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－宇都宮事件の判決を控えて里親制度のあり方を考える－ 
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Ⅰ 宇都宮 里親傷害致死事件の経過 

 
1999/09 

李夫妻、「子どもが出来なかったから」と県に里親申

請。 

 

2000/02 

韓国で九年間、幼稚園教諭として子育ての実務経験が

あり、安心して子どもを委託できるとして、里親登録。 

 

2001/12 

李夫妻、順子ちゃんの兄（４）を乳児院より引き取る。 

 

2002/03 

児童相談所が、「兄と妹そろって生活した方がよい」

と考え、李夫婦に順子ちゃんの養育を持ち掛ける。 
 
2002/07/12 

児童相談所は、順子ちゃんを養育委託。 

 

2002/11/01 

県中央児童相談所が、7/12 から２回目の訪問。 

担当職員が午後８時から約１時間、訪問。順子ちゃ

んは里母のひざに乗るなどなじんでいる様子で、外に

見える部分ではアザも見あたらず、異変はうかがえな

かった。 
 

2002/11/03 
午前１時ごろ、自宅のアパートで、順子ちゃんの頭を

素手で数回殴り、約１時間後に死亡する。宇都宮中央
署は、李永心容疑者（４３）を傷害致死の疑いで緊急
逮捕。死因は外傷性の急性硬膜下血腫。暴行によるも
のとみられ、遺体の腕や脚などには多数の古いアザが
あった。県警は、李容疑者が虐待を繰り返していたと
みて調べている。 
宇都宮中央署の調べでは、兄に虐待の傷あとがない

一方、順子ちゃんの遺体には、全身にわたって、古い
のも含めて十カ所以上のあざが確認された。 
 

2002/11/04 
央児童相談所は、事件の再発防止のため、今後、早

急に児童福祉司による里親家庭の訪問回数を増やす方
針を明らかにした。委託直後の家庭を重点的に、訪問
回数を１ヶ月に１回程度に増やし、電話連絡をまめに
取るよう指導する。 
 

2002/11/04 
宇都宮中央署は、傷害致死の疑いで李容疑者の身柄

を宇都宮地検に送検。 
 

2002/11/06 

県が、里子を引き取っている里親全員を対象に実態調

査をはじめる。 

2002/11/14 
県里親連合会は１４日、藤原町のホテルで年１回定

例で行われる里親大会を開き、県内の里親約１３０人
と県関係者らが出席。冒頭で、今月３日に里親に殴ら
れて亡くなった大沼順子ちゃんへの黙とうが行われた。 
 

2002/11/22 
県児童家庭課は２２日、宇都宮市の里子傷害致死事

件を受け、県内の里親家庭５８世帯を対象に行った聞
き取り調査の結果を発表。 
 

2002/11/22 
宇都宮地検は２２日、里子の女児（３）を殴って死

なせた傷害致死の罪で、里親の宇都宮市の主婦李永心
容疑者（４３）を宇都宮地裁へ起訴した。 
 

2003/02/06 13:00～ 
 初公判 宇都宮地裁 301号法廷 
李被告は起訴事実を全面的に認め、李被告の弁護人
は「慣れない育児や日本での生活などによるストレ
スで事件当時、心神耗弱状態だった」と主張した。 

 

2003/03/18 14:30～ 
 養育里親傷害致死事件 第２回公判 

 

2003/03/26 

県は四月、中央児童相談所に常勤、非常勤の二人体

制で県内全地域をカバーする専任の里親支援担当を新

たに配置すると発表。 

 

2003/05/06 13:30～ 
 養育里親傷害致死事件 第３回公判 
 宇都宮地裁 301号法廷（被告質問） 

 

2003/06/12 

栃木県は新たに里親になる人たちに三日間の研修を義

務付け、本日より研修が始まる。 

 

2003/06/17 10:00～ 
 養育里親傷害致死事件 第４回公判 被告質問 
 

2003/07/28 15:00～ 
 養育里親傷害致死事件 第５回公判 検察側は「里
親里子関係を解消することも容易であったのに夫や児
童相談所などに相談せず、養育ストレスを募らせて暴
力へ転化させ、情状酌量の余地はない。里親制度に与
えた衝撃度は計り知れない」と指摘し、懲役６年を求
刑した。 

 
2003/10/07～ 
 判決公判 飯渕進裁判長は「こともあろうに里親の
手で、短過ぎる生涯を閉じざるを得なかった順子ちゃ
んは、あまりにも哀れで、結果は重大」として、懲役
四年（求刑・懲役六年）を言い渡した。
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Ⅱ 活動報告 

①12･8 宇都宮 里親傷害致死事件を考える緊急集会の報告 

 
このシンポジウムは、１１月１３日の福祉局長へ

の要望書提出の後、都庁の食堂でお茶を飲んでいた

ら、会長が宇都宮の事件で何か行動を起こしたいと

言われたのが発端でした。その夜に、あちこちに電

話をし、急遽シンポジウムを行うことにしました。 

アン基金プロジェクトの方に会場の予約をお願い

し、パネリストをお願いし、チラシを準備していた

ら、ヘネシー澄子先生を呼びたいという意見が出て

きました。ダメもとで電話をしたら、他の予定を変

更して参加して下さるとのこと。ヘネシー先生の「里

親さんのためなら、何でもします。どこにでも行き

ます」この言葉に、涙が止まりませんでした。 

また、パネリストに都の児相関係者をお願いしま

した。きわどいテーマだけに、受けて下さるか心配

していましたが、さすがに東京都です。

逃げずに、このシンポジウムに養育家

庭支援担当課長自ら出席して下さい

ました。下手すれば、児相批判が渦巻

くかもしれないシンポで、堂々と行政

としての意見を述べて下さいました。

養育家庭、行政、市民の立場を超え、

子どもの幸せのために、それぞれの立

場で何が出来るのか、それを考えたい

と企画したシンポでしたので、都の課

長の個人的意見も含めた話には、本当

に感謝しております。 

 

当日のシンポジウムは、参加者（大

人）が１００名でした。子ども（里子）

が７名で、高校生や大人の元里子たち

もお手伝いしてくれました。保育は準

備していなかったのですが、子どもた

ちでずっと遊んでくれて、静かに、し

かし、熱気のあふれるシンポジウムと

なりました。 

会場が６５名しか席がないので、お願いして、い

すを２５席出して貰ったら、それでも足りなくて、

丸椅子を１５脚出して頂きました。 

１時１５分に予定通りに開会しました。最初は、

栃木の現地報告をしていただき、その後、ヘネシー

澄子先生に「愛着障害」についての基調講演をして

頂きました。アメリカの事例などを交え、本当にわ

かりやすく話をして頂きました。 

 

１５分の休憩の後、パネルディスカッションを行

いました。 

虐待防止センター理事の広岡智子さんは、「里親

に必要なものは休息」と話され、今回の事件につい

て「里親だから問題なのではなく、里親だから支援

が与えられないことが問題である」と話されました。 

 

八王子で養育家庭をされている坂本洋子さんは、

被虐待児、ADHD、知的障害の子どもなどを６人育て

ています。ボランティアが大勢手伝いにみえ、複数

での関わりをしていること。土日はご主人が子ども

の世話と食事の支度を行い、完全に離れることが出

来ること。つらいときに「つらいよねー」と共感し

てくれる人がいたこと。などが１８年間続けること

が出来た理由であると話されました。 

宇都宮で自立援助ホームを運営している星俊彦さ

プログラム 
13:15 開会挨拶…高瀬礼子（東京都養育家庭連絡会会長） 

第一部  基調報告・基調講演 
１．宇都宮里親傷害致死事件についての現地からの報告 

星俊彦氏（自立援助ホーム「星の家」・宇都宮市） 
２．愛着障害とは 

ヘネシー澄子氏（東京福祉大学・群馬県） 
14:30 休憩 
14:45 第二部 パネルディスカッション 

「宇都宮 里親傷害致死事件を考える」 
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  ヘネシー澄子氏（東京福祉大学） 
パネラー  坂本洋子氏（養育家庭・里親） 
      広岡智子氏（子どもの虐待防止ｾﾝﾀｰ理事） 
      星 俊彦氏（自立援助ホーム「星の家」） 
      石川 守氏（都養育家庭支援担当課長） 

 
この事件がなぜ起きたのか、基調報告を受けて、各界の方々で 

討論いたします。また、会場の皆様方とも話し合います。 
 
16:30 緊急要望書の提案及び決議 
16:45 閉会挨拶…坂本和子（アン基金プロジェクト事務局長） 
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んは、自らを「里親型自立援助ホーム」と紹介され

ました。幼児期から育てた子どもが、就学時に里親

家庭に委託され、夏休みに「里親不調」として戻り、

体中にアザや傷があった話をされました。 

東京都児童相談センター養育家庭支援担当課長の

石川守さんは、養育家庭センターを廃止し、児童相

談所が直接養育家庭に責任をもって関わるようにな

った経過などを話されました。 

さて、各パネリストが、一人でも数時間以上話す

内容と実践を行っていることもあり、パネルディス

カッションになるかと心配していたのですが、ヘネ

シー先生がうまくコーディネートして下さり、会場

からの意見を含め、貴重な意見を伺うことが出来ま

した。 

会場からも、「新しい養育家庭の名簿が連絡会に

渡されず、連絡会が関わることが出来ず孤立する」

「イギリスでは、里親委託してからの児相の訪問回

数の最低基準を定めている」「里親が愛着障害の知

識を知らされずに子どもを受託し苦労している」な

どたくさんの意見が出されました。 

シンポジウムの最後に、「里親制度の充実に向け

た緊急要望書」を提案し、本日の意見を反映させ、

厚生労働大臣に手渡すことを確認致しました。賛同

署名は６１名になりました。 

当日は、テレビ局が２局（ＮＨＫ、ＴＢＳ）ほか、

新聞社が数社きていました。準備期間が３週間しか

ない中で、お手伝いいただいた方々には、心より感

謝致します。（Ｋ） 

 

里親制度の充実に向けた緊急要望書（12･8 提案） 
 
１１月３日、栃木県宇都宮市で、養育里親が３歳

の女の子を殴って死なせてしまいました。この里親
は、韓国で幼稚園教諭を９年間勤めたあと、夫とと
もに５年前日本に引っ越してきました。2000年２月
に里親登録し、昨年１２月に男の子（４才）をあず
かり、児童相談所のすすめで、さらに今年７月に妹・
順子ちゃん（３才）をあずかりました。ところが、
子どもがよく泣くことやいうことを聞かないことな
どから殴ってしまい、順子ちゃんは３才で亡くなり
ました。遺体の腕や脚などには多数の古いアザがあ
り、李容疑者が虐待を繰り返していた疑いももたれ
ています。 
一方、１才まで母親の元で育てられ、順子ちゃん

と一緒に乳児院に入所した兄（４才）は、虐待の形
跡も見られず、里親との関係は良好だったようです。
このことから、生後すぐに乳児院に入所し、２４時
間の集団養育環境で育った妹の順子ちゃんは、愛着
関係に問題があり、大変に育てにくい子であったと
私たちは推測しています。 
特定の養育者との愛着形成が出来ず、「愛着障害」

となった子どもの養育が大変に難しく、その結果、
虐待につながりかねないということは、過去から多
くの里親たちが指摘してきたことです。 
近年知られてきたＲＡＤ（Reactive Attachment 

Disorder－反応性愛着障害）は、乳児院など施設の
集団養育が長く、特定の養育者との信頼関係を築き
得なかった子どもがなるといわれています。５０万
人以上の家庭養護（foster care）されている子ども

がいる養子大国アメリカでは、養子・里子の問題行
動が研究され、それがひとつの精神障害として認識
されています。アメリカ精神医学会が発行している、
精神医学の世界で最も大きな影響力を持った診断基
準であるＤＳＭ－Ⅳ（精神障害の診断と統計マニュ
アル第４版－Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders）にも、ＲＡＤの診断基準がのっ
ています。 
乳児院では、愛着障害防止のために、担当制を導

入するところも出てきました。しかし、現行の保育
者の配置基準では、夜勤や公休を入れると、単純計
算でひとりで８人以上の乳幼児を世話している状況
であり、子どもからみたら１０人以上の養育者に交
代で世話される状況で、 特定の養育者との愛着を
形成することは到底不可能です。 
さらに、全国乳児福祉協議会の調査では、３ヶ月

以上乳児院にいる子どもが６割を占めています。そ
のうち１年以上２年未満の子どもが 24％、２年以上
いる子どもが 14％、併せて 40％もの子どもが、１年
以上乳児院で生活しています。人間としての基本的
信頼関係を築くべき、人生でもっとも大切で貴重な
乳幼児期を、特定の大人との愛着関係を築くことな
く、集団で育つことを余儀なくされています。 
乳幼児の発育には、特定の養育者との愛着形成が

必要不可欠であり、養育者との無条件の信頼関係を
作ることで、その信頼関係を発展させ、他者との関
係を作り上げていくことが出来ます。その心の基盤
を作るべき大切な乳幼児期に、集団の中で育てられ、
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無条件の信頼関係を持ち得ない子どもは、成長する
に従い、さまざまな問題を起こしていきます。心か
ら信頼する相手を持たない愛着障害の子どもは、成
長するにつれ、心にポッカリと穴があいたような空
虚感を訴えます。それを里親や施設職員が埋めるこ
とは、容易なことではありません。愛着障害は、里
親などの養育者だけではなく、当の子ども自身をも
苦しめています。 
しかし、行政は、なるべく早い時期から里親家庭

で育てるべきという里親たちの声には耳を傾けず、
２歳頃まで子どもを乳児院に措置し続けています。
児童養護施設に移る措置変更の時期になり、ようや
く、養育里親を選択肢として検討するに過ぎません。
このように、乳児院などの施設で子どもを愛着障害
にし、委託された養育里親が苦労しているのが現状
であり、今回の事件の重要な背景であると私たちは
考えています。 
愛着障害を防ぐには、乳幼児専門里親を新設し、

里親家庭で育てながら、家庭復帰を目指したり、長
期里親を選定するなどの施策が必要です。是非、乳
幼児は原則里親委託としてください。 
 
今般、ＲＡＤ（反応性愛着障害）やＡＤＨＤ（注

意欠陥多動障害）、ＬＤ（学習障害）など、育てにく
い子どもの障害が知られるようになりました。また、
肉体的・精神的・性的虐待を受けた子どもやネグレ
クトの子どもへの関わり方も、研究が進んできまし
た。さらに、子どもの抱える問題は複雑化・深刻化
し、今まで以上の知識と技量が里親に要求されるよ
うになりました。 
また、虐待を受けた子どもは、誤ったコミュニケ

ーション・スキルを学習し、虐待を誘発する言動を
繰り返すため、養育者が手を挙げかねない状況に追
い込まれることなども知られてきました。さらに、
虐待を受けていないと思われる子どもであっても、
里親家庭の安心できる環境の中で、過去の虐待を行
為として表現（アクトアウト）し、それが問題行動
として現れる場合もあります。さらにいえば、里親
家庭に委託される全ての子どもが、親との別離を含
めたトラウマを抱えています。 
このような、いわゆる育てにくい子どもへの関わ

りは、里親の側にも、かなりの知識と技量が必要と
なります。ところが、このような研修は今までまっ
たく行われず、今年創設された「専門里親研修」に
おいて、ようやく取り入れられたにすぎません。こ
のような研修は、専門里親だけでなく、すべての里
親に必要な研修であるといえます。 
また、養育里親が育てにくい子を抱え込み、地域

から孤立するのであれば、密室育児の環境で子ども
を虐待する親たちと何ら変わることはありません。
必要に応じて、児童相談所や地域の専門機関、里親
会の助けを求める子育てのオープン化は、社会的養
護を担う養育里親には必須の心構えです。そのよう
な児童相談所の指導があったのか、はなはだ疑問で
あります。 
 

さて、日本政府が批准している「子どもの権利条
約」第 20 条には、「家庭環境を奪われた児童又は児
童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとど
まることが認められない児童は、国が与える特別の
保護及び援助を受ける権利を有する」とあり、さら
に、国の与える代替的監護として、「特に、里親委託、
イスラム法のカファーラ、養子縁組又は必要な場合
には児童の監護のための適当な施設への収容を含む
ことができる」とあります。 
ところが、日本政府が子どもの権利条約を批准し

たにもかかわらず、「必要な場合」以外にも、児童養
護施設への入所が優先され、里親家庭への委託は少
ないままでした。 
日本では、社会的養護が必要な子どもの大部分が

児童養護施設や乳児院に措置され、里親家庭で育つ
子は 6.4％にすぎません。片や欧米では、米国の 77％
を筆頭に、アイルランド 73％、デンマーク 61％、英
国 58％、オランダ 53％、フランス 52％と続いてい
ます（2000年度）。 
さらに日本では、親が育てられない子どもの大部

分が、本人の意志とは無関係に児童養護施設などの
施設に行かざるをえません。家庭を失うだけでなく、
転校により学校の友だちを失い、住み慣れた地域や
地域の知り合いを失い、見知らぬ土地の児童養護施
設で集団生活を余儀なくされ、新しい学校に通うこ
とになります。 
「子どもの権利条約」第 12 条には、「児童は、特

に自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の
手続において、国内法の手続原則に合致する方法に
より直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて
聴取される機会を与えられる」とあります。 
しかし、子どもが意見を表明できる手続が定めら

れていないこともあり、児童養護施設に行くのか、
地域の養育家庭に行くのか、子ども自身が選択でき

ず、結果として児童養護施設などの施設に入所させ
られています。 
私たち里親は、子どもの権利の代弁者として、こ

の事件を契機に、緊急提言をいたします。是非、国
の里親制度に、私たちの意見を組み入れ、親が育て
ることが出来ない子どもの権利が守られ、幸せに育
つことができる環境を作っていただきたいと願うも
のです。 
 
１．乳幼児は原則里親委託とする委託基準を定め、

乳幼児専門里親を設置してください。 
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２．里親への研修をより充実させるとともに、研

修の定期的な受講を義務づけてください。  
３．児童相談所を強化し、里親家庭への訪問期間

を基準化するなど、里親への支援体制を充実
させてください。  

４．里親に対するレスパイトケアを充実させてく
ださい。  

５．「子どもの権利条約」第 20 条に基づき、家庭
環境で育つことができる子どもを増やしてく
ださい。  

６．「子どもの権利条約」第 12 条に定める「子ど
もの意見表明権」を具体化する仕組みを構築

してください。  
７．里親制度への市民の理解と促進を図るために、

大々的な広報・啓発活動を行ってください。  
 
以上、決議し、厚生労働大臣に要望致します。 
 
平成１４年１２月 ８日 
 
厚生労働大臣 坂口 力 殿 
 

（代表窓口）東京都養育家庭連絡会 
１２・８緊急要望書 賛同者一同 

 

②  ９･６ 宇都宮事件についての意見交換会の報告 
 
９月６日、神楽坂エミールにて、「宇都宮事件を考

える会」主催の意見交換会が開催されました。 
宇都宮事件を初公判から全て傍聴している竹中氏

から、裁判の様子を報告しました。 
「今回の事件は、里親が知識を持たず、里親に対

する支援が全くない状況で起きた事件です。しかし、
裁判ではそのような状況の解明はいっさい行われず、
里親の個人的資質の問題として扱われています。証
人喚問は、被告の配偶者と本人のみで、子どもが育
った乳児院や、里親を支援する責任を負う児童相談
所は呼ばれていません」と、報告がありました。 
そこで、意見書をまとめ、関係機関に提出してい

くことになりました。 
 

宇都宮里親障害致死事件に関する意見書（案） 
 
私たち「宇都宮事件を考える会」は、里親と里親

制度に関心のある市民で構成した団体です。私たち
は、昨年の１１月３日の事件発生から今まで、大き
な関心をもって、この事件の経過について情報を集
め続けました。 
事件から１ヶ月たった１２月８日に、「宇都宮事

件を考える緊急集会」を開催し，事件の背景などに
ついて話し合いました。「里親に対する事前研修が
なされていないこと」「養護施設などには渡される
児童票が里親には渡されず、事実上の丸投げである
こと」「乳児院に長期間育った子どもは，愛着形成に
難があり，多くの里親が苦労していること」「欧米で
は、委託当初の不安定な時期は、ケースワーカーが
頻繁に訪問していること」などを話し合い、別紙の
「里親制度の充実に向けた緊急要望書」をまとめま
した。 
さらに、２月６日の初公判から、７月２８日の第

