物語を描きつづけるには、ちからが必要だ

勇気と決断と行動力が物語を生む

かけがえのない昨日までの物語も
こうして生まれた

私たちにできることは、そんな物語を

敬意を持って聴くことだけ

ここまでの物語を作ったあなたの強さに

誰も加筆のできないあなただけの物語に
心からの敬意で

そして

今日からはまた新たな物語がはじまる

描きつづけてこそ素敵な物語が生まれる

原稿用紙は、キャンバスは、いつも真っ白だ

そんな物語を、物語が生まれる過程を、
応援する

コラム／受信状況……………………………… 8
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虐待の一因となりうる「予期せぬ出産」への
特別養子縁組という対応とその実際
一般社団法人アクロスジャパン
代表理事 / ソーシャルワーカー

小

川

多

鶴

児童福祉司任用資格日本子ども縁組協会
日本ソーシャルワーカー協会正会員
全米ソーシャルワーカー協会正会員
アメリカ在住の 2006 年よりこの事業へと入った
が、その当時アメリカにおいて養子縁組制度はすで
に社会に浸透しており、養子縁組コーディネーターと
いう私の職業を誰しもが「素晴らしい仕事」と呼ん
だ。幼稚園の道徳時間には養子縁組の授業があり、
教員に養子縁組を説くマニュアルが用意されている。
予期せぬ妊娠をした女性には、何らかの事情で児の
養育が困難な場合、学校、民間、医療、行政、福
祉施設などにて提供される支援システムに養子縁組
支援は当たり前に組み込まれている。
2009 年に帰国し、日本でこの事業を立ち上げた
際、
「日本でもアメリカ同様、非営利事業に通信会
社がスポンサーとなり、通信費やテクノロジーの無
償提供があるに違いない」と過信した私の思惑は見
事に外れたが、米国にてオンラインカウンセル・セラ
ピスト資格を取得していたお陰で、対面に至らない
相談者に対し、非対面式だからこそ持てるストレン
グスを生かすため、電子メールや SNS 媒体の相談
体制をいち早く構築した。
【米国での相談システムの移行】
アメリカでも若者の電話離れはインターネットの普
及と共に急速に進んだため、対策として通信企業が
スポンサーとなり、携帯のＳＭＳ
（ショートメッセージ）
で相談が出来る、
「いのちの電話」
、
ならぬ、
「命のホッ
トライン」、が現在は主流だ。
定められた 6 桁の番号に、相談者が携帯から悩
みをＳＭＳ送信、受信したシステムが自動的にキー
ワードを拾い、即座に自動返信をする。相談開始か
ら大よそ 5 分以内に、その相談に適した専門家、カ
ウンセラー、職能団体窓口等へ繋ぐ。自殺予防、う
つ対策はもとより、ＤＶ、予期せぬ妊娠、児童虐待
にも対応、多言語対応できるよう通訳機能まで搭載
されている。初期相談のハードルを下げ、親しみや
すい方法でキャッチし、その後できるだけ敏速に専
門家へ繋ぎ、ワンストップサービスを図り、的確な
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支援提供、早期解決を目指す。
【養育が難しいという実親の実際】
日本での妊娠相談・養子縁組支援事業は、1983
年にできた特別養子縁組制度から長い年月を経て、
2018 年度にようやく新法が施行され、養子縁組制
度運用のレールができた。今から数年前まで、日本
ではまだ「養子縁組」という言葉を公で話せるほど
開けてもおらず、行政や司法でも養子縁組案件業務
は初めてと言う人は珍しくなかった。
アメリカの 2011 年の統計では妊娠発覚時、約半
数の妊婦が「予期せぬ、望まぬ、計画になかった
妊娠」ということがわかっているが、果たして日本
ではどうなのだろうか。支援現場で見る限り、日本
の風潮では自身で産む子供を育てるのが難しい、と
口にすると「ダメな、悪い親」のレッテルを貼られが
ちである。
「育てられない」という相談者の生活背
景には離婚、パートナーのＤＶ、貧困、無職、風俗、
等が挙るが、予期せぬ妊娠をした女性がやっとの思
いで産科医や助産師に「産んでも育てるのは難しい」
と打ち明けても、相談者の対応に戸惑う事も多いの
が現状であり、そのような状況下で妊娠期を過ごし
分娩に至る女性が「この子のせいで私が犠牲を払う」
という心境に至ることは、想像に難くない。
産後しばらくしてから「望まぬ子だった」となる結
果も多い。昨今、急増している相談事例として、不
妊治療を経て授かった子供の性別が望んでいるも
のではなかった、産んでみたら子供に障害があった、
産後うつ、夜泣きでしんどい、外出できない、離婚
することになった、新しい彼ができた、などの理由
から、子供を手放したい、というものが多い。不妊
治療中は妊娠があくまでもゴールであり、そのあと
一生をかけて始まる子育ての養育ビジョンをプラン
しない結果、こうなっているのかもしれない。
妻は連れ子（女児）再婚。若い夫は子供が嫌いだっ
たが、妻は再婚した夫の子を産み、夫の心を繋ぎと

