
(1-5) 『児童虐待防止活動の展望』
(5-6) セミナー 『子どもが安心できる居場所を考える』

和歌山県『子どもの居場所づくり』事業について
(7) けんちゃんが行く和歌山の“子ども食堂”
(8-10) 秋のオレンジリボン運動

第2回和歌山ではたらくくるま大集合！
(11-12) 日本子ども虐待防止学会 おおさか大会

ニューズ通巻 No.36

Ｗakayama Ｓociety for Ｐrevention of Ｃhild Ａbuse and Ｎeglect SINCE 2000

NPO法人和歌山子どもの虐待防止協会WSPCAN

(13-14) オレンジリボン広め隊！
(14) オリジナルステッカー

2-3月の行事予定
（15） 会員リレー紹介
（16） 入会申込書

(正会員・賛助会員・学生会員)

【 目 次 】





－1－

１．和歌山子どもの虐待防止協会の沿革

（１）和歌山被虐待児症候群対策委員会

和歌山県における児童虐待への取り組みは、２３
年前の１９９４年１月設置の和歌山被虐待児症候
群対策委員会に始まります。この委員会は和歌山
県立医科大学小池通夫教授（現名誉教授）による
厚生労働省の委託研究を契機に、公的機関の他
職種のメンバーで被虐待児童の実態調査、事例検
討及び連絡網の樹立などの活動を行って来まし
た。

現在、和歌山子どもの虐待防止協会の中心的存
在である柳川敏彦事務局長（和歌山県立医科大学
保健看護学部教授）には、留学の期間を除いて一
貫して事務局の要職を担当していただいていま
す。私も当時は児童相談所相談課長でしたが、心
理専門職の立場から参加させていただいてきまし
た。

１９９８年９月には、この研究会を中心に日本子ど
もの虐待防止研究会・第４回全国集会（現日本子
どもの虐待防止学会学術集会）を他府県に先駆け
て和歌山市で開催するなど、和歌山県としての実
績を上げてきました。現在においても日本子どもの
虐待防止学会には和歌山県から柳川先生の理事
をはじめ、中川利彦先生、下山田洋三先生、山田
和子先生それに桑原の４人の代議員を選出してお
り、児童虐待防止活動では和歌山県の存在感を示
していると言えましょう。

（２）民間団体としての
和歌山子どもの虐待防止協会

学術的研究を中心として専門機関との連携で取
り組んできた虐待防止活動でありましたが、「活動
を通じて、虐待は決して特殊な問題でなく、母親や
養育者の育児に関する悩み、不安など、養育者が
孤立状況に置かれていることなどを経験してきまし
た。『子育ては社会でする』という観点に立ち、子ど
もに関係する専門家だけでなく、一般市民、地域の
方々の参加によって子どもの虐待に対応する」と言
う理念を持つに至りました。
そこで、１７年前の２０００年３月、会員からの会
費で運営する「民間団体としての和歌山子どもの
虐待防止協会」が設立されました。

（３）ＮＰＯ法人としての
和歌山子どもの虐待防止協会

そして、１３年前の２００４年２月にＮＰＯ法人とし
ての認可承認をしていただきました。初代会長は
小池通夫先生で２０１５年度から桑原義登（相愛大
学名誉教授）が引き継がせていただいています。
和歌山子どもの虐待防止協会では医療、保健、福
祉、教育等の専門家だけでなく、子育てサークルな
どの民間団体、一般市民や地域の方々の参加に
より、オレンジリボン運動などの啓発活動、出前講
座、セミナー研修、公開講演会、トリプルＰを中心と
した子育て支援プログラムの実施、子育て支援ラ
ジオ番組、ニュースレターの発行などを行い、毎月
行われる運営委員会で活動についての意見交換
をしながら運営しています。

２．児童虐待の実態から見えるもの

本会の節目となった上記の１９９４年、２０００年、
２００４年と直近の和歌山県における児童虐待の実
態を比較検討しながら分析を加えてみたいと思い
ます。手元に過去の資料が十分そろっていないた
め、私の経験による憶測が含まれていることをお
許し願います。

『児童虐待防止活動の展望』
和歌山子どもの虐待防止協会 会長 桑原 義登

新年、明けましておめでとうございます。

年頭にあたって、今までの児童虐待防止活動や
和歌山県内の児童虐待の経過と現状を確認しな
がら、和歌山子どもの虐待防止協会の今後の活動
の方向性を展望したいと思います。
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（１）児童虐待対応件数の増加

和歌山県における児童相談所の児童虐待対応件
数の推移を見てみますと、１９９４年度は１７件、２
０００年度は１２２件 ２００４年度は２４１件であり
ましたが、２０１５年度は８９３件になり、増加の一
途をたどっています。２０１６年度は月平均で１００
件近くの件数があるとのことですので、３月末には
１０００件に達するのではないかと思われます。子
どもの数が減少している中で、児童虐待対応件数
は驚くべき増加を示しています。
大きな事件が起こったときや児童虐待防止法成
立・改正時に急増しており、社会の児童虐待への
関心の高まりや法律の影響が大きいことも考えら
れますが、依然として虐待の増加が止まらない状
況にあり、社会的に取り組まなければならない大
きな課題でもあることがわかります。

