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高知オレンジリボンキャンペーン２０１２ 

四万十会場 

日時：平成２４年１０月２７日（土）１４：００～１５：５４ 

場所：四万十市立中央公民館 ２階 大会議室Ⅱ 

主催：高知オレンジリボンキャンペーン実行委員会（社会福祉

法人高知県社会福祉協議会、高知県児童養護施設協議会、

高知県児童家庭支援センター協議会） 

共催：高知県 

後援：県内各市町村、高知県教育委員会ほか多数 

内容： 

14:00～14:05 開会挨拶 社会福祉法人 栄光会 おぐらしげゆき               

・児童養護施設「若草園」を運営させていただいている。 

・施設開所５６年目の式をさせていただいた。 

・オレンジリボンキャンペーンは、高知県で４回目。 

・栃木県小山市 父親の友人からの虐待（2004年に栃木県で３歳と４歳に

なる兄妹が、父親の友人から再三暴力を受け、挙げ句の果てには橋の上

から川に投げられて命を落とすという事件）を発端に、市民グループが

立ち上がり始まったキャンペーン。 

・高知県全域に広める必要があると、今回は、四万十市、高知市、安芸市での開催と広げている。 

・私自身の幼児虐待との関わりは、１４年前研修会に参加したことがスタート。大阪の山形先生

など多くの先生から児童虐待への取り組みの必要性を学び、高知県の取り組みが遅れているこ

とを知った。６月には検討会を立ち上げ、５００人ほど集まっていただき、第１回目の大会を

開き、すべての市町村の子ども支援ネットワークを作ろうと、児童院としての取り組み。その

後、児童院への就任の話があり、是非とお引き受けした。 

・児童虐待を単なるスローガンではなく、地域の方々が取り組むべき時代が来ている。地域をど

う変えるか、地域の取り組みにどうするかの時代となっている。 

 

14:05～14:08 オレンジリボン憲章朗読                           

・私たちは、子どもの成長と発達を支援することが社会全体の責任であることを自覚して、

次のとおり行動します。 

①私たちは、子どもの命と心を守ります。 

②私たちは、家族の子育てを支援します。 

③私たちは、里親と施設の子育てを支援します。 

④私たちは、地域の連携を拡げます。 

○講師紹介 

・高知県出身で、高校まで高知ですごし、県外の大学。 

・平成２０年から弁護士として活躍。 

・子どもや女性の事件に携わることが多い。 
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14:08～15:49 講演会「高知の子どもたちをとりまく貧困と虐待～私たちが出来ることを考える」  

○講師：弁護士 中島香織 

○自己紹介 

・日本弁護士連合会に入らないと、日本では弁護士の仕

事が出来ない。 

・日弁連では、貧困問題に取り組まなければいけないと、

「貧困問題対策本部」が出来、私はその委員。 

・「法テラス」のスタッフ弁護士。弁護士費用を支払えな

いなどの「金銭面でのバリアー」、地域に弁護士事務所

が無いなどの「地域バリアー」を無くそうと設けられたのが法テラス。 

・費用が出せない、ＤＶで被害を受けているような依頼者で、依頼者の半分は生活保護を受けて

いるような人たち。 

 

○虐待や家族の問題は、弁護士が関わってもすっきり解決は難しい 

・弁護士が虐待や家族の問題に関わっても、すっきり解決とはなかなかならない。借金や離婚の

問題は、すっきりと法的に整理がつくが、家族の問題では、なかなか弁護士は役に立たない。 

・子どもの役に立ちたいと思っていて、高知が変わるのならと、今年、高知で「日本子ども虐待

防止学会」が開催されるにあたって、お手伝い（事務局長）をする事となった。 

・参加費が１万円で、「エーッ」となりますが、高知で開かれるのは今後１０年間はなく、今回は

旅費無しで参加出来る。 

・１１月６日、夕方６時から、前夜祭として講演会を行う。こちらは参加費無料である。 

 

○日本の子ども（貧困率） 

・子どもの貧困率：１５．７％ → ６～７人に１人の子どもが貧困 → 実数では３２３万人

に相当。 

・大人が一人の世帯：５０．８％ → ＯＥＣＤ３０カ国中３０位 

・女性（母親）も就労しているが、賃金が安く、貧困状態。 

 