めたかった。
「産まれたばかりなんですけど、叩いて
も泣きやまない。夜は風呂に置きっぱなし、でも俺、
殺人で逮捕されたくない、これ（子供を指す）取り
に来てください」と若い夫から相談が入った。連れ
子の女児は可愛がるが、自身の子である乳児、しか
も男児はイライラするだけだ、と淡々と話す。冷静す
ぎる夫の声に危険を感じ、生後 20 日の新生児を保
護した。小さな体にはすでにあざがあり、肌つやも
良くなく、十分な栄養が与えられてないことは明らか
だった。保護後、検査に入り幸いにも健康面は無事、
日毎に体重も増えていったが、声を出して泣くまでに
1 週間ほどかかった。虐待されている新生児保護は
時々あるが、こんな小さな新生児でも「泣くと殴られ
る」ということを覚え、泣かなくなる事が時々ある。
やっと赤ちゃんが声をあげて泣くようになった時、私
たちも嬉しくて一緒に泣いたりする。
望まない妊娠の先には、虐待、育児放棄へと繋
がる確率が非常に高い。悩む相談者は家族やパート
ナーという身近な理解者を持たず、時にはＤＶから
逃れ、未受診、自宅分娩や駆け込み分娩に至り、
嬰児は死亡、母親が逮捕され、犯罪者となってしま
う事件が後を絶たない。
こうした私たちの相談支援事業は、メインの相談
者である「妊婦」
「実母」が、自ら声に出し相談で
きない「子供」の命について相談をするという、レ
イヤーの多い特殊な相談支援である。
常に立体的な視野で、私たちは相談者である妊
婦、実母にフォーカスし、受容、共感しながら、実
はそのコアにいる、声をあげることの出来ないこども
の人生にとって、最善の選択肢とは何かを、他の誰
でもない「妊婦」
（実親）自身が、正しく倫理的に
判断できるよう、裏方としてできる限り支援するよう
心掛ける。
【電話回線、から、ＳＭＳ形式へ】
匿名で相談者携帯から私どもの携帯へＳＭＳメッ
セージが送信できるよう、当会のＨＰには携帯番号
を掲載している。もちろん電話をかけてもいいのだ
が、初回相談は圧倒的に電子メールかＳＭＳ、ライ
ンなどのＳＭＳである。利用者からは「気軽にメッ
セージを送れ、最初のハードルが低く感じた」とい
う声を多く聞く。
HP 上には 24 時間対応の相談フォームも設置して
いる。氏名、年齢や居住地（相談者の医療提携先
を確保するのに役立つ）
、電話番号、ラインＩＤ、と
続き、相談したい内容を記載するようになっている
が、送られてくる初回相談の多くには、詳しい相談

