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子育どもを取り巻く状況（１）～育ちづらい・育てづらい社会～

・養育における保護者・家庭責任の強化

・保護者や子どもに寛容な眼差しを向けることの困難

・個人の問題の背景にある社会構造的問題の潜在化

（例えば、「身勝手な親」という個人の問題としての捉え
方の強化）

・「子どものできは親のでき」という意識の強化

・親の子どもへの所有物意識の強化

・世間体、周囲の眼差しに敏感にならざるを得ない状況

・「無条件の受容＝存在自体の祝福」の困難（「being」
でなく「doing」で評価）→「条件付きの受容」とその影
響
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現代社会における子どもを取り巻く状況（２）～法律との関係～

・保護者責任の強化

児童福祉法

第２条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあら

ゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重

され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成され

るよう努めなければならない。

２ 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一

義的責任を負う。（２０１６年改正で追加）

３ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健や

かに育成する責任を負う。

「保護者の第一義的責任」の規定

・次世代育成支援対策推進法(2003年)、少子化社会対策基本法(2003

年)、教育基本法(2006年)、児童虐待防止法(2007年)、子ども・子育て

支援法(2012年)、児童手当法(2012年)、いじめ防止対策推進法(2013

年)
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・「児童福祉」から「子ども家庭福祉」へ→子どもが育つ基盤である「家庭」の強調（例

こども家庭庁）

→家庭支援、保護者支援の強調→子どもへの直接支援は保護者が困難なときに限

定される傾向

・高度経済成長期以降➡職住分離、性別役割分業、「三歳児神話」「保育所に預けるの

は可哀そう」

地域の養育機能の低下➡孤育ての一般化

・世帯影響の肥大化➡世帯間格差と子どもの将来格差が顕著に、認知・非認知能力

(意欲、忍耐力、自尊心、自制心等)の格差

・「社会は親がそれなりの養育ができるように親を支援する」、「社会は親と共に子ど

もを養育する」＝育つ場・育てる人の複数体制＝疑似血縁・親戚づくり➡子どもの育

ちを支える（保護者以外の人に大切される体験の必要性）、「親の都合で預ける」➡

「子どもの育ちを支えるために、家庭外の人に養育を託す」へ
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令和２年度 児童相談所における児童虐待相談対応の内訳

相談対応件数 205,044件※１

一時保護 27,390件※２(13.4%)

施設入所等 4,348件(２．１％）

内訳

児童養護施設

２，２７４件

乳児院

６６３件

里親委託等
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７５５件

20
年度

21
年度

22
年度

23
年度

20
年度

21
年度

22
年度

23
年度

20
年度

21
年度

22
年度

23
年度

20
年度

21
年度

22
年度

23
年度
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2,597件 2,571件 2,685件 2,536件 747件 715件 785件 753件 429件 390件 537件 464件 723件 789件 778件 817件
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2,651件 2,396件 2,441件 2,595件 773件 800件 736件 850件 568件 593件 651件 735件 853件 790件 813件 849件

※平成22年度の相談対応件数、一時保護件数及び施設入所等件数は
東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値。

※１ 児童相談所が児童虐待相談として対応した件数（延べ件数）
※２ 児童虐待を要因として一時保護したが、令和２年度中に一時

保護を解除した件数（延べ件数）

【出典：福祉行政報告例】
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家庭で依存体験（感情交流）・生活体験を保障されない子どもたち（１）