○日本とは 

・６人に一人が貧困家庭で育つ。 

・１週間に一人の子どもが虐待で命を奪われる。 

・５日間で１つの学校が無くなるほどの人数の高校中退者がいる。 

 

○絶対的貧困と相対的貧困 

・絶対的貧困：人々が生活するために必要なモノは、社会全体の生活レベルに関係なく決められ

るモノ 

・相対的貧困：人々がある社会の中で生活するためにその社会の「通常」のレベルから一定距離

以内のレベルが必要。 → 例：日本社会において、みんなが「靴」を履いているということ 
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・「大学に行く」、「子ども部屋がある」、「友達が遊びに来られる環境」 ← 日本では、お金がな

ければ、満たされなくても良いと考えている。 

 

○相対的貧困とは？ 

・世帯所得を世帯人数で調整した値が、全世帯の中央値５０％未満の状態。 

・日本に住む人の可処分所得（収入から税金や国民健康保険料などの必要経費を引いたあとの、

使えるお金）の中央値は年間２４２万円、二人世帯なら年間３１２万円 

・その半分に満たない世帯が人口の１６％。 

 

○貧困ということ 

・様々なものの欠乏のこと 

・特に経済的貧困 

    ↓ 

・時間的貧困（余裕がない）  母子家庭ではパートなどで、子どもの世話を出来る時間は４６

分しかない。 

 生活保護を受けているが、仕事をしているというお母さんは、

夜間や早朝に仕事をして、子どもだけで留守番している。 

 

・社会的貧困  人・社会との関係性欠乏 

 孤立・・・精神的負担も大きい 

 

○平成２２年の「子ども虐待による死亡事例の検証結果等について」（参考資料２２ｐ） 

・虐待認識調査 

 子どもだけを残して、夫婦が夜出かけてしまうことは虐待にあたるか 高校生の４０．２％、

大学生の３２．８％は虐待にあたらないと回答している。 

 

○日本の子ども 

・貧困が子どもから奪うもの → 安全・成長発達・健康・教育・住居・食事・意欲・社会性・・・ 

 

 お金がないので救急車に乗らないという子ども。 

 なぜ救急車に乗ったのかと叱る親。 

 

 学校で熱が出ても、親に連絡するというと「お母さんは仕事中なので、連絡しないで。

お母さん、仕事を辞めさせられてしまう」という子ども。 

 

 身体検査の時にパンツを履いていないのでパンツを貸して欲しいという子ども 
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 日雇いの仕事についたが「危険」という文字が読めない子ども。 

 

 パジャマというモノの存在を知らなかった子ども。 

 

○虐待が行われた家庭の状況（東京都福祉保健局「児童虐待の実体Ⅱ」 平成１７年１２月発表） 

・合わせてみられる状況 

  ・経済的困難、孤立、就労不安定、ひとり親家庭 

 

○負の連鎖 

・子どもから成長する過程で、いろいろなことを経験し「人に相談したときに、悪くはならない

だろうという信頼感」を得る。 → 人、専門家に依存することを選択できる人間となる。 

・そのような経験、データーベースの蓄積がないと、自分が困っているということを認識できな

かったり、人に相談するという信頼感を持っていない、人に相談や教えを請うことが出来ない。 

→ 人に相談や教えを請うことが出来ずに、仕事を辞めてしまう。 

・遅刻をしても、謝ることが出来ずに、仕事を辞めてしまう。 → 就労が続かない。 → 貧

困から脱出できない。 → 「貧困の再生産」 

 

○子どもの貧困と成人後の生活困難をつなぐ経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現在の「食料困窮経験」、「衣服の困窮」、「医療サービスの受診抑制経験」と、１５歳の時の困

窮経験を聞いた 

「食料困窮」：１５歳は普通だったという人に比べ、苦しか

ったと答えた人の方が、大人になっての困窮

経験が３倍多かった。 

「衣服」： ３倍 

「医療」： ３．５倍 

 

 

 

