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「児童養護施設を退所した若者が、社会に順応
できず、就労難と貧困に陥っている実情を受け、神
戸市は２０１７年度、市内１３施設の退所者に対す
る生活実態調査に乗り出すとともに、退所者が気
軽に立ち寄れる相談窓口を設ける。また、退所者
の社会生活を継続的に支援する組織の開設に向
け、支援のあり方を検討する。

児童養護施設は、親の病気や経済的理由、親か
らの虐待などで、家庭生活を続けることが難しく
なった児童らが暮らす。１月現在、神戸市内では、
１３施設に４７９人が入所している。入所者は、原則
１８歳で退所し、進学・就職する。だが、退所を機に、
施設との連絡が絶え、その後の暮らしぶりを把握
できない若者は多い。
ＮＰＯの全国調査では、就職して退所した若者の
約半数が３年で離職していた。大学進学者も２１％
が４年後に中退していた。

施設を退所した若者は、幼児期に虐待を受けた経
験から、対人関係に支障を来したり、何らかの障害
のために社会に順応できなかったりすることも多い。
大学進学率は、１１％と低く、就職の上でも不利に
なりやすい。家族の支えがないケースが多く、貧困
に陥ることが少なくないという。
市内施設退所者のその後を調べた上で、生活実
態や困っている点などの聞き取りを行う。相談窓口
も設置し、さらにどのような支援が必要かを検討す
る。」（神戸新聞記事２０１７．２．２）

和歌山子どもの虐待防止協会の活動を始めて、
１８年になりますが、そのころから神戸市のような
取り組みを望んでいましたので、神戸新聞の記事
を読み、神戸だけではなく和歌山にも・・・そして全
国各地での取り組みを願う気持ちが一層強くなり
ました。

児童養護施設を退所し、ある大きな問題に直面
している子どもが、自分が何に困っているのかわ
からなかったというようなことを話してくれたことが
ありました。話を聞いて愕然としましたが、施設を
退所してもいつでも立ち寄れるような場所があれ
ば、この子の変化や困りごとに気づくことができた
のではないかと感じた瞬間でした。

１５年前、CAP（子どもへの暴力防止）で出会っ
た養護施設に入所している子どもが、「１年生の時
トラックに連れ込まれそうになったけど、逃げたん
よ・・・あの時に、殺されていればよかったと思って
た・・・でも、今日のCAPで、“みんなは世界に一人
だけの大切な人”って聞いたから話しにきた」と伝
えてくれました。

４年生になっていた、この子がどれだけつらい
日々を過ごしてきたのか、「助かってよかった」で
はなく、「死んでいれば・・・」と感じていた事に、い
たたまれない気持ちになり、「生きていてよかった、
今日会えてよかった、あなたは大切な人」を繰り返
し伝えたことが忘れられません。

この出来事で、支援を求めるということは、その
子の自尊心が大きく関係してくること、自分自身が
大切な存在だと感じられていることこそが、助けて
ほしいという、声につながるのだと学ばせてもらえ
ました。そして、辛いことや苦しいことがあった時に
は、一人で頑張らなくていいことを、しっかりと伝え
ていこうと・・・。

頼るところもなく、大人の助けもなく、助けてとも言
えず、この和歌山で、さまよう子どもたちに、手を
差し伸べられる活動を目指していきたいと考えて
います。

子ども＝１８歳までという法律上の壁を越えて！

『全ての子どもたちが
安心できる和歌山を目指して』

和歌山子どもの虐待防止協会 副会長 家本 めぐみ



警察から児相へ虐待通告が
初の５万人超、心理的虐待７割

朝日新聞デジタル2017年03月09日付より紹介

・（埼玉県）実母と内縁の夫が３歳の次女に十分な
食事を与えず、熱湯をかけるなどしてやけどさせた
上、浴室に放置し死亡させた

・（千葉県）実母が５歳の次男を自宅浴室で水に沈
め、殺害した

・（福岡県）実父が交際相手の女性を殺すとともに、
当時７カ月の長男の首を絞めて殺害した

・（愛知県）実父が自宅で１２歳の長男の胸を包丁で
刺して殺害した

・（大阪府）養父と実母が自宅で３歳の長男を暴行し、
殺害した

昨年摘発された主な児童虐待事件
（警察庁による）

出所：警察庁・「平成28年における少年非行、児童虐待及び児童の性的搾取等の状況について」

虐待を受けているとして警察が昨年、児童相談
所に通告した１８歳未満の子どもは５万４２２７人
だった。前年より４６・５％多い。統計がある２００４
年から１２年連続で増え、初めて５万人を超えた。
警察庁が９日発表した。

同庁は「虐待に対する社会の関心の高まりを背
景に、通報が増え、積極的に対応した結果ではな
いか」とみている。

刃物を示して脅したり部屋に閉じ込めたりする心
理的虐待が前年より５割以上多い３万７１８３人で、
全体の７割近くを占めた。そのうち、子どもの前で
配偶者らに暴力を振るう「面前ＤＶ」が２万４９９８
人に上る。身体的虐待は１万１１６５人、育児放棄
（ネグレクト）が５６２８人、性的虐待が２５１人。

事件として親や養親らを摘発したのは、無理心
中や出産直後の殺人なども含め、３１・５％増の１
０８１件、被害者数は１１０８人で、ともに過去最多。
事件の８割を身体的虐待が占める一方、心理的
虐待は事件化が難しく、摘発数の２・９％にとどま
る。亡くなった子どもは無理心中などを含め、９人
増の６７人。

また、通告とは別に警察が児相や市町村に情報
提供したのは１万６１４１件で、前年の４・３倍に増
えた。この一部は通告に至っている。

警察庁は昨年４月、警察官が現場で虐待の疑い
が認められないと判断したケースでも、児相や市
町村に取り扱いがないか照会するなどして情報共
有するよう全国に指示し、情報提供の増加につな
がった。

警察庁は昨年の児童ポルノ事件の状況も発表し
た。摘発は８・２％増の２０９７件、被害に遭った子
どもは４５・１％増の１３１３人で、ともに過去最多を
更新した。（編集委員・吉田伸八）
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第２　児童虐待
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大阪市政モニターアンケート（平成29年１月実施分）

「児童虐待について」の分析結果概要より

■調査の目的

大阪市では、「すべての子どもが笑顔で暮らせ
る社会に」という願いのもと、11月の児童虐待防
止推進月間を中心に、「児童虐待防止・オレンジ
リボンキャンペーン」として市民のみなさまに児童
虐待について理解を深めていただくため、さまざ
まな取り組みを行ってきました。

しかしながら、児童虐待に関する相談対応件数
は年々増加しており、児童の命を守るためには、
こども相談センターや警察との連携だけでなく、
市民の皆さまのご理解とご協力が不可欠です。

次代を担うこどもたちが健やかに心豊かに育つ
よう、私たち一人ひとりが周りのこどもたちに関心
を持ち社会全体で見守っていく仕組みをつくりた
いと思っています。

そこで、児童虐待に関して、市民の皆さんがど
のようなご意見を持っておられるかをお聞きして、
今後の企画立案の参考とするためアンケートを
実施しました。

■実施期間：平成29年１月６日から１月16日

■回答者数：613名/796名 （回答率77.0％）

■ 分析結果の概要を抜粋して掲載

出所：大阪市政モニターアンケート「児童虐待について（平成29年
１月実施分）」の分析結果概要

（２）「親に育ててもらっている以上、子どもは親の
いうことに従うのは当然だ。」について
「あまりそう思わない」34.3％、「まったくそう思わな
い」13.2％で合わせて47.5％であった。

（３）「しつけのためとは言え、子どもが傷つく言葉
を言うことは虐待にあたる。」について
「まったくそうだと思う」40.0％、「まあそうだと思う」
46.5％で合わせて86.5％であった。

