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令和４年（2022年）は、子どもの虹情報研修センターにとって記念すべき年でした。平成14年（2002年）４月
に開設してから節目の20周年を迎え、新たな歩みを始めた年だからです。こうしたなか、紀要第20号（20周年
記念号）を発刊することができました。

当センターは、もともと平成12年（2000年）に制定された「児童虐待の防止等に関する法律」（以下、児童
虐待防止法）が、関係機関職員等の人材の確保や資質の向上を図ることを国の責務としたことを受け、厚生労
働省や横浜市の支援を受けて設立されたもので、当センターの20年は、児童虐待防止法による我が国の実践の
歴史と軌を一にしています。

そこで今回の紀要では、児童虐待防止法制定20年余の歴史をふまえ、日本の児童虐待対応がこれからどこへ
向かえばいいのか、各分野で活躍する方々に論じてもらう特集「これからの子ども虐待対応」と、企画評価委
員をはじめとして当センターにさまざまな形で協力、支援していただいている方々に、当センターへの注文や
期待を述べていただく「20周年に寄せて」という企画を組みました。

「20周年に寄せて」を読ませていただいて思うのは（「これからの子ども虐待対応」については、特集ページ
で触れています）、私たちが、いかに多くの方々に支えられてきたのかということです。当センターの職員体
制は、決して潤沢であるとは言えませんが、「国の新たな方針をいち早く伝えるだけでなく、それを遵守する
現場の模索を支援することに努めてきました」（小林美智子「紀要第10号発刊にあたって」）。換言すれば、小
規模組織の私たちが担いきれないほどの役割を果たそうとしてきたと言っていいかもしれません。こうした使
命を、幾分でも果たすことができたとしたら、それは、「20周年に寄せて」にご寄稿いただいた方々はもとより、
運営委員、企画評価委員は言うに及ばず、この20年の間に当センターの研修講師を引き受けてくださった幾多
の方々、さらには研修参加者を始めとする現場の皆さまの貴重な声があったからこそでしょう。

そのように振り返った上で、改めて「これからの子ども虐待対応」「20周年に寄せて」を読み返してみると、
それらは今後、折に触れては立ち返り、読み直すことで、その都度ヒントが得られる貴重な内容が盛り込まれ
ていると、私には感じられました。

児童虐待防止法制定後の20年は、現場にさまざまな経験と深い知見を蓄積してきました。私たちは、こうし
た知識と知恵にも学びながら、今後の10年、20年を見据えつつ、皆さまからの期待に応えられるよう、気を引
き締めて努力する所存です。今後ともご支援、ご指導をよろしくお願いいたします。

子どもの虹情報研修センター
紀要第20号（20周年記念号）の発刊にあたって

子どもの虹情報研修センター
センター長　川　﨑　二三彦

■ 発刊にあたって ■
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本特集は、子どもの虹情報研修センターが設立20年を迎え、毎年発刊している当センター紀要も区切りの
20号を数えるなか、未来を見据え、虐待を受けている子どもたちやその家族に関わる関係機関、関係者等が何
を考え、何をなすべきか、また、私たち当センターはそのためにどのように貢献すべきかを考えるなかで生ま
れた企画です。

さて、厚生省（現厚生労働省）が、児童虐待にかかる統計を取り始めた平成2年（1990年）度の全国の児童
相談所における虐待処理件数（現在の対応件数）は1,101件でした。その後、件数は急増の一途を辿って子ど
も虐待の問題は社会の大きな課題となり、統計開始から10年後の平成12年（2000年）には、議員立法による児
童虐待防止法が制定されました。本法施行に合わせ、平成12年（2000年）11月20日付けで発出された厚生省児
童家庭局長通知は、次のように指摘しています。
「現在我が国においては、児童相談所への虐待に関する相談件数が年々増加の一途をたどっているなど児童

虐待に関する問題が深刻化しており、児童虐待の早期発見・早期対応及び児童虐待の被害を受けた児童の適切
な保護を行うことは喫緊の課題となっている」

児童虐待防止法が制定されてすでに20年以上が経過しましたが、児童相談所の対応件数は20万件を超え、深
刻な虐待死事件も後を絶ちません。一方、この間の実践を通じ、子ども虐待への対応は発見と保護にとどまら
ず、予防の重要性を認識し、社会的養護を経て成人した人を含む当事者の声に耳を傾けるよう求め、さらには
全ての子どもの権利を擁護し、子どもを権利の主体者として位置づけるなど、裾野を広げ、発展してきています。

こうした動向は必然的に、児童福祉分野をはじめとして、保健・医療、教育、司法、矯正等関連分野におけ
る幅広い取り組みを促し、さまざまな分野で児童虐待にかかる実践や研究が進められています。

本企画は、子ども虐待の現在の状況をふまえ、各分野で活躍する方々に、これまでの20年を振り返り、「こ
れからの子ども虐待対応」について縦横に論じていただくというものです。

そして、企画の狙いは、まさにピタリとはまりました。いただいた玉稿を、私は襟を正して読むしかなかっ
たのですが、その内容はいずれも示唆に富むものであり、感動的であったと言っても過言ではありません。そ
れは、執筆者の誰もが、期せずしてこれまでの歴史を振り返った上で現在の課題を浮き彫りにし、未来を展望
し、私たちに問いかけもし、勇気づけるものでした。

是非とも多くの方に読んでいただき、それぞれの立場で、「これからの子ども虐待対応」に思いを馳せてい
ただければ幸いです。

記念特集「これからの子ども虐待対応」について

子どもの虹情報研修センター
センター長　川　﨑　二三彦

■ Ⅰ. 記念特集「これからの子ども虐待対応」 ■
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　Ⅰ　はじめに　

児童虐待により子どもの命が奪われる事件が、あとを絶たない。国の「子ども虐待による死亡事例等の検証
結果等について」＊１によれば調査を開始した平成15年７月から令和２年３月までの16年９か月の間に発生ま
たは表面化した子ども虐待死亡事例（心中を除く）は842例（890人）である。このように毎年約50人を超える
子どもが児童虐待により死亡していることになり、平均して毎週１人の子どもが児童虐待によって命をおとし
ていることになる。こうした児童虐待死亡事件が発生したときに、マスコミの報道では児童相談所の関与の有
無が話題となる。「児童相談所が関わっていながら、何故防げなかったのか」「児童相談所　本人の様子を確認
せず」といった見出しと共に、児童相談所が関与しながら防げなかったことが報じられる。もちろん、児童相
談所は市区町村と共に児童虐待の通告先であり、児童虐待の防止等に関する法律（平成12年５月24日法律第82
号　以下、児童虐待防止法と記す）において、児童虐待通告を受けた場合の子どもの安全確認や安全確保、児
童虐待を行った保護者に対する指導等のために、様々な権限が付与されており、児童虐待防止の「最後の砦」
として位置付けられている。児童相談所や市区町村は、児童虐待から子どもを守る責務が求められ、児童虐待
を無くすために日々奮闘している。

児童相談所は児童虐待によって多くの子どもが亡くなっている事実を重く受け止め、一人でも多くの子ども
を児童虐待から守らなければならない。一方で、児童相談所が対応することで大きな事件になることなく、子
どもの安全を確保し、保護者に対しての指導や支援を行うことで児童虐待の改善を果たしているケースが数多
く存在する。児童虐待の死亡事例等については、児童虐待防止法に基づいて、国及び地方公共団体において事
実の把握を行い、死亡した児童の視点に立って発生原因の分析等を行い、必要な再発防止策を検討するため、
検証が義務づけられ公表されている。一方で、児童相談所が相談援助活動として保護者の相談に対応し、児童
虐待の防止や適切な養育に向けた援助がなされている相談対応の現状を公表することは、個人情報に深くかか
わる部分だけに、とても難しいことである。厚生労働省が集約し公表している福祉行政報告例から、令和２年
度児童相談所が１年間で20万件を超える児童虐待事例に対応したことがわかる。少し詳しく見ると、新たに児
童虐待で一時保護（一時保護委託含む）を実施した件数は27,383件に及び、児童虐待で在宅指導として継続的
に関わった件数が46,253件（児童福祉司指導4,725件、継続指導41,528件）、児童虐待による児童福祉施設入所等
が4,337件（児童福祉施設入所3,681件、里親委託656件　以下児童福祉施設入所と里親委託をあわせて児童福祉
施設入所等と記す）などの援助を実施しており、ここに表記した以外も含んだ対応件数は実に206,301件に及
んでいる＊２。これだけの児童虐待事例に対応する中で、多くの事例は親子分離をすることなく、重症化せずに、
改善しているわけである。なかには、児童虐待を受けた子どもを一時保護した後に、短期間での保護者指導で
は改善が見込めずに、保護者と生活することが難しく児童福祉施設入所等の措置を行う場合も少なからずある
が（令和２年度の福祉行政報告例の数字から単純に計算すれば、児童虐待対応件数に対する児童福祉施設入所
等の割合は約2.1％となる）、子どもが保護者と分離したままでいいわけではなく、再び児童虐待が行われない
家庭への子どもの復帰を目指して保護者援助を実施していくことになる。もちろん重症ケースの中には、家庭

これからの子ども虐待対応　児童相談所の立場から

東京都児童相談センター
児童相談専門員　影　山　　孝

■ Ⅰ. 記念特集「これからの子ども虐待対応」 ■
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復帰によっては子どもの安全を守ることができないような場合もあるが、その場合であっても親子であること
に変わりはなく、施設等からの子どもの自立を支援するとともに、何故親子が一緒に生活ができないのか、子
どもが自立した後、どの様な親子関係を築いていくのか、親子関係の整理を子どもや保護者と共に行っている
のが、児童相談所である。

　Ⅱ　改正児童福祉法から見る児童相談所　

令和４年６月８日、児童福祉法（昭和22年12月12日法律第164号　以下児福法と記す）改正案が可決成立した。
本改正案は、衆参両院の本会議にて全会一致で可決し、成立したものである。改正案では、児童福祉施設等で
生活している者の自立支援を受けられる年齢制限を撤廃することや、児童相談所長又は都道府県知事（以下、
児童相談所長等と記す）が一時保護を開始する際に、裁判官が審査するなど一時保護の司法審査の強化等も盛
り込まれている。具体的には、児童相談所長等が一時保護を行う場合に親権を行う者又は未成年後見人（以下、
親権者等と記す）が同意するか、親権者等がいない場合、７日以内に一時保護が解除されない場合には、事前
又は保護の開始から７日以内に裁判官に対して「一時保護状」を請求し、請求を受けた裁判官は児童相談所長
等が提出する資料を基に一時保護の可否を審査することになり、裁判官は一時保護の必要性を認めたときは承
認し、一時保護の必要性が無いと認めるときには却下し、却下された場合には児童相談所長等は一時保護を解
除しなくてはならない。（ただし、一時保護を行わなければ児童の生命又は心身に重大な危害が生じるおそれ
があると見込まれるときは、児童相談所長等は裁判の取消しを３日以内に請求することができる。）一時保護
については、改正前の児福法においては児童相談所長等の権限として、子どもや親権者の意に反しても一時保
護の期間と定められた２カ月を超えるまでは、行政権限で一時保護を行うことが可能となっていた。しかし、
児童の権利に関する条約第９条＊３で定められた「親からの分離の禁止」規定に反していると指摘されるなど、
行政権限による子どもの親からの分離については課題があるとされる一方で、児童虐待から子どもを守るため
には親の意に反してでも、子どもの安全確保が第一であり、子どもの安全を図るためには児童相談所長等が躊
躇なく親からの分離を図る必要性も指摘されていた。今回の法改正では、７日間という期間については児童相
談所等の行政権限において子どもの安全確保を図りながら、７日間を超えて一時保護を行う場合に親権者等の
同意がない場合には、裁判官による司法審査を求めることになる。こうした一時保護の司法審査の手続きは、
刑事事件において容疑者を現行犯として逮捕する場合に、逮捕できる期間は72時間に限定されており、これを
超える場合には裁判官に勾留請求を行い認められる場合には10日間を限度として勾留することができる刑事手
続きに似た取り扱いとなる。児童虐待防止法の平成19年改正において、児童の住所等における児童の安全の確
認又は安全の確保を実効的に行うための方策の充実を図るため、裁判官の許可状に基づき家庭内へ直接強制と
して立入を認めるという強い効力を有する制度として、臨検・捜索が導入された。臨検・捜索の許可状請求の
手続きは、刑事訴訟法における逮捕状や家宅捜索令状請求に準じた取り扱いとなるため、法的手続きと言いな
がらも家事事件手続法によるものではなく、司法警察官が行っている手続に類似しており、児童相談所におい
ては警察から派遣されている警察官や警察官ＯＢが許可状請求の実務を担っている場合が多い。

一時保護についても、児福法第33条第５項に基づく、親権者の意に反する２カ月超えについては、家庭裁判
所が承認審判を行うが、家事事件手続法の規定が適用されるため、申立手続きは児童相談所の弁護士が担う場
合が多い。今回の法改正により請求される「一時保護状」は、児童相談所長等の所属する官公署の所在地を管
轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に対して請求されるため、実務については弁護士とい
うよりも令状等の請求実務に精通した派遣警察官等の活用が行われるのではないかと考える。

このように、裁判所との関係では施設入所や里親委託等で親権者等の意に反する場合や親権停止・喪失、管
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理権喪失、未成年後見人の選任・解任請求等、親権者の親権に抵触する措置が必要な場合には、家庭裁判所に
申立てを行い家事事件手続法に基づいて審理を行い、児童相談所の行う措置や親権等の制限が子どもにとって
適当なものであるのか、家庭裁判所が保護者等の意見も聞きながら判断することになる。家事事件手続法につ
いては、裁判所は法のポイントとして「１当事者等の手続き保証を図るための制度を充実させたこと、２家事
事件手続きを国民にとってより利用しやすいものとしたこと、３手続の基本事項を整備したこと」＊４として
いる。このように、当事者や審判の結果により影響を受ける者についても一定の者については陳述の機会を付
与することなども盛り込まれ、当事者や関係人の意見等を聞いたうえで判断する仕組みができている。

一方、臨検・捜索や一時保護開始時の司法審査については、子どもの安全確認や確保といった目的を達成す
るために行われる行政権限の履行の有無を判断するのであり、保護者等の意見を聞いたうえで裁判官が判断す
るのではなく、請求者である児童相談所長等の主張について法に示された要件に合致し適当であるかどうかを
判断するのであり、保護者等が児童相談所の主張に反論する機会は設けられておらず、家事事件手続法に基づ
く家事審判とは異なっている。

このように、今回の児福法改正において児童相談所が行う一時保護の権限行使が司法の承認を経たとしても、
保護者にとっては一時保護についての反対意見を述べる機会が担保されているわけではなく、一時保護される
子どもの意見を直接裁判官が聴取する機会も設けられておらず、保護者や子どもの理解が得られやすくなるも
のではないと考える。

　Ⅲ　児童相談所の相談理念　

児童相談所は児福法により子どもに関する専門の相談機関として位置付けられており、住民からの子どもの
養育や育児、子どもの性格相談などの相談を受け付け、保護者と共に子どもに関する問題を解決する役割も担っ
ている。

児童虐待の通告窓口や住民からの子ども相談窓口等多様な役割を担っている児童相談所であるが、児童相談
所の相談理念は、子どもの年令及び発達の程度に応じ、子どもの意見が尊重され、子どもの最善の利益が優先
して考慮され、心身ともに健やかに育成することとされている児童福祉を保障する原理に基づくものであり、
子どもが家庭において健全に育成されるよう子どもの保護者を支援することである。

児童虐待といっても、警察が刑事事件として取り扱い被害児童の安全を確保するために児童通告がなされる
場合や近隣の住民が子どもの泣き声を聞いて児童虐待が起きているかもしれないと心配して通告してくる場合
もあれば、保護者自らが子どもの問題行動に困り思わず手を挙げてしまったが、暴力を用いない対応方法がな
いかと相談してくる場合もある。このように、児童虐待の相談といっても様々であり、あらゆる虐待から子ど
もを守ることが第一であるが、相談機関としては、健全な家庭において子どもが健やかに養育されるように保
護者に対する援助を実施し、保護者と共に問題の解決をはかることが重要である。

先程も述べたように、児童相談所の令和２年度児童虐待対応件数は206,301件である。一方で、警察が令和
２年に事件として検挙した児童虐待の被害児童数は2,172人である。（警察庁生活安全局少年課　令和２年にお
ける少年非行、児童虐待及び子供の性被害の状況）児童相談所の統計が年度統計であること、警察の統計が年
統計であること、児童相談所と警察が同一案件を取り扱っている場合もあることなどから単純比較することは
できないが、おおよその数でみてみれば児童相談所の対応した件数の約１％が刑事事件として警察が事件とし
て対応したことになる。警察が事件として対応していない児童虐待が99％を占めており、この児童虐待につい
ては児童相談所が相談援助関係の中で再発防止を図り、児童虐待がエスカレートしないで、改善するように、
適切な養育方法を保護者に援助することになる。「Ⅰはじめに」でも述べたように、児童虐待というと子ども
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の死亡事件などがクローズアップされ、児童虐待を行った保護者が刑事被告人として逮捕されるという印象を
持ってしまうが、実際に児童相談所が対応しているほとんどの児童虐待ケースは、刑事事件となるようなもの
ではない。ただし、児童虐待は適切な対応を行わない場合には、継続して行われエスカレートすることが多い
ことに注意することが必要である。例えば、子どもが危険な行為を行って保護者が注意を与える場合に、最初
は優しい言葉で「やめなさい」と注意することで制止できたものが、繰り返される中で大声での注意となり、
お尻を叩く、顔を平手で叩くといったように叱り方がエスカレートしていき、子どもの行動抑制もかなわずに、
拳固で叩く、物を使っての体罰等になっていくことがある。このように児童虐待がエスカレートしないために
は、それぞれの子どもの特性等を理解し、子どもに合わせた叱り方や養育方法を保護者に身につけてもらうよ
う援助していくことが大切であり、こうした相談援助活動によって児童虐待の防止や過激化を防ぐことが可能
となるのである。

　Ⅳ　児童相談所の地域差について　

令和４年７月１日現在、全国に229か所の児童相談所がある。設置自体体として都道府県、政令指定都市に
は設置が義務付けられ、児童相談所設置市（特別区含む）として児童相談所の設置を希望し政令で指定された
市については設置可能であるなど多様な設置形態がある。児童相談所の管轄人口については、国が政令により
示した参酌基準（令和５年４月１日施行）で「基本としておおむね50万人以下」とすべきことを規定した。お
おむね50万人以下とは、「管轄人口20万人から100万人までの範囲が目安となる」趣旨とのことであり、20万人
以下の児童相談所の設置を妨げるものではなく、100万人以上の児童相談所について50万人以下とするような
取り組みを求めたものである。しかし、全国の児童相談所の規模は様々であり、福祉行政報告例では設置自治
体ごとの相談件数等は公表されているが、児童相談所ごとの相談対応件数や管轄人口は公表されていない。

図表１は「児童相談所業務の推進に資するための相談体制のあり方に関する調査」＊５（以下「全児相調査」
と記す）を基にグラフ化したものであるが、平成27年10月１日の管轄人口及び管轄面積について、210児童相
談所に調査を行ない、管轄人口については207児童相談所から回答があり、管轄人口を20万人単位で区分する
と20～40万人未満が最も多く26.2％（55児童相談所）、次いで40～60万人未満と60～80万人未満が各々18.1％（各
38児童相談所）であり、100万人以上が13.3％（28児童相談所）であった。全国平均では589,531人の管轄人口

20万人
未満

～40万人
未満

～60万人
未満

～80万人
未満

～100万人
未満

100万人
以上 無回答

児相数 26 55 38 38 22 28 3

割合 12.4% 26.2% 18.1% 18.1% 10.5% 13.3% 1.4%

図表１　管轄人口別児童相談所割合（全児相調査）Ｎ＝210
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であり、最も少ない児童相談所は56,788人、最も多い児童相談所は2,458,142人であった。管轄する人口規模を
比較してみると最小と最大の比率は43倍であり、大変大きなものである。

また、児童相談所の管轄面積については、児童相談所に訪れる住民の利便性や虐待通告を受けた際の調査の
迅速性を図るために、交通事情等含めた管轄面積を考慮することが必要となる。図表２は「全児相調査」を基
にグラフ化したものであり、支所や分室等を除いた児童相談所の管轄面積については500㎢未満が最も多く
28.1％（59児童相談所）である。一方3,000㎢以上の児童相談所が15.2％（32児童相談所）あった。平均値は
1677.7㎢で、最も狭い範囲の児童相談所は35.7㎢、最も広い児童相談所は14,064㎢で最少と最大の比率は約400
倍であった。最も広い面積を所管する児童相談所を都道府県別面積に比較すると、都道府県で最も広い面積を
有する北海道（83,456㎢）、第２位の岩手県（15,279㎢）に次いでの面積を一つの児童相談所が所管しているこ
とになり、第３位の福島県（13,783㎢）よりも広いことになる。こうした広域の面積を所管する児童相談所では、
子どもの住んでいる場所によっては調査に出向くだけで一日仕事となり、一時保護が必要となった場合にも一
時保護所までの移送にかなりの時間を要するなどの課題もある。また、調査に出向く際に自動車を利用する場
合も多く、長時間の運転をしなければならないなど、公共交通機関が充実している都市部の児童相談所とは違っ
た負担もある。

500㎢
未満

～
1000㎢

～
1500㎢

～
2000㎢

～
2500㎢

～
3000㎢

3000㎢
以上 無回答

児相数 59 31 33 24 19 10 32 2

割合 28.1% 14.7% 15.7% 11.4% 9.0% 4.8% 15.2% 1.0%

図表２　管轄面積別児童相談所割合（全児相調査）Ｎ＝210

「全児相調査」では、相談受理件数や虐待相談対応件数の平均値や最小値・最大値を集計しているが、本所・
支所・分室別に集計しているため、児童相談所の本所単位で比較することができない。相談件数については福
祉行政報告例を参考として考えてみたい。

図表３は、児童相談所の令和２年度の全相談受理件数をグラフとしたものであるが、全国の児童相談所設置
自治体が令和２年度に73自治体あったが、東京都の特別区が設置した３児童相談所（世田谷区、江戸川区、荒
川区）は福祉行政報告例では東京都の数字に算入されて公表されているため、70の児童相談所設置自治体で比
較することになる。70自治体の児童相談所が受け付けた相談受理件数は、総数で520,483件であったが、上位13
自治体で262,067件と全体の50％を超えている。【令和２年度の国勢調査によれば（以下、人口と児童人口は令和
２年度の国勢調査による）、上位13自治体人口は約5,770万人であり、日本人口約12,600万人の46％であり、児童
人口は13自治体で約820万人であり、全国児童人口約1,800万人の45％である。】また、相談件数が最も多い東京
都は50,344件、最も少ない横須賀市は1,119件であり、平均は7,436件であった。最少と最大の比率は45倍であった。
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図表３　令和２年度児童相談所設置自治体別　相談受理件数
（厚生労働省　福祉行政報告例の数字を基にグラフ化

東京都の特別区が設置した３区児童相談所の数字は東京都の数字に算入されている）Ｎ＝70

次に虐待対応件数であるが、図表４のとおり虐待相談対応件数が最も多い東京都は（前記した通り、特別区
設置の３児童相談所の数字が算入されている）25,736件で、最も少ない鳥取県が109件であり、平均は2,929件
であった。最少と最大の比率は236倍であった。

ただし、福祉行政報告例の記入要領では、児童虐待相談を受けた後に、児童の安全確認の結果を踏まえた判
定会議等の結果により、児童虐待相談には該当しないと分類されたもの（虐待非該当）は、児童相談の児童虐
待相談としては計上しないこととしている。したがって、児童虐待相談を受けて、子どもの安全確認や所属確
認、保護者面接等の調査を行なった場合でも、児童虐待非該当として児童虐待に該当しないとされた場合には
児童虐待相談としての受付件数や対応件数からは除外されていることを考慮することが必要であり、児童虐待
対応件数から仕事量を分析できるわけではない。具体的には、住民等から「子どもの泣き声が聞えてくるが、
児童虐待が行われているのではないか」との通告がなされ、調査を行なったが、夜泣きがひどく、子どもが泣
いたときにはベランダに出てあやすようにしていたケースで調査の結果、虐待に該当しないと判断したケース
などは、児童虐待受理件数や児童虐待対応件数からは除かれ、調査に要した仕事量は児童虐待相談対応として

図表４　令和２年度児童相談所設置自治体別　虐待相談対応件数
（厚生労働省　福祉行政報告例の数字を基にグラフ化

東京都の特別区が設置した３区児童相談所の数字は東京都の数字に算入されている）Ｎ＝70
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はカウントされないことになっている。
令和２年度の70の児童相談所設置自治体の児童虐待対応件数の総数は206,301件であったが、上位10自治体で

104,320件と全体の半数を超えている（51％）。（上位10自治体の人口は約5,100万人であり日本人口約12,600万人
の41％であり、上位10自治体の児童人口は約750万人で日本児童人口約1,800万人の41％である。このように、児
童虐待相談については、上位10自治体（人口、児童人口共に41％）で全体の半数を超えていることになり、相
談対応件数の残りの半数（49％）を60の児童相談所設置自治体が対応している。（令和２年７月１日での全国の
児童相談所数は220所であったが、対応件数の上位10児童相談所設置自治体の児童相談所数は64所であった。）

このように半数を占める上位10自治体を見てみると、東京都、大阪府、埼玉県、千葉県、横浜市、神奈川県、
大阪市、愛知県、兵庫県、福岡県であり、関東や近畿を中心とした大都市圏の児童相談所であることがわかる。
こうした傾向は、ここ十数年続いており、以前から愛育研究所客員研究員の山本恒雄氏が「相談件数の偏在（上
位10自治体で全児童虐待相談件数の半数を超える）」＊６と指摘してきたことである。ただし、児童虐待相談が
都市部だけの問題であるわけではなく、地方においては別の課題を抱えている場合もある。例えば、子育て支
援サービスについては民間も含め都市部を中心に充実してきているが、地方においてはまだまだ十分なサービ
ス提供がなされていない場合もある。更に、都市部においては「隣は何をする人ぞ」と近隣の関係がほとんど
なく、子育てにおける隣近所での相互扶助に期待することはなかなかできずに、「弧育て（こそだて）」（孤立
した子育て）とならざるを得ない場合もある。一方で、近隣関係の濃密な地方では相互扶助が機能している一
方で、「プライバシーが保てない」等の弊害もある。地方の児童相談所が児童虐待の調査で家庭訪問を行った
ところ、その日のうちに村中に知れ渡り「虐待家庭」のレッテルを貼られ苦慮したとの話もある。

このように、児童相談所について考えるときに、児童相談所の規模や相談件数、地域特性等を考慮して考え
る視点も必要と考える。様々な検討会で児童相談所の機能強化について議論がなされることがあるが、児童相
談所と大括りとして考えるだけでなく、二つの視点を併せて考えることが必要である。一つは、児童虐待対応
など子どもの権利擁護の視点からは、最低限の子どもを守る仕組みは全国一律に行われる必要があり、日本全
国どこにいても、児童虐待から子どもを守る仕組みは構築されなければならない。一方で、それぞれの地域の
特性に配慮した児童相談のあり方を考える視点が必要である。児童虐待予防や子育て支援は児童相談所だけが
行えることではなく、市区町村や子どもの所属機関、保健機関、民間団体の連携の下で行われることであり、
地域の特性を踏まえ、地域の事情を考慮して検討することが必要である。

　Ⅴ　児童虐待の通告経路　

次に、児童虐待相談の半数を占める警察からの通告の実態について考えたい。図表５は、児童相談所が対応
した児童虐待対応件数を、５年ごとで経路別に集計したものである。経路については、福祉行政報告例では細
かい分類がなされているが、大まかな傾向を見るために経路を大括りし、令和２年度に３％以下の経路につい
てはその他に分類した。

虐待対応件数が、平成17年度から増加しているために、表で示した全ての経路で件数自体は増加している。
しかし、経路別の全体に占める割合でみてみると「警察等」が４％→16％→37％→51％（平成17年度→22年度
→27年度→令和２年度。以下同様に記載する）と増加している。「家族・親戚」については11％→16％→11％
→８％となっている。児童虐待が家庭内で行われることが多い為、家族が相談・通告することが多いが全体に
対する割合は低くなっている。「学校等」については、0.2％→10％→８％→７％と平成19年度はわずか19件の
相談だったが、５年後には相談件数で400倍（割合も9.8ポイント増加）に伸びながらも、その後割合自体は減
少している。「近隣知人」については、46％→22％→17％→13％と減少している。
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都道府県 市町村 警察等 学校等 家族・親戚 近隣知人 その他

平成17年度 46 490 397 19 1169 4807 3466

割合 0.4% 5% 4% 0.2% 11% 46% 33%

平成22年度 5915 8740 9135 5667 8908 12175 5844

割合 10% 16% 16% 10% 16% 22% 10%

平成27年度 9416 9177 38524 8183 10936 17415 9635

割合 9% 9% 37% 8% 11% 17% 9%

令和２年度 13826 12940 103625 14676 16765 27641 15571

割合 7% 6% 51% 7% 8% 13% 8%

図表５　「福祉行政報告例　児童相談所における児童虐待対応件数　経路別」をベースに表グラフを作成した。
経路等で件数の少ないものはその他に分類し、都道府県・市町村・学校等・家族親戚は合算した。

また、児童委員は市町村に合算した。割合については、平成17年度の一部は小数点以下第２位で四捨五入し、
他は小数点第一位で四捨五入しているため合計は100％とはならない。

警察等の通告件数が急増した背景には、平成16年虐待防止法改正により「心理的虐待」に「児童が同居する
家庭における配偶者に対する暴力」が追加され、当時の厚生労働省通知（「児童虐待の防止に関する法律の一
部を改正する法律の施行について」平成16年８月13日　雇児発第0813002号　以下平成16年法改正通知と記す）
によれば、「児童の目前で配偶者に対する暴力が行われること等、直接児童に対して向けられた行為ではなくて
も、児童に著しい心理的外傷を与えるものであれば児童虐待に含まれること」が明確にされ、警察に110番通報
等でＤＶ相談がもたらされた場合に、警察官が家庭に臨場し、子どもが家庭にいてＤＶを目撃していた場合に、
心理的虐待の疑いとして警察署から児童相談所に通告が積極的に行われるようになってきた経過がある。ＤＶ
については、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年４月13日法律第31号）の定
義によれば、「配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」となっている。
しかし、警察署から児童相談所に通告される心理的虐待（暴力等目撃）の実態は、夫婦喧嘩で110番通報がなさ
れ警察官が臨場した家庭に子どもがいる場合には通告がなされているのが現状である。もちろん、「夫婦喧嘩」
であっても子どもが目撃することは子どもに心理的な悪影響があることは否定できないし、日常的に夫婦の諍
いを目のあたりにすることが子どもに心理的外傷を与える可能性はあるが、すべての夫婦喧嘩が子どもの心理
的虐待となるものではないと考える。しかし、児童虐待防止法による通告義務は「児童虐待を受けたと思われ
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る児童を発見した」場合に通告しなければならないことになっており、警察官は夫婦喧嘩が行われている場面
を子どもが見ていれば児童虐待が疑われるとして通告がなされているのが現状である。児童虐待防止法施行時
は「児童虐待を受けた児童を発見した」場合に通告義務を課していたが、平成16年改正で「通告の対象が『児
童虐待を受けた児童』から、『児童虐待を受けたと思われる児童』に拡大された。これにより虐待の事実が必ず
しも明らかでなくても、一般の目から見れば主観的に児童虐待があったと思うであろうという場合であれば通
告義務が生じることになり、児童虐待の防止に資することが期待されるところである。」（平成16年法改正通知）
とされているように、もともとは児童虐待が明白な場合に通告義務が生じるとされていたが、児童虐待の早期
発見のためには広く通告が行われることが望ましいために、児童虐待の疑いがあれば通告できるようにしたも
のであり、一定の経験や研修を受けた警察官が行う通告範囲を広げる趣旨ではなかったのではないか。このよ
うに児童虐待相談が急増し、警察による通告件数が急増することで、児童相談所が専門性をもって対応すべき
重大事案（児童相談所の法的権限の行使が必要な案件等）への対応が後手に回ることは防がなくてはならない。

　Ⅵ　これからの児童相談所の在り方　

児童相談所は児童虐待相談の増加に伴い、児童福祉司や児童心理司の定員増を図ってきている。図表６は、
厚生労働省の公表している資料を基に全国児童相談所の児童福祉司、児童福祉司ＳＶ、児童心理司の配置人員
を表にまとめたものである。

児童福祉司 ＳＶ児童福祉司 児童心理司
平成18年度 2139 　 906
平成19年度 2263 　 959
平成20年度 2358 453 1013
平成21年度 2428 482 1065
平成22年度 2477 516 1108
平成23年度 2606 557 1162
平成24年度 2670 604 1193
平成25年度 2771 614 1237
平成26年度 2829 671 1261
平成27年度 2934 700 1293
平成28年度 3030 511 1329
平成29年度 3115 618 1379
平成30年度 3252 666 1447
令和元年度 3635 731 1570
令和２年度 4284 829 1800

図表６　全国児童相談所　児童福祉司、児童福祉司ＳＶ、児童心理司の配置数
厚生労働省　全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料から抜粋

配置数はそれぞれの年度の４月１日の数字

児童福祉司は児童相談所長が定める担当区域により、職務を行うこととされており、その担当区域を定める
基準として児童福祉法施行令により、保護を要する児童の数、交通事情等を考慮し、人口おおむね10万から13
万までを標準として定めるものとされていたが、平成17年政令改正によりおおむね５万から８万とされ、平成
24年改正でおおむね４万から７万に、平成28年改正では４万とするとともに、全国平均と比較した児童虐待相
談対応件数の発生率を勘案するとし（経過措置あり）、平成31年改正では３万人とし、更に里親支援・市町村
支援の児童福祉司を配置することとされ、現在に至っている。全国の児童福祉司及び児童心理司の数は令和２
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年度には平成18年に比べて約２倍の配置数となっている。このように増員が図られてはきたが図表７からもわ
かるように、児童福祉司や児童心理司の勤務年数は全体に短くなっている。平成24年には３年未満の児童福祉
司が44％であり、５年以上が38％を占めていたが、令和３年には３年未満が51％、５年以上が32％と全体に勤
務年数が短くなっている。児童心理司についても、平成24年には３年未満が30％、５年以上が54％であったが、
令和３年には３年未満が47％、５年以上が38％と、児童福祉司に比べれば勤務年数は長いが、経年により勤務
年数が短くなる傾向である。

児童福祉司 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年

３年未満 44% 45% 41% 41% 43% 40% 41% 49% 51% 51%

３～５年 19% 17% 18% 18% 18% 17% 16% 16% 16% 17%

５年以上 38% 38% 40% 42% 40% 42% 40% 36% 33% 32%

児童心理司 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年

３年未満 30% 32% 33% 33% 31% 32% 37% 41% 45% 47%

３～５年 16% 16% 17% 16% 16% 16% 14% 15% 16% 16%

５年以上 54％ 52% 50% 52% 53% 52% 49% 43% 39% 38%

図表７　児童福祉司・児童心理司の勤務年数　厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課調べ
令和３年度　全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議の児童相談所関連データーを基に作成

このように、国は配置基準の変更で児童福祉司や児童心理司の増員を図り、児童福祉司任用資格取得支援事
業や児童福祉司採用活動支援事業を行ってきている。しかし、実際に児童福祉司や児童心理司を採用し、配置、
育成するのはそれぞれの自治体に任されており、各自治体ともに人材の確保や育成、定着が困難を極めている。
単純に考えれば児童福祉司等が配置され５年たてば、１年目の職員は６年の勤務年数となり、５年目の職員は
10年の勤務経験になり、経験値は増加する。実際には児童相談所から他部署への転勤や退職で勤務年数の積み
上げが図られずに、増員によって新たに児童相談所勤務となる職員が増えるために、勤務年数（勤務経験年数）
は、短くなっているのである。

国では児童福祉司の専門性を高めるために、児童福祉司の資格化が検討されてはいるが、児童福祉司だけが
児童虐待対応をはじめとした児童相談を担っているわけではない。児童相談所でも、児童福祉司、児童心理司、
一時保護所職員をはじめ、医師や保健師などの多職種が関わり、措置入所後は児童福祉施設等の職員等が関わっ
ており、在宅指導や入所措置解除後は、児童相談所と共に市区町村が虐待の再発防止の援助を実施している。
このように児童虐待対応を担う人材のレベルアップを図るのであれば児童福祉司に特化するのではなく、児童
相談所の各職種の力量アップをはかり、あわせて、市区町村や教育や保健部門、児童福祉施設等において子ど
もに関わる人材のレベルアップを行う必要があり、更には民間の活力の導入も検討しなければならない。

児童相談所職員の人材育成を考えるときに参考となるのが、家庭裁判所調査官や警察官の人材育成の仕組みで
ある。例えば家庭裁判所調査官は、採用時には調査官補として直接実務を担わずに、２年間の研修期間を設け、
集合研修と職場でのＯＪＴを組合せ、調査官の仕事のノウハウを学んだうえでスタートできる仕組みを作っている。

また、警察官は採用後の集合研修をはじめ、昇任に合わせて一定期間職場を離れての集合研修、専科による
実務研修等を実施している。

児童相談所では、法定研修として義務化されているのは、児童相談所長研修と児童福祉司の任用前講習会と
任用後研修、児童福祉司スーパーバイザー研修だけである。まずは、児童福祉司だけでなく児童相談所の各職
種の研修を体系化し、現在６日間程度で実施している研修期間の大幅な拡大を図ることから始めるべきである。
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また、併せて児童福祉施設職員等の研修も体系化し、必要に応じて多職種合同による演習中心の研修を行うこ
とで、児童福祉に関わる職員の力量アップをはかることが必要である。家庭裁判所調査官や警察官の初任者研
修のように、現場に出る前の基礎的な知識や面接スキル、書類や記録の記入等について、一定期間研修に特化
できる期間の確保と研修実施体制を各自治体の枠を超えて（全国の児童相談所職員の研修を統一的に行う方法
や全国の児童相談所を数ブロックに分けるなど）実施できる体制も含めて検討すべきである。

次に、児童虐待通告窓口の検討が必要である。児童虐待通告窓口として区市町村と児童相談所、都道府県の
設置した福祉事務所が児童虐待防止法で規定されている。しかし、実際には警察への児童虐待通報も行われて
いる。児童虐待対応について「警察では、児童の安全確保を最優先とした対応を行っており、児童虐待が疑わ
れる事案を認知した際には、現場臨場等を行い、警察職員が児童の安全を直接確認するように努めているほか、
必要な捜査を積極的に行い、児童の死亡等事態が深刻化する前に児童を救出及び保護することができるように
している。」（令和元年警察白書より）とあるように警察も積極的に対応している。また、警察の組織力は児童
相談所とは比べものにならず「110番通報に迅速かつ的確に対応するため、都道府県警察には通信指令室が設
けられている。110番通報を受理した通信指令室では、直ちに通報内容を警察署等に伝え、地域警察官を現場
に急行させるとともに、必要に応じて緊急配備の発令等を行っている。令和元年中に通信指令室で直接受理し
た110番通報に対するリスポンス・タイム（通信指令室が110番通報を受理し、パトカーに指令してから警察官
が現場に臨場するまでの所要時間）は平均で８分９秒である」（令和２年警察白書より、一部抜粋して著者が
まとめた。）このように警察に110番通報が入った場合には、警ら中のパトカー等も活用しながら、速やかに警
察官が臨場することになっており、初動体制については時間を問わない体制の充実が図られている。一方、児
童相談所は児童虐待通告については「児童相談所虐待対応ダイヤル189」により365日24時間体制で対応してい
るが、夜間休日の受付については、業務委託による緊急連絡網体制や一部宿直体制で対応しており、緊急車両
が配備されているわけではなく、警察の機動力とは雲泥の差がある。児童相談所が虐待通告を受け児童相談所
の庁有車で子どもの安全確認に向かったが、訪問家庭の近隣に駐車場がなくやむなく路上駐車し家庭に訪問し、
子供の一時保護が必要なため、子どもと共に庁有車を停めた場所に戻ってみると駐車違反によりレッカー移動
されていたこともあった。

児童虐待の初期対応や介入には警察の介入を基本とすることも検討できるのではないか。通報を受けた後に
子どもの安全確認に警察官が臨場し、子どもの安全確保のためには保護者から分離することが必要と判断した
ときには、一定期間は警察の判断で保護をすることを可能として、一定期間経過後も一時保護が必要と判断し
た際には裁判所の許可を受けることとする。一時保護の決定を受けた子どもは児童相談所が一時保護を行い、
アセスメント等を実施する。その結果を踏まえて裁判所が援助の在り方を決定し，援助については児童相談所
が担うなどの役割分担を検討することが必要と考える。通告窓口の１本化については、さまざまな検討会で議
論されているが、現行の枠組みを超えた抜本的な改正を検討するべきである。また、一時保護の検討にあたっ
ては、保護される子どもの年令や成長に合わせて子どもの意見を聞きながら一時保護を決定する仕組みも併せ
て検討することが必要である。虐待通告については、警察による初期対応、裁判所による親子分離、援助決定
の仕組みに言及したが、保護者自らが子どもの相談先としての児童相談所の機能は維持すべきである。このこ
とによって、通告・相談共に児童相談所は保護者に寄り添いながら、児童虐待とならない子育て方法について
信頼関係をベースに相談援助ができるものと考える。

大きなテーマとして、児童福祉に係る人材育成の在り方と警察・裁判所・児童相談所の役割分担による児童
虐待対応について述べてきたが、当面の児童相談所の対応として現在できることは、児童虐待対応であっても
ケースワークを原点とした相談援助活動を丁寧に展開することである。もちろん子どもの安全が常に考慮され
なければならず、子どもの最善の利益を図ることが相談援助活動の基本である。児童虐待が疑われる場合に、
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保護者に対しては児童虐待とならない子どもへの対応を求めなければならず、保護者がどのように主張しよう
とも虐待行為は子どもの健全な発達を阻害し、子どもにとって悪影響を及ぼす行為であることを示し「駄目な
ことは駄目」と保護者の行為の限界線を提示すべきであり、限界線を越えるときには躊躇することなく親子分
離を図ることが必要である。一方で、保護者が虐待行為に至る家庭は多様な問題を抱えており、それらの複合
的な要因が連鎖し虐待に至っているものと考えられる。こうした虐待行為の背景を理解せずに、一方的な「注
意喚起」や「繰り返さないとの約束」によって児童虐待の改善を図ることは困難であり、こうした機械的な対
応をしてはならない。児童相談所等の職員は、家族の問題をアセスメントし、保護者の抱えてきた困難や悩み
に共感し、受容するとともに、保護者の主体性を尊重し、適切な自己選択や自己決定が図れるよう援助する視
点を忘れてはならない。援助者である児童相談所職員が、子どもの利益を代弁するとの立場から保護者に対し
て対立的に対応せざるを得ない場合もある。令和元年度の児童虐待防止法改正では、「介入機能と支援機能の
分離を図るために、児童相談所内で一時保護等を行った職員と保護者指導を行う職員を分ける」法改正が行わ
れた。＊７同じ児童相談所において介入と支援が行われていることを考えた場合、児童相談所は保護者と対立
することがあっても児童虐待が行われない適切な家庭環境を作ってもらうための援助機関として機能している
ことを丁寧に説明し、保護者が虐待の無い家庭を実現するためには、児童相談所等が援助を惜しまない立場で
あることの理解を得ていくことで「介入か支援か」ではなく、「介入は援助のための一つの手法」であり、一
貫した相談援助活動の展開につながるものと考える。

児童相談所の職員が通り一遍の対応で援助活動を行ない、マニュアルに頼って親子分離を行ったとしても、
子どもや保護者に援助者の考えは伝わらない。職員が本気で子どもの福祉を考え、保護者の置かれている環境
を理解し、子どもと保護者のために「誰が何をなすべきか」を真剣に考え、対立を乗り越えるケースワークを
展開した時に初めて、子どもや保護者との信頼関係が構築され、子どもや保護者を主体として相談援助活動が
可能となるのである。児童相談所の職員が真剣に子どもや保護者に向きあい、本気で取り組んだ時に、はじめ
て子どもや保護者の心が動くのである。

このように保護者と児童相談所が、子どもの福祉実現のために共に歩んでいけるようなケースワークを実践
することを常に頭の片隅に置いた、相談援助活動が求められると考える。

＊１	　「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について　第17次報告」社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検
証に関する専門委員会　令和３年８月

＊２	　令和２年度福祉行政報告例　第７.	15	.	16表
＊３	　児童の権利に関する条約（平成６年５月16日　条約２）第９条（親からの分離の禁止）第１項「締約国は、児童がその父

母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件と
して適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。
このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければな
らない場合のような特定の場合において必要となることがある。」

＊４	　裁判所パンフレット「Ｑ＆Ａ　家事事件手続法　～新設された制度を中心に～」見直しのポイントより抜粋
＊５	　「児童相談所業務の推進に資するための相談体制のあり方に関する調査」平成29･30年度全国児童相談所長会調査（主任研

究者　川松　亮　平成31年３月31日）
＊６	　愛育研究所編　日本子ども資料年鑑	2017　KTC中央出版（2017.２.８発行）183ページ「Ⅵ	子どもと家族の福祉」山本恒雄
＊７	　児童虐待の防止に関する法律第11条第７項「（前半略）　第８条の２第１項（出頭要求）の規定による調査若しくは質問、

第９条第１項の規定による立入り及び調査若しくは質問、第９条の２第１項（再出頭要求）の規定による調査若しくは質問、
第９条の３第１項の規定による臨検若しくは捜索又は同条第２項の規定による調査若しくは質問をした児童の福祉に関す
る事務に従事する職員並びに同法（児童福祉法）第33条第１項又は第２項の規定による児童の一時保護を行った児童福祉
司以外の者に当該児童に係る保護者への指導を行わせることその他必要な措置を行わなければならない。」平成19年法律第
73号で追加された。
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　はじめに

断っておくが、筆者は研究者ではないので調査・分析に基づいてこの原稿を執筆するわけではない。ただ、
社会的養護を生業として30年目となり、自身が幼少期に児童養護施設で過ごした体験もあるので、もう半世紀
以上も社会的養護と関わってきた。その意味では、子ども虐待対応における社会的養護（とりわけ児童養護施
設）がもつ可能性、また一方で課題についても、言語レベルを超えて骨身にしみてわかっているつもりである。

今日の児童家庭福祉は２つの側面に同時に対応しなければならない。一つは「家庭養育原則」であり、もう
一つは「虐待対応」である。子ども虐待が増加の一途を辿るなか、両者を同時展開していかなければならず、
そのなかで社会的養護に求められるものは次のようなことであろう。
・�子どもが家庭において養育されるよう、虐待が認められる家庭であっても、虐待の重症化を防ぐとともに養
育環境の改善を目指して保護者を支援する。（保護者支援）
・�被虐待児であって養育に困難があると思われる子どもであっても里親委託を進められるよう里親養育を支援
する。（里親支援）
・�虐待の連鎖を断つために、被虐待児の育ちを支えるとともに社会的自立へのプロセスに関与していく。（養
育と自立支援）
上記の観点から、これからの子ども虐待対応について社会的養護の立場から論じていくが、筆者のフィール

ドはあくまでも児童養護施設であるので、乳児院など他の施設種別について記せないことをご容赦願いたい。

　Ⅰ　基本的な考え方　

１　児童養護施設だからできること
児童養護施設の最大の売りは何か？　365日、24時間休むことなく子どもを養育していることである。そこ

に保育士、社会福祉士、臨床心理士、看護師などの専門職がいること。そして傷ついた子ども達を数多く養育
し、困難を抱える親たちと向き合ってきたことにある。こうした機能とノウハウを地域の子育て支援に還元し
ていくことが求められている。できることは地域の子育て支援の下支え（セイフティーネット）である。これ
こそが児童養護施設だからできる虐待対応の姿だと思う。

２　時間軸で考える
社会的養護における虐待対応について論じる前に、筆者がこの問題をどのように考えているかを記してお

きたい。
児童福祉法の第２条第１項に「全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野

において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、
心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。」と記されている。筆者は、最善の利益とは「豊

これからの子ども虐待対応　社会的養護の立場から

社会福祉法人養徳園
総合施設長　福　田　雅　章
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かな養育環境の中で成長発達が保障され、ひいてはその子なりの自己実現が図られていくこと」と考えている。
その時々の子どもの意見を尊重することが、最善の利益につながらないと思われる事案はいくらでもある。ま
た、子どもが成長発達の途上にいることを考えれば、今の時点で最善の利益と思われる対応が将来的にはそう
ではなくなるということもある。例えば、今は親子分離が最善と判断しても、分離したままにしておくことは
その子の利益に適わないという事案はいくらでもある。

長く児童養護施設で子どもの養育に関わっていると、「先々を見据えて今その子に何が必要か」を考える習
性が身についてしまうようで、児童相談所をはじめとする行政機関が「その場しのぎ」の対応をすることに怒
りを感じてしまう。前述の例ではないが、「親子分離したままにはできないですよね」と児童相談所に再統合
に向けてのアプローチをお願いしたところで、真剣に取り組んでくれることは少ない。だからといって児童相
談所を責めるわけではない。児童相談所にしろ市町村にしろ、任された区域において隈なく虐待対応していく
ことに必死であり、ひとりの子どもの育ち、ひいては将来的な自立にまで関心をもってケースワークしていく
ことは困難なのかもしれない。

行政機関が「任せられた区域を隈なく」といった「面」で虐待対応を考えるとすれば、児童養護施設は「一
人ひとりの子どもの育ち」の観点から「時間軸」で虐待対応を考えることができる。これまでとかく「面」で
しか考えてこなかった虐待対応が「子どもの育ち」という「時間軸」が加わることで重層的なものへと変わっ
ていく。そんな可能性を児童養護施設は有しているのである。

３　虐待の連鎖を断つために～自立のための二つの要素～
筆者は、子ども虐待対応における社会的養護の役割を問われれば、まずは「社会的養護にあった子どもを虐

待しない大人に育てること」と答える。つまり虐待の連鎖を断つということである。そのためにも「社会的自
立」を目指していくことは当然のことであろう。

ただ「自立」という概念はとても難しく、何をもって自立しているといえるのかはよくわからない。30歳ま
で生活も仕事も順調であったが病気になってしまったりとか、結婚したけれどもDVに遭って離婚して母子家
庭になってしまったりとか、派遣切りに遭って失業したとか、子どもが大人になっていくプロセスの中では実
にいろいろな困難に遭遇する。併せて「自身が親になったとき子どもに虐待をしない」ことを考えると、大切
なことは周囲にいる人と良好な関係を築けることであり、自身の弱さを隠すことなく素直に「助けて」が言え
ることであろう。

筆者が経験的に気付いたことは、子どもが自立していくプロセスに欠かせないものが二つあるということだ。
一つは将来への希望である。「これから自分はより良い生活をしていくのだ」、「これからの未来は希望に満ち
ているのだ」ということである。これには当然、「自分なら何とかできる」、「自分は捨てたもんじゃない」と
いう自己肯定感が必要で、その醸成には大人との関係性が重要である。しかしながら児童養護施設にやってく
る子どもは、虐待など不適切な養育によって特定の大人との間に安定した愛着形成に失敗していることが多く、
人間関係の取り方に歪みが見られる。結果として、相手の気持ちを察することができず自己中心的な言動にな
りがちで、他者との安定した関係を築きにくい。いずれにしても、日々のくらしの営みを通して施設職員と安
定した関係を構築し、「自分は大切にされている」、「自分は必要とされる存在である」といった自己感を身に
つけていくことが欠かせない。

もう一つは恒久的な拠り所である。「自分が本当に困ったとき誰に頼ればよいのか」、「将来的に誰が自分に
関わってくれるのか」、「誰が自分の先行きを真剣に心配してくれるのか」といったものだ。子どもは確実な拠
り所があって、試行錯誤（失敗）を繰り返しながら少しずつ成長していくことができ、自立への階段を上って
いくものである。
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社会的養護経験者（ケアリーバー）に共通する特徴は、家族や親せきからの支援を期待できないことである。
長年児童養護の世界にいると、退所者から「困っています。お金貸してくれませんか」、「家賃が払えなくてア
パートを出なくてはなりません。住むところ何とかなりませんか」といった相談は次々に飛び込んでくる。日々
の暮らしにまつわる相談は時間的な猶予が許されない。故に身銭を切ることも、保証人となって住居を用意す
ることもある。できることなら避けたいところである。

いずれにしても困ったときに安心して身を寄せることのできる場（確実な拠り所）が必要である。そう考え
ると、たとえ親子の再統合が無理だとしても、親子関係の再構築は必須のことといえる。

昨今は、虐待が重症化して初めて施設入所に至ることも多い。こうした子どもは自己・他者への不信感は根
強く、すでに親子関係は修復困難な状況になっていることがある。そうなると自己肯定感を醸成していくこと
も、恒久的な拠り所を確保していくことも困難になってしまう。その意味では、重症化を防ぐためにも早い段
階から社会的養護による支援（ショートステイやトワイライトステイ）が必要と思われる。

　Ⅱ　社会的養護における虐待対応　

１　保護者支援～社会的養護と地域養護をつなぐ～
１）社会的養護と地域養護のはざまで

社会的養護は都道府県の機関である児童相談所を中心に要保護児童を発見・保護し養育していく。地域養護
は市町村レベルで要保護児童対策地域協議会（要対協）を中心に虐待リスクを抱える子ども・家庭を見守り支
援していくが、社会的養護が必要となれば児童相談所、そして施設へと引き継がれていく。

2020年度に全国の児童相談所が対応した虐待相談対応件数は20万6,301件と初めて20万件を超えた。このう
ち最終的に親子分離が必要と判断されて施設や里親に委託された件数は4,337件で、相談対応件数の2.1％にす
ぎなかった。つまり親子分離に至るハードルは非常に高い。

反対に施設から家庭復帰する親子再統合へのハードルも非常に高いことを忘れてはならない。例えば、継父
の虐待で施設入所に至ったケースでは、実母が継父と別れたとしても、実母が子どもを守れなかった事実から
養育力を問題視して家庭復帰に至ることは少ない。子ども自身の成長、あるいは実母を支える親族の存在があっ
て初めて親子再統合に至っていく。仮に子どもが家庭に戻ったとしても、入所前の住所から転居していること
も多いし、転居していないにしてもその子の存在が地域から忘れ去られていることもある。

このように、虐待が重症化しない限り社会的養護の支援が入らなかったり、施設から家庭に戻っても適切な
地域養護の支援が入らなかったりする。いずれにしても社会的養護と地域養護の間には切れ目がある。その切
れ目をつなぐ役割を期待されるのが、児童家庭支援センターと子どもの居場所である。

２）「ともに育てる」を目指す児童家庭支援センターと子どもの居場所
〇児童家庭支援センター

子どもが胎児期から社会的自立に至るまで、地域にあって一貫して子どもに関わり、保護者とパートナーシッ
プを組んで共に子どもを育てていこうとする組織（人）が求められている。地域にあって、その家庭の必要に
応じて支援を届け、危機に瀕しては社会的養護につなぎ、施設入所中は施設と共に親子の再統合を目指してい
く。再統合ができてもできなくとも、その家庭に関わり、支え続ける人が求められている。地域養護と社会的
養護の間にある切れ目に入り込んでしまい、必要な支援が届いていない子ども・家庭が数多ある。施設退所・
家庭復帰後に再び保護される子ども、一時保護所に虐待の再被害で入所する子どもが後を絶たないといわれて
いるのはその表れであろう。
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要対協に関与しながら地域の要保護児童を見守り、必要があればタイムリーにショートステイやトワイライ
トステイの支援を届ける。社会的養護を利用することがあるかもしれない。いずれにせよ、一貫して子ども・
家庭を見守り必要な支援を届けることが児童家庭支援センターには求められている。

筆者が総合施設長を務める養徳園では2015年４月に栃木県では最初の児童家庭支援センター「ちゅうりっぷ」
（児童養護施設に付置）を開設した。現在県内17の市町と子育て短期支援事業（ショートステイ）の契約を結び、
うち７つの市町の要対協に関わり、実務者レベルの会議に参加している。要対協に関与しながら地域の要保護
児童を見守り、必要があればタイムリーにショートステイなどの支援を届ける。言い換えれば「保護者ととも
に子どもを育てる」を目指している。

ちゅうりっぷでは毎月２泊３日を２回や、毎月断続的に７日間利用するなど定期的に利用する子どもが増え
ている。まるで親戚の家にやってくるかのようである。

ちゅうりっぷの一時預かりと相談実績

2015年度 2018年度 2021年度

ショートステイ 延べ７件27日 延べ159件306日 延べ217件615日

トワイライトステイ ０件０日 57件延べ57日 ６件延べ６日

緊急一時保護委託 ９件延べ126日 ６件延べ184日 18件延べ513日

ショートステイ
契約市町 ３市 11市町 17市町

要対協への参加 １市 ７市町 ７市町

電話相談
（毎日８:30～17:15） 42ケース478件 163ケース1,261件 163ケース1,454件

来所相談 32件 370件 389件

訪問相談 187件 646件 1,276件

上の表は、ちゅうりっぷが対応したショートステイ等一時預かりと相談実績の推移を示したものである。
2015年度にちゅうりっぷが対応したショートステイの件数は延べ７件25日間。21年度には延べ217件615日に増
加した。

養徳園は栃木県S市（人口約44,000人）に所在するが、ちゅうりっぷがある地域はS市の中でも過疎化が著し
いK地区である。設立当初、「そんな田舎につくって必要性はあるのか」と揶揄されたものである。

子育てに伴う孤立が深刻化しているのは都市部に限ったことではなく、大きなストレスを抱え、養育に行き
詰まりながらも頼れる親戚縁者がいない家庭が増えている。ゆえに、ちょっと預かってくれるところがあれば、
ニーズは掘り起こされてくるのである。

今喫緊に求められるのは、虐待のリスクを抱えている子育て家庭に対して、虐待の重症化を防ぐとともに養
育環境の改善を図っていく支援である。いずれにしても子育て家庭に対する実効性のある支援は、「必要に応
じて子どもを預かる」こと。いわゆる親戚の役割だ。いいかえれば保護者に寄り添い「ともに子どもを育てる」
ということである。これは養育機能とソーシャルワーク機能を併せ持つ児童養護施設に付置された児童家庭支
援センターだからこそできることである。

ちゅうりっぷでは、ショートステイで子どもを預かることは支援のきっかけに過ぎない。そこから切れ目のな
い支援が始まるのである。実際、ショートステイをきっかけに支援を継続している例として次のようなものがある。
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この事例は、母親B子にA子の養育を施設に委ねてはどうかと勧めても一貫して拒否しており、児童家庭支
援センターの支援で母子分離することなく何とか在宅で養育している。児童家庭支援センターが行った支援は
次のようなものであった。
　　•　�月７日を限度とするショートステイをフルに活用して子どもを預かる（例えば２泊３日を１回と１泊

２日を２回など）。
　　•　�子どもへの接し方がわからないときに電話でアドバイスしたり、時には家庭訪問もする。
　　•　�A子を保育所に連れていくのに同行する。など

現在、A子は小学１年生。A子の成長もあってか、B子は少し気持ちに余裕が出て就労が継続するようになっ
た。A子が小学校に入学し、保育所に代わって学童保育、そして次に記す「子どもの居場所」がB子の子育て
を支援している。もちろん児童家庭支援センターも継続して関わっているが、ショートステイの利用は月１回

（１泊２日程度）と減少している。
幸いなことに、B子は子どもの養育に際し「助けて」を発することができたので、支援者は介入がしやすかっ

た。これはB子が社会的養護経験者であったことと関係していると考えられる。

〇子どもの居場所
社会的養護に関することで栃木県生まれのものは、「オレンジリボン」と「子どもの居場所」である。栃木

県では現在、11か所の子どもの居場所事業が展開されている。
子どもの居場所を最初に始めたのは日光市のNPO法人であるが、始めたきっかけについて、「学校や保育園

などから、風呂に入ってない、衣服が不衛生、ご飯を食べてない、家がごみ屋敷状態など、様々な情報が寄せ

事例（支援が始まった３年前の状況）

A子：４歳女児（年少）
実母B子：25歳　シングルマザー　生活保護

B子のこれまでの経過
両親離婚、母方祖母が養育
中２で児童養護施設入所
　特別支援学校高等部卒業
児童養護施設退所後は、知的障害のグループホームへ入所。
　そこから工場に勤める。
グループホームを退所し、祖父母宅へ。その後、祖父母宅から家出。
20歳で妊娠、結婚。
21歳、A子出産。離婚。
22歳、母子生活支援施設入所。生活保護受給。門限守らず、部屋はゴミだらけ。
23歳、母子生活支援施設退所。母子でアパート暮らし。

B子の状況
児童養護施設の職員には何かと相談している。
児童養護施設退所者を対象にしたサロンにはよく顔を出す。
家庭訪問をするとA子をほったらかしにしてスマホをいじっている。
保育園の先生とうまく付き合えずにA子を保育園に連れていけないことがある。
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られ、児童家庭相談室で介入するのだが、家庭訪問や面接、指導をしても改善されない。関係者でケースカン
ファを開いてどう支援していこうか検討をするも、子どもの環境が変わらない。だったら、子どもにご飯を食
べさせたり、子どもをお風呂に入れたりと、子どもたちに直接支援を届けることで、子どもたちに普通の暮ら
しを提供したい。」と語っている。

その活動は単純だ。小・中学校まで迎えに行って居場所に連れてきて、宿題を見て、遊んで、ご飯を食べて、
お風呂に入れて、家まで送り届けること。放課後を親戚の家で過ごすようなものである。毎日居場所を利用で
きるわけでない。一つの居場所で一度に対応できる子どもの数は５～６人程度で、一人の子で週に２回程度ま
でしか利用できない。それでも週に２回でも、ご飯をちゃんと食べて、お風呂に入ってということができれば、
基本的生活習慣が身につくなど子どもたちが変わっていく。ネグレクトの連鎖を断つためには、子どもに普通
の暮らしを体験させていくことで、普通の暮らしがわからないまま大人にしないことである。

子どもの居場所の重要な特徴の一つが送迎である。子どもを家庭に送り届けることで親に会える、親の状況
を常に見ることができる。親と関わりが持てることで、親の変化、生活環境の改善も見ることができるし、子
どものことで親と情報交換もできる。子どもの居場所はまさしく、保護者と子育てを協働する場なのだ。

筆者が関わるNPO法人（平成９年に自立援助ホーム「星の家」を設立）でも平成26年に子どもの居場所「月
の家」を開設した。U市からの委託で約20人の子どもを支援している。筆者は「月の家をこんな場にしたい」
と思い、次のような基本方針を掲げた。

支援の基本方針

・途切れることのない支援であること（パーマネンシーの保障）
　�　星の家の活動を通して、子ども時代の一期間にいくら適切な支援を施しても、それ
が自立に直結しないことを確認している。子どもが真に社会的自立を果たし、虐待や
貧困の連鎖を断つために大切なことは、子どもとの関係性を基盤として、その子の自
立へのプロセスにおいて必要な支援を適時届けることである。そのためにも年齢に関
係なく途切れることのない支援に努めたい。

・寄り添い共に行動する存在であること
　�　頼れる地縁、血縁のない中で子育てをしている保護者に対して、指導的に関わるの
ではなく、うまくできない現実に寄り添い、共に行動していく存在でありたい。

・休息の場であること
　�　厳しい環境で生活している子ども、保護者が、ホッと一息でき、ありのままの自分
でいられる場でありたい。

〇児童家庭支援センターと子どもの居場所に共通すること
施設に望んでやってくる子はいない。施設に望んで養育を委ねる親もいない。社会的養護は身近な福祉で

はなかったがゆえに、それを利用することに対しての抵抗は根強い。「在宅か施設か」という二者択一の議論
がなされることもしばしばだ。残念ながら、このことが孤立する家庭に必要な支援が届かない要因となって
いた。

これまで、社会的養護にやってくるということは親ばかりでなく地域からも切り離されることであった。親
以外の関わってくれた人たちとの関係も断たれた。もちろん重篤な虐待ケースでは親や地域から切り離した方
が子どもの利益に叶う場合もあろう。しかし、孤立する家庭に必要な支援を届けてくれる場が身近にあれば、
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親や地域から切り離す必要がなかったケースは数多いし、虐待が重症化していくことを防げたケースも多い。
虐待リスクの高い母親が精神的に不安定になったときに数日間子どもを預かるような場が、ひとり親家庭で

親が夜遅くまで働くときに夕食と入浴を提供してくれる場が、身近にあっていい。
児童家庭支援センターと子どもの居場所に共通するのは「保護者とともに育てる」ことである。これは単に

保護者を支えることではない。その子をよく知っている大人がその保護者を支えるということである。子育て
相談の場はいくらでもあるが、その子の養育に携わる者が保護者の悩みに答えるわけではない。ともに育てる
ということはその子の養育に関わるということである。例えば、発達障害を有する子どもについて「養育の大
変さ」を保護者と共有しながら、専門的な立場で「その子の発達特性に関する気づき」に基づいて相談支援を
行うのである。

児童家庭支援センターも子どもの居場所も、そこで関わる子どもと質の高い関係性を構築することを目指し
ている。その関係性を基盤として子どもの育ちを見守っていくことが求められる。最終的には子どもの真のニー
ズを見極めるとともに子どもの代弁者となることで、そうした場が身近に確保されていることが大切である。
今後、社会的養護にあってはアドボカシーの問題が重要なテーマとなってこよう。そのことで児童家庭支援セ
ンターと子どもの居場所が大きな役割を果たすことが期待される。

筆者が関わるNPO法人での出来事で恐縮だが、中学卒業まで居場所（月の家）を利用していた高校生の女
児が、親との確執があって法人が運営する自立援助ホーム（星の家）への入居を希望してきた。もちろんこれ
までの関係もあるので受け入れていくことになるのだが、子どもを地域から離すことなく、関わってきた大人
との関係も切れることはない。こうした事例が全国各地に出てくることを期待したい。

２　里親支援
１）レスパイト

家庭養育優先の原則の下、親子分離にあたってまずは里親委託を考えることになっていることを踏まえれば、
被虐待児で養育に困難があると思われる子どもであっても、里親委託を進められるよう里親養育を支援してい
かなければならない。実際、厚労省が実施した児童養護施設入所児童等調査結果（平成30年２月１日）による
と、里親に委託されている子どもの38.4%（ファミリーホームでは53.0%）が被虐待児であり、24.9%（ファミリー
ホームでは46.5%）が何らかの障害を有していると報告されている。こうした状況にあって、支援で重視しな
ければならないことはレスパイトであろう。児童養護施設の里親支援専門相談員は委託当初から里親とつなが
り、養育相談に対応する。時には家庭訪問をし、必要に応じてレスパイトの受け皿となる。児童養護施設は幅
広い年齢の子どもの養育の場であり、子どもの成長発達に応じて必要な支援を届けることができる強みがある。

２）里親ショートステイ
児童の代替的養護に関する指針（2009年12月国連総会採択）では、「代替的養護に関する全ての決定は、家

族との接触及び家族への復帰の可能性を促進し、児童の教育、文化及び社会生活の断絶を最小限にとどめるた
め、原則として児童の通常の居住地のできるだけ近くで養護を行うのが望ましいという点を、十分に考慮すべ
きである。」と記されている。

里親が社会的養護の一翼を担っていると考えれば、地域に点在する里親を地域養護に取り込んでいくことが
求められる。具体的には里親ショートステイである。

栃木県は25市町で構成されるが、11ある児童養護施設は４市に２施設ずつあり、県北地区にはないなど偏在
が指摘されている。ショートステイの受け皿に困っている市町も多い。今では市町村がショートステイ先とし
て個々の里親と契約できるようになっており、社会的養護の一翼であるとともに地域養護の一翼として活用し

■ Ⅰ. 記念特集「これからの子ども虐待対応」 ■

20



ていくことが求められている。
里親ショートステイにしろ、前述した子どもの居場所にしろ、大切な地域の子育て資源である。肝要なこと

は、地域にあって子ども・家庭を継続して見守り、子どもにとっては家庭と同様に重要な居場所となっていく
ことである。

栃木県では、子どもの居場所に里親が関与していたり、居場所を運営するNPO法人がファミリーホームも
併せて運営したりと、宿泊預かりの機能と養育のノウハウを併せ持つ組織が存在する。社会的養護施設を偏在
なく点在させていくことには無理があるが、里親を増やし、地域養護に取り込んでいくことは決して不可能な
ことではないだろう。

「社会的養護と地域養護をつなぐ」イメージ図

　　
３　養育と自立支援～虐待の連鎖を断つ～
１）施設養護はどうあるべきか
〇養育に関する議論

児童養護施設の本分は子ども養育にある。よって子どもの養育に関する議論が長く行われてきた。にもかか
わらず、確固たる養育論は確立されてこなかった。

養育に関する議論について古くはホスピタリズム論争がある。ホスピタリズムとは、子どもが長期間の施設
生活を送ることによって、知的・身体的・情緒的な発達にマイナスの影響を及ぼすというもの。欧米では、ホ
スピタリズムが指摘された結果、施設養護が否定され家庭養護（里親）を中心とする方向に向かったが、わが
国においては、施設養護を否定することよりも、施設養護のあり方を議論する方向に向いた。結果、施設を家
庭的な環境に近づけることで、集団養護の弊害をなくそうとする「家庭的養護理論」、また積極的に集団の力
動性を活用して養護を展開する「集団主義養護理論」が唱えられていく。しかしながら、ホスピタリズム論争
によって施設養護における養育の根本が議論されたというよりも、形態論に終始したきらいがあったと、筆者
は認識している。

平成５年、筆者は児童養護施設に奉職する。ホスピタリズム論争から40年以上が経っていたが、養育論が確
立しているとは到底思えなかった。教育的な手法による指導のノウハウ（集団の活用や行動療法的なもの）は
あっても、発達心理の観点から子ども個々のニーズに合った養育が展開されているとは思えなかった。

ホスピタリズムの根源は愛着の問題である。成長発達の土台として特定の大人との安定した愛着関係が保
障されなくてはならない。にもかかわらず、養育に関する議論は愛着の問題に正面から向き合ってきただろ
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うか。と言うよりも、施設養護（言い換えれば仕事で養育に携わること）は愛着の問題を越えることができ
るのであろうか。
〇集団養護から家庭的養護そして地域分散化へ

わが国の児童養護施設の大半は、第２次世界大戦後、巷にあふれた戦災孤児の収容保護を目的として設立さ
れたため、大規模な施設が多かった。そこでは、大人数の子どもを少ない職員がケアするという「集団養護」
の形がとられた。せっかく集団で生活しているのだから、積極的に集団の力動性を生かして、子ども自身が自
分の価値を見出し、自尊心の涵養を目指して「集団主義養護理論」が唱えられたこともあった。しかしながら、
集団養護は管理的、画一的にならざるを得ず、子ども集団の秩序維持が優先され、子ども個々の成長発達のニー
ズに十分に応えられてこなかった。また、施設内虐待も顕在化した。こうした反省から、現在はケア単位を小
規模化し、家庭的な環境で養育する「家庭的養護」への転換が進み、さらには同一の建物または同一の場所で
養育するのではなく、地域の一般的な住居で養育する「地域分散化」が推奨されるようになっている。
〇あたりまえの生活

2012（平成24）年に取りまとめられた児童養護施設の「施設運営指針」には「社会的養護を必要とする子ど
もたちに『あたりまえの生活』を保障していくことが重要であり、社会的養護を地域から切り離して行ったり、
子どもの生活の場を大規模な施設養護としてしまうのではなく、できるだけ家庭あるいは家庭的な環境で養育
する『家庭的養護』と、個々の子どもの育みを丁寧にきめ細かく進めていく『個別化』が必要である。」と記
されている。

そして、「施設運営指針」の解説版である「児童養護施設運営ハンドブック」では、「あたりまえの生活」に
ついて「普段私たちが何気なく行っている家庭生活のことです。食事の心配をしないで過ごせ、ゆっくり休め
る場があることから始まり、不安や辛いことがあれば話を聞いて慰めてもらえる、頑張ってできたことは褒め
てもらえるような生活です。」と記されている。

生活様式が多様化するなか、「あたりまえの生活」そして「家庭的養護」について様々な意見があるものの、
活発な議論がされているとは言い難い。少なくとも、形態論に終始するのではなく、子ども個々の成長発達の
ニーズに適切に応えていく「個別化」を前提に、議論が展開されることを期待したい。
〇個別化～愛着関係の再形成～

個別化を考えていくとき、まず優先しなければならないことは発達の保障である。
エリクソンは、発達の第一段階（乳児期）において、その後の人間形成にとって最も重要な「基本的信頼感」

を身につけなければならないとした。これは特定の大人との間で獲得されるもので、もしこれに失敗すれば、“不
信感” で特徴づけられる自己になってしまうとしている。つまり、愛されるに値しない自己、信頼できない他
者といった、歪んだ自己・他者イメージを獲得してしまうのである。こうした心理状況にある子どもにとって、

「個人として尊重されている」と実感することは困難なことなのであり、ひいては自己肯定感を醸成していく
ことが困難になる。

子どもが基本的信頼を獲得していくのに最も重要なことは、自分を無条件に愛し、受け入れてくれる大人と
の間に愛着関係を形成することである。普通ならば、親が愛着関係の対象となるが、社会的養護を必要とする
子どもは、親との愛着形成が不十分で、基本的信頼の獲得に失敗していることが多い。そうであるなら、施設
養護は、養育者（施設の職員）との愛着関係の再形成を最優先に考えなければならないといえよう。
〇自己領域の確保

