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青少年の育成に関する有識者懇談会（第７回） 

 

１．日  時  平成１４年１０月３日（木）１５：０３～１７：２８ 

２．場  所  合同庁舎４号館 共用第４特別会議室 

３．出 席 者 

（委 員） 

     相原 佳子  弁護士 

     天野 秀昭  （福）世田谷ボランティア協会事業部次長 

     北村 節子  読売新聞社調査研究本部主任研究員 

     玄田 有史  東京大学社会科学研究所助教授 

     後藤 弘子  東京富士大学経営学部助教授 

     杉山 千佳  子育て環境研究所設立準備室代表 

     中村 雅子  武蔵工業大学環境情報学部助教授 

座長代理 樋口 美雄  慶応義塾大学商学部教授 

     広田 照幸  東京大学大学院教育学研究科助教授 

座  長 本田 和子  お茶の水女子大学学長 

     前田 明永  東京都葛飾区立常盤中学校長 

     松下 倶子  独立行政法人国立少年自然の家理事長 

（協力者） 

     津崎 哲郎  大阪市中央児童相談所長 

     渡辺 久子  慶應義塾大学医学部小児科専任講師 

     高橋 重宏  日本社会事業大学日本社会事業学校長 

４．議  題 

１ 開会 

２ 特定の問題状況等について（児童虐待等） 

（１）児童虐待の現状と課題 

＜発表者＞ 大阪市中央児童相談所所長 津崎哲郎 

（２）若者の性行動と社会病理：診療現場の実態から 

＜発表者＞ 慶應義塾大学医学部小児科専任講師 渡辺久子 

（３）子どもの権利と権利擁護サービス 
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＜発表者＞ 日本社会事業大学日本社会事業学校校長 高橋重宏 

  ３ その他 

  ４ 閉会 

５．配布資料 

  資料１ 津崎哲郎協力者説明資料 

  資料２ 渡辺久子協力者説明資料 

  資料３ 高橋重宏協力者説明資料 

  参考資料 

  参考１ 杉山委員提出資料 

  参考２ 平成 13 年度児童相談所における児童虐待相談処理件数等 

  参考３ 児童虐待および対策の実態把握に関する研究報告書 

（平成 13 年度厚生科学研究費補助金（子ども家庭総合研究事業）） 

  参考４ 青少年の性行動 わが国の中学生・高校生・大学生に関する第５回調査報告 

（抜粋）（財団法人日本性教育協会） 

  参考５ 人工妊娠中絶、性感染症に関する資料（厚生労働省資料から） 

  参考６ 青少年の育成に関連する世論調査（抜粋） 

  参考７ 少子化対策プラスワン －少子化対策の一層の充実に関する提案－ 

      （平成 14 年９月 20 日厚生労働省） 

  参考８ 「子どもを育てたい、育てて良かったと思える社会をつくる」 

      ～いのちを愛おしむ社会へ～（少子化社会を考える懇談会中間とりまとめ） 

 

  参考９ 青少年の育成に関する有識者懇談会（第６回）議事概要 
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                             午後 ３時０３分開会 

○本田座長 それでは、まだお顔の見えない方もおいででございますけれども、定刻です

から始めさせていただきます。 

 今日の議題に入りますが、その前に配布資料の確認をいたしますので、今井補佐の方か

らお願い申し上げます。 

○今井参事官補佐 それでは、配布資料の確認をさせていただきます。 

 まず、一番上に「議事次第」がございまして、２枚目に「配布資料一覧」がございます

けれども、その後に、津崎協力者からいただいております資料が３種類ございまして、こ

れは、資料１－１、１－２、１－３となっております。渡辺協力者からいただいておりま

す資料が資料２というものでございます。高橋協力者からいただいております資料が、３

－１と書いてあるもの、３－２という表になっているもの、３－３という１枚紙のもの、

３－４という新聞記事のもの、それから、３－５というものが「子どもの権利ノート」と

いうもので、横に置いてあるものでございますが、こちらは部数に限りがございまして、

委員にのみ配布させていただいております。また、番号がございませんけれども、本日お

持ちいただいた資料としまして、「日本子どもの虐待防止研究会第８回学術集会東京大

会」に関する資料をいただいております。 

 その次に、参考資料が何種類かございます。まず、参考１として、杉山委員からご提出

いただいた資料がございます。参考２としまして、「児童相談所における児童虐待相談処

理件数等」というものがございます。参考３－１、３－２、３－３というものがございま

して、参考の３－１というのは「児童虐待の実態調査報告」に関するもの２枚の概要版で、

３－２と３－３が冊子になっているものでございます。それから、性問題関係の資料が２

種類ございまして、参考４というものが財団法人日本性教育協会からご協力をいただいて

配らせていただいている調査報告の抜粋でございます。参考５は厚生労働省の資料で、

「人工妊娠中絶、性感染症に関する資料」でございます。参考６というものが最近出まし

た「国民生活に関する世論調査」と「男女共同参画社会に関する世論調査」から抜粋した

ものでございます。参考７－１、７－２が、厚生労働省が出した「少子化対策プラスワ

ン」に関するものでございます。参考８となっておりますのが厚生労働省の方でやってお

られます「少子化社会を考える懇談会」の中間とりまとめでございます。参考９としまし

て、前回の有識者懇談会の議事概要がございます。それから、番号は入っておりませんけ

れども、一番最後に、第８回以降の懇談会の日程についてでございます。 
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 今回も資料が多いものでございますから、委員の方々には、お席に置いておいていただ

ければ、後日送付させていただきます。 

 以上でございます。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 なるべく資料に則して、抽象的、観念的にならないように語っていこうという、そのよ

うなお話し合いを前回させていただきましたので、今日もたくさんの資料が出ております

し、杉山委員からは本日のテーマに関した資料などもお持ち寄りいただきました。後ほど

これらの資料につきましてまた討議をさせていただきたいと思いますが、最初に、いつも

のように、ゲストとしてお招きしました方のレポートをお願い申し上げます。 

 本日は、「児童虐待」、「性問題」などの特定問題、それから、この間皆さんがぜひ検

討したいとおっしゃった「児童の権利」を取り上げて、３種類の問題提起をしていただく

ことになっております。児童虐待に関しましては大阪市中央児童相談所の津崎哲郎所長、

次の性問題に関しましては慶応大学医学部小児科の渡辺久子先生、児童の権利に関しまし

ては日本社会事業学校高橋重宏校長、この３名の方々にご協力をお願い申し上げてござい

ます。 

 それでは、津崎先生から、「児童虐待の現状と課題」ということで、ご発表をお願い申

し上げます。 

○津崎協力者 ただいまご紹介をいただきました大阪市中央児童相談所の津崎と言います。

よろしくお願いいたします。 

 今日は、こういう場で発題の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。20

分間報告の時間をいただいておりますので、なるべくコンパクトに児童虐待の現状と課題

あるいは若干の方向性等も踏まえて報告をさせていただきたいと思います。 

 まず、参考資料２の厚生労働省が発行しております数字を多少ご覧いただきたいと思い

ます。最近、厚生労働省が平成 13 年度の全国の虐待の数字を発表したものをそこに資料と

して提示させていただいております。 

 それを見ていただきますと分かりますが、虐待の統計データを取り始めたのが平成２年

度からです。全国の児童相談所が厚生労働省に報告をしました当初の平成２年度は 1,101

件、それが毎年確実に増加し、平成 13 年度で２万 3,274 件、そういう数字になっていま

す。これはあくまでも全国の児童相談所が対応した件数に限られているということです。

したがって、児童相談所以外、例えば医療機関であるとか、福祉機関であるとか、学校で



 5

あるとか、その他の機関だけで対応した件数はここには載っていないということです。だ

から、それらの数も含めますとさらに多くの虐待件数が発生しているということになろう

かと思います。さらには、家庭内の出来事ですから、顕在化していない、まだ関係機関そ

のものが把握していない件数も暗数として存在しているというふうに見ていかなければい

けないというふうに考えています。 

 このような虐待の件数の急激な伸びですけれども、これがなぜ起こっているのか、なぜ

虐待件数が増えているのかということがよく問題になっています。大きくは２つの要素が

あろうかと思います。 

 １つは、関心が高まって発見率が高まってきたということです。以前はこの虐待という

問題に対して社会的関心がさほどなくて、潜在化したままになっていたということが考え

られるわけです。特に子どもの問題は、多くの場合は保護者が代弁者になってその子ども

の問題が認知されるという構図があります。例えば、障害児の問題、あるいは難病の問題、

あるいは保育の問題等も含めて、全て保護者がその問題を提起して、そして社会的にその

問題が認知されるということがありますが、こういう児童虐待の問題は保護者がその問題

を提起しない、したがって、その問題は社会的に認知されないという経過でずっと来てい

たということがあろうかと思います。ここ 10 年ほど、子どもに関わる関係者、例えば児童

相談所の職員、あるいは小児科の医師、あるいは保健師、あるいは施設の職員等々から、

この問題がかなり深刻な問題として現場の中にあるという声を上げ始めて、今初めて社会

的問題として認識がなされるようになってきているという経過があろうかと思います。そ

ういう意味で、当事者あるいは当事者周辺からは、なかなか社会的な問題としての提言が

しにくい、そういう問題であったということがあります。 

 それともう１つの大きな増加の要因ですが、発見率だけが高まって増加してきたのかと

いうと、そうではなくて、やはり都市化現象の中で虐待の件数そのものが増えてきている

ということもあろうかと思います。特に虐待の行われた家族を見てみますと、都市部で非

常に多く発生をしています。それも孤立した家族、地域とのつながりがない、あるいは親

族とのつながりが乏しい、そういう孤立した家族での発生率が高くなっています。さらに

は、未成熟な親、子どもの養育の仕方がよく分からない、子どもに対してどう対応してい

いか分からない、そういう未熟な親の増加、あるいは、統計データを見ますと、母親と子

どもだけの家庭、あるいは父親と子どもだけの家庭、あるいは複雑なステップファミリー、

内縁の夫、内縁の妻、継親子関係といった家庭での虐待も目につく状況があります。その
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ような孤立した家庭、あるいは未熟な親、複雑な家族構成、そういう現象が広がってきて

いますから、その辺との絡みの中で実質的に増えてきているという状況があろうかと思い

ます。 

 そして、この虐待への対応ですが、社会的問題になる以前は、実際上の対応としてはほ

とんど児童相談所の相談活動だけでの対応になっていたという経緯があります。児童相談

所の現場ではかなり以前からこういうケースに対処していたわけですが、基本的には、養

育困難な家庭の問題、つまり養護相談という形でこういう相談に対応してきたという経緯

があります。児童相談所の援助のスタンスは、基本的にはケースワークというのが原則と

されていまして、保護者の問題に対して相談活動を行い、保護者とよい関係の中でその問

題に対して共同歩調で対応していく、だから、保護者が何らかの養育困難を訴えて、そし

て相談所が関わり、必要性に応じてその子どもを保護する、そういう形での援助を今まで

続けていたわけです。 

 ただし、虐待で問題になりますのは、調査をしましても、７割強ぐらいの保護者には虐

待の自覚がありません、自分が虐待をしているという自覚を持っていないわけです。相当

ひどい体罰が行われている場合でも、これはしつけのための体罰であるから自分は虐待を

しているわけではないという言い方をしますし、虐待の１つのタイプでありますネグレク

トという養育の怠慢あるいは放任というケースがありますが、このケースの場合などは、

保護者の子どもを交えた生活の感覚あるいは生活のスタイル、生活の仕方そのものがむし

ろ問題になるわけですから、虐待というような意識は全くと言っていいほどないというこ

とになります。したがって、従来の援助スタンス、相手から相談を受けて援助を展開して

いく、そういう受け身のスタンスではなかなか虐待の問題に対応していくことは難しいと

いう状況があります。 

 したがって、従来の児童相談所の援助スタンスでは、この虐待の問題に対応していく時

には限界があってなかなかうまくいかない、相談所につながっても、相談所・親子との関

係の中で話し合いで子どもを保護しようとしますけれども、さっきも言いましたように自

覚がない、場合によってはニーズがないという状況の中で十分関われなかった、そして、

保護がうまくいかずに下手をするとその子どもが親によって殺されてしまう、そういう事

態が多々発生していたということです。 

 そういう状況の中で、実は大阪の方では、弁護士と児童相談所の職員がタイアップをし

た援助の仕方、保護者のニーズに基づくものではなくて、必要に応じて、場合によると職
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権で保護をし、そして親権の制限という形で裁判所に上げていって、場合によっては保護