（２）児童虐待種別

虐待種別においては、１９９４年当時は身体的虐
待が６０％程度、ネグレクト３０％程度、心理的虐
待や性的虐待は非常に少なかったことを記憶して
いますが、２０１５年度は身体的虐待３０％、ネグレ
クト２９％、心理的虐待３９％、性的虐待２％に変化
しています。虐待と言えば身体的虐待を意識して
いた時代から他の虐待種別の問題への意識の高
まりでもあると思いますが、心理的虐待やネグレク
トの増加が見られます。心理的虐待の定義の中に
「両親間のＤＶ目撃」を入れてから、警察からの心
理的虐待通告が急増してきています。性的虐待は
非常に少ないですが、今後、性的虐待についても
関心を持った対応が必要になってくると思います。

また、一応四つの種別に分類していますが、虐待は
複数重なり合うことが多いことも念頭に置く必要があ
ります。
和歌山県内の児童養護施設等へ入所している児童
の複数回答調査（2015桑原）では身体的虐待７２名
(31.2％)、性的虐待７名（3.0％）、ネグレクト１６３名
（70.6％）、心理的虐待２５名（10.8％）であり、施設入
所の被虐待児童にはネグレクトが多い結果が出てい
ます。

（３）虐待者の割合

虐待者の割合はあまり変化がなく、実母が６０％
程度、実父２０％程度、実父以外の父８％程度、実母
以外の母１％程度、その他祖母等１０％程度でありま
したが、最近の傾向では母親の虐待割合が減少して
実父による虐待が増加しています。母親に育児を任
せていた時代から、父親の育児への参加が多くなっ
てきていることがうかがわれます。このことが虐待に
つながっているのであれば、父親への育児の仕方を
伝えて支援していくことの必要性が出てきていると思
います。

（４）相談経路

１９９４年当時は保育所や福祉事務所からの通告や
家族からの通告が多かったように記憶しています。近
隣からの通告も少なく、学校や幼稚園などの教育機
関からの通告は非常に少なかったです。父親のひど
い性的虐待を警察に通告しても民事不介入の立場か
ら十分な対応をしてもらえなかった苦い経験がありま
すが、現在では警察は積極的に児童虐待に対応して
くれるようになっています。家族からの通告は虐待者
以外の家族からだけでなく、虐待者本人が子どもの
問題を主訴として相談に来る中に虐待が多く存在して
いたことも思い出します。この当時は、子どもの人権
意識の低さがあり、虐待に対する認識が十分行き
渡っていなかった時代だと思います。

和歌山県における児童虐待相談件数の推移 ※速報値図１
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多さ、収入の低さ、相談したいことがあるのに相談
相手がない等の課題が多く見られました。

退所した児童の約半数が所在がわからない等の理
由で調査票が送れていなく、退所後の児童へのア
フターケアの課題が大きい状況にあります。

３．最近の社会情勢の変化と子どもの問題

（１）対人関係での問題が多くなっている

科学が発展して便利な世の中になると対人関係
で協力しあって解決しなければならない課題が少な
くなり、心理的葛藤を体験する機会が少なくなって
来ています。また、子ども同士でケンカをする機会
も少なくなり、相手と自分の心と体の痛みを体験し
ないで過ごしてきた子どもも多くなっていると思いま
す。子ども時代の人格は子ども同士がぶつかり
合って、葛藤体験を乗り越えることで成長するもの
と思います。対人関係での葛藤に対応できずに問
題が生じることが多くなっているようです。

児童虐待も親子関係での葛藤から生じる課題であ
り、外にも不登校・非行・いじめなどの子どもの問
題、夫婦間のＤＶや離婚、職場に適応できない働か
ない若者や、閉じこもりなどの問題も対人関係の葛
藤から生じる問題であります。これらの問題は児童
虐待を受けた子ども達が遭遇しやすい立場にある
と考えています。

（２）不登校等子どもを取り巻く問題が大きくなってき
ている

子どもに関わる問題として、児童虐待の増加が最
も大きな課題であると考えますが、和歌山県では不
登校、いじめ、非行、学力低下などの問題が全国に
比較して非常に大きな課題になっています。

２０００年に「児童虐待の防止等に関する法律」が
できてから、学校や警察などからの通告が急増す
るようになりました。２０１５年度の８９３件の相談経
路の主なものは、市町村２１４件、警察１７２件、近
隣知人９８件、学校９８件、他の児童相談所や福祉
事務所などの都道府県９８件となっています。市町
村からの増加は、「要保護児童対策地域協議会」の
活動の定着に従い増加してくるものと思われます。
警察からの増加は、警察が受理したＤＶ通告の中
に子どもがいる場合に全ケース通告されている関
係が大きいと思います。

（５）施設等入所児童

虐待対応件数の中での施設入所件数は１９９４年
当時は１０数件であり、児童虐待対応件数は１７件
前後であったことから相談件数の半数以上が施設
等への入所に至っています。親権を一時停止して
施設入所を行う児童福祉法２８条の措置はほとん
どありませんでした。
その後、通告件数の数が急増したこともあり、対
応件数の施設への入所割合は１０％近くにまで減
少していますが、施設に入所する児童数は着実に
増加しており、毎年５０件以上の子どもが家庭から
離れて施設に入所しています。
施設入所児童の虐待が占める割合は、桑原によ
る調査では１９９４年度２７名（7.9％）、２００２年度１
２６人（36％）、２０１３年度２５４人（76.5％）と年々増
加しています。