内容はほとんど記されない。
これは何も書きたくないのではなく「何を、どん
な風に書けばいいのかわからない」、のである。状
況を時系列で整理でき、相談へと持ち込められる人
ならば、おそらく私どもへ相談する必要もなく、自
力で相談窓口を見つけるだろう。ほとんどの相談者
は異なる問題をマルチに抱え、長年に渡り一人で混
乱の渦中にあるため、自身で原因を把握することが
困難である。相談が届き次第、すぐ専任カウンセラー
が対応を開始、対応のルールに倣い、相談者が送
信してきた文の特徴や語彙などに歩調を合わせ、簡
潔に、わかりやすい内容で返信をする。
【コミュニケーション形式の移り変わり】
今の世代は、電子メールやＳＮＳに生活の基盤を
置くデジタル世代である。学校でもＰＣ電子機器な
どを導入、子供たちが「友達と一緒に遊ぶ」と言え
ば、別の場所にいながら「オンラインゲームをする」
ことを指す。職場、友人、学校、塾、PTA や家族
間の会話もメールやＳＮＳで 3 〜 4 行の短文を投げ
あうコミュニケーションが社会の主流である以上、こ
うした相談もまた、ＳＭＳが主になることは自然の流
れと言える。
チャット形式で相手が読みやすい文体で返信する
と、テンポよく会話が継続していく。相談者の健康
状態なども、相手が答えやすい形式で的確に投げ、
速やかな現状の把握に努める。医療機関へつなぐ
のに必要だから、身分証も写メで送ってくれる？と言
うほうが、
「相談登録用紙に記入し、身分証のコピー
を添えて返送してください」というよりもずっと相談
がスムーズに運び、身分確認が速やかに出来るため、
医療的な緊急支援などが必要な場合には即時対応
しやすい。
【電話、の持つ意味の変化】
今の携帯電話には電話番号を持たない契約も多
く存在する。電話本体でネット検索やＳＭＳアプリ
間でのメッセージや通話機能はあるが、電話番号が
ないため、中高年層が通常理解している「一般電話
回線に電 話をかける」 事が出来ない。 当会では
SNS 相談継続が進めば、できる限り通話を行い、
非言語の部分も知ったうえで面談に臨むが、通話で
のコミュニケーションを取り付けるためには、相談者
との関係構築が不可欠であるため、相談者にとって
支援者は強制的や威圧的だったり指導的であっては
ならない。
何はともあれ、利用者（相談者）が制度を利用し
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てくれて初めて「支援」は成立する。相談者にとって、
利用されない（できない、したくない、しづらい）
支援は、実際の支援には結びつかない。
【ＳＮＳから面談、分娩、養子縁組委託へ】
予期せぬ妊娠相談は、ほとんどが医療的支援、
養子縁組支援へと移行していく。
相談当初、孤立し一人で抱えていた差し迫る多く
の困難が、支援によって妊婦健診を受けるようにな
り、保険証を取得し、出産一時金が利用できるよう
になる頃、ようやく相談者は落ち着きを取り戻してい
く。ぽつぽつと私たちに話す彼女たちの身の上話か
ら、相談者自身も、なぜ自分は妊娠しても育てるこ
とが困難なのか、自己理解を深めていく。
当初「どうにかして中絶したい」と話していた女性
たちが分娩後、
「ここに相談しなかったら、私も自宅
分娩で赤ちゃん殺して、逮捕されてたかもしれない」
と話すことはよくある。彼女たちが分娩後に、
「虐待、
遺棄のニュースは他人ごとではない」と気づき、
「自
分もニュース同様、危険な状態だった」と理解でき
るのは、彼女たちが医療の下、安心、安全にお産
できた結果であり、そのニュース事件と対岸に来る
ことができたからに他ならない。
家族の事、彼氏、不倫相手、仕事、生活の事など、
自分の今ある日々の暮らしの生業と、小さな命のこ
れからの人生に本気で向き合い、どの道が最善かを
自ら決断する。自力での養育が叶わないという結論
であっても、誰からも非難されず、理解してもらえる
というビジョンがあることは、相談者が自分の選択
肢全て―子供を手放すという選択肢も含めて—に対