者の意向とは反対の、対立した援助を敢えて展開する、そういう取組をしてきたわけです。

そういう１つの取組の中で、実は全国的に虐待の問題に対して対応に困っていたわけです

けれども、厚生労働省が平成９年に今までの児童相談所の援助のスタンス、ケースワーク

主義、いわゆる受け身のといいますか、ある意味では保護者と協調した援助ばかりではこ

の虐待の対応はうまくいかないということで厚生労働省の通知が出まして、もっと毅然と

した対応、必要であれば職権主義的な対応で対処すべきだという通知が出て、それで方向

の転換をしてきたという経緯があります。平成 12 年に「児童虐待防止法」が改めて制定さ

れましたけれども、この防止法も実はその通知の内容をより法文として整理をした、職権

主義的な援助のシステムを法律の枠組みとしてつくったという形をとっているところです。

そういう流れがあって今に至っているということです。 

 ただ、今回は虐待という問題で割と介入的な手法あるいは職権的な手法がとられたわけ

ですが、これは虐待だけではなくて、ＤＶ問題も似たような状況にあります。従来は家庭

内の問題に対しては民事不介入ということで、社会が積極的にその問題には関わらない、

むしろ当事者がその問題に対して対応していくべきだというスタンスで来たわけですが、

家族では対応できないという状況の中で法制化をされ、社会としてその問題に対応してい

かないといけないとなったわけです。したがって、要は、現在の状況が、以前のように家

庭の問題に対して民事不介入、家庭の問題は家庭に解決を任せる、そういうスタンスはも

う通用しなくなった、家庭の問題に対して社会がそのプライバシーを尊重しつつも必要性

に応じて積極的に介入していって援助を展開する、そういうスタンスをとらないとこの問

題は解決がつかない、むしろ弱者が一方的に被害を受けてしまう、そういう事態が普遍的

に出てきているということの１つの象徴的な社会問題とも言えるのではないかと思ってい

るところです。 

 それで、平成 12 年に「児童虐待防止法」ができまして、初めて法律としてこういう問題

は虐待に当たりますよという法律上の定義ができました。その法律上の定義と、先ほども

申し上げましたように、虐待はニーズあるいは自覚がなくて自分からは来ないですから、

発見介入型の法的な枠組みになっています。したがって、子どもに関わる人、学校の先生

であるとか、医師であるとか、福祉関係の実務者であるとか、そういう人達に要は発見の

努力をしなさいという義務が「児童虐待防止法」の中で規定されたわけです。発見をしま

したら、「児童福祉法」に基づいて、その発見の事実を福祉事務所ないしは児童相談所に



 8

通告をするということになっています。福祉事務所の場合は権限であるとか援助の具体的

な中身が十分でないというような状況もありますので、ほとんどは児童相談所につながれ

るということになります。通告を受けました児童相談所は、速やかに安全確認をするよう

に法律の中で義務づけられています。そして、必要に応じて立入調査をする、相手が了解

をすれば任意の調査ということになるわけですけれども、応じない場合は行政権限でもっ

て立入調査を行う、そして必要に応じて保護をする、その保護も、場合によっては保護者

の了解が得られない時には職権で保護をする、そういう強い態度でその援助を展開すると

いう枠組みになっています。そして、保護者には行政的な指導に付す、指導に付せられた

保護者はそれに従わなければならない、従わない時には知事が勧告を出すという一連の援

助の形がとられているわけです。 

 ただ、この法律ができまして以降、現場の方でいろいろな動きや変化が出てきています。

その辺のところを若干ご説明申し上げたいと思います。 

 まずは、通告が奨励されている中で、件数がどんどんと増えてきています。そして、今

は単に業務時間、朝９時から大体は５時半ぐらいまでの業務の時間帯に設定されていると

ころが多いわけですが、その業務時間帯だけの対応では賄い切れないといいますか、業務

外の時間帯でも通告に対して対応する体制をとるべきだ、という社会的ニーズが高まって

きています。当然、虐待ですから、いつの時間帯に発生するか分からない、夜間であって

も休みの日であっても発生します。そういうことに対する社会としての対応のシステムを

つくるべきであるという声が高まってきておりまして、全国の児童相談所ではまだ十分な

体制がとれていないところが多いですが、徐々に 24 時間の通報の受理体制を敷いていくと

ころが出てきています。 

 ただし、24 時間の緊急通報の受理体制を敷きますとどういう相談が入るかというと、夜

間の 12 時、１時に、今、泣き声が響いている、親の怒鳴り声が響いている、今すぐ来てほ

しい、そういう緊急通報が入るわけです。ところが、全国に児童相談所は 180 カ所、県レ

ベルで数カ所という体制でしかない、そういう通報が入ったところで現場にすぐに行ける

ような体制にはなっていないわけです。したがって、非常に数の少ない児童相談所、ある

いはまた援助体制、そしてまた機関としての体制が十分でない福祉事務所が通告先と法律

に規定されただけではこの問題には対応できない、そういう事態が今緊急に出てきている

ということです。そういうことも含めると、より緊急に、そしてまた 24 時間対応できる体

制ということになると、やはり 24 時間体制を敷いている警察がこの問題に対して積極的に
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対応するという社会の取組が要るだろうと考えているところです。したがって、通報先に

は警察官を本来加えるべきであろうと私達は思っています。ちなみに、ＤＶ法では、通報

先に警察官が法文上明記されています。 

 それから、通報を受けましたら、私達は調査に入ります。虐待の事実関係が本当にある

のかないのかという調査に入りますが、この調査には２通りの調査がありまして、職権で

入る立入調査、それから、任意の調査があります。ほとんどは任意の調査で、その周辺部

から虐待を受けている子どもあるいは家族の実態についての調査に入っていくわけです。

例えば、その子が学校に行っているということであれば学校に対して事情を聞く、保育所

に行っているということであれば保育所に事情を聞く、時にはその家族と直接面談をして

実情を聞くということになりますが、この調査で１つ困ったことが出てきています。 

 １つは、職権の立入調査に対して親が拒否をして、鍵をかけて戸を開かないという事態

があります。これに対しては、解錠をして強制的に入るという枠組みは残念ながらできて

いません。したがって、職権で入るといいましても、実際上は相手がそれに応じないと実

効性が持てないという難点があります。さらには、任意の調査の場合ですが、これも最近

は個人情報保護の流れが強くなってきていまして、私達が例えば保健所に情報提供を求め

る、医療機関に情報提供を求める、そういう時に個人情報保護の観点から情報が提供でき

ないというふうになってきています。虐待の通報は守秘義務よりも上位という形で法文上

は整理されたわけですが、調査の段階に至って、法律の扱いの上下関係が整理されていな

いということがありまして、速やかに虐待の状況の調査がしにくいという実態が出てきて

います。そういう意味でも、こういう緊急性のある虐待に対する社会の取組のシステム、

特に法律的に相対立するような事態が生じた時にどちらが優先されるべきかというような

ことの整理も必要だろうと考えているところです。 

 それから、現在はどんどんと件数が増えていますから、児童相談所で保護される子ども、

そして、家庭で養育できずに施設に入所する子ども、その数がどんどんと増えてきていま

す。現在、全国的に児童相談所の一時保護所は満杯になっています、また、施設も満杯に

なってきているという状況の中で、保護したくても保護する先がない、そういう現状が出

てきています。それから、一時保護所は、単に虐待の子どもだけではなくて、家庭で養育

できないいろいろな子どもがたくさん入りますし、非行の子どもなんかも入るわけで、混

合処遇になるわけです。そうすると、家庭で虐待されて保護される子どもが今度は保護所

の中で非行の子どもにいじめられるというようなことが出てくるわけです。そういう意味
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で、本当に安全で安心できる保護の場を一定の地域に複数配置する、そういうニーズも高

まってきているところです。 

 それから、さらには、保護者の指導に関して、先ほども申し上げましたように、「児童

虐待防止法」では、児童相談所が指導の措置をとれば、保護者はそれに従わなければなら

ない、従わない時は知事が従うように勧告をするというふうになっています。だけど、指

導に従わない保護者に知事の勧告書を出して保護者がそれに従うかとなると、極めて難し

いわけです。勧告書を出して従う親であればもっと早い段階で従っているわけです、そう

いうことに対して従わない親だから困っているわけで、こういう行政だけでの自己完結的

な援助のシステムということに対して現場は非常に不備を感じています。アメリカ等では、

行政だけで援助をするのではなくて、すぐに司法につながる。裁判所が親権を制限して、

保護者に対する治療命令、あるいはカウンセリングの受講命令等、裁判所の権限でもって

保護者に指導の枠組みをつくって、そしてその援助に対する実効性を保つ、それに従わな

ければ場合によっては親権の喪失になってしまうという、そういう罰則と裏腹の状況の中

で縛りをかけるという制度ですが、残念ながら日本はそういう制度がなく、なかなかニー

ズのない保護者に対する援助の枠組みがうまくいっていないという制度上の課題もありま

す。 

 そういうことで、今、現場で一番痛切に感じていますのは、ニーズ、自覚のない保護者

に対して実効性のある改善の援助、それをどういう枠組みでもって実現させるかというこ

とが非常に大きな実務上の課題になっています。これに関しては、何らかの形で裁判所が

関与する制度ができない限り難しいだろうという現場からの実感を持っているところです。 

 それから、家庭の中で養育できない子どもというのは最終的には家庭から分離されまし

て、赤ちゃんであれば乳児院、２歳を超えていれば児童養護施設という施設に入ります。

この施設は集団の養護ということで、非常に職員体制が不十分な実態になっています。物

理的にも今は非常に入りにくい状態ですが、入った後も今は被虐待児の割合が相当高くな

ってきておりまして、被虐待児というのはそれぞれ対人的にいろいろな問題を呈しますか

ら処遇が非常に難しいわけです。お互いが足の引っ張り合いをしたり、いろいろな問題行

動を起こします。そういう子どもの心のケア、トラウマのケアというのが社会的に非常に

大きな課題になっているわけですが、集団の中でうまくそれに対応できない、職員がその

問題に振り回されて心のケアまではいかない、そういう体制の中で子ども達の健全な発達

あるいは健全な成長が今の社会福祉のシステムの中ではうまく機能していないということ
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が出てきています。特に今の施設の最低基準ですと、夜間は１人の職員が起居を共にすれ

ばいいという法律上の文言になっております。だから、50 人、 100 人の施設に法律だけで

いくと１人起居を共にする夜間職員がいればいいということで、これは実態に極めてそぐ

わない状況ということになります。要は、夜間になればなるほど子ども達は不安定な心情

になって、いろいろな問題行動を起こします。到底１人や２人の職員がいてもその対応が

とれるわけではないですから、そういう非常に実態と遊離した職員配置しかできていない

という状況の中でいろいろ矛盾があるということです。 

 それから、親権に関しても、法律ができます時には親権の一時停止制度が非常に重要だ

ということがあったのですが、残念ながら今の日本の制度では一時停止制度がまだ制度化

されていません。しかし、一時停止制度をつくらないと、親権の回復といいますか、保護

者の機能を回復させるための枠組みがつくりにくいということで、問題のある保護者の行

動を改善する枠組みを効果的につくるためには親権の一時停止制度、そして、親権が一時

停止した時には公的後見、今の日本の民法では親権者がいない時には一民間人の立場でな

いと後見人になれないのですけれども、そういう難しいケースの場合には後見人の成り手

がないというような問題もありまして、公的後見制度ということも非常に重要なテーマと

して出てきています。 

 そういうことで、いろいろ制度上の課題が多いわけですが、ただ、現状で言いますと、

８割のケースは在宅での援助になります。在宅での援助ということになってきますと、い

ろいろその家庭の抱えている問題、経済的な問題、医療的な問題、保健上の問題、教育的

な問題、そういうところに対するいろいろな機関、それぞれの問題に対応できる機関が、

チームを組んでその家族に対して援助していくという体制がなければうまくいかないわけ

です。虐待のケースは、例えば半年、１年援助したから標準的な家庭になるという生易し

い問題ではなくて、その問題はもっと長期に持続します。乳児期には乳児期の問題があり

ますし、幼児期には幼児期の問題がある、学齢期には学齢期の問題が出てきます。そうい

う子ども、家族をもっと長期的に支える地域の体制がないとやはりなかなかこういう問題

の解消はできないということになりますので、その辺の人的パワーあるいは援助の資源を

地域の中でどういうふうにつくり上げていくのか、そして、社会全体としてこういう機能

不全の家族に対しての支援施策を展開するのかということが大きく求められておりまして、

そのことが不十分のままでいきますと世代を超えた虐待の連鎖、そういう状況で育った子

どもが大人になった時に今度は虐待の加害者になっていくという実態も見受けられますの
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で、子ども時代に本当に安心できる安全な環境を与えることができる社会のシステムづく

りということが求められているということでございます。 

 ちょっと時間がオーバーしてしまいましたが、とりあえずのご報告に替えたいと思いま

す。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 児童虐待問題は非常に様々なアプローチが可能であろうかと思いますが、今回は「児童

虐待防止法」の制定に伴って発生いたしました制度的なところからのご発言、これは非常

に問題をクリアにするのに格好な手がかりになろうかと思いますので、このご発言を踏ま

えて後ほどご討議をいただきたいと思いますが、ただいまのご発表の直後に確認しておき

たいというところがございましたら、いつものようにどうぞご質問をお願い申し上げます。 

 天野委員、どうぞ。 

○天野委員 子どもの遊び場をずっとやっているのですが、僕らのところでも、過去に９

件、11 人の子どもの保護というのをやってきているんですね。その時に、やはり発覚する

のは夜中が多いんです、夜中というか、８時以降、９時以降。つまり、子どもが遊び場か

ら家に帰らないという状況で、そこのところからいろいろ子どもに話を聞いていく時に発

覚していくというのがほとんどの例なんですね。だから、時間外というところがまず１つ

必ず引っかかってくるのです。 

 そうすると、今、警察というお話があったと思うのですが、まず警察に通報して、警察

の方から児童相談所の方に身柄付通告をしてもらうという手続きを踏んでもらうのが一番

だということで、過去にもずっと言われてきていたのですが、24 時間体制を敷いている警

察との連携という話が今ちらっと出ていたのですけれども、警察というのは子どもを補導

する機関でもあるんですね。この辺のところが非常に微妙で、つまり、僕らが分かるのは、

子どもの言い分がかなり信じられるぞというようなところから保護する方がいいのではな

いかと、少なくとも今晩は帰さないということをやらないとちょっと難しいのではないか

ということで、警察に通告をしても、警察の方が親と直接に連絡をとると帰してしまうと

いうことがあるんですね。当然だけれども、親の方は虐待なんかしていませんという話に

なるので。それで苦い経験を二度ぐらいした以降は、二度と警察には通報しないという策

をとっているわけです。 

 この辺のところは警察と児童相談所との間で、どのような形で、虐待があった時の保護

の認識というんですか、警察の方の認識ということを今求めているのでしょうか。ちょっ
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とその辺のことをお聞きしたいのですが。 

○津崎協力者 警察庁の方も、こういう虐待問題に対して警察そのものが重要な役割を担

っているという認識はかなり最近は高まってきているんですね、そして、自分達はどうい

うふうに対応しなければならないかということは以前に比べて意識としては高まってきて

いる。特に大阪なんかでは、大阪府警本部は本署の方に「チャイルド・レスキューチー

ム」という 14 人体制の特別班をつくって、24 時間の通報に対して対応できる体制をいち

早く敷いています。そして、そういう通報等があったら安全確認をし、必要に応じて児童

相談所へ通告をするというふうになってきています。これは県レベルで取組にまだ温度差

があろうかと思いますが、今は地域のネットワーク関係も非常に重要視される中で警察と

の連携ということも徐々に出てきていますので、要は連携体制をとりつつ、そういう問題

に対する対応の仕方を警察サイドでも十分踏まえて理解をしていただいて、単に保護者の

言い分だけを聞いて帰してしまうのではなくて、必要な状況があれば児童相談所に通告を

するという形を今後より徹底していくという、そういうシステムづくりがこれからは必要

になるだろうと思います。 

 ご指摘のように、警察というのは今までは本当に直前まで民事不介入で来たんですね。

家庭内の問題には介入しない、そういう問題に関しては警察は介入しないんだというスタ

ンスで来ましたので、まだその名残りが十分払拭し切れていないところもあろうかと思い

ますが、虐待の問題というのはそういう問題ではない、親がいろいろ言ってもそれは親の

監護の権限を超えた部分で、社会としてその子を保護していかなければいけない。それは

社会として取り組むべき課題なんだということを広げていく作業がこれからも要るんだろ

うというふうに思っているところです。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 杉山委員、どうぞ。 