養育者との愛着関係の再形成を優先して考えなければならないにもかかわらず、施設養護は子ども同士の関
係性が優先されてしまうことが多い。家庭的養護とはいえ、そこには６人程度の子どもが生活し、養育する職
員はローテーション勤務であり、特定の大人が一貫して関わるわけではないのだから。
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そのような状況を踏まえて、養育者がもっと関心を払わなくてはならないことに「自己領域の確保」がある。
「私の家族、私の友達、私の先生、私の意思、私の好み、私のおもちゃ、私の洋服、私のCD、私の時間、私の
部屋、私の････」。こうした自己領域の確保を保障していくことは、多くの子どもが共に生活をする施設にとっ
て最も苦手とする部分でもある。

養育者の共有から始まって、時間、空間、玩具など、生活のあらゆる場面で共有が存在する。「○○さん（担
当職員）の膝の上に乗りたいのに、△△ちゃんが占領している。」、「お母さんに買ってもらった大切なおもちゃ、
××ちゃんにこわされちゃった」。生活の中で自己領域は日常的に侵されているのだ。

小規模化、地域分散化が進む中、自己領域の確保は間違いなく進んできている。しかし、他人同士が６人程
度で暮らす生活では、確実に自己領域が確保されるわけではない。「本当はひとりでいたいのに遊び相手にな
ることを強要されたり、勝手に部屋に入ってきたり」。�「ここなら大丈夫」という安全･安心を保障していくこ
とに最大限の努力をしていくことが必要だろう。

養育者は自己領域を確保することで子どもの安全･安心を保障し、その上で子どもとの関係の構築に様々な
工夫をしていくことが求められる。
〇家庭的養護を実践していく上での課題

児童養護施設では、本体施設内あるいは敷地内で子ども６人程度を生活単位として養育する小規模グループ
ケアや、地域の一般的な住居に子ども６人程度を住まわせて養育する地域小規模児童養護施設・分園型小規模
グループケアなど、家庭的養護の実践が確実に広がってきてはいるが、次のような課題もある。
　　•　�職員が調理も行うなど分業体制から職員が１人で多様な役割をこなすようになるため､職員の力量が問

われる。未熟な職員が１人で対応しなければならないこともある。
　　•　�職員に求められる専門性は、講義や書物で学べるものではなく、まさしく「平凡だがトータルな専門性」

が求められるために、職員の育成が難しい。
　　•　�職員が個々の持ち味を発揮しやすい反面、独善的になり不適切なかかわりになる危険性がある。�
　　•　�子どもとの関係性を構築しやすく、子どもと深くかかわれる反面、子どもの問題を抱え込んでしまう

危険性があり、職員自身の精神的負担も大きい。�
　　•　�家庭内で抑圧されていた子どもの感情が身近にいる職員に表出しやすくなり、職員への暴力が増えて

いる。�
　　•　�大きな課題を持つ子どもの場合、少人数の職員ではその見立てを行い適切に対応していくことが困難

で、生活を共にする子どもへの影響が大きい。
　　•　�地域とどのようにつながっていくのか。

家庭的養護は、職員の専門性と育成、職員と子どもの関係、地域社会との関係、など様々な課題を孕んでい
るが、いずれにしても子どもの発達保障ひいては最善の利益を考慮しながら推進される必要がある。

２）地域の子育て資源としての施設
里親ショートステイの項で、児童養護施設の偏在について指摘した。地域に分散化されたグループホームで

は、地域の子育てニーズに応えて養育を展開していくことも考えられる。本来の施設養護の機能を有しながら
も、ショートステイや一時保護の機能を積極的に活用してもらうのである。国はそのようなことを想定してか、
在宅にある要保護児童に対応するために家庭支援専門相談員や心理療法担当職員の配置を可能にしている。

児童養護施設のない地域に分散化されたグループホームを設置していくことは、施設の機能と養育のノウハ
ウを広く届けていくことになり、虐待の予防や重症化を防ぐために貴重な資源となろう。
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３）自立支援
〇自立支援とは

社会的養護において「自立支援」が強調されるようになったのは、1997年の児童福祉法の改正によって、児
童養護施設の目的に「自立を支援する」が加わったり、教護院の名称が児童自立支援施設に変わったことが大
きい。

この背景には、施設で養育を受けた子どもが、施設を退所後、うまく社会生活を送れていないという実態が
あった。貧困や虐待の連鎖もその例であろう。

さて、「自立」というと、自分で働いて得たお金で生活する経済的自立や、炊事･洗濯･掃除･金銭管理など生
活技術の習得による身辺自立がまず考えられるが、これらは表面的なものに過ぎない。本当の意味で自立した
人生を歩んでいくには、自分の進むべき方向を明らかにする適切な価値観や人生目標が形成されてなくてはな
らないし、また、長い人生の中で幾度となく遭遇する苦難をうまく乗り越えていかなくてはならない。そのた
めには、自我が確立され自分の存在に意義を見出していなくてはならないし、また、自分に対する信頼（自信）
と他者に適切に依存できる社会性が必要である。

このように考えると、施設における自立支援は、退所後の生活を想定したリービングケアだけでも、アフター
ケア（退所後の支援）だけでもなく、施設での養育のすべてにおいて行われるものといえる。
〇充実するアフターケア

2024年４月の施行に向けて準備が行われている児童福祉法において、原則18歳、最長でも22歳の年度末とさ
れてきた自立支援の年齢制限が撤廃され、本人の意向も踏まえて都道府県などが必要と判断する期間は、施設
等での生活も含め、支援を継続できることが盛り込まれた。

10年程前まで、高校に進学しなかったり中退してしまった子については、すでに就労できる年齢ということ
で概ね半年しか支援を継続できなかった。力のない子が先に切り捨てられる現実に怒りを覚えたことを考える
と、隔世の感を禁じ得ない。やっとその子の力に応じた支援を提供できる時代がやってきたことを歓迎したい。
しかしながら、年齢制限が撤廃されたということで闇雲に支援を継続すればよいというものではない。支援の
目的があくまでも社会的自立でありその子なりの自己実現であることを踏まえれば、支援のあり方も問われて
くることを忘れてはいけない。

全国の児童養護施設で2012年度末に高校を卒業した1,626人のうち大学・短大・専修学校等に進学した者は
367人（22.6％）であったが、2019度末に卒業した者では1,752人のうち進学した者は579人（33.1％）と増大した。
その背景にあるのが、高卒後の進学について金銭面での支援が拡充してきたことである。

特に平成27年度から国庫補助事業として自立支援資金貸付事業が創設されたことは大きな前進だった。加え
て栃木県では2016年度より退所児童等大学等進学応援事業がスタートし、大学・専門学校等進学者に対して30
万円を給付し、併せて１年間に限り月額３万円の生活費を支給している。また、2017年度からは社会的養護自
立支援事業が創設され、生活費・家賃補助費を貸し付けたり、22歳の年度末まで施設等で生活することが可能
となった。さらに、子どもの貧困を背景にした教育格差を埋めようと、2020年度より高等教育の無償化及び給
付型の奨学金制度もが創設されたことも後押しし、児童養護施設においては高卒後の進学が加速している。

実際、筆者が総合施設長を務める児童養護施設が支援している大学生男児（東京都内の理工系私立大学３年
生）であるが、本人が学費を工面する必要はなく、生活費についても月額179,500円が支給されている。彼は
アルバイトをすることなく学業に専念できている。
〇充実するアフターケアの陰で

高卒後の進学について少なくとも金銭面がハードルになることはなくなり、そのすそ野は広がった。その一
方で、中退者の多さに注目しなければならない。栃木県では、高卒後の進学についての支援が充実してきた
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2016年以降、2022年４月末日までに60名（在学中17名を含む）が進学を果たしたものの、11名が中途で退学し
ている。在学中を除く43名のうち実に４人に１人である。その理由は多々あるが、少なくとも金銭面が理由で
はないはずである。

ケアリーバーがどんな課題を抱えているのか、一人の事例を通して考えてみたい。

事例　職を転々とする男児（M男）

母親20歳の出生、父親不詳。

３歳、一時保護、里親委託。
10歳（小４）、里親不調で児童養護施設入所。
17歳（高２）、高校中退。施設退所後、解体業、３か所の飲食店を経て、19歳で一度
施設に戻ってくる。２か月の居候を経て、パチンコ店、警備会社、運送会社と職を変
えるもその後連絡がつかなくなる。
22歳、窃盗で逮捕されるも不起訴処分。
24歳、窃盗で逮捕、執行猶予判決。更生保護施設に入るもその後連絡がつかなくなる。

M男は愛嬌のある人懐っこい子である。職を転々とする彼に「どうしてひとつの職場で続けることができな
いのか」と問い正すと、彼は「長くいると人間関係が濃くなる。それがつらい」と答えた。幼少期に安定した
愛着関係が形成されずに、他者への不信を払拭できないまま、大人になっても安定した対人関係を築けないの
だろうか。

筆者は自立に苦しむケアリーバーに関わるとき、乳児期にどんな状況にあったのかに思いを馳せる。彼らが
無力であったとき、不安と恐怖に泣きわめくことしかできなかったときに、近くにいた大人は、彼らの身に彼
らの心の中に何が起こっているのかを必死に理解しようと努めたのだろうか。彼らがどんなに迷惑をかけよう
がすべてを受容したのだろうか。

M男は里親を経て児童養護施設に入所した。同様の子はいくらでもいる。うまくいかないのは本人自身（器
質的なものも含めて）の問題なのか、たまたま出会う大人に恵まれなかったのかはわからない。児童養護施設
で大過なく生活しながらもその後うまくいかなくなる子はいるし、その逆で20歳代までは居所が定まらず浮遊
しながらも徐々に安定した生活を送るようになる子もいる。

M男に限らず自立に苦しむケアリーバー、進学後に中退してしまうケアリーバーに共通するものとして、「自
己感のなさ」言い換えれば「存在することへのあいまいさ」を感じるのだ。

施設での暮らしは「あてがわれた」ものである。そこでは施設職員または他児との関係の中で自身の存在を
確認できるが、そこを離れると「自分で自身の人生を作っていかなければならなくなる」。「これからの自分は
どうなるのだろうか」と将来への見通しが立たなくなったとき、ちょっとした躓きに「頑張って何になるのだ」
と思うとともに、現実から逃げ出したくなるのかもしれない。
〇アフターケアで大切なこと

筆者は、自身が施設に入所していた当時の仲間も含めて数多くのケアリーバー（OB・OG）と関わってきた。
中には定期的に寄付金を送ってくれる者もおり、多くのOB･OGが施設を支えてくれている。OB・OGは施設
の財産とさえ思っている。

５年前より半年ごとに５万円を寄付してくれる46歳になるOBがいる。中卒で就職退所してから施設に顔を
出すことはなかった。「何度も施設の近くまで来たが、迷惑ばかりかけていた自分は歓迎されないのではない
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かと考えると顔を出せなかった」と言う。
知人に施設の卒園式の話をしたとき、知人から「長く付き合ってきた子との別れは寂しいですね」と返され

た。「ハッ」とした。彼らが卒園の日を迎えるとき、筆者に去来する感情は、別れの寂しさよりも「やっとこ
こまできた」と、ほっとするのが正直なところだ。

高校卒業と同時に里親委託を解除された女児から「仕事辞めてしまい生活に困って里親さんに助けを求めた
ら、もう関係ないと言われてしまった。」と相談を受けた。「何て冷たい里親か」と思われるかもしれないが、
筆者はその里親の気持ちがわからないわけでもない。きっと高校卒業まで本当に大変な思いをして養育してき
たのであろう。「やっと終わった」と思っていた矢先のSOSに、付き合っていく気力が湧かなかったのではな
いだろうか。

ある卒園生から「自立できずにもがき苦しんでいる自分を見せられない」という声を聞いた。「故郷に錦を
飾る」といったことを期待するような要素が施設にあるとすれば払拭しなければならない。どんなに惨めな状
態であっても、OB・OGが気軽に顔を見せてくれる施設でありたい思う。
〇ケアリーバーの強み

多くのケアリーバーは、血縁者との太い絆を頼りに人生を歩んでいくことが困難である。血縁者はいても実
質的な支援は求めることができないのが実際であろう。

施設から社会に出ていく子どもを支えていくためには、施設が中心となって、関係性の深い浅いに関わらず
その子に関わった大人たち、そしてともに暮らした仲間たちとのネットワークを構築しておくことが必要であ
る。それは糸が細くとも蜘蛛の巣のように張り巡らされ、困難があればどこかに引っかかるようなものであり
たい。

彼らの最大の強みは、たくさんの大人たちが関わり、ともに暮らしたたくさんの仲間がいることである。そ
の子に関わった者たちで構築するネットワークこそが彼らの拠り所となり、ひいては自立を後押ししてくれる
のであろう。
〇里子のネットワークを

児童養護施設のケアリーバーに比べ、里親の下で育った子どもは、委託解除後の里親の対応によってアフター
ケアに大きな差が出てしまうと思われる。委託中に里子同士のネットワークの構築が望まれる。これは里親養
育の質を担保するとともに、ひいては里子の権利擁護にも直結しよう。

４）ケアリーバーの子育てを支援する
・ママと赤ちゃん家

ち

筆者が関係するNPO法人では自立援助ホーム（星の家）を運営して25年になるが、OGたちの出産ラッシュ
に遭遇し、ママになったOGの子育てを支援しようと３年前に「ママと赤ちゃん家」を開設した。

ケアリーバーの子育てにあたっての問題は、子育てを支援するネットワークが欠如していることである。地
域には様々な支援メニューが用意されてはいるが、子育てに悩んだとき、弱さをさらけ出して「助けて」と言
えるのは、やはり自分のことをよく知っている人に対してだ。関わってきた者が支援することは、虐待の連鎖
を断つためにも重要なことである。

　Ⅲ　残された課題～施設の社会化～　

児童養護施設における虐待対応を考えると、施設が地域の子育て支援ニーズにどう応えていくかが大きな課
題になってくる。もともと児童養護施設をはじめ社会的養護施設は保育所のような地域型施設ではなく広域型
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施設であるために、地域住民との結びつきは薄かった。したがって地域住民からすれば、なぜここに施設が存
在するのかの意義を見出しにくかった。

かつて施設の社会化が議論され、また実践もされた。そこでの社会化の内容は「施設の子どもの育ちを地域
と連携して支える」というもので、地域との連携、そのために地域住民の児童養護への理解を促進していくこ
とが大切とされた。

本稿は、児童養護施設が虐待対応（地域の子育て支援）のために何ができるのか、施設側から一方的に提示
したものである。そもそもの疑問は「地域行政は子育て支援の資源として児童養護施設にどれほどの期待をし
ているか」ということである。様々な課題を抱えた子どもが入所し、地域の学校に通う施設は、何か問題が噴
出すれば、地域にとっては迷惑な施設と認識されることもあった。また、そうした認識を懸念してか施設側も
地域の子育て支援への参画に二の足を踏む状況も見られる。

繰り返すが、児童養護施設は365日、24時間休むことなく子どもを養育している稀有な存在である。そこに
保育士、社会福祉士、臨床心理士、看護師などの専門職がいる。そして傷ついた子ども達を数多く養育し、困
難を抱える親たちと向き合ってきた。こうした機能とノウハウを地域の子育て支援に還元していくことは、虐
待対応に極めて有効なことである。

子育てに困難を抱える家庭が増大する今日、児童養護施設には地域の子育て支援への参画が求められている。
「新たな施設の社会化」はすでに始まっている。それは「地域の子どもの育ちを施設と連携して支える」こと
である。地域にあって施設が確固たる存在意義をもつためにも、施設は地域の子育て支援ニーズに積極的に応
えていく必要がある。

　おわりに　

筆者の願いは、児童養護施設がもつ機能とノウハウが地域の子育て支援に役立つことであるが、それは現状
の施設養護を否定するものではない。子ども同士がともに暮らすことには意味がある。人への警戒という鎧を
身に纏

まと

った子ども達が、互いにぶつかり合い、助け合い、協力し合うといった体験を通して、鎧を脱いでいき、
社会性や協調性を身につけていく。また、つらい過去を背負いながらも前を向いて生きている仲間の姿を見な
がら、「自分もできるはずだ」と勇気づけられることもある。子ども同士の関係性は子どもの育ちにとって重
要な要素である。

しかしながら、子どもの成長発達の保障、ひいてはパーマネンシーの保障は、児童養護施設だけではなし得
ないことを踏まえれば、子どもの育ちを支えるために、家庭、里親、地域行政との連携は必須のことである。
そのなかで児童養護施設は中心的な役割を果たし得る可能性があると信じている。

【参考・引用文献】
・福田雅章（2015）「家族とのパートナーシップ」　季刊児童養護	46（２）、全国児童養護施設協議会
・福田雅章（2017）「養育の質の向上を目指す取り組み」　第70回全国児童養護施設長研究協議会記念誌　新たな社会的養

護への挑戦	第１章V、全国児童養護施設協議会
・福田雅章（2018）「社会的養護の基本的な考え方」　改訂保育士をめざす人の社会的養護	第３章、みらい
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　Ⅰ　はじめに　

精神科医師の鷲山です。子どもの虹情報研修センターの20周年記念特集に寄稿する機会を頂き感謝致します。
私の子どもの虹情報研修センターとの関わりは、2015年に講義「虐待ハイリスクケースの親グループ支援」を
させていただいたのが始まりです。2016年の紀要にその講義録を掲載していただき、以後、研修講師をたびた
び務め、2019年の紀要には「虐待の世代間伝達の理解」を執筆致しました。児童相談所心理職向けや医師向け
の研修講義に伺ったこともありますが、多くは保健師向けです。本稿では、紀要の読者に多いと思われる児童
福祉分野の方々に伝えたいことに重点を置きます。

まず、筆者のような精神科医が母子保健に配置されていることの意味、虐待予防における母子・精神保健と
児童福祉の連携について述べた上で、母子保健の虐待予防のこれまでとこれからについて考えます。

　Ⅱ　母子保健には「精神科医」がいる

１　母子保健には「大人を診る」精神科医がいる
この特集での筆者の役目を考えます。私は、子どもではなく大人を診る精神科医です。世の精神科医の大半

は大人を診る精神科医なのですが、虐待防止の分野で「精神科医」と名乗ると、「大人を診ています」と説明
しない限り、小児精神科医あるいは児童・思春期精神科医だろうと皆さんが想像します。

児童福祉では主たる援助・治療対象は18歳未満の子どもであり、同居する大人は「保護者・養育者」という
指導の対象です。児童相談所の精神科医には「大人を診る精神科医」はめったにいません。しかし、母子保健
には私のような、大人を診る精神科医がいます。

２　「小児保健」ではなく「母子保健」
保健相談所、保健センターなどの名称から、自治体によっては “子育て包括支援センター” などさまざまな

看板に変わり、わかりにくくなっていますが、「母子保健」と「小児保健」は別物です。母子保健は子どもを
みるだけでなく、母子関係や母親の健康状態を把握し、「子ども」「母」「母子関係」を支援します。

母子保健では、“受益者” は子どもですが、主たる援助対象は親です。親を援助するには、親の精神状態（疾
病にまだ至らない精神心理的ストレスを含む）を把握理解する精神保健の機能が大切です。母を支援する精神
保健が含まれると明示するために、筆者は「母子・精神保健」という表現を使うこともあります（鷲山，
2004：2022a）。

児童福祉が親子分離した場合、一時保護所や児童養護施設の主たる援助対象は子どもです。親は面会や外泊

母子保健は、親を援助する（手段）ことで子どもの健康な発育（目的）を守り実現する

虐待予防のこれまでとこれから　母子保健の立場から

とよたまこころの診療所
所長　鷲　山　拓　男
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時に指導する対象であり、児童福祉では「子どもを親から守る」という発想も求められます。しかし、在宅の
事例では、

しなければなりません。
私が1990年代から評議員をしている「子どもの虐待防止センター」のマークは、“母親をまもることで子ど

もをまもる” 姿を表現しています。同センターが1991年の設立でまず始めたのは、母親たちからの相談電話を
うけること、母親たちの悩みや苦しみに寄り添い共感することでした。翌年には後述の母親支援グループ
MCG（Mother	and	Child	Group：母と子の関係を考える会）を立ち上げました。電話相談とMCGは、センター
の活動として今も続いています。

　
３　親や養育者の “こころ” を扱う援助や見立て

子どもが暮らす地域生活で虐待が生じる背景には、しばしば、深刻な家族病理、親や養育者や同居の大人の
疾病があります。育児負担のストレスで心の病いが生じている場合もあれば、子どもを産む前から母親に疾病
がある場合もあります。“こころ” を扱う援助や見立てが求められるので、精神科医の役割は大切です。筆者
が子どもの虐待防止センターの活動に参加したとき、大人を診る精神科医がすでに４人いました。1990年代の
わが国でセンターに集まった医師たちには、深刻な養育困難に陥った親を診ている精神科医が少なくなかった
のです。

　
４　保健所・保健相談所に精神科医がいるのはなぜか

親に病気や障害があるなら精神科を受診させればよい、と思われるかもしれませんが、それで解決するとは
限りません。

身体の病気であっても、血糖値や血圧が高く家族に連れられて病院に行き食事療法や運動療法を指導され口
うるさく感じ、以来受診に拒否的になっている人もいます。

“こころ” の問題の場合、身体の病気よりも敷居は高くなります。精神科医療は、内科や小児科のように日
常生活の延長で受診する場ではないからです。保健所で精神科医に会って意見を聞き保健師と話し合えるのは、
他の科よりもずっと大切なことです。

　
５　母子保健に精神科医を配置する具体的事業の立て方

精神科医を配置するには事業として予算を立てます。
精神保健の元来の事業として「精神保健相談（酒害相談を含む）」が多くの保健所・保健相談所にあります。

筆者が1990年代に虐待やDVに保健師と関わり始めた当初は、精神保健の予算枠の中で対応しました。その後、
母子保健に虐待予防の取り組みが位置づけられ、精神科医を配置する新たな予算措置を行い、既存の精神保健
を弱体化させずに虐待予防に取り組みます。筆者の自治体では、つぎの順に精神科医を配置する事業を拡充さ
せました。

精神科医を配置する具体的事業	
（１）母子保健困難事例検討会助言者として精神科医を呼ぶ
（２）精神科医による母子保健相談 “子育てこころの相談”
（３）要保護児童対策地域協議会の専門家委員・助言者

子どもは親とともに暮らしているので、子どもを守るには親を援助
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（１	）虐待予防に1990年代から積極的に取り組み始めた自治体では、虐待・DV・アルコール問題・親の精神疾
患などが合併した困難事例の検討会を、母子保健に関係機関を集めて行いました。精神科医の助言の必要
性を根拠に予算措置し、事業として位置づけました。

（２	）2000年頃より、虐待予防が母子保健の本来業務であることを明確にし、従来の精神保健相談とは別に “子
育てこころの相談” などの名称で精神科医による母子保健相談事業を開始しました。

（３	）2004年の児童福祉法改正で要保護児童対策地域協議会（要対協）が設立されると、専門家委員として精
神科医を呼び、自治体行政に精神科医の助言・意見を反映させる仕組みを自治体事業として位置づけました。

これらの方法で、母子保健の虐待予防事業に精神科医を配置できます。

　Ⅲ　虐待予防における精神科医の役割

１　精神科は「受診したくない」
多くの人にとって、精神科を受診するのは知られたくないことです。わが国には、1980年代に至るまで精神

に障害のある人たちをその意に反してでも隔離収容することが政策として行われてきた暗い歴史があります
（鷲山，2022b）。わが国の精神科医療制度は1987年に精神保健法が制定されるまで、本人の同意によらない強
制入院制度の元にありました。精神障害者の人権を守る姿勢が欧米諸国に比して十分でないと国際的に批判さ
れることが今でもあります。

援助関係が不十分な段階で「精神科を受診したほうがいい」と勧奨すると、「精神病扱いされた」という援
助拒否を引きおこすことがあります。「相談したい苦しいことがあって来たのに、精神科に行けと厄介払いさ
れた」と思われてしまうかもしれません。これらの否定的な感情を拒否した側の責任にせず援助者側の態度の
問題と捉えることが、こころを扱う援助では大切です。

　
２　精神科医の役割：親の見立て、母子関係の見立て、家族病理の把握

子どもの虐待予防・防止における精神科医の役割の第１は、親や母子関係についての医学的見立てをし、背
景に家族の病理があれば把握することです。親が育った家族や関わりのある親族を含めた拡大家族の問題を把
握します。実家と音信不通になっていたり関係を遮断している場合もその背景についての理解が重要です。

親個人の病気を治すことは、精神科医の役割の一部にすぎません。そもそも、精神科領域の疾病の多くは、
治療すればすぐに治るわけではない病気です。

　
３　ヒトは共同繁殖の動物である

生物学者の長谷川（2016）が述べているように、ヒトは、他の哺乳類のように雌のみが子育てをする動物で
もなければ、鳥類のように両親で子育てをする動物でもなく、両親以外の非血縁を含む多くの個体が子育てに
かかわる「共同繁殖」の動物です。ヒトの子どもが育つには３人以上の大人が必要です。子育てを母親に押し
つけるのも、父母の責任に帰するのも妥当でありません。私たち援助者を含む地域社会こそが子育ての責任主
体のはずです。親の生育歴、生活ストレス、孤立、親にとって不満足な子どもなど、親たちが養育困難に陥っ
ている背景を理解し、“親が変わるべきだ” としがちな関係者に指導ではなく親と子どもへの支援を促すのも
精神科医の役割です。

親を指導して変えることは困難でも、

親の孤立を解き、育児負担を軽減することで、子どもへの虐待を防ぐ

ことはすぐにでもできます。
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４　精神科医の役割：精神疾患等の問題を抱えた親への援助
（１）援助者の「善意」はしばしば有害であり「熱意」「正義」は危険である

「子育ての仕方を教えてあげるから頑張りましょう」という母性神話に汚染された「善意」は、親たちをさ
らに追いつめます。何とかして救い出さねばという「熱意」は、援助者のひとりよがりを招きやすく危険です。
そして、「正義」はもっと危険です（鷲山，2019a）。

スイスの精神科医	Guggenbühl-Craig,	A.（1978）は、援助者側が自分の関与を「（道徳的に）正しい」と思い
込むことによって生じる、関与される側の痛みや侵襲性への配慮の不足、過剰な介入などの問題を詳しく論じ
ました。虐待では “証拠集め” さえも援助者は求められるため、援助は宗教裁判の「異端審問」と紙一重とな
ります。親たちが審問や取り調べと感じるような姿勢に援助者が陥っていないか、自問自答する習慣が大切です。
（２）支援のための医師意見書・診断書

妊娠中や授乳中の女性の診療を、投薬治療できないという理由で断る医師もいます。しかし、病者に支援を
保証することは、治療法が発展した近代医学以前からの、医師の役目の基本です。

本人や家族が影響を怖れて一切服薬できない場合でも、地域の支援制度を発動するための医師意見書・診断
書を書くことはできます。妊産婦・授乳婦を診てくれる地域医療医を地元で確保しておくことも保健師の仕事
です。

　Ⅳ　保健師活動と子どもの虐待予防

１　保健師は公衆衛生看護職である
「保健」とは、予防医学に基づく、健康を守る活動です。住民の健康課題を把握して予防医学を実践する地

域保健活動は「公衆衛生（public	health）」ともいいます。保健師（public	health	nurse）は公衆衛生看護職で
あり、医療機関の看護職とは専門性が異なります。「医療」は受診や救急搬送で「求められて提供」するのが
基本ですが、「保健」は健康問題を自覚しない人や援助を希望しない人に保健師の側から援助していきます。

２　住民の健康を守る保健師活動
支援を要する健康問題があれば、求められなくても関与していくのが保健師です。援助を拒否する人にも、

援助によって健康になる権利があります。問題を否認する人にも、支援をうける権利があります。子どもの健
康問題の場合は、子どもの「安全に（健康に）発育する権利」を守り実現するのが保健師の仕事です。虐待予
防とよばれる領域がそこには含まれるのです。

３　保健師の仕事の特徴�―�1990年代のある研修医の体験
保健師の仕事を理解するために、筆者の臨床経験にもとづき、複数の事例から再構成した架空事例を示しま

す。登場する保健師は経歴20年のベテランで、母子保健も精神保健も十分な力量を積んでいます。研修医の体
験として記述します。時期は1990年代という設定で、児童虐待防止法も制定されておらず、保健師も研修医も
“虐待事例” という認識はありません。

＜事例A,�B,�Cさん家族：複数の事例にもとづく創作＞
・Aさん40歳父親、現状が手に負えず帰宅拒否。
・Bさん34歳母親、Cちゃんが年少時に統合失調症を発病し、１年前より通院中断。
・	Cちゃん小２、点頭てんかん。BさんにひきずられてCちゃんの治療も中断し、昼夜逆転不登校、発
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作の有無すらわかりません。
	　学校は心配するも母親の精神疾患に対処できず、保健師を頼ります。保健師はすでに３回訪問
し、BさんとCちゃんに会っています。次回訪問に研修医が同行します。
	　担当保健師から事前に、「先生は会って顔見知りになるだけで、あとはそこにいればよい」と
いわれ、研修医は名をなのり、血圧を測り、あとは何もせずただそこにいました。10日後、保健
師がBさんをつれてきます。研修医は外来に降りて「やあ、Bさん来てくれたんだー」と笑顔で喜
び、治療を再開しました。“ただそこにいた”は大事なことでした。精神症状の問診などした日には、
Bさんは閉鎖病棟に強制入院させられた日のことを思い出して、援助を拒否するからです。５日後、
保健師、Bさん、養護教諭、Cちゃんの４人で小児科を受診し、Cちゃんの治療も再開しました。
さらに２週後、学校などの関係者を保健師が集め、事例検討会を開きました。研修医が事例を説
明をし、保健師は「司会」と称して事例検討会をグループワークしました。Cちゃんの登校支援、
Aさんのエンパワーなどの役割分担で、この家族への援助のネットワークができました。

虐待としてみれば、精神疾患の母親の元で子どもがネグレクト、となります。しかし、児童相談所は呼ばれ
ていません。今であっても、この事例は保健師がネットワークを率いる事例でしょう。「虐待」という言葉を
用いようと用いまいと、「保健師の仕事」は「保健師の仕事」なのです。
（１）保健師の仕事�：「援助関係形成」

援助を求めてこない事例にこそ、保健師は関与します。病識のない患者にも、その子どもにも、援助や治療
をうけて健康になる権利があります。この権利を実現するために、まず援助関係を形成します。　　
（２）保健師の仕事�：「援助のネットワーク形成」

保健師は地域の資源を活用し、援助のネットワーク形成を行います。つなぐだけでなく機能するネットワー
クとなるように、関係者をグループワークします。
（３）保健師の仕事�：「家族全体をみる」

保健師は家族全体の健康問題を把握し、優先順位を考え、支援計画を立てます。
①　訪問を繰り返してBさんと援助関係を形成し
②　その援助関係を軸にBさんを治療につなげ
③　Bさんの病状改善をCちゃんの治療に活かし
④　帰宅拒否状態にあったAさんへの働きかけを行う

　という順で援助します。①～③をせずにいきなりAさんに指導はしません。
Aさんにしてみれば、あらゆる相談機関にいき、カウンセリングもうけ、神頼みにもいき、もちろん病院に

も相談し「つれてきて下さい」といわれて絶望し、素人に思いつくあらゆる努力をして、そして諦めたのです。
①から③の援助によって現実の事態を改善し、今度の援助者はこれまでと違うと体験してもらい、Aさんの

帰宅拒否がいかに無理もない事情なのか理解し、共感し、労うやりとりをした上で初めて援助関係ができるの
です。それを理解せずにＡさんに「父親として責任ある行動をせよと指導」するのは、「もうほっといてくれ」
と援助拒否を誘発するだけでしょう。
（４）保健師の仕事�：「予防医学の実践」

「生活史→現症→長期予後」という時間軸で、“１年後、３年後、10年後、20年後にどうなるか、そうならな
いために、いま何をすべきか” を保健師は予防医学的に考えます。A,	B,	Cさん家族は援助を求めていませんが、
放置すれば長期予後は悪化の一途です。よって、必要な援助をします。
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この架空事例で説明した仕事は、経験も力量も十分な保健師だからできることです。児童相談所への保健師
の配置が施策として進みつつありますが、母子・精神保健に精通した保健師が配置されることを提言していま
す（「児童相談所の保健師のあり方に関する研究」班，2021）。

つぎに、経験数年の保健師も身につけているべき基本的な母子保健活動を述べます。

４　母子保健の基本�―�母子手帳交付から始まる妊産婦支援

母子保健の虐待予防は、“子どもが産まれるより前” から始まる

妊婦面接、新生児訪問、乳幼児健診（未来所訪問を含む）という制度により、すべての妊産婦に出産４か月
頃までに３度出会い、リスクがあれば援助関係を深めて継続支援していける機会があります。筆者が非常勤嘱
託で保健相談や困難事例検討の助言者を長年つとめる自治体では、2010年代半ばには区内で出産する妊産婦の
ほぼ100％に保健師が出会うことができています。新型コロナウイルス問題下で訪問が困難になり出会いが遅
れた事例の深刻化に遭遇し、母子保健の基本活動が虐待予防にいかに重要であるかを再認識させられました（鷲
山，2022c）。

児童福祉の皆さんが新規事例のアセスメントをする際には、このような母子保健の基本情報を積極的に共有
するとよいでしょう。

５　長期予後の視点
保健師活動では、長期予後の改善やライフサイクルへの支援を大切にします。児童虐待防止法制定から22年

が経過し、経歴20年以上の保健師であれば、母子の長期経過がどうなったか、数多くの事例を体験しています。
新生児期・乳幼児期から支援した子どもが深刻な問題をかかえて思春期精神保健でずっと関わっている場合も
あれば、転居していて里帰り出産時に再会する、児童相談所が長期分離した事例が地域に戻ってきて妊娠する
など、次世代の子育てがどうなったかをたくさんの事例で知ります。青年期に達した女子が10代で出産したり
DV関係に陥ったりする深刻な世代間連鎖の事例にも遭遇します。

このような長期予後の視点は、要保護児童対策地域協議会が支援方針を立てるとき、児童相談所の処遇検討・
家庭復帰支援の際などに役立ちます。児童福祉の皆さんが保健師と連携・協働し、活用して下さい。

６　子どもの虐待事例の見立ての手がかり
精神保健の機能は、虐待事例の見立てにも大切です。虐待予防では、子どもの所見だけでなく親の状況を把

握し理解することが重要です。手がかりとして、次の順序で考えるとよいでしょう（鷲山，2022a）。

（１）親の精神疾患	
（２）子どもの障害
（３）親や家族内の嗜癖問題
（４）両親間のＤＶ

多くの虐待事例で①から④のいずれか（あるいは複数）が合併しています。
（１）親の精神疾患

親にうつ病、統合失調症などの精神疾患がある場合、症状のためにネグレクトが生じます。疾病による生活
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能力の低下を踏まえた援助と、育児負担を軽減する具体的支援が大切です。
“親が病気なのだから親を治療すればいい” という発想だけでは虐待やネグレクトのリスクは解決しません。

「病気だから治療」が通用するのは短期で治癒する病気だけであり、その場合でも「治療＋支援」です。虐待
を予防し子どもを守るには、つぎの順序が大切です。

精神疾患の親への援助は、「治療」もするがその前にまず「支援」する	

（２）子どもの障害
子どもの障害が虐待リスクであることは広く知られています。
・子どもに障害があるという事実の受けいれ難さ
・障害が容易には解決しないことの認め難さ
・障害児の養育をめぐってのしかかる過大な負担を引き受けることを当然視するわが国特有の「母性神話」
・社会に根強く存在する障害児への偏見と差別
・子どもの成長とともにしばしば増していく新たな問題
・それらをずっと抱えて耐えていかなければならない不条理
これらの困難に寄り添い共感し、親の負担を軽減する援助が大切です。障害児を抱えた親同士の相互援助も

支えになります。「子どもの障害だから子どもに医療と障害児福祉」という発想だけでは虐待やネグレクトの
合併を防げません。
（３）家族内の嗜癖問題

アルコール依存などの嗜癖（アディクション）問題は、DVや親の被虐待歴と並ぶ家族機能不全です。アルコー
ル依存は病気なのですが、飲酒者本人への治療の動機づけが容易でなく、家族への支援から始めることが多い
です（鷲山，2022d）。家族機能不全の元にいる子どもに親以外の大人が出会い、飲酒が止まっていなくとも子
どもに届く支援を入れます。
（４）親の配偶者間暴力（DV）

嗜癖問題としばしば合併します。子どもがいるDV事例をDV相談の担当者任せにしてはいけません。DVに
合併した虐待やネグレクトによる子どもの医学的問題を小児科医療だけに任せてもいけません。DV環境下の
母に脱出の意思がない場合でも、援助を拒否されない援助関係を母親との間で形成し、母親と子どもの双方に
とって信頼に値する大人として保健師は関与していきます。

嗜癖もDVもしばしば虐待を伴って前世代から連鎖しています。精神保健や家族支援の観点から保健師と見
立てを共有しましょう。				
（５）虐待の背景となるその他の問題

これらに加えて、養育困難を引きおこす状況因として以下を考慮します。

a.	親の被虐待歴など、生育歴に由来する「家族機能不全」
b.	貧困などの生活ストレス
c.	子育ての責任を母親に押しつける「母性神話」の呪縛

親の被虐待歴は最も重要なリスク因子です。生育歴を話してもらえる援助関係が形成できたら、少なくとも
３世代のジェノグラムを把握しましょう。母の被虐待歴が背景にあるにも関わらず母の実母を頼るように援助
者が働きかけて事態を悪化させてしまうことがしばしばあるので注意を要します。
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子育て世代の貧困は、わが国でここ数十年で悪化してきた社会の側の問題であり、新型コロナウイルス問題
下でさらに深刻化しています。親の自己責任論に陥らず、生活ストレスを軽減する援助をします。

母性神話の呪縛は、わが国の虐待問題の背景に広く作用している増悪因子です（鷲山，2004）。「母親なのだ
から一人で子育てができるはずだ」「母親なのだから努力するのが当然だ」という母性神話の圧力は、母親た
ちを孤立に追い込み、周囲に援助を求めることを困難にします。少なくとも、援助者が圧力をかける側に回っ
てはなりません。

母性神話の呪縛と、DVやアルコール問題などの家族機能不全が母親を追いつめていくのは、たとえばつぎ
のような事例です（類似の多くの事例をもとに創作）。

共感性に欠ける支配的な夫となんとか共存してきた働く女性のAさんは、子どもを産んだあとも
保育園に預けて就労をつづけるつもりでいたが、30代半ばで妊娠期に夫と夫の両親から退職して育
児に専念しろと繰り返し迫られ抗いきれず退職した。Bちゃんを出産後に育児困難に陥ったAさん
は児童相談所に自ら相談し子どもを預かってほしいと希望し、Bちゃんは一時保護となった。翌日、
近隣に住むBちゃんの父方祖父母が父（Aさんの夫）とともに児童相談所に現れ、「私たちが責任を
もって育てます」と宣言し引き取りを強く求め、父方祖父母宅で養育することを条件に一時保護所
から家庭復帰となった。父方祖父はすぐさま引き取り条件に背いてBちゃんをAさんに押しつけ、A
さんが行政に支援を求めることも実家に支援を求めることも禁じた。Aさんは抑うつ状態に陥り養
育困難が急速に悪化し、まもなく到来した連休中にAさんからBちゃんへの重度の虐待が生じた。A
さんもBちゃんの父方祖母も、自分の意見を主張できる夫婦関係にはなく、Bちゃんの父も父方祖父
も問題飲酒者であった。

疾病や障害や家族機能不全などの影響により子どもの養育に問題をかかえる親たちは今も、将来も必ずい
ます。

虐待や養育困難が生じた背景を把握し、母親の状況を理解して「指導ではなく支援」する

ことが大切です。

　Ⅴ　虐待の取り組みの歴史と母子保健活動

１　虐待の医学のはじまり　―　虐待を “悪ではなく医学的問題” として再定義
米国で子どもの虐待の存在を明らかにした小児科医Kempe,	C.	H.ら（1962）の論文「被虐待児症候群」は、

子どもの虐待を “悪” や “犯罪” としてではなく、初めて “医学的問題” として記述し、医療者の仕事と位置
づけました。著者は小児科医２人、放射線科、精神科、産婦人科医各１名で、精神科医Steele,	 B.	 F.	は大人を
診る精神科医です。

この論文の症例は、１歳児が１例、他はすべて０歳児です。言葉を発することのできない乳幼児の被虐待を
Kempeらは医療現場から発信しました。

２　1970年代の英国・米国で虐待予防が始まる
Lynchら（1977）は英国の出産病院で、「初産10代」などの妊産婦の虐待リスク因子を明らかにしました。
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また、Grayら（1979）は周産期からのリスク把握、分娩室での親子の相互関係の観察、小児科医療に加えて
必要に応じ精神科部門の併診、保健師による訪問支援などにより、虐待は予防できることを示しました。のち
にわが国では小林らの大阪での取り組みが、同様の虐待リスク因子（宮内ら，1997）や予防成果（小林ら，
1996）を示しました（小林，2009）。

精神科医Steele（1980）は、親子間のアタッチメントの親の障害された行動パターンは出産直後および最初
の数回の授乳場面で明らかに観察されるとしました。

３　親支援の相互援助グループペアレンツ・アノニマスとMCG
米国で1970年代初頭に、子どもを虐待してしまう母親の相互援助グループ「マザーズ・アノニマス」が発足

しました（Lieber,	 1983）。当初はアルコール依存者の自助グループ「アルコホリクス・アノニマス」の運営方
法をもとに始まり、子どもを殴るのをやめるという初期目標に大きな成果をあげましたが、専門家の援助を受
け入れるべきとKempeら（1972）が提言し、専門職ファシリテーターが関与するサポート・グループの形態
の「ペアレンツ・アノニマス」（Parents	Anonymous,	 2001）となりました。わが国では、同様のグループ
MCGが1992年に子どもの虐待防止センターで始まり、1990年代後半から保健機関などの行政の場に広まりま
した（鷲山，2015）。MCGグループについては、2016年の子どもの虹情報研修センター紀要「虐待ハイリスクケー
スの親グループ支援」に詳述していますのでご参照下さい（鷲山，2016）。

４　1980年代の虐待予防の停滞と1990年の全米諮問委員会報告
1970年代の予防の取り組みにより、子どもの虐待の教科書的論文集The	Battered	Child第３版の前書き

（Helfer	&	Kempe,	 1980）では「未来は明るくみえる」と希望的に語られていましたが、1987年の第４版では
一転して、「予防の領域は進歩がみられず、着手することが困難である」という悲観的記述となりました（Helfer,	
1987）。1980年代の米国は、虐待問題が一般人の関心を集めるなかで急増する通告の調査に追われるようになり、
支援のための財源を確保できず親の懲罰と安価な親訓練に偏り、母子保健は衰退に向かい、虐待予防が停滞し
ました（Krugman,	1997；鷲山，2019b）。

座長をKrugman,	R.	D.	とする全米諮問委員会報告が1990年に出され（U.S.	Advisory	Board	on	Child	Abuse	
and	Neglect,	1990）、その内容は厳しい自己批判です。

子どもの虐待とネグレクトに関する全米諮問委員会報告（1990）

・米国における子どもの虐待とネグレクトは今や国家的緊急事態にある
・	虐待対応システムは加害者を懲らしめたいという願望が優先され、子どものニードへの焦点

が欠けている
・通告への応答という言外に懲罰を意味するプロセスに依存している
・法的な調査に膨大な財源を要する
・自ら進んで援助を求めてきた家族を助ける設計がされていない
・	地域社会を基礎とした、予防し、仲間として受けいれ、治療していけるプランを新たに築か

なければならない

この諮問委員会報告を経て、米国では虐待防止システムをめぐる議論が活発化しました。Lawrence-Karski,	
R.（1997）は、虐待の根本的な問題は親の行動よりもむしろ、家族を支える社会からの援助の欠如にあるとし
ました。Krugman（1997）は死亡事件で児童福祉当局の失策ばかりを報道するメディアの姿勢を批判し、「子
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どもの虐待とは、手っ取り早い解決策が役に立つような単純な問題ではない」と述べました。英国では1989年
児童法、1999年政府ガイドライン改訂により、予防的支援重視への政策転換がなされました（Department	 of	
Health,	 1999）。わが国の虐待問題への取り組みは欧米諸国に30～35年遅れで辿っており（小林，2007）、1990
年の全米諮問委員会報告にわが国が学ぶべきは今でしょう。

５　看護職の訪問が虐待を予防する
Oldsら（1986）は、10代、未婚、低所得などのハイリスク初産婦に妊娠中および出生から２年間、母子保健・

地域保健の看護職が訪問することで虐待の発生が減ることを実証しました。しかも、リスクの高い事例ほど、
より大きく改善したのです。この訪問は、15年予後調査（Olds	et	al.,	1997）で母親の生活を長期的に安定（次
の出産までの期間がのび、失業や事故や逮捕回数が減る）させ、子どもへの虐待を減少させました。さらに、
女児が19歳になった時点で逮捕されたり有罪判決をうけたりすでに出産している（初産が10代になってしまう）
事例が大幅に減っていました（Eckenrode	 et	 al.,	 2010）。妊娠中から２歳までの訪問が、母親の人生の健康度
を改善し、その結果として虐待の長期予後を改善し、その効果は次世代へも及びます（鷲山，2019a）。

さらに、訪問終了２年後のDV被害が半減することも示されました（Olds	 et	 al.,	 2004）。DVに合併した子ど
も虐待は予防的支援が困難とされますが、妊娠期から２歳までの看護職の継続的訪問支援により、DV環境下
にいた妊産婦の２人に１人が暴力パートナーに殴られ続ける人生をやめにしていたのです。

着目すべきは、Oldsらが「ハイリスク初産婦の妊娠中」から訪問支援していることです。Oldsらの訪問も、
虐待は予防できることを1970年代に示したGrayらの取り組みも、子どもが産まれてからではなく妊娠中から
支援を開始しています。一方で、虐待は予防できないと1980年代に主張したLealmanら（1983）の研究では、
出産し、退院後に母親に接触を開始していました。

６　子どもがまだ存在しない妊娠期から援助を開始することが虐待を予防する
筆者は虐待予防に四半世紀取り組むなかで、リスクの高い事例ほど、妊娠中から出会い出産前に援助を始め

ることが大切だと痛感するようになっていきました。
わが国が虐待問題を否認していた1990年代までとは一変し、事件が起きると大々的に連日報道され裁判の様

子が世間の注目を浴びる時代になりました。“虐待する悪い親を早く取り締まって厳罰にすべきだ” という風
潮が強まれば強まるほど、虐待予防の親支援は困難となる側面があります。リスクの高い、生活苦や養育困難
をかかえた親たちが行政の接触を「虐待を疑われた」「虐待を取り締まりに来た」と感じるようになるからです。

初めての妊娠から出産が近づいていく過程で女性たちは身体の変化に不安を覚えます。産科医療が充実する
以前の時代のヒトの出産は、多くの妊産婦死亡を伴う命懸けのものでした。子どもがまだ存在しない妊娠期か
らの看護職の訪問支援は、「私のことを心配して私を助けてくれる」と体験され、援助関係を結びやすいのです。
重度の被虐待歴をかかえた10代妊婦のような、自分を大切にする力の脆弱なハイリスク事例ですら出産の近づ
く周産期は身体が恐怖を感じ、援助をうけいれてもらう千載一遇の機会です。

子どもがまだ存在しない妊娠期からの援助が虐待を予防する

のです。　
多機関での連携支援が必要と母子保健が判断すれば要対協の特定妊婦とし、生活援助や産後ケア、出産後の

保育などの育児支援計画を作成し「妊娠中から」導入していくことが大切です。
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７　児童福祉が役割を果たすことができる虐待予防
では、虐待予防はもっぱら母子保健の仕事で児童福祉は虐待が生じてから対応することしかできないので

しょうか？そうではありません。児童福祉だからできる、きわめて重要な虐待予防があります。子どもを家庭
復帰させるときの再発予防ももちろん大切ですが、児童福祉の皆さんのより大きな役割は、虐待の世代間連鎖
を防ぐことです。

子どもに直接関わり、
情緒的サポートを子どもに提供し、

親以外の大人を信頼する能力を子どもに身につけてもらう

ことが虐待の次世代への連鎖を予防します。

　Ⅵ　虐待の世代間伝達とその予防
　

（本章については2019年	子どもの虹情報研修センター	紀要№17	「虐待の世代間伝達の理解」もご参照下さい）
　
１　小児科医Kempeと精神科医Steele

前述のKempeらの1962年の論文の「症例１」は、健忘状態で生後３ヶ月の長女に両側硬膜下血腫の重傷を
負わせ救急搬送されてきた症例です。良い母であろうと努力する21歳の母親は、一見、「子どもを虐待するな
んてあり得ない（Steele	&	Pollock,	 1968）	」健康な女性にみえますが、精神科医Steeleの面接で、重度の被虐
待と配偶者間暴力目撃の生育歴、健忘と攻撃的な親への同一化が「自分は親のようにはならないと強く願って
いるにもかかわらず生じる」などの精神症状が明らかにされます。

コロラド総合病院精神科のSteeleは、「殴打された幼児の親を診ることをC.	Henry	Kempeに求められ、小児
科コンサルテーションはわれわれ精神科の領域ではないと断っていたが、この時、はからずも不本意ながら従っ
てしまった」のが始まりと記述しています（Steele	&	Pollock,	1968）。

　
２　虐待の世代間伝達と「非現実的な期待」

子どもの被虐待体験が長期予後に影響し、長じて自分の子育てに病理的に反映して次世代への虐待をうみだ
していく様式を「世代間伝達（intergenerational	transmission）」といい、その結果生じる虐待の世代をこえた
連鎖を「世代間連鎖（cylce	 of	 abuse）」といいます。Steeleら（1968）は、虐待する親には、子どもが従順で
迅速に服従し親を助けることへの高すぎる非現実的な期待と、子どもについての知覚の歪みがあり、これらは
世代間伝達によってもたらされるとしました。

過去の重篤な被虐待歴は、子どもへの「非現実的な期待」を生じさせます。被虐待環境下で自分の感情を抑
え口答えしないことを習得した場合、「子どもはそうあるべきもの」であり、子どもの自然な感情表現や自己
主張に共感的に対処できず、子どもを手に負えないと感じるや否や「手に負えない悪い子ども」だったかつて
の自分自身の化身を子どもの中に見ます。“私は、あの親であり、私であり、この子である” という自己同一
性の混乱のなかで、自分を虐待した親に同一化して自分自身の化身を罰します（鷲山，2019a）。筆者が母子保
健の場で出会う重度の被虐待歴をかかえる母親たちは、その瞬間の子どもの行動を面接室で想起するとき、「許
せない」ではなく「許されない」「ありえない」と表現します。数十年前の子ども時代の “許されなかった”
光景が、過去形ではなく現在形で侵入的に想起され、主客が転倒して体験されるのです。

Steeleらはこのように親の被虐待歴と世代間伝達について精神医学的に明らかにしました。しかし、Steele
自身が当初そうであったように、精神科医の多くは虐待する親の診療を精神科の仕事とは認識しようとせず、
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虐待問題に無関心で経過しました。Steeleが健忘、自己同一性の障害などの解離症状を多数の症例で詳細に記
述したことも精神医学会には浸透せず、解離という問題が米国精神医学で関心をもたれるのは1980年代後半を
待たなければなりませんでした。

　
３　自分は “どうでもいい存在”（Helfer,�1980）

Helfer（1980）は、虐待環境の非現実的な期待の世界で育った子どもたちは、低い自己評価を抱え、その対
人関係の能力の未発達は親として子どもと関わるときに明らかになるとしました。自分は “どうでもいい存在”
であり、人を助けることも親友を見つけることもできず、ふさわしい異性など得られるはずもないと確信する
ようになり、そして、青年期のある時点で孤独の解決方法として “自分の家族をもとう” と考えます（鷲山，
2019a）。筆者が母子保健の現場で日々遭遇する若年妊産婦たちの配偶者選択の失敗は、被虐待環境の、健康な
大人のモデルが不在の殺伐とした世界のなかで、必死で親元から脱出して生きのびようとする10代女子たちの
痛々しい姿です。筆者らによる地域精神科外来の親治療での調査（鷲山ら，2015）では、初産10代は世代間連
鎖する傾向があり、学歴中卒や離婚歴が多く、婚姻関係は安定せず、虐待や被虐待歴の重症度が高い事例が多
いことが示されました。

虐待の連鎖を断つためには、虐待環境で学ぶこととは異なる対人関係の学習が必要

です。児童福祉の皆さんは、この学習を日々、子どもたちに提供することができます。
　
４　Egelandらの長期予後研究と、親以外の大人を信頼する能力

Egeland（1988）は、貧困、若年、未婚、望まない妊娠などのリスク要因のある出産267例の女性を12年間、
前方視的に追跡し、被虐待歴と子どもへの虐待の関係を調べました。身体的被虐待歴のある母親では、約３分
の１で次世代への虐待が生じる一方で、３割の母親は子どもを適切に養育できていました。

	Egelandら	（1988）	は、次世代への連鎖を止める要因として、

「虐待的でない大人からの情緒的なサポートを子ども時代にうけとることができた体験」

を第１番目にあげています。信頼に価いする大人の手が子どもに届くこと、親以外の大人を信頼する能力を子
どもが身につけることが次世代への虐待の連鎖を予防します。筆者の母子保健の現場でも、信頼できる大人か
ら助けてもらった体験が一度でもある事例は “援助を利用する力” が潜在的に身についていて、母子保健の支
援への反応がよく予後が改善しやすいことが見て取れます。

虐待の世代間伝達と連鎖については他にもさまざまな調査研究があります（鷲山，2019a）。近年は、母の高
ACEs（felitti	et	al.,	1998）が子どもへの虐待と被DVを有意に増大させることを示す（Buffarini	et	al.,	2022）な
ど、ACEsを指標とした世代間伝達研究も多数示されています（鷲山，2022e）。連鎖を断つための予防的な支
援の大切さは、幾重にも明らかになっています。

また、子ども時代の被虐待およびDV目撃と、大人になってからのDV被害には強い相関（Renner	&	Slack,	
2006）があります。被虐待環境で育った人は長じてDV被害にあいやすく、DV被害はさらに次世代のDV被害
に連鎖します。暴力的な配偶関係から脱出するには、

「自分は “どうでもいい存在” ではなく大切にされる価値がある」
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と思えるようになる、助けてくれる体験が必要です。
皆さんが子どもと接するときが、これらの体験を子どもに提供する機会なのです。

　Ⅶ　「解離」の精神医学と虐待の予防

１　「解離」と虐待の世代間伝達
Egelandら（1996）はまた、被虐待歴のある母親で子どもへの虐待が生じた群に解離がより多く認めらるこ

とを示しました。このことは、解離性障害の精神科治療が子どもの虐待を予防しうることを意味します。
解離の治療は、青年期女子であれば将来の子ども虐待の予防、妊産婦では虐待の発生予防、すでに出産し養

育困難に陥っている事例では進行予防、親子分離の事例では再発予防につながります。解離をめぐる精神医学
はこの20年間で大きく変化しましたので、詳しく述べます。
「解離」は精神医学的に難解な概念ですが、“記憶の不連続と意識状態の離散” くらいに認識し、解離をかか

えた母親の特徴をつぎのようにイメージして下さい。

「記憶がとぶ」
「ウソつきよばわりされてきた（嘘をついた覚えなど全くないのに）」
「虐待行為を覚えていない」
「覚えてはいるがその光景をワキから眺めている」
「子ども時代に虐待される自分をうしろから眺めていた」

被虐待環境下の子どもには、耐え難い出来事を記憶にとどめまいとして解離が生じます。被虐待場面の記憶
を切り離し、なかったことにして、親からの期待に応じるべくより一層の服従で適応しようとします。被虐待
が繰り返されると、解離性健忘や自己同一性の障害などが生じてきます。これらは、被虐待環境を子どもが生
きのびるための自己防衛として役立ちますが、思春期以降に家族の外に社会生活を広げていくには障害となり
ます。周囲の大人の誰かが共感と情緒的な支えを提供し、心理的成長と社会的自立を手助けしてくれるとよい
のですが、しばしば嘘つきとみられ、安定的な対人関係を形成できずに孤立してしまいます（鷲山，2019c）。

Egelandら（1996）は、被虐待歴のある母親で虐待の連鎖が生じた群に、
（１）生育歴を非現実的に理想化する
（２）言動が一貫性がなく客観的事実と不一致
（３）ドラッグや飲酒や自殺企図などの現実逃避行動が多い

という特徴を認めました。また、DES（解離体験尺度Dissociative	Experiences	 Scale）の差が、虐待連鎖群
36.1％（異常高値）、非連鎖群15.8％（正常値）と明確でした。
「解離」は19世紀にJanet,	 P.（1889）によって詳細に記述されたにもかかわらず、20世紀に関心が低下し米

国精神医学ではほぼ全く顧みられなくなり、1980年代に虐待事例をとおして再認識されるという特異な歴史を
辿った精神症状です（鷲山，2019d）。

２　解離をめぐる医学的議論の歴史
神経病学者のCharcot,	 J.	M.	は1870年代より、ヒステリー（今でいう解離）とてんかんの鑑別に努力し、け

いれん、麻痺、記憶喪失を、神経系損傷とヒステリー性（心因性）とに区別しました（Ellenberger,	 1970）。
Charcotのもとに学んだJanetは、Charcotの記述するヒステリー症状に治療関係の影響が混在していることを
見抜き、治療者患者関係を注意深く形成しながら患者の生活史を把握しました。
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３　Janetによる解離の発見
Janetは「健忘」や「同時的多様存在（今日では同一性障害とよばれる）」などのヒステリー症状の背景に心

的外傷体験があることを明らかにしました。Janetは外傷的な出来事の記憶が通常の意識から切り離された状
態を “解離” と名づけました。Janetによる解離の記述は百数十年前のものとは思えない正確さです。

Janetは「交代人格」という表現を注意深く避けています。異なる意識状態が層をなして同時に存在してい
るのです。筆者が数多く遭遇する被虐待歴の事例で例えれば、「状態Ⅰ：親を理想化する従順な私」「状態Ⅱ：
被虐待の記憶を引きうけている不従順な私」「状態Ⅲ：すべてを後ろからみている私」のようにです。Janetが
症例Lucieの同時的多様存在を説明した図（Janet,	 1889）を示します。「主人格」とされる「状態Ⅰ」は、初め
て会う他者に応対する意識状態なので「主」に見えるだけです。何かの事情で状態Ⅰが倒れたり殻に籠もった
りすると状態ⅡやⅢが表に出てきますが、交代というより元々存在していて、状態ⅡやⅢの方が記憶も現実検
討もしっかりしていて健康度が高いことが少なくありません。筆者が解離が疑われる事例と面接するときは、
うしろの存在がいつもこちらを観てやりとりを聴いているという前提で、うしろの存在に信頼してもらえるよ
うに対応します。積極的に前へと呼び出すことは筆者はしませんが、必要となったときには登場して大切な役
割をしてくれます。

たとえば、つぎのような事例です（複数の類似の事例からの創作）。

母親からの虐待をくりかえしうけて生育、父親とは幼児期に離別。小中学校時代の記憶はほぼ思
い出せない。中学２年より自傷行為が始まり、21歳の現在、両腕に新旧の自傷痕が多数ある。数年
前に知りあった現夫宅に脱出したことで症状改善していたが長女の出産を機に周囲の勧めで母親と
再接近し解離症状が再燃増悪、長女はネグレクト状態となり保健師が訪問支援を開始継続。１日記
憶がないときに夫の両親宅に子どもを連れて行っていた。「自分のなかに自分がない」「自傷した瞬
間から覚えてなくて、気づくと血が止まっている」と診察で伏し目がちに訴えていたが、ある日い
つもと異なる表情、言葉遣いで登場し、「○○（本名）の自傷は私のせいです、○○を助けてあげ
て下さい」とまっすぐこちらを見ながら語った。筆者は登場してくれたことを歓迎し労い、これか
らも協力してほしいと伝えた。その日を境に症状は改善に向かい、保健師が提案した育児支援制度
を安定的に利用し子どもの状態も改善した。安定していた１年後、母親が病に倒れて実家から出て
こいと矢の催促を浴び、希死念慮が出現し、第３の異なる状態で現れ「自力でどうにもならないの
で助けて下さい」と語った。筆者は本人の目の前で保健師に電話し、法律家の支援も得て対処した。
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状態ⅡもⅢも別名を名乗るので別人格に交代したように見えますが、“親が名付けた本名” を名乗る状態Ⅰ
をうしろからいつも観ていたのです。

４　解離への関心の低下とKluftらによる再発見
Charcotの死後弟子たちによってヒステリーは詐病と暗示によるもののように扱われ、解離という現象はヒ

ステリーという言葉とともに医学の関心を失い、20世紀の２度の世界大戦で戦場の兵士に生じた “戦争神経症”
がかつてのヒステリーと同様の症状であることも一部の臨床家に注目されるにとどまりました。

1970年代にベトナム帰還兵の心的外傷が明らかとなり、1980年に米国精神医学会は「外傷後ストレス障害
（PTSD：post-traumatic	stress	disorder）」を新たな診断カテゴリーとして規定しました（DSM-Ⅲ，1980）が、
被虐待体験とは関連づけられていませんでした。

米国で夥しい数の虐待が報告されるようになる1980年代からようやく、Kluft,	 R.	 P.（1984a）らによって解
離症状についての詳細な報告が積み上げられ始め、米国精神医学は百年近くの空白を経て「解離」をいわば再
発見したのです。

解離が子ども時代に遡るものであることはJanetが記述していましたが、子どもの解離の明らかな症例はな
かなか報告されませんでした。

子どもにとって解離は被虐待環境を生きのびる手段

であり、それが当たり前になっているので訴えないし、覚えてないと言っても大人は信じないので言わなくな
るからです。解離の治療を始めたKluftは、女性患者の一人が “８歳の息子がそっくりの症状なので診てほしい”
と求めて来たのを機に子どもの症例報告をします（Kluft,	 1984b）。彼女自身が被虐待歴があり、解離を伴う虐
待の世代間伝達でした。

DSM-５（2013）では解離性同一性障害（解離性同一症）の「症状の発展と経過」に、症状の悪化の引き金
として、２）	「自分がはじめに虐待を受けたり心的外傷を与えられたりしたときと同じ年齢に自分の子どもが
到達したとき」	が記載されました。

解離をめぐるJanetの外傷理論が米国で再評価され、被虐待による解離症状をかかえた若者たちの治療を
Putnam,	F.	W.	が体系的に論じるに至りました（Putnam,	1989,	1997）。

５　パーソナリティ障害、複雑性PTSD（complex�PTSD）をめぐる診断学の変遷とわが国の課題
精神科医Herman,	J.	ら（1986）は親族内性的被虐待歴のある女性を調査し、力ずくの、繰り返された、より

低年齢からの、２年以上の長期にわたる父または継父からの性的虐待が、成人後も持続する精神症状を生じさ
せやすいことを示しました。Hermanら（1989）は境界型パーソナリティ障害の患者の被虐待歴を調査し、身
体的被虐待、性的被虐待、重篤なDV目撃がいずれも６割を超える高率で存在することを示しました。皆さん
の担当する事例で、

母親が境界型パーソナリティ障害の場合、その大半が被虐待歴がある

ということです。子どもの引き取りや自立に向けた方針に関連するので大切です。そして、被虐待環境で育っ
たパーソナリティ障害の多くが解離を合併しています。
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Herman（1992）は重篤な被虐待などの心的外傷を繰り返しうけた患者をパーソナリティ障害として扱うこ
とが誤ったレッテル貼りになるとして、“複雑性外傷後ストレス障害（complex	PTSD：complex	 post-
traumatic	stress	disorder）” という新たな診断概念を提唱しました。その診断基準には解離症状が含まれます。
四半世紀を経て、国際疾病分類ICD-11（World	Health	Organization,	2018）で複雑性（complex）PTSDが採用
され、引き起こす出来事として「繰り返された小児期の性的あるいは身体的虐待」が例示されました。複雑性
PTSDとパーソナリティ障害は、全く異なる医学理論から定義される異なる疾病概念ですが、臨床の現場では
大幅に重なりあっています。

Hermanは、被虐待による解離を伴う複雑性PTSDの成人の治療でまず行うべきは治療関係を形成し安全と
生活の安定を確立すること（Herman,	 1992）であるとしました。複雑性PTSDの女性の妊娠、出産、子育てに
おける安全で大切なことは、実家を頼らざるを得ない状況を作らないこと、深刻な重度の被虐待歴がある事例
では実家を登場させないこと、十分な育児支援、生活安定の援助です。

筆者は被虐待歴のある患者たちの語りに普通に誠実に耳を傾け、被虐待体験に由来する外傷性転移（助けて
ほしい切望と、大人は信頼できないという確信の共存）をうけとめ、保健師などの専門職と協働し、患者が信
頼する人物と同席面接も行い、養育能力の低さを補うに十分な支援と生活援助を導入します。病状で実行困難
な諸手続は援助者による代行行為をしてでも確保します。これらは境界型パーソナリティ障害への伝統的なア
プローチとは異なります。境界型パーソナリティ障害には代行行為をすべきでないと皆さんは習ったかもしれ
ませんが、それは子どもがいない、あるいは考慮しない場合の治療理論です。子どものいる複雑性PTSDの親
へ育児負担軽減の援助は大切です。

解離を扱うことはわが国の精神科医療にいまだに定着しておらず、遠方に転居となる事例で転医先を決める
のに難渋することも少なくありません。ある事例では転居先自治体の保健師に「うちの市内には診れる医者は
いません」といわれ、別の事例では県に唯一の精神保健福祉センターまで通院するしかありませんでした。米
国精神医学における「解離の再発見」は子どもの虐待の社会的否認の克服とともに生じたものであり、わが国
はまだその途上で、これからの課題です。虐待する親を診る専門医を遠方に探そうとするよりも、

虐待防止活動と連携する姿勢のある精神科医を地元で発掘して一緒に支援していく

ことを推奨します（鷲山，2022b）。皆さんの自治体の保健師に協働を呼びかけて下さい。

　Ⅷ　わが国の母子保健のこれまでの20年をふりかえり、これからを展望する

１　社会的否認と虐待予防のあけぼの
子どもの虐待は、その存在を長く社会的に否認されてきました。1960年代の米国で虐待の存在が明らかにさ

れてもなお、わが国は存在を否認しつづけました。今から見れば明らかな虐待事例の数々が、虐待ではないこ
とにして処理されていました。1990年に大阪で児童虐待防止協会、1991年には東京で子どもの虐待防止センター
が設立され、虐待という問題を何とかしようと医師、保健師、法律家などが職種を超えて集まりました。社会
の否認の壁を何年もかけて乗り越え、わが国で子どもの虐待への援助がようやく始まります。

子どもの健康課題は、時代とともに変化してきました。敗戦直後は、低栄養や感染症が課題でした。高度成
長期の母子保健は、先天性疾患や慢性疾患の早期発見に力を入れます（上野，2008）。1990年代には、子ども
の発育を心理社会的な健康課題から守る保健活動へと進み、のちに「子どもの虐待予防」という言葉で呼ばれ
る領域となりました（中板，2016）。

1990年代の大阪府で保健師が虐待事例に家庭訪問をくりかえし、危機には保健師が児童相談所につなげて施
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設入所させ、在宅では保健師が親や福祉事務所を説得して保育園入所とし、関係機関をあつめて事例検討会を
行い連携するなどにより、1996年の調査では保健所が関わった虐待の死亡率が1988年との比較で４分の１に減
少しました（小林，2009）。保健師は、地域保健活動の前進により、結果として子どもの虐待予防の最前線の
担い手となりました。

東京でも、いくつかの自治体の母子保健では、1990年代後半に積極的に虐待予防に取り組み始めます。親の
重度の精神疾患による養育能力低下で児の安全を保てない事例や、性的虐待で児童相談所が保護した10代女子
が施設を脱走帰宅し妊婦となって保健師の前に現れる事例など、保健師は児童福祉司と連携せざるをえなくな
ります。しかし、保健師と児童福祉司は互いに相手が “何をする人” なのかわからず、何ができるのか問いか
け合う手探りから始まりました。東京都児童相談センターの児童福祉司は当時、職歴20年以上のベテランばか
りで、一例一例が新鮮な学びとなりました。

　
２　子どもの虐待防止センター設立（1991年）とMCGグループ

1991年に発足した子どもの虐待防止センターが翌1992年に立ち上げた母親支援グループMCGは、1990年代
後半より保健機関にも普及し始めます。筆者が講師をつとめる同センター主催のMCGグループファシリテー
ター養成研修「MCG講座」には、毎年各地から多くの保健師が参加しています。首都圏ではいくつかの児童
相談所にもセンターからファシリテーターを派遣してMCGグループを行っています（犬塚ら，2009）。

MCGグループは、養育困難に陥り同じ状況を背負った母親たちが出会い、相互に承認しあうことで、

「そのままの私でやっていく」しかない、それでよい

と思えるようになることを大切にします。母性神話の呪縛を解き、思い描いていたよい母親にはなれない現実
をうけいれ、提案されている育児支援を拒まず利用できるようになると、子どもを虐待しないことができるよ
うになり、親以外の大人の手が子どもに届くことで次世代への虐待の連鎖をも予防します。

MCGグループやEPDS（Edinburgh	Postnatal	Depression	Scale：エジンバラ式産後うつ病質問票）などを用
いた母子保健の親支援による虐待予防の重要性は2000年の「健やか親子21」でも強調されています（佐藤，
2002）。なお、EPDSは「抑うつ」以外の精神症状も拾うことができ、保健師の個別支援と組み合わせて虐待
の予防に広く活用されています（吉田ら，2017）。

　
３　2000年の児童虐待防止法制定と2002年の厚生労働省局長通知

虐待問題が世論の関心を集める中で制定された2000年の児童虐待防止法は、予防という観点がありませんで
したが、2002年６月の厚生労働省局長通知で、「母子保健活動全般を通じて、虐待発生のハイリスク要因を見
逃さない」「保健師の家庭訪問等による積極的な支援を実施し、児童虐待を発生から予防する」施策が示され
ました（鷲山,	 2004；厚生労働省,	 2002）。児童虐待対応が児童相談所の役割である一方で、児童虐待予防は母
子保健の役割であることが明記されたのです。この通知をうけて、多くの自治体の母子保健が虐待の予防に取
り組み始めます。今から20年前、子どもの虹情報研修センター発足の年です。筆者は保健師とともに、事例の
家族を見立て、保健相談所に関係機関を呼び事例検討会を重ね、ネットワーク連携で援助を展開しました。Ⅳ
で述べた保健師の専門性が日々活かされました。

保健師と児童福祉司が事例を共有するようになると、視点の違いから会議で衝突し始めます。「こんな危う
い事例を児童相談所は何で保護しないんですか！」と保健師にいわれ、児童福祉司は保護しない理由を説明し
ても火に油なので沈黙、という展開はネットワークが機能しなくなります。当時の衝突の多くは、保健師の側
が児童福祉法について理解不足で法的に無理筋の要求をしていたり、地域支援の力量不足の自治体保健師が強

■ Ⅰ. 記念特集「これからの子ども虐待対応」 ■

45



権的分離の適応でない中等度の虐待を児童相談所に押しつけようとしていました。筆者は多くの自治体の事例
検討に助言者として呼ばれ、法的な問題や強権的介入の副作用の大きさを説明して児童相談所の立場を代弁し、

「これは、保健師が精神保健の事例で『なんで早く入院させないのか！』と地域から突き上げられた経験とそっ
くりであり、保健師は理解的態度で児童福祉司を側面支援すべき」と保健師たちに伝えました。事情を理解し
た保健師は虐待事例の見立ての力が一段向上し、児童相談所と建設的な連携ができるようになっていきました。

ところが、2005年頃から、母子保健の虐待予防は停滞期に入ります。
　
４　虐待は要対協に任せればよい？　―　自治体による力量差の拡大

2005年の児童福祉法改正で、全国の市区町村に「要保護児童対策地域協議会（要対協）」が設置され地域支
援の担い手となり、母子保健はこの協議会を構成する機関のひとつとなりました。

私たちは虐待という問題を考えたくない、避けて通りたい、関わらずにいたい傾向があります。積極的な自
治体が新生児全戸訪問を母子保健看護職で展開し妊婦支援にも力を入れていく一方で、2002年から2005年の時
期に虐待予防に取り組む体制を十分につくれていなかった自治体の母子保健の一部では、「要対協ができたん
だから虐待は要対協にまかせればよい」と腰が引けていきました。

　
５　親教育訓練プログラムの流行と、虐待予防の停滞

わが国では2000年代後半頃より、本来は問題行動のある発達障害などの子どもの親を対象としたペアレント
トレーニング（Patterson	et	al,	1968）が虐待する親に適応拡大されて行われる傾向が生じました。ペアレンツ・
アノニマスやMCGのような親同士の相互援助を重視するグループは重症例に有効（鷲山，2016）なのに対して、
病理性の重い親はペアレントトレーニングの適応除外であり（Patterson,	 1974；鷲山，2015）、健康な親や施
設職員対象の親教育訓練プログラムを虐待リスクの高い親にそのまま行うのは適切でありません。

2010年頃からのわが国は、Ⅴで述べた米国の1980年代と同様に、虐待を親教育訓練によって解決できるとい
う期待（鷲山，2015）や虐待を親の懲罰によって解決しようとする動き（鷲山，2019b）が過剰となる歴史的
段階にあるかもしれません。米国では1980年代に虐待予防が停滞し、1990年の全米諮問委員会報告で自己批判
がなされました。30～35年遅れで虐待に取り組むわが国は、虐待予防の停滞から脱出していく時期をこれから
迎えることでしょう。その機会を活かし、予防の取り組みを前進させることができるはずです。

