アセスメントをしたり、プランを立てたり、支援プ

ログラムを実施したりということになります。そし

て、家族との協働というのを割合と早い時期から視

野に入れていたというのが、ここもちょっと特徴的

だったかなと思います。それからスタッフへの支援。

平成23年に「親子支援チーム活用のための手引き」

という、児相の内部職員向けに、親子チームはこう

いうことをやりますからみんな私たちを活用してく

ださい、という宣伝冊子を作ったのですが、いろい

ろなところで教わってきて、にわか導入したものも

あれば、自分たちで考えたりつくったりして名前を

つけたようなものもあり、膨張期でした。それが年々

淘汰されて、使い勝手のいいものとか、もちろん効

果が期待できるもの、そして神奈川県の土壌に合う

ようなものが選ばれていって、今に至っています。

専従スタッフ、有効なツール、そして、言葉も共

有できた。ならばこれで家族支援は楽勝か、という

と、必ずしもそうではなかった、というわけです。

なぜなのでしょうか。現場の福祉司さんに聞いたり

すると、ここに書いてあるような「家族支援はよく

わからない」という声が聞かれます。わかりにくい
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からこそ決まった型を求めるし、できるだけシンプ

ルでみんなができる同じことを目指していくことに

なります。

これは決して悪いことではないわけですが、一番

私が気になっているのは、形が整ってきた、すごく

いいツールが手に入ったということで、考えること

を停止しちゃっているのではないか、ということで

す。家族支援は、唯一無二の家族を相手にするわけ

で、思考を止めたらお仕舞い、なところがあります。

考えなくなったら筋肉はすぐ落ちますので、これは

ちょっと心配というわけです。

２　家族支援の目的

ならばどうすればいいのでしょうか。考えると

いっても何から考えたらいいのでしょうか。それは、

「何のために家族支援するの？」、ここを常に言葉に

できるようにしておくこと、なのではないかと思い

ます。家族支援の目的は、もちろん家に帰すことが

すべてではない。子どもの最善の利益を守ると言い

ますが、それはどういうことでしょうか。ウェルビー

イングを高めるというのは、どういうことでしょう

か。虐待で失われる子どもの最善の利益は何でしょ

うか。自分の言葉で言うとしたらどういうことにな

るでしょうか。

おなじみの安心・安全ですね。ここでは「介入時

代」という言い方をしていますが、虐待発生後の初

期介入のときは、明確な大義名分があります。「子

どもの安全を守る」ということです。これはぶれよ

うがない、何があってもまずはここを優先する。親

と子を引き離すことになったとしても、子どもの安

全を守ることを優先するという、わかりやすい大義

名分です。では「家族支援時代」になったらどうで

しょう。家族支援をする上での大義名分は何だろう

ということを少し考えてみたいと思います。

例えば、ファミリーソーシャルワークやファミ

リーソーシャルワーカーの定義からアプローチして

みると、どんな感じでしょうか。「ソーシャルワー

クは、生活課題に取り組み、ウェルビーイングを高

めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける」「家

族構成員、とりわけ子どもが健全に育つ場としての

家庭がその機能を十分に発揮できるよう援助してい

くこと」「（ファミリーソーシャルワーカーは）入所

児童の早期の退所を促進し、親子関係の再構築等が

図られることを目的とする」云々。

少しここで、我々の家族支援の始点と終点という

のを考えてみたいと思います。業務の中で、家族支

援はいつ始まっていつ終わるのかと聞かれたとした

ら、皆さんはどういうイメージを持っていらっしゃ

るでしょうか。

スライドには①②③④⑤という矢印で示していま

すが、①は「施設に入所してから退所するまで」と

いう意味です。②は、退所して終わりではなくて、

その後のアフターフォローまでを含みます。③は始

点が早まり、施設に入所する前、分離して保護した
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ところから始まるという考え方。④は介入する時点

から、⑤はもっと前、というような感じです。

ちなみにみなさんが普段どのようなイメージをお

持ちになっているか、お聞きしてみたいと思います。

番号を言いますから、挙手をお願いします。①のよ

うなイメージを持っているという方いらっしゃいま

すか。もちろん地域とか状況によって、あるいは役

割によって違うかもしれません。――①はいらっ

しゃらない。②という方はいらっしゃいますか。

――はい、ありがとうございます。③はいかがでしょ

うか。――はい、ありがとうございます。④は。

――はい、ありがとうございます。⑤はいかがでしょ

うか。――はい、ありがとうございます。

私が家族支援を始めたころ、児相のスタンスは①

だったような気がします。④⑤となると、余計なこ

とまで手を出すな、みたいな感じすらありました。

今みなさんにお聞きしたところでは、②③④⑤と聞

いていくに従って、手を挙げてくださる方が増えま

した。まさに児相の考え方が、ここまで変わってき

たんだな、ということがよくわかりました。これは

本当にすばらしいことだと思います。

私は家族支援を中心にものごとを考えがちなの

で、介入があってその後に家族支援があるというの

ではなくて、家族支援を視野に入れて介入が行われ

るのが理想ではないか、と考えてきたところがあり

ます。ただ、その考え方は非常に誤解を受けやすく

て、その後の支援を気にし過ぎて、介入に躊躇（ちゅ

うちょ）することがあってはいけないと。これは本

当にもっともなんですけれども、だからと言って介

入とその後の支援が別物、と考えることが当たり前

になることには抵抗を感じずにはいられません。躊

躇しない介入と、その後の支援をどういうふうに結

びつけるかというのは、非常に難しいテーマです。

でも、連続線上にあることは間違いありません、家

族にとっては。

ですので、すごく大事にしたい考え方は、家族支

援のパーマネンシーみたいなものをどうやって維持

するかということです。子どもの育ちにパーマネン

シー、永続性というのがすごく大事なんだよと言わ

れるのと同じで、家族支援というのも本来は連続性

を保ったものであるのが理想だろうと思います。た

だ、今いろいろな事情で、部署が違うとか機関が違

うということで担当者がかわり、一貫して関わり続

けることができないという事情は増えてきていると

思いますし、そうでなくても異動などもありますか

ら、入れ替わりは避けられないわけですけれども、

そういう中にあっても、１人ではつなげられなくて

も、チームとして連続性を演出していくことはすご

く心掛けないといけないことだなと感じています。

右下の枠の中ですが、入所から退所にかけてのと

ころに１本加わっていますが、このように親子支援

チームはある期間、担当者の輪に加わります。「担

当がかわるんですか？」「担当者が親子支援チーム

になるんですか？」と聞かれたりしますが「いや、

違うんです。親子支援チームが加わるんです」とい

うわけです。交代するのではなく加わるというよう

にしたのは、連続性という意味でもとてもよかった

と思います。

理想を言えばその下のように、これはどういうこ

とを言いたかったかというと、担当者と親子支援

チームと、一番下、金色に輝くのがSV、これぞ３

本の矢ですが、この３者が一貫して連続性を保ちな

がらかかわることができるとしたら、家族支援に

とっては本当にすばらしい環境になるだろうなと

思っていますが、なかなかここまでの環境は整えら

れないですよね。

さて、「社会的養護関係施設における親子関係再

構築支援ガイドライン」です。目にしておられる方

も多いと思いますが、最初に見たときに画期的だな

と感動しました。一つは左下の枠、「親子関係再構

築支援の種類」ということで二つに分けられていま



■ 研修講演より ■

31

すが、「分離となった家族に対して」というのと「と

もに暮らす親子に対して」となっていて、分離した

親子だけをターゲットにしてるわけではないと言っ

ているところです。

そして更にすごいのは右側の枠。「親子関係再構

築とは何か」の下、「子どもの回復と成長への支援」

となっているところです。ちょっと読んでみたいと

思います。「人との安心と信頼の関係を築く」「過去

の経験の中で身につけた否定的認知の改善」「安定

したアタッチメント形成と自己コントロールの獲

得」「肯定的なかかわりのための最適な距離の模索」

「永続的な養育の場の提供」。親子関係や暮らす環境

だけにとどまらない、子どもの育ち全体を視野に入

れたものになっています。

そして、このガイドラインでこのように定義され

ました。一番下のところです。「親子関係再構築とは、

子どもと親がその相互の肯定的なつながりを主体的

に回復すること」というわけです。「主体的に」です。

「主体的に」。大事なので何度も言った次第です。

子どもと親がその相互の肯定的なつながりを主体

的に回復すること。「主体的」がキーワードです。我々

の家族支援の目的は、子どもと親の相互の肯定的な

つながりが主体的に維持されるようになること。こ

のことによって何を守り導こうとしているのかとい

うと、子どもの生活です。

子どもが生活するということは、イコール生きる

ということです。子どもが生きるということは、イ

コール育つということです。目の前の子どもの生活、

そして、これからの子どもの生活を守る。いろいろ

なことが起きて、時には介入を必要とする状態が生

じるかもしれないけれども、児相はチームで連続性

を演出しながら支援をする。児相の領域ではおさま

らないことであれば、関係機関とネットワークを組

んで連続性を演出する。そういう中で家族の主体性

を育んでいく、という取り組みになるのだと思い

ます。

簡単にまとめます。「家族支援時代」における大

義名分は何か。安全が守られていなければ子どもは

育つことができない。なので、育ちの環境が守られ

ていなければ介入する、介入して整える、壊れてい

れば修復する、どれも無理ならかわりを用意する、

というわけです。

我々がやろうとしていることは、育ちを守るとい

うことです。家族支援時代における大義名分は、「子

どもの育ちを守る」ことだと、そういうふうに考え

てみたいと思います。ジェノグラムの神様マクゴー

ルドリックとガーソンによれば、「家族は人間が帰

属する最初の、そして例外はあっても最強のシステ

ム」だと（マクゴールドリック／ガーソン1988）。

仮に一緒に暮らさずとも、子ども育ちに資する家族

に、というわけです。
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３　家族支援の展開と構造

それでは次に、具体的な家族支援の展開と構造に

ついて、その中でポイントだと思うところに触れさ

せていただこうと思います。今、錦の御旗を得まし

た。「子どもの育ちを守る」です。そのために機能

する家族に、ということです。先ほどのファミリー

ソーシャルワークの定義の中に、「家庭がその機能

を十分に発揮できるように」とありました。「機能」

という言葉がよく使われますけれども、皆さん、ど

のようなイメージを持たれるでしょうか。「機能し

ている家族」とは例えばどのような家族でしょうか。

「この家族は機能していない」と言ったときに、そ

れはどのような家族を言うのか、ちょっとイメージ

してみてください。そして一つだけで結構ですので、

お手元の黄色い付箋に書いてみてください。

（付箋記入作業）

いかがでしょうか。多分私たちは、支援するとき

に今書いていただいているようなイメージを、家族

に求めるところが少なからずあろうかと思います。

スライドの「機能しているあるある」に幾つか挙

げました。これだけが全てではないですが、例えば

ということです。「必要なときに直接コミュニケー

ションが図れる」「素直に感情が出せる」「問題をオー

プンに取り扱える」「現実的な期待値」「変化できる」

「外の世界に開かれている」「神話にとらわれない」

「安心していられる」「生きていける」。いろいろな

レベルの話があろうかと思います。それに反して、

機能不全という状況もあります。皆さんがイメージ

された、機能している家族はどうだったでしょうか。

後ほど共有したいと思います。

「保護者支援プログラムに向けたケースワークの

流れ」として、ここに書きました文献（『保護者支

援プログラムの充実に関する調査研究』）に、わか

りやすくステップが示されています。「子どもの安

全・保護者との関係形成」をし、「動機付け・アセ

スメント」をし、「スキルアップトレーニング」をし、

並行して「段階的親子交流」をし、家庭復帰を実現

して、その後の在宅支援をするんですよ、というわ

けです。特にこの中で興味深いのは、真ん中に「動

機付け」という言葉が入っているところです。

ちなみに私が普段イメージしている流れはこんな

感じです。順番も何もない感じになってしまってい

ます。これではよくわかりませんね。いろいろな支

援、プログラムの実施も含めて、支援もアセスメン

トも全て同時並行での繰り返しです。アセスメント

ひとつとっても、ある一定の時期だけやればいいと
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いうことでは当然ないわけで、常にアセスメントし

ながら進むことになります。そのイメージが、あま

りうまく図になっていませんね。図になりにくいと

ころが「わかりにくさ」を物語っているのかもしれ

ません。

しかしながら、実際のところ現場では、アセスメ

ント目的で使ったツールが、実は非常に保護者の気

づきを呼んで、まるで支援プログラムのような効果

があらわれることがありますし、逆にプログラムと

して実施したペアレントトレーニングが、その中で

の親御さんの発言に変化が見られてきて、「あのお

母さん、変わったな」という、いわゆるアセスメン

トの良い一助となった、ということもあるわけです。

ちょっとわかりにくいですけど、「安全確認」と

いうのだけがだんだん色が薄くなっています。これ

はどういうことか・・・

次のスライドを見ていただくと「安全を守る主体」

と書いてありますけれども、要は、我々は介入時点

では、家族が子どもの安全を守る主体にはなれない、

と判断をして分離をするわけです。その時点では、

ほぼほぼ100％、支援者と名乗っている我々が安全

を守る主体となっている状況です。

これが、支援が進むにつれて、だんだん当事者に

移っていく。当事者に返していく。最終的には当事

者だけで安全が守られる、あるいは当事者だけで

100％は無理だとしても、関係機関の見守りが加わ

ることによって安全が守られる。そういう時点を

もって家庭に戻すというような、主体性を当事者に

移譲していく取り組みをしていると考えられます。

昔は支援ではなくて「指導」と言っていました。

いま支援という言葉に変わって、中身がどれだけ変

わったのか怪しいところもありますが、「指導」して、

「指導」が終わったから手を放したら再発する、と

いうようなことが本当に頻繁に起きました。「勉強

しなさい」と言ってる間は勉強するけど、言わなく

なったら勉強しなくなる子ども、と同じ構造です。

これではいけない、言われなくても自主的に勉強す

る子になってもらわなきゃみたいなもので、それで

主体性を当事者に戻していく、という考え方になっ

てきたわけです。

しかしながら、これは非常に難しい。高度な取り

組みです。そもそも我々の出会いはダメ出しから始

まっているわけです。ダメ出しをした相手に自主的

な動機なんか欠けています。そういう人たちに、主

体性を取り戻してくださいと働きかけていく。そん

なことできるのか、と誰もが思うような、ものすご

く高度な作業です。通常、相談機関では絶対に求め

られないようなことです。児相ならではと言ってい

いと思います。それで、できるのかというと、難し

いです。難しいけど、やるしかない。やり方として

はこういう考え方しかないのではないかな、という

のが、お寿司でお示しするこれです。お寿司である

必然性はありません。そろそろお腹が空いてくる時

間ですね。

第一段階は「参加する」ということです。土俵に

乗る。例えば親御さんを児相に呼んだって、最初は

来やしなくて、会うためには訪問しなければならな

いこともあろうかと思いますが、まず「参加する」

というところがいつもスタートになります。まず来

てもらうとか、場を用意してそこに参加してもらう

とか。参加してもらえたら第一段階クリアです。

次に「言葉を使う」ということになります。我々

は、社会生活の中で唯一適応的なやりとりの方法は

言葉だ、ということを知っています。言葉にも不適

切な言葉はありますけれども、でも行動化してし

まったら、すなわち手を出してしまったら、即アウ

ト、なわけですから、行動化はしないで「言葉を使

う」、これが第２段階です。

そして、その言葉は、つぶやきで終わってしまっ

てはだめです。ひとり言ではだめなんですね。誰か

に話す、これが第３段階の「人前で言う」です。
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だんだんネタが高いものになってきましたね。い

よいよ第４段階は「社会的な場面で発言する」とい

うことになります。例えば、担当福祉司との間では

少しずつ話しができるようになってきて、いろいろ

な思いも語るようになってきたとして、次にどうし

ても必要なのは、社会的な場面で発言することです。

「社会的」というのは、マンツーマンではなくて３

人以上いる場で発言するということです。この社会

的な場面で発言するというのは、非常に主体性を活

性化させることにつながります。そしてこれを続け

ることによって、それが第５段階の「適応的な行動

をする」ことにつながっていく。言ったことをやら

ざるを得ない状況に導かれていくことになります。

我々が言うところの「合同ミーティング」は、こ

の構造をねらったものです。社会的な場面で発言を

する。ただ集まって情報を共有するためだけにやっ

ているのではなくて、根幹にある「ねらい」はこれ

です。当事者の主体性を引き出すために私たちがや

ることは、まず参加できる場を用意して、そこが話

せる場であるように、そして聞く相手がいる、そう

いう環境をつくる。そしてその先に、複数人の人で

聞ける場に導く、適応的な行動が生じてきたら、す

かさずそれを評価できる場とする。そのようなこと

の積み重ねです。結構地道ではありますが、主体性

を引き出そうと思ったら、これをやっていくしかな

い、そう思っています。

社会的な場面というのを、二者、三者の構造で見

てみますと、親子の間で関係が壊れるようなことが

あったとして、そこに第３の存在を介在させて、例

えば児相が間に入って調整をして、関係性を良いも

のに変えていくというような構造にすることを、も

ともと親子支援チームはねらったわけです。児相と

親が対立して関係が悪化したところを、第３の存在

として、同じ児相の職員ではあるけれども、ここに

介在して関係性を調整していく。

二者構造というのは、母子関係なんかに代表され

るように、居心地が良いし、相手に集中できます。

そして感情が引き出される。やっぱり人間関係の基

本になるものですから、とても大切です。だけど、

良ければ最高だし、悪ければ最悪。それから、どっ

ちかが強くてどっちかが弱い「支配・服従」という

非対称的な関係性になりやすかったり、２人なので

何となく歩み寄って歪みを隠したり、そんなことが

起きやすいと言われています。

そこで二者構造に留めないで、社会的な場、三者

構造に持ち込む。三者構造の特徴としては、客観的

な視点を持ちやすい。そして、個人の感情よりも場

の雰囲気を重視する。だから、その場が非常に適応

的なものを目指していたら、そこに乗っかりやすい

ということです。それから、自分を相対視すること

ができる。主観的世界が客観化される。なので、こ

の三者構造の下で、先ほどからずっと出てきている

主体性、特に「子どもの安全を守る主体性」を育ん

で行くというわけです。

事例です。どの事例も「④家族との協働」のとこ

ろに、「合同ミーティング」「FGC（Family	Group	

Conference）」が差し挟まれています。三者構造で「安

全を守る主体性を育む取り組み」に位置づけられる

ものです。家族支援の中で、ここは外せないポイン

トです。

事例１を見ていただくと、④で合同ミーティング

を重ねてきていて、結局どうなったかというと、「⑤
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到達点」のところにあるように家に帰ることができ

たんですね。ところが、残念なことにその後虐待が

再発し、また保護することになった。親御さんは離

婚をしてしまったので、家族がばらばらになってし

まったという、これは非常に残念ではあったんです

けれども、そこまでの予測はできませんでした。少

なくとも一旦家庭復帰という目標に到達するには、

家族との協働、社会的な発言の場が欠かせなかった、

というのは事実です。

事例の下欄につぶやきのように反省を書きました

けれども、「家族との協働は過剰適応を引き起こし

やすい」という側面があります。「合同ミーティング」

は当事者を非常にエンパワーする場です。強力な力

を持っているので、そこで家族は適応的な発言をし

やすくなります。良くも悪くも「頑張ります」と言

いやすい。そこで頑張るとそれが評価されますから、

また「頑張ります」と言って事態が非常に進むとき

があります。でもこのケースは、後で考えてみれば、

無理をさせ過ぎちゃったかな、それが息切れにつな

がり離婚に至ってしまったのかな、という反省もあ

ります。いずれにしても、「家族との協働」こそが

家族支援において大きな鍵であることには違いあり

ません。

４　スーパーバイザーとして臨む家族支援

最後に「スーパーバイザーとして臨む家族支援」

です。スライドに挙げているのは、才村先生が提起

されている家族再統合領域におけるソーシャルワー

クの役割です（才村2005）。ここに「SVの役割」を

かぶせてみるとどうなるか書いてみましたが、これ

は大変な大仕事です。

また先ほどのお寿司が出てきましたが、「スーパー

バイジーのニーズ」「スーパーバイザーのつぶやき」

と書いてあります。これから、スーパーバイジーの

ニーズを少しみなさんにお聞かせいただこうと思い

ます。お手元の緑色の付箋に、普段みなさんのスー

パーバイジーさんたちは、あなたに何を求めている

か。こういうことを求められることが多いなとか、

あの人はこういうことを期待しているのかもしれな

い、ということを書いてみてください。

（付箋記入作業）

いかがでしょうか。先ほど見ていただいた事例は、

それぞれスーパーバイジーである担当者が苦労しな

がら取り組んだ事例であって、スーパーバイザーも

非常に苦労しながら歩みをともにしたところがあり

ました。

例えば事例１では、スーパーバイジーたる福祉司

は、よく「わからないです」「どうしていいかわか

らない」「担当者はどうしたいの？って聞かれるの

が一番嫌だ」と言っていました。わかっている人が

考えて指示してくれればいいんだと。何で指示して

くれないんですか、というようなことをよく言って

いました。

２番目の事例はどういうケースかというと、非常

に時間がかかって、支援したけれども結果が出な

かったと言いますか、合同ミーティングをやったけ

ど、全然進まない。これはもう、今は進めない方が

いいケースなんだね、ということが結果的にわかっ

てきたので、合同ミーティングを終了した、という

ケースです。こうした結論は現実的には「あり」で

す。ですが、このような息の長い支援は、担当者に

はとても負担になります。何も変わっていかないと
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いうことが、悪いことのように感じることがあって、

