
大阪府子ども家庭サポーター

社会福祉士・保育士

辻 由起子

児童虐待・DV・子どもの貧困
年度末では終わらない

～昨日の「こども」は明日の「おとな」～
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本日使う

写真・SNS

すべて

「社会に伝えて！」

と託されたものです
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• 18歳で結婚、19歳で出産、23歳でシングルマザーに
• 23歳 佛教大学通信教育課程文学部教育学科

幼児教育専攻卒業
卒論「母親の抱える育児不安について」

• 33歳 佛教大学通信教育課程社会福祉学部
社会福祉学科卒業

• 保育士・第一種幼稚園教諭・社会福祉士・図書館司
書・ヘルパー2級、難病ヘルパー等を取得

• 小学校で家庭の教育力専門指導員、小・中学校で発達
障害専門の支援員などを経て今に至る。

どうすれば家庭・地域・社会が良くなるか？
ひたすら追求している29年間



数々のメディアで虐待問題を
「親」と「子」

両方の立場で訴えてきました
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虐待に悩む親の会や
「孤育て」をなくす取り組みなどを

日常的にやっています
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シングルマザーFPと
年間のべ約2千件の相談対応
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全国各地の行政・議会・政治家に
政策提言
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朝日新聞も驚いた
かつてない反響があった記事

2020年10月17日
朝日新聞デジタルより8



18歳を越えたら
「こども」ではない
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赤ちゃんの泣き声で虐待通報
「こども相談センター」まで
電話をするように手紙が
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産後うつによる
虐待予防のための実態調査

• 産後うつやうつと診断されたことのない母親
が約91％、94.5％が婚姻関係にあり、いわ
ゆるハイリスクではない家庭の実態。

（一社）乳幼児子育てサポート協会
・調査期間2021年6月25日 〜 7月15日
・調査対象 未就学児をお持ちの男女
・調査方法 インターネットによる告知と回答
・回答数 523名 （女性 510 名、男性 13 名）

親として失格なのではないかなどの、落ち込み感を感じたことはありますか。

約9割の母親が「ある」と回答

ある

88.4％

ない

11.6％

代表：行本（ゆくもと）充子さん
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母親の精神状態
• 孤独感を感じたことがある…89％

• コントロールできないイライラ感を感じたことがある…92％

• 誰に何を話したら良いか、相談したら良いかわからなかった
…81％

• アプリやネットの情報に混乱したことがある…89％

• ⇒これらのピークは退院後から⽣後４ヶ月

• ⾃分が虐待するのではないかと感じたことがある…73％

• 子どもに怒鳴ったことがある…84％

• 子どもを叩いたりつねったことがある…56％

• 怒鳴ったり叩いた後、それで良いと思った…3％

• ⇒虐待につながる体罰をした後、

• 86％の親が⾃分が悪い・子どもに申し訳ないと感じている

（一社）乳幼児子育てサポート協会

産後うつによる虐待予防のための実態調査より
回答数 523名 （女性 510 名、男性 13 名）

代表：行本（ゆくもと）充子さん
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非正規雇用 若年女性
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心斎橋 さくま診療所

人工妊娠中絶 月間約150件
うち20代が7割

さくま先⽣

ミナミの駆け込み寺
元案内所店長

⽣野区長

中学校養護教諭
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15歳
未満

15歳 16歳 17歳 18歳 19歳
20～24
歳

25～29
歳

186 398 1,214 2,155 3,285 5,440 39,805 31,392
合計

83,875

156,430件

厚⽣労働省 令和元年度衛⽣行政報告例の概況より

（総数）

「母親」を守らないと
「こども」を守れない
1年間の人工妊娠中絶件数
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予期しない

妊娠

妊婦健診

未受診

母子健康手帳
未発行

厚⽣労働省
子ども虐待による死亡事例等の検証結果

子どもの年齢は、

虐待死事例
では第１次報告より

０歳児が最も多い
特徴は継続。
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身体的虐待

25%

ネグレクト

15%

性的虐待

1%

心理的虐待

59%

（平成元年度と比して児童虐待相談対応件数が大幅に増加した⾃治体からの聞き取り）

○ 心理的虐待が増加した要因として、児童が同居する
家庭における配偶者に対する暴力がある事案
（面前ＤＶ）について、警察からの通告が増加。

主な増加要因

件数：205,029

児童虐待の増加要因は
面前DV

厚⽣労働省 令和2年度児童相談所での児童虐待相談対応件数より
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摂津市3歳児虐待死事件も
パートナーとの関係から

2021年9月28日 テレビ大阪 やさしいニュースより
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2021年5月27日 産経新聞

暴力から逃げる際に身分証をなくす

現実は地方自治体の実務次第
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住所がないと福祉につながりにくい
動くたび制度の壁にぶつかる