し、正直に向き合えることに繋がる。
【アフターフォロー】
養子縁組委託後も私たちの相談者への支援の扉
は開かれ続ける。産後の法的、行政手続きなどへの
支援はもとより、支援中周りにいた多くの人が急にい
なくなってしまう喪失へのグリーフケア等も必要な場
合、継続していく。法的に養子縁組が確定しても、
相談者からのコンタクトが続くことは少なくない。
相談者から「就職相談に乗ってほしい」
「彼氏が
できた」
「結婚することになりました」
「学校を卒業し
ました」
「子供が産まれました」という報告があると、
この人が新生児を殺める犯罪者にならず、自立でき、
そして生まれた子供が愛され家庭で養育されている
ことに感謝する。同じことの繰り返しにならないよう、
相談者の望む距離を保ち、彼女たちを見守り続けら
れる窓口でありたい。
相談者の非言語部分や声の調子、表情を読み取
り対応する「心」への支援は、どんなに IT 技術が
進もうと取って替わることは出来ない。絶望した顔
で初回面談にやってくる彼女たちの深くて大きなため
息や、爪をむしりながらぽつぽつ話してくれる幼少期
の体験話、凍える寒さに素足のサンダル履きでやっ
てくる彼女たちから、彼女たちの持つ困難を非言語
で読み取っていけることは、私たち支援者だけがで
きることだ。そしてその先にいる、私達の未来であ
る「小さな命」のためにも、虐待のスタートラインで
もある川上のほとりで明かりを灯し、裏方として支
援を続けていきたい。

ご支援ありがとうございます
前号 96 号の後援会費及び寄付者につきまして、誤ったリストを掲載してしまいましたので、今回、正しいリストを掲載致します。
ご支援頂いております皆様にご迷惑をおかけしましたことを、深くおわび申し上げます。

（2017 年 10 月〜 2018 年 1 月）
この期間に下記の方々よりご支援をいただいております。
◎ 後 援 会 員
個

人

赤石 清子
浅川 美昭
浅野 恭子
磯崎 順子
市野沢美智子
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宇佐美悦子
潮田寿美子
打越 慎一
遠藤 廣子
大越 里子

大芝 正一
大高由香里
大竹 三雄
大野 建樹
大和田一雄

岡野 一枝
風間 富子
糟谷 浩正
片岡 広哉
木川理二郎

金
工藤
黒坂
河野
後 藤

聖喜
桂子
玲子
英夫
昭

小 林
広
坂本 悦子
佐々木美千代
渋佐 京子
清水
守

下遠野富士子
菅井 悦子
鈴木かしく
鈴木 貞男
鈴木 正子

安
山口

久子
明

山口みい子
山崎 明子

法
人
アウディ水戸
アネシスセキュリティートヨタ
ホーム㈱
イエズスマリアの聖心会
茨城境ライオンズクラブ
㈱茨城電通
茨城トヨタ 石岡六号店
茨城トヨタ㈱高萩営業所
茨城トヨタ㈱水海道店
茨城トヨタ自動車㈱
茨城トヨタ自動車㈱牛久店
茨城トヨタ自動車㈱牛堀営業所
茨城トヨタ自動車㈱大宮営業所
茨城トヨタ自動車㈱鹿島営業所
茨城トヨタ自動車㈱勝田東店
茨城トヨタ自動車㈱北茨城営業所
茨城トヨタ自動車㈱下館店
茨城トヨタ自動車㈱下妻営業所