○杉山委員 前回、委員もデータをというお話がありましたのでペーパーを出しました。

これは問題提起ということで、私の参考１の資料の方の児童虐待の２点についてちょっと

申し上げたいと思います。 

 現在、子育て支援活動を展開中のＮＰＯや市民団体の代表者等（行政関係者・マスコミ

も含む）70 人ぐらいでメーリングリストを運営しておりまして、その中で「児童虐待」・

「性問題」・「子どもの権利」ということでテーマを絞って募集して意見をいただきまし

た。虐待予防の観点ということで、２つ取り上げさせていただきます。 
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 ここに１つのケースということでご報告があります。これは読んでいただければ分かる

かと思うのですけれども、「小学校３年生の女の子が近くのマンションに住んでいるのだ

けれども、母子家庭でお母さんが夜働いているために朝まで無認可の保育園に預けられて、

１人でバスに乗っていく。ほとんどネグレクトの状態で、お金を渡されて、それで１人で

ふらふらしている。その子をどうにかできないものかと考えて役所に相談しましたが、そ

の子は虐待を受けた形跡もないし、学校からの要請もないので、深く立ち入れないとの回

答でした。私の周りにはそういったケースがありすぎて、学校、行政、地域の連携がとれ

ていないような気がします。学校でも学力などの遅れ等が目立つのだけれども、それに対

して特に手立てがないのが不思議だ。こういったケースを目の当たりにして、さあどうし

ましょうというところで、地域の人達はどこまで責任を負ってこういう人達を受け入れて

いいのか不安材料ばかりです。こうした小さな心の虐待が見過ごされている傾向があるよ

うな気がします。」というご報告。 

 それともう１点、次のページに、これは渡辺久子先生のご専門にも少し関わるかもしれ

ないのですけれども、「私の息子は乳幼児期に発達障害と健常児のボーダーにいたがため

に、周囲との軋轢や理解の困難さで随分と辛い思いをした。多動でしたし、目が合わない

し、言葉も相当遅かった。その中で地域の子育て支援を実践している保育士の方と二人三

脚で家庭でできるありとあらゆる訓練を自分でやって、幼稚園に入るとかなり立ち直った。

三、四年かかった。それまではサリバン先生か鬼ばばあと思えるぐらい厳しい家庭内の葛

藤があって、お気楽な育児を夢見てまたすぐに仕事に戻ろうと思っていた私を人間として

息子は一から叩き直してくれたわけです。」これがきっかけでこの人は育児支援の道に入

ったわけですが、子育てサロンを地域でやっているのですけれども、「この現場では発達

障害かもしれないというような傾向の強い子達がかなり見受けられます。このようなケー

スは親も子もどうしていいか分からない状態、もしくは放棄に近い子育てになっているこ

とが多いように感じられます。現場の支援の方々にも、このようなケースほど地域や周り

の理解、支援者の理解や適切な対応がとても必要なんだということを知ってもらいたい。

だけれども、もちろん専門家でもないということもあって、知識がないこと、それから、

どういうふうにサポートしていいのか分からないというような問題が生じているように見

受けられます。」やはりこういった問題も、さあどうするかということ、もちろん本当に

切実な場合は施設で対応ということになるのですが、それの予防策としての地域での対応

も必要になるのではないかという提案でした。 
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 以上です。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 ご質問というより、かなりご意見だったかと思いますが、これに対して津崎先生の方か

ら何かご発言はございますでしょうか。 

○津崎協力者 特に前半のネグレクトのケースに対する認識というのが、どこの国もそう

ですが、特に虐待問題に対して取組始めた時には、みんな身体的虐待をイメージするんで

すね。ネグレクトというのは虐待には当たらないというような認識になっています。取組

が進んでいくと、ネグレクトも虐待なんだという認識が深まっていきまして、そういうも

のに対しても社会として取り組んでいかなければいけない、そういうふうな方向にいきま

す。まだ日本の場合はどちらかというと身体的虐待のイメージばかりが強いわけですが、

徐々にネグレクトが増えてきていまして、取組が進んでくる中でこういうものが虐待なん

だということでカウントされるようになっていきます。そういう意味で、このネグレクト、

あるいは時に心理的虐待等も含めたちょっと見えにくい虐待に対する地域支援の在り方と

いうのが、今後は非常に重要なテーマになっていくだろうと思っています。 

○本田座長 どうもありがとうございました。 

 まだご質問はあろうかと思いますが、ちょっと時間が押しておりますので、次のご発表

に入りたいと思います。 

 次は、渡辺先生から、「若者の性行動と社会病理」、これは「診療現場の実態から」と

いうサブテーマがついておりますけれども、そういうテーマでご発表をお願い申し上げま

す。 

○渡辺協力者 慶応病院小児科の小児精神保健班の渡辺久子でございます。本日は「若者

の性行動と社会病理」というテーマで臨床現場の実態からお話をする機会を与えられまし

て感謝申し上げます。 

 私自身は戦後のベビーブームに生まれて、過去約 30 年間子どもの現場で、まず小児科医、

次に精神科医、次に神経内科医として老人リハビリテーション病院を経て、児童精神科医

になりました。特に現在は慶応病院という都会の大学病院で、一般小児科の中で小児精神

保健の入院治療と外来治療を行っております。いわゆる児童精神科専門機関の児童精神科

の診療ではないわけです。つまり、普通の小児科の中で若者達の性行動が大きな問題にな

っております。そういう１つの場で何が起きているかを少しご紹介することによって、日

本の子ども達が社会に出ていく苦悩をよりリアルに感じていただければと思います。こう
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いった会は、むしろ子ども自身が発言をしたり、子ども自身が１つのプランを提案するこ

とが大事だと思うのですけれども、私なりに子ども達から学んだことの一端を皆様にお伝

えしてお役に立てればと思います。 

 私どもの小児科に、去年、13 歳の女の子が妊娠で参りました。一般の不定愁訴、腹痛、

頭痛、睡眠障害、食欲不振の訴えで来た子どものおなかを触りましたら、妊娠中期以降で

した。この子は幼児期にお母さんと死別し、おばさんに育てられて、とてもいいおばさん

ですけれども、思春期にボーイフレンドができて、そのボーイフレンドとセックスをして

妊娠したということでした。結局は、相手のご両親がよく理解して下さり、この子は出産

して、籍も入れて、生まれた子はとりあえずはこの子が成人するまであちらのお宅のお子

さんとして育てていただくことになりました。 

 また、15 歳の女の子が入院いたしました。この子は援助交際による妊娠でしたが、産科

でお産をいたしました。少しおっとりとしたかわいらしい女の子で、学力は低く、少しの

んびりした家庭のお子さんでした。 

 それから、16 歳の女の子が、次から次へとボーイフレンドを変えて、クラミジアに感染

症して参りました。この時点で私が性感染症の原因はセックスしたボーイフレンドにある

と話しましたら、その女の子は、「いや、そのことを言ったら相手から、『お前が俺にう

つしたのを俺がお前にうつしたんだ』と言われた」と答えたんですね。つまり、高等教育

を受けている、レベルの高い女子高の女の子だったのですけれども、それぐらいの知識し

かないということですね。呆れてしまいまして性教育をしました。そして、クラミジア感

染症はエイズの感染につながりやすく非常に危険だという話もし、それと同時に、そうい

う発言をする男性のいい加減さを見抜けないあなたは非常に幼いと伝えました。そこから

お母さんがこれはきっと言葉ではいえないさみしさがこの子にはあるのだと気がつかれ、

仕事をしていた方ですけれども、全てを投げ打って、もう一度赤ちゃんのところから可愛

がり直す意気込みで 24 時間体制でこの子どもと向き合うようにいたしました。その後この

子は非常に健やかな子になっております。 

 小児科ではいろいろな問題が起きていて、10 代の女の子の不定愁訴を見たら妊娠を疑え

と気をつけております。妊娠反応を尿検査でチェックすることが小児科の常識になりまし

た。 

 つい数カ月前のある新聞の日曜欄に、小児科医が 12 歳の娘に向かって書いた「思春期の

ルール」というのを紹介したものがありました。ご覧になった方もいらっしゃると思いま
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すけれども、それには、ボーイフレンドができたら３カ月はエッチはしない、エッチをす

る前に母親とよく相談をするというふうに、１条、２条と書いてあるんですね。12 歳の女

の子に向けて書いていて、そして台所に張ってあると言います。非常に賢い父親だと思い

ます。小児科医であれば、子ども達の性行動の実態をつぶさに見ておりますから、まだ性

というものに対して親に隠したりしない段階からオープンに話し合おうという姿勢だと思

います。 

 性の問題がまさかこんなふうに大きくなるとは思いませんでした。性というものは、本

来、命を生み出す豊かなもののはずですね。人と人との触れ合い、その深まりから魂の出

会いが起きて、魂の出会いが肉体化して子どもを産み育てるということにつながる。そう

いう人類の非常に美しい詩的なストーリーを展開して私どもはこのような社会を築いてい

るわけですけれども、そういった、美しく、そして守られ、支えられ、祝福される性から

はみ出した性というものは、実は非常に悲惨な問題をもたらします。 

 フロイトは精神分析をつくり出した人ですけれども、人間の行動の中には無意識の記憶、

無意識の行動があり、その無意識の行動は乳児期の体験の積み重ねからできていて、そし

て乳幼児期には生きていくエネルギーが対極として２つに分かれると言っています。１つ

はエロスですね、愛され喜びを持って生きていくというエロス。もう１つは死、タナトス、

つまり、怒り、嫉み、破壊していくタナトスというエネルギーです。そして、人間の心の

病気はそのタナトスがたまってしまった時に、ちょうど地雷を心の中につくるように、そ

の人を苦しめ、その人の行動系を非常に効率の悪い苦しい原始的な暗いどろどろとしたエ

ネルギーの渦巻くものにしていく。そういったものが乳幼児期から展開しているから、そ

の人の乳児期からの歴史を見ていかなければいけないというふうに言っているわけです。 

 性行動の問題を考えた時に、その性行動自体は、例えば 13 歳ですごく寂しい、お母さん

がいない、そして、とてもいいボーイフレンドと出会って早く子どもができてしまったと

いうところまでは、その子自身の思春期の虚無感や不安感の克服のために役立っていると

思うんですね。ただ、13 歳という年齢は原始社会でしたら十分に子育てができる年代です

けれども、現代社会では 13 歳の子どもは 23 歳の子どもと違い 10 年間親になるのが早いわ

けですね。母親になるのが早いときの分、複雑な高度経済成長の社会に出ていくためのス

キルを身に着ける 10 年間を失ってしまうわけです。そのために 10 代の妊娠はできるだけ

防ぎたい。10 代は生理的には子どもを産むには向いているわけです。特に日本人は欧米の

女の子達よりも丸々１年早く初経が来ます。日本の女の子達は、民族的に、遺伝学的に、
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１年間性の早熟という集団の特徴がありますので、日本の子ども達はそういう意味では肉

体的な性に目覚めるのが早い。それを考えますと、恐らくこれからの時代は、寂しい子ど

もが増えていますし、10 代の愛情と責任のある健全な妊娠も増えていくと思います。しか

し高度に分化した社会では、子ども達が親として赤ちゃんの要求に縛られて、赤ちゃんの

要求に応えなければいけない時に、自らの思春期以降の社会人としてのスキルを獲得する

ための自由時間、自由空間や自由な機会を失うことになりますから、できるだけ止めたい

と思っているわけです。 

 抽象的な言い方になりますけれど、自己破壊は心の病気につながります。不登校、家庭

内暴力、非行、薬物中毒などの行動障害の中に性的な逸脱行動も含まれます。シンナー中

毒でラリって裸踊りをしている間は、その女の子は自分が何をしているか分かりません、

気がついてみたら妊娠していたということになるわけです。横浜のような港の都市では 20

年前ぐらいから現実にそのような行動が増えていることを、私は横浜の臨床現場で見てい

ました。現在は東京におりますけれども、既に性行動の逸脱はずっと前から増えていまし

た。そして、それが普通の家庭の普通の子ども達の中でひそかに広がっている事実に親が

気付こうとしない、親が気付けないぐらい子どもが巧妙に隠しているという、そういう現

実を私達大人がもう少し共有する必要があります。 

 例えば、ある女の子が内科に来ました、その子はまだ 13 ですから小児科でもよかったの

ですけれども、内科の看護婦はその子を診察室に招き入れた途端に、「先生、この子は妊

娠だ、末期だ」と言いました。腹痛が陣痛だったのです。お産をしました。そして生まれ

た赤ちゃんは奇形でした。ガルゴイリズムという糖原病という先天性疾患で奇形でした。

そして、お母さんは「うちの娘が妊娠なの」と気も動転し、すぐに赤ちゃんは相談所の提

案によって乳児院に預けられました。乳児院の先生も発達がおかしいので、小児科に連れ

て来て、私どもが入院させてみたら、遺伝性疾患ということが分かりました。そして、こ

の女の子に父親は誰なのということをいろいろと聞いたのですけれども、言おうとしませ

ん。いろいろ上手に小児科医がその子と仲良くしながら聞いてみたら、なんと弟なんです

ね。弟と同じ部屋で寝ていて、小さい時から寂しい時やお留守番をしている時に２人で性

器をいじり合っているうちに勃起して挿入して、そして赤ちゃんが生まれた。このことは

母親も知らないし、父親も知らないし、学校の先生も気付かなかったのです。普通の一見

問題ないはずの家でそういうことが起きている。しかも生まれた子どもは重い、短命の難

病で、二重苦、三重苦を背負っています。大人はこのことにびっくりするけれども、子ど
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も達からすれば、どうして大人は目の前の、孤独な私達の気持ちを分かろうとしないのか