国は施設を小規模化して家庭に近い機能に近づ
けようとしています。本体施設を最大４５人定員以
下にして少人数のユニットを増やしていくとともに、
里親委託の数を増やしていこうと考えています。和
歌山県では施設の小規模化は進んでいますが、里
親の登録・委託は思うように進んでいません。
また、平成２０年から２４年度の５年間の間での施
設退所児童の調査（桑原 対象児童１５３名、発送
できた児童７４名、回収４２名）では、転職や転居の
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特に和歌山県の不登校の割合が非常に高く、２０
１４年度には小学校不登校出現率が全国１位に
なってしまったことから有識者会議が設置され、対
応策が検討されました。柳川先生と私もそのメン
バーとして会議に参加しました。

（３）不登校等子どもの問題行動の背景

不登校対策有識者会議では、多くの課題や対応
策が検討されましたが、不登校等の問題行動と家
庭での子育て支援との関連について述べておきま
す。

不登校等の問題行動の原因や背景として、友達
との関係、先生との関係、クラブ活動などでの関係
など、対人関係での葛藤体験のストレスによると思
われることが多い結果となっています。
和歌山県の不登校回復率は全国的にも上位に
あり、不登校であった子どもが改善して減少してい
るのですが、それ以上に下の学年からの不登校数
が新規に出現しているのです。このことは学校での
課題以上に地域や家庭での子育てのあり方に問
題がありそうです。

（４）愛着形成を基本とした発達課題の問題

発達課題とは、「人間が健全で幸福な発達をとげ
るために各発達段階で達成しておかなければなら
ない課題であり、次の発達段階にスムーズに移行
するために、それぞれの発達段階で習得しておく
べき課題がある」と言われています。
発達課題として最も重要なものは「乳児期の愛着
形成」であり、愛着形成は子どもから発信する欲求
に養育者が全面的に応じてあげる受容的な相互交
流の中で形成される「心の基地」のようなものであ
ります。
乳児期には、子どもから出される欲求を全面的に
受け入れてくれることにより、「自分を信じ、人を信
じる力」が形成されて、困難な課題にも粘り強く取り
組める子どもに育つと言われています。最近では、
母親が授乳をしながらスマホを触ることが多く、子
どもからのまなざしやほほえみに対応しないで、ミ
ルクだけ飲ませている姿をよく見かけますが、愛着
形成ができていない子どもの増加を心配していま
す。
次の発達課題は「幼児期のしつけ」であります。し
つけとは「してはいけないことを教えるだけでなく、
してよいことを教える」のが基本であり、愛着形成
ができている親子関係では自信を持ってしつけが
できると思います。

愛着関係が形成できていない中でしつけを優先する
と子どもにとっては恐怖・不安の感情や拒否感など
持つようになり、虐待に近い傷つき体験を伴うと思い
ます。
この愛着形成としつけにより、対人関係での適応
行動ができるようになるのだと思います。この時期に
虐待やそれに類する不適切な養育が子どもの人格
形成の問題となり、前述の子どもの問題行動につな
がっていると考えています。
「虐待予防の活動は子どもの問題行動の軽減につ
ながり、子どもの健全な育成を助長する活動である」
と言うことを認識しておく必要があると思います。

４．今後の取り組んでいく児童虐待防止活動

（１）人権運動としての取り組みや啓発活動の重要性

大人側の都合により虐待や不適切な養育を受けて
いる子どもが多くなっている中で、虐待予防や防止
に向けた啓発活動はますます重要になると思いま
す。
このような活動は単独で行動するのではなく、同和
運動の取り組みで学んだように行政・民間・地域が
一体となり、多くの関係者を仲間に巻き込みながら
理解者や協力者を増やしていく人権運動のような取
り組みが必要になると思います。
会員一人一人が熱心に理解を訴えて協力者や会
員を増やしていくとともに、継続的で効果的なイベン
トなどを考えていく必要があると思います。
エフエムワカヤマさんの協力による継続的な啓発
番組を持たせていただいていることは非常にありが
たいと思っています。立場の違う他職種の会員の参
加により、色々なアイデアや協力を期待したいと思い
ます。

（２）現状や課題に対する研修の充実

虐待対応の現状や課題を確認（２．児童の実態か
ら見えるもの参照）し、関係機関と連携しながら、社
会全体で考えていく課題について研修等の機会を提
供していく必要があると考えます。以下にその課題を
挙げておきたいと思います。

① 包括的施策の検討
平成２０１１年度中に施設入所措置を行った被虐待
児童６８件の調査（桑原）で、虐待の背景の主なもの
として、１：経済的不安・貧困理由（25.7％）、２：不安
定な夫婦・家族関係(21.2％)、３：病気や精神的に不
安定な保護者（18.6％）、４：発達障害等子ども自身
の育てにくさ(11.5％ ）でありました。
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虐待の背景や原因となっている課題に関する研修
を深めながら包括的な施策を検討していく必要が
あると思います。
子ども食堂への取り組みもその一つですが、和
歌山県の学力低下の問題もあり、学習指導も取り
入れた対応の検討も必要になると思います。