　
６　乳幼児健診問診問題　―　虐待行為を直接的にきく問診項目の義務化をくいとめる

子どもの虐待の現状についての調査把握は大切なことですが、予防的支援を目的とした母子保健の乳幼児健
康診査を統計把握の手段にすることは、健診がリスクをかかえた母親たちと援助関係を形成する大切な出会い
の場であることと両立しません。虐待を取り締まる質問のようにみられれば正直に答えないので調査としての
妥当性もありません。2014年に健診で虐待行為を直接的にきく問診項目を義務化する動きがありましたが、
2015年の日本子ども虐待防止学会にいがた大会シンポジウムの議論で見直されました（中板ら，2016）。

　
７　2016年の児童福祉法・母子保健法改正　―　母子保健の虐待予防が法の条文に明記される

2016年の児童福祉法改正は、予防的支援を強化する方向への改正でした。母子保健が子どもの「虐待の予防
及び早期発見に資するものであることに留意する」（母子保健法第５条第２項）、すなわち、

虐待予防は母子保健の本来業務であることが、法の条文に明記

され、虐待予防に消極的だった自治体も母子保健の強化に向かって動き始めました。
母子保健の虐待予防はようやく停滞期を脱したかに見えました。
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８　2018，2019年の死亡事件報道と全件共有問題　―　取り締まりか、援助か
2018年、2019年に大きく報道された目黒と野田の虐待死亡事件報道をうけて示された緊急総合対策は、親や

妊産婦を援助し虐待を予防する取り組みが提起される一方で、「痛ましい事件が二度と繰り返されない」よう
に「躊躇なく介入」する、「目視で確認」する、「警察との情報共有」などの言葉が含まれました（鷲山，
2020）。警察力を用いた介入を要する虐待事例も存在します。しかし、虐待は取り締まれば根絶できるかのよ
うな発想は、予防医学が受けいれてよいものではありません。

警察と児童相談所、市区町村等との全件情報共有が「監視」や「取り締まり」の発想に片寄れば、面従腹背
の援助拒否をひきおこしかねません。強権的な訪問に保健師がみだりに同行すべきでありませんが、世論はそ
れを求める風潮となり、筆者は前世紀の精神保健の隔離収容政策を連想さえしました。

親を援助すべき事例への監視や取り締まりの姿勢の関与が虐待の悪化を誘発することは、1980年代の米国で
「自己的中予言」として指摘されています（Kaufman	&	Zigler,	1987）。「今や取り締まるべき」虐待事例が、か
つて支援すべき事例に援助関係を形成できず虐待リスクを悪化させた結果であることはまれではありません。

日本子ども虐待防止学会はこの問題をめぐり2019年12月号で特集「児童虐待防止における警察、検察、裁判
所との関わり」を組み、筆者も寄稿しました（鷲山，2019b）。親の懲罰に偏った世論に施策がひきずられるこ
とは抑制されました。

　
９　新型コロナウイルス問題　―　母子保健の最大の危機

新型コロナウイルス問題は、子どもの虐待予防を危機に陥れました。
2020年３月からの全国一斉休校とその後の緊急事態宣言下で、保育園や学童保育の登園自粛が広がりました。

医師の判断による「疾病要件」（児童福祉法24条）も行政の判断による「虐待防止要件」（児童虐待防止法13条
の２）も突如、機能しなくなりました（鷲山，2022c）。

リスクのある家庭が「支援ではなく、見守りという名の監視」に陥り、養育困難が悪化しました。養育能力
の低下している家庭を登園自粛に追い込むことへの、わが国の大人たちの躊躇のなさの背後には、

「子育ては家で母親がすべきものだ」という母性神話

が感じられます。母親たちに子育てを押しつけることが当然視されました。
筆者は、地元自治体に要対協の委員として以下の２項目を申し入れ、関係機関に周知しました。
Ⅰ	　要保護児童、要支援児童、医師の診断書・意見書によって入所している児童等の保育園・学童保育への

通所について安易に自粛を要請しないこと。やむを得ず自粛を求める場合は通所にかわる養育支援を導入
すること

Ⅱ	　養育能力の低下している家庭は支援を求める能力も低い場合があり、自粛を直接要請されなくとも通所
を自ら控えてしまう場合があることに留意し配慮すること

また、同様の内容で、筆者が評議員を務める社会福祉法人子どもの虐待防止センターより国および都への要
望書が提出されました（子どもの虐待防止センター，2020）。しかし、自治体によってはこのような配慮はな
されませんでした。“子どもは家庭で母親がみるべき” とばかりに社会による子育て機能が停止したのです。

さらにそのうえ、母子保健の妊婦面接や乳幼児健康診査、新生児訪問、MCGグループなどの事業が停止に
追い込まれました。再開後も、９割台だった健診受診率が自治体によっては急落し、全戸訪問は希望者のみに
なり、長年の努力で積み上げた成果が消えていきました。

母子保健事業の停止、一斉休校、登園自粛は子どもたちの安全を脅かしました。親子が家庭の密室に閉じ込
められたため、子ども虐待は社会から見えにくくなりましたが、DVや子どもの不登校、そして子どもの自殺
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が増えたことはすでに報道されています。
子どもへの悪影響の全貌は私たちにはまだわかりません。いつか、子どもたちにこの借りを返済しなければ

いけません。
　

　Ⅸ　虐待予防のいまとこれから　―　虐待予防の前進のために
　
１　新型コロナウイルス問題で低下した母子保健活動をどう立て直すか

新生児訪問、４か月健診などの母子保健活動は、皆さんの自治体の状況はどうでしょうか。再開すべき活動
は再開されているでしょうか。新生児全戸訪問の原則は復活しましたか？

子どもの安全な発育を守る母子保健活動の意義を再確認し、停滞したままであれば児童福祉の皆さんからも
再開を求めて働きかけて下さい。

　
２　地域支援の乏しさ　―　「社会によるネグレクト」という視点の必要性

わが国の子どもの虐待とネグレクトの背後には、子育てのみならず、障害者や障害児の介護や養護をその家
族に押しつける地域社会の側の問題があります。

例として、Ⅳの３「保健師の仕事の特徴」で挙げたA,	B,	 Cさん家族で考えます。筆者は当時、精神保健事
例という認識しかありませんが、いまからみれば深刻な「障害児ネグレクト事例」です。虐待の文脈でみれば

「小児てんかんの子どもが医療ネグレクト、教育ネグレクトの状態にあった事例」です。さて、このネグレク
ト事例の加害者（虐待行為者）は誰でしょうか。

ネグレクト死亡事例のわが国での報道のされ方から明らかなように、私たちは、

育児の責任を母親に押しつけ、母親をネグレクト加害者（虐待行為者）とみなす傾向

があります。この事例は「母親によるネグレクト」とされるかもしれません。しかし、母は妄想が再燃し幻聴
と対話する病状で養育を提供できなかったのであり、母のnegligence（怠慢・不注意）とするのは無理があり
ます。母の治療中断を自己責任とみなすことは、当時のわが国の精神科医療が安易に強制入院制度を発動させ、
精神障害者が病識を獲得し自発的に治療に取り組み健康で文化的な生活を営めるようになる権利を軽視してい
たことを不問に付すことであり、精神科医師として賛同できません。

では、父がネグレクト加害者で母は「ネグレクトされた障害者」、娘は「ネグレクトされた障害児」でしょ
うか。そのような「障害者・障害児虐待防止」の視点もまた重要です。しかし、父は思いつくあらゆる努力を
した末に諦めて、家には食べ物を買って冷蔵庫に入れるために帰宅するもすぐに母に追い出されて会社に寝泊
まりする日々でした。精神保健福祉の専門職の努力によらずに打開できる事態ではなく、父のnegligenceとす
るのもかなり無理があります。

この小学生の児童がネグレクト状態から脱する方法は、困難かつ複合的な課題を抱えたこの家族に地域精神
保健福祉が相応の支援を果たすほかなく、negligenceがあるとすれば、この家族に十分な支援をしていなかっ
た地域社会・地域行政でしょう。
「母が精神障害で子どもがネグレクト状態」の事例や、きょうだいが障害児でその世話に母が手一杯で子ど

もが家事を担っている、あるいは母が家事を担い子どもがきょうだいの世話をする事例など、

子どもの虐待の背景に障害者や障害児のいる家庭へのわが国の地域支援の乏しさがある

事例は少なくありません。「精神ホームヘルプ等の精神障害者支援は障害者本人を支援するもので、子どもを
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支援するためのものではない」という、子どもの虐待を想定していない1990年代由来の制度設計や、「障害児
の世話は家族がするもの」というわが国の状況がしばしば立ちはだかります。

保健師・児童福祉司などの子どもを守る専門職が協働してこれらを一例一例乗り越え、障害者・障害児のい
る家庭に必要な支援を行っていく必要があります。

WHOの子ども虐待（child	maltreatment）の加害者定義は “in	the	context	of	a	relationship	of	responsibility,	
trust	 or	 power”（https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment）であり、子どもへ
の責任、信頼、実行力のある関係者の行為および不作為が虐待・ネグレクトとされ、保護者や親の行為に限定
していません。わが国の児童虐待防止法は虐待を「保護者（親権者、監護者等）」が「その監護する児童」に
ついて行う行為に限定しており、“保護者でない自分たち” の問題は内省しない傾向にあります。しかし、障
害者・障害児のいる家庭で生じる子どもの虐待やネグレクトを保護者の責任に帰することは解決を不可能にし
ます（玉井，2019）。「虐待とは、虐待する親の問題である」という認識から、

子どもの虐待とは、親と子どもを孤立に追い込む地域社会の問題である

	という認識（鷲山，2022f）へと視点を拡げていくことが、わが国のいまとこれからの大きな課題です。

３　児童相談所への保健師常勤配置
児童相談所への保健師の配置とその役割についての検討が進んできています（「児童相談所の保健師のあり

方に関する研究」班　2021）。
児童福祉と母子保健は、子どものいる家族に長年にわたり関わってきました。単に役割の分担にとどまらず、

「協働」することが大切です。経験を十分に積んだ児童福祉司と保健師は、家族支援について多くの見識を共
有して援助方針を考えるだけでなく、次世代の援助者育成においてもきっと協働できます。

保健師のもつ予防医学の視点、市区町村との連携ネットワーク形成、援助関係形成、家族全体をみるなどの
専門性は、児童福祉の仕事に大いに参考になるはずです。また、多くの子育て家庭に有用なはずの里帰りや親
族の支援が事例によっては危険であることや「虐待の世代間伝達」についての理解には、母子・精神保健の発
想が役に立ちます。家族機能不全の視点は家庭復帰にあたって援助方針をより適切にするでしょう。

母子・精神保健の経験力量のある保健師が児童相談所に配置されて援助方針の判断に関わることがきっと役
に立ちます。

　Ⅹ　おわりに

・子どもの虐待事例の家族支援では、家族機能不全を見立てる視点が重要となる
・虐待の予防には、親を「指導ではなく支援」する
・母子保健の虐待予防は、妊娠期から始まる
・児童福祉と地域社会の子どもへの情緒的サポートが虐待の次世代への連鎖を防ぐ

子どもの虐待を、虐待された子どもと虐待する親の問題に矮小化せず、拡大家族の家族機能不全や世代間伝
達、そして地域社会の側の問題として捉え、親と子どもを支援していく姿勢が大切です。

児童福祉の皆さんが子どもに直接関わり、親以外の大人を信頼する能力を子どもに身につけてもらうことが、
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虐待の世代間連鎖を防ぎます。
虐待を予防する社会づくりを児童福祉と母子・精神保健の協働で前進させましょう。
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　１　本稿の趣旨　

「これまでの20年を振り返り、また、これからを展望する」ことは、私には手に余る内容であり、児童虐待
の防止等に関する法律（以下「児童虐待防止法」）が制定されてから22年を経過した現時点で、いくつかの法
律問題の提起や検討すべき方向性を示唆したい。
（１）　児童虐待の定義の見直し

児童虐待防止法第２条の児童虐待の定義規定を見直すべきである。児童虐待の主体を保護者に限定しないこ
と、「虐待」という用語を「不適切な対応」等といった用語に変更し、その範囲を広げること。それに伴い、「子
どもに対する不適切な対応（マルトリートメント）」に関連する法律（児童福祉法、児童虐待防止法、障害者
虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（以下「障害者虐待防止法」）、学校教育法等）を改
正すべきこと。
（２）児童福祉法と児童虐待防止法との関係の見直し

児童虐待防止法は、児童福祉法の対象の中から児童虐待だけをとりだして特別に定めを置いている。このよ
うな法律を制定したことにより虐待対応が進んできた面を評価すべきであるが、そのひずみもでてきており、
虐待というカテゴリーを特出しして法律にするのではなく、虐待の裾野（不適切養育）や非行等を含めさまざ
まな支援が必要な児童を対象にした一つの法律にする（児童福祉法を整理し、そこに規定する）べきではない
か。そして、その中で司法の関わりを設計すべきであること。
（３）児童福祉法において子どもの権利が中心となるような体系の再構築が必要

児童福祉法では、第１条において、子どもの権利について言及されているが、施設への入所措置等の行政処
分に関し、子どもは利害関係人にとどまり行政処分の対象と考えられていない等各論において子どもの主体性
を認めているとは言いがたいままとなっている。今後、この点を見直すべきである。

　

　２　児童虐待の定義について　

（１）日本の法律における児童虐待の定義
児童虐待の定義は、児童虐待防止法第２条においてなされており、一定程度定着をしているようにも思える。
児童虐待防止法　第２条
この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監

護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（十八歳に満たない者をいう。以下同じ。）について行う
次に掲げる行為をいう。

一　児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二　児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三	　児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二

これからの子ども虐待対応　司法の立場から

いぶき法律事務所
弁護士　岩　佐　嘉　彦
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号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四	　児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力（配

偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の身体に対する不法
な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をい
う。）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

この定義には、次の特徴がある。
（ア）行為の主体

虐待行為の主体を、保護者、すなわち「親権を行う者、未成年後見人その他の者で、かつ、児童を現に監護
するもの」に限定している。親権者や未成年後見人であっても、子どもの養育を他人に委ねている場合は保護
者とはならない。他方で、親権者や未成年後見人でなくても、例えば、子どもの母親と内縁関係にある者も、
子どもを現実に監督、保護している場合には保護者に該当する	1	。

（イ）虐待行為の内容
児童虐待であると定義される行為が、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の４つの類型に限定

されている（経済的な搾取等が入っていない	2	）。
（ウ）法律改正の経過

平成16年10月１日施行の「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」（平成16年法律第30号）
により、第２条の定義規定が改正されているが、従来の解釈を明確化したものであり、定義の射程を変更した
ものではない。

一つは、保護者以外の同居人による児童に対する身体的虐待、性的虐待及び心理的虐待を保護者が放置する
ことも、保護者によるネグレクトに該当することを明確にしたものである。

もう一つは、心理的虐待について、制定当初は、「児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。」とし
ていたが、心理的虐待の具体的な対応を例示したうえ、児童の目前で配偶者に対する暴力が行われる行為といっ
た直接児童に対して向けられた行為ではなくても、児童に著しい心理的外傷を与えるものであれば児童虐待に
含まれることを示した。

なお、夫婦間等のいわゆるDV行為が子どもに対する心理的虐待にあたりうることを明記したことで、心理
的虐待を理由とする多数の通告が警察からなされることとなった。

　
（２）WHOの定義

児童虐待の定義は、各国で様々であり、法律上の定義と臨床対応での定義が異なる側面もある。WHOは、
子どもの「虐待」について、次のように定義している。

“Child	maltreatment	is	the	abuse	and	neglect	that	occurs	to	children	under	18	years	of	age.	It	includes	all	
types	of	physical	and/or	emotional	ill-treatment,	sexual	abuse,	neglect,	negligence	and	commercial	or	other	
exploitation,	which	results	in	actual	or	potential	harm	to	the	child’s	health,	survival,	development	or	dignity	
in	the	context	of	a	relationship	of	responsibility,	trust	or	power	3	.”

１　雇児総発0823第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知「子ども虐待対応の手引き」（平成25年8月	改正版）4頁

２	　経済的虐待は、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に
対する支援等に関する法律」においては、虐待の一つとして定義されている。また、例えば、「大阪府子どもを虐待から守る条例」
では、経済的虐待（保護者がその管理に属しない子どもの財産を不当に処分すること）も児童虐待の一つとして定義されている。

３	　WHOのウェブページ参照
			https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
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日本の法律での定義との主な違いは、次の点である。
（ア）子どもに対する不適切行為（maltreatment）の主体が、保護者に限定されていない。子どもに一定の責
任を負っている関係性、子どもから信頼を得ている関係性または子どもに対する一定の権限を持っている関係
性を有する状況のもとでなされるものが対象となっている。

（イ）いわゆる４つの虐待類型以外に、商業的搾取その他の搾取を掲げている。
（ウ）maltreatment	との用語が使用されており、対象の幅広さを示唆している。なお、子どもの健康、生存、
発達または尊厳に対する現実の害または潜在的な害があるかどうかが一つの基準となっている。

（３）日本の虐待対応において生じている課題と児童虐待の定義との関係について
平成12年に児童虐待防止法が制定され、様々な場面で虐待対応が進んできた。他方で、虐待対応をめぐる様々

な課題も出てきているが、このうちいくつかの課題は、児童虐待の定義の仕方とも関係があるように私には思
える。本来法律上の定義は、法の定めに過ぎず、個々の臨床場面や政策形成の場面では、法律上の定義に縛ら
れずに対応することも可能であるはずだが、実際には法律の定義は、臨床での専門家の対応に影響を与え、施
策の構築に影響を与える。

虐待対応における次の課題は、虐待の定義のありかたとも関係しているように思う。
（ア）虐待への対応（支援）が現象面への対応が中心となってしまう傾向が一部にみられること（「虐待」とい
う用語が使われている問題）

現場の一部では、虐待に該当するかどうかの振り分けや顕在化した困難事案に多くの力をとられ、不適切な
養育の背景をほりさげたり、介入的な対応までは要しない事案に時間をかけて寄りそったりすることが難しく
なっているとの課題がある。

この最大の原因は、過大なケース数を抱えている児童相談所や市区町村の体制にあり、人材育成や体制整備
の問題が大きいとは思う。

ただ、「不適切な対応」「不適切な養育」という用語ではなく、「虐待」という用語が使用されていることも、
このような対応に影響を与えている可能性がある。

児童虐待防止法では、「虐待」という用語は使用しているものの、第２条は相当の広範囲をカバーしているし	4	、
行為者の主観も問題にしていない。ただ、「虐待」という用語そのものは、日本語としてはイメージが限定的で、
行為者の故意・悪意によるものを連想させる。さらに、「虐待」という用語は、その行為者に対して支援が必
要との発想とつながりにくく（あくまでも言葉のイメージの問題である）、非難の対象となることを連想させる。

「不適切な養育」という用語は、「虐待」という用語と比較して、養育者ないし関係者の側の事情とは関係なく、
子どもの権利やニーズに基づいて、適切な養育・対応がなされているか否かを検討することを要することや、
その改善策としてはさまざまなものがあるとのイメージにつながりやすい。

なお、そもそも児童虐待の定義上、保護者の悪意や過失は必要ないほか、一時保護の要件、面会通信制限（基
本的には児童虐待防止法第12条）、児童福祉法第28条第１項に基づく施設入所等の承認、親権停止、親権喪失
のいずれも、保護者や親権者の悪意や過失は要件となっていないことを念のため指摘しておきたい。

（イ）家族全体でケースを見ることに対する影響（「虐待行為」の主体が保護者に限定されている問題）
児童虐待への行政機関による介入は、民法上の親権や監護権に影響を与えることから、「虐待」という現象

について、民法上の親権者や監護権者がどのような立場にあるのか（不適切な養育状態を自らまたは行政機関
の力を利用して回復させる力を持っているかどうか）に着目することは重要である。

ただ、基本は、子どもの側から見て具体的にどのような不適切な養育の状況下にあり、それに対し、どのよ

４	　細かくは前述のとおり、経済的な虐待が入っていないことや、心理的虐待について心的外傷まで求めていること等まだ狭い。
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うな改善策（支援）が有効かを検討することとなるのであり、保護者の対応だけが虐待に該当するかどうかが
問題になるわけではない。

例えば、きょうだい間で性虐待がなされている場合に、それに気づくことができなかった（若しくは薄々気
づいたが直ちに対応できなかった）父や母の対応がネグレクトにあたるかどうかを検討し、これが児童虐待に
該当するか否かを議論することがどこまで必要であるだろうか。

一緒に生活している家族のなかのきょうだい間で性虐待が生じているという事象に対し、その行為の内容や
背景、家族の中で何か起こっているのか、被害を受けている児童の心身の状況等を分析した上で、例えば、被
害児童に対しどのようなケアを行うのか、加害児童を一時保護する必要があるのか、父や母に何らかの働きか
けや支援が必要か等を検討していくこととなり、このような家族ないし家族の構成員に対するいかなる支援を
展開するのかについて検討し、これらの支援計画に親権者の同意が得られるのか、得られない場合には親権者
の意向に反してでも計画を実行していくのかを検討することとなるのではないか。この場合において、保護者
の対応がネグレクトと評価できるかどうかが重大な問題となるわけではない。

同様に、週に何度か家庭に出入りする母の交際相手の男性が、母の子どもに暴力を振るったとの事案におい
て、その子どもや家族に対する支援計画を考える上で、交際相手が法律上保護者に該当するのか（現に監護す
る者といえるか）、また母親の対応はネグレクトといえるかどうかの検討も重大な問題であるとは思えない	5	。

これらの事案について、児童虐待防止法上の虐待にあたるかどうかに時間を費やしたり、過度に意識しすぎ
たりしているとすると、児童虐待を「保護者」の行為に限定することによる弊害といえる（なお、現行法の作
りでは、例えば、児童虐待防止法上、臨検捜索や面会通信の制限に関し、「児童虐待を受けた児童」が要件と
されているため、児童虐待防止法にいう児童虐待か否かを検討せざるを得ない）。

（ウ）「家族」以外の場面で生じている子どもへの不適切な対応への措置がばらばらであること
子どもに対する不適切な対応は、家族間で生じるだけではなく、子どもが入所している児童福祉施設や子ど

もが通所している事業での過程、学校、病院、塾、さらには子どもの相談にのる専門家からもなされることが
ある。子どもから見れば、子どもに対して一定の責任を持っている者、子どもが信頼を寄せる関係にある者か
らなされる不適切な行為であって、仮にこれを第三者が発見し、または子ども自身が救済を求める場合に、こ
れを連絡する窓口があり、連絡を受けた機関ないしそこから照会を受けた機関が、事実関係等を調査し、子ど
もを支援し、再発防止のための対応を検討する必要がある。しかし、現行法上、このような対応を法が定めて
いる場面は、限定されており、かつ対応の仕方もバラツキがある。

（ａ）被措置児童等虐待（児童福祉法第33条の10）、
里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設等に委託、入所している児童（18歳を超えた延長者を含む）

や一時保護（一時保護委託を含む）された児童（18歳を超えた延長者を含む）に対する虐待
なお、自立生活援助事業（自立援助ホーム）や母子生活支援施設、保育所は対象となっていない	6	。

（ｂ）障害者福祉施設従事者等による障害者虐待（障害者虐待防止法第３章及び第５章）
障害児のうち、障害児通所支援事業、障害児相談支援事業の利用者に対する虐待	7	。

５	　もちろん、施設入所が必要となった場合に誰の同意が必要かということや、28条の手続において裁判所が誰の意見を聞く
必要があるか等の手続を進める上で、親権者は誰か、児童を現に監護する者は誰かという検討は必要となる。

６	　もちろん、これらの施設等で職員による虐待がなされた場合に、施設等での対応が不十分な場合は所管する都道府県市が
各種の指導をするなどの対応をすることとなる。ただ、通報の義務の規定や速やかな調査等を具体的に法律で定めているわ
けではない。措置が行われる施設がターゲットになっているが、契約により入所する施設を区別する理由はない。

７	　障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き　平成	24	年	９	月　厚生労働省	社会・援護局	障害保
健福祉部　障害福祉課	地域移行・障害児支援室
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なお、学校、保育所等、医療機関を障害児も利用することから、障害者虐待防止法第29条、第30条及び第31
条では、各機関の長に対して、障害者に対する虐待を防止する措置を講ずる旨規定されているが、精神科病院
を除いて、具体的な防止措置のあり方を定めるものはない。

平成24年10月１日に法律が施行された際、障害者虐待防止法の附則第２条では、「政府は、学校、保育所等、
医療機関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方並びに障害者の安全の確認又は安全
の確保を実効的に行うための方策、障害者を訪問して相談等を行う体制の充実強化その他の障害者虐待の防止、
障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援、養護者に対する支援等のための制度について、この法律の
施行後三年を目途として、児童虐待、高齢者虐待、配偶者からの暴力等の防止等に関する法制度全般の見直し
の状況を踏まえ、この法律の施行状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの
とする。」とされている。また、2022年９月に公表された国連の障害者の権利に関する委員会の総括所見にお
いても、障害者虐待防止法において教育や医療、司法の場面における障害者虐待防止の有効性が行き届いてお
らず、これらの場面での虐待対応（調査及び支援）が機能するよう法律の見直しが求められている	8	。しかし、

（ｄ）の改正を除いて、法制度の見直しはなされていない。
（ｃ）教育職員等による児童生徒に対する性暴力（教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律）

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が令和４年４月１日から施行されており、教育職
員等による児童生徒に対する性暴力等の疑いがある場合には、通報その他の適切な措置をとるものとするとさ
れ、これに対する調査や被害児童生徒への支援についての定めがある。この点、教職員による性暴力以外の不
適切な対応についても、同様の措置が求められる。しかし、その他の教職員による不適切な対応については同
様の定めはない。

（ｄ）精神科病院の業務従事者による精神障害者に対する虐待（改正精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律第40条の３）

精神科病院における精神障害者に対する虐待に関しては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律が改正
され、都道府県への通報義務（第40条の３）、調査等を行う仕組みが導入され、令和６年４月１日から施行さ
れる。しかし、その他の病院について定めはない。

（４）筆者の考え
（ア）児童虐待の定義と基本的な対応について

以上の実情を考えると、日本の法律においても、児童虐待は、WHOの定義と同様にするべきであると考える。
ただし、確かに子どもに対する不適切な対応がどの場面でなされているかによって、介入のあり方が異なる部
分があることも事実である。

そこで、まずは、子どもへの不適切対応全般を防止する法律とし（こども基本法に定めることも考えられる）、
子どもへの不適切な対応の禁止、通告（通報）義務、調査対応、子どもへの支援、関係者への支援についての
定めをおくべきである。

なお、児童虐待防止法制定にあたって、森田ゆり氏は、第147回国会　平成12年４月20日衆議院青少年問題
に関する特別委員会において、「多くの虐待の定義、親またはその養育者という限定があるようなんですけれ
ども、児童虐待というのは、親またはその養育者が加害者であると限ることでは全くないのです。実際に、子
供たちは養育者以外からも虐待を受けています。しかし、なぜか日本では虐待イコール親からの暴力というふ
うに認識が広まってしまっていて、私はそれは大変にまずいと思うんですね。ですから、定義の中で、親また

８	　United	Nations	CRPD/C/JPN/CO/1　Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities	Distr.:	General	9	September	
2022
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は養育者からの何々行為というふうに限定をつけるのはやめてほしいと思うのです。」と述べている。

（イ）個々のケースへの対応
個別のケースへの対応については、家族に対する支援が必要なものについては児童相談所（市区町村）、幼

稚園や学校等の教職員によるものは教育委員会が対応し、都道府県や市区町村が関係する施設や事業その他の
場面に関しては都道府県・市区町村が対応することになろう。児童相談所（市区町村）の対応は児童福祉法、
幼稚園や学校の対応は学校教育法に定めを置くイメージになる。

なお、こども基本法の制定に際して、今回は見送られたが、子どもコミッショナー（子どもの権利が守られ
ているかを行政から独立した立場でモニターし、調査や勧告する権限を持つ機関）を設置し、活用するという
ことも考えられる。

（ウ）通告（通報）義務及び通報先について
そもそも通告（通報）義務を誰に負わせるのかという問題と不適切対応の定義（はば）の問題とは関連して

くる。WHOと同様の定義をとり、不適切対応（児童虐待）の対象範囲を広く考えた場合に、通告（通報）を
どの範囲まで義務的と考えるべきであろうか。

私としては、もともと、通告（通報）義務は専門家にのみに負わせ、近隣の者等の一般市民に義務まで負わ
せないほうが適切ではないかと考えている（密告制度、監視社会のような様相を呈する面があり、施策として
は、手厚い子育て支援制度を展開し、その過程で必要なケースを専門家から児童相談所等のセクションに通告
させる流れを強化すべきではないかと考える）。児童虐待の定義を広げるのであれば、やはり義務まで負わせ
るのは、子どもに関わる専門家に限定した方が良いのではないかと思う。

なお、「通告（通報）」という用語も検討が必要であろう。「通告」・「通報」は、子どもや関係者に対する
支援のきっかけを作るために専門機関に連絡することにすぎず、ケースによっては連携して支援をすることの
始まりを意味するのであり、「連絡」といった用語を使うべきではないか。また、通告（通報）先は、本来は
一カ所に集中すべきとも考えられるが、従前の連絡先（児童相談所、市区町村）が基本となろうか。

　

　３　児童虐待防止法と児童福祉法との関係について　

（１）改正の経過
児童虐待への対応に関しては、当初、各種通知等で対応していたが	9	、児童虐待に対し、正面から対応する

法律の規定が必要であるとの認識が高まり、児童虐待防止法が制定され、平成12年11月20日に施行された。子
どもの虹情報研修センターが設立される２年前である。

児童虐待防止法は、児童福祉法が対象とする児童（養護、非行、障害、育成（不登校等）、保健等）のうち、
虐待を受けたと思われる児童に関し、特別に定めたものであり、被虐待児童に関しては、児童虐待防止法及び
児童福祉法を適用し、対応することとなった。

平成12年に制定された当時の児童虐待防止法は、基本的に、従前の通知や運用を法律にしたものであった。
ただ、虐待に焦点を当てた施策を展開する原動力となり、その後、度重なって行われる児童福祉法や児童虐待
防止法の改正の出発点になったと評することができる。

また、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成17年制定）、「障害者虐待の

９	　必要な対応をまとめたものとして、「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用について」厚生省児童家庭局長通知　平
成９年６月20日　児発第434号
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防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成23年制定）にも影響を及ぼしている。
当時、児童虐待に対する意識や対応が全国的に浸透しているとは言えない状況の中で、児童虐待に特化した

法律を作ったことで、関係者が児童虐待への対応を強く意識し、臨床場面での対応や政策の形成がなされてき
たことについて、大きな役割を果たしてきたと評価すべきである。
（２）生じてきた課題

児童虐待への施策、対応については、様々な課題がある。児童福祉法から児童虐待という相談類型を取り出
して特別の法律を制定したことを評価しつつ、それによる児童福祉法とのひずみや実務上見直すべき事項につ
いて、言及したい。

（ア）児童虐待への対応について、子どもや親権者の権利制限をもたらすことから、適正な手続を確保しよう
とし、児童虐待とそれ以外の事案（しかも簡単にそのように分けることができると限らない）との調整が困難
な場面が顕在化している。

この間、児童虐待事案への調査や対応に関しては、児童相談所の調査権限の諸規定の明確化	10	、臨検捜索制
度の導入（平成19年５月児童虐待防止法改正）、面会通信制限の範囲の拡大（平成19年５月児童虐待防止法改正）、
児童の身辺へのつきまとい等の禁止（平成19年５月児童虐待防止法改正）、家庭裁判所の承認を得て行う措置
の有期限化（２年更新）や保護者の指導に関する家庭裁判所の勧告等（平成16年11月児童福祉法改正）、一時
保護の司法審査（２ヶ月超につき平成29年６月児童福祉法改正、さらに当初の一時保護につき令和４年６月児
童福祉法改正）や親権停止制度の導入（平成23年民法改正）等の改正がなされ、パッチワーク的な部分的対応
を重ね、制度は非常に複雑なものとなった。そして児童虐待への対応を詳細化することで、児童虐待以外のケー
スへの対応とのひずみが生じている。

その典型例が、一時保護の問題と面会制限の問題であると考える。
一時保護に関しては、平成４年６月の児童福祉法改正により、一時保護の期間が２ヶ月を超える場面だけで

はなく、当初の一時保護の実施に際しても、親権者の同意がある場合等を除いて裁判官が発する一時保護状が
必要となった。

児童虐待対応をめぐり保護者と児童相談所とが鋭く対立する場面があることから、司法の関与場面を増やし、
公正性を保とうとした趣旨からの改正といえるが、一時保護が利用される場面は、児童虐待に限らず様々であ
る。一時保護を実施する目的も、調査（アセスメント）や児童の安全確保だけに限られておらず、施設入所措
置のための待機のために利用されたり、施設・里親等のもとで生活がうまくいかないときの仕切り直しに利用
したり、短期指導目的で利用する等多様性がある。

裁判所が一時保護状を発するという枠組みにしている以上、司法審査のためにはその要件を一定程度明確に
する必要となるところ、今回の改正の出発点が、児童虐待事案においての公正さの確保が主眼となっており、
それ以外の多様なケースでの対応のありかたを十分に視野に入れた上での改正とは必ずしも言えない状況で
あった。

もともと児童福祉法は、養護、虐待、障害、育成（不登校、引きこもり等）、保健等に関する児童を対象と
する幅広い法律であり、「ごった煮」のような様相を呈している（吉田恒雄氏の第147回国会　衆議院　青少年
問題に関する特別委員会（平成12年４月20日）11における発言を借りれば「戦前の幾つかの法律を組み合わせ
てつくって、そしてその後の必要に応じて改正を重ねてきた、いわばパッチワーク的な法律」である）。

児童虐待への対応は、保護者と鋭い対立関係に立つことが往々にしてあり、また、子どもの意向に反してで

10　これに関しても、児童福祉法や児童虐待防止法に調査に関する規定が散らばっており、その関係性が今ひとつ不明確である。

11　https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=114704582X00620000420
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も一定の対応を行う必要がある場面がある。つまり、関係者の同意の下に支援を進めることができない場面が
多くある。だからこそ、一時保護といった強制的な対応においては、公正さの確保が重要となる。しかし、こ
のような事態は非行や引きこもり等の事案でも起こりうることである。本来は、児童虐待だけではなく、広く
支援が必要な児童に対し、どのような調査や支援を行うのか、時には、保護者や子どもの意向に反してでもそ
れを実施する必要があるが、その際に子どもや保護者にどのような手続保障をするのかといった大きな観点か
らの見直しが必要であり、児童虐待事案に対応することだけを念頭において、しかも一時保護という一つの場
面だけを取り出して検討したのではうまくいかないのではないかと思う。

面会通信の制限についても同様である。もともと、児童虐待を疑われている保護者と児童との面会通信を一
定制限できるはずであるとも考えられていたが、法的根拠が明確ではないとして、児童虐待防止法制定時に、
第12条の定めがなされた。その時点では、「児童虐待を受けた児童」で「児童福祉法第28条の規定により同法
第27条第１項第３号の措置が採られた場合」に面会通信の制限ができるとされていたが、その後、第28条に基
づいて措置された児童に限定せず、いわゆる同意入所による場合や一時保護の場合も、面会通信の制限ができ
る場合として明記された。

とはいえ、一時保護や施設入所中に保護者とのあいだで面会通信の制限が必要になるのは、虐待の場面だけ
とは限らない。虐待を受けた児童以外の児童について、このような制限ができないのか、児童福祉法第47条に
定める施設長が児童に対して有する監護権能との関係をどう考えるのか等も厳密に詰めた議論がなされている
ようにも思われない。

以上のように、児童福祉法と児童虐待防止法とがうまく整合性がとれているとは言えない場面が顕在化して
きている。児童虐待防止法を制定し、虐待問題を特別に取り出した意義はあったものの、現時点では、児童虐
待の対応を、支援が必要な児童への対応の重要な類型の一つとして位置づけて児童福祉法に戻し、さらにもと
もと「ごった煮」状態となっている児童福祉法そのものを、見直すべき時期にきているのではないかと思う。

（イ）このほか、児童虐待防止法の制定により、虐待を意識することになった点は良い点であるが、その意識
が強いこともあってか、また前述のとおり、人員の不足等もあって、虐待かどうかわからないグレーゾーン等
への支援を丁寧にできていない傾向もあるのではないかという問題もある。

この点も、虐待の定義を改めるとともに、虐待類型を児童福祉法に戻し、支援が必要な児童の類型の一つで
あると位置づけることもその助けになると考える。近時、特別区や中核市が児童相談所を設置する流れもある
が、特別区や中核市に設置された児童相談所は、重篤な虐待や非行だけではなく、従来市区町村が担当すると
された事案も取り扱うという形もあり得ることとの関係でも、かかる改正の方向性がより整合的であると思う。

後述する司法の関与も児童虐待ケースだけを念頭に置くのではなく、非行や引きこもりといった支援が必要
な事案も含め、そのあり方を検討すべきである。

なお、本来は、ここから、各論を展開すべきであろうが、現時点では、私の手に余る。ただ、ともかく具体
的な検討をすべき時期にきていると思う。

（ウ）なお、以上の点に関し、児童虐待防止法の制定に際して、吉田恒雄氏が参考人として国会で述べた意見が、
現在私たちが立っている「岐路」を鋭く指摘していると思う。

吉田氏は、児童虐待に焦点を当てた法律を定めることにより、親と子どもの権利、国との関係を整理し、ま
た適正な手続を保障し、子どもの権利擁護を確保していく上で、課題がクリアできるのかという問題提起をし
ている。
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確かに、その後、これについて部分的な改正が積み重ねられるが、その改正はさらに児童福祉法や児童虐待
防止法をパッチワーク的なものにしてしまい、さまざまなひずみが生じているように思う。

また、当時、吉田氏は、「育児不安に端を発するような児童虐待もあれば、非常に深刻なものもある。」とし
た上で、児童虐待防止法はどこまでを対象にするのか、虐待防止等の体制の整備をする場合に、深刻な虐待の
方にシフトしていくということになると、育児支援という点からすると、少し目的が違うのではないか等とも
問題提起している。

　　

　４　子どもの権利が中心に位置づけられているのか　

（１）児童福祉法は子ども中心になっているか
子どもの権利が中心に置かれていないのではないかという点についても、同じく吉田氏は、次のように指摘

している。「それから第二点は、子供が生命・身体、成長発達の権利主体であるという点であります。子供を
保護の客体として見るというよりは、まさに一人の人間として生きる、それを保障すること、これが法制度を
つくる上での基本になるのではないか。」（第147回国会　衆議院　青少年問題に関する特別委員会　第６号　
平成12年４月20日	）

この点は、児童福祉法改正により、子どもの権利を意識した規定が定められ、意見表明等支援事業も導入さ
れ、こども基本法も制定に至った。

ただ、本来、子どもが権利主体であるというのであれば、児童福祉法が行う支援、行政処分が、保護者や親
権者に対するものであるほか、子どもに対するものであることを正面から認め、子どもに処分（援助の内容）
に際してどのように意見を聞き、決定した処分をどのように通知し、不服があれば不服申立てを認めるという
枠組みを明確にすべきである。しかもそれは子どもが実質的に参加できるものである必要がある。

このように認めることによって、行政処分がなされる側である子どもは、その理由を聞き、意見を述べ、必
要であれば不服申立てを行うことが帰結される。そして、その前提として、子どもが専門的な相談をすること
が可能になる必要がある。

厚生労働省は、児童相談所運営指針の記述からすると、子どもは行政処分の利害関係人であると考えている
ように思われる（「行政処分としての措置を行う場合には、保護者等は行政不服審査法第２条（児童相談所長
又は都道府県等が措置を行った場合の都道府県等に対する審査請求）に基づき不服申立てを行うことができる。
なお、行政処分としての措置を書面で行う場合には、行政不服審査法第	82	条第１項により保護者等に対し、
不服申立ての方法等について教示しなければならない。また、同法第	82	条第２項に基づき、子どもが利害関
係人として行政処分に不服申立てをしたい旨の申出があった場合には、不服申立て方法等について教示しなけ
ればならない。」　児童相談所運営指針71頁）。しかし、児童福祉法において、子どもが権利主体である位置づ
ける考え方とは矛盾しているように思う。

（２）なお、この点に関して、解決しなければならない点、懸念点がいくつかある。
まずは、子どもが０歳、１歳といった、意見の表明ができない年齢の場合に、処分理由の説明や意見聴取、

処分の通知をどうするのかという問題がある。この点は、子どもの代理人を選任するという枠組みとあわせて
考えることになろうが、すべての場合に必要とするのか検討の必要がある。また、子どもの代理人については、
とりわけ低年齢の子どもの場合には、子どもの発達に理解があること、子どもが一定の会話が可能な年齢になっ
ている場合に低年齢の子どもからの聴き取りができる者である必要があり、これをどう養成するのかという問
題もある。
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また、子どもに関わる大人が増えすぎて、かえって責任をもった子どもとの関わりが薄まるのではないかと
いう懸念もある12。

現在、子どもの意見表明の確保として、一定の場面で子どもの意見を聴取する制度が導入されることとなっ
たが、もっと長い期間子どもと伴走するような制度の検討が必要であろう（ただし、ここで子どもに伴走する
となると人材の育成確保がいっそう大きな問題となる）。

なお、現在、一時保護や面会をめぐって、児童相談所と親権者が激しく対立する形が時としてみられるが、
後述する司法の包括的な関与や、中立的に子どもに寄りそって意見を出すことが、問題の解決に向かう側面も
あると思う。

　５　司法関与の問題　
　
最後に、支援が必要な児童に対する司法の関与について、少しふれておきたい。
この点に関しては、現在の司法の関与があまりにも断片的であること、成年後見人や未成年後見における家

庭裁判所の関わり方、少年事件における家庭裁判所の関わり方に類似した、継続的な司法関与が必要で、児童
相談所は、いわば未成年後見事件の未成年後見人のような役割を果たすべきではないかということ、またこの
ことを実現する前提として、児童相談所に一定の専門性と人的体制を確保する必要があることは繰り返し述べ
てきた（拙稿「児童福祉法と法の実現手法-児童虐待の問題を中心に」『岩波講座現代法の動態２（法の実現手
法）』、「児童虐待の法的実務（特集	児童虐待の総合的検討）」法律時報2022年10月号））。

先の児童虐待の定義の見直し、児童福祉法と児童虐待防止法との関係性の見直しとともに、司法の関与のあ
り方を見直し、断片的な関わり方から脱する方向性を検討すべきである。

なお、司法が児童虐待対応に断片的に関与することの弊害が、平成４年６月に改正された当初の一時保護の
司法審査に顕著に表れているように思う。そもそも一時保護の利用目的、利用の実情は多様であり、しかも初
期段階は、事実関係も不確定で、どういう問題がひそんでいるかもわからない状況である。司法が関与すると
すれば、司法関与のきっかけ（始まり）といった程度に留め、その後関与を継続しながら、適正さを確保する
ような仕組みを考えるべきであろう。しかも、児童相談所が行う調査と処遇（措置）とは、単純に分けること
ができないことをふまえた上での関わりを考える必要がある。今後継続的に関与するという立場にない裁判官
が、不確定な状況で一時的に関与しその当否を判断するというのは、制度全体から見ると不適切である。

なお、最後になったが、これらの今後の対応を考えるにあたっては、市区町村や児童相談所の人材の質量の
確保が最も重要であり、長期的視点にたってこれを進める必要があることを付言しておきたい。

12	　私はかつて、児童虐待に関わるアメリカの弁護士に、アメリカの制度では、裁判手続に親の代理人弁護士、子どもの代理
人弁護士、児童相談所側の法律家、さらに例えば病院の治療が絡む場合には病院の弁護士と、多くの法律家が集まっているが、
法律家ばかりがたくさん集まって本当に子どものための議論ができるのかと話をすると、「いい質問だ」と言われたが、答え
は得られなかった。
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　Ⅰ　はじめに　

Kempeらによって1962年にJournal	of	American	Medical	Association（JAMA）に論文 “The	Battered	Child	
Syndrome”（Kempeら、1962）が発表された。これは、それまで特別な事情を抱える家庭の中で起こる特殊
な事象として、主に社会福祉の領域で対応がなされてきた子ども虐待が、身近なところでも起こりうる事象と
して医療の中で認知されるきっかけとなった。2022年はこの論文発表から60年という節目の年である。この60
年間で医療は疾患（disease）の診断・治療という医学的側面でめざましい進歩を遂げた。この進歩は、結果
として専門分化を後押しし、臓器・疾患を診る事が医療の主体となった。その一方で、人が患う病（illness）
という形で、患者を一人の人として、家族、地域社会といったコンテクストの中で捉え、声を聴き、寄り添う、
ケアという側面にはあまり光が当たってこなかった。しかしながら近年、ケアという側面にも光が当たりつつ
ある。人の健康には一人一人の問題だけでなく、社会的な背景が大きく影響していることが様々な研究で明ら
かになってきている。特に子ども時代の貧困や子ども虐待を含む逆境体験はその後の健康格差を生み出すこと
がわかってきた。このような健康に影響を及ぼす社会的な要因を「健康の社会的決定要因（Social	
Determinants	of	Health：SDH）」と呼ぶ。医学部教育の中でも、平成28年度に改訂された医学生の卒業時の到
達目標を示す「医学教育モデル・コア・カリキュラム」（文部科学省	モデル・コア・カリキュラム改訂に関す
る連絡調整委員会、2015）において初めて「社会構造と健康・疾病との関係（健康の社会的決定要因：SDH）
を概説できる」という学修目標が設定された。これからは医療の中でも子どもの背景にある子ども虐待をはじ
めとした問題に関心を持ち、積極的に対応を進めていく必要がある。本稿では、医療における子ども虐待対応
の現状を概説したうえで、これからの虐待対応についてまとめる。

　Ⅱ　子ども虐待への関わり　

子ども虐待の相談対応件数は年々増加し、令和２年度の統計では市町村と児童相談所の相談対応件数を合わ
せると35万件を超えた。この中で、医療からの通告割合は児童相談所通告で1.7％、市町村通告でも2.2％であ
る（図１、図２）。米国における同年の統計では医療からの通告割合は11.6％と日本の５倍近い（	U.S.	
Department	 of	Health	&	Human	 Services	Administration	 for	Children	 and	Families	Administration	 on	
Children、Youth	and	Families	Children’s	Bureau、2021）。医療機関が小児領域で担う役割は、ケガをしたり
重篤な状態で搬送されるような救急医療や風邪や胃腸炎などの一般的な外来診療だけではない。子どもは、定
期接種として、出生から６歳までの間に９種類のワクチンを計20回以上接種することが努力義務とされている。
ワクチンによって多少差はあるものの概ね95％以上の子どもたちが接種を受ける（厚生労働省、2022）。また、
母子保健法で規定されている乳幼児健康診査（乳幼児健診）についても、１歳６か月、３歳に加え１歳までに
最低２回の健診が行われており、対象となる子どもの90％以上が受診する。医療は乳幼児期にほぼすべての子
どもと家族に専門家として接する機会を複数回持ち、子どもの健康（well	 being）を支える重要な役割を担っ

これからの子ども虐待対応　医療の立場から

鴨川市立国保病院
病院長　小　橋　孝　介
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ている。これら医療の担う役割の中で、子ども虐待に気付く機会も多いはずである。しかし、実際にはその通
告割合は低い。この現状には、医療における子ども虐待の認識の問題があると考えられる。

プライマリ・ケアに従事する医師を中心とした会員を擁する日本プライマリ・ケア連合学会において筆者ら
が2018年に行ったアンケート調査では、児童相談所以外に子ども虐待の通告窓口がある事を知っている会員は
49.9％、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」を知っている会員は22.9％、虐待を疑ったが通告しなかった事が
ある会員は22.9％だった。約半数は市町村にも通告窓口がある事を知らず、通告は国民の義務であるにもかか
わらず２割以上がその義務を果たしていなかったことになる。

子ども虐待に関する医師の専門職教育の実態について、2021年に行われた調査（杉立玲ら、2022）では、全
国82の大学/大学校の医学部において回答のあった40校の中で、37校が子ども虐待に関する講義を行っていた。
講義時間は１コマが48%、１コマ未満（講義の一部で子ども虐待について扱う）が52％で２コマ以上子ども虐
待の講義を行っている大学/大学校の医学部はなかった。同調査では、卒後教育についても報告している。小
児科専門医を養成する研修基幹施設となっている全国192施設において、105施設から回答があり、初期研修医
向けの子ども虐待対応研修を行ったと回答した施設は56％で、小児科専攻医向けに子ども虐待対応研修を行っ
たと回答した施設は33％だった。医師という医療の専門家になる上で、子ども虐待についての通告義務や通告
窓口、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」など、一般市民が知っておいてほしい最低限の知識と医療におけ
る子ども虐待対応の基本的な知識と技能は持っておく必要がある。しかしながら医師養成の現場では、子ども
虐待に関する十分な教育体制が整っていない。この調査結果からは、子ども虐待について、たとえ小児科医で
あったとしても子ども虐待対応に戸惑う医師が多数存在することが示唆される。これは実際の臨床現場の感覚
に一致する結果である。

このような背景から、医療における子ども虐待対応の均霑化を目指して、日本子ども虐待医学会は2012年よ
り「医療機関向けの虐待対応啓発プログラムBEAMS」のプログラム開発を開始し、2014年度からパイロット
開催を経て、医療における子ども虐待対応を系統的に学ぶ研修コースを提供している。一概に医療機関におけ
る虐待対応といっても、そのレベルによって求められる対応は当然異なってくる（表１）。子ども虐待に気付
いた後の対応については、すべての医師が虐待医学の専門的な知識を持って対応するというのは現実的ではな

図１　児童相談所への医療機関からの通告 （政府統計より）

図２　市町村への医療機関からの通告 （政府統計より）
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い。一般的な日常診療における病診連携、病病連携の枠組みと同様に、①診療所など地域の医療機関、②院内
子ども虐待対応組織（Child	 Protection	Team：CPT）を擁するような地域の中核的病院、③より専門的な対
応を行うことのできるこども病院などの専門病院という３つのレベルで連携しネットワークを構築し役割分担
していくことが望まれる。このように、そのレベル毎に求められる職責を明確化することによって、対応の円
滑化、均霑化が促進される。そのためBEAMSでは、そのレベルに応じて、プログラムを３つのステージに分
けて構成している（図３）。2022年９月までに延べ24,600名（Stage１：18,996名、Stage２：5,374名、Stage３：
230名）が受講している。また、厚生労働省は2020年度に行われた医師臨床研修制度の見直しに合わせて2005
年公表の「新医師臨床研修制度における指導ガイドライン」を見直し、「医師臨床研修指導ガイドライン-2020
年度版-」を公表した（厚生労働省、2020）。今回の見直しに伴い、子ども虐待について初めてその研修が必須
化され、研修方法については、「虐待に関する研修（BEAMS等）を受講する」とされた。2020年度以降医師と
なる者は全員が卒後教育の中で、医療機関における虐待対応の基礎教育を受けることとなった。医療における
子ども虐待対応について、今後「共通言語」として必要な知識と技術を持った医師が増えていくと考えられる。

図３　BEAMS�の３つのステージと医療機関連携

　Ⅲ　院内子ども虐待対応組織　

医療機関において、子ども虐待対応を行う多職種チームを「院内子ども虐待対応組織Child	 Protection	
Team：CPT）」と総称する。かつて医療機関内における子ども虐待対応は、個々の事例毎に個人に任せられ

表１　子ども虐待対応の際に医療者に求められる対応

一般医師
開業小児科医

虐待を疑う
重症度/要支援度のトリアージ（安全の確認）
事例化（関係機関に繋げる）を行い、安全確保

勤務小児科医
院内子ども虐待対応チーム医師

病院内対応システム構築、社会的入院受け皿
児童相談所通告、基礎的医学診断提供
親への虐待告知

子ども虐待に
専門性の高い医師

医療圏内の事例コンサルト
司法対応、虐待医学診断告知
地域システム構築、虐待医学研究推進
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る事が多かった。そのため、同じ医療機関内であっても、事例によってその対応は統一されておらず、関係機
関との連携も円滑に行う事ができず、その経験も蓄積されなかった。しかし現在は、そのような状態を改善す
る方法のひとつとして、医師、看護師、ソーシャルワーカーなど多職種で構成されるCPTを設置し、子ども虐
待対応を組織的な対応に置き換え、個々の職種の責任・負担の軽減、役割分担の明確化、院内での対応方針の
統一、関係機関との連携の円滑化等をはかることが進められている。

CPT設置が医療機関において推進されるきっかけとなったのは、2010年に行われた「臓器の移植に関する法
律」の改正である。この改正により子どもの臓器移植が認められることとなり、子どもからの臓器提供を行う
施設には虐待を受けた子どもへの対応に必要な院内体制の整備等が努力義務として課せられた。これによって、
全国の医療機関にCPTの設置が広がった。CPTの設置率について、臓器移植の提供施設となるいわゆる５類
型病院（『｢臓器移植に関する法律｣の運用に関する指針』に定められる大学附属病院、救命救急センター、日本
小児総合医療施設協議会会員施設、日本救急医学会の指導医指定施設、日本脳神経外科学会の専門医訓練施設）
を対象とした調査では、2007年12.0％だった設置率が、2010年の改正臓器移植法の施行を経て2011年の調査（奥
山眞紀子ら、2011）では61.6％、2018年の調査（Tanoueら、2018）では94.3％と年々増加し、現在ではほとん
どの５類型病院にCPTが設置されている。

また近年５類型病院だけでなく、市中の医療機関においてもCPTの設置が進んでいる。その背景には、2022
年の診療報酬改訂において不適切な養育等が疑われる小児患者に対する支援体制の評価として養育支援体制加
算が新設され、要件を満たす医療機関において入院医療管理料に１入院につき300点（3,000円）が加算された
ことがある。この養育支援体制加算の要件では、医師、看護師、社会福祉士による多職種によって編成され、
表２に示す業務を担う養育支援チームの設置が求められている。ここで養育支援チームとされているチームが
まさにCPTである。いままでは、子ども虐待対応に対して診療報酬は認められておらず、CPTの設置に対し
て医療機関は消極的であった。しかしながら診療報酬がついたことで、収益上のインセンティブが与えられ、
CPT設置の推進力となっている。CPTの設置が進んでも、実際に機能しているかどうかについてはCPTの機
能評価のしくみが必要である。2021年の調査（溝口ら、2021）では、全国に設置されたCPTのうち、対応件数
が年２例以下であるNon-ActiveなCPTが49.3％と半数近くである事が示された。今後CPTの機能評価とNon-
ActiveなCPTの機能強化が課題である。

表２　養育支援チームの業務

養育支援に関するプロトコルの整備及び定期的なプロトコルの見直し。

虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、院内からの相談に対応。

主治医及び多職種と十分な連携をとって養育支援を行う。

虐待等不適切な養育が疑われた症例を把握・分析し、養育支援の体制確保のために必要な対策を推進。

養育支援体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。当該研修は養育支援の基本方針に
ついて職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり、年2回程度実施されていること。

　Ⅳ　連携　

１　多職種連携教育
「連携」は虐待による死亡事例報告の中で頻用されるキーワードである。2018年に発生した目黒の子ども虐

待死亡事例の検証報告には「連携を強化すること」、「関係機関の連携・協働を一層進める」、「関係機関の連携
強化」、「それぞれの機能や役割を認識し連携しながら主体的に動くこと」など連携に関する記載が見られる。
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子ども虐待対応に連携が重要なことは誰もがわかっている事実である。しかしながら、死亡事例が繰り返され
る背景には日本における多職種連携教育の欠如が原因の一つと考えられる。英国で2000年に発生したVictoria	
Climbié事件では、医療機関を含む複数の機関が関わっていたにもかかわらず８歳の女児が子ども虐待によっ
て死亡した。これを受けて死亡事例検証が行われ、400ページを超える報告書（Lord	Laming、2003）が2003
年に公開された。その中で、多職種・多機関が連携協働するため、専門職養成課程からの多職種連携教育の推
進が示された。英国保健省は子ども家庭福祉分野における連携の在り方について「Working	Together	 to	
Safeguard	Children」を1991年から作成しており、ハードとしての連携の枠組みは整えてきていた。しかしな
がら虐待死亡事例が発生し、その検証の中でソフトである、実際に連携を進めていく人材が育っていなかった
ことが連携の進まない要因であると考えたのである。

多職種連携教育は医療の中で培われてきた。欧米では1940年代から医療の発展とともに複雑多様化する中で
チーム医療という考えが広がり、その後1970年代には病院の外の地域にも目が向けられるようになり、医療だ
けでなく高齢者や貧困に対する社会保障という視点も含め包括ケア、地域ケアというコンテクストの中で連携
が考えられるようになった。1978年のWHOによるAlma-Ata宣言では、プライマリ・ヘルス・ケアの推進を掲
げ、1984年にヘルスケアチームを「ニーズによって決定された共通のゴールを持ち、ゴール達成に向かってメ
ンバー各自が自己の能力を発揮し、他者の持つ能力と調整しながら寄与していくグループ」と定義した。1987
年には英国で多職種連携教育に関する専門機関であるThe	Centre	 for	 the	Advancement	 of	 Interprofessional	
Education	（CAIPE）が設立され、多職種連携教育を「複数の領域の専門職が自分たちの連携協働とケアの質
を改善し対象者の生活の質の改善を目的に、同じ場所で共に、お互いの職種から、お互いのことを学ぶこと」
と定義した。その後1990年台以降ブリストル王立小児病院における術後過剰死事件や先のVictoria	Climbié事
件などを経て子ども家庭福祉を含む様々な領域で多職種連携教育が広がっていった。日本においても1990年代
に医療事故の社会問題化や医師、看護師不足による医療崩壊の問題などを背景に、診療報酬に先導され、医療
の中で医療チームの形成が進んでいった。また、高齢者介護の社会問題化が進行し、地域ケア、包括ケアとい
うコンテクストの中で地域医療、介護の現場の試みから訪問看護ステーションや介護保険制度など様々な取り
組みが制度化されていった。このような中で多職種連携教育の導入も医療の中で進んできた。2005年に東京慈
恵会医科大学と埼玉県立大学の多職種連携教育プログラムが「文部科学省特色ある大学教育支援プログラム」
に採択されたことをきっかけに、2018年までに44プログラム68大学で保健医療福祉の連携教育が行われている。
しかしながら、日本では子ども虐待における多職種連携、多職種連携教育は置いていかれている。子ども虐待
における連携は、保健、医療、福祉だけでなく、警察や検察といった司法機関、小・中・高等学校や幼稚園と
いった教育機関など、より幅広い異なった価値を持つ職種や機関が協働するため、価値の衝突が起こりやすく、
より高度な連携の技術が求められる。今後、子ども虐待対応における連携のなかで、医療の中で蓄積されつつ
ある多職種連携、多職種連携教育の知見を活かしていく必要があるだろう。

２　地域連携
厚生労働省は2012年より各都道府県、指定都市の中核的な医療機関を中心として児童虐待対応のネットワー

クづくりや保健医療従事者の教育等を行い、児童虐待対応の向上を図ることを目的に、「児童虐待防止医療ネッ
トワーク事業」を開始した。実施主体は都道府県および指定都市であり、事業内容として、	（１）児童虐待専
門コーディネーターの配置、（２）児童虐待対応に関する相談への助言等、（３）児童虐待対応向上のための教
育研修、（４）拠点病院における児童虐待対応体制の整備を実施するものとされた。2022年までに、少なくと
も15都道府県、政令指定都市で事業が実施されている。その実施形態はそれぞれ地域の実情に合わせ、様々な
形を取っている。
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千葉県では、2009年より子ども虐待の対応と連携に関わる問題解決のための意見交換の場として、千葉県こ
ども病院を中心に「千葉県児童虐待対策研究会」が年４回開催されており、2015年からは同研究会が児童虐待
防止医療機関ネットワーク事業を受託している。県内でCPTを擁し各地域で子ども虐待対応の中核となる７つ
の協力医療機関を中心に10施設を超える医療機関が参加し、その他にも県内の全児童相談所、子ども虐待に関
する県の主管課である児童家庭課、千葉県地方検察庁、千葉大学法医学教室等が参加している。また、2014年
からは協力医療機関を中心に県を４つの地区に分け、各地区の地区部会を年４回開催している。地区部会では、
全体会に参加していない地域の市町村、医療機関、民間団体、その他地区によっては消防や教育機関も参加し、
事例検討や研修会を行っている。地域において定期的に開催されるこのような多機関で対話する場は、医療機
関同士の医学的なコンサルテーションのみならず、関係する行政、児童相談所、司法機関等とも顔の見える関
係の構築に寄与し、実際の事例発生時にも、連携がスムーズに行われるようになっている。

一方で、地域連携の公的な枠組みである要保護児童対策地域協議会への医療機関の参加は、厚生労働省の令
和２年度の要保護児童対策地域協議会の設置運営状況調査結果によると57.2％に止まっている。筆者らが行っ
た千葉県の調査（未発表）では、全54市町村のうち44市町村から回答があり、CPTを擁する医療機関の要保護
児童対策地域協議会への参加は15市町村と少ないことが明らかとなった。また、キズやあざの身体的な問題に
ついて相談できる医療機関があると答えた市町村は19市町村、子どもや家族の精神的な問題について相談でき
る医療機関があると答えた市町村は19市町村と、医療との連携がうまくできていない自治体が多いことが示さ
れた。今後、基礎的な子ども虐待医学の知識を有する医師が増加し、CPTの設置が地域の医療機関で進んでい
くことから、今後積極的な要保護児童対策地域協議会への関わりが医療機関には求められてくるだろう。

　Ⅴ　子ども虐待医学　

１　虐待医学専門医
米国では1946年に放射線科医であるCaffeyが乳幼児の明確な外傷歴のない長管骨骨折や硬膜下血腫などの放

射線所見について報告し（Caffey、1946）、子ども虐待による受傷の可能性を示唆し、社会に衝撃を与えた。
その後1962年に米国小児科学会がKempeを座長として、子ども虐待に関するシンポジウムを行い、ここで初
めてBattered	Child	 Syndrome（被虐待児症候群）という用語が提唱された。そして、同年Kempeらによる前
述の論文がJAMAに発表され、子ども虐待は特別な家庭の中だけでなく、身近なところで起こりうる事象であ
ることが社会の中で認知されるようになり、医療の中でも早期発見、早期対応が進んだ。その後、米国では子
ども虐待医学は一つの系統的な専門分野として発展していき、2005年には小児科専門医の新たなサブスペシャ
リティーとして子ども虐待専門医が認められた。米国の子ども虐待医学専門医に求められる知識や技能をまと
めたContent	outline（The	American	Board	Of	Pediatrics、2022）では、項目毎に全体に占める割合が示され
ている。乳幼児の虐待による頭部外傷（abusive	 head	 trauma：AHT）が10％、性虐待関連が合わせて25％、
皮膚所見が10％など、どのような分野において、子ども虐待医学の専門性が求められているのか、その全体像
が見て取れる（表３）。日本では日本子ども虐待医学会において議論はあるものの、まだ専門医についての具
体的な道筋は示されていない。しかしながら子ども虐待医学の専門性を持った医師は様々な場面で求められて
おり、その養成が急務となっている。

２　虐待による乳幼児頭部外傷（abusive�head�trauma：AHT）
2016年にAHTの診断に関する学術的に不適切な報告書がスウェーデンの医療技術評価・医療福祉評価局か

ら発表され、米国小児科学会や英国王立小児保健協会など世界各国の学術組織等から声明や撤回勧告が出され
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た（Choudharyら、2018）。日本小児科学会も2020年８月に「虐待による乳幼児頭部外傷（Abusive	Head	
Trauma	in	Infants	and	Children）に対する日本小児科学会の見解」を発表した。AHTの診断は、医学的な病歴、
身体所見、画像所見、検査所見に基づいて、多職種、多機関の総合判断で行われる。AHTの診断にあたっては、
類似する症状を来しうる病態の鑑別診断を行う必要があるが、AHTの診断の医学的妥当性に関する論争はな
い。しかしながら、AHT事例の刑事裁判の場においては医学的根拠のない仮説を弁護側が主張し無罪判決も
出る事態となっている。加害者を裁く刑事司法の場と子どもの安全、安心を守る子ども家庭福祉の場はその理
論も目的も全く異なる。一般的な子ども家庭福祉の現場においては、刑事司法の判断に振り回され、「子ども
の安全、安心を守る」という子どもを中心に考えるチャイルド・ファーストの理念を見失う事があってはなら
ない。他方、子ども虐待医学の専門性を持つ医師には医学鑑定書の作成や法廷証言などの司法対応が求められ、
科学的根拠に基づく証言を重ねながら、弁護側の主張する仮説に対する反証を行う知識と技術が必要となる。
現在日本にはこのような司法対応が可能な子ども虐待医学の専門性を持つ医師はごく僅かであり、その養成が
課題となっている。

３　司法面接
子ども虐待対応の歴史の中では、目に見える虐待である身体的虐待やネグレクトに対する対応が当初進んで

いった。その後、課題として浮き彫りとなったのが目に見えない虐待である心理的虐待や性虐待への対応であ
る。1983年に米国で発生したマクマーティン事件、1987年に英国で発生したクリーブランド事件などで、根拠
となった子どもの供述が誘導的な面接によるものであるなど子どもからの供述の聴取方法の問題から無罪判決

表３　米国子ども虐待専門医のContent�Outline

カテゴリー 割合（％）

1 Epidemiology�and�social/cultural�contexts�of�child�abuse 5
2 Abusive�head�trauma� 10
3 Cutaneous� 10
4 Musculoskeletal�injuries� 8
5 Visceral�injury� 3
6 Ear,�nose,�throat,�neck,�mouth,�and�face�injuries� 2
7 Ophthalmologic�findings�and�eye�injuries� 2
8 Sexual�abuse 8
9 Genital�assessment� 9
10 Anal�characteristics 2
11 Sexually�transmitted�infections�（STIs） 6
12 Neglect 8
13 Prenatal�and�perinatal�abuse 1
14 Child�abuse�in�the�medical�setting 2
15 Child�fatalities 4
16 Psychological�maltreatment� 2
17 Drug-endangered�children 2
18 Intimate�partner�violence�（IPV）� 2
19 Societal�response� 5
20 Ethical�issues� 2
21 Neurobiological�effects�and�evidence-based�treatment� 2
22 Core�knowledge�in�scholarly�activities 5
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がでることになった。このような背景から、いかに子どもの負担を少なく、正確な供述を得るのかが課題とな
り、米国では司法面接法の開発や子どもの権利擁護センター（Child	Advocacy	Center：CAC）の設置が進ん
できた。CACはワンストップで子どもからの聴取から全身診察、事後のケアまでを行う多職種が協働する施
設である。2022年までに全米で881のCACが設置されている。CACに求められる要件については、National	
Children’s	Allianceがその施設認定基準を作成している（National	Children’s	Alliance、2022）。	

日本では司法面接について2015年に厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課通知として「子どもの心理的負
担等に配慮した面接の取り組みに向けた警察、検察とのさらなる連携強化について」が発出され、子ども虐待
被害を受けた児に対して児童相談所と警察、検察が協働して司法面接の手法を用いて１回の聞き取りで被害に
関する聴取を行う協働面接の運用が始まった。法務省の報告によると2020年度には2,124件が行われており、
７割以上は検察官が聴取者として面接が行われている。しかしながら、司法面接の取り組み以外の全身診察、
精神的なケア、事例検討などCACに求められているような、子どもを中心とした包括的な子ども虐待対応が
できていない現状がある。特に、相互に補完関係にある司法面接と全身診察は被害事実アセスメントとして米
国では重要視されており、医療が多職種連携チームの一員として参加することが求められているが、日本では
医療がこのプロセスに関われていないことは大きな課題である。2015年神奈川県に日本で初めてのCACが民
間で設立された。しかし、その後全国にCACの設置が進むような動きにはつながっていない。先にも触れた
ように、子ども虐待医学の専門性をもった医師の系統だった育成がほとんど行われておらず、専門医等の認定
制度もないため、協働面接のバックスタッフに加わったりCACを立ち上げそこで司法面接や全身診察に関わ
ることができる知識と技能を持った医師がごく僅かであることが背景にある。

　Ⅵ　予防のための子ども死亡検証（Child Death Review：CDR）　

1978年に米国カリフォルニア州ロサンゼルスで始まったCDRはその後全米に広がり、虐待死だけではなく
乳幼児突然死症候群、原因不明の死、事故死、内因死など様々な子どもの死亡を扱い、予防可能な死（preventable	
death：PD）を防ぐ事を目的に導入が進んできた。2002年にはNational	CDR	Resource	Center	 for	Policy	and	
Practiceが設立され、米国すべての州でCDRの実施が法制化されている。世界的にもCDRの制度化は進んでお
り、2018年には国際保健機関（WHO）が「Operational	guide	for	facility-based	audit	and	review	of	paediatric	
mortality」（World	Health	Organization、2018）を作成し、CDRを実施することを各国に推奨している。

子ども虐待による死亡事例について、日本では2008年に施行された改正児童虐待防止法によって国及び地方
公共団体の責務として「児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析」が課せら
れた。しかしながらその対象は「心中死や虐待死である事が確実とされた事例」に限定されている。この制度
では、疑い事例は検証の対象とされず、見逃しを防ぐ機能もない。日本小児科学会の子どもの死亡登録・検証
委員会が行ったパイロットスタディー（溝口史剛ら、2016）では、対象とした小児死亡の27.4%は予防可能性
が中等度以上と判断され、7.3％で虐待の可能性が中等度以上と判断された。この結果を基に日本全体で虐待
死の可能性があるとして検証を行うことを考慮すべき子ども虐待死事例の数について推計すると、毎年350例
程度であることが示された。子ども虐待死亡事例についての推計は日本法医学会でも出されており、実際の子
ども虐待死亡事例は把握されている事例の３～４倍とされており、小児科学会のパイロットスタディーの結果
はこれを裏付けるものとなった。厚生労働省が検証を行っているのは年間約70名程度であり、本来虐待死とし
て検証すべき子どもの死亡が多数潜在している事が示唆される。すべての死亡を検証することで、このような
虐待死の見逃しを防ぐことができると考えられる。

しかしながら、CDRは虐待死の見逃しを防ぐことだけが目的ではない。CDRの第一義的な目的は「予防可
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能な子どもの死亡を減らすこと」である。これは死因究明のみでは実現できない。例えば貯水池で子どもが溺
死した場合、死因は明らかである。しかしながらCDRにおいては、その死亡に至るプロセスの中で、いつど
こでどのような対応を行えばその子どもの死に至る事象を防ぐことができたのかという介入ポイントを具体的
に示し、同じような死亡事例の発生を防ぐための提言を出すことが目的となる。米国における子ども虐待によ
る死亡に関するCDRの調査では2005年から2009年の５年間に1,020の提言が出され、109の提言が実行に移され、
施策の改善に結びついたと報告している（Palusciら、2014）。

2020年の人口動態統計によると新生児死亡率（出生千対）は0.8、乳児死亡率（出生千対）は1.8で、世界で
最も子どもが安全に生まれる国となっている。一方で幼児死亡は2005年の調査でOECD加盟27か国の中で17位
と先進国の中で最も幼児死亡が高かった。日本の子どもの死亡原因として15歳未満の子どもでは先天奇形や染
色体異常、悪性新生物などの内因死が１位であるが、２位以下の死亡原因の上位を不慮の事故が占めており、
15歳以上20歳未満の死因では１位、２位が自殺と不慮の事故となっている。他の先進国と比し幼児死亡が高い
背景には、十分な死因究明がなされていないこと、そして有効な再発防止の対策がなされておらず、予防可能
な死が防げていないことがあると考えられる。まさにCDRの機能が求められている。このような背景の中で、
日本では2017年の「児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案」の衆議院付帯決
議において、「虐待死の防止に資するよう、あらゆる子どもの死亡事例について死因を究明するチャイルド・
デス・レビュー制度の導入を検討すること」とされ、その後2018年12月に成立した成育医療等基本法の第15条
の２で「国及び地方公共団体は、成育過程にあるものが死亡した場合におけるその死亡の原因に関する情報に
関し、その収集、管理、活用等に関する体制の整備、データベースの整備その他の必要な施策を講ずるものと
する」とされた。さらに、その後2019年６月に成立した死因究明等推進基本法においても附則第２条において

「子どもが死亡した場合におけるその死亡の原因に関する情報の収集、管理、活用等の仕組み、あるべき死因
究明等に関する施策に係る行政組織、法制度等の在り方その他のあるべき死因究明等に係る制度について、本
法施行後３年を目処として検討を加える」と明記された。現在厚生労働省が中心となり、CDRの社会実装に
向けた取り組みが行われている。厚生労働科学研究として2016年から2018年に「突然の説明困難な小児死亡事
例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性の検証に関する研究」、2019年から2021年に「わが
国の至適なチャイルドデスレビュー制度を確立するための研究」、2022年からは「子どもの死を検証し予防に
活かす包括的制度を確立するための研究」が進行中である。また2020年度からは「子どもの死因究明（Child	
Death	Review）体制整備モデル事業」として７府県（群馬、山梨、三重、滋賀、京都、香川、高知）でモデ
ル事業を開始し、2021年度には８道府県（北海道、福島、群馬、山梨、三重、滋賀、京都、香川）に拡充して
事業を展開している。モデル事業の実施体制を図４に示す。