という言い分があると思います。 

 性行動の要因には乳児期からの体験があると思います。乳児期には親密な、おっぱいを

吸ったり、抱っこしてもらったり、おんぶしてもらったりして安心して生きることが課題

です。そして、学童期には１つずつルールを覚え、社会的にやっていいことと悪いことを

学んでいくことが課題です。それから、思春期には自らの生まれたことを肯定し、自分と

いう存在とその生き方を捉え直していくことが課題です。乳児死亡率の高い戦後は命は貴

重でした。命は大事にされて、親だけではなくて、社会全体が存在をかけて次の世代の子

ども達を守ろうとしたのです。私はまさにベビーブームの世代で、近所のおじさんやおば

さんが本当に可愛がってくれたという実感があります。何ももののなかった当時に比べ遥

かに知識も文化も物質的なものも満たされているはずの時代に、これほど性的な逸脱行動

が出る背景にはそれなりの歴史があると思います。 

 １つは「性化（sexualization）」ということですね。これは英語で「エロタイゼーショ

ン（erotization）」という、『精神分析辞典』で「性愛化」と訳されるものとは違います。

性愛化は「愛」という字が入ります。これはフロイトのエロスのことですけれども、セク

シュアライゼーションとは愛のない性的な搾取ですね。愛のない性的な弄びを受けるとそ

の子は性を忌み嫌いながらも性的な刺激が焼きついているために気になり、頭で性を拒否

しながら、結局は性的な行動に走ってしまうことです。これは、その子の人格が分裂して

いく非常に残虐なことだと思います。 

 例えばある女の子は、父母が離婚していますが、小さい時から父親が自分に性的いたず

らをしていました。この子は父親と母親の間を行ったり来たりしながら今、思春期になり

食欲不振を示しています。思春期痩せ症になっています。自分は結婚はしない、自分はセ

ックスなんか大嫌いだと言いながら、その子の男性の医者に対する媚の態度は、まるでそ

れを職業としているかのようです。そこで女性の看護婦と私どもがその子をともかくケア

して、男性の医者ができるだけ距離を取るようにしました。ある日救急外来にその女の子

が来て、自分が一番気に入っている素敵な男性の先生を呼べと言うんですね。その男性の

先生が出てこないと、その子は目の前の男性の医者に向かって横柄な態度をとり怒らせ、

挑発しました。怒った男性はちょっとぶっきらぼうな言葉で普通のことをしゃべっただけ

ですけれども、翌日、「私を診察したあの担当の当直の先生はスケベだ、私を性的にいじ

った、虐待した」と言うんですね。この女の子のとった行動は「攻撃者への同一化」とい
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う心のメカニズムです。自分が自分の信頼している父親に弄ばれたという怒りを今度は男

性に対して発散しているわけですね。ですから、性化と攻撃者への同一化は表裏一体です。 

 それから、躁的防衛とはどういうことかというと、本当は物すごく心配しているわけで

すね、性的に弄られた女の子は自分は女として子どもが産めないのではないかと私に相談

してきたりします。そして、自分は性的に大丈夫だということを確認するかのように強が

って突っ走ります。今度は、どうせ男なんてこんなものよというような強がりになります。

躁的防衛と攻撃者への同一化というのは、ちょっと飛躍するかもしれませんけれども、日

本の戦後の生き延び方にも非常に通じるものがあります。日本は敗戦国になった時に、国

際社会から馬鹿にされないために高度経済成長を遂げました、「絶対に頑張るんだ」「負

けてはいられない、勝つまでは頑張るんだ」と、家族の大事な男性達が、夫達が、家に帰

らずに働いたわけです。業績さえ上げればいいと、躁的な防衛の中で敗戦の屈辱をはらそ

うと、ともかく頑張ったわけです。そして、くたびれ果てた男性達の性的な逸脱行為を妻

達も我慢してきたわけですね。 

 いろいろな問題が１つの行動には関与しているので、物事は多面的にみていかなければ

いけないのですけれども、子どもの「個人精神病理」も考えたいと思います。性的な逸脱

行為に走る子ども達のほとんどがうつ状態か深い疎外感があります。自分がだめだと思っ

た時に、やたらに性的な空想を描くことがあります。ある子が急激に性行動に走り始めた

時には、隠れたうつ状態か、精神病同然の状態に気をつけます。ぎらぎらしたエログロの

絵を描いて見せる子が、これは自死や発狂を防ごうとして防衛として行動していることが

あります。これに気付き、そこからどんどん投薬したり、安全な、安心な関係で支えてや

りして、落ち着くことがあります。特に集団の圧力から子どもを守り、温かい家庭でのん

びりと過ごせたり、病院に避難をさせてあげることが役に立つことがあります。 

 それから、子どもの性行動の背景には家族の危機があります。多くの場合は母親のうつ

状態です。つい最近に入院した子どもは、まだ中学生の女の子ですけれども、午前様で帰

ってこない。お母さんがキーキーワーワー子どもとけんかをする。子どもは家に帰っても

お母さんとけんかですね。それから、学校でも孤独、帰国子女ですけれども孤独なのです。

そして、結局は手首切りをしているうちに意識がなくなって意識障害で救急外来に入って

きて入院しました。個室でお母さんと一緒に面接をしましたらばけんかを始めたのですけ

れども、子どもがけんかを吹っかけていながらお母さんは能面なんですね。お母さんがう

つ状態なので精神科医に受診させて、聞きました。結婚当時から、夫はエリートで、次か
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ら次へと職場の女性の愛人がいる、しかも、夫自身の小さい時に母親が蒸発しているとい

った話が出てきまして、家族の問題として父親に会いまして、父親を父親として支えてい

くための治療をやりました。すぐにかなり良くなりました。つまり、危機は危機として受

け止めて対応することで良くなると思います。 

 次に、社会病理は、これは本当に皆で考えていかなければいけないと思うんですね。子

ども達の生活環境の一部である電車の中や街角やコンビニやそれからテレビで、どうして

あそこまで平気でエログロの映像を出すのかと、外国の私の友達の児童精神科医達が日本

に来て講演をする時に、本当に呆れ果てています、どうしてこれを許容するのかと。それ

から、幼児のポルノグラフィのビデオは日本から発信されています。これは本当に大変な

問題ですが、実態がつかめないんですね。かろうじて個人的に親達から、保育園に行って

いる子どもが急に行きたがらなくなって急にエッチな真似をするのでどうもこの保育園は

裸保育をしているが何か裏があるに違いない。そして園長と話した時に何か陰湿な感じが

するから子どもを退園させたという話を聞きます。これは私達大人の性意識に何か問題が

あると思います。 

 子どもを取り巻く社会病理をさらに申し上げますと、昔、命は尊くて、どんな命でも皆

で育もうといたしました。つまり、生まれるということは愛されるということであり、そ

して楽しく生きることであったのですけれども、今の構造化社会では見えるものが大事、

偏差値、学歴、世間体。残念ながら児童精神科の臨床を小児科のど真ん中でしております

とはっきり言えるのは、父親の学歴、母親の学歴、父親の知的レベルや母親の知的レベル

とその家庭の情緒生活のレベルとは全然一致いたしません。情緒生活は全く別です。その

子どもが幸せであり、母親が夫とともに幸せかどうかということは、個別に見ていかなけ

ればいけません。 

 今日来た女の子の母親は 10 歳の時に亡くなっています。父親がその女の子と２人の男の

子を男手一つで育てていますけれども、非常に厳しいです。厳しさがあっても子どもが逸

脱行動をするのではなくて、厳しさの奥にあるその父親の健やかなエロスが家庭をあたた

かくしている。この父親は毎月母親の命日にお花を持って墓参をしてその花をドライフラ

ワーにしているので、家中ドライフラワーだらけなんですね。このロマンティックなお父

さんに私が会いますと、「先生、誰かいい人を紹介してくださいよ、私はもう子離れをし

なければいけないのに、子ども達は大きいのに私にはパートナーがいないんですよ」とい

うふうにおっしゃるんですね。妻への思いというのがすごく豊かで、その豊かな妻への思
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いがあるから、ここの家には台風の時に子猫ちゃんが縁の下に潜り込んだら、父親は、絶

対に飼ってはいけない、絶対に命というのは粗末にできないんだと言ったのですけれども、

弟はひざに乗せる。そうしているうちにいつのまにか目じりが一番下がって、一番一生懸

命可愛がっているのがお父さんだった。良かったですね、お父さん、これでやっと子離れ

ができますねと話をし合ったのですけれども、この家庭は命の原理をすごく大事にしてい

ますね。 

 ビジネスの原理は、何か子どもの本音があってつらい時に、「そんなものはどうでもい

いでしょう、早くちゃんとやりなさい」とか、「見てくれさえよければいい」という流れ

になってしまうわけで、その後者は、私どもの、忙しい家庭の、平均的な家庭の１つの原

理になっていると思いますね。子はかすがい、子は母の母性と父の父性によって守られて

いた存在であったはずなのに、現代は、父親が唯一家に帰って本音を言えるのは母親です

ね。しかもその母親が唯一本音が言えるのは父親ですけれども、赤ちゃんが夜泣きの時に、

お父さんさえ帰ってくれればと思った時に「うるさい」と怒鳴られてしまったら、母親は

次の日からノイローゼになるか、父親を恨むかということになります。母には子どもがゼ

ロ歳児の時に夫に怒鳴られた記憶があるために、子どもが 13 歳になっても、夫に「お帰り

なさい」と言えないという母親がいました。我が子が２歳、３歳の時に私はうつ病だった

のに、帰ってきた夫に、「お願いだからお風呂に赤ちゃんを入れて」と言ったら、「おま

えの仕事だろう」と言ったと言うんですね。２歳の時の、11 年前のその一言があったから、

それ以来、「お帰りなさい」と夫には言わないと。今度は母が父に「おまえの仕事だろ

う」と思って「お帰りなさい」とは言わないと言うんですね。そこら辺から父親の帰宅恐

怖症候群が起きています。治療の中では父親と話しますけれども、父親達は等しく家庭の

中で疎外されていて、家に帰っても挨拶をしてくれる人がいない。妻は子ども達と和気

藹々やっていて、父は犬に「ただいま」と言うんだそうですね。犬のいない家は自分が手

塩にかけた蘭の花に向かって「ただいま」と言うそうですね。実に殺伐とした状態です。 

 ところが、子ども達は決して逞しくて強いわけではありません。前思春期という小学校

の高学年には、親離れの前段階で、母親、親の愛情をもう一度確認しなければいけない。

この時期は「えばりつつ甘える」ことが必要です。小学校の高学年の女の子達の多くが、

お母さんの布団に潜り込んでいきます。これはごく自然な女性ホルモンのエストロゲンが

増加してきている女の子の行動です。お母さんは思う存分受け止めればいいわけです。男

の子も小学校高学年あたりがピークですね。そして、思春期の初期の中学生になりますと
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同性の、自分の資質に合った友達を見つけるという大事な同性愛段階になります。この時

期にいい深い同性の友達ができますと、本格的に同性の親から離れることができるわけで

す。そして、異性関係に入るのはせいぜい高校生程度です。それから、思春期の後期の大

学・成人期は、これは伴侶という視点を持って異性関係を進めていく時期です。そして、

子どもが前思春期初期の小学校高学年から中学の時に夫が単身赴任であったり、あるいは、

不幸な結婚が一回り巡って 12 年経ったりしていますと、思春期の子どもの親である夫婦は

非常に仲が悪い状態になります。 

 そういうわけで、現代の家族機能不全は、子どもの不幸、親の不幸、父の不幸、母の不

幸、それぞれのばらばらの不幸を抱えながらどんどんと子どもが大きくなるわけです。周

産期・乳幼児期は、例えば母親の抑うつは、産後、10 人に 1.5 人がうつ状態です。そして、

父親の不在。そして、子どもの生活のストレスがあります、お稽古事とか、子ども同士の

気の遣い合いとか、子どもの楽しい遊びの場、自由時間など、子どもらしい環境がないわ

けです。しかも家庭では父母のパートナーシップのぶつかり合いを見ている。そのぶつか

り合っている父母は、よく聞いていきますと、それぞれの生い立ちの中に自分自身が幸せ

でない子どもだったということがあります。日本の近代化というのは男女の抑圧の問題を

抱えながら大きくなっているわけです。 

 健やかな性行動に至るための思春期の家族機能とは、単純化するとこういうことかと思

います。つまり、女の子が母親に接近し、男の子は母親から少し離れて父親に近づく。女

の子の場合は余計に難しい時期ですけれども、それは、男の子は母親離れをして父親に同

一化すればいい、ところが、女の子は母親離れをし、かつ、同性の母親に同一化しなけれ

ばいけないのです。ですから、特に女の子は母親の敵になり、かつ味方になります。勘違

いしてお母さんがむきになりますと、女同士のすさまじい熾烈な戦いが起きます。健やか

な家族では、父母が一体になって自分達の性生活を健やかに持っていく必要があるし、そ

れから、「世代境界」といって、子ども達を自分達の相談相手にしない、特に、母親が自

分の夫の問題を息子に伝えるとか娘に伝えるとかをしないというルールを守ることが大切

です。子ども達が夢を描いて大人になっていけるようにするためですね。また、日本の家

屋は非常に狭いですけれども、ステテコ一丁で思春期の女の子の前に父親には出てきてほ

しくない。つまり、子どもの側から見れば、お母さんのにっこり笑った瞳の中にお父さん

の素敵な姿が見える、「お母さんはいいな、やはりお父さんはお母さんのものなんだ、私

じゃないんだ、となったら私はもっとお母さんよりも素敵な女性になってお父さんよりも
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素敵な男性と出会いたい」と女の子が思えることですね。男の子の場合も、やはり父親の

