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公開講演会
会長挨拶 桑原 義登
本日は２０１９年度公開講演会にこんなにも大勢
の皆様におこしいただきありがとうございます。
児童虐待件数は年々増加しており、平成２９年
度の児童相談所への対応件数は全国で１３３，
７７８件、和歌山県で１，１４２件であります。
児童虐待は社会情勢の問題として真剣に取り組ん
でいかなければならない大きな課題となっています。件
数の増加だけでなく、ゆあちゃん・みあちゃんのような痛
ましい死亡事件が目立っています。
このような状況の中、今国会で児童虐待防止法等
の改正案の審議がなされており、可決のみ込みであり
ます。そのおもな内容は次の通りです。
１．児童の権利擁護：しつけとしての体罰禁止。
これは今回の公開講演会のテーマでもあります。ま
た、民法の親の懲戒権についても今後検討することに
なっています。
２．児童相談所の体制強化及び関係機関の連携
強化
①児相の体制強化 医師・弁護士等の専門職の
配置や処遇専門職員の資質の向上
②中核市等への児童相談所の設置推進 和歌
山市にもと言う声があります。
③関係機関の連携強化：みあちゃん事件の影響
を受けて学校・教育委員会・施設での子どもの秘密
を守る、DV機関等との連携強化が謳われています。
外にも、子どもの意見表明権を保障する仕組みや
権利擁護のあり方などが期間を決めて検討されるよう
になっています。
和歌山子どもの虐待防止協会では、虐待予防に
重点を置き、このような公開講座の外、９月８日
（日）には１日かけて会員セミナーを行いますのでご
参加下さい。外にも和歌山駅近くの事務所である「か
がやきポルトわこ」での相談活動、オレンジリボン運動
などの啓発活動や子ども食堂など、多くの取り組みを
していますので、できるだけ多くの皆さんにもご協力い
ただき活発な虐待防止活動を展開できるようにしてい
ただきたいと思います。

私の調査で恐縮ですが、児童虐待の問題は貧困、
DVなどの家庭内の問題、両親の精神疾患、発達障
害などの背景が上位を占めており、結果として学力の
低下やいじめ・不登校・非行など、子どものいろいろな
社会的・心理的問題ともつながっています。
また、３年ほど前に和歌山県内の児童相談所がそ
の年に児童養護施設等に入所措置した虐待事例
６８件の知能指数を調べさせてもらいました。その結
果本来１０％に満たない割合に設定されているIQ
８０未満の児童が４４．１％もあったことを報告さ
せていただいております。
また、虐待された子どもは身長・体重などの発達を
著しく低下させており、心の傷だけでなく身体的にも大
きな影響を与えているということはご存じだと思います。
児童虐待を考える際、社会学的側面や心理学的
側面だけでなく、子どもを中心に据えて様々な専門分
野からの研究が必要になりますが、生物学的と言いま
すか、医学的にも対応を検討していくことが極めて重
要であります。
本日は虐待が脳に与える影響を初めて発表された
その分野の第一人者である友田明美先生に和歌山
までお越しいただいています。友田先生お忙しい中、
ありがとうございます。友田先生には先生の研究を通
した医学的側面から子どもや家庭への支援等につい
てのお話しをうかがえると思っております。
今日のお話をお聞きになって、皆さん方それぞれの
分野で児童虐待防止のための視点を広げて活躍し
ていただきたいと思います。
また、和歌山子どもの虐待防止協会にもご入会い
ただき、一緒に虐待防止活動に参加いただけることを
お願いして挨拶とさせていただきます。
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2019年度総会・公開講演会 2019年6月16日
総会・公開講演会を和歌山県
立医科大学保健看護学部、大
講義室で行いました。
お天気が心配でしたが多くの方に
お忙しい中来て頂くことが出来ま
した。皆様ありがとうございました。

友田明美先生のお話
も分かりやすく皆様聴
き入っておられました。

－3－

公開講演会参加報告記
森下宣明（和歌山乳児院 施設長）
昨年度からマスコミ等で大きく取り上げられ
ている「結愛ちゃん」や「心愛ちゃん」の事件を
受け、児童福祉法が改正され、親権を持つ
者等による体罰の禁止、児童相談所の体制
強化及び設置促進、関係機関間の連携強
化等の措置が講じられることとなりました。その
ようなときに、子どもの前での夫婦げんか、心
ない言葉、スマホ・ネグレクトに、きょうだい間の
差別等、不適切なかかわりが子どもの脳を変
形させる。著書「子どもの脳を傷つける親た
ち」が12万部突破。「プロフェッショナル仕事の
流儀」・「世界一受けたい授業」等あらゆるメ
ディアで大反響となっている友田明美氏が
WSPCANの公開講演会2度目の登壇となり
ました。
当日は、WSPCAN公開講演会の参加者
数の記録を大幅に上回る２２０名余の参
加があり、注目の大きさを改めて知ることにな
りました。
友田氏の講演の内容については、他にお願
いするとして、講演をお聞きしながら再確認し
たことや、乳児院のことを少し説明させていた
だきます。
乳児院は、児童福祉法第３７条で乳児
（保健上、安定した生活環境の確保その他
の理由により特に必要のある場合には、幼児
を含む。）を入院させて、これを養育し、あわ
せて退院した者について相談その他の援助を
行うことを目的とする施設とする。とあり、全国
に１４２ヵ所（令和元年７月１日現在）
ありますが、和歌山県には、当院１か所だけ
となっています。