モデル事業の中で、課題も浮き彫りになってきている。第一に個人情報の取り扱いの問題である。CDRで
取り扱う死亡した子どもに関する医療機関やその他の関係機関の持つ情報は個人情報であり、その取得、提供
には遺族の承諾が必要になる。モデル事業を行っている山梨県においては、個人情報保護条例の例外許可を申
請し承認されたが、今後全国に実装する中では、国が明確な方針を示す必要がある。また司法機関からの捜査
情報の提供についても大きなハードルがある。刑事訴訟法第47条には「訴訟に関する書類は、公判の開廷前に
は、これを公にしてはならない」という規定が示されており、CDRにおいて捜査情報は共有することが難し
い現状がある。これは現在行われている子ども虐待による死亡事例の検証においても課題となっている。この
条文には「但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、その限りではない」とされ
ているが、捜査情報の共有には高いハードルがある事は事実である。厚生労働省は「都道府県チャイルド・デ
ス・レビュー（CDR:予防のための子どもの死亡検証）体制整備モデル事業の手引き第２版」（厚生労働省、
2021）において、捜査に関する情報はCDRで取り扱うことは難しいと明記し、事実上司法機関からの情報提
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供は行われない事となった。しかしながら、捜査情報が無い中でも限られた情報から子どもの死亡に対して予
防可能性を検証することは可能であると考えられ、現行の枠組みの中からも予防のための提言を積み重ねてい
くことが重要である。

岸田文雄首相は2022年１月の第208回国会における施政方針演説において、こども家庭庁の創設と合わせて
縦割り行政の中で進まなかった子どもの死因究明を含めた子ども施策を進めることを明言した。CDRは医療
が先導して制度の構築に向けて様々な働きかけを行ってきているが、CDRには多職種、多機関の関わりが必
要である。関係する福祉や教育、消防、警察、検察などが、予防できる子どもの死をなくすために、それぞれ
が、何ができて、何をなすべきかを考えていかなければならない。また、先に述べたようにCDRとは別の枠
組みで行われている子どもの虐待死の検証についても、その検証方法の在り方も含めCDR制度の構築と並行
して、広い視点から見直しが必要となると考えられる。

　Ⅶ　体罰と虐待予防　

国際連合の掲げる持続可能な開発目標（Sustainable	Developmental	goals:	SDGs）の17の目標の中で「16	平
和と後世をすべての人に」の中に「16.2	子どもに対する虐待、搾取、人身売買、あらゆる形の暴力や拷問をな
くす」ことが目標として掲げられている。このゴールを達成するため、世界的に体罰を禁止する法律の策定が
進んでおり、2022年９月現在、法律によって体罰を禁止している国は63か国に上る。先進国ではG７のうちフ
ランス、ドイツ、日本の３か国、G20のうちG７の３か国とアルゼンチン、ブラジル、南アフリカ、韓国の計
７か国が法律で体罰を禁止している。

日本は2020年４月に施行された児童福祉法等改正法によって児童福祉法と児童虐待の防止等に関する法律に
おいて体罰禁止が明記され、世界で59番目の体罰禁止国となった。厚生労働省は「体罰等によらない子育ての
推進に関する検討会」で作成した「体罰等によらない子育てのために～みんなで育児を支える社会に～」（厚

図４　都道府県CDRモデル事業　実施体制イメージ （厚生労働省資料より）
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生労働省、2020）を公開し、合わせて作成されたポスターやリーフレットも公開している。しかしながら、新
型コロナウイルス感染症の流行によって、法施行後十分な体罰に関する啓発活動が行われているとは言いがた
い状況がある。

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは2017年、2021年に体罰に関する日本人の意識についてそれぞれ20,000
人を対象としたアンケート調査を行っている（セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、2018）（セーブ・ザ・チ
ルドレン・ジャパン、2021）。その中でしつけのための子どもに対する体罰について容認している回答者は
56.7％（2017年）から41.2％（2021年）と減少傾向ではあるものの、依然として高い割合を占めている。また、
体罰の様態において、「お尻を叩く」、「手の甲をたたく」については2021年においてもそれぞれ51.3％、48.1％
が容認しており、体罰の様態によってもその容認度は異なることが示されている。体罰を法律で禁止したから
と言って、体罰を容認する文化がすぐになくなるわけではない。1979年に体罰禁止の法律が制定されたスウェー
デンでは、法制定から40年を経た2020年代になって体罰を容認する人や実際に体罰を用いる人は数％まで減少
した。その他の国でも体罰の容認は法律の制定から長い期間かけて減少していくことが示されている。日本で
も、これから体罰に関する啓発活動を進め、体罰を容認する文化を変えていく必要がある。

医療は妊娠期から乳幼児期にかけて、様々な健診や予防接種、日々の診療の中などで子どもと家族に関わる
機会が特に多い。子育ての支援者として、体罰に関しての正しい知識を持ち、体罰によらない子育ての方法を
伝えていくことが、医療には求められている。先に示したセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの行った2021年
の調査では、2020年の法施行を考慮し、過去１年間での体罰に対する意識の変化を質問している。その結果、「以
前は容認していたが現在は容認しなくなった」と回答したのは13.3％だった。その理由としては、56.1％が「体
罰等が子どもに与える影響を知ったから」と回答した。体罰に関する正しい知識の啓発は、体罰に対する認識
の変化につながる事が示唆されている。しかしながら、実際の子育てにおいて体罰を用いることと、体罰の容
認は別問題である。10歳－18歳の第１子がいる親1,000人を対象にした2021年の調査では、55.4％が過去にしつ
けの一環として１回以上子どもを叩いたことがあると回答した。また、子育てで実際に叩いたり怒鳴ったりし
ていると回答した親の中で、57.6％は「子育てで叩いたり怒鳴ったりせずに子育てをしたいし、その方法も知っ
ているが、実践は難しい」と回答した。これは、体罰によらない子育て方法を啓発する中で、知識の啓発だけ
では十分ではないことを示している。

2020年に地域の総合病院において全職員1,462名に対して行われた調査（佐々木ら、2021）では、過去１年
に病院内で子どもを叩いたり怒鳴ったりする体罰場面を目撃したと回答した職員が32.7％いたが、そのうち
69％は何もできなかったと回答した。人前で叩いたり怒鳴ったりしてしまう親に対して、まさにその場で困っ
ている子どもの行動に対して、どのように対処し、体罰によらない子育てを実践するのかを示すことは、「体
罰によらない子育ての実践が難しい」と考えている親の行動変容につながる重要な支援となる。体罰予防とい
う観点からこれからの医療に求められるのは、体罰場面に出会った際に、適切に声がけをして、体罰によらな
い子育ての方法を伝えられる人材育成である。このような中で、医療現場における体罰予防プログラムである
No	Hit	 Zone（NHZ）が米国で開発され、2020年には日本でも日本語版が作成され、現在効果についての検証
研究が行われている。

医療機関には人々の健康を守るという責務がある。例えば喫煙について考えてみると、かつては病院内でも
喫煙は行われていたが、現在ではすべての医療機関に禁煙が明示され、喫煙に関する保健指導が積極的に行わ
れ、その運動は広く社会に浸透している。体罰についても、子どもにとっての健康問題として医療が発信して
いくことは、新たな文化を創出し、社会に広め、体罰を減らしていく力になる。それがNHZである。NHZは
2005年にオハイオ州のレインボー小児病院で開発された。その後2012年にケンタッキー州のノートン小児病院
が採用し、実施のための資料を多施設に提供することで、急速に米国東海岸を中心に広がり、2022年までに病
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院だけでなく図書館や市役所などの公共施設にも広がってきている。日本では群馬県の前橋赤十字病院で先駆
けて導入され、現在千葉県松戸市では市の公共施設においてNHZの導入の取り組みが始まっている。NHZは
国際子ども虐待防止学会においても公開研修会が開催されるなど注目されており、今後日本でも医療を中心に
このような取り組みが進んでいくだろう。

　Ⅷ　おわりに　

これまで医療における日本の子ども虐待対応は欧米の背中を見ながら歩んできてきた。これからの課題は欧
米の歴史をひもとくことである程度予見でき、歴史から学ぶことは多い。しかしながら、人種、社会・文化的
背景が大きく関わる子ども虐待の領域については、様々な制度や仕組みなどをそのまま日本に適用することが
必ずしも日本の子どもにとって最善ではないことも少なくない。柔軟に日本の実情に合わせながら、社会・文
化のパラダイムを変えていく必要がある。今後、子ども虐待対応にかかわる制度や仕組みについての様々な議
論の中で衝突が生まれることもあるかもしれない。その際には、私たちのゴールが「子どもの最善の利益」で
あることに立ち戻り、このゴールを共有し、私たち一人一人が何をなすべきかを考え、協働していかなければ
ならない。
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　Ⅰ　　はじめに　

2016年の児童福祉法改正を受け、厚生労働大臣の下に設置された「新たな社会的養育の在り方に関する検討
会」は、2017年８月２日に「新しい社会的養育ビジョン」をとりまとめた。さらにその１年後（2018年７月６
日）には、厚生労働省子ども家庭局長が、「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」を発出し、都道府県に
対し同計画の策定を要請した。その後2021年度には、厚生労働省社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員
会が、集中的に（わずか10か月程の間に計15回）開催され、ここで作成された報告書をベースに2022年６月、
再度の児童福祉法改正が行われた。

総じて、かかる一連の改正で示された改革ベクトルは、児童相談所によって施設へ措置することをメインルー
トとして設計されていた狭隘な「社会的養護システム」を根本的に改め、これを地域の多様な支援者らが織り
なすファミリーソーシャルワークによって、家庭やそれに近い環境で子どもを育もうとする「社会的養育シス
テム」へ転換しようとするものであった。またこのことは、社会的養護システム自体に内在していた問題や制
約の解消や緩和をめざしたイノベーションであるとともに、新たな支援スキームの構築によって、子ども虐待
対応の展開可能性を模索する試みであるとも換言できよう。

そこで本稿では、まずもって地域コミュニティにおける社会的養護制度の諸課題を批判的に考察したうえで、
現時点での具体的かつ実効的な打開策を検討していきたい。さらに当事者の主体性やパーマネンシーの保障を
一層推進していく観点から、あるべき社会的養育システム、わけても地域支援にかかる制度や施策の拡充につ
いて、実践事例を紹介しつつ私見を述べていきたい。

　Ⅱ　社会的養護制度に内在していた諸課題とその打開策　

従来の社会的養護制度に内在していた問題や制限とは、具体的には、①要保護児童を発見した場合において、
現状（在宅）のままでしばらく様子を見ようとするか、親子を分離するかの白黒思考的な判断が即座に求めら
れてきたこと。②親子の分離が必要と判断された場合において、施設に措置するか里親に委託するかの二者択
一を否応なく迫られてきたこと。③実質的な意味において、児童相談所一時保護所の入所定員や、施設や里親
の受け入れ可能人数によって、社会的養護制度を利用する子どもたちの総量が規制されてきたこと等である。

そもそも社会的養護の入り口段階において、在宅のまま様子見をするか、親子分離をするかという極端な選
択肢しかなかったことは、制度の不備であり悪しき不作為であったといって過言ではなかろう。もし仮に在宅
のままであっても、そこに支援者が足繁く訪問し、学習支援や余暇支援、食事提供や家事援助等を実施しつつ、
些細な子どもの変容にも目を配るケアシステムとしての在宅支援措置（アウトリーチ）制度が、義務的経費な
ど安定的な財源を基に確立され、幅広く活用されるようになれば、状況は一変するだろう。

さらに従来は「施設か里親か」といった地域の貴重なリソース同士の対立をいたずらに煽るような選択を強

これからの子ども虐待対応　地域支援の立場から
～社会的養護から社会的養育へのパラダイムシフトに向けて～

児童家庭支援センター・児童養護施設　一陽
統括所長　橋　本　達　昌
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いられてきたが、このことにも大いに疑問がある。むしろ実家庭の脆弱さを、近くの里親が週末や夜間に子ど
もを一時的に預かることによって補っていく。施設は、そのような実親と里親との共同養育の中で生じる子ど
もの発達課題や養育者の疲弊を、心理療法などの専門スキルや24時間365日対応できるケアワーク機能を活か
して軽減していく。このような “支援者を支援する” 重なりや厚みのある仕組みが構築されれば、地域コミュ
ニティ全体の養育力は飛躍的に向上し、事実上、この業界に存在していた暗黙の総量規制も相当緩和されてい
くに違いない。

なお元厚生労働省家庭福祉課長であり、現役里親でもある藤井康弘全国家庭養護推進ネットワーク代表幹事
は、家庭養護（里親委託）の推進とは、子ども達の措置先を施設から里親家庭に移すという単純なことではな
いと断じたうえで、子どもたちの生活の本拠は可能な限り里親家庭に置きつつも、施設が自らの入所機能を果
たしつつ里親家庭をその専門性によって支えていく新たな体制を構築すること、さらには児童相談所やＮＰＯ
などを含む地域の社会資源全体が連携・協働し、地域全体として子どもたちを支えていく新たな社会的養護の
体制に移行していくことと定義している。

言うまでもなく重なりのある支援体制は、重なり合う者同士の相互信頼の上に成り立つものである。その意
味において本定義の如く、施設と里親との対立構図を止揚し、互いの利点を活かし合おうとする新たな関係性
の構築は不可欠といえよう。

ちなみに（詳細は後述するが）既に一部の先駆的な地域では、保護者の仕事の都合や病気治療などにより
ショートスティを必要とする親子に対し、近隣の里親をマッチングし、当該の里親家庭にて短期預かりを実施
する「里親ショートスティ事業」が展開されており、地域支援施策として有効に機能している。

　Ⅲ　重要性が増している市区町村の子ども家庭相談支援機能　

ところで既述した2016年の児童福祉法、母子保健法の一部改正は、基礎自治体に対し児童虐待防止・要保護
児童対策機関としての更なる進化を要請した。詳細に言えば母子保健法第22条によって、妊娠期から子育て期
まで切れ目のない支援を提供する「子育て世代包括支援センター」（法律上は「母子健康包括支援センター」）
の設置に向けた努力が求められ、同時に児童福祉法第10条の２により、児童虐待発生時において迅速・的確な
対応を可能とする「子ども家庭総合支援拠点」を整備することも求められた。

その結果、令和３年４月時点で、子育て世代包括支援センターは、1603自治体で2451ヶ所、子ども家庭総合
支援拠点は、635自治体で716ヶ所新設された。

さらに2022年の児童福祉法改正では、子育て世代包括支援センター（母子保健）と子ども家庭総合支援拠点
（児童福祉）の設立の意義や機能は維持したうえで組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体
的に相談支援を行う機能を有する機関である「こども家庭センター」の設置に努めるよう求めている。

またこの新設機関では、子育てや子どもに関する相談を受けて支援につなぐためのマネジメント（サポート
プランの作成）等を行うこととした。加えて市区町村の実施する地域子ども・子育て支援事業において、訪問
型支援、通所型支援、短期入所支援の種類・供給量・質の充実や親子関係の構築に向けた支援を行うこと、お
よび特に支援が必要な者に対しては（市区町村が）利用勧奨や措置を実施することを求め、市区町村が主体と
なって児童虐待対応に取り組むべく一層の奮起を促したところである。

周知のとおり、従来の制度設計では、主に都道府県等の設置する児童相談所が、警察や市区町村からの虐待
通告を受けて動き出し、施設入所や里親委託を決定していた。しかし地域の情報が詳しく手に入り、家庭環境
の変化が瞬時に捕捉できる市区町村が中核となり、自ら実施している保育や子ども・子育て支援事業、母子保
健事業、障害児者や生活困窮家庭への支援制度等を総動員して子ども家庭支援に乗り出していけば、これまで
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児童相談所があまりケアできていなかったケース、例えば、望まない妊娠や育児困難が懸念される特定妊婦、
親や兄弟を介護しているヤングケアラー、施設退所後の生活環境にリスクを抱えている青年や生活困窮児童な
どにも支援は行き届き、その守備範囲は一気に拡大するであろう。

しかしながら今日、市区町村において子ども家庭相談支援体制をいかに構築し充実させていくのかが喫緊の
課題となっているにも関わらず、小規模な基礎自治体では、福祉専門職の採用や配置、育成が十分に行われて
いないことから、専門性や継続性の確保という点で多くの困難に直面している。具体的には、社会福祉士や臨
床心理士など有資格者が慢性的に不足にしているがゆえに、専門的なソーシャルワークや心理的ケアが滞りが
ちであり、また定期異動に伴い、人的な繋がりという意味での継続性を保つことができず、人事異動が発令さ
れる都度、被支援者との関係が途切れてしまうリスクに晒されている。

そこで社会福祉士や精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師などの福祉・心理専門職を数多くスタッフ化
している児童養護施設や児童家庭支援センター等が、基礎自治体との強力な連携のもと、パーマネンシーの確
保を主眼とする様々なファミリーソーシャルワーク系の施策を協働展開していくべきである、との社会的要請
が生ずることとなる。

ちなみに大分県別府市にある社会福祉法人別府光の園は、2022年春、自敷地内に「こどもセンターパーネム」
を創設した。その１階には「別府市子ども家庭総合支援拠点」が設けられ、別府市の子ども家庭相談支援のベー
スキャンプとなっており、２階には「一時保護所」が開設され、児童相談所機能の一翼まで担っている。官民
協働の先進事例として刮目すべき事業展開であろう。

　Ⅳ　子どもを守る地域ネットワークを紡いでいくために　

最近、地域では子ども食堂や学習支援拠点などが、民間支援機関や市民ボランティア組織等の尽力によって
盛んに創出されてきている。さらに今次のコロナ禍を契機として、これらの民間機関や市民組織による見守り
支援活動も活発化している。

なお見守り支援活動の裾野を拡げている民間機関や市民組織のスタッフには、気がかりな子どもやその保護
者と親和的に繫がっているケースが少なくない。彼らは、ともすると上から目線で息苦しくなりがちな行政の
直接的な支援とは対極の、いわば関係が途切れないという意味で “息の長い”、求め過ぎないという意味で “ゆ
るい” 支援を展開している。

一方、我が国のほぼすべての市区町村には、要保護児童対策地域協議会（以下「要対協」という。）が設置
されている。このネットワークは、市区町村が児童虐待の予防や早期発見、再発防止策を講じていく際のプラッ
トフォームとなるべきシステムであるが、残念ながら現状は硬直化や形骸化が多方面から指摘される状況に
陥っている。

もとより守秘義務や個人情報保護に絡む情報共有への柵を乗り越えるために創設されたという経緯から、官
主導・行政機関中心で運営されてきた要対協であるが、しかし斯様な実用性に乏しい運営から脱却していくに
は、その構成自体を根底から覆すようなイノベーションが必要ではなかろうか。その手始めが、前述の民間機
関や市民組織のスタッフらに要対協へ参画してもらい、支援実践現場のリアルな情報を共有し合うことである
と考える。朗らかなキャラクターで、柔らかく包み込むように子ども達と繋がっている彼らの存在そのものが、
次代の地域ネットワークシステムの象徴となることにも期待したい。

ところで要対協の機能強化を図るための事業名は、いみじくも「子どもを守る地域ネットワーク機能強化事
業」という。しかし他者を “（見）守る” というのは、とても難しい所作であり、殊に現代においては、ＳＮ
Ｓでの炎上（誹謗中傷の殺到）やコロナ禍での自粛警察の発生等でも明らかなように、“見守り” 社会は実に
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たやすく息苦しさや生きづらさをともなう “見張り” 社会へと変質してしまう。
そこで議論されるべきは、公的機関たる基礎自治体と民間機関＝児童家庭支援センターや子育て支援セン

ター、子ども食堂、学習支援拠点、シェルター、妊娠相談機関、社会的養護経験者らによる当事者ユース組織
など新たな民間リソース＝との連動により、当事者（親子双方）との息長く、ゆるいつながりを、寄り添いや
伴走というスタイルでいかに構築していくかという論点であろう。

寄り添いや伴走支援によって、当事者が “自分が主体である。自分は地域から大切にされている” という実
感を抱けるような仕組みづくりが急がれる。なおこの点については、先行する介護・障害福祉施策におけるケ
アマネジメントシステムやオープンダイアローグ、あるいはオーストラリアにおいて開発されたサインズ・オ
ブ・セーフティ・アプローチや近時、花園大学の久保樹里准教授らが提唱している米国のＷＲＡＰＡＲＯＵＮ
Ｄ（ラップアラウンド）アプローチを源流とするＡＬＬＯＵＮＤ（アロウンド）システム等の手法が参考とな
ろう。

さらにこのような地域ネットワークが、「官」と「民」と「市民」の有機的な連帯を育むまでに深化してい
く…、より具体的にいえば、官である基礎自治体が地域人材の活躍を期待して整備した制度体系をベースに、
社会福祉法人等の民間事業者が、相互に連携しつつ “支援のプロ集団” として公益的な取組を行い、併せて市
民ボランティア組織に属する市民も、地域独自のカルチャーや人間模様を良く知る “地域のプロ” としてしな
やかに市民自治的実践を繰り広げていく…、かように地域に点在する多様な支援者らが互いを信頼しながら連
動し、地域福祉を豊かにしていこうとする姿勢には、地域共生社会やＳＤＧｓの萌芽を感じる。

ところで2020年春のコロナ禍において、厚生労働省は、基礎自治体に対して既設の要対協の事業スキームを
活かしながら、「子どもの見守り強化アクションプラン」（支援対象児童等見守り強化事業）を実施するよう緊
急要請した。

これは、学校休業や外出自粛が長引くことによって児童虐待リスクが高まっている実情を愁い、子ども食堂
や子育てひろば等の民間団体をはじめとする様々な地域ネットワークを総動員して見守り支援を行っていこう
とする目論見であった。より具体的に言えば、地域ネットワークのメンバーが、要対協の支援対象児童等とし
て登録されている子どもの居宅を訪問するなどして家庭状況の把握や食事の提供、学習・生活支援等を行い、
これによって見守り支援体制の強化をはかるものであり、市区町村に対し民間団体等との密接な連携や情報共
有を強く促す内容となっていた。

この事業が今後、子ども家庭福祉の充実に貢献したいと願う市民有志や民間機関を、どれほど触発し官民連
携を促していくのか、言い換えれば市区町村による見守り機能の拡充や要対協の活性化にどのように影響し、
いかなる効果を発揮していくのか、大いに注目すべきである。

ちなみに日本ファミリーホーム協議会の会長であり、社会福祉法人麦の子会の理事長でもある北川聡子氏は、
「どの子どもも社会のみんなの宝物である。そのため子育ても、地域の中で孤独にならず、子育てに大切な知
見を現場に活かす専門家も、専門家以外の人も、当事者も、みんなで一緒に協力して支えていく営みだと考え
る。時には家族ではない親（代替養育）が育てる場合であっても同じである。人間はそんなに強くない。強く
ないから力をつけるのではなく、助け合い支え合って生き、人類の大切な営みである子育てをすることが求め
られる時代になってきているのではないだろうか。子育ての原点はそんなところにあると思う。子育ての包括
的継続支援は、そのことを具現化する社会システムだと思う。」と述べ、自らの法人運営を「一人の子どもを
育てるには、村中の大人の知恵と力と愛と笑顔が必要である。」という価値観に基づいていると公言しているが、
かような理念は、子どもを守る地域ネットワークの目的を語るうえで、まさに至言といえよう。
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　Ⅴ　子どもの権利擁護、とりわけ意見表明権の保障に向けて　

2016年に改正された児童福祉法は、その第１条で「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、
適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び
発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。」と定め、子どもの権利
主体性を明確にした。また2017年８月にとりまとめられた「新しい社会的養育ビジョン」では、「新たな社会
的養育という考え方では、そのすべての局面において、子ども・家族の参加と支援者との協働を原則とする。
参加とは、十分な情報を提供されること、意見を表明し尊重されること、支援者との適切な応答関係と意見交
換が保障されること、決定の過程に参加することを意味する。」としたうえで、「社会的養護を受けている子ど
もに関しては定期的に意見を聴取し、意見表明支援や代弁をする訪問アドボカシー支援などが可能になる子ど
もの権利擁護事業や機関を創設することが必要である。」との相当踏み込んだ見解が記された。

加えて国は、2018年７月に、各都道府県が社会的養護施策の指針となるべき計画を策定するにあたって、基
本的な考え方や留意点等をまとめた「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」を発出したが、ここに以後必
ず展開すべき社会的養護施策の一つとして、「当事者である子どもの権利擁護の取組（意見聴取・アドボカ
シー）」が掲げられた。わけても策定要領のポイントとして、（社会的養護の施策を検討する際には、）「当事者
である子ども（社会的養護経験者を含む。）の複数の参加を求めること」および「第三者による支援により適
切な意見表明ができるような取組を行うこと」と明記されたことは特筆すべきであろう。

さらに2022年６月に改正された児童福祉法では、都道府県等による子どもの権利擁護の取組を加速させるた
め、子どもの権利擁護の環境整備を行うことを都道府県の業務として位置づけ、都道府県知事又は児童相談所
長が行う措置等の決定時において意見聴取等を行うことや、子どもの意見表明等を支援するための事業を制度
に位置づけ、その体制整備に努めることとしたことは画期的であった。

これらの情勢に鑑みれば、今後の要保護児童施策には、各種行政計画策定に際しての当事者参画の徹底はも
とよりのこと、個々人の自立支援の各フェーズにおいて、子どもの権利擁護、なかんずく当事者である子ども
自身の意見表明権を保障していくための土壌づくりが肝要となってくる。例えば、当事者と当事者が望む支援
者＝自分を知ってくれている人・ずっと見守ってくれている人＝との対話機会を十分に確保し、安心して話し
てもいいと思える環境を日常的に保障していくこと、さらにはオフィシャルな支援の決定過程においても、子
ども自身の自己決定や自己選択に必要な情報が事前に提供され、子どもの意見表明が着実になされ、かつそれ
が意味を成す行為であったと自認されるよう、アドボカシーやフィードバック（参加や意見表明をした結果の
報告）のシステムを速やかに実装していくことが求められよう。

ただし、既述の社会的養育専門委員会に当事者ＯＧとして参画している畑山麗衣氏は、「当事者参画を進め
ていく上では『当事者参画とは何か』を議論する必要があります。当事者参画とは子ども自身のケアや人生の
重要な決定への参画です。」と述べたうえで「最近、『当事者参画』という言葉が流行しているように思います。
当事者は社会的養護の専門家であり、その意見を尊重するべきであると考えられるようになってきました。そ
の一方で、ただ単に『当事者を会議に参加させれば良い』とか『子どもの声を聴く機会を設けたら良い』とさ
れていることがあると思います。子ども・若者が安心して意見を発信するためには、子ども・若者を支える大
人の存在や環境の整備が必要です。突然『あなたの意見を聴かせてください』と言われても言えません。」と
現状の危うさを鋭く指摘しているが、正鵠を得たものであり確と留意すべきであろう。
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　Ⅵ　児童養護施設に求められている自己改革　

上述した一連の改革提起によって今日、社会的養護の領域では急激なパラダイムシフトが起こっており、と
りわけ今後、児童養護施設をいかに変革していくべきかが大きな論点となっていることは周知のとおりである。

このような混沌とした時代状況であればこそ、私たちは敢えて私たちの活動の原点である “子どもの最善の
利益のために”、“すべての子どもを社会全体で育む” という社会的養護の基本理念に立ち戻り、自らの機能や
ミッションを丁寧に検証していくべきと考える。そのことは換言すれば、地域に暮らす全ての子どもの権利を
擁護すべく、殊にパーマネンシー保障の視座から社会的養護施策の裾野（守備範囲）を拡げていくために、私
たちは何ができるのかということを自問し、果敢に自らの有り様をイノベーションしていくということでもあ
るのだろう。

さて、これまで児童養護施設に期待されてきたのは、なにより措置児童へのケアワーク機能であった。従っ
て入所期間中における親へのアプローチも漫然とした交流の継続やクレームへの対応を中心とするものであっ
た。この他に期待される機能としては、退所児童へのアフターケア（様子見）、さらに地域の子どもを短期間
預かるショートスティ事業程度であった。

しかし、そのような実態を問題視する声がなかったわけではない。例えば子どもの虹情報研修センターの増
沢高副センター長は、2014年の段階において既に、「社会的養護は、（子ども虐待防止対応の３つの段階＝第１
段階：発生予防、第２段階：早期発見と早期介入、第３段階：介入後の回復に向けた支援＝のうち、最後尾の）

『介入後の回復に向けた支援』に位置付けられるという認識が広く持たれている」としながらも、「しかし実は
当該地域の予防的支援にとっても重要な役割を担う貴重な資源である」と、機能拡充への期待を訴えていたが、
残念ながらその主張は、大半の児童養護施設経営者に看過されてきたといえよう。それゆえ（パーマネンシー
保障を基軸とした事業展開を行ってきた）「先行的な一部の施設」を除いては、児童虐待の予防的支援や早期
発見・介入、家族維持に資する支援は、組織のミッションとは見なされてこなかった。さらには親子再統合に
向けた支援や家族調整、親族里親や親族による養育里親への移行を睨んだ親族の状況確認等も、ほぼすべて児
童相談所任せであった。率直に言って児童養護施設業界総体として、子どもたち個々人のパーマネンシーを確
保していくための実践は、極めて脆弱であったと評せざるをえない。

なお「先行的な一部の施設」は、全国にあまねく存在するも一つの共通項を有している。それはいずれの施
設にも児童家庭支援センターが附置されており、本体施設たる児童養護施設は、この（あまり知られてはいな
いが、）とても有用な社会資源をインターフェイスとして活かすことで、基礎自治体や地域コミュニティと緊
密な繋がりを有しているという事実である。

総じて、これまでの児童養護施設各々の歩みを俯瞰してみると、今後児童養護施設が地域のすべての子ども
たちのパーマネンシー保障機関として機能していくためには、児童家庭支援センターを標準装備していくこと
が不可欠であるといえよう。

そこでまずは児童家庭支援センターのアウトラインを記したい。

　Ⅶ　児童家庭支援センターとはなにか　

児童養護施設が地域に門戸を開き、パーマネンシー保障のための支援を充実していく際の前線基地となるべ
き児童家庭支援センターは、児童福祉法第44条の２に規定される第二種社会福祉事業であり、1997年の児童福
祉法改正によって新たに制度化された児童・家庭の問題に関する地域相談機関である。

児童家庭支援センターが実施すべき事業内容については、児童家庭支援センター設置運営要綱において、
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「（１）地域・家庭からの相談に応ずる事業：地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭
その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行う。（２）市町村
の求めに応ずる事業：市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行う。（３）都道府県又は児童相
談所からの受託による指導：児童相談所において、施設入所までは要しないが要保護性がある児童、施設を退
所後間もない児童など、継続的な指導措置が必要であるとされた児童及びその家庭について、指導措置を受託
して指導を行う。（４）里親等への支援：里親及びファミリーホームからの相談に応じる等、必要な支援を行う。

（５）関係機関等との連携・連絡調整：児童や家庭に対する支援を迅速かつ的確に行うため、児童相談所、市
町村、福祉事務所、里親、児童福祉施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム、要保護児童対策地域協議会、
民生委員、児童委員、母子自立支援員、母子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、市町村保健セ
ンター、精神保健福祉センター、教育委員会、学校等との連絡調整を行う。」と定められている。また職員の
配置基準については、運営管理者を定めたうえで、相談・支援を担当する職員を２名、心理療法等を担当する
職員を１名配置することとなっている。

なおこのほか多くの児童家庭支援センターでは、施設と地域をつなぐ結節点としてショートスティの利用調
整を行ったり、子どもの養育課題や児童虐待防止等に関する市民セミナーを開催したり、子どもの貧困対策と
しての学習支援や子ども食堂、子ども宅食事業等を企画運営するなど、地域コミュニティに密着した、きめ細
やかな子ども・子育て支援活動を展開している。

全国津々浦々に点在している児童家庭支援センターの現状は、運営主体も構成メンバーのキャリアも得意と
する取組も実に多彩であり多才である。児童家庭支援センターは、その柔軟でダイバーシティな活動性ゆえに、
地域の多様な関係機関を繋ぐネットワーク拠点となりうるとともに、多様な困難を抱える子どもたちの未来を
紡ぐソーシャルワーク拠点ともなりうる極めて有用な社会資源であるといえる。

2022年４月１日現在、児童家庭支援センターは、全国に160ヶ所余り設置されており、これらの大半は社会
福祉法人の運営する児童養護施設や乳児院に附置されているが、一部にはＮＰＯ法人等が単独で設置運営して
いるセンターもある。ちなみに都道府県社会的養育推進計画の策定要領には、「児童家庭支援センターが地域
支援を十分に行えるように、その地域及び配置などを考慮して、市区町村子ども家庭総合支援拠点の機能を担っ
たり、フォスタリング機関としての機能を担うなど、機能強化を図ること」「児童家庭支援センターは、虐待
事案が急増するなかで、児童相談所の補完的役割を果たす拠点として制度化された背景を踏まえて、～中略～	
児童相談所が身近にない地域への設置を検討すること」「施設の地域支援機能や里親支援機能の強化の一環と
して各施設のほか、ＮＰＯ法人や医療法人等多様な民間団体が、児童家庭支援センターを開設できるような働
きかけを行うこと」と記されており、児童家庭支援センターの機能強化と設置促進に向けた取組が強く求めら
れている。

　Ⅷ　親族養育や自立支援の諸制度を活かした地域支援実践事例　

１　親族養育（親族里親及び親族による養育里親）の拡充と親族への支援体制の確立
近年、子どもの貧困が大きな社会問題となっているが、地方都市の要対協では、高校卒業後、都会で就職し

結婚したものの、パートナーとの関係がうまくいかず母子で故郷に戻り実親（子どもにとっては祖父母）と同
居しているというケースが散見される。これらのうちで母親がメンタル疾患等の理由で就労できず、一家が貧
困線以下での生活を余儀なくされているケースは少なくない。住居や田畑などのストックはあっても、わずか
な年金しかフローがない状況にもかかわらず、生活保護制度や生活困窮者自立支援制度といった社会援護的施
策についてはスティグマゆえに利用できず、貧困状態の中で歯を食いしばって子育て（孫育て）している家族。
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このような家族に対する家計支援策の一環としても、親族養育制度の活用は検討されるべきではなかろうか。
なお里親制度を用いた親族養育は、支援を要する子どもに必要な現金がピンポイントで届き、その発達と成長
のために適切に使われることが担保できるという意味で、濫給防止システムとしても極めて有意である。

しかし残念ながら現場の実態として、社会的養護や子ども家庭福祉関係者で、親族養育にかかる諸制度の内
容や要件を正確に知る者は極めて少数であり、一般市民で知る者は皆無といえよう。このような現状において
は、まずなにより親族里親や親族による養育里親の制度を周知するためのソーシャルアクションを積極的に展
開していくことが急務であろう。

ところで基礎自治体の児童家庭相談担当部署は、都道府県等の児童相談所に比べ、地域コミュニティへの密
着度が高く、当事者親子はもとより、その親族などの現況が即時・詳細に捕捉できるという強みがある。殊に
ポピュレーションアプローチを担っている行政保健師は、当事者親子やその親類縁者の性格や生い立ち（成育
歴）をもつぶさに把握し、実にきめ細かな人間模様的情報を有している場合が少なくない。それゆえ基礎自治
体の児童相談窓口担当者が、現に子どもを養育しその特性を理解している児童養護施設所属の家庭支援専門相
談員や里親支援専門相談員、児童家庭支援センターやフォスタリング機関の相談員らと協働し、当該家族およ
び親族に対するアセスメント力やマッチング力を増強させていけば、おのずと親族養育制度の活用頻度が増す
こととなろう。

２　高学齢児の巣立ちに際しての「実家」機能の保障
今後、児童福祉法に謳われた家庭養育優先原則が徹底され、新しい社会的養育ビジョンに示されたアウトカ

ム指標に沿って社会的養育施策が実行されていくとなると、早晩、児童養護施設入所児童は、その大半が中・
高校生ないしは大学生か社会人ということになる。

現に筆者が所属する児童養護施設一陽（福井県越前市）では、中学生や高校生での途中入所が増加した結果、
2022年４月１日現在、入所児童の約９割弱が中学生以上となっている。本来的な意味でのパーマネンシー保障
の観点からは、退所時までに実家族との関係を再構築することが第一目標となるべきであろうが、それが不可
能又は不適切な場合は、措置解除後に頼れる大人や場所を保障する必要がある。施設入所児の高年齢化が急激
に進行し、代替養育の場から自立期を迎える子どもたちが増大している現実を前に、まずは自立生活援助事業
や社会的養護自立支援事業、自立支援担当職員加算等を積極的に用いて年齢的な支援スキームの上限を伸長さ
せていくとともに、リレーショナルパーマネンシーを意識しつつ、一人一人との丁寧な対話を重視した支援を
展開していく必要性を痛感している。そこで一陽では、退所児童の自立に緩やかに寄り添い、繫がり続ける地
域支援こそが今後児童養護施設の最も須要なミッションになるとの認識を組織全体で共有し、以下の高学齢児
支援に取り組んでいる。

（１）施設退所児童自立サポート事業（福井県単独事業）の活用
この福井県単独事業は、児童養護施設を運営する社会福祉法人や自立支援系のＮＰＯ法人が、起居の場（ア

パート）を借りて、施設を退所した青年に提供するとともに、適宜、生活支援員を派遣し日常生活上の指導や
就労継続に向けた助言を行うもので、いわば単身型の自立援助ホームといった様相の事業である。就職先への
通勤を考慮して選定したアパートが自分一人のために用意され、誰にも指示されず自由に一人暮らしを謳歌で
きる本制度は、いわば “ゆるい” 自立支援施策といえる。

2008年に県の社会的養護担当者や施設関係者らの協議により、県単事業としてスタートした本制度は、仕事
は続けられるが生活上の細かな決まり事に縛られることが苦手であったり、他者の目を気にしがちで集団生活
を苦にしている青年にマッチしやすい制度設計となっており、とても使い勝手の良い制度でもある。一陽では
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この制度を積極的に用い、一陽を退所した青年は勿論のこと、児童相談所からの要請に応じ、児童自立支援施
設を退所し地域で自立を目指している青年らの支援も行ってきている。

（２）措置延長制度と退所児童の再措置制度の積極活用
2011年12月、厚生労働省は、局長通知「児童養護施設等及び里親等の措置延長等について」を発出した。そ

こには「児童養護施設等に措置された児童が、一般家庭の児童と公平なスタートラインに立って社会に自立し
ていけるよう自立支援を充実する」ことが謳われ、18歳以降の措置延長制度の積極的活用を図ることや就職児
童の措置継続、再措置等を適切に実施することが求められている。

これまで多くの児童養護施設では、「就職＝措置解除」「高校中退＝退所」が “あたりまえ” のこととされて
きた。ましてや一度就職し退所した児童が再措置を受けることなど想定外のことだった。しかし今後は、措置
延長や退所児童の再措置を積極的に行い、適度な距離感での息の長い支援を “あたりまえ” とすることで、実
家的な役割を担っていくべきと考える。一陽ではこのような考えのもと、高校時代に部活等でアルバイトがで
きず、親からの援助も全く期待できない就職内定児童に対し、本人の希望に基づき概ね１年程度の措置延長を
行ってきた。いずれも100万円近くの預金をもって施設を退所し、現在もスピンアウトすることなく就労を継
続している。また2017年の秋には、その半年前（同年春）に全日制高校を中退して就職し施設を退所した児童
を、本人の「もう一度施設に戻って生活を立て直し、定時制高校に再入学して学び直したい」との意向に沿っ
て再措置し、2021年秋まで支援を継続した結果、高校卒業に漕ぎ着けることができた。

（３）施設を退所し進学したＯＧが再び施設に戻り施設で働く・・・
一陽では、「児童養護施設入所者自立支援資金（生活支援費・家賃支援費）貸付事業」を利用して2019年３

月に県外の短大を卒業したものの、その後就職が決まらずにいた退所児ＯＧを、同年９月からケアスタッフの
一員として雇用している。最近、子どもの貧困対策の一環として新設された本貸付事業は、児童養護施設退所
者を対象としており、数年間働けば返済が免除されるというとてもありがたい制度設計ではあるのだが、この
半年、本ＯＧのケースに寄り添うことで、やはりひとつ間違え、ひとたび躓けば、多額の借金を背負っての社
会人スタートとなるリスクを孕んでいることを痛感した。

ところで現在、新たにケアスタッフとして加わったＯＧの、入所中には想像もできない真摯な働き振りは、
周りの後輩たちに大きな影響を与えている。２年に及ぶ県外での一人暮らしが彼女を変えたのか、それとも緊
急避難的な雇用に対する恩義を感じてのことなのか、懸命に直接処遇業務に打ち込む彼女の態度を見て、入所
中の高学齢児たちには、きっといろいろな思いが去来していることだろう。わけても「一陽は決して自分たち
を見捨てない！施設を出た後も本当にいつでも頼って良い実家なのだ！」ということを入所児童（後輩）たち
が実感してくれているとすれば、今の彼女の存在自体が、最も効果的なリレーショナルパーマネンシーを育む
支援といえるのではないか。

　Ⅸ　里親養育制度や家族支援スキルを用いた地域支援実践事例　

全国には、パーマネンシーを保障するために、各々の地域ニーズに応じつつ様々な支援を展開している児童
養護施設や児童家庭支援センターが存在している。そこで今後のパーマネンシー保障に向けた支援のモデルと
なるべき事業・施策を紹介したい。

岐阜市にある児童養護施設日本児童育成園と児童家庭支援センターぎふ「はこぶね」では、岐阜市からの事
業委託により、地域でショートスティが必要な親子に対し、未委託里親をマッチングし、当該の里親家庭に

■ Ⅰ. 記念特集「これからの子ども虐待対応」 ■

85



ショートスティ事業を委託するコーディネートを行っている。名古屋市にある児童養護施設名古屋養育院と子
ども家庭支援センターさくらでも、名古屋市からの依頼で、所属する里親支援専門相談員が同様のマッチング
やコーディネートを行っている。

いずれの地域でも公的支援を必要とする子どもが、適宜必要に応じ近隣の里親宅を利用することで、普段通っ
ている保育園や小中学校にも支障なく通園・通学でき、安定的な日常生活が営めている。施設とは違い、地域
にあまねく点在している里親家庭の地の利を活かす里親ショートスティという事業スキームは、実家庭での暮
らしをあまり変容させることなく養育力を補完しえる極めて有益な施策であるといえる。なおこれらの実践は、
里親自身の社会貢献意識を満たし、里親育成トレーニングとしても有効に機能している。

またＮＰＯ法人が運営する福岡市子ども家庭支援センターＳＯＳ子どもの村では、福岡市において身近な小
学校区に短期の里親を増やし、みんなで地域の子どもと家庭を支える仕組みをつくる「みんなで里親プロジェ
クト」を実施している。このプロジェクトは、みんなで里親を理解する、みんなで里親のなり手を増やす、み
んなで里親養育のチームとなり親子を支えることを目標に、ＳＯＳ子どもの村と西区が協働事務局となり、児
童相談所、西区社会福祉協議会、九州大学、福岡市里親会、西区民生委員・児童委員協議会と協働しながら取
り組んでいる。

具体的な活動としては、里親認知度向上のために「みんなで里親プロジェクト」のリーフレットや普及カー
ドを掲示してくれる「里親ひろめ隊（協力店舗）」の開拓、SNSや新聞広告の活用、WEBサイトの開設やリー
フレットのポスティング、キャンペーン活動等を行っている。また身近な場所での説明会「里親って？カフェ」
を児童相談所、区役所子育て支援課と共同で月１回定期的に開催し、里親制度の概要、短期里親の必要性、ショー
トスティ事業の仕組みなどについて説明している。なおこのＮＰＯは、我が国のフォスタリングチェンジプロ
グラムの先導者としてその普及に努めており、同プログラムをベースに里親養育の質の向上にも取り組んで
いる。

さらに同じ福岡市内において活動を展開している福岡市子ども家庭支援センターはぐはぐでは、福岡市こど
も総合相談センター（児童相談所）からの委託により「家庭移行支援事業」を実施している。具体的には、大
阪府を拠点に活動しているチャイルドリソースセンターのアタッチメントの視点を生かした虐待再発防止・家
族再統合プログラムである「ＣＲＣ親子プログラムふぁり」を用いて、施設からの家庭復帰・再統合支援を行っ
ている。

今後、パーマネンシー保障の要衝となるべき児童家庭支援センターには、これらの新しい里親養育支援や家
族支援スキルを組み合わせ、それを地域特性やニーズに応じつつ実装していくことで里親家庭からの家族再統
合に向けた中継基地としての役割を獲得していくことも検討されるべきであろう。例えば、里子と実家族が面
会する際の場所の提供や送迎、同席等の交流支援を行ったり、様々なペアレントトレーニングや家族療法を施
すことで親と子の育ち合いを促したりしていく機能を期待したい。

　Ⅹ　外部リソースや地域人財と連携・協働した地域支援実践事例　

今日ようやく児童養護施設においても、子ども当事者一人一人のおもいや希望を最大限に尊重しえる多彩な
地域支援の必要性が共有されつつあるが、その実現は決して容易ではない。先行例を見ると児童養護施設だけ
では到底成しえるものではなく、児童家庭支援センターの装備や基礎自治体とのパートナーシップ関係の構築
を前提としたうえで、地域の市民活動団体や市民有志、あるいは他の社会福祉団体等といかに巧みに連携し協
働しえるかが問われることとなろう。

一例を挙げると栃木県では、子どもの居場所づくり事業として「スーパー学童保育（正式名称は要支援児童
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放課後応援事業）」が展開されている。この事業は、家庭でネグレクト状態にある小・中学生に対し、放課後（午
後２時頃～午後８時頃の時間帯）、食事や入浴、遊び、宿題指導等、日常生活全般への援助を学校や家庭への
送迎付きで行う事業である。

なおこれは、児童養護施設養徳園と児童家庭支援センターちゅうりっぷの総合施設長が、長年にわたり深く
コミットしている認定ＮＰＯ法人が、宇都宮市からの委託を受け実施している。ちなみにこのＮＰＯは、施設
職員経験者や市民有志の熱意によりファミリーホームや自立援助ホームの運営にも果敢に取り組んでいる。

さらに同県内では、児童養護施設、自立援助ホーム、里親団体等が出資して「とちぎユースアフターケア事
業協同組合」を組織し、社会的養護からの巣立ちを支える活動を全県一区 “オール栃木” で展開している。具
体的にはアフターケアとして生活相談や就職相談、生活資金等の給付・貸付、自助グループの育成、進学支援
を行っており、高校在学中の児童に対しても、リービングケアとして社会生活上必要な知識を学ぶ「自立支援
プログラム」や「高校生ワークショップ」を行っている。

このような近隣の多様な支援組織同士が、互いの縄張りや制度の狭間を埋めるべく友好的にタッグを組んで
繰り広げる先駆的実践は、今後、全国すべての地域コミュニティにおいて築かれるべき新たな社会的養育パラ
ダイムの嚆矢といえよう。

さらに最近、児童相談所のＯＢ・ＯＧや施設のケアワーカー、里親経験者等、地域の有能な福祉人財が、自
発的かつ民主的に連帯し、いわゆる「協同労働」の形態で、児童家庭支援センターや自立援助ホーム、ファミ
リーホームなど、小規模な社会的養護リソースを創設し、運営していこうという機運が高まっている。2022年
10月の労働者協同組合法施行をキックオフとして、同法の理念が幅広く地域福祉関係者に周知されることで、
地域に溶け込んで小回りがきいたり、アットホームな雰囲気で子どもを包み込んだりといったユニークな社会
資源が増えていくことを望みたい。

なお2023年４月に設置されるこども家庭庁においても、その基本姿勢として、①「こどもの視点、子育て当
事者の視点」（こどもや若者の意見を年齢や発達の程度に応じて政策に反映。子育て当事者の意見を政策に反
映）、②「地方自治体との連携強化」（現場ニーズを踏まえた先進的な取組を横展開し、必要に応じ制度化。人
事交流の推進。定期的な協議の場の設置。）、③「ＮＰＯをはじめとする市民社会との積極的な対話・連携・協
働」（ＮＰＯ等の様々な民間団体や民生・児童委員、青少年相談員、保護司等とのネットワークの強化。民間
人の積極登用。）が謳われている。

こども家庭庁の創設やその発展が、我が国の子ども家庭福祉の領域に新たな景色を描き出していくことにも
期待したい。

　Ⅺ　今ここで期待されているチェンジメーカーとしての役割　

Ⅳでも述べたように、支援される当事者の見張られているという猜疑心を緩和し、見守られているという安
心感を育んでいくには、行政や施設が直接実施する公的支援だけでは足りず、地域の市民活動団体や市民有志
らが創設した子ども食堂や学習支援拠点等の「子どもの居場所」や、当事者親子や退所児童らピアによって構
成される「集いの場」等での息の長い、しかも息苦しさのない支援との連携や協働が必須となろう。

むしろ地域にそれらが無いというのであれば、児童養護施設や児童家庭支援センターを運営している社会福
祉法人には、自らの地域の中に、そのような新たな社会資源を開発していく努力（＝例えば地域公益的取組と
して＝）が求められているのではなかろうか。

一方、地域において社会的養護は、これまで身近な福祉ではなかったので、これを利用することに対しての
スティグマはいまだに根強い。しかも他に選択肢がなかったがゆえに、見守りか母子分離か、というような極
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端な二者択一を迫られ、最終的には重篤ケースのみが、（むしろ重篤化を待って、と表現してもよいかもしれ
ない。）施設入所となることが常態化していたことから、施設自体への忌避感も尋常ではない。旧来の狭隘な
社会的養護システムを革新し、パーマネンシー保障をメインとした新たなパラダイムを創出していくには、こ
のような市民感情をも克服していかねばならず、それには社会的養護関係者や子どもの未来を憂える市民有志
が縦横に繋がり合うための新たな結集軸が必要となってくるだろう。

ところで2019年には、子どもの貧困対策法が改正された。改正法には、子どもの将来だけでなく現在の生活
の安定をはかることが大切であることや、子どもの貧困の背景に社会的要因があることが盛り込まれ、市区町
村における子どもの貧困対策計画の策定も努力義務化された。時に国は、重層的支援体制整備事業等を通して、
地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する仕組みづくりを進めているところでもあ
る。これは対象者の属性やリスクの度合によって限定的に区分されてきた施策間の壁を取り払い、いわばまち
づくりや市民自治をも射程に入れた包摂的な地域セーフティネットの創造を企図したものである。

子どもの貧困や孤立、児童虐待問題の最前線に立ち続け、そのリアルを誰よりも知悉する社会的養護関係者
は、このような社会変革の潮流を好機と捉えたうえで、地域社会をともに構成する市民有志や関係機関、さら
には当事者自身のポテンシャルを信じ、社会起業や政策起業をも視野に捉えたチェンジメーカーの役割を担っ
ていくべきであろう。

　Ⅻ　おわりに　～2022年児童福祉法改正の概要と積み残された課題～　

2022年６月の児童福祉法改正は、①子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充、②
一時保護所及び児童相談所による児童への処遇や支援、困難を抱える妊産婦等への支援の質の向上、③社会的
養育経験者・障害児入所施設の入所児童等に対する自立支援の強化、④児童の意見聴取の仕組みの整備、⑤一
時保護開始時の判断に関する司法審査の導入、⑥子ども家庭福祉の実務者の専門性の向上、⑦児童をわいせつ
行為から守る環境整備（日本版ＤＢＳの導入に先駆けた取り組み強化）など、社会的養育にかかる施策実務の
全般に大きな変革をもたらすこととなろう。

とりわけ地域支援の観点からは、①の具体施策である「こども家庭センターの設置」や「サポートプランの
作成」、および「訪問による家事支援や児童の居場所づくり支援事業の新設」、②の実現に向けた改善策として
の「親子再統合事業の実施」「里親支援センターの福祉施設化」「指導委託（在宅指導措置）の義務的経費化」、
③の具体的制度改革としての「自立生活援助の年齢による一律の利用制限の弾力化」等を注視すべきであろう。

本改正は、冒頭に述べたように、社会的養育にかかる実践者や研究者が幅広く集い開催された厚生労働省社
会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会での熱心かつ丁寧な討議の結果を踏まえたものであり、現場実態
に即した進歩的・画期的な改正であったといえるが、なお取り残された課題も少なくない。

その筆頭に挙げられるのが、自立生活援助の年齢による一律の利用制限の弾力化に絡む問題であろう。この
件に関しマスコミの多くは、「虐待や貧困などを理由に児童養護施設や里親のもとで暮らす子どもへの支援に
ついて、対象年齢を22歳までとしてきた制限を撤廃する」と極めて大雑把に報道したが、現実に22歳を超えて
も支援が可能なのは、自立生活援助事業による支援が継続している場合のみであり、一旦施設を退所して家庭
復帰したり、アパートを借りて自立生活を開始した青年が、何らかの失敗や挫折を経験してしまい、22歳を過
ぎてもう一度施設に戻ってきて生活の立て直しを図るというようなケースは想定していない。施設退所児童へ
のアフターケア（地域支援および自立支援）を実施している支援者の実感としては、そのようなケースが非常
に多いことから、この件については直ちに運用実務フェーズでの工夫や改良を求めたい。

いずれにしても基礎自治体と民間支援機関との “連携・協働・連動” によって、地域支援施策を拡充し、もっ
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て当事者の主体性やパーマネンシーを保障することを眼目とした2022年児童福祉法改正は、子どもをど真ん中
に据えた自立支援スキームを構築していこうとする極めて果敢な試みであることは論を俟たない。こども家庭
庁創設とも相まって、“施設で育てる社会的養護” から、“地域で育てる社会的養育” へのパラダイムシフトが
一層加速していくことを祈念し、本稿の結びとしたい。

引用文献
藤井康弘（2019）「里親と施設の連携と協働」子どもと福祉Vol.12　p23～p26、明石書店
柏女霊峰、藤井康弘、北川聡子、佐藤まゆみ、永野咲（2020）子ども家庭福祉における地域包括的・継続的支援の可能

性、福村出版
畑山麗衣（2022）「対談：子どもの聴かれる権利を真に保障するためには－最近の動きに思うこと－」子どもの虐待と

ネグレクト	Vol.24	№１　p46～p51、岩崎学術出版社
北川聡子（2020）子育ての村ができた～発達支援、家族支援、共に生きるために～、福村出版
増沢高（2014）「子ども虐待の予防という視点から見た地域の子育て支援と社会的養護」世界の児童と母性Vol.76　p６

～p７、資生堂社会福祉事業財団

参考文献　
橋本達昌、藤井美憲（2021）社会的養育ソーシャルワークの道標、日本評論社
橋本達昌（2021）「権利擁護の視座から考察した地域における社会的養育の課題」子どもの権利研究	第32号	p69～p74、

子どもの権利条約総合研究所
久保樹里（2022）「被逆境体験（ＡＣＥ）という視点からみた親子が健やかに家庭で生活できるプログラム報告書」、花

園大学
小木曽宏、橋本達昌（2020）地域子ども家庭支援の新たなかたち、生活書院
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児童家庭福祉にたずさわる人材の専門性の今後について、

日本子ども虐待防止学会第27回学術集会かながわ大会における

アイリーン・ムンロー氏の講演と、

同講演を受けて子どもの虹情報研修センターで実施した

パネルディスカッションを掲載します。

特別企画
児童家庭福祉にたずさわる

人材の専門性

■ Ⅱ. 特別企画「児童家庭福祉にたずさわる人材の専門性」 ■

91



児童保護制度の向上に向けて：他国からの教訓
ロンドン大学		スクール・オブ・エコノミクス（LSE）

社会政策学部	社会政策名誉教授　
アイリーン・ムンロー（Eileen	Munro）

＊　令和3年12月4日（土）日本子ども虐待防止学会��第27回��学術集会かながわ大会��海外招聘講演から

　なお、本学術集会における海外招聘講演については、子どもの虹情報研修センターが支援し、当センター
が講演記録を活用することについて、学術集会実行委員会及び講師の承諾を得ています。

１．	児童保護制度の目的

児童保護制度は子どもが幸せであること、そして
適切に養育され、幸せな大人に育っていくことを目
的としている。全ては子どもの安全とウェルビーイ
ングのためであるということを決して忘れてはなら
ない。そして、ケースの中には、時に虐待やネグレ
クトが疑われる場合があり、そこには介入する必要
がある。しかし、虐待とネグレクトは隠れて見えな
いことが多く、虐待等を認定することや、予見する
ことは極めて困難な作業となる。

そして、親の不適切な養育方法を変えることも非
常に困難である。親自身が何がしかに苦しんでいて、
子どもを愛していても、適切に育てることができな
い場合もある。精神的な病気やアルコール依存の問
題は、専門家の助けがあったとしても、変えること
は簡単ではない。

子どもが親元で生活することが危険と判断した
ら、子どもを保護して別の場所へ措置することにな
る。しかし代替養育にも課題は多い。イギリスでは、
代替養育を受けた子どもが、大人になって様々な問
題を呈するケースが多いことが指摘されている。

加えて虐待問題は、人々に非常に強い感情的反応
を生じさせる。例えば、子どもが長期間にわたって
酷く苦しんだという話を聞くと、強い感情が引き出
される。また「あなたの養育のあり方には疑問があ
る」と言われた親は、驚き、怒り、そして不安にな

るだろう。このこともこの問題への取り組みを難し
くさせる大きな要因となっている。

２．	因果関係をどのように考えるか

この写真（図１）は、ある研究者がアメリカ人と
日本人が世界をどのように捉えているか調べた研究
を行い、その際に用いたものである。この写真を見
せられたアメリカ人は、個々の魚に注目をする傾向
があり、日本人は水槽や魚同士の関係に注目する傾
向があることが分かったという。

図１　日米比較研究で用いられた写真

私が自分のキャリアを通して学んだことの一つ
が、この調査研究に凝縮されている。私は以前まで、
アメリカ人のように、分析的に、個々の問題に目を
向ける傾向にあった。しかし、長年かけて、私は徐々
に日本人寄りになっていった。問題の文脈・背景（コ
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ンテクスト）を考え、何がそれに影響を及ぼしてい
るのか考えるようになった。この研究成果が正しけ
れば、日本ではアメリカやイギリスで児童保護制度
を整備した際に起こったような問題を避けられるの
かもしれない。

この研究が示した両国の認識の違いは、世界を線
形系と見るか、複雑系と見るかということである。
20世紀以前の西洋の科学研究のほとんどは、線形系
の因果関係を中心にしたものだった。つまり、Aが
起こればBが起こる、という考え方をとっていたの
である。それに対し、より相互の関係性に着目して
いたのが東洋の認識の在り方であり、物体には何ら
かの力があるが、それがどのように表現されるのか
はコンテクストや関係次第、というものである。西
洋の科学の世界では、分析的な線形系アプローチに
限界を見出し、今は複雑系へと転換してきている。
コンテクストや関係性にもっと目を向けるように
なってきたのである。

私自身もこのような考え方を児童保護に適用する
ようになった。私の著書である「Effective	Child	
Protection」は第三版まで出しているのだが、版を
経るごとに私の考え方が変わってゆく過程を見てと
ることができる。特に第三版では、根本的に異なる
アプローチをとっている。

例えば、機械は非常に複雑であっても、電源をつ
けると常に同じように動き、同じ結果を生じさせる。
一方、嵐の海を航海する船は、時に方向が定まらず
に、様々な危険に直面する。航海士は周りで何が起
こっているかを学び、常に針路を調整しながら順応
しなければならない。このたとえが、児童保護制度
における異なる考え方を象徴している。イギリスの
児童保護制度は、機械のようなシステムで考えよう
としてきたが、実際は嵐の中の船のような考え方を
とるべきであった。

2010年に私が政府に示した提言（ムンロー・レ
ビュー）では複雑系アプローチによる検証をもとに
している。私は、システムアナリストと一緒にイギ
リスの児童保護制度で起きていた多様な因果関係の
ループを分析した。その結果、イギリスの児童保護
制度は誰もが意図しないものに変質してしまったこ
とが分かったのである。

行きついた児童保護制度は、あまりにも官僚的で、
子どもと家族と会うという重要な時間を失わせてし
まっていた。官僚化は、コンプライアンスの強化と
いう連鎖を生んで、さらなる官僚化へと進行させて
しまったのである。中央政府から実務チームレベル
まで、指揮統制に基づくマネジメントが優勢となり、
細かなルールや手順を重視して、ソーシャルワー
カー個人の判断の余地を排除する方向性に進んでし
まったのである。

３．因果関係に関する二つの考え方についての例：	
　　英国の児童福祉制度で起きたこと

（１）英国の児童保護制度の基底にあったもの
国の評価機関（Ofsted）注１もケースワークに要す

る時間や手順を重視して、コンプライアンスに焦点
を当てた評価を行っていた。これによって手続き重
視の傾向はより進み、そこに時間をかける分、子ど
もや家族とのやりとりの時間が削られ、個々の子育
ての状況を適切に評価できなくなっていった。当然、
子育てをサポートすることも困難となった。結果と
して、多くの子どもたちが家庭から引き離された。
また、ソーシャルワーカーは非常に尊敬される、や
りがいのある職だと思われていたが、この15年間ほ
どで、尊敬と信頼は失墜し、経験豊富なソーシャル
ワーカーはやりがいを失って仕事を辞め、そして、
若い未経験のソーシャルワーカーが大勢を占める状
況を生んだのである。

複雑系理論においては、必須多様性注２の法則と
いう概念がある。家族はどれも同じではなく、むし
ろかなり異なっている。同じ文化の中に生きていて
も、細かいところは皆それぞれ違っている。どの家
族にも同じサービスを提供するのではなく、固有の
ニーズに適った支援サービスを提供しなければなら
ない。したがってソーシャルワーカーは一般的な専
門知識を身につけるのに加え、それらを個々の事例
に活用できる力を養う必要がある。面接場面でも子
どもや母親の様子に応じて、自分の声やボディラン
ゲージ、ジェスチャーなども変えなければならない。

イギリスの制度は、家族とのこうした建設的なや
り取りをする状況ではなくなってしまったのであ
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る。児童保護制度の根本には、親子のつながりを前
提として、子どもが生みの親と過ごせるのが理想で
ある。国連の児童の権利に関する条約でも、可能な
限り子どもは生みの親と一緒にいる権利があるとさ
れている。家族に対して一方的に何かをするという
考え方ではなく、家族と共に何かをするという考え
方が重要なのである。

注１）	Office	of	Standards	in	Educationの略。公的な監査機関で
教育機関と子どもと若者へのサービス提供機関/者に対し
て監査を行う。監査の結果は４段階（outstanding・	good・	
requires	improvement・inadequate）で評価される。

注２）	アシュビーの法則：複雑多様な環境に対応するためには、
それに対する組織も同じ程度の多様性をもっていなけれ
ばならない。

（２）英国の児童保護制度が失ったもの
政府は、ソーシャルワーカーには多くのルールや

手順が設定され、その遵守状況のモニタリングを頻
繁におこなうようになっていた。それは品質保証を
目指してのものだったが、質ではなく量を見るよう
になっていて、品質を保証するものにはならなかっ
た。また手続き遵守の指標や目標値を示して、職員
の動機付けにつなげようとも考えたが、ソーシャル
ワークの仕事には、このような外的動機付けは有効
ではなかった。

ソーシャルワーカーは、もともと人を支援したい
という内的な動機があり、子どもと話をして、子ど
もがリラックスした姿を見て喜びを得たり、助けが
必要な親を支え、子育てに誇りを抱くようになるな
どが、ソーシャルワーカーのやりがいとなっていた。
ところが、設定された目標はコンピュータのデータ
上にあり、それらはソーシャルワーカーの動機を高
めるものにはならない。結局、熟練したソーシャル
ワーカーは児童保護の領域を離れ、家族を実際に支
援できて、仕事の価値を見出せるような他の分野に
移っていってしまった。

手続き重視の結果は、ソーシャルワーカーの養成
にも影響をもたらした。個々の家族を見立て、支援
内容を判断できる専門能力を育成する必要性への理
解が低下し、ソーシャルワーク教育の質の低下さえ
招いた。そして、継続的なスーパービジョンやトレー

ニングの機会も減っていった。まるで簡単な仕事の
ように扱われたのである。

児童保護サービスが把握している児童が死亡した
場合の事例検証における問題もある。その検証は個々
のソーシャルワーカーやケースに焦点を当て、まるで
彼らがそのケース以外を担当していないかのように
見なしていた。そして、担当ソーシャルワーカーの
間違いや不適切な対応に非難が集中し、制度や組織
の問題に十分な目を向けずにいたのである。その結
果、ルールやモニタリングを強化させて、個々のソー
シャルワーカーを統制する方向を進ませたのである。

社会は子どもに安全に暮らしてほしいと願ってい
る。しかし、最善を尽くしても、全ての子どもの安
全を保証することはできない。将来を正確に予測す
ることなどだれもできないのである。児童保護制度
はこのことを明言することを避け、完璧であろうと
する方向に陥り、この不可能なことをソーシャル
ワーカーに求めたのである。そして、ソーシャルワー
カーは、このような不可能なミッションに従事して
いるうちに、「手続きに則ってやれば、何か問題が
起こっても自分のせいにはされない」という防衛的
な姿勢さえも強めてしまったのである。

様々なツールの活用も実践を左右するが、ここに
も問題があった。政府はケースを記録するソフト
ウェアを作ったが、実際の現場にマッチするかどう
か、現場でどのような考えに基づいて支援が行われ
ているのかなど、全く配慮せずに作られたのである。

私の研究で、イギリスの地方自治体の多くがサイ
ンズオブセーフティの手法を採用していることが分
かった。しかしその成果は自治体によって異なるも
のだった。うまくいった自治体は、サインズオブセー
フティの枠組みに合うように、実践を記録するため
の独自のシステムを構築した。ソーシャルワーカー
が特定のタスクを実行するのに要する時間を調査す
ると、ソフトウェア導入前後で主要なタスクの約30
～40％が削減されていた。それは、彼らの考え方に
調和したソフトウェアが作成され、次に何をするべ
きか提示してくれたからである。きちんと設計され
たツールであれば業務の助けになるし、そうでない
場合はタスクが増え、業務を妨げることになる。
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（３）ムンロー・レビューで提唱したこと
私がレビューの中で提唱したことは、以下のこと

である。
まず、規則や手続き上の業務をできる限り減らす

こと。もっと家族に会って、クリエイティブに仕事
をすべきということである。

次に、監査・評価機関は、手続き順守のモニタリ
ングではなく、子どもや家族に見られた変化を成果
とするべきということである。コンピュータ上の
データを見るだけではなく、ソーシャルワーカーに
会って話を聞き、なぜその支援をしたのかの聞き取
りをする必要がある。私が関わってきた組織では、
現場職員向けのアンケートと家族向けのアンケート
が用意されている。

そして、死亡事件が起きた際は、航空安全や公衆
衛生の分野の方法論を取り入れ、システムに目を向
けた検証をするべきということである。

さらに、ソーシャルワークのトレーニングは、よ
り高い基準に合わせて提供できるようにすることで
ある。加えて、ソーシャルワーカーのキャリア形成
の仕方も変えるべきである。それまでソーシャル
ワーカーは、昇進をするのであれば、管理職になる
必要があったが、上位のソーシャルワーカーとして
現場に残る道が作られるべきと提言した。政府は提
言を受け入れ、現在はシニアの実務者（Principal	
Social	Worker）という地位が作られている。

４．子ども虐待を予見・制御できるという過大評価

（１）不確実性ということ
不確実というのは居心地が悪いもので、不確実へ

の耐性は人によって異なる。しかし、イギリスも他
の国々でも、児童保護制度において不確実性を受け
入れなくてはならない。全ての子どもを守ろうとし
ても限界があるということを認めざるを得ない。医
学の分野では、非常に明確なメッセージがあり、社
会はそれを受け入れている。癌の患者に対してはベ
ストを尽くすが、命の保証はできないことが共有さ
れている。児童保護の分野でも同じようなメッセー
ジを出すことが必要だろう。

（２）リスクということ
リスクマネジメントの「リスク」についてだが、

児童保護領域では虐待が発生する可能性を示す言葉
として用いられている。しかし、そのリスクがある
ことが、どれぐらいの確率で虐待やネグレクトにつ
ながるかの明確なデータを私たちは持ち得ていな
い。児童保護におけるリスクの確率というのは、主
観的な域を出ていないのである。

また「リスク」という言葉が出てきたのは16世紀
であるが、もともとは悪いことだけでなく、良いこ
とにも使われていた。リスクというと、危険や危害
に目を向けがちだが、その利益や強みにも目を向け
なければならない。家族と一緒にいることは、危険
があると当時に、良い面もある。家族の元から子ど
もを引き離すにしても、強みと危険をはらんでいる。
全体を見通した上で子どもの最善の利益を考えると
いうバランスが必要になる。

イギリスでは、リスクは予見・制御できるという
信念が強化され、何か良くない事態が生じた時に、
それを制御できなかったことを非難するようになっ
た。そして非難を恐れるソーシャルワーカーは、支
援と制御のバランスを失っていったのである。なぜ
なら、危険な状況の時、親を制御することに注力す
ると、家族への支援が困難になるからである。親に
対して受容する姿勢ではなく、まるで警察官のよう
な姿勢で臨んでしまうからである。

（３）後知恵バイアス
ここには、後知恵バイアスという問題もはらんで

いる。何かが起こった後に振り返ったとき、周囲は、
「それは予見できていて、とるべき対応をしなかっ
た」と見なしがちである。子どもが亡くなって新聞
記事で取り上げられた時にも、このようなことが起
きる。当時分かっていなかったことは何だったかを
踏まえずに、今分かっていることを取り上げ、もっ
と良く、もっと上手く対応できたはずだったと非難
する。しかし、それが起こる前の時点では、異なる
結果に発展する可能性も考えていたはずである（図
２）。良くない結果に対して、それが起こった当時
の状況に立ち返って、検討すべきなのである。
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（４）防衛的な意思決定
人間は自分が非難されることを避けたい。あるい

は、自分の組織が非難されないよう行動するもので
ある。その際、政府から示された手順に従うことが、
良い防衛方法になるのである。政府から示された通
り実施したけれども、悪いことが起きてしまったと
弁解できるからである。

社会の影響は大きい。子どもを家庭に置いたまま
にして、子どもに危害が及んだら、メディアが取り
上げ、非難をする。一方で、子どもを保護しても、
子どもの良い結果がもたらされなければ、メディア
がそれを取り上げ、「その子を家庭から引き離すべ
きではなかった」と非難する。ただ、保護した後に
措置した場所で子どもに危害が加わるよりも、子ど
もを元の家庭に置いたままにして危害を受け続ける
状態の方がより非難を受けることが多いため、20年
前とは比べものにならない程の子どもたちが措置さ
れたのである。

防衛的な意思決定は、正しくアセスメントしよう
とする展開を阻害してしまう。

（５）キーメッセージ
私が児童保護制度に関して考えているキーメッ

セージは、私たちが予測できる能力には限界があり、
完璧に将来を予測し判断することは不可能であるこ
とを謙虚に認めることである。また、私たちの判断
や決定は合理的であったとしても正しいとは限らな
い。判断を評価するにあたっては、結果ではなく、
その判断をするに至った理由や過程を見なければな
らない。その際に、危険な側面だけでなく、肯定的

な結果と否定的な結果の両者をバランスよくアセス
メントすることが重要となる。

５．研究結果は因果関係について何を教えてくれるか

（１）因果関係の考え方
西洋ではエビデンス・ベースの実践というものが

広がっている。これはアメリカの研究が牽引してい
るところが大きいが、この研究法は主に線形の考え
方に基づいて行われている。しかし、ソーシャルワー
クの介入は複雑なシステムの中で行われるので、
様々な要因が絡み合っている。

炎症を起こしている患者に抗炎症剤が効果的か否
かについて、臨床研究では、実験群には新しい薬を
投与し、対照群には投与しないといったランダム化
比較試験（RCT）で効果測定を行う。ソーシャルワー
クの介入も、こうした方法をとるのが一番適切と考え
るかもしれない。しかし、私たちは複雑なシステムに
おける、複雑なプロセスを扱っている。ひとつの要
因がもたらす影響のおおよその確率は見出せるかも
しれないが、普遍的な真実を見出すことはできない。
ある条件で見出された結果は、文脈（コンテクスト）
が変われば、あるいは時間が変わっただけでも結果
が大きく変わってしまうのである。

児童保護制度の介入には相互に作用しあう様々な
要素が絡む。マルチシステミックセラピーやサインズ
オブセーフティなどを用いて介入するにしても、その
現場にある様々な要素がその効果に影響をもたらす。
したがって何らかの支援技法を用いる際にはその現
場のコンテクストに合わせて検討する必要がある。

また、その技法が効果的か否かは、対象となる家
族によっても異なる。なぜなら家族ごとにコンテク
ストが異なり、用いる技法とそれらとが相互に作用
し合って、異なる状況が生まれるからである。

（２）複合的介入研究の重要さ
そこで私がずっと提案してきたことは、現実的な

評価アプローチをすることである。そうすることで
一つの効果的な実践結果を別のところに当てはめる
ことができていく。それは、「これこそうまくいく」

図２　後知恵バイアス
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というものを探すのではなく、「これだったらうま
くいきそう」「どのようにしたらいい？」「誰のため
に？」「どんな状況で？」ということを謙虚に考え
ていくアプローチである。

私が報告書（ムンロー・レビュー）を提出後、政
府が児童保護機関の組織変革を勧告したことに伴
い、サインズオブセーフティの枠組みを取り入れた
機関がいくつかあった。そのとき、サインズオブセー
フティを作成したアンドリュー・タネル氏が私の報
告書を読み、サインズオブセーフティと私の提言と
の関連性に気付かれた。タネル氏はサインズオブ
セーフティの理論を、家族と協働するワーカーだけ
でなく、その実践を支える組織のあり方にまで視野
を広げ、組織を発展させる必要があると考えていた
のである。

そこで、タネル氏は、サインズオブセーフティの
児童保護機関での実践において、実践と相互作用す
る組織内外の主な要因を特定し、それらが建設的に
機能しているかを検証し、成果を挙げるために必要
なことは何かを私と共に検討することになったので
ある。