2021年9月1日
朝日新聞 23



山梨県立大学 西澤哲教授
臨床心理（子ども）の専門家

『子どもの問題をやっていると、どうして
も親の問題にぶち当たる。日本は親に働き
かけるエージェントが少ない。とんでもな
い親ではない。社会が⽣み出してきている。
罰を与えて終わりではなく、なぜそうなっ
たのかを考えないといけない』

24



子ども・子育て支援法（平成24年）

（基本理念）
• 第二条 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者
が子育てについての第一義的責任を有するという基本
的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会
のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割
を果たすとともに、相互に協力して行われなければな
らない。

• ２ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て
支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長
するように支援するものであって、良質かつ適切なも
のであり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減
について適切に配慮されたものでなければならない。

• ３ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て
支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提
供されるよう配慮して行われなければならない。
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子ども・子育て支援法に基づく
基本指針（抜粋）

• 子ども・子育て支援とは、保護者の育児を肩代わ
りするものではなく、保護者が子育てについての
責任を果たすことや、子育ての権利を享受するこ
とが可能となるよう、地域や社会が保護者に寄り
添い、子育てに対する負担や不安、孤立感を和ら
げることを通じて、保護者が自己肯定感を持ちな
がら子どもと向き合える環境を整え、親としての
成長を支援し、子育てや子どもの成長に喜びや⽣
きがいを感じることができるような支援をしてい
くことである。

• このような支援により、より良い親子関係を形成
していくことは、子どものより良い育ちを実現す
ることに他ならない。 26



「こども」だけでは救えない！

• 社会で守っていたはずの「こども」は数年後、
「おとな」になる。「親」になる子もいる。

• そして縦割りを解消しても課題は解決しない。
役所の時間軸、階層（国・都道府県・市区町
村）も壁。縦割りの壁を解消しても他の壁は
残ったまま。それに伴う制度の複雑さも壁。

• 児童虐待・DV・子どもの貧困は、年度末で終
わらない。年度替わりの予算・人事異動で積み
上げたものがなくなる。今までその繰り返し。

• 子どもには必ず親がいる。親を救えば、子も救
われる。「子どもの貧困」は「親の貧困」。

• 全ての国民を救う視点を持ってください！
27



以下参考資料
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児童虐待・貧困の連鎖を断ち切る！
大阪市で始まった
「性・生教育」事業

• 数年後、親になる世代に教育現場でデートＤＶ、
ライフスキル、子育てのやり方などを伝える
「性・生教育」の実施。

• 子育てについて学ぶ機会がない日本の現状。何
も対策をしないのは国による育児放棄。児童虐
待を助長しているとしか思えない。

• 数年後、親になる可能性のある子どもたち。誰
一人、被害者にも加害者にもしない。

• 虐待をしている親もかつては「こども」だった。29



はじまりは「子どもの貧困」対策から
「性・生教育」は経済政策の話

大阪市
こどもの貧困対策推進計画より
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１年：「たいせつなこころと体 ～プライベートゾーン～」
２年：「みんなむかしは 赤ちゃんだった」
３年：「子どもの権利条約って知ってる？」
４年：「１０歳のハローワーク ～LSWの視点から～」
５年：「愛？それとも支配？ ～パートナーシップの視点から～」
６年：「家庭について考えよう ～結婚・子育て・親子関係～」

暴力を言葉に変えた
大阪市立生野南小学校の取り組み

本校における「⽣きる」教育とは、⽣い立ちや親子関係に課題を抱え
る児童に対し、アタッチメント(愛着)理論を踏まえ、⾃己肯定感を高
めるための支援として、実践授業をもって直接アプローチをかける取
り組みである。「⾃分」「赤ちゃん」「⽣い立ち」「子ども」「大
人」「パートナーとの関係」「親子関係」など、子どもたちの人⽣の
中で一番身近でありながら、心の傷に直結しやすいテーマを、あえて
授業の舞台にのせて客観的に捉え、正しい知識を習得し、対話の中か
ら未来を⽣き抜く価値観を見いだすことがねらいである。

⽣野南小学校資料より
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対人関係での暴力による要医療件数
令和元年度は０件

⽣野南小学校資料より32



全国学力学習調査 国語
令和元年度 全国平均を上回る

生野南

全国

⽣野南小学校資料より
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⽣野南小学校資料より
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法務省・文科省・内閣府・警察庁・厚労省

生命の安全教育PT
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2021年11月19日（金）
大阪市立生野南小学校 公開授業

ぜひお越しください

2020年10月17日
読売新聞 37



昨日の「こども」は明日の「おとな」

幼少期より親から重篤な虐待を
受けて、何度も保護をされた女
性が書いたメモ。

妊娠中に「虐待をしそうな親が
いる」と近隣から通報をされ、
孤立。

コロナで一人出産・一人育児。

親もしんどい。
子どももしんどい。

どちらも救われる政策となりま
すように！
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