変化を引き出せないことに無力感を覚え、担当の福

祉司は会議に報告を提出しなくなりました。会議に

出すといろいろ聞かれてしまうから、それが負担で

仕様がない、苦痛で仕様がないわけです。

３番目の事例は、関係機関が多く整理が大変でし

た。支援者が多過ぎて、担当の福祉司は萎縮してい

ました。施設職員に囲まれれば「なかなか援助方針

会議でオーケーもらえないんですよ」と言ってその

場を切り抜けたり、児相に戻れば「施設の人がだめ

だと言うもんで」と言い訳したりしているうちに、

児相も施設もそれぞれが相手に不信感を抱くように

なってしまい、その修復にスーパーバイザーが苦労

していました。

スーパーバイザーの機能は一般的には、教える人、

つなぐ人、見守る人という三つの機能があるとされ

ていますが、更に、先ほどお話ししたような三者構

造をつくるということで、親子支援チームのような

ポジションをスーパーバイザーが担う必要があるか

もしれませんし、スーパーバイジーのキャパシ

ティーを超えたケースを引き継いで、担当者の代替

要員にならざるを得ないこともあるかもしれま

せん。

ここにまたお寿司を持ってきたのは、家族支援だ

けではなくて、現場の職員が歩んでいく過程も、や

はり共通してるところがあるのではないかと思うか

らです。特に最初の３貫、玉子、サーモン、マグロ

です。ここが今、実は圧倒的に欠けている状況です。

外回りをして児相に帰ってきたらまずパソコンに

向かって記録を打つ、みたいなことをしなければな

らないのが現実ですから、話す、人と話をする環境

も時間も圧倒的に欠けています。しかし支援は頭で

考えるものではなくて、口で考えるものです。未整

理だけど、いや未整理だからこそ喋る必要があるわ

けで、喋っているうちにいい考えが浮かんできたり、

整理されてきたりするのです。この最初の３貫、スー

パーバイザーとの場を持ち、ことばを使い、それも

ひとり言ではなくてスーパーバイザーに伝える、伝

わるように伝える、こういう時間をたくさん持ち、

暇があれば３貫つまみ、暇が無くても３貫つまみ、

というような段階を経ないと、スーパーバイジーの

方々が育って次のステップに行くというのは難しい

のではないかと思います。口で考えるということが

できて初めて、次の社会的な場面、これは援助方針

会議かもしれないし、施設とのカンファレンス、一

番苦痛な、もう本当に行きたくない施設とのカン

ファレンスでの発言につながっていく。そういうこ

とを通してスーパーバイザーが期待するような適応

的な行動につながっていくのではないか。我々職員

の育ちもまた、同じステップなのではないかという

話です。

子どもの育ちというところからスタートしました

が、家族も、職員も、「育ち」という点では同じよ

うな段階を経ていくと考えられます。人材育成は「考

え方を学び」「動き方を教わり」そして「身につけて」

「次は自分で対処できるように」なることだと言わ

れていますが、その前提としては、やはり「安心感」、

大丈夫感、何とかなる感みたいなものが欠かせない。

ここを一番身近で提供してあげられるのは、スー

パーバイザーのみなさんということになると思い

ます。

冒頭でも言いましたが、支援者の安心感というの

が圧倒的に欠けている、失敗は許されないという風

潮ですけれども、支援者の安心感の調達をもっと

もっと考えていかないといけない、ここが一番大事

なところです。

では、スーパーバイザーの皆さんには誰が安心感

を与えてくれるのでしょうか。
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Ⅲ　おわりに

終わるにあたって、先ほど書いていただいた付箋

を集めさせていただこうと思います。ピンクの付箋

は冒頭のジェノグラムの問いです。この先２年のう

ちに何をするのか。黄色は、機能している家族とは

どういう家族か。そして緑は、スーパーバイジーの

ニーズです。

今日はこのような形で、ディスカッションもグ

ループワークもできず、みなさんのご意見をお聞き

することができなかったのが非常に残念ですが、書

いていただいた付箋を後ろのテーブルに並べて貼っ

てもらいますので、この後お昼休憩の時間にでも、

密にならないように眺めていただけたらと思いま

す。私も拝見します。

最後、「結びに代えて」ということで一言だけ申

し上げます。「有能な牽引者で偉大なるバイプレー

ヤー」と書きました。みなさまは、自分でやれば多

分一番早いと思うんですけれども、それではスー

パーバイジーは育たないわけで、戦い方を変えるし

かないという非常に難しい状況かと思います。です

が、今は「貴重なSV時代」の真っただ中です。き

ついんだけれども、仮に５人スーパーバイジーを抱

えていらっしゃるとしたら、５人分の経験、５人分

のケースを取り扱うという環境下にあります。ご自

身にとっても、非常に濃いブラッシュアップの時代

と考えられます。児相にいる中で一番筋肉がつく時

代ではないでしょうか。筋肉は裏切らない。受け売

りです。

最後になりますが、「達成感の源」。みなさんの原

動力は何か。支援が思うとおりに進むことばかりで

はないですし、ケースからお礼を言われることもそ

うそう期待できない状況です。そんな中でみなさん

に安心感を与えてくれる存在は誰でしょうか。その

存在がもし思い当たるとしたら、大切にしていただ

きたいと思います。私は、同じ立場にあるスーパー

バイザーの仲間は、わかり合える貴重な存在だと思

います。そういう意味では、この３日間の、スーパー

バイザーのみなさん同士の出会いも、この先の宝物

になると思います。いま後ろに並べていただいてい

る付箋は、そういう仲間たちの、思いや考えが詰まっ

ていますので、是非堪能していただけたらと思い

ます。

それでは、これでこの時間を終わりにさせていた

だきたいと思います。最後までお付き合いいただき

ましてありがとうございました。
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Ⅰ　はじめに

大阪精神医療センターの岡部と申します。私から

は、医療機関での精神疾患を抱えた家庭、親への支

援の実際についてお話ししていきたいと思います。

精神疾患というのは最近は特別な疾患ではなく

なってきて、様々な経過のもとで精神疾患を持った

方が子育てをされているなと思っています。実際、

外来では、小さいお子さんを連れている患者さんも

いらっしゃいますし、これから親になろうとしてい

る患者さんも受診されています。後で紹介しますが、

当センターは子どもの精神科もあり、親と子、共に

受診されている方も少なくありません。成人病棟に

入院されている患者さんの中でも、子育て中の方を

時々みかけます。そのような方々に医療機関として、

どんなふうに支援ができるのかなということ、実際に

支援してきたこと、についてお話したいと思います。

Ⅱ　病院紹介

まずは、病院の紹介をさせていただきます。大阪

精神医療センターは大阪府の精神科医療の基幹病院

になります。精神科の救急医療や行政的な医療、民

間医療では対応困難な事例、児童・思春期、医療観

察法の専門医療などを行っています。最近は依存症

も受け入れています。病床数は473床で、これは医

療観察法の33床を含む形です。病棟は10病棟ありま

して、成人が８病棟で、あとは児童思春期棟と医療

観察法病棟があります。

次に、児童思春期の病棟の紹介をさせていただき

たいと思います。児童思春期棟はみどりの森といい

まして、児童ゾーン「たんぽぽ」と思春期ゾーン「ひ

まわり」、外来、その３つから成っています。発達

障害や不登校、愛着障害、統合失調症などの幼児か

ら20歳未満の方が入院しています。外来のほうも、

初診は17歳までですが、再診は20歳未満の方が対象

です。最近、児童思春期では、ネット依存・ゲーム

依存のグループ療法も始めています。また、児童ゾー

ン「たんぽぽ」は医療型障害児入所施設の認可も受

けていますので、ほかの児童思春期を持っておられ

る病院よりは児童相談所や家庭児童相談室などとの

かかわりは多いかと思います。

Ⅲ　「子どもの親」と「子をもつ患者」

では、そういう病院の中で精神疾患を持つ親との

出会いというのはどういうものがあるかというと、

当センターでは２通りあると思います。１つは「子

どもの親」です。それは子どもが何らかの理由、被

虐待とか問題行動、不登校などで外来受診したり、

入院した場合になります。もう１つが「子をもつ患

者」で、親自身が患者として外来受診や入院をした

場合になります。

その中で「子をもつ患者」として、私たち医療者

がかかわる場合には、特に子育て支援が十分ではな

いことが多いなというふうに実感しています。私は

長年看護師をしていて、そのほとんどが児童思春期

の看護をやっていますが、成人病棟で働いた経験も

あり、その中で実際に自分が医療者として実感した

ことです。

精神疾患を抱えた家庭への支援の実際

大阪精神医療センター
岡　部　英　子

＊　2020年度テーマ別研修「親の精神疾患と子どもの育ち」でのオンライン講演をまとめたものです。
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１　「子どもの親」

まず、病院で出会う「子どもの親」についてお話

ししたいと思います。当センターで子どもが患者と

して外来受診をしたり、入院する場合は、先ほど言

いましたけれども、学校で不適応を起こしていたり、

地域で問題行動が見られていたり、親からの何らか

の虐待があることが多いです。その中には、親に精

神疾患や知的障害があって、子育てをしてくために

は支援が必要であると思われるケースがあり、数も

多いかなと思っています。実際に家庭児童相談室や

児童相談所などがかかわっているケースも多いで

す。一方でクリニックに通院している程度で特に支

援を受けていないケースや、あとは祖父や祖母が子

育ての支援をしてくれていることから児童相談所な

どにも相談していないケースもあります。

では、子どもが患者の場合の支援とはどういうこ

とでしょうか。先生たちが地域でのお話をたくさん

してくださっていますが、やはり子どもの安全・安

心な生活環境とか適切な支援が受けられるような環

境をつくっていかないといけないと思っています。

現場では、子どもだけでなく、親への支援の検討も

行われています。家族を一つの単位、そういうふう

に見ています。そのため、精神疾患のある親への支

援も当然検討されています（スライド１参照）。

スライド１

実際に子どもの親としての支援にはどういうふう

なものがあるかということですが（スライド２参

照）、まず、１番目が親に関する情報収集とアセス

メントです。①は親自身の病状、セルフケア能力に

ついて。親自身の身の回りのこと（食事、洗濯、掃

除、片づけ、内服など）がちゃんとできているのだ

ろうかということをまず情報収集します。②は親が

利用している社会資源やサービスがあるのか。訪問

看護とかヘルパー、配食サービス、保健所に相談に

行っているか、どういうものを利用しているのかと

いうことを見ます。③は子どもに関して、現在利用

している社会資源のサービス、相談先などはあるの

か、ということです。児童相談所や家庭児童相談室

とか。最近は精神科に通う子どもさんの訪問看護を

やってくれているところも多くなりましたので、そ

ういうものを利用しているのか、とか、放課後等デ

イサービスを使っているのか、ガイドヘルパーなど

はどうか、です。④は、協力してもらえる家族、精

神疾患の方がお母さんだったらお父さん、その逆、

あとは祖父母とか、そういった家族さんがいるのか

どうかということを情報収集します。①と②は、残

念ながら親が当センターの外来ではなく、ほかのク

リニックに通われている方もいらっしゃいます。そ

ういった場合では、親や家族の承諾が得られたら、

親の主治医とか、かかわっておられるPSWとかが

いらっしゃれば、そういった方からも確認するよう

にしています。

これらを総合して自宅で子育てできるか、という

ことを判断します。残念ながら、自宅で子育てをす

るのは難しいのではないか、同居するのは難しいの

ではないか、と様々な支援者の人たちが判断すれば、

児童福祉施設入所の検討もされます。

スライド２
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２番目が支援方法の決定とサポート体制づくりに

なります（スライド３参照）。親が子どもを自宅で

育てられると判断しましたら、子どもが利用できる

支援と患者としての親が利用できる支援をうまく活

用できるようにしていきます。親への負担をできる

だけ減らすような支援を選びます。親が子育てとし

て「できること」が続けられることが大事だと思っ

ていますので、続けられるように、サポートできる

ところはできるだけサービスを利用する。親以外の

家族（祖父母など）がキーパーソンとなって子育て

をする場合は、意外に家庭児童相談室などの介入が

ないことも多いので、そういう相談先がありますと

伝えて、できるだけつながるように入院中からアプ

ローチをするようにしています。

スライド３

そして、子どもと親の両方の支援先が見守って、

連携して支援できるような体制づくりを行うように

します。関係機関とのカンファレンスもできるだけ

行うようにしています。親の同意がないと情報交換

のやりとりがなかなか難しいですが…。場合によっ

ては、主治医とかが要保護児童対策地域協議会に参

加するようにしています。そのサポートですが、例

えば子どもは学校に行って、放課後はデイサービス

を利用する。お母さんにはヘルパーを導入して食事

や掃除の支援をする。子どもと母への訪問看護を利

用して内服薬の確認をしてもらう。あと、定期的に

家庭児童相談室も家庭訪問をする。子どもの通院先

の病院が中心となって定期的にカンファレンスを実

施する。私は、子どもが精神疾患や発達障害その他

のことで精神科に通院したり、入院している場合は、

このような支援が行いやすいかな、と思っています。

では、事例でお話ししたいと思います。乳幼児２

人を育てる知的障害の両親です。両親のネグレクト

で一時保護から入院になりました。子どもにも多動

がありました。一時保護ということで児童相談所の

介入もあります。長期入院をしていましたが、徐々

に試験外泊を繰り返して自宅引き取りの方向で検討

されました。両親はクリニックの通院でした。外泊

開始までは児童相談所が家庭訪問を繰り返して、家

事などの様子をチェックしました。ですが、片づけ

やごみ捨てなどが不十分で、食事は惣菜などを買っ

て何とか食べられていました。面会の様子を見てい

ると、子どもへの愛情はすごく認められました。

実際に外泊を開始します。そのときには食事、入

浴など日常生活のことについてアドバイスをしなが

ら、できていたかどうかの確認をするようにしまし

た。また、児童相談所の自宅訪問による様子観察を

続けていただきました。やはり片づけやごみ捨てな

どができずにいました。食事は変わらずに惣菜です。

内服管理は何とかできていました。

ですので、児童相談所の介入を継続してもらうよ

うにしました。また、親側支援としてヘルパーを利

用し、苦手な掃除とか片づけ、ごみ捨てなどを行っ

てもらうようにしました。子どもは保育園を利用し

て、日中はできるだけ家で過ごさない環境を提供し

ました。何かあればヘルパーや保育園から連絡が入

るような体制づくりをしていきました。

退院後、サポートを受けることで親にも余裕がで

き、子どもへのかかわりも安定しました。少しずつ

ですが片づけもできるようになりました。幼児だっ

た子どもも支援学校に上がりました。そのときには

放課後等デイサービスを利用しました。子どもは

徐々に親の手伝いができるようになりました。これ

は親と子の両方のサービスを利用して支援を行った

事例です。

２　「子をもつ患者」

では、もう一つの側、病院で出会う「子をもつ患

者」についてお話したいと思います。子をもつ患者
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さんは、統合失調症や急性一過性の精神病性障害や

うつ病、知的障害などさまざまです。発達障害がベー

スにあって、二次障害としてうつ状態などになって

いるケースも多いと思います。外来では妊娠してい

る方も見かけます。

入院の仕方も本当にさまざまです。クリニックか

らの紹介で、退院後はクリニックに戻られてしまい、

入院中以外のかかわりがほとんどないようなケース

もあります。入院したときにインテークなどで子ど

もがおられることは分かるんですが、子の年齢など

簡単な情報なので、子どもがどうしているのか、今

どんな状態なのかということがわからないことが多

いような気がします。残念ながら、精神科というこ

ともあるのかもしれませんが、面会もほとんど子ど

もは来られないことが多いかなと思います。

子どもをもつ患者さんの支援の現状ですが（スラ

イド４参照）、患者さんの受診・入院の目的はあく

まで病気の治療、病状の安定です。子育て支援では

ないので、本人の病状の安定のための支援になって

いるかなと思います。他の家族が子どもを見ている、

子育てできているのであれば、それが「受けている

支援」であるので、他の家族へ任せてしまっている。

「子どもをもつ患者」ではなく、ただ「患者」です。

本当は患者さんと子どもが一緒になって家族として

見ていくのが支援の理想ですけれども、個としての

支援が現状になっているのかなというふうに思って

います。私は、これは成人を担当する医師やPSW、

看護師たちの知識や経験不足もあるのかなと感じて

います。

また少し事例でお話をしたいと思います。30歳代

の女性、うつ状態です。夫は身体疾患で治療を受け

るため休職していましたが、仕事に復帰したところ

です。まだ体調は十分ではありません。子どもは３

歳以下の幼児が２人、自宅で子育てをしていました。

入院に当たって、他府県の両親、子どもにとっては

祖父母が預かってくれました。今回、希死念慮も見

られたので、２週間程度の休憩入院をされました。

特にサービスなどは受けておられませんでした。

その患者さんの情報から、夫も体調は十分ではな

いし、退院したら両親宅も遠く、２人の子育ては負

担になるのではないか、と考えられました。そこで、

主治医やPSWに保育園の利用などを勧めてみては

どうかと提案しました。また、PSWには家庭児童

相談室についても、こういうところがある、と情報

提供してはどうかという話をしました。退院に向け

て主治医とかPSWから保育園の利用について話を

してもらいまして、夫が保育園の申し込みをしてく

れました。お母さんもうつ状態ということで、利用

が認められました。育児に困ったときは家庭児童相

談室があるよということも伝えてもらうことができ

ました。これは子どものサービスを利用した親への

支援かなと思います。

もう一つ事例を紹介します。次は40歳代の女性の

方です。夫と小学生の子ども、両親と５人暮らしで

した。仕事のストレスから精神状態が不安定になっ

て、子どもらの前で大暴れし、両親が警察に相談し、

入院することになりました。子どもは女性に恐怖を

覚えていました。

女性は、入院加療で落ちつき、自宅退院を希望さ

れました。子育ても行う、できると言われましたが、

子どもに与えた影響について内省することはできま

せんでした。

主治医は、女性が落ちついてきて自宅に帰りたい

と言うので、退院のための環境調整について家族に

話をしました。夫は仕事柄、家をあけることも多く

て、子どもは恐怖心があって同居を拒否しました。

そのため、両親は児童相談所に相談をしていました。

その中で主治医は「家族の問題であり、家族で調整スライド４
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するように」と言い、最初は児童相談所との連携等

も検討していませんでした。

女性が退院したら、今度は子どもが精神的に不調

になるだけではないか、家族に任せるのではなくて、

家族が児童相談所に相談に行き、介入を始めている

ので、児童相談所から子どもの様子や意見を聞き、

退院先を決めたほうがいいのではないか、と考えら

れたため、主治医に子どものことをもう少し考えて、

児童相談所とのカンファレンスを行ってから退院先

を決定してはどうか、と相談させていただきました。

ちょうど、児童相談所も主治医との面談を希望さ

れましたので、主治医は退院に向けて児童相談所と

情報共有を行いました。そこで、子どもの今の状態

では同居は難しいと児童相談所からも意見がありま

したので、家族と改めて相談して、独居が決定しま

した。児童相談所の母子への介入は継続してもらい、

女性には訪問看護も導入するようにして、いずれ家

族と同居ができるように女性の病状の安定と同居に

向けたかかわりを行うことになりました。これは親

と子どもの両方のサービスを利用した支援で、この

ように組み合わせて行っています。

もう一つ、事例を紹介できたらと思います。未婚

で子どもを育てている女性で、女性も子どもも精神

科を受診しています。家族も精神科を受診していま

す。女性は精神状態が不安定で、子どもも徐々に不

登校になっていました。子どもの主治医はネグレク

トになるのではないか、と心配していましたが、子

どもの受診は不定期でした。女性は訪問看護の利用

はしていましたが、子育てに関する支援を受けたり

相談は行っていませんでした。子どもの主治医は女

性の主治医や女性の訪問看護と連携をとりたい、何

とか児童相談所や家庭児童相談室とつなげたい、と

考えていましたが、なかなかうまくいきませんでし

た。その中で、女性が妊娠をしました。ピンチだと

思われましたが、チャンスだとも考えました。特定

妊婦として、介入が入るようになれば、今いる子ど

もも見てもらえるのではないか、と考えたからです。

主治医同士の仲介役となっていたPSWらとともに

働きかけ、特定妊婦として介入してもらえるように

なりました。これは親、妊婦としてのサービスを利

用した支援です。

事例を３つほどお話しましたが、そうやって子を

もつ患者さんとしての視点での支援を少しずつです

けど、行っています。

最後に、子をもつ患者さんとしての支援はどうす

ればいいかということでまとめています（スライド

５参照）。私たち医療現場としては、やはり患者さ

んとして病状安定が優先と思っています。なので、

まずはそのための治療、療養が優先かなと思います。

病状が安定しないと子育てもできないと考えていま

す。入院が必要であれば入院も考えます。その間、

ほかの家族が子育てできるかをやはり確認しないと

いけないと思います。場合によっては児童福祉施設

への入所、一時保護とかショートステイなども考え

て児童相談所などに相談するように勧めるのがいい

かと思っています。

スライド５

病状が安定したら、やはり地域生活に向けたアセ

スメントが必要だと思います。これは先ほど「子ど

もの親」のところでお話ししたことと同じです。あ

とは、子どもにどれぐらい関心を持ってかかわれて

いるのかということを私たちはアセスメントする必

要があると思っています。その状況に応じて患者さ

んが利用できるサービスや地域の子育て支援サービ

スを導入して、さっき言ったように家事や子育てで

の負担をできるだけ軽減していけるようにすること

が必要だと思います。

最後は、患者さんと子どもを含めた家族を見守り、

サポートできる体制づくりが必要だと思いますの
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で、いろいろなところとの連携ができるようにする

のが必要だと考えています。なので、患者さんの視

点だけではなくて、「子どもをもつ親」としての視

点での支援が必要だと思っています。

Ⅳまとめ

（スライド６参照）精神疾患を持つ子育て中の親

御さんに対しては、やはり先ほど言ったように「子

どもをもつ親」という視点が大切だと考えています。

「子どもの親」としてどのような支援が必要かを検

討することは親の病状安定につながりますし、子ど

もの状態も安定するのかなと思っています。あとは、

親が患者として使える社会資源やサービスと子ども

を中心とした社会資源やサービスをいかに活用する

かということがポイントではないか、と考えていま

す。医療だけではなく福祉や教育などさまざまな側

面からの支援が必要であり、キーになる支援者や

コーディネーターさんがいるほうがよいと思い

ます。

スライド６

医療機関は子育て支援に関してはどうしても子ど

もの支援者に任せてしまうこともあると思います。

ですが、不要とは思っていません。支援してもらえ

ないから、相談しないというのは寂しい話です。で

きれば支援者の一つというふうにでも考えていただ

いて、まずは相談していただければ、と思っていま

す。ご清聴ありがとうございました。

※文中に出てくる事例は改変しています。

（終了）
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Ⅰ　はじめに

奥野　弁護士の奥野と申します。今日はよろしくお

願いいたします。弁護士になって10年目程になり

ますが、ほぼ同じぐらいの期間を岡山県及び岡山

市の児童相談所（以下、「児相」）と共にお仕事を

させていただいてまいりました。どうぞよろしく

お願いいたします。

青井　岡山県中央児相の青井と申します。私は心理

職として採用されましたが、児相の児童福祉司か

らスタートして児童心理司、そして今は児相職員

の人材育成研修や社会的養護の子どもたちの支援

に関わる仕事をしております。本日は、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

Ⅱ　岡山県の実情

青井　最初は、「岡山県及び岡山市における児相の

実情」について、お話をさせて頂きます。

まず、岡山県の児相の設置状況です（スライド

資料）。県内には、児相が４カ所あります。県所

管の児相が３カ所、政令市である岡山市所管の児

相が１カ所です。

そのうち、県所管の一時保護所は、中央児相と

津山児相の２カ所に設置されています。市所管の

一時保護所は、岡山市の児相に１カ所設置されて

います。

次は、岡山県の児相の概況になります。県所管

の児相の相談受付件数は、全体で約7,400件にな

ります。従来は、障害相談の割合が最も高かった

のですが、平成元年度からは虐待を含む養護相談

の割合が最も高くなっております。

また、虐待相談対応件数では、ネグレクトの割

合が高いことが岡山県の特徴です。子どもの暮ら

しの安定に着目した支援を行っていることがその

理由になります。現在は、全国的な動向と相まっ

て心理的虐待が急増している状況にあります。

ここからは、一時保護に関わる部分ですが、一

時保護所の平均在所日数は、岡山県の児相は10.1

日、岡山市の児相は16.9日で、全国平均の約30日

一時保護中の子どもの意見表明権

岡山県中央児童相談所　青　井　美　帆

岡山ひかり法律事務所　奥　野　哲　也
＊　2020年度「児童相談所職員合同研修」でのオンライン講演をまとめたものです。
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に比べるとかなり短く、短期間の在所日数である