（４）「しつけのつもりでも、結果的に子どもの心身
を傷つけることは虐待にあたる。」について
「まったくそうだと思う」38.3％、「まあそうだと思う」
45.8％で合わせて84.2％であった。

・ （質問3）児童虐待にあたると思うものついて尋
ねたところ

「不自然なあざや傷ができている」がもっとも高く
93.6％、次に「子どもに生まれてこなければ良かっ
たと言う」が92.0％、「親が子どもに性的な言葉を
投げかける」が84.8％となっている。

・ （質問13）「児童虐待は社会全体で解決すべき問
題である」と思うか尋ねたところ

「そう思う」が56.3％、「ややそう思う」が35.9％で
合わせて92.2％となっている。

・ （質問14）児童虐待防止のために、あなた自身
に何ができると思うかを尋ねたところ

「児童虐待の疑いがあれば通報するという意識を
持つ」がもっとも高く68.2％、次に「地域住民相互
の関わりを深めるため、挨拶や声かけを心がけ
る」が44.5％となっている。

・ （質問16）児童虐待が起こらないようにするため
にどんなことが必要か尋ねたところ

「こども相談センター（児童相談所）など行政が介
入・指導をすべき」がもっとも高く27.6％、次に「地
域全体で子どもを育てる環境を作るべき（地域コ
ミュニティ活性化等）」が22.2％、「子育て支援施策
を充実すべき（保育所、親子教室、養育支援等）」
が20.7％となっている。

・（質問１）4つの児童虐待の種類について知って
いるものを尋ねたところ

「身体的虐待」が97.9％、「性的虐待」が94.9％、
「ネグレクト（育児放棄）」が92.7％、「心理的虐
待」が87.4％の割合となっており、全ての虐待の
種類において、８割以上が知っていると答えてい
る。

・（質問２）しつけについてどのように考えるか尋
ねたところ、（１）～（４）のような結果であった。

（１）「子どものしつけのためには、時には体罰・
お仕置きも必要である。」について
「まったくそうだと思う」8.2％、「まあそうだと思う」
42.9%で合わせて51.1％であった。
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紀南シンポジウム

『たたかなくても、子どもは育つ
〜体罰としつけは違う〜』

快晴の3月19日14時よ
り、田辺市のビッグUで、
シンポジウムを開催し
ました。

春のお彼岸の中日で
もあり、交通量も多く

和歌山市からの行き帰りともに渋滞に巻き込ま
れました。登壇者のお一人が電車で来られ、皆さ
んが「さすが！」と感嘆の声が上がりました。また
ひとつ紀南地域での子ども虐待防止活動の歴史
が刻まれました。

第2部

『たたかなくても、子どもは育つ
〜体罰としつけは違う〜』

「これは、1000年ほど昔、平安時代の後期の頃の
お話です。石童丸の父、加藤左衛門繁氏は、筑紫
の国、福岡県の領主でした。繁氏は、妻、桂子と
幸せに暮らしておりましたが、父の旧友でもありま
す朽木尚光の遺児、千里の不幸な境遇に同情を
して、自分の館に引き取ったことから、この悲劇が
始まったのです。・・・・・・・・・・・・・
こうして石童丸は、苅萱道心の弟子となりました。
2人が彫った地蔵は、親子地蔵として、現在も橋本
市苅萱堂にまつられています。しかし2人は、生涯、
親子の名乗りはすることはありませんでした。」
〜♪

体罰とは何かというあた
りと、私は臨床心理士で
すので、心理面の発達面
であるとか、人格の問題
にどのように影響していく
のかというあたりをお話し
できればというふうに思っ
ております。

Ⅰ.日本の現状報告・・・桑原 義登 氏
ＮＰＯ法人和歌山子どもの虐待防止協会会長

ここでは、紙面の都合により、当日の内容を
ピックアップし掲載いたします。（編集部）

親子の情愛をとお
して、何らかの形で
お話ができないかと
いうことで選んでい
ただいた物語です。
♪〜〜
「石童丸物語。」

１、体罰とは、
親、教師、コーチなどが指導する上で与える肉

体的苦痛を伴う懲戒。つまり、殴ったり長時間立
たせたりする懲らしめ。体罰だと非難された人が、
「体罰ではなく指導である」などと反論することが
あるが、指導目的であるのが当然である。そうで
なければ、ただの暴力。

体罰禁止というと、殴りかかる生徒に何もでき
ないのかと言う人もいるが、そういう生徒を押さ
えつけたり、一時的に教室外に連れ出したりす
るのは、体罰ではない。ただし、どの程度のこと
が体罰になるのかは、子どもの年齢や状況に
よって変わり、体罰の定義は機械的には決めら
れないと文科省も考えている。一時的に人を動
かす方法としては、体罰や暴力は、とても効果的。
暴力で財布を奪うことができるし、竹刀で殴れば、
私語をやめさせることができる。しかし、強力だ
からこそ、さまざまな副作用が生じるというのが
あります。

第1部 『石童丸物語の朗読
〜親の心、子どもの心〜」

野上 峰



（進行：柳川） おうちの中での体罰、あるいは学校
での体罰。そして、スポーツの現場とか、あるいは
職場の中など、ありとあらゆる場所での体罰に対応
していく必要があります。本日はそれぞれの立場、
観点で話をいただき、まとめていければと思います。
桑原先生には全般的なお話をしていただきました。

次に教育現場において・・。

Ⅱ.教育現場における状況・・・山本 高正 氏
同会 副会長

２、体罰の問題点や副作用
(1)人間関係を悪くする
恨み・恐れ・攻撃・憎しみなどの感情が生じ、人間
関係が悪くなります。
(2)自主性の喪失、心の健康被害

無力になり、自主性や積極性の喪失があり、子
どもの自立を妨げます。フラッシュバック・不眠・回
避などのトラウマ症状が起こって、心の健康被害
が出ます。

慢性化してしまうと、自己否定感情が強くなり、
いわゆる自分を信じることができなくなるし、うつ病
を併発することも多い。
(3)暴力を教えてしまう

親の行動がモデルとなり、必要があれば暴力を
してもよいことを学ぶ。暴力への親和性は親子間
の世代間伝承だけではなく、教員などの指導者に
なっても体罰に頼る傾向にある。人権運動として
の取り組みに入れていかないと、なかなか解決し
がたく暴力の文化が定着する恐れがあります。
(4)他の指導方法を学べなくなる・さらに高圧的に
なる

本来はどうすれば子どもに教えられるかを考え
ていかなければならないが、体罰の効果は強烈で
あるために体罰に頼り、他の指導方法を考えなく
なってしまう。そしてより慢性的に高圧的になる傾
向がある。
(5)いじめの誘発

高圧的な先生をまねて、自分の弱さを防衛する
ためにそのクラスの中で友だちを支配して攻撃し
ていく傾向があります。

３、体罰の実態
(1)平成27年度全国小中高の実対把握（文部科学
省）

発生件数が８９０件で、被害児童が１，６９９人で
あるが、潜在している可能性もうかがえる。
(2)体罰肯定論

「親から子への体罰は必要」と考える人は５８％
というデータもある。

学生の調査からの体罰肯定結果が多く、体罰を
受けた学生にも肯定論が多い。
(3)父親による虐待件数の割合が増加傾向にある

父親の子育てへの参加が進んでいる結果とも思
われるが、父親にも体罰以外の子育ての仕方を
積極的に学習してもらう取り組みも必要と考える。
４、発達課題から見た子育てのあり方

体罰はしつけが必要な幼児期から生じているも
のと思われるが、「しつけはしてはいけないことを
教えるだけでなく，してよいことを根気強く教え、子
どもができるまで待つ姿勢が重要である」を確認し
ておく必要がある。