５回公判まで、すべての公判を傍聴してきました。
その公判の中で、現行の里親制度の問題点なども明
らかにされることを期待していました。 
しかし、乳児院における養育の実態や、乳児院で

長期間育てられた子どもの様子、児童相談所の里親
委託及び里親支援の実態は解明されませんでした。

また、順子ちゃんが県内の児童養護施設から入所を
断られ、二ヶ所の里親家庭（日本人）から里親不調
として戻された話なども出てきませんでした。 
愛着形成の難しい子どもの委託を受け、どこから

も支援を受けることが出来ず、追いつめられ、密室
育児に悩み、結果として子どもを虐待死させてしま
った事実のみが判明しました。 
さて、児童相談所は、事件以降、県内の里親家庭

５８世帯を対象に聞き取り調査を行い、今年３月に
報告書をまとめました。そして、今年の４月より、
中央児童相談所に県内全地域をカバーする専任の里
親支援担当を新たに配置し、新たに新規登録里親へ
の３日間の研修を義務付けました。 
李被告に、里親と研修を受け、愛着形成の難しい

子どもへの理解があり、児童相談所の支援があった
としたら、この事件は起きていたのでしょうか。 
 
私たちは、事件の背景である、乳児院の養育実態

と栃木県の里親制度の実態をお調べいただき、その
うえで、判決に臨んでいただきたいと願い、意見書
を提出致します。 
 
平成１５年９月６日 
          宇都宮事件を考える会 
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Ⅲ 裁判傍聴報告 
① 宇都宮 里親傷害致死事件 初公判の報告 
 
２月６日（木）、宇都宮地方裁判所で行われた「養育里親

傷害致死事件」の初公判の傍聴に行ってきました。事件番号
は「平成１４年（わ）第８３２号傷害致死」で、裁判官は、
飯渕進裁判長と二人の女性裁判官でした。 

抽選になるかもしれないと早くに行ったのですが、幸い抽
選にならずに済みました。報道用席が 
１６席、一般傍聴席が３２席で、ともにほぼ満席の状態でし
た。 

 
裁判官が入廷し、裁判の開始前２分間、ＮＨＫの法廷撮影

がありました。撮影終了後、李被告が手錠をかけられ腰縄を
つけられた状態で入廷してきました。薄紫のジャケットをは
おり、小柄な内気そうな印象の女性でした。 

李被告の日本語能力が日常会話程度であるため、韓国語の
通訳が入りました。日本語で質問し、それを通訳が韓国語に
同時通訳し、李被告が韓国語で答え、日本語に通訳するとい
う、通常の２倍の時間がかかる裁判でした。おかげで、ゆっ
くりとメモをとることができました。 

最初に、通訳の宣誓が行われました。次いで、李被告の氏
名の確認が行われました。住所の確認では、マンション名し
か答えられませんでした。その後、検察官が起訴状を読み上
げました。 

裁判官が、黙秘権があること、証言はすべて自由であるが、
発言したものはすべて証拠として扱われることを告げました。
李被告は、起訴状の事実を、すべて事実と認めました。 

弁護士は、事実については争わない。日本語が不自由で孤
立した育児で慢性的に急性胃炎に悩まされ、心神耗弱の状態
であった、と情状酌量の面で争う構えを見せました。その間、
李被告は時々すすりあげていました。 

 
次いで、証拠調べに入り、検察官が冒頭陳述を読み上げま

した。 
第一、被告人の身上、経歴などが読み上げられました。 
1959年９月に韓国で４男３女の末子として生まれ、学校卒

業後、幼稚園に勤め、２級正教師の資格をとりました。現在
のご主人と結婚し、仕事を辞めました。日本に来て日本語学
校に通いましたが、閉鎖になり、独学で日本語を勉強し、簡
単な日常会話ができるようになりました。入国資格は「日本
人配偶者」です。 

第二、被害者順子ちゃんの身上、経歴などが読み上げられ
ました。1999年６月4日に産まれ、実親が養育困難であるた
め、９月に乳児院に入れられ、３歳で里親家庭に行くまで、
ずっと乳児院で育ちました。乳児院がどういう施設であるか、
そこでどのように育ったのかについての説明はありませんで
した。 

第三、里親制度についての説明がありました。これは省略
します。 

 
第四、犯行に到る経緯及び犯行状況についての説明があり

ました。 
1988年10月に韓国で結婚しましたが、子どもが出来ません

でした。韓国では養子をとることができず、日本に来ても、
子どもを持ちたいという気持ちを持ちつづけ、里親制度があ
ることを知り、里親申請をしました。児童相談所の職員と福
祉事務所の職員が李被告とご主人を面接しました。 

その面接では、ご主人が定職について安定収入があること、
李被告が専業主婦であること、李被告の日本語能力は日常生

活に不自由しない程度であると判断し、2000年２月15日、正
式に里親として登録されました。 

しかし、登録はされたものの一向に子どもの話は無く、正
月やお盆などの短期間、養護施設の子どもを預かる制度を利
用し、子どもを預かっていました。当初は、女の子を希望し
ていましたが、その後どちらでもいいと考えが変わりました。 

2000年９月、児童相談所より順子ちゃんのお兄さんの話が
きました。数度の面会、外出、外泊をし、良好な親子関係が
できかけていると判断し、2000年12月19日、お兄ちゃんを
正式に委託しました。お兄ちゃんは、大変ものわかりのいい
子どもでした。いうことを聞かないときは、お尻をたたいた
こともありましたが、あざが残るほどではなく、しつけとい
う程度でした。 

お兄ちゃんの養育状況が良好であると判断した児童相談
所は、順子ちゃんの委託先として李被告宅を検討しました。
そして、2002年3月20日、順子ちゃんを受託する意思を確認
しました。夫妻は、前向きな返答をし、３月24日、乳児院で
順子ちゃんと面会しました。李被告は面会、外出を繰り返し
ました。4月19日に心理テストを行い、委託するほうがよい
との結論を得ました。 
そして、21日から数回外泊をさせました。7月 9日、再び

李被告と順子ちゃんを面接し、その際に外国籍であることを
知りましたが、日常会話程度の日本語がしゃべれることや、
里親の資格に国籍要件が無いこと、お兄ちゃんの養育状況な
どから、総合的に里親として良好と判断しました。そして、7
月12日から委託することを決定しました。 

 
夫は仕事が多忙であったため、子育てはほとんど李被告が

行っていました。順子ちゃんがあまりに泣くので、「なぜ泣く
の。どこか痛いの」と日本語で聞きながら、抱き上げたり、
あやしたりしていました。しかし、一向に泣きやまず、泣く
原因もわからなかったので、子育てに対するストレスがたま
りました。苛立ちを子どもに向けてはいけないと自制し、ス
トレスが極限まで達したときは、トイレの壁を拳骨でたたき、
穴をあけたこともありました。 

子育てが大変なため、夫に託児所に預けることを相談しま
したが、子どもたちとスキンシップをとることが大切と反対
され、結局託児所に預けたいと言わなくなりました。トイレ
の壁に穴をあけたことについても、本当のことを言わず、子
育ての相談をしなくなりました。 

李被告はストレスが原因で、急性胃炎となり、病院に行く

宇都宮地方裁判
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ようになりました。胃痛状態であるにもかかわらず、子ども
のために努力しているつもりなのに、子どもは泣きやまず、
なつかないこと、お兄ちゃんは手がかからないのに順子ちゃ
んは手がかかることなどから、強烈な苛立ちを感じつづけて
いました。トイレに連れていき、孫の手で足の裏を叩いたり
したこともありましたが、アザを見ると反省していました。 

 
11日1日、お昼にご飯を食べさせようと順子ちゃんを起こ

しました。順子ちゃんが、トイレに行きたいと言ったため、
トイレに連れていったところ、突然泣き始めました。あやし
ても泣きやまないため、強烈な憎しみと苛立ちを感じ、お尻
を素手で２回叩きました。ところが、さらに大声で泣きだし
たため、孫の手でお尻を２回叩きました。それでも泣きやま
ないので、足の裏を孫の手で４回叩きました。この日は、児
童相談所が来る予定になっていたため、顔などの目立つとこ
ろには暴力を加えませんでした。 

午後 7時 50 分ごろ、児童相談所の担当者が訪問し、李被
告とお兄ちゃん、順子ちゃんと面会しました。「子どもがなつ
かず、泣きだしたり、わがままを言ったりする」と相談した
ところ、「最初はおとなしくしているが、慣れてくるに従い愛
情を確認するために、わざと里親を困らせる行動をとること
はよくある。大目に見てあげてほしい」と言われました。 

李被告は、この面接で、虐待が児童相談所にばれてしまう
のではないかという緊張感で、大きな疲労感を感じました。 

午後 11 時ころ、順子ちゃんが大声で泣きだしたため、ト
イレだと思い、トイレにつれていったところ泣きやまなかっ
たため、トイレで顔を叩きました。叩きだすと止まらなくな
り、30分ほど暴力は続きました。 

 
翌２日、お昼ころに順子ちゃんが泣きだし、「トイレに行

きたい」と言ったため、トイレに連れていったところ、さら
に大声で泣きだしたため、暴力を加えました。 

その後、お昼を食べさせましたが、夕食は食べずに寝てい
ました。そこで、午後11時ころ、夕食を食べさせようと起こ
し、トイレに連れていったところ、再び泣きだしたため、孫
の手を使って暴力を加えました。夫は３日午前０時ころ帰宅
しましたが、酔っていたため、すぐに寝てしまいました。 

順子ちゃんに夕食を取らせていましたが、順子ちゃんがウ
ンチしたいと言ったため、トイレに連れていきましたが、ト
イレ内で泣きだし、あやしても泣き続けるばかりでウンチを
しませんでした。李被告はいらだたしさを募らせ、順子ちゃ
んを力の限り平手で５、６回叩きました。順子ちゃんは叩か
れた勢いでトイレの壁に頭を打ちつけました。このような暴
行がしばらく続き、最後に頭を床に打ちつけ、激しく泣き、
急に泣きやみ動かなくなりました。 

順子ちゃんの意識が無くなったため、洗面所でお湯をかけ
ましたが、意識が戻りませんでした。 

夫を起こし、順子ちゃんを布団に寝かしつけましたが、意
識が戻らなかったため、１１９番通報をしました。順子ちゃ
んは、運ばれた先の病院で11月3日午前２時２分ころ、急性
硬膜下血腫で亡くなりました。 

順子ちゃんの死亡を確認した医師が、全身に新旧織り交ぜ
たアザを確認し、警察に通報し、李被告が認めたため、午前
４時３０分、傷害致死の容疑で緊急逮捕されました。 

 
検察の冒頭陳述について、弁護士は、すべて同意しました。 
検察側の証拠提出の後、弁護側は心神耗弱を含めた情状鑑

定を裁判官にお願いし、夫の証人尋問を求めました。 
 
15分の休廷の後、夫の証人尋問が始まりました。以下弁護

士の質問に対する回答を要約しました。 
 

「妻とは韓国で知り合い、その後結婚し10年間、夫婦円満に
暮らしました。妻は昔気質で、家の中のことは夫にさせるべ
きではないと考えていました。家庭的で、やさしく、自分に
はすぎた妻でありました。性格は、内向的で引っ込み思案、
はにかみやで、そのくせ周りに対して配慮する性格でした。
子どもが欲しかったが、不妊が原因で出来ませんでした。よ
その子どもを見て、心を痛めて泣いていました。韓国では、
夫が日本人であるため、養子をもらうことが出来ませんでし
た。（法的には未確認とのこと） 

日本で父親の事業を手伝うことになりました。自分はいや
でしたが、妻が父母の話は、子として援助しなければならな
いと話し、日本に帰ることになりました。日本に来てから、
ボランティアの日本語学校に通いましたが、親しく話すよう
な友人は出来ませんでした。自分と家族以外は親しく話す人
はいませんでした。 

海外生活が長く、日本の知り合いが少ないため、仕事は不
安定で、大きな負担であり、ほとんど外に出ていました。家
のことは妻に任せっきりで、妻はほとんど一人で家にいまし
た。一日に何度も寂しいと会社に電話がありました。日本に
来て二ヶ月頃、胃潰瘍、十二指腸炎になりました。環境の変
化、内向的性格もあったと思うが、一人なので寂しさが心の
負担だったと思います。精神的に弱く、外部の影響を受けや
すいタイプだと思います。 

日本に来てからも、子どもが欲しいという夫婦の気持ちは
変わらず、一年ほど経った頃里親になることを話し合いまし
た、 

児童相談所の面接では、日本語が日常会話程度であること、
韓国籍であることが問題であるか自分から聞いたが、『それ
よりも母と子の心のつながり、スキンシップが大切』と言わ
れました。 

里親として認定された当初は、１歳くらいの女の子を希望
していました。養子にして、自分たちの子どもとして育てる
つもりでした。１年半の間、子どもの話はありませんでした
が、必ずしも女の子でなくてもいいと希望を変えました。女
の子でも、男の子でも、自分の子どもとして充分に尽くせば、
同じじゃないかという気持ちに変わっていきました。 

施設の子どもを一日里親として受け入れていましたが、妻
は、それはもう喜び、子どもを可愛がりました。２泊３日の
短い期間でしたが、２泊で帰さなければいけないのをさらに
延長していました。 

 
2001年９月、正式に里子の話が来ました。１年半以上話が

無く、半ばあきらめていたので夫婦で非常に喜びました。特
別養子縁組前提の話でした。妻は早く会いたいという気持ち
でいっぱいで、早く面会を希望していました。男の子の状況
について児童相談所から説明はありました。実の父母が育て
る気持ちがない、家庭の複雑さもあって里親に出したい。妹
もいると聞いていました。しかも、児童相談所としては二人
一緒に見てもらう方針で２家庭にトライしましたが、うまく
いきませんでした。今後は一人ずつでもいいから里親に出し
たいと方針を変更しました。 

2001年12月19日に正式に男の子を委託されました。乳児
院で面会し、会うだけ、おもちゃで遊び、その後数回の外泊
を繰り返しました。妻は、非常に心から喜んでいて、里子と
か養子ではなく、本当に自分の子どもとして一生懸命に育て
ていました。前よりも、表情が明るくなりました。前は、自
分の職場に電話をかけて来ましたが、男の子が来てからは無
くなりました。一日に一回、私から電話するくらいでした。
妻の寂しさが無くなってきました。 

男の子は、おとなしく、心優しく、「お母さん大変だね」
と思いやりのある子どもでした。３歳で思いやりがあって、
とてもいい子だと思いました。帰ってくると、外へ散歩に行
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った、デパートに行ったなどと、楽しそうに話していました。
男の子が言うことを聞かなかったのは、家族３人で出かけ、
楽しく遊んで帰ってきたとき、もっと遊びたいと泣いたこと
くらいでした。男の子は大変だと、２、３回言っていました
が、深刻ではありませんでした。大変だけど、喜んで可愛が
っていました。 

女の子については、いずれどこかに養子に出すと聞いてい
ました。兄と妹なので、もし、妹を養子に出す段になったら、
自分たちに連絡して欲しいとお願いしました。小さい子の育
児の経験は無いので、大変なのは推測していました。だから、
受けるとかではなく、まず連絡して欲しいといいました。 

女の子については、概略を伺っていました。彼女は言葉が
少なく、専門家の検査によると、同年代の子どもに比べ、１
年発達が遅れ、言語障害の状況でした。今後どうなるか一切
わからないという話を聞きました。」 

 
ここで、時間切れとなり、次回再度、証人尋問を行うこと

になりました。 
第２回公判は、宇都宮地方裁判所で、３月１８日（火）午

後２時半から５時に行われます。 
 
傍聴しての感想です。ご主人の印象は、通訳がしやすいよ

うに、ゆっくりと区切ってしゃべることや、丁寧な話しぶり
に、誠実な人柄を感じました。李被告についても、ご主人の
証言から、子どもが大好きでたまらない様子が伺え、心優し
い方だと思いました。検察の冒頭陳述やマスコミ報道だけで
は見えない姿が見えてきました。子どもがいない夫婦が、子
どもの委託を受けて、たまたま育てにくい大変な子どもであ
ったため、起きた悲劇のような印象を受けました。生後すぐ
に乳児院に入れられ、３歳まで、特定の大人との愛着形成が
無かった順子ちゃんの様子に、我が家の委託当時のつらさが
重なり、とても他人事とは思えませんでした。愛着形成の難
しい子どもを受け、孤立した育児の中で、とうとう一線を越
えてしまった李被告に、ひょっとしたら、我が家も…と思う

と、何ともやるせない気持ちになりました。（Ｋ） 
 

宇都宮の事件について傍聴の感想 
 
国の里親制度が大きく変わった矢先の出来事でした。里親

による里子「傷害致死事件」のニュースを聞いた時、「起こっ
てしまったか」という無念さと同時に里親として思ったこと
は、４年前連絡会の研修会で広岡智子さんのお話を聞き「里
親家庭でも虐待は起きる」と聞いた時「いや、それは決して
無い。」と私は無知にもそう信じていました。その後も「そん
な事は絶対無い。」から「あってはいけない。」そして、「あっ
たらどうしよう」と段々心配になってきていました。自分の
経験を振り返ってみても「もしかして、あの時一線を越えて
間違いを起こしていたかも知れない」。「あれは躾の域を越え
ていた」と思うことが浮かんできました。「そうならないため
にはどうすればよいのか」「彼女が私であっても不思議では
無い」と思ったとき、人事とは思えず「私だったらどうして
ほしいか？」と自問自答しました。「信頼できる人に傍にいて
ほしい」。起こした罪はそれとして、「少しでも彼女の近くに
いてあげたい」とひたすら思いました。 

２月６日初公判の日、私は彼女のすぐ後ろで傍聴しました。
裁判関係者がどこまで「養子縁組」や「養育里親」制度を知
っているのか、心配でした。冒頭陳述で検察は制度のことを
説明しましたが実体についてもっと知ってほしい気がしまし
た。証人としてご主人が証言されました。その話し振りと内
容を聞いて私は救われた思いがしました。「私たちは夫婦円
満でした」「私にはでき過ぎた妻でした」と優しく落ち着いた
声で語られたのです。亡くなった順子ちゃんのお兄ちゃんと
の三人家族は幸せそのものであった様子が確かめられました。
なのに、どうしてこんなことになったのか。次回公判でも私
は彼女の近くに居たいと思います。（Ｒ） 

 

 
② 宇都宮 里親傷害致死事件 第二回公判の報告 

 
３月１８日午後２時半より、宇都宮地方裁判所で「養

育里親傷害致死事件」第二回公判が開かれました。 
当日、一時間前に裁判所につきました。メールで知

り合った栃木県の里親さんが来てくれて、栃木県の里
親の様子や東京での取り組みの状況について、情報交
換をしました。ほかに、栃木県里親会の方たちが来て
いるというので、挨拶をいたしました。栃木県は地区
ごとに里親会があり、その里親会の連合体として(財)
栃木県里親会連合会があります。県連合会の副会長が
見えていたので、「この裁判については、東京でも関心
があり、会の機関紙でも初公判の傍聴報告を載せさせ
ていただきました」と挨拶し、会報「こんにちは！通
信」を手渡しました。すると、「これは宇都宮児相から
もらい、読みました。ただし、紙の色は白でしたが」
と言われました。「こんにちは！通信」はピンクの用紙
ですので、２８ページもの会報をコピーして県内の里
親に配布したようです。 

宇都宮児相の職員が見えているというので、挨拶を
いたしました。 

さて、時間となり、法廷に入ると、３２席の一般傍
聴席はすぐに満席となりました。１６席の記者席もほ

ぼ満席となり、関心の高さをうかがわせます。（Ｋ） 
 
２月６日の初公判に続き、３月１８日第二回目の公

判に行ってきました。今回は傍聴席が更に満員でした。
東京からも、地元の里親さんもまた児相の方も傍聴し
ていました。李さんは少し顔を紅潮させ、眼鏡をかけ
ていました。 