・被害体験を抱える子どもたち

・家庭において生活体験が十分に保障されず、生活習慣を身に付けられない子ど

もたち、気遣ってもらう体験がない（ネグレクト）

例えば、一定時間に起床し朝食を取る、歯磨き（虫歯とネグレクトとの関係）、着

替え・入浴、好みを尋ねられて料理を作ってもらう・宿題や持ち物をチェックしてもら

う体験の欠如

・年齢不相応なケア役割を担う子どもたち（ヤングケアラー）

例えば、介護（親、祖父母、きょうだい）、精神疾患の親の服薬管理、依存症の親

のケア、親の愚痴の聞き役、障がいをもつ両親のケア、聞こえない親をもつ聴者の

子ども（Children of Deaf Adults)等

➡ケア役割の逆転 6



家庭で依存体験（感情交流）・生活体験を保障されない子どもたち（２）

・CODAの声「朝起きてご飯を食べて学校へ行く。帰宅しテレビを見て夕食後、宿題をしてお風呂に

入って寝る。これの繰り返しの日々だったように記憶しています。必要事項を伝える事はしても、会話

をすることを知りませんでした。会話をすることにどんな意味があるのかなんて考えもしませんでした。

心というものも分からないまま、私は大人になっていきました。食事をきちんと与えられていたし、欲し

いものは買って貰えました。一見、生活自体は何も問題なさそうに見えていたと思います。両親もな

んの疑問を持たずに生活していたのでしょう。しかし、私は大切なことばを得ることができませんでし

た。ことばが分かっていないので、心もよく分かりませんでした。だからなのか、私は今でも自分の気

持ちがよくわからないときがあります。ろう学校の寄宿舎育ちの両親が結婚し、家庭ではどんな会話

をして過ごすのか知らなかったろうとは思いますが、それにしても我が家は会話はありませんでした。

（澁谷智子『ヤングケアラー わたしの語り』」

・家庭内タブーを敏感に察知、家庭の問題は家族で対応すべきという認知。感情を言語化し、表現す

ることの困難、将来に夢や希望をもって生きることの困難、人間への信頼の欠如、生き辛さ・自己否

定感

・子どもへの直接的支援サービスの創造～子どもの状況に応じて、依存体験や生活体験の機会を家

庭外で提供する必要

・「新しい社会的養育ビジョン」(政府の検討会報告書）～養育を「家庭のみで遂行するのではなく、社

会的資源を活用しつつ具体化することが重要である」➡家庭のみならず養育を共有する体制
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家庭で被害体験を抱え、依存体験が保障されなかった方へのインタビューから

・大学４年生。母親の記憶はなく、幼少期から父方の親族の元を転々とする生活の後、父
親と同居。父親から虐待を受け、中学２年から高校3年まで一つ下の妹と共に児童養護
施設で生活。大学進学と同時に施設退所。

中学校では居場所もないし勉強も付いていけないので、中一の頃から学校へは行かな
くなりました。父親が夕方から深夜までお酒を飲んでいて、それに付き合わなければな
らず、生活リズムが変わりました。正座して父の隣で座っていなければなりませんでした。
その間はご飯も食べられなかったし、トイレにも行けず、ただそこに座って愚痴を聞かさ
れるとか、殴られるとか、そういう生活がずっと続いていました。父親が寝静まってから
残った物で飢えをしのぐっていうような生活でした。

添い寝されたり、一緒にお風呂に入ったりなど、小さな子どものようにもっと職員に甘えたかった
です。・・・・試し行動みたいなことをしていました。家出やリストカットをし、よく職員とは衝突しまし
た。キッチンハイターを飲んで、それで緊急入院となり、中3の秋頃に精神科病院に5か月ぐらい強
制入院させられました。1週間に1回必ず施設の担当職員3人が順番に2時間半かけて来てくれて、
最初は怒る気もしないで、裏切ったっていう思いだけで、話す気もなかったですが、少しずつ話すよ
うになってきました。本当は、あのときに職員にこうしてほしかったとか、職員と本音でトークできる
ようになりました。

退院したすぐ後に3.11の震災があって、ボランティアに行きたいって職員に言ったんです。でも反
対されて。職員から本当にやりたいのであれば、企画書作って納得させなさいと言われました。それ
で職員の助けを得て企画書を作り、行けることになりました。愛情ってそれまでボディータッチじゃ
ないと受け取れないって思っていたんですが、信じてくれたりとか、自分が相手にしてあげたいって
気持ち、そういう愛情のあり方に気づかされました
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・多様な社会的親（コミュニティペアレント）の創造と里親の多様な活用～満里親～半里親～ショートス