結果に影響を与える主な要因として見いだされた
一つにリーダーシップがあった。現場での実践を理
解し、強力にサポートしてくれるリーダーの存在で
ある。職務に適した、達成可能な指標で評価する風
土も重要となっていた。またスーパービジョンも成
果を左右する重要な要素であった。ケースを見立て
る上で、スーパービジョンを受けることは大変重要
となる。スーパーバイズなしではソーシャルワー
カーの専門性はなかなか向上しない。また、機器や
設備などのツールも私たちの働き方に沿ったもので
なければならないことが分かった。組織外では、学
校などの教育機関、医療機関の医師や看護師、警察
などの関係機関とよい関係を構築することが重要で
あることも分かった。

（３）INUS条件
INUS条件とは、確率論的推論の話で、単一の要

因XはAという人物がYという行為を行う時の必要
条件でもなければ十分条件でもないというものであ

る。ただ、要因Xは十分条件の一部になり得るかも
しれない。虐待をする可能性のある人の要因につい
て、現在いくつか提示されている。加害者の被虐待
体験、アルコールの問題、そして深刻な金銭問題を
抱えているなどである。ここで、ある人は、この３
つの要因が確かにあって虐待に至るかもしれない。
しかし、別の親たちの中には、３つのうち一つの要
因で虐待に至る親もいれば、さらに別の要因が絡み
合っている親もいるだろう。また、３つの要因のひ
とつも抱えていないのに虐待に至った親もある。つ
まり、誰も深刻な虐待に至る可能性を完璧に予測す
ることはできないのである。

子どもが亡くなる直前、その家族は比較的機能し
ていて、あまり重大な問題があるとは見受けられな
かったのに、新しい要件がその環境に加わって、状
況が急速に悪化する場合もあるだろう。イギリスで
起きたベビーP事件と呼ばれる乳児の虐待死事件は
まさにそうしたケースだった。母親のボーイフレン
ドの兄弟が引っ越してきてから、家庭内の状況が急
激に変化し、乳児への凄惨な虐待の結果、乳児が亡
くなった事件だった。ボーイフレンドの兄弟が突然
引っ越して来て、病的な関係性を持ち込むとは誰が
予測できただろう。こういった予測不可能性を念頭
に置かなければならない。

介入の理論についても同じことが言える。家族と
良好な関係を築き、共に取り組む関係性にあるとき、
物事はスムーズに進むかもしれない。別の要件が関
係して、最終的に成功するということもありえるだ
ろう。特定の介入法を評価する場合、その介入法を
効果がある一つの変数と仮定してランダム化比較試
験（RCT）で評価することは適切ではない。介入法
が効果をもたらすには、それだけでは不十分で、他
の多くの変数の存在を考えなければならないので
ある。

（４）�サインズオブセーフティを組み入れた自治体の�
５年間の実践検証

サインズオブセーフティを組み入れた自治体の効
果検証研究を例に挙げよう。

サインズオブセーフティを取り入れた10の自治体
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に対して、５年間の実践検証を行ったものである。
10の自治体の内３自治体は、Ofstedの評価において
最高の「目覚ましい（outstanding）」にランクアッ
プしたが、２つは最低の「不適切（inadequate）」
にランクダウンし、５つはゆっくりだったが一段階
改善した。同じ技法を取り入れた10の自治体は全て
異なるストーリーで展開したのである。

特に各自治体の組織的な要因は異なっていた。サ
インズオブセーフティを取り入れるにあたって、あ
る自治体の管理者は強くサポートし、ある自治体の
管理者はやや懐疑的だった。資金的な後ろ盾を理由
にサインズオブセーフティを採用したところもあっ
たが、積極的にコミットメントはしていない自治体
もあった。あるソーシャルワーカーからは、「今年
はトレンドに乗って採用しているけれど、来年はも
うやらない」という声も聞かれた。記録様式やシス
テムを変更しなかった自治体もあった。家族に対す
るアプローチの理論は同一でも、記録の方法はそれ
ぞれ異なっていたのである。こうした要件が、異な
る結果を招いたのである。

私は標準的なエビデンス・ベースドの実践を批判
的に検討している。標準的なエビデンス・ベースド
の実践は、介入を１つの独立変数としてみなす。つ
まりその水槽の中にいる一匹の魚だけを見ている。
そして組織内の他の要素や家族との関係性などにつ
いては見ていないのである。

（５）変わりゆく物語
最後にまとめとして、何を変え、変わっていくべ

きかについて述べる。
私からの提言は、保護中心のアプローチからコン

テクスト（状況、背景、関係性）中心のアプローチ
とすることである。どのような状況であれば家族と
協働し、改善に向かうプロセスに転じるかを考える
ことである。

そのためにまずは、子どもや親から話を聞いて
フィードバックを得ることである。学校や家庭で何
が起こったのか、そして介入の結果どのような改善
があったのかを丁寧に聞き、評価し、そこから学び、
変革できるシステムを構築することである。学校や

医療機関等の様々な関係機関からも子どもに関する
データを収集して、子どもの生活が改善したか否か
を評価することである。検証すべき変数がたくさん
見出されるはずである。

次は、中核的な規則（手続き等）を残しつつも、
それ以外のすべての規則から解放されたシステムを
構築することである。基本的な規則に則ったとして
も、ケースの個別性に応じた対応をすることである。
複雑系因果関係の中にいることや、完璧ではないこ
とを謙虚に自覚して、実践することである。

３つ目は、失敗等をすぐに検出できるシステムを
作ることである。ここにはソーシャルワーカーが自
身の失敗や気づきをスーパーバイザーや上司に伝え
ることができ、共に振り返るスーパーバイズシステ
ムが含まれる。自身の日々の実践への批判的な振り
返りができることで、次はより良い判断、より良い
実践へとつながるのである。人は時に失敗をするこ
とや、人によって苦手な分野があることを理解する
必要がある。失敗について話ができるような風土を
醸成することが重要である。上司のところに行って

「面談がうまくいきませんでした」と言えるような
環境（話を聴き、失敗を責めるのではなく、共に振
り返る上司の姿勢など）を構築する必要がある。こ
うした環境の中ではどうすればもっと上手くできる
かを一緒に考えるのである。

最後は、組織も個人も防衛的になるのではなく、
リスクの意味を熟知していることである。私たちが
どれほどのことを実現できるかについて謙虚にな
り、対象となっている子どもの最善の利益を考える
ことである。そしてリスクを正しく認識し、防衛的
にさせない制度が必要となる。私たちが求めている
究極の目的は、組織やソーシャルワーカー個人の防
衛ではなく、子どもたちのウェルビーイングの実現
なのである。

　　　		講演録まとめ
増沢　高（子どもの虹情報研修センター）
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「児童家庭福祉に求められる人材の専門性」
パネルディスカッション

子どもの虹情報研修センター
増　沢　　高

＊　令和4年4月22日（金）テーマ別研修【オンライン】「英国の制度改革から学ぶ」から

○パネラー
　藥師寺　�真　　岡山県倉敷児童相談所
　八木�安理子　　同志社大学
　内海　�新祐　　児童養護施設　旭児童ホーム
○司会
　増沢　�高　　　子どもの虹情報研修センター

※�パネラーには、事前にムンロー氏の
講演録（本紀要に掲載）を視聴して
いただき、その内容を踏まえてディ
スカッションを行ったものです。

第１部：パネラーからの報告

増沢　ムンロー先生の講義を踏まえ、組織、及びそ
こで働く支援者に求められる専門性について、児童
相談所（以下、児相）、市町村、そして児童養護施
設（以下、施設）のお立場から20分ずつご発題頂き
ます。まず児相から藥師寺先生、次に市町村から八
木先生、最後が施設から内海先生です。それでは藥
師寺先生、よろしくお願いいたします。

藥師寺　私は、岡山県倉敷児相の所長の藥師寺と申
します。本日は、よろしくお願いします。この４月
から倉敷児相の所長を拝命しました。私は、福祉専
門職として1993（平成５）年に岡山県に採用され、
1996（平成８）年から児相に配属されています。
2000（平成12）年の児童虐待防止法の施行前から、
児相業務を中心に児童福祉施策の変遷を目の当た
りにしてきました。ムンロー先生は、2007（平成
19）年に本県で発生した死亡事故の検証後の対策を
検討する中で、意識してきた児童ソーシャルワー
カーのお一人です。そのため、私や当時のことを知
る本県の児相職員にとって、昨年のJaSPCANでの
講演の内容は大変意義深いものとなりました。

　今回の私の発題では、児相の立場から「子どもの
権利を実現するシステムの構築を目指して、英国に
学ぶ岡山県の実践活動の展開から考えたこと」につ
いて紹介します。
　岡山県は、2007（平成19）年に、児相が支援して
いたひとり親家庭の４歳の男の子が亡くなった事故
の検証を契機として、英国の児童保護実践に学びな
がら、児相と児童福祉施策の改革に取り組み始めま
した。事故が発生した当時は、児相や県庁担当課へ
の苦情の電話やメール、マスコミによるバッシング
が現在以上に激しく、「所長も含め、亡くなった子
どもの支援に携わった職員一人一人を処分すべき」
など、批判的な意見が全国から相次いで寄せられま
した。私は当時、県庁で児童虐待防止施策の担当者
をしていたので、その状況を直接体験しました。
　本県では、事故の発生を受けて、第三者からなる
委員会を初めて設置し、検証を行いました。その際
の委員の中のお一人に、大学で英国の児童福祉施策
を専門に研究されている先生がいらっしゃったこ
とで、先程のムンロー先生の講義にもありました
が、責任を追及する視点ではない形での検証が行わ
れました。その際の議論の視点は、「どのようにす
れば、子どもにとってより良い結果をもたらすこと
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ができるのか」でした。それは即ち、「子どもの権
利を軸にして、それをどのように実現していくの
か」ということであり、その後、本県の児童福祉の
旗印である「子ども中心」の社会の実現へと繋がっ
ていったのです。
　そして、検証後に本県が取り組むべき当面の課題
と改善策として、「被虐待児と保護者の支援の充
実」、「児相の相談支援体制の強化」、「県と市町村の
虐待防止体制の強化」が挙げられ、「子どもの参加
の実現」がテーマとなりました。検証での議論の過
程では、児相の日々の活動の現実が明らかにされ、
児相がどのような支援を行っているのか、一般社会
への情報発信が十分されてこなかった状況が浮き
彫りとなりました。
　また、個別の事例検証の中では、児相等の支援者
は、対応困難な母親に翻弄され、その元で日々成長
している子どものニーズの変化を、必ずしも十分把
握できていなかったことなどから、「児相の果たす
べき役割の明確化」と「子どものニーズを中心とし
たアセスメントの重要性」も明らかとなりました。
　これらの検証結果から導き出されたテーマを実
現すべく、2007（平成19）年８月に、県庁の部内組
織下に改革に向けたワーキンググループが11名の
児相と県庁の職員をメンバーとして、スーパーバイ
ザーに大学教授（先述した検証委員）、サポーター
に国際交流員（カナダ人）を加えて立ち上げられま
した。ちなみに、ワーキンググループは、その立ち
上げから約15年が経ちましたが、この11名のメン
バーに加わっていた当時の若手から中堅の職員は、
その後、課長や所長等の管理職となって、現在の児
相を支えています。
　このワーキンググループは、一部メンバーを変え
ながら３年間に渡って継続しました。特に最初の11
名のメンバーで検討した結果は、現在の本県の取組
の基盤となる重要なものとなっています。最初のメ
ンバーでは、８カ月間で19回の検討を重ねました。
そして、児童福祉実践の質を高めるための改革を行
うのに当たり、まず、英国の児童保護実践を学ぶこ
とになりました。その当時は、岡山県行政の改革を
検討するのであれば、広島県、山口県、島根県、鳥

取県といった中国地方の取組や人口規模が似た自
治体、或いは東京都や大阪府等の大都市の先進的な
取組を参考にするのが定石でした。そうした中で、
英国の児童保護実践に学ぶこととなったのは、検証
委員の中に先程紹介した大学教授の先生がおられ、
その先生がワーキンググループでの検討にも引き
続き協力してくださったことが非常に大きかった
わけです。
　先生からは、「英国の児童保護実践は、日本の約
20年先を走っており、同じ様な経過を辿ってきてい
る。だから英国の児童保護実践に学ぶことは、これ
から先の岡山県の児童福祉実践を検討する上で、非
常に参考になる。」と教えられました。ただ当時、
ワーキンググループに召集されたメンバーは、業務
が忙しいし、マスコミからのバッシングも未だに激
しく、さらに検証結果の内容で自分たちの児童ソー
シャルワーカーとしてのプライドもズダズダに
なっていたので、そうした状況で英国の児童保護実
践の勉強をすることは、正直なところ呻きました
が、そこからスタートしたのです。
　しかし、実際に学んでみると、英国の児童保護実
践の基盤となるワーキング・トゥギャザー等から
の学びは、大変有意義なものでした。それ以外にも、
先生が英国から取り寄せた文献やインターネット
で収集した児童保護実践に関する具体的な方法の
情報について、メンバー全員で翻訳作業を行い、こ
れまで支援してきた個別ケースに当てはめてみま
した。そうすることで現在の課題と改善策を洗い出
し、併せて包括的なアセスメントのトレーニングを
受けながら学びを深めました。こうした一連の作業
を通じて、児童ソーシャルワークの実践者である
我々の中に研究マインドが芽生え、傷ついていたプ
ライドも少しずつ回復し、英国の児童保護実践に学
ぶことは重要だという気持ちへと変化していきま
した。
　包括的なアセスメントのトレーニングでは、英国
で開発された、『子どものニーズを中心としたアセス
メントのフレーム』（※現在は『CAF：Common	
Assessment	Framework』と呼ばれている）を活
用しました。その結果、このアセスメントフレーム
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を本県の児童保護実践にも取り入れた方が良いと
いう結果になりました。そこで英国の著作者の許可
を得て、アセスメントツール『「子どもが心配」
チェックシート』（The	Graded	Care	Profile	（GCP）	
scale）の岡山版を開発しました。このツールの開
発に当たっても、実際の児相の個別ケースに適用し
て改良を繰り返し、有用かどうか、フィードバック
を積み重ねる作業を行いましたが、それがとても重
要でした。なぜなら、その過程を通じて、子どもの
暮らしや親の養育の質に目を向けたアセスメント
の重要性に私たちが気づかされたからです。
　ワーキンググループの最初のメンバーに課せら
れたミッションは、「児童福祉実践の課題の明確化」
でした。そのため、検討状況をまとめるにあたって
は、子どもを中心としたアセスメントの考え方とア
セスメントフレームを中心に報告書を作成しまし
た。英国では、このフレームがその後『CAF』と
なりましたが、当時は社会的養護の子どもたちを中
心に使われていました。現在は、日本の児童福祉業
界でもよく紹介されているのを目にしますが、私た
ちが検討していた当時は、かなり先駆的でした。本
県では、報告書の作成を契機に、このフレームに
沿ってアセスメントすることを共通事項に決めま
した。現在では、本県の児相での児童福祉実践は基
より、市町村での児童実践においても、このフレー
ムが活用されています。
　少し話が逸れますが、本県の取組とムンロー先生
との関係について、もう少し触れておきます。2007

（平成19）年12月に、『子ども虐待	介入と支援のは
ざまで	「ケアする社会」の構築に向けて』という小
林美智子	先生と松本伊智朗	先生がまとめられた本
が出版されました。ムンロー先生は、2005（平成
17）年に開催されたJaSPCANの北海道大会に招聘
されており、その時の講演内容がこの本に掲載され
ています。当時、本県のワーキンググループのメン
バーが英国の児童保護実践の学びを重ねている最
中でしたから、全員がこの本を読みました。
　その中で我々が最も衝撃を受けたのは、ムンロー
先生がビクトリア・クリンビー事件の公的な調査
結果を紹介する中で、「専門家同士で、あるいは少

女の家のおとなたちと話すのに忙しく、ビクトリア
には夥しい時間をかけて話し合ったのに、ビクトリ
アと話そうとはしなかったのだ。」という内容が掲
載されていたことでした。これは、私たちが検証委
員会で指摘されたことと同じ内容であり、すごく心
に刺さったわけです。こうした過ちを二度と繰り返
さないために、本県では「子ども中心」の社会の実
現を目指して、「子どもの参加」という、子どもの
権利の中でも特に重要な権利の実現をテーマとし
て、様々な取組を推進するようになりました。
　また、今回のムンロー先生の講義の内容は、私個
人の児相経験と結びつく部分も多いことを実感し
ています。日本では2000（平成12）年に児童虐待防
止法が施行され、2004（平成16）年からは市町村が
一義的な相談窓口を担うことになりました。そし
て、児童虐待の相談対応件数は年々増加していま
す。私が1996（平成８）年に初めて児童福祉司になっ
た頃は、「児童福祉司は、児相を背負っている自覚
と責任を持つことが大切である。あなたは、児相を
代表して判断する必要がある。」と言われ続けて育
成されました。しかし、児童虐待防止法が施行され、
全国でも事故が起きるようになってからは、「虐待
ケースに対する責任はすべて所長にあり、その判断
は所長が下すのだから、児童福祉司が個人で判断し
てはいけない。児童福祉司は、調査で得た情報を上
司に報告すればいい。そのため、手続きに沿ってき
ちんと調査を行い、その結果、今、子どもの状況が
どうなっているのかを報告すること。」と育成方針
が変わっていきました。
　判断は所長が下すことになったことで、個々の児
童福祉司は求められている手続きを落ち度なく進
めることに囚われ、自分で判断することを避けるよ
うになっていったように思います。そして、手続き
に何か落ち度があれば、「それでは、所長が判断で
きない」と上司から叱られるため、そうした失敗は
言わなくなる。それが事故へと繋がったこともあり
ました。まさに今回のムンロー先生の講義にもあっ
たようなことが実際起こっていたと改めて実感し
ました。
　話を戻します。ワーキンググループは、その後も
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続きました。『子どものための総合情報アセスメン
トシステム』の開発です。これは、英国の『Integrated	
Children's	 System』を参考にして、現行システム
の改良を行うことにしました。参考にするのにあ
たっては、実際に英国教育省へ使用許可を取り、翻
訳とケース研究に取り組み、児相の相談業務の流れ
に沿った形で再構成しながら導入しました。
　ワーキンググループでは、その後も様々な事に取
り組んできましたが、一貫させている考え方は、「子
ども中心」の社会の実現に向けた、「子どもを中心
に置いた支援（「子ども中心」の支援）の展開」と「子
どもの参加（利用者主体の推進）」ということです。
　その後、３年の期間を経て、ワーキンググループ
は一旦解散しましたが、団塊世代の職員の大量退職
に伴う人材育成の課題や、市町村が関与していた
ケースの事故の発生等により、2007（平成19）年の
事故の検証の中で、当面の課題と改善策として取り
上げられていた「児相の相談支援体制の強化」、「県
と市町村の虐待防止体制の強化」をさらに推し進め
る必要が生じたことにより、ワーキンググループを
引き続く形で、新たに検討委員会が立ち上げられま
した。そして、体系的な児相職員の人材育成研修の
実施と市町村機能の強化の課題に取り組みました。
それが2011（平成23）年４月から2018（平成30）年
３月までの期間となります。
　体系的な人材育成研修の実施では、まず、『岡山
児相職員人材育成基本方針』を独自に策定しまし
た。この方針は、子どもの権利条約の内容を踏まえ
て、これまでの県の考え方や取組を反映させた、児
童福祉司や児童心理司、一時保護所の指導員等を含
む、児童ソーシャルワーカーの育成を目的とした内
容となっています。そして、人材育成研修のやり方
や内容は、毎年度見直しています。
　また、本県の人材育成研修で大切にしてきたの
は、毎年度、本県の児相職員が講師や事例提供者を
務めた研修を軸に、その内容を報告書としてまとめ
てきたことです。報告書は、全職員に配布するとと
もに、全国の中央児相へ配布しています。報告書を
作成することは、かつて全国の児相で作成されてい
た紀要のように、実践活動を展開する過程で必要な

時の参考とする上でも意味がありますし、将来的に
新たな取組を検討する際に、その時代の児相の実践
を振り返り、読み解く際の重要な手がかりとなると
考えています。
　市町村機能の強化では、先程紹介したアセスメン
トのフレームワークを全面的に入れた、『市町村子
ども虐待対応ガイドライン』を2007（平成19）年度
に策定し、それに「子ども中心」の支援の考え方を
大きく書き足した『改訂市町村子ども虐待対応ガイ
ドライン～子どものくらしの安定に向けたよりよ
い協働のために』を2012（平成24）年度に策定しま
した。そして、市町村に対して、「子ども中心」の
考え方やアセスメントツールの使用方法等を浸透
させることを目的に、『子育て家庭サポート強化事
業』を2015（平成27）年度から2018（平成30）年度
まで実施し、その翌年度から現在まで、『市町村要
保護児童対策地域協議会サポート強化事業』へと引
き継ぎながら現在も取組を継続しています。
　こうした経過の中で、本県が子どもの権利を実現
するシステムの構築を目指す実践活動として、現
在、特に力を入れているのが、ソーシャルワーク・
スーパービジョンの開発と一時保護所や里親、児童
養護施設等を利用している子どもたちの「意見を聴
かれる権利」の実現に向けた取組です。まず、スー
パービジョンの開発では、英国で開発されたスー
パービジョンアプローチである『統合（４×４×４）
モデル』を、2016（平成28）年度から試行的に導入
し、現在、このモデルを活用して、児相のスーパー
バイザーが試行錯誤しながらスーパービジョンを
実施しているところです。
　次に子どもたちの「意見を聴かれる権利」の実現
に向けた取組です。2018（平成30）年から子どもの
権利委員会に所属する弁護士の先生方の協力を得
て、一時保護所を利用する子どもたちの意見を聴く
取組の施行を開始し、2019（令和元）年度の『岡山
県社会的養育推進計画』の策定を契機に、『子ども
の権利擁護推進事業』として事業化しました。この
取組は、一時保護所を利用する子どもたちの意見を
弁護士が聴き、それを一時保護所のルールや日課の
改革に繋ぐこと、児童ソーシャルワーカーの実践活
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動へと確実に反映することに重点を置いた内容と
なっています。こうした取組は、本県が2007（平成
19）年の死亡事故以降、子どもの権利を実現するシ
ステムの構築を目指す実践活動を展開してきた結
果、ようやく実現できたものと思っています。最近
では、『子どものための里親ガイドブック』を、里
子と一緒に作成する取組も行いました。
　最後になりますが、本県の子どもの権利を実現す
るシステムの構築を目指した実践活動を大きくま
とめると次のようになります。一つ目は、「根拠に
基づく実践のための施策と研修」です。実践の課題
を研修等での議論や事例研究、アンケート調査から
明らかにし、実践上の困難を乗り越えるための具体
的手立てを施策として形づくり、実践に適用して
フィードバックを得て、改良を繰り返す取組を実施
することです。作成しっぱなしではなく、作成後に
実践活動に適用しては、それを振り返って改良を繰
り返すことが重要だと考えています。そして、そう
した一連の取組を記録（報告書や成果物）として残
すことも重要だと考えています。私は、児相の歴史
に関心がありますが、古い時代ほど様々な記録が残
されています。そのため、その当時の児相の先輩た
ちが何を考え、何を思い、どういう取組を実践して
きたのかを知る手がかりを得ることができます。そ
うした記録には、私たちが現在取り組んでいること
と通ずる内容が多くあり、とても参考になります。
取組の記録は、今後の児童ソーシャルワーカーが実
践活動を展開していくための教育訓練に役立つと
考えています。
　二つ目は、「学習を支える組織文化の構築」です。
この10年を振り返ると、本県の人材育成研修は、現
在、完全に職務の一環となっています。かつては、
専門性を高めるための学習は、時間外に私費で行く
のが通常でした。本県では、人材育成研修は職務の
一環ですから、途中に呼び出しで抜けるなどで、受
講が中途半端になることは原則としてありません
ので、学習を支えることが組織文化となっていると
断言できます。
　本県の今後の展開としては、子どもたちと協働し
て児童福祉施策を進めていくことを目指していま

す。それによって、地域の人たちとの連携を強化し、
公私の機関が一体となって、子ども中心の支援を
ベースにした実践活動を展開していきたいと考えて
います。また、目下の目標としては、増沢先生にも
先日ご協力頂きましたが、英国の専門能力育成フ
レームワーク（PCF）を参考にした人材育成の体系
化とキャリアラダーを策定することとしております。

増沢　藥師寺先生、どうもありがとうございまし
た。貴重な実践の報告、2007年の事件から、本当に
主体的に改革に取り組まれた実践を報告して頂き
ました。自ら英国のシステムを取り入れながら、た
だ取り入れるのではなく実践の裏付けをとった展
開のご報告でした。ムンロー先生の主張と、藥師寺
さんの岡山県児相の、ケースから学び、その歩みが、
非常に重なるように思えて聞かせていただきまし
た。また後で色々ご質問をさせて頂きます。よろし
くお願いします。
　それではここからは市町村のお立場から、八木先
生、よろしくお願いいたします。

八木　こんにちは。私は３月末まで大阪府枚方市で
働いておりました。今日は市町村の立場からのお話
をさせていただきます。
　前半は市町村の役割について、後半ではムンロー
先生のお話から学んできたこと、そしてこれから市
町村がやらなければいけないことを、反省も込めて
お話したいと思います。
　虐待を受けている子どもの９割が、地域で生活を
していると言われています。平成28年の児童福祉法
の改正により、市区町村が子どもと家庭の最も身近
な基礎自治体として、保育所や学校、医療機関や在
宅医療、そして役所の中の母子保健、生活保護、障
害福祉、また、地域の民生委員、児童委員、NPO、
そして子育て団体など、多様な関係機関によるきめ
細やかな支援を行うこととなりました。
　市区町村の子ども家庭福祉は、18歳までの子ども
とその家庭への支援を基本として、地域を基盤にし
たソーシャルワークの展開や、資源をつなぐ役割が
求められます。しかし重要なのは、子どもの最善の
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利益の尊重と、子どもの安全確保の徹底です。
　児相の相談件数が年々増えており令和２年度で
は児相が20万5000件、市区町村が15万5000件となっ
ています。児相の経路別件数の半数以上が警察から
になります。地域からの警察への通報の増加、なか
でも面前ＤＶの増加が大きいとみられます。次いで
近隣、知人となっていて、これは恐らく「189」の
浸透によるものと考えられます。そして市区町村で
は、児相からの件数が増えてきています。これは警
察からの面前ＤＶ事案のほか、軽度のケースが児相
から送致されることによります。それ以外にも学校
や保育所といった子どもの所属機関、生活保護や障
害福祉といった福祉事務所、そして母子保健の保健
センターなど、子どもにかかわる様々な機関からの
通告が寄せられています。
　市区町村の虐待対応の特徴は、児相と比較して、
地域の関係機関から入るちょっとした情報からリ
スク判断等を早期に行える点です。役所の廊下等
で、生活保護のワーカー、会議で役所に来られた民
生委員、児童委員が立ち寄るなどして、日常的に情
報が入り、素早いリスクアセスメントが可能になり
ます。
　また、子どもに日ごろかかわる学校などの通告や
相談も多いです。傷があった、においや衣服の汚れ
がひどいといった、虐待が明らかな状態で情報が
入ってきます。ネグレクトの相談は多いです。そし
て児相に比べて父親よりも母親からの相談が多く、
身近な地域での子育て支援を行う機関の位置づけ
にもなります。
　要保護児童対策地域協議会（以下、要対協）が設
置されており、要保護児童等の進行管理をします。
市区町村の子どもと家庭の情報を定期的に収集し、
終結するまで10年以上かかる場合もあります。保育
所から小学校、中学校と、成長の過程でかかわる機
関や先生が変わっても、子どもの情報や家族との歴
史をつなぎ、今の機関に伝えていきます。例えば１
歳で一時保護されて、３歳で施設に入所して、５歳
で家庭に引き取られた、今度中学１年生になる子ど
もについて、こんな経緯で育ってきた中で、少し暴
力的なところがありますなど丁寧に伝えることが

できます。
　要対協の構成機関は市区町村によって若干異な
りますが、関係機関で連携して支援に当たります。
児相による法的対応への協力はもちろん、幼児期の
子どもと家庭に対しては保育所の入所や子育て支
援、経済的な困窮には生活保護、保護者の障害には
ヘルパーの派遣、母子保健や精神保健、地域の見守
りや警察、消防の通報対応、医療機関による通院、
入院による診療のほか、訪問看護による家庭のモニ
タリングもあります。学校も、授業だけじゃなくて、
生徒指導、そして放課後の学童保育などがあり、連
携して子どもたちを支援していきます。
　市区町村の具体的なサービスとしては、子ども子
育て支援新制度として、子どものための教育・保育
の給付、子育てのための施設等の利用給付等があり
ます。そして地域子ども・子育て支援事業として、
利用者支援事業や延長保育事業などのほか、子育て
短期支援事業というショートステイやトワイライ
トステイ、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事
業など、様々な支援があります。
　また、令和３年から始まった重層的支援として、
今まで関係のとりにくかった高齢者福祉や地域包
括支援センターとの連携もスタートしました。例え
ばネグレクトの事例で、子どもが学校に行かずにお
年寄りの方のお世話をしているが大丈夫かなとい
う情報が入ったとき、高齢者の支援の方々、それか
ら生活保護と、子どもの担当の母子保健、障害福祉、
そういう機関が集まって、この家族に何ができるの
か検討する取り組みを始めているところです。ヤン
グケアラーへの早期支援、重症化を予防する支援も
期待されるところです。
　さて、ムンロー先生のお話は、日本の課題を示唆
するお話でした。線形系から複雑系への転換につい
ては、市町村はまさに様々な背景状況、関係性に焦
点を置くことに力を入れていく必要があり、それが
可能だと思います。ちょっとした近隣での情報を、
民生委員、児童委員の方々からいただき、学校や保
育所から、子どもの表情が気になるとか、迎えに来
たお母さんがしんどそうだというような情報を集
めて、周りで何が起こっているかをしっかり把握
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し、それに合わせて対応していく。丁寧に家族を見
ていく身近な機関として、日ごろの関係性を大事に
していくということです。実は昨年度から枚方市で
は、スクールソーシャルワーカー（以下、SSW）
を市長部局の子ども家庭相談部署に置きました。１
年経って学校の先生方に、SSWが新しいかたちと
なってどうだったか尋ねたところ、何人かの校長先
生が、要保護児童の連携がうまくいくようになった
とおっしゃいました。SSWが、日常的に同じ部署
の虐待対応担当の人と話をしているんです。そうす
ると昨日家庭訪問に行った、一昨日相談に来た、10
回ぐらい訪問するけどお母さんに会えないなど、
SSWが学校に伝えてくれている。それまでは、通
告に追われてなかなか伝えられずにいて、学校は、
通告をしたけど市は一体何をやっているんだとか、
ほったらかしにされてるんじゃないかと思ってた。
それを、日ごろの状況が伝わることで、動いてくれ
てることが分かったと。
　さて、人材育成による資質と専門性の向上につい
てですが、市町村は人事異動がかなりあります。例
えば地域の保育所の先生だとか支援者の方々は、
ずっとその場所で子どもたちの支援をされている
ことが多いです。すると、職員はまた異動したのか
と、否定的に見られることもあります。一方で新し
い視点が入る。それまで当たり前だと思っていたも
のが違っていたということもあります。また人事異
動で生活保護、障害福祉と異動し、そしてまた子ど
も福祉に戻ってくることもあり、そうして部署間の
連携が深まり、充実していくこともあります。
　ケースへのアセスメント力の向上は重要なテー
マです。情報をどうやって集めるかはとても大事
で、学校へ連絡して、最近の様子をモニタリング
シートの配布・回収によって確認します。その際に

「特に心配なことなし」とか「特に変わりなし」と
か書いてあるんですけど、これが危ないことがあり
ます。直接電話をして担任の先生に聞いてみると、
そういえば先月怪我がありましたとか、最近何か新
しい男性の人が入ってきてパパとか言ってますと
いった情報が入ることもある。この学校には、この
保育所には誰に聞けば一番いいか、どういう聞き方

をすればいいかなど、地域や機関をしっかりわかっ
ていれば、うまく情報収集できます。
　また、保護者面接と子ども面接はとても大事です
が、大切にしているのは、子どもとどうつながるか
ということです。枚方市では、ネグレクトのご家庭
のお母さんに家事、食事を頑張ってもらおうという
のは一旦おいて、そうしたご家庭の子どもたちを集
めてのクッキングを年に２回やっています。ネグレ
クトのご家庭に「こんなことをするよ」とチラシを
持っていくだけでもつながりができて、そしてそう
したご家庭の子どもたちは、恐らく学校での調理実
習では、テキパキとやる子どもたちの後ろで、何か
あたふたしていると思うのですが、ここに来れば自
分が主役になれます。おみそ汁を見たことない子ど
ももいれば、炊飯器って、これでご飯が炊けるのと
びっくりする子どもたちもいます。そしてクッキー
を作っておうちに持ち帰る。それを親御さんと食べ
る。そうやって家族とつながっていきます。
　虐待通告のあった子どもさんには、できれば定期
的に学校でお話を聞くようにしています。大人が丁
寧に子どもの話を聞く。市には一時保護の権限もな
いけれど、あなたのことを一緒に考えたいという姿
勢を子どもたちに示します。子どもが自分の思って
いることを誰かに話してもいいんだということに
気づいてもらう。そういった中で、もう家にいるの
が嫌だといって、リュックサックに服とか自分の大
好きなぬいぐるみを持って家出をしてくる子ども
さんもいます。そこから親御さんと丁寧に話をして
いく、場合によっては一時保護ということもありま
した。
　あと大切にしているのは、新たに着任した課長代
理、課長には、報連相と職員にいう前に、まず家庭
訪問やケース会議から帰ってきたとき、「お疲れさ
ま」と言ってほしいとお願いしています。そしてま
ずは雑談でいいので、こんなことで腹立った、お母
さんにあんな言い方された、学校の先生が全然理解
してくれないなどの話を聴いてほしいと。まずは感
情や迷いを吐き出すことで、実践を振り返ったり、
これからどうしていくかの話に移っていける。
　個別ケース会議は方針決定のとても大事な会議
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でもありますが、同時に我々が大事にしているの
は、参加機関をねぎらうことです。学校の先生や保
育所の先生が、日ごろとても頑張っておられる。先
生がこれをしたおかげで、こんなふうにいま変わっ
てきてますよと伝える。このような関係機関への働
きかけも大切なことだと思っています。
　我々、日ごろの虐待対応が仕事なので一生懸命
になりますが、学校は教育を、そして保育所では
保育を、生活保護では生活福祉に力を注いでいる。
その中で、虐待という視点で一緒にやっていただ
くわけですから、互いの役割を知り、立場をわかり、
そして限界を知った上で尊重し、尊敬していくと
いう姿勢が重要です。私たち市町村は、子どもの
発達や、精神疾患、医療機関などの知識や地域の
情報をもっていて、必要に応じてそれぞれの機関
に届けていく。
　そして早期に問題を発見し、継続的な支援を行う
ことで、重症化を防止することが大切だと思ってい
ます。軽度の子どもを中度にしない、中度の子ども
を重度にしないという視点がとても大事で、そう
いったところに丁寧にかかわっていくことが必要
になります。特に市町村は、中軽度ケースが多いで
す。中度、軽度の中には急に重症化するケースもあ
ります。死亡事例というのは結構その時点では軽度
とか中度が多いです。そこのアセスメントをしっか
りやっていくことも必要です。
　また、家族と一緒に過ごす支援も必要だと思いま
す。お母さんやお父さんの中には、問題意識がない、
虐待認識がない以前に、何に困っているのかわから
ない場合もあります。給付金の届出の書き方とか、
保育所の入所の申請用紙の書き方など、市役所の書
類はわかりにくいです。そこを一緒に書いたり役所
についていくなどして寄り添う。そうしているうち
に１年２年してやっと本当は何に困っているかわ
かってくるということもあります。そんな丁寧な生
活に根差した関りが重要だということをムンロー先
生のお話の中から改めて教えていただきました。

増沢　八木先生、ありがとうございました。ムン
ロー先生は複雑系アプローチ、コンテクスト重視を

述べておられました。市町村の支援においては、ま
さに重要な視点と思います。子どもと家族の抱えた
複合的な課題に対して、身近にいる市町村が寄り添
い、複雑なコンテクストを読み解いて、必要な支援
を届ける。こうした取り組みが重症化の防止のアプ
ローチにつながるということを改めて思いました。
ありがとうございました。
　ここからは、社会的養護の立場から、施設の内海先
生からご発題をいただきます。よろしくお願いします。

内海　内海と申します。横浜市内にあります児童養
護施設で心理療法担当職員をしております。私は社
会的養護、入所施設の立場から、この「求められる
専門性」と、人材育成について、ムンロー先生の講
義を聞いて触発されたことをお話しさせていただ
きます。
　まず初めに、児童養護施設の人材育成状況から見
ていきたいと思います。こんなデータがあります。
10年ぐらい前にブリッジフォースマイルという
NPO法人の行った、施設の職員がどのぐらい継続
して仕事をできているかという調査です。それによ
ると、ある調査期間の中で離職した職員のうち、約
半数が３年未満でやめた。それから勤続年数は主要
職種全体の平均を大きく下回るということでした。
また別のデータで、これは全国の児童養護施設協議
会が行った７～８年前の調査ですが、一施設当たり
の職員の平均勤続年数が7.7年で、入職した職員の
約半数が５年未満で辞めたというデータがありま
す。全国児童養護施設協議会では、危機感を抱き、
長く勤められるような職場環境や人材育成が重点
課題となりました。
　今、平均勤続年数を引き合いに出しましたが、大
事なのは平均よりも分布だと思うんです。例えば20
人の職員がいたとして、すごく極端な例ですけれど
も、１年目の職員と20年選手がそれぞれ同数ずつい
るとすると平均勤続年数は10年になるわけです。平
均勤続年数10年というと、どの職員も押しなべて10
年ぐらいのキャリアを持っているようなイメージ
ですが、実際はそうではないですよね。幾つかの施
設にお邪魔したり、研修で出会ったりした他の施設
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の方たちのお話を聞くと、フタコブラクダみたいな
分布になっている気がします。つまり５年以下ぐら
いの職員がすごく多くて、それから15年が多くて、
その中間層が少し薄いということです。
　実際私の施設は、５年以下が６割ぐらい、それか
ら６年から15年ぐらい、15年以上がそれぞれ２割ず
つぐらいの分布でした。概して５年以下の入れかわ
りが多いというのは、先ほどの調査と変わらないと
思います。
　そこからいうと、私の施設の人材育成がうまく
いっているとは言えないと思うんです。かといって
管理職も頑張ってますし、他の職員も頑張っている
ので、失敗してるとまで言ってしまうとちょっと我
が職場にも酷かなとは思いますけれども。それから
人材育成を考えるのだったら、本来養成課程がどう
かとか、採用の段階でどれぐらいの水準を求めるの
かといったことも関係してくるので、一概に施設の
中での体制だけでは言えないと思います。しかし概
してうまくはいっていない。ただうまくいかないな
りに考えてきたこと、試してきたことはあります
し、少しはいい流れが生じたこともあったので、そ
ういったお話をできればと思います。
　それで、一つここでご紹介したい文献がございま
す。これは私がこの分野における専門性を考えると
きに時々読み返す文献です。土居健郎先生が書かれ
た「専門性と人間性」という文献です。土居健郎先
生は精神科医で、日本の精神分析の草分け的な先生
です。私は1990年代の半ばに心理の勉強をしました
が、私より年上の方たちだったら、読んだことのな
い人はいないというような専門書を書かれた先生で
す。それから極めて厳しい心理療法、精神療法のト
レーナーとしても知られた方です。一般読者には『甘
えの構造』という、1971年に書かれ、当時ベストセラー
になった本の著者としても知られています。
　その先生が、1990年の心理臨床学会の招待講演で
お話しされた講演録です。当時心理職というのは、
人の話を聞くだけと見られがちだった。そして実際
心理職の専門性に関しては、特に1970年代に非常に
激しい論争や議論があり、それで学会が分裂したほ
どの問題で、その後、ある程度マジョリティーを獲

得した学会が一つの母体となって、臨床心理士とい
う資格制度ができた。それが1980年代の終わりで
す。そういった専門性が確立されていく時期に、と
ても意味を持った講演です
　内容はこんなところから始まります。「専門家」
というものに相当する英語は、大きく分けて二つあ
る。一つは「スペシャリスト」、それから「プロフェッ
ショナル」。スペシャリストというのは、単にエキ
スパートにすぎない。狭い分野のことを知っている
だけで、イギリスにおいては、ゼネラル・プラク
ティショナーという、一般的な人間全体を見るとい
う人のほうがより尊重されていて、狭い領域しか知
らないスペシャリストに対しては、少し批判的な意
味合いが込められている。それからプロフェッショ
ナルに関しても、要はご飯の糧を得ているだけ、身
過ぎ世過ぎの糧を得ているだけだというような
ニュアンスが込められていると。これは30年前の講
演の内容ですから、今はどうかわかりませんけど。
　それに対して日本では「専門家」に相当する言葉
は「玄人」であって、そうでない人は「素人」といっ
て、一般に英語に込められるような批判的なニュア
ンスは、この玄人という言葉にはないと。玄人はす
ごく尊敬されるし、素人は蔑まれる、ちょっと下に
見られる風潮がある。しかしこの価値判断を疑い、
ひっくり返したのが夏目漱石で、漱石の随筆の紹介
も始まります。玄人の特色は、結局「人間の外部に
付着するものである」と。「要するに黒人（くろうと）
の誇りは単に技巧の二字に帰着してしまう」「うわ
べだけの改良でことが済むのだから、精神的の修養
よりもはるかに容易」だと。ここで漱石が批判した
という玄人の内容は、色々修練して、おさらいをし
て外にくっつけるもので、人間の中身に根差してい
ないというわけです。
　ここまでお話してきた上で、土居先生がこんな言
葉を言われます。「実はわれわれの仕事の中で一番
重大なことは、そしてそれこそわれわれの専門性を
確立する上で一番大事なことは、なかなか一口では
表現できないのです。これを修得すればそれで専門
家になれたと言えないところがあるんです。言葉を
換えますと精神療法はどこまで言ってもなかなか
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熟達しないというか、どこまでいっても初心者とい
うか、そういう点があるわけです。スーパーヴィ
ジョンを受け、あるいは教育分析を受けたらすごく
武装されて、立派な玄人になって、立派なスペシャ
リストになって、鬼でも鉄砲でもやって来いという
ふうになるかというとそうならない。そういう点が
ある」ということなんです。
　そういった難しさを言った先に、さらにこんな言
葉を言われます。「この道ではなかなか玄人になれ
ないということですね。いや、玄人になってはいけ
ないんです。なぜか。マンネリ化するからです。マ
ンネリ化したらもうだめなんです。素人であり続け
ることが、実は心理療法家、精神療法家の玄人たる
ゆえんなんです。だから玄人とか素人というふうに
簡単には分けられない。こういうことを申し上げた
かったのです。一番肝心なのは玄人であること、専
門家であることに安住してはいけない、それぐらい
に難しいことを私たちはやっているのだと申し上
げたかったのです」と。
　これはサイコセラピストだけでなく、子ども家庭
福祉に携わる対人援助職一般に言えることだと思
います。考えるべきことは、素人であり続けること
がどういうことなのかということだと思うんです。
私なりに考えますと、初めてのように新鮮な目と気
持ちで臨めること。わけ知り顔にならずに、素直に
驚いたり、心を躍らせたり、心を震わせたりするこ
とができることじゃないかと。それから自分の率直
な気持ちに開かれていること。特に、うまくいかな
いぶざまな自分のありさまに対しても開かれてい
ること。手あかのついた既成のフレーズで失敗とか
をごまかさないで、それと向き合えることじゃない
かと。それから先ほど漱石の言葉に出てきた、外部
に付着したということとの対比でいうと、自分の本
態とか実質で臨むことじゃないかと思うんですね。
経験を重ねながらも初めてのような素直さと新鮮
さで臨み続けること。これはほとんど不可能じゃな
いかなと思える難しさがあると思います。
　さて、重要なのは施設の中でその専門性を磨くに
はどうしたらいいかということですね。ムンロー先
生の講義の中心対象は、町なかで暮らしている子た

ちに関わるソーシャルワーカーですが、インケアが
主の施設でも大いにうなずけるものばかりだった
と思います。一つは結果として現れたよからぬこ
と、その背景は複雑で、要因も、絡み方も複雑だと
いうこと。それから線形的な因果関係に焦点化した
解決策は、ひずみも生むということ。そして、よか
らぬ結果をもたらした悪者を見出し、批判し、責任
追及する風土は、責任や批判回避の手続にエネル
ギーを割く不毛さにつながってしまうこと。そう
いったことが、すごくうなずけました。
　大切なのは、結果としてのよからぬことは揺るが
ず否定しながらも、そこに至る背景や経緯、心情の
推移を含めて正直に検討する、そういう厳しさなん
だろうと思います。例えば職員が少し踏み越えてし
まって子どもに恫喝的な対応をしてしまった。さら
に一歩踏み込んでひっぱたいてしまった、これはも
ちろん否定されるべきことですね。大事なのは、そ
の行為は否定しながらも、複雑な背景要因をしっか
りと見詰める。それは厳しいことだと思うんです。
この場合の厳しさというのは、非難とか処分の軽重
ではなく、事態全体を脚色なく見詰めるということ
です。これは、依存症治療におけるハームリダク
ション的な発想です。依存症治療では、「ダメ！」
とかだけではなくて、二次被害の低減を目指すこと
が今主流の考え方です。やりたいとか、やってし
まった、やめられないというふうに安心して言える
場を作ることで、潜在化せず、あるいは潜在化した
ものが悪化せずというふうになる。そういうのを依
存症治療では目指すんですけど、そういった発想に
近いと思います。
　大事なのは、施設内にどうしたらそのように正直
でいられる「安全文化」を醸成できるかだと思うん
です。この安全文化というのは、報告できる文化、
だめなことはだめとした罰則もある正義の文化、そ
れから学習する文化、それから柔軟に対応できる文
化です。そういった安全文化をどう醸成できるかと
いうことですね。
　必要なのはその大切さだけでなく、難しさもまず
認識すること。まずかったなとか、やってしまった
なみたいなことは、経験年数とか施設内地位が上が
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れば上がるほどに認めることが難しくなるし、指摘
されにくくもなる。結局、上に立つ者の在り方が、
こうした文化を醸成するときに最も重要だと思い
ます。聴く耳を持つことや、責任転嫁せず向き合う
姿勢。一般企業など権限だけ振るって、責任は下に
任せるということは往々にしてありますよね。それ
から職員の地道な努力をちゃんと見ている姿勢が
大事だと思います。
　さらには「外」の眼ですね、児相とか第三者委員
会はもちろん、近隣住民や、実習生の目、そういっ
たものにも開かれているか。それから心理職として
は、自分の発言に皆が感嘆してうなずくよりも、ほ
かの職員の発言とか見解にきちんと自分が驚いた
り、感嘆したり、おもしろがったりするほうが大事
かなと最近特に思います。
　これは以前子どもの虹の研修会で学んだことで
すが、人が育つことには憧れの対象が見つかりやす
いような工夫も重要です。例を挙げればチューター
制などです。何かあったら来てねじゃ足りず、ある
程度組織として当てがう形で、その対象を見つけや
すいようにする。それから部分的にでも活躍の場を
与え、園内研修の講師を４～５年目の職員に任せる
ことで、任された職員の振り返りになったり、より
伝えやすい方略を練る、そんな工夫をすることで少
し軌道に乗った時期もありました。
　そんなところで、私のお話を終わりたいと思いま
す。ご清聴ありがとうございました。

増沢　内海先生、ありがとうございました。素人で
あり続けることが玄人なんだという、常に変わり続
けることの重要さ、姿勢をお話しいただき、また、
ムンロー先生のお話が、インケア、施設の中の人材
育成や考え方にも非常に有効であることを改めて
内海先生から教えていただきました。

第２部：討議

　ここからは、３人の先生方でディスカッションを
して理解を深めていけたらと思います。３人とも共
通して話されていたことは、背景を読み取ってアセ

スメントしていく大切さです。藥師寺先生はアセス
メントツールの開発まで取り組まれていて、八木先
生も色々な関係機関とつながり話すことが有効だ
というお話もあり、また、内海先生はその姿勢とい
うこともお話されました。まずはこの点をさらに踏
み込んでいきたいと思います。
　その中で藥師寺先生にご質問で、さっき４×４×
４のスーパーバイズシステムのお話があり、多分わ
からない方もおられると思うんで、まずそこのご説
明から、そしてアセスメント力を上げていくためさ
らなる手立て等お話しいただければと思います。よ
ろしくお願いします。

藥師寺　４×４×４という統合モデルのスーパービ
ジョンの一番の特徴は、スーパーバイジー（以下「バ
イジー」）とスーパーバイザー（以下「バイザー」）
の関係がフラットで、双方向なことです。サービス
利用者の生活状況に改善をもたらし、バイジーが所
属する組織やサービス利用者の支援を行う組織と
の関わりをスムーズにするために、バイジーがバイ
ザーから一方的に教えられるとか、導かれるとかで
はなく、一緒に考えていく。そこが一番の特徴だと
理解しています。
　４×４×４は、その構造を簡単に説明しますと

「サービス利用者」、「職員」、「所属組織」、それから
「パートナー（関係機関）」の４つをステイクホル
ダーとして真ん中に置きます。そして、外周には「管
理的側面（Management）」、「学習と能力開発

（Development）」、「支援的側面（Support）」、そし
てこのモデルの特徴である「仲介（Mediation）」の
４つを機能として外周に置きます。さらにステイクホ
ルダーの周囲を取り囲むように「体験（Experience）」、

「振り返り（Reflection）」、「分析（Analysis）」、「計
画と活動（Plans	 and	Action）」の４つをスーパー
ビジョンサイクルとして置いています。バイザーと
バイジーが、実際にスーパービジョンを行う際には、
ステイクホルダーの中でも「サービス利用者」とし
ての「子ども」の生活状況の改善に焦点を当てなが
ら、まず「体験」をあぶり出し、それを「振り返り」、
そして「分析」を通じて、次の「計画と活動」へと
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展開していきます。そうしたスーパービジョンを組
織として、専門的に行っていくというものです。

増沢　イメージでいうと、指導される、する側では
なく、ともに考える展開ですね。

藥師寺　そうですね。

増沢　続けて藥師寺先生にお尋ねします。岡山では
イギリスをモデルにしながらアセスメントツール
を作られたんですね。この取り組みの展開がすごく
重要と思って聞かせていただきました。国や他の誰
かがつくったアセスメントツールに従って、それを
チェックして答えを出すのではなくて、自分たちで
つくって、それを現場にフィードバックさせ、つく
り直していく過程は、これに携わったスタッフのア
セスメント力の向上につながったと思いますが、ど
うでしょうか。

藥師寺　おっしゃるとおりです。英国内の各自治体
が使用している児童福祉分野のアセスメントツー
ルの多くは、インターネットで公開されています。
そうした中から、「これは活用できるのではないか」
というものを検証委員だった先生が紹介してくだ
さり、それをみんなで翻訳し実際の事例に当てはめ
てみます。そして実践で活用した結果をフィード
バックして、さらに修正を加えていき、また活用し
ます。もちろん、必要があれば、その過程で著作者
へ使用許可も取っています。こうした一連の作業を
通じて、児童ソーシャルワークに基づく「子ども中
心」のアセスメント力が高まり、さらに児童ソー
シャルワーカーの中に研究マインドが育まれてい
きます。この研究マインドの育成が、児相の人材育
成では重要だと考えています。

増沢　ありがとうございました。八木先生、どうで
しょうか、いろんな情報が集まるのが市町村という
お話をされました。その上で、さらにどうしたらア
セスメント力、判断力を磨いていけるか。その辺、
どうでしょうか。

八木　アセスメント力をつけていくことは課題だ
と思っているので、大事にしていたのは、定期的な
進行管理の前に所内で全件の見直しをしているこ
とです。私や課長など管理職も入って１ケースずつ
援助方針はこれでよかったのか、関わってどうだっ
たかという話を聞いていくんです。これを年３回、
中度以上は年に６回します。
　日頃のスーパーバイザーとの話とは別に定期的
に一旦立ち止まって、今このケースどうなってると
か、今後どうしたらいいかとか、何がいま一番心配
だと思うかみたいなことを、管理職が教えてもら
う。そのようにしてケースを振り返る時間をとって
所内での方針決定をしているんです。日常のスー
パーバイズももちろん大事ですし、それを別の人が
改めて聞く、振り返る場を幾重にも作る。そこでは、
できるだけ責められることない形で一緒に考えて
いく。

増沢　ありがとうございます。常に話を聞いてスー
パーバイズ、一緒に考えるというその常時の部分
と、一定時間をとった、定期的に俯瞰する、この二
重のシステムをつくるということですね。それと八
木先生はさっきお話の中でもすごく重要なことを
おっしゃられていたのは、批判的でない、聞く側の
姿勢。これは先ほどの藥師寺先生のスーパービジョ
ンの話にも通じると思うんですけども、報連相の前
にねぎらうことだというのがすごく印象的でした。
平等性とか、上から目線でないとか、上下でないと
か、そうした上司の姿勢がすごく重要ということで
すね。

八木　思いを言葉にすることによって、そこで見え
てきたり、思い出したりとか、まとまったりするこ
とがあると思うのです。日頃からもそうした場を
作っていくことは、多分必要なんだと思います。な
ので会議ではなく雑談の場は重要ですし、またねぎ
らいを受けて、質問に答えながら自分の言葉でまと
めていくことも重要。そういう意味では「どう思
う？」というふうに尋ねることが大事。
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増沢　日常の会話の重要性はすごく思いました。八
木先生の職場の雰囲気が、何か伝わってくる感じが
します。だからでしょうか。SSWの方の所属がいっ
しょになり、雑談の中から情報が共有され関係がと
れてきたというお話がよく分かります。それと八木
先生がおっしゃった、急に変化するケース、いっぱ
いありますよね。そこで、いろんな機関の支援者が
日常的につながり、情報が速やかに入れば、重症化
の予防率は確実に上がる。市町村のそういうつなが
りあいのネットをつくっていくことが実はアセス
メントの向上につながると思いました。
　それでは次に内海先生、アセスメント力をどう高
めていくかというあたりをお願いします。

内海　究極的には、やはりよき聞き手がいるという
ことかと思うんです。自分のことに引きつけて言う
と、自分の発言でも、それから書いた文章でも、誰
かが反応してくれること、具体的にここがよかった
とか、その具体的個所を挙げて反応してもらうこと
が自分には一番励みになったり、これは価値がある
んだ、と思ったりするわけですね。
　一心理職としても、私は施設の心理職を始めて22
年目になるんですけれど、最初、入職したときには、
施設にとって初めての心理職でした。それで、会議
の中で時々話を振られるわけです。心理としてはど
う思うみたいな感じで。そうすると、自分の発言に

「ほう」と人がうなずいてくれたりとか、それから
ちょっと若い職員がペンでメモをとり始めようも
のなら、今日は仕事したという、そんな気持ちに
なっていたんです。だけど10数年ぐらいたったとき
にある研修でいらした方が、職員が自分の考えが
合ってるか、間違ってるかばかり気にしてて、自分
の発言とか自分の発見とかが子どもの理解を形づ
くるのに貢献してるという実感が薄いのではない
かとおっしゃって。
　それで、はたと思ったのです。自分の発言にみん
ながうなずくよりも、それぞれの職員が、自分がこ
の子に関してこう思ったとか、こういうところが
あったとか、こんなふうに変化したみたいだといっ
た報告に、驚いたり感心したりといった反応をする

ほうが大事じゃないかなと。
　この前も、自分の状態をきちんとモニターできな
い、そういう高校生がいるんですけど。その子が、

「自分は週末までは頑張って、週末に疲れがたまっ
てくるから、土日はそれでしっかり休んでリフレッ
シュしようとするんだ」なんていうことを言ってた
んですって。それ、すごいねみたいなことを反応し
たんですね、私も周りも。あの子がそんなふうに自
分の様子をキャッチして、それを担当の職員に言
うってすごいよねみたいな。そういった変化とかに
対して驚いたり、感嘆したり、そういったことの積
み重ねが、ここを見るんだなとか、ここが大事なん
だなという目を育成するのにつながるんじゃない
かなと思うんですね。

増沢　ありがとうございました。話すことが大事な
情報になるわけで、そして自分の気づきを話してい
いんだと思えるには、そこでちゃんと聞いてくれ
る、反応してくれるという、聞く側の姿勢が重要だ
という、とても大切な視点をお話しいただきまし
た。しかしそれが、忙しくてできない人がいる。ま
た上の立場になればなるほど聞くより指導すると
なりがちです。ここがまた玄人とか専門家というふ
うな、何か外側のよろいの意識が高くなるほど、指
導せねばなどとなりやすい。
　土居先生はアセスメントのことを見立てとおっ
しゃってました。この見立て力を上げるためには、
素人の感覚をずっと持ち続けることが一つ。そし
て報告に耳を傾け純粋に反応すること。このこと
は、人間性、器の広さといったものが問われます
よね。つまりスーパーバイザーや上に立つ人たち
の姿勢が問われ、そのことが職員のアセスメント
や見立て力、判断力を上げていくことにつながっ
ていく。ムンロー先生もこの点を指摘していまし
た、より良い実践には、その職員の力に限定されず、
組織の中の色々な要件が人材育成に絡む中で、リー
ダーの姿勢はそれらの要件の重要な一つであると
いうことです。
　さて、八木先生は重症化を防ぐための早期支援が
重要と話され、内海先生も二次的障害を減らしてい
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く、ここでも重症化させないという視点で話されま
した。この早期の段階での支援をさらに進めていく
ために、それぞれのお立場で貢献できる視点があれ
ばさらにお話ししていただきたいと思うのですが、
八木先生どうですか。

八木　市町村の子ども家庭福祉の、いわゆる要対協
の調整機関になりますが、それがあれば支援をでき
るということではないです。市町村の仕事は、面接
や家庭訪問、アセスメントという専門性も求められ
るんですが、機関連携として保育所や学校、それか
ら児童委員、そういう人たちが状況に気づき、適切
に言葉をかけられる地域づくり、それが結果的に早
期支援になると思うんですね。
　なので、いかにその人たちが日ごろ普通にやって
いることを意味づけしていくかが重要です。先生が
今こうして通告してくれたことが、例えば小学校に
行ってもし同じけががあったときに、２回目だよね
と言えるよね、だからこの通告には意味がある。通
告するというのは通告しなければならないんじゃ
なくて、こう次につながることになるなどと、新任
教頭研修などで伝えます。
　それから子育て支援の文脈で、いろんな新しい仕
掛けをつくっていく。例えばお父さんたちも、結構
子どもへの接し方に迷ってて、悩んでいます。もち
ろん要保護児童のお父さんもそうです。そんなお父
さんたちに子育て講座みたいなのをやるんです。そ
うすると次は、お父さんたちのグループをしたいね
となって、グループプログラムを実施する。そこで
本音を聞けたり、しんどさが分かったりということ
があります。
　それ以外にも、虐待以外の相談、例えば発達のこ
とや不登校の問題などでしっかりかかわる中で、不
適切なかかわりに進まないよう予防する。多角的な
支援から網の目も張りめぐらしてかかわることが、
早期支援になるのかなと思っています。

増沢　通告した、しないというレベルではなくて、
例えば学校の先生が心配な子どもがいる。そんなレ
ベルの心配を聞いて、よく話してくださいましたと

その内容に反応する。伝えることで自分の気づきに
つながるような、そういう関係機関や当事者をまね
いたネットが地域ごとにできたら、それはすばらし
い早期支援になり得るし、かかわる大人の子ども理
解が深まっていくと思いました。
　内海さん、どうでしょうか。

内海　先ほどから考えていたんですけど、早期支援
を施設の中で考えると、どうしても大きな問題行動
にならずに済んだとか、施設を揺るがすような事件
にならなかったとか、そういったものを思い浮かべ
ます。そうすると、あそこでああいうふうに手を
打っていればとか、それこそ後知恵バイアスですけ
ど、あそこでもうちょっと話を聞けていたらなと
か、そういうことばかりが思い浮かんでしまいま
す。恐らく施設の中でそういう意味での早期支援が
できた、早めに初期消火できたケースは、あまり職
員としての記憶に残らないのかなとも思います。
　ただ、あそこでもうちょっとああいうことができ
てればなというものを重ねていくうちに、ここが大
事なんじゃないかなとか、これはまだ揺らぎ始めだ
けど、ここでちょっとエネルギーを割いておく必要
がある、みたいなものは、多少できてくると思いま
す。そういったことを重ねていくことかなと思いま
した。ちょっと抽象的な話なんですけど。
　この前も、絶対おうちには帰らないと決めてか
かってきた小学生が、親族からの手紙かなんかで少
し揺れている様子がある。そこでもう一歩踏み込ん
で話を聞くか、もうちょっと様子を見るかみたい
な、そんなときに、「いや、この子のこれまでの行
動を見てると、普通に何もないようにしていても、
突然爆発する傾向があるから、早めに話を聴く場を
つくったほうがいい」という判断をしたことがあっ
て。そこでファミリーソーシャルワーカーもすごく
上手に話を聞いてくれて、最近の気持ちの揺れみた
いなものを話してくれたことがありました。これは
派手な対応ではありませんが、初期消火というか、
早期支援が可能だったケースはこういった気づき
とタイミングを考えた対応なのかなと思いました。
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増沢　ありがとうございました。いま後知恵バイア
スというお話しがありました。児童虐待防止で最悪
の場合は子どもの死亡なのですが、いま死亡ケース
に関しては検証報告がなされています。そして後知
恵バイアスも生じながら、過去の取り組みの検討を
するわけだけど、いま内海先生がおっしゃったよう
に、施設でいろんなことが起こるときに、じゃあ入
所のときにもう少し何かできなかったのか、入所に
至る前にできたことがあったのではないかって、多
分あると思うんですよね。
　重症化を防ぐというのは、死亡検証だけでなく
て、施設入所の段階とか一時保護になったときに、
何で入所や一時保護に至ってしまったのかと振り
返る。さらにその前に要保護に登録されたときに、
登録前に何かできなかったのかと。前に、前にとい
う時点に立ち返った振り返りをしていくと、かなり
早期支援のヒントが見出せるような気がします。
　藥師寺先生、どうでしょうか。

藥師寺　早期支援に関して、八木先生のお話をうか
がってうらやましく思ったのは、児相単体だと地域
で子どもとその家族の暮らしを支えるためのリ
ソースが伝統的に乏しく、結局、旧来からある一時
保護所や施設等の利用といった入所型支援のリ
ソースか、或いは心理的なセラピーといったクリ
ニック的な支援のリソースかを選択してしまう傾
向が強くなります。そのため、地域で子どもとその
家族の生活を早い段階で安定させるための支援活
動を児相が実践できるかといえば、現状のままで
は、非常に厳しい状況にあると感じています。
　早期支援に関連して、岡山県では、いわゆる「チ
ルドレン・イン・ニーズ」という形で地域の子ども
の支援者に啓発を行い、意識変革を進めてきまし
た。子ども目線で虐待を捉え直し、例えば「大人に
大事にされる機会が、他の子どもよりも少ないこ
と」とか、「他の子どもと比べて、子どもらしく過
ごせる場所がないこと」など、「子どもたちのため
に何かしてあげたい」という気持ちがあれば、皆さ
んも支援することができますよということです。そ
れから、子育てで困ったときには誰でも「助けてほ

しい」と相談できること、通告は「気づいて、つな
いで、支え合う」ために行われることなどです。つ
まり、「虐待」か「虐待ではない」といった判断で
支援の有無を決めるのではなく、子どもに心配な状
況が見られれば、虐待かどうかに関わらず、支援が
必要であり、もっと早期に手を差し伸べられるんだ
という意識を持ってもらいたいと考えてきました。

「虐待」とされてしまう段階になったら、地域の子
どもの支援者は、子どもとその家族に関わることが
怖くなっている場合も多く、一刻も早く専門家の手
に支援を委ねようとなってしまいますので、その前
の段階で手が差し伸べられる体制、その素地を創る
ことにも挑戦してきました。しかし、早期支援とい
う点では、まだまだ、これからの課題であり、今後、
充実させていく必要があると認識しています。
　それから、最近、事例を通じて見えるのは、母子
保健担当の保健師や学校の先生たちの根本的なマ
ンパワーの不足や、それに伴う多忙な状況に加え
て、新型コロナ対策が加わっていることもあって、
以前のように支援を必要とする母子へきめ細かに
関わることや、支援を必要とする子どもやその家族
をフォローすることが難しくなっている状況です。
そのため、子どもがかなり傷ついた状態で児相に辿
り着く事例が増えているように思います。
　もう一つ、事例を通じて私が課題だと思っている
のは、児童福祉や母子保健、教育の分野で、分業制
の視点に立った改革が進められていることです。そ
の機関が多忙な状況であれば、マンパワーの充足と
いう方向ではなく、機関の機能や業務を切り分けた
り、外部委託しましょうという発想は、役所や機関
の都合であって、子どもとその家族といったサービ
ス利用者にとっては、大変わかりにくいものだと思
います。そうした改革が推し進められる一方で、支
援の一貫性や連続性が謳われています。確かに、現
状の組織が有するマンパワーで提供できる支援に
は限りがありますが、それを切り分けたり、外部委
託したりすれば、支援の一貫性や連続性は、確実に
途切れてしまいます。そうした体制は、サービス利
用者から見ると、「こちらで支援できるのは、ここ
までです。後は○○へ行って相談してください」と

■ Ⅱ. 特別企画「児童家庭福祉にたずさわる人材の専門性」 ■

113



いう、いわゆる「たらい回し」とか、「責任の主体
がわからない」といった状況をさらに強化すること
につながってしまうので慎重に検討すべきだと思
います。

増沢　ありがとうございます。分業化が進む中での
多機関協働、多分これは世界中の課題でもあり、日
本でも大きな課題だと思います。コメントありがと
うございます。また、市町村が本当にリソースを
持っている、キーは市町村なのだろうと。そして、
児相がそこにどれだけのコンサルテーション等の
サポートをしていくかが重要になると思います。
　最後に組織全体を考えたいと思います。藥師寺先
生には児相組織そのものが批判的振り返りをしな
がら進歩してきた軌跡を聞かせていただいきまし
た。こうした組織の文化を醸成していくために何が
大事かということを、話していただければと思いま
す。藥師寺先生からお願いします。

藥師寺　児相は、どのような機関で、何が役割なの
かを改めて定義し、児童ソーシャルワーカー一人ひ
とりが自覚する必要があると思います。現状のまま
進めば、先程ムンロー先生がおっしゃっていたよう
に自己防衛的な組織としての方向へ進まないとも限
りません。岡山県では、児相は子どもの権利を実現
する機関であるというベースラインを明確にし、子
どもを中心とした支援を実践することが役割だと定
義して、先人の実践と英国の実践に学び、それを融
合させながら、ここまで活動を展開してきました。
　私が所長を務めている倉敷児相は、在宅の虐待
ケースが約1,600件あって、年間の通告は約1,000件
です。その全部を私自身が把握し、的確な判断を下
せるかと考えたら、それは困難です。それをカバー
してくれているのが、各課長やスーパーバイザー、
児童ソーシャルワーカーたちスタッフです。そうし
たスタッフたちが、子どもへの支援を通じて、お互
いに学び合いながら成長し、それが組織的にバック
アップされ、きちんと機能していくことで、子ども
に良い結果をもたらすための支援活動が実践でき
る組織が構築できると考えています。そのために

は、先ほど内海先生がおっしゃった、トップの姿勢
が重要になると思います。つまり、私自身がそうし
た組織が構築されるようにリードしていかなけれ
ばならないと認識しています。

増沢　ありがとうございます。八木先生、お願いし
ます。

八木　もしかしたら直接組織ということにならな
いとは思うんですけど、いろんな市町村のつなが
り、例えばいま大阪は中核市のネットワークを作
り、組織で大きいところ同士で同じような思いが
あって情報交換すると、それぞれの工夫がわかり、
互いに学びあえ、良い工夫は取り入れて一緒に発展
していける。そして子どもの虹に行かせていただい
て私はすごく元気になって帰るんですけど、受講さ
れる方々もどんどんいい顔になって帰られるんで
すね。それは何かというと、もちろん研修の学びも
あるんですけれど、それ以外に、みんなも頑張って
るんだとか、こんなやり方もありなのかほかの市町
村の取り組みや頑張りに触れ、横並びで学ぶ機会で
立ち戻って、じゃあうちはこうしていこうというと
力が湧いてきて、結果それぞれの組織の力となる、
そんな学びあう場が重要なんだと思っています。

増沢　内海さん、お願いします。

内海　上に立つ者のあり方は確かに重要ですけれ
ども。反転して、矛盾するようですが、そればかり
言ってしまうと安易に上の人だけのせいにすれば
いいというか、非常に安易な管理職批判というか、
体制批判の怠惰な姿勢にも通じるかなという気が
しまして。やはりそれぞれの者がそれぞれの立場で
お互いに、相手の大変さや置かれている状況をしっ
かり聞くこと。そういった形で、それぞれの立場で
ベストを尽くすというところになるのかなと思い
ました。
　それで八木さんもおっしゃってましたが、そうい
う自分であるためには、少し外の空気といったもの
を吸って、新鮮な自分でいられるように努めること
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がそこにつながるのかなと思いました。

増沢　ありがとうございました。これでディスカッ
ションは終了したいと思うんですが、最後に追加の
情報で、先ほど内海先生が安全文化の話に触れられ
ましたので、その辺を少しお伝えいたします。
　ハインリッヒの法則というものがあって。一つの
重大事件の前には30の軽微な事故があって、その背
景には300の、無害だけど危険な事象があるという
考え方です。つまり大きな死亡事件とかが起きる前
には、一時保護になっていたり、あるいはその前に
要保護であったり、あるいはその前に気になるとこ
ろに早期のレベルで見逃さずに手を打つことが重
要で、そのことが最終的な、重大な事件を減らすと
いう法則です。
　安全文化は、リーズンが唱えたもので、事故を防
いでいくために必要な組織内文化です。４つの文化
が提示されています。１つ目は報告できる文化。自
分の失敗も含めていろんなことを話せる文化。これ
は、実はそれを聴く人がいるというのがすごく大事
で、自分の不利なことでも、失敗したことでも安心
して話すことができる。これが、叱られるとか罰せ
られると思ったら報告できなくなる。
　２つ目は正義の文化、最低限の規則があって、規
則違反や意図的な不正行為にはちゃんと罰がある
ということです。
　３つ目は学習する文化、過去の事象を検証し、よ
りよい手だてを検討していける文化。これがスー
パービジョンやカンファレス等を通してケースか
ら学ぶということ。それに合わせて、規則や、様々
な支援方法を修正していく。岡山県のアセスメント
ツール開発も、ケースに当てながら振り返り、修正
していく典型でしたが、まさにそういうことだと思
います。
　４つ目が柔軟な文化、とはいえ前線の職員がその
現場で自分が判断して、直接対応しなければいけな
いことがある。児相の判断だといったら手遅れだと
いうことだってあると。そのときには事態に応じた
臨機応変な対応をするということです。極度に緊張
の高い航空会社は、まさにこれが大事で、パイロッ

トのその時の判断が最終的にすごく重視される。
　ということで、追加情報でした。今回は、求めら
れる専門性、個人においても組織においても、どう
専門性を上げていくかというテーマで、パネルディ
スカッションを行いました。３人の先生方には、本
当に貴重な報告と、様々な視点から貴重なご意見を
いただきました。３人の先生方に感謝の拍手を送ら
せていただきます。ありがとうございました。それ
では終了いたします。

（終了）
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子どもの虹情報研修センター設立20周年にあたり、

センターの運営及び各事業に深い関りのある方々に、

ご寄稿いただきました。

20周年に寄せて
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くれたけ法律事務所
弁護士　磯谷	文明子どもの虹のこれまでとこれから～20周年に寄せて

20年があっという間に感じるのは、わが身が年を取ったからだろう。その間、子どもの虹との関わりでは、
当初、企画評価委員になり、その後、才村純先生の後に委員長を務め、昨年度まで運営委員会委員長を務めた。
また、専門相談では法律部門のお手伝いをしてきた。

ところで、児童虐待防止法制は改正の頻度が高く、目まぐるしく増築・改築を繰り返し、複雑怪奇な建造物
のようになっている。そのようななかで児童虐待防止法制を正しく理解し、実務で活用していくのは専門家と
いえども容易ではない。

それだけに、専門家向けの研修など情報発信が重要だ。子どもの虹はその面で中核的な役割を果たしてきた
が、2018年度から新たに児童相談所に関わる弁護士向けの研修に踏み出した。子どもの虹が企画することで、
法律以外の専門家にも参加していただき、研修の場においても多職種連携を実践できている。

専門相談も、初期の頃は弁護士と連携していない、あるいは連携の薄い児童相談所も少なくなく、医療で言
えば一次救急的な役割が多かったが、徐々に弁護士配置が進み、今ではセカンド・オピニオンを求められるこ
とも多くなった。

児童虐待防止法制の現状をみると、すでに法的ツールは概ねそろっていると考えている。喫緊の課題は現場
がそれをきちんと機能させていくことだ。そのためには二つ条件がある。ひとつは知識経験である。先に触れ
たとおり法制度は頻繁に変わるうえ、児童福祉の現場には常に新しい人材が入ってくる。必要な知識経験をしっ
かり伝えていくことが大切だ。

もうひとつはハート（心）である。マニュアルの定める手続を履践することだけに専心するのではなく、子
どもの意見・気持ちを受け止めつつ、子どもに寄り添う決意が求められる。支援者は常に自分自身が子ども本
位であるかどうか自問自答するべきだろう。