中に母親のまなざしを見て、「お父さんはいいな、お母さんがいて、お母さんはお父さん

のものだから、じゃあ僕は悔しいからもっと素敵な男性になってお父さんを乗り越えて、

お父さん以上の素敵な人になってお母さんのような、あるいはお母さん以上の女性と出会

いたい」というふうに大人になっていく意欲を持てることが大切です。 

 このように子どもが社会化していく段階では大人のハーモニーが必要ですけれども、現

実には大人はばらばらです。特に戦中世代と戦後世代ではギャップがあります。それから、

戦中世代も、祖父と祖母ではギャップがあります。祖父は戦場体験があります。祖母は戦

場体験がありません。戦地から生き残って帰ってきた夫の性行動が歪んでしまったことを、

大体の祖母は嫌がりながら耐えています。すると、子どもは産むけれども、それ以上の夫

婦の絆は深まらないままです。あるいは、祖父が戦後にうつ状態で荒れ狂って母親に暴力

を振るうのを父親が息子として見ています。その時に祖母はドメスティックバイオレンス

を目の前で子どもに見せながら子どもに言うわけです、「だめ、お父さんは帰ってきたん

だから、帰ってきただけでありがたいのよ」と。そのような体験をした父親は二度と祖母

を裏切れないと思って、思春期に母親離れができず、一生良い息子になって母を幸せにし

ようと思います。すると結婚して、その人は中年期以降に妻にあたることがあります。あ

たったり不倫をして妻が一番嫌がることをやって、母親離れの代わりに妻いじめをします。

これが日本のかなり多くの家族で起きています。 

 日本には否認の文化と歴史があります。「見ざる、言わざる、聞かざる」。見てみぬふ

りです、それから、本音を言い合わない、そして、聞こえているけれども聞こえないふり

をする。これが夫婦の間で行われているということを子ども達が見ていて、そして、本当

に大事なことが夫婦で話し合えていません。戦争の痛ましいトラウマのことをどれぐらい

夫婦で祖父母が話し合ってきたでしょうか。それから、夫婦の性関係において、祖父のい

ろいろな、若い時の遊びや戦争による性行動の歪みにより祖母がどれぐらい傷ついている

でしょうか。息子は大好きな母親がそのように忍従していると心の中で母親離れができな

くなって、隠れマザコンになります。隠れマザコンというのは、結婚してから、例えば全

ての行動の基準、妻の行動の基準を母親と比べることですね。「お袋の味の方がおいし

い」とか、「おまえの片づけ方はだめだ」とか。妻は次第に夫を愛せなくなっていきます。

それから、娘達はそのようにやられている母親に対して、なんてお母さん達は弱いのと、

女性がやり返せばいいのよと、援助交際などで男を弄ぶという仕返しをしていきます。援
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助交際という「援助」と慰安婦の「慰安」とは見事に呼応していて本当に悲しいことです。 

 これは去年の『ＴＩＭＥ』ですけれども、「Sex in Asia 」という特集です。アジアの

性革命のことを報道しています。アジアでは女性の性の自由化がどんどん起きています。

つまり、商業主義により成金が増え、金持ちの男性の妻達が何をしているかというと、自

分の夫や父がやったのとそっくりに、男を買って男を弄び男女関係が逆転してきたという

報道です。ここにも性化、躁的防衛、攻撃者への同一化が起きていると思います。 

 そして、この『ＴＩＭＥ』に出ていたのが日本の援助交際です。「彼女はただの子ども

じゃないか」というふうに書いていますね。そこでは一体退屈なのか何なのかというふう

に聞いていますけれども、私が診た子ども達に聞きますと、なぜセックスをするのと問う

と、寂しいんですね。家に帰っても寂しい、家庭のぬくもりのなさですね。母親の魅力の

なさですね。女は嫌、お母さんみたいな人生を送りたくないからね、私はお金を手に入れ

て、そして好きなことをして、そして男には馬鹿にされたり軽蔑されたくない。そして、

「友達が皆やっているから」と言いますね。「若者は嫌だ」と言いますね、「男の子は私

に甘えてくるから」と。「私が甘えるような親のような人がいい」と言いますね、中年の

男性の肌がいいと言います。それは、中性的であって父親的だと言うんですね。これは本

当に悲しいことで、母親の敗北だと思います。その子達に、「でもあなたは本当にいいの、

怖くないの」と言ったら、「怖い」と言います。「何が一番怖いの」と言ったら、「お客

さんがパパじゃないかと思って、お父さんがお客さんとして来るんじゃないか、その時に

鉢合わせするのではないかと思って怖い」と言います。本当に悲しいことですね。 

 子ども達の理由はいろいろあります。退屈。買いたいものがいっぱいある、ヴィトンの

グッズが買いたいの。寂しい、悔しい。そして、「援助交際によって優しくしてもらえる

の、認められるの、初めて私は女性として大事にされた、第一その人の役に立つでしょ

う」と言う子もいました。本当に大変な状況です。妊娠や性感染で入院をしてきた子ども

達は開き直っていますね。「渡辺先生なんか何も知らないでしょう」と言います。幸いに

して私は港町のスラムの子ども達やお母さん達と長いことつき合ってますから、「私は何

でも知っているよ」と言うと、デリヘルでどんなことが起きているか、デリバリーヘルス

ですね、出張売春でどんなふうなヤクザが自分を脅しているかというようなことを話して

くれます。私が「それは危ないよ」と言うと、子どもは、「でもね、先生、私は正直言っ

てデリヘルに入って初めて人間としての自信がついたんだよ」と言います。その子は残念

ですけれども胸に傷があります。先天性心疾患のために心臓手術をしていて、学校でも休
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みが多かったり、運動会に出席できないために集団にいじめられるわけですね。父母にも

一緒に泊まり込んでもらいカウンセリングなどをしたりして夜を徹して話し合うこともし

ます。大人が本気で取り組む。そして、親が捨て身になって、「デリバリーヘルスがどう

してもしたいなら、いいからともかく家に戻ってこい。そして、心臓を医者に診てもらい

ながらしなさい」というところまで譲れた親がいます。これはあっぱれだと思います。 

 私達が大人になっていく時に、幼い命としてよく守られたという体験がないと、自分達

を守れないということがあります。私達今の社会を担っている世代は、受験や偏差値教育

の中で、果たして命として大事にされてきたのでしょうか。つまり、私達自らの心の中の

子どもとしての体験が果たして健やかかどうか。それから、母親に十分に守られ母性のぬ

くもりを体として知っているかどうか、それから、社会人としての父性、逞しい父性に守

られた体験があるかどうか。これは甚だ心許ないと思います。私ども人間がここまで生き

延び得たのは、支え合い、原生林のような多様ないろいろな個性で、お互いに相補いなが

ら生活をつくってきたからだと思います。子どもの性行動の問題は、病んでいる大人社会

の１つの現れとして、私達に子ども達が問いかけている問題であるというふうに思います。 

 以上でございます。時間がオーバーしまして申しわけありません。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 臨床現場からの大変衝撃的な事例のご紹介に始まって、そして、それを生み出す土壌に

ついて、家族的な病理、あるいは社会的な病理という方面からメスを加えてご説明をいた

だきました。 

 多分、皆様は性行動についてはぜひここで聞きたいというご意向が強かったのでご質問

がたくさんあるのではないかと思うのですが、ちょっと時間が押しておりますので、もし

おありでしたらお一人ぐらい簡単にご質問という形でお願い申し上げます。 

 どうぞ、広田先生。 

○広田委員 10 代の性行動の問題は、いかにして妊娠や性感染症を防ぐかというレベルの

問題と、いかにしてあまりセックスをしないような青少年のライフスタイルをつくるかと

いう問題があると思うのですが、今日のお話は、全体として言うと、いかにしてセックス

をしないような社会をつくっていくかというご提言というふうな気がしたのですけれども、

そういうわけではないんですか。 

○渡辺協力者 そういうわけではありません。長期的に、例えば 13 歳の子どもの例では、

妊娠し出産をしましたが、その子はやがて 23 歳になったら自分の手で育てようと決意して



 27

いるわけです。それから、現代の子どもでは生物学的な性の早熟が起きている一方で、社

会的な大人としての性行動がとれるまでの思春期のモラトリアムとのギャップが大きすぎ

ます。特に栄養が向上し体位が向上し、子ども達の性早熟が起きている時に、小児科医は

真剣に、こんな不自然なことを子ども達に対して強要していいのかと言っているわけです

ね。 

 それから、もちろん性的なエネルギーは芸術活動やスポーツ活動やいろいろな形で昇華

していけます。私どもが心配しているのは、この子ども達がセックスをしてはいけないの

ではなくて、安心して、本当によかったと思える、建設的な自己形成につながるセックス

だったらいいのです。実際には性行動により心の傷を受けたまま大人になってもトラウマ

に苦しむ女性がたくさんいます。幸せな母親になりにくくなる。子どもを産んだ直後にそ

の子が死んだ夢を見て、そこから５年間うつ状態で苦しんだ母親を毎週診ております。そ

の母親が５年目にやっと打ち明けてくれたことは、大学生の時にボーイフレンドとセック

スそして妊娠したが、母親が受け止めてくれなくて、結局、密かに堕した。その時の心の

傷、赤ちゃんを堕した罪の意識がずっと誰にも言えなくて苦しみ続けた。そして、自分が

出産した時にお化けのように堕した子が夢に出てきたということでした。そのような苦し

みは防ぎたいと思います。 

○広田委員 確認したかったことは、10 代の性交がそもそも病理現象であるというよりは、

10 代の性交の中にはそういう病理的な背景を持った事案が多いというふうなことでしょう

か。 

○渡辺協力者 10 代の性行動そのものの中には私はかなりいいものがあると思っています。

けれども、それを受け止める大人社会がないということです。私は子ども達からボーイフ

レンドができたと聞いたら、必ずすぐに「避妊はどうしているの」、「性行動はどうして

いるの」と尋ねますね。「必ずお母さんに話しましょう」と言います。そうすると、例外

なく女の子達は、「先生、お母さんにだけは言わないでほしい」と言います。私は、「で

もあなたに危険がある時には言うわよ」と伝えます。子ども達の言い分は、「お母さんは

知らないんだから、寝た子を起こすなでしょう」と、子ども達が「性の問題をお母さんに

話すのはタブーよ」と言うんです。この母娘の関係の障害が私は一番苦しいと思います。

母親にいろいろなことを教えてもらって母親との人間同士の交流が始まるはずの女の子が、

一番親密な女性の問題で母親と断絶し、母親を拒否をしなければいけないとは。人格形成

が豊かになるはずの時に何と苦しく貧しい母娘関係でしょうか。大人が性行動をどのよう
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に子ども達の実情に合わせて再編成し直し、もっと安全で豊かで素敵なものにしていくか

を、特に男性が加わって夫婦単位で話し合えたらと思うんですね。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 まだご質問をなさりたい方はおいでかと思いますが、次のご発表がございますので、渡

辺先生のご発表はここで、また後ほど時間がございましたら討議の話題にさせていただき

ます。 

 次は、高橋先生から、「子どもの権利と権利擁護サービス」ということでご発表をお願

い申し上げます。 

○高橋協力者 高橋でございます。本日は、子どもの権利ということについてお話をさせ

ていただく機会をいただきまして、大変うれしく思います。 

 私自身は、ソーシャルワーク、社会福祉士養成ということを仕事の中心にしてきており

ます。何も子どもの権利の専門ではなかったのですけれども、たまたま 1989 年、1990 年、

カナダで様々な研究をする立場にございまして、ちょうど国連の子どもの権利条約が採択

され、そこのソーシャルワーク実践を基準に日本を見たら大変大きな違いがあるというよ

うなところで、こういった分野の勉強をしてきております。 

 ご案内のように、スウェーデンのエレン・ケイという女性運動家が「20 世紀は子どもの

世紀だ」ということを言ったわけでありますけれども、大変残念ながら 20 世紀は先進国あ

るいは開発途上国も子どもに関わる問題が大変深刻化していったということは皆さんご案

内だと思います。そういう意味でも、20 世紀の最後に国連が子どもの権利条約を採択した

ということは、これは、人類の大きな進歩であり、我々にも、あるいは子どもにも、希望

を与えることになっていったのではないかと思います。 

 時間がございませんので、資料だけはたくさん用意しておきました。資料３－１の５ペ

ージのところを見ていただきますと、世界的には大正 11 年に「世界児童憲章」というもの

を民間団体が宣言しておりますし、大正 13 年には戦前の国際連盟で「児童の権利に関する

ジュネーブ宣言」というものがなされております。ご案内のように、1989 年の 11 月 20 日

に国連総会で「子どもの権利に関する条約」というものが採択されました。日本は 1994 年

５月にこれを批准発効していくということでございますけれども、この子どもの権利条約

が示したものというのは、旧来の日本の大人と子どもの関係に比べて大変大きな転換を求

めるものであるということであったと思います。特に私は子どもの領域においてそういっ

た実践に取り組んできておりますので、そういったところに焦点を当てながら見ていきた
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いと思います。 

 この子どもの権利条約が批准されて本当に子どもに大きなメリットがあったというのは

どういうところかといいますと、先ほど津崎所長からお話がありましたけれども、例えば

子どもの虐待、子どもの権利条約第 19 条に、要するに、国の責任として虐待を受けている

子どもの保護ということが盛られました。これを根拠にしまして、わが国でも当時の厚生

労働省は大変熱心に取組を始められました。先ほどありましたように、なぜ平成２年から

児童相談所の虐待集計が始まったかというと、これは確実に子どもの権利条約を頭に置い

て、今まで統計になかったものを国が統計にして表していったということになろうかと思

います。まさに官民を挙げて対策が進むごとに、この埋もれていたものがどんどんどんど

ん社会に顕在化してきたということであろうと思います。逆に言いますと、それだけ社会

が親の下にいる子どもで傷ついている子どもに対して様々なサービスを開始していった。

ですから、見方を変えれば、こういう虐待の数字の多さというのは、ある面で子どもの権

利擁護サービスが進んでいったというような見方ができるのだろうと思います。 

 ちょうど資料３－２の、1990 年以来、2001 年までの都道府県指定都市別の件数を見てい

ただくとお分かりのように、自治体によって非常に差がある。大阪市、大阪府はそういう

対応が大変進んでいますから、ある面で氷山の水位が低いわけで、子どもの権利擁護のサ

ービスが進んでいるというような形の捉え方ができるのだろうということを思います。こ

の子どもの権利条約は、例えばそういった形で虐待のような取組が始まっていったという

こともその成果の１つだと思います。 

 ７ページのところに飛んで見ていただきますと、子どもの権利条約の中のキーワードと

いうのは、「子どもの最善の利益」ということであろうかと思います。権利条約の中に何

回もこれが登場してまいります。そして、１つ開いて見ていただきまして８ページのとこ

ろ、「意見を表明する権利」というものが、これも非常に重要なものとして登場してきま

す。８ページのところに図で整理しておきましたけれども、今までの日本の大人と子ども

の関係というのは縦の関係でした。子どもは発達の途上にあり未熟だ、成熟している大人

が考える最もいいものを子どもに与えていこうと、つまり、大人は与える側、子どもは受

ける側という形の関わりが中心だったと思います。これは私が専門にしている子どもの福

祉の領域もそうでありますし、あるいは、私はずっと高校生時代から青少年赤十字という

青少年団体に参加しておりましたけれども、こういった青少年団体の活動についてもそう

かと思います。そういう意味では、大人と子どもの関係というのは縦の関係。こういった
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中で「健全育成」という言葉が使われますけれども、これも今までは大人が考える健全と