テイ里親、トワイライトステイ里親、週末里親（施設入所児・在宅児童含め）～施設・里親か在宅か、施

設か里親かという2者択一から多様な養育モデルの創造

・ショートステイステイ(市町村の実施率約42%)、トワイライトステイ(約22%)等の子どもへの直接的支援

サービスの実施低迷、あっても利用されない現状（アクセス・利用料・年齢制限等）

川崎市

「保護者の病気や出産、育児疲れ、看護疲れ、冠婚葬祭、出張、事故などにより、ご家庭で一時的にお子さんの育

児が困難な場合に、原則、6泊7日以内でお子さんをお預かりします。」

「入退所は、乳児院は午前9時から午後5時までの間、児童養護施設は午前9時から午後6時までの間で、

保護者の送迎によります。」

乳児院（２か所） 2歳児未満 1日 4,300円、 2歳児 1日 2,350円

※減免あり。ショートステイ（宿泊）・デイステイ（日中利用）を実施。

児童養護施設（４か所） 2歳以上中学生未満、 1日 2,350円

※減免あり。ショートステイ（宿泊）・デイステイ（日中利用）を実施。

・Good practice例 生活支援を中心とした子どもの居場所づくり事業

日光市：支援の必要な子どもの居場所「ひだまり」事業(市内3か所；民家を改修)(要支援認定➡無料）
家だけで安心な暮らしが困難な学童期の子どもの生活支援、食事や入浴、洗濯などの養育支援、宿題や
時間割、持ち物の用意などの学習支援、送迎支援、多数のボランティアも関与
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週末里親・季節里親（ホームステイ里親）さんの声「児童虐待 ひとごとじゃない」

「普段の生活」大事に 「三日里親」細く長く寄り添う

「家でジュースを飲んだり、大人の晩酌のつまみを一緒に食べたりしながら、ああだこ
うだと話をする。そんな『普段の生活』が、彼にとって心休まるときなんじゃないかと思
います」神奈川県内で「三日里親」を14年間続ける女性（56）は、そう話します。2歳半
から定期的に預かり続けている男の子は、もう16歳。普段は児童養護施設にいますが、
月1度、週末に3日ほど家に泊まりに来ます。

女性は、児童虐待防止に関心を持ったのをきっかけに、里子を迎えたいと考えるよう
になりました。しかし当時は2人の実子が幼く、家の間取りなどを考えても長期の里子
を迎える余裕はありませんでした。すると児童相談所から「三日里親ならできるのでは」
と勧められ、引き受けたといいます。

里子が泊まりに来たら遊園地に連れて行ったり、一緒に地元のお祭りに参加したり。
家で庭の草取りや料理を手伝ってもらうこともあります。「できるだけ心地よく過ごして
もらおうと思っていますが、家族の一員としての役割も果たしてもらうようにしていま
す」里子の入学式、卒業式など折々の行事にも出席しています。「運動会では照れて、す
ねたような態度を取っていましたが、競技の間きょろきょろと私たちを探している。
やっぱり求められているんだなあと思いました」と、女性は振り返ります。

日経DＵＡＲ https://dual.nikkei.com/atcl/column/17/061400097/092100008/ 10



里親さんたちの声（『里親・ＦＨ養育指針ハンドブック』より引用）

施設養護との違い

・ご飯作りは調理場、洗濯は洗濯場で行っており、子どもの生活空間からそれらが離れた所にあったため、

生活用品や電化製品が物珍しくおもちゃ代わりになりました。それらを何に使うか知らない子どもたちは、

炊飯器を開けて靴を入れてみたり、魚焼き機を開けてぬいぐるみを入れてみたりと私が予測のつかない遊び

方をしていました。

・朝ごはんを食べ終わった後、「今日のお昼は何？夕食は何？」と聞いてきたので「まだ決まってないよ」

と答えたら「なんで？どうして？」と不思議そうな顔をしました。施設では１ヶ月間の献立先に決まってお

り、月の初めに貼り出されているから家でもそうだと思ったらしい、家族の好み学校の給食のメニューなど

を考慮してその日の献立を決めるという考えがなかったようです。

里親の役割

・子どもが熱中して楽しく遊んでいる姿を見ていると、私も愛しさを感じ、里親の役割は特別なことをする
のではなく、日々当たり前の日常生活を積み重ねることだと感じます。