山田
湯原

隆士
徳子

湯原直人・玲子
若松 健一

茨城トヨタ自動車㈱つくばみどり
の店
茨城トヨタ自動車㈱取手店
茨城トヨタ自動車㈱日立北営業所
茨城トヨタ自動車㈱ひたち野牛久
店
茨城トヨタ自動車㈱藤代店
茨城トヨタ自動車㈱谷田部営業所
茨城トヨタ自動車㈱竜ケ崎中古車
センター
茨城トヨタ自動車㈱竜ケ崎店
茨城トヨタ土浦営業所
茨城トヨタ自動車㈱鉾田店
茨城日野自動車㈱ひたちなか支店
茨城日野自動車㈱
茨城日野自動車㈱茨城支店
茨城日野自動車㈱岩瀬支店
茨城日野自動車㈱鹿島支店

匿名

4名

茨城日野自動車㈱県西営業所
茨城日野自動車㈱三和支店
茨城日野自動車㈱土浦支店
茨城日野自動車㈱ひたちなか支店
茨城自動車㈱守谷支店
（医）希望会 烏山診療所
茨城県オールトヨタ会
カスミ新サービスセンター
コットンサークル水戸
下館食品青果㈱
ダイドードリンコ㈱つくばオフィ
ス
㈱タックス
土浦南ロータリークラブ
トヨタＬ & Ｆ茨城㈱
トヨタカローラ南茨城㈱
㈱トヨタレンタリース茨城
ネッツトヨタ水戸㈱

ネッツトヨタ水戸㈱大みか店
ネッツトヨタ水戸㈱勝田店
ネッツトヨタ水戸㈱北茨城店
ネッツトヨタ水戸㈱千波店
ネッツトヨタ水戸㈱日立北店
ネッツトヨタ水戸㈱赤塚店
ネッツトヨタ水戸㈱潮来店
ネッツトヨタ水戸㈱那珂バイパス
店
ハタヤ商事㈱
幡谷醤油（合）
㈱幡谷本店
ジョイカルチャー㈱鹿嶋宮中店
水戸自動車工業㈱
水戸東ロータリークラブ
水戸ライオンズクラブ
水戸ロータリークラブ
竜ケ崎ロータリークラブ