昔の人は「『つ』のつくうち（九つまで）にしつけよ」
と言ったが、思春期までに社会的に通用する体罰
以外の行動の仕方を根気強く教える必要がある。
言葉で指導するだけでなく、親がそのモデルを示
して一緒に望ましい行動を行ってほしい。「掃除を
しなさい」と言うだけでは、掃除をしないで「掃除を
しなさい」と指示する子どもになると思います。

発達課題の視点からもう一つ大事なことは、幼
児期の「しつけ」の課題の前に乳児期の「愛着形
成」という重要な課題があります。親子の信頼の
絆ができていない段階でしつけを行うことは、子ど
もにとって虐待されているような心情になります。
乳児期には子どもの本能的な要求に応じて基本
的な信頼関係を作ってからしつけを考えてほしい
と思います。

ごく普通の人間であって、父親であって、私も高校
の校長で辞めたんですけど。長い30数年の教職経
験の中で、教育的な倫理観が、どのように自分の
身についていったか。たたくというのは当たり前とい
うふうに育ってきて、学んでいって初めて、自分の
教育のやり方がだんだん変化してきたと思って聞い
ていただきたいと思います。

（編集部要約）
社会、地域、家庭、保
護者、学校、教員、管
理職など絡み合う現場、
環境の中での貴重な体
験を通して得たもの

子どもが変わったという経験をしたことが、その後
の私の教師活動を大きく変えたんです。

体罰をふるう必要は全くありません。
私は今、それを確信しています。それをどのように
伝えられたかというとが、今悔やまれるんですね。
その経験から、虐待防止協会で、「防止」ですから、
防止していくための取り組みをどうするかっていう
のが、これから一番大切にしていきたいです。
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（進行：柳川） 過去に自分は体罰を受けたという方
もたくさんおられる。その中で、自分が受けた体罰
を否定的に捉える方が意外にも少ないという事実
が、歴史的にも、今もまん延しています。だからこそ、
法律なんですよね。
その法律でどういうふうにしていくのか次に、法律
的な観点から

Ⅲ.司法の観点から・・・中川 利彦 氏
同会 副会長

Ⅰ 家庭におけるしつけと体罰

親が子を「しつける」ことができるのは
⇐ 親権「親権を行う者は、子の利益のために
子の監護及び教育をする権利を有し、義務を
負う」（民法820条）
「親権を行う者は、第820条の規定による監護
及び教育に必要な範囲内で その子を懲戒する
ことができる」（民法822条1項）

親権とは未成年の子の養育や財産の管理などを通

じて、その子の最善の利益を実現するために親に認

められた権利と義務・責任

子どもの最善の利益を実現するための法律の一つと

して 児童虐待防止法

・ 虐待か否かは、「親の気持ち・親が子に愛情を

もって接しているか否か」で判断するのではない

という、子どもの視点で判断する。

・「しつけ」「しつけのつもり」で行なわれる虐待は多い。
＝いくら親に愛情があり、しつけと思っていても、子ど
もにとって不適切であれば虐待。

子どもにとって有害か。
子どもにとって不適切なかかわりか。

虐待は、しつけであっても絶対に許されない

「児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、

傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を

行う者であることを理由として、その責めを免れるこ

とはない。」 （児童虐待防止法14条2項）

Ⅱ 学校における体罰

学校教育法11条「校長及び教員は、教育上必要
があると認めるときは、文部科学大臣の定める
ところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加え
ることができる。ただし、体罰を加えることは
できない。」

体罰にあたらない懲戒例

㋐放課後等に教室に残留させる（ただし、用便のた

めにも室外に出ることを許さない、食事時間を過ぎて

も長く留め置く等、肉体的苦痛を与えるものは体罰に

該当）。

㋑授業中、教室内に起立させる。

㋒学習課題や清掃活動を課す。

㋓学校当番を多く割り当てる。

㋔立ち歩きの多い児童・生徒を叱って席につかせる。
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どこまでがしつけで、どこまでが虐待なのか。その
判断が難しいって教科書に書いてあるんですね。こ
れ、実際によく聞かれます。「しつけだったらいいん
やろうと」。虐待する親が児童相談所の職員に言う
常套句ですよね。叩いて、「これ、うちのしつけや」、
「わしもそうしつけられた」。「だから、私も、子どもを
そう育ててるんや。何が悪いねん」、「児童相談所
の職員に言われたくないわ」。「これがうちのやりか
たや」、みたいなことを言うわけですね。「しつけだっ
たらいいんやろう」とこう言うんですけども、このよう
な考え方は、やはり間違いですね。

どこまでがしつけで、どこまでが虐待か、という考え
方をする必要はない。どう考えたらよいのかという
と、シンプルです。子どもの立場に立って、その行
為が虐待にあたらないか、と考えればよい。
しつけかどうかという問題じゃないわけです。虐待
だったら、しつけであろうか何だろうか、それはアウ
トなんだというふうに、虐待とは何かというふうな面
から見ていく必要があるだろうと思います。



懲戒 ＝ 制裁（ペナルティー）

（学校の内部規律を維持し教育目的

達成のため認められる制裁）

教育 ＝ 児童生徒に対する助言、指導により
児童生徒の自由意思に訴えることで、その成長
発達を促すもの。

ペナルティーを与えて教員の指導や校則に従わ
せることが適切か？

Ⅳ.子育てのあり方・・・家本 めぐみ 氏
同会 副会長

子育てをするって
いうことって、もちろ
んやりがいがあり、
楽しめるはずという
ふうに思って子ども
を産んで、育てようと
いうふうにきっと皆さ
んは思われていると
思いますし、思って
こられたと思います。

ところが、同時にやっぱり骨が折れたり、イライラ
させられたり、くたびれるものであるし、疲れます。
私も2人の子育てをしているときに、もうほんまに
日々、疲れてました。

何でこんなに疲れてるんやろうとか、そんなに特別
悪いことをする子でもないんですけれど、それでも
何か1日が疲れてる。もう夕方になったら、ぐったり
してて。夫が何か言ってるけれど、聞いてるような
聞いてないような、ほとんど聞いてないっていうよ
うな状況の日々でしたね。

（進行：柳川） 子どもの権利条約の中で、もう一
つ考えられているのは、子どもの心に大きな傷を
起こすのは、有形だけじゃないんですね。辱める
ような行為ということで、Humiliateという言葉が外
国の文献の中に必ず出てくるんです。

やはり、子どもを辱めるような言葉あるいは罪とい
うことは、体罰と同じように扱っていく必要がある。
つまり、体罰を含めて、子どもに対して心身の傷
を来すもの、あるいはその可能性のあるものを
ひっくるめて、どうしていったらいいのか。
そういうことをしなくても子どもさんたちが、どうい
うふうに変わっていくのかというところを家本さん
からお話しいただければ

基礎がないって不安！
みんなは上手くやってるのに

言うこと聞かない
けんかばかり

悪いことばかりする・・・
何回言ってもきかない

私がわるいの・・・
すぐにカンシャクをおこす

しつけが、なっていない？

「しつけがなってない」っていうふうに、きっとお母さ
んたちはいっぱい言われていると思うんですよね。
でも、しつけって、何なのかというところですね。

まず、自分がすごく元気なときは、「しつけがなって
ない、ちゃんとさせろ」って言われたときに、「ちゃん
としてない私が悪いんかな」とか、「しつけ、ちゃんと
できてないかな」なんていうふうに思うんです。
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教育というものは、本来、児童・生徒に対する助
言・指導によって、児童・生徒の自由意思に訴え
ることで、その成長発達を促すものです。