この二点において、改めて子どもの虹の役割の大きさを思う。とりわけハートの伝達には意識的に取り組む
だけの価値があると感じるこの頃だ。

社会福祉法人幼年保護会　甲突寮（横浜力行舎）
加藤	芳明企画評価委員会に関わって

子どもの虹情報研修センターとのお付き合いは、私が神奈川県中央児童相談所の副所長だった平成15、16年
の、当時まだ受講が義務でなかった新任児童相談所長研修で「リスクマネジメント」について講義をさせてい
ただいたのが端緒だったと思います。

その後、義務化後の新任児童相談所長研修で２回、同様の講義等を担当し、平成20年度にはセンターの「児
童相談所における児童福祉司スーパーバイズのあり方に関する研究」に参加させていただいたり、平成25年度
にはテーマ別研修「死亡事例から学ぶ」のシンポジストを担当したりということもありました。

そんな経過もあってか、平成26年度からは「企画評価委員」を仰せつかることとなりました。委員会では、
児童の社会的養護に関わる各界の第一人者の方々の多角的な立場からの助言や熱い思いを伺い、とても刺激に
なりました。そんな中、私の提案がもとで平成28年度のテーマ別研修を「ステップファミリー」にしていただ
き長年の願いが叶いました。
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私は、児相長時代から、離婚に伴う子どもの喪失感や継親と子どもとの間の関係構築の難しさなどに対して、
十分な配慮や対応がなされていない現状から、問題が起こる前からの、日常の悩みや葛藤、要望などについて、
ステップファミリーの子ども自身への対面の相談やアドボケイトなどの支援の必要性を感じていました。平成
29年３月の研修会では定員162人に対して213人の応募という関心の高さが伺われました。家裁・司法の関係者
と福祉や保健の関係者が一堂に会して、連携の必要性を確認できたことは大きな一歩だったのではないでしょ
うか。

また、平成28年度からは企画評価委員長を務めさせていただくこととなり、今日に至るわけですが、その後
も世間を驚愕させるような児童虐待死亡事例が断続的に発生し、それを追うように制度改正が速いテンポでな
されていく中、児相、施設等の運営や人材育成のあり方について、この委員会での意見、提言等はとても重要
な意味を持つものと思います。現下の喫緊なテーマである「子どもの意見表明権の確保」や「スーパーバイズ
体制の強化」などについて、もっともっとじっくり議論を重ねたいと、毎回感じています。

子どもの命と人権が守られ、そのための人材育成の拠点として、「あかし」とともに、今後とも子どもの虹
情報研修センターの更なるご発展を祈念いたします。

大分大学　福祉健康科学部
相澤　仁これからの20年、さらに深みを増した活動を

「子どもの虹情報研修センター」設立20周年、誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。創
設してからの20年間、虹センターは、子ども虐待防止施策を推進する上で大変重要な役割を果たしてこられま
した。創設準備から今日までの間、さまざまなニーズや課題に取り組まれ、発展させてこられたスタッフをは
じめ関係者の方々に、深甚なる敬意の念を抱いております。創設準備から今日まで運営委員や企画評価委員な
どの役割を担わせてもらいました者としては、大変感慨深いものがございます。

これからの20年を考えた時に、児童虐待の現状を踏まえるならば、さらなる発展を目指して進んでいかなけ
ればならないことは必定です。

これから先どのように深みを増した活動を展開していただくのがよいのか考えるために、当時勤務していた
厚生労働省において作成した虹センターの研究部門の必要性と予算を獲得するための文章に目を通してみまし
た。次の文章はその一部です。
「厚生科学研究においては、現在あるいは過去の資料に基づいたレトロスペクティブ（retrospective）な研

究が中心であり、将来にまで追跡できるようなプロスペクティブ（prospective）な研究は難しい。（中略）
レトロスペクティブな研究では、その原因等について推察の域を脱せない場合が多く検証することは難しい

ため、プロスペクティブな追跡調査研究でなければ実証的な研究は困難である。
児童虐待への対策を講じていくためには、虐待を受けた児童に及ぼす心的外傷のメカニズム等について明ら

かにすることが必要不可欠であり、縦断的な追跡調査研究をしていかなければならない。
したがって、虐待防止センターにおいて研究部門は必要なのである。」
これから先、研究部門においては世代間連鎖の予防研究などプロスペクティブな研究の拡充を、そして研修

部門、相談部門でも新たな課題に取り組みながら、さらに躍進されることを期待しています。
虹センターが発展し続けるために、微力ながらこれからも協力、応援し続けたいと思っております。
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開花館クリニック（元横浜市中央児童相談所）
金井　剛心より「虹」の20年間に感謝しつつ

子どもの虹情報研修センターの開設20周年をお祝い申し上げます。正直なところ、まだ20年なのかと思える
くらいに、多くの研修参加者を育て、様々な研究を社会に送り出し、「虹」の名称は福祉現場で広く知られるよ
うになったと感じます。

開設当初には児相医師として研修に参加させていただき、その後講師等として毎年呼んでいただきました。
多くの児相職員等現場の人と知り合い、単著執筆の契機も与えていただき、雑誌の編集に際しては増沢副セン
ター長等スタッフから多くの執筆者の推薦もいただきました。虹は自分にとっては育ててくれた場であり、今
でも支えてくれる場となっています。同じように感じながら現場で奮闘している方は多いのではないかと思い
ます。それ故あえて感謝と愛情をこめてただ「虹」と呼ばせていただきます。

虹の役割が大きくなるにつれて、研修に参加する対象職種が徐々に広がってきました。テーマ別研修なども
行われるようになりました。一方で児相医師研修などは少し研修内容が薄まったように感じます。西日本子ど
も研修センターあかし、武蔵野学院と研修内容や対象を分担しつつ研修期間や内容をさらに充実させること、
研修で育った人材を地域での一次研修の核として活用し、虹を二次研修の場としていくことなどによる効率化
が今以上に必要だと考えます。

虹は研究の場でもあります。これまでも現場で活躍している人々が集まり研究が行われてきましたが、大学
などの研究機関との連携を進め、より大きな成果が得られることを期待します。特に本来の意味での虐待予防
や虐待を受けた子どもの治療環境の整備など未来志向の研究や、国や自治体からの情報を集中させてプロスペ
クティブな研究が行える機関であってほしいと願います。

自分は児童相談所から児童精神科病院へ移り、今はクリニックなどで臨床を続け子ども虐待対応の本流から
離れて久しい立場ですが、センターの更なる飛躍を願っております。

公益社団法人母子保健推進会議
佐藤	拓代子どもの虐待予防と適切な支援へのはるかな道程

20周年おめでとうございます。オープン以来企画評価委員をお引き受けし、センターの研修内容等の変遷と、
時には講師の目線で、うちとそとを見てきました。法律の内容に応じ、また新型コロナウイルス感染症への対
応など、日々知恵を絞った取り組みは、「はるかな道程」そのものです。この道程は、各地の関係機関におけ
る研修等の参考になっています。

長く虐待予防に関わる中で、親のリスクの変遷より子どもの状態が語るリスクが重く、子どもの状態を見な
がら、子どもに接しながら支援方法を変えていく必要があると実感しています。子どもの現認は傷ばかりでは
なく身長や体重もできるだけ把握し成長発育曲線にプロットして、長期間の保護者の行動を推測することが必
要です。しかし、胎児や生後まもなくの子どもの状態は把握することが困難です。

虐待死亡事例等の検証から、0日以降の事例でも予期せぬ妊娠があったことが示されています。おめでたく
ない妊娠でも、それを隠すことなく打ちあけられる相談窓口「妊娠SOS」（第17次報告に初めて記載）の充実や、
母子保健機関に妊娠届出をしたときに、パートナーや親が妊娠をどう受け止めたか個室で相談できる体制が必
要です。妊娠期から隠すことなくなんでも打ち明けられる体制がなによりも重要なのです。
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令和6年度からは、母子保健法から母子健康包括支援センター（子育て世代包括支援センター）が削除され、
児童福祉法のこども家庭センターで市区町村こども家庭総合支援拠点と一緒になり活動を行うことになりま
す。フィンランドのネウボラ（相談の場）が1944年に法律に位置づけられ、妊娠期から担当保健師が変わるこ
となく6歳まで支援する取り組みは、15歳未満の子どもの虐待死を当時の7％以下に減少させています。子ども
の虐待予防は妊娠期からが効果が大きいのです。
「はるかな道程」を踏まえ、今こそ、母子保健の最初の入り口が重要であることを強調したいと思います。

新横浜法律事務所　弁護士　髙橋　温虹とのかかわり

設立20周年おめでとうございます。地元の横浜に児童虐待の研修・研究施設ができると聞いて喜んだのがつ
い数年前のことのように思い出されます。はじめて虹に行ったときの第一印象は、「立派な建物！だけど（建
物の大きさのわりに）働いている人が少ない！」でした。

私は、専門相談の法律相談担当や研修講師、共同研究者、運営委員、企画評価委員など、さまざまなカタチ
で関わらせていただきました。地元に出来たというだけでなく、新横浜の事務所から車だと約30分で着くとい
う近さや、別の用事で隣のいずみ学園に行く機会もあること、オレンジリボンたすきリレーにNPOとしても
ランナーとしても参加していることなどから、虹にかかわる人の中でも、親しんでいた方ではないかと思って
います。地元の横浜市や神奈川県の職員で顔見知りだった人が虹のスタッフになっていて、虹で再会するとい
うサプライズもありました。

スタッフのみなさんが、私のように外部から来る人のために、いつも周到な準備と細かい気配りを丁寧にし
ていただいていることに感謝申し上げます。

この20年間に虹が作り上げてきた研修は、単に虹から受講者への知識や技術の発信にとどまらず、受講者間
で同じ問題に取り組んでいる他の児相の人と知り合うことによるエンパワメントや他の児相のやり方や価値観
や知見の共有、さらに受講者から教えてもらう現場の悩みや疑問によって虹が全国の状況を把握するといった
作用もあると思います。

児童福祉の分野ではきめ細かい支援のために都道府県単位から政令市や中核市へと細分化される流れがある
一方で、対応については専門化が進んでいます。新しい援助手法や知見が開発され、法律や制度が変わってい
く流れは今後も続くのではないかと思われます。そうした専門化への対応を細分化された行政単位でしていく
のは至難であり、虹の役割は今後ますます重要になっていくと考えられます。

ぜひ虹の予算と人員を大幅に増やし、日本の児童虐待対応の最先端の知見を集約し、全国に広めていって欲
しいと思います。

国際医療福祉大学　赤坂心理・医療福祉マネジメント学部
橋本	和明“場” としての子どもの虹

この20年の間に児童虐待通告件数が桁外れに増加しました。また、児童福祉法が何度も改正されもしました。
しかし、決め手となる方策がいまだにないまま、現在に至っているようにも思います。

そのなかで、子どもの虹が担ってきた役割はとても重要でした。日本国内をはじめ、海外の研究をいち早く
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紹介し、多くの専門職の研修を実施されてこられました。間違いなく、わが国における虐待対応の先駆的な存
在であったと言えるでしょう。そして、研修の参加者は、講義や演習による知識や技法だけではなく、集まっ
てきた者同士が仲間を作り、そこで得た新たなエネルギーを現場に持ち帰っていかれました。そんな様子を何
度も目にして、子どもの虹という “場” の力がどれほど大きな役割を果たしていたかと今更ながらに感じてい
ます。

虐待対応を日々迫られ、過酷な状況で仕事をしなければならない者にとって、ホッと息をつける場所やたわ
いもない話ができる時間が必要なのは言うまでもありません。現場を離れて研修を受けるということは、その
ような時間的、空間的なものとふれあう機会でもあり、その意味で子どもの虹は “場” を提供していたとも言
えます。

しかし、今後の子どもの虹の課題としてあえて言うならば、その “場” をより広く深く浸透させていき、“場”
自体がますます生き生きしたものにしていくことが必要になってきます。特に、新型コロナウイルスの影響も
あって、これまでの参集型の研修スタイルとは違い、オンラインを使った研修などが増えてきました。それら
も考え合わせると、これからの “場” としての機能は単に集うということだけではなく、時間的にも空間的にも、
それを超越した “場” が求められているのです。

そのためにも、既存の研修や研究にとらわれず、柔軟で豊かな発想による企画や運営をしていきたいもので
す。そうすることが、まさに超越した “場” としての機能になっていくのだと思います。

千葉大学　教育学部　保坂　亨祝20周年＝二十歳（成人？）

奇しくも子どもの虹情報研修センターが20周年を迎えた日から、日本の成人年齢は明治以来の民法改正に
よって157年ぶりに18歳に引き下げられました。しかし、高校の教員たちが気にしていた「酒・喫煙」は20歳
からのままです。そして、2017年の児童福祉法の改正では、社会的養育においてはそれまでの18歳から22歳ま
で保護期間が延長できることになりました。さらに、こうした年齢の「天井」をなくして一律に線引きする制
度からの転換を目指しています。すでに、「令和３年度　社会保証審議会児童部会社会的養育専門委員会報告書」
においては、施設入所など社会的養育経験者に対しては「20歳や22歳といった年齢」ではなく、「他の福祉制
度へのつなぎができる」時点まで自立支援を提供することが明記されています。一方、この４月からの改正少
年法では、犯罪行為をした18,19歳は「特定少年」と位置付けられて実名報道が可能となりました。また、あ
まり知られていませんが、裁判員裁判となった場合に裁く側の裁判員として18,19歳が選出されます。結局、
現代日本社会において「大人」となる年齢に線引きすることは難しいということでしょう。私は、この背景に
あるのが「思春期＝グレーゾーン」だと考えています。

小倉清先生が10周年誌で書かれたエッセイで、虹センターの本名である「日本虐待・思春期問題情報研修セ
ンター」には、「幼い頃の虐待とそれから何年か後の思春期の問題とが深くつながっているという認識を基本
において、それらにまつわる情報を世界から集め、研究し研鑽しそして実地研修をしようという壮大な構想」
があったことを知りました。「子ども」が思春期を迎える大変さにはあまり目を向けられていないと思うのは
私だけでしょうか。生理的な第二次性徴という思春期の始まりは、子ども一人ひとり違うのですから、社会的
に「大人」になる年齢の線引きには無理があります。私は10周年記念のエッセイで「今後への期待」を記しま
したが、これからの虹センターの取り組みの中で、この「思春期」という問題がクローズアップされることを
期待しています。
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日本心理研修センター理事長、大正大学名誉・客員教授
村瀬	嘉代子二十周年を迎えられる子どもの虹情報研修センターへお贈りする言葉

人は生まれ出る時、自分の心身の素質、家族や環境を選べない。不条理とも言えるこの厳しい現実を人はそ
れぞれの立場で受け止め、生き延び、成長し、様々な意味で少しでもよりよき存在、－その人が本来そうある
べき姿－　を目指して、これがよき生き方だと考えられている道程を歩むことが期待されている。

社会的養護を必要とする子ども達の多くは、自分が存在することを無条件によしとして受け止められる、利
害得失に拘泥せず愛しい大切だとの確かな眼差しが自分に注がれ認められることを切実に求めている。こうし
た求めに真に応える大人には、知的・技術的レベルの高さと同時に相手に向かって自らを捧げるという気持ち
を内心ひそかに持ちつつ、かたや冷静さも同時に併せ持つという人間的に高次な熟成が求められると思われる。
このことは決して容易ではなく、無理をすれば不自然な行為ともなる。ただ、被虐待児を本当に受け止め、ケ
アする営みの基底にはこのようなことが望まれている・・・。

現在のような研修制度が殆ど無かった三十数年程前から、私は児童養護の領域の子どもに如何に接するかと
いう勉強会に招いて戴いて、子ども達と接しながらかかわり方を考え学んだり、お盆やお正月にもかかわらず
施設に残って居ることを余儀なくさせられている子ども達、時には職員の方々も御一緒にわが家にお招きした
りしてきた（コロナ禍でここ三年は休止・・・）。お互いに素直に身構えずあるがままの気持ちで、一人一人
をかけがえのない人と考え、ただ安全や人の自尊心を脅かすような言動はしないような場になるべくこころす
ると、子ども達は本物（美術、音楽、文学など、レベルは高いが子ども達にも何かが伝わるであろうものを選
んで共に味わうと）に出会ったときに素直に感動し、内省的になったり、言動が落ちついたりして、それは施
設へ帰ってからも影を留めていると・・。この子ども達と共の一時の経験は私の中にもささやかだが多彩なポ
ジティヴな意味を持つ残像として残っている・・・。

子どもの虹情報研修センター10周年記念誌にも執筆の機会を戴き、センターの営為によりもたらされた我が
国の児童養護の質向上について言及させて戴いた。その後の十年で研修対象はさらに広がり、研修方法にも新
たな工夫がなされ、その成果が世に広く深く及んでいることを有り難く思う。

認定特定非営利活動法人チャイルドリソースセンター
渡邊	治子子どもの虹  20周年に寄せて

設立20周年、おめでとうございます。事業を引き受けられた当初はもとより、今日に至るまで、研修のあり
ようについて模索の日々でおられたと思いますが、しっかり土台構築され、児童相談所におりました私たちも
貴重な学びをいただいてきました。その享受する側から、今、裏方に回らせていただいて、時代の要請と現場
の様々なニードに応えていくことの重みを感じています。

虐待問題の中にはあらゆるものが詰まっています。親ごさんの子育ての背景や、子どもの心身の育ちのバッ
クにある、アタッチメントの課題やトラウマの問題、生活歴、ＤＶなどの家族関係の問題、障害や疾病、非行
や不登校等々。関わる側は自分たちが蓄積してきた知識やかかわり経験を総動員して向き合っていくことにな
りますが、背中合わせの介入と支援が待ったなしに求められる虐待対応の難しさの中で、子どもへのかかわり
の中で、現場はもがきの日々が続きます。経験が少ないまま最前線に立たなければならない若い人たちの養成
は大事な課題ですが、若手に限らず、へたらずに親子に支援のまなざしを向けていくためには、一人ひとりが
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理解や経験の引き出しを少しずつでも蓄え、チームとして発揮していくことしかありません。
私がケースワーカー時代、「街灯にくっきり照らし出されるものだけでなく、その周りのぼんやり薄暗いと

ころにあるもの」を見ていくことの大切さを「少年育成」の編集長だった松宮氏が書かれていて、ずっと心に
残っているのですが、見ていく力を育てるのは、親ごさんや子ども自身からであり、また、研修やよきスーパー
バイズです。

子どもの虹情報研修センターは、その時々で焦点化した課題をしっかりすくい上げつつ、水面下にある親子・
家族の問題理解を深め、支援を俯瞰して見ることを、そして、先進の考え方や取り組み等を伝えられ、バック
ボーンを埋める役割を果たしておられると感じています。

これからも大事なメッセージの発信基地として皆をエンパワーさせて下さることを期待しています。

Life	Development	Center	渡邊醫院
渡辺	久子「かき消される命の声に耳を澄ます」

子どもの虹情報研修センターが創立20周年を迎えた。虐待は増え続ける。虐待のリアリティーを自分ごとと
してとらえる社会風土が必要だ。子どもが相談できるのは身近な人、インフォーマルな多職種や地域の人々で
あるから。
「シーッ！泣かないで。お母さんが通告される。」バスの中で幼児をなだめる母親。ドイツでは政府が「子ど

もの声は騒音ではない！」と声明を出した。超高齢化社会の日本でも、赤ちゃんの声は騒音どころか、アンチ
エイジングではないか。

ネパールの田舎から帰国した若者の話。お母さんが赤ちゃんを抱いてバスにのると、まわりから笑顔で手が
差し伸べられる。赤ちゃんはひょいと乗客に抱かれ、次々にあやされ笑顔で母親にもどされる。村人と赤ちゃ
んの交流は昔ながらの日本。どこから変わったのだろうか？明治以降の近代化や敗戦後の高度経済成長。人々
は家族でさえ想いを語りあわず、それぞれが本音を封印したまま生き続け、心の芯には悲しい地雷のようなわ
だかまりを隠しもつようになったのではないだろうか。

沖縄戦を生きのびた並里千枝子さんの手記１）。８歳の時乳飲み子の弟を抱いた母につれられて近くの地下壕
に隠れた。壕の中で弟が泣き出すと「あの赤子なんとかならんのか！」と年寄りが怒鳴った。すると兵隊が目
の前の少年に銃を渡し、赤子を撃てと命じた。壕内が騒然となった時、弟の泣き声はぴたりと止んだ。動かな
い弟を抱きしめて母はうなだれ、それ以来変わり果てた人になった。
「シーツ！泣かないで。お母さんが通告される」といわせる日本社会。地下壕の怯えに通じるものがある。

乳児の虐待死をゼロにしたフィンランドで、シングルマザーは語る。　「フィンランドは教育費がゼロだから、
私の子どもはどんな夢も描ける。」

虹センター設立当時の被虐待児が、今大人となり虐待の実態を世に伝える。ブローハン聡氏の手記は子ども
の目に映った虐待の社会構造を伝える２）。また「特定非営利活動法人ひだまりの丘」による「2021年度児童虐
待に関する実態調査報告書」は当事者から聴取したリアルなナラティブを元に、虐待の経緯が分析されている。
小規模だが被害と加害、被害から加害に転じる例も含まれ、効果的な予防アプローチを示唆している。

文献　１）並里千枝子　「知られざるユナッパチク壕~あの時、地の底で何が起きたのか」	2015
　　　２）ブローハン聡　「虐待の子だった僕」　さくら舎	2021

■ Ⅲ. 20周年に寄せて ■

124



武蔵野大学　看護学部
中板	育美実践を自信と誇りに導く架け橋に

子どもの虹情報研修センター設立20周年おめでとうございます。
連携協働の観点から「保健」を研修テーマに据えていただき、この場をお借りして感謝申し上げます。私的

には、講義前後にスタッフの皆様と対話ができることを大変意義深く感じております。
国が子どもの虹情報研修センター（以下、センター）を設立した平成14年とその準備期間の頃に、「児童虐

待の防止等に関する法律」が施行（平成12年）され、ようやく子ども虐待が定義されました。それ以降、児童
福祉法や母子保健法など虐待関連の法改正が多くなされ、喫緊では、子どもへの体罰禁止の法定化や一時保護
時の司法審査導入、「こども家庭センター」設置が努力義務化されるなど児童虐待防止対策は目まぐるしく前
進しています。　　

児童福祉の実践を紐解けば、戦前・戦後の保護者による放任をはじめ子どもに対する搾取等に向き合い続け
てきた歴史がありますが、児童相談所の機能が着目されたのは、親密性・密室性を罠とした暴力など現代的な
子どもの虐待問題の台頭です。センターは、家族病理としての子ども虐待あるいは子どもの人権に対する意識
はまだまだ希薄であったと思われる時期に、法改正や施策の動向に機敏に反応し、時代の趨勢を読み解き、常
に実践現場の質の保障に側方・後方支援、そしてリーダーシップを発揮してきた存在と認識しています。緻密
に専門研究活動を重ねられ、根拠をもって分野の壁を越えて（崩そうと）幅広く市区町村の保健・福祉合同の
学びの機会を与えていただけたことは、今後の一体的活動の礎になるでしょう。

人々の意識は変化し、家族のありようも多様化が尊重される今、硬直した家族制度に耐えかねて “多様化”
という名を借りた家庭崩壊は、いつの時代も子ども目線で見れば望ましくはありません。たとえ多様でも健全
に子どもが育つ家庭を、どう増やすかを目指したいものです。愛したいのに愛せない親の葛藤に寄り添う支援
をあきらめず、知悉なコーディネートによるチームアプローチで子どもの安全と豊かな育ちを守り抜く力を国
や社会総出で起動させ、子どもを保護できる家庭を増やし支える技術をセンターには今後も期待したいと思い
ます。

未筆ながら、学術的・学際的観点と実践現場の実態をタイムリーに捉え寄り添う立ち位置を繋ぐセンターと
してますますの成長を祈念しています。

西日本こども研修センターあかし
藤林	武史「出逢いの拠点」としての研修センター

10数年前の話です。一介の精神科医が突然児童相談所長に就任することになった私にとって、児童福祉も児
童相談所も初めてのことばかりでわからないことだらけでした。にもかかわらず、児童相談所長として重大な
判断を求められる重圧をひしひしと感じる日々を、１年２年と重ねていました。打ちのめされるような事例や
事件に遭遇し、逃げ出したい衝動に駆られていた時に、子どもの虹情報研修センターでの医師研修の案内に目
が留まりました。これは行かなければと思いました。

５月頃だったでしょうか、戸塚駅前からバスに乗り、バス停を降りてしばらく行くと研修センターの玄関が
見えてきます。ここかと思って玄関をくぐり研修室に入ると、そこには、児童相談所常勤医師の方々が何人も
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着席されていました。２泊３日の研修の中身もさることながら、初めてお会いしたにもかかわらず前から知っ
ていたような方々との出逢い、日々の疑問や不安・戸惑いを共有共感する時間、これらはとてもワクワクする
貴重なものでした。そして、その成果は、10数年を経た今も続いています。当時出逢った人たちとの付き合い
は、お互いに歳を重ねながらも、その時々で情報交換や意見交換をずっと続けてきました。

研修センターには、テーマ別、職域別、職能別、合同などと、多様な形態の研修プログラムがあります。し
かし、どの研修であっても、そこには必ず参加者同士の出逢いがあります。お互いの苦労を語り合い、共感す
ることで、次へのエネルギーが湧いてきます。そして、その後も続く、学びや実践の交換や共有の機会になり
うるのです。

こう考えていきますと、研修センターというのは、参加者同士の、参加者と講師、参加者とセンター職員、
講師同士の「出逢いの拠点」という意味があることに気づかされます。私は、今年の４月から、西日本こども
研修センターあかしのセンター長に就任しましたが、子どもの虹情報研修センターで経験した、「出逢いの拠点」
という意義を、ここあかしでも実現していきたいと思っています。

国立武蔵野学院　附属人材育成センター
河尻　恵子ども家庭ソーシャルワークに携わる人材を「磨く」

子どもの虹情報研修センターが設立20周年を迎えられ、ここに20周年記念号が発刊されますことを心よりお
喜び申し上げます。

貴センターの20年の歴史は、日本の子ども虐待防止対策の歴史とともにあると言えます。法や施策の動向、
様々な虐待事案の発生、それらに対する社会からの期待に応えるべく、子ども家庭ソーシャルワーク現場に求
められる人材の育成や、虐待防止等に関する研究事業を実践してこられました。特に近年は子ども虐待防止・
保護を取り巻く制度等が目まぐるしいスピードで変化する中で、諸外国の取組に目を向けるなど常に先進的な
情報を取り入れる即応力を備えつつ、確固たる信念や理念を持って人材育成に取り組んでこられたことに対し
深く敬意を表します。

子ども家庭ソーシャルワークの現場に携わる人材の専門性確保については、私共も幾度もの議論を繰り返し
てきました。エビデンスに基づいた知識や技術の必要性が叫ばれる一方で、一つとして同じものはないケース
の多様性に対応するためには、より多くの選択肢をもち、不確実性に対応する柔軟性やバランス感覚を持つこ
とが求められます。このため、人材育成にあたっては単に知識や技術を「提供する」ことにとどまらず、子ど
ものケース一つひとつと丁寧に向き合う中で必要な判断力や、目に見えない子どもの心を汲みとる感性といっ
たものを「磨いていく」ことが大切と感じています。貴センターがこれまで行ってきた人材育成は、研修の中
心にケース検討を据え、まさにケースで専門性を磨き、育てる実践を積み重ねてこられたと認識しております。
「福祉は人なり」という言葉があります。子ども家庭ソーシャルワークに携わる者が人としての自らを磨き、

自らの仕事に誇りを持って子どもの人生に関わっていけるよう、貴センターの今後益々のご発展とスタッフの
皆さまのご活躍をお祈りいたします。

■ Ⅲ. 20周年に寄せて ■

126



厚生労働省虐待防止対策室
羽野	嘉朗子どもの虹情報研修センター設立20周年にあたって

子どもの虹情報研修センター設立20周年を心よりお喜び申し上げます。
児童虐待をめぐる状況については、令和３年度の児童相談所における児童虐待相談対応件数は207,660件で

あり、「児童虐待の防止等に関する法律」の施行前の平成11年度と比較すると約18倍に増加しており、また、
依然として痛ましい事件が後を絶たない状況が続いております。

この間、関係者の皆様のご協力も頂きながら累次の対策の強化が図られてきたところですが、それに加え、
本年６月に子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化、事業拡充や、児童の意見聴取等の仕組みの整
備、一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入等を内容とする「児童福祉法等の一部を改正する法律」が
国会で成立したところです。

こうした施策の実務の中心となるのは、全国の児童相談所、市町村、児童福祉施設等の現場の皆さまです。
これまで、各現場において自ら体制強化や資質向上が図られるとともに、子どもの虹情報研修センターをはじ
めとした関係機関・学会等における研修等が行われてきたところですが、児童相談所等における人材確保は非
常に困難になっており、経験年数の少ない職員の増加等も相まって、質量両面での体制強化が何より重要となっ
ております。

このような中にあって、児童虐待に対応する第一線の専門的援助者養成や専門情報の集約・発信拠点として
実績を積まれてきた子どもの虹情報研修センターの重要性はますます高まっており、これまで以上に効果的な
研修プログラムの研究開発・実施に取り組まれることを期待しております。厚生労働省としても、今後とも子
どもの虹情報研修センターと緊密な連携を図りながら、必要な支援に取り組ませて頂きます。

これからも子どもの虹情報研修センターの様々な取組が、児童虐待に関わる関係機関の方々の理解と専門性
向上に寄与し、子どもの健全育成を目指した皆さまの活動に活かされることを心から祈念しております。

横浜市こども青少年局
武居	秀顕子どもの虹情報研修センター設立20周年にあたって

子どもの虹情報研修センターが設立20周年を迎えられましたことを、心よりお喜び申し上げます。
センターの皆様には、本市の各種研修や要保護児童対策地域協議会実務者会議等に講師を派遣いただくなど、

多大なご協力をいただいているほか、川﨑二三彦センター長には、横浜市子育てＳＯＳ連絡会（要保護児童対
策地域協議会代表者会議）の会長、及び「児童虐待による重篤事例等検証委員会」の委員長をお務めいただく
など、本市の児童虐待対策の根幹を支えていただいておりますことに、この場をお借りして厚く御礼申し上げ
ます。

この20年間を振り返ると、児童虐待や子どもの権利に対する社会の認識が深まることで、法令や行政機関の
体制等も格段に整備拡充が図られてきており、これまでこの分野で尽力されてきた皆様方のご努力の賜物であ
ると感じています。

本市においても、平成26年に「横浜市子供を虐待から守る条例」が制定され、さらに昨年10月の改正で、近
年の児童虐待防止法等の改正を踏まえて、子ども本人が権利の主体であることや、保護者は「体罰」を含む子
どもの心を傷つける行為をしてはならないこと、などの内容が追加されました。
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この条例改正を受けて、本市では今後、子ども自身からの相談を促す啓発や、体罰を許容しない市民意識の
涵養に一層努めていく所存ですが、こうした取組みが実を結ぶまでには長い時間かかると覚悟しています。

とかくすぐに成果が求められる昨今ではありますが、これまでも先輩方が取り組まれてきたように、いま目
の前にいる子どもたちへの対策だけでなく、未来の子どもたちの笑顔のためにしっかりと種を蒔いていく、そ
うした気持ちで日々の業務に励んでまいります。

これからも「子どもの虹情報研修センター」のさまざまな取組みが、児童虐待問題に対する理解と専門性の
向上に寄与し、子どもの権利擁護と健全育成を目指す皆様の活動に活かされることを、心から祈念いたしてお
ります。

社会福祉法人横浜博萌会　横浜いずみ学園
井上　真お隣からのお祝いの言葉

子どもの虹情報研修センターの皆様、設立20周年を迎えられたことを心からお祝い申し上げます。
私が勤務する児童心理治療施設横浜いずみ学園は、子どもの虹情報研修センター（以下虹センター）と同法

人で、建物も隣接しており、日ごろから大変お世話になっております。15年以上前の話になりますが中学校教
育棟の改修工事の際には、授業のみならず卒業式まで、最近では園内行事で、しばしば場所をお借りしていま
す。先日朝から水が出ないというトラブルがあり、子どもがトイレを使えない事態に陥りました。頼みの綱は
いつも虹センター。早朝から出勤されていた職員さんにお願いしたところ、快くトイレをお貸ししていただき
ました。この場で改めてお礼申し上げます。

児童心理治療施設を含め昨今の社会的養護施設には、児童虐待防止の観点から大きな関心が寄せられていま
す。国から様々な施策が積極的に提示されている中で、それを具現化し、実行する現場の人材（あるいは現場
から声を上げ、国の施策を引き出すような力量のある人材）の育成が喫緊の課題であることを実感しています。
虹センターは、国からの要請を受け、先陣を切ってこの課題に立ち向かっています。

国からの委託を受けた虹センターがどのような研修を組むかは、まさしくこの国全体がどのような社会的養
護を目指すのかの方向性を示すと考えます。虹センターの職員の方々は、常にその重責を担い、研修の組み立
てをされているとお察しいたします。私も幾度となく虹センターで研修を受けました。子どもやそれを取り巻
く環境について、さまざまな新しい理論、支援方法が打ち出されている中、虹センターの研修は、そういった
流れを柔軟に取り入れながらも、決して表面的に流行りに惑わされるのではなく、参加するものにその奥にあ
る深い人間理解を促す確固たる軸を感じます。

虹センターの職員の方々は声高らかに自分の主義主張をしません。講師が舞台に立つものであるなら、研修
を組むという裏方に当たるのでしょう。しかし、研修を実際に受けて感じるのは、虹センターの社会的養護に
対する強い信念と情熱、そして「これでやっていくぞ」の掛け声です。

現場に立つ人間として、いつもその信念と情熱に支えられています。これからもどうぞよろしくお願いし
ます。
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子どもの虹情報研修センターは、おかげさまで令和４（2022）年４月に20周年を迎えました。
平成14（2002）年の設立以来、子ども虐待防止に関わる職員の研修や研究、専門相談、情

報提供等の事業を進めてまいりました。
これからも、最前線で子ども虐待に対応する専門職の方々を応援するとともに、各事業

を充実させ積極的に取り組んでいきます。

子どもの虹情報研修センター20年の歩み

平成12（2000）年度 12月 センター設立準備室　設置
１月 センター設立が新聞紙上で公開される

14（2002）年度 ４月 子どもの虹情報研修センター開設　
小林�登センター長就任
プレハブの仮設事務所で専門研修/研究/情報収集事業　開始

６月 ホームページ　開設
７月 ｢ウィリング横浜｣にて初めての研修「新任児童相談所長研修」　開催
３月 現センター竣工　開所式　

15（2003）年度 ４月 専門相談事業　開始
６月 センター広報紙Rainbow�Times　創刊
７月 ドイツ・フランス視察
７月 市町村地域研修　新設（H28年度まで実施）
３月 アメリカ視察

16（2004）年度 11月 児童福祉施設地域研修　新設（H28年度まで実施）

17（2005）年度 ４月 児童相談所長研修の義務化にともなう新任所長研修の再編
１月 児童福祉施設合同研修　新設

18（2006）年度 研修参加者通算5,000人を超える

19（2007）年度 ４月 イギリス視察
11月 第１回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー　実行委員会により開催

研修映像記録（DVD）製作50本を超える

20（2008）年度 ５月 坂口力元厚生労働大臣　センター視察
11月 インターネットを用いたWeb研修　新設

21（2009）年度 専門相談通算1,000件を超える
研修参加希望者が増加し、定員拡大を図る
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22（2010）年度 ４月 小林�美智子センター長就任　小林�登名誉センター長就任
７月 教育・児相合同研修�新設　児相・施設合同研修�新設
11月 センター機関紙Rainbow�Times　刷新
３月 テーマ別研修最終日に東日本大震災が発生　27名の研修参加者が緊急宿泊

研修参加者通算10,000人を超える

23（2011）年度 ６月 特別研修「被災を経験した子どもへの支援」　開催
11月 児相福祉司SVステップアップ研修　新設
11月 内閣府特命担当大臣表彰「子ども若者育成・子育て支援功労者賞」受賞

研究報告書数50本を超える

24（2012）年度 ５月 10周年記念シンポジウム　開催
12月 市区町村虐待対応指導者研修　新設

研修参加者通算15,000人を超える

25（2013）年度 ８月 児童虐待対応保健職員指導者研修　新設
研修映像記録（DVD）製作100本を超える

26（2014）年度 ８月 秋篠宮文仁親王妃紀子殿下・佳子内親王殿下　センターご視察　
11月 母子生活支援施設職員指導者研修　新設

27（2015）年度 ４月 川﨑�二三彦センター長就任
９月 HP上で学べるWebトレーニングを開設

研修参加者通算20,000人を超える

28（2016）年度 ８月 短時間の講義映像「ミニ講座」をHP上に開設

29（2017）年度 ５月 指導教育担当児童福祉司任用前研修　新設
専門相談通算5,000件を超える

30（2018）年度 10月 児童相談所弁護士専門研修　新設
研究報告書数100本を超える

令和元（2019）年度

２（2020）年度 ６月 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンラインで研修を実施

３（2021）年度 ５月 要保護児童等に関する情報共有システムの児童相談所向け説明会を開催

（20周年） ３月 研修参加者通算31,593人が受講する
研究報告書数118本になる
専門相談通算7,715件になる
研修映像記録（DVD）製作138本になる

（総務課）　
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	　開設当初の社会背景　

子どもの虹情報研修センター（以下、子どもの虹）が開設された平成14（2002）年は、どんな年だったのか
調べてみた。この年は日本と韓国がサッカーワールドカップを共催しており、日本代表がワールドカップ初勝
利を飾り、さらに決勝トーナメント進出を果たしていた。国内の動きでは、住民基本台帳ネットワークの運用
が開始されたほか、公立の小・中・高校が完全週５日制の「ゆとり教育」をスタートした年だった。外国との
関係を見てみると、北朝鮮が過去の拉致行為を認め、拉致被害者５人が帰国していた。既にバブル経済の好景
気は終わっていたが、まだ社会全体に前向きな活力が感じられる時代に子どもの虹は誕生した。

子ども虐待の領域では、平成12（2000）年５月に公布された「児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防
止法）」の施行（同年11月）から１年半が経過したばかりで、まだ児童相談所（以下、児相）も児童福祉施設（以
下、施設）も虐待ケースへの対応方法を模索していた時期だったと思う。この年度に全国の児相が対応した虐
待相談の件数は23,738件であり、約20万件にのぼる現在と比べればおよそ１/10に過ぎない。虐待分類の内訳
を見ると、「身体的虐待」が46.1%（10,932件）と最も多く、次いで、「ネグレクト」が37.7％（8,940件）であっ
た。現在では「心理的虐待」が対応件数の60%程度を占めるが、この当時は12.8％（3,046件）と少なかった。
相談経路を見ると、「家族」からの相談が最も多く17.5％（4,145件）で、次に多かったのは「福祉事務所」か
らの送致で15.0％（3,567件）であった。現在では「警察」からの通告がおよそ50％を占めるが、この当時は6.0％

（1,401件）にとどまっていた。
この20年の間に、子ども虐待に関係する制度や体制は大きく変化した。子どもの虹の設立当時には、「臨検･

捜索」がまだ導入されておらず、それが導入されたのは平成20（2008）年の児童福祉法改正であった。平成22
（2010）年には大阪市で幼児放置死事件が発生し、それをきっかけに近隣通告が急増し、子ども虐待に対する
社会の関心が高まった。そして、警察からの「面前DV」通告の増加などにより、「心理的虐待」の対応件数が

「身体的虐待」を初めて上回ったのは平成25（2013）年だった。社会情勢が激しく変化する中、子どもの虹は
現場に寄り添った専門研修をコツコツと企画・実施してきたのではないかと思う。この20年間を幾つかの期間
に区切って、子どもの虹の専門研修の変遷を概観してみたい。

　立ち上げ期（2002～2004年度）　

開設から３年間は、新たな専門研修機関としてスタートを切り、徐々に運営体制を整えながら、さまざまな
試みに取り組んだ「立ち上げ期」と言える。この期間に実施した研修と受講者数をまとめた下表を基に、先輩
たちがどのように研修事業を立ち上げたのか、思いを巡らせてみたい。

開設初年度となる2002年度の研修実施本数は10本で、およそ月に１本のペースで研修を実施している。職域
別に見ると、児相や施設の職員を対象とした研修に加えて、職域横断的な研修も初年度から実施しており、こ
の前年度から研修の企画を練り、講師依頼を着実に進めていたことが推察される。２年目になると、市区町村
の職員を対象とした研修を開始しており、研修実施本数が13本に増加した。そして、３年目には研修実施本数

　　専門研修事業における20年の歩み
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が17本に伸び、それに伴って延べ受講者数も初年度の510人から912人へと大幅に増加している。この３年間の
研修実施本数を職域別に比較すると、施設の研修本数が児相の研修本数を大きく上回っていた。このことから、

「情緒障害児短期治療施設（現	児童心理治療施設）横浜いずみ学園」を母体としてスタートした子どもの虹が、
得意とする領域から堅実に研修事業の基礎を築いていった姿が窺われる。

表１
専門研修の推移（2002―2004年度） H16 H15 H14

職域 対象 研　　　修　　　名 2004 2003 2002

児
童
相
談
所

所長 新任児童相談所長研修 51 33 31

心理 児童心理司指導者研修 55 62 49

福祉司
SV

児童相談所スーパーバイザー研修（１） 71 61 47

児童相談所スーパーバイザー研修（２） 41 36 31

児
童
福
祉
施
設

児心

児童心理治療施設指導者研修
緒障害児短期治療施設指導者研修（～2012） － － 19

新設情緒障害児短期治療施設職員研修 16 － －

情緒障害児短期治療施設職員長期研修 １ － －

乳児 乳児院指導者研修 51 53 61

養護 児童養護施設指導者研修 62 63 72

心理 施設心理職員合同研修 77 74 －

合同 治療機関・施設専門研修 64 57 －

地域
児童福祉施設職員等地域合同研修 69

（石川） － －

児童福祉施設職員等地域合同研修 57
（鹿児島） － －

市
区
町
村

地域

地域虐待対応等合同研修	#１
市町村セミナー（2003~05）

44
（仙台）

64
（東京） －

地域虐待対応等合同研修	#２
市町村セミナー（2003~05）

67
（広島）

90
（大阪） －

職
域
横
断
的

合同 児童相談所・児童福祉施設職員合同研修 58 61 65

合同 保健・福祉合同研修 106 89 105

医師 医師専門研修 22 25 30

合計

延べ受講者数
　　内訳（参集/オンライン）

912
912/－

768
768/－

510
510/－

研修実施本数
　　中止本数

17
－

13
－

10
－

　　註）　「合同」：複数の職種や職域が対象，「地域」：開催地の関係者全般が主な対象，「関係者」：対象者の職種や職域等を限定していない

ところで私は、開設初年度に子どもの虹の研修に参加した “元受講者” である。当時はまだ現在の建物がで
きておらず、横浜市港南区上大岡にある「ウィリング横浜」という会場を借りて、研修を開催していた。地下
鉄の駅から会場につながる道路が工事中で、とても歩きにくかったことを憶えている。私が参加した研修は「情
緒障害児短期治療施設指導職員研修」で、月曜日から金曜日まで５日間にわたる長期間の研修だった。参加者
は19人と小規模で、そのお陰か “合宿” のような雰囲気だった。改めてその時の研修プログラムを確認すると、
相澤仁厚生労働省専門官（当時）、青木紀久代先生、野間和子先生、団士郎先生、藤岡淳子先生、小倉清先生、
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杉山信作先生など錚々たる顔ぶれの講師陣の講義が７本も並んでいた。また、事例検討も２日目、３日目、４
日目に１回ずつ行われており、開設当初から事例検討を大切にしていることが見て取れた。

その当時私は、さまざまな研修会に頑張って参加していたが、それでも実践における悩みや戸惑いが十分に
解消されない物足りなさを感じていた。外国の知見や理論を紹介されても、目の前の子どもに何をしたら良いの
か、当時の私には分からなかった。しかし私のフラストレーションは、子どもの虹の研修を受講して驚きに変わっ
た。講師の熱量が高く、実践家としての思いがにじみ出す研修は、これまで体験したことがないもので、「現場
の人間が知りたい事や欲しいものを与えてくれる研修センターができたんだ」と喜びと期待を感じたのである。

この研修の受講者アンケートを紐解いてみると、私と同様に高揚感が感じられる記述が多かった。その一方
で「正解のないものを皆でぐちゃぐちゃと話し合う時間が欲しかった」とか「小グループ討議もひとつの方法
だと思う」という意見も複数寄せられていた。今では「グループ討議」は子どもの虹の定番と言える科目だが、
定番科目は一朝一夕にして生まれるものではないという当たり前の事実に改めて気づかされた。そこに至るま
でには、受講者の意見や企画者の創意工夫に基づく、試行錯誤の歴史があったことを窺い知ることができた。

　成長・拡大期（2005～2012年度）　

「立ち上げ期」に続く４年目から11年目までの８年間は、「成長・拡大期」と呼ぶことができる。下表に示す
ように、施設や市区町村の職域において、全国各地に出向いて地元の支援機関の協力を得ながら、出張型の研
修を広く展開した時期である。施設に関しては19か所（2004年度も含めると21か所）において出張型の研修を
実施し、市区町村に関しては25か所（2003年から数えると29か所。横浜開催の２回を除く）において出張型の
研修を実施している。2007年度と2008年度には、市区町村職員を対象とした出張型研修を１年で４か所実施し
ており、積極的に “打って出る” 姿勢が感じられる。このような拡大戦略を取ることが可能になったのは、立
ち上げの３年間で研修運営の基盤が安定したからだろう。研修企画と運営のノウハウを確立して、いよいよ量
的な拡充を図る時期を迎えたわけである。
「成長・拡大期」に入ると、どの職域においても研修の実施本数が以前より増加している。2004年度には実

施本数の合計が17本だったが、2005年度には23本になり、2012年度には30本にまで増加した。特に注目したい
のは職域横断的な研修であり、「立ち上げ期」には３本だった実施本数が、2005年度に５本になり、さらに
2010年度から７本に増えている。研修規模の拡大も見られ、「公開講座」と「テーマ別研修」については職域
を限定せずに、子ども虐待対応に携わる専門職の人を広く対象として、100人規模の研修を実施している。参
加実績を見ると、2012年度には受講者が200人を超えたテーマ別研修もあった。児童福祉の現場に先進的な知
識や技術を普及し啓発する上で、子どもの虹が一定の役割を果たしていることを示す受講実績と言えるだろう。
また、2012年度の延べ受講者数は、2,000人を超えており、設立から10年の間に子どもの虹が広く認知される
ようになったことが見て取れる。
「成長・拡大期」には、多分野の大学生・大学院生を対象とした研修を実施していることも、ユニークな取

り組みとして触れておきたい。現任者の指導的立場の職員を育成することが子どもの虹の主要な役割だが、
2006年度から７年間は、児童福祉に関心を持つ学生を対象にしてグループでの意見交換を重視した研修を実施
し、新たな人材の養成にも取り組んでいた。他の研修ニーズとの兼ね合いで、この研修は2012年度に終了した
が、有為な人材を育てるために、子どもの虹がさまざまな試みに取り組んできた歴史の１ぺージである。また、
2011年度には、東日本大震災後の子どものケアをテーマとした特別研修「被災を経験した子どもへの支援」を
実施している。必要とされる情報をタイムリーに現場に届けるべく、子どもの虹が重ねてきた努力のひとつの
足跡として記しておきたい。
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表２
専門研修の推移（2005―2012年度） Ｈ24 H23 H22 H21 H20 H19 H18 H17

職域 対象 研　　　修　　　名 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

児
童
相
談
所

所長

【法定】児童相談所長研修＜前期＞　 91 57 92 62 76 71 58 49

【法定】児童相談所長研修＜後期＞　 91 67 94 64 78 74 60 51

【法定】児童相談所長研修＜前期＞第2グループ － － － － － － － 52

【法定】児童相談所長研修＜後期＞第2グループ － － － － － － － 51

【法定】児童相談所長研修＜前期＞	臨時研修 11

心理 児童心理司指導者研修 71 56 53 48 51 － 62 58

福祉司
SV

児童相談所スーパーバイザー研修（1） － － － － － － 82 －

児童相談所スーパーバイザー研修（2） － － － － － － 67 －

児童相談所児童福祉司スーパーバイザー研修 86 70 61 66 74 79 － 93

児童相談所児童福祉司指導者基礎研修　 85 71 65 81 － － － －

児童福祉司SVステップアップ研修<前期> 12 5 － － － － － －

児童福祉司SVステップアップ研修<後期> 11 5 － － － － － －

合同 児童相談所職員合同研修	福祉司･心理司合
同研修（2007~10） 81 82 86 84 87 97 － －

医師 児童相談所医師専門研修　 18 17 21 17 － － － －

児
童
福
祉
施
設

児心
情緒障害児短期治療施設指導者研修（～2012） 22 25 28 21 24 28 － －

新設情緒障害児短期治療施設職員研修 － － － － － － 22 24

乳児 乳児院指導者研修 61 58 55 48 43 49 50 44

養護 児童養護施設指導者研修 78 82 80 80 84 96 96 78

心理
施設心理職員合同研修 113 114 80 88 87 89 92 85

児童福祉施設心理担当職員合同研修B － － 81 － － － － －

合同 治療機関・施設専門研修 81 85 81 82 67 85 66 71

地域

児童福祉施設職員等地域合同研修 89
宮崎

45
静岡

26
福岡

64
滋賀

46
大阪

52
宮城

71
群馬

52
鳥取

児童福祉施設職員等地域合同研修 93
兵庫

27
長崎 － 30

広島
104
山梨

41
埼玉

42
岩手

69
千葉

児童福祉施設職員地域研修 － － － 47
愛知 － 47

茨城
31

三重
32

神奈川

合同 児童福祉施設指導者合同研修 78 77 85 84 85 89 67 89

合同
Web研修（2009~20）	プレ研修 8 8 8 8 － － － －

Web研修（2009~20）	修了研修 8 8 8 8 － － － －

　
　
　
　
　
　
　
市
区
町
村 地域

地域虐待対応等合同研修	#1
市町村セミナー（2003~05） － － － － － 52

福島
97

横浜
84

横浜

地域虐待対応等合同研修	#2
市町村セミナー（2003~05） － － － － － 79

松本
99

高松
89

大阪

地域虐待対応等合同研修	#3
市町村セミナー（2005） － － － － － 97

奈良
73

新潟
40

札幌

地域虐待対応等合同研修	#4
市町村セミナー（2005） － － － － － 62

山口
82

名古屋
64

福岡

地域虐待対応等合同研修	#5 － － － － － 62
長崎
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市
区
町
村

　
　
　
　
　
　
　
　

地域
地域虐待対応アドバンス研修	#1 68

青森
91

大分
62

福井
61

岩手
33

秋田

地域虐待対応アドバンス研修	#2 103
島根

91
兵庫

91
愛媛

87
岡山

79
岐阜 － －

地域虐待対応アドバンス研修	#3 － 中止
青森

57
栃木

66
沖縄

75
茨城 － －

地域虐待対応アドバンス研修	#4 － － － － 52
宮崎 － － －

地域虐待対応等合同研修＜アドバンス＞ － － － － － 92 － －

児童福祉 市区町村虐待対応指導者研修 75 － － － － － － －

職
域
横
断
的

合同 児童相談所･児童福祉施設職員合同研修 77 81 79 － － － － －

関係者 公開講座
（2010~2016は児相･施設合同研修と併催）

原発事故	
（黒部信
一氏等）

解離症状
の理解

（Putnam
氏）

子育ての
やさしさ	

（髙塚人
志氏等）

マンガで
届ける虐
待（椎名
篤子氏）

親子のコ
ミュニケー
ション（西
舘好子氏
等）

イギリス
から学ぶ

（Picken
氏）

子ども学、
脳科学、
環境学

（小林	登
等）

米国のケ
アシステム
（ハワイ
大学等）

合同 保健・福祉合同研修 － － － － － － － 100

医師 医師専門研修 24 30 27 24 23 22 25 28

関係者 児童虐待対応等基礎研修 － － － － － 95 － －

関係者

テーマ別研修	#1

子どもの
性と暴力

ネグレクト 虐待防止
と周産期
の支援

性的虐待 親への支
援

性的虐待 親への支
援

発達障害
と児童虐
待

203 86 81 84 141 97 86 130

テーマ別研修	#2
家族への
支援

法的対応 DVと虐
待

家族への
支援

児童虐待
の諸問題

非行と児
童虐待

発生予防 介入の意
義と方法

157 138 84 111 99 99 103 61

学生 大学生・大学院生MDT（多分野横断チーム）
研修 46 64 91 62 63 80 50 －

合同 教育・福祉虐待対応職員合同研修 65 83 47 － － － － －

そ
の
他

実施者
地域虐待対応研修指導者養成研修
地域虐待対応研修企画者養成研修（2012～16） 72 91 78 39 38 － － －

地域虐待対応研修指導者養成研修（B） － － － 41 38 － － －

関係者 特別研修「被災を経験した子どもへの支援」 － 132 － － － － － －

関係者 10周年記念シンポジウム 128 － － － － － － －

合計

延べ受講者数
　　内訳（参集/オンライン）

2,195
－

1,857
－

1,701
－

1,557
－

1,547
－

1,734
－

1,481
－

1,494
－

研修実施本数
　　中止本数

30
－

30
1

27
－

27
－

23
－

24
－

22
－

23
－

この時期の私と子どもの虹の関わりについても触れておきたい。私にとって子どもの虹は、「一番面白い研
修センター」となっていた。それは同僚たちにとっても同じことらしく、子どもの虹の研修は参加希望者が重
なるので、職場の中で順番に参加することになっていた。2008年度に順番が巡って来て、私は「治療機関・施
設専門研修」に参加することができた。そして、光栄なことに事例発表者に当たり、授業妨害をする児童と体
罰を与える父親の親子同席面接の経過を発表した。質疑の中で「親子同席面接を選んだ根拠は何か？」という
質問を受けて、「自分は基本的に親子同席で面接していて、配慮する理由がある時は別々にする」と答えた覚
えがある。当時の私は、全国の児相で家族療法が採り入れられているものだと思っていたのだが、必ずしもそ
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うではなかったようで、嚙み合わない受け答えになってしまった。“失敗したな”という思いを抱えて地元に帰っ
たのだが、翌年度に事例検討の助言者として声をかけてもらい、それから頻繁に事例検討の助言者として研修
に呼んでもらうこととなった。

“井の中の蛙大海を知らず” と言うが、私は子どもの虹で助言者を経験して、自分の常識がローカルルール
だと教えられることが幾度となくあった。その体験は心地よいものではないが、自分の考えや立場を相対化し
て振り返る習慣を身に付ける上で有意義なものだった。広い視野や客観的な姿勢を育むためには、多様な意見
が交わされていて、なおかつ落ち着いて自問自答できる場に身を置くことが大切だと実感した。ただし、中途
半端に視野が広がることで、副作用が生じるということも思い知らされた。私の場合、他県の状況や全国的な
動きが分かってくると、後輩への要求水準が高くなり、職場で係長級に昇格した気負いも相まって、後輩に対
する物言いがかなり厳しくなった。後輩諸子には、ずいぶんと迷惑をかけてしまった。

　成熟・変革期（2013～2019年度）　

「成長・拡大期」に続く７年間は、「成熟・変革期」と呼ぶことができる。この時期に先立つ2004年度から社
会的養護に関するさまざまな法改正が行われていたが、2016年度以降は急速に制度改正が進み、特に2017年度
に「新しい社会的養育ビジョン」が公表されてからは、里親優先の原則、施設のユニット化、児相の体制強化
などの大きな変革が強力に推進された。子どもの虹としては、2011年度と2012年度の研修実施本数が30本に上
り、史上最多の実施本数に達したものの、組織体制的にはそれが量的拡大の上限であった。30本の研修を実施
すると、次年度の研修のためにニーズや内容を吟味する時間を確保しづらくなっていた。この状態が長期化す
ると、変化が速い時代に対応した研修を企画できないと判断して、研修実施本数を抑えて企画のための時間を
確保することとした。そして、各施設協議会や国の専門委員会の動向を把握しながら、新しい情報や技術を現
場に紹介すべく、研修企画に従来以上のエネルギーを投入した。

そして、2017年度に児童福祉司スーパーバイザー（以下、福祉司SV）を対象とする法定研修が始まった。
虐待対応は高い専門性が求められる支援であり、職位に応じた専門研修を継続しなければならないことが広く
社会に認識されるようになっていた。新たな法定研修を実施するために、研修の年間計画を見直し、各地に出
向く地域研修を休止したり、複数回実施してきたテーマ別研修を１回にしたりした。この頃から、実施する研
修を年度によって入れ替えることによって、常に変化する研修ニーズに対応するようになった。

表３
専門研修の推移（2013―2019年度） R１ H30 H29 H28 H27 H26 H25

区分 対象 研　　　修　　　名 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

　
　
　
　
　
　
児
童
相
談
所

所長
【法定】児童相談所長研修＜前期＞　 64 62 67 77 67 72 57

【法定】児童相談所長研修＜後期＞　 63 62 66 74 66 74 58

心理 児童心理司指導者研修 79 65 58 56 53 66 49

福祉司
SV

児童相談所児童福祉司スーパーバイザー研修 － － － 76 68 77 76

児童相談所児童福祉司指導者基礎研修　 － － － 68 79 66 85

児童福祉司SVステップアップ研修<前期> 11 10 10 10 ８ ５ 12

児童福祉司SVステップアップ研修<後期> 10 10 ９ 10 ８ ４ 11

【法定】児童福祉司スーパーバイザー
義務研修A<前期> 91 83 89 － － － －
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児
童
相
談
所

　
　
　
　
　
　
　
　

福祉司
SV

【法定】児童福祉司スーパーバイザー
義務研修A<後期> 91 83 88 － － － －

【法定】児童福祉司スーパーバイザー
義務研修B<前期> 100 78 88 － － － －

【法定】児童福祉司スーパーバイザー
義務研修B<後期> 97 77 87 － － － －

合同 児童相談所職員合同研修 85 － － 67 86 90 89

医師 児童相談所医師専門研修　 ８ － － － － － －

弁護士 児童相談所弁護士専門研修 52 48 － － － － －

児
童
福
祉
施
設

児心 児童心理治療施設指導者研修 35 43 45 33 31 32 24

乳児 乳児院指導者研修 66 67 73 51 54 60 63

養護 児童養護施設指導者研修 95 99 84 90 88 79 82

心理 施設心理職員合同研修 90 110 97 87 116 111 113

合同 治療機関・施設専門研修 － － － － － － 85

合同 児童福祉施設指導者合同研修 113 121 98 83 83 82 89

合同

施設職員事例検討会プレ研修，Web研修
（2009~20） ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８

施設職員事例検討会修了研修，Web研修
（2009~20） ８ ８ ８ ８ ８ ８ ８

児童福祉関係職員継続研修（Web研修）OB研
修 － 18 － － － － －

母子 母子生活支援施設指導者研修 61 72 65 60 59 64 －

市
区
町
村

地域
地域虐待対応合同研修	#１ － － － 83

石川
68

山梨
81

山形
90

富山

地域虐待対応合同研修	#２ － － － 84
徳島

93
佐賀

101
滋賀

85
鹿児島

児童福祉 市区町村虐待対応指導者研修 96 97 92 79 75 76 90

保健師 児童虐待対応保健職員指導者研修 65 69 60 76 67 89 69

職
域
横
断
的
研
修

合同 児童相談所・児童福祉施設職員合同研修 － － － 84 88 84 83

関係者 公開講座
（2010~2016は児相･施設合同研修と併催） － － －

脳科学
（友田明
美氏）

社会的自立
（高橋亜
美氏等）

ネグレクト
（杉山	春
氏）

霊長類の
関係性

（正高信
男氏）

医師 医師専門研修 34 29 38 31 24 28 24

関係者

テーマ別研修	#１

喪失を巡っ
て

配偶者間
暴力

地域での
ケア

10代の要
保護児童

児童虐待
と性の問
題

要保護児
童の自立
支援

子どもの
危機的状
況

中止 242 174 162 175 161 189

テーマ別研修	#２
－ － －

家族への
支援～
ステップ
ファミリー

家族への
支援～
死亡事例

家族への
支援～
周産期

家族への
支援

　 　 　 160 244 149 140

テーマ別研修	#３
－ － － － － － 死亡事例

から学ぶ

119

合同 教育・福祉虐待対応職員合同研修 107 116 106 89 93 84 93
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そ
の
他

実施者
地域虐待対応研修指企画者養成研修（2012～
16） － － － 56 50 64 63

講師等養成研修 49 42 68 － － － －

合同 横浜市「児童虐待対応専門研修」（第１～３回） － － － 84 92 86 －

合計

延べ受講者数
　　内訳（参集/オンライン）

1,578
－

1,719
－

1,578
－

1,846
－

1,951
－

1,901
－

1,954
－

研修実施本数
　　中止本数

25
１

25
－

23
－

27
－

27
－

27
－

27
－

さて、この時期の子どもの虹が私にとってどんな存在として映っていたかというと、「現場から一目置かれ
る研修センター」と言える存在だった。自治体が主催する職員研修に子どもの虹から講師を招致できると、研
修担当者は周囲から称賛され、研修そのものの評価も概して好評だった。

私はこの頃には施設の課長になっていて、第一線で子どもや家族の支援を担当することがなくなり、職員の
支援や育成、職場内のチーム運営、人事管理や対外折衝などを主な業務としていた。言うなれば、ケース支援
における “プレイヤー” としての役割を終え、組織を支える “マネージャー” の一員になっていた。子どもの
虹との関わりにおいても、自分が研修を受講するのではなく、後輩を送り出す立場に変わり、子どもの虹に来
るのはもっぱら助言者や講師としてだった。私の中の認識では、子どもの虹の “ユーザー” というよりも、僭
越ながら、研修実施に協力する “サポーター” として、自分を育ててくれた子どもの虹に恩返しをしているつ
もりだった。

それに加えて、マネージャーが主な役割になってから、私は後進の指導にやり甲斐を感じるようになってい
た。子ども虐待の対応は心身ともに疲弊しやすいが、研修に参加した後輩が仕事への意欲や向上心を回復する
姿を見ると、直接的なケース支援でなくても人を支えたり元気づけたりすることができ、そのことに喜びを感
じていた。そして、縁あって2015年から子どもの虹の研修課長として勤務する機会を得て、研修を企画し実施
することが私の本業となった。さらに、2019年には研修部長となり、より広い視野から研修の方向性を思案し、
現場に何を届けると良いのか熟慮すべき立場となった。

　再構築期（2020～2022年度）　

年号が「令和」に替わる頃には、子どもの虹の研修は一定のスタイルを確立しており、受講する方々の間で
も子どもの虹の研修に対するイメージが定着していたと思う。しかし、2020年の冬から新型コロナウイルスの
感染が世界規模で広がり、参集して研修を行うことが困難な状況に陥ってしまった。そのため、子どもの虹で
はWeb会議ツールなどを活用したオンライン研修を本格的に導入することにした。子どもの虹では2009年度か
らオンラインによる定期事例検討会「Web研修」を実施しており、その経験がICT（情報通信技術）の導入に
あたって参考になった。しかし、ほとんどの研修をオンライン化するとなると課題は山積しており、受講者側
の通信環境が整っているのか、どのツールを使うか、そのツールでどんなことができるのかなど、疑問や不安
をひとつずつ解決しながらの船出だった。

オンライン研修を導入した初年度となる2020年度は、６月から７月にかけて「プレ・オンラインセミナー」
という名称で試行的に３本のオンライン研修を実施した。その結果、講義をライブ配信する形式であっても、
多くの職場で受講してもらえそうだという感触を得ることができた。感染の終息が見通せない中、現場の皆さ
んに研修を送り続けることが研修センターの使命だと考え、予定していた研修をできる限り、オンライン研修
に組み替えて実施することとした。ただ、法定研修は演習科目が多いので、参集形式での実施とした。また、いっ
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たん感染が下火になった８月には、計画どおりに「教育・福祉合同研修」を参集形式で実施した。研修受講者
の多くがオンライン研修の受講は初めてであり、事後アンケートでは “操作に戸惑った” という感想が多く見
られたが、事前のテスト配信の際に個別に操作方法を案内する等の対応によって、“安心して受講できた” と
いう感想もいただくことができた。研修への感想としては、“オンラインでも充実した研修だった”、“旅費が不
要なので初めて参加できた” など肯定的な感想が多数寄せられた半面、“直接会って受講者同士で交流したい”、
“子どもの虹に行くことで振り返りの機会になる” という参集形式の復活を望む意見もあった。

2021年度は、結果的にすべての研修がオンライン開催となった。一部の法定研修は参集形式で実施する計画
だったが、感染予防のために移動制限がかかり、急遽オンライン開催に切り換えた。オンデマンド配信とライ
ブ配信を組み合わせる等の工夫は2020年度から行っていたが、2021年度には従来の参集形式では困難だったプ
ログラム編成にも挑戦した。例えば、教育・福祉合同研修では、午前に200人規模の講演を行い、午後にそこ
から絞り込んだ希望者50人による小グループ討議を行い、教育と福祉のより良い連携について話し合っても
らった。他にも、ロールプレイや事例検討にも挑戦し、演習科目であってもある程度はオンラインで実施でき
ることが分かった。事後アンケートの記述には、“オンラインでもじっくりと話し合いができた”、“画面上のや
り取りでも意外に気持ちが分かると思った” などの感想が見られた。また、“育児中なのでオンライン研修が
助かる”、“オンデマンド配信は自分の都合に合わせて視聴できて良い” などワークライフバランスに関連する
肯定的な意見もあった。その一方で、“オンラインだと本音で語り合うのが難しいと感じた”、“休み時間の雑談
など受講者同士の交流が減ってしまう” など、相互交流に制約が生じることを指摘する意見もあった。

表４
専門研修の推移（2020―2021年度） R３ R２

区分 対象 研　　　修　　　名 2021 2020

児
童
相
談
所

所長

【法定】児童相談所長研修＜前期＞　 52 ★ 40

【法定】児童相談所長研修＜後期＞　 51 ★ 38

【法定】児童相談所長研修＜前期＞B日程（2021） 52 ★ －

【法定】児童相談所長研修＜後期＞B日程（2021） 54 ★ －

心理 児童心理司指導者研修 58 ★ 中止

福祉司
SV

児童福祉司SVステップアップ研修<前期> 中止 -

児童福祉司SVステップアップ研修<後期> 中止 -

【法定】児童福祉司スーパーバイザー義務研修A<前期> 76 ★ 35

【法定】児童福祉司スーパーバイザー義務研修A<後期> 76 ★ 33

【法定】児童福祉司スーパーバイザー義務研修B<前期> 71 ★ 35

【法定】児童福祉司スーパーバイザー義務研修B<後期> 70 ★ 36

【法定】児童福祉司スーパーバイザー義務研修C<前期> 70 ★ －

【法定】児童福祉司スーパーバイザー義務研修C<後期> 70 ★ －

合同 児童相談所職員合同研修 84 ★ 63 ★

医師 児童相談所医師専門研修　 24 ★ 28 ★

弁護士 児童相談所弁護士専門研修 48 ★ 75 ★
児
童
福
祉
施
設

児心 児童心理治療施設指導者研修 25 ★ 30 ★

乳児 乳児院指導者研修 46 ★ 47 ★

養護 児童養護施設指導者研修 85 ★ 75 ★
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児
童
福
祉
施
設

　
　

心理 施設心理職員合同研修 59 ★ 中止

合同 児童福祉施設指導者合同研修 － 中止

合同
施設職員事例検討会プレ研修，Web研修（2009~20） 8 ★ 7 ★

施設職員事例検討会修了研修，Web研修（2009~20） 8 ★ 14 ★

母子 母子生活支援施設指導者研修　 47 ★ 50 ★
市
区
町
村

児童福祉 市区町村虐待対応指導者研修 98 ★ 100 ★

保健師 児童虐待対応保健職員指導者研修 90 ★ 中止

職
域
横
断
的

関係者 公開講座
（2010~2016は児相･施設合同研修と併催） －

イギリスから学ぶ
（Munro氏）
中止　　　

医師 医師専門研修 12 ★ 32 ★

関係者 テーマ別研修	#１
喪失を巡って 親の精神疾患

235 ★ 470 ★

合同 教育・福祉虐待対応職員合同研修 200 ★ 36

そ
の
他

実施者 講師等養成研修 62 ★ 中止

関係者 プレ・オンラインセミナー「しつけと体罰」 － 77 ★

心理 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 ★

保健師 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 ★

合計

延べ受講者数
　　内訳（参集/オンライン）

1,831
0/1,831

1,479
253/1,226

研修実施本数
　　中止本数

27
2

22
6

　　★：Web会議ツールのライブ配信により実施

ICTを研修に本格導入する過程で、私が何を考え、何を感じたのか、改めて振り返ってみたい。私が研修部
長に就任した2019年度の終盤に、コロナウイルスの感染拡大が始まった。私の中に、なんとも間の悪い巡り合
わせを嘆く気持ちがあったのは事実だが、“ピンチはチャンス” と考えることにした。歴史を積み重ねる中で “子
どもの虹” として一定のステイタスを築き、研修スタイルも確立したこの時期に、前例踏襲が成り立たない危
機事態が発生したのである。これは、“次のステージをどのように構築していくのですか？” と私たちに問い
かける、見えざる者からの宿題と考えても良いかもしれないと思った。

いざ、ICTを使って研修を実施してみると、確立したと思われた研修スタイルにもまだまだ工夫の余地があ
ると気づかされた。オンラインであれば受講者全員から瞬時に意見を集約できたり、ワードクラウドで優勢な
意見を大きく表示したりすることが可能になるなど、従来では考えられなかったコミュニケーション方法を活
用できるようになった。また、会場のサイズを気にせずに受講定員を設定したり、数十室の分散会場を手軽に
設定できたりすることも、運営サイドにとっては大きな魅力だった。受講者にとっても、いながらにして研修
に参加できたり、オンデマンド配信を自由な時間に視聴できたりすることがオンライン研修の大きな利点と
なった。研修の実施方法の選択肢が飛躍的に増加したことで、これまで以上に柔軟な発想で研修を企画するこ
とができるようになった。

その一方で、オンラインであるが故の制約も生じていた。受講者同士で休み時間などに雑談ができなくなっ
たり、グループ討議で胸襟を開いた意見交換をしにくくなったりする面もあり、受講者間の相互交流は低調に
ならざるを得なかった。また、職場で受講していると緊急対応に呼び出されてしまうなど、研修に集中しにく
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いという弱点もあった。ICTは便利な技術だと言っても、決してバラ色ではない。オンライン研修の導入は、
歴史的建築物をいったん解体し、部品を磨き上げ、新たな装いにして組み立て直すような作業だと感じた。

今回、専門研修の歴史を俯瞰的に眺めてみて、改めて感じたことがある。“良い研修” を届けようとする営
みは、スペインにある世界遺産「サグラダ・ファミリア寺院」の建築と似ているのかもしれない。いつ完成す
るとも知れずに100年以上も建築を続け、古くなった箇所は既に補修が必要になっている。壮大な寺院であり
ながら詳細な設計図はなく、設計者であるアントニ・ガウディが描いた１枚のスケッチを手掛かりに建築を進
めていると言われている。これと同じように、“良い研修” の完成形を知る者はいない。今ある手がかりを少
しずつ上に向かって積み上げつつ、既に確立した箇所を補修しながら、たゆまなく創造し続ける必要があるの
だろう。そしてこの営みは、受講する人にとって新たな知識や技術との出会いを生み、見立てや技能を人間味
のあるものに高め、さらに仲間との交わりで心が生き返るような “良い研修” を目指して、脈々と受け継がれ
ていく。私にはこのようなラフなスケッチを描くことしかできないが、これからも “良い研修” を目指して歩
みを進める子どもの虹であり続けるために力を尽くしたい。

（研修部　中垣　真通）
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	１．虹センターの研究の基本的な考え方　

虹センターの研究については、センター開設当初から、センターに隣接する児童心理治療施設「横浜いずみ
学園」の協力を得た臨床現場研究と過去（主に戦後から）の児童虐待に関連する文献・研究等を収集・分析す
る研究を実施しており、その後、研修の評価に関する研究や海外の視察調査等に拡大していった。

センター開設後の10年間（2002年から2011年）は、虹センターに求められる研究とは何かを常に考え、セン
ターができることを模索しつつ実践してきた時代である。この展開については、センター紀要№10（10周年記
念号）に掲載されているが、この間の研究報告書は50本を超えた。これらの研究活動を通して、センターに求
められる研究とはどのようなものかがおおよそ明確になったといえよう。それらは大きく以下に示す４つの種
類に整理される。
①　人材の育成に関する研究
②　児童虐待に関する文献、研究報告、資料等の収集と分析
③　児童虐待に関する海外の状況の把握と分析
④　臨床・実践に関する研究

その後の今日に至る10年間（2013年から2021年）は、これら４つの種類を研究活動の４本柱として位置づけ、
展開してきた。この10年間の研究報告書数は64本で、20年間での総計数は129本にのぼる。

ここでは、上記の４つの柱ごとに、開設当初から20年間の研究事業の展開を振り返ることとする。

	２．人材の育成に関する研究　

虹センターは、虐待対応等に携わる職員の専門性を高めるために設立されており、研修事業が主要な事業と
なる。これまでに実施された人材育成に関する研究のテーマと実施年度を表１に示す。

開設当初は、研修内容の評価、特に事例検討の評価など、センター研修を研究対象に分析する研究を行って
いた。６年目以降は、人材育成そのものに焦点をあて、特にOJTの中核となるスーパーバイズを重視し、児童
虐待対応の中心的機関である児童相談所（以下、児相）を対象に、スーパーバイズのあり方についての研究を
開始した。以降、児童福祉分野に携わる職員の専門性とは何か、専門性を構成する資質、知識、技術の検討、
それらを身につけていくための育成体系等を探求していく研究へと展開していくことになる。