証人尋問に立たれたご主人の話は終始誠実でした。
陳述の中で「最初から難しい子どもだったが一生懸命
がんばろう」「どこか預けるところがあったらいいな」
「もう少しがんばってみる」「自分ががんばればいい」。
と自分だけで無理をしていたことが伺えました。私は
「国の里親制度が一年前に変わっていたらこの事件は
防げたかもしれない」と思った反面、「どんなに制度が
立派なものになっても私たち養育者が家庭の中だけ夫
婦だけで問題を抱え込んでしまっては誰でもこういう
結果を迎えてしまう」。里親は「自分が頑張れば解決す
る」と思わないで自分の子育てについて語り合い、気
付き合うことが重要であると思いました。「今後は娘
の供養をしていきたい」と話されたご主人に閉廷後ご
挨拶をしました。連絡会発行の「こんにちは！通信」
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を読んでおられるとのことでとてもうれしかったです。
（Ｒ） 
 

第二回公判メモ 
 

(裁)前回の宣誓は、引き続き効力がありますので、よろしく
お願いします。 

(弁)前回、女の子についても里子にしたらどうかと、児童相
談所より話があったという所まででした。確認ですが、
女の子の状況について、どのような説明を受けましたか。 

(証)同じ年ぐらいの子と比べて、１年ぐらい未発達だと聞き
ました。具体的には、言葉が少ないと伺いました。 

(弁)言葉の問題は、将来改善されるのか、されないのか、そ
の見通しについては聞きましたか。 

(証)専門家の検査によっても、今後どうなるかは分からない
と聞きました。乳児院の方 、々具体的に順子の担当をし
ていた方からも、肯定的な話は聞けませんでした。場合
によっては、このまま行くんじゃないのというお話でし
た。 

(弁)女の子の状態について、今のような話を聞いて、あなた
はどういうふうに感じましたか。 

(証)将来どうなるか分からないということでしたが、とても
否定的に聞こえたし、私達との年齢差も考えると、この
まま行くと、ただでさえ孤児なので、兄に面倒を見させ
なければならないと感じました。具体的に話しますと、
年齢差があるので、自分たちが年を取った時、この不況
だと経済的にも厳しい。１０年後には、経済的に努力し
ても限界になるので、その後は、兄が面倒を見なければ
ならないと考えました。 

(弁)今のような、あなたが考えたことを、被告人にも話しま
したか。 

(証)はい、しました。 
(弁)それに対して、被告人はどのような態度を示しましたか。 
(証)自分なりにもう少し時間をかけて考えてみるという反応

でした。 
(弁)女の子を里子にもらうまでに、あなたのお父さんやお母

さんから、何かアドバイスを受けましたか。 
(証)はい、ありました。  
(弁)どういう内容のアドバイスだったのですか。 
(証)父が幼い頃、祖父母を早くに亡くし、孤児になりました。

父には弟がいたのですが、親類が引き取る時、２人は難
しい、ひとりならと言う方が多かったそうです。そうい
う時、ひとりの方が、裕福ではないけれど、食べさせる
ことはできるので、兄弟を引き離すことはできないとい
う方が現れました。その時、その話を聞いて、弟と離れ
離れになると、本当に真っ暗だったので、その人の話を
聞いて、嬉しかったという話をし、何とか努力して、で
きるなら兄と妹を離さない方が良いとアドバイスされま
した。 

(弁)あなたは、お父さんの経験に基づくアドバイスを、被告
に話しましたね。 

(証)はい、しました。 
(弁)被告は、どういう反応でしたか。 
(証)本当にかわいそうだね。もっとよく考えてみるという話

でした。 
(弁)上の子は、下の女の子について、あなたに引き取られて

から、何か話していたことはありますか。 
(証)はい、ありました。私が直接聞いたのではなく、家内か

ら聞いた話ですが、兄が時 、々「妹の順子がかわいそうな
んだよ」と言っていると聞きました。 

(弁)最終的には、あなた方は、下の女の子の方も里子にもら

おうと決心したのですね。 
(証)はい。それは後日、家内と話した所、私としては、子ど

もを育てた経験がないのに、兄ひとりでもたいへんなの
に、未発達で、将来どうなるか分からない子を受けるの
はたいへんと話しました。家内は、お兄ちゃんと妹を離
れ離れにするのは忍びない。自分が努力すれば離れ離れ
にしないで済むからと決心してくれました。 

(弁)妹を引き取ることが、お兄ちゃんのためにも良いと考え
ましたか。 

(証)はい、考えました。家内の話によると、最近は一人っ子
が多くて寂しいだろうし、それで道を踏み外す子もいる
ので、妹がいた方が彼を引き戻す力になると話していま
した。それに、妹の順子は将来どうなるか分からない状
況なので、自分たちが引き取らなければ、他所へ行くこ
とになりますが、他所の里親が年を取って面倒を見られ
なくなった時、どうするか。やはり兄と一緒に居なけれ
ばいけないんじゃないかと話していました。それと、一
生懸命に愛情をかけて育てれば、もしかしたら正常な発
達状態になるかもしれないと話していました。 

(弁)最終的に女の子を里子にもらうことにし、乳児院に会い
に行った時、女の子はどのような状態でしたか。 

(証)最初に、私たち夫婦の顔を見た瞬間から泣き出し、「イヤ
ダー、イヤダー」とたいへんでした。 

(弁)言葉の状態はどうでしたか。 
(証)言葉は、泣きながら「イヤダー、イヤダ－」以外は喋り

ませんでした。説明通り、未発達なのかという印象を受
けました。 

(弁)その後、何度か女の子を外泊して預かりましたね。 
(証)はい。 
(弁)記録によると、平成１４年４月１４日、２１日、５月４

日から６日、５月２６日から２９日、６月２日から５日。
そして、６月１７日からはずっとということになってい
ますが、間違いないですね。 

(証)具体的な日にちは覚えていませんが、大方そのような日
にちだったと思います。 

(弁)外泊中の女の子の様子はどうでしたか。 
(証)最初だけでなく、乳児院に面会に行くと必ず最初は泣き

ました。「イヤダ－」と。ただ、最初はたいへんな勢いで
泣くのですが、車に乗ってもしばらく泣いていますが、
声をかけたり、抱っこすると静かになり、笑顔になった
と覚えています。ただ、それ以降家に居ても、私はあま
り接していないせいか、仕事から帰宅して顔を合わせる
と、泣いていました。 

(弁)６月１７日からはずっと預かって、７月１３日に正式に
里子として預かったのですね。 

(証)はい。２人目の順子を引き取る時は、もっと時間をかけ
て連れて来ようと思っていましたが…。少しずつ少しず
つ時間をかけてと考えていましたから、なんでこのペー
スで、ちょっと速いと不思議に思っていました。ただ、
その時、ほとんど６、７月以降ずっと家に居たので、実
質上、家に居るので、後は手続き上の問題だけでしたの
で、手続きははなるべく早くしてくださいと、児童相談
所に言いました。 

(弁)あなたの判断では、少しペースが速いかなということで
したが、早くなった原因は何か考えられますか。 

(証)今思うに、乳児院は基本的に３歳までとなっているので、
なるべく早く里親を見つけない限り、孤児院になってし
まうということはあったと思います。私が思いますに、
乳児院と孤児院では、環境に大きな違いがあります。乳
児院は孤児院より、先生の数が多く、子ども対大人の割
合が孤児院ほどではありません。できれば孤児院ではな
く、里親へという思いもあったと思います。 
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(弁)７月１２日から里親として、正式に女の子を育てること
になりますが、育てる上で、親としてどうしていくか、
被告と話したことはありますか。 

(証)はい。何回も話しました。順子の未発達の部分を何とか
良い方向へ向けてあげたい。可能な限り、たくさん声を
かけたり、たくさん言葉を言わせるようにしたいと話し
ました。家内はよく理解して、何かあるごとに声をかけ、
言葉を話すように仕向けていました。ただでさえ泣く子
でしたが、話しなさい、言いなさいと言うと、やはり泣
きました。家内と順子がそうやっているのを見ながら、
ヘレン・ケラーの映画を思い出していました。 

(弁)当初、被告は、一生懸命気を使い、関わっていたと見え
たのですね。 

(証)はい。それはもう、一生懸命やっていました。 
(弁)ところで、被告が女の子を叩く所を見たことはあります

か。 
(証)はい、あります。 
(弁)女の子が死亡する事件の前に、何度ぐらい見ましたか。 
(証)はっきりは覚えていませんが、２、３度ぐらいです。 
(弁)あなたの見た２、３度の状況は、具体的にはどんな内容

で、その時はどんな様子でしたか。 
(証)順子がお兄ちゃんのおもちゃをいたずらしたり、嫌がら

せをした時に、お尻や手の平を叩いたのを見ました。た
だその時は、強く叩いていなかったので、特別に深刻に
は捉えていませんでした。 

(弁)それほど強くなくても、叩くのを見たわけで、その時に、
被告と何か話しましたか。 

(証)はい、叩かない方が良いんだよと話しました。家内は、
はい、分かりましたと言い、その場は収まりました。 

(弁)その後、被告は女の子の腕や太ももをつねったりしたわ
けですけど、アザとかに気が付いたことはありませんで
したか。 

(証)いいえ、ありませんでした。あまり接する時間がありま
せんでしたし、家事や家の中のことは、たいへんだから
手伝うと言っても、男の人がやることではないと言って
やらせてくれませんでした。私は帰りが遅く、お風呂に
一緒に入ることもなかったので、見たことはありません。 

(弁)被告とあなたが、平成１０年８月に、日本に戻ってきた
ことに間違いはありませんか。 

(証)はい。 
(弁)記録によると、平成１０年１０月に被告が胃潰瘍と十二

指腸潰瘍の診断を受けていますが、その記憶はあります
か。 

(証)はい、あります。 
(弁)日本に来て直後のことですが、原因は何と考えますか。 
(証)家内は、元々 精神的に強い方ではありませんが、外国に

初めて来て、環境の変化や友達もいない、私も仕事でい
ない寂しさが、精神的な重圧になったのではないかと考
えています。 

(弁)その後、胃の様子は良くなったのですか。 
(証)それに関しては、はっきりとしたことは分かりません。

家内は元々、医者に行こうとしないので、よっぽど痛く
ないと行きませんが、悪化はしてないと思います。悪く
なっていれば、医者に行ったと考えています。 

(弁)次に平成１４年９月９日の未明に通院していますが、そ
の時はどのような状況だったのですか。 

(証)はっきりは覚えていません。昼に私の所に電話があり、
胃の調子が良くないと言っていました。私が遅く帰って、
どうなんだ？と訊くと、大丈夫と言うので、そのまま寝
てしまいましたが、その後、何回か吐いた、痛いと起こ
されたので、夜間診療所へ行ったと思います。 

(弁)夜間診療所に行って、そこでどのような処置を受けまし

たか。その後、通院は続けましたか。 
(証)痛みが凄いということで通院しました。痛み止めの入っ

た点滴をしてもらったと記憶しています。医師からは、
これはあくまでも臨時の処置なので、昼間に必ず診察を
受けるようにと言われましたが、薬が効いたためか、痛
みが和らいだようで、その後は通院していません。 

(弁)なぜ、この時期に、急性胃炎になったと考えませんでし
たか。 

(証)はい、しました。この時期は、順子を引き取って、２ヶ
月ぐらいだったので、家内は一生懸命に、言葉をかけた
り、話すように仕向けたりしていました。順子だけでは
なく、上の子も居るので、子育てと家事の負担が重なり、
胃が悪化したと考えています。 

(弁)そう考えて、これからどうするか、生活を改善するため
にはどうすれば良いかを被告と話し合いましたか。 

(証)はい、しました。まず、通院することを勧めました。そ
れと育児と家事がたいへんだと言うので、１日だけでも
臨時に預ける所があったら良いなと話しました。 

(弁)女の子を一旦児童相談所に戻すことは考えなかったので
すか。 

(証)私は考えました。胃が悪化するぐらいだから、よっぽど
家内はたいへんなのだと思いました。ただ、家内は、も
う少し頑張る、２人は引き離したくないと言っていまし
た。 

(弁)被告は、９月８、９日に体調を崩したが、子どもの養育
については被告が努力する、頑張るということで、特に
変化のないまま進んだわけですね。 

(証)はい、そうです。 
(弁)１１月１日に児童相談所の職員が家庭訪問をしています

ね。 
(証)はい。 
(弁)訪問の連絡は、事前にあったことに間違いないですね。 
(証)１０月にはあったと思います。いや、９月くらいから訪

問の打診はありましたが、私が仕事が忙しいので、１０
月末から１１月初めということで、１１月１日になりま
した。 

(弁)被告に児童相談所の職員が来るということを伝えた時、
被告はどのような反応だったのですか。 

(証)１１月１日のことは、１０月半ばに話しました。昔から、
人の目を気にするので、他人の訪問がある時は、あちこ
ち大掃除してたいへんになります。今回も、片付けたり
いろいろたいへんだねと言っていました。 

(弁)先程の話の中で、たいへんなら、ひとり戻すのを考えて
も良いんじゃないかと話したと言っていましたが、それ
は児童相談所の訪問の前ですか、後ですか。 

(証)確か、前にも、後にも、似たような話をしたと思います。 
(弁)１１月１日に、児童相談所の職員が来た時に、子育てが

たいへんだから、場合によってはひとり戻すかもしれな
いという話はしていますか。 

(証)いえ、していません。 
(弁)結局、児童相談所には、深刻な話はしていないようです

ね。 
(証)家事、育児でたいへんだということは話しました、児童

相談所の方は、今はまだだけど、来年になれば制度がで
きて、臨時で一日預けることもできる施設ができると話
していました。どちらにしても、深刻な話はしていませ
ん。 

(弁)後のことを考えると、被告がもっと積極的に話をしてい
れば、児童相談所が気が付いたのではとないかと思うの
ですが、被告はあえて話をしなかったのですか。 

(証)あくまでも私と家内との話し合いの中では、たいへんだ
けど、２人は引き離せない。もう少し努力をすればなん
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とかなると話していました。 
(弁)児童相談所の職員の訪問の翌日に、事件が起きたわけで

すが、あなたは、その１１月２日の２３：５０に帰宅し
たことに間違いないですか。 

(証)２３：５０だったか、２４：００を回っていたか覚えて
いませんが、それくらいの時間だと思います。 

(弁)あなたが帰ってきた時、順子ちゃんが出てきましたか。
被告と供述が喰い違っていますが。 

(証)兄の方は出てきましたが、順子は見ていません。 
(弁)それが、あなたの記憶で間違いありませんか。 
(証)はい。 
(弁)その後、あなたは寝てしまって、起こされるまで、何が

起きたのか知らないのですね。 
(証)はい。 
(弁)まとめになりますが、今回、事件が起きてしまったわけ

ですが、現時点で自分の責任、考えていることを述べて
ください。 

(証)最初から、２人目の子はたいへんな子を引き受けて、未
発達の子を受けて、たいへんになることは分かっていま
した。もっと家内と話し合いをし、自分のできる手助け
を何でもやらなければいけなかったと思っています。今
回の事件は、夫として、親として、父親として、自分に
責任があったと思っています。順子、○○、家内に対し
て申し訳ないと思っています。 

(弁)被告が今回、ここまで追い詰められてしまったことにつ
いて、どう考えますか。 

(証)家内は、元々 精神的に強い人間ではなく、子育ての経験
もありませんでした。２人一緒に、それも未発達な子を
…。しかも、外国の地で、友人もなく、話し相手は夫で
ある私だけでしたが、仕事で夜遅いので、話し相手もい
ませんでした。また、胃潰瘍の診断を受け、順子を何と
か正常な発達にしてあげたいという親心で、普通の子で
も育児はたいへんなのに、未発達の子に、非常に困難な
状況の中で、普通の状態ではない所で、今回のようなこ
とになってしまったと思います。 

(弁)あなたとして、裁判官にお願いしたいこと、この裁判に
対する気持ちは何かありますか。 

(証)たいへんな事件になって、亡くなった順子のことを思う
と申し訳ない思いです。一旦、子どもとして、私達夫婦
の元に来たからには、私たちの子どもです。可能であれ
ば、家内と２人で、亡くなった順子の供養をしていきた
いと思っています。それが唯一私達にできる罪滅ぼしだ
と思っています。それができるように、裁判所のお力添
えをお願いしたいです。 

 
(裁)それでは、検察側の尋問に移ります。弁護人と重ならな

いようにお願いします。 
(検)証人の仕事についてお尋ねします。休みはいつで、勤務

時間は何時から何時ですか。 
(証)基本的には、日・祝祭日は休みです。９時から１８時が

基本ですが、ただ、現実は日曜日に出ることもあります
し、残業や早出もある状況です。 

(検)休日も不定期で、休みでも、証人が家事を手伝うことは
無かったのですか。 

(証)休みの日に食器洗いや掃除はできますが、しようとする
と、「男のすることではない」とさせませんでした。家内
に言うとやらせてもらえないので、黙ってやっていても、
すぐ飛んで来て止められました。 

(検)家事全般を被告がやっていたということですが、その念
入りさは、どの程度でしたか。それは、あなたから見て、
ほど良い程度でしたか。隅 ま々でやる方でしたか。 

(証)何でも完全はありませんが、私が見ても、完全にやる方

でした。例えば、台所を片付けるというと、石鹸も水で
流して洗うぐらいでした。 

(検)食事については、例えばレトルト食品を使う人もいます
が、被告はどのように作っていましたか。 

(証)私が特別に食べたいと言って、インスタントのカレーを
食べることはありましたが、普段は、使いませんでした。
基本的には、ひとつひとつ確実にやっていました。例え
ば、もやしは一本一本、丁寧に洗って料理に使うタイプ
です。 

(検)今回の事件は、１１月の初めにあったわけですが、その
時点までに、家事が雑になったり、料理を作ってくれな
い等の変化はありましたか。 

(証)変化があったかもしれませんが、気付かなかったです。 
(検)順子ちゃんの変化についてはどうでしたか。引っ込み思

案になるとか、笑顔が見られないとか。 
(証)順子の変化は確かにありました。前と違って、話し言葉

が多くなりました。お兄ちゃんもそうですが、ジグソ－
パズルが頭の発達に良いということでやらせていました
が、上手にひとりでできるようになりました。私たち大
人がやるよりもよくできました。それを見て、言葉をか
け、話させたいと、家内のたいへんな思いで接している
成果が現れていると思いました。そういう変化は見られ
ました。 

(検)証人の認識では、順子ちゃんの様子や家事の変化につい
て、この時期、比較的上手くいっているというものだっ
たのですか。 

(証)順子の変化に関しては、良い傾向だと思いましたが、そ
うなるように努力している家内は、たいへんだろうなと
いう認識でした。 

(検)２人だけの時期、お兄ちゃんが来て３人の時期、順子ち
ゃんが来て４人の時期と三つの時期で、夫婦間の会話が
多くなった、少なくなったという違いはありますか。 

(証)一つ目より二つ目、二つ目より三つ目と、話す時間は徐々
に少なくなってきたと、今振り返って思います。 

(検)少なくなった？ 
(証)はい。 
(検)少なくなったということは、被告に子育てのウェートが

行ったということですか。 
(証)はい、そうです。 
(検)１、２回、お尻を叩いた所を見たと言っていましたが、

同じ程度で叩くことを、お兄ちゃんにもやっていました
か。 

(証)はい。 
(検)特にお兄ちゃんは少なく、順子ちゃんに多いということ

は感じられなかったのですか。 
(証)ええ、そういうものは見えませんでした。夫婦としては、

最初、女の子が欲しかったこともあって、そういうこと
は見えませんでした。 

(検)トイレに血痕がありましたが、鼻血をよく出すことがあ
ったので、鼻血と思ったということで良いのですか。 

(証)はい、そうです。 
(検)本当に鼻血かどうか、被告に確認しましたか。 
(証)いいえ。 
(検)なぜ、追求しなかったのですか。 
(証)自分の見ている時も鼻血を出していることがありました。

順子と呼ぶと振り向きますが、鼻血が出ていて飛んだ時
もありましたので、それで、特に疑いを持たなかったと
思います。 

(検)トイレの中で見た血痕は、どの程度のものでしたか。 
(証)非常に小さい水滴、血滴というのでしょうかの後が、壁

のあちこちに見られました。 
(検)それを見て、鼻血について、被告に聞かなかったのです
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か。 
(証)それを見た瞬間、また鼻血が出たのかなと思いました。