定員は４０名（令和元年７月１日現在
の入所児は一時保護委託児を含めて３９
名）。近年は、特に一時保護委託が多くなり、
当院には昨年度だけで３３名が一時保護さ
れました。保護された全員が措置（行政処
分）となるのではなく、昨年度は３３名中１
４名が措置となりました。措置理由のほとんど
が虐待や虐待の疑いです。入所時のアセスメ
ントやその後の保護者等との関係性を構築し
ていく中で気付くのは、多くの保護者等が不
適切なかかわりであることを認識していないと
いうことです。
かつては大家族で、子どもが産まれたらご近
所にもお披露目し、多くの大人たちが関わりを
持ち、子育て世帯を支えていました。
しかし、核家族化が進み「子育て」は「孤育
て」といわれるような状況となってきている今、
必要なのは地域で子育て家庭を支えるネット
ワークの構築だと思います。
乳児院ができることは限られていると思いま
すが、予防という観点から取り組んでいることを
少し紹介したいと思います。
①病後児保育「きらら」
② 里親支援センター「なでしこ」
③子育て短期支援事業
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①病後児保育「きらら」
（平成２６年度開設）
岩出市との契約により、定員３名、利用対
象者は生後１歳～小学校６年生、開所
日・時間は月曜日～金曜日の８時～１８
時、利用料は１日２，０００円、看護師
と保育士の２名体制で実施しています。昨
年度の利用実績は延５０名、岩出市・紀の
川市・和歌山市からの利用がありました。
②里親支援センター「なでしこ」
（平成２２年度開設）
現在、里親家庭や特別養子縁組家庭や
ファミリーホームで暮らしている子どもたちの４
割が乳児院を経由して委託されています。最
近では、それらの子どもたちや里親等が抱える
悩みの相談が増えてきています。これらのこと
に対応するために、
平成３０年度より、早稲田大学の上鹿渡
教授がイギリスから導入したフォスタリングチェン
ジプログラムを取り入れて、里親等を対象に
１日３時間・１２週連続の講座を実施して
います。修了した里親からは、子どもの気持ち
が理解できるようになり、子育てが楽になったと
いう感想もいただいています。
また、「なでしこ」は県の里親会の事務局で
もありますので、県内を４支部（和歌山市、
紀北、紀中、紀南）に分けて活動している里
親会の支援も行っています。
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③ 子育て短期支援事業（ショートステイ）
（平成５年度より実施）
令和元年度も、和歌山県２４市町村及
び泉佐野市、岬町と契約をしています。
家庭の何らかの事情によって一時的に赤
ちゃんの養育ができなくなったときに市町村に
申し出て認められた場合に利用できます。現
在の利用状況を見てみますと、育児疲れや
次子の出産から冠婚葬祭に至るまで、あらゆ
る事情での利用があります。しんどい状況にな
る前に利用していただければ幸いです。
最後に、
新しい社会的養育ビジョンが発表されてから、
乳児院のみならず児童養護施設においても、
施設の存在意義を否定される日々が続いて
います。子どもたちにとって、何が良いのかを充
分検討し導き出されたビジョンだと思いますが、
移行期にある混乱に巻き込まれているというの
が正直な感想です。現実に虐待があり、保護
しなければならない子どもたちがいる中で、充
分な受皿と財源を準備しないで移行しようと
すること自体、非常に危なっかしい状況である
と思います。里親制度は日本になじむまでに
は、まだ相当の時間がかかるように思いますし、
何よりも最初に力を入れなければならないこと
は、地域での子育て支援の充実です。安心し
て生み育てられる環境にするためには、子ども
に掛ける国の予算を充実させ、子育ての経済
的な負担感を減少させる必要があります。
川下の児童相談所の職員を増やすよりも、
里親や施設を充実させるよりも、子どもの貧
困対策に財源をつぎ込むべきだと思います。
WSPCANが行っている虐待防止の啓発や
研修会とともに「トリプルP」や「子ども食堂」の
活動を一層充実させることで、地域の子育て
支援のお手伝いができればと思っています。

公開講演会「第2のゆあちゃんを出さないために
~私たちが出来ること～」
3月10日田辺市の情報交流センターBig・Uで講演会を開催しました。
“事例検討会、地域でできること、保育園・行政・医療などの様々な角
度からの支援”として子どもの死亡に寄与した可能性があるあらゆる要因
について検討 しました。

☎189
オレンジリボン憲章
私たちは、子ども虐待のない
社会を目指します。
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事例検討会「第2のゆあちゃんをださないために
～私たちにできること」
平成31年3月10日田辺市の情報交流センターBig・Ｕ
で事例検討会、“地域でできること、保育園・行政・医療な
どの様々な角度からの支援“ として、子どもの死亡に影響し
たと考えられる、あらゆる要因について検討しました。ここ数
年では、子ども虐待による子どもの死亡は、心中以外の虐
待死、心中による虐待死を合わせ70－90人で、死亡に至
る経過等が検証されてきました。平成30年6月に結愛ちゃ
ん事件(5歳）が報道されましたが、結愛ちゃんがノートに書
き残した内容に多くの方がショックを受けました。
…毎朝午前4時自分で目覚まし、大学ノートに鉛筆で…
ママ もうパパとママにいわれなくても
しっかりじぶんから きょうよりか
あしたはもっともっと できるようにするから
もうおねがい ゆるして ゆるしてください
おねがいします
ほんとうにもう おなじことはしません ゆるして
きのうまでぜんぜんできてなかったこと
これまでまいにちやってきたことを なおします
これまでどんだけあほみたいにあそんだか
あそぶってあほみたいだからやめる
もうぜったいぜったい やらないからね
ぜったい やくそくします