表１　これまでの人材育成に関する研究の実施年度とテーマ

05年度 虐待をテーマとした研修の在
り方について‒子どもの虹情
報研修センターにおける児童
相談所、児童福祉施設職員対
象の研修を通して‒（子ども
の虹情報研修センター　甲能
迪）

06・07
年度

センター研修における事例検
討の分析‒児童相談所等と児
童福祉施設74事例の検討‒（子
どもの虹情報研修センター　
四方燿子・川﨑二三彦）

08年度 ・	研修評価に関する研究‒児
童福祉臨床での有益性を評
価の視点とした研修プログ
ラムの作成について‒（子
どもの虹情報研修センター
　平山英夫）

・	児童相談所における児童福
祉司スーパーバイズのあり
方に関する研究（子どもの

　　研究事業の20年を振り返る
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　	虹情報研修センター　川﨑
二三彦）

09年度 児童相談所における児童福祉
司スーパーバイズのあり方に
関する研究	（第２報）	（子ども
の虹情報研修センター　川﨑
二三彦）

14年度 市区町村児童家庭相談におけ
る人材育成モデルについての
研究（第１報）（日本社会事業
大学専門職大学院　宮島清）

15年度 市区町村児童家庭相談におけ
る人材育成モデルについての
研究（第２報）‒ケースカンファ
レンスの質的向上を目指した研
修と教材の開発について‒（日
本社会事業大学専門職大学院
　宮島清）

16年度 市区町村児童家庭相談におけ
る人材育成モデルについての
研究　（第３報）‒コーディ
ネート力育成の研修のありか
たについて‒（日本社会事業
大学専門職大学院　宮島清）

17年度 児童相談所と市区町村におけ
る児童相談担当職員の人材育
成に関する研究（第１報）（子
どもの虹情報研修センター　
川松亮）

18年度 児童相談所と市区町村におけ
る児童相談担当職員の人材育
成に関する研究
第１部：	児童福祉司スーパー

バイザーの職業的背
景と専門性について

第２部：	イギリスにおける児
童 家 庭 ソ ー シ ャ ル
ワーカーの役割と育
成について（子ども
の 虹 情 報 研 修 セ ン
ター　増沢高）

20年度 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‒（千葉大学
　保坂亨）

21年度 人材育成に関する調査研究
２：専門職の養成・育成にお
ける実習及び実務訓練（千葉
大学　保坂亨）

22年度 ・	専門職の養成と任用後の育
成に関する研究‒OJTを中
心に‒（千葉大学　保坂　
亨）

・	オンライン研修の導入によ
る変化と今後の展望（子ど
もの虹情報研修センター　
中垣真通）

児童虐待に対応する職員にとっての重要な専門性のひとつは、個々のケースを適切にアセスメントする能力
である。ゆえに研修事業ではケースカンファレンスを重視し、研修プログラムに位置付けてきた。2004年の児
童福祉法の改正で、市町村に要保護児童対策地域協議会の設置が法定化され、児相だけでなく市町村も虐待対
応を行う中心的機関に位置付けられ、特に要保護・要支援児童への在宅支援が期待されるようになった。以降、
センターは市町村に対する研修を実施することとなったが、研修を通して気づかされたのが、カンファレンス
が充分に機能し、適切なアセスメントを実践できている市町村がまだ少ないことであった。そこで市町村等で
のケースカンファレンスの質的向上を目指した研修プログラム等の開発を目的とした研究を数年かけて取り組
んだ（14年度から16年度）。「市区町村児童家庭相談における人材育成モデルについての研究」（第１報～第３報）
である。この一連の研究の成果物として「要保護児童ケースのための包括的アセスメント・トレーング」が開
発され、センターHPに「WEBトレーニング」として公開した。

また専門性構築の道筋を示す人材育成体系に関する研究にも着手した。ここで注目したのが、イギリスの人
材育成体系（PCF：Professional	 Capabilities	Framework）である。2012年にイギリスがこの人材育成の体系
作りに2010年から着手したことを知り、随時情報を入手し、追跡していった。イギリスでは2011年にPCFの素
案を作成し、以降修正を繰り返して、2018年に完成に至っている。そこで、2018年度の研究（「児童相談所と
市区町村における児童相談担当職員の人材育成に関する研究」の第Ⅱ部）では、イギリスの児童家庭ソーシャ
ルワークの現状を把握した上で、PCFの意義を分析、整理し、紹介した。

日本でも、児童福祉領域を担う職員の人材育成の課題が浮き彫りになり、資格化を含む育成の必要性への認

■ Ⅳ. 虹センター20年の歩み ■

144



識が高まっていた。2019年の改正児童福祉法では、児童福祉の専門知識・技術を必要とする支援者の資格の在
り方や資質の向上策について、施行後１年を目途に検討を加えることとなり、2022年の同法の改正において、
児童福祉司等のソーシャルワーカーの専門性と資質を担保するために、新たに認定資格として「子ども家庭ソー
シャルワーカー」（仮称）が創設され、児童福祉司の任用要件に追加されることとなった。

国家資格については、医療、司法、教育分野において古くから存在する。しかし資格取得の養成の在り方や
資格取得後の育成のあり方については、この３分野で大きく異なる。センターでは、各分野における資格を含
めた人材育成の現状や課題を把握、分析することが、児童福祉領域での資格化や育成の議論の参考になると考
えた。そこで、20年度から22年度までは児童福祉領域以外の領域で国家資格を有する医療、司法、教育の領域
において、資格の位置づけや資格取得前後の育成についてヒアリング調査を行った。

センターでの研修事業は、ここ数年間コロナ禍の影響によって、参加型の研修が困難となり、オンラインに
よる研修実施を余儀なくされた。感染が拡大した当初、急遽オンラインによる様々な研修方法を模索、実践し、
以降工夫を重ねて現在に至っている。この研修実践を通してオンライン研修のメリットや、参集型の研修には
かなわない課題が見えてきた。そこで、センターでは、研究の一環として、現行のオンライン研修について、
その効果や課題を、参加者の研修評価等から分析し、オンライン型の研修と参集型の研修をどのように組み合
わせたらより有効な研修へと発展できるかなどを、研究事業と位置付けて検討している。

	３．児童虐待に関する文献、研究報告、資料等の収集と分析　

センターでは開設当初より、児童虐待とそれに関連する文献、研究、資料等を収集、分析、整理して報告し
ている。これらの研究は、研修事業等事業を行う上での基礎資料となるもので、センター全体として重視して
おり、特に研修事業のプログラムの企画の際には大いに活用されている。

表２　これまでの文献研究の実施年度とテーマ

03年度 虐待の援助法に関する文献研
究（第１報：1970年代まで）　
戦後日本社会の「子どもの危
機的状況」という視点からの
心理社会的分析（千葉大学　
保坂亨）

04年度 ・	児童虐待の援助法に関する
文献研究（第２報：1980年
代）　戦後日本社会の「子ど
もの危機的状況」という視
点からの心理社会的分析（千
葉大学　保坂亨）

・	虐待の援助法に関する文献
研究（第２報：1980年代）　
児童虐待に関する法制度お
よび法学文献資料の研究　
第１期（1980年から1990年
まで）（千葉大学　保坂亨）

05年度 ・	児童虐待の援助法に関する
文献研究（第３報：1990年
代まで）戦後日本社会の「子
どもの危機的状況」という
視点からの心理社会的分析

（千葉大学　保坂亨）
・	虐待の援助法に関する文献

研究（第３報：1990年代）
児童虐待に関する法制度お
よび法学文献資料の研究　
第 ２ 期（1990年 ４ 月 か ら
2000年５月まで）（千葉大学
　保坂亨）

06年度 児童虐待の援助法に関する文
献研究（第４報：2000～2006
年まで）	戦後日本社会の「子
どもの危機的状況」という視
点からの心理社会的分析（千
葉大学　保坂亨）

07年度 ・	児童虐待の援助法に関する
文献研究　‒戦後日本社会
の「子どもの危機的状況」
という視点からの心理社会
的分析‒　児童虐待に関す
る文献（2000年‒2007年）の
紹介（千葉大学　保坂亨）

・	虐待の援助法に関する文献
研究（第４報：2000年代）　
児童虐待に関する法制度お
よび法学文献資料の研究　
第３期（2000年６月から20

08年度 性的虐待と教育心理学分野に
おける教科書分析に関する文
献研究（千葉大学　保坂亨）
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　	04年４月まで）（千葉大学　
保坂亨・駿河台大学　吉田
恒雄）

09年度 ・	子ども虐待と発達障害の関
連に焦点をあてた文献の分
析（子どもの虹情報研修セ
ンター　増沢高）

・	虐待の援助法に関する文献
研究（第５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４期（2004
年５月から2007年６月まで）

（駿河台大学　吉田恒雄）

10年度 ・	研修資料　児童の虐待死に
関する文献研究（子どもの
虹情報研修センター　川﨑
二三彦）

・	児童虐待に関する文献研究
　児童虐待重大事例の分析

（第１報）（子どもの虹情報
研修センター　増沢高）

11年度 ・	研修資料　平成23年度　児
童の虐待死に関する文献研
究（子どもの虹情報研修セン
ター　川﨑二三彦）

・	児童虐待に関する文献研究
　児童虐待重大事例の分析

（第２報）（子どもの虹情報
研修センター　増沢高）

・	虐待の援助法に関する文献
研究（第６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５期（2007
年７月から2010年３月まで）

（駿河台大学　吉田恒雄）

12年度 13年度 ・	児童虐待に関する文献研究
　自治体による児童虐待死
亡事例等検証報告書の分析

（子どもの虹情報研修セン
ター　川﨑二三彦）

・	虐待の援助法に関する文献
研究（第７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６期（2010
年４月から2012年３月まで）

（駿河台大学　吉田恒雄）

14年度 児童虐待に関する文献研究　
児童虐待とDV（子どもの虹情
報研修センター　川﨑二三彦）

15年度 児童虐待に関する文献研究	精
神障害をもつ保護者による虐
待（白百合パークハイム　長
尾真理子）

16年度 ・	児童虐待に関する文献研究
　子どもの貧困と虐待（子
どもの虹情報研修センター
　川松亮）

・	虐待の援助法に関する文献
研究（第８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７期（2012
年４月から2014年３月まで）

（駿河台大学　吉田恒雄）

17年度 児童虐待に関する文献研究　
非行と児童虐待（国立きぬ川
学院　富田拓）

18年度 ・	児童虐待に関する文献研究
　わが国の児童福祉領域に
おけるアタッチメントに関
する理論の系譜（東洋英和
女学院大学　久保田まり）

・	虐待の援助法に関する文献
研究（第９報告）　児童虐
待に関する法制度および法
学文献資料の研究　第８期

（2014年４月から2017年３月
まで）（駿河台大学　吉田恒
雄）

19年度 児童虐待に関する文献研究　
社会的養護における子どもの
喪失体験（子どもの虹情報研
修センター　増沢高）

20年度 ・	児童虐待に関する文献研究
　親の精神疾患と子どもの
育ちに関する研究（東京都
立大学　長沼葉月）

・	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）

（駿河台大学　吉田恒雄）

21年度 児童虐待重大事件の分析１
（2010年‒2016年）（子どもの
虹情報研修センター　増沢高）

22年度 児童虐待重大事例の分析２
（2016年‒2020年）（子どもの
虹情報研修センター　増沢高）
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センター開設当初は、日本における、主に戦後から現在に至るまでの児童虐待の状況や取り組みを俯瞰する
目的で、児童虐待に関する研究論文や著作等を収集、分析した。ここで明らかになったことは、古くから児童
虐待は存在するものの、80年代までは、「児童虐待」という視点でとらえることは少なく、調査研究の対象は、
子殺し、愛情はく奪児、社会的孤立児などと呼ばれていたことである。そのため児童虐待という言葉に限定せ
ずに、子殺し、愛情はく奪児、社会的孤立児などの言葉も包摂した「子どもの危機的状況」として、様々な文
献や調査研究等を把握、分析した。これらの文献や研究報告書等の資料は、大きな図書館や特定の機関にしか
現存しないものもあり、そうした資料が入手できればそのままセンターの図書室に収めた。この研究には５年
間を費やし、５本の報告書を作成した。その後、これらをベースにした「日本のこども虐待」（保坂亨編著,	
2007、福村出版）が発刊されている。

児童虐待に対する法制度については、以上の研究とは別に、戦後から現在に至るまでの法制度や判例等に関
する文献の収集、分析を行った（「児童虐待に関する法制度および法学文献資料の研究」）。収集される資料数
は膨大なもので、この研究には20年の歳月が費やされ、2020年度に完結された。報告書数は９本におよぶ。こ
れらについても、第１報告から第６報告までをベースにして「日本の児童虐待防止・法的対応資料集成」（吉
田恒雄編著,	2015、明石書店）として発刊されている。

また、2008年からは、児童虐待に関連するテーマを絞って文献を収集、整理、分析することとした。関連す
るテーマから児童虐待を捉えることで、この問題についての理解を深めることが可能と考えたためである。こ
れまでに10のテーマを取り上げてきた。性的虐待（2008年度）、DV（2014年度）、発達障害（2009年）、虐待死

（2011年）、精神障害を持つ保護者による虐待（2015年度）、子どもの貧困（2016年度）、非行（2017年度）、アタッ
チメント（2018年度）、社会的養護の喪失体験（2019年度）、精神疾患のある保護者の下にいる子どもの育ち（2010
年度）である。貧困や親の精神疾患などは、子どもの育ちに影響をもたらす背景の問題であり、アタッチメン
トや喪失などは、不適切な養育環境等がもたらす心的課題と考えられ、非行はその結果として進行する行動上
の問題の一つであることが分かる。児童虐待に関連する問題はこれ以外にも多岐に及び、児童虐待の問題のも
つすそ野の広さと深さを実感する。今後も関連する様々なテーマを取り上げて研究していく方針である。

児童虐待の最悪の結果は子どもの死亡である。国は専門委員会を立ちあげ、2004年から死亡事例の検証報告
を毎年行っており、現在18次報告に至っている。センターでも2010年と2011年に「虐待死」に絞った分析研究
を行った。また、虐待による死亡事件等の中には、重大事件として繰り返し報道されるようなケースがある。
これらの重大事件は、社会が注目し、児童虐待の防止制度や対応の在り方に影響を与えてきた。そこで2010年
度に、児童虐待防止法が制定された2000年から2010年までの間に起きた重大事件をピックアップ（計25事例）
して、新聞報道、事件に関する文献、検証報告書などを収集、整理分析することとした。この研究には２年間
を費やし２冊の報告書を刊行した。これらの報告書は、後に「日本の児童虐待重大事件2000‐2020」（川﨑
二三彦他編著,	 2014、福村出版）として再編、発刊されている。それから10年たった現在、これに続くものと
して2011年から2020年までの重大事件を取り上げて分析を行っている。

	４．児童虐待に関する海外の状況の把握と分析　

児童虐待に関する、諸外国の実態、取り組みの現状を把握することは重要である。日本の場合、児童虐待へ
の取り組みは、他の先進諸国から20年遅れているともいわれてきた。そこでセンターでは、センター開設の翌
年に、ドイツ、フランス、アメリカの視察を行い、その後もイギリス等への視察を敢行し報告書にまとめてき
た。2017年度からは、社会的養護に従事する職員の海外研修を行っている資生堂社会福祉事業財団と契約を結
び、センターと財団との協働の下で研修も兼ねた海外視察を行うこととなった。以降、毎年視察が実施され、
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これまでにルーマニア、イギリス、フランス、オーストラリアの視察を行った。
世界の虐待防止の取組みの歴史を俯瞰すると、多くの先進国において以下のような経過を辿るといわれてい

る（小林,	2015、鷲山,	2020）。
Ⅰ　虐待の存在を無視し続ける時代が長く続く
Ⅱ　身体的虐待の存在に気付く
Ⅲ　子どもを親から保護しようと法や制度を整備する
Ⅳ　親も被虐待児であったと分かり、治療対象として見直される
Ⅴ　性的虐待の存在に気付く
Ⅵ　分離介入の法整備だけでは何も解決せず、治療も難しいと分かり、予防こそ重要と気付く

80年代までの世界における児童虐待への対応は、児童を危害から保護することに焦点をあてた「児童保護」
志向と、予防に焦点をあてた「家族・児童福祉サービス」志向に大きく分かれていた。アメリカは前者を重視
し、後者は北欧やドイツ、フランス等の取組みが該当する（田澤,	2017）。またイギリスは両者の間を揺れ動き
ながら今日に至っている。しかし90年代に入って、「児童保護」志向であったアメリカでも、危害が大きくなっ
た段階で介入し保護する対応では、その後の適切な支援につながりにくく、経過も良好でないことに気付いて
いった。また重症化する前の段階で、家庭訪問等を行うなど予防的な支援が効果的との認識が支援評価のエビ
デンスを踏まえて高まって行った。こうした背景から1990年以降はアメリカもイギリスも早期の予防的支援の
強化に舵を切り始めている。

こうした世界の現状と動向を一望できるように、2020年度には、これまでの視察によって構築された海外ネッ
トワークや情報源を基盤に、アジア（韓国）、オセアニア（オーストラリア）、北米（アメリカ、カナダ）、イ
ギリス、ヨーロッパ大陸（フランス、ドイツ）及び北欧（フィンランド）を対象国として、児童虐待対応の法
制度、対応する機関、ケースの流れなど基本的な枠組みをおさえ、統計上の推移、法制度改正の経過、取り組
みの変化等を把握しデータベース化し、毎年更新することとした。データはセンターのHPで公開し、閲覧で
きるようにした。把握していく国は、今後さらに広げていく方針である。

表３　これまでの海外視察等の研究の実施年度とテーマ

03年度 ・	ドイツ・フランスの児童虐待防止制度の視察報告書
　I		ドイツ連邦共和国編（平湯法律事務所　平湯
真人）

・	ドイツ・フランスの児童虐待防止制度の視察報告書
　Ⅱ	フランス共和国編（子どもの虹情報研修セン
ター　松井一郎）

・	アメリカにおける児童虐待の対応視察報告書（子
どもの虹情報研修センター　四方燿子）

07年度 イギリスにおける児童虐待の対応視察報告（子ども
の虹情報研修センター　川﨑二三彦）

13・14
年度

アジアにおける児童虐待への取り組みに関する研究
　体罰の防止に向けて（第１報・２報）（和歌山県
立医科大学　柳川敏彦）

17年度 ・	ルーマニアの児童福祉制度視察報告（子どもの虹
情報研修センター　川松亮）

・	ドイツの児童福祉制度視察報告（子どもの虹情報
研修センター　川松亮）

18年度 イギリスにおける児童福祉制度視察報告（子どもの
虹情報研修センター　増沢高）

19年度 児童虐待対応における海外の情報共有システムにつ
いて（オーストラリア、イギリス、カナダ）（子どもの
虹情報研修センター　増沢高）

20年度 海外の児童虐待防止の取組みに関する調査研究（子
どもの虹情報研修センター　増沢高）

21年度 ・	フランスにおける児童虐待防止の取組みに関する
調査研究（子どもの虹情報研修センター　川﨑
二三彦）

・	児童虐待防止制度等に関する海外の状況調査（子
どもの虹情報研修センター　増沢高）
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22年度 オーストラリアにおける児童虐待防止の取組みに関す
る調査研究（子どもの虹情報研修センター　増沢高）

	５．臨床・実践に関する研究　

臨床・実践に関する研究は、施設や児相等の臨床現場を対象に行うものである。
まずセンター開設からの10年間を振り返る。センターを運営する社会福祉法人横浜博萌会は、児童心理治療

施設（当時は「情緒障害児短期治療施設」）を設置しており、センター開設から６年間は、この施設をフィー
ルドに、臨床動作法、学習援助、攻撃性・暴力性への対応など様々な臨床的取り組みの効果研究、児童心理治
療施設の有効性に関する研究、性的問題への対応に関する研究等を行った。その後、児童養護施設や乳児院へ
研究フィールドを拡大し、乳児院では愛着の発達や情緒の発達への支援、児童養護施設では、困難事例の分析、
学校と施設の連携、児童養護施設に配置されるようになった心理職の役割などをテーマに研究を行った。

虐待を受けた子どもの保護や虐待の影響からの回復や育ち直りの過程は大変困難で、児相や施設の専門性の
向上は常に大きな課題としてあり続けた。これを踏まえ、08年度から児相を研究対象とし、児相の専門性の確
保のあり方、スーパーバイズのあり方、児相の医務業務についてなどをテーマとした研究を行った。また児相
に、弁護士や保健師が配置されるようになり、こうした職種が児相でどのような役割を担っていくかをテーマ
にした研究も行った。

10年目以降は主に以下に述べる２つのテーマを中心に研究を行ってきた。
虐待を受けて施設に入所する子どもたちは、心的発達に重い課題を抱えている。特にアタッチメントとトラ

ウマは核となる問題で、その回復に向けた支援や親子関係の修復が重要となる。一つ目のテーマはこの点につ
いてである。そこで2012年度から２年間、母子生活支援施設での母子臨床をテーマとした親子関係形成におけ
る母子生活支援施設の役割を検討する研究を行った。また乳児院ではこれまでもアタッチメント形成等の研究
を行ってきたが、2017年からは乳児院の養育の課題と可能性を整理するため、より踏み込んだ実証的研究を３
年間かけて行った。さらに2020年度からは、重症度の高い子どもが入所している児童心理治療施設において、
アタッチメントを核とした治療的支援のあり方を探求する研究に取り組んでいる。

また児童虐待防止には、重症化した子どもの保護だけではなく、重症化する前の予防的、早期支援が重要と
なる。そのためには市区町村等の身近な支援機関の支援力が期待される。二つ目のテーマがこれである。2014
年からは市町村における児童家庭相談のあり方を探求する研究を数年間かけて行い、2021年度には、人生の早
期に家庭以外で長時間を過ごす保育所を対象に、早期支援に果たす役割を検討した。また児童家庭支援センター
は地域支援御拠点としての役割が期待されている。そこで、2021年度からは児童家庭支援センターを対象に地
域支援のあり方に関する研究を行っている。予防的支援において保健師の役割は極めて重要である。近年保健
師の児相への配置が進んでいる現状を踏まえて、2020年度には児相における保健師の役割を検討する研究を
行った。この研究の成果物として、「児童相談所における保健師の活動ガイド」が発刊されている。さらに
2022年度の研究では、市区町村での支援の中核となる、児童福祉部門と保健部門との協働に関する研究を行っ
ている。

表４　これまでの臨床現場研究の実施年度とテーマ

02
年
度

・	児童虐待に対する情緒障害児短
期治療施設の有効活用に関する
縦断研究（第１報）（大正大学
　滝川一廣）

03
年
度

・	児童虐待に対する情緒障害児短
期治療施設の有効活用に関する
縦断研究（第２報）（大正大学
　滝川一廣）

04
年
度

・	児童虐待に対する情緒障害児短
期治療施設の有効活用に関する
縦断研究‒2000年から2004年亘
る縦断研究の報告‒（第３報）

■ Ⅳ. 虹センター20年の歩み ■

149



・	臨床動作法の被虐待児への適用
に関する研究（第１報）（日本
社会事業大学　藤岡孝志）

・	臨床動作法の被虐待児への適用
に関する研究（第２報）（日本
社会事業大学　藤岡孝志）

　（大正大学　滝川一廣）
・	臨床動作法の児童福祉施設入所

児童への適用に関する研究		（第
３報）	（日本社会事業大学　藤岡
孝志）

05
年
度

児童養護施設における困難事例の
分析（子どもの虹情報研修セン
ター　増沢高）

06
年
度

・	被虐待児への学習援助に関する
研究-被虐待児の学習支援に関す
る研究‒（第１報）（横浜いず
み学園　髙田治）

・	被虐待児における音楽療法の適
用（チャイルドリサーチネット
　長田有子）

・	被虐待児への学習援助に関する
研究‒被虐待児の認知に関する
研究‒（国立成育医療センター
　宮尾益知）

・	児童虐待における援助目標と援
助の評価に関する研究‒情緒障
害児短期治療施設におけるアフ
ターフォローと退所後の児童の
状況に関する研究‒（大正大学
　滝川一廣）

・	児童虐待における援助目標と援
助の評価に関する研究　被虐待
児童の施設ケアにおける攻撃
性・暴力性の問題とその対応‒
情緒障害短期治療施設での事例
分析的研究‒（大正大学　滝川
一廣）

07
年
度

・	被虐待児に対する臨床上の治療
技法に関する研究（情緒障害児
短期治療施設における被虐待児
への心理治療）（静岡県立吉原
林間学園　平岡篤武）

・	児童虐待における家族支援に関
する研究‒児童福祉施設での取
り組み‒（子どもの虹情報研修
センター　川﨑二三彦）

・	被虐待児への学習支援に関する
研究-被虐待児への感情認知およ
び課題時の行動観察に関する研
究‒（第２報）（国立成育医療
センター　宮尾益知）

・	児童養護施設における困難事例
の分析-児童養護施設に入所した
195事例の検討‒（子どもの虹
情報研修センター　増沢高）

08
年
度

・	児童虐待における家族支援に関
する研究‒児童福祉施設での取
り組み‒	（第２報）　（子どもの
虹情報研修センター　川﨑二三
彦）

・	被虐待児への学習援助に関する
研究‒被虐待児への認知に関す
る研究‒（国立成育医療セン
ター　宮尾益知）

・	児童虐待における援助目標と援
助の評価に関する研究-情緒障
害児短期治療施設におけるアフ
ターフォローと退所後の児童の
状況に関する研究（続報）‒　
高校生年齢児童の支援の現況と
問題点（大正大学　滝川一廣）

・	被虐待児への学校場面における
支援に関する調査研究（愛知教
育大学　生島博之）

09
年
度

・	被虐待児への学習援助に関する
研究‒被虐待児の認知に関する
研究‒（第４報）（国立成育医
療センター　宮尾益知）

・	専門相談における法的問題に関
する相談内容の研究（子どもの
虹情報研修センター　佐々木宏
二）

・	被虐待児の援助に関わる学校と
児童養護施設の連携（千葉大学
　保坂亨）

・	乳児院における愛着の発達支援
に関する研究～乳児院を拠点と
する子どもの社会・情緒的発達
に適した養育環境とは～（お茶
の水女子大学　青木紀久代）

・	児童相談所の専門性の確保の在
り方に関する研究‒自治体にお
ける児童福祉司の採用・任用
の現状と課題‒　（関西学院大
学・日本子ども家庭総合研究所
　才村純）

10
年
度

・	情緒障害児短期治療施設におけ
る性的問題への対応に関する研
究（第１報）（大正大学　滝川
一廣）

・	乳児院における子どもの社会情
緒的発達を促進する生活臨床プ
ログラムの模索（お茶の水女子
大学　青木紀久代）

・	児童養護施設における心理職の
あり方に関する研究（子どもの
虹情報研修センター　増沢高）

・	被虐待児の援助に関わる学校と
児童養護施設の連携（第２報）

（千葉大学　保坂亨）
・	児童相談所の医務業務に関する

研究（和歌山県精神保健福祉セ
ンター　小野善郎）

・ 	「親子心中」に関する研究（１）
‒先行研究の検討‒（子ども
の虹情報研修センター　川﨑
二三彦）

11
年
度

・ 	「発達障害が疑われる保護者の
虐待についての研究」‒その
特徴とあり方をめぐって‒（花
園大学　橋本和明）

・	児童相談所の医務業務に関する
研究	（第２報）（和歌山県精神保

12
年
度

・ 	「発達障害が疑われる保護者の
虐待についての研究　第２報」
‒その特徴と対応のあり方を
めぐって‒（花園大学　橋本
和明）

・	被虐待児の援助に関わる学校と

13
年
度

・	母子生活支援施設における母子
臨床についての研究　第１報：
質問紙調査による実態把握（九
州大学病院　山下洋）

・ 	「親子心中」に関する研究	（３）
　裁判傍聴記録による事例分
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　	健福祉センター　小野善郎）
・	乳児院における子どもの社会情

緒的発達を促進する生活臨床プ
ログラムの模索～生活臨床のセ
ンスを磨くために～（お茶の水
女子大学　青木紀久代）

・	情緒障害児短期治療施設におけ
る性的問題への対応に関する研
究（第２報）（大正大学　滝川
一廣）

・	被虐待児の援助に関わる学校と
児童養護施設の連携（第３報）

（千葉大学　保坂亨）
・ 	「親子心中」	に関する研究（２）

　2000年代に新聞報道された
事例の分析（子どもの虹情報
研修センター　川﨑二三彦）

・	児童相談所のあり方に関する研
究‒児童相談所に関する歴史年
表‒（子どもの虹情報研修セン
ター　川﨑二三彦）

　	児童養護施設の連携（第４報）
（千葉大学　保坂亨）

・	児童虐待対応における児童福祉
と医療との連携についての研究

（鳥取県米子児童相談所　山澤
重美）

　	析（子どもの虹情報研修セン
ター　川﨑二三彦）

・	今後の児童虐待対策のあり方に
ついて（１）研究動向の把握（花
園大学　津崎哲郎）

14
年
度

・	母子生活支援施設における母子
臨床についての研究（第２報）：
臨床実践に関するヒアリング調
査（九州大学病院　山下洋）

・	市区町村における児童家庭相談
実践の現状と課題に関する研究

（子どもの虹情報研修センター
　川﨑二三彦）

・	今後の児童虐待対策のあり方に
ついて	（２）虐待対策における
課題解決の方向性（NPO法人児
童虐待防止協会　津崎哲郎）

15
年
度

・	今後の児童虐待対策のあり方に
ついて	（３）虐待対策における
課題解決のための具体策の提言

（NPO法人児童虐待防止協会　
津崎哲郎）

・	市区町村における児童家庭相談
実践の現状と課題に関する研究

（第２報）（子どもの虹情報研修
センター　川松亮）

16
年
度

・	児童家庭支援センターの役割と
機能のあり方に関する研究（金
沢星稜大学　川並利治）

・	市区町村における児童家庭相談
実践の現状と課題に関する研究
　‒政令指定都市・児童相談所
設置市編‒（子どもの虹情報研
修センター　川松亮）

・	児童相談所における弁護士の役
割と位置づけに関する研究（東
京都児童相談センター　影山
孝）

　・	嬰児殺に関する研究（子ども
の虹情報研修センター　川﨑
二三彦）

17
年
度

・	乳児院養育の課題と可能性を探
る‒現代発達科学的視座からの
検証‒（第１報）（東京大学大
学院　遠藤利彦）

・	嬰児殺が起きた「家族」に関す
る実証的研究（子どもの虹情報
研修センター　川﨑二三彦）

・	児童相談所における弁護士の役
割と位置づけに関する研究　第
２報（東京都児童相談センター
　影山孝）

・	児童家庭支援センターの役割と
機能のあり方に関する研究　

（第２報）（金沢星稜大学　川並
利治）

18
年
度

・	乳児院養育の課題と可能性を探
る‒現代発達科学的視座からの
検証‒（第２報）（東京大学大
学院　遠藤利彦）

・	市区町村における子ども家庭相
談実践事例に関する調査研究

（第１報）（子どもの虹情報研修
センター　川松亮）

・	児童相談所における児童心理司
の役割に関する研究（第１報）

（そだちと臨床研究会　菅野道
英）

19
年
度

・	市区町村における子ども家庭相
談実践事例に関する調査研究

（第２報）（明星大学　川松亮）
・	児童相談所における児童心理司

の役割に関する研究（第２報）
（そだちと臨床研究会　菅野道
英）

・	乳児院養育の課題と可能性を探
る‒現代発達科学的視座からの
検証‒（第３報）（東京大学大
学院　遠藤利彦）

20
年
度

・	児童相談所の保健師のあり方に
関する研究（武蔵野大学　中板
育美）

21
年
度

・	児童家庭支援センターにおける
地域支援事業に関する研究　‒
要保護児童に対する児童家庭支
援センターの在宅支援の現状‒

（明治学院大学　武田玲子）
・	地域での早期支援における保育

22
年
度

・	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（東
京大学大学院　遠藤利彦）

・	周産期からの支援における市町
村の母子保健と児童福祉の連
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　	所の役割と課題（東洋英和女学
院大学　久保田まり）

・	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（東
京大学大学院　遠藤利彦）

　	携・協働（子どもの虹情報研修
センター　増沢高）

・	児童家庭支援センターにおける
地域支援事業に関する研究‒要
保護児童に対する児童家庭支援
センターの在宅支援の現状Ⅱ‒

（明治学院大学　武田玲子）

	６．研究小委員会と倫理審査委員会　

虹センターの研究の企画にあたっては、福祉、心理、教育等の分野の専門家からなる研究小委員会を設置し
て、アドバイスをいただいている。また、2018年度からは、倫理審査委員会を設置して、虹センターで行う研
究の倫理審査を行っている。

（研究部　増沢　高）
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	　はじめに　

「手術を受けなければ命が危ない子どもの親がその手術に同意しない。どのような対応がよいだろうか」。あ
る児童相談所から寄せられたこの電話によって、専門相談事業がはじまった。現在であれば、医療ネグレクト
への対応や親権停止制度なども検討すると思われる内容だが、当時はまだ厚生省からの医療ネグレクトへの対
応の通知も出されておらず、親権停止制度もなかった時代である。「親権者の医療拒否事例」と書かれた記録
には、センター内でも各方面に問い合わせて対応した記録が残されている。

専門相談室は、センター設立翌年の平成15年４月に設置したため、これまでの実績はセンターの他事業と異
なり19年間である。全国の児童相談所をはじめとして都道府県、市区町村のほか、児童福祉施設などからの相
談、問い合わせ等に対応してきた。過去の相談事例を遡ってみると、その時々の子どもを取り巻く課題、法改
正等に伴って対応が変化してきたことが見て取れる一方で、児童虐待問題等に携わる全国の専門職の方々の子
どもの最善の利益に向けて取り組む姿や、弛まぬ努力が相談内容の狭間から伺えることも少なくない。以下、
専門相談事業の19年間をデータを中心に概観しててみる。

	１　専門相談事業の概要　

専門相談は、研修事業の対象となる機関、専門職の方々を中心として、直接対人援助に関わる支援に関する
相談、法的対応・解釈、国通知の運用と実際、研修など人材育成に関わる講師や運営、或いは児童虐待等に関
する情報提供、文献照会などに対応する分野、内容は多岐に及ぶ。そのため、相談はまず専門相談室で受けた
うえで、内容によってセンターの各スタッフとの協議を経て回答しているほか、特に法的分野に関しては協力
弁護士として３人の弁護士の先生方の助言を得たり、直接相談できる仕組みもある。専門相談室開設当初は、
相談内容を記載する指定フォーマットを用いていたが、現在は利便性や負担軽減の観点から電話やメールにて
問い合わせができるようにし、回答はできる限り速やかに行っている。

	２　専門相談事業の実績　

（１）相談受理件数の推移
これまでに受理した総件数は、延べ7,715件である。事業開始の平成15年度は年間76件だった相談受理件数は、

その後平成27年度には約8.2倍、623件に至るまではほぼ右肩上がりで増加し続け、ここ数年は500件台半ばで
推移している。

　　専門相談事業「現場との19年間のつながり」
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［表１］年度別相談受理件数の推移

（２）相談受理機関
当センターの研修参加者の所属に比例すると思われるが、受理機関別では児童相談所が最も多く4,616件、

59.8％を占める。次いで市区町村875件11.3％、都道府県587件7.6％と続く。この傾向は、特にここ10年ほどは
顕著となっており、上位３機関で全体の80％以上を占めている。そのほか児童福祉施設や大学関係、学校だけ
でなく、幅広い機関から相談、問い合わせが寄せられている。

［表２］機関別相談件数

（３）�相談区分別件数の推移
事業開始後の数年間は研修や参考資料、文献紹介といった情報提供に関する相談、問い合わせが多かったが、

次第に対人援助に関わる「支援に関する相談」が増加し、平成28年度には全体の68％を占めるまでになった。
そのうちの54％が法律相談だったことから、法的対応への助言等を求める声が多かった。平成28年の児童福祉
法改正によって児童相談所に弁護士配置が義務化されたことによって児童相談所への弁護士配置が進み、法的
相談が身近なところで可能になると、専門相談室への法律相談は減少傾向になったが、それでも最近ではセカ
ンドオピニオン的な相談があるほか、相談内容の様々な場面で法的根拠を問われることも多い。
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［表３］年度別相談区分別相談件数の推移

特に「支援に関する相談」では１問１答形式で終わることはほぼなく、内容はソーシャルワークに関する
参考意見や法的見解、情報提供など、分野も福祉や法的、医療など複数に及ぶことが多い。そのため、［表３］
のように区分はあくまでも便宜上として記載しているに過ぎない。

近年、児童相談所では児童福祉司、児童心理司の増員への対応をはじめ、児童虐待等に対応する多くの第
一線機関では専門性の向上及び人材育成が喫緊の課題となっているため、研修の企画や講師情報の依頼や照会
の割合がここ数年増加している。「〇〇の技量を向上させたい」「昨年度は〇〇、今年度は□□を取り上げたい」
など、単にテーマに沿った講師を探しているだけでなく、より具体的かつ計画的な企画案、またオンラインを
検討していたり他都市の情報を参考としているなども担当者の方との会話から感じられることが最近の特徴
としてあげられる。

（４）都道府県別相談件数
これまでの延べ7,715件の相談件数を都道府県別にみると、［図１］のとおりである。最

も多い神奈川県は876件、次いで東京都645件であるが、これは当センターが神奈川県横浜
市に位置しているため、当センターの地理的条件から研修等の講師依頼などが多いことが
主な理由と思われる。児童相談所からの相談に関しては、実際の対人援助に関する一時保
護、28条申立、性的虐待への対応などのソーシャルワークについては、むしろ首都圏でな
い児童相談所からの
相談の方がはるかに
多い。直接担当する
職員の立場で出会う
だけでなく、所属す
る児童相談所や市町
村などの規模が大き
い自治体であれば組
織として様々な事例
に関わることが多い

［図１］都道府県別相談件数（19年間累計）
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ため、間接的であっても身近に学ぶ機会もあるが、そうでなければ類似事例が参考になると思う。

	３　専門相談事業の所感　

当センター専門相談室のような性格を持った事業は全国規模では他に例がない。日々、事例に対応する中で、
第三者的視点を得たい、或いは類似事例の情報を知りたいと感じたときに、受話器を取り上げたり、キーボー
ドを叩くことで気軽に問い合わせることができる「場所」があればいいと、逆の立場にいればそう思うだろう。
時には管理的立場の方から、時には新任者の方からも相談を受けるが、事例によっては直接的な回答より、事
例の周辺へのコメントに対する感想をいただくこともよくある。その後の経過がどうかは無論わからないまま
であるが、組織外の立場の者との会話の中になにかが参考になったり情報等が届いていれば嬉しく思う。ただ、
当センターのスタッフは外部からイメージされるよりはるかに少人数である。幸いなことに法的相談に関して
は３人の協力弁護士の先生方にお願いできる点は非常に心強いが、各スタッフが多分野において、必ずしも精
通及び経験豊富な専門的知見を有しているとは言い難く、結果として十分な回答ができないことは今後の課題
でもある。相談件数が非常に多い状況ではないが、各分野の専門性を一定程度の高さで保持する体制も求めら
れているように感じる。また、当センターの存在を知ってはいても、web上でしか情報がなければ相談してみ
ようという気持ちも湧き難いと思う。特にここ２年ほどは研修もオンラインが多かったために専門職の方々に
は直接足を運んでいただく機会が少なかっただけに、今後は参集型の研修でも周知、またwebサイトの充実化
を図りながら専門機関の方々により身近な相手となるよう努めていかなければと思う。

更には、現場の専門職の方々が外部の意見等を聞きたいと考えた時に問い合わせができる多分野を網羅した
機関が全国に複数あればなおよいとも感じる。そして、これから先も続く全国の虐待対応の最前線の現場同士
のつながりの一端に、専門相談室もあり続けたいと思う。

最後に、これまで法律相談では児童虐待分野において著名な弁護士の先生方から貴重なご助言をいただいて
きました。故平湯真人先生、影山秀人先生、高橋温先生、現在は専門相談事業開始当初から磯谷文明先生に、
そして、藤田香織先生、岡﨑倫子先生に多大なお力添えをいただいています。各先生方にこの場を借りて厚く
お礼を申し上げます。

（専門相談室　吉澤	賢治）
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児童虐待問題等に関する専門情報の収集と各機関への提供は、当センター設立時から、研修・研究・専門相
談とともに主要４事業の一つに位置付け、年を重ねるごとに充実を図ってきた。2001（平成13）年当時は、イ
ンターネットが社会生活において普及初期から急速に浸透していく時期でもあり、当時、全国唯一の諸機能を
持つべくセンターとして、新しい形で情報提供を行う手段の一つとして考えられていた。

これまでの20年を振り返りながら、現在の事業内容と今後の展望について以下に記す。

	１　センターWebサイト（インターネットの活用）　

センター設立当初は、Webサイトを活用した情報提供と子ども虐待関連図書等の閲覧から始まった。Web
サイトは長い間、構成等の変化に乏しいものだったが、社会生活にICT活用が急速に進む中、2021（令和３）
年度に大幅な改修を行い、情報提供だけでなく研修申込等を含め、様々な利便性の向上を図った。

現在は次のようなスタイルで開設している。

>研修の確認・申込

>研修映像DVD貸出  >Webトレーニング  >ミニ講座

>研究報告書・紀要紹介  >海外情報  >国内文献情報

>専門相談

>20周年記念ページ  >派遣研修支援サイト
>児童虐待による死亡事例等の検証
>図書・資料等の検索

研修サイト

教材サイト

研究サイト

専門相談サイト

事業・資料紹介サイト

子どもの虹情報研修センター Webサイト

　（１）研修の確認・申込
　　	センターが主催する研修一覧のほか、実施要領の確認や、Web上で受講申込を可能としている。
　（２）教材サイト

　　		①実際に行った研修の一部をDVD化した貸出可能な教材　②Web上で専門性向上、理解を深めるト
レーニング教材　③コンパクトにまとめたミニ講座の３つを公開している。

　（３）研究サイト
　　		毎年取り組んでいる各研究の報告書、研修記録を中心とした紀要及び海外情報、国内文献情報をまと

めている。
　（４）�専門相談サイト

　　		専門相談の概要と相談の電話、メールアドレス等を記載している。

　　情報収集・提供事業の20年の実績
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　（５）�事業・資料紹介サイト
　　		全国の児童相談所が公表している児童虐待による死亡事例等の検証報告書等の閲覧、ダウンロードの

ほか、センターが所蔵する図書・資料等が検索できる。また、2022（令和４）年度には「20周年記念ペー
ジ」のほか、児童相談所で相互に人材の派遣を行う「派遣研修支援サイト」等も開設した。

	２　「教材サイト」について　

　（１）�研修映像DVD（詳細は別記）
　　		2002（平成14）年度に作成開始後、毎年度数本の研修を90分程度に編集、DVD化している。このDVD

は貸出可能で、全国の専門職の自己研鑽、所属機関等での各種研修会で活用できる。これまでに計138
本を作成し、延べ2,685機関に対して4,850回の貸し出しを行った。

　●年度別作成数・貸出本数・貸出機関数
年度 作成数 延べ作成数 貸出本数 貸出機関数

2002（H14）年度 ７ ７ ― ―

2003（H15）年度 ７ 14 ― ―

2004（H16）年度 ７ 21 58 24

2005（H17）年度 ８ 29 111 60

2006（H18）年度 ９ 38 119 54

2007（H19）年度 ７ 45 162 72

2008（H20）年度 ９ 54 156 79

2009（H21）年度 10 64 294 144

2010（H22）年度 10 74 251 134

2011（H23）年度 10 84 378 193

2012（H24）年度 ９ 93 451 233

2013（H25）年度 ９ 102 412 247

2014（H26）年度 ７ 109 364 210

2015（H27）年度 ９ 118 301 163

2016（H28）年度 ６ 124 276 155

2017（H29）年度 ４ 128 387 238

2018（H30）年度 ５ 133 322 196

2019（R１）年度 ５ 138 215 127

2020（R２）年度 ０ 138 362 205

2021（R３）年度 ０ 138 231 151

累計 138 138 4,850 2,685

　（２）�Webトレーニング
　　		　解説とトレーニングシートを用いた学習教材で、自らが関わる事例をイメージしやすく教材化して

おり、解説を確認しながらワークシートに記入することで理解を深める演習形式を基本としている。
各単元は15～30分程度、解説、ワークシートはそれぞれダウンロードすることも可能である。現在ま
でに次の２本を作成、公開している。
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　　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」（2015（平成27）年度公開）
　　　		　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トレーニングを行う。
　　②	「ケースカンファレンス・トレーニング」（2016（平成28）年度公開）
　　　		　カンファレンスの質の向上を目指したトレーニングで、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ぶ。また、報告資料の作成や報告の仕方等のトレーニングとしても役立つ。

　（３）�ミニ教材
　　		　Webサイト上で視聴学習できる15分程度にまとめた動画教材で、子どもや家庭支援のための基本的

な事柄について、短時間で学べる教材として作成している。

　●年度別作成教材

公開年度 タイトル 所要時間

2016（H28）年度

■ミニ講座１「子どもと家族を支援するための包括的アセスメント」
　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

■ミニ講座２「ジェノグラム」―描き方と活用のコツ―
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

2018（H30）年度

■ミニ講座３「乳幼児の心の発達」 　
①�はじめに～発達を学ぶ意義～ 06m17s
②�０～３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
■ミニ講座４「考えてみよう、子どもの権利」 　
①�子どもの権利とは 06m17s
②�子どもが考える子どもの権利 15m07s
③�子どもの意向と子どもの最善の利益 15m35s
④�専門性と子どもの権利 12m34s
各論＜１＞しつけと虐待 07m00s
■ミニ講座５「子ども虐待の基礎知識」 　
①�子ども虐待の現状 12m39s

2019（R１）年度 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れ 12m47s
④�支援のためのネットワーク 14m36s

2020（R２）年度

■ミニ講座６「体罰禁止を考える」 　
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

■ Ⅳ. 虹センター20年の歩み ■

159



	３　「研究サイト」について（「研究事業」を参照）　

　当センターで取り組んだ研究事業の報告書を次の分類により閲覧できる。
　①	文献・研究等の収集と分析
　②	人材育成に関する調査研究
　③	児童虐待に関する海外の状況の把握と分析
　④	臨床・実践に関する研究（課題研究）
　⑤	紀要
　⑥	その他の研究

	４　「専門相談サイト」について（「専門相談事業」を参照）　

	５　「事業・資料紹介サイト」について（2022（令和４）年度開設）　

　（１）�センター設立「20周年記念ページ」
　		　開設20周年を記念して、これまでにどのようなことを海外から学んできたのか概観するために、当セ

ンターで招聘した海外講師や海外視察情報をまとめたページを作成した。

　（２）�派遣研修支援サイト（2022（令和４）年度開設）
　		　全国の児童相談所では、職員の人材育成が喫緊の課題となってることを踏まえ、他の地方自治体の児

童相談所へ職員を派遣又は派遣の職員を受け入れることで人材の育成に寄与することを目的として本サ
イトを開設した。

　		　児童相談所の設置予定している地方自治体などがノウハウを持っている地方自治体に職員を派遣した
り、或いは専門性の向上を図るため地方自治体から職員を受け入れるといった２つの取り組みで支援し
ている。

　（３）�児童虐待による死亡事例等の検証
　①		　厚生労働省による「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」（社会保障審議会児童部会

児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会）第１次報告から順次掲載（第17次まで）している。
　②		　地方自治体報告書（年度別）
　　	　地方自治体において検証等を行い公表した報告書について、厚生労働省から情報提供を受けて、2008

（平成20年度）から公表年度別に掲載している。

　（４）センター所蔵の図書・資料等
　		　国内外の児童虐待及び非行・暴力などの思春期問題に関する図書・資料等を所蔵しており、蔵書数は、

30,617点（2022（令和４）３月末現在）である。日本子ども家庭総合研究所図書室の所蔵目録の検索、当
該書籍等がNACSIS	Webcatを通して、全国のどの大学図書館等に所蔵されているかを提示できる。来館
の際には図書室での閲覧も可能である。
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　●研修映像DVD一覧
��＊2002（H14）年度

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

0201 職員のメンタルヘルスについて 本間　博彰
平成16年２月
講義時間：１h40m

0202 市町村における児童虐待防止ネットワークの意義と課題 加藤　曜子
平成16年２月
講義時間：１h27m

0203 子どもと家族の理解（VOL１，２） 野間　和子
平成16年２月
講義時間：２h10m

0204 児童養護施設の今日的課題 加賀美　尤祥
平成16年２月
講義時間：１h07m

0205 乳幼児母子関係と虐待の心身の発達に及ぼす影響（VOL１，２）� 渡辺　久子
平成16年２月
講義時間：２h09m

0206 家族への援助 鈴木　祐子
平成16年２月
講義時間：２h04m

0207 職員のサポートを考える 杉山　信作
平成16年２月
講義時間：１h30m

�＊2003（H15）年度

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

0301 ふれあいの子育て　～やさしさを科学する～ 小林　登
平成16年８月
講義時間：１h20m

0302 乳児院における被虐待児の理解と援助 窪田�道子
平成16年８月
講義時間：１h20m

0303 初期対応のあり方 津崎�哲郎
平成16年８月
講義時間：１h21m

0304 虐待に対する法的手段の適切な活用（VOL１，２） 岩佐�嘉彦
平成16年８月
講義時間：２h33m

0305 チンパンジーの子育て Jane�Goodall
平成16年８月
講義時間：１h46m

0306 被虐待児の理解と施設の取り組み 村瀬�嘉代子
平成17年７月
講義時間：２h05m

0307 チームワークを考える 杉山�信作
平成17年12月
講義時間：１h27m
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�＊2004（H16）年度

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

0401 子どもと親をつなぐ支援 網野�武博
平成17年７月
講義時間：１h33m

0402 見立てについて 滝川�一廣
平成17年12月
講義時間：１h20m

0403 性的虐待について 奥山�眞紀子
平成18年３月
講義時間：１h35m

0404
（※） 性的虐待について 岡本�正子

平成18年３月
講義時間：１h42m

0405 入所施設での子どもの姿とケアの実際 坂口�繁治
平成18年３月
講義時間：１h50m

0406 乳幼児母子関係と虐待の心身の発達に及ぼす影響 渡辺�久子
平成18年３月
講義時間：２h15m

0407 性的虐待について 山本�恒雄
平成18年３月
講義時間：１h26m

0408 子ども虐待と思春期の問題行動 山下　洋
平成18年３月
講義時間：１h39m

0409
（※） 虐待問題における保健機関と福祉機関との協働 近藤�直司　ほか

平成18年３月
講義時間：１h46m

（※）は貸出を行っていない（センター内視聴可）。

�＊2005（H17）年度

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

0501 発達障害と虐待 田中　康雄
平成19年１月
講義時間：２h05m

0502 少年非行の理解 佐々木　光郎
平成19年１月
講義時間：１h03m

0503 乳幼児期の発達 青木　紀久代
平成19年１月
講義時間：１h14m

0504 家族援助と専門的トレーニング Ronald�F.Matayoshi
平成19年２月
講義時間：１h02m

0505 アメリカ及びハワイにおける児童虐待 Meripa�T.Godinet
平成19年２月
講義時間：１h05m

0506
（※） 思春期児童への治療的援助 齊藤　万比古

平成19年３月
講義時間：２h15m

0507 児童虐待の発生予防への取り組み 吉田　敬子
平成19年３月
講義時間：１h10m

0508 情短における治療的援助の基礎 滝川　一廣
平成19年３月
講義時間：１h51m

0509 解離について 杉山　登志郎
平成19年３月
講義時間：１h18m

0510
（※） 介入における法的諸問題について 岩佐　嘉彦

平成19年３月
講義時間：２h54m

（※）は貸出を行っていない（センター内視聴可）。
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�＊2006（H18）年度

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

0601 職員と児童福祉施設に求められる視点＋α 草間　吉夫
平成19年９月
講義時間：１h22m

0602 実践報告「地域における予防的取り組み（教育現場等におけ
る取り組みより）」 松村　京子

平成19年９月
講義時間：57m

0603 児童虐待と少年非行 橋本　和明
平成19年10月
講義時間：１h40m

0604 心の発達と児童虐待 内田　伸子
平成19年12月
講義時間：１h35m

0605 他機関との連携 坂口　繁治
平成20年２月
講義時間：１h21m

0606 児童虐待と発生予防 佐藤　拓代
平成20年３月
講義時間：１h25m

0607 子どもの育ちを支える建てもの 仙田　満
平成20年３月
講義時間：１h02m

0608 子どもの脳の発達 榊原　洋一
平成20年３月
講義時間：１h25m

0609 児童養護施設の今日的課題 加賀美　尤祥
平成20年３月
講義時間：１h34m

�＊2007（H19）年度

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

0701 虐待が脳に及ぼす影響 岡野　憲一郎
平成19年12月
講義時間：１h20m

0702 英国から学ぶ児童虐待対応 Jonathan�Picken
平成20年３月
講義時間：１h31m

0703
（※） 子どもの性に関する知識、態度等の発達 鎧塚　理恵

平成20年３月
講義時間：１h35m

0704 日本における性的虐待の現状と対応について 山本　恒雄
平成20年３月
講義時間：１h35m

0705 実践報告「性的虐待対応における取り組みの工夫」 鈴木　浩之
平成20年９月
講義時間：41m

0706 対応の難しい保護者について 秋山　邦久
平成20年12月
講義時間：１h53m

0707 ケースの「見立て」について 金井　剛
平成21年３月
講義時間：１h16m

0708 DVについて 白川　美也子
平成21年３月
講義時間：１h44m

（※）は貸出を行っていない（センター内視聴可）。

�
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＊2008（H20）年度

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

0801 子どもの心にとどく子守唄 西舘　好子
平成21年１月
講義時間：１h24m

0802 いやされない傷～児童虐待と傷ついていく脳～ 友田　明美
平成21年１月
講義時間：１h12m

0804 要保護児童対策地域協議会の運営 安部　計彦
平成21年３月
講義時間：１h13m

0805 赤ちゃんは何を伝えようとしているの？ 篠原　一之
平成21年３月
講義時間：１h39m

0806 ケースの「見立て」について 近藤　直司
平成21年３月
講義時間：47m

0807 家族について　~歴史と現状~ 保坂　亨
平成21年６月
講義時間：１h20m

0808 児童虐待対応における市町村との連携 志村　浩二
平成21年６月
講義時間：１h22m

0809 虐待を受けた子どもと家族への援助における課題 滝川　一廣
平成21年６月
講義時間：１h44m

0810 世代間連鎖について 渡辺　久子
平成21年６月
講義時間：１h55m

�＊2009（H21）年

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

0901 要保護児童対策地域協議会の運営 加藤　曜子
平成21年９月
講義時間：47m

0902 児童虐待の心身の発達にもたらす影響 増沢　高
平成21年10月
講義時間：１h42m

0903 リスクアセスメントのあり方 佐藤　拓代
平成21年10月
講義時間：１h00m

0904 施設における家族への援助 島川　丈夫
平成22年１月
講義時間：１h41m

0905 乳幼児期の発達について 遠藤　利彦
平成22年２月
講義時間：２h06m

0906 性加害と被害への対応 藤岡　淳子
平成22年２月
講義時間：１h41m

0907 乳児院における里親支援 庄司　順一
平成22年４月
講義時間：１h41m

0908 子どもの記憶について 仲　真紀子
平成22年４月
講義時間：59m

0909 日本における子どもの性的虐待の実態と対応の現状 山本　恒雄
平成22年７月
講義時間：２h13m

0910 家族の貧困問題と子ども 山野　良一
平成22年７月
講義時間：１h05m
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�＊2010（H22）年度

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

1001 ケースのアセスメントについて 増沢　高
平成22年９月
講義時間：１h40m

1002 虐待・衝動行為に関する治療について 笠原　麻里
平成22年10月
講義時間：１h09m

1003 乳幼児期の子育て支援を考える 佐藤　拓代
平成22年10月
講義時間：１h05m

1004 児童相談所におけるスーパーバイザーの役割 川﨑　二三彦
平成22年11月
講義時間：１h13m

1005 「優しい親になるには」
～子ども虐待からマタレッセンスとパタレッセンスを考える～ 小林　登

平成22年12月
講義時間：58m

1006 解離について 細澤　仁
平成23年１月
講義時間：１h20m

1007 発達障害について 杉山　登志郎
平成23年４月
講義時間：１h10m

1008 DV被害者へのフェミニスト・アプローチ
およびコミュニティ・アプローチ 高畠　克子

平成23年４月
講義時間：１h10m

1009 子ども虐待における母子臨床 山下　洋
平成23年５月
講義時間：２h08m

1010 妊娠と出産について～母親の視点から～ 安達　知子
平成23年６月
講義時間：１h20m

�＊2011（H23）年度

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

1101 児童虐待に関連する法律の理解 高橋　温
平成23年５月
講義時間：１h02m

1102 初期対応に関連する法律 岩佐　嘉彦
平成23年８月
講義時間：１h30m

1103 児童虐待事件裁判の動向 鈴木　博人
平成23年９月
講義時間：１h03m

1104 家庭や家族を喪った子どもへのケアについて 清水　將之
平成23年10月
講義時間：１h25m

1105 阪神・淡路大震災を振り返って 大島　剛
平成23年12月
講義時間：１h28m

1106 相談受理のあり方 小出　太美夫
平成23年12月
講義時間：１h06m

1107 「ケースカンファレンスのあり方～個別ケースの検討会議について」 加藤　曜子
平成24年４月
講義時間：51m

1108 「地域で家庭を支援するために～ネットワークの構築～」 佐藤　拓代
平成24年４月
講義時間：１h00m

1109 トラウマが子どもの発達に及ぼす影響 Frank.Putnam
平成24年３月
講義時間：１h11m

1110 児童福祉施設における心理的アプローチ－生活事象を考える－ 村瀬　嘉代子
平成24年６月
講義時間：１h51m
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�＊2012（H24）年度

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

1201 「ひきこもり」の理解と対応 近藤　直司
平成24年８月
講義時間：１h15m

1202 子どもの育ちと暴力 小倉　清
平成24年９月
講義時間：１h35m

1203 「支援者による虐待」～虐待に走る援助者の心理とその対応～ 市川　和彦
平成24年11月
講義時間：１h52m

1204 28条申立書等の書き方 磯谷　文明
平成24年12月
講義時間：１h33m

1205 「原発事故と福島の子どもたち」～児童養護施設から考える～ 神戸　信行
平成25年１月
講義時間：１h33m

1206 施設で生活する子どもの思春期の課題 星野　崇啓
平成25年２月
講義時間：１h48m

1207 「社会的養護のアセスメントとコンサルテーション」 増沢　高
平成25年４月
講義時間：１h53m

1208 精神疾患を抱えた親への子育て支援 金井　剛
平成25年５月
講義時間：１h53m

1209 ステップファミリーの子育て支援 津崎　哲郎
平成25年５月
講義時間：１h54m

�＊2013（H25）年度

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

1301 児童相談所におけるソーシャルワーク 宮島　清
平成25年７月
講義時間：１h29m

1302 ジェノグラムの書き方－作成の基本と着眼点－� 早樫　一男
平成25年８月
講義時間：１h16m

1303 児童福祉施設における性と暴力の問題への対応
－施設へのコンサルテーション－� 浅野　恭子

平成25年10月
講義時間：１h41m

1304 虐待を受けた子どもへの生活臨床 滝川　一廣
平成26年１月
講義時間：１h49m

1305 親子のコミュニケーション－関係性を豊かに育む－ 正高　信男
平成26年２月
講義時間：１h31m

1306 虐待予防における保健師の役割 中板　育美
平成26年３月
講義時間：１h29m

1307 子どもの保護をめぐる課題 鈴木　浩之
平成26年４月
講義時間：１h40m

1308 離婚と子ども 棚瀬　一代
平成26年５月
講義時間：１h39m

1309 死亡事例から学ぶ�－虐待に至った親について－ 上野　昌江
平成26年６月
講義時間：１h35m
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�＊2014（H26）年度

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

1401 自立を支える制度上の課題 高橋　温
平成26年７月
講義時間：１h15m

1402 要保護児童の現状と自立支援のあり方 松本　伊智朗
平成26年８月
講義時間：１h25m

1403 DVを受けた子どもと母親の理解と支援 山本　恒雄
平成26年９月
講義時間：１h25m

1404 子どもの解離症状 田中　究
平成26年12月
講義時間：２h05m

1405 児童養護施設における養育と生活 福田　雅章
平成27年３月
講義時間：１h38m

1406 妊娠と出産による家族の変化 髙橋　惠子
平成27年４月
講義時間：１h20m

1407 周産期の子どもの発達と母子関係 篠原　一之
平成27年７月
講義時間：１h36m

�＊2015（H27）年度

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

1501
子どもの発達と児童虐待の心身への影響 増沢　高 平成27年７月

講義時間：１h23m
乳幼児期からの心の発達理論を踏まえ、虐待による身体的影響、心的発達の阻害、外傷･喪失体験の影響、誤学習の
影響について解説。

1502
市区町村との連携-枚方市の在宅支援の組織を中心に- 八木　安理子 平成27年８月

講義時間：１h25m
要保護児童の居場所施設、子どもや家族を支援する複層的なネットワークなど、枚方市における在宅支援や児童虐待
予防の取り組みを紹介。

1503
児童相談所におけるスーパーバイズと人材育成 衣斐　哲臣 平成27年10月

講義時間：１h29m
スーパーバイザーが果たす７つの役割を紹介し、スーパーバイザーの後方にメタバイザーを置く階層的支援体制の有
用性を解説。

1504

虐待を受けた子どもの理解と対応-非行･発達障害等関連する
問題も含めて 中垣　真通 平成27年10月

講義時間：１h29m
虐待的な親子関係がもたらす愛着形成不全とトラウマの問題に触れ、対応の基本はフェアで温和な交流による育て直
しであることを説明。

1505
障害のある子どもの養育と虐待防止 米山　明 平成27年８月

講義時間：１h30m
障害児のネグレクトのリスク、地域でのインクルージョンと障害に応じた自立、自閉症児の愛着形成とペアレントト
レーニングなどについて、豊富な実践例に基づき紹介。

1506
死亡事例から学ぶ 佐藤　拓代 平成27年８月

講義時間：１h41m
周産期支援の最前線である “妊娠SOS” や特定妊婦への支援から見えてきた、死亡事例と世代間連鎖を防止するため
の親支援の要諦について具体的に解説。

1507
虐待を受けた子どもの回復と育ちを支える生活の中の支援 内海　新祐 平成27年11月

講義時間：１h33m
安心して生きるために必要な根本的な感覚や信念を紹介し、身体を通してそれらを掴むことの重要性を説明。その上
で、様々な生活場面が持つ治療的意味について、具体的に解説。
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1508
母子生活支援施設から見た子どもの愛着形成 青木　紀久代 平成27年11月

講義時間：１h47m
愛着の基本知識と４類型について解説し、施設養育症候群という概念への疑問を呈す。親子の愛情関係が持つ比類な
い影響力を強調し、母性を支える「良いおばあさん転移」の重要性を解説。

1509
家族への支援－社会的養護児童にとっての家族とは 橋本　明 平成27年11月

講義時間：１h43m
安全基地の観点から里親家庭における傷ついた子どもとの愛着形成について解説。家族との分離による子どもの喪失
体験とそれを癒す家庭的支援に触れ、つながりを作るパーマネンシーの重要性を解説。

＊2016（H28）年度

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

1601
愛着と施設生活の役割～自分らしく生きるために～ 西田　寿美 平成29年１月

講義時間：１h38m
小児心療センターで児童精神科医として長く勤務された経験をもとに、子どもの心理治療に必要な視点を解説。安全で
安心できる生活の場を保障し、大人との共感的なやりとりが欠かせないことを事例も合わせて紹介。

1602
虐待の世代間伝達について 山下　洋 平成29年２月

講義時間：１h49m
虐待や不適切な養育における世代間伝達について、生命科学モデル・心理社会的モデルからの理解について解説。そ
の上で、母子と家族への支援について提示。

1603
施設内の性問題の防止 星野　崇啓 平成29年３月

講義時間：１h35m
性問題を社会性の発達やアタッチメント、暴力性、家族関係と重ねながら解説し、生活環境の整備、人間関係の丁寧
な把握など、施設内で性問題防止にむけた生活文化の形成の重要性を提示。

1604
子ども虐待と脳科学 友田　明美 平成29年６月

講義時間：２h11m
児童虐待を含む小児期の逆境体験がその後の人生に深刻な影響を及ぼすことを解説。その中でも脳への影響について
実証研究に基づいて詳述するとともに、回復可能性についても提示。

1605
パーソナリティ障害とその子育て・虐待との関連 林　直樹 平成29年６月

講義時間：１h18m
パーソナリティ障害の歴史・定義・診断について詳述。症例を示しながらパーソナリティ障害と子育てや虐待との関
連性について述べ、効果的な治療法についても提示。

1606
母子生活支援における法的対応 小圷　淳子 平成29年６月

講義時間：１h51m
法律における家族の定義にはじまり、離婚やDV、借金問題に関する法的対応について、実際に起こりうる例を紹介
しながら解説。

Ｓ01

マイケル・ラターインタビュービデオ�
逆境（adverse）状況の子どもの理解と支援 Michael�Rutter 平成29年12月

講義時間：１h12m
ルーマニアでの養子縁組研究などをもとに、逆境状況の子どもの理解と支援に必要な視点を提示。他、花房昌美氏と
岩佐和代氏の解説や渡辺久子氏と村瀬嘉代子氏の対談も収録。
※�日本子ども虐待防止学会第22回学術集会おおさか大会実行委員会が作成し、子どもの虹情報研修センターが使用許
可を頂いています。
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�＊2017（H29）年度

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

1701
市区町村における児童虐待ケースへの支援 宮島　清 平成29年８月

講義時間：１h48m
児童福祉法の実際の条文をもとに、児童虐待における市区町村の役割を確認。その上で「支援とは何か」。様々な事
例を紹介しながら取り組むべき事業や目標を提示。

1702
母子保健における法律の理解 岩佐　嘉彦 平成29年10月

講義時間：１h51m
親権、戸籍、虐待対応等、母子保健領域において子どもと家族を支援していく上で基盤となる法律についてQ＆A方
式で解説。個人情報の扱い、関係機関との連携、刑事事件への対応にも触れる。

1703
証拠となる心理所見 藤田　香織 平成29年10月

講義時間：52m
児童相談所において司法が関与する場合、司法から「どのような記録が求められているのか」弁護士の立場から解説。
また、普段の記録作成時に気をつける点も提示。

1704
社会的養護児童の思春期・青年期の課題 滝川　一廣 平成30年１月

講義時間：１h32m
長欠、非行、自殺、いじめなど、様々な統計的データをもとに現代の思春期・青年期の課題を提示。その上で社会的
養護児童の心の状態を解説。

�＊2018（H30）年度

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

1801
子ども虐待対応１－虐待対応の必須知識 田﨑　みどり 平成30年７月

講義時間：１h32m
要保護児童対策調整機関の専門職研修カリキュラムの科目「11子ども虐待対応」に基づく講義。講師向けの解説だが、
初任者が虐待対応の基本知識を幅広く学ぶこともできる内容。

1802
子どもの成長・発達と生育環境 星野　崇啓 平成30年８月

講義時間：１h24m
要保護児童対策調整機関の専門職研修カリキュラムの科目「８子どもの成長・発達と生育環境」に基づく講義。子ど
もの社会性の発達や不適切な養育が及ぼす影響について解説。

1803
子ども虐待対応施策の歴史と現状 小野　善郎 平成30年10月

講義時間：１h45m
日本における児童福祉の発展過程と、それに影響を与えたアメリカの児童保護・児童福祉の歴史を解説。その上で日
本における子ども虐待対応の課題と可能性を提示。

1804
児童虐待の世代間連鎖と親子関係への支援 久保田　まり 平成30年11月

講義時間：１h33m
児童虐待が世代間連鎖するメカニズムや親の心理を説明し、連鎖を促進する因子と抑制する因子などについて解説。
予防的介入や支援の実践例として海外における介入プログラムの知見を複数紹介。

1805
不安定なアタッチメントスタイルの子どもの心理社会的発達 星野　崇啓 平成31年３月

講義時間：２h00m
養育者との関係及び子ども同士の関係がどのように発達するか愛着理論の観点から解説。その上で発達の不全と問題
行動の関係について紹介。
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�＊2019（R１）年度

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

1901
児童養護施設における多機能化 福田　雅章 2019年11月

講義時間：１h38m
「社会的養育ビジョン」で示された施設の多機能化・機能転換の方向性について解説。実践報告を交えながら地域の
子育てを支える施設が目指す姿と課題について提示。

1902
支援における感情のゆらぎ 川畑　直人 2019年12月

講義時間：１h29m
愛着の問題を抱える子どもやその保護者と向き合う支援者が、自身の感情の揺らぎをどう捉え、いかに対処するのか、
心理学の観点から講義。「転移・逆転移」などの用語についても解説。

1903
家族の関係性への介入 山本　恒雄 2020年１月

講義時間：１h59m
虐待の生じる家庭における、親子関係や夫婦関係などの家族の関係性の課題について、そのアセスメントや支援方法
について解説。日本における児童福祉の展開や課題についても触れる。

1904
母子生活支援施設における多機能化について 芹澤　出 2020年１月

講義時間：１h34m
母子生活支援施設の多機能化と専門性について、社会的な動向を踏まえた講義。第63回全国母子生活支援施設研究大
会で示された４つの機能について詳細に解説。

1905
乳児院に求められること 平田　ルリ子 2020年３月

講義時間：１h46m
「『乳幼児総合支援センター』をめざして―乳児院の今後のあり方検討委員会　報告書」の内容に沿い、乳児院の高機
能化・多機能化について将来ビジョンを提示。

�＊2020（R２）年度

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

2001
社会的養護の現状と課題 増沢　高 2022年４月

講義時間：56m
社会的養育ビジョンや社会的養育推進計画等で示された社会的養護の方向性をもとに、施設の多機能化や小規模化等、
様々な社会的養護が置かれている現状や課題について解説。

2002
精神疾患を抱える親への子育て支援 田中　究 2022年４月

講義時間：53m
精神疾患が子育てに与える影響や求められる支援について、事例も含めて提示。診断でラベル付けせず子どもの視点
を基本においた丁寧なアセスメントや、機関協働による支援を行う大切さを解説。

�＊2021（R３）年度

作品番号 タイトル 講師 制作年月等

2101
児童虐待と少年非行 富田　拓 2022年４月

講義時間：１h24m
非行の捉え方の歴史を提示した上で、非行少年の見立てを虐待と発達（障害）の視点から解説。その上で、非行少年
に必要な支援・治療について事例も含めて提示。

2102
パーソナリティ障害の理解と対応 崔　炯仁 2022年４月

講義時間：50m
パーソナリティ障害について、メンタライジングや外傷的育ちの視点から詳説。さらに、チームで関わる上でのコツ
（工夫）を紹介。

2103
子どもの権利の考え方 岩佐　嘉彦 2022年４月

講義時間：１h05m
子どもの権利条約について成り立ちや内容について解説。その上で、子どもの最善の利益の確保とはどのようなこと
か、実際の場面をもとに提示。
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Ｓ02

性虐待を防止する：親子のための技能に基づいたアプローチ
－2021JaSPCANかながわ大会�海外招聘講演 Jennie�Noll 2022年８月

講義時間：１h05m
性的虐待の特殊性や心身に与える長期的な影響について解説した上で、着実に成果を上げている性的虐待予防の取り
組みについて紹介。
※日本子ども虐待防止学会第27回学術集会かながわ大会実行委員会及びノル教授より使用許可を得ている。

Ｓ03

児童保護制度の向上に向けて：他国からの教訓
－2021JaSPCANかながわ大会�海外招聘講演 Eileen�Munro 2022年８月

講義時間：１h00m
イギリスの児童保護制度の歴史から、日本の子ども虐待対応の向上に向けて鍵となる考え方を提示。
※�日本子ども虐待防止学会第27回学術集会かながわ大会実行委員会及びムンロー教授より使用許可を得ている。

Ｓ04

教育虐待の被害者として語り��医師として虐待予防に取り組む
－2021JaSPCANかながわ大会�ビデオレター講演 Celine�Raphael 2022年８月

講義時間：１h14m
虐待が子どもや家族に及ぼす影響や、虐待による傷つきからの回復とその為に必要な支援について、教育虐待を受け
た自身の経験や、医師としての立場から解説。
※�日本子ども虐待防止学会第27回学術集会かながわ大会実行委員会及びラファエル医師より使用許可を得ている。

（総務課）
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子どもの虹情報研修センターは、おかげさまで20年を越えました。多くの講師の方々、全国の機関の指導的