いう物差しで子どもをはかってきたということが言えるのだろうと思います。 

 私どもの分野の中で、児童養護施設という、あるいは、今先ほどお話がございました、

虐待等を受けているお子さん達、ちょうど資料３－３を見ていただきますと、児童養護施

設は 551 カ所ありまして、２万 9,925 人在籍しており、乳児院は 115 カ所あって、 2,96

8 人在籍しております。あるいは里親さんの委託児童も含めて、要保護児童は、平成 12 年

で３万 5,050 人が親元を離れて施設ないしそれに代わるところでお子さんがケアされてい

るという人達がいらっしゃいます。ここの施設においても、歴史的には養護施設は孤児院

から始まっています。しかも、こういうところでは、あなた達は困っているから恩恵で見

てあげているのよという明治時代からの歴史でこの施設というのはずっとつながっていく

わけで、そういった名残り等が残っているわけです。施設では、子どもがどう思うという

よりも、施設で健全という指標を決めて、そしてその物差しで子ども達を測っている、そ

のルールに違反すれば罰を与えるというような形でやってきました。 

 この子どもの権利条約等が批准されて、子どもの権利擁護ということが非常に重視され

て、子どもの権利ということが注目される中で、新聞で、後で見ていただきたいと思いま

すけれども、３－４にあります、千葉県の恩寵園とか、神奈川県の鎌倉保育園の養護施設

の事件というのがございました。どちらも、例えばルーズソックス禁止。中学生達は地元

の学校に行くとルーズソックスが普通なわけです、だけど施設ではルーズソックスを履く

と罰が来るわけです。心を悩ます子ども達は内緒で買って、学校に行っている時はルーズ

ソックスを履いて、施設に帰る時は普通のソックスに履き替えて帰ってこなければいけな

いという大変な苦労をするわけです。それはなぜかというと、学校で、「あなた達は施設

にいるから買ってもらえないんだろう」というようないじめの対象になっていく。あるい

は、両方の施設とも自転車禁止、事故が起きるから、というような形で、大人が決めたル

ールで子どもをいわば育てていく。つまり、子どもがどう思っているかということはあま

り関心ない。大半の施設では、かつては小さい子ども達だけが中心の幼児さん達が中心の

施設で、今は中高校生がいるわけですけれども、土曜日に午睡の時間というのがあって、

高校生も午睡の時間は外へ出てはいけないというルールがあったりするわけです。そうす

ると、子ども達にとっては大変不自由なことであるわけです。こういったような形で、極

論を言いますと、大人が考える考えだけで、いわば物差しで測ってきた。これは、健全育

成の伝統的なものは、「服装の乱れは非行の始まり」というような形の標語があるように、
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大人側の論理という形でやられてきた。 

 これは福祉施設だけではありません。私はよく青少年の健全育成の会議に行きますけれ

ども、大変不思議なことに、子どもがいないんですよね、中年からお年寄りがいて、我が

町の、我が県の子どもの健全育成をやっていきましょうと。子どもがいたらお客さんであ

り、表彰を受けるか、歌を歌うかという形で、当事者ではない。例えば、高齢者の大会で

高齢者が主人公にならない大会は成立しません、障害者の大会で障害者が主人公になって

いない大会は成立しませんけれども、この子どもの領域というのはいろいろなところで、

要するに子どもは守られる存在で、未熟だ、だから大人が最もベストなものを与えていこ

うという形でなされてきているということが非常に大きな課題だろうと思います。そうい

う意味では、日本の青少年団体もそうですよね。私は高校生ぐらいからやっていましたけ

れども、ずっとその幹部は同じで、どちらかというと青少年団体の人達というのは高齢者

の集まりというような形で、大変当事者の子どもからは距離がある。そして、今の子ども

はという形で、非常に縦の関係でいろいろと無理にしようとするようなことが出てきやす

いと思います。 

 ８ページにありますように、権利条約は、大人も子どもも人権の上においては平等で同

格だとしています。ですから、特に日本の児童福祉施設の中でも今一生懸命取り組んでい

るのは、両方が十分にコミュニケーションを持って、いかにお互いに合意し納得のいくプ

ロセスを大切にしていくか、この手続きを大切にしていくということを一生懸命実践の中

で取り入れようとしています。これは施設の中のことですけれども、ある面では、今の渡

辺先生のお話のように、日本の家庭でも本来はこれが必要だと思うのですけれども、とり

あえず今一生懸命日本の児童福祉施設はこういう取組をしています。 

 そして、ちょうどお手元にありますように、これは大阪府が日本の行政で初めておつく

りになったのですけれども、最初の方は里親さんのもとで、後半の方は児童福祉施設で生

活する子ども達のための「権利ノート」というのを行政が初めてつくって、お子さんに渡

しています。ここでは子どもの権利ということで、「あなたはせかいじゅうでひとりしか

いないのよ、あのこもこのこもひとりしかいない、だからみんなとてもたいせつ」という

形で、小さな子ども達にも分かるように、要するに、小さな子ども向けと青少年向けとい

う形の「権利ノート」というようなものがつくられています。これは大阪府が日本で初め

てつくりまして、大阪府、大阪市で配られています。ちょうど今お手元にあるのは新しく

バージョンアップされたもので、これから子ども達に配られるものであります、最新版で
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あります。これを大阪府がつくりまして、いろいろな都道府県が、東京都も神奈川県もこ

ういうような形のものをつくって、親元から離れて生活する子ども達のための「権利ノー

ト」というものがつくられています。 

 こういう具合に考えていきますと、これは、今、施設や親元を離れて暮らすお子さん達

のものでありまして、ぜひこの懇談会でも取り上げていただきたいと思いますけれども、

こういったものの根拠になる国内のものがないんですね。ですから、みんな権利条約から

持ってきます。例えばカナダなんかですと、国内法がありますし、州の法律がありますし、

全部根拠があります。そういう意味で見ますと、昭和 26 年５月５日に「児童憲章」という

のが宣言されておりますけれども、ところがこの「児童憲章」というのは、「児童は……

される、児童は……される」というように、全部受け身になっています。権利条約の考え

方というのは、子どもは権利行使の主体なんだという考え方を提示しています。そういう

意味では、例えば子どもの権利宣言というようなものを国がきちんと新しいものをつくっ

て、こういう子どもの権利条約等を踏まえた形の施策というものを中核に据えていただく

ということが非常に重要になっていくのではないかなと思います。ですから、やはりこれ

は親元から離れた場でも、あるいは学校でも、あるいは地域でも、様々なところで、子ど

もは権利行使の主体なんだという考え方できちんと、子どもだからという形で手抜きをす

るのではなくて、大人が向き合って十分に話し合っていくようなそういうものを基軸にし

たいわば文化を育てていくということが極めて重要になっていくのではないかなというこ

とを考えるわけであります。 

 こういう具合に見ていきますと、５ページのところにもう一度返りますけれども、1989

年に子どもの権利条約が採択されました。そして、平成５年、これは厚生省が「子どもの

未来２１プラン」の研究会で、これは行政で初めてだと思いますが、きちんと「権利行使

の主体としての子ども」ということをいわば整理して公表されました。 

 これにつきましては、４ページのところを見てください。「権利主体としての子どもの

位置づけ」という形で、「『児童の権利に関する条約』は、子どもの保護に関する親、国、

地方自治体及び社会の共同責任とともに、『権利行使の主体としての子ども』という視点

を打ち出している。」とあります。歴史的に、我が国では家制度があり儒教的な考え方が

あり、子どもは親の付属物、帰属物という考え方が非常に根強くありました。しかも、強

い親権があります。そういった中で、行政が「子どもは権利行使の主体なんだ」というこ

とを政策的にきちんと位置づけられた意味というのは非常に大きいと思います。これを、
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厚生労働省だけではなくて、やはり各省庁にもこういった考え方をきちんと位置づけてい

ただく、先ほどの津崎所長のお話にもありましたように、つまり、今でも虐待している親

から、「俺の子だから煮て食おうと焼いて食おうと勝手だろう、児童相談所が保護するな

ら、後は知らないから、児童相談所が全部責任を持って育てろよ」というような形の開き

直った考え方がそういう現場にもよく出てまいります。そうではなくて、「この世に生ま

れた時から地球に唯一の存在として権利を持っているんだ」、「子どもというのは権利を

行使する主体なんだ」という考え方を様々なところできちんと制度の中にどう植えつけて

いくかということが非常に重要かと思います。 

 そういう意味では、「権利行使の主体としての子ども」ということと、「児童家庭施策

を推進し、個別の援助を進めるにあたっては、最大限、子ども自身の意見も反映する努力

が必要であり、さらに、自己の意見を表明する力の弱い子ども達についても、そのニーズ

に添った『児童の最善の利益』にかなうサービス提供がなされる体制を整備すべきである。

なお、子どもの『健全育成』を図っていくに当たっては、子どもを一定の方向に導いてい

くという側面のみを強調するのではなく、子どもが生まれながら有している成長、発達の

可能性を最大限発揮できるように支援していくという視点が重要である」ということをう

たっています。 

 これ以降、例えば児童相談所でも、あることについて子ども自身はどう思っているか、

子どもの意向はどうかということをきちんと書くようになりました。大変大きな変化です。

虐待についても、親ではなくて、子どもに会って、子どもが苦痛を味わっているかどうか

ということで判断してほしいということを厚生労働省は児童相談所に指示しております。

そういった面でこの権利条約というものの、それが具体的な行政の実施の場面にも大変生

かされてきているということが言えるのではないかと思います。 

 そういうことを見ていきますと、ぜひ、こういう子どもとの平等な関係といいますか、

縦の関係から、いかに横の関係ということを構築していくか、それから、子どもにいろい

ろな社会的な発言する場をどう確保していくか、あるいは、子どもが参画をするようなプ

ログラムをいかに増やしていくか、そういった視点というものがこれからいろいろな分野

でつくられていくということが非常に重要になっていくのではないのでしょうか。 

 あと１つだけ、これは、例えば神奈川県が「子どもの人権審査委員会」というのをつく

りました。これは行政が設置した子どもからの訴えを聞く第三者機関です。我が国には、

神奈川県と東京都と、現在、埼玉県もそういうことをつくろうとしています。兵庫県の川
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西市には「子どもオンブズマン」がいます。大変残念ながら、子ども自身がきちんと訴え

ていく場というのが、特に公が設置したものというのが非常に少ないということになるわ

けでありまして、そういう面から見れば、こういう「子どもの権利ノート」、これは施設

や親元を離れて暮らす子ども達向けですけれども、きちんとした家庭で育つ子ども達も何

かあれば第三者機関に訴えて、そこで専門家が様々な形で対応してくれる、そういったよ

うな仕組みというものも今後我が国でつくっていくということが求められるのだろうと思

います。 

 さらに、時間がございませんので、子ども達のエンパワーメントといいますか、例えば

今日本では「ＣＡＰ」といったプログラム、例えば東京の葛飾区などは教育委員会が予算

をとって子ども達のエンパワーメントをするプログラムというのを展開しておられます。

そういう意味では、やはり子ども達自身のエンパワーメントをしていくプログラムという

ものも社会的にこれからどういう具合につくっていくかというようなことが非常に重要に

なっていくのかなということを思います。 

 ちょうど 20 分になりますので、とりあえずここでお話を終えさせていただきたいと思い

ますけれども、ぜひ、子どもの権利ということ、権利条約ということを基調に据えて、そ

して様々なものを見直していく、そういった取組というものをぜひお願いして私の話を終

わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 ただいまのご発表に関してご質問がございましたら。 

 どうぞ、後藤さん。 

○後藤委員 どうもありがとうございました。 

 ちょっとお伺いしたいことが１点あって、私はかねがねずっと思っていたことなのです

が、子どもが権利を主張できる主体であるということは、結局、子どもの権利条約にも書

いてあるように、国等がそれに対してきちんと対応する義務というものがありますよね。

例えば 13 ページのこれはカナダの例を引いていらっしゃるのかと思うのですけれども、子

ども家庭サービス・アドボカシー事務所のカナダの例だというふうにお見受けしたのです

が、その最初に「子ども福祉機関は、あなたの最善の利益を図るためにあります」という

ふうに書かれています。私が欧米諸国で見聞きした限りだと、日本とかなり違うなと思う

のは、福祉機関にしろ、裁判所にしろ、最善の利益を図るという責任を宣言する覚悟とい
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うか、例えば裁判官にしても、私はあなたの最善の利益を判断する責任があるので、私は