その内、お医者さんに行かないとという話はしたと思い
ます。 

(検)休みの日に、順子ちゃんをトイレに連れて行ったことは
ありますか。 

(証)はい、１、２回あります。 
(検)その時、順子ちゃんは、トイレに行くことに対して怯え

る様子はありませんでしたか。 
(証)いいえ、ありませんでした。 
(検)先程と重複するかもしれませんが、調書や先程からの証

言を聞いていると、育児に対して及び腰と言うか、逃げ
腰という印象を受けますが、あなた自身もそう思います
か。 

(証)今思うに、家内が家事や育児をさせないこともあります
が、それに甘え、その通りだと思います。 

(検)今回の事件を振り返って、被告が育児ノイローゼで見境
がなくなったために起きたのか、複雑な要因のため、い
ろんなことが重なって起きたことなのか、例えば、日本
語のこととか。どう分析しますか。 

(証)育児ノイローゼが大きかったと思います。しかし、複合
的なものもあると思います。日本語は直接的なものでは
ないと思いますが、友人がいないということでは、間接
的な原因になったと思います。たったひとりの話す相手
が、帰りが遅い、話す機会が少なくなった、寂しいとい
う点において。これらが複合的にあったと思います。 

 
(裁)韓国に住んでいましたが、韓国での子育てやしつけを見

ていて、日本との違いを感じたことはありますか。 
(証)はい。 
(裁)それはどういうことですか。 
(証)確かに体罰という点を比べると、時代をさかのぼると分

からないと思いますが、日本の十年ぐらい前、自分世代
の人々、ある一定の年齢以上の者は、日本以上に体罰が
あったと思います。 

(裁)それはしつけの一環としての体罰ということですか。 
(証)はい、そうです。 
(裁)証人と被告が、順子ちゃんを引き取ってから、児童相談

所と定期的なやり取りはありましたか。 
(証)難しいです。あったと言えばありますが…。２、３ヶ月

に１回、電話で話したことはありました。順子が来てか
らは、１回ありました。もう少し長く居れば、定期的と
言えたかもしれませんが。 

(裁)お兄ちゃんを預かってから、２、３ヶ月に１回程度のや
り取りがある程度ですか。 

(証)いいえ、それよりも少なかったです。 
(裁)里親の制度で、困った時に、親が相談できる制度はあり

ましたか。 
(証)はい、ありました。何かあったら、連絡してくださいと

言われていました。ただ、実質、どこまで話して良いの
か、疑問があったのも事実です。 

(裁)被告より、順子ちゃんに暴力を振るってしまうという相
談はありましたか。 

(証)今日、言う事を聞かなくて叩いたという報告はありまし
た。 

(裁)内容としては、ちょっと叩いたという程度のものでした
か。 

(証)はい、そうです。 
(裁)いつ頃ですか。 
(証)９月にもあったと思いますが、１０月にもあったと思い

ます。 
(裁)相談は１回ですか。 

(証)いいえ、２回あったと思います。 
(裁)平成１４年の４月の下旬頃、順子ちゃんを引き取るかど

うかの相談に行った時に受けた心理テストの結果につい
て、説明を受けたことがありますね。 

(証)はい。 
(裁)発達の遅れがあると聞いたと思いますが、心理テストに

ついては、どのような説明を受けましたか。 
(証)明らかに心理テストの話は出ていましたが、結果につい

ては、思い出せません。 
(裁)記録よると、既に外泊をしていたということで、証人達

に対する思い等の心理状態を調べたとなっています。証
人の写真を見せたら嫌がった等の説明はありましたか。 

(証)心理テストの結果の内容については思い出せません。た
だ、もし結果に問題があったなら、自分たちの所へは出
さないだろうから、問題なかったと思います。 

(裁)韓国での被告と証人の会話は、何語で行なわれていまし
たか。 

(証)韓国語です。 
(裁)日本に帰って来てからは。 
(証)韓国語です。 
(裁)お兄ちゃんを引き取る時、児童相談所との交渉は、何語

で対応しましたか。 
(証)基本的には日本語ですが、ちょっと難しいことは、自分

が通訳をしました。 
(裁)被告の日本語の能力について、日常生活に必要な会話は

できたということですが、どの程度のものですか。 
(証)日常生活に必要なものというのは抽象的ですが、ひとり

でどこかに出かけて、道を聞くことや買い物に行くこと
は可能でした。 

(裁)お兄ちゃんを引き取ってからのコミュニケーションは、
証人から見て、きちんとできていましたか。 

(証)はい。 
(裁)子どもなので、大人とは違いますが、特に支障はなかっ

たのですか。 
(証)子どもと話す時は、可能な限り日本語を使っていました。

自分が見る限り、支障はありませんでした。もっと大き
くなって、話が複雑な内容になれば分かりませんが、当
時は支障がありませんでした。 

(裁)児童相談所が順子ちゃんを委託した決定的な理由は何だ
ったのでしょうか。 

(証)理由はいくつかあったと思いますが、どれが決定的だっ
たのかは分かりません。 

(裁)いくつか点というのは、どこにあったのですか。 
(証)家内が幼稚園で長い間勤務していて、子どもと接してい

たことは、普通の人より問題がないと判断されたと思い
ます。家内は専業主婦だというため、子どもと接する時
間が多く持てるので、短期間で親しくなれるということ
もあったと思います。 

(裁)証人も順子ちゃんを引き取る際、少し考えましたが、児
童相談所は、どういう考えだったのでしょうか。 

(証)担当者の話しによると、私たち夫婦は３番目でした。１
番目、２番目の里親の時は、２人一緒、専業主婦の家庭
でトライしたけれど駄目だったと聞いています。 

(裁)そこまででいいです。お兄ちゃんを外泊させた時は、比
較的スムーズにいったのですか。 

(証)お兄ちゃんは泣くこともなかったですし、「イヤダ－」と
も言いませんでした。全然違っていました。 

(裁)子どもによっては、人懐っこい子もいるし、そうでない
子もいます。順子ちゃんと証人宅とは、必ずしも上手く
いっていないように思いますが。 

(証)確かにお兄ちゃんと比べると、そういう点があったよう
に思います。 
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(裁)連れて行く時に、よく泣いたということですが、それに
ついて児童相談所はどう説明していますか。 

(証)特別、そのことについての説明はありません。 
(裁)順子ちゃんを引き取った後、よく泣いていたので、手を

上げたということでしたが、児相が訪問した時の説明と
喰い違いがありますが、どのように説明しましたか。 

(証)新しい里親の所へ来ると、居着いて良いのか確認するた
め、反抗的な態度に出る時ことはあるが、半年か一年か
かる。泣くこととの関連については、聞いていません。 

(裁)被告の話では、順子ちゃんのような小さい子どもは、愛
情を試す行動は当り前だと言われたとなっていますが。 

(証)それは確か、泣くことの関連について話しましたが、泣
くことと、愛情を試す行動とは、必ずしも一致しないと
捉えています。 

(裁)証人が家に帰ってきた後、順子ちゃんと顔を合わせてい
ませんか。 

(証)何度も聞かれると、本当にそうだったのかと思ってしま
いますが、お酒を飲んでいたし、ビールを飲んで直ぐに
寝入ってしまったので、記憶が定かではありませんが、
あるいは顔を見たのかもしれませんが、私の認識では、
会っていません。 

(裁)泣いているので、なんで泣いているのかと思ったことは
ありませんか。 

(証)最初来た時からよく泣いていたので、また泣いているの

かと思いました。 
(裁)順子ちゃんと一緒にお風呂に入ったことはありますか。 
(証)ありません。 
(裁)一度もですか。 
(証)はい。 
(裁)それはなぜですか。 
(証)私がお風呂に入れるよと言っても、家内は「疲れている

から」とやらせませんでした。 
(裁)本件が起きる前の一週間に、順子ちゃんの衣服を脱がせ

たり、着替えさせたことはありますか。 
(証)ありませんでした。１か月も２ヶ月も無かったと思いま

す。 
(裁)順子ちゃんから殴られているという訴えはありませんで

したか。 
(証)ありませんでした。 

 
裁…裁判官、弁…弁護人、検…検察官、証…証人 
被…被告 
 
次回は、５月６日（火）午後一時半から被告人尋

問となります。 

 

 
③ 宇都宮 里親傷害致死事件 第３・４回判の報告 
 
 
第３回目公判は、５月６日に開かれ、当日は、傍聴

整理券が配られることになりました。開廷時間直前に
来られた李さんのご主人はそのことをご存じなく、と
うとう傍聴席には来られませんでした。今回の裁判は
やたら休憩時間が長かったように思います。 

そして李さんの弁護士が休憩時間中にページをめく
っている資料の中に私たち連絡会発行の「こんにちは
通信」があったのです。 

「司法関係の方々にこの制度が本当に理解されてい
るのか」とても気がかりでした。 

「他人が他人の子を育てることの大変さ」をちゃん
と理解して裁いてくださいよ。と願っていました。今
までの里親制度の運用ではこのようなことが起こる可
能性は大いにある。そうならないように国の里親制度
がようやく動き出し，専門里親制度や緊急時一時休息
のレスパイト制度が始まる矢先の事件だっただけにあ
と一年制度の見直しが早ければふせげた気がして残念
でなりません。 

新しく出会った子どもとの楽しい出来事や苦しいこ
とをいつも話ができるように、家族とか地域での助け
合えるしくみ作りが求められている気がします。あと
行政等の関係機関との連携ももっと蜜に対等にしてい
くことが大切です。事件前日、児相の家庭訪問が終わ
ったあとの李さんの安堵した姿が自分にも重なる遠い
記憶があります。（Ｒ） 

 
第４回公判は、６月１７日午前１０時に開かれまし

た。先に着いた方から、傍聴券の配布を行っている聞
き、駅からタクシーを飛ばしたところ、最後の一枚（３
３番）の傍聴券を受け取ることが出来ました。 
公判は、前回の続きで被告人尋問でした。３回目公

判も被告人尋問でしたが、李被告が家庭訪問の際、「児
童相談所が『大変なときは助けてあげます』『（子ども
を）見てあげます』と言ってくれる期待していました

が、言ってくれませんでした。それで、その言葉をし
まい込みました」と答え、閉廷となりました。ずっと、
その言葉が引っかかっていました。 
ご主人が、里子を預けて休憩する（レスパイト）制

度について聞いた件について弁護士が質問したところ、
「来年になれば制度が出来るかもしれない。それまで
は我慢して下さい」と言われたと答えました。さらに、
「我慢して下さい。がんばって下さい」と言われまし
た。ケースワーカーが帰った後、とても疲れを感じた
と証言しました。そして、その夜から女の子に対する
暴行がエスカレートしていきました。 
検察官から「児相の職員が帰ったから、子どもを叩

いていいと思ったのか」との質問には、「１００％そう
では無いといいきれない。事実についてはウソをつか
ず、最善を尽くして考えました。１％でも可能性があ
ったから、『そうです』と答えました」と話し、正直す
ぎるほど正直な態度に、かえってやるせないものを感
じました。 
乳児院では、「言葉の遅れ、ＩＱは検査の結果１年ほ

ど遅れている。普通の子どもと同じになるかわからな
い、それでも大丈夫か」と被告に念押しをしています。 
また、「順子ちゃんの委託を正式に決定したのは、子

どもが住んでいるところ（乳児院？）の係長さんが決
定し、児相に伝え、委託を正式に決定しました」との
証言もありました。 
このようなリスクのある子どもを委託するにも関わ

らず、レスパイトの支援もなく、訪問回数も少なく、
そのほかの養育支援もまったくない丸投げの状況で、
追いつめられた被告が子どもを叩き、それがエスカレ
ートして悲劇が起こったといえます。 
 
この事件の真相に迫るには、乳児院の関係者、児童

相談所のケースワーカーの証言が必要だと思いますが、
検察側・弁護側ともに、乳児院・児相関係者の証人喚
問を予定していません。このままでは、里親個人の資
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質の問題として終わってしまい、順子ちゃんが亡くな
った真相が解明できません。 

次回は、７月２８日（月）午後３時から、検察及び
弁護側の論告弁論となります。（Ｋ） 

 
④ 宇都宮 里親傷害致死事件 第５回公判の報告 
 
 
宇都宮里親傷害致死事件の第５回目公判が、７月２

８日に開かれました。今回も、傍聴整理券が配られま
したが、少しの空席を残し、全員座ることが出来まし
た。今日は、論告求刑ということで、ＮＨＫが法廷の
撮影に入っていました。 
 
さて、検察の論告求刑が始まりました。早口で論告

を述べるのと、同時に韓国語で通訳が話すため、聞き
取りにくいところがありましたが、全般に厳しい内容
でした。 
「里子に執拗な暴行を加え、その結果死亡するとい

うきわめて悪質で残忍な事案（？）」「母性本能に裏打
ちされた愛情深い行動をすべく努力すべきものを、被
害者がむずることに、徐々に精神的ストレスを感じる
ようになり、やがてしつけの一環としての体罰は、被
告の養育のストレスを発散していくためだけの暴力へ
と転化していった。」「里子が里親になじむためには、
実親子以上に子どもに寛容の精神と無償の愛が必要」
「親が子どもに見返りを求めること自体、本末転倒」
「子どもにとって悪魔的存在となった」「親は子ども
に気高く崇高な愛を注ぐもの」「親になる資格はない」
「一片の酌量もない」「理性を欠落」「身を守る術を知
らない３歳の子どもに容赦なく暴行を加えた」「その
悪質さはまれに見るもの」「卑劣かつ継続的な暴力」
「４歳の兄に与えた精神的な苦痛」「里親制度に強烈
な影響を与えた」「東京で緊急集会が開かれるなど全
国に影響を与えた」「相当期間の懲役が必要」など、李
被告に対する痛烈な言葉が矢継ぎ早に繰り出され、そ
の強い口調とあわせて、理解するのが困難でした。そ
して、「懲役６年」の求刑が出されました。 
 
これに対し、弁護士は「事実関係については争わな

い」「社会的に孤立した状態であった」「心神耗弱状態
にあった（鑑定は拒否された）」「内向的、引っ込み思
案、友達を作れない」などと弁論するが、口調も弱々
しく、情状をとるにも弱い論調でした。 
そして、「反省は態度からも明らか」「再犯は考えら

れない」「前科もない」「１年９ヶ月逮捕拘留されてい
る」「社会的制裁を受けている」などをあげ、執行猶予
を求めました。さらに、「執行猶予がとれなければ、強
制退去となる」「強制退去となれば、夫の実家に埋葬さ
れている順子ちゃんの供養をすることが出来ない」
「被害者の魂が戻ってくるところは被告のところしか
ない」「供養のため、魂のため、執行猶予を受けられる
ようにしたい」「被告のため、被害者のために執行猶予
をつけて欲しい」と弱い口調で述べました。 
 
その後、李被告が証言台に立ちました。 
「結婚して１３年、日本に来て（兄）と順子ちゃん

の親となり、心が金持ちになった気持ちだった。彼ら
の本当の親として、きちんと生きていきたいと思って
いた。子どもがこの先成長し、大人になって結婚し、
その姿を想像し、充実した気持ちになっていた。です
が、このような事態を想像していなかった。予想して
いなかった事態を起こしてしまい、驚愕しています。
私の過ちによって、子どもを死に追いやって、罪悪感
を感じています。二人の子どもを同時に失った悲しみ、
彼らを思うと大変申し訳なく思っています。 

一日も早く順子のところに行き、許しを請い、順子
のいる別の世界、空の国に於いて、幸せになるんだよ
と声をかけたい。出来るだけ幸せになるんだよと。 
心の中でずっと考えていました。一日も早く順子の

ところに行きたい。とても逢いたい。二人に対してき
ちんと謝りたいと思います。 二人の子どもを育てて
くれた担当の先生方にも、ありがたく、そして申し訳
なく思っています。皆さんに対し、謝罪したいと思い
ます。これからも、誠実に生きていきたい。 
本当に、本当に申し訳ありませんでした。 深く、

深く反省しています」と、言葉を詰まらせながら、用
意してきたメモを読み上げました。 
 
判決は、１０月７日（火） 

午後１時１５分～２時です。（Ｋ） 
 

傍聴の感想「裁かれるべきは誰か？」 
 

一言で言うならば、「子育ての理想を追う、子育てをし
たことがない男の理屈で裁かれる裁判」とでも言うの

でしょうか。 
裁判では、乳児院の養育の実態は語られませんでし

た。また、児童相談所の支援が無かったこと、愛着障
害など、育てにくい子どもの養育に関する情報提供も
無かったこと。そして、栃木県の全ての児童養護施設
が、順子ちゃんの受け入れを拒否し、行き場がなかっ
たこと。「施設不調」だけではなく、日本人の里親家庭
にも２ヶ所行き、いずれも「里親不調」で戻されたこ
と。 
関係者が語る、これらの事実を明らかし、里親一人

が責任を負うべきなのか、問いかけて欲しいと思いま
した。 
そこで、裁判の後、記者が弁護士に「なぜ、乳児院

と児童相談所を証人申請しなかったのですか」と聞い
たところ、「してどうする」と怒ったように答えました。 
養護施設、里親を含め、日本人が受け入れなかっ

た発育の遅れた日本人の子どもを、韓国の女性が引
き受け、結果として起きた事件です。裁かれるべき
は、誰なのでしょうか？ （Ｋ） 

 
検察論告要旨 

 
第１ 事実関係 
 本件公訴事実は、当公判廷において取調べ済みの関係各証
拠により、その証明は十分である。 
 
第２ 情状関係 

１ 本件は、いわゆる里親制度によって、里子２名を受託
していた被告人が、里子のうち、３歳の女児（以下、「被
害者」という。）に対して、継続的に、その胸部を右手で
付き押して後方に転倒させてその後頭部を床等に打ち付
けさせ、その顔面を平手で殴打し、その頭部を壁に打ち
付けるなどの執拗な暴行を加え、その結果、被害者を急
性硬膜下血腫により死亡させたという極めて悪質で、残
忍な事案である。 
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２ 本件犯行の動機等に酌量の余地は見いだすことはでき
ない。 
被告人は、夫との間に子供が恵まれなかったものの、

どうしても自分の手で子供を育てたいという冷めやら
ぬ熱意から、本邦入国後は、里親制度を知るようになり、
真摯な思いから里親登録をした。 
このような被告人の子供を自らの手で養育したいと

いう熱心で真摯な態度は、児童相談所等、児童福祉に携
わる者達に十分に伝わり、日本籍能力の問題も、特段障
害とならず、被告人は、２０００年（平成１２年）２月
には、夫とともに正式に里親登録されており、その後、
２００１年（平成１３年）９月ころからは、被害者の兄
を里子とすべく、被害者の兄との面会、外出、外泊を重
ねて、良好な里親里子関係声築き上げ、その結果、同年
１２月には、正式に被害者の兄を里子として受託するま
でになり、念願の子供を養育できる環境を手にした。 
そして、被告人は、被害者の兄の養育を、特に問題な

くこなし、夫との相談の結果被害者についても、被害者
の兄と同様、里子として受託する前向きな姿勢を示し、
２００２年（平成１４年）３月下旬から、被害者との良
好な里親里子関係を築き上げるべく、数度にわたる面会、
外出、外泊を繰り返し、同年７月１２日に、夫とともに
正式に被害者を受託するに至った。 
しかし、被告人は、被害者を受託してから以降、いか

なる困難に遭遇しても、受託した里子は責任をもって、
自らの手で養育しようとの情熱と慈愛に満ちた親心を
喪失していた。 
すなわち、当初は、被害者が、度々大泣きして泣きや

まなくても、被害者が泣いてしまう原因を解明しようと
努力し、被害者を抱き上げて、あやしてあげるなどの母
性本能に裏打ちさわた、愛情深い行動を示していたもの
の、このような被告人なりの努力にかかわらず、被害者
が一向に被告人の思うとおりには泣きやまず、ぐずるこ
とに対して、徐々に、精神的ストレスを感じるようにな
り、やがて、躾の一環としての体罰は、被告人自らの養
育ストレスを発散するためだけの暴力へと転化してい
った。 
それでも、被告人は、細々 と親心を持ち続けていた段

階では、子育ての精神的ストレス及び苛立ちを被害者に
向けて発散することは本末転倒であると自制心を働か
せており、自らトイレの壁を殴るなどの行動に出て、鬱
積する精神的ストレスを解消しようと努力していた。 
また、被告人なりに夫に対しても子育ての悩みを打ち