立場の受講者の方々、各々の機関・職種の立場からご助言下さる運営委員の方々、長期的視野からいつも舵取

りくださる企画評価委員の方々、の多大なお力添えにお礼申し上げます。

この記念号に頂いた寄稿文からも、わが国の児童虐待取組の発展のために、第一線現場の支援者への応援の

ために、なによりも子どもや家族の明日のために、本研修センターの発展を支えて下さることが伝わり、改め

て感謝いたします。虹の存在意義を深く再認識するとともに、その重責に襟を正します。

私は、開設時から運営委員として、初代小林登センター長に次ぐ2代目となり、今は顧問を拝しています。

この間のわが国の子ども虐待対応は、まさに大河の激流のように変化し続けました。現場はまさに全速力で走

り続けました。法律ができる前の曙期は、各地で民公ネットワークが生まれて、わが国にはないと思われてい

た子ども虐待が少なくないとわかり、関係者が日本子どもの虐待防止研究会（現学会）を立ち上げました。そ

して、国の制度構築が望まれ、支援だけでは救えない子どもを護るために法律がつくられました。その直後に

できた当センターの研修はまずは、全国津々浦々で子ども虐待を関係者が見逃さないこと、児童相談所や児童

養護施設や乳児院が主担機関として専門性を発展させること、関係機関が連携しあうこと、から始まりました。

社会の関心が高まると、子ども虐待は大都市だけの問題ではなく、どこにもあると分かり、通告数が増加し続

け、児童相談所は対応に追われるようになりました。国による死亡検証が始まり、死亡児を丁寧に見る取組み

を続けると、背景が見えてきて、死亡を無くすために法的対応がさらに強化されました。そして、皆の取組目

標が「この子を死なさない」に集約しました。そして、市区町村も主担機関に加わり地域の関係機関が協働す

るための要対協が全市区町村に設置されました。力強く取組む手厚い網の目が、全国を網羅しました。死亡は

生後0日・０か月に多いとわかり、その死亡を無くそうと、妊娠中からの発生予防が特定妊婦として始まりま

した。これには画期的な転換が含まれます。虐待が起きる前の発生予防、生まれる前の胎児も支援の対象にな

り、その方法は親への支援です。産科医療との連携が始まり、母子保健の保健師が強力な担い手に参入しました。

この間の諸新制度を即実施したのは第一線現場の担当者で、多々の知識の習得、対人支援技術の転換、職場

内組織の整備、他機関関係の再構築、新たな種類の機関や職種との連携が、必要でした。全国を対象にする当

研修センターが担うべき役割が次々に山積みでした。指導者研修であるために、所属機関や地域の同業者への

伝達も重要です。また、担い手の領域と数の急速な拡大がおきて、研修センター対象も、市区町村・保健師・

弁護士に拡がり、さらに関係諸科医師、教育機関、保育機関に拡がりつつあります。

結び

子どもの虹情報研修センター

顧問　小　林　美智子
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これらの取組にも関わらず、発生数も死亡数も減らないことが社会問題視され、関係者の焦りにつながりま

した。しかし、今までの取組の成果が、意外な所から見えてきました。成長した子ども達が社会的自立困難に

直面するようになり、青年期・成人期になった当事者が、我々が取組みきれなかった課題を問題提起してくれ

ました。逞しく育ったからこそ可能になった動きです。これからは、我々は、当事者と協働して子ども虐待に

取組める時期になりました。さらに、虐待した親の多くが子ども時代に虐待を受けていたと知るようになり、

加害当事者としてだけでなく、被虐待当事者でもある親との協働も可能になります。虐待が子どもに与える影

響を今まで以上に知ることができるようになり、効果的支援を知ることにつながるはずです。ヘンリー・ケン

プは、社会が子ども虐待に取組む目標を、「死なさない」と「世代間連鎖を断つ」だと言いました。わが国は、

これからは、2番目の目標に急いで取組むことになります。社会を挙げて取り組むべき、とても大きな仕事です。

今後の在宅児への支援では、子どもの育ちをまもることが重要になります。「世代間連鎖は当事者の責任で

はなく、支援しなかった社会の責任である」「世代間連鎖を断つ方法はすでに分かっている、それを社会が実

行するかどうかである」を皆が考えなければなりません。虐待を受けた子どもが社会的経済的自立をし、充実

した家族や子育てを実現できる大人に育つことが目標です。子ども虐待に、わが国より一足早く法関与で取組

んだ英米は、2000年前後に「支援が消えた」と気づき、支援を基本にする制度に作りなおしたと聞きます。わ

が国も、同様の経過をたどっており、支援を中心にする時代を始める必要があります。

子ども虐待と言う責任が重い課題に、激流のように発展し続ける施策に支えられて国中が取組む中では、研

修センターも次々に工夫を重ねてきました。

研修ニードは、機関や職種による違いだけでなく、生き物のように短期間に変り続けるために、そのニード

の変化の把握と、ニードにあう研修プログラムを作成し続けます。その方法は、受講者から事前に頂くアンケー

トや提出事例を読み込み、研修中は多くの職員が会場で視聴して、講師から直接に学ぶとともに受講者の反応

を肌で感じとります。講師控室で意見交換することは、さらに学ぶ場になります。受講後アンケートは集計か

ら評価を知るだけでなく、自由記載を全員が供覧して受講者の学びや生の思いを知り、全員が集まる定例会議

で検討して次への工夫を議論します。専門相談の個々の記録の供覧でも、現場の課題や新たな悩みを知ること

ができます。そして、新たに必要になる研修課題については、研究部が現場の調査や文献レビューをして、深

さを与えます。

なお、最近は、どの地域のどの職種の受講者も、自信が少し生まれてきていることを感じます。この間の取

組で得た機関や地域の経験値の積み重ねがあり、それを皆が共有されていることを感じます。職場のOJTや討

議、地域や職能仲間の研修が充実してきていることを推測します。

この20年の第一線機関の激務が、わが国の子ども虐待取組を大きく発展させました。その成果として次は、

子どもの育ちを守る取組に発展することが求められています。当センターの正式名である「日本虐待・思春期

問題情報研修センター」の思春期問題にやっと手が届くようになりました。小林登センター長は、当センター

は、米国の国立ヘンリー・ケンプセンターを目指したいと言われました。少しでも近づくために、現場の発展

に添う研修を行うために、これからも、わが国が初めて直面し続ける、子ども虐待に挑戦し続ける現場を支援

するために、役立つ研修センターでありたいと思います。
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令和３（2021）年度専門研修の実績と評価について

	１　令和３（2021）年度における取り組みの概要　

令和３（2021）年度は合計27本の研修を実施し、法定研修を含めたすべての研修が最終的にオンラインによ
る開催となりました。令和２（2020）年度はオンライン研修の導入と運営に腐心しましたが、令和３（2021）
年度はオンライン研修で企画意図を実現するためにさまざまな手法に挑戦し、その結果、オンライン研修であっ
ても受講者や講師との相互交流を促進することが可能である感触を得ました。

令和３（2021）年度は研修企画にあたって、４本のキーフレーズを設け、
その中でも施策動向と関連が深い「子どもの意見表明」を重視して研修内容
を企画しました。この理念を現場での実務に落とし込むには、いくつかの課
題がありますが、先進事例や取り組みの意義を紹介したことで、受講者の理
解を促進することができたと考えています。

児童相談所（以下、児相）を対象とする法定研修は参集型を予定していましたが、新型コロナウイルスの影
響でオンライン研修に切り替えました。施設職員を対象とする研修は感染防止を特に重視し、すべてオンライ
ン研修とした上で、オンデマンド配信により受講科目数の確保を図りました。市町村職員を対象とする研修も
オンライン研修としたところ、県外出張が難しい地方自治体からも参加があった半面、参集型研修を希望する
意見もありました。なお、小グループでの集中的な対話を通じて省察を深めることを重視する「児童福祉司スー
パーバイザーステップアッフﾟ研修」については、オンラインに切り替えず前期・後期ともに中止としました。

テーマ別研修では、喪失体験とその支援を取り上げ、医療や教育関係の機関を含む235人が受講しました。
喪失による傷つきと子どもの人生史を概観する３本の講義で構成し、受講者から「子どもの視点に立って重く
受け止めたい」、「今後も欠かせない、深めていくべきテーマであると実感した」などの感想をいただきました。

（１）情報通信技術の活用
当センターでは、令和２（2020）年６月にオンライン研修を試行的に実施して、その有用性を確認した後に、

感染症の蔓延下でも安全かつ確実に研修を実施すること、児童福祉領域のデジタルリテラシーの向上に資する
ことを目的として、オンライン研修を導入しました。

昨年度（令和３（2021）年度）の企画評価委員会では、令和２（2020）年度の実績報告の中でオンライン研
修の特徴として、「知識の伝達では参集型研修よりも効果的だと思われるが、受講者同士のつながりを促進す
る効果は限定的」と総括しました。

それを受けて、令和３（2021）年度の研修では、さまざまな情報通信技術（以下、ICT）を試行し、企画サ
イドの意図を実現できる活用方法を模索しました。当センターがオンライン研修でも重視した企画意図は、主
に次の３点です。

▶	演習や事例検討を重視した能動的学習
▶	振り返りやグループ演習による省察学習
▶	グループ討議や自主交流によるネットワーク構築

註：キーフレーズ
「地域での早期支援」
「連帯感のある協働」
「援助関係の構築」
「子どもの意見表明」
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さまざまな試行錯誤の結果私たちは、情報通信技術（ICT）によって研修方法の選択肢が広がると感じてい
ます。社会にICTが急速に普及する中、児童福祉領域においては馴染が薄い技術への違和感や不慣れな機器へ
の戸惑いが強く、加えて通信環境の制約が強い職場もあるために、オンライン研修が普及しにくかったと思わ
れます。しかしWeb会議ツールには画面共有やホワイトボードなど共同作業のための機能が豊富で、グループ
ワークを充実させる潜在力を持つのではないかと期待しています。

一方で、オンラインによる交流には一定の制約があることも感じています。小さな分割画面から得られる非
言語サインは限定的であり、受講者同士の会話のテンポが合いにくかったり、講師が受講生の理解度を読み取
りにくかったりします。また、日常から離れた研修室という空間だからこそ、立ち止まって自らの価値感を省
察したり、俯瞰的な視点からの対話が促進される面もあり、職場や自宅に身を置いているオンライン研修の場
合、掘り下げた討論ができるまでには、参集型研修の何倍も時間がかかると感じています。

また、数日に及ぶライブ配信を設定すると、画面を長時間見つめることで受講者の集中力が低下したり、通
常業務に呼び戻されてしまうことが増えるなどの問題があるため、研修日数は基本的に１日としており、科目
数が少ない点はオンデマンド配信を活用することで充実を図っています。ただ、受講者の負担を考えるとオン
デマンド配信も２～３本が限度であり、全体の科目数は参集型研修に及びません。オンデマンド配信、ライブ
配信、参集型などの研修形態を、どのように組み合わせると効果的な研修になるのか、いっそうの検討が必要
だと考えています。

運営面に関して特筆したいのは、Web会議ツールの普及により、講師との事前打合せを確実に実施できるよ
うになったことです。従来は電話やメールで趣旨をご説明した後は、講師の裁量で講義や演習の内容を決めて
いただくことが多かったのですが、事前打合せが確保されて以降は、趣旨説明に加えて現状分析や具体的な時
間配分などについても事務局と講師の間で意見交換を行うようになりました。その結果、講義内容がニーズに
沿ってより焦点化された、演習の進行が効率的になったなどと運営サイドとしては感じており、研修後アンケー
トでも評点が上昇した研修がありました。また、講師サイドからも「準備を進めやすくなった」という感想を
いただくことがあり、アンケート結果のフィードバックを始めたことと相まって、講師との連携が強化された
と感じています。

試行した手法ごとに、運営サイドが感じた長所と課題を以下に示します。

〔�手法ごとの長所と課題�〕

手法 長　所 課　題

オンデマンド配信の
事前視聴

・�どこでも、いつでも視聴できる
・�一時停止や巻き戻しができる
・�視聴候補を複数提示すると、自発的に指
定以上に視聴する人がいる

・�自動字幕（YouTubeの機能）が使える

・�運営側が受講態度を把握しにくい
・�多忙だと勤務時間外に視聴することが
ある

・�負担と感じる受講者もおり、視聴を義務
付ける本数は２～３本まで

入力フォームによる
アンケート

・様式に記入してメールで送信するよりも
簡便である

・�設問の分岐が分かりやすい
・�自動的に回答が集約される
・�データを保存し、エクセル等で扱える

・�行政機関はクラウドに接続できないこと
がある
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ブレイクアウト
ルームによる
事例検討

・�事前打合せを確保できるようになった
・�各自で思索を巡らすことに集中しやすい
・�他者の発言を最後まで聞く姿勢を保てる
・�画面共有をしながら話し合うと、議論の
流れがつながりやすい

・�正対して顔が映るので、表情が見えやす
く、ねぎらい等の情緒交流も可能

・�資料を確実に回収することが難しく、詳
細な資料を配布できない

・�音声漏れ防止等のプライバシーへの配慮
を求めなければならない

・�機器やアプリ操作に慣れていない人は話
しにくい

ブレイクアウト
ルームやチャットの
開放

・�昼休みや研修終了後に自由な交流の場を
提供できる

・�話題を提案してくれる受講者がいると、
特定のテーマに関心を持つ受講者が交流
する場が自発的に設定できる

・�積極的な人の利用に限られる
・�休憩時間を削られてしまう

動画配信による
ランチョンセミナー

・�視聴は任意だが、休憩時間も研修時間に
活用できる

・�簡潔に最新の情報を紹介しやすい
・�講師の都合で録画できるので、講師の負
担が少ない

・�視聴時間は30分程度が限度
・�ながら見なので、集中力が求められる内
容や演習は馴染まない

遠隔地をつなぐ
シンポジウム

・�移動を伴わないことで、出講への負担が
軽減される

・�事前打合せの機会を確保できる

・�会場と遠隔地が混合すると、登壇者間で
雰囲気を共有しにくい

・�通信障害が生じることがある

個別対応による
テスト配信

・�当日の運営が円滑になる
・�操作に不安がある受講者が安心できる
・�研修スタッフと会話をすることで参加意
欲が高まると思われる

・�デジタルリテラシー向上の一助となる

・�10分程度だが、ライブ配信日以外にも
受講者に参加を求める

・�職場のPCを２回確保することが難しい
地方自治体がある

・�運営側の業務量が小さくない

〔�ICT機能ごとの長所と課題�〕

手法 長　所 課　題

ブレイクアウト
ルーム機能

・移動時間なくグループ活動に移行できる
・�多数の小部屋を容易に確保できる
・小部屋ごとの独立性が高く、討議や作業
に集中しやすい

・�リアルの分散会場よりも巡回しやすい
・�受講者同士で表情がよく見える
・ロールプレイも実施できる

・�機器やソフトの操作に慣れていない人は
話しにくい

・�小部屋をまたいで全体にアナウンスする
機能が不十分

・�すべての小部屋の映像を一括して表示で
きない

・非言語的な情報量が減少する

ホワイトボード機能

＊Jamボード等

・�従来は模造紙と付箋を使っていたグルー
プ活動を簡便に実施できる

・�共同作業により議論が活性化する
・�皆が同じものを見て討議するので、論点
がズレにくく、凝集性も高まる

・�紙ベースよりも意見を修正しやすく、柔
軟に議論できる

・�行政機関はクラウドに接続できないこと
がある

・�タブレット端末では操作しにくく、さら
にスマートフォンでは実用に耐えない

・�講師によってはこの機能に不慣れ
・�回答を簡潔に表現しきれないことがある
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・�講師や運営者が各班の記入内容を一覧で
きる

・�他班の記入内容を全員で共有しやすい

・�見立ての記入など付箋方式に馴染みにく
い課題もある

アンケート機能

＊メンチメーター等

・�従来は一斉指示で挙手を求めたが、匿
名で回答でき、短時間かつ正確に集計
できる

・�集計結果を即時に受講者と共有できる
・�全受講者の自由記述を全員で共有できる
・�受講者が研修に参入する姿勢が強まる

・�講師によってはこの機能に不慣れ
・�導入部の単純な質問では有用だが、結論
のまとめや発表には使いにくい

〔�研修構成ごとの特徴�〕　　　　　　　　　　　　凡例　　「○」：長所　，「ㇾ」：課題

構成 概　要 特　徴

ライブ配信のみ

児相法定研修，
テーマ別研修

講義や演習をライブ（生配信）
で受講する

○�双方向の質疑やグループ演習を行うことが可能
○�講義については受講者を200人以上受け入れられる
ㇾ�質疑や演習の方法で受講者数に制約が生じる
ㇾ�受講者管理の事務量も受講者数の上限に影響する

オンデマンド配信
　　＋
ライブ配信

市区町村,保健師,�
施設の研修

講義動画を２本程度視聴し小
レポート提出後、ライブ配信
日に講義や演習を受講する

○�科目数を確保しつつ、出張期間を短縮できる
○�座学のオンデマンド学習は、学習効率が良いと思われ
る

○�ライブ配信日に演習を行い、一定の相互交流を持てる
ㇾ�オンデマンド学習の負担感を訴える人がいる
ㇾ�職場を離れて受講することの意義が損なわれる

啓発的講演
　　＋
交流型演習

教育福祉合同研修

午前に大規模な講演会を行
い、午後に希望者限定のグ
ループ演習等を実施する

○�多領域に有用な理論や知見を広く普及することと、専
門的に掘り下げることを両立できる

○�領域を跨いだ相互交流の場を提供できる
ㇾ�科目数を増やしにくい
ㇾ�受講者管理が複雑になる

参集型
　＋
ライブ討議（通年）

施設事例検討会

初回と最終回は参集して講
義と討議を行い、通年でweb
ツールにより事例検討等を
行う

○�遠隔地のメンバーでも定期的な事例検討会が可能
○�参集研修で凝集性を高め、濃密な議論が可能になる
ㇾ�少人数グループに適した方法であり、研修効果が及ぶ
範囲が限定的である

ㇾ�個人情報の管理に慎重な配慮を要する

　
（２）行政機関向けの研修

当センターでは、「児童相談所長研修<前期・後期>」と「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）年度から、後者は平成29（2017）年度から法
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。

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1,363人が法定研修を受講しました。
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【参考】　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 2021 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

216
３回 810

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
163

３回 319

特別区職員研修所 － － － 31
１回

47
１回 78

合計 258 234 248 197 426 1,363

受講者の延べ人数は、「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）が設定した福祉司SVの目標人数である920人を超えていま
すが、児童福祉法の改正により令和４（2022）年度から任用前の福祉司SVが受講することとなったため、今
後も相当数の受講者が見込まれます。令和４（2022）年度も３回の福祉司SV研修を予定していますが、その
ために休止した研修があり、職域や職種の間で研修機会の均衡を図ることが難しい状況にあります。

例年の受講者アンケートでは、義務研修である「児童相談所長研修」と「福祉司SV研修」は一般研修より
も評点が低い傾向があり、参加動機の違いや日程の過密さに加え、基礎的な内容が多いことが影響していると
分析していました。令和３（2021）年度は、これらの研修と一般研修の間の評点の差が縮まりました。前述の
とおり、講師との事前打合せが充実し、講義内容が焦点化されたことが評点の改善に寄与したと考えています。

市区町村職員を対象とした研修では、「市区町村虐待対応指導者研修」について令和２（2020）年度には定
員（100人）の２倍超の応募がありましたが、令和３（2021）年度は定員相当の応募人数でした。オンライン
化により遠隔地からも受講しやすくなったものの、同じ機関から繰り返し参加し難いこと、1700余りの市区町
村への周知が容易ではないことなどが影響したものと思われます。そのため、児相の市町村支援児童福祉司へ
の啓発周知が必要だと考えています。また事後アンケートでは、困難事例への具体的な対応に触れた講義にお
いて高い評価を得ていることから、先進事例の紹介にとどまらず、日々の対応に役立つ具体的なノウハウの紹
介も重要だと考えています。

（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、感染予防のために当初からオンライン研修を計画しました。令和２（2020）

年度と同様に、処遇改善加算事業の要件等を考慮してオンデマンド配信を活用した講義視聴を実施したところ、	
“自由な時間に受講できる”	、“聞き直しができる”、“レポートしたもの以外の動画も見た” などの好意的な意見
が多く見られましたが、一方で “勤務時間中は取り組みにくい” という意見もありました。

ライブ配信の科目構成は、講義，演習（提出事例の再アセスメント），グループ討議として、令和２（2020）
年度と同様の形で実施しました。“研修に出かけられない中、全国の人と情報交換ができてよかった”、“もっと
オンライン研修を開催してほしい” などと肯定的な評価が多かった半面、“直接会って話したい”、“休み時間に
も受講者同士で話したかった” 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、平成31（2019）年度には多機能化・地域分散化の流れを受けて、“施設の多機
能化” と “職員チーム” へとテーマを拡大しました。そして、職員チーム内の感情的対立である「分裂（スプリッ
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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）年度から、「子どもの意見表明」に関する内容
も積極的に取り上げています。

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ますが（令和２（2020）年
度参加断り数：44人）、令和３（2021）年度は施設心理士を対象とした研修と「施設職員事例検討会」を除い
て定員超過はありませんでした。施設の小規模化やコロナ対応で勤務ローテーションに余裕がないため、受講
しにくいことが影響しているのかもしれません。

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、各科目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「喪失をめぐって」
平成31（令和１/2019）年度に喪失をテーマとした研修を開催する予定でしたが、新型コロナウイルスの感

染拡大の影響で開催を見合わせました。翌年度の令和２（2020）年度は、既に計画していた精神疾患をテーマ
とした研修を行い、そして令和３（2021）年度に改めて喪失をテーマとして取り上げました。この研修は喪失
体験が子どもの長い人生に及ぼす影響について、トラウマ、家族、社会的養護の側面から多角的に見つめる内
容にしました。

例年テーマ別研修は200人以上の応募があり、令和３（2021）年度も235人が受講しました。児童福祉施設を
中心に児相からも大勢の参加があり、教育機関や医療機関からも若干名の参加がありました。受講者の満足度
の評点は５点満点中５点とした人が70.8%で平均評点が4.6と高得点でした。自由記述には「子どもの視点に立
つと、喪失が想像以上に過酷だと感じた。重く受け止め自分の実践につなげたい」、「普段意識していない喪失
について学び、過去を共有し、一緒に見つめ直すことの大切さを考える時間になった」等、子どもや家族が抱
える辛さに思いを巡らせた感想が多く見られました。

なお、平成31（令和１/2019）年度からテーマ別研修は文献研究と関連したテーマを設定しており、今後も
研修と研究を連動させた先進情報の発信に取り組んでいきます。

（５）他の研修機関との連携
西日本子ども研修センターあかし（以下、西日本センター）が平成31（令和１/2019）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。特に令和４（2022）年から始まる「指導教育担当児童福祉司任用前研修」（「児童相談所児童福
祉司スーパーバイザー義務研修」から名称や内容を変更）の準備は、講義内容や講師を両センターで協議し、
eラーニングの制作も分担して取り組んでいます。

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、国立武蔵野学院が事務局となり、西
日本センターと当センターが参画する「３センター会議」が開催され、実務に関する情報交換を行いました。
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に職員が参画したり、講師としてご協力したりしています。

地方自治体との連携に関しては、特別区職員研修所への講師派遣を継続している他、各地の地方自治体が実
施する法定研修や独自研修に講師を派遣し、関係機関の研修事業に協力するとともに、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。
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	２　参加状況　

（１）研修参加者数
令和３（2021）年度は29本の研修を計画し、うち２本を中止したため、実施本数は27本でした。参加者数は

延べ1,831人（前年度1,479人）でした。

令和３（2021）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A＜前期＞　 52 ２ ０

２ 児童相談所長研修A＜後期＞　 51 ３ ０

３ 児童相談所長研修B＜前期＞　 52 ２ ０

４ 児童相談所長研修B＜後期＞　 54 ２ ０

５ 児童福祉司スーパーバイザー義務研修A<前期> 76 ４ ０

６ 児童福祉司スーパーバイザー義務研修A<後期> 76 ４ ０

７ 児童福祉司スーパーバイザー義務研修B<前期> 71 ６ ０

８ 児童福祉司スーパーバイザー義務研修B<後期> 70 ７ ０

９ 児童福祉司スーパーバイザー義務研修C<前期> 70 ０ ０

10 児童福祉司スーパーバイザー義務研修C<後期> 70 ０ ０

11 【オンライン】児童心理司指導者研修 58 ２ 18

12 【オンライン】児童相談所職員合同研修 84 ２ ０

13 【オンライン】児童相談所弁護士専門研修 48 ０ ０

14 【オンライン】児童相談所医師研修　 24 ０ ０

15 児童福祉司スーパーバイザーステップアップ研修<前期> 中止 中止 中止

16 児童福祉司スーパーバイザーステップアップ研修<後期> 中止 中止 中止

児
童
福
祉
施
設

17 【オンライン】児童心理治療施設指導者研修 25 １ ０

18 【オンライン】乳児院指導者研修 46 ３ ０

19 【オンライン】母子生活支援施設指導者研修　 47 ４ ０

20 【オンライン】児童養護施設指導者研修 85 ５ ０

21 【オンライン】施設心理職員合同研修 59 １ 33

22 【オンライン】施設職員事例検討会プレ研修 ８ ０ ３

23 【オンライン】施設職員事例検討会修了研修 ８ ３ ３

市
区
町
村

24 【オンライン】児童虐待対応保健職員指導者研修 90 ２ ０

25 【オンライン】市区町村虐待対応指導者研修 98 ５ ０

そ
の
他

26 【オンライン】講師等養成研修 62 ３ ０

27 【オンライン】教育・福祉虐待対応職員合同研修 200 ９ ０

28 【オンライン】医師専門研修 12 １ ０

29 【オンライン】テーマ別研修「喪失をめぐって」 235 ９ ０

合　　　　　　計 1,831 80 57
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（２）研修数と参加者数の推移
実施した研修本数は、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本の実施でした。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本でしたが、令和３（2021）年度はオンライン研修
の活用もあり、中止した研修を最小限にとどめ、27本の研修を実施しました。

（３）研修別平均経験年数
参加者の平均経験年数が10年を超えた研修は、「【オンライン】乳児院指導者研修」、「【オンライン】母子生

活支援施設指導者研修」、「【オンライン】児童養護施設指導者研修」、「【オンライン】施設職員事例検討会」、「【オ
ンライン】児童虐待対応保健職員指導者研修」、「教育機関・児童福祉関係職員合同研修」、「【オンライン】テー
マ別研修「喪失をめぐって」」でした。一方、平均経験年数が５年未満の研修は、「児童相談所弁護士専門研修」
でした。全研修の平均経験年数は9.4年（前年度9.0年）でした。

研　　修　　名 対象 平均経験年数

児童相談所長研修A 新任児童相談所長 児相経験 9.6年

児童相談所長研修B 同上 児相経験 9.7年

児童福祉司スーパーバイザー義務研修A 児童福祉司スーパーバイザーとして職務を行う者 児相経験 8.3年

児童福祉司スーパーバイザー義務研修B 同上 児相経験 9.4年

児童福祉司スーパーバイザー義務研修C 同上 児相経験 6.4年

【オンライン】児童心理司指導者研修 児童相談所児童心理司経験通算5年を満たした児
童心理司（スーパーバイザーを含む） 心理司経験 8.5年
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研　　修　　名 対象 平均経験年数

【オンライン】児童相談所職員合同研修
児童相談所の児童福祉司、児童心理司、一時保護
所職員、保健師で、児童相談所経験通算3年を満
たした者

児相経験 6.1年

【オンライン】児童相談所弁護士専門研修 児童相談所に勤務している弁護士（常勤・非常
勤・嘱託を問わない） 児相経験 4.3年

【オンライン】児童相談所医師研修　 児童相談所に勤務する医師（勤務形態は問わず、
非常勤や嘱託を含む） 現所属 8.1年

児童福祉司スーパーバイザーステップアップ研修 児童福祉司スーパーバイザーで、高度専門的な知
識・実務を継続的に学びたい者 中止

【オンライン】児童心理治療施設指導者研修
児童心理治療施設で基幹的職員等指導的立場にあ
る主任指導員、主任心理士、主任保育士等で、児
童福祉施設経験通算3年を満たした者

施設経験 9.0年

【オンライン】乳児院指導者研修
乳児院で基幹的職員等指導的立場にある主任保育
士や家庭支援専門相談員等で児童福祉施設経験通
算5年を満たした者

施設経験 11.8年

【オンライン】母子生活支援施設指導者研修　 母子生活支援施設で基幹的職員等指導的立場にあ
り児童福祉施設経験通算3年を満たした者 施設経験 10.5年

【オンライン】児童養護施設指導者研修 児童養護施設で基幹的職員等指導的立場にあり児
童福祉施設経験通算7年を満たした者 施設経験 11.7年

【オンライン】施設心理職員合同研修

児童養護施設、児童心理治療施設で児童福祉施設
心理職経験通算5年を満たした心理職／児童自立
支援施設、乳児院、母子生活支援施設、児童家庭
支援センター、自立援助ホームで児童福祉施設心
理職経験通算2年を満たした心理職

施設心理職
経験 7.8年

【オンライン】施設職員事例検討会 児童福祉施設で基幹的職員等指導的立場にある職員
で、高度専門的な知識・実務を継続的に学びたい者 施設経験 15.8年

【オンライン】児童虐待対応保健職員指導者研修

市区町村の母子保健活動、子育て支援、児童虐待
防止対策に携わっている指導的立場にある保健
師・助産師・看護師で、児童虐待関連業務経験通
算5年を満たした者

虐待対応 12.7年

【オンライン】市区町村虐待対応指導者研修
市区町村の家庭児童相談及び要保護児童対策地域
協議会において指導的立場にあり、児童虐待関連
業務の経験が通算5年を満たした者

虐待対応 8.6年

【オンライン】講師等養成研修 研修企画担当や研修講師となる県職員・市区町村
職員・児童福祉施設職員等 現所属 5.6年

【オンライン】教育・福祉虐待対応職員合同研修

学校や教育委員会で児童虐待対応に携わる者（経
験年数の制限なし）、市区町村職員で児童虐待対
応経験通算3年を満たした者、児童相談所職員で
児童虐待対応経験通算5年を満たした者

教職経験
虐待対応
児相経験

14.0年

【オンライン】医師専門研修 児童相談所、児童福祉施設、保健機関、医療機関
等に勤務している児童虐待の対応に携わる医師 現所属 8.6年

【オンライン】テーマ別研修「喪失をめぐって」
この問題に関わる専門職で、各所属で指導的立場
にあり児童虐待対応関連業務経験通算3年を満た
した者

虐待対応 10.2年

全研修の平均経験年数 ― ― 9.4年
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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）年度までは法定研修の評価が相対的に低い傾向にありましたが、令和３（2021）年度につい

ては「児童相談所長研修B」を除いて他研修と遜色なく、概ね高評価となりました。一方、「【オンライン】講
師等養成研修」は５点の割合が40％を下回る結果でした。

2021年度　研修全体の評価
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（２）研修の効果
「知識」「気づき」「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、いずれの３つの指標でも概ね高評価を得ました。
一方で、「児童相談所長研修」と「児童福祉司スーパーバイザー義務研修」の法定研修は相対的に低い評価

となっており、特に「意欲」の項目が低い結果となりました。また、「【オンライン】施設職員事例検討会プレ
研修」、「【オンライン】講師等養成研修」は全ての指標で５点の割合が40％を下回る結果でした。

　　　2021年度　研修効果
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（３）研修への意見・要望
研修後アンケートの自由記述には肯定的な意見に加え、研修の改善に資する要望などの意見も記されてい

ます。
また、令和２（2020）年度からはオンラインによる研修への様々な意見についても得られています。貴重な

意見の意図するところを検討・議論し、研修企画・運営に活かしています。

令和３（2021）年度　研修参加者による自由記述の一部（研修終了直後アンケートの自由記述欄より抜粋）

〈児童相談所〉

児童相談
所長研修
A<前期>

研修への
要望事項

⃝��他の所長と交流できないのはやはり残念であった。

⃝��マスコミ取材への対応は大変不安な部分で、国の示している参考文献は何
もない。このテーマだけで、講義のテーマになってもいい内容である。

⃝��課長まで児童福祉をしてきたが、所長は全く違う立ち位置である。できれば、
運営論的なことをもっと聞きたかった。

オンライン
研修への意見

⃝��オンラインの場合は特に、講師の話術や聞き手を惹きつけるテクニックが
求められる。

⃝��初めてオンライン研修を受講し、準備等に戸惑った。長時間の画面視聴は、
年齢的なこともあって、視覚が疲労しやすいと感じた。

児童相談
所長研修
A<後期>

研修への
要望事項

⃝��もう少し制度改正の変遷等について聞くことができれば、より実践的な研
修になるのではないか。

⃝��人材育成のための研修計画策定について短時間の講義があれば良い。

⃝��フリーな話題で全体の情報交換ができる時間があるとよかった。

オンライン
研修への意見

⃝��グループ討議などは、やはり顔を合わせて行う方が、司会者も発表者もや
りやすい。新たな研修方法にも慣れていく必要がある。

⃝��オンラインに慣れていないこともあり、発言のタイミングが難しかった。

児童相談
所長研修
B<前期>

研修への
要望事項

⃝��児相とは程よい距離を保ったそのテーマの専門家として、原則論をベース
にしながら講義をしてもらいたい。

⃝��各グループに、経験豊富な方と初心者、職種等がバランス良く入るように
ご配慮いただきたい。

オンライン
研修への意見

⃝��オンライン研修で、センターとの往復の時間的、体力的な負担が無いこと
が良かった。反面、日常業務がすぐそばにあるため、研修に集中できない
面がある。

⃝��オンラインでは、直接、皆様と会えず、一方的な内容になるので、正直ずっ
と座っているのがしんどい。

児童相談
所長研修
B<後期>

研修への
要望事項

⃝��事例検討の時間が多く、それよりもっと組織の運営や職員のメンタルヘル
スといったテーマでグループワーク等をしたかった。

⃝��この研修は研修後の会話も極めて重要と思っていた。お互いの児相の状況
をもっと語り合いたかった。

オンライン
研修への意見

⃝��相談案件が増加している中、職場を３日間空けることも難しい状況である。
コロナ後も参集型とオンラインを上手く組み合わせて実施して欲しい。

⃝��オンライン研修の良い点は、受講者の顔と名前を覚えやすいこと、演習時
に意見を言いやすい点である。

⃝��パソコンが苦手な者としては、ちょっとしたつまずきで手間がかかり、研
修そのものに専念できない場面があった。
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児童福祉司
スーパーバイ
ザー義務研修
A<前期>

研修への
要望事項

⃝��演習やグループ討議は研修に有効ではあるが、それに時間をとられて講義
の時間が少なくなり、�もう少し深めて聞きたいことが割愛されることが
多々あって残念であった。

⃝��３人位のグループで、討議が終わった後、雑談できる時間があるとよいの
ではないか。

オンライン
研修への意見

⃝��グループ討議について、参集型研修の場合は他のグループの声が聞こえて
集中しづらいことがあるが、オンラインではその弊害がなくなる。

⃝��他の自治体の皆とワークでしか顔を合わせられず、交流が減ってしまうの
はとても残念である。オンライン研修が過剰に一般化されないことを期待
している。

児童福祉司
スーパーバイ
ザー義務研修
A<後期>

研修への
要望事項

⃝��グループワークの際、話し合うべき内容の指示があいまいな場合があり、
グループに分かれた後戸惑うことがあったため、グループワークの議題を
表示するなどしてもらえるとありがたい。

⃝��研修資料を各自で印刷しなければならない点は改善してもらいたい。所内
の限界で４分割両面白黒印刷となり、受講に際して支障となった。

オンライン
研修への意見

⃝��小グループで事例を提出したが、自分がプレゼンしている時の皆の反応が
分からず孤独に話している感じでしんどかった。

⃝��話し手が一人に限られるので、一人はみんなのために語り、みんなは一人
のために耳を傾けるというのは、話し手としてもみんなから受け止めても
らえる感覚で良かった。

児童福祉司
スーパーバイ
ザー義務研修
B<前期>

研修への
要望事項

⃝��部分的に説明があったが、人材育成の基本という趣旨が明確な一コマがあ
ると受講生の理解が深まると感じた。

⃝��具体的な困難場面での切り返し方や、家族へのアプローチの方法など、よ
り深い内容を研修で取り扱ってもらいたい。

オンライン
研修への意見

⃝��他のグループが話し合った内容をJAMボードで確認でき、多くの人の意見
を確認できることは、オンラインでのメリットであった。

⃝��実際に会うことができていたら、業務の現状や体制、経験、苦労話などを
気軽に話せるので、モチベーションアップにつながったかもしれない。

児童福祉司
スーパーバイ
ザー義務研修
B<後期>

研修への
要望事項

⃝��SVの方々の悩みが共通していると感じたので、どうすればSVとしての力が
育まれるか、負担を減らせるか、話し合う時間があってもよかった。

⃝��人材育成とスーパーバイズを明確に分けたプログラムだとよかった。

オンライン
研修への意見

⃝��職場での受講のため、余韻に浸ることも振り返ることも時間的に許されず、
緊急対応を余儀なくされたため、気持ちの切り替えが難しかった。

⃝��受講中にケースの連絡が入るなど、研修に集中できにくい場面もあった。

児童福祉司
スーパーバイ
ザー義務研修
C<前期>

研修への
要望事項

⃝��日程によりカリキュラムが同じであっても講師やそれに伴う研修内容が若
干変わっている点は残念であった。

⃝��①講義中心、②児相業務の関係者（弁護士、医師、施設職員等）が講師、
③先駆的な取り組みの紹介、の方が個人的には良かった。

オンライン
研修への意見

⃝��参加者との交流がグループ討議のみと限られているため、他県の現状やざっ
くばらんに話を聞く場がないのは残念であった。

⃝��法定研修であり、SVの配置が法定要件になっていることを考えると、電波
状態等のリスクがあるため、参集型研修のほうが確実なのではと感じた。

児童福祉司
スーパーバイ
ザー義務研修
C<後期>

研修への
要望事項

⃝��大グループの事例検討は事例の説明で大半が終了してしまったので、検討
できる時間がもっとあればよかった。

⃝��子ども虐待対応３で例年取り扱われているテーマ（代理ミュンヒ・医療ネ
グレクト・AHT）を受講出来なかった点はやや心残りであった。

オンライン
研修への意見

⃝��行き帰りの時間が短縮されて参加しやすかった反面、職場から離れられず
リフレッシュ感は減少していた。

⃝��オンライン研修ではグループ討議等で成果を得ることは困難に感じた。
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【オンライン】
児童心理司
指導者研修

研修への
要望事項

⃝��SV同士が児童心理司SVの課題について共有し、それぞれのスーパーバイズ
や育成の工夫などの情報交換ができるとありがたい。

⃝��時間が短かったので、もう少しじっくり研修を受けたかった。

オンライン
研修への意見

⃝��オンライン研修では、集中できないかもしれないと考えていたが、それほ
ど困難を感じなかった。

【オンライン】
児童相談所
職員合同研修

研修への
要望事項

⃝��討議の中に疑問点がそのままになってしまったが、疑問点について講師の
方等から助言してもらえる機会があるとよかった。

⃝��グループ分けの際は一時保護所が併設されているかいないかも含めて検討
してもらいたい。

オンライン
研修への意見

⃝��JAMボードの利用は初めてで、開始前の不安は大きいが、視覚的に共有で
きるものがあることで、議論がしやすいと感じた。

⃝��オンラインの討議は発言するタイミングを図るのが難しかった。全国の児
相職員との交流はとても貴重なので、会って話ができたらよかった。

【オンライン】
児童相談所
弁護士専門研修

研修への
要望事項

⃝��グループ討議は時間が足りなかったので、テーマを絞った方が良い。

⃝��家族支援について、あえて弁護士研修でやる意義については疑問を感じた。

⃝��過去研修のアーカイブ配信を検討してもらいたい。

オンライン
研修への意見

⃝��ネット環境に問題があり、度々固まってしまったのが残念であった。

⃝��コロナが収まった後も、現地開催とZoom開催を組み合わせて（隔年又は数
年おきの実施等）実施してもらいたい。

【オンライン】
児童相談所
医師研修

研修への
要望事項

⃝��事例検討の時間は、もう少し長くとってもらえるとよかった。

⃝��小児科や産婦人科などの身体科が中心だったので、精神医学的な講義やパ
ネルディスカッションも聞きたかった。

オンライン
研修への意見

⃝��ハイブリッドや隔年でのオンライン研修を継続してもらえると有難い。

⃝��皆で集まってこその医師研修だったのにと残念に感じている。

〈児童福祉施設〉

【オンライン】
児童心理治療
施設職員
指導者研修

研修への
要望事項

⃝��リーダーシップや、指導者・中間管理職になっていくにあたって、という
内容がよりクローズアップされているとよかった。

⃝��講義名と講義内容が一致していたのか疑問である。

オンライン
研修への意見

⃝��オンデマンドの講義は聞き逃した際も、頭の中で整理してからまた聴ける
のでとてもありがたかった。

⃝��会場での研修はもっと盛り上がる。講師にたくさん質問がしたかった。

【オンライン】
乳児院指導者
研修

研修への
要望事項

⃝��研修で事例概要を使用したグループ討議がしたかった。

⃝��オンデマンド配信のレポート３本は多かった。もう少し本数を少なくして
もらいたい。

オンライン
研修への意見

⃝��オンラインでの研修と聞いただけで苦手意識が先に立ってしまった。

⃝��何度か研修を受けてきたが、オンラインでも同じように身近に感じること
ができ、励ましも伝わってきた。
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【オンライン】
母子生活支援
施設職員
指導者研修

研修への
要望事項

⃝��事前課題の提出方法がメールのみということで、ハードルが高く難しかっ
たので、郵送での提出も可としてもらえるとありがたい。

⃝��質疑応答の時間がもう少しほしかった。

⃝��事例は作成に時間がかかり大変だった。書式も分かりにくかった。

オンライン
研修への意見

⃝��ライブ配信での研修が初めてで、操作で戸惑うことが多く、気持ちが焦る
部分があった。

⃝��オンライン研修の受講が２回目で、Zoomの操作にも慣れ、前回よりも戸惑
うことも少なかった。

【オンライン】
児童養護施設
指導者研修

研修への
要望事項

⃝��事例概要の作成は、どこを比重に書いた方が良いのか事前に指定があると、
より今回の研修に役立てることができた。

⃝��事前課題の講義時間はできれば統一したほうが望ましい。忙しい時期だと
内容ではなく、講義時間で選んでしまう可能性がある。

⃝��事例概要作成は時間を費やしたので具体的に検討する場があればよかった。

オンライン
研修への意見

⃝��オンデマンドは自分のタイミングでストップ等をかけることができ、よかっ
た。しかし、質疑応答ができないことは残念である。

⃝��ライブ配信は、距離の問題がなくなるメリットはあるが、講師との繋がり
が薄く感じるしんどさがあった。

【オンライン】
施設心理職員
合同研修

研修への
要望事項

⃝��休憩時間を挟んで質疑応答の時間を設ける、チャットで質問ができるなど
質疑応答の方法について、今後検討してもらえるとありがたい。

オンライン
研修への意見

⃝��初めてのリモート研修で始めは戸惑ったが、思っていた以上に講義も伝わ
りやすく良かった。

⃝��施設に心理士はひとりであるため、参集型研修で同業者と直接話して交流
する機会もまた貴重だと感じた。

【オンライン】
施設職員事例
検討会

研修への
要望事項

⃝��コロナ禍でなければ、対面で質問したり、討議をしたいことが沢山あった。

⃝��顔を合わせて、雑談するメリットもあることに気づき、少し残念であった。

〈市区町村〉

【オンライン】
児童虐待対応
保健職員
指導者研修

研修への
要望事項

⃝��１時間の講義時間では短い印象だった。もう少し長い講義時間でもかまわ
ないので、丁寧な話を聴きたかった。

⃝��グループワークなどがあってもよかった。ほかの児相保健師と意見交換で
きる機会が欲しい。

⃝��落選することがあるので、できれば、希望者全員が受講できるようにして
もらいたい。

オンライン
研修への意見

⃝��双方向型のオンライン研修だと、感覚としてはかなり従来型の研修に近く、
興味深く話を聞くことができた。

⃝��研修に参加したいが、予算や時間の確保などで難しい。オンライン研修で
あれば、移動がなく研修参加費も安価なため、とても参加しやすい。
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【オンライン】
市区町村
虐待対応
指導者研修

研修への
要望事項

⃝��指導者としてのチーム運営の在り方の講義や同じ立場の方々とディスカッ
ションする機会があるとありがたい。

⃝��実践報告は、ただ発表を聞くだけでなく、コーディネーターの先生の視点
やパネルディスカッション的なものがあればより深まった。

⃝��この時期では参加が難しいこともある。また同じ部署で複数人受けてもら
いたい人がいる場合がある。時期と回数の検討をお願いしたい。

オンライン
研修への意見

⃝��機器操作が苦手なため、「オンライン」と聞くだけでシャッターを閉めてし
まうが、分かりやすいマニュアル、テスト配信時の穏やかな対応、当日の
丁寧な対応に、安心して受講することができた。

⃝��事務所の自席で受講していたことや待機要員でもあり、途中途中、電話対
応等があり、受講できない時間があった。

〈その他〉

【オンライン】
講師等養成研修

研修への
要望事項

⃝��グループで雑談など自由に話ができる時間がもっとあるとさらに良かった。

⃝��任用後研修でどういう話をしたらいいか悩んでいた為、以前のような研修
も受けたかった。

オンライン
研修への意見

⃝��オンライン研修は避けて通れないが、非常に条件が厳しい。今回の研修で
だいぶ実施の可能性を感じた。

⃝��ブレイクアウトルームやJAMボード、メンチメーターの操作説明書等があ
れば提供してほしい。

【オンライン】
教育・福祉虐
待対応職員
合同研修

研修への
要望事項

⃝��研修を受講するまでの作業がちょっと煩雑でもう少し手順がシンプルだと
ありがたい。

⃝��やはりグループ討議が一番有意義であった。もっと時間をかけてグループ
討議をやりたかった。

オンライン
研修への意見

⃝��Zoomだと、途中で進行のはしを折って発言者に質問することも難しく感じた。

⃝��数年前に同じ研修に参加したが、Zoomでの研修では以前の研修ほど集中力
が持たず、直接対応できないことの不全感が残った。

【オンライン】
医師専門研修

研修への
要望事項

⃝��基本的な部分はもう少し減らして良いと感じた。時々散漫な印象も受けた。

オンライン
研修への意見

⃝��仲間関係の構築という面で、Zoomでも可能な方法を今後は模索する必要が
あると思われる。

【オンライン】
テーマ別研修
「喪失をめ
ぐって」

研修への
要望事項

⃝��どの講義も濃い内容をすべて理解できずに終わってしまったように感じる。
もう少し一つ一つの講義に時間があるとさらに学べたのではないか。

⃝��今回の講義資料を関係施設と共有したいので、資料共有の範囲を拡大して
もらえるとありがたい。

⃝��研修後にアーカイブ配信があると嬉しい。

オンライン
研修への意見

⃝��音声や映像等の支障はなく参集型研修と遜色のない状態で受講できた。
チャットで質問という方法もスムーズであった。

⃝��Zoom研修でありがちな、講師と事務局のやりとりが、前後の調整によって
はバタバタしてしまう場面に遭遇する。受講者にもバタバタが見えてしまっ
たりするとちょっと残念な気持ちになってしまう。
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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、自治体や支援機関が研修を実施する際の教材として、講義の録画映像を編集して、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。

なお、令和３（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）
きれいな作図法１基礎編（08m29s）
きれいな作図法２アニメ編（06m07s）

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）研修映像（DVD）
講義の録画映像を90分程度に編集して、教材と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-２　2021年（令和３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・育成における実習及び実務訓練―

研究代表者　保坂　亨（千葉大学教育学部）

１．目的
現在、わが国では児童福祉司等の児童家庭ソーシャルワーカーの専門性の向上と、それに伴う国家資格化が

課題となっている。2019年の改正児童福祉法において、児童福祉の専門知識・技術を必要とする支援者の資格
の在り方や資質の向上策について、施行後１年を目途に検討を加えることが規定され、社会保障審議会児童部
会社会的養育専門委員会に「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るワーキンググループ」が設置された。その結果、子ども家庭福祉分野で支援
を行う者の専門性の向上が必要不可欠とされ、資格・研修・人材育成の在り方、人事制度・キャリアパスにつ
いて目指すべき方向性としての「とりまとめ案」が作成された。

本研究の１年目にあたる2020年度は児童福祉以外の専門職、特に古くから国家資格を有している医学・法
学・教育における国家資格の在り方（業務独占・名称独占等も含む）、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について等の歴史的経過を概観し、各専門職の現状と今日的な課題を把握し
た。さらに、医学・法学・教育学間で比較検討する作業を通して、児童福祉領域の専門性の在り方（資格及び
養成・研修等）に資する課題を検討した。この研究において明らかとなったことは、専門職の養成や育成にとっ
て現場の実務訓練が重要な意味を持つということである。

続く本研究（２年目）では、任用後の育成計画等のビジョン、インターンシップ（実務経験システム）、スー
パーバイズ、人事交流など、特に育成のレベルに合わせた実務訓練（OJT）に焦点を当て、児童相談所の児童
福祉司を中心に子ども家庭福祉領域における実態、及び養成校で実施されている実習、スーパーバイズ等につ
いても現状と課題を把握することを目的とした。
２．研究の内容

以下４つの調査研究を行った。
①	　神奈川県・横浜市・岡山県・港区児相の４か所に対する人事育成についての資料提供、及びOJTに関す

るヒアリング調査。
②	　防衛医科大学（熊谷裕生教授）に対する医学領域における人材育成（特に初期研修）についてのヒアリ

ング調査。
③	　日本社会事業大学（宮島清教授）に対する福祉領域における人材育成（特に実習）についてのヒアリン

グ調査。
④	　立命館大学（仲真紀子教授）に対して、他職種連携による「司法面接」研修プログラムに関するヒアリ

ング調査。
これらの調査結果をもとにして、2020年度に把握した医療、法曹、教育領域におけるOJTの状況との比較検

令和３（2021）年度研究等について
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討を踏まえて、子ども家庭福祉領域におけるOJTの体制や方法についての課題を分析・考察した。

２．文献・研究等の収集と分析
Bb-17　2021年（令和３年）度研究報告書

子ども虐待に関する文献研究　児童虐待重大事例の分析　（第１報）
研究代表者　増沢　高（子どもの虹情報研修センター）

１．目的
2021年度の文献研究は、2011年から2020年までに起こった児童虐待による死亡事例をはじめとした重大事件

をピックアップし、それらについての文献、資料等を収集、分析を行った。2021年度には2011年から2015年ま
での事件、2022年度には2016年から2020年までの事件を対象とした。なおこの研究は、2000年から2010年まで
の事例を取り上げた「児童虐待重大事例の分析」（平成22年度、平成23年度報告書）に続くものである。繰り
返し報道されるなどして、社会が注目し、児童虐待の防止制度や対応の在り方に影響を与えた事件を数十例抽
出し、事例の内容、発覚後の経過、検証報告書などによる事例への評価、事件の影響などをまとめ、各事例に
共通する事柄や重症化を予防する視点などを分析、考察することを目的とした。
２．研究の内容�

今年度は、以下の15事件を取り上げた。①杉並３歳里子虐待死事件　②岡山16歳娘監禁致死事件　③柏男児
餓死事件　④朝霞５歳男児暴行死事件　⑤横浜雑木林６歳女児遺棄事件　⑥広島小５女児暴行死事件　⑦尼崎
中３男子監禁事件　⑧葛飾２歳女児虐待死事件　⑨富士見ベビーシッター２歳男児虐待死事件　⑩厚木５歳男
児虐待死事件　⑪足立４歳次男遺棄事件　⑫川口17歳少年祖父母殺害事件　⑬糸魚川性被虐15歳女児嬰児殺害
事件　⑭西東京中２長男虐待自殺事件　⑮相模原男子中学生保護見送り自殺事件

以上の事件について、家族の状況、事件の経過、事件へのコメント、事件がもたらした影響、事件の個別性
からの気づきや知見等について、当時の新聞記事や検証報告書や文献資料をもとにまとめた。

３．児童虐待に関する海外の状況の把握と分析
　

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

以下の通り、世界各国の子ども虐待対応の概要、及び欧米の学術誌の情報の収集と整理を行い、情報のデー
タベースを作成し、主要な情報はセンターのホームページで公開した。
（１）	国際子ども虐待防止学会（ISPCAN；International	Society	for	the	Prevention	of	Abuse	and	Neglect）
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による、世界88ヵ国の児童虐待に関する調査報告書『児童虐待についての世界の視点（Country	
Profiles	from	World	Perspective	on	Child	Abuse）』から、アジア（日本、韓国）、北米（アメリカ、カ
ナダ）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、ベルギー、オランダ、ルーマニア）、北欧（スウェー
デン、フィンランド、デンマーク）、オセアニア（オーストラリア、ニュージーランド）、以上15ヵ国
の情報を抽出してまとめ、データベース化した。

								　情報項目は、各国の児童虐待に関連する法律と国の方針、死亡事例の対応、児童虐待を受けた子ど
もへの治療やサービス、地域における関連機関、児童虐待予防のための取り組みなどについてである。

（２）	アジア（韓国）、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）、以上７ヵ国の児童福祉所管省庁、統計管理局、児童保護機関、児童福
祉研究所等のウェブサイトにおいて児童虐待対応の現状を把握できる情報を調査・収集し、まとめた。

								　情報項目は、児童虐待及び児童保護に関する制度、児童虐待対応機関・職員の体制、児童虐待対応
の流れ、支援サービス、社会的養護、及び児童虐待対応に関する統計などについてである。

								　なお、統計情報については、児童虐待の通告、及び調査・アセスメントの件数と対象児童数、虐待
の認定件数、代替養育の種類と人数、児童虐待による死亡事例数などについて、国ごとにまとめ、セ
ンターのホームページに公開した。

（３）	ISPCANの公式発行物である「Child	Abuse	&	Neglect」と、イギリスの子ども虐待防止学会（AoCPP；
Association	of	Child	Protection	Professionals）の発行物である「Child	Abuse	Review」に、2020年に
掲載された論文のタイトルを翻訳し、執筆者、キーワードなどもあわせて、情報を一覧にまとめ、セ
ンターのホームページに公開した。

S-10　2021年（令和３年）度研究報告書

フランスにおける児童虐待防止の取組みに関する調査研究
研究代表者　川﨑	二三彦（子どもの虹情報研修センター）

１．目的
フランスでは、1889年、児童保護のための法律（「虐待され、又は精神的に遺棄された児童の保護に関する

法律」）が制定された。親権の剥奪に対する司法判断についても定められたこの法律は、児童虐待防止に関す
る法律として世界的にみても初期のものである。現在の児童虐待防止・児童保護については、関連法令が多数
あるだけではなく、関連する機関・団体も多数存在し、重層的で複雑なしくみとなっている。またフランスは、
出生率が1.87（2019年フランス国立統計経済研究所（INSEE））と先進国のなかでは高水準にあり、少子化対
策の成果が出た国として知られている。

そこで本研究では、虐待防止の取り組みについて長い歴史と手厚い家庭支援制度を有するフランスの子ども
と家族への包括的支援のしくみ及び児童虐待・児童保護対応について、制度・政策、主要な機関、支援と対応
のプロセス、現状（統計）に関する情報を収集・整理し、日本にとって有用な視点を考察した。
２．研究の内容
（１）	方法
	　資生堂社会福祉事業財団が主催するフランス児童福祉リモート研修に参加し、情報を収集・整理し、分析
を行った。研修は、2022年１月から２月にかけて12日間の日程で実施された。研修における視察先は、児童
家庭担当行政、児童保護対応機関、通告電話サービス機関、里親支援機関、養子縁組あっせん・支援機関、
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在宅支援措置提供機関、施設（一時保護を行う養護施設、非行少年保護施設など）、医療機関、警察、教育
機関等17ヵ所で、このほか、児童虐待の当事者、児童精神科医、現地在住の日本人研究者へのヒアリングを
行った。

（２）	結果
	　収集した情報の考察・分析結果は、2022年度内に報告書として取り纏めた。

４．課題研究（臨床現場研究）
Kd-72　2021年（令和３年）度研究報告書

児童家庭支援センターにおける地域支援事業に関する研究
―要保護児童に対する児童家庭支援センターの在宅支援の現状―

研究代表者　武田	玲子（明治学院大学社会学部）

１．目的
児童家庭支援センター（以下児家セン）の地域支援事業の現状と課題を共有し、全国統計から経年変化を分

析したうえ、全国児童家庭支援センター協議会の協力のもと、児家センの職員に対してアンケート調査を実施
し、児家センの地域の支援状況を明らかにした。

本研究では、要保護児童に対する児家センの支援状況を検討するとともに、地域支援ネットワークの中で有
用な機能を展開させるための体制や方策を見出すことを目的とした。
２．研究の内容
（１）	方法
	　報告書の第１部にまとめているが、全国児童家庭支援センター協議会の統計をもとに経年変化、次に共同
研究者が所属している３か所の児家センによる先駆的な実践状況（通常の児家セン事業に加えてショートス
テイ事業など実施）について報告している。
	　報告書の第２部においては、全国の児家センと児家セン職員へのアンケート調査を報告した。共同研究者
と討議し、全国児家センの職員に対するアンケート調査票の質問項目を作成した。８月に全国児童家庭支援
センター協議会の協力のもと、153か所の児家センに所属する児家セン職員812名にアンケート調査を送付
した。

（２）	アンケート調査結果
	　全国の児家セン137か所（87％）、児家セン職員812名中624名（76％）の回答があった。アンケート調査に
ついて量的分析を行い、自由記述についてはテキストマイニングによる量的分析、定性分析により質的分析
を行った。
	　概要としては、児家セン職員の携わっている率の高い仕事としては「保護者相談、カウンセリング」「関
係機関との情報交換」であり、町村を除き「市町村との連絡調整」であった。児家セン職員としてニーズが
高いと指摘した事業はすべての自治体規模において「育児不安等の相談」が上位にあがっている。政令市・
児童相談所設置市の特徴としては、「ショートステイ・トワイライトステイ」のニーズが高く、一方、その
他の地域で高いと考えられているニーズは「不登校支援」「発達相談・療育」などであった。
	　児家センの職員が特徴的支援として挙げているのは、「アウトリーチ」「食支援を通しての相談」「子育て
サロン、講座等地域での子育て支援」「レスパイト」「心理的支援」「子どもへの直接的支援」「里親支援」「要
保護・要支援児童への支援」「地域による様々な支援」であった。
	　児家センの課題としては、職員の年代役割を問わず、「専門性」と「人材不足」が挙げられ、その改善の
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ためには「運営費」の改善が指摘されていた。
	　実践可能な方策としては、行政や関係機関との定期的な協議会などの「連携」、相談員や心理職の専門性
に応じたスーパービジョンなどの「専門性の確保」、地域ブロックごとの「児家セン間の交流」等が導き出
された。

（３）	考察
	　アンケート調査からは、自治体規模により、職員が考えるニーズに違いがあるという結果であり、地域の
社会資源の状況により、異なる傾向がうかがわれた。人口規模が多い地域ではショートステイ等レスパイト
のニーズが高く、人口が少ない地域では包括的な支援が児家センに求められる傾向がみられた。
	　現状では、地域による偏りや専門性や人材についての課題があるが、児家セン職員によるアウトリーチ、
食支援、子育て講座、育児不安の相談などから孤立する要保護児童への緩やかな介入が行われていた。そこ
から心理支援、レスパイト、子どもへの直接的支援につなげていく可能性があることも明らかになった。
	　今回、第１部で報告した先駆的な実践内容、また第２部でまとめた研究結果について、全国レベルで活用
されていくことが要保護児童への地域での支援の充実につながると考える。さらに具体的な児家センにおけ
る支援方法を共有していくことは残された研究課題でもある。

Kd-73　2021年（令和３年）度研究報告書

地域での早期支援における保育所の役割と課題
研究代表者　久保田	まり（東洋英和女学院大学大学院人間科学研究科）

１．目的
「児童虐待の防止等に関する法律」や「保育所保育指針」において、保育所保育士は児童虐待を早期に発見

する位置にあり、通告の義務、および虐待防止に努めることが明示化されている。しかし、保育現場において
は、家族による虐待への明確な確証が持てないことや保護者との関係維持に対する保育士の不安が指摘されて
いる（灰谷，2017）。保育所は児童虐待ケースの受け皿（子どもの安否確認、発達保障、親への養育支援）に
なることが期待されており、児童虐待の対応や防止、親子支援の役割が求められているが、保育士の不安や苦
慮は高く（笠原ら，2011）、また、ネグレクトや心理的虐待は保育士に認識されにくい実態がある（石清水ら，
2012）。以上を踏まえ本研究では、顕在化しているケースと共に、虐待リスクを持つ潜在化している親子をも
保育士が早期に発見し、保育所が組織的に対応する上での課題を検討することを目的とした。
２．研究の内容
（１）	方法
　①　対象
　	　東京都、神奈川県、大阪府、愛知県の公立・私立保育園および子ども園の保育者19名。
　②　調査方法
　	　面接法を採用した。具体的には、一人１時間半前後の半構造化インタビューを実施した（対面およびオ

ンライン）。
　③　調査内容
　	　【要保護・要支援の子どもと親について】【グレーゾーンの子どもと親について】【園内での連携】【他機

関との連携】【保育士の先生ごとの捉え方】【保育現場に必要とされる支援】について、具体的に聞き取る
ための質問項目を設定し、インタビューガイドを作成して行った。
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　④　データ分析の手続き
　	　インタビューの全ての音声データの文字おこしをし、テキストデータ化した。インタビュイーごと及び

質問項目ごとのテキストデータをKJ法によって分析した。
　	　具体的には、文字おこしをしたローデータについて、質問項目ごとに、意味あるセンテンス部分を抽出・
「切片化」をし、「一行見出し」を付けるまでを一次分析とした。次に、得られた「一行見出し」を類似性、
共通性、近接性に基づいてグルーピングをし、グループごとに「名札」をつけるまでを二次分析とした。
それらを、さらに高次のクラスターとしてまとまる場合は、まとまりをつくり、「表札」をつけるまでを
三次分析とした。

　⑤　倫理的配慮
　	　インタビュー調査に先立ち、各園の施設長と保育士の先生に事前に研究目的と内容、具体的なインタ

ビュー項目について丁寧に説明した。加えて、インタビュー内容の録音の可否についても確認をしている。
その上でインタビュイーとしての協力に承諾を得た場合に、インタビューを実施した。インタビューの途
中での中断、及び答えたくない質問には答える必要は無いこと、そしてそのことによって何ら不利益を被
ることは無いこと等々、倫理的配慮についても十分な説明をして同意を得ている。なお、本研究は、研究
代表者が所属する東洋英和女学院大学の研究審査委員会において研究倫理の審査を受け、承認されている。

（２）	結果と考察
	　要保護／要支援の子どもについて、日中の保育と観察を保育園に依頼し、保育園が受託する過程及びその
後の継続的連携は、児童相談所や市・区の行政と連携が出来ている地域と、あまりできていない地域とのか
なりの差が見られた。また、在園児について、例えば、母親の友人が児相に通報し、身体面の観察を通した
虐待の有無を児相が保育園に確認するなどのケースも見られた。
	　対応ケースとして、増えてきているのが、要保護／要支援までは行かぬものの、親側のメンタルな問題、
一人親家庭、内縁関係のパートナーとの不和、経済的な厳しさ、親の性格傾向（他罰傾向など）や子育て観
等々に起因して生じている「不適切な養育に近い」子どもへの対応の問題が挙げられた。いずれの場合も、
保育者は、親を責めることなく、むしろ、親の聞き役や相談相手的な立場をとっていることが多かった。ま
た、両親ともに専門職で、知的にも経済的にも安定している家庭においても、不適切養育のリスクが存在し
ていた。
	　不適切養育のリスクのある子どもでも（子どもほど）「毎日保育園に通ってさえいれば」食事や睡眠（午睡）、
保育者との安定した関係性、遊びの時間など、安心安全な空間と時間が持続的に提供される。そして保育士
との一貫した個別的関わりを通した愛着がはぐくまれる。そのため、保育士は、とにかく子どもが毎日保育
園に通園し、保育園での生活の中で様々な経験をし、習慣を習得し、発達していくことへの支援を最重要視
していた。
	　気になる子どもについて、担任のみならず、保育園全体、保育士全員で定期的ミーティング等の場で共有
をしている保育園は、担任や若手保育士が抱え込まないように、園長先生、主任先生が組織作りをしている
ことが一つの特徴として挙げられる。
	　保育園、保育士自身に求められる支援としては、（定期的な巡回相談ではなく）いつでも相談できる心理
職やSWからのコンサルテーション、加配の充実、児相・市区の行政・要対協などとの情報共有と緊密な連
携と相互支援などが主として挙げられていた。
	　調査項目ごとの具体的な結果や、それらを踏まえた考察については、研究報告書に詳述している。
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Kd-74　2021年（令和３年）度研究報告書

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　（第１報）

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
児童心理治療施設は、家庭環境等の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童に対して、社

会生活に適応するために必要な心理に関する治療、及び生活指導を主として行う施設である。90年代後半以降、
被虐待児の入所が急増し、この10数年は入所児童の約８割を被虐待児が占めるようになっている。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（Baer	&	Martinez,	2006）。また、そういった子どもたちが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	et	al,	2012;	
Hawkins-Rodgers,	 2007;	Moses,	 2000）。しかし、被虐待経験があり、児童心理治療施設に入所している児童期
の子どものアタッチメント行動を、具体的に記述した研究自体がそもそも少ない。そこで本研究では、施設入
所児童の具体的なアタッチメント行動の実態について明らかにすることを目指し、児童心理治療施設入所児１
名の当直資料の分析を行った。
２．研究の内容
（１）	方法
　①　分析資料
　	　A県内の児童心理治療施設に20XX年４月に入所した、９歳の児童についての、当直資料の記述を用い

た（20XX年４月～20XX年９月）。当直資料は、職員が情報共有のため、毎日作成しているものであり、
各児童についての記述がある。

　②　手続き
　	　アタッチメント理論に照らし、分析資料の中から、児童のアタッチメント行動と解釈されたエピソード

を抽出し、整理した。エピソードの抽出は、アタッチメント理論に精通した大学院生３名が行い、特に児
童期という発達段階である点、そして被虐待経験を有する点に配慮した。

　③　倫理的配慮
　	　本研究は、東京大学倫理審査専門委員会において承認を受けた（承認番号	21-25）。

（２）	結果と考察
　	　分析資料を整理した結果、被虐待経験を有する入所児童のアタッチメント行動として、以下の５つのカ

テゴリーが抽出された（Table	１）。

Table�１　児童のアタッチメント行動
カテゴリー 操作的定義 具体例

A.	未熟な言語運用 言語運用能力の未熟さに由来した
施設職員の誤解を招き得る具象的な言語表出

「寝付けず出て来てプチぐずりを繰り返」す中で、腹痛を訴える。
「最後は湯たんぽを借りる」と言うが、なかなか寝付くことができなかった。

B.	過度な接近 施設職員に対する退行的で過度な物理的接近 「身体をベッタリとくっつけているため、それだけはやめるよう言われるが
そう言われると余計に力強くくっついてくる。」

C.	応答せざるを得ない
　	振る舞い

施設職員が応答せざるを得ないような
組織的に許容されない振る舞い 「（かんしゃく中）挑発的な表情で自分の部屋のドアの隣の壁を２回ほど蹴る。」

D.	矛盾した発信 施設職員に求める行動に矛盾がみられる発信 「『触んな』と言いながら施設職員の首にくっつき、
止められると余計にくっつこうとする様子。」

E.	ストレートな表出 歪曲や隠蔽のない
施設職員への期待のストレートな表出

「もう眠いと19：20には１人で部屋に向かう。
５分程すると『来てくれないの？』と出て来て、本選びし始める。
19：40頃付き添い入室。本読みしてもらえば就寝できる。」
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　	　今回検討した、児童心理治療施設の児童１名のアタッチメント行動は、大きく５つのカテゴリーに分類
されると考えられた。例えば、ネガティブな情動が喚起されていると解釈された場面における、児童の具
象的な言語表出は、言語運用が比較的流暢になってくる児童期に生じやすい、職員と児童の齟齬を招く例
であるとも見受けられた。また、施設職員が応答せざるを得ないような、激しく攻撃的な行動や、職員に
は児童の意図するところが理解しがたいような、矛盾した発信は、職員から援助を引き出すことを難しく
してしまっている可能性が見出された。一方で、被虐待経験を有する子どもであっても、職員からの応答
が得られやすいような、ストレートな表出をしている場面も見られた。

（３）	限界と今後の展望
　	　本研究では、児童期かつ、被虐待経験のある子どものアタッチメント行動を分析する目的で、当直資料

を活用した。しかし、夜間帯の資料であるため、安全基地から探索行動に向かう記述は得られにくいとい
う限界があった。そのため、今後は施設全体の生活に広げて、アタッチメント行動の抽出を試みていきたい。
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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おり、
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３（2021）年度の相談受理件数は546件で、前年比で18件（3.4%）増加しました。全体の傾向としては、
昨年度に引き続き、児童相談所や地方自治体から研修や人材育成に関する相談、各種情報提供が増加したほか、
法改正、関係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
談がありました。

　　　　■年度別相談件数の推移

	２　分野別・内容別相談状況　

分野は、「福祉」「保健・医療」「心理」「法律」の４区分、内容は、対人援助やソーシャルワークなどに関す
る「支援に関する相談」、機関連携や各通知・指針などに関する「支援以外に関する相談」、研修の企画・実施、
文献・資料等に関する「情報提供・その他」の３区分で計上しています。

全体に占める割合としては、「福祉」分野の「情報提供・その他」203件（37.2％）、「支援に関する相談」142
件（26.0％）で全体の６割以上を占め、次いで「法律」分野の「支援に関する相談」65件（11.9％）が続き、
他の分野はいずれも１割未満となっています。
「法律」分野の相談はここ数年減少していますが、最も多く相談を受ける各児童相談所において弁護士配置

が進んでいることが要因として推察されます。

令和３（2021）年度専門相談について
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　��■相談区分別件数の推移

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 142 26.0% 19 3.5% ４ 0.7% 65 11.9% 230 42.1%

支援以外に関する相談 35 6.4% 11 2.0% ７ 1.3% 28 5.1% 81 14.8%

情報提供・その他 203 37.2% ９ 1.6% 12 2.2% 11 2.0% 235 43.0%

計 380 69.6% 39 7.1% 23 4.2% 104 19.0% 546 100.0%

（小数点第２位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。）

	３　機関等別受理状況　

児童相談所からの相談が333件（61.0％）で最も多く、市区町村59件（10.8％）、都道府県・政令市53件（9.7%）
と続いています。この上位３機関で例年同様に８割以上を占めています。

　��■機関等別受理状況

機関名 件数 ％ 機関名 件数 ％

児童相談所 333 61.0% 報道機関等 ８ 1.3%

市区町村 59 10.8% 大学（学生・研究者） ７ 1.5%

都道府県・政令市 53 9.7% 乳児院 ６ 1.1%

国の機関 18 3.3% その他 49 9.0%

児童養護施設 13 2.4% 計 546 100.0%

（小数点第２位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。）

	４　相談事例（令和３（2021）年度の相談から）　

相談は、電話、Eメール、面談などにより当センターのスタッフが対応しており、法的対応に関しては必要
に応じて、協力弁護士により相談や助言を行っています。
　【福祉分野】
　①		関係機関から虐待通告を受けて児童相談所が対応する場合の通告者の秘匿について確認したい。
　②		長期間安否が確認できない児童の調査・一時保護に向けて臨検捜索を検討している。具体的な手順等の

助言がほしい。
　【保健・医療分野】
　①		医療的ケアを要する児童の児童養護施設への入所を検討している。留意すべき点について助言がほしい。
　②		一時保護中児童の予防接種を予定しているが、保護者と連絡がとれない場合の対応を相談したい。
　【心理分野】
　①		施設入所中の性的虐待を受けた児童の心理面の理解と非加害親との交流について助言がほしい。
　②		一時保護所に心理職を配置している自治体の情報がほしい。
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　【法律分野】
　①		施設入所中の児童の実親の負債相続の手続きについて相談したい。
　②		施設入所前に費用徴収について、保護者に十分に説明しなかったことに対する不服申立について相談し

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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紀要第20号（20周年記念号）の発刊にあたって………………………………… 川﨑二三彦

Ⅰ．記念特集「これからの子ども虐待対応」
 ・記念特集「これからの子ども虐待対応」について…………………… 川﨑二三彦
 ・これからの子ども虐待対応　児童相談所の立場から………………… 影山　　孝
 ・これからの子ども虐待対応　社会的養護の立場から………………… 福田　雅章
 ・虐待予防のこれまでとこれから　母子保健の立場から……………… 鷲山　拓男
 ・これからの子ども虐待対応　司法の立場から………………………… 岩佐　嘉彦
 ・これからの子ども虐待対応　医療の立場から………………………… 小橋　孝介
 ・これからの子ども虐待対応　地域支援の立場から
 　～社会的養護から社会的養育へのパラダイムシフトに向けて～…… 橋本　達昌

Ⅱ．特別企画「児童家庭福祉にたずさわる人材の専門性」
 　　　　　　―ムンロー講演概要とパネルディスカッション
 ・「児童保護制度の向上に向けて：他国からの教訓」
 　　（ムンロー先生の学会講演概要）…………………………………… 増沢　　高
 ・「児童家庭福祉に求められる専門性」パネルディスカッション …… 増沢　　高

Ⅲ．20周年に寄せて
 　磯谷 文明　 加藤 芳明　 相澤 仁　　  金井 剛　　 佐藤 拓代　 髙橋 温
 　橋本 和明　 保坂 亨　　 村瀬嘉代子   渡邊 治子　 渡辺 久子　 中板 育美
 　藤林 武史　 河尻 恵　 　羽野 嘉朗　  武居 秀顕　 井上 真

Ⅳ．虹センター20年の歩み
 ・子どもの虹情報研修センター20年の歩み
 ・専門研修事業における20年の歩み
 ・研究事業の20年を振り返る
 ・専門相談事業「現場との19年間のつながり」
 ・情報収集・提供事業の20年の実績

結び………………………………………………………………………………………… 小林美智子

事業報告 ・令和３（2021）年度専門研修の実績と評価について
 ・令和３（2021）年度研究等について
 ・令和３（2021）年度専門相談について