② 社会的養護の充実

施設をできるだけ家庭の機能に近づけるために
２０１８年度までに児童養護施設等の小規模化を
実施しなければならないとのことであります。また、
施設内での職員による虐待も後を絶たない状況に
ありますが、愛着障害や発達障害などを有する処
遇困難児童の増加が背景にあるようですので、施
設の現状や課題を確認しながら施設に対する支援
策の検討も必要になると思います。
また、子どもを受け入れてくれる里親の絶対数が
足りない状況にあり、その原因や課題を確認して
里親制度の充実を支援していく必要があると考え
ます。
また、退所児童の実態調査では支援やアフター
ケアの必要な児童が多く見られる現状にあります。

③ 要保護児童対策地域協議会の充実

各市町村によって差が大きいですが、今後とも重
要となっていく機関ですので、適切に機能していく
ように現状や課題を整理して充実を期して行きた
いと思います。
児童相談所との連携の課題や協議会の中での
学校等との連携の課題が大きい市町村が多いよう
に見受けます。連携のあり方に関する研修も必要
かと思います。

④ 家庭での養育支援

養育の仕方が分からず虐待に至る事例も多い中
でトリプルＰなどの養育支援法の普及や相談支援
体制の充実が重要な柱になっていると考えます。
子育て支援制度の中で市町村での相談支援員の
配置が進んでおり、地域の相談支援体制の充実を
図る検討会が必要かと思います。

⑤ その他の活動

企業や団体の社会貢献と結びつく活動のあり方
の検討や学校等へ働きかけて子ども達自らに虐待
防止活動の担い手になってもらうことも考えていき
たいと思います。
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セミナー

「子どもが安心できる
居場所を考える」

Ⅰ 日時：平成28年9月11日10時～16時
Ⅱ 場所：和歌山県子ども・女性・障害者相談センター
Ⅲ テーマ
「 子どもが安心できる居場所を考える」

Ⅳ 内容
１、セミナー
・講演 『〈子どもの貧困〉その背景と課題』
講師 越野章史氏（和歌山大学教育学部准教授）

・県「子どもの居場所づくり」事業について
講師 田中いずみ氏（県教育庁地域教育班長）

２、実践にあたっての検討会
・「和歌山での展開を考える」
コーディネーター：藤田絵理子氏

（和歌山大学教育学部特任助教）

・「こ・はうす」の歩みと活動の広がりを通して
馬場潔子氏（子どもの生活支援ネットワーク
「こ・はうす」事務局長）

・出席者全員 実践に当たっての意見交換

県内の子育て世帯で、収入が生活保護基準以下
の割合は17.5％に上っています。

和歌山子どもの虐待防止協会は、Ｈ28年3月27日
（日）に、大阪子ども貧困アクショングループの徳丸
ゆき子代表による公開講演会を開催しました。
子どもにとって
「安心できる居場所」
「信頼できる人間関係」の
２つのことが重要であると強く認識しました。

今回のセミナーでは、
私たちの地域和歌山での実践活動に向けての一
歩を考え、全ての子どもへの「食」、そして、小学生
以上の子どもへの「学習支援」を中心に検討を進
めるために開催しました。

ここでは、県の事業について紹介いたします。
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核家族化や、地域のつながりの希薄化など、親や子供を支える環境が大きく変化するとともに、児童虐
待等の急速な増加など家庭をめぐる問題が複雑化しており、社会全体での支援の必要性が高まっている。
県教育委員会では、平成20年度から、子供も大人もともに育ち、育て合い、地域のつながりを再構築する
ことを目指した共育コミュニティづくりを進めているが、今回は、主に家庭教育支援と子どもの居場所づく
り事業について紹介する。

和歌山県「子どもの居場所づくり」事業について
県教育庁生涯学習局生涯学習課地域教育班長 田中 いずみ

１ 子供を取り巻く背景として

◎最近の親事情（一口に「親」といっても十人十色）
・ひとりぼっちの子育て（孤族の孤育て）
・ツイッター・ライン等で、つぶやき育児
・親の二極化
（過保護⇔ネグレクト）
（子供を叱れない親⇔褒めることができない親）

◎ 最近の子供事情
・ネット社会→インターネット・携帯・ゲーム等々

↓

感情のコントロールができない
コミュニケーション力が身に付かない

・大人の生活ペースに付き合わされる
↓

夜行性ベビー・遅寝・遅起き・朝食抜き
↓

基本的生活習慣の乱れ
↓

・親の都合に振り回される子供達
↓

ｅｘ） 休日の朝ごはんはスーパーの試食コーナーで
ｅｘ） 話をしたくても親はいない

（子供の起きている時間に親はいない）
ｅｘ） 着替えは保健室で

２ 家庭教育支援は親支援から

◎みんなで子育てネットワーク講座の開催
（支援者の方と子育て中の親との出会いの場づくり）

↓

地域の人材を活用し子供が大切にされ、地域ぐる
みで子育てを行う社会の体制を整備するため、子育
て中の保護者・子育て支援者・行政関係者・地域住
民等が共に子育てについて語り合い、つながりを深
める機会を設ける。

３ 子どもの居場所づくり推進事業について

・放課後等にひとりで過ごさなければならない子供
を含む、主に小学校４年生から６年生の子供への
学習支援や大人との交流を目指している。

・子供たちが、宿題や家庭学習をする習慣を少しず
つ身に着け、また、大人とのふれあいにより、コミュ
ニケーション力が向上し、子供にとって自分の居場
所の一つとなることを願っている。