東京への移住前

女児は母親と元夫の間に生まれ、父親とは血縁関係
がなかった。母親は2016年に父親と再婚。一家は2018
年1月東京都に転居するまで香川県善通寺市に住んでい
た。 2016年8月、香川県西部子ども相談センター（児童
相談所）が、周辺住民からの通報を受け、女児に対する虐
待の疑いを初めて認知した。同年9月には父親と母親の間
に長男が生まれ、4人家族となる。同年12月25日、女児が
裸足、パジャマ姿で自宅の外に放置されているのを周辺住
民が発見し、児童相談所が一時保護した。この時の医師の
診断によれば、日常的な虐待の傾向が確認された。 翌
2017年2月、親子面談を経て一時保護は解除されたが、
3月には再び女児が家の外に放置され、二度目の一時保
護を受けた。この時には唇や両膝、腹部に傷やアザが確認
できたが、両親は暴行を否定した。女児は児童相談所の心
理士に「パパ、ママいらん」「おもちゃもあるし、家に帰りたい」と
葛藤を打ち明けていた。7月31日、両親への指導措置付き
で一時保護を解除した。 一時保護の解除後も女児は定
期的に市の児童センターや医療センターを訪問していたが、
8月には医療センターでの診察で怪我が見つかった。女児は
「パパにやられた。ママもいた」と話したが、同席した母親は虐
待を否定し、一時保護には至らなかった。 なお父親は、
2017年2月と5月に2度女児に対する傷害容疑で書類送
検を受けるも、2度とも不起訴となっていた。
刑事事件の観点＝疑わしきは罰せず では子どもは救えない
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東京への移住から女児の死亡まで
2017年12月、父親が仕事の都合で東京都に単身で
引っ越した。このころには女児に虐待の傾向は見られず、年
が明けた2018年1月4日に香川県の児童相談所は指導措
置を解除した。その後女児たちは後追いで1月中旬に父親
の住む東京都に転居したが、母親は転居先の住所を児童
相談所には頑なに明かさなかったという。その後香川県の児
童相談所は市を通じて一家の転居先を調べ、1月23日に
転居先が判明するとすぐに管轄である品川児童相談所に連
絡した。品川児童相談所は連絡を受けてこの案件の移管を
受理し、2月に家庭訪問を試みたが、女児との面会を拒否さ
れた。 一方、転居後女児に対する虐待はエスカレートした。
1月ごろから父親は女児に対し執拗にダイエットをするよう指
示し、1日1食の日もあるなど過度な食事制限を受け、体重
は激減した。2月末ごろに父親は風呂場で女児に水のシャ
ワーを浴びせ、暴行を加えて負傷させた。女児は2018年4
月から小学校に入学する予定であったが、2月20日に行わ
れた小学校の説明会を欠席した。 3月2日午後6時ごろ、
女児は父親の119番通報を受け救急搬送され、同日夜搬
送先の病院で死亡した。司法解剖の結果、女児の足には
重度の凍傷が認められた。また、死亡前女児は臓器が正常
な5歳児よりも5分の1も小さく萎縮していた他、2月末ごろに
父親が暴行を加えた後から衰弱し、ほぼ寝たきり状態となり
嘔吐を繰り返していたという。
事件発覚・逮捕
女児が死亡した翌3月3日、父親は2月末ごろに女児を殴
り負傷させた傷害容疑で逮捕。その後警察は、女児に対し
て継続的な虐待があったとみて捜査を続けた。 6月6日、両
親が1月ごろから女児に十分な食事を与えず、また女児に医
師の診察を受けさせずに放置し、結果女児を死亡させたとし
て、警視庁は両親を保護責任者遺棄致死の容疑で逮捕し
た。母親は、父親から虐待を受ける女児に適切な処置をとら
なかった理由を「自分の立場が危うくなると思った」と供述し
た。 6月27日、東京地検は、両親を保護責任者遺棄致死
罪で起訴した。7月11日、女児への傷害容疑で逮捕された
3月3日の家宅捜索において、容疑者である父親のバッグか
ら乾燥大麻が発見されていたことから、大麻取締法違反
（所持）容疑で追送検。

目黒女児虐待
悲劇を繰り返さぬために
厚生労働省の専門委員会の検証結果をまとめ

0 情報は得られなかった
出生時の状況 健診歴 登園状況 外遊びする様子
外出頻度 母親の児を守る行動 発達の状況
地域活動への参加（町内会・子供会）
助けを求める能力

以前に住んでいた香川県の児相は、結愛ちゃんを診察し
た医師から「父親から暴力を受けている」などの情報提供を
再三、受けながら、虐待の危険性を「中度」と判断し、記録
を残していなかった。あざの確認などから２回にわたって一時
保護したが、父親への指導を十分に行わず、父親の転居を
理由に指導を解除した。

1 特定された要因はなかった、またその要因は特定さ
れたものの、その要因が死亡に貢献する可能性は
低い
女児という性別、養父にとって実子でなく、なつけない
予防接種を受けていなかった 親が地域と交流がない
学校の説明会に出席できなかった→子どもの社会参加が
ない
親に反抗できなかった
「パパママいらん」「パパにやられたママもいた」

東京の児相への引き継ぎでは虐待の内容、危険性の評
価が不明確で、口頭での補足説明も十分ではなかった。東
京の児相は母親の面会拒否で女児を確認できず、危険性
の見直しもしなかった。
わずか５歳で生涯を閉じた結愛ちゃんは、失わなくていい
命を、失ったのだ。「もうおねがい ゆるして ゆるしてくださ
い」必死の思いは両親に届かず、彼女を救うべき社会は機
能しなかった。大いに反省し、後悔すべきである。

2 要因が特定され、その要因は脆弱性、疾患、また
は死亡に貢献した可能性がある
繰り返される暴力、暴力による脳障害
食事を与えてもらえない（ネグレクト）空腹状態
保護者への強い拒否感
重度なる被虐待体験による心理的未発達
（自分が悪いから親は自分を罰する）
幼児であるために外の大人にヘルプが出せない

事例検討
この検討会では子どもの死亡に寄与した可能性がある
あらゆる要因について検討 します。以下の４領域につい
て死亡に寄与した可能性がある要因を書き出し、その程
度を表すスコアをつける作業を、参加者全員で行った。
0 情報は得られなかった
1 特定された要因はなかった、またその要因は特定さ
れたものの、その要因が死亡に貢献する可能性は
低い
2 要因が特定され、その要因は脆弱性、疾患、また
は死亡に貢献した可能性がある
3 要因が特定され、その要因が十分な・完全な死亡
理由となった。

領域A:子ども自身に関する要因
妊娠期や新生児期も含めた、子ども自身に関わる
要因について記述してください。子どもの年齢、性別、
人種、既知の病歴・健康状態、発達上の問題や問
題行動など。また、母親の健康状態なども含めてくだ
さい。