ことがわかると思います。

一時保護所では、子どもが権利の制約を受けて

いる状況にありますので、長期化しないよう、見

通しを持って、可能な限り短い期間の利用とする

ことを原則としています。だからといって一時保

護に消極的なわけではありません。④は、虐待相

談対応件数になります。②と④の件数がほぼ同数

になっております。子どもの安全確保が必要な局

面も多いですので、必要な一時保護は、むしろ積

極的に実施している状況にあります。

岡山県の児相は、昭和23年の開設当初から、子

どもの権利の実現に向けて、相談援助活動を展開

してきた足跡が現在も残っています。近年では、

平成19年に起きた４歳の子どもの死亡事故の検証

を通じて、改めて当事者である子どもを支援の中

心に置き、「当事者（子ども）が参画すること」、「地

域で支えること」、「一貫した重層的な支援を行う

こと」の必要性を再認識しています。ですから、

改めて、「子ども中心」という理念を掲げ、相談

援助活動を展開しているところです。

岡山市の児相においても、平成21年度の立ち上

げ当初から、「チャイルドファースト」という理

念を掲げて、県と同義の理念の元に相談援助活動

を展開しています。岡山県の児相は、平成19年か

ら２年間、岡山市と一緒に児相の立上げ準備を

行ってきましたので、志を同じくした相談援助活

動を展開しています。

最後に、弁護士の先生方との協働の現状につい

て説明します。先生方は、平成28年の改正児童福

祉法の施行に伴い、非常勤弁護士として児相に配

置されました。全員が、岡山弁護士会子どもの権

利委員会に所属しておられる弁護士になります。

具体的には、次（の行）にありますように、毎週

１回、水曜日に終日、弁護士５名のうち１名の先

生が交代で勤務している状況です。岡山県の児相

は３カ所ですので、第１水曜日は中央児相、第２

水曜日は倉敷児相というように、３カ所の児相を

１カ月かけて回って頂いております。岡山市は、

児相が１カ所ですので移動はなく、毎週水曜日に

半日勤務して頂いていることになります。

先生方の活動内容ですが、毎週水曜日は援助方

針会議の日になりますので、会議への参加をお願

いしております。その会議を通じて、児相の現状

を把握して頂くとともに、法的な助言を頂いてい

ます。その他、法律相談と今回報告をする子ども

の意見聴取の面接もお願いしています。

なお、児童福祉法第28条の審判、親権停止・喪

失等の裁判事案等の法律相談は、個別事件として、

法的対応強化事業の中で対応して頂いています。

加えて、今年度から２名の先生と顧問契約を結び、

必要なときにタイムリーに電話やメールで相談が

できる体制を整備しております。

以上は、平成28年度以降の関わりですが、児童

福祉法改正以前から、法律相談、スーパーバイズ

等でご協力を頂いておりまして、合同勉強会の開

催や県独自の法的実務Ｑ＆Ａ集（マニュアル）の

作成等、様々な取組みを通じて、お互いの専門性

を理解し合い、共有して、協働の基盤を培ってき

た経緯があります。

Ⅲ　一時保護中の子どもに対する意見聴取

１　子どもの権利条約

奥野　それでは奥野からお話をさせて頂きます。８

ページの第２をご覧下さい。一時保護中の子ども

に対する意見聴取に至る経緯ということです。

我々がなぜこの取組みを始めたのかの説明です。

手がかり、足がかりとなるのは、皆様ご承知の

「子どもの権利条約」第12条です。「締約国は、自

己の意見を形成する能力のある児童が」、「その児

童に影響を及ぼすすべての事項について、自由に

自己の意見を表明する権利を確保する。この場合

において、児童の意見は、その児童の年齢及び成

熟度に従って相応に考慮されるものとする」とい

う条文です。

それからこの12条の２ですが、「このため、児

童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上

及び行政上の手続において、国内法の手続規則に

合致する方法により直接に又は代理人若しくは適
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当な団体を通じて聴取される機会を与えられる」。

こういったことが、「子どもの権利条約」に書い

てあります。

２　日本国憲法

条約というのは、ご承知のとおり国家間の決め

事ですが、国内の最高法規たる日本国憲法におい

て、未成年者すなわち子どもがどのよう扱われて

いるのかの説明が、（２）のところです。

まず、憲法11条には、「国民は、すべての基本

的人権の享有を妨げられない」とあります。この

「国民」に、いわゆる未成年者（＝子ども）も当

然に含まれるというのが、恐らく圧倒的多数の憲

法解釈論であります。しかしながら、未成年者（＝

子ども）であれば、煙草を吸えない、お酒を飲め

ない、パチンコに行けない、そういったカジュア

ルなところから始まって、諸々の権利制約がある

のは言うまでもないことだと思います。

それはなぜかというと、未成年者というものは、

未だ成長段階にある存在であるために、その人権

については、我々成人と違って「一定限度の制約

に服する」とされております。その一つの代表的

なものが親権による諸々の制約です。例えば、親

権の中の居所指定権は、未成年者の居住移転の自

由を制約するものではありますが、それは彼ら彼

女らの健全な成長のためにやむを得ない制約とさ

れています。このように、諸々制約はあるのです

が、この親権というものが、いわば濫用的に行使

されて子どもの人権が不当に制約される事態を、

基本的には「虐待」と呼んでいいのだろうと理解

しております。

３　司法・行政手続による子どもの権利の制約

この虐待という文脈だけではなくて、先ほどの

「子どもの権利条約」にもありましたように、司

法上及び行政上の手続によっても子どもの権利は

制約され得ます。ここで「制約」というワードに

ついては、「侵害」にまでは至らない、やむを得

ず行わざるを得ない許容範囲内の制限とご理解く

ださい。よって、司法・行政によって子どもの権

利に対する不当な制約がなされた場合には、やは

り「侵害」というものに近くなってくると考えら

れます。

４　一時保護による子どもの権利制約について

（３）についてですが、ここでは、子どもに対

して行政が行う人権制約の最たるものが、一時保

護であると整理しております。確かに一時保護は

子どもの心身・生命の安全を守るために行われ

る、もしくはその調査のために行われるものです

が、必ずしも子どもの同意は必要ではない。絶対

に一時保護所に行きたくないという子どもに対し

ても、一時保護は可能です。

また、一旦一時保護されて一時保護所に行って

しまうと、ご承知のとおり、諸々のルールすなわ

ち「制約」があります。例えば自由に外に出られ

ないとのルールにより、移動の自由が制約される。

携帯電話を使えないとのルールにより、通信の自

由が制約される。食べたいものがいつでも食べら

れるわけではない、いつの間にか消灯時間が来る、

このような細かいルールにより、諸々の幸福追求

権が制約されているということになります。

子どもの最善の利益を図る制度とはいえ、この

ような人権制約は、子どもの福祉、最善の利益、

様々な呼び方はありますが、あくまでも無制限に

許容されていいものではないはずだ、というとこ

ろが我々の出発点です。

では、この各種の一時保護所におけるルールは、

果たして子どもの人権に対する最小限のやむを得

ない制約にとどまっているのか、それとも管理・

監督の都合上からやむを得ない範囲を越えたもの

になってしまっているのではないか。この点を考

えるに当たって、我々、一時保護されたことのな

い大人が延々考えても仕方がありません。やはり、

一時保護所で生活している子どもから聞かなけれ

ばならないのではないか、というのが本件取組み

の根本にある問題意識です。

加えて、適正手続の保障という点ですが、子ど

もが自分の権利を制約されるに当たって、自分の

処遇に関する意見を言うための手続的な保障が必
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要ではないか、このような観点から果たして今の

一時保護の現状に問題はないのかという観点か

ら、人権享有主体たる子どもからの意見聴取を始

めたという整理です。

５　意見聴取の方法

そこで、実際に、岡山県では、少なくとも100

人を超える子どもから意見聴取を行いました。こ

れから意見聴取の方法をご説明しますが、我々は

これがベストの方策だとは考えておりません。あ

くまでも、何の指針もない中で暫定的に始めたも

のですので、皆様もお気づきになる改善点等はあ

るかと思います。我々も、これが万全の方策では

ないという前提で、とりあえずやってみようとい

うことで行った結果を、今日はご報告するという

趣旨であります。

　⑴　面接者について

概要というところですが、まず面接者は、子ど

もと面識のない弁護士になります。先ほど青井さ

んからご紹介があった県の非常勤弁護士と、聴取

に当たる弁護士は重複しております。したがって、

岡山県、岡山市の児相の職員からケースの相談を

受ける場合があります。ケースの相談を受けた子

どもの意見聴取を求められた場合には、当該ケー

スの内容を知らない別の弁護士が適任であるとい

うことで、辞退しております。

　⑵　面接場所について

面接場所は、本当は弁護士の事務所が適切では

ないか、外部の喫茶店等のほうが適切ではないか、

等のご意見があるとは思いますが、現状は、児相

の面接室で行っております。

　⑶　対象の子どもについて

事前に我々弁護士が聞く情報としては、名前、

性別、年齢、そういった最小限の概要しか聞いて

おりません。録音はしておりません。子どもと面

識のない職員に立ち会って頂いて、その記録を

とって頂きます。

面接対象の子どもは、現在は小学校高学年以上

で設定をしております。これは、「子どもの権利

条約」においても、「自己の意見を形成する能力

のある児童が」と書いておりますし、「児童の年

齢及び成熟度に従って考慮される」ことが理由で

す。端的に言うと、乳幼児に意見を聴いても、残

念ながら我々はそれを解釈する術を持っておりま

せん。それでは、小学校の３・４年生はどうなのか、

１・２年生でもしっかり話のできる子はどうなの

かについては、今後の課題だと思っております。

また、被虐待児や非行少年が混在しており、虐

待種別も様々でございます。

　⑷　実施時間について

１人当たり30分から１時間程度で終わることが

多いですが、特段、時間の制約を設けてはおりま

せん。

　⑸　事前説明について

我々弁護士と記録をして頂く職員が、まず児相

の部屋で待っていて、そこに子どもに来て頂くこ

とになります。来て頂いた子どもに対して、最初

に自己紹介をして、名刺をお渡しして、自分はこ

のような人間ですということから始まり、事前説

明をしていくことになります。

事前説明事項としては、資料に記載しておりま

すが、まずは、調査結果について、今日あなたに

お話しして頂いた内容というのは、もちろん匿名

化はするが、小学校何年生女子とか高校２年生男

子等のカテゴライズはさせてもらう予定であるこ

とを説明します。また、今後の制度づくり等を検

討するための材料として、学会等での発表で披露

する場合がある旨を述べます。もしご了承頂けな

い場合には、話を聞くだけ聞いて、あなたの意見

を秘密にするということもできる、発表について

は、あくまでも我々からのお願いであり、発表す

ること自体が目的ではないので、どちらでも構わ

ないということで説明をしております。

次に、弁護士という職種の説明を行います。法

律の専門家であるということで、一応、児相の内

部の人間ではない、ただ、児相と一緒によく仕事

をしているということはお話をしています。

私は、守秘義務ということも説明するようにし

ております。基本的に弁護士は人に知られたくな

いプライベートな事項を扱う職種であるため、重
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い守秘義務を課せられている。したがって、あな

たが外に漏らしてほしくないと言ったことについ

ては、私は職業的な倫理をかけてそれを守る、と

いうことをもう少し柔らかい表現で伝えています。

担当者等に秘密にしてほしいことがあれば秘密

にすることもできる旨です。ただし、逆に、ここ

はどうしても自分が言いたいことだから伝えてく

れという事項があれば、伝えるということです。

この点については、私はあくまでも児相の外の人

間なので、特段しがらみはなく伝えることができ

る旨は話しております。

そして、この次の点も大事ですが、述べてくれ

た意見は今後の一時保護所の運営や制度づくりの

参考にさせて頂く。したがってあなたの言ってく

れたことが、もしかすると岡山県及び岡山市の児

相・一時保護所の運営、運用を変えるかもしれな

い。しかしながら、全てあなたの意見どおりに実

現するのは難しい、ということは、私はかなり懇

切丁寧に説明をしているつもりです。予算的な制

約であるとか、安全保障の制約もあるため、例え

ば「外に出たい」という意見はよく出されますが、

気持ちは分かるのだが仕方がない、という事項も

あることは分かってほしいということで、あまり

期待だけさせて梯子を外すことがないように、個

人的にはしつこいかなと思うぐらいご説明を差し

上げております。

調査への協力は任意であることも説明いたしま

す。「意見表明権」という言葉もよくありますけ

れども、これは権利であって義務ではないことは、

できる限りその子どもの理解力に応じてしゃべっ

ているつもりです。あなたは意見を言う“権利”

はあるけど、意見を言う“義務”はないんだよと。

だから私と話していて、気に入らないなと思った

らいつでもやめてくれていいし、個別の質問に答

えなくてもいいし、今帰りたいのであれば帰って

もいいということを説明しております。

ただ、今の時点で私も何十人もお話をさせて頂

きましたが、「それなら帰るわ。」と言った子どもは、

偶然かも知れませんがおられません。一方で、プ

ライバシーを気にする子どもで、年齢も含めて公

表して欲しくない、ただ話はする、という子ども

もいました。そういうことで、ほとんどの子ども

が話を聞かせてくれているということになります。

　⑹　質問事項について

①　来所経緯の説明の有無

質問事項については、まず一時保護所に来るこ

とになった経緯について、児相の方、保護所の方

等の、誰かしらの大人から説明を受けたかという

旨を必ず聞いています。例えば成人の権利におい

て、皆様もお聞きになったことがあるかもしれま

せんが、表現の自由というものがあります。全て

の国民は表現の自由を持っているのですが、表現

の自由の前提として知る権利が観念されます。国

民がきちんと情報を知る術がないと表現のしよう

がないということです。意見表明と子どもに対す

る事情説明という点は、以上とパラレルに考えら

れると思っておりまして、子どもが意見を表明す

る権利があると言っても、いきなり一時保護所に

黙って連れてきて、「さあ、あなたはここにいた

い？いたくない？意見を言ってちょうだい。」と

言っても、今自分はどこにいるのか、何でここに

いるのか、お父さんお母さんは一体何と言ってい

るのか、学校の先生は何と言っているのか、この

ような情報がないと、恐らく意見を表明する土台

すらないということだと思います。したがって、

この来所の経緯に関する説明を受けたか否かとい

うのは、イの一番に聞いております。

聞いてないという子どももいれば、聞いている

という子どももいるのですが、聞いてないイコー

ルけしからん、担当者は何をやっているんだ、と

いうような糾弾をするつもりはありません。説明

をきちんと受けていても、一時保護に当たっての

ごたごたで忘れることはあるでしょうから、「聞

いてないということは、あなたは何でここにいる

のかわからないのかな？」と尋ねると、大半の子

は「いやいや、実は分かっている。」ということ

を述べてくれます。

そうなると、「児相の人からも、もう一回きち

んと説明してもらったほうがいいかな？」という

ふうに話を持っていって、もう一回説明を受けた
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いなという方もおられれば、分かっているからい

い、今度ついでに聞いてみる、みたいな方もおら

れます。この取組みというのは、児相の方・一時

保護所の方の不備・不足を追及するような目的で

はありません。あくまでもその子が自分の置かれ

ている状況を認識できているかどうか、そのため

の情報を与えられているのかという問いですの

で、あまり神経質になることなく私は聞いている

つもりです。

②　経緯の説明に対する感想

来所の経緯に関する説明を受けたか否か聞いた

後で、ではあなたはその説明についてどう思う、

ということを聞いています。シンプルな例でいい

ますと、お父さんに虐待を受けているから来たと

いう子どもがいれば、ではあなたはそれを事実だ

と思っているのか、それとも虐待等受けていない

と思っているのか、ということを聞いてみます。

ここで、実は私は来たくないのに来たのだとい

う子どももいれば、自分で望んで来たという子ど

ももいます。ここから、色々と話が分岐していく

ことになります。この後については、一時保護所

の生活という質問事項を設定はしていますが、一

時保護所に来る経緯を聞くことでケースワークそ

のものに関する話題に話が移っていくことも往々

にしてございます。

③　生活の良い点と悪い点

以上のような大上段の事項を伺った後に、一時

保護所での生活の良い点と悪い点を逐一お聞きし

ております。ここで細かくご紹介できる時間は残

念ながらありませんが、例えば、お風呂に入った

ときにシャンプーの銘柄が１個しかない、思春期

の男の子向けの強力なシャンプーしかない、あれ

を使うと髪がバサバサになるので、もうちょっと

マイルドなシャンプーが欲しいという意見を私が

聞いたことがあります。見方によっては、それは

小さいことなのかもしれないですが、一時保護所

で暮らしていくということになると、ボディーブ

ローのように不満がたまるような気がして、一方

で、それを解決するに当たって、そこまでのコス

トを要しないのではないかということが、色々と

出てきます。

あるいは、髪の色についてです。当時、髪の色

が茶色とか金髪の子どもが保護された場合には、

個別に処遇されておりました。私が聞いた子ども

の象徴的な意見でしたけれども、その子どもは高

３で卒業式が近く、友だちと話をして、「卒業式は、

この髪型でみんな揃えよう。」という話になって

いたそうです。通っていたのは非常に自由な高校

で、金髪であろうと何であろうとよかったのです

が、このタイミングで一時保護されたことにより、

一時保護所で、「茶髪だったらみんなと一緒には

いられない。」と言われたそうです。その子とし

ては、黒染めをしてしまうと非常に髪の毛が傷む、

髪の毛が傷むと髪を切らなければならない、髪の

毛を切ってしまうと卒業式で示し合わせた髪型を

実現できない、したがって私はみんなと一緒に生

活はしたいんだけれども断腸の思いで茶髪を維持

してるんだ、ということでした。

我々弁護士というのは、基本的にこのような事

項にはかなり敏感な職種でして、何で茶髪がダメ

なんだろうなということで、まずその子に私は聞

いてみました、「あなた、何でダメだと思う？」と。

その子は、「仮に他の子が茶色にしたいと思ったっ

て、一時保護所の中では茶色に染めれないよな。」

「ただ、何となく自分のことを、茶色とか金髪の

子を見ると怖いなと思う子もおるだろうし、気持

ちは分からないでもない。」「しかし、私には私の

ポリシーがあるから、しんどいけどこれで我慢し

ているんだ。」というようなことを述べてくれた

のです。

それで、一時保護所の人とも話をしたところ、

古くからの伝統なのかどうか分からないのです

が、「非行が伝播する」等の観点から黒染めをし

てもらっているとのご説明でした。私としては、

今ひとつ腑に落ちず、相応のディスカッションを

経て、結局、岡山県の一時保護所では、茶髪はＯ

Ｋになりました。それ以降、岡山県の一時保護所

では、髪の色については不問に付すという運用で

進めて頂いております。

だからといって、この取組みを始めてから１～
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２年ですが、少なくとも今の段階で岡山県の一時

保護所に入った子どもが出た後で髪を染めるとい

う事態は起きていません。今後、絶対に起きない

と断言こそできませんが、現時点では起きていな

いそうです。こういった形で、生活のよい点悪い

点を聞いて、少しでも改善していこうということ

で取組みを進めております。

エピソードの紹介が長くなってしまいました

が、少なくとも私としては保護所の生活における

「悪い点」について、その理由の説明を受けたか

否か、ここに重点を置いています。今の状況で、

仕方ないこと、我慢を余儀なくされることたくさ

んあると思うのだけれども、少なくともその理由

を知りたいと思わないかということで、必ず話を

しています。「知りたい。」と言う子どももいれば、

「でも聞いても変わらんしな。」みたいなことを

おっしゃる子どももいます。ただ、私としては、「わ

けもわからず１キロ走れと言われるのと、○○と

いう理由で健康にいいから１キロ走れと言われる

のだと、やっぱりやる気が違うでしょう。」と聞

いて、「確かに、それはそうですね。」というよう

な形で、悪い点に関する説明を受けたか否か、も

し受けてなくて、かつそのルールが意に沿わない

のであれば、きちんと説明してもらおうという方

向へ、話を向けております。

その過程で、茶髪のように、本当に合理性があ

るのだろうかというルールに関しては、弁護士と

保護所の方と児相と一緒になって考えて、我々と

しては変更したほうがいいんじゃないでしょうか

という意見を言うことはあります。ただそこで、

繰り返しになりますが、この取組みは一時保護所

を糾弾するためのものではありませんので、「ど

うなっているんだ。」というような言い方は全く

しておりません。

こういった形で良い点悪い点を聞いて、根拠に

関する説明を聞いて、生活に関する意見を聞いて、

一時保護の期間等に関する見通しの説明の有無と

意見を聞いております。いつまでなのか、ないし、

今まで暮らしていた環境の状況がどういった風に

変わればあなたは帰れると聞いたのか、帰れない

として、じゃあ里親さんのところに行くのか、施

設に行くのか、その辺りの見通しの説明は受けて

いるのか、それに対してあなたはどう思うかとい

うことを聞いております。

象徴的な意見としては、一度意見を聞いた後日

に、私に追加で話をしたいと言ってきてくれた子

どもがいました。最初の面接のときには少し斜に

構えていたんですが、わざわざ２回目として私を

呼んでくれたので、「おお、○○君。」という感じ

で話をしていると、「実は、児相の方針は～なん

だけど、自分は逆のことを思っているんだ。」と

いうようなことを、私に話してくれました。

上記のようなエピソードで、重々気をつけてお

きたいのは、聴取した弁護士が、「やった、私が

子どもの心を開いて、児相の方も聞けていなかっ

た真意を聞き出したんだ。」というふうに驕って

はならない、という点です。上記の子が話してく

れた内容も、一つの情報に過ぎないと自覚する必

要があると考えます。彼が私に、外部の人間、２

回だけ会っただけの外部の人間に上記のような意

思を開示してくれた。これを一つの情報として、

「あ、ありがとう。そう思ってるんだよね。でも

担当の人には言えてないの？」、「言えてない。」

「じゃあそれは伝えたほうがいいと思うんだけど、

どうだろう。」みたいな形で、その子とディスカッ

ションをして、一つの情報として担当の方にお伝

えしたということはあります。

④　児相職員の面会の頻度と今後の処遇の

　　説明の有無

あとは、児相の職員がどれぐらいの頻度で来て

くれるか、今後の処遇に関する説明の有無という

のは、先ほどの点とほぼ一緒ですが、今後の見通

しについてわかったほうが、あなたが我慢しやす

いよねという意味合いで、聞いております。

このような方法での聴取の実績が「３」の記載

ですが、令和元年末で100名です。コロナの関係で、

令和２年はなかなか実施できていませんが、ここ

から着々と人数を積み重ねていくということにな

ります。

ただ、自戒を込めて申し上げますと、全ての子
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どもに対する話は聞けていません。小学校高学年