今後も引き続き、学校と地域が結びつき、子供たち
の豊かな育ちと学びを支える基盤を、市町村教育
委員会と連携しながら、きのくに共育コミュニティの
充実に向け、積極的に取り組みを進めていきたい。

◎訪問型家庭教育支援事業の実施
訪問型支援を行う地域人材の発掘、養成、活動

の場の提供を一体的に行い、学校や地域の関係機
関等と連携した、家庭教育支援チーム等による訪問
型の家庭教育支援体制を構築し、家庭や子供を地
域で支える取組を推進する。



オレンジリボン広め隊！けんちゃんが行く

和歌山の“子ども食堂”

鳴神子ども食堂＠中之島子ども食堂

中之島子ども食堂

サニーサイド河南子ども食堂

河南コミュニティセンター 17:00～20:00
料金は、大人500円 子ども無料
子どもたちのために若き料理人夫妻が中心に行
動をおこし、12月19日に第3回目開催しました

宇都宮病院の「なるコミ」で開催
大人300円・子ども無料
キッズルームも完備
夏にもお祭りなど楽しい企画も共同開催
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『12月19日、今年最後の中之島子
ども食堂じゃよ。次から次へと子ど
もたちが集まって、いや！「ただい
ま」って帰ってきてのぉ〜

2階に駆け上がって来るんじゃ。
すると可愛いおねーさん？たちの
「お帰りー」って声が、食事の支度
しながら響き、いい香りが漂う。
ぐつぐつ、コトコト、今夜はチキンカ
レーじゃ。

美味しそうなク
リスマスケー
キを、4ホール
もプレゼントし
てくれた親切
が人がいて
のぉ。ありがた
いことじゃ。』

元教員や看護師、料理家、学生、ＰＴＡ、一般の人
など多彩な支援者が個性を生かし、昨春から活動
が続く。現在は、中之島の個人鍼灸院の2階をお借
りし開催。大人300円

会場の問題など、色々あったけど、
その度に、皆が力合わせて乗り越えてきた
その度に、影で支援してくださる方が増えてきた。
その度に、ボランティアスタッフも増えてきた。
いろんな形で関わる大人たちも、ここが居場所に
なっている。素敵な居場所。居場所っていう建物や
形ではなくて、心と心が創る中之島子ども食堂とい
う人の温もりの空間だからだと思う。

喜怒哀楽。人生には様々なことが起こってくる。喜
び楽しみを分かち合えば倍増する。しんどい時、
SOSを発信できるつながり、寄り添い、励まし、共に
幸せの方向へ歩んでいける絆が、今ここに、生まれ
始めているように思う。

人間の生き抜いていくチカラ、
可能性をみんなが持ってい
ると思う。だから、それを、引
き出していくきっかけに、ま
た、そのチカラを養っていけ
る肥やしになら、何の資格も
ない私でも誰かのお役には
立つと時もあろう。だから歩
み続ける。
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秋のオレンジリボン運動 28/10/09

オレンジリボンののぼりを探せ！

家族で仲よく、やって来てくれました。
初の試み、オレンジリボンスタンプラリーでは、
会場の3ヵ所に設置したポイントで、スタンプを押し
てもらい全部そろったら協会のテントで文字あわせ。

このぬり絵は、子育
て中のパパさんたち
のサークル「パパチ
カ」さんが提供してく
ださいました。

完走し正解した子に
「わかやまのぬり絵」
を贈呈。第1号は、男
の子だ。おめでとう！

In 和歌山マリーナシティ
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和歌山のお笑い、兄弟コンビ「すみたに」
のＭＣで始まり、オレンジリボン広め隊の
隊長から、すみたに兄弟を１日オレンジリ
ボン大使にとの提案に来場者の賛同をえ
て、任命！

ヒューマンノートによるオレンジリボン
ライブが始まりました
「フミダシテ」「ごはんの唄」「うたのたね」etc

５曲を披露。集った人たちの心に、
希望と勇気の種が植えられた

さあ、
オレンジリボン
パレード
すたーと！

すみたにの弟さんが
のぼりを手に先導。

オレンジリボン号には、
子どもたちが乗り込んで出発進行！
「ぼよよん行進曲」が流れ、
ヒューマンノート、よさこいチーム、そして
観覧者の飛び入り出展企業さんも
みんなで会場を一周

全国秋のオレンジリボン運動は、１１月の開催に併
せて我々も行っていましたが
今回は、初のコラボ企画として「和歌山ではたらく車
大集合！」に協賛し１０月に開催しました。
はたらくくるま大集合の実行委員会、そして私たちの
活動を支援してくださった企業様はじめご来場いた
だきました皆様誠にありがとうございました。

第２回和歌山ではたらくくるま大集合！
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子どもの夢を叶えたい！そんな男たちの思いか
らスタートして、第2回となるアズマハウスpresents

『和歌山ではたらくくるま大集合！』が、10月8日〜
10日の3日間、和歌山マリーナシティ第一駐車場
で開催されました。

沢山の車、乗ったり触ったり、動かして見せてくれ
たり、子どもユニフォームを着て記念撮影、みんな
大喜び。素敵な三日間となりました。

28/10/8-10  第２回

「和歌山ではたらくくるま大集合！」

制服着てお仕事
チョコっと体験！

チラシに関し
ても、和歌山
市内の全小
学校、幼保育
園に配布され
ました。

（運動の経緯や全国のニュースなどはオレンジリボン運動公式サイトへ）

「子ども虐待のない社会を目指す」人が増えることは、国や自治体に対する大きな働きかけになります。
これにより、子ども虐待防止活動を担う人が増やされ、虐待から保護された子どもが親から離れて生活
する生活環境の改善につながるのです。虐待に悩む親への支援や虐待された子どもへの治療も充実
していきます。どうか皆様の温かいお気持ちをお寄せください。そして「一人一人ができること」をして、