3 要因が特定され、その要因が十分な・完全な死亡
理由となった
栄養が足りない（低体重）、栄養不足からの衰弱
重度の凍傷 身体的損傷
暴行負傷 早朝に学習させらて痛ましい
1日1食しか食事を与えていなかったため栄養不良、脱水
状態
家の外に放置（裸足パジャマ姿）この状況が繰り返され
ていた
近所の人たちは子どもさんを見かけないとどうしたのかと思
わなかったのか？ けがから回復せず傷からの重い病気？
以下、Ｂ領域、Ｃ領域、Ｄ領域は死亡に関係したと考
えられる要因について、参加者から出た実際の内容を記
載します。
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領域B: 家族や養育環境における社会的要因
家族構成や機能、家族の健康問題などに関する社
会的な要因について記述してください。基本的なケア
（安全、暖かい関わり、刺 激、保護、安定など）、
ヘルスケア（妊婦検診、乳幼児健診など）、雇用
状況や所得、ソーシャルサポート、 保育園・小学校
など。

父母の収入（母は仕事をしていない）
父母のそれぞれの生い立ち
弟の乳児健診や予防接種状況

領域C: 物理的な環境要因

就学前教育を受けられていない（保育園等）

死亡した場所や死亡する前にいた環境などの物理
的環境について記述してください。新生児死亡の場
合は、母親の妊娠期の環境を記述してください。悪
質な家庭環境、家庭や地域の安全、子どもの事故
（転落、熱傷、交通事故など）につながるような危
険物・ハザード等。

個人情報の関係で家庭の中に入れない 下のこの
状況が分からない 親子関係の難しさ実子でない子

どもへの継父としての接し方 乳児検診、幼児検診
が受けられていたのか家庭と保育所との連絡状態が
解っていたのか？ 親族間の支援が受けられていたの
か 継父異母兄弟、実母を取られている
ＤＶがうかがわれる 地域からの孤立
家庭の生活不安（収入）夫婦関係の不安定
継父という関係性が及ぼす影響
ひらがなの勉強をさせられているのはなぜか、どういうつ
もりか不明 幼稚園2回目の一時保護後に退園し
ている ステップファミリー 母親が「自分の立場が危う
くなるとおもった」と供述しているのでＤＶを受けていた
可能性がある

父親は子育てが初めてで子どもとの

接し方が分からなかったのではないか？ 地域性もあ
るだろうが見守りの横のサポートがあれば
香川県から東京都へ転居の際母親は転居先を話さ
なかった、孤立していたのでは？ 父親自身の社会
問題 再婚後長男が生まれている 父との血縁関
係なし（母と元夫の間に生まれた）
父親自身が閉鎖的でつながりが希薄でうっぷんを晴
らす材料として子どもを支配していった（狭い社会構
造） 母親の両親（祖父母）とかの関わりサポート
はあったのか？離婚しているが本当の父親、祖父母
とかの関わりは？
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孤立の要因を探したい 母の連れ子（父は実父で
はない）住居が狭い？ 父と母の力関係 実母も
父のコントロール下にある 母へのＤＶ 実子でない
子に対する親プライドがしつけをエスカレートさせた
幼い子を守れなかったことを思うと家も地域も安全で
ない 親の自身の社会的なつながりの弱さ ステップ
ファミリー 幼い子を一人で戸外に出す事だけで危険
凍傷⇒日常的に室内に入れてもらえなかったのでは
ないか 親⇒子⇒孫の心の通う生活は無かったのか
自分自身も（父）暴力を受けただろう
家庭環境（清潔か？整理されているか？ゴミ等た
まっていないか？） 自宅で死亡 虐待がエスカレー
トしていった 衰弱が激しくなっていっている 本当の
子どもと連れ子との関わりの差
母親家庭が訪問面接を拒んでいるが強制的にでも
強硬出来る体制が望まれるところ
浴室で死亡に至るまでのネグレクト、心理的虐待が
日常的に繰り返されており誰も止められなかった。
東京での家族4人で生活、父親はサラリーマン、日
常生活、食事などの世話はどうだったのか？弟とかの
養育は？事故、ケガで医療機関の受診などは？福
祉サービスとのつながりは？
香川県と東京都による地域の近隣住民への関心度
の違い

領域D：社会・医療のサービス提供状況
あらゆるサービスの利用状況について記述してください。
病気の診断やアセスメント、治療、マネージメント、関
係機関間での連絡やコミュニケーション、組織的な問
題なども含みます。その組織の職員に関連した要因
や、仕事内容による要因、備品、労働環
境、教育やトレーニング、チームに関連する要因等。
児童福祉相談が介入していたのに要対協への登録はな
かったのか？登録があれば関係機関で話し合えたのでは
ないか
危険度の評価の誤り 情報共有の不完全によるリスク評
価の誤り 児相の人員不足 児相職員の疲弊 対応件
数の多さから余裕がない
どうして「中度」と判断しているのか 声をかけてどんな相談
でも安心して話し合う近所付き合いの状況 ケース移

管？情報共有の違いとは（ケースはケースなので気が付
いた側が重要性を再評価することをしなかったのは？）
香川で施設入所措置をしていれば
関わった事例に対しては解決するまで見守ることが大人の
対応 児相と地域保健士などの連絡はなかったのか
品川児相が家庭訪問をした際に母親の拒否があっても
本児を目視確認していれば
一時保護解除等の家族への子育ての支援なし
一時保護解除の状況はどう判断されたのか
なぜ解除されたのか 保護は出来なかったのか
一時保護した後に直ぐに返しているところが早すぎる
子どもと会えるよう警察も加えて対応してもらう
暴行を否定した時点で警察との連携又は相談をしなかっ
たのか？関係機関の当事者宅への関わりが足りない 情
報共有して細やかなサポート不足では・・
児童相談所がハイリスクなケースだけに確実に関われる体
制（他は民間、市町村、地域で）
香川から東京へ転居した時、母親が打ち明けなければ児
童相談所は市を通じてでないと転居先が分からない（東
京は住民票を移していないケースが多い？）
医療機関の受診、役所、民生等への連絡、地域の見守
りは？小学校入学前の会にも行ってなかった。行ける状
況ではなかった？未受診状況、未治療での放置 文字
だけでなく写真による情報 伝達する必要性 医療機関
と児相の連携不足 学校と児相の連携不足