以上の全ての一時保護される子どもの話を聞けて

はいない、というのは反省すべきところかなと

思っています。

年齢別としては以下のとおりです。「～小４」

が16名、「小５・６」が22名となっています。虐

待とか養護の子がほとんどで、「ぐ犯」が１名と

いうのが、今までの実績というところであります。

Ⅳ　児相職員から見た実施の感想

１　子どもの様子

奥野　次に、私が質問する形式で児相職員のお立場

から青井さんにお答えを頂きたいと思います。

まず（１）子どもの様子ですが、我々もこれを

最初に始めるときには恐る恐るでした。弁護士と

して、諸々児相に関わらせては頂いていたのです

が、裁判をするケースであっても、全てのケース

で子どもから直接話を聞くわけではありません。

したがって、我々と話すことによって子どもが不

安定になる、荒れる等を危惧していたのですが、

聴取の事前・事後で子どもの様子はどのような感

じでしたか。

青井　皆さんも恐らく、実際に聴取を受けた子ども

がどのような様子だったのか、とても気になられ

ていると思いますので、事前の様子から事後の様

子まで流れに沿って説明させて頂きます。

　⑴　事前説明の際の様子について

まず、聴取実施の前段階として、一時保護中の

子どもたちへ面接について説明することから始ま

ります。岡山県では、一時保護所の課長が説明を

行っています。子どもが不安を持ち越さないよう

に、面接を実施する当日の朝、一時保護課長から

子どもに説明をします。「今日、一時保護所で暮

らす子どものお話を聞いてくれる弁護士さんが来

られます。一時保護所が皆にとって落ちついて気

持ちよく過ごせる場所にするために、どのような

気持ちで生活しているのか、一時保護所での生活

の希望等を聞かせてもらっています。お話をする

かどうかは、あなたが選ぶことができます。」と

子どもに伝え、面接への参加の意向を確認し、返

事をもらいます。そうすると大半の子どもたちは、

「いいよ。」「何を話してもいいの？」と目をキラ

キラさせ、聞いてほしい気持ちがあることがよく

伝わってきます。

ただ、中高生の女の子たちの中には、「えーっ」

と尻込みしたり、「男の人が聞くん？女の人が聞

くん？」と性別を気にしたり、「それって怖い人

なん？」と尋ねたりすることもあります。そのよ

うなときには、「部屋の中には、他に女の人もい

るよ。」と伝えると、少し安心した様子になります。

これまで100人以上の子どもたちの面接を実施

してきましたが、断る子どもたちは数名でした。

断った理由を後で振り返ってみると、他の子ども

への暴行や家族への暴力、性暴力といった加害行

為を契機に一時保護所に来ている子どもたちであ

り、そうした事情が背景にあることがわかってき

ています。そう考えると、弁護士が聴取すると聞

いて、自身の加害行為を問われるのではないかと

思い、構えてしまったのかもしれません。

　⑵　面接場所への移動時の様子について

次に、面接の場所です。岡山県では、生活の場

である一時保護所ではなく、同じ建物の別の階に

ある中央児相の面接室を使っています。子どもは、

エレベーターで一時保護所の課長と一緒に移動し

ます。そのときは緊張した様子で口数が少なくな

る子どももいれば、緊張が高まり、いつになく多

弁になる子どももいます。

　⑶　面接場面での様子について

そして、面接が始まると、多くの子どもは表情

が少し固くなります。先生方が自己紹介のときに

差し出してくださる名刺を見て、これから何が始

まるのか、どんなことを言われるのか、戸惑いや

不安が窺われる表情で着席します。

続いて子どもは、面接の目的やルールについて

説明を受けるのですが、その頃には真剣な表情に

変わり、先生方の話を聞いています。先生方は、

弁護士という立場は児相からは中立で第三者であ

るということや、自分たちの意見を代弁する役割

があること、話した意見が全国の児相を良くして
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いく材料になること、匿名で秘密が守られること、

そして、希望すれば弁護士の先生方から相手に伝

えてもらえること等を、とても丁寧に説明してく

ださいます。そのため、子どもたちは弁護士の先

生方の顔を本当にジーッと見詰めながら、ウンウ

ンと熱心にうなずいて聞く様子が多く見られま

す。この丁寧な目的の説明によって、多くの子ど

もたちは表情が真剣になり、次第に前向きな姿勢

に変わっていきます。

その後、一時保護所に来る理由について説明を

受けたかどうか、一時保護所での生活、今後の見

通し等について尋ねられます。子どもたちは、そ

れぞれが思った意見を伝えてくれます。例えば、

一時保護所の生活では、食事、漫画、ゲーム、シャ

ンプーやボディソープ、リップクリーム等、身の

回りの物品等に対する要望や、集団生活での他の

子どもの言動に対する訴え等、意見の内容は多岐

にわたります。

一時保護所には、「子ども同士の連絡先の交換

はダメ」というルールや、「携帯電話の持ち込み

は禁止」というルールがあるのですが、それらに

ついては「トラブルを防止するためにやむを得な

い」と思って納得している子どもと、「納得でき

ない」と訴える子どもと分かれていました。ルー

ルの捉え方が子ども一人ひとりによって違ってお

り、ルールのあり方について改めて考えさせられ

ました。

一時保護所の良いところとしては、「職員が優

しい。」と答えてくれる子どもが多かったように

思います。「家や施設は辛いけれど、一時保護所

では、いつも誰か大人がいて声を掛けてくれる。

いつも自分を見ていてくれるから楽しい。」と話

してくれる子どもや、「一緒に遊べる友達がいる

から楽しい。」と語ってくれる子どももいました。

普段の生活の中では、自分に関心を向けてくれる

大人が側にいなかったり、安心して楽しく友達と

遊ぶ状況になかったりする等、孤立していること

が想像される内容でした。

中には、面接の導入段階で、「今日はここまで

にしたい。来週話をするから、また来週来て。」

と言って、２回にわたって面接を受ける子どもも

いましたし、導入時に試し行動をして、それを先

生にしっかり受け止めて頂く中で、自分の意見を

表明した子どももいました。子どもたちが表す行

動には、子どもたちのこれまでの暮らしや背景、

これまでの大人との関係性が強く影響しているこ

とが感じられました。

　⑷　面接終了後の様子について

面接終了後には、一時保護所の課長が迎えに来

ます。話ができたということもあり、緊張から解

き放たれ、「すっきりした」と言いながら帰る子

どもたちが多いです。弁護士の先生方からもらっ

た名刺を両手でとても大切そうに握り締めてエレ

ベーターに乗り、名刺に書かれている名前を「“お

くのせんせい”か。」と、小さな声で読み上げな

がら帰る様子も見られます。そして、一時保護所

に戻ると、「無くしたらいけんからカバンに入れ

とって。」と職員に渡す等、名刺をぞんざいに扱

う子どもはいませんでした。全体としてはそのよ

うな状況です。

奥野　ありがとうございます。加害行為が背景にあ

る子どもが断りがちというのは、確かにそうかな

というところがございます。

我々としては、最初にここに来た経緯を聞く、

一時保護に至った経緯を本人に聞くというところ

には、かなり神経を使っています。言いたくない

ことを言わなきゃいけないと思ってしまうと辛い

だけの場になってしまう。それは別に加害行為が

なくても、虐待の種別とか、受けた被害の内容に

よっては、他人に言いたくないこともあるためで

す。だから、「具体的に言わなくてもいいんだけど、

それをあなたが知っているかどうかだけは教えて

ください。」というところで、かなり気を使って

聞いているつもりではあります。

青井さんからは、先程非常に良い面をおっ

しゃって頂いたのですけれども、人間同士ですか

ら、当然相性の合う、合わないがあって、例えば

私も１例だけ途中から黙ってしまった子どもがい

ました。早めに、「ごめんね。ありがとう。」と終

わらせた子どももいるのですが、大半は割と、私
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がいい加減にやっているだけかもしれませんが、

非常にカジュアルな内容を話しております。子ど

も同士の交流というところで１人覚えているの

は、退所の際の連絡先交換等ができないという

ルールに関してなされた発言で、「保護中に他の

子を好きになったらどうするの？」「恋愛って自

由じゃん。」、「好きになっちゃうのを止められる

の先生？先生はどうなの？」と聞かれて、「おお

･･･。」みたいな話をしたこともありますし、ゲー

ムの話なり、おもちゃの話なり、漫画の話なりに

なることもあります。思ったほど仰々しい話では

ありません。今、担当している弁護士の顔ぶれを

見ても、そんな感じで、よくも悪くもチャランポ

ランな話もしつつ、ただ濃淡、メリハリですね、

必要な事項・重要な事項は、しっかり話をすると

いう聞き方はしていると思います。

青井さんにも、私がお聞きするときに横に記録

係として座って頂いたことがあるのですが、青井

さんが面接内容を見ておられて、特に不穏な感じ

のまま終わったことは、それほどなかったという

印象ですか。

青井　そうですね。最初は緊張している子どもが大

半なのですが、「何のための面接なのか、今日は

何をするのか」という最初の面接の枠組みの説明

を子どもが理解すると、「話をしよう。」と表情が

変化し、とても前向きに話をしてくれる子どもが

多いという印象を受けています。

２　意見表明を受けての改善点

奥野　ありがとうございます。それでは、次の（２）

子どもの意見表明を受けて改善した点ですが、例

えばシャンプーの銘柄が増えたとか、茶髪とか金

髪がオーケーになったという話がありましたが、

髪の色については、現在は何色でもいいんですか。

青井　そうですね。特に色は問わないです。

奥野　青とかでも別にいいんですね。

青井　そうですね。この間、シルバーみたいな色の

子どももいました。

奥野　シルバーですか、なるほど（笑）。つまり、

かなり自由な場所になってきたというところです

けれども、その他何か、青井さんが認識しておら

れる変化はありますか。

青井　茶髪がＯＫとなったのは、非常に大きな変化

でした。それ以外には、一時保護所での学習につ

いての変化があります。一時保護所では、学習内

容は、子どもの学年や学力等個別に応じています

が、場所は、一緒の部屋（学習室）で全員が学習

している状況にあります。

ある子どもから、「他の子どもに教えている職

員の声が気になって、勉強になかなか集中しにく

い。」という訴えがありました。そして、「できれ

ば、僕は１人で別の部屋で勉強がしたい。」と話

してくれました。この点を一時保護課長に伝えた

ところ、すぐに保護所内に１人で勉強できる場所

を用意してくれて、勉強が落ち着いてできるよう

になった例があります。ただ、それを続けている

うちに寂しくなり、再び、皆が勉強している学習

室に戻りました。

また、岡山県児相の一時保護所は、１日５回と

歯磨きの回数が多いのですが、「多過ぎるのでは

ないか。」との意見が幾つか出ていたことを受け

て、虫歯にならないよう、食後の３回のみの実施

に変わりました。

他には、一時保護所の生活面の改善だけではな

く、子どもたちから出てきた処遇面の意見につい

ても、担当の児童福祉司や児童心理司に伝え、子

どもに対してわかりやすく説明し、子どもが納得

して進めていく流れにしています。

奥野　ありがとうございます。本当に細かいところ

を挙げ出すとキリがなくて、児相の方々、一時保

護所の方々が当たり前と思っていたことが、「あ、

確かに何でこんなルールがあるのだろう？」と

いった感じで、私が「これ、何でなんですか？」

と聞くと、「うーん、確かに…。」みたいなことが

いくつかありました。

私が覚えている象徴的な意見としては、何度も

何度も一時保護されて、いわゆるリピーターみた

いな感じで来ていた高２ぐらいの女の子が、昨年

の12月に話を聞いたときに、「（一時保護所の様子

が）今回は、明らかに違う。」と言いました。「え、
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何が？」と尋ねると、「何かはわからないのだけ

れど、何となく一時保護所の雰囲気が良い。」と

言ってくれました。初めての一時保護ではないた

め、シャンプーのこと等々、彼女は一時保護所の

これまでの状況をよく知っているのです。「前に

は、なかったものがある。」、逆に「前にあったルー

ルがなくなっている。」ということを総体的に捉

えてくれたのだと思うのですが、「全体として非

常によくなっている。」と言ってくれました。

これは、あくまでも一人の子どもの意見ではあ

りますが、弁護士としても、やはり100人ぐらい

の子どもの話を聞いているとしんどくて、一つ一

つの希望や改善をモグラ叩きみたいに行っていた

ところだったので、上記の子どもの発言は非常に

うれしかったです。「ああ、やってきてよかった

な。」と思いました。この子どもが一瞬でも「一

時保護所がよくなった。」と思ってくれただけで

も、「この１人の子どものためにだけでも、やっ

た価値があった。」と思いました。

３　子どもへの影響

次は、今までもある程度話して頂きましたが、

（３）の子どもへの影響というところです。悪い

影響もよい影響もあると思うのですが、心理職で

もある青井さんの目線から、どのような影響が

あったようにお考えですか。

青井　影響というよりは、この取組みが「子どもに

とってどのような体験になったのか。」「子どもに

とって、どのような意味があったのか。」という

視点からの話になるかと思います。

まず、この取組みは、子ども自身が自分で自分

の意見を形成していくプロセスになっていると感

じています。子どもは、先生方に問いかけられる

と、自問自答しながら自分の思いに気付き、それ

を言葉で表現し、受け止めてもらいます。

子どもたちは、先生方から、一時保護所での生

活や日課、ルールについて、「変わったほうがよ

いところってどんなところ？」と尋ねられると、

これまでそのようなことを聴かれた経験がないた

め、「何を答えればいいのだろう？」と考え込ん

だり、考える前に「特にないです。」と答えてしまっ

たりする子どもも多くいました。しかし、そのよ

うなとき、子どもたちが具体的にイメージしやす

いように、一時保護所の日課やルールが書かれた

生活のしおりを先生方が見せながら、「このルー

ルについてはどう思う？」と、１つずつ丁寧に子

どもに問いかけ、「どうしてそんなルールになっ

ていると思う？」と聴いてくださることで、子ど

もたちは一時保護所の生活を思い浮かべ、自分な

りに考え、「あ、そういえば、自分はこんなふう

に思っていたな。」と気付き、そこから思いを言

語化して、「どうしてほしいのか」という意見に

まとめ上げ、伝えることができていました。子ど

もが自分の思いに気付き、それを伝えることがで

きたとき、とても誇らしそうな表情をしているの

が非常に印象的でした。

さらに、先生方が「あ、なるほど。そんなふう

に思っているんだね。じゃあ、これは伝えておこ

うか、どうしようか。」と選択肢を提示し、躊躇っ

ている子どもには、「僕は、伝えることもとても

大切だと思うよ。」と伝えて頂くことで、自分の

意見が大切に受けとめられて、大切に取り扱われ

ようとしていることを子ども自身が感じ、「実は

こういうことも思っているんだけど。」と更に意

見を伝えていく循環が生まれていたと思います。

子どもたちにとっては、自信に繋がる体験になっ

たのではないかと感じました。

最初の説明で、先生方から「全国の一時保護所

をよりよくするために、あなたの意見を聞かせて

ほしい。匿名であなたの意見を公表していいか

な。」と聴かれると、子どもは、「ん？どういうこ

とかな？」と一瞬考えて、「えっ！みんなの役に

立てるの？」と気付くと笑顔になり、「いいよ。

大丈夫。」と力強く返事をし、前向きになってい

く様子が見受けられます。子どもたちには、「誰

かの役に立ちたい。」という気持ちと、「自分と同

じ境遇にある子どもたちのために何とかしたい。」

という気持ちがあるということを感じさせてもら

いました。

また、子どもたちにとっては、この取り組みが、
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何よりも自分自身が尊重されている体験になった

のではないかと思っています。例えば、自己紹介

のときに先生方から名刺を渡される体験も、恐ら

く今までなかったのではないかと思います。大人

と同じように扱ってもらうこと、この面接の趣旨

や目的を丁寧に説明してもらうこと、「意見を伝

えるのも、伝えないのも、あなたが決められる

よ。」、つまり「選択権は、あなた自身にあるんだ

よ。」というメッセージを伝えてもらうことなど、

「あなたが主体である」という働きかけやプロセ

スの一つひとつが積み重なり、「自分が尊重され

ている」と子どもたち自身が実感できる体験に

なったのではないかと思っています。

先程、奥野先生から紹介がありましたが、もう

何度も一時保護所に来ている子どもにとっては、

自分が伝えた意見が生活の改善に実際につながる

体験となっていますので、「今年に入ってから一

時保護所は急に色々OKになったよ。」「前より段々

変わってきている。」「弁護士さんを通じているか

らかな。前よりいい生活になっている。」――こ

れは子どもの言葉のままですが、そのように言っ

てくれる子どももいました。子どもの意見を踏ま

えた生活の改善を通じて、子どもがエンパワーメ

ントされていると感じています。

奥野　ありがとうございます。身体的虐待でも性的

虐待でも同様だと思うのですが、「これから殴っ

ていいか？」と言って、意見を聞いてから殴るよ

うなことはあり得ないわけで、虐待という事象の

根底には、「家庭において、子どもが意見を表明

する機会がなかった。」ことがあるのだと思いま

す。そういった意味では、彼ら彼女らにとっては、

意見を聴かれるというのは新鮮な経験なのだとい

うことを、青井さん初め、児相の方から色々お伺

いして、弁護士としても気づきがあったというこ

とです。

４　児童相談所職員の側の気づき

奥野　最後になりますが、記録者としての立合いを

通じて、青井さんの側から、いつもの日常業務と

違ってお気づきになられた点というのが何かあり

ましたか。

青井　そうですね。この取組みで、記録者として立

合い、状況を俯瞰してみる中で、改めて「子ども

たちって本当にすごい。」というのが私の印象で

す。そして、「子どもたちは、一人ひとり自分の

意見を持っていて、それを伝える力がある。」と

感じました。表現は拙ないこともありますが、子

どもたちは、自分の生活経験に基づいて、自分の

言葉で語ろうとします。面接終了後、記録を文字

起こしするのですが、そうしてみると、改めて子

どもはずっと一貫したことを話していることがわ

かります。

そして、そうした話の端々に、これまでの家庭

環境や地域との繋がり等、子どもが生きてきた世

界での暮らしがうかがえる語りがなされており、

子どもたちは自分たちの境遇について明確には言

わないけれども、よくわかっていると感じられる

経験になりました。

生きている環境は過酷だけれども、そこは一旦

受けとめ、不安を抱きつつも、少し先の未来に期

待しながら、前を向いて歩こうとしている姿が見

受けられました。子どもたちには、本当に可能性

があると改めて感じさせてもらいました。

先程の一時保護所が変わったと言ってくれた子

どもが、次の様に語ってくれました。「分かった

気になってほしくない。私でしか分からんのに。

自分の内面に秘めていることを“分かっている”

と言われたくない。分かりたいならちゃんと聞け

ばいいのに、聞かずに“分かっているよ”と言っ

てくる。子どもの話聞かんと児相の意味ないじゃ

ん！」－「分かりたければ聞けばいいのに。」私

たち児相職員にとって重要なことは、この言葉に

尽きると思います。子どもに関することは、子ど

もに意見を聴き、それを活かしていく仕組みづく

りをする必要性を痛感しています。

まず大前提として、子どもの人生にとって重大

な決定をする児相職員が、子どもに必要な情報提

供をし、子どもの意見を聴き、対話しながら支援

を進め、その意見を活かしていくことが必要不可

欠と考えています。それに加えて、自分の処遇や
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一時保護所の生活に直接関わらない中立的な立場

にある第三者によって子どもが意見を聴かれる機

会を持つことも重要だと感じています。なぜなら

ば、子どもたちは、自身の処遇に直接関わる児童

相談所職員に対しては、よくしてもらっているか

らと気遣ったり、その後の処遇や関係性にもたら

す影響を斟酌し、自分の思いや希望を言えないこ

とがあることがわかったからです。自分の意見が

どのように扱われるのか、そのプロセスについて

も、子どもたちが納得し、対話しながら進めてい

くことが大切です。

Ⅴ　弁護士から見た実施の感想

奥野　ありがとうございます。これまでは、青井さ

んにお聞きする形で伺ったのですが、今度は、弁

護士の立場からやってよかったこと、やりにく

かったこと等を、青井さんからご質問頂く形でお

話したいと思っております。

青井　ありがとうございます。先生方は、これまで

子どもと面接する機会があまり多くなかったので

はないかと思いますので、子どもたちとどのよう

に接したらいいのか、面接したらいいのか、大分

悩まれたのではないかと思います。実際には、ど

のようなことに留意しながら、子どもたちに接し

ておられるのかを教えてください。

奥野　ありがとうございます。非常にアンビバレン

トな感覚なのですが、子どもと思わない一方で子

どもと思う必要があるというか。

まず、「子どもだからこうだろう。」という聴き

方は、多分相手に敏感に伝わっちゃうんだろうな

と思っていました。なので、まずはきちんと丁寧

に「奥野と申します。」という感じで入っていく

ようにして、成人の依頼者と同じように接する、

同じように敬意を持って接することは気をつけた

つもりです。

ただ一方で、言葉のチョイスであるとか、あと

今までここに来るまでの間に非常につらい思いを

した可能性のある方だということを前提にすると、

普通の依頼者に聞くように、「何があったのです

か。具体的に言ってください。」というふうにざっ

くばらんに細かいことを聞くわけにはいかないと

いうところで、そのバランスについては非常に気

をつけました。広い意味で言えば、「子どもを傷

つけない。」一言で言えばそういうことですが、そ

こについては気をつけたつもりです。しかし、実

際に実現できたということはちょっと難しいかも

しれないですね。先ほど申し上げたように、聴取

の経緯で黙ってしまった子どももいないことはな

いですので、もしかすると負荷をかけてしまった

のかなということは反省としてはあります。ただ、

そのために児童心理司の方に記録者として入って

いただいていますので、最終的には横からタオル

を投げて頂くということで、大事故は防げるよう

に担保したという設定にはしております。

あとは、最初にも申し上げましたが、必ずしも

驕らないということです。私は、児童福祉に関す

る知識とか経験は、普通の弁護士よりは若干なが

らあるかもしれませんが、児相の方とか一時保護

所の方と比べると、素人に近い程度と思います。

ですから、児童福祉の実務に関する一定の知識、

経験が必要だというところはありながら、一方で

本職ではないというところについては、常に謙抑

的に話を聞いてきたつもりではあります。

青井　ありがとうございます。「意見を聴かれる子

どもの権利」について、子どもたちにどのように

伝えるか、大変難しいですが、奥野先生は、「子

どもと大人の違い」について子どもに問いかけ、

それを通じて、子どもたちにわかりやすく説明し

てくださっているのが印象に残っています。子ど

もに理解しやすい伝え方を工夫してくださってい

るのでしょうか。

奥野　そうですね。もう毎回、何十回も同じことを

しているのを青井さんに見られるのは若干恥ずか

しいんですが、まずは「子どもと大人の違いって

何だと思う？」と聞いた後で、「じゃあ、あなた

は自分のことを子どもだと思う？大人だと思

う？」というところから始めています。

大概の子どもは「自分は子どもだ。」と言います。

「ああ、子どもだと思っているんだね。確かに法
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律上は子どもだよね。でも子どもだからといって、