子ども期の貧困 

現在の生活困窮 

低学歴 

現在の低所得 

直接影響 
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○高知の子どもたちは 

・非行率：全国ワースト１位 

・１０代の中絶率：１位 自己肯定感が低い。自分を大切にしなければという意識が低い。 

・幸福度：ワースト２位 ワースト１位は大阪（参考資料１ｐ） 

・ひとり親世帯率：全体４位 

・就学援助利用率：全国４位 生活保護の１．３倍程度までの収入（月１５万程度）だと、就学

の援助が得られる。 

・生活保護受給率：全国３位 

 

・貧困は心を荒れさせてしまう。 

・子どもはその子供を産んだ人のものか？ 将来を担う子どもたちは社会の資源であり、親が育

てられないなら、社会で育てる必要がある。 

 

○虐待による死亡・けが 

・子どもの虐待による死亡事例等の検証結果等について（第８次報告）の概要（参考資料ｐ２５） 

・虐待相談件数は全国的に増加（参考資料２１ｐ） 

  平成 ２年度  １，０１１件 

  平成１２年度 １７，７２５件 

  平成２２年度 ５５，１５２件 

・要保護児童対策地域協議会（参考資料ｐ３０） 

  情報の共有：学校、保健所、医療機関、保育所・幼稚園、児童相談所、関係機関で情報共有

がはかられる 個人情報保護の縛りがかからず、みんなで支援できる話し合いの場が出来た。 

  医療機関もおり、様々な相談、対応が可能である。 

・要保護児童対策地域協議会を活用した地域での支援例（参考資料３４ｐ） 

 

・名古屋市の児童虐待の事例検証 

 名古屋市で実母の友人に中学生が虐待を受け、亡くなった。 

 ネグレクトの可能性があると児童相談所に通報があり、４年間対応していながら、中学生が亡

くなった。 

 「何でそんなことに？」と、あとからその事例、状況を見ると思うが、その時点で、関係する

みんながネットの端を持っていると意識しつつ関わっていないといけない。 

 

○南国市の死亡事例（参考資料２２ｐ） 

・０日・０ヶ月児の死亡事例 ← 一定数、毎年０日・０ヶ月児の死亡がある 

・５歳児であれば、言葉も、逃げることも、反発することも出来るだろうに。 

 

○言葉による支援に、限界を感じる 

「夫からのＤＶで、夜の１２時頃から朝の３時頃まで怒鳴られていました」と話を聞いても、
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自分は、その大変さを理解できず、薄まってしまう。 

「おじいちゃん、おばあちゃんが手伝ってくれています」の言葉を聞くと、自分はおじいち

ゃんとおばあちゃんがニコニコしながら助けてくれていると思っているが、おばあちゃんは

嫌々面倒をみているかもしれないし、おばあちゃんが助けていることを夫はよく思っていない

かもしれない。 

「虐待」というと対岸の火事のように思うかもしれないが、どこにでも起きうることである

と認識して欲しい。 

 

○虐待への対応は？ 

・臨床 ＋ 予防 ＝ 虐待防止へ 

 虐待をしない大人になってもらう ← 甘えることが出来たという経験を子どもにしてもらう 

 

○本「貧困のなかで 大人になる」 

 

○ＤＶＤ「児童養護施設で育った人たちがつくる 居場所づくり」上映 

・居場所づくり「日向ぼっこ」 

・同じ境遇の人と出会いたい、そんな居場所をつくりたかった。 

・親との関係性が結べなくても、同じ境遇の人たちで関係性を作れる。 

・ひなたぼっこサロンを中心に、食事を作ったり、仕事を探している人が休憩をしたり・・・ 何

をするというプログラムがあるわけではなく、何もしたくない人はボーとしている 

・よくいらっしゃる人にはスリッパ、はし、歯ブラシなども置いてある。 

・子供たちは、自分が人生の主人公であるという思いを持てずにいる。 

 

・普通のマンションの１室で、居心地の良い雰囲気。 

・特にすることは決めていないし、居心地の良い場所にしたいだけ。 ← 支援する人は、支援

する側の立場で考えてしまう。 

・虐待を受けていた当事者であるということは強み。 

 

○民法が改正された 改正の要点 

・離婚後の子の監護に関する事項の定め等（民７６６条） 

・親権の効力 

・親権喪失 

・親権停止 

・未成年後見 

 