子ども自身の発達する力をどうやって伸ばして
いくのか。子ども自身が自分で発達する力を持っ
ているということを信じて、それをどうやって伸ば
していくのかそれが教育だという、そういう視点で
教育を考えると、果たして、ペナルティーを与えて
指導する、ペナルティーで学校の規則に従わせる
ということがいいのかどうかということを考えるべ
きだろうと思います。

学校における体罰や家庭における体罰が結果
として、子どもたちの心をゆがめて、少年非行に
つながる。非行少年のかなりの部分は、児童虐待
が背景にあるわけです。ということを考えると、や
はり学校においても家庭においても、体罰という
のは明確に禁止していくということが必要かと思
います。



Triple P で親が身につける技術

そういうふうに言われてもパーンとはね返していけ
るんですが、すごく自分がストレスかかっていると、
しつけがなってないから私が悪いなっていうふうに
なる。あと、しつけがなってないのは、この子が言う
ことをきかないからだというふうになってくる。そうす
ると、イライラの先は子どもに向かっていくわけです
ね。この子がこういうことをするから、私はイライラ
するんだとか、言うことをきいてくれないからこうな
るんだ、なんていうふうに思うわけです。

毎日毎日、あれしたらあかん、これしたらあかん、
そんなん言うたらあかん、そんなことやったらあ
かんっていうふうに言われてても、なかなか私た
ち親はうまく子どもと向き合えないわけですね。ど
なりたくないし、たたきたくもない。じゃあ、どうした
らいいかということで、今、和歌山で皆さんと取り
組んでいるのが、トリプルPという方法です。

トリプルPは、ポジティブペアレンティングプログ
ラムって、三つのPがあって、トリプルPというふう
に呼んでいます。

子どもの問題行動に対応する７の技術
１）わかりやすい基本ルールを作る
２）会話による指導
３）計画的な無視
４）はっきり穏やかな指示
５）問題に応じた結果で対処する
６）クワイエット タイム
７）タイムアウト

スキル、技術を使うことで変わってきます

しつけとは、「してはいけないこと」を教えるので
はなくて、「してもいいこと」を教えること。これ、本
当に簡単なことですが、「走ったらあかん」というの
を日々、皆さんが言われているのであれば、「歩い
てね」っていうふうに伝えればいいということですね。
してほしいことを伝えればいい。したらあかんことで
はなくてね。「たたいたらあかん」ではなくて、「優し
くしてね」というふうに伝えていきましょう。

しつけが、してはいけないことを教えるのであれ
ば 体罰の主人公は大人であるっていうふうに思っ
ています。大人ですから、大人がストレスを抱えた
り、イライラしたりとか感情的問題を抱えたときに、
暴力というものが起こります。本来、しつけの主人
公はというと、子どもなんですね。なので、その子
の発達に応じたマナー、ルール、モラルを教えてい
くことが、しつけということです。なので、ここにどこ
からがとか、どこまでがというものではなくて、線を
引きましょうということをいつもお伝えしています。
というとは、ここに暴力は不要であるというふうに考
えてます。

子育てっていうのは、本当に大変な仕事ですので、
1人だけではできません。子育てについて、話を聞
いてくれる人がいるとか、こういう人、たくさん皆さ
んの他の親御さんの周りにいるっていうことが、
とっても大事かなというふうに思います。やっぱり
助けてくれる人がいるっていうことは、いつもいつも
頼るわけではないけれど、この人がいてるわと思う
だけで少し安心したりとか、ホッとしたりできること
があるんじゃないかっていうふうに考えます。

子どもの発達を促す１０の技術

子どもとの建設的な関係を作る
１）子どもとの良質な時間を作る ２）子どもと話す
３）愛情を表現する

好ましい行動を育てる
４）子どもを褒める ５）注目している気持ちを伝える
６）夢中になれる活動を与える

新しい技術や行動を教える
７）良い手本を示す ８）時をとらえて教える
９）アスク・セイ・ドゥ １０）行動チャート

怒鳴らなくていいんだ 良いところがいっぱい
見つかった！！

何にイライラ
してたんだろう 悪いことばかり

みてたな～
話せばわかるんだ！

子どもの問題じゃなく
私の問題

また いいかげんにして もう(# ﾟДﾟ)
喧嘩してる！ すてるよ！

毎日、怒鳴って叩いて怒ってる？

怒鳴りたくないし、叩いてはいけないことも
わかっているのに
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５年間で２．４倍 田辺市の児童虐待相談件数

和歌山県田辺市の２０１５年度の児童虐待の相談
は60件で、過去最多だった。５年間で２・４倍増えて
いる。市は「虐待への認識が共有され、事案が顕在
化した結果だが、虐待被害はまだまだ見えていな
い部分があると考えられる。件数の増加は看過で
きない問題」と話している。
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(進行：柳川) 紀伊民報の記事(2016.7.7付)を見
せていただきました。

このような状況で、今後どういうふうにわれわれ
がこの地域だけでなく、和歌山県全体を含めて、
対応していったらいいのか考える意味で、シンポ
ジウムを企画しました。シンポジウムがきっかけで、
身近な問題である体罰を取り上げて、皆さんと一
緒に考えていきたいというのが、今の思いです。

世界的な変化ということを確認すると、例えば、
法律という観点でいうと、家庭とか養護施設、デイ
ケア、学校、司法施設等において、暴力・虐待は
禁止されていることが、多いのですが、現状は多く
の国で体罰を禁止事項として取り上げられてない
です。一番残っている場所が、家庭です。家庭で
は、まだまだ体罰が残っています。世界的に見る
と、全ての体罰を禁止している国っていうのが、ス
ウェーデンなどの北欧、あるいはいくつかのヨー
ロッパの国にすぎません。まだまだ日本は、特定
の場面、教育の現場とか、養護施設等という特定
の場面だけで禁止している現状で、すべての体罰
という意味では、今後取り組むべき課題です。

スウェーデンにおいては、体罰に対する肯定的
な態度。体罰を使用するというのが、1960年から
70年代は90パーセント近く。まさに今の日本の状
態だったのです。

それが、1979年に法律が制定されてから20年
たった時点で、10パーセント前後ぐらいまで下
がってきているということが既に確認されていま
す。私たちの将来はこういうところを目指していく
ことが大事なのかなと思います。フィンランド、ドイ
ツ、ニュージーランド等も、法律制定後、スウェー
デンと同じ歩みを示しています。

でも私たちは、法律だけ作ったら終わりでは決
してありません。スウェーデンでは例えばタバコ
のパッケージや、牛乳のパッケージなどいろんな
所に、「すべての体罰禁止」のメッセージを載せな
がら苦労した結果、20年かかって変わってきたと
報告されています、われわれは良い見本を学び
ながら、もっともっと将来像を考えていく必要があ
ると感じています。

最後に、シンポジストの方々から、きょうの他の
人の話を聞いてどう感じたのかという形でお言葉
をいただきます。

【桑原】 体罰というのは外からその子を律するも
のです。本当は本人自身が、内的な律する行動を
していくということにもっともっと力を入れていかな
いとなくならないという感じがします。

【山本】 アプローチのしかたはいろいろあると思う
んですけど、具体的にやらんと、先には進まない。
そのために、どうか、会員を1人でも2人でも、そし
て協賛企業を増やしてください。私個人の願いで
すが、専門のカウンセラー等を1人置けるというこ
とを考えて、勧誘活動をしています。

【中川】 別に日本に限らず、やっぱり暴力的な行
動が容認される風潮っていうのがあるのですけれ
ども。やはり私たちは敏感になって、「家庭内のこ
とだから」とか閉鎖的な空間での力関係を背景に
した暴力、暴言を絶対に許さないという敏感な気
持ちを持つことが大事だと思っています。