虐待を疑われるような傷は外には知らせないだろう 保険に
入っていないから尚更小さい家族だけの閉鎖的な中で繰り
返される虐待 死は見えていた、知られることもなく知らす
手段もなかったはず
児相間による温度差があった 情報提供かケース移管でも
もめている 要対協の会議が適切に開催されていたのか
ケース会議の開催はあったのか？
（児相、行政、医療、教育など関係機関が集まっての話
し合い）
香川⇒東京への申し送りの内容（書面のみなのか？電
話で直接話したのか？申し送って終わったのか？）
子ども手当の受給 本人確認の有無 児童相談所間の
引継ぎの仕方は？文書のみ？両親への説明をしなかった
のか？ 自治体間の連携はどうか？
ＭＯ（若年）の支援者の有無（困り感の吐き場所）
近所に気軽に相談できる場はなかったのか 介入しかない
母はつらくないことはなかったが支援を求められない→求め
ない者への支援は保健レベルでの申し送りはなかったのか
必要な記録をつけなくて済む 自己判断で済ませられる仕
組み
関係機関の中での連絡情報交換が必要介入することを
躊躇してしまいがちだが児童福祉士、心理士、弁護士など
のプロの意見を聞き全体をつかんで対策を立てていく方向
が大事だと思う 児相は多忙で感情的な業務、心と体が
追いつかない？ 電話だけで済ませるずさんな引継ぎ（遠
方で難しいかもしれないが）
早期発見のため（気づきと専門機関の連携）
他者からの介入を受け入れられない人への対応は難しい
→信頼関係が築けない 孤立する家庭が増える中家族
像が見えない 親の姿を見て育つ⇒親とは？
一時保護を解除する際のリスクアセスメントが弱かったので
はないか？その後の関係機関の支援体制が出来ていない
誰も家庭に介入できていない 介入の役割分担が大切と
考える その為に各組織（児相、行政、幼保、学校）の
体制の再構築と実務の明確化と実効性の法的整備 香
川児相は一家の転居先を調べて探し当てた
出来るだけ早い段階で死亡に至るまでの措置を講じること
（父親は外面で、形を優先しこころの繋がり、幸せ感がな
かった⇒保護者の教育を考えてみる）
虐待の疑いの理由で訪問はしにくい、なので就学までもしく
は低学年でも定期的に検診を多くし堂々と見れるように又
受診しない場合でも家庭訪問を堂々とできる 各機関の
情報提給（交換）はなかったのか 母親の精神状態
（父の精神的支配によるうつ状態）に対するケアが必要
だったのでは
児相間の引継ぎの中で医師の意見、診断を重視出来て
いたのか
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厚生労働省の見解

困難な現実

児童虐待の防止に向けて、厚生労働省は児童相談所（児相）が子どもを保
護する「介入」の機能を強化する方針を固めた。現在は子どもと家庭をともに支
える「支援」と同じ部署が担っていることが多いが、子どもの死亡を防げなかった
事件が相次いでいることを受けて機能を分化し、介入を最重視する。３月中に
も、関連法の改正案を通常国会に提出する。
介入から支援まで継続して対応することが大切との意見もあり、機能分化には
慎重論もある。ただ、昨年に東京都目黒区で起きた船戸結愛（ゆあ）ちゃん
（当時５）の死亡事件などで児相の不手際が指摘され、厚労省の有識者会
議で議論を重ねてきた。今年に入ってからは千葉県野田市で栗原心愛（み
あ）さん（１０）が亡くなる事件も発生し、厚労省は「子どもの命と安全を守
る社会的使命に応えるためには、介入と支援を担当する部署などを分ける必要
がある」と判断した。
厚労省はすべての児相に弁護士、医師、保健師を配置することも検討している。
根本匠厚労相は８日の会見で、「児相が子どもの保護センターとしての役割を
果たせるよう、体制の抜本的強化などを行う」と述べた。

⚫ 2011 年 8 月に報道された 7 歳の男児暴行致死(大
阪・淀川)は、出生直後から児相が母親に子育支援を行う
一方、乳児院、児童養護施設の生活も経て、再び同居す
るようになった状況での事件であり、親子再統合の困難さを
浮き彫りにする事件でもあった。
⚫ 2013年10月に報道された2歳の男児の死亡例
（和歌山）は、施設入所の措置解除後、家庭復帰
16日目の状況であり、十分な検証を要した事件であった。

体罰の6つの問題性

必要な記録を付けていなかった香川児相

1．体罰はしばしばそれをしている大人の感情のはけ口であるこ
とが多い。
2．体罰は子どもに恐怖感を与えることで子どもの言動をコント
ロールする方法である。
3．体罰は即効性があるので、それを使っていると他のしつけの
方法が分からなくなってしまう。
4．体罰はしばしばエスカレートする。
5．体罰はそれを見ている他の子どもに心理的ダメージを与えて
いる。
6．体罰は取り返しのつかない事故を引き起こす。

結愛ちゃんの家族が目黒区に引っ越す前に住んでいた香川県の児相（香川
児相：西部子ども相談センター）の問題点。
・親子分離について、医療関係者や法律専門家に相談せずに自己判断を繰り
返し、必要な記録をまとめていなかった。
・養父（父親：船戸雄大被告）に対する指導が十分に行えていなかった。
・虐待予防の観点で、市や幼稚園など関係機関と十分な情報が共有されてい
なかった。
・転居に伴うリスク要因を考えず、児童福祉司指導の解除をした。
報告書が指摘した最大の問題点は、香川児相が国の定めるガイドライン「子ど
も虐待対応の手引き」（ガイドライン）に基づくアセスメントシートなど、必要な
記録を取っていなかった。
2回目の保護解除後、約束は反故にしたまま
医療機関からの情報提供、リスクアセスメントシートに記録せず
父親は指導できていなかった
見守り情報の共有がなかった