すべての権利がないわけじゃない。当然、あなた

は嫌なことをさせられない権利はあるし、誰にも

理由なく殴られない権利がある。」そのような感

じで、「あなたは今この場で意見を言う権利があ

る。」といった入り方をしています。

その子どもの成長段階というか、端的に言うと

年齢です。年齢に応じて、ある程度説明の仕方は

変えていますが、ただ、決まったプロトコルのよ

うなものがあるわけではないので、先ほど申し上

げたように、私は少なくとも非常にカジュアルに

やっているつもりではあります。わからなかった

ら子どもたちから質問してくれるかなと思ってそ

こは進めています。

青井　ありがとうございます。これまで面接をして

頂いた中で、先生が印象に残っている子どもや子

どもからの意見、象徴的な内容はありましたで

しょうか。

奥野　語ってくれた意見で記憶に残っているのは、

先ほど申し上げたとおりです。むしろ「語られな

いことについて、本当は深刻な問題があるのだろ

う。」とは考えております。

先程、最初にも申し上げたとおり、初めて会っ

た人間、ないしは１回２回会った人間に対して、

我々であっても真相とか真意を語るのは非常に抵

抗がある。子どもは余計にそうだと思いますので、

我々に言わないことというか、「普通、こう思う

んじゃないの？」ということに対して、「大丈夫

です。」という回答をするところに、本当は深刻

な問題があるのではないのかということは、よく

考えています。

あとは、岡山県、岡山市の一時保護所は、「す

ごく安心できる。」とか、「楽しい。」とか、「先生

たちはみんないい人だ。」という意見が多いんで

す。実際にそうだとは思うのですが、我々が子ど

も時代に一時保護所に入って生活していると仮定

してみると、あくまでも想像に過ぎませんが、少

なくともパラダイスではないと思うのです。諸々

ルールはあるし、集団生活だし、そのような一時

保護所を「安心できる。」「楽しい。」といった意

見を言ってくれるという点に、逆に今までの家庭

での生活が大変だったのだろうと思いながら聞く

ことは、よくあります。

また、一時保護所ならではの不満です。「外に

出たい。」「外が見たい。」「好きな時間にお風呂に

入って、好きな時間に寝たい。」「好きな時間に起

きたい。」「好きなものが食べたい。」といった話

もよくありますが、そういう不満を言ってくれる

のは、非常に健全かなとは思っています。むしろ、

それをため込んで、「仕方ないんだ。」「前よりは

ましだ。」「やむを得ないんだ。」と考えてしまう

方が、彼ら彼女らがより受けてきたダメージが根

深いのかなとは感じています。

青井　ありがとうございます。今の話とも繋がると

思いますが、一時保護所は権利の制約がかなりか

かっている場所だと思いますが、そういった視点

からはどのようにみられましたか。

奥野　基本的には虐待とか社会的養護とか、そう

いった文脈で一時保護所に入ってきた子どもたち

は、そもそも家庭で権利が諸々制約されている、

かつその制約というのが必ずしも合理的ではなく

て、合理的な範囲を超えて不当な侵害にまで至っ

ているケースが多いのですね。

そのため、一時保護所に不満がないからといっ

て、一時保護所での生活が果たして合理的な範囲

内かと言われると、そうではない。「前と比べて

ましだ。」というだけであって、「叩かれない」と

か、そういう被害を受けないという意味では、非

常に安心した環境ではあるんだろうけれども、一

時保護所の性質とか理念において本当にあるべき

姿なのかということは、常に考えなければいけま

せん。「不満はないよ。」という意見から、逆説的

に「より問題があるんじゃないか」とか、非常に

僭越なことを申し上げますけれども、「不満がな

い」ということに、我々が油断してあぐらをかい

てしまっているのではないかなというところは感

じています。

日本特有の問題かもしれませんけれども、「権

利を有している」「その権利を制約する」という

思考自体があまり得意ではないと思うのです。権
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利を制約しているという認識よりも、むしろ「不

適切な状況から助けてもらった。」「解放された。」

「保護されている。」、そういった安心感のほうが

多いので、不満がなかなか出てきにくい土壌があ

るのかなと思っています。

ですから、そこに関しては、不満を言うパワー

がある子どもだけではなく、不満を言うパワーが

ない子ども、ないしは気づいてない子どもに対し

ても、やっぱり積極的に、「本当に大丈夫？」と

いうのを気づいてもらうことが良いことか悪いこ

とかというと、一時保護所での管理上はよくない

のかもしれませんが、できる限り「不満はないよ。」

という一言を信用しないというか、そういった形

で権利制約がないのかという話は聞くようにした

次第です。

青井　ありがとうございます。昨年度、先生方に施

設に入所している子どもたちにも面接をして頂く

機会がありました。一時保護所で生活している子

どもたちは、それでもまだ比較的自由に自分の意

見を語ってくれるのですが、施設に入所している

子どもたちは「不満がない」と述べるに留まるこ

とが多く、私たちもかえって根深さを感じたとこ

ろです。

Ⅵ　今後の取組みについて

青井　それでは、こうした取組みを踏まえ、見えて

きた今後の課題についてお話します。実施上の課

題として、面接日や時間、場所等は児童相談所職

員や弁護士の先生方等大人の都合で設定してお

り、子どもが選べる設定にはなっていないことが

挙げられます。「子ども中心」と言いながら大人

の都合によって実施し、子どもはそこに合わせ、

協力してくれています。子どもの意見を聴くとい

う権利擁護の取組みの中でさえ、「大人中心」だっ

たと気づいたときには愕然としました。

面接の機会については、子どもが「今日話をし

たい。」と日程を選べるように、予め実施日を知

らせておくこと、面接の回数を増やしタイム

リーに対応できるようにしていきたいと思ってい

ます。「子どものために」ではなく、「子どもと共

に」この活動を進めていくことの大切さを感じて

います。奥野先生はいかがでしょうか。

また、意見を聴かれる子どもの権利は、知る権

利とセットです。前提として、適切に情報提供さ

れている必要があります。一時保護所入所のオリ

エンテーションの段階で、子どもに、担当の児相

職員は勿論ですが、第三者として弁護士の先生と

お話をする機会があることを情報提供しておく必

要があると考えています。

奥野　聴取者及び記録者の課題というところで、私

は主に聴取者という立場からお話をするんです

が、まず国が進めているアドボカシーというもの

が一体どういうものなのかというのも、明確な、

具体的な内容というのがよくわかっておりません。

そんな中で、今の我々が取り組んできたものに

ついて、その課題の一番大きなところは、やはり

第三者性というか中立性という点だと思います。

最初の説明で、児相の外の人間だ、ただし児相と

一緒によく仕事をさせて頂いているということを

説明しております。本当のアドボカシーのあり方

とは何なのかということにも関わるのですが、完

全に子どもの側に立って、極論を言うと、子ども

が児相の方針が気に食わない、児相に対して訴訟

をしてでも私を家に戻してくれ、といった場合に

は、我々は代理人として子どもの側に立つことは

できません。なぜならば、基本的に児相と仕事を

しているため、利害相反が生じてしまうためです。

このような、利害相反というものが顕在化して

ないという前提で、少なくとも児相の職員さんよ

りは中立的であろうということお話を聞いている

のですが、中途半端な立場なのではないかという

批判をされると、それに対しては正直言って再反

論はできません。

ただし、例えば刑事事件みたいなものを想定す

ると、逮捕、勾留された被疑者のためには、当番

弁護という制度があります。弁護士会の名簿の中

からランダムで選ばれた弁護士が逮捕・勾留され

た人の話を聞きに行く。そして、場合によっては

逮捕・勾留から身柄を解放すべく、その人の弁護
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人となって動く、そういった制度があります。そ

れでは、そのような制度が、果たしてこの児童福

祉、一時保護という領域において適切なのかとい

うと、そこは非常に微妙だと考えております。ま

ず、現行法においては、そういった制度は存在し

ない、したがって児相がそれを嫌だと言えば、拒

否できるような形になっています。

そうなると、突然、私は子どもの代理人ですと

いうことで弁護士が来たからといって、多分、実

際に話を聞いたりとか、面接をする、ないしは今

の環境を改善すべく児相の職員に申し入れをする

ということは、現実的には不可能だと思うんですね。

かつ、再三申し上げてきたように、私も僭越な

がら一般的な弁護士よりはこの業界のことを少し

だけ教えて頂いたということはあるんですけれど

も、児童福祉の諸々を全く知らない弁護士が話を

聞いてみると、「え、あなたは嫌と言ってるのに、

こんなところに連れてこられたの？」と。保護所

のドアをガチャガチャとやって、「え、鍵あかな

いよね。え、出られないの。これひどいよね。」

という形で、一時保護というものの目的とか趣旨

というものを理解なさらずに、徒に対立関係をあ

おってしまうということも起き得るんじゃないか

なと思っています。

当然、上記のようなものが本来のあるべき姿だ

と言われたら、それは仕方がありません。子ども

の側に全面的に立って、児相と紛争になってでも

子どもの意見を実現するべく活動する、それが本

来のアドボカシーの姿だと言われれば、我々の

やっていることというのは少なくとも理想からは

かなり離れたことにはなります。しかしながら、

果たしてそれが本当にあるべき姿なのかなという

と、私も今の段階では明確なものは抱けていませ

ん。確かに、どこかで中立性とか、児相とは完全

に独立した意見聴取者というのが必要になるよう

な局面というのは出てくるんだろうなというふう

には思っています。ただ、この取組みは再三述べ

るとおり暫定的なものなので、あくまでも児相と

一時保護所の協力を得ながらやらなければいけな

い。そうなると、どうしても我々みたいな、ある

程度児相との間に信頼関係があると思っているん

ですけど（笑）、こういった弁護士がやらざるを

得ないのかなと考えて、事例を積み重ねてきたと

いう次第であります。

青井　そうですね。ありがとうございます。

Ⅶ　今後の展望

青井　それでは最後に、これからの取組みについて

説明し、締めくくりとさせて頂きます。

この取組みについては、４月から施行されてい

る「岡山県社会的養育推進計画」の第１目標に位

置づけられています。皆さんの自治体でも同じよ

うに計画が策定され、今年から10カ年で施行され

ていることと思います。

第１目標は、「子どもの意見を聞かれる権利を保

障し、参加を実現するシステムの構築」です。実

現に向けた第一歩として、今回の取組みがありま

す。昨年度までの試行期間を経て、今年度から「子

どもの権利擁護推進事業・子どもの意見表明ヒア

リング事業」として事業化されました。県を挙げ

て今後取り組んでいく方向になっております。

そして、今年度から、子どもの意見を活かすた

めの仕組みとして、社会福祉審議会を活用したシ

ステム実現に向けて動き出す予定です。現段階で

も、短期的に改善できる意見、緊急性を要する意

見は、速やかに一時保護所や児相の担当者に伝え、

対応してもらう流れになっています。

中長期的な課題に関して、一時保護所や社会的

養護等の環境改善、施策への反映が必要な意見に

ついては、子どもの同意を得た上で弁護士の先生

方が取りまとめ、社会福祉審議会に報告書を提出

し、社会福祉審議会から県庁の事業担当課へ意見

具申する流れになっています。その結果を子ども

にフィードバックする仕組みについては、現在検

討しているところです。また、意見聴取をして頂

く弁護士の先生方については、今後、社会福祉審

議会からの委託を受けてそれを行う仕組みに変更

することも検討しています。

ここまでは、今後の大きな方向性についてお伝
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えしたのですが、実際の取組みはといいますと、

今年度から事業化され、意気込んでいたにもかか

わらず、年度当初は新型コロナ拡大の影響により、

外部スタッフと一時保護所・施設入所中の子ども

との接触を控える必要性が生じたため、残念なが

ら、しばらくの間面接を実施できない状況となり

ました。自粛期間は一時保護も激減し、この期間

は、私たち自身がこの取組みを見直す時間となり

ました。

まず、今年から立ち上がった「子どもの意見表

明ヒアリング事業」に関わる弁護士の先生方、児

相職員、県庁職員等が一堂に会して、今後の方向

性について検討しました。

そこでは、子どもの意見を受け、子どもの不安を

和らげるため、子どもの権利委員会の女性の弁護

士の先生に新たにメンバーに加わって頂きました。

また、多くの子どもたちが意見を聴かれる機会

を保障するために、昨年度よりも面接回数を増や

して、10日に１回ぐらいの頻度で行うように設定

しました。子どもたちが見通しを持ちやすいよう

に、予め３月末までの年間の面接日がわかるよう

にしました。

他にも幾つかの課題が挙げられました。子ども

たちの意見をどのように活かしていくかということ

です。子どもの意見を活かしていくためには、担

当職員が子どもの意見を真摯に受けとめて、子ど

もと対話し、改善に向けた対応をすることが重要

になります。これまで児相の担当者に意見を伝え

てほしいと依頼されたときには、面接を担当した

弁護士の先生方か立会者が口頭で担当の職員に意

見を伝える流れで対応していました。今年度から

は、子どもが伝えてほしいということを文章化し、

児相の担当職員に齟齬なく伝えるようにしました。

併せて、子どもの意見への児相職員の対応内容に

ついて、子どもや弁護士の先生方がフィードバッ

クを受けられるように、面接を担当した先生が申

送書を作成し、児相の担当職員への口頭説明に加

えて、文書でも意見を伝えるようにしました。

このとき、子どもの意見を受け止め、組織的な

対応となるように改善に向けた対応を組織的に

バックアップする体制が必要です。したがって、

事業を実施している中央児相長に申送書を上げ

て、そこから各所長に直接渡すことを通じて、所

長から担当者へフィードバックする仕組みとしま

した。

その他、子どもの権利の観点から、一時保護所

での生活、一時保護所を利用する子どもへの情報

提供、子ども向けの生活のしおり等を見直し、子

どもにとってわかりやすいものにしていく必要が

あるとの結論になりましたので、今後、検討を行

うこととしています。

この最初のヒアリング事業検討会議の中での議

論について、奥野先生から補足があればお願いし

ます。

奥野　申送書というのを新規に作ったんですけれ

ども、特段新しい内容が記載されているわけでは

なく、きちんと文書化してお伝えしようという趣

旨に基づくものです。A４の１枚が２段になって

いて、上のほうに子どもの要望・意見を記載し、

下のほうにどう対応されたかというのを児相に書

いて頂く部分があると。これを積み重ねていけば、

これがこういうふうによくなった、ないしはこう

いうことで残念ながら見送ったということが一覧

できるようになっております。今までの件だと面

接の記録を一個一個見ないといけなかったので、

ある程度システマティックに合理的にできたのか

なというふうには思っています。

青井　併せて、児相の職員の人材育成研修でも「意

見を聴かれる子どもの権利の実現」をテーマに研

修会を開催しました。そこでの振り返りも、職員

全体で共通認識を図る機会になったと思います。

研修会では、講師に「国連子どもの権利委員会」

委員の大谷美紀子弁護士をお招きし、「子ども自身

の声を大切に～子どもに関わるすべての大人の役

割～」と題して、オンラインで御講演を頂きました。

その後、奥野先生も含め、県の取組みに協力して

くださっている弁護士の先生方、有識者の先生方、

児相職員でディスカッションを行いました。

その中で最も印象に残った内容は、「子どもの

意見を聴くこと」は、「聴いた意見を意思決定に
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反映していくことまで含まれる」ということです。

意思決定をする人（＝児相職員）は、必ず子ども

の意見を聴き、意思決定に反映しなければならな

い。分かっていることではありますが、実現への

道は険しい。しかし、私たちは子どもの人生を左

右する意思決定機関ですから、当然、子どもの意

見を聴き、意思決定に反映させていく必要があり

ます。

「意思決定に反映する」とは、「子どもの言うと

おりにする」という意味ではなく、決定のプロセ

スと理由を子どもに説明し、子どもと対話をしな

がら支援を進めていくことだと認識しています。

この研修に参加した多くの児相職員は、改めて基

本的な考え方を共有し、実感を持って受け止めま

した。児相職員が、子どもたちの意見を聴き、そ

の意見を反映させる。岡山県の取組みは、その前

提に立って、第三者が子どもの意見を聴かれる権

利を保障していくことになります。子どもは、児

相が自分に関わる重要な決定をするところだとよ

くわかっています。だからこそ、児相職員に気遣

いをしたり、忖度したり、時には反発したりする

のです。子どもは、「児相の人にはよくしてもらっ

ていて、よく話を聞いてもらっているから何も言

うことはない。」という話を弁護士の先生方にし

ます。しかし、子ども達が何か思うところがある

様子を見て、さらに問いかけると、「実はもっと

〇〇してほしい。よくしてもらっているから言い

づらいんだけどね。」という話が出てきます。そ

ういった意味で、子どもたちが、処遇決定に関与

しない第三者から意見を聴かれ、声を大きくして

伝えてもらう機会を保障していくことも必要だと

思います。

また、意見を聞かれる子どもの権利は、一時保

護や社会的養護だけではなく、児相の支援の開始

から終結まで、相談支援活動の全ての段階におい

て、一貫して保障していく必要があることを再認

識しました。自分の意見を表明した経験の少ない

子どもたちが、第三者にだけ安心して自分の意見

を述べることは難しいと思います。日々の暮らし

の中で、そうした権利を保障していくことが必要

です。

研修会には、奥野先生も参加されましたが、印

象に残っていることがあれば教えてください。

奥野　最初にこの取組みに至る経緯というところ

で「子どもの権利条約」を引用させて頂いたんで

すけれども、大谷先生もおっしゃっていたのが、

「子どもの権利条約」にあるからこういった権利

が認められるわけではない、ということです。「子

どもの権利条約」は、あくまでも、普遍的に認め

られる権利を確認的に述べたものであると。した

がって、仮に、この「子どもの権利条約」から日

本が脱退するようなことになったとしても、変わ

らず普遍的な権利として恐らく子どもの意見表明

の権利は存在するのだろう、ということですね。

ですから、我々も行政の皆さんも、一時保護所

のルールなんかは最たるものだと思いますが、必

ずしも何か書いてあるものに拠って立つだけでは

なくて、既存のものに批判的であれというのは

我々の職業的に持っている規範ではあるんですけ

れども、本当にこれでいいんだろうか、本当にこ

れが子どものためなんだろうかというのは、何か

に書いてある、ガイドラインに書いてあるとかで

はなくて、極論を言えば条約に書いてあるからで

すらなくて、一人ひとりの子どもというのが同じ

人間であり、同じ人権享有主体であると、そこか

ら始めていかないといけないのかなというのを、

改めて感じた次第です。

青井　ありがとうございます。私たちはこの取り組

みを試行錯誤しながら進めています。意見を聴か

れる子どもの権利の実現は、児相職員の意識と行

動が鍵を握っているため、この取組みがどのよう

に児相職員に受け入れられるかを非常に心配して

いました。結果として、子どもの視点や立場から

児相の仕組みや一時保護所のルール、あり方等を

見直す、とてもよい機会となっています。

子どもの権利の実現というと、理念的な話や、

そんなことは難しいという悲観的な話になりがち

ですけれども、子どもたちは等身大の言葉で具体

的に現状や意見を述べてくれますので、私たちも

どのように改善していくか、現実的な地点に立っ
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て考えることができると感じています。子どもの