学びの大切さ

・子どもの行動が理解できなかった頃は、子どもの行動を直そうとし、常に子どもを叱っていたように思い
ます。しかし、里親研修を受け、子どもの行動の意味や対応方法を理解したことで、子どもに余裕をもって
対応できるようになりました。叱ってばかりいた頃は私自身もつらく、叱った後に自己嫌悪に陥ることがた
びたびでした。いまでは多少楽な気持ちで、子どもに向かえるようになっています。

・「愛情」と「思いやり」があれば子育てはできる、子どもをかわいく思えるようになると思い込んでいま
した。でも、なかなかそうはならず、むしろ苦しくなっていきました。里親研修などで養育のスキルや知識
を得て対応を学ぶことで、子どもに対し優しく関われるようになりましたし、自信も取り戻せたと感じます。

・実子などを養育した過去の経験が、こうした子どもの養育過程において必ずしも有効に活用できないこと
もあり、むしろそうした体験が育ち直そうとしている子どもの養育を妨げる場合のあることを理解し、他者
の助言や協力を求めることが必要である。
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普通の暮らしの提供

埼玉県の里親である石井夫妻は4人の子どもたちと暮らしている。同居する4人の子どもたち全
員が異なる親から生まれた。4人の子どもたちは、20代の長男（特別養子）、次男（実子）、10代の三
男（特別養子）、そして里親として養育する中学生の男児である。長男と三男は実親が育てることが
できず乳児院で生活した後、石井さん夫妻が里親として迎え、後に縁組した。以前長男と三男のお
二人にインタビューした際、「日々の生活はどうですか？」という質問に、以下のように応えてくだ
さった。

長男：今そのとき、そのときが一番幸せです。大好きだった祖父の会社が倒産して認知症になったり、
父が癌になったり、家族の中でいろんな大変なことがありましたが、みんなで助け合って乗り越えて
きたので、自分もきっとやっていけるっていう自信はあります。

三男：朝起こしに来るときよく「大好きな〇〇ちゃん、早く起きて」とかって母は言ってくれます。そ
うした何気ないことを嬉しく思うことがあります。

長男：冗談交じりでも「大好きな〇〇ちゃん」と言ってくれたりします。大好きだよ、愛してるよ、うち
に来てくれてありがとうとか、出会えて良かったよっていうのを面と向かって言うんじゃなくて、何
気ない会話の中で言ってくれます。だから自然に僕は愛されていると感じるようになってきたと思
います。

開口一番「今そのとき、そのときが一番幸せです」と言えることや、日々の生活の中での石井夫妻
のことばがけに感銘を受けた。もし施設での生活が続いていたとしたら、こうした言葉は聞けなかっ
たかもしれない。血縁のない中途からの養育だからこそ、夫妻は意識してそうしたことばがけをされ
たかもしれない。改めて子どもが家庭で育つ意義を感じさせられる。里親や養親の重要な役割は、
子どもたちに普通の暮らしを提供し、子どもに大切にされる体験を提供し、生きる土台として自らを
愛することのできる人間として育つよう支えることかもしれない。
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『月刊福祉』 「 MY VOICE, MY LIFE 社会的養護経験者の語り」より

・30歳の男性。母親から暴力を受け、足の踏み場もない家庭状況で育つ。小学校6
年生のとき、里親委託され、その4カ月後児童自立支援施設に措置変更される。入
所1年後児童養護施設に措置変更され、高校卒業時まで生活する。大学院修了後、
入所経験のある児童自立支援施設の中学校分室の教員となる。