香川から東京へ引っ越した際の問題点

研修会では、保育園、行政、医療などの立場に立
ち、様々な角度からの支援を考えました。

引き継ぎ資料が不完全だった
・けがの写真やアセスメントに関する客観的な資料が不完全
・ケース移管か、情報提供かでもめ、移管先は緊急性の高い事例と判断しな
かった
・対面での引継ぎがなかった
・市町村間より児相間の引き継ぎが遅く、直ちに対応しなかった。
なぜ危険性を認識して、本人に会わなかったのか

地域にすむ市民として、このような悲劇を繰り返さな
いためには予防的な観点での関わり、母親や父親な

香川児相から引き継ぎを受けた品川児相の対応
・子どもの安全確認を怠った
・本人確認をしようとした目黒区に、訪問を差し止めた

どの養育者を孤立させないこと、子育ての支援、普
段からの地域のつながりの重要性が確認されました。

社会全体が、子どもに関心を持つ必要がある。
なぜルールは守られなかったのか？
報告書からは、ガイドラインを独自に解釈した、ガラパゴス化したルール運用の
実態や、「介入ではなく支援を優先」する姿勢が浮かび上がった。現場の改善
も不可欠だが、ガイドラインが現場で運用しやすい明確さを持っているか、その再
検証も必要なのではないだろうか。

子育て支援
子育てを困難にする子どもと家族の問題は、多種多様に膨ら
んできている。支援者側は、その問題をふるいにかけ、悪いところ
のみに集中するあまり袋小路に迷い込んでしまう。一方、子ども
と家族にとって、その問題は日常の暮らしの中での困り事である。
困っていることに気づき、その解決をふだんのかかわりの中から
いっしょに考え、支えていくということ “気になる親子を気にする
私たち”という視点が、支援者と被支援者双方が安心して関係
を結ぶことにつながる。
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わかやま発信
「いのち」をはぐくむ
季刊誌 み・ち
に桑原義登会長が
児童虐待への対応
～子どもに寄り添う
共に歩む～と題して
先生の熱い思いを
綴っておられます。

このような広告も掲載して
いただきました。

詳細はホームページに随時掲載していきますのでご覧ください
http://wspcan.jp/
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「かがやきポルトわこ」は子育ての悩みや不安、心配事
などを、だれかに話したいと思った時の相談場所です。
通りがかりに寄られたり、小児科などからの紹介で来ら
れたりしています。中でも口コミの力は大きく「友だちに
聞いて来ました」という方が増えています。
４月には、グループトリプルPを受講された親御さんの
同窓会もあり、親同士の交流の場所にもなっています。

最近、トリプルPのミニセミナーの受講者も口コミのお
かげか、とても多くなってきました。ミニセミナーでは、
DVDを見ながらゆっくり子育てについて学べます。
親御さんの話をしっかりお聞きして、ちょっとした子育
ての方法を伝えるだけで、「ちょっとやってみます」と明る
い顔になられる方もあり、親御さんの力を感じます。

「かがやきポルトわこ」は、和歌山子どもの虐待防止
協会の事務所ですので、講演会の依頼や問い合わせ
の電話もあります。また、寄付を直接渡したいと、訪ね
て来られる方もおられます。
FMバナナ様のラジオの生中継もありました。
オレンジリボンの啓発活動のために、オレンジリボンの製
作や啓発活動の配付資料作りもしています。
皆さまどうぞ気軽にお立ち寄りくださいませ。
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2018年4月8日に和歌山市美
園町5丁目6-12に念願の集え
る場所「かがやきポルトわこ」をオ
ープンして1年が経ちました。
最近では多くの方に立ち寄って
いただき、子育てに関するあらゆ
る相談、活動を行っています。
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公益社団法人 日本青年会議所 近畿地区
和歌山ブロック協議会 オレンジリボン連携運動
５月１２日（日）公益社団法人 日本青年会議所 近畿地区 和歌山ブロック協議会で「オレン
ジリボン連携事業」と題して第５０回和歌山ブロック大会那賀大会にてブースを設け啓発グッズの販
売・募金活動を行ってくださいました。また９月末までに開催される各地会員会議所の例会等でオレン
ジリボン運動のＰＲ活動、募金活動を引き続き行っていただきます。
JCIの皆様ありがとうございます。

園児による笑顔の絵画の展
示もあり多くのご家族が参加
されていました。
－15－

体罰によらない育児を推進するための啓発資材
「子どもを健やかに育むために ～愛の鞭ゼロ作戦～」
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全国児童相談所の児童虐待対応件数
過去10年間の推移
160,000
133,778
122,575

140,000
平成27年度に10万件を超えました！
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和歌山県の児童虐待対応件数
10年間の推移
1,123 1,142
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793

893

総会資料
令和元年6月30日をもって任期満了することに伴い役員改選を行った。満場一
致で次のものが理事・監事に選任されいずれもその就任を承諾して頂きました。
2019年度・2020年度 NPO法人和歌山子どもの虐待防止協会 役員（理事・監事）名簿

氏

会長
副会長

名

所

桑原 義登 和歌山信愛大学 教授
山本 高正 元 県立高等学校長

〃

森下 宣明 和歌山乳児院

〃

家本 めぐみ toddleわかやま

事務局長

理事

柳川 敏彦 和歌山県立医科大学 保健看護学部

川口 充紀 特定非営利活動法人 トレス

〃

木下 顕次 聖教新聞 木下販売店

〃

笹尾 恭子 作業療法士・社会福祉士

〃

属

下山田 洋三 愛徳医療福祉センター 小児科

〃

冨田 博文 株式会社 マルトミレンタ

〃

中川 利彦 パークアベニュー法律事務所

〃

中川 智子 KEGキャリア・アカデミー

監事
〃

藤井 幹雄 トライ法律事務所
林

龍太郎 和歌山つくし医療福祉センター

貸

借

対

照

表

NPO法人 和歌山子どもの虐待防止協会
資 産 の
科
目
【流動資産】
（現金・預金）
現
金
普通 預金
郵便振替
現金・預金 計
流動資産合計
【固定資産】
（投資その他の資産）
保 証 金
投資その他の資産 計
固定資産合計
資産の部合計