意見を聴き、子どもと共に対話しながら改善、解

決に向けた支援や取組みを行い、子どもに還元し

ていくというプロセスそのものが、子どもの権利

に基づいたソーシャルワークではないかと感じて

いるところです。皆さんも一緒に取り組んでみま

せんか。私たちは、声をかけてくだされば、全国

どこにでも出かけて行き、この取組みを共有した

いと思っています。ぜひ、一緒に意見を聴かれる

子どもの権利を実現していきましょう。

（終了）
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横浜中央児童相談所の陶山です。ここから、発表

を始めさせていただければと思います。私は横浜市

に入庁して今６年目の年度が終わろうとしていると

いうところです。今日は児相の医師の役割というこ

とで、とりあえず運営指針は出してみたんですけど

も、皆さん後でちらっと見ていただければと思い

ます。

私が今、勤務している横浜市児相について、初め

にちょっとご説明できたらと思います。横浜市は面

積が435キロ平米ありますが、人口は375万人、子ど

もの人口は55万人です。そんな中で、横浜市に児相

が、４カ所、各所に医師が１人ずつ配置されている

という状態になっています。小児科出身の先生方３

人と、精神科の私という形になります。何とぜいた

くなことをと思われるかもしれませんが、医師が４

名配置になって、横浜市はもう10年以上たっていま

す。そういう意味でワーカーさん、児相の職員のほ

うも、医者の使い方といいますか、先ほど中山先生

がご発表になったようなところでは第２第３段階に

自然に移行できているような状態があるのかなとい

うふうに思います。

ただ、横浜市児相、診療所登録はしているんです

けれども、所内で処方箋は発行しておりません。横

浜市は本当に恵まれていて、たくさんの児童精神科

医の先生が地域にいらっしゃいますので、投薬が必

要なときとか、児相で終わらない、より専門的な治

療が必要という場合には、近隣の病院やクリニック

の先生をご案内するという形で対応しています。

４カ所に医師がいるものですから、みんな、小児

科出身の先生方もとても精神科のことも十分研修さ

れているという状態です。ただ、それぞれ得意、不

得意、多分個性もあると思いますので、月１回顔を

見合わす児相医師連絡会というのをやって、情報共

有したり、必要時にコロナのこともそうだったと思

いますけれども、連絡をとり合うような体制ができ

ていて、その辺はちょっと心強いと感じています。

ふだんの私が横浜市児相でやっている仕事という

のは、介入時に一時保護されるお子さん方の入所前

健診を行って、受傷の確認をしたりですとか、場合

によっては虐待医学に詳しい先生方、法医学の先生

方に相談するなんてこともしております。ただ、も

ちろん、介入時も十分やるんですけれども、多くの

時間何をしているかというと、援助方針会議やカン

ファレンス、職員のスーパーバイズ、子どもや保護

者への面接など、いわゆる中長期的なかかわりが必

要なケースの対応というのに追われているような気

がします。

６年前に横浜市に入庁しましたときに、当時いら

した金井先生から引き継いだ児相医師の役割を書い

てみました。これ、精神科治療学にも書いてあるん

ですけども、この５つでした。親子の精神医学的評

価をしなさいということ。それから一時保護所入所

をしているお子さんたちの健康管理や行動観察は

ちゃんとしてねということ。それから、児相や児童

福祉施設、関係機関等の職員さんへの指導をしま

しょうということ。それから医療機関や教育機関と

の連携も進めていきましょうねというところ。あと

はやっぱり地域への児童虐待防止に関する啓発活動

を行っていきましょうということがありました。

そういう役割は引き継いだんですけれども、６年

児童相談所医師の役割

横浜市中央児童相談所
陶　山　寧　子

＊　2020年度「児童相談所医師研修」でのオンライン講演をまとめたものです。
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前私が実際児相に来て、何しようかなと思ったとき

に、児相はやることがたくさんあって、虐待医学に

基づいた医療的な判断ももちろん今、必要とされて

るし、検察・警察との協同面接とか、トラウマケア

をどんどんやっていかなければいけないとか、医療

機関、法医学との連携も上手にやりたいし、里親家

庭の支援も十分やりたいしと、やらなきゃいけない

ことはたくさんあって、でも、どこから手をつけた

らいいんだろうというふうに考えました。

あんまりそんなに器用でない私に何ができるかな

と考えたときに、いわゆる攻めの児相みたいな、何

でしょう、介入時にすごく頑張る児相というよりは、

児童相談所の「相談所」みたいな、「子どもよろず

相談所」だったかつての児相というのがありますけ

れども、そういった本来の「相談所らしさ」みたい

なのを取り戻せたらいいなあみたいに思いました。

先ほども申し上げましたけれども、介入時の動

きって本当に大切ですけれども、むしろ精神科医と

してはその後、中長期的に続いていくお子さんとご

家族、それから地域に対する支援を十分やっていけ

たら、「相談所」らしい、見守る感じの児相なんでしょ

うか、ちょっと時代の流れとミスマッチしているか

もしれませんが、そんなことがしたいなと思って児

相の仕事を始めました。

愛知県の児童相談センターのホームページを見さ

せていただいたんですけど、そしたら「児相医師の

役割は『子どもたちの命を守ること』としっかり書

いてあって、とってもすてきだなと思いました。私

はそれに加えて、精神科医として自分がやりたいこ

ととして、子どもとその家族のあり方を考えること、

そういったこともしていきたいなというふうに思っ

たわけです。

そういった子どもと家族のための児相でありた

い、そのためにより正確な精神医学的評価というの

が医師である私たちには求められるわけですけれど

も、児相の精神医学的評価って何だろうと考え直す

と、やっぱり病院と大きく違うなと感じるわけです。

病院って、いわゆる主訴であるとか、いわゆる症状

であるとか、そういったものを抱えて初めて診療に

いらっしゃるという方が多いわけですけれども、児

相の場合は保護者の方もお子さん方も困ってはいる

ことが多いんだけれども、別に治りたいと思ってい

らっしゃることはあんまりなかったりするわけで

す。

そういう中では、ご家族を一人の医者として一生

懸命観察し、語りをしっかり聞き、その中でもとり

わけ生育歴といったものを丁寧に聞きながら、親御

さんとお子さんと医者のほうと、そういう生育歴み

たいなものをシェアしながら改めてそのご家庭の問

題となる点を洗い出ししていって、症状ではないか

もしれないんですけれども、症状に近い「これが困っ

てることだよね」というのを焦点化させるという作

業が非常に重要なのかなと思っています。

こちらも金井先生の言葉ですが、私が児相に来た

ときに「とにかく生育歴、頑張って聞けるようにな

らないとだめだよ」とすごく言われました。初め、

病院で診療している頃、生育歴は、確かに児童精神

科医としては大事なんだけど、何かいま一つしっく

りこなかったんですけど、でも、こんなふうに書い

てらっしゃるんですね。「生育歴（過去）を聞き取

ることは、今現在を理解し、将来を予測するために

行われることでもあります」。つまり、児童相談所っ

ていうワーカーさんが主なメンバーという職場で、

みんなでそのご家族の過去を聞いていくことで今現

在を理解して、きちっとしたリスクアセスメントを

して、お子さんが安全・安心な生活ができるように

努力していくということが大事になってくると思い

ます。

私がその生育歴を聞ける児相にしたいみたいにだ

んだん思うようになるわけですけれども、そのため

に何をしたかをお話しします。まず、所内会議とか

研修会の時間とか日々の業務の間でも、ワーカーさ

んやそれ以外のいろいろな職員の方に、「お願いだ

から、頑張って生育歴聞いてね」というふうなお願

いをたくさんしました。

そういうふうにしたら児相の職員の人たちって優

秀なので、すぐに一生懸命聞いてくれるようになり

ました。これが２番の段階なんですけど、聞いては

くれるんですけど、時系列で聞いてきてしまって、

私が聞いてほしい生育歴、要するにリスクアセスメ
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ントをするために、その家族を知るために必要なこ

とって、どうしてこの家族がここに来ているのかと

か、子どもを育むべき家庭という器があるわけです

けれども、それがどんな色形でどんな強度を持って

いるのか、どういうふうにその器ができてきたのか、

器がまた、将来的には再び機能できるのか、その器

を機能させるために私たちが何ができるのかという

視点を持って、生育歴を聞いてほしいということが

あって、時系列を聞いてほしいわけではないという

こと。なかなか口で説明してもわかってもらえない

かなというところで３番で、「わかった。職員が生

育歴を聞くときには私が聞くから、まずお手本を見

てね」みたいな形で、職員同席で私が生育歴を聞く

という形をしばらくとっていました。

そうすると職員も結構勘がいいので、何回か見て

いると「こんな感じで聞くんだな」ってちょっとわ

かってもらえて、そしたら４番の段階になって、職

員が今度生育歴を聞くときに、私は横にちょこんと

座っていて、たまに突っ込みを入れたりみたいな形

で職員が主導で自然に生育歴を聞けるようにしま

した。

そういうふうになると職員がいろいろなアセスメ

ントも上手になってくる、そうした中で、初めてそ

こで必要な症例に対して児相医師や児童心理司によ

るご家族の面接であるとか、そういったものに繋げ

られたらいいなというふうな形でやってまいりま

した。

結果として、こういうことをやっていたら、ちょっ

と地味な作業なんですけれども、本当に職員全体に

聞いた家族を一生懸命理解しようという、生育歴を

聞いて家族を理解しようという姿勢が身についてき

たように思うんですね。予想外だったことは、職員

にそういうふうなことをお願いしていたら、自分自

身が児相医師としての覚悟ができたんでしょうか、

心理の言葉で言えば、「準備性」がようやく整えら

れたっていうことなんでしょうか、親御さんからの

壮絶な虐待の体験であったり性被害の話であったり

ということが、あえて聞こうと思っていないのに、

とても自然な流れの中で開示されると言うことが、

非常にふえました。

そうすると同じ時間だけ面接していても、前より

ももっと深い話が聞けるようになって、私自身もす

ごく、そのご家族により深く入っていけるような気

がしましたし、治療的にも進めやすいし、リスクア

セスメントもしやすくなったかなというふうに感じ

ています。

ただ、横浜市の児相って、大分昔から医者もいて、

ワーカーさんも使い方をわかっている段階だと初め

に申し上げたんですけれども、逆にワーカーさんた

ちが、本当は児童精神科や精神科医に対する不信感

があるんだなということや、私みたいに丁寧に成育

歴をとったり、面接をしたりすると職員の時間がな

くなってしまったりだとか――必要な時間なんです

けどね――あるいは職員が萎縮してしまったりだと

かして「先生と一緒にやると、いいんだけど、ほん

と丁寧で、何か、こんなやっていいのかなって思っ

ちゃうんです」なんて言う職員も出てきたりして、

職員の中での差がついてきちゃったなというところ

も実際あります。この辺に関しては今後やっぱり職

員とコミュニケーションを上手にとりながらやって

いくしかないかなと考えているところです。

あとは、そういった必要なケースに関しては、保

護者の継続面接をやっていきたいなというふうに思

うし、それが子どもさんにとってもいいことだと思

うんですけれども、やっぱりなかなか時間的にも難

しかったりとか、地域でお願いしたいなと思うとき

に、経済的にも、それからもともとのニーズとして

も、もともとの援助希求を出すことの不得手さがあ

る保護者の方たちをずっと面接していっていただく

というのが、地域でやるのも非常に難しかったりし

て、これは今後も大きい課題として残っていくと

思っています。

今、児相医師の役割（ということで）、時間があ

んまりないのであれですけど、さっき金井先生が初

めに挙げた５つのことの一番上を説明したわけです

けれども、そのほかにももちろん生育歴を聞くとか

そういうこともやってるんですけども、私なりに工

夫してきたこととして、青字の（残り）二つについ

て、ちょっと説明をします。

一時保護所が本体の児童相談所の建物に附設して
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いる児童相談所と別々の場所にある児童相談所と実

はあって、それによっても違うと思うんですが、私

がいるところは保護所が附設していますので、とに

かく毎日保護所に行くようにしました。実は今、コ

ロナで緊急事態宣言中だけお休みしていますけれど

も、そういった形にしています。いろいろな子ども

の毎日の些細な言動というのを見て、ささやかなエ

ピソードを職員やあるいは必要時には親御さんと共

有したり施設の皆さんと共有したりすることが、本

当に支援方針の鍵になると思いますし、子どもの些

細な変化が私を元気にしてくれるという部分もあり

ますので、自分のメンタルヘルスのためにもこう

いったことは続けています。

やはりどうしてもワーカー職場と言うか、ワー

カーや心理の方がとても働いている職場ですけれど

も、実は医療職として児童相談所、横浜市の場合30

人ぐらい看護職がいますので、チームとしての医療

職という視点もちょっと忘れたくないなと思ってい

ます。子どもたちの健康面のこともそうですし、性

教育や健康教育、あとは地域へどういうふうに、予

防的な視点で虐待予防に関して広めていけばいいか

というのは、やはり保健師さんたち上手だったりす

るので、そういったものも時々活用しながらやって

いますよということは、お話ししておきたいなと思

いました。

あとは、日々よく「先生、仕事サボってるのね」

なんて言われちゃうんですけど、なるべく児童相談

所でうろうろして、軽い相談をしてもらえるように

工夫をしています。座ってじっくりのカンファレン

スとか事例検討もいいんですけど、ちょっとした立

ち話でできる相談というのが役に立ったりもすると

思うので、そういったこともできるような心遣いを、

できてるときとできてない日とがありますけれど

も、していきたいなと思っています。

もちろんこういった連携や啓発活動もあるんです

けれども、基本的にはやはり子どもの福祉第一に考

えた支援ということを立ち返るように、皆さん、関

連機関がごちゃごちゃしちゃったときなんかも、

やっぱり子どもの福祉第一ですよねというところを

ぶれないように児童相談所として話をしていくとい

うふうにしています。

これからの児相を考えていくときに、とても人が

増えたということがありますけれども、それによっ

てさまざまなこういった問題点も出てきていて、実

際なかなかしんどいなというところもあって、人材

育成はこれからの必須のことかと思っています。

それから、皆さんのところもそうかもしれないし、

もう４人もいるのにって言われてしまうんですけれ

ども、やっぱりこれからより若手の児相医師の方を

発掘していきたい、育成していきたいという思いが

すごくあるんですけれども、たくさん児童精神科医

がいる横浜ですらなかなか苦労しているというとこ

ろがあり、きっと皆さんも大変な思いをされている

んじゃないかなと思っています。

横浜では社会的養護の不足が非常に深刻でして、

一時保護所も常に満床という状態ですので、そう

いった意味で、社会的養護、里親含めて継続的な支

援を強力にやっていく必要があるんだということは

日々感じています。

このポスター（「STOP！子どもの前での大人の

ケンカ」）は、さっき医療職の人たちと「保健師さんっ

て地域に予防的視点でやっていくのが得意ですよ

ね」と言いましたけれども、児相の保健師さんたち

が、区の人たちにわかってもらったりするためにつ

くったポスターです。この中に心理的虐待という（言

葉が入っていますが）、虐待という言葉を入れるか

どうかというところのレベルから、区の皆さんとい

ろいろな意見交換をし、それでもやっぱりわかって

ほしいよねなんていうところを、いろいろやりなが

らつくった１枚のポスターです。

私たちは、児童相談所で日々虐待対応をしている

わけで、いろいろな機関と連携しながら、その先に

ある虐待予防という視点も、どこまでできるかって

いったら別の話なんですけども、そういった視点を

持ちながら仕事をしないといけないんだなというふ

うに改めて感じました。

最後に、つぶやきのようなまとめをします。これは

個人的な話になっちゃうんですけど、CHILDFIRST、

子どもの福祉第一優先ということを言いますけれど

も、私なりの解釈としては、これって児童相談所と
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いう結構厳しいところにいて、厳しい状況下のお子

さんたち多いですけれども、それでも児童相談所の

人たちは子どもの未来をあきらめないんだよとい

う、そういったメッセージなのかなと解釈してい

ます。

大変な状況のご家庭が多いですけれども、本当に

希望って大事で、そういうふうにしていかないと、

やっぱり何ていうか二次的に傷つきもありますか

ら、仕事を続けていられないなと感じています。と

にかくそういったかすかな希望を持ちながら、かす

かだけどはっきりした希望を持ちながら、子どもと

家族のあり方を考えていく児相みたいなものを目指

して、今後もお仕事ができていけばいいなと思って

います。以上です。ありがとうございました。

（終了）
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令和２（2020）年度専門研修の実績と評価について

	１　令和２（2020）年度における取り組みの概要　

令和２（2020）年度は新型コロナウイルスの影響により６本の研修を中止しましたが、年度途中に急遽試行

した研修が３本あり、当初計画の25本と合わせて28本の研修を計画し、最終的に22本の研修を実施することが

できました。令和２（2020）年度の研修に関して特筆すべき出来事はオンライン研修を本格的に導入したこと

であり、年度前半は法定研修を参集型で実施しつつ、３回のオンライン研修を試行し、11月から正式にオンラ

イン研修の開催に踏み切りました。新たな技術の導入により、受講者は移動の負担なく安全かつ効率的に研修

を受けられるようになった一方、講師が受講者の反応を把握しづらい他、受講者同士の交流を通じて日々の実

践を振り返ったり、支援者としての姿勢を内省したりする省察学習につながりにくいという課題も浮き彫りに

なりました。このジレンマは研修のあり方を根本から問い直すものであり、知識・技能・省察を深める研修を

再構築するために、新たな技術をどのように活用すべきか模索を続けています。

児童相談所（以下、児相）を対象とする法定研修は、カリキュラム（科目名と時間数）が定められているの

で集合形式で実施しましたが、新型コロナウイルスの影響で申込者の半数近くがキャンセルしました。施設職

員を対象とする研修はすべてオンライン化し、安全かつ確実に実施することに努めました。市町村職員を対象

とする研修もオンライン化したところ、虹センターの研修に初めて参加する自治体が大幅に増加しました。

テーマ別研修では、保護者が精神疾患を持つ家庭への支援を取り上げたところ、約700名の応募があったため、

定員200名のところを倍増して470名を受け入れました。オンライン研修は普及啓発の上で強力な媒体となるこ

とを改めて認識した一方、殺到する質問に対応仕切れなくなり、規模に応じた研修運営の工夫が必要であるこ

とがわかりました。

（１）オンライン研修の導入

令和２（2020）年５月下旬に、情報発信サービス登録者約4,000名を対象に「オンライン研修の受講環境に

関するアンケート調査」を行い、半数程度の機関において受講可能であることがわかりました。そして、６月

から７月にかけて試行的に「プレ・オンラインセミナー」を３本実施して、応募状況と通信確認を確認したと

ころ、いずれの試行研修も定員80名のところに150名ほどの応募があり、一部の人は私用パソコンで受講して

いることが分かりました。受講者アンケートでは、“参加しやすく便利だ”“不安だったが丁寧な案内で困らな

かった”などの意見が多かった半面、“質疑や意見交換がしにくい”という意見もありました。この結果を踏

まえ、安全かつ確実に研修を実施することと併せて、デジタルリテラシーの向上に資することを企図して、オ

ンライン研修を本格的に導入することとしました。

○プレ･オンラインセミナー	３本： 	「しつけと体罰」，「虐待対応における母子保健の役割」，「児童相談所におけ

る児童心理司の役割」

11月からオンライン研修を本格的に実施し、10本の研修のプログラムを１日のオンライン研修として再編成

しました。センターの研修の特色である「実践に結びつく」「つながりを大切にする」方針を維持するために、

双方向性があり、能動的に参加できる研修にするように努めました。具体的には、次のような工夫をしました。
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○オンデマンド配信：	センター作成の講義動画をweb上で視聴し、小レポートを提出する事前学習。科目数の減

少をカバー。聞き直しができる点が好評。

○事例のまとめ：	従来から実施していた課題だが、解説に沿って再アセスメントをする演習に変更。他者と意見

交換できないが、振り返りに集中できる。

○シンポジウム：	多様な意見や実践を聞くことができ、受講者の関心が持続する。講師が来場できない感染拡大

の際も、確実に実施できた。

○グループ討議：	ブレイクアウトルームを利用して小グループでの話し合いを実施。対面には及ばないが、付箋

を模造紙に貼る共同作業のツールで活性化。

○投		票		機		能：	受講者が回答すると瞬時に集計して視覚的に表示する機能。対面講義で挙手を求めるのと違い、

受講者間の一体感を高める効果があった。

10本のオンライン研修を経験して、現時点では次のように総括しています。知識の伝達では対面講義よりも

効果的に行える可能性を感じた一方、受講者同士の交流の濃密さは参集形式に及ばず、横のつながりを促進す

る効果は限定的だと言えそうです。演習は個別作業が中心になることで、落ち着いて振り返りができる利点と、

他者の意見を聞けない弱点の両面が見られました。また、事務局のコントロールを越えた課題もあり、職場に

いると緊急対応に呼び出されてしまったり、先方の通信環境で視聴品質が左右されたりするなどの問題が見ら

れました。受講する側でも受講態勢や通信環境をさらに整備する余地がある状況であり、職場を離れて研修に

専念できる時間と場所に身を置いて、日頃の実践について討議や内省をすることの意義を再認識しました。

○オンライン化した研修	10本：	児童相談所職員合同研修，児童相談所弁護士専門研修，市区町村虐待対応指導者

研修，児童心理治療施設職員指導者研修，児童養護施設職員指導者研修，乳児院

職員指導者研修，母子生活支援施設職員指導者研修，児童相談所医師研修／医師

専門研修，テーマ別研修「親の精神疾患と子どもの育ち」

感染症の問題が収束したとしても、デジタル化の波は社会に浸透していくと予想されます。センターではオ

ンラインでの受講による疲労に配慮して、ライブ配信は１日以内としていますが、今後を見据えた時に研修内

容が量的に十分か、今一度検討が必要だと考えています。演習内容や提示方法によって疲労の度合いが違うと

思われるので、研修内容を講師と事前に協議して科目数を増やすことも検討したいと思います。また、定見が

固まった知識は映像から効率的に受け取れる一方、流動的な事態に対する解釈や推論や見通しは、ワークシー

ト、グループ討議、ロールプレイを用いた能動的学習が効果的と考えられることから、映像教材と対面式の演

習を組み合わせたプログラム構成が有効ではないかと考えています。

今後もEラーニング等の新しいオンラインツールの導入を検討するとともに、参集型研修が省察や洞察を促

す特長をいっそう生かす手法を研究して、より受講しやすく、より効果的な研修となるように検討を続けます。

また、講師とオンラインで打合せをしやすくなったため、企画意図や講義内容に関する事前打合せを充実させ

たいと考えています。

（２）行政機関向けの研修

虹センターでは、「児童相談所長研修（前期・後期）」と「児童相談所児童福祉司スーパーバイザー義務研修（前

期・後期）」の２つの法定研修を実施しています。前者は平成17（2005）年から後者は平成29（2017）年から法

定研修として実施しており、いずれも児童福祉法の改正により受講が義務化されたことを受けて開始しました。
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児童福祉司スーパーバイザー（以下、福祉司SV）の育成は児相の専門性を担保する上で喫緊の課題であり、

これまでに他機関の実施分も含めて全国で937名が法定研修を受講しました。

福祉司SVの法定研修受講状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

研修所名／年度 2017 2018 2019 2020 合計

子どもの虹
情報研修センター

175
２回

161
２回

188
２回

70
２回

594

SBI子ども希望財団
83
１回

73
２回

－ － 156

西日本こども研修センター
あかし － －

60
１回

96
２回

156

特別区職員研修所 － － －
31
１回

31

合計 258 234 248 197 937

「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（新プラン）（平成30（2018）年12月18日児童虐待防止対策に関す

る関係府省庁連絡会議決定）では、令和３（2021）年度までに福祉司SVを920人に増員する計画です。また、

児童福祉法の改正により福祉司SVは任用前に法定研修を受講することが義務づけられたため令和３（2021）

年度から任用前の受講者が見込まれる上、令和２（2020）年度感染症の影響でキャンセルした人の受講も見込

まれる状況です。そのため、令和３（2021）年度に限り福祉司SV研修を年３回実施します。

受講者アンケートの評点を見ると、「児童相談所長研修」と「福祉司SV研修」は一般研修よりも評価が低い

ことが見て取れます。義務研修であるため、任意参加の研修と参加動機が異なることも影響していると思われ

ますが、研修日程が過密であること、基礎的な内容が多いことなどが影響していると考えられます。半面、福

祉司SV研修において、研修の前後に記入する自己評価ではどの項目にも上昇が見られ、一定の研修効果が認

められます。受講者アンケートや振り返りでは、バイザーとしての指導技術に対する関心が高く、後進育成の

方法や計画に関する研修ニーズが高いと捉えています。

受講前

受講後
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市区町村職員を対象とした研修では、定員を大幅に上回る応募がありました。オンライン化で参加しやすく