【家本】 考えさせられることは山ほどあるんです
けれど、よい手本を見せていくことが、よい連鎖を
生んでいくと思います。この和歌山全体が、いい
地域になっていったらいいなと、いつもいつも思っ
ています。

(進行：柳川) 子どもの虐待防止協会の活動を、こ
の地域でもご理解いただこうという趣旨で開催さ
せて頂きました。今後とも、末永く皆さんに応援い
ただきますようお願い申し上げます。ありがとうご
ざいました。

http://www.agara.co.jp/news/daily/?i=317302&p=img
http://www.agara.co.jp/news/daily/?i=317302&p=img
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先程発表された「和歌山県子供の貧困対策推進
計画」において、平成２７年度は、要保護・準要保
護児童生徒数１０，７８５人、就学援助率１４．９
４%になっており、県内の要保護・準要保護児童
生徒数が平成２４年度をピークに減少しているの
にもかかわらず、就学援助を受けている児童生徒
の割合は増加しています。
一方、虐待等の理由で社会的養護を受けている
子どもたちの数も、県内全体で４００人余と一向に
減る気配が感じられず、子どもの貧困対策ととも
に地域で子育て家庭を支える仕組みの再構築が
必要となってきています。

このような時、和歌山県が紀南地域に里親支援
機関を設置することになり、平成２９年２月１日か
ら和歌山県福祉事業団が里親支援センター「ほっ
と」の運営に乗り出しました。

もともと、紀南地域には里親家庭が少なく、里親
会活動も少人数で、細々と実施している状態でし
たが、今後は、紀南児童相談所が中心となり、里
親支援センター「ほっと」の里親相談支援員と児童
養護施設「ひまわり寮」に配置される里親支援専
門相談員が協力して、紀南地域の里親支援体制
が確かなものになるよう願っています。

紀南地域には、
養育里親が、１８家庭
施設職員OBによるファミリーホームが、１つあり
現在は、２３名の子どもたちが委託されています。
その内、１３名は、紀南地域出身で、残りの１０
名は他の地域出身です。

紀南地域は、過疎と少子化で社会的養護の必
要な子どもは多くはないですが、他の地域で支
え切れない多くの子どもたちを受け入れていた
だいています。

虐待を受けた子どもたちの心の傷を癒すため
には長い年月が必要です。紀南の豊かな自然と
人々の温もりが、子どもたちを癒し新たな旅立ち
に導いていただいています。

子供たちが、新たな旅立ちに向って、少しずつ、
少しずつ、着実に歩を進めていくためには、里親
家庭を取り巻く周りの理解が欠かせません。今
後とも、みなさまのご理解とご支援をお願い致し
ます。

和歌山県里親会フォーラムin紀南
和歌山乳児院（里親支援センターなでしこ）施設長 森下 宣明

当日は、新たな里親支援事業の構築に取り組
んでいる、特定非営利活動法人キーアセットの渡
邊守代表に「子ども中心とした里親支援事業」～
養育里親とのチームワーク～という演題でご講演
いただきました。午後からは、当会の桑原義登会
長にコーディネーターをしていただき、３人の現役
里母から、「親子の道のり」というテーマで発表し
ていただきました。参加者の感想は概ね好評でし
たが、参加者数が４０名と少なく、少しもったいな
い思いがしました。

さて、今回のフォーラムは和歌山県里親会と里
親支援センター「なでしこ」の共催で、紀南地域に、
もっと里親制度を広めようという趣旨で企画され
たものです。
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最初に、厚生労働省行政説明にて、平成28年6

月3日に公布された「児童福祉法等の一部を改正
する法律」について説明がおこなわれた。この改
正により、全ての児童が健全に育成されるよう、
児童虐待について、発生予防から自立支援まで
一連の対策の更なる強化等を図るため、児童福
祉法の理念の明確化、市町村の支援体制の整
備充実、親子関係の再構築支援、住宅支援の強
化、児童相談所の機能強化、自立支援の促進等、
今後の児童虐待への方向性の一端が示された。

改正法について、各現場の現状や課題、今後
の方向性などの内容のシンポジュウムや分科会
が多く展開されていた。私は、市町村現場の現状
や、課題についての分科会等に主に参加した。

法改正における、市町村の現場の視点から報
告発表が多く行われていた。

現在、要保護児童対策地域協議会(以下、要対
協)は、全国99.4％で設置されており、虐待通告
の対応と要保護児童の進行管理に追われている。
要対協のあり方相談や体制、支援内容など市町
村より、異なっているようである。

例えば、こどもの虹情報研修センターでの研究
報告の中でも、2014年度要対協の持ち方につい
て
20万人以下の市町村6か所に対してヒアリングし
た報告があったが、その中で、実務者会議につい
ても、3回のところから28回と大きなばらつきが
あった。

法改正により、市町村よる支援が明記されたこと
で、在宅支援を中心に身近な市町村が継続的な
支援を行い、どこの市町村においても充実した支
援が行われることを期待されることが話された。

市町村が設置する要対協の調整機関について、
専門職を配置することも明記されたが、現在では
自治体により配置のばらつきがあり、このことは
今後のネットワーク力の促進と進行管理の効果
的な機能につながることを期待されている。

要対協における実務者会議について、市町村
によってさまざまな実施の仕方や工夫がなされて
いるようである。

熊取町は、「虐待・養護」「障害」「不登校・非行」
の3部会に分けて実施されている。

泉南市は、「こども虐待防止部会」「子育て支援
部会」「発達支援部会」「教育支援部会」の4部会
に分けて実施されている。

日野市は、中学校区別に分けて行っている「地
域別部会」を実施されている

糸島市では、実務者会議としてこどもの年齢、
課題別そして中学校区毎に開催しているとのこと
であった。「すこやか部会」、「乳幼児部会」、「学
校部会」、「問題行動部会」「発達支援部会」、「立
ち直り部会」などに分かれ、年回41回開催してい
るとの報告があった。この実務者会議は「みんな
で応援団方式」を掲げ、多くの応援者という考え
のもと、関係機関の密なネットワークをもとに相
談援助をしているとのことであった。

枚方市では、毎月実施している実務者会議以
外の年3回の援助方針見直し会議により、全数
の進行管理を実施されている。その他に、拡大
実務者会議や学校等への出前研修などの実施
などのネットワーク強化を図ってきたとのことで
あった。

今後の要対協の実務者会議は、小エリア化の
必要を求められることも話されていた。それによ
り、支援機関の顔の見える会議となり、ネット
ワークの強化につながり、情報の共有化、役割
分担等の明確化にもつながり、個別で幅広い支
援がなされることになると思われる。その他、市
町村と児童相談所との協働についての議論もな
されていた。

市町村現場の現状や、課題に
ついての分科会等に参加して

中川 智子

日本こども虐待防止学会

第22回学術集会おおさか大会参加報告
平成28年11月25日、26日と開催された「日本こ

どもの虐待防止学会第22回学術集会おおさか大
会」について、3名の方から報告をいただきました。
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下山田は、「障害児入所施設における被虐待児童
の実態について」との演題で、障害児入所施設（旧
体系の知的障害児施設および肢体不自由児施設）
における被虐待児の実態調査の結果について報告
しました。

また、障害児虐待に関して現在行われている調
査・研究として、一つは厚生労働科学研究 「障害児
入所支援の質の向上を検証するための研究」におい
て、全国の障害児入所施設を対象に被虐待・被虐待
疑い児童の実態調査が行われていること、もう一つ
は日本子ども虐待防止学会に「障害児虐待予防
ワーキンググループ」が設置され、妊娠期からのライ
フステージに合わせた支援内容の検討、障害の特
性を理解した対応マニュアルの作成などを行ってい
ることを報告しました。