◎ バ ザ ー

◎ 募 金 缶

◎ そ の 他

大好きいばらきふれあいまつり
つくば・水戸常設

JMS
ベストゴルフ
相談室（水戸）

手づくり会
アルミ缶販売

◎ 献 品
個

人

青木眞知子
磯崎順子
大森久美
加藤清乃
金箱悦子

瓦林
木村
小谷
小林
坂本

千里
尚子
悠子
広
悦子

佐藤美智子
鈴木昭子
住谷次枝
高岡美記
高橋正人

第 34 期

滝田優子
長岡紀久恵
中川文子
長縄朋栄
長野加与

中埜ユリコ
中原敏行
西本有紀子
野口朝子
普入ふみ

堀金好子
松岡きよの
松下洋子
宮田まき子
武藤幸枝

室町直宏

養成講座開講式

2018 年 6 月 9 日 14 時より、つくば市の筑波銀行にて 13 名（男性 3、女性 10）s の相談員養成講座生
を迎えて第 34 期養成講座開講式が行われました。
まず幡谷浩史理事長から、つくば市にいのちの電話が開局された経緯の説明につづいて、昨年は全国
で 21000 人の自殺者が出たこと、自殺対策防止法ができたが、日本はまだまだ自殺大国であり、
（養成講
座生のみなさんには）2 年間の研鑽に励み、認定を受けて、相談員として活躍されることを期待している、
と挨拶がありました。
つづいて佐藤正行理事から、
「電話相談では、掛け手と相談員双方に人間としての原点に触れる出会い
があり、その中にいのちの電話の意義がある。2 年後の認
定まで私たちは電話相談をしながら、一緒に活動できる日
を心待ちにしている」との謝辞がありました。
その後、事務局スタッフの紹介、事務連絡や今後の日程
説明があり、休憩をはさんで、第一回の講義「いのちの電
話の基本理念と相談の在り方」で養成講座がスタートしま
した。
2 年後、同士として、また仲間として、13 名の方々を迎え
られることを楽しみにしています。
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きれいは、きたないルサンチマン
今回は人生に大々的に関わるんに、認知度が低いかなあのルサンチマン（Ｒと略）の話。弱者が強者を
恨んで自分の方がええとするのをＲと言うんだと。ニーチェはキリスト教の「貧しき者は幸いなるかな」とかを
Ｒの宗教って批判して、Ｒをやめて超人（強者）になろうぜって言う。だどもキリスト教国は戦争に勝って世
界の富者になっとるんやからニーチェこそＲやと逆を言う人もおるけん。ま、歩行者こそ偉いつうんがＲで、
ベンツが偉いがニーチェ的（Ｎと略）だと思えばええかも。この 2 つの価値観は同一人の中に巣くっておって
時に応じて、どっちかが出てくる。けれど当人がそれを意識化してないもんやから、争い等色々問題となる
と思うぞ。9.11 は、Ｎなる米国に対するアルカイダのＲであったけど、米国が自らのＲに気づけば「アルカイ
ダを支援しようぜ」となるし、アルカイダがＮに気づけば「俺達も金持ちになろう」だし、どちらかがあれば
9.11 もなかったかもな。
でＮの例、資本主義、オリンピック、結果を尊ぶ、共和党、ライフル協会、弱肉強食、ヤクザ、doing。
Ｒの例、共産主義、福祉、努力（苦労）を尊ぶ、民主党、銃規制、清貧、謙譲語（させていただく）、
being。電話相談・人間関係の 6 割は、Ｒがらみじゃろうが、いのちの電話の講義には、Ｒ論がないんは不
思議の話、死ぬだの生きるだのは、ＮＲの切換えで、すぐ変わってくるもんなんにね。Doing（自分が役立つ）
がないからと死にたい人は、being（あるがまま）に気づけば生きられるし。身近では「出席できません」っ
て返答の中には、Ｒがある。
「用事のため出席できん弱者の私を勧誘者は、非難できないぜ」って言うてる
わけやから、弱者のふりをして自己正当化をしてる。Ｎなら単に自由意志で用事の方を選んだだけのこと「出
席しません」と。それだと非難されそうな空気が人間にＲを発明させたんかも。はたまた誰でも幸せを欲す
るというＮの原理に対して、不幸を味わってこそ世界や人生が見えてくるつうＲが対立するんか？
このＮＲをどうしていったらええんかは、人間の大問題であるんに、まだちーともわかってきてないのは、
人間が自らを万物の霊長とか、とぼけたことを言うてるくせに実はおおバカもんである証なんやろう。読者の
貴方様が正解を大発見してくださいますことを期待しておりますゾ。

ケイティ

電話相談員募集
あなたも相談員になりませんか。
電話相談員養成講座の研修参加に関する問合せは、
常時受けつけております。事務局へお問い合わせく
ださい。
（事務局） つくば ＴＥＬ
ＦＡＸ
水 戸 ＴＥＬ
ＦＡＸ
ホームページ

029 − 852 − 8505（平日 9 時〜 17 時）
029 − 852 − 8355
029 − 244 − 4722（平日 12 時〜 17 時）
029 − 350 − 1055
http://www.iid.or.jp

受信状況
1985 年６月１日〜 2018 年５月末現在

総受信件数

913,808 件
うち当期受信件数

（2018 年２月１日〜 2018 年５月末現在）

6,843 件

男 3,236 件 女 3,607 件

〈編集後記〉
関東は観測史上初の 6 月の梅雨明け、今年も暑く長い夏になりそうです。
児童虐待特集第三回は、特別養子縁組の活動に携わっている NPO アクロスジャパンの小川多鶴さんに執筆をお願いしまし
た。相談者がアクセスしやすい手段を心がける一方で、非言語でのコミュニケーションも大切にしている取り組みには、私
たちが教えられることもたくさんあると感じます。幼い子が犠牲になる痛ましい事件を耳にすることがなくなる日がいつか来
ることを祈るばかりです。
（S）

社会福祉法人

茨城いのちの電話
再生紙を使用しています
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