（単位：円）

部

負

金 額

651
3,431,405
2,630,000
6,062,056
6,062,056

180,000
180,000
180,000
6,242,056

平成31年 3月31日 現在
味 財 産 の 部
金 額

債 ・ 正
科
目
【流動負債】
流動負債 計
負債の部合計
正 味 財 産
【正味財産】
前期繰越正味財産額
当期正味財産増減額
正味財産 計
正味財産の部合計

負債・正味財産の部合計
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0
0
の

部
3,644,605
2,597,451
6,242,056
6,242,056

6,242,056

2019年度事業計画
日程
4月
5月

事業分類
第2事業
第2事業

6月

7月

内容
公益社団法人 日本青年会議所 近畿地区 和歌山ブロック大会にイベント
出店
5月30日～7月11日和歌山市 グループトリプルP
（河北コミュニティーセンター ）

第3事業

5月25日 上富田町ライオンズクラブ卓話 桑原氏・山本氏担当

第1事業

6月20日～ 第66回日本小児保健学会 東京大会

第2事業

6月15日～7月13日子ども・女性・障害者相談センター
グループトリプルP

第4事業

6月16日 13：00～
公開講演会「愛のムチゼロ作戦」～虐待が脳に与える影響～
福井大学教授 友田明美氏

第3事業

7月28日（日）14：00～16：00
「共育支援メニュー」和歌山県教育庁 生涯学習課 地域教育班主催
（和歌山県立情報交流センターbig U、田辺市）
7月29日（月）18：30～ 大阪市中央公会堂
「8・8両親の日記念コンサート」後援

8月
9月

10月

第2事業

9月30日～11月18日紀の川市 グループトリプルP
（紀の川市役所）

第4事業

9月8日会員セミナー 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター
（10時開始予定）

第2事業

10月30日～12月11日和歌山市 グループトリプルP
（中央コミュニティーセンター）
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11月

第2事業

11月13日～令和2年1月15日 沖縄県中央児童相談所
グループトリプルP
11月30日～12月14日 和歌山県紀南児童相談所
グループトリプルP

第3事業
オレンジリボン啓発活動 予定
貴志川線祭りブース出展・啓発パレード
11月23日 和歌山県人権フェスタブース出展
12月

第1事業

12月21日～22日 日本子ども虐待防止学会 兵庫大会

令 和 2 第2事業
年1月
2月
3月
第4事業

1月18日～2月22日 子ども・女性・障害者相談センター
グループトリプルP

通年

第1事業

トリプルP 事前事後（依頼により3か月後）アセスメント解析

第2事業

かがやきポルトわこ
トリプルPミニセミナー・相談支援

第3事業

エフエム和歌山（FM87.7）「オレンジリボンを知ろう」収録・放送
虐待防止番組担当

公開講演会予定

フェイスブック「オレンジリボン広め隊」
第3事業

ニューズレター発刊・発送

第5事業

ホームページ更新作業
http://wspcan.jp/
運営委員定例会
（「かがやきポルトわこ」和歌山市美園2-5-12にて月1回開催）
オレンジリボン制作
イベント配布資料作成作業

★オレンジリボン運動としてアドベンチャーワールドで啓発活動が出来るように模索中。
「マリンライブ（イルカショー）で使用しています大型ビジョンに情報を流すことは可能と
考えます」“子どもたちのために今後ともどうぞよろしくお願いいたします。”と快諾いただき
ました。
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こ💛はうす きしがわニュース
第１１号

２０１９／７／２０発行

子どもの居場所
学習支援
午後３：３０～６：３０
８月１５日（木）
９月１９日（木）
１０月１０日（木）
１１月１４日（木）
こ・はうす きしがわは、
子どもたちの安心安全な居場所
ホッとできる場所です。
一緒に遊んだり
宿題をしたり
ごはんを食べたりしませんか
ボランティアさん募集中
ごはんを作るお手伝いをしてくれる方
子どもの勉強を見たり、一緒に遊んで
くれる方募集中
楽しく一緒に活動しませんか
ぜひご連絡ください
４月
子どもたちはボードゲームや、リ
リアン編みなどを楽しんでいまし
た。ごはんは沖縄風の献立。車
麩のチャンプル、ラフテーと煮卵
のスナップえんどう添え、もずく
のスープ。デザートは、サーター
アンダギー、アイスクリームのデ
コポンのソースかけでした。

子ども食堂
学習支援と夕ごはん
午後４：００～７：００
８月 １日（土）
９月２１日（土）
１０月１２日（土）
１１月１６日（土）
夕ごはん代協力金３００円
↓申し込み問い合わせはコチラ↓
子どもの生活支援ネットワーク

こ💛はうす きしがわ
090‐1712-2851
cohouse_kisigawa@yahoo.co.jp

ごはんは３日前までに
申込みしてください
定員有り
場所
中貴志コミュニティセンター２階
（紀の川市貴志川町上野山２８）

５月
消しゴムの組み立て遊び、アンゲーム、キラキラのシール作
りなどをして、のんびり過ごしました。ごはんは、焼肉丼、３色
ナムル、野菜たっぷりスープ、きゅうりの漬物、プリンでした。
６月
ちょっと苦手な宿題も学生さんに励まされてがんばってやっている子どもたちの姿
も見られます。遊びはボードゲーム、折り紙や絵しりとり、風船バレーなど楽しく過
ごしました。ごはんは、鶏肉の南蛮焼きタルタルソースかけ、玉ねぎとジャガイモ
のチーズ焼き、キャベツ焼き、ごはん、味噌汁、アイスクリームとゼリーでした。