里親家庭での暮らしはどうでしたか？

・里親さんから雨戸の開け閉めや庭の水やりといった手伝いを頼まれました。自分
の希望を叶えてくれて受け入れてくれた里親さんなので、期待に応えたいと思い
ました。でも自分でもできると思っていたことができなかったです。そもそも前の
家には雨戸も無いし、ガーデニングをすることがなかったし、何かを習慣付けて行
動するという生活をしてきたことがなかったんです。

里親宅で暮らすようになって友達もゼロから関係を築かなければいけなかった
んですね。当時流行っていたシャーペンを、みんな持っていたので僕も欲しいと思
いました。みんなが持ってる物を自分も持ってるっていうことは、友達になるきっ
かけになるかもと思いました。ただ、一方で里親さんに迷惑をかけてしまっている
とか、やれると思ったこともできないっていうことで、例えばそのシャーペンが欲し
いとか、買いたいから小遣いをくれっていうことを言えない状態でした。それで里
親さんの貯金箱からお金を取ったりとかするようになったんです。そのシャーペン
をホームセンターで万引きをしたことがばれ、ものすごく怒られて、うちではみれ
ないということになり、4カ月で委託解除となりました。

13



今振り返れば、里親さん宅での暮らしにどんな思いを持たれていますか？

・自分の元の家にいた時は、家を出たいという思いが強くて、このま
まこの家にいたらまずいという危機感とか、友達を呼べるような普通
の家、普通への憧れみたいなのがありました。児相の人が自分の希望
を叶えてくれたこととか、里親さんが自分を受け入れてくれたことと
いうのは、すごくありがたい、うれしいことでした。ただ、そういう、自
分でもできると思ってたことができない、ということで自信を失って
いきました。また水道を出しっ放しにした際、「お金持ちの家から来た
のね」と言われたことで、自分のできない部分を開示しにくくなってし
まいました。里親さんは自分が中学生の頃の通知表を見せながらよく
「勉強頑張んなさいよ」と言ってました。だから、自分も頑張んなきゃ
いけないんだなと思って、中1の一番初めのテストでは、300人中トッ
プ10パーセントに入ってたんですよ。だから、いい子でいなきゃいけ
ない、勉強頑張んなきゃいけないっていう、頑張ったんですけど。いつ
もいい自分でいなきゃいけないっていうことで、自分の本当の状態と
里親さんに見せている状態にすごくギャップができてしまったように
思ってました。 14



・でも里親さんのところでうまくいかなかったことっていうのは、ある程
度建設的に受け止めることができたんです。それは里親さんのところで
生活することを自らが決めたと思っていたからです。もし児相の職員さ
んとかに、あなたは施設や里親へ行きなさいと決められていたら、うまく
いかなかったことを児相の職員のせいにしていた可能性は大いにあるん
ですけど、でもうまくいかなかったのは自分で選んだ結果と考えること
ができました。その振り返りを、一時保護の間心理司さんと行いました。
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・大学3年生。両親の離婚後、父親と生活。高校1年生のときに、父親
の虐待により里親家庭に一時保護委託され、その後児童養護施設で
19歳まで生活。

・一番の思い出は、児童養護施設の高校生を対象に外資系企業が行っ
ているプロジェクトに参加したことです。児童養護施設の高校生が3
カ月間その企業で英語と歴史のレッスンを受けて、その後京都で外国
人観光客にツアーガイドをするっていうプロジェクトがあったんです
けど、それについて施設職員に聞いて応募したんです。そこで今の親
友にも出会いました。その時期はものすごく楽しかったです。そこで
出会った企業の人たちが皆な大学進学してる話を聞いて、全然考え
てなかった大学進学について考えるようになりました。目標にしたい
大人にも出会い、こういう人間になりたいって思いました。自分の人
生は施設を出て適当に働いて終わるんだろうなって思ってたんです
けど、いや、そうじゃなくてこうなりたいって思えました。英語しゃ
べったときに「すごいね」って言われて、私って人に褒められるもの1
個でもあるんだっていうのを初めて自覚でき、そこで大学進学した
いって思いました。
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・大学院生。4人きょうだいの末子。両親離婚後母親と生活するが、ネグレ
クト状態となり、1歳上の兄と一緒に３歳の時に児童養護施設に入所し、高
校を卒業するまで生活。