○離婚後の子の監護に関する事項の定め等 

・「子の監護に関する事項」に、面会交流・養育費明記 → 離婚届にも協議の記載が必要 

・「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と明記 
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○親権の効力 

・「子の利益のため」と明記された ＊親権とは？ ← 親の権利というよりも、親の義務 

・「懲戒」（民８２０条）規定存続 → 「必要な範囲内」から「第８２０条の規定による監護及

び教育に必要な範囲」に限定  ＊懲戒場の規定は削除 

 

○親権喪失 

    旧法      新法 

文言  宣告      審判 

要件  厳格・非難的  緩和・「困難」 

請求  子の親族・検  子・未成年後見人・未成 

権者  察官のみ    年後見監督人（児童福祉法で児童相談所長も） 

但書  あり      無し 

 

・親権喪失（要件） 

「父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは」 

   ↓ 

「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難

又は不適当であることにより子の利益を著しく害する時は」 

 

○改正の背景（親権喪失・停止・管理権喪失） 

・要件が厳格 ＊例年申し立て１００件で認容２０件程度 

・親子の再統合に支障を来すおそれ 

・効果が大きすぎ、過剰な制限に 

   ＊医療ネグレクト 

   ＊進学の阻害 

   ＊契約の阻害 など 

→ 使いずらい！！ 停止の創設は悲願 

 

○親権喪失（請求権者） 

・拡大 子、未成年後見人、未成年後見監督人、児童相談所長（児童福祉法改正） 

・法制審議会児童虐待防止関連親権制度部会での意見 

 

○親権停止 

・要件：「親権の凝視が困難又は不適相であることにより子の利益を害するとき」 →「著しい」

不要 

・請求権者：親権喪失と同様 

・効果：一時的に親権全部が行えない 

・期間の定め：「２年を超えない範囲」 
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○未成年後見 

・複数の未成年後見の選任もＯＫ 

・法人の未成年後見選任もＯＫ 

 考慮事項は、基本的には成年後見と同様。しかし、年齢によって成年後見人に求められる職務

内容や期間（２０歳あるいは婚姻による成年擬制まで）が異なることから「年齢」を明記 

・未成年後見監督人も同様 

 

○私たちに出来ることは？ 

・子どものための居場所をつくる 

・「子ども虐待」は、どこにでも、誰にでも起きうること 

・声なき声を感じる 

・出来ることを考え、学ぶ 

＊日本子ども虐待防止学会高知りょうま大会 平成２４年１２月７日・８日に高知県民文化モー

ル等で開催 

 

 子どもはどんなに切実に受け止めてもらいたいと思っているか。 

 

○映画「隣る人（となるひと）」 

・ある児童養護施設の日常を追う８年間のドキュメンタリー。子どもたちにはボカシが入れてい

ない。ボカシを入れたら、子どもたちから叱られた。ナレーションも音楽も入っていない。 

・親と暮らせない子どもたちと、隣合う保育士たち。そして、子どもとふたたび暮らすことを願

う親。 

・あなたは、誰かにとっての「隣る人」になれますか？ 

・刀川和也監督作品 

 

○ＫＩＮＤＥＲ Ｘ ＲＭＵＴ 

・有料で入れない喫茶店などの施設の入り口にテープを

貼り、その障壁を目に見える形とする。 

 

15:49～15:54 閉会挨拶 若草園園長 ふくとめくみ                     

・１１月が虐待防止月間ですが、幡多地域でも虐待防止活動をしたく、四

万十市に相談をし、１１月ではありませんが、今日の開催となった。 

・子どもの発達、教育、意欲、学習、などが保証されていないこと。その

通りだなと思いました。そのようなことが保証されていない子どもたち

が入所してきている。 

・たくさんの子どもたちをみていて、早い時期での発見、早期発見で、子

どもたちと関わりを持たせていただきたいと感じる。 

・虐待を継続的に受けてきた子どもは、小学２～３年生を越えると、治療は難しいといわれてい
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る。私たちもそう感じている。 

・予防。発見は、みなさまの協力無くしてはあり得ません。 

・社会や家庭が虐待問題に深い関心を持ってもらえるよう働きかけをしていきましょう。 

・子どもたちが地域で安心して安全に過ごせる場所が出来ますよう祈念し挨拶とする。 

 

 