長瀬先生は、「障害児入所施設および児童養護施
設における障害児虐待対応と予防的取り組み」との
演題で、親支援プログラムとしての「ペアレントトレー
ニング」について、自分の実践を報告し、本プログラ
ムが発達に好ましい環境を提供し、親子の関係改善、
虐待予防に効果をあげていることを述べ、さらに、障
害児入所施設や児童養護施設のスタッフへ本プログ
ラムを導入することで、子どもの行動・情緒の改善と
施設内虐待予防に有効であることを報告されました。

北川先生は、「障害児通所施設における障害児虐
待対応と予防的取り組み」との演題で、障害児やそ
の家族の多様化したニーズを支援する機能を持って
いる児童発達支援センターにおいて、家族支援・子
育て支援を通して虐待リスクの高い障害児への支援
を行っている活動の内容について報告されました。
また、当日は、虐待をした当事者が参加され、ご自
身の体験を述べられました。

光真坊先生は、「地域における障害児虐待対応と
予防的取り組み －児童相談所および児童発達支
援センターの経験を踏まえて－」との演題で、前職
（児童相談所）で経験した障害児を含む虐待事例へ
の対応と現職（子ども発達支援センター）での障害児
支援の経験などを踏まえ、福祉・母子保健・教育・医
療等の地域連携のあり方を通して、障害児虐待予防
と対応について述べられました。

150名定員の会場には、入りきれないほどの参加
者があり、障害児虐待の問題について関心が高く
なっていることを強く感じました。今後、厚生労働科
学研究における障害児虐待の実態調査や障害児虐
待予防ワーキンググループでの検討などが報告され、
障害児虐待予防としての障害児支援が構築されるこ
とを期待しています。

「障害児（および障害の疑いのある児）

虐待の予防と対応を考える」に
ついての報告

愛徳医療福祉センター 小児科

下山田 洋三

心身障害児総合医療療育センター小児科米山明
先生が企画者となり、心身障害児総合医療療育セ
ンター小児科長瀬美香先生、むぎのこ児童発達支
援センター北川聡子先生、江東区子ども発達支援
センター光真坊浩先生、下山田が発表を行いまし
た。

初めに、米山先生から、本シンポジウムでは障害
児入所施設・障害児通所施設の最近の実態と実践
および地域連携の現状と課題を報告し、今後の障
害児虐待予防と対応のあり方について検討してい
きたい、との説明がありました。

通告時の振り分けの仕方について、図式を用い
たモデル案の説明もなされていた。通告から第１
次振り分けにより虐待ケースとして受理か不受理
かの判断。１時間以内の緊急対応を伴うケース以
外は、第２次振り分けを行う。第２次振り分けによ
り、主担当の決定、アセスメントの実施等に進んで
いく。児童相談所と市町村とが振り分け基準に使
う共同アセスメントシートを用い、照合、蓄積可能
なデーターベースの整理等の検討の必要性につ
いて話された。また、児童相談所と市町村の同行
家庭訪問を実施しているとの報告もあり、周囲か
らのやり方等の質問も出ていた。

和歌山市においては、児童相談所との同行訪問
についてはすでに実施しており、訪問時の役割分
担等の必要性があると思われる。

市町村は、実際に生活実態に即した身近な直接
的な支援を行うことのできる機関であり、地域支
援ネットワークのコーディネーターとしての役割も
担うと思われる。地域支援の強化を図り、児童虐
待の防止、早期発見、重症化の防止、世代間連
鎖を断ち切る働きとなればよいと思われる。
現在の制度や動向と同時に、具体的な事例等の
分科会等にも参加することができ、とても学びの
多い、有意義な学会であったと思う。



シンポジウムでは、
①わが国の妊娠期
の夫婦への支援の
施 策 に 関 す る 現
状、②乳幼児期の
子どもを持つ養育
者の現状が明らか
にされましたが、地
域対応例として子
ども病院で「育児支
援外来」を開設し、
産後の子育ての困
難性につながる可
能性がある妊婦に
対して妊娠期から
「顔の見える関係
性」を作り継続する
ことの重要性が示
されました。
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今回私は、大会1日目の午後に1時間30分の応
募シンポジウムを企画しました。

トリプルP(前向き子育てプログラム)が、子ども虐
待の防止にどのように係っているかを紹介させて
いただきました。シンポジウムを通して、「子育て
支援」が虐待予防につながることを伝えるために
企画したものです。

企画のポイントは、タイトルにあるように、「地域」、
「子育て支援プログラム」、「すべての子どもが健
やかに育つ」の3点です。これは、平成27年4月か
ら始まった『健やか親子21(第2次)』にある3つの
基盤課題、2つの重点課題を大きく意識したもの
です。
わが国の子育て支援施策は、子どもが生まれた
後の母親、家族への支援を中心に展開されてき
ました。しかし、子どもとの関係はすでに妊娠した
ときから始まっています。親となる資質や準備性
を意図的に発達させなければ、良い親子関係が
形成できない可能性が容易に想像されます。

「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」を企画・発表して

和歌山県立医科大学保健看護学部

柳川 敏彦

次いで市町村で多くの方に子育てのヒント（前
向き子育てパワー、子どもの自信を育てる、が
んばれる子どもを育てる）を提供するセミナー形
式のトリプルP・レベル２の実践を報告しました。
③地域保健・精神保健の現場では、「どうしても
子どもが愛せない」「イライラして子どもにあたっ
てしまう」という母親は、深い心理的問題という
より、スキルがなく困って感情をぶつけるだけに
なっている人も少なくないという経験から、地域
の「見守りと言う名のネグレクト」にならないよ
う、グループトリプルP(レベル4)を1対1の個人
レベルで提供し、その効果が示されました。
④精神障害をもつ人が育児をする場合、その
育児への支援基盤は十分でないため、精神科
医療機関におけるトリプルPを始めとした子育
て支援の実践と課題が報告されました。

4人のシンポジストからの報告は、子ども虐待
予防の観点で、様々な場面の地域における活
動、母親のメンタルヘルス支援などの実践活動
を通して、妊娠期からの切れ目のない子育て支
援のあり方を示したものです。ペアレンティング
トレーニングにより、はじめて親になる夫婦が良
い夫婦関係を維持し、親になって生じる課題に
対処できる知識や技術を学び、すべての子ども
が健やかに育つ社会をキーワードに、今後もす
べての親を対象とした切れ目ない予防的支援
を目指したいと考えています。
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29/6/18 総会・公開講演会29/4/23 和歌山城砂の丸
スチューデントジャズフェスタ2017

公開講演会では、ドキュメンタリー映画『さとにき
たらええやん』の上映と、重江良樹監督をお招き
して作品に込めた想いをお話ししていただきます。

次項では、本映画について、NL35号で紹介した
内容を再掲しました。

４月～１１月の行事予定をピックアップ

新設校の「伏虎義務教育学校」はじめ、楠見・
紀之川・下津第二・海南・海南東中学校の吹奏楽
部、日高・粉河高校が、素敵なステージをくり広
げます。

約5年前から、10代の子どもたちへのオレンジ
リボンの周知活動を行ってきました。学校やクラ
ブ、家庭で当日の映像を見た人からも、オレンジ
リボン運動に関してお声掛けいただくこともありま
した。本当に地道な活動ですが、直接、子どもた
ちとふれあうなかで、頭の片隅にでも残り、必要
なことが起こった時に思い出し、SOSを受け止め
てくれる大人たちがいることを。ひとりで悩まなく
ていいことを。