そういういろいろな判断を総合して判断しているんだと、何かそういう覚悟のようなもの

が日本には少ないことが私は問題だというふうに従来は考えていたのですが、その点につ

いて先生はどのようにお考えかを聞かせていただければありがたいと思います。 

○高橋協力者 ご指摘の部分は非常に重要だと思います。先ほど児童相談所の話がござい

ましたけれども、児童相談所は児童福祉法を根拠につくられています。その設置は、子ど

もに関するあらゆる相談に応じますということで、どこにも「あなたの最善の利益を守り

ます」というようなことはありません。あるいは、児童福祉法自体に「子どもの最善の利

益」という言葉は入っていません。解釈として、児童は心身ともに健やかに生まれ、かつ

育成という「健全育成」の中に含まれるという解釈はありますけれども、それがもろには

出ていません。そういう意味では、やはりここが、日本の児童相談所も「あなたの最善の

利益を守るために児童相談所はありますよ」というような形の制度改正というようなこと

が非常に重要になってくるのかなと思います。 

 注目していただいたのでついでに言いますと、カナダでは、安全な住居を提供する責任

があります。ここで言う「住居」とは、可能な限り一般家庭に近い環境のことです。とい

うことは、カナダには 100 人、 200 人が生活をするという施設はありません。 100 年か

けて全部なくしました。なぜか。これは発達上よくないからです。そして、先ほど津崎所

長がおっしゃったように、かつての集団養護的なところで虐待を受けた治療の必要なお子

さん達が集団生活をしているというのが今の現状です。日本の養護施設はほとんど大舎で

ありまして、ちょうど数年前に厚生労働省が６人制の児童養護施設をおつくりになりまし

たけれども、今、全国的に施設が満杯ですから、どちらかというと地方公共団体は大きな

施設をつくってカバーしようという風潮で、そういう意味ではノーマライゼーションとか

脱施設化とは非常にほど遠い現状にあるわけです。 

 ですから、そういう面から見ますと、子どもの最善の利益ということも必要ですし、

「あなたには要するにできるだけ一般の家庭に近い住まいを提供していきます、これが

我々の責任です」といったような形の見直しというものが非常に重要になっていくのだろ

うなということを痛切に思います。ですから、それは子どもの領域だけではなくて、いろ

いろな部分でそういった権利を、最善の利益を確保していこうというような形の再編みた

なものがこれから必要になっていくのではないかなということを思います。 

 ありがとうございました。 
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○玄田委員 簡潔に。 

○本田座長 どうぞ。 

○玄田委員 一番家庭に近いという意味でいくと、資料３－３にあります児童受託里親と

いう数が 90 年代はかなり減ってきているように見受けられるのですが、これはどういう原

因があると理解したらよろしいのでしょうか。 

○高橋協力者 これはいろいろな見方があると思いますけれども、実は虐待問題が起こる

前は児童養護施設は定員割れが起こっていました。そして、ある面では暫定定員を設けて、

大変みんな危機感がありました。ところが、虐待が起こることによって満杯になっていき

ました。そういう意味では、この里親に関する政策誘導というのがあまりなされなかった

ということがあります。それから、今年から専門里親、親族里親という制度がスタートし

ます。専門里親というのは、普通は３万円ぐらいですけれども、９万円ぐらいの手当を支

給して、そして、専門家がご夫婦で虐待等を受けたお子さんをお預かりして養育していこ

うという仕組みです。ですから、これはこれから変わっていくと思います。それから、親

族も里親になれるという仕組みも今年からスタートします。 

 ですから、ぜひこういう里親はもっと伸びてほしいし、あるいは、６人制の児童養護施

設がこれからもっと伸びていくことが本当に重要です。先ほど津崎所長からありましたけ

れども、40 人に１人ぐらい職員がいてという状況で、虐待を受けた子どもが暗くなり、皆

一斉に不安な行動をしますと大パニックが起きています。いろいろな事件が施設の中では

起きています。ですから、ある面で、虐待を受けて被害者である子どもが大変な状況の中

に置かれているということは、やはりここの部分をきちんとしていかないと日本の社会は

良くならないと思います。 

 今日は時間がなかったので言いませんでしたが、ぜひ見ていただきたいのは、平成 12 年

に国立武蔵野学院が、全国の児童自立支援施設、昔の教護院で生活しているお子さん達の

調査をしました。全国で６割のお子さんが幼少期に虐待を受けていた、国立武蔵野学院の

場合は８割のお子さんが幼少期に虐待を受けていた。ですから、この虐待の問題はいずれ

非行につながりますし、犯罪につながります。特に先ほどのネグレクトも深刻です。それ

から、渡辺先生もお話しになった性的虐待も実は大変深刻です。本当にこれにはまだきち

んとした対応システムはできていません。そういう面から見ますと、この虐待問題等も含

んだ子どもの権利擁護というのはこれからもっともっと社会が注目していかないと、一人

一人の子ども達のウェルビーイングを確保していくのはすごく難しいなということを思い
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ますので、ぜひよろしくご審議をお願いしたいと思います。 

○本田座長 ありがとうございます。 

 今日は非常に重量感のある話題提供がなされておりますので、もしよろしければ 20 分ほ

ど時間を延長させていただこうかと思います。お時間のご都合の悪い方はご退室くださっ

ても結構でございますから、ご都合のつく方はご質問をお続けいただければと思います。 

 実は先ほど座長代理とも少し話し合いをいたしまして、そろそろ何か政策提言めいたも

のに向けて方向づけをしていく必要があるのではないか。この懇談会は大変勉強会風でご

ざいまして、皆さん熱心にお勉強をなさるものですから研究会風のおもしろい行き方をし

ておりましたのですけれども、そろそろ方向づけをしたらどうかというような話をしてお

りましたところ、今日は幸いにそのような政策提言に流れていくような話題が出たりして

おりますので、もうちょっとご討議いただいてもよろしいかなと思います。ご質問、ご意

見のある方はどうぞお出しください。 

 それでは、北村委員から。 

○北村委員 私は渡辺先生のお話を大変興味深く伺いました。大変短絡的な発想なのです

けれども、今、子育て中の親の側から見て感じる障害というものもある、あるいは、子ど

もの側が育てられている上で受ける障害というのもあるわけなのですが、先生がおっしゃ

った、例えば 10 代の少女なんかは性的エネルギーが一番高い時に、性的な行動から阻害さ

れているといいますか、禁じられているということから生じる彼女自身の傷みたいなもの

が親になった時にそういったものと結びついているというふうにお考えになりますか。つ

まり、10 代でひたすら清く正しく生きることを強いられる、あるいはいろいろな性的な行

動から異常に遠ざけられている、あるいは性的な行動を起こした場合に激しく罰せられる

ということが、彼女が親になった時に子育てに関わって何かマイナスの要因をもたらすと

いうふうにお考えになるかどうか。 

○渡辺協力者 今、北村さんがおっしゃっているのは、どちらかというと性衝動のコント

ロールの方が強かった場合のことをおっしゃっているんですね。 

○北村委員 そうです。 

○渡辺協力者 性衝動のコントロールが強すぎるような社会あるいは家族の関係の場合に

はどうなるかということですか。 

○北村委員 実際に、今、我々は、10 代の少女達というのはひたすら清く正しくあること

を期待してしまうわけですけれども、今日聞いたお話で私も改めて思ったのですが、そん
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なに性的成熟が欧米のいわゆる白人系の子なんかより日本人の方がむしろ早くて、そのポ

テンシャルも高いということになると、それを性的衝動からその間遠ざけておくのはある

意味不自然なことだという認識がありますよね。そういった時に、禁忌になるわけですね、

少女達にとって性的なことというのは、社会の規範から言うと。 

○渡辺協力者 実際には性行動というものは、ちょうど小さな子どもがよちよち歩きから

上手に歩けるように、あるいはおしゃべりが下手くそなのがだんだん上手になるように、

絶えず幼児期から練習しているわけですよね。その練習のできる世界が、試行錯誤が許容

されて、いろいろな許容をしながら、あるところまで行くとそれは多様な性の表現だとか、

あるいは、あるところまで来たら、これは怒りなのに怒りを性的な振り回しでやっている

とかというふうに、子どもが気がついていけるための体験というのが家庭の中に、普通の

健やかな家庭にはあるわけですよね。 

 そして、そういう１つの性の発達というものには振幅がありまして、絶えず、非常に露

骨に出たり、非常に抑制されたりしながら、どのようにコントロールしていくかというこ

とを自ずと子どもが身に付けていくわけですよね。だけど、例えばそういった流れの中に

急激にある時に物すごい寂しさが加わった時に、その寂しさが例えば性的な１つの表現で

現れた時に、その寂しさを背景に持った性的な表現を頭ごなしに汚れたものだというふう

に決めつけられた時には、子どもの自分の中の寂しさを理解しようとしない目の前にいる

親に対する信頼は崩れていくわけですね。ですから、性行動そのものが行き過ぎている時

に、例えば今女の子達が夏などに露出している時に母親が、「あなたそれはちょっと見え

すぎよ、露出しすぎよ」なんていうことは普通の親達はしょっちゅう言っているわけです

けれども、母親が見ていて、これはかなりやばいぞ、かなり露出しているけれどもなぜこ

こまでいくんだと、あっ、そうか、ボーイフレンドに嫌われた、あるいは友達から阻害さ

れた、この背景には寂しさがあるんだなと思って子どもと一緒に過ごす時間を増やしたり

して理解していってそういう形で調節していった場合は、信頼と理解を伴った性行動の練

習になるわけですね。 

 だから、実はミクロのレベルで起きていることは一般論では言えないのですけれども、

そういった手当が日々の中でケアされている場合は、子ども達は、性衝動の個人差はあり

ますけれども、性衝動の個人差がありながら、性衝動や性行動の機会をうまく安全に生か

しながら成熟した女性としての性行動を身に付けていくわけですよね。ですから、性の問

題というのは、かなりその子をよく知っている人が親密な信頼感のもとでその子にとって
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適切なものをよく見ていかなければいけないという問題があるので、非常に一般論で切っ

てしまうことに私は危惧を感じるのですけれども。 

 例えば母親が子どもが露出をしているのを見た時に、露出していること自体によって子

どもがナンパされて危険に遭うのはまずいから注意しなければなと思って言っている時の

雰囲気と、自分の夫が不倫をして、いい歳をして可愛い娘ちゃんにちょろちょろしている

夫に対して怒りと恨みがあって、子どもに対して「露出しているわよ」と言うのとでは全

然理由が違うわけですね。その音色の違いを子どもは見事に識別するわけです。つまり、

性行動に対する外部の、特に母親や父親の規制の裏にあるものを子どもは見事に見抜くも

のですから、その裏に、例えば自分自身の夫に対するフラストレーションとか、自分自身

の性的な抑圧の問題を娘が見てしまうと、逆にそこからぶわーっと性行動に走ったり、一

時ぐーっと抑圧しながら、逆にあるところでばーっと出したりというふうに歪んでいって

しまう。その歪みはその子ども自身に全部返ってきてその子自身の人生を歪めていくので、

どっちがいいというのではなくて、私どもが働きかける、あるいは社会が子どもに働きか

ける、その根底に、その子を理解しようとし、その子の本当の思春期的な成長を、やはり

時代に合った思春期的な成長をかなりよく配慮深く考えながらやっていくかという、大人

が何か動く時に、大人の側の責任が、大人の側の自分の働きかけはよかったのかというよ

うな振り返りがあるかないかで子どもが受けるものは随分違うと思うんですね。 

○北村委員 私はもうちょっと乱暴な聞き方というか、実はすごく乱暴なことを聞いてし

まったのですが。今、どんどん初婚年齢というのが上がっていますよね、日本の社会では。

人間が子どもを持つとジェネレーションの差というのが 30 年だとか 35 年だというふうに

間遠になっているわけです。お話を聞いていると、どんどん発育がよくなって、実はかな

り若い段階で生殖能力も持っているし、そのエネルギーも高い。だから、うんと乱暴な話

なのだけれども、自然の方に我々の社会はもっと寄り添う努力をしてもいいのではないか

というようなラジカルな考え方もあると思うんですね。さあ、皆さん、18 ぐらいで出産し

ましょう、36 になったら孫を持ちましょうみたいな、そういうその発想というのは何か問

題解決になるでしょうかという、非常に短絡かつ大雑把な質問なのですが。 

○渡辺協力者 もう少し広く捉えるとしたら、もちろん解決になると思います。これだけ

エネルギーのある子ども達の思春期を、塾とか、狭い教室に閉じ込めてますよね、施設で

はありませんけれども。思春期というのは本当に一人一人個別指導が必要です。 

 例えばイギリスの音楽教育の１つを見せてもらいましたけれども、音楽室に１人の子ど
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もが入って、先生が１人いて、「君、今日はどの楽器で音楽をするの」という、それぐら

い個を大切にする場合にはやはり配慮が必要なわけですね。だから、私は、単にセックス

の問題ではなくて、子どもの性衝動に関しても発育のための社会化のエネルギーをどうし

て狭いところに閉じ込めるのか、暴れ馬である子ども達をどうしてもっと、例えばオース

トラリアの子ども達はロッククライミングをしているわけですね、ダイビングをしている

わけですよね、それから、夏休みは宿題は一切ないし、いろいろな意味で思春期の青少年

の教育の環境というものに対してどんどんどんどん手を打っているわけですね。だから、

そういう意味で、私は、もっと子どもの思春期の発達、生理的、心理的、社会的な発達の

自然体というものを考えたカリキュラムにすべきだと思うんですね。 

 それから、私は決してセックスによって女の子はどんどん男性と出会っていくというこ

とがいいとは思わないのですけれども、私は古風な人間かもしれないのですけれども、で

も実態は中学３年生の女の子達はかなりもう性体験をしています。それから、公的ないろ

いろな報告でも、高校生になりますと女の子は確か男の子よりも性交の回数が多いんです

よね。それが１つの実態になっているわけですね。その背景には、もう至るところで女の

子達の週刊誌の中に性行動を促していくようないろいろな広告とかいろいろなストーリー

とかがいっぱい出ているわけですから、それが自然だとは思わないのですけれども、自然

ではない商業主義的なあおりというんですか、あおられている性行動の１つの過剰な現象

があるわけですよね。ですから、子ども達の実態をまず把握して、その中の実態の中から、

より自然な環境をつくり、かつ、より有害なものに対してはやはり規制していくことが必

要だと思います。 

 例えば思春期の子どもの痩せというのは、これはその人のライフサイクルを完全に悪く

します。例えば 15 歳以上の女の子が痩せでダイエットをして１回でも生理が抜けましたら、

その人の方がそうでない普通の子どもよりも高リスクで不妊症になるんですね。それから、

骨粗しょう症になる確率も高いですし、老化が早いんですよね。となれば、アルコールを

未成年に禁じていると同じように、思春期の子ども達に痩せのグッズを売ることは禁じる

ということが必要だと思うんですね。それと同じで、性行動も、今の段階の子ども達に、

どこまではいいけれどもどこ以上はやはりトラウマになるからということを本格的にもっ

と皆で、個人的な意見というよりは、もっと本当に客観的に小児科医と心理学者と産婦人

科医と親達と皆で考えていく必要があると思いますね。 

○本田座長 天野さん。 
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○天野委員 子どもの権利条約のことについては、僕はかなり本質的だと思うんですね。