明けていたものの、夫との意思疎通も十全でなかったこ
とや、家事を預かっているのは自分自身であるから、夫
には迷惑をかけられないといらた遠慮もあって、子育て
の精神的ストレスをいわばガス抜きする場がなくなり、
被告人の心の中で、精神的ストレスは、傍聴するばかり
であった。被告人は、被害者の兄がとても物分かりの良
い、養育しやすい子供であるのに、被害者は、いつもむ
ずかって大泣きばかりしているという子供の育て安さ
の単純な比較をするようになり、被害者の兄が育てやす
い分、被害者の養育の困難性をより深刻なものとして実
感するようになり、自らが理想とする、いわば固定化さ
れた子育ての枠組みの中に、被害者がうまく組み込まれ
ないことに、強烈な腹立たしさ及び苛立たしさを感じ始
め、被告人の精神的ストレスの増大に比例して、それが
そのまま被害者に対する暴力として先鋭化し、継続的で
強度な暴行を加えるようになり、もはや完全に理性を欠
落させ、被告人の存在は被害者にとって、安住と絶対的
な愛を与える慈母ではなく、恐怖と不安、絶望感を与え
る悪魔的存在と化したのである。 

そもそも、子供を育てるには、子供に対する寛容の精
神と、無償の愛が不可欠である。 
里親里子関係は、実親子関係とは異なり、血縁関係が

ないことから、里子が里親に懐くためには、里親には、
実親子の場合以上に、子供に対する寛容の精神と、無償
の愛が要求されるのである。 
しかも、被告人は、自ら希望して里親として登録して、

里子を受託して養育しているのであるから、当然、その
ような寛容の精神と無償の愛を兼ね備えていなければ
ならないのである。 
子供がいかにむずかろうが、駄 を々こねようが、それ

を包み込みながら、一個の人間として成長させ、導くこ
とは、子供をこの世の中に誕生せしめた親の使命であり、
また子育ての醍醐味なのであって、それは子供に何ら見
返りを求めない気高く、崇高な愛がなせる技である。 
親は、子供が駄々をこねて、泣きやまなくても、それ

は子供が親を頼っているが故の甘えの行動、親の愛情を
求めている行動であると、その行動の真意をよりよく理
解し、決して感情的になってはならないのであって、子
供と同列な目の高さになってはならない。 
常に高い視点から子供の様子を見つめ、子供の庇護者

でなければならない。 
子育ては言うは易く行うは難きもので、順風満帆に進

むとは限らないものであるが、逆に言えば、このような
子育ての苦労を経て、一個の確固とした人格を持つ立派
な人間へと我が子が成長を遂げたときにこそ、親の子供
に対する愛情は、初めて報われ、人の親になった喜びを
出産の時以上に、感得するのである。 
換言すれば、親が子供に、見返りを求めること自体、

本末転倒なことであって、子育てに対して強烈な苛立ち
を抱いたり、子供を敵視し、感情のはけ口としたり疎ま
しく思い、子供の一挙手一投足に対して、その都度、感
情的になる者に親となる資格はない。 
子育てが良好に進まないのは、子供に欠陥があるので

はなく、親の養育の仕方、姿勢そのものに問題点がある
のであり、自己の養育の悪さを棚に上げて、思い通りに
ならないとして子供を責め立てることは 自己の無責
任を子供に転化することにほかならない醜い態度であ
る。 

   被告人は、上記の如く、被害者が、被告人に懐かず、
大泣きばかりして言うことを聞いてくれず、被害者の兄
と違って、子育てが被告人の思い描くようにはならない
ことに強烈なストレス及び被害者への苛立ちを感じ、そ
れを被害者に対する暴力として変容させ、発散していた。 

そして、このような行動に出れば、被害者が被告人の
存在を怖いとしか認識せず、懐くどころか大泣きを止め
ず、それゆえさらに、被告人は苛立つといった形で、な
お一層、事態を悪化させ、完全に悪循環に陥ったのであ
る。 
しかし、子供にはそれぞれ個性があるのであって、感

情表現の仕方にも各々特性があり全てが育てやすい子
供であってほしいというのは親のエゴにすぎない。 
被害者は、やっと物心が付き始めたくらいのわずか３

歳の幼児であり、その被害者に理性的な態度や、合理的
な立ち居振る舞いを求めること自体、親としての資格が
ないと言わざるをえない。 
被害者は被害者なりに、言葉での説明ではなく、その

挙動で被告人に救いを求めていたのである。 
その被害者からの救いを求める兆候を、被告人は、単

に駄々をこねているだけで、懐かないといったように外
形だけとしてとらえ、杓子定規な発想に陥っていたので
あり、全く子育ての余裕が感じられない。 
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被告人は、大韓民国内では、幼児教育を習得し、幼稚
園２級正教師の資格を得て、幼稚園で保母として勤務し
ていたのであって、子育ての困難性については、理論的
及び実践的に理解していたはずなのに、かような大韓民
国内での実経験は、被告人の脳裏から忘れ去られてしま
ったのである。 
被害者に落ち度を認めることはもとよりできない事案

である。 
被告人は、自己の思いどおりに被害者がなつかない苛

立ちを、そのまま被害者に向けたのであって、その行為
はまさに理性を欠いた仕儀であり、誠に自己本位としか
言いようがない。 
被告人は、被害者を里子として受託したのであるから、

実親子関係とは異なり、被害者の養育が困難になれば、
里親里子関係を解消することも容易にできるにもかか
わらず、夫及びその家族、児童相談所等に全く相談する
ことなく、養育ストレスを募らせ、被害者への暴力ヘと
転化させるという最悪な手段を選択したのである。 
犯行に至る経緯や動機には、一片の酌量の余地もない。 
 

３ 犯行の様は執拗かつ卑劣で極めて悪質である。 
被告人は、わずか３歳の被害者に対し、公訴事実に限

定した暴行だけでも、３日間の長期間にわたり、断続的
に暴行を加えていたものであるが、その暴行態様は、狭
いトイレ内において、被害者の背部を素手で叩いたり、
木製の孫の手を使ってその背部、足裏を力任せに殴打し、
また、頬を激しく平手打ちして、その勢いでトイレ内の
壁に被害者の頭部を激突させるといったもので、しかも、
床に崩れるように倒れた被害者を立ち上がらせて、更に
頬を力任せに殴打するなどしており、その暴行は執拗、
卑劣で、陰湿極まりなく、常軌を逸した激烈なものであ
る。 
当然のことながら、わずか３歳の被害者には、被告人

からの理不尽な暴力から身を守る術も、逃げ出す術もな
かったが、被告人は、かかる無抵抗の被害者に対し、身
勝手な怒りを爆発させ、容赦なく一方的かつ執拗に強烈
な暴行を加えたものであり、本件は誠松藤辣な犯行であ
り、その悪質さは稀にみるものと言わざるを得ない。 
被害者が、トイレに行く際に、必ず大声で泣くように

なったのは、トイレに行きたいという生理現象がある一
方で、被害者一人ではトイレに行けず、被告人に連れて
行ってもらうしかないが、被告人にトイレに連れて行か
れれば、必ず激しい暴力を受ける恐怖心にさいなまれて
いたからであると考えられるが、被告人は、そのような
自己め態度を顧みることなく、一方的に被害者の資質に
問題があるとして、被害者に対し、繰り返し激しい暴行
を加えていたのである。 
さらに、被告人は、児童相談所の担当者が家摩訪問に

来た際も、育児の悩みを明確に伝えないばかりか、担当
者に虐待の痕跡が発見されてはまずいと考え、家庭訪問
前には、外見上、容易に傷が分かるような部位への暴行
行為を避けており、極めて狡猾で、陰湿であることは疑
いない。 

４ 結果は極めて重大である。 
 

本件被害者の境遇は、必ずしも恵まれたものではなか
った。 
すなわち、本来であれば、実父・母の愛情のもと、健

やかに養育されるべきところ実父母の養育が困難であ
るという現状のため、生後わずかにして病院に委託一時
保護の措置となって、預けられ、実親に抱かれることな
く、そのまま乳児院へと引き渡された。 

そのことだけでも、いかに被害者の境遇が過酷なもの
であったかは察するに余りあるが、乳児院において養育
された被害者は、その過酷な状況にも自らの居場所を見
つけ、成長していた。かかる被害者のたくましさは、乳
児院の担当者がよく記録にとどめており、「小さい頃、
入院、ベッド生活が長く、又、病気がちではありました
が、３才を前にし、体も丈夫になり、毎日外で楽しく走
り回っている順子ちゃんです。女の子らしい、そしてお
姉さんらしい姿も日に日に見られるようになり、外で花
を見つけては『きれいだね』と笑顔を見せてくれたり、
小さな子に対しては手をつないであげたりと、心優しい
順子ちゃんです。歌も大好きです。一緒に歌ってあげる
と、大喜びで笑い声がたえません。笑顔が本当にかわい
い順子ちゃんです。」と記載されている。 
そして、乳児院から、被告人の元に里子として委託さ

れた時にも、被害者が新しい環境に適応するために、ど
れだけの困難な状況に直面していたかは容易に想像で
きることである。 
まさに、その新環境への適応の過程で生じていた、い

わば甘えの行動が、外見的にはわがままとも思える被害
者の行動になっていたのであり、それは被告人に十分な
愛情を与えて欲しいと、いう、被害者からの強烈なメッ
セージであったのである。 
しかし、被告人は、この複雑でありかつ極めて繊細な

被害者の幼心を一向に解せず、ただ、自分になつかず、
被害者の兄と異なって、手のかかる子供だと考え、精神
的ストレスと被害者に対する苛立ち、憎しみを募らせて
いたのであって、被告人・被害者間の親子関係は完全に
悪循環、機能不全に陥っていた。 
被害者が、３歳という年齢であることから、自己の率

直な思いを破告人に伝えるのは極めて困難であり、その
もどかしさがいかばかりであったかは、察するに余りあ
る。 
被害者は、上記のような、常軌を逸した激烈かつ継続

的な暴行を加えられ、トイレの壁に頭部を激しく打ち付
けられていたのであって、間もなく、急性硬膜下血腫よ
り死亡するに至ったものであり、この間に、被害者が体
験した肉体的苦痛、絶望感、恐怖感、悲壮感等の精神的
苦痛がいかに多大なものであったかは、筆舌に尽くしが
たいものがある。 
必ずしも恵まれた出生ではなかった被害者にとり、里

親はまさに実親以上の存在であり、これまでの愛情の欠
如を埋め合わせ、実親子関係と同等か、それ以上の関係
を今後築いていくことを望んでいたのに、被告人方は心
休まる穏やかな安住の場所ではなく、激烈な暴行が待ち
かまえる恐怖の場所でしかなかった。 
被害者は、せっかくこの世に生を受けながら、人生に

おける楽しみ、喜びをほとんど知らないまま、被告人に
よって、いわば、なぶり殺しにされ、わずか３歳という
極めて短い人生を終えたのであって、その結果はこの上
なく重大で、取り返しのつかないものであることは言う
までもなく、その刑事責任は極めて重いものがある。 
その上、本件犯行が被害者の兄に与えた精神的苦痛も

計り知れないほど大きいと言わざるを得ない。 
すなわち、被害者の兄は、実父母の愛情を受けること

なく成長してきたが、被告人に出会い、自己の拠り所を
見つけ出し、今後一生涯実の母親として慕っていこうと
考えていたにもかかわらず、その生活の場において、被
害者が被告人の手によって執拗で強烈な暴行を受けた
上、死亡させられたという事実を目の当たりにしている
のであって、被害者の兄がわずか４歳であったことを考
えれば、本件が被害者の兄に与えた精神的苦痛が非常に
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甚大であることは言うまでもない。 
 
５ 里親制度に与えた衝撃度は計り知れない。 
   本件は、里親制度に対して、強烈な衝撃を与えた。 

すなわち、児童相談所としても、被告人の里親として
の熱意にほだされ、被告人を信用して被害者を里子とし
て委託したにもかかわらず、被告人が養育方法等につい
て、相談しないばかりか、児童相談所の担当者が被告人
方を訪問した、まさにその日から被害者に強烈な暴行を
加えた挙げ句、被害者を死亡させており、本件が児童相
談所等の関係機関に与えた衝撃には計り知れないもの
がある。 
本件を受けて、児童相談所も直ちに、栃木県内の全里

親５８世帯（委託児童６４名）の家庭訪問を実施し、里
親制度の実態調査を進めるとともに、里親大会では、里
親と児童相談所の連携を強化し、痛ましい本件のような
事案が発生しないように討議を行い、また、里親制度の
的確な運用と里親への支援体制強化を企図して、里親支
援検討班を設置するなどしている。 
さらに、この動きは、栃木県内にとどまらず、東京都

内では「宇都宮 里親傷害致死事件を考える緊急集会」
が開催され、全国的に里親制度の見直しの気運が起きて
いる。 
本件が里親制度に多大な影響を与え、本来、里親委託

されるのが最も好ましい状況にある要保護児童が、なか
なか里親委託できないといった悪影響が生じているの
であり、児童福祉行政にも大きな影響を与えていること
は否定できない。 

 
６ したがって、被告人には日本における前科・前歴がない
こと、事実を認めて反省の情を示していることなど被告人
に有利な事情を最大限考慮しても、本件犯行動機、犯行態
様、結果等にかんがみれば、自己の刑事責任の重大性を自
覚させ、被告人を更生させるためには、相当期間矯正施設
へ収容する必要がある。 

 
第３ 求刑 

以上のほか、諸般の情状等を総合勘案し、相当法条を
適用の上、被告人を 
懲役６年 に処するを相当と思料する。 

                    以 上 

 
 弁論要旨（弁護側） 
 
第１ 事実関係 
１ 事実関係については、基本的に争わない。 
２ しかし、被告人は、本件当時、日本語も十分にできない
ために友人等もなく社会的に孤立した状況であり、また慣
れない育児のためにノイローゼ状態であった。被告人は、
急性から慢性的な胃炎に悩まされるており、神経衰弱ある
いは心身症の状態に陥っており、是非の弁識能力及びその
弁識にしたがって行動する能力が著しく減退していたもの
のであり、心神耗弱の状態であった。 
(1) 被告人は、７人兄弟の末っ子であるが、子供の頃から

弟や妹がほしいと考え、近所の小さな子供をかわいがり、
さらには、幼稚園の先生になりたいと思うようになった。
そして、実際に幼稚園の先生となり、子供達と過ごす楽
しい時間を持っていた。 

その後、○○○○と知り合い結婚したわけであるが、
○○の証言によれば被告人は、「家庭的で、非常にやさ

しい性格で、思いやりもある」自分には過ぎたる妻で
あるとのことである。ただ、内向的で、引っ込み思案
なところがあり、友人等を積極的に作ることができず、
自分で何でも抱え込んでしまう性格であった。 
被告人の性格の善良さは、被告人が日本に来るとの

決断をした経過にも良く現われている。 
被告人は、日本語が十分ではないとの不安を抱えな

がらも「夫を信じ、夫の両親も自分を実の娘のように
かわいがってくれている」ことから、夫の両親の期待
に答えよう考え、日本に来る決断をしているのである。 
このように、被告人は、昔気質の良妻賢母的な性格

の女性であり、現在の日本では得がたい善良な性格の
女性なのである。 

(2) しかし、「内向的で、引っ込み思案」という点に顕れ
ているように、繊細な性格であり、精神的に弱く外部の
影響を受けやすく、その影響が身体的にも現れやすい体
質であると考えられる。 

(3) 被告人は子供を育てることを希望していたが、残念な
がら被告人夫婦には子供ができなかった。そのため、被
告人夫婦は里親になろうと決意するのである。 

現在、里親のなり手が減少していることが問題とな
っている（参照岩波ブックレット汐見稔幸編「里親を
知っていますか？」１５頁）。 

被告人は、外国人であり日本語が十分にはできない
というハンデキャップを持ちながらも里親として子供
を育てようと決意し、かつ、実行しているのである。 

(4) そして、平成１３年１２月１９日から、まず男の子（重
保）を里子として引き受け、養育を開始するのである。 

被告人は、この男の子を育てることに喜びを感じ、
かわいく、いとおしく思い、心が充たされる（心の中
でお金持ちになったような気持ち）満足感を味わうの
である。 

(5) さらに、被告人夫婦は、男の子の妹（本件被害者）を
里子として預かった。被告人の夫は、被害者を預かるこ
とに慎重であったが、被告人夫婦は、兄弟を離れ離れに
するのは良くないとの気持ちから最終的に被害者も預
かることを決意しているのである。被告人は、「５ケ月
ぶりにあった時、被害者はじっと立ったままだったが、
男の子は被害者を抱いて泣きじゃくっていた。その二人
の姿を見て、二人一緒に受け入れようと心を決めた」と
述べている。 

 被害者には、言葉が遅いなどの問題があったが、
被告人は、「安定した家庭で大事にしてあげれば、かわ
いがってあげれば、きっと良くなる」と信じ、かつ、
その努力をしようと決意しているのである。 
そして、現実に、被害者を抱いたり、おぶったり、

一生懸命声をかけてやったりすることで、この決意を
実践しているのである。 

(6) ところが、子育ての経験のない被告人にとって、二人
の子供の面倒をみることは予想以上に大変であった。 

被告人は、慢性的な睡眠不足に陥り、口内炎になり、
更に胃炎を患い、心身共に疲れ果てた状態になってし
まったのである。しかし、被告人は、疲れて体調が悪
く榛になっているという状況下でも「子供と遊んでや
らなくちゃ、何か食べさせてあげなくちゃ、散歩にも
連れて行ってやらなくちゃ」と考え、それができない
自分を責めるようになっていったのである。 

(7) こうした状況下で、さらに、平成１４年９月頃から被
害者は「急に泣き出すようになった」のである。被告人
が「泣いている理由を聞いても返事をせず、ただ泣くば
かり」で、被告人は愛情に飢えているのだと思い、抱っ
こしたり、長く抱きしめたりしてやったが、それでも泣
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き止まないことがつづくなかで、被告人はどうして良い
かわからない状態になり、被害者が泣き出すと、被告人
は動機がしたり悪寒がしたりするような状態に追いこ
まれていったのである。被告人は、育児ノイローゼの状
態であり、神経衰弱あるいは心身症の状態が生じていた
というべきである。 

(8) そして、被告人は、わけもなく泣き出す被害者に対し
て、こんなに一生懸命やっているのにどうしてわかって
くれないのかという思いが昂じて被害者を叩くという
行動に出てしまし、叩いてはいけないと思いながら我慢
していても遂に我慢しきれずに、被害者を叩くことを繰
り返すことになってしまったのである。被告人は、被害
者を叩きはじめると、ついには、神経衰弱あるいは心身
症の状態となり、自分では制御できない状況にまでなっ
てしまったと思われる。 

(9) 結局、被告人は、本件犯行当時、理非の弁別能力及び
この弁別にしたがって行動する能力が著しく減退して
いたものというべきである。 

 
第２ 情状 
１ 本件犯行に至る経過に酌むべき事情がある。 
(1) 具体的経過は、心神耗弱の主張の中で述べたとおりで

ある。 
(2) 被告人の廻りに、一緒に子育てをしている仲間がいれ

ば、被告人もここまで追い詰められることはなかったの
ではないか、子育てを援助してくれる人が近くにいれば
は、こうした状態にならなかったのではないか、それに
は、児童相談所が、もっと的確な援助の手を差し伸べる
ことができればこうした事態は防げたので等々、考えら
れることはいろいろある。 

被告人の「内向的な真面目な性格」が、被害者の「愛
着障害」と「試しの行動」に対応し切れなかった結果、
ノイローゼ状感、神経衰弱あるいは心身症の状態とな
り、その結果発生した事件であり、被害者に対しては
もちろん、被告人に対しても同情を禁じえない事案で
ある。 