●日時：平成29年6月18日（日）

運営委員会 午後1時00分
総 会 午後1時30分～
公開講演会 午後2時30分～

●場所：県立医科大学保健看護学部

音楽は人に与えら
れた宝物です。音楽
で和歌山を元気にし
たいと願って開催さ
れる「わかやまマジ
カルミュージックツ
アー」の会場、和歌
山城の『砂の丸』特
設ステージで、中高
生 の ビ ッ グ バ ン ド
フェスティバル！を
開催。
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公開講演会 映画「さとにきたらええやん」

（解説） 「日雇い労働者の街」と呼ばれてきた大
阪市西成区釜ヶ崎で、38年間にわたって、子ども
たちの憩いの場として活動を続ける「こどもの里」
に密着したドキュメンタリーです。

０歳から２０歳くらいまでの子どもたちを、障がい
の有無や国籍の区別なく、無料で受け入れている
「こどもの里」は、学校帰りに児童館として遊びに
来る子どもや、さまざまな事情から親元を離れて、
一時的に宿泊する子ども、さらには、その親たちも
休息できる「貴重な地域の集いの場」として活動を
している。さまざまな困難にぶつかりながらも、た
くましく育つ子どもたち、支える職員たち、街に暮
らす人々の奮闘を描いていく。

（監督は重江良樹氏）

映画「さとにきたらええやん」公式サイトより
（コメント）NPO法人児童虐待防止協会理事長

津崎 哲郎氏
「日本社会の縮図、大阪市西成区のあいりん地

区で暮らす人々の子どもに居場所を提供し、生活
を共にしながら、日々子どもとその親を支える実
践活動が、38年間にわたって続けられている。こ
の記録はまさにその日常の風景を何ら加工するこ
となく切り取ったものである。猥雑な環境や様々な
困難を抱えた家族の中にあって、たくましく暮らし
成長する子どもたちと支える人たちの実像に触れ、
人と人のつながりの大切さに気付いてもらえれば
幸いである」

みんな様々なことを抱えながら生きているけど
互いが互いを想う気持ちの強さに圧倒される

中学生の男の子は兄弟が多く、よくケンカもす
るのですが、彼が時折話してくれる家族への思い
や、不登校気味な学校での話しに魅力を感じ彼
に焦点を当てました。彼がその時々に見せてくれ
た不満げな顔や真剣な眼差しは、言葉以上に
様々な事を語ってくれていて映画の中でも観る人
を魅了してくれると思います。

お母さんが宿泊依頼をする保育園児の男の子
はお母さんが育児に悩みがあり、時に手をあげ
てしまい、そして自身もしんどさを抱えながら生き
ているという事は里に居ながら感じていました。
撮影を始めてしばらくし、お母さんと話をしてみる
とすごく我が子への愛情が伝わってきて、そのし
んどさと愛情はきっと映画を観る人に伝わる事が
あると言い、その場で撮影のお願いをしました。

里に住んでいる高校生の女の子は、近くに住む
お母さんとは暮らせていませんがお母さんの事
が大好きで、その母親への思いは撮影当初、疑
問でもあり魅力的でもありました。そしてお母さん
と話をしてみると、やはり自身も色んな事を抱え
ながら不器用に生きていて、すごく子どもの事を
想っているのが伝わってきました。里ではケース
にもよりますが、いつ母親が会いに来てもいい、
親子関係を断ち切らないのです。適度な距離感
で関係性を維持していく事によって、子どもは見
捨てられ感を抱かずに生きていけるし、母親も過
度な負担を背負わずに済む。これは新しい、社会
全体で共有すべき家族の形だと思いました。

「子どもが親を大切と思っているからそれは宝
だ」と荘保さんは言います。僕も実際色んな子と
接してそれは強く感じました。子どもが親を想う気
持ちって本当に強い。その「誰かが誰かを想う
力」というのは登場する子ども達一人ひとりが提
示してくれていると思います。（重江監督談）

和歌山で初上映！ 監督もやってくる！ ある女性曰く『究極の居場所や』

♥日時：平成29年6月18日（日）14：30上映
♥場所：県立医科大学保健看護学部

入
場
無
料
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2017 秋！

今年の秋は、猫の「たまちゃん」で世界的に有
名になっています和歌山電鐵様とのコラボ企画
が進行中。ご期待ください。

また皆様のアイディアをお寄せください。

「たま電車」「いちご電車」「おもちゃ電車」

「うめぼし電車」そして

みんなで走らそう！

オレンジリボン電車

あなたは覚えていますか？

4年前の夏、和歌山で起こった悲しい出来事を！

二度と起こしてはならない、みんなで命を守ろ
う！そんな思いを込めて、貴志川線で、オレンジ
リボン電車を走らせたいという思いが形になろう
としています。

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も毎日更新中

（全国の情報も同時発信）

29/1/9 日進中学校PTA表敬訪問

( 1月)

9日：日進中学校PTA表敬訪問

( 2月)

13日：男性料理教室

( 3月)

5日：つなぶん

【子ども食堂関連】

（中之島子ども食堂） 1月25日、2月22日、3月22日

（鳴神子ども食堂） 2月8日

（河南サンサン） 3月21日

隊長のH29年 1～3月の活動いろいろ

PTA恒例の東の宮恵比寿
での飴売りに表敬訪問。

子どもが卒業して7年になり
ますが、交流を続けてくださ
り、スタッフテントでのまかな
い「おでん」が美味しいくて、
ストーブを囲み、学校や子ど
もたちの近況報告。



今回は、居場所としての子ども食堂について、
県下各地で取り組みがなされ始めていることから、
例えば、（仮称）和歌山子ども食堂ネツトワークの
創設などにより、県市町村の行政と民間、民間同
士の協働や情報交換により、より子どもたちのた
めに資するためにとコメントを送りました。

また、子ども食堂の広がりの中、当会としての関
わりの必要性や協力の仕方も見え始めていると
感じます。そういう意味でも、このネットワークが
一つのポイントにもなろうかと思いました。

和歌山県における27年度

＊要保護・準要保護児童生徒数・・・10785人
＊就学援助率・・・14.95％

児童養護施設等・里親在籍者数
合計445人 （H27.3月初日在籍数）

児童養護施設・・・313人
乳児院・・・33人
情緒障害児短期治療施設・・・28人
児童自立支援施設・・・10人
児童自立援助ホーム・・・4人
里親・・・47人
ファミリーホーム・・・10人

個人の活動を通して感じたことを「和歌山県子
供の貧困対策推進計画（案）平成２９～３３年度」に関
するコメントとして送ってみました。

この県（案）の中で掲載された
第１章：計画の基本姿勢、第２章：子供の貧困を
取り巻く和歌山県の現状と課題、第３章：子供の
貧困に関する施策の基本的方向と指標、第４章：
課題解決に向けた具体的施策、第５章：子供の貧
困の連鎖を断ち切るための独自施策との内容か
ら、県の状況を抜粋して紹介します。

和歌山県における27年度

＊ひとり親家庭世帯数・・・12037世帯
＊児童扶養手当受給者数・・・10636人

29/3/17 パブリックコメント

「つながる心 広がる笑顔」とのテーマで
和歌山市の県立体育館で開催され、やきそ
ば、おでんの販売ブースを出展。中高生の
ボランティアスタッフも大活躍。

昨年の10月から参加した男性料理教室では、
食生活改善推進員からの健康や食育について
受講後に、料理を作ります。

企業戦士を支えた奥さん孝行の為、奥さんが療
養中、独り身となったなどの理由で集った男たち
が協力して作ります。僕は子ども食堂に役立てば
と腕を振るうどころか、指切りそうになりました。

29/3/5 第40回障害児者家族の
つながりを広める文化祭

その後、新たに活動、
和歌山のバリアフリー
に関して、ハード面や
ソフト面における現状
と改善へ取り組みを
開始。子育て中の家
族にも。やさしい和歌
山になるように。