なっただけではなく、市区町村において研修意欲が高まっていることの現れでもあると考えています。虐待対

応部署での経験が浅い受講者が多く、具体的なノウハウを知りたいというニーズが高いようで、この面接場面

で何を質問するか全員が回答し共有するという演習が好評でした。市区町村職員への研修や技術的助言は、本

来は都道府県の業務ですが、市区町村の援助技能の向上は重要かつ緊急性が高い課題であることから、センター

でも要保護児童対策地域協議会の調整機関等を対象とした研修を実施することによって、好事例が生まれ、そ

れが各地域における支援ネットワークの技能向上につながることを期待しています。

（３）児童福祉施設関連の研修

施設職員を対象とする研修は感染予防をより重視してすべてオンラインで実施し、研修の再構成に際して研

修内容や時間数は処遇改善事業の要件を満たすように考慮しました。基本的な形として、講義動画を選択して

受講するオンデマンド学習・事前課題（事例のまとめ）・ライブ配信で構成し、いずれも小レポート等の提出

を求めました。オンデマンド学習は“自由な時間に受講できる”、“動画を選べるのが良い”、“聞き直しができ

る”などの好意的な意見が多かった一方、“勤務時間中は取り組みにくい”という意見もありました。事例の

まとめは“事前に事例をまとめてからのライブ受講は有効”、“振り返りの良い機会になった”などの意見が多

数ありましたが、“初めてのことで書きにくかった”、“個別にアドバイスが欲しい”等の意見もありました。

ライブ配信は講義・演習（まとめた事例の再アセスメント）・グループ討議という３部構成としました。“オ

ンライン研修は初めてだったがスムーズに受講できた”、“コロナ禍の中、全国の人と意見交換ができる貴重な

機会になった”などと肯定的な評価があった半面、“やはり直接会って話をしたい”、“虹に行きたかった”と

いう意見も多数見られました。

施設職員を対象とした研修のテーマは平成28（2016）年度に“包括的アセスメント”と“カンファレンスの

活用”を継続テーマとして位置づけてきました。その後、児童福祉施設は小規模化・高機能化・多機能化等に

取り組むことになり、平成31（2019）年度からアセスメントとカンファレンスを包含する形でテーマを拡大し

て、“施設の多機能化”と“職員チーム”をテーマの柱としました。近年の施設では、本園・ユニット・分園

の間で機能分化し、日常生活の中で愛着の再形成やトラウマケアに取り組むところが増えてきたため、職員チー

ム内の感情的対立である「分裂（スプリッティング）」に着目して、支援の質を担保するためにチームの連帯

感や職員ひとりひとりの自己覚知が重要であることを強調してきました。これに加えて、令和２（2020）年度

は社会的動向を踏まえ、「子どもの意見表明」に関する内容も積極的に取り上げました。

応募状況については、例年「児童養護施設職員指導者研修」が募集定員を超過しており（平成31（2019）年

度参加断り数：49名）、令和２（2020）年度も44名と例年並みの人数をお断りしました。オンライン化による

応募者の増加を予想していましたが、施設の小規模化で勤務ローテーションに余裕がなく出張しにくいこと、

コロナ禍の中で子どもの安全と健康を守ることに力を注いでいることなどが影響したのかもしれません。

なお、平成29（2017）年度から、全国児童養護施設協議会、全国乳児福祉協議会並びに全国母子生活支援施

設協議会が作成した研修体系に基づき、各プログラムが研修体系のどの育成領域に該当するかを明記しています。

（４）テーマ別研修「親の精神疾患と子どもの育ち」

重大な事態に陥りやすい親が抱える困難は、DV、嗜癖、精神疾患の３つが代表的なものであることが、英

国で広く知られています。平成30（2018）年度のテーマ別研修ではDVを取り上げており、令和２（2020）年

度は精神疾患を取り上げることにしました。また、平成28（2016）年度の「ステップファミリー」と平成31（2019）

年度の「喪失」（開催見送り）に続き、児童福祉関係者に馴染みが薄いものの、家族への支援を考える上で重
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要なテーマとして、啓発的な意図を持ってこのテーマを選択しました。

テーマ別研修は例年200人以上の申込みがありますが、令和２（2020）年度はそれを大幅に上回る698人から

申込みがあったため、Zoomの契約を変更して470人を受け入れました。しかし、キャンセルとお断りを合わせ

ると228人が受講できませんでした。また、146人がこれまでに受講したことがない機関からの申込みであり、

関心の高いテーマとオンライン化の相乗作用があったと考えています。受講者の満足度の評点は５点満点中５

点とした人が65.5%で平均評点が4.6と高得点でした。自由記述には“精神疾患について学ぶ機会がほとんどな

かった。その家庭の子どもたちがどんな思いで育ってきたのか具体的に知ることができた”、“子どもに対する

保護者の態度に怒りを覚えていたが、家族をも含めた支援が必要なのだと理解できた”等、家族全体が困難を

抱えていることへの気づきに言及した感想が多く見られました。

なお、平成31（2019）年度からテーマ別研修は文献研究とテーマを統一しており、研修と研究を連動させた

先進情報の発信にこれからも取り組んでいきます。

（５）児童相談所弁護士専門研修

この研修は、平成30（2018）年度に研究事業として試行的に開始し、平成31（2019）年度から定例研修とし

ました。令和２（2020）年度の参加者は75人で、前年度の52人を大きく上回りました。児相勤務経験の平均が

3.5年であり、比較的児相経験の浅い人が多く参加していました。

アンケートでは“役立つ”程度を５点満点中５点と評価した受講者が76.0%（平成31（2019）年度67.3％）で、

平均評点は4.7（平成31（2019）年度4.6）と高評価だった前年度を上回る評価でした。令和２（2020）年度の

研修企画にあたり、事務局は講義と事例検討という構成だけを定め、内容はセンターの外部委員をされている

弁護士と綿密な企画会議を行って決めました。講義のテーマは「子どもの発達」として、簡潔な講義に続いて

指定討論役の弁護士と講師が対談するという形式で実施したところ、５点が80.0％に達しました。自由記述で

は「子どもの発達を系統的に学び、弁護士の視点から具体的に検討できて理想的だった」等の肯定的な意見が

ありました。事例検討については「弁護士がケースワークにどう関与するか具体的な話が聞けた。弁護士とワー

カーの違いは参考になった」等の感想がありました。一方、「事例検討はもっと深めたかった」という意見も

一部にありました。初めてオンラインで実施したことに関しては、「移動時間や費用面から、オンラインが参

加しやすい。今後もオンラインで実施して欲しい」等の好意的な意見が多かった半面、「全国に仲間がいると

感じられた。対面で話し合いたかった」という意見もありました。

なお、西日本こども研修センターあかし（以下「西日本センター」）でも弁護士を対象とした研修を企画し

ているので、対象者や研修内容に重複が生じないように協議をして、受講者が選択に戸惑わないよう配慮する

必要があると考えています。

（６）児童相談所医師研修

児童福祉法の改正に合わせ平成31（2019）年度から開始しました。以前から実施している医師専門研修は病

院や施設に勤務する医師も参加対象に含まれますが、本研修は児相に所属する医師に対象を特化しています。

児相医師は非常勤や嘱託の立場の方が多く、２日間に渡る研修への参加が難しいことから、令和２（2020）年

度はオンラインによる１日の研修としました。その結果、30名の応募があり、キャンセルを除く28名が参加し

ました。平成31（2019）年度の受講者は８名と低調でしたが、令和２（2020）年度は大幅に増加し、実施方法

の変更に一定の効果があったと見ています。受講者の診療科目の内訳は、小児科、児童精神科、精神科がほぼ

１/３ずつでした。

アンケートでは、役に立つ程度について５点満点中５点と評価した人が78.5％で平均評点は4.7（平成31（2019）
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年度4.2）と高い評価を得ました。特に講義「虐待医学の基礎」は５点と評価した人が78.5%と高評価でした。

自由記述には「虐待が起きてしまった後のケアも大事だが、日々の臨床での親のサポートや親以外の大人が子

どもの愛着対象となることなど、虐待に関わる医師同士で話し合いたい」という感想がありました。次いで好

評だったグループ討議については、「児相医師同士でつながりを持つとても良い機会で元気になれた」「小児科

や小児救急の医師と現場で困っている点を共有できた」等の意見がありました。また、研修への要望事項が多

く寄せられており、「意見交換ができる場がもっと欲しい」「意見交換しながらの事例検討を入れて欲しい」「今

回の研修は精神科に偏っていたので、午前は精神科、午後は小児科の講義としたらどうか」「リモートと集合

のハイブリッド研修ができたら良い」などの意見がありました。

この研修を企画する上で大きな課題が２点あり、①小児科と精神科の内容のバランス、②従来の医師専門研

修との棲み分けについて、経験者の意見を伺いながらさらなる検討を進めたいと考えています。

（７）他の研修機関との連携

西日本センターが平成31（2019）年４月に事業を開始して以降、当センターとの合同会議を定期的に開催し、

研修運営や講師に関する情報交換、相互の視察などを行っています。特に研修のオンライン化にあたっては、

準備段階から西日本センターの職員がセンターに派遣され、運営協力を通じての実地研修という形で、互恵的

な協働関係を築いています。

国立武蔵野学院とは、従来どおりに相互に講師派遣をしたことに加え、西日本センターと同様に研修のオン

ライン化にあたっての相互協力を行いました。その他、児童福祉施設の全国協議会との連携も継続しており、

全国児童養護施設協議会、全国乳児福祉協議会、全国母子生活支援施設協議会が実施する事業や研究に職員が

参画したり、研修講師として招致されたりしています。

法務省矯正研修所や特別区職員研修所等に講師を派遣して、関係機関の研修事業に協力するとともに、他領

域や現場の情報を収集して、研修ニーズを把握する一助としています。

（８）新型コロナウイルスへの対応

令和２（2020）年２月に新型コロナウイルスの感染拡大が大きな社会問題となり、令和２（2020）年度の研

修では以下の対応を取りました。

ア  一般研修のオンライン化

新型コロナウイルス感染の収束をなかなか見通せない中、虹センターに参集する形の研修はリスクが高いと

考え、中止もしくはオンライン化する対応を取りました。

○中止した６研修：	講師等養成研修，児童虐待対応母子保健関係職員指導者研修，児童相談所児童心理司指導者

研修，公開講座，児童福祉施設指導者合同研修，児童福祉施設心理担当職員合同研修

ただし、法定研修はこれによりがたいので、慎重に感染予防対策を講じた上で、参集する形で実施しました。

	

イ  感染予防の取り組み

法定研修は履修時数に定めがあり、演習科目も多いので、虹センターに参集する形式で実施しました。クラ

スターの発生を予防すべく、一般的な予防策である社会的距離、換気、手洗いとマスク着用の励行などに加え

て、以下の追加的予防策を講じました。受講者アンケートでは“丁寧な感染対策に安心した”等の記述が見ら

れました。
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【	追加的感染予防策の例	】

・	来場時の検温や消毒アルコール及び除菌マットの設置

・	受付名簿記入時の混雑を回避するために、受講者の席を指定

・	全受講者への衛生用品（フェイスシールド，除菌シート）の配付

・	講師演台にアクリル板を設置し、毎時間パソコンを拭き取り消毒

・	講義終了時にトイレが密にならないよう途中での休憩を講師に依頼

・	隣席との討議やロールプレイ等の演習を個別作業に変更

・	マイクを使い回しせず、ひとり使うごとに拭き取り消毒

・	休憩時間ごとに手すり･ノブ･ボタンの拭き取り消毒

・	交流会は中止とし、昼食も自席で摂ってもらう
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	２　参加状況　

（１）研修参加者数

令和２（2020）年度は28本の研修を計画し、うち６本を中止したため、実施本数は22本でした。参加者数は

延べ1,477人（前年度1,578人）でした。

令和２（2020）年度研修別参加状況

番号 研　　　修　　　名 参加者
（人）

キャンセル
（人）

お断り
（人）

児
童
相
談
所

1 児童相談所長研修<前期> 40 49 0

2 児童相談所長研修<後期>　 38 51 0

3 児童相談所児童福祉司SV義務研修A<前期> 35 23 0

4 児童相談所児童福祉司SV義務研修A<後期> 33 24 0

5 児童相談所児童福祉司SV義務研修B<前期> 35 32 0

6 児童相談所児童福祉司SV義務研修B<後期> 36 32 0

7 児童相談所児童心理司指導者研修 中止 中止 中止

8 【オンライン】児童相談所職員合同研修 63 1 0

9 【オンライン】児童相談所医師専門研修　 28 2 0

10 【オンライン】児童相談所弁護士専門研修 75 5 0

11 【オンライン】プレ・オンラインセミナー「児童相談所における児童心理司の役割」 79 2 72

児
童
福
祉
施
設

12 【オンライン】児童養護施設職員指導者研修 75 5 44

13 【オンライン】児童心理治療施設職員指導者研修 30 2 0

14 【オンライン】母子生活支援施設職員指導者研修　 50 1 0

15 【オンライン】乳児院職員指導者研修 47 0 0

16 児童福祉施設指導者合同研修 中止 中止 中止

17 児童福祉施設心理担当職員合同研修 中止 中止 中止

18 【オンライン】児童福祉関係職員継続研修（Web研修）プレ研修 7 0 0

19 【オンライン】児童福祉関係職員継続研修（Web研修）修了研修 14 0 0

市
区
町
村

20 【オンライン】市区町村虐待対応指導者研修 100 0 127

21 児童虐待対応母子保健関係職員指導者研修 中止 中止 中止

22 【オンライン】プレ・オンラインセミナー「虐待対応における母子保健の役割」 79 1 74

そ
の
他

23 講師等養成研修 中止 中止 中止

24 【オンライン】医師専門研修 32 3 0

25 教育機関・児童福祉関係職員合同研修 36 15 63

26 【オンライン】テーマ別研修「親の精神疾患と子どもの育ち」 470 7 221

27 【オンライン】プレ・オンラインセミナー「しつけと体罰」 77 3 70

28 公開講座「英国の児童保護改革から学ぶ」 中止 中止 中止

合　　　　　　計 1,479 258 671

（参集/オンライン） （253/1226）（226/32） （63/608）
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（２）研修数と参加者数の推移

実施研修数は、開設時の10本から漸増し、平成23（2011）年度と平成24（2012）年度に30本と最多になりま

した。平成25（2013）年度に27本と微減し、平成29（2017）年度は児童相談所児童福祉司スーパーバイザー義

務研修の実施にあたり、新規研修の企画、契約事務、評価研究の実施等の業務が生じたため、23本の実施とし

ました。平成30（2018）・平成31（2019）年度は実施本数が25本でしたが、令和２（2020）年度は新型コロナ

ウイルスの影響から数本の研修を中止としたため22本の研修数となりました。
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	３　研修の評価　

（１）研修全体の評価

研修終了時にアンケートを実施し、研修全体が「役に立つ」と思う程度を１点から５点で評価してもらいま

した。主観的な評価ですが、概ね高い評価を得ています。

令和２（2020）年度もこれまでと同様の傾向として法定研修の評価が相対的に低い結果となっています。ま

た、一般研修については概ね高評価となっていますが、「児童福祉施設関係職員継続研修（Web研修）プレ研修」、

「【オンライン】医師専門研修」は５点の割合が50％を下回る結果となっています。

　　  2020年度　研修全体の評価
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（２）研修の効果

「知識を新たに得ることができた（知識）」「新たな気付きや理解の深まりがあった（気づき）」「意欲・関心

が高まった（意欲）」の３つの指標について、研修全体でどの程度「効果がある」と感じたかを１点から５点

で評価してもらいました。

多くの研修において、「気づき」「意欲」の効果が高く評価されました。オンラインで行った研修についても

知識伝達に偏ることなく受講生の気づきや意欲を促進出来たことが伺えます。

その一方で、「児童相談所長研修」と「児童相談所児童福祉司SV義務研修」については全体的に低評価とな

りました。特に今年度の参集型研修は感染症対策のため受講生同士の交流や情報交換、演習方法に制限を行っ

たことが受講生の物足りなさにつながったことも考えられます。

　　2020年度　研修効果
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	４　研修教材の提供　

ホームページやDVDを活用して、各地で研修を実施したり、自己研鑽したりする際の教材を提供しています。

ホームページについては、「Webトレーニング」や「ミニ講座」のサイトを設け、援助機関向けに公開して

きました。これらの教材は、子どもと家族の支援を行うにあたって、基礎的な知識を身につけることを目的と

しています。

DVDについては、予め選定した講義を撮影して、地方自治体や支援機関が研修を実施する際の講義映像と

して無料で貸し出すサービスを行っています。

（１）Webトレーニング

解説とワークシートでの学習を基本とした教材です。現在、次の２つの教材を公開しています。自分が関わ

るケースや模擬事例等を念頭におき、解説を読みながらワークシートに記入する作業を基本としています。こ

の演習を繰り返すことで、アセスメントやカンファレンスを行う際に必要な視点を身につけることを狙いとし

ています。解説とワークシートのファイルはダウンロードでき、各単元は15分～30分程度で取り組める内容に

まとめてあります。

①　	要保護児童ケースのための包括的アセスメント・トレーニング

　　（平成27（2015）年９月公開）

　　	包括的アセスメントを構成する３つの段階（総合的な情報の把握→ケースの理解と解釈→支援方針の策定）

に沿って、それぞれの力を高めるためのワークシートで実習します。

②　	ケースカンファレンス・トレーニング

　　（平成28（2016）年７月公開）

　　	カンファレンスの質の向上を目指したトレーニングです。情報や課題の整理、支援の手立て等について模

擬事例を通して学びます。また、報告資料の作成や報告の仕方等も実習できる内容です。

（２）ミニ講座

ホームページ上で視聴できる15分程度の教材動画です。現在、次の６講座を掲載しており、子どもや家族を

支援する際の基本的事項について、手軽に学べるようになっています。新任者研修の中で視聴したり、空き時

間に個人的に視聴したりできる教材として作成しました。令和２（2020）年度は新たに「体罰禁止を考える」

を作成しました。

なお、令和３年（2021）年４月末にホームページをリニューアルした際に、ミニ講座を一般公開としました。

○ホームページに掲載されているミニ講座

No. タイトル 章立て

１

子どもと家族を支援するための
包括的アセスメント
～ケースの全体像を理解し有効な支援を届けるために～

　　　（14m12s）
（平成28（2016）年８月公開）

＊この講座に章立てはありません
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２

ジェノグラム	―	描き方と活用のコツ
全体版（95m10s）

（平成28（2016）年８月公開）

付属資料（PDF）
＊冊子版も配付しています。

この動画について（02m24s）
①ジェノグラムとは？（09m07s）
②ジェノグラムの記号（13m52s）
③婚姻関係の表記（15m55s）
④-１	親子関係の表記（16m06s）
④-２	特殊な親子関係の表記（06m29s）
⑤複雑な家族関係の表記（17m46s）
⑥ジェノグラム活用上の留意点（15m52s）

３

乳幼児の心の発達
（平成30（2018）年３月公開）

①はじめに～発達を学ぶ意義～（06m17s）
②０～３歳までの基本的な発達（15m07s）
③アタッチメント（愛着）（15m35s）
④エリクソンの心理社会的発達理論（12m34s）
⑤おわりに～講義を現場で活かすヒント～
（07m00s）

４

考えてみよう、子どもの権利
（平成30（2018）年４月公開）

①子どもの権利とは（12m48s）
②子どもが考える子どもの権利（11m15s）
③子どもの意向と子どもの最善の利益（９m35s）
④専門性と子どもの権利（13m21s）
各論＜１＞　しつけと虐待（13m48s）

５

子ども虐待の基礎知識
（平成31（2019）年３月公開）

①子ども虐待の現状（12m39s）
②虐待の背景と虐待が子どもに及ぼす影響
（10m52s）
③初期対応から支援への流（12m47s）
④支援のためのネットワーク（14m36s）

６

体罰禁止を考える
（令和２（2020）年４月公開）

この動画について（01m00s）
①法改正の経過（08m52s）
②体罰はなぜいけないのか（09m07s）
③体罰によらない子育てのために（10m09s）

（３）「講師等養成研修」講義資料

平成29（2017）年度から「講師等養成研修」の講義資料をセンターのホームページに掲載し、各地で法定研

修を実施する際の教材として利用できるようにしてきました。徐々にこの資料へのアクセス件数が減少してお

り、令和２（2020）年度末をもって掲載を終了しました。

（４）研修映像（DVD）

事前に選定した講義を映像業者が撮影し、教材として活用できるように90分程度に編集して、無料で貸出し

ています。支援機関の所内研修や要対協の合同研修等で利用されています。
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１．人材育成に関する調査研究
J-１　令和２（2020）年度研究報告書

人材育成に関する調査研究
―専門職の養成と任用後の育成に関する研究―

研究代表者　保坂　亨（千葉大学教育学部）

１．目的

本研究は、専門家の資格及び養成・育成の仕組みについては、児童福祉領域以外に視野を広げると様々な形

態があり、それぞれの長所と短所から学ぶものがあるのではないかと考えたところから出発している。従って、

本研究の目的は、資格を有する専門職であるものの、資格の条件や育成のあり方が異なる領域（教育・医療・

法曹・福祉）を取り上げ、資格の形態、そのための養成、任用後の育成等の現状と課題を把握し、児童福祉領

域に必要な専門性や研修方法のあり方など人材育成を検討するための基礎資料とした。

２．研究の内容

研究結果は以下の通りである。

A）	　医学・法曹・教育における国家資格の在り方（業務独占・名称独占等）、その養成（コアカリキュラム

の位置づけ・実習を含む）と任用後の育成研修（実務訓練等）について以下の３論文を作成した。

①	　「医学領域における人材育成：医師はいかにして『医師になる』に至るか」（独立行政法人国立病院機構

東京病院呼吸器センター長・佐々木結花）

②　「法曹領域における人材育成：嵐の中の法科大学院」（千葉大学大学院社会科学研究院教授・林		陽一）

③	　「教育領域における人材育成：教員の養成・採用・研修の一体化」（千葉大学教育学部附属教員養成開発

センター教授・保坂　亨）

B）	　上記論文を読んだ研究者（保坂・増沢・高橋温弁護士）による討論会を実施した。なお、討論にあたっ

ては上記論文を踏まえて、以下のように課題を整理した。

①　資格の範囲

②　養成段階の基本方針（閉鎖系	/	開放系）

③　コアカリキュラムの導入

④　資格の在り方（業務独占	/	名称独占）

⑤　実習改革

⑥　免許更新制

⑦	　その他（資格における国籍条項、旧姓使用問題）

その成果としての研究報告書の第一部論文編には、医学・法曹・教育の３領域における人材育成についての

３論文を掲載した。続く第二部討論編は、それを踏まえて児童福祉領域の専門性・資格について意見交換を実

施した逐語記録であり、第三部資料編はその関連資料を掲載したものである。なお、2019年に設置された「子

ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関す

令和２（2020）年度研究等について
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るワーキンググループ」の中間報告（とりまとめ：2021年２月２日）を討論に際して参考としたため資料とし