子どもたちと一緒に遊んだり、学習支援をしたり、夕飯づくりをお手伝いして下さる方を募集
しています。皆様の温かい支援をお待ちしております。

子どもの生活支援ネットワー

こ💛はうす きしがわ
ボランティア募集
ク

“こ・はうす きしがわ”は、
子どもたちの安心安全な居場所、ホッとできる場所です。
紀の川市貴志川町で月に１回、子どもの居場所と子ども食堂
を開いています。
子どもたちと話したり、一緒に遊んだり、学習支援をしたり、
ごはんを作るお手伝いや晩ごはんを一緒に食べませんか。
子どもたちの笑顔のために一緒にスタッフをして下さる方を
募集しています。子どもたちがあなたを待っています。
場所 紀の川市
中貴志コミュニティセンター２階
（紀の川市貴志川町上野山２８）
至和歌山

↓申し込み

問い合わせはコチラ↓

子どもの生活支援ネットワーク

至貴志駅

こ💛はうす きしがわ
０９０－１７１２－２８５１
cohouse_kisigawa@yahoo.co.jp

紀陽銀行

ココです

ヒダカヤ

ローソン

至海南

至岩出
郵便局
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図書館

オークワ

寄贈・交付金・共済金
社会福祉法人和遊協社会
福祉事業協力会様の協力
で会員手帳を作成しました。
ナリス化粧品様よりエステティ
シャンの方々の収益の一部を
寄付金として頂きました。
皆様の温かいご支援ありがと
うございます。

湊組様から頂きました

こ💛はうす きしがわへの寄付お礼
WSPCANの総会の際には皆さまにエルティシオさんのコーヒー豆
（寄付金付き）を買っていただきました。
ご協力ありがとうございました。
・湊組様（お米・寄付金）
・フードバンク様（お水）
・おてらおやつクラブ様（お菓子、食材、調味料）
・中貴志小学校様（お米）
・県会議員藤本まり子様（お米）
ほかにも多くの寄付をいただいています。
心から感謝いたします
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ＮＰＯ法人和歌山子どもの虐待防止協会 賛助会員（順位不同・敬称略）
部落解放同盟 和歌山県連合会

和歌山県看護協会

中田食品株式会社

紀南段ボール株式会社

株式会社蒲田嵩商店

ＮＰＯ法人はまゆう作業所

株式会社紀伊民報

有限会社ワケン住設

株式会社田辺スズキ販売

紀州梅干うめとも

株式会社大黒

オフィスメイト株式会社

株式会社インテリックス

株式会社タチバナ

株式会社カナセ

レンゴー和歌山工場

株式会社山長商店

有限会社大原運送

プラム食品株式会社

公立紀南病院職員労働組合

菱岡工業株式会社

垂井合名会社

セイカ株式会社

株式会社南北

株式会社かつら木材商店

株式会社松源

有限会社きのくに林産加工

株式会社島精機製作所

白光印刷株式会社

株式会社光和設備

有限会社木村建築設計事務所

株式会社きらり福祉会

株式会社伸栄木材

シュリンプワールド

紀州物産株式会社

三谷整体施術院

株式会社ヤマヨテクスタイル

株式会社西嶋

株式会社湊組

和歌山南ロータリークラブ

株式会社みやび

エフエム和歌山（FM877）

株式会社西峰工務店

株式会社ナリス化粧品

株式会社堀組

あん心保険

株式会社プラス

第一電機設備工業株式会社

白浜ガス株式会社

株式会社紀州商合印刷

株式会社和歌山ライフコンサルティング

株式会社テンコーライフ

株式会社請川運送

一般社団法人かわばた興産

株式会社酒のかまくら

天長島村酒造株式会社

株式会社モリカワ

株式会社きんでん和歌山支店

藤乃湯有限会社

紀南農業協同組合

菅根測量株式会社
有限会社英信運輸
堅田歯科医院

ありがとうございます。
R1 年 7 月時点

株式会社丸山組
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入会申込書
事務局へFAX、または郵便 でお願いします。
『和歌山市六番丁43番地 ハピネス六番丁ビル5 階』
ふりかな

申込日

連絡先

月

専門：
部署

勤務先
名称

自宅住所

年

職種：

氏名

住所

『FAX： 073-446-6724 』

電話：
〒

ＦＡＸ：
Ｅ－ｍａｉｌ

〒

電話
Ｅ－ｍａｉｌ

1.勤務先
2.自宅

会員種類

1. 正会員

名簿削除希望項目

1. 氏名

2. 賛助会員（
2. 勤務先

ホームページへの掲載の有無

口）

3. 学生会員

3. 自宅（①住所
1. 有

②電話

③FAX）

2. 無

※当協会は専門職に限らず、広く一般の方も入会可能です
郵便振込み先

口座番号 ： 00980－9－157780
加入者名 ： NPO 法人和歌山子どもの虐待防止協会
誠に申し訳ございませんが、振込手数料はご負担ください。
なお、ゆうちょ銀行間のATMによる送金が月1回まで無料です。

年会費は正会員3,000 円・学生会員1,500 円
賛助会員10,000 円（何口でも結構です）
特定非営利活動法人

和歌山子どもの虐待防止協会
〒640-8154 和歌山市六番丁４３番地
ハピネス六番丁ビル5階
Tel：:073-425-6626 Fax：073-446-6724
メール：wspcan@yahoo.co.jp
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http://wspcan.jp

日
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WSPCAN
ニューズ通巻
No.42号
(令和元年8月発行)

わたくしたちは子どもを虐待から守るために集まった市民・県民からなる団体です
NPO法人和歌山子どもの虐待防止協会事務局
〒640-8154 和歌山市六番丁43ハピネス六番丁ビル5階
TEL 073-425-6626 FAX 073-446-6724
Mail wspcan@yahoo.co,jp