29/2/13 男性料理教室で、子ども食堂PR
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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＠中之島子ども食堂祝１ｔｈ：中之島子ども食堂

サニーサイド河南子ども食堂

3月21日第5回目となる子
ども食堂が、河南コミュニ
ティセンターで開催されま
した。市内各地から子ど
も大人20名がの参加とな
りました。この日も、子守
り部隊としてお手伝い。

宇都宮病院の「なるコ
ミ」で、2月8日に開催し
た時には、アルゼンチン
から来日中の青年もお
手伝いしてくれました。
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『ただいま』『おかえりー！』
この地域の新たな居場所として産声を上げた
中之島子ども食堂が、新家代表の情熱と、ボ
ランティアスタッフ、食材や会場の提供、集って
くださる皆様の愛と勇気、そして真心で、3月で、
1年を迎えました。ありがとうございます。

片付けを済ませ、ひと息つきながら懇談するスタッフ。
家主さんも加わり、交流を深める。子ども食堂の核を
なす大切なひとときです。

（2月には、うどん
屋さんから麺をい
ただきました）

（食後には、子どもたちにストレス解消へ
のアドバイスをしてくださる方を囲んで）

『オムライスとハン
バーグのデミグラス
ソースかけ』『具沢
山芋芋ポタージュ』

ただただ、ボランティアで動いて下さっている皆
さまに「感謝」の一言です。

「おかえりなさい」「ただいま」の挨拶にびっくりで
した。こどもたちもお手伝いしている姿は感動しま
した。大人の方が多いな～と思っていたら、中之
島子ども食堂はこどもに限らずすべての方を受け
入れているのですね。帰りに、「さびしいときはい
つでもここに食べに来てよ～」って言ってもらった
時、何か涙出そうになりました。

県会市会議員の視察

3月21-22日両日、議員さんたちが視察にこられ、
感想をお聞きした一部を紹介します。



会員紹介コーナー No8

児童虐待に関する相談対応件数は、依然として
増加傾向にあり、子供の生命が奪われるなど、
重大な事件が後を絶ちません。児童虐待は社会
全体で解決すべき重要な問題となっています。

私は、平成23年度からＮＰＯ法人和歌山子ども
の虐待防止協会の活動に参加させて頂き、協会
の活動を通して様々な学びを会員の皆様と共有
し、またご教授頂き勉強させて頂いています。市
政壇上におきましても、虐待防止の訴えをしてい
ます。以下一部抜粋いたします。

「平成16年から厚生労働省では、毎年11月を児
童虐待防止月間と定め、児童虐待問題に対する
社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報啓
発活動を実施しています。

私にも何かできないかと、街頭活動で虐待防止
の訴えや虐待防止協会の屋外イベントに参加し、
虐待防止の訴えをしています。和歌山市立高校
の校長先生、美術の先生と連携し、デザイン科の
生徒に笑顔の絵をかいてもらい、毎年欠かさず
11月には市役所に掲示して頂き虐待防止の啓発
活動を進めています。

全国初の取り組みとして、和歌山市在住の市民
の方の何かしたい、何か出来ないかという案でゆ
るキャラきいちゃんとオレンジリボンの合体したマ
スキングテープや名刺にも貼れるシールが作成
されています。行政も熱心に活動されている方々
と協働しながら啓発活動を行うことによって、防止
に繋がっていくことと思います。」

もはや児童虐待は親だけが解決すべき問題では
なく国や社会が積極的に取り組むべき問題です。

今後とも子供たちが安心して笑顔で過ごせるよ
うに、ＮＰＯ法人和歌山子どもの虐待防止協会と
連携し、虐待ゼロを目指して邁進してまいります。

『虐待ゼロを目指して』

丹羽直子
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【編集後記】

さまざまな活動を通して、年齢や性別、職種を問
わず、多様な人たちと連携しいくなかで、不安の渦
巻く無縁社会にあって「つながりの力」が希望の光
源であると確信を深めています。

しかし、その中で、子どもたちが信頼を寄せるで
あろうはずの、保護者会会長が幼い命を奪った
ニュースが飛び込んできた。子どもたちは、誰を信
頼したらいいのか？！日々、子どもたちのために
活動し信頼を積み上げてきた人たちの労苦を思う
と、怒りすら感じるのは僕一人でないのでは。世の
中のニュースを見ても、大人社会のゆがみが子供
社会に反映しているようにも思うこの頃。まず、大
人たちが変わるべきであるように感じています。

今回、紀南シンポで学び想起した自身のこれまで。
体罰、虐待とまでいかずとも、子どもとの関わり、家
族というコミュニティーの形成、社会の中での上下
関係など人との関わりにおいても、今にして思えば、
いや、今もかも知れないが、人間として、親として、
それぞれの立場で、力不足を、力(上下)関係で補
おうとする自分がいる。子どもは、教師や親の所有
物ではなく「人類共有の宝」であるという “尊敬の

心”で接することの大切さを改めて思い、もっと大人
の自分が努力し成長しなくてはと思っても、楽をし
たいのか？心や体までついていかない。その次に
は、あきらめや無関係になることで避けようとする
自分もいるようにも思う。でも、だからこそ、大人も
「ひとりじゃない」、「つながりの力」がある。協働す
ることで、踏み出せる一歩がある。

先日読んだ、全国の過疎地域の地域活性化に携
わるコミュニティデザイナー山﨑亮氏の記事の中で、
印象に残った言葉がありました。

＊それぞれの役割を担う人たちが、”一緒にやろう
ぜ”と「協働」していかねばならない時代になった。

＊”口角をあげる”と協働がうまくいく。

＊「笑顔」には、世代や分野を超えて、”この人と
やってみたい”と思わせる普遍的な力がある。

＊権威ある一人の能力よりも、多くの人びとの笑顔
のつながりが、未来を変えていく。という言葉です。

古来「鏡に向かって礼拝をする時、そこに映ってい
る自分の影もまた、自分を礼拝する」との言葉があ
ります。相手が先にではない、先ず自分から、笑顔
で接していこう！子どもたちの笑顔を引き出すため
に、先ず、私たち大人から、 ”口角をあげて”

さあ、あなたも、鏡の前に立って、笑顔を作ってみ
ませんか（＾０＾）(KK）
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年　　　　 　　月　　 　　　　日

職種

専門

部署

電話

〒 ＦＡＸ

Ｅ－ｍａｉｌ

〒 電話

Ｅ－ｍａｉｌ

1.勤務先

2.自宅

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

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

http://wspcan.jp

自宅住所

連絡先

会員種類　　　　　1.　正会員　　　　　2. 賛助会員(  　　　　　口）　　　　　3. 学生会員

名簿削除希望項目　　1. 氏名　　　　　2. 勤務先　　　　　3. 自宅（①住所　　②電話　　③FAX）　

ホームページへの掲載の有無　　　　1.　有　　　　　　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

入会申込書

事務局へ郵送またはFAX をお願いします。

『和歌山市六番丁43番地　ハピネス六番丁ビル5 階』　 『FAX： 073-446-6724』

氏名

勤務先
名称

住所



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 

社会福祉法人 和遊協社会福祉事業協会 

中田食品株式会社 

株式会社 蒲田嵩商店 

株式会社 紀伊民報 

株式会社 田辺スズキ販売 

株式会社 大黒 

株式会社 インテリックス 

カナセ工業株式会社 

株式会社 山長商店 

プラム食品株式会社 

菱岡工業株式会社 

セイカ 株式会社 

株式会社 かつら木材商店 

有限会社きのくに林産加工 

白光印刷株式会社 

有限会社木村建築設計事務所 

 

平成 29 年 3 月末日時点 

平成 29 年 4 月以降の賛助会員は随時ホームページに掲載させて頂きますのでご了承ください。 
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