・どこかで普通に思われたいっていうところはあり、きちんと勉強してると
いう一般家庭の子を、ある意味演じていたように思います。「何で携帯持っ
てないの？」とかって言われるのも嫌だったし、みんな受験して大学行く中
で、「君は就職」なんて言われるのも嫌だったし。普通っていうのを追い求
めていた気がしますね

職員に何か相談をするってわけでもなく、仲が悪いというわけでもなく、
いい距離感だったと思います。年度ごとに部屋替えがあり、棟や部屋が替
わったりして毎年担当職員が変わることもあって一人の職員と深く関わる
という時間は少なかったです。他の人たちと違って施設には不満もほとん
どなくて。施設生活が普通だって思う自分がいるのは、早いうちから施設
に入ったことで、それが普通になっているからだと思います。例えば15歳
で入ってきた子たちからしたら、もうある程度家庭はこういうもんだという
のが分かってる中で施設に入所するので、不満がより出てくると思います。
自分とは異なることです。
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学校関係者への対応の必要性～「生い立ちの授業」 「二分の一成人式」～

学習指導要領「生きる力」第2章 各教科 第5節 生活

第1 目標

具体的な活動や体験を通して、自分と身近な人々、社会及び自然とのかかわりに関心をもち、
自分自身や自分の生活について考えさせるとともに、その過程において生活上必要な習慣や技
能を身に付けさせ、自立への基礎を養う。

第2 各学年の目標及び内容

〔第1学年及び第2学年〕

2 内容

（9） 自分自身の成長を振り返り、多くの人々の支えにより自分が大きくなったこと、自分でで
きるようになったこと、役割が増えたことなどが分かり、これまでの生活や成長を支えてくれた
人々に感謝の気持ちをもつとともに、これからの成長への願いをもって、意欲的に生活するこ
とができるようにする。→「生い立ちの授業」

・「二分の一成人式」～児童が将来の夢を表明する個別発表、保護者から児童への手紙、合唱、
小さい頃の写真放映、式典や祝辞、成長記録やアルバム作成、記念撮影、将来の自分への手紙
作成等が行われる（ベネッセ教育情報サイト2012）。

負の評価

・「自分の名前の由来を調べることになったときには、どう していいかわからなかった。自分は普通
と違う、と感じたことは数多くある」（『朝日新聞』2017年12月１日 里親家庭で暮らす大学４年生）
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・「担任に手紙を書きました。なぜあえて、みんなの前で感謝を読み上げるのか。母親がいない
ことを発表しなければいけないのか」（『朝日新聞』2017年６月26日 保護者（祖父母）へのイ
ンタビュー）

・「私も本当は反対 です。熱心な先生もいて、教師同士ではおかしいと言いにくい。保護者か
ら言ってもらえたので、対応でき ました」（前掲の保護者インタビュー内での、担任教師による
返答）

・「生みの親である男女親が同居し、子どもはその双方から適切な養育を受けている」という
家族像に当てはまらないひとり親家庭や里親家庭、祖父母・叔父・叔母家庭、ステップファミ
リー、同性親家庭等への配慮がなされていない点が課題点として指摘されている。

・かながわ 「いのちの授業」 ハンドブック、神奈川県教育委員会、平成 30 年12月改訂

（幼稚園から高校までの授業の展開を提示、いのちの視点～偶然性、有限性、連続性、「多
様な家族形態に配慮した展開に注意すること」と記載）

・里親・養子縁組家庭のみならず、多様な家族のあり方への配慮

・ある自治体では里親子を担当する児相が毎年子どもが通う学校を訪問し連携を図る

・里親支援機関が教育機関に年１回研修を実施

・里親・養親さんは児相、支援機関、学校等と相談しながらそのあり方を検討する必要

・説明用の冊子の作成・配布
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