２ 被告人に反省・後悔の念が顕著であること。 
被告人は、「言葉では表せないほどの、自責の念、罪

悪感を感じている。 
時がたてばたつほど苦痛を感じている。子供の声を聞

いたり子供の写真を見ると、彼女ら（被害者ら兄弟）に

会いたいと言う気持ちで胸が痛くなる。 
毎日夜になると、３回折っている。」と述べており、

被告人の反省・後悔の念の深さは、法廷での被告人の供
述態度等からも明かである。 

３ 被告人に再犯の可能性がないこと。 
被告人の反省の念の深さ、被告人の基本的性格の善良

さからすれば、被告人には、再犯の可能性は全く考えら
れない。 

４ 被告人は、当然に何らの前科前歴もなく、きわめて真面
目な社会人としての生活を営んできたものである。 

５ 被告人は、既に９か月近く逮捕・勾留されており、十分
な反省の時間を与えられるともに、本件犯行が大きく報道
されることにより、既に社会的制裁を受けている。 

被告人は、たしかに今回事件を起こしてしまったが、も
ともと一定の能力を持っている人物であり、相当の社会規
範意識を持っているものである。 
今回の事件を十分反省することで、被告人自らの力で更

生することが十分に可能である。 
６ 更に、出入国管理法の関係では、執行猶予が付されない
場合には、被告人について強制退去事由に該当することと
なってしまう（出入国管理法第２４条第４号）。 

被害者は、現在、被告人の夫の父親の実家の寺（岩手県
一関市 法泉寺）に埋葬されている。 
被告人にできることは、被害者に一生詫び続けることで

あり、被害者を忘れずにその供養を続けることである。被
告人は「彼女（被害者）がこれからも幸せでいられるよう
に愛情を惜しまない」と述べている。 
仮に、被告人が「強制退去」となってしまった場合、被

告人が被害者の供養を続けることが著しく困難となる。 
被害者にとっても、短い現世において母親として対応し

てくれたのは被告人のみである。被害者の魂が彼岸やお盆
に彼の世から戻ってくるとしたら被告人の所しかない。 
被告人が供養を続けるためにも、被害者の魂のためにも、

被告人が日本に居住しつづけられるようにするのが相当で
ある。 

 
第３ 結論 
   是非とも、執行猶予つきの判決をいただきたい。 

以上 

 

 
⑤ 宇都宮 里親傷害致死事件 判決公判の報告 
 
宇都宮里親傷害致死事件の判決公判が、１０月７日

に開かれました。今回も、傍聴整理券が配られました
が、満席でしたが全員座ることが出来ました。今日は、
判決ということで、ＮＨＫが法廷の撮影に入っていま
した。 
 
さて、李被告が入廷し、判決文が読み上げられまし

た。「主文、被告人を懲役４年に処する。未決勾留日数
中２４０日をその刑に算入する。」 そして、執行猶予
はなしでした。 
判決文の中で、「専門的見地に基づく被害児の委託

決定等の当否をあげつらうことには慎重でなければな
らないとしても、乳児院の記録等から見る限り、被告
人夫婦との交流を図る外泊等の際、被害児は本件犯行
の直接的原因と同様の行動様式である泣くなどの拒否

的反応を頻繁に示していたことが歴然としており、結
果論的には、被害児の委託時期はもとより、弁護人が
指摘するように、少なくとも委託後の児童相談所の対
応が適切であったかどうかに関して、疑問が残らない
ではない。」と、児童相談所の対応に対し、疑問を呈し
てくれたのが、唯一の救いでした。 

ご主人に確認したところ、控訴の方向で検討してい

るとのことでした。高裁で、乳児院の成育環境や児童

相談所のケアについて、徹底的な審議をして欲 

しいと願っています。（竹中） 
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判決要旨 
 
主文 
被告人を懲役４年に処する。 
未決勾留日数中２４０日をその刑に算入する。 
 
理由 
（罪となるペき事案） 
被告人は、同居中の里子である大沼順子（当時３歳、

以下「順子」という。）が、しばしば突然泣き出し、な
かなか泣き止まない上、その原因も分からないことへ
の苛立ちや憎しみをその都度覚えていたものであるが、
平成１４年１１月１日午後１１時３０分ころから同月
３日午前１時ころまでの間、栃木県字都宮市日の出○
○○○○○○所在の○○○○○○○○○被告人方にお
いて、４度にわたり、順子が泣き出す度に、順子に対
する苛立ちや憎しみを覚え、その感情を押さえ切れず、
順子の頬を平手で力任せに殴打して頭部をトイレの壁
等に打ち付けさせ、あるいは、胸部を手で強く突き飛
ばして転倒させて後頭部を床等に打ち付けさせ、ない
しは、孫の手で頭部を強打し、若しくは、頬を平手で
手加減することなく殴打して頭部を壁や床に打ち付け
させるなどの暴行を繰り返し加え、よって、順子に急
性硬膜下血腫等の傷害を負わせ、同日午前２時２分こ
ろ、同市竹林町９１１番地１所在の済生会宇都宮病院
において、順子を前記傷害により死亡させたものであ
る。 
 
（量刑の理由） 
本件は、日本人と婚姻し、専業主婦をしていた大韓

民國国籍の被告人が、里子として預かった日本人女児
に苛烈な暴行を加え、急性硬膜下血腫等の傷害を負わ
せ、死亡させたという傷害致死の事案である。 
被告人は、既に被害児の実兄を里子として迎え入れ

ていたばかりでなく、被害児は聞き分けを期待するの
が土台無理な僅か３歳の幼子に過ぎず、しかも、発達
の遅れがあり、出生以来約３年間乳児院生活を送って
いる一方、被告人夫婦との関係は３か月足らずの間の
断続的な面会や外泊に止まり、必ずしも十分懐いてい
た訳ではないなど、養育上障害となる事情が少なから
ず横たわっていることを覚悟しながら、敢えて被害児
を里子として引き受けたからには、忍耐心と寛容の精
神をもって養育に務め、適切な養育に不安や疑問を感
じた場合には、夫ないしはその親族はもちろんのこと、
特に委託を受けた児童相談所に相談を持ち掛けて解決
策を探り、打開困難と判断した場合は、速やかに児童
相談所に連絡して、被害児を戻すことを含めて、指示
を仰ぐことが、里親としての責任ある対応として求め
られていたといわなければならない。ところが、被告
人は、被害児と同居後約１か月半ころから、被害児が
泣き出す度に、軽度ながらも体罰をもって臨むように
なり、苛立ちや怒りの感情も募らせた末、徐々にエス
カレートさせ、被害児の養育に限界を感じるに至り、
夫には相談したとはいうものの、真相を有りのままに
告げないこともあり、深刻な事態と認識しなかった夫

からは、思うような返答が得られず、自身では解決困
難な閉塞状況に直面した以上、速やかに児童相談所に
相談して助言を受け適切な対応を取るべきであったこ
とが明らかである。にも拘わらず、被告人は、被害児
への度重なる体罰が夫や児童相談所に知れるところに
なって、自らが非難を受けたり、ひいては、被害児を
連れ房されることを危惧し、児童相談所係員が訪問し
た折角の機会にも、被害児が訳も分からず泣き出す時
には体罰をもって臨まざるを得ない程に、養育に対す
る精神的ストレスを抱える状態に陥っていることを正
直に打ち明けることのないまま、養育上の助言を受け
た直後から１日余の間にかけ、従前と同様、被害児が
突然泣き出し、なかなか泣き止まないことに、苛立ち
と憎しみの感情を押さえきれず、断続的に苛烈な暴行
を加え、被害児を死亡させるという悲惨な結果を招い
ているのである。したがって、被告入は、本件を回避
する十分な方策を有しながら、自己保身や利己的な考
えを優先させた挙げ句、分別も付かない被害児の言動
に、憎しみ等を剥き出しにし、押さえきれない感情の
矛先を、庇護すべき里子である被害児に向けたものに
ほかならず、身勝手かつ理不尽な動機に酌量の余地は
認められず、自制心の欠如にも看過し難いものがある。 
犯行態様も、最初、児童相談所係員による家庭訪問

の数時間後となる深夜に、泣き続ける被害児の左右の
頬を力任せにいわゆる往復びんたをしては、頭部をト
イレの壁等に打ち付けさせ、被害児が床に倒れ込んで
も、なおも立ち上がらせては頬を殴打し、鼻や口から
血を流し立ち上がった際にはふらふらする状態になる
まで続けた上、翌日午後には、再び泣き出した被害児
の胸を強く突き飛ばし、呼び寄せては再び突き飛ばす
ことを繰り返して、被害児の後頭部を数度床に強く打
ち付けさせるなどし、同様に立ち上がった際にはふら
ふらの状態に陥らせ、更には、日が変わる前後の深夜
にも、孫の手を用いて被害児の頭部を数回強打し、あ
るいは、頬を何度も強く殴打しては頭部をトイレの壁
や床に打ち付けるなどし、被害児が鼻血を出して結局
は意識を失うに至るまでの苛烈な暴行を加えているも
のであって、幼くてひ弱で、抵抗はおろか、身を守る
術も知らない被害児にとって、情け容赦のない執拗か
つ危険な虐待と評さざるを得ない。 
被害児は、出生直後から、実の親の愛情に触れる機

会を持つこともできないまま、乳児院等で生育してい
るうち、緑あって、実兄ともども、里親の許で暮らす
こととなり、幼子ながらに、平穏で幸福な生活を送る
ことを夢見ていたと思われるのに、同居後僅か３か月
余にして、こともあろうに、里親の手に掛かって、短
すぎる生涯を永遠に閉じざるを得なかったものであり、
余りにも哀れというほかはなく、結果は重大である。 
以上からすると、被告人の刑事責任は重いといわな

ければならない。 
他方、被告人は、日頃は、被害児に対し、愛情を持

って接し、養育に相当の努力をしていたことは間違い
なく、本件犯行当時、責任能力には影響しないものな
がら、養育のため心身ともに疲労していたことも否定
し難い。また、被告人は、本件犯行までにおいても、
夫や児童相談所係員に対し、度量ねての体罰の事実こ
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そ隠していたにしても、根底にある被害児の養育上の
問題性は訴えており、それなりに打開策を模索してい
た面もないではない。そして、少なからぬ養育上の障
害を覚悟の上で、被害児を里子として引き受けたから
には、養育の第一次的責任が、被告人夫婦にあること
はいうまでもなく、しかも、先に里子となった被害児
の実兄の関係は順調に推移しており、兄妹一緒の暮ら
しも望ましいとして、被告人夫婦自体が早期の里子委
託を望んでいたなどの諸事情も存することから、専門
的見地に基づく被害児の委託決定等の当否をあげつら
うことには慎重でなければならないとしても、乳児院
の記録等から見る限り、被告人夫婦との交流を図る外
泊等の際、被害児は本件犯行の直接的原因と同様の行
動様式である泣くなどの拒否的反応を頻繁に示してい

たことが歴然としており、結果論的には、被害児の委
託時期はもとより、弁護人が指摘するように、少なく
とも委託後の児童相談所の対応が適切であったかどう
かに関して、疑問が残らないではない。これらに加え
て、被告人は、被害児の容体の急変に気付いてからは、
夫に知らせ、蘇生措置を講じるとともに、夫が救急車
を呼ぶなどし、救命に努力したこと、被告人は、捜査
公判を通じ、事実関係を認め、真摯な反省の態度や後
悔の念を示していること、本邦及び母国とも前科前暦
は見当たらず、夫が更生に助力する旨証言しているこ
と、そのほか、弁護人指摘の酌むべき一切の事情を最
大限考慮しても、本件は、刑の執行を猶予するのが相
当な事案とは到底考えられず、主文の刑をもって臨む
のが相当である。（求刑 懲役６年） 

 
Ⅳ 里親支援に関する報告書 平成１５年３月  栃木県里親支援検討班 

 
１．はじめに 

里親に委託措置していた３歳の児童が里母から殴打さ

れ、急性硬膜下血腫により死亡するという事件が発生し

た（平成14年11月3日）。この事件を受けて、二度とこの

ような不幸な事件が起こらないよう、里親認定時の調査、

委託里親の選定、委託後の指導や研修、相談のあり方に

ついて検討し、里親への支援体制の強化に資するため、

平成14年12月6日に、児童家庭課、児童相談所、福祉事務

所、里親連合会、乳児院、児童養護施設、市町村の各代

表者からなる里親支援検討班を設置した。 

 

２．検討に当たって行った調査等 

(1) 里親委託児童の現況把握 

平成14年11月1日現在、67名の児童が里親に委託さ

れていたことから、平成14年11月6日から11月18日ま

での間に全委託家庭を対象に、担当児童福祉司によ

る訪問調査を実施した。調査では、里親及び委託児

童に面接し、児童の養育状況の把握及び上の悩み等

のほか、児童相談所に対する要望についても把握す

ることとした。 

(2) 栃木県里親大会での里親からの意見聴取 

平成14 年11月14日に開催された栃木県里親大会

において、今回の事件に関する里親の意見や県・児

童相談所への要望等を聴取した。 

 

３．検討のポイント 

里親への児童の委託の流れは、里親の認定・登録、

児童相談所における里親委託の決委託後のフォローの

３つの段階に分けられる。現状は、以下の通りである。 

(1) 現状 

①里親の認定・登録 

里親からの認定等申請書は福祉事務所、児童相

談所を経由し、必要な調査が行われた後に、児童

家庭課に提出される。児童家庭課では社会福祉審

議会児童福科会里親等審査部会に認定の適否を諮

問し、その答申を受けて認定等の決定を行う。 

②里親委託の決定 

児童相談所は、児童の保護者の状況を調査し、

保護者と児童の診断を行い、里親委託が適当と認

めた場合には、最も適合する里親を選定し、児童

と里親の事前の引き合わせ交流を行った上で、委

託を決定する。 

③委託後のフォロー 

児童相談所は、児童委託後必要に応じて里親家

庭を訪問している。また、県は、委託里親、未委

託里親、新規委託里親を対象として毎年研修会を

開催している。さらに、里親連合会でも独自の里

親交流の機会を設けて、里親の交流の場を確保し

ている。 

 これらのことから、次の3つのステップに分けて

検討することとした。 

 

(2) 検討のステップ 

①認定 
・どのような調査が必要か 
・認定に当たって考慮すべきことは何か 

 

②委託 
・研修のあり方で改善すべき点はあるか 
・委託の方法で留意すべきことは何か 

 

③フォロー 
・児童相談所の支援体制の強化について 
・里親会の支援体制（自助グループ）について 
・地域資源の活用について 
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４．里親支援のあり方について 

 

認定 

(1) 里親の啓発啓蒙について 

① 里親制度についての県民の理解を促進するため県

広報誌や市町村広報誌等々を利用してその周知を図

る。 

② 里親に関する広報をする際に、里親の役割は児童

養護施設と同様に児童に対する「社会的養護」であ

ることを明確に伝えていく。 

(2) 福祉事務所及び児童相談所が行う調査 

① 子育ては夫婦が協力して行うことが何よりも大切

であることから、里親申込者が夫婦の場合には、夫

婦同伴の面接調査とする。 

② 調査項目の中に、里父の育児参加ヘの意向確認を

加える。（ 里父の勤務状況等を参考にする。） 

③ 近隣との係わりや地域活動の有無を確認するため、

担当民生・児童委員からの聞き取り調査を行う。 

(3) 里親登録の認定基準について 

現在の基準は、門戸を広くするために、極めて幅広

い表現となっている。その結果、里親として登録した

にも係わらず、様々な理由により委託しない里親が出

てしまっている。 

このため、平成15年度に、児童相談所が中心となり、

里親として認定することが適当であるかどうかの判断

をする際の基準づくりをしていく必要がある。 

 

委託 
(1) 委託前研修について 

委託前の研修を充実する。特に、里親委託の意味や

子育てする際に抑えておくべき親としての態度や姿勢

等について５段階、５回の体系的研修カリキュラムを

組んで必修研修とし、この研修を履修しないと委託す

ることができないものとする。 

また、児童委託後の研修についても受講することを

約束させる。 

(2) 里親手帳の作成 

研修の受講歴、里子受託歴等里親委託する際に参考

となる事項を記載することができる里親手帳を登録里

親全員に交付する。また、この手帳には子育てに関す

るＱ＆Ａ等育児の参考に供する情報も盛り込んでおく。 

(3) 里親選定から委託までの方法について 

４種類の里親形態となったことから、現行の里親候

補者と児童の「お見合い方式」について再検討を加え

ることとし、児童相談所職員による検討を進める。 

例）養育里親に委託する際は、施設に在籍させたま

まの長期の発達観察等委託する。 

 

フォロー 

(1) 児童相談所の支援体制について 

①訪問について 

「新規委託後、数ヶ月が最も不安定だ。」「不安

定な時期を上手に乗り切ることによって子育てへの

意欲や愛情が深まる。」との意見がある。 

このため、児童相談所は新規委託後４カ月までは、

最低月１回は里親訪問を行い、児童相談所と里親の

信頼関係を深めるよう努める。 

②研修会の実施について 

委託後１年間は、児童相談所が継続的に関わりを

持つことによって里親の安心感を醸成し、委託児童

との安定した関係が築かれるよう援助していく必要

がある。 

このため、新規委託里親については、４カ月を経

過した後、児童相談所で実施する研修会（里子の育

児に関する質疑応答を含む。）には必ず出席するよ

う事前に取り決めておくこととする。 

③相談窓口の一本化 

里親から「児童相談所の担当職員がすぐ代わって

しまうので信頼関係が持てない。」との意見が出さ

れたことから児童相談所に専任職員等の配置を行っ

て、相談窓口の一本化を図る。 

 

意見、提言、要望等 

15.3.25 

 

摘要 ●里親支援検討班の意見・提言等 
□里親委託児童現況調査による意見・要望等 
◇栃木県里親大会での里親からの意見等 

 

①認定について 

●里親申請時に行う調査で、里親の健康度調査（適性

検査）をする必要があるのではないか。 

●健康度調査で近隣を調査されることについては、養

子縁組希選者は拒否的になるだろう。 

●認定後すぐ、情熱のある内に研修を行った方が良い。 

●犬、猫や樹木にも里親という言葉が使われているが、

抵抗を感じる。本来の里親以外、里親という言葉を

使って欲しくない。 

□先生や保母など、事情を承知しておいて欲しい人た

ちに制度を理解して欲しい。 

□里親に登録になってから研修会等に積極的に参加し

てきたが、同じ立場の里親さんと知で、悩みが解決

したり子どもへの対応を確認できたりしたと思う。 

□登録後すぐに研修を実施する。（意欲がさめないう

ちに） 

□委託前に基本的な子育ての方法・知識を吸収する場

があると良い。 

◇ 里親制度自体がまだまだ一般住民に周知されてい

ない。もっと間口を広げて里親制理解してもらう必
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要がある。 

◇研修を受託前、受託後と受ける必要がある。 

◇今回の事件は、社会に里親制度を認知してもらう種

と考えている。 

◇国際遺児を養育していたが、里親制度を知らなかっ

た。 

◇ 里親という言葉は古いイメージが強い。イメージア

ップが必要。 

 

②委託について 

●子育てについての実務的な研修（児童の福祉施策に

ついてなど）があると良い。 

●里親研修受講の義務化は原則的に必要なこと。 

●児童の受託前と受託後にわたって、体系的な研修が

必要であり、カリキュラム化と受講の（単位制化）

も必要。受講した者に優先的に委託していくという

方法もある。 

●養育里親と養子縁組希望里親とでは意識が違う。研

修もそれに応じて分ける必要がいか。 

●里親手帳のようなものをつくり、研修への参加を促

す方法もあるのではないか。 

●児童相談所が行うこととして、委託後４ケ月間は月

１回の家庭訪問、委託後６か月から１年後を目途に

研修を行ってはどうか。 

□お見合いから委託までの期間を短くして欲しい。 

□委託するときに約束（児童相談所と里親間で通所・

面接の取り決め）をし、約束できなけ約束しなけれ

ば委託しない。 

□委託児童が２人になると１人のときの何倍も大変に

なるので、２人以上の受託は困難 

□里子を預かる時期は施設生括が長くならないうちの

方が子育ては楽。 

◇事件当事者は、登録されてから委託されるまでの期

間が短かったように思う。更に、兄の委妹を委託す

るまでの期間も短かったのではないか。 

◇兄妹を一人の里親に委託する負担の大きさはなかっ

たのか。 

◇虐待はどこでも起こりうること。（施設・保育所等） 

◇乳児院の職員に「何かあったらすぐ聞いてね。」と

言われ安心した。 

◇乳児院に３歳近くまで置かないで、できるだけ早く

里親委託すべき。試し行動が出る前に委託して欲し

い。 

◇１人目であたふたしているが、２人目も欲しいと考

えている。「一人も受託していない人がいるのに

… 。」と言われるが、２人目は無理なのか。 

◇お見合いから委託まで５～ ６か月かかったが、根気

強く面会を重ねることが必要。当時は大変だが、今

は懐かしい。 

 