「子ども虐待のない社会」を作りましょう。- 認定NPO法人、オレンジリボン憲章より-

http://www.orangeribbon.jp/
http://www.orangeribbon.jp/
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テーマ： 「新たな支援の創造」
日 時： H28年11月25日（金）～26日（土）
場 所： 大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
大会長： 津崎哲郎（特定非営利法人児童虐待
防止協会理事長）

28/11/25-26
日本子ども虐待防止学会

第２２回学術集会おおさか大会

虐待防止の
“原点”おおさかで
日本子ども虐待防止学会第22回

学術集会おおさか大会に参加して

愛徳医療福祉センター 臨床心理士

小山 由美

発足したばかりの「日本子どもの虐待防止研究会」
で、初めての学術集会が行われたのが大阪だそうで
す。今回は20年ぶりの大阪での開催となり、この20
年間の歩みを振り返り、これからの20年を考える、虐
待防止の“原点”に戻るような大会となりました。

開会式で聴きたかった “大会長講演” と“閉会宣言”

今回一番感動して良かったお話は、2日目の、しか
も最後のコマに組まれていた「大会長講演」です。大
会長は津崎哲郎先生で、「大阪の20年、これからの
20年」と題したお話しでした。大阪市の児相に長く勤
務され、バタード・チャイルド・シンドロームと言う言葉
が注目されて、ようやく日本が“子どもの虐待”に意
識を向け始めた時代から、現場で遭遇する様々な家
庭の中に潜む子どもの虐待を見つめ続けてこられた
先生です。

当時、児相は“親に寄り添う”支援が第一の時代で
したが、中には寄り添うだけでは何も解決しないケー
スがあり、苦労されていたそうです。試行錯誤を続け
ているうちに、弁護士とタイアップして法的に子どもを
守る事例が非常に上手くいき、実績を積み上げて
“介入型対応”の必要性を発信しました。マニュアル
も何もなかった当時、全国の児相から大きな反響を
呼び、時代に後押しされるように、大阪での取り組み
が、新しい“子どもの虐待防止”の波へと繋がってい
きました。

津崎先生の歩みはそのまま日本の虐待防止の歩
みで、先生のお話から、この20年の変遷が目に浮か
ぶように理解でき、改めて先生の功績を認識すると
共に、ここまで作り上げてきた諸先生方のご苦労の
上に現在があるのだという事を強く感じました。

今後は、被害者としての子ども、加害者としての親
という捉え方の支援に終始するのではなく、自立と参
加を促す形での改善を目指すような、方向性の転換
が必要だと仰っていました。

大 会 宣 言
当学会が１９９４年に発足して以来、子ども虐待に関す

る法律や制度は急速に変化してきました。そして、本年５
月２７日に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律
」では、子どもの権利条約の精神にのっとり、子どもの権
利が保障されることなどが明記されました。さらに、市町村
の支援体制の整備充実、在宅養育支援の強化、親子関
係再構築の支援への対応、児童相談所の体制強化、自
立支援の促進など今後の子ども虐待対応制度の方向性
が示されました。

今後、この法改正の内容をもとに、現場での子どもの権
利保障の充実につなげるためには、これまでの制度が機
能している部分や問題となっている部分について実証的
分析を行い、制度改革の実効性を高める必要があります
。

一方で、子どもや家族の支援とは何か、また虐待予防に
あたるために私たちは具体的にどのような支援をなすべ
きかなどの基本的な視点を持つことは制度の内容如何に
関わらず普遍的な側面を持つものであり、その姿勢が改
めて問われていると考えます。
この２２年間、積み重ねてきた私たちの取組みの成果を活
かしながら、法改正を踏まえつつ、真の意味での「支援の
ありかたとは何か」を追求し、本大会に集った一人一人が
、以下の事項を意識して虐待防止活動を展開していくこと
を宣言します。

○ 子どもの安全、子どもの権利の保障を第一義と考える
支援を行うこと
○ 子どもの人生全般を見通した支援を行うこと
○ 個々の子どもと家庭のニーズに合った支援を組み立
てること、その際には子どもや家族が持っている力を引き
出し、レジリエンスを意識した支援を行うこと
○ 連携にあたっては、それぞれの機関の専門的な役割
を活かしたものとすること

これらの支援を実現するうえで、虐待の防止や子ども及
び家族の支援を行うために、国及び地方公共団体に対し
て、十分な予算のもと、人材の確保とその育成を着実に実
行するよう強く求めます。

２０１６年１１月２５日
日本子ども虐待防止学会おおさか大会長 津崎哲郎
一般社団法人日本子ども虐待防止学会理事長奥山眞紀子
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大会長講演は大会企画シンポジウムに隠れるよ
うに企画されており、260名の部屋で控えめに行われ
ていました。しかし、先生のお話はこの大会を象徴す
るような内容でした。大ホールで行われた開会式で、
津崎先生の熱のこもった閉会宣言のご挨拶と共に、
この貴重なお話しを皆さんに聴いて頂きたかったな
と感じました。

