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防ごう 子 どもの虐待 日常の子育てから考える
子どもの虐待 が深刻な社会問題 となっています。虐待というと、子 どもを殺 しかねないような激 しい暴力 を思い浮 か
べ がちですが、必 ずしもそういう行為 ばかりを指すのではありません。私 たちの 日常の中で、不適切 な子育てを繰 り
返 せば虐待 になりうるのです。虐待の芽は日常生活の中に潜んでおり、誰もが虐待 の当事者になる可能性 があるとも
いえます。そのような観点から本作品では、ドラマと監修の片倉昭子さんの解説を通 して、日常の子育ての中で起こし
がちな問題点を示し、
虐待を防ぐために私たちができることを描いていきます。

ロいてしまつたことはありますか?
● ロ
今井 恵 は、共働 きで一 人 息子 の 翔 太 を育 て て いる。熱 を出 した翔 太 の看 病 の ため会 社 を休 む恵
に、上 司の鈴木 は渋 々承諾 する。仕事 の忙 しさや夫 の無理解 にも苛立 っていた 恵 は、言 うことを聞
かない息子 に対 して 、思わず手 を上 げて しまう。

② 親の価値観を押 し付 けていませんか ?
鈴 木 の妻 、真 由美 は、娘 の美 咲 の 中学 受験 の準 備 に躍 起 になつて いる。美 咲 が学 校 の テストでど
れだけ良 い点 をとっても、
「 もつと上 を 目指さな いとダメ」と言 い、友達 とも遊 ばせな い。娘 の子育
てをめ ぐり、鈴木 と真 由美 の 口論 も絶 えない中、美 咲は体 調をくず して しまう。
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待 を防 ぐためにできる こと

恵 は通 勤 途中で 、女性 の怒鳴 り声 と子 どもの泣き声を聞いて しまう。虐 待で はな いかと、鈴木 にも
相談 した恵 は、児童相 談所 に通告 する。通 告をき っかけに、恵 は地域 の子 育て支 援センター に通 う
ことにな り、子育 ては一 人で抱え込まないことが大切 だと実感 していく…。

防ごう 高齢者虐待 日常の介護から考える
高齢化の進 む現代社会において、親や年老 いた夫・妻の介護は、
多くの人にとつて避けて通れない問題となつています。
思 い通 りにな らず、弱 い立場 の高 齢者 を心 な らずも虐待 して しまうことは、誰 にでも起 こりうるかも しれませ ん 。
老老介護の話も含めドラマで描いていきます。
本作品で は、働きながら認知症 の親の介護をしている2つ の事例 を、
どのような場面で虐待をしそうになるか示すことで、視聴者が虐待発生を未然 に防 ぐにはどうすればいいかを考え、
理解できることを目的に制作 しています。

● 妻の介護をする夫の場合

老老介護の現場から

山田直美 の母 、
幸 子 は認 知症 を患 つており、幸子 の夫 、勇が在宅介護 をしている。会社 で働 いてい
る直美 のもとに、ケアマネジャー の安 住か ら連絡 がきた。勇 が幸子 に暴力 をふるつているかもしれ
な いというのだ。直美 が勇 に事情 を聞いて、見えてきたの は …。
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を介護 する娘の場合

認知症介護の現場 から

勇の負担を減らそうと、幸子の介護を手伝う直美。しかし認知症が病気だとわかつていても、苛立
ちからつい暴言をはいてしまう。
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の介護をする息子の場合

介護と仕事の間で

小林哲也は独身で働きながら、
認知症の母、
直美の後輩、
和子 と同居をしている。深夜に頻繁に息子
を呼ぶ母親に振り回され、哲也 は睡眠もままならず、
仕事にも悪影響が出る。ある夜、
突然買 い物に
もみ合つているうちに、
出かけようとする和子を止めようと、
哲也は和子に手を上げてしまう。

0高

齢者虐待を起 こさないために

直美と哲也 が訪れたのは地域包括支援センター。直美は介護の悩みや相談があるとここを訪れ、色々と助けられてきた。この 日
は高齢者を介護 している家族の会が行われており、みんな楽 しそうに話をしている。家族の会で語 り合う中、直美と哲也 は、新た
に介護に向きあう思いを抱 いていく…。
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