③フォローについて 

●児童相談所は何か問題があったら相談しなさいと言

うが、里親は相談すべきことが判断できない。定期

的に訪問して欲しい。 

●学校が里親制度を理解していない。周知して欲しい。 

●受託児童の特徴、履歴を知らせて欲しい。 

●１８歳で解除した後のフォローが必要。 

●告知の問題をどうするかが課題。 

●特別養子縁組をした里親は一般の子育てサロンにも

行く。しかし、それでも里子であるこどもに知られ

たくないという思いが強い。児童相談所とか里親と

かいう表現が出ては困る。わからないようにして欲

しい。しかし、一方で、里親会とはつながっていた

いという思いがある。子どもにわからないような親

の会があると良い。 

●家庭児童相談室は年齢を気にせずに相談に応じられ

る。 

●家慮児童相談員の関わりについては、受け入れるか

どうか、里親によって反応が異なると思う。 

●子どもが１８繊になったら自立させるという意織を

持たないと、養育里親になり得ないのではないか。 

●子どもの自立の意識づけは児童相談所にも取り組ん

でもらいたい。１８歳以前からそれは必要である。 

●里親に預ければ児童相談所の関わりは一応終わると

いうのがこれまでのあり方。今後の養育里親は、子

どもが１８歳になれば自立させるものと割り切る必

要もある。 

●里親は実親ではないという意識を持つべきなのでは

ないか。 

●里親も色々なケースがあるので、個々に応じた児童

相談所の関わりが必要。 

●班活動のセルフ・ヘルプも重要。 

●児童相談所の人との信頼関係が大切。里親は、自分

たちを良く知っている担当者に相談したい。 

●児童の記録を知りたがる里親もいる。 

●児童の履歴を今後は知らせていく必要がある。養育

計画書に盛り込んでいく必要がある。 

●児童の履歴等は守秘義務の関係もあり、全てを教え

ることはできなかった。しかし、制度改正により里

親にも守秘義務が課せられるようになったことから

教えることは可能となった。 

●児童の履歴等を教えることは児童相談所の判断であ

る。 

●児童の履歴等は、養育計画等の中に示して欲しいと

いう里親からの要望があった。 

●横のつながりを作るため、新たに委託された里親の

名簿を班員に配りたい。 

●里子の会も作ったらどうか。 

●未委託里親の若い人たちの中でグループを作り、役

員を選出したらよいのではないか。（里親とての意
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識の向上のため） 

●仲間同士だけの研修・お茶飲み会も欲しい。 

●子どもを受託しながら研修を受けないのは良くない。 

●里親会が主催して里親のサロンを毎月開催すると良

い。 

□里親が入院したときに安心して子どもが預けられる

施設（家庭）があるとよい。 

□定期的に児童相談所に通所していたことから、児童

相談所に支えられている感覚を持った。 

□児童相談所は里親を信頼し、寛容な姿勢で見守って

欲しい。 

□児童相談所は忙しいと思われているので、相談を躊

躇する里親がいるかもしれない。 

□進学（進路）決定に当たり指導願いたい。 

□受託直後はいろいろ悩み、乳児院や先輩里親に相談

することが多かった。 

□児童相談所の訪問回数は適当ではないか。 

□解除になった児童との関係について悩んでおり、関

係も切れないでいる。 

□里親であることを告知しなければならないが、いつ

するかが課題。 

□里親間の支援体制や地域での支援体制（民生委員等）

が図れればよい。 

□児童相談所より育児サロンで知り合った人や、生の

アドバイスを得られる先輩里親に相談してきた。 

□初めての子育てで不案だが、身近に相談できる人が

いると心強い。 

□先輩の母親からアドバイスを受けたり、保育園の保

育士に相談を持ちかけると心強い。 

□「実の親子でないＪため、児童相談所以外の人に事

実を踏まえて相談することは難しい立場の特殊性を

踏まえた相談体制の充実を期待したい。 

□里親の息抜きが必要なとき、出身施設にショートス

テイ的に預けることはできないか。 

□委託後、定期的に家庭訪問をして欲しい。 

□里親と里子の間に解決できない問題が生じた場合に

は、児童相談所の助言が欲しい。 

□養子縁組後も、家庭訪問などによる児童相談所の積

極的な支援をお願いしたい。 

□１８歳以降もフォローしてもらえるような制度の整

備を求める。 

□同じ「里親という立場で気軽に相談できる人と接す

る機会が欲しい。 

□里親同士がお互いに行き来できるシステムがあれば、

養育上の悩みを緩和できると思う。 

□特別養子縁組の手続きを指導して欲しい。 

□児童相談所にはもっと綿密に関わって欲しい。今後

もっと相談に乗って欲しい。 

□児童相談所には必要以上に関わって欲しくない。子

どもに知られないようにして欲い。 

□児童相談所はもっと専門性を持ち、里親の不安をき

ちんと受けとめて適切な援助をして欲しい。きちん

と援助ができないのなら下手に関わらないで欲しい。 

□児童相談所とは今後も協力してやっていきたい。 

◇養育していく中で誰もが多少なりとも問題を抱えて

いると思う。気軽に相談できる人が存在しているこ

とはとても大切。 

◇愛着障害の問題は多いと思う。色々な形で出て、人

生を不幸にしているような気がしている。その辺り

の勉強をしてみたい。 

◇里親会をもっと利用して里親同士のコミュニケーシ

ョンを取り、自分一人で考えていないで行動を起こ

して欲しかった。（今回の事件について） 

◇里親会が実施している行事等には出席し、里親同士

が交流することが大切である。 

◇夜泣きの対応ができなかったとき、「生みの親なら

泣いている理由がわかるのか、里親だからわからな

いのか」と考えた。 

◇養育していない期間の情報（母子手帳等）が欲しい。 

◇里親と児童の管轄児童相談所が違うと、どちらに相

談してよいかわからない。一本化して欲しい。 

◇児童相談所の担当職員がコロコロ変わるので、信頼

関係を持って話ができない 

◇里親の方でも「子どもを帰す勇気」も必要 

◇今回の事件について、班長として責任を感じている。

電話したが連絡が取れなかった。新規委託した場合、

班に連絡が欲しい。 

◇おしゃベりの会でもいいから、地区で立ち上げるペ

き。 

◇里親同士のチームサポートが必要。（児童相談所が

先輩里親に連絡し、先輩里親が新規里親をサポート

する。） 

◇誘っても研修会に参加しない里親がいる。 

◇地区毎に児童相談所に来てもらい研修できる場があ

ればよい。 

◇里親は親の見本というプレッシャーがある。 

◇里子であることをいつどのように知らせるか悩んで

いる。 

◇盗みや嘘といった問題行動に悩まされ、その対応に

苦慮したことがある。 
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Ⅴ 宇都宮 里親傷害致死事件の報道 
 
2002/11/03 下野新聞 
３歳女児殴り死なせる 宇都宮の里親の女を逮捕 
 
 宇都宮中央署は三日、里親になり育てていた女児を殴り
死なせたとして傷害致死の疑いで宇都宮市日の出二丁目、
韓国籍の無職女性・李永心容疑者(43)を逮捕した。 
 調べによると、李容疑者は三日午前一時ごろ、宇都宮市
の民間乳児院から引き取った大沼順子ちゃん(3つ)が泣き
やまないことに腹を立て、自宅で顔などを手で数回殴り死
なせた疑い。 
 順子ちゃんがぐったりしたことから、日本人の夫(43)
が救急車を呼び病院に運んだが、間もなく死亡した。順子
ちゃんの全身にあざがあったことから、同署は、李容疑者
が以前から虐待を繰り返していたとみている。 
 李容疑者は、夫と順子ちゃん、順子ちゃんより先に里子
として引き取った男児(4つ)の四人暮らし。 
 栃木県中央児童相談所は、男児を一時的に保護する方針
を決めるとともに、順子ちゃんが七月に引き取られた経緯
などを調べている。 
 
2002/11/03 読売新聞ニュース速報 
虐待の母？宇都宮で里子の女児殴り死なす 
 
 栃木県警宇都宮中央署は３日、３歳の里子の女児を殴っ
て死なせたとして、韓国籍の宇都宮市日の出２、無職李永
心容疑者（４３）を傷害致死の疑いで緊急逮捕した。同署
では女児の全身に多数のアザがあったことから、李容疑者
が日ごろから女児を虐待していた可能性があるとみて調
べを進めている。 
 調べによると李容疑者は３日午前１時ごろ、里子の大沼
順子ちゃん（３）の顔などを手で数回殴り、死なせた疑い。
李容疑者の会社員の夫（４３）が様子がおかしいのに気付
き、救急車を呼んで、ぐったりしている順子ちゃんを同市
内の病院に運んだが約１時間後に死亡したという。 
 李容疑者は「泣きやまないので腹が立って殴った」と供
述している。 
 順子ちゃんは今年７月、同市内の乳児院から里子として
引き取られ同容疑者に育てられていた。李容疑者は夫（４
３）、長男（４）と亡くなった順子ちゃんの４人暮らし。 
 
2002/11/03 朝日新聞ニュース速報 
里子殴り死なせた疑い、女性逮捕 「泣きやまないので」 
 
 乳児院から里子として引き取った女の子（３）を殴り死
なせたとして、栃木県警宇都宮中央署は３日、宇都宮市日
の出２丁目、韓国籍の主婦李永心（リ・エイ・シン）容疑
者（４３）を傷害致死の疑いで緊急逮捕した。李容疑者は
「泣きやまないので腹が立った」と供述しているという。
県警では、女の子の全身にアザがあることから、以前から
虐待があった可能性があるとみて調べている。 
 調べでは、李容疑者は３日午前１時ごろ、自宅のアパー
トで、７月に宇都宮市内の乳児院から引き取った大沼順子
ちゃんの頭を素手で数回殴り、約１時間後に死亡させた疑
い。家にいた夫が１１９番し、順子ちゃんを病院に運んだ。
不審に思った病院から、県警に通報があった。 

 死因は外傷性の急性硬膜下血腫。暴行によるものとみら
れ、遺体の腕や脚などには多数の古いアザがあった。県警
は、李容疑者が虐待を繰り返していたとみて調べている。 
 順子ちゃんを李容疑者に養育委託した県中央児童相談
所によると、委託した７月以来の家庭訪問を１日にしたと
きは円満そうだったという。李容疑者は日本人の夫（４３）
と０１年９月、「子どもが出来なかったから」と里親にな
ることを県に申請。同年１２月に順子ちゃんの兄（４）を
引き取った。 
 同相談所は今年３月、「兄と妹そろって生活した方がよ
い」と考え、李容疑者夫婦に順子ちゃんの養育を持ち掛け
た。順子ちゃんが夫婦と面会したり、自宅に短期宿泊した
りして養育が可能か調査。７月１２日に養育委託した。夫
婦は将来、兄妹を養子にする意向だったという。 
 同児童相談所の金子準二所長は「近況報告は電話が多か
った。家庭訪問の回数が多ければ異変に気づけたかもしれ
ない。里子のサポート態勢を見直したい」と話した。 
 
2002/11/03 毎日新聞ニュース速報 
＜女児虐待＞３歳里子を殴り死亡させた韓国籍の 
女逮捕 栃木 
 
 栃木県警宇都宮中央署は３日、里子として預かっていた
３歳女児を殴って死亡させた傷害致死容疑で、韓国籍の宇
都宮市日の出２、無職、李永心容疑者（４３）を緊急逮捕
した。県によると、李容疑者は国の里親制度に基づく「養
育里親」として乳児院から女児を引き取っていた。女児の
体に多数のあざがあり、同署は李容疑者が以前から虐待し
ていた疑いもあるとみている。厚生労働省は「預かった子
供を里親が虐待死させたことなど聞いたことがない」と話
している。 
 
 調べでは、李容疑者は３日午前１時ごろ、自宅居間で、
里子の大沼順子ちゃんの顔などを手で数回殴り、死亡させ
た疑い。別室にいた李容疑者の夫（４３）が子供の泣き声
や物音で駆け付けると、順子ちゃんがぐったりしていた。
夫の１１９番で病院へ運ばれたが、同午前２時ごろ、死亡
が確認された。死因は脳内出血。 
 
 調べに対し、李容疑者は「泣きやまないので腹が立って
殴った」などと供述しているという。 
 
 李容疑者は９９年９月、県に里親申請し、００年２月に
登録された。宇都宮市内の乳児院から里子として昨年１２
月に男児（４）を、今年７月に順子ちゃんを引き取ってお
り、この２人と日本人の夫の４人暮らし。男児には虐待の
跡は見つかっていないが、県中央児童相談所は一時保護を
検討している。 【川端智子、関東晋慈】 
 
 里親制度普及を目指す検討会設置の矢先に…… 
 
 養育里親制度は、死別や経済的理由などで家庭環境を奪
われた子供を一般家庭で保護、援助するため、児童福祉法
に基づき１９４８年の厚生省（当時）通達でできた。国は
今年度、虐待で傷ついた子供を専門家が引き受ける「専門
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里親」制度も新設。里親制度普及を目指す検討会を今月中
に作ろうとしていた矢先だった。 
 
 栃木県中央児童相談所によると、都道府県の福祉事務所
や児童相談所は里親希望者から申請があると、家庭環境や
経済状況を聞き取り、問題がなければ児童福祉審議会を経
て知事が登録する。李容疑者について県中央児童相談所は
「調査で問題はなかった。韓国で保母など教育関係の仕事
をしていたと聞き、安心して預けていた」と話す。 
 
 厚労省の唐沢剛家庭福祉課長は「非常に残念で戸惑って
いる。栃木県を通じて詳細に調査し、二度とこのようなこ
とが起きないような方策を考えたい」と話す。全国では７
４０３人が里親に登録され、うち１６９９人の元に２１５
７人の子供が預けられている（００年現在）。里親には国
から月２万９０００円が支給される。 
 
 石川守・東京都児童相談センター養育家庭支援担当課長
の話 生活を始めてみて、予想もしていなかったストレス
を里親も子も感じることはある。そのため、児童相談所は
里親に委託後も児童福祉士が家庭訪問したり、電話するな
どフォローアップするのが普通だ。担当者がどう応対して
いたのか。国も積極的に里親制度を活用していこうとして
いる時期だけに残念で悲しい事件だ。  
 
2002/11/04 東京新聞 栃木版 
里親の児童虐待死事件 相談所関係者に衝撃 
２日前訪問、悲劇見抜けず 
 
 里親が里子に暴行し、死なせてしまった異例の児童虐待
事件。県中央児童相談所は事件が起きる二日前の一日、月
に一度の定期家庭訪問で○○○○さん（４３）＝宇都宮市
日の出二＝方を訪れ、李永心容疑者（４３）、大沼順子ち
ゃん（３つ）、順子ちゃんの兄（４つ）と面談したばかり
だった。「『円満にいっている』との報告だったが…」。以
前から虐待を受けたとみられる順子ちゃんの悲劇を見抜
けなかったことに、関係者は衝撃を受けている。 
 県中央児童相談所によると、一九九八年十月末のまとめ
で、県内の里親登録数は二百二十世帯。このうち里子を受
け入れているのが六十世帯で、里子は計六十八人。 
 里親登録の申請があった場合、児童相談所の職員が家庭
に出向いて両親と面談して養育方針などを聞き、問題がな
ければ県の児童福祉審議会に諮られ登録が決まる。両親に
高齢や病気などの欠格理由がない限り、申請はほぼ通る。
登録後は、両親の要望を基に児童相談所が里子を紹介し、
相性を見極めたうえ委託、月に一度の家庭訪問や電話など
で近況を調べる。 
 ○○さん夫妻の場合、まず、宇都宮市内の民間乳児院で
順子ちゃんの兄と一緒に遊んだり、○○さん宅にホームス
テイさせた結果、「相性がいい」と判断し、兄は同年十二
月に里子になった。 
 同相談所は当初から「できれば、兄と妹を二人とも引き
受けてほしい」と要望し、○○さんも受け入れる意思を示
していたといい、○○さん夫妻の負担を軽くするため、順
子ちゃんは兄に七カ月遅れて里子に出された。 
 同相談所は「順子ちゃんについても、基本的に手続きは
同じで、○○さんとの相性は良かった」と説明するが、李
容疑者による虐待は、後から里子になった順子ちゃんだけ

に向けられていた。 
 宇都宮中央署の調べでは、兄に虐待の傷あとがない一方、
順子ちゃんの遺体には、全身にわたって、古いのも含めて
十カ所以上のあざが確認された。 
 
2002/11/04 朝日新聞 栃木版 
児童相談所、訪問気づかず 里子虐待死 
 
 宇都宮市で３日、３歳の女の子が里親の女に頭を殴られ
て死亡した。県警によると、遺体には以前からのものとみ
られる多数のアザがあり、継続的に虐待が加えられていた
疑いが強いという。里親の窓口になった県中央児童相談所
は死亡の２日前に家庭訪問をしたが、異変には気づかなか
ったという。 
 
 死亡したのは大沼順子ちゃん（３）。傷害致死の疑いで
宇都宮中央署が緊急逮捕したのは里親の主婦、李永心容疑
者（４３）。 
 
 順子ちゃんが里子として迎えられたのは今年７月。その
後の養育状況は県中央児童相談所が把握することになっ
ていたが、直接家庭訪問をしたのは２回だけで、それ以外
は電話で近況を聞くのが主だったという。 
 同相談所によると、２回目に家庭訪問をしたのは順子ち
ゃんが死亡する２日前の１日。担当職員が午後８時から約
１時間、容疑者宅を訪ねた。順子ちゃんは容疑者のひざに
乗るなど養母になじんでいる様子で、外に見える部分では
アザも見あたらず、異変はうかがえなかったという。 
 同相談所によると、容疑者と夫の間には子どもがいなか
った。容疑者らはまず昨年末に順子ちゃんの兄（４）を里
子として受け入れ、さらに同相談所の勧めで順子ちゃんも
迎えたという。 
 容疑者に里親の適性があったかどうかについて、金子準
二所長は「きちんと事前審査をしており、問題はなかった
と思う」とした。しかし、一方で「ほかの児童虐待の対応
などで里子のサポートが十分でなかった」とも話し、不備
を認めた。 
 李容疑者の夫の父によると、容疑者と夫は韓国で７～８
年前に結婚し、５年ほど前から夫の実家がある宇都宮に住
むようになった。義父は「（容疑者は）しつけに厳しかっ
たが、手を出すことはなかったと思う」と話す。容疑者は
順子ちゃんを可愛がっている様子で、育児の悩みを訴える
こともなかったという。 
 
 里親制度は施設に預けられている子どもを希望者が一
定期間引き取って育てるもので、里親の希望者は事前に登
録をしておかねばならない。熱意や経済状況、家庭環境、
性格などの観点で市町村の福祉事務所と県児童相談所が
審査し、さらに県児童福祉審議会が承認を与える。李容疑
者も同じ手続きを受けたという。  
 
2002/11/04 毎日新聞 東京朝刊 
里子の女児、殴り死なす 容疑の女逮捕、国の制度で 
引き取り－－宇都宮 
 
 栃木県警宇都宮中央署は３日、里子として預かっていた
３歳女児を殴って死亡させた傷害致死容疑で、韓国籍の宇
都宮市日の出２、無職、李永心容疑者（４３）を緊急逮捕
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した。県によると、李容疑者は国の里親制度に基づく「養
育里親」として乳児院から女児を引き取っていた。女児の
体に多数のあざがあり、同署は李容疑者が以前から虐待し
ていた疑いもあるとみている。 
 
 調べでは、李容疑者は３日午前１時ごろ、自宅居間で、
里子の大沼順子ちゃんの顔などを手で数回殴り、死亡させ
た疑い。別室にいた李容疑者の夫（４３）が泣き声や物音
で駆け付けると、順子ちゃんがぐったりしていた。病院へ
運ばれたが、同午前２時ごろ、死亡が確認された。死因は
脳内出血。 
 