障害児虐待に徐々に光が・・・

障害児虐待は、児童福祉法と障害者虐待防止法
のはざまにあって、なかなか光が当たりにくい分野で
す。今回の学会でも、障害児関連の発表はわずか５
つ。まだまだですね。

しかし、画期的なことに今年度は、この学会の組織
として「障害児虐待予防ワーキンググループ」が作ら
れるなど、新しい動きも見えてきています。愛徳の下
山田洋三先生も活動しておられ、今回は、その先生
方が中心になって「障害児虐待の予防と対応」につ
いてシンポジウムが企画されました。驚いた事に部
屋は満席になり、フロアの方は熱心に話を聞いてお
られました。終了後もいろいろな方が企画者に話し
かける姿が見られ、障害児虐待についての意見交
換の場がなくて、話をしたいと思っている人がこんな
に沢山いるのだということに気づかされました。

まだまだこれからの分野ですが、虐待のリスク因子
になりやすい“障害”について、これからも考えていく
事が必要だと感じました。

和歌山の先生方も活躍されました

大会の教育講演では「心理的虐待の概念と臨床的
意義」と題して小野善郎先生が講演されました。また、
シンポジウムでは柳川敏彦先生が「妊娠期からはじ
めるペアレントトレーニングによる切れ目のない地域
子育て支援」、衣斐哲臣先生が「児童相談所現場の
活性化―対話のある職場・対話の工夫・そのために
介在させているものを語る―」を企画され、今年も和
歌山の先生方が活躍しておられました。

ちなみに私も、一般演題で「障害児施設へ通院、通
園している児童の虐待の実態と職員の意識調査」と
題して口頭発表を行い、障害児虐待について考える
機会を持ちました。

これからの新しい20年に向けて、私達が何をしなけ
ればいけないのかを考える良い機会となりました。
来年は千葉の幕張です。学会も、その後も楽しみな
場所ですね！

2017年の開催予定が発表されました。

第２３回学術集会 ちば大会予定
テーマ：
「すべては子どもの笑顔のために

～守り・育み・社会へ～」
会 期：２０１７年１２月２日（土）～３日（日）
会 場：幕張メッセ国際会議場
大会長：金子重紀（千葉明徳短期大学学長 弁護士）

主要プログラム
国際プログラム

英国 Early Intervention Foundationより講師招聘予定
大会企画シンポジウム
・｢子ども虐待とエビデンスの架け橋

～エビデンスの構築から利用まで～｣
・｢地域における子ども虐待予防のこれから｣
・｢子ども虐待をめぐる行政の今と未来｣
・｢社会的養護の子どもの参加・参画をめぐって｣
・｢子どもの死因究明制度の普及に向けて｣
・｢10年後の他機関連携を見据えた多職種連携教育｣
・｢日本における家族を支える虐待対応実践の最前
線｣ 等
教育講演
・子ども虐待に関わる幅広い分野から、10の教育講
演を企画しています。

【事務局より】
おおさか大会に参加された先生方より、次号の
ニューズレターでは、詳細の報告をいただき、掲載す
る予定です
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オレンジリボン広め隊！
和歌山

フェイスブック

「子ども虐待のない社会の実現」
を目指す市民運動

オレンジリボンの普及啓発を図る

和歌山発のFB 毎日更新中

（全国の情報も同時発信）

隊長のH28年 9～12月の活動いろいろ

(11月)

19日：ふれあい人権フェスタ2016

20日：特別養子縁組

23日：新老人の会

26日：日本教育学会

29日：るーも運営員会

(12月)

11日：ハッピーボックス活動支援クリスマス会

18日：地域で子そだち、子そだて支援

【子ども食堂関連】

(中之島子ども食堂) 9月28日、10月26日、11月23日

12月19日

(鳴神子ども食堂) 9月14日、10月12日、12月14日

(河南サンサン) 10月17日、12月19日

昼休憩を利用して2時間ほど参加し、「きいちゃん
＆オレンジリボンステッカー」を会場中を周回して、
20枚近くの御協力をいただきました。

会に寄附いただき、10月
のオレンジリボン運動が
大成功で終えたお礼を兼
ね参加。日野原重明会長
「いのちの使い方」との講
演。次代を担う子ども達。
小学校を回り、戦争体験
を語り、平和を築く活動を
されております。

当日は、東京〜和歌山
日帰り講演をした105歳
の先生

各校長先生が実践発表されました。
（田辺）新庄中学校：防災教育の考え方
（有田）箕島高党学校：スポーツ部の活躍
（和歌山）
城東中学校：常に安心安全な学校づくり
四ヶ郷小学校：学校司書と魅力ある図書館
有功東小学校：地域に根差した総合的な学習

第一部の講演会「特別養子縁組の課題と報告性」
と題して、公益法人家庭養護促進協会 岩﨑美枝子
理事のお話絵お聞きしました。午後は、衣斐教授の
コーディネーターとして、シンポ・ママトークが、行わ
れて好評だったそうです。

明年の2月19日には田辺市でも開催されます。

28/11/26 日本教育会和歌山県支部
小中高教育実践発表会・教育講演会

28/11/23 新老人の会和歌山支部
日野原重明先生105歳記念フォーラム

28/11/20 特別養子縁組・親子の道のり

28/11/19 ふれあい人権フェスタ2016
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28/12/11 ハッピーボックスのXmas会