あれを批准するというふうに言った時に、本当にこれを日本は批准する気があるかなとい

うか、批准すると日本の構造が変わるんですよね。先ほど言ったような縦社会から横社会

に組み替えていくということは、単に大人と子どもとの関係にとどまらないだろうという

ふうに僕は感じているので、これを本気になって批准してやっていこうとした場合には、

明らかに大人の側の意識変革というのが 180 度求められるし、併せて、構造改革というの

は、多分、今、総理が言っているようなレベルでは済まない構造改革というものが本質的

には多分求められるだろうというふうに僕は感じているんです。でも、すごく重要な話だ

と思うんです、これからの社会を、世界観を築いていく時に。 

 先ほど実際に第三者機関があるのは東京都ということもおっしゃっていたのですが、実

は 98 年のあれがまさに始まる段階の時に、東京都の「子どもの権利擁護システム検討委員

会」というところの委員に僕は入っていたんですね。システム検討委員ということで、ど

うやって第三者機関を立ち上げていくかというところでやったのですが、青島時代にはか

なりそのことは良かったのですが、石原都政になってからはもう散々なんですよ。今は第

三者機関があるといっても風前の灯で、それをどういうふうにやっていったらその風前の

灯を何とかできるのか。それからもう１つ、政治の中で石原都政が言っているのは、「心

の東京革命」、つまり、子どもに対する、縦社会、縦の関係なんですね、大人が子どもに

どうすべきであるかということですね。そういうような発想がまた強固に立ち上がってき

たから、権利条約というのがもう一方で、要するに、権利、権利と言わせておくから子ど

もの中にそれこそ渡辺さんがおっしゃるような子どもの状況が出てくるという、つまり、

もっと締めてかかれというようなところというのがあるのだろうと思うんです。 

 だけど、僕は全然逆だと思っていて、子どもが本当に自ら自己決定ということをしてい

くことを、大人による決定を選択させられるのではなくて、自ら決定ができるということ

をきちんと社会が保障して、ある一定の社会的なリスクを大人もともに負うと、それが要

するに大人の本質的な子どもに関わる保護の姿勢だということを理解していった時に、僕

は子どもの自己責任の意識というのも大幅に変わっていくというふうに思うんですね。 

 僕はそういう社会を実現したいと思うのですが、児童相談所の方もそうだと思うのです

が、子どもの権利条約から日本の中でそれに該当するような法律をつくろうというふうな

話があった時に、大変大きな反対にあって、それで誰もが反対できなかった虐待の防止法

だけが通ったという、そういういきさつもあるんですよね。要するに、子どもを主権者に
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していく必要があるということから、そういうような権利条約をまさに日本の中で言える

ような法律をつくろうという話が最初にあったけれども、それは大変大きな反発にあって、

抵抗にあった。けれども虐待についてだけは誰も抵抗ができなかったわけですね。子ども

を守れ、つまりここでも縦の関係なんです、ある面で。確かに子どもを守れというのは大

事な話ではあるけれども、子どもと大人との関係性の中に縦の立場に置いている限り、大

人は、法制化はしていくのだけれども、横の関係に均していこうという形の法制化という

のは非常に難しい。これは全国各地で起こっている子どもの権利条例の実践でも、大きな

つまずきが起こっていて、川西や川崎でできているのが不思議なぐらいなんですね。 

 だから、そういう点から見た時に、どういうことをここではしていったらいいか、まさ

に政策提言をしていくという話をしていった時に、どうもそれなりの１つのポジションを

持っているようなので、どういうことをしていったらそういうようなことが……、どうや

ったらそこのところを打ち破れるんだろうというふうに思うのだけれども、何かいいお知

恵があったらぜひお聞かせいただきたいというのが正直なところなのですが。それで、こ

の後、この懇談会の中でそういうことを多分審議していく上で何か参考になるようなご提

案があったらぜひお聞かせいただきたいと思うのですが。 

○本田座長 ただいまのは今日のゲストの方にご意見を伺いたいということですね。 

○高橋協力者 大変難しい話です。今、天野委員がおっしゃったように、事実、東京都な

ども風前の灯になっていますし、実際にはなかなか機能しにくい問題がありますね。だけ

ど、先ほど言ったように、神奈川県なんかの場合は非常にうまくいっていますし、埼玉県

が来年つくりますし、ですから、こういう第三者機関というようなものを当面は進めてい

くというようなことも必要かと思います。 

 それから、やはり、さっきもちょっと中で言いましたように、大変残念ながら今は子ど

もの領域では「児童憲章」、昭和 26 年５月５日、首相官邸で宣言した「児童憲章」、だけ

どそれがいろいろなところに、例えば大阪の「子どもの権利ノート」にも引用されていま

すけれども、やはり権利条約の考え方とかなり違うんですよね。守られるではなくて、子

どもは権利行使の主体なんだという考え方をきちんとうたった子どもの権利宣言みたいな

ものをやはり児童憲章に代えてつくっていくということも非常に重要になってくると思い

ます。 

 それから、先ほどご指摘のあった、様々な子どもに関連する法律の中に「子どもの最善

の利益」という文言をきちんと入れていくというような努力が非常に重要になっていくの
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ではないでしょうか。日本ではよく「解釈」という形でそれを生かしていますという説明

がありますけれども、解釈では見えないわけで、やはり子ども達にもきちんと見えるもの、

そういったものを、特に様々な憲章とか法律の中で整備していくというのが１つのやり方

かなと。あとは、今、神奈川なんかは親元を離れた子どもだけになっていますけれども、

よく質問されるのは、「何で一般の子どもには権利ノートがないんですか」とか、「一般

の子どもがそうなった時にどういう形で対応していけばいいんですか」というご意見とい

うのが多分にあります。そういう意味では、我々は保護を必要とする子ども達のところか

ら始めていますけれども、青少年健全育成等に取り組んでいらっしゃる方も含めて、一般

で生活する子ども達全体にもそういうものがきちんと見えるようにしていくということか

ら始めていくよりしようがないのかなということを思います。 

 ぜひそういう意味ではこの懇談会でも大いに議論をしていただいて、仕組みの中に何ら

かの形の成果を反映していただくと大変我々もやりやすいなということを思います。 

○本田座長 杉山さん。 

○杉山委員 それも含めて一般の親と子どもに関してなのですが、私は育児雑誌にずっと

関わっており、妊娠雑誌、育児雑誌などはかなり親が読んでいるものなんですけれども、

そういった子どもの権利に関するものというのはほとんどプレゼンテーションされないま

ま、おむつ替えはどうしましょうとか、離乳食はどうしましょうみたいなことだけで来て

おりますので、こういった分野にでもまずいろはの「い」ということで入れるということ。

あと、母子手帳には児童憲章はあるけれども、子どもの権利に関する部分というのは全く

書いていない、14 年度に改正されたが記載はなかった。それも含めて、やはり産婦人科で

あったりとか、そういった様々な機会を通じて子どもの権利というものに関してプレゼン

テーションをしていくということが大切なのではないかなと思います。 

 ちょっと意見書をまとめていて、支援者の声の中にもあったのですが、例えば２歳児ぐ

らいから今度は幼稚園に入れるようになったという場合に、やはり行きたくない子どもと

いうのが出てくると思うのですが、そういった子ども達は行きたくないと自分からきっち

り言えないわけで、親としてはこの子はもしかしたらこのまま不登校につながるような子

になってしまうのではないかしらというような不安も出てくる。これも同じで、幼稚園選

びのポイントの前に、行かなくてもいいところなんだよということをまず書くとか、そう

いった私達マスコミでものを書く人間の方も少し子どもの権利を改めて勉強し直して、書

くものに対して考えていくということも一方で作業として必要になってくるのではないか
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というふうに思いました。 

 以上です。 

○本田座長 広田さん。 

○広田委員 政策提言ということで津崎さんに１点だけ伺いたいのですけれども。 

 民事不介入の原則で、これまで虐待の問題とかは放置されてきた、しかし、民事不介入

ではもう対応できないといった時に、ではその原則はもういいのかという、その点をお聞

きしたいのですが。つまり、児童虐待をなくすためとか減らすためというふうなことを突

き詰めていくと、思わぬコストとかリスクみたいなものを持ってしまう、だから行政とし

ては個人の市民の生活にどこまで踏み込むか、踏み込んではいけないか、特に児童虐待な

んかだと、深刻なものもありますけれども、通告されるもののほとんどは軽微なものでは

ないかと思うのですが、その時に市民生活と行政との関係をどういうふうに考えたらいい

のでしょうか。 

○津崎協力者 民事不介入は、戦後の一定の反省の中から、いろいろ問題があっても基本

的に介入しないというスタンスばかりが強調されてきたわけですね。その家族が密室化し

ないで地域の中で交流があってサポートされている、あるいは、その親族の関係の中で交

流があってサポートされているという場合は、多少課題があってもその部分がいわゆるプ

ライベートな分野で介入できて調整できていたんですよね。だから、以前であれば民事不

介入というふうに言いつつも、一定の調整機能が自然な形であり得たわけです。 

 ところが、特に都市生活の中では、例えばマンション住まいなんかは典型ですけれども、

隣の家庭にさえ何らかの介入をすることができないわけです。そういう中で問題が起こっ

た時に誰がどうするのか。結局、誰もどうにもできない中で虐待がエスカレートして弱い

立場の子どもが犠牲になり、あるいは、隣の家庭では弱い立場の女性が犠牲になる、ある

いはまた、隣の家庭では弱い立場の老人が犠牲になる、そういうことが頻発してきている

わけです。家庭問題に対しては他人だから介入しないでほしいという形の中で弱者を救済

できないという実態が噴出してきているわけですから、プライバシーの問題と被害に遭っ

た弱者の救済の問題と、どっちの問題がより重要な問題としてあるのかということを量ら

ないと、単に家庭の問題はプライバシーの問題だ、それが優先されるべきだというような

ことを全ての家庭に普遍化されると救済されない子が出てくるわけですから。ですから、

やはりそれはバランスの問題であって、その家庭で何が起こっているのかということを踏

まえて、非常に緊急な問題があるのであれば、それは法律あるいは行政権限を発動してで
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も介入しないといけないし、その程度がもっと緩いのあれば、地域レベルの民間レベルの

介入ということを工夫していかないといけない。その介入もいろいろなレベルの介入とい

うことを社会の中にセッティングしていかなければいけない。だから、隣近所の関わり的

な民間レベルの任意の介入から、あるいは、それではうまくいかない時に行政介入する、

それでもうまくいかない時にはさらには司法介入するというような、段階を追った社会が

関わる制度というのを整備しないと、孤立した家族の中の問題というのは対処できないと

いうふうなことだと思います。 

○広田委員 よく分かりました。何か予防原則でどんどん行政がやっていくと歯止めがな

くなるので、そういう段階づけをきちんと考えないといけないということですね。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 後藤先生、何かご専門のお立場で。 

○後藤委員 多分さっきおっしゃったように、やはり民事不介入という言葉自体も、多分

通常は警察が介入するかどうかという時に使われるというのが普通だと思うんですね、で

すから、それを今は広げた形でお話をなさったなということかと思います。 

 おっしゃったように、重層化というのはすごく課題で、今までのような、とにかく、弱

者救済というか、そこで死んでいる子どもを救済しないということを、座して警察が見る

ということは私は避けたいと思います。警察がどんなに介入しても、その子が死ななけれ

ば私はそれがいいというふうに考えていますけれども、やはりなかなか刑事法の領域でも、

どうしても最後の手段なので、あまり予防的に介入することについては否定的な意見が多

分多いなと思います。 

 ついでですから１つだけ。性に関しては、先ほどちょっと私も気付かなかったのですが、

権利条約についても、子どもの性に関しては何も触れていないんですね。性というか、性

の主体としては。虐待としての性的な被害者としてはあるのですが、そういう意味では、

性の問題というか、性行動がかなり渡辺先生のお話だと広く捉えられているなという気は

したのですが、性の問題というのは権利条約でも取り上げることが多分できなかった何か

が、ある意味１つクリティカルな構造なんだなというのに気付かされて、性の問題をどの

ように取扱うかというのは、結局、大人と子どもの境目で、多分子どもというのは性行動

をしないんだと、つまり、大人になっている子どもをどういうふうに考えたらいいのかと

いう話なのかなと思って伺っていて、そういう意味では、性の問題というのはもっといろ

いろな形で取り上げなければいけないのではないかというふうに思いました。 
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○本田座長 ありがとうございました。 

 渡辺先生、何かご発言はございますか。 

○渡辺協力者 どうもありがとうございます。 

 性行動の練習期として思春期というのはとても大事なんですね。その練習期を安心して

美しいものとして豊かにしていくというための発達環境が日本では今はない、その結果、

性犯罪とか過剰な性が露出されているという問題があって、それは子ども達にも気の毒だ

と思いますね。本当にいい性行動がとれる大人にしていくための環境として、特に中学、

高校の学校環境をもう少し考えていく必要があると思います。 

 どうもありがとうございました。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 もしかしたらまだご意見があろうかと思いますが、予定した時間を、20 分というお約束

が 20 分を過ぎてしまいました。ご発言のない方でどうしてもとおっしゃる方がおいででご

ざいましたら挙手をお願い申し上げます。もしよろしければこれで閉じさせていただきま

すが、座長代理の樋口先生、何かご意見がございましたらおっしゃってください。 

○樋口座長代理 時間が過ぎていますが、今日のお話は非常に有益で、どうもありがとう

ございました。 

 今後のプロセスをやはりここでの審議、議論のどういうところに落としていくのかとい

うことをそろそろ考えないと、私にとってはこれに参加するのは非常に有益なのですが、

それなりに社会的責任も負っている懇談会でありますので、そろそろ考えていかなければ

いけないなと思います。今日すぐに皆さんのご意見を伺うということはちょっと難しいか

と思いますので、そのうち十分考えていただいてご意見をいただけたらというふうに思い

ます。 

 どうもありがとうございました。 

○本田座長 ありがとうございました。 

 それでは、今日はこれで閉じさせていただきますが、次回の日程はお知らせ申し上げて

ございますが、10 月 18 日（金）16 時～18 時まででございます。非行問題、引きこもり問

題などを相原先生からご発表いただく、それから、東京都立大学の前田雅英先生と、爽風

会佐々木病院の斎藤環心療部長にもゲストとしてお越しいただいてご発表をいただくこと

になっております。 

 それ以降の問題に関しましては、前からご相談申し上げておりますように、積み残した
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テーマ、例えば家庭とか地域とか学校とか職場というような役割についてとりあえず議論

をしていただいて、それからさらに皆様からご提案のあった特にご関心の深いテーマなど

はなるべくこぼさずに取り上げたいと思っておりますけれども、ただいま座長代理からご

発言がございましたように、そろそろ最終方向のまとめに向けての流れも整えていかなけ

ればならないかと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 今日はいろいろと活発なご討議をありがとうございました。 

○天野委員 時間を延ばすとかそういうような計画があるような話をしていましたよね。 

○本田座長 そうではなくて、12 月にもう一回やろうということを考えております。回数

を増やすという方向で考えております。というのは、遠くからおいでになる方がお帰りに

なったりするお時間もございますでしょうからということで、12 月に１回余分な回数をと

らせていただくことにいたします。 

                             午後 ５時２８分閉会 