て掲載してある。

２．文献・研究等の収集と分析
Bb-16　令和２（2020）年度研究報告書

子ども虐待に関する文献研究
―親の精神疾患と子どもの育ち―

研究代表者　長沼	葉月（東京都立大学人文社会学部）

１．目的

精神疾患のある親と暮らす子どもがどのような体験を積み重ねて育っていくのか、どのような支援が有用な

のかに関して示唆を得ることを目的とした。

２．研究の内容 

まず、海外の文献から精神疾患のある親と暮らす子どもの体験に関する研究や支援の取り組みの在り方につ

いて重要な要素をまとめた。次に和文文献から、精神疾患のある親と暮らす子どもの困難と必要とされる支援

について、子どもの目線からの文献を取りまとめた。先駆的な支援実践例についてもまとめた。子どもの困難

が顕在化してくる学齢期に関しては、学校が重要な役割を担うこととなるため、既存の調査報告書やスクール

ソーシャルワーカーの実践活動事例集を素材として分析を行った。また支援に有用な絵本について検討した。

海外の文献のレビューからは、精神疾患のある親と暮らす子どもは、そうでない家庭で育つ子どもと比べて

精神医学的な問題を抱える割合が高いことが報告されている。生活上の困難としては、「親の心の病に対する

子どもの理解や不安」、「子ども自身の困難」、「親子の関係の問題」、「対処戦略の変化」、「社会的交流の問題」

が挙げられた。そして、必要な支援要素として①精神疾患やその影響について十分な説明があること、②信頼

できる大人と話をする機会があること、③一人ではないことを知る機会があることが挙げられた。海外で行わ

れている家族参加型プログラム、ピアサポート、オンライン介入、ビブリオセラピーのそれぞれの具体的なプ

ログラム例についても紹介した。

次に日本における子どもの体験として、子どもが幼い頃から訳の分からぬまま親の症状を見るしかない生活、

世話をされない生活の苦しさに直面すること、思春期以降も精神的な不安定さを持ち、我慢を強いられ、安心

できる人や場所がないことや支えられない苦しさを抱えること、そしてそれらが青年期以降の生きづらさにつ

ながることが示された。子どもに対して親の精神疾患に関する説明があるかどうかや周囲の大人が状況をどう

捉えているかで、子どもへの影響が大きく変わることや、援助を求めづらい社会構造があることが指摘された。

その上で子どもに対する調査から、望ましい支援の要素として精神疾患に関する理解や親の症状に巻き込まれ

ないように保護されること、生活面での世話、家族相互の愛情、親と距離を取り自分のための時間を過ごすこ

と、他者からの継続的な支えについて挙げた。

学校教員を対象とした調査からは、教員の気づく目が重要であること、小学生と中学生では子どもの示すサ

インが異なることが示唆された。またスクールソーシャルワーカーの実践事例集からは、スクールソーシャル

ワーカーが関わる事例は子どもの不登校や、家庭の衛生環境が悪化してゴミ屋敷化するなど、問題が顕著になっ

てからの介入であることが多かった。支援としては継続的に粘り強く家庭訪問を繰り返して親との関係を構築

してから、様々な支援の利用に至ることが多く、特に未受診の親に対するアウトリーチを誰がどのように担当

するべきかという課題が示唆された。

以上から以下のことが示唆された。精神疾患のある親と暮らす子どもは、その年齢に応じて様々な困難に直
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面する。親の精神疾患について子どもの状況に応じて対話を重ねることの重要性が示された。同時に、親と子

の生活を支えるサービスと、子どもが自分のための時間を過ごせる居場所の必要性が示唆された。

Hb-９　令和２（2020）年度研究報告書

虐待の援助法に関する文献研究（第10報）

児童虐待に関する法制度および法学文献資料の研究
第９期（2017年４月から2019年３月まで）

研究代表者　吉田	恒雄（駿河台大学）

１．目的

本年度は、第９期として、2017年４月から2019年３月までの児童虐待に関する法制度及び法学文献・資料の研

究を行った。本研究は、2017年４月から2019年３月までの児童虐待に関する法令、判例及び法学研究の動向を

分析し、虐待対応の動向や研究の意義を法学、社会福祉学、心理学等の観点から明らかにすることによって、

その後の児童虐待問題に対する法的対応に与えた影響を探ることを目的としている。

２．研究の内容 

今期の重要な動向として、2017年の児童福祉法等の改正や関連分野の法律の成立・改正がある。2017年の児

童福祉法等の改正では、２か月を超える一時保護に対する家庭裁判所の承認制度や在宅指導措置に関する勧告

制度が創設ないし改正された。関連法として民法における特別養子縁組制度や母子保健法の改正のほか、成育

医療基本法が成立した。通知としては、2016年、2017年の改正児童福祉法施行のための多くの通知が発出され

た。その後、東京都目黒区や千葉県野田市、北海道札幌市において重大な児童虐待死亡事例が発生し、社会的

にも重大な関心事となったことから、国は関係閣僚会議を開催して重大な決定を公表し、機関連携や居所不明

児童の安全確認等に関する通知が数多く発出された。これらの動向は、2019年の児童福祉法等の改正につなが

ることになる。

判例の動向としては、児童福祉法分野では、揺さぶられ症候群（SBS）をめぐる事件で入所措置承認申立を

却下した事例や一時保護の延長を認める審判例が、民法分野では親権喪失事件で原審と控訴審で判断が分かれ

た事例が公表された。行政法分野では、一時保護の違法性を争う事例が依然として多く、里親委託解除の違法

を争う事例も増えてきている。刑事法分野では、司法面接（協同面接）の結果と証拠能力・証明力の判断に関

する裁判例、性的虐待やSBS事案で判断が分かれた事例、強制わいせつ罪に関する判例の変更等が注目される。

研究活動としては、児童福祉法分野については、関連学会において司法関与に関連する改正法の内容や課題

に関するシンポジウムが開催され、学会誌には、児童相談所における弁護士配置や一時保護をめぐる論考が掲

載された。北欧や中国等における児童虐待防止法制度の動向が紹介され、児童虐待問題に対する介入的傾向の

当否を比較法の観点から論ずる書籍や特集が編まれた。民法分野では、成年年齢の引き下げに関する民法の一

部改正法が成立する一方、特別養子縁組制度の改正が議論され、これら法改正に関する解説書や論考が数多く

公表された。また、慈恵病院が導入の検討を表明した内密出産制度に関する議論も活発化した。刑事法分野で

は、実体法の領域で、児童福祉法や民法の改正さらには性犯罪処罰規定の改正などによる刑罰法令の解釈・適

用への影響がたびたび議論された。手続法の領域にあっては、SBSを理由とした子どもの死亡にかかる刑事事

件において事実認定のあり方が問題とされ、児童虐待の刑事事件における捜査機関の活動のあり方、司法面接

（協同面接ないし代表者面接）への関与や検察による加害者の改善・更生の取組などにつき前期に引き続いて

たびたび取り上げられるとともに、警察の介入による虐待の防止との関係も一段と活発に議論された。行政法

分野では児童虐待に対応する諸機関の連携につき、情報共有や強制的介入のあり方が具体的な事例を素材とし
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て考察されるとともに、国家活動全体を視野に入れ、立法・司法・行政に分節して相互の関係を問う考察がな

された。　

児童福祉、保育・教育といった子どもの生活に直結する分野では、2016年の児童福祉法改正を踏まえた施策

が具体化し、同時にその効果測定への関心が調査や研究に現われ始めた。加えて、児童虐待死亡事例の衝撃は、

児童福祉、保育・教育の両分野において、「児童虐待防止対策の抜本的強化」を推し進める動機として見て取

れた。社会的養育では、2016年改正を受けて子どもの権利条約の精神に則り、子どもの家庭養育優先原則が明

示されたことにより「新しい社会的養育ビジョン」が公表され、社会的養育推進計画の策定の通知が発出され

た。「ビジョン」では在宅支援が虐待対策の柱の一つとして着目され、代替養育ではフォスタリング機関事業

と里親制度の充実強化等が示された。医療・保健・心理分野では、子育て世代包括支援センターが法定化され、

チャイルドデスレビューによる虐待のエビデンスに関する議論が活発化した。

これらの分野については、主要な判例、文献、調査研究に関する解説とともに、資料として、児童虐待関連

通知および判例、文献リスト、児童福祉に関する年表および司法統計資料を付している。

SBS問題や一時保護をめぐる手続、子どもの権利擁護、社会的養育推進計画の実施等、残された重要課題の

ほか、新型コロナウイルス感染防止に伴う孤立や貧困問題など、新たな課題も生じている。これら児童虐待を

めぐるさまざまな課題への対応には、公私の取組みの充実や関係機関の連携が今後ますます求められるところ

から、調査研究の成果を共有し実際の対応に活かすには、児童虐待防止関連法分野に関する文献学的研究の重

要性は、今後さらに増していくものと思われる。

３．児童虐待に関する海外の状況の把握と分析
S-９　令和２（2020）年度研究報告書

海外の児童虐待防止の取組みに関する調査研究
研究代表者　増沢　高（子どもの虹情報研修センター）

１．目的

日本における子ども虐待対応体制を検討するために、海外における取り組みの情報は重要な基礎資料となる。

しかし、海外における相談体制や地域のネットワークによる支援、あるいは家族支援の取り組みに関して、ま

とまった情報は少ないのが実情である。そこで世界の主要国における子ども虐待対応に焦点を当て、統計、法

制度、支援機関、サービスの内容等、多角的に情報収集を行い、必要な情報を整理した。

２．研究の内容

2020年度は、以下の７か国の情報を収集し比較検討を行った。

北米：アメリカ、カナダ

ヨーロッパ：イギリス、ドイツ

北欧：フィンランド

オセアニア：オーストラリア

アジア：韓国

各国の人口等の概要を押さえた上で、児童虐待対応に関係する情報として、以下の内容を収集・整理した。

①　基盤となる法律やガイドライン

②　児童虐待対応の中心機関（設置数や人員を含む）

③　児童虐待対応を踏まえた統計（通告数、調査件数、虐待認定件数など）
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④　代替養育の種類と人数

⑤　虐待による死亡事例数、人数

⑥　その他

以上をもとに、日本も含めて各国の比較検討を行った。

なお、情報はデータベース化してセンターのホームページに公開している。

４．課題研究（臨床・実践に関する研究）
　

児童心理治療施設のアタッチメントを核とした
治療的支援の体制作りの評価に関する研究
研究代表者　遠藤	利彦（東京大学大学院教育学研究科）

１．目的

施設入所児童の特徴として、被虐待経験の多さが注目されてきた。被虐待経験に起因するアタッチメントの

問題は大きく、虐待と無秩序・無方向型のアタッチメント（D型）の関連も指摘されているところである（Baer	

&	Martinez,	2006）。また、そういった子どもたちが安定したアタッチメントを築き、適応的に発達を遂げられ

るよう、アタッチメントの観点から支援の在り方を模索することが有効であるという主張もなされている

（Harder,	Knorth,	&	Kalverboer,	2012;	Hawkins-Rodgers,	2007;	Moses,	2000）。しかし、先行研究ではアタッチ

メント理論が誤解され運用されている例も報告されており（McLean,	Riggs,	Kettler,	&	Delfabbro,	2013）、慎重

に検討する必要性があると考えられる。そこで本レビューでは、児童期のアタッチメントに関する議論を概観

しながら、その知見が施設児と支援者の関係性形成にいかに貢献出来うるかを検討していくことを目的とする。

２．研究の内容

児童期のアタッチメントについて

児童期においても、アタッチメントは発達の様々な側面に大きな影響を及ぼしている（Kerns＆	Bumariu,	

2016）。しかし、児童期には、アタッチメント対象への物理的な接近ではなく、表象レベルでの接近が可能に

なるため（Kerns	et	al,	2007）、観察が困難であり、測定法の工夫が求められる（Kerns	et	al.,	2017）。また、被

虐待児はアタッチメント行動として、防衛的な方略を取っていることも想定され（工藤，2020）、そういった

攻撃性とも見受けられる様々な行動や反応が、職員とのアタッチメント関係の構築にネガティブに作用してい

る可能性が示唆された（Howes	&	Segal,	1993;	Jeanette	&	Judy,	2013）。

施設でのアタッチメントに基づく支援について

アタッチメントの観点から、そういった入所児童の不適応的な行動の背景には、子どもたちの不安や恐れの

活性化があることが想定された。そのため、問題とみなされる行動の背景にある子どもの情動状態に目を向け、

それらに対処していく支援の在り方を考えていく枠組みを施設全体に共有することが、職員と入所児童のア

タッチメント関係形成のための１つの可能性として挙げられた。母親以外の人物がアタッチメント対象となり

うることも指摘されており（Howes	 et	 al.,	 1988）、施設職員も施設児のアタッチメント対象となりうると考え

られた。さらに、養育者と１対１の関係性が基本的に保障されている家庭とは異なり、施設では職員と入所児

童の関係が多対多であるという特徴を取り上げ、同時点同空間に複数の支援者と子どもがいる環境において、

支援者の情緒的利用可能性がいかに高められうるかについて今後検討していく必要性が指摘された。また、そ

れに関連し、施設を含む、複数の機関の連携に関して、施設内外の支援者の情緒的利用可能性を高めるために、

共有する必要のある情報を、洗練し検討する必要性も見出された。
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展望

施設入所児童や被虐待児のアタッチメントシステム、circle	 of	 securityがどのように適応的に機能するよう

になるかに関する研究は、いまだ少ないと言える。今後の研究では、こういったテーマについて、複数の支援

者と複数の児童が生活している施設という環境の特異性に配慮しながら検討していく必要があるだろう。

Kd-71　令和２（2020）年度研究報告書

児童相談所の保健師のあり方に関する研究
研究代表者　中板	育美（武蔵野大学看護学部）

１．目的

保健師が児童相談所の基本的機能である相談援助活動：調査、診断、判定（アセスメント）、また援助方針

を定めるプロセスにおいて保健師の専門性を用いてどのような活動をしているのか、どのようにそれを発揮し

ているか等について、現在または過去に児童相談所で活動経験のある保健師と児童相談所で保健師と活動経験

のある児童福祉職双方の語りから導き出し、その結果を参照した児童相談所の保健師の活動のガイドラインを

作成することを目的とした。

２．研究の内容

全国の児童相談所で活動しているまたは活動経験のある保健師と、保健師と活動を共にした経験のある児童

福祉職に、フォーカス・グループ・インタビューを実施し、以下の点を明らかにした。

①　児童相談所内での保健師の位置づけ

保健師として配属されている場合と、児童福祉司として配属されている場合もあった。保健師として配属さ

れている人は地区を持たず、児童相談所内で保健師として必要な活動を行っていた。児童福祉司としての配属

の場合は、地区を持ち、ケースワークを児童福祉司と同じように行っていた。

②　保健師の児童相談所での活動について

まず〈保健師の居場所づくり〉や〈児相特有の用語に慣れなじむ〉など【児相の中で児童福祉司・保健師が

共存できる体制をつくる】ことから始め、〈保健師と児童福祉がチームとなり切磋琢磨して視野を広げる〉こ

とができるようにしていた。保健師は、自らの専門性を児童相談所内で発揮するため医療機関との関係に力を

いれ、児童相談所保健師として〈医師に必要なことを確実に伝える〉などを行い【医療機関と児相の橋渡しす

る】、【地域の医療機関とのネットワークづくりを進める】ことを行い、医療との連携を強める役割を担ってい

た。また児童相談所管内の地域全体を視野に入れ【市町村（地域）を底上げし、児相との連携を円滑にする】

ことを行っていた。さらに〈児相で行っている支援を見える化していく〉ことを行い、児童相談所としての取

り組みを職員に示し、【児童相談所の人材育成に貢献する】ことも行っていた。このような支援においては、

保健師がこれまで地域活動のなかで培ってきた【地域の社会資源をつくる】、【先手必勝（予防）の意識をもつ】、

【関係機関、家族との関係づくりを主体に動く】、【健康問題を切り口に支援を広げる】、【思春期の子どもたち

に丁寧にかかわる】活動を児童相談所のなかで発揮しながら進めていた。

③　児童福祉司から見た保健師の児童相談所での活動について

保健師が児童相談所で活動するにあたっては、児童福祉司は、保健師が児童相談所で専門性を発揮してほし

いこと、また異なる視点をもつ専門職が組織には必要ということから【お互いの専門性を理解し、児相という

組織としての動きをつくる】ことを意識していた。その中で保健師について【基礎的な教育の積み上げから発

想できる】人材と考え、【保健分野において培った専門性を発揮する】ことを期待していた。児童相談所にお
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ける具体的活動については、【医療機関と児相の橋渡しをする】ことや【医療的なアセスメントと支援ができる】

など医療との連携における役割を期待していた。また地域の市町村や保健所、市町村児童福祉担当部署を把握

しているという強みを活かし【市町村（地域）を底上げし、児相との連携を円滑にする】ことを望んでいた。

そして保健師の人材育成についても【児相での経験を保健師のキャリアアップに活かす】ことを期待していた。

以上の示唆をもとに、「児童相談所での保健師活動ガイド」を作成した。
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専門相談室では、児童虐待等の問題に関わる児童相談所や都道府県、市区町村、児童福祉施設や関係機関等

を対象として、それぞれの現場で抱えている事例に関する相談や研修、研究等に関する情報提供等を行ってい

ます。

相談は、電話、Eメール、面談などにより、虹センターの職員が対応していますが、法的対応に関する相談

については必要に応じて専門相談員として委嘱している弁護士により相談や助言を行っています。

専門相談室については、虹センター主催の研修や、ホームページなどを通じて周知を図っていますが、平成

15（2003）年度の開設以来、多くの機関でご利用いただいており、その内容も幅広いものになっています。

	１　相談受理件数　

令和２（2020）年度の相談受理件数は528件で、前年比57件（9.7%）減少しました。全体の傾向としては、

昨年度に引き続き、主として専門性向上のための研修や人材育成に関する相談や情報提供のほか、ケース

移管や機関連携に関する相談、児童福祉法第33条一時保護、同28条強制施設入所などの支援に関する相談、

法的対応にかかる相談などがありました。

年度別相談受理件数の推移

	２　分野別・内容別受理状況　

「福祉」分野の「情報提供・その他」177件（33.5％）、「支援に関する相談」122件（23.1％）で全体の半数以

上を占め、次いで「法律」分野の「支援に関する相談」73件（13.8％）、「保健・医療」分野の「支援に関する

相談」35件（6.6%）と続きます。

例年に比べると「法律」分野の相談が減少していますが、2020年度４月時点で各児童相談所の弁護士配置が

常勤・非常勤を合わせて半数以上となったことも要因として推察されます。

令和２（2020）年度専門相談について
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福祉 保健・医療 心理 法律 計

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

支援に関する相談 122 23.1% 35 6.6% 6 1.1% 73 13.8% 236 44.7%

支援以外に関する相談 57 10.8% 9 1.7% 1 0.2% 26 4.9% 93 17.6%

情報提供・その他 177 33.5% 9 1.7% 9 1.7% 4 0.8% 199 37.7%

計 356 67.4% 53 10.0% 16 3.0% 103 19.5% 528 100.0%

	３　機関等別受理状況　

児童相談所からの相談が318件（60.2％）で最も多く、市区町村66件（12.5％）、都道府県・政令市62件（11.7%）

と続いています。この上位３機関で８割以上を占めていますが、例年同様です。

機関名 件数 ％ 機関名 件数 ％

児童相談所 318 60.2% 母子生活支援施設 5 0.9%

市区町村 66 12.5% 社会福祉協議会 5 0.9%

都道府県・政令市 62 11.7% 報道機関等 5 0.9%

国の機関 13 2.5% その他 48 9.1%

児童養護施設 6 1.1% 計 528 100.0%

	４　相談事例　

　　【福祉分野】

　　①  住民票の移動はないままに転居した場合で、転居前の自宅と行き来しているような世帯の移管につい
て相談したい。

　　②  他自治体の児童相談所で係属中の児童が一時的に祖父母宅で生活しているが、一時保護が必要と判断
した場合の対応について助言がほしい。

　　【保健・医療分野】

　　①  自宅での出産を予定している妊婦に対する支援について助言がほしい。
　　②  新型コロナウイルスへの対応について、他自治体の情報があれば教えてほしい。

　　【心理分野】

　　①  施設入所中の年長時の女児の施設外で男性との交際が止まらない場合の対応について助言がほしい。
　　②  心理職として業務を行っているが、同じ立場で学ぶ定期的な集まりや勉強の情報があれば教えてほしい。

　　【法律分野】

　　①  婚姻で成年擬制によって成年扱いとなった者の一時保護、施設入所について相談したい。
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　　②  無戸籍（出生届未提出）児童の就籍手続き及び施設入所のための親権者の意向の確認について相談し
たい。

〈専門相談室〉

・電話：045－871－9345（直通）平日９：00～17：00

・Ｅメール：soudan@crc-japan.net
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発刊にあたって…………………………………………………………………………… 川﨑二三彦

研修講演 ・講義「精神疾患を抱える親の理解と子育て支援」……………………… 田中　　究
　　より

 ・講義「乳幼児期の育ちと環境」………………………………………… 川畑　友二

 ・講義「社会的養護におけるファミリーソーシャルワーク」…………… 妹尾　洋之

実践報告 ・精神疾患を抱えた家庭への支援の実際………………………………… 岡部　英子

 ・一時保護中の子どもの意見表明権……………………………………… 青井　美帆
    奥野　哲也

　

エッセイ ・児童相談所医師の役割…………………………………………………… 陶山　寧子

　

事業報告 ・令和２（2020）年度専門研修の実績と評価について

 ・令和２（2020）年度研究等について

 ・令和２（2020）年度専門相談について