28/12/18 ふぉーらむ
食・遊・学びの子ども居場所づくり

28/12/18 中途失聴難聴者協会忘年会

ふぉーらむ「食・遊・学びの子ども居場所づくりで、
地域で子育ち・子そだて支援」が、和歌山大学地
域連携・生涯学習センターで開催されました。

和歌山県中途失聴難聴者協会の忘年会に参加して、
ステッカー購入の御礼と余興で盛り上げてきました。

車いす7台の利用者さん、
狭いスペースをうまく生かし
ながら、よさこいやゲーム、
大きなケーキでご家族ともに、
楽しいひと時を過ごしました

発売開始！和歌山発
きいちゃん

＆オレンジリボンステッカー

1シート＝300円

当会が制作販売を始めました。

スマフォや名刺に貼付するなど啓発活動、制作に尽
力した柳川事務局長のイチオシ！！

ご希望の方は、事務局にご連絡ください

わかやまのぬり絵第3弾！

第3弾のぬりえに、オレンジリボン啓発広告を掲載

2‐ 3月の予定

・1月21日（土）子ども
の人権シンポジウム

県民文化会館

・2月19日(日) 里親
家庭を探しています

・3月19日(日)

公開講演会
田辺市Big・U



会員紹介コーナー No7

私は、重症心身障害児施設、保育所と勤務し、平
成９年に乳児院に人事異動により就任しました。

当時は、虐待防止協会の前身というか、医大の小児
科を中心とした虐待症例の会議に参加させていただ
き、児童虐待の実態を含め、大変、勉強させていた
だきました。その後、小池先生、柳川先生が和歌山
で、虐待防止協会を発足し、広く児童虐待について
奮闘されていたことを思い起こしました。

さて、会員紹介のコーナーですが、私が現在、勤務
する重症心身障害児施設を少し広報をさせていただ
ければと思います。

重症心身障害児施設は「障害者自立支援法」によ
り「医療型障害児施設」と名称が変更され、現在、全
国に１５０施設程度（国立病院機構を含む）が設置さ
れています。

医療型障害児施設は、重度の知的障害と身体障
害を合わせもち、尚且つ、医療的ケアーを必要とす
る１８歳までを対象とした病院機能と福祉施設を併
設した施設です。

今日では、医療も進歩し、非常に重度な子どもたち
が、病院から施設ではなく、在宅で一生懸命子育て
にお父さん、お母さんが奮闘しています。

一方、障害があるがゆえに子育て疲れによる虐待
や虐待により障害児となってしまった事例等、多くの
報告を耳にするなか、障害児施設に勤務する者とし
て、施設は、母子分離だけでなく障害児在宅支援に
積極的に取り組み、家族の相談相手、レスバイトを
含む家族支援に頑張っていきたいと思います。

これからも、この会の活動をとおして、子どもたちが、
「あかるく、あたたかく、あんしん」できる地域社会を
皆様と一緒に努力したいと思います。これからもよろ
しくお願いいたします。

『あかるく、あたたかく、
あんしんできる社会』

林 龍太郎
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【編集後記】

Ｈ28年11月末のNHK 「重大な児童虐待 ７割は
事前に兆候把握」との報道から紹介する。

「児童虐待のうち、子どもが死亡したり重体に
なったりした重大なケースの報告書を分析した結
果。Ｈ20年度以降に、１６５件。児童相談所や保健
所などが事前に通告や相談を受けるなどして虐待
の兆候を把握していたケースが、 １１７件と全体
の７０％に上る。」

次に、「Ｈ25年に和歌山で、２歳だった男の子が、
父親から暴行を受けて死亡した事件など ４件は、
虐待の疑いがあるとして逮捕されるなどしたもの
の、検察が不起訴にしたあとに虐待が繰り返され
たと見られています」と。そして、

「再発防止のために、不起訴となっても児童相談
所や警察と検察が情報を共有するなど連携を強
化する必要がある」と識者の声を紹介。

そこで、WSPCAN（NPO法人和歌山子どもの虐
待防止協会）として何ができるのだろう？
専門家や一般の会員さん皆の力、特性を一つに
まとめると想像もしないパワーになるようにも感じ
るが、先ずは、私個人として、今、何ができるのだ
ろうかと思いを巡らせた。

人は、どこかで、だれかとの接点がある。
一人ぼっちじゃない。
祖父母、両親、家族、親戚、地域（近隣、商店な
ど）、学校、職場、病院、施設・・。その中で、「しん
どいよ」と声を上げられる関わり、「どないしたんか
な？気になるよ」と声掛けをしてくれる「思いやり」
と行動があれば、違っていたのかもしれない。

それなら、地域での、声掛け、励ましあい、絆の
一部に、私もなれるし、その思いを共有する人の
和を、一人また一人と広げることもできる。そのひ
とつが、子ども食堂や啓発活動、また、この機関
紙の作成に込める思いであり、続けたいと新年へ
の決意をした。

360万年前の人類が、家族で連れ立って歩いた
最古の足跡化石が、アフリカのタンザニア遺跡に
ある。 700万年前の人類誕生から、現在に至る、
人間の生命力、智慧を思うと、希望を感じる。
さあ、今年も一歩、前に進もう！(KK）
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