 調べに対し、李容疑者は「泣きやまないので腹が立って
殴った」などと供述しているという。 
 
 李容疑者は９９年９月、県に里親申請し、００年２月に
登録された。乳児院から昨年１２月に男児（４）を、今年
７月に妹の順子ちゃんを引き取り、この２人と日本人の夫
の４人暮らし。兄のほうに虐待の跡は見られないが、県中
央児童相談所は一時保護した。同相談所によると、李容疑
者は里親申請の際、ゆくゆくは養子縁組したいとの希望を
伝えていた。 
 
 埼玉県内でも９４年、里親が同様の容疑で逮捕された。
【川端智子、関東晋慈】 
 
 ◇「虐待専門」新設の矢先 
 
 国は今年度、虐待で傷ついた子供を専門家が引き受ける
「専門里親」を新設、制度普及を目指す検討会も今月中に
つくろうとしていた矢先だけに「非常に残念で、戸惑って
いる」（厚労省の唐沢剛家庭福祉課長）と事件にショック
を受けている。 
 
 里親制度は児童福祉法に基づき１９４８年にできた。全
国では７４０３人が里親に登録され、うち１６９９人の元
に２１５７人の子供が預けられている（００年現在）。里
親には国から月２万９０００円が支給される。 
 
 都道府県の福祉事務所や児童相談所は里親希望者から
申請があると、家庭環境や経済状況を聞き取り、問題がな
ければ知事が登録する。栃木県中央児童相談所は「（李容
疑者は）韓国で保母など教育関係の仕事をしていたと聞き、
安心して預けていた」と話す。 
 
2002/11/04 毎日新聞 地方版／栃木 
里子傷害致死 また幼い命が… 「泣きやまないので 
腹立った」 ／栃木 
 
 また幼い命が奪われた――。３日、宇都宮市日の出２の
自宅で、里親の無職、李永心容疑者（４３）が里子の大沼
順子ちゃん（３）を殴って死亡させた傷害致死容疑で逮捕
された。順子ちゃんは、７月に引き取られたばかり。順子
ちゃんをはぐくむはずだった「家庭」で一体何が起きたの
か。李容疑者は「泣きやまないので腹が立って殴った」と
供述。順子ちゃんの体には多数のあざも見つかり、宇都宮
中央署は虐待された疑いもあるとみている。 
 

 李容疑者の家族の知人によると、李容疑者は１０年以上
前、仕事の関係で渡韓していた夫と知り合って結婚。当初
は夫婦で韓国に住んでいたが、８年ほど前に夫の実家に近
い、現在の自宅に引っ越してきた。日本語があまり上手で
なかったせいか、近所付き合いはほとんどなかったという。 
 
 里親登録の際、李容疑者から聞き取り調査を行った県中
央児童相談所は「調査した職員の話では、（李容疑者は）
教育熱心で里親制度にも理解を示していたと聞いている。
安心して預けられる里親だったと思っていた」と驚いた様
子で話した。 
 
 近所の女性（２５）は「男の子とお父さんが一緒に出か
ける姿をよく見かけた。身近なところで、こんなむごい事
件が起きるなんて…」とくちびるを震わせていた。【川端
智子、関東晋慈】 
 
2002/11/04 朝日新聞 東京朝刊 
３歳殴り死なせた疑い 宇都宮、里親の主婦を逮捕 
 
 乳児院から里子として引き取った女の子（３）を殴り死
なせたとして、栃木県警宇都宮中央署は３日、宇都宮市日
の出２丁目、韓国籍の主婦李永心（リエイシン）容疑者（４
３）を傷害致死の疑いで緊急逮捕した。李容疑者は「泣き
やまないので腹が立った」と供述しているという。県警で
は、女の子の全身にアザがあることから、以前から虐待が
あった可能性があるとみて調べている。 
 
 調べでは、李容疑者は３日午前１時ごろ、自宅のアパー
トで、７月に宇都宮市内の乳児院から引き取った大沼順子
ちゃんの頭を素手で数回殴り、約１時間後に死亡させた疑
い。夫が１１９番し、順子ちゃんを病院に運んだ。不審に
思った病院から県警に通報があった。 
 
 死因は外傷性の急性硬膜下血腫。暴行によるものとみら
れ、遺体の腕や脚などには多数の古いアザがあった。県警
は、李容疑者が虐待を繰り返していたとみて調べている。 
 
 順子ちゃんを李容疑者に養育委託した県中央児童相談
所によると、委託した７月以来の家庭訪問を１日にしたと
きは円満そうだったという。李容疑者は日本人の夫（４３）
と０１年９月、「子どもが出来なかったから」と里親にな
ることを県に申請。同年１２月に順子ちゃんの兄（４）を
引き取った。 
 
 同相談所は今年３月、「兄と妹そろって生活した方がよ
い」と考え、李容疑者夫婦に順子ちゃんの養育を持ち掛け
た。夫婦は将来、兄妹を養子にする意向だったという。 
 
 同児童相談所の金子準二所長は「近況報告は電話が多か
った。家庭訪問の回数が多ければ異変に気づけたかもしれ
ない。里子のサポート態勢を見直したい」と話した。 
 
2002/11/06 下野新聞 朝刊 
里親養育、実態調査へ－宇都宮の里子傷害致死 
県、支援体制見直し 
 
 宇都宮市の大沼順子ちゃん（三つ）が里親（四十三）に
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殴られ、死亡した事件を受けて、県は五日、県内の里親の
養育状況を把握するため、里子を引き取っている里親全員
を対象に実態調査に乗り出す方針を固めた。里親との連絡
など支援体制の見直しにつなげる考えだ。 
 県によると十月現在、県内には二百二十人が里親登録し
ており、うち、六十人が里子を受け入れている。調査対象
とする里親は、里子を受け入れている六十人全員。調査は
六日から開始、県児童相談所職員などが直接、里親宅を訪
問し、聞き取り調査する。 
 里子がどういう環境で育てられているか、里親の子育て
上の悩みなどを把握する。今月中の調査完了を目指す。 
 この事件をめぐっては、亡くなった大沼順子ちゃん（三
つ）が里子になってから、県中央児童相談所職員が家庭訪
問したのは委託日の七月十二日と事件二日前の二度だけ
だったことが判明、同相談所は「（容疑者になった）里親
へのサポートが足らなかった」と支援体制の不備を認めて
いる。 
 
県内の里親からは支援不足訴える声 
 
 宇都宮市の大沼順子ちゃん（三つ）が里親（四十三）に
殴られ死亡した事件で、県内の里親たちは事件を非難する
一方、「心の傷を負った子どもへの対応を学ぶ機会が無
い」と児童相談所などによる支援体制の不備を指摘する声
を上げている。順子ちゃんも家庭経験がまったくない子だ
った。事件は心の傷を抱えた子に対応しきれない里親制度
の未熟さを浮き彫りにした。 
 「自分への注目を求めるのか、こちらの言うことの逆手
に出た」。乳児院で育った男児（三つ）を養育する西那須
野町の里親鷹栖律子さん（六十一）も当初、愛着障害を感
じたという。引き取って約一年後、ようやく「抱っこして」
と素直に甘えるようになった。 
 「泣き出したいこともあった」鷹栖さん。児童相談所の
職員に「虐待するかも知れないよ」ともらしても「あり得
ませんよ」ととり合ってくれない。 
 「相談所はこちらが求めなければ訪問してくれない。孤
立しがちな里親にとって事件は誰にでも起こり得る。周囲
のサポートが必要」と訴える。 
 子どもたちの心の傷をいやす里親制度への取り組みは
近年、始まったばかり。厚生労働省は先月、研修を受けた
里親が被虐待児を受け入れる専門里親制度をスタートさ
せたが、里親への研修制度は依然として不十分だ。 
 
 県南の四十代の女性の里親は現在、専門里親の研修中。
「里親は『愛情を持って育てれば何とかなる』という甘い
ものではない」。この女性は一九九五年に里親登録したが、
公的な研修は年一回、講演会がある程度だ。 
 「乳児院などにいる子は愛着障害や心的外傷後ストレス
障害（PTSD）になっていることが多く、そういう子への対
応を学ぶ必要がある。充分な訓練や支援があれば事件は防
げた」と訴える。  
 
2002/11/05 毎日新聞 地方版／栃木 
里子傷害致死 児童福祉司の家庭訪問、回数増やす方針 
／栃木 
 
 里子として預かっていた大沼順子ちゃん（３）を殴って
死亡させた傷害致死容疑で、里親の宇都宮市日の出２、無

職、李永心容疑者（４３）が逮捕された事件で、県中央児
童相談所の金子準二所長は４日、事件の再発防止のため、
今後、早急に児童福祉司による里親家庭の訪問回数を増や
す方針を明らかにした。委託直後の家庭を重点的に、訪問
回数を１カ月に１回程度に増やし、電話連絡をまめに取る
よう指導する。【川端智子】 
 
 ◇中央児童相談所、委託直後重点に 
 
 同相談所には９人の児童福祉司がおり、宇都宮市を中心
に５市１８町、１９家庭の里親を担当している。里親家庭
への訪問は２～３カ月に１回程度で、それ以外は電話での
やりとりが主だという。 
 
 今回の事件前、児童福祉司が李容疑者の自宅を訪問した
のは、順子ちゃんが預けられた７月１２日と、事件直前の
今月１日の計２回。児童福祉司はこの間、月に１、２回程
度、電話で連絡を取った。順子ちゃんの住民票や行政への
書類の提出を求めたほか、家庭での様子を簡単に尋ねただ
けだった。一方、李容疑者からの電話も書類の記入方法に
関する質問程度だったという。 
 
 厚生労働省は児童福祉司による里親家庭の訪問につい
て、随時行うよう指導しているが、回数や頻度などは規定
していない。金子所長は「里親と頻繁に接触することで、
相談所との距離を近くすることが必要だ。環境に慣れるま
での段階が一番トラブルが起きやすい。相談をしてこない
家庭にも連絡をまめに取れば、トラブルの兆候なども事前
に察知でき、問題が顕在化するのではないか」と話してい
る。 
 
 県内では１０月現在、２２０家庭が里親として登録され、
うち６０家庭で６８人の里子が養育されている。 
 
 ◇李容疑者を送検 
 
 宇都宮中央署は４日、傷害致死の疑いで李容疑者の身柄
を宇都宮地検に送検した。 
……………………………………………………………… 
 ◇より手厚い支援必要－－金子所長に聞く 
 
 金子準二・県中央児童相談所長に、事件前の李容疑者の
家庭内の様子や行政の課題を聞いた。 
 
 ◆事件２日前の訪問では、どんな様子だったのか 
 
 １日の午後８時から、１時間程度行われた。担当者によ
ると、（李容疑者、４３歳の夫、順子ちゃん、４歳の兄）
４人の一家団らんという感じだった。仲良くパズルをした
り、歌も歌うなど和やかな雰囲気だった。（李容疑者は担
当者に対し）「３カ月たって、甘えるようになってきた」
と報告していた。「最終的には２人と養子縁組をしたい」
とも言っていた。 
 
 ◆順子ちゃんの体には多数のあざがあったという。体の
チェックはしなかったのか 
 
 里親制度は行政と里親の信頼関係が大事。第三者から児
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童相談所に「児童虐待の可能性がある」といった通告がな
ければ、子供に服を脱がせ、調べることはできない。担当
者は順子ちゃんの顔や手足など、見えるところにあざなど
はなかったと話している。 
 
 ◆相談などはなかったのか 
 
 相談所や児童福祉司にはなかった。事件発生後、家族に
事情を聴いたら、夫には「よく泣く」「言うことを聞かな
い」「他の３歳児に比べて言葉（の発達）が遅い」などと
相談していたほか、（順子ちゃんを）「たたいてしまった」
と話していたという。夫は軽くやったと思い、「気長にや
ろう」とアドバイスしていたと話していた。 
 
 ◆里親選びに問題はなかったのか 
 
 なかったと思っている。韓国で９年間、保母として経験
があり、里親制度にも理解を示していた。安心できる里親
の１人だった。「なぜ、こんなことになってしまったのか」
と今でもショックだ。ただ「（李容疑者から）援助を求め
られなかったから、行政は何も出来なかった」で済まされ
る問題ではない。今後は児童福祉司の増員も含め、里親へ
のより手厚い支援が必要だと思っている。 
 
2002/11/06 下野新聞 
論説  宇都宮市の里子傷害致死 里親支援の態勢 
見直しを 
 
 乳児院から七月に里子として引き取った三歳女児を殴
って死亡させたとして、宇都宮市の韓国籍の主婦が傷害致
死の疑いで逮捕された。女児の全身には殴るなどしてでき
たとみられるあざが十ヶ所以上あるため、以前から虐待が
あった疑いが強まっている。 
 この女性は、子どもができなかったため、日本人の夫と
里親になることを二〇〇一年九月、県に申請。同年十二月
に女児の兄（四つ）を引き取った。女児は県中央児童相談
所が「兄妹そろって生活した方が良い」として養育を持ち
掛けた。 
 女性は韓国で九年間、幼稚園教諭として子育ての実務経
験があり、安心して子どもを委託できる里親の一人だった
という。兄弟そろって家庭的な養育環境の下にという配慮
が生かされなかったのは、残念なことだ。 
 なぜ、こうした事態に至ったのか、県は原因を究明し、
虐待防止に向け、里親への支援態勢児童相談所の体制の充
実に力を入れてもらいたい。 
 乳児院に預けられた子どもは、二歳までしか養育しても
らえない。その後は養護施設や里親に委ねられる。しかし、
養護施設は十八歳まで預かれることや児童虐待の増加等
で入所児が多く県内九ヶ所の施設はほぼ満員だ。 
 里親に委託する際は、父母の状況や子どもの発達状況な
どを考慮し、最も適合する里親が選ばれる。里親と対象児
童は外泊などの試験養育期間を経て、うまく親子関係が築
けるか、などを見極めた上で委託される。 
 今回の女児のケースで県は「里親選びに問題はなかっ
た。」と強調している。しかし、里親との関係を見極める
際、親子関係がうまく築けるかという縦の関係を重視する
余り、周囲など横との関係を見ることが手薄になった面は
なかったろうか。横の関係は子育てを支援するセーフティ

－ネット（安全網）にも発展してゆく可能性がある。 
 この女性は児童相談所や児童福祉司には相談しなかっ
たが、子どもがよく泣くことやいうことを聞かないことな
どに悩み、殴ってしまったという。子育てのストレスが自
分を追いつめ、子どもに向かってしまったようだ。 
 しかし、子どもは安心できる場に行くと里親の愛情を試
す独特の問題行動を起こす。里親自身にも家族にも相当の
負担がかかり、里親をやめてしまう人もいる。 
 核家族化が進み、地域社会との関係も希薄になっている。
カウンセリングの充実など、里親に対する支援やトレーニ
ング体制を充実させる必要がある。 
 県中央児童相談所には九人の児童福祉司がいる。宇都宮
市を中心に五市十八町、十九家庭の里親を担当している。
県内全体の里親家庭は六十ある。里親家庭への訪問は二、
三ヶ月に一回程度でそれ以外は電話でのやりとりが主に
なるという。 
 今回のケースで児童福祉司がこの女性宅を訪問したの
は、女児が預けられた七月中旬と事件直前の計二回だった。 
 専門家による支援態勢が手薄な背景には、専門職が少な
く、児童虐待や非行などの増加に対応しきれないことや、
里親は養育よりも養子縁組を希望するケースが多く、養子
縁組が成立した後まで公的機関の支援を好まない傾向な
どがあるからだ。 
 児童福祉の専門家は県全体で児童福祉司がわずか二十
人。心理判定員は十人だ。専門職が容易に増えないのは欠
員補充という原則があるためだ。しかし、県は少子化時代
を迎え、子育てに力を入れると標ぼうしている。専門家の
確保にも、もっと柔軟に対応してもらいたい。 
 
2002/11/07 下野新聞 朝刊 
里親の支援体制充実へ 坂口厚労相が考え示す 宇都宮
の里子傷害致死 
 
 宇都宮市で三歳の女児が里親（四三）に殴られ死亡した
事件で、坂口厚生労働相は六日の衆院厚労委員会で「この
ような事件を防ぐのは、養育を里親だけに任せておいては
難しい。児童相談所と児童施設と連携プレーをとっていか
ないといけない」と述べ、里親支援体制の充実を図る考え
を示した。 
 民主党の水島広子衆院議員の質問に答えた。水島氏が
「里親が専門知識を持つのは必要だが、知識があれば一人
でやっていけるというものではない。常にサポートを受け
られる体制が必要だ」とただしたのに対し、坂口厚労相は
「事件を聞き心痛む思いがした。」と発言。「虐待を受けた
子の場合、ただ預かればいいと思っていると問題が生じる。
里親制度の中身や能力が問われる時代になった」と制度の
見直しを示唆した。 
 厚労省の岩田喜美枝雇用均等・児童家庭局長も「里親の
サポート体制は充分ではなかった」と不備を認め、児童相
談所などが充分に相談に応じる体制をつくることを今後
の課題に挙げた。 
 
2002/11/12 ＮＨＫニュース速報 
女児虐待死 逮捕の里親の女 しつけで以前から 
たたいていた 
 
 今月三日、宇都宮市で児童福祉施設から引き取って育て
ていた三歳の女の子を殴って死亡させたとして、傷害致死
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の疑いで逮捕された里親の女は「以前からしつけのつもり
でたたいていた」と供述し、警察では女の子への暴力が繰
り返されていたものと見て調べています。 
 この事件は今月三日、宇都宮市日の出（ヒノデ）の李永
心（リエイシン）容疑者（四十三）が、里子として育てて
いた大沼順子（オオヌマジュンコ）ちゃん（三）を殴って
死亡させたとして、傷害致死の疑いで警察に逮捕されたも
のです。 
 警察では、順子ちゃんの全身にあざがあったことから調
べたところ、李容疑者は「順子ちゃんが言うことを聞かな
い時には以前からしつけのつもりで手でたたいたりして
いた」と供述したということです。 
 李容疑者は四年前に韓国から日本に来ましたが、警察の
調べに「環境の違いに悩んでいた」とも供述しているとい
うことです。 
 警察では、李容疑者が子育てなどに悩んで順子ちゃんに
繰り返し暴力を振るっていたものとみて、家庭と連絡をと
っていた児童相談所の担当者などからも事情を聞いて詳
しく調べることにしています。 
 
2002/11/13 毎日新聞ニュース速報 
＜里親事件＞孤立深め虐待 家庭訪問の職員見逃す 
宇都宮 
 
 里子の女児を殴って死なせた傷害致死容疑で逮捕され
た宇都宮市日の出の主婦、李永心容疑者（４３）は宇都宮
中央署の調べに「以前からたたいていた」と供述し、事件
前、子育ての悩みを周囲に漏らしていた。だが事件２日前、
県の担当職員が家庭訪問した際も事件の兆しは見逃され
ていた。行政の十分な支援を受けられず、孤立を深めた里
親の姿が浮き彫りになってきた。 
 
 李容疑者は自宅アパートで３日午前１時ごろ、大沼順子
ちゃん（３）の顔を数回殴り、脳内出血で死なせた疑いで
逮捕された。署の調べに「泣きやまないのでカッとなって
殴った」と供述している。順子ちゃんの顔全体や手足には
多数のあざが残っていた。韓国人の李容疑者は日本語が得
意でなく、順子ちゃんに言葉が通じないいら立ちもあった
とみられる。 
 
 栃木県中央児童相談所によると、幼稚園教諭を９年間務
めた李容疑者は夫と５年ほど前、韓国から引っ越してきた。
子供に恵まれず、教職の経験もあることから、００年２月
に里親登録され、昨年１２月に男児（４）を、今年７月に
妹の順子ちゃんを引き取った。 
 
 事件後、相談所が夫に事情を聴くと、李容疑者は夫に
「（順子ちゃんが）言うことを聞かない」「言葉（の発達）
が遅い」と相談し、「たたいてしまった」とも話していた
ことが分かった。 
 
 夫は「気長にやろう」とアドバイスしていたが、コンピ
ューター関係の仕事で帰宅は毎晩遅かった。「（李容疑者
は）家に閉じこもりがちだった」と夫の父親（７１）は言
う。 
 
 厚生労働省は児童福祉司が里親家庭を随時訪問するよ
う指導している。だが李容疑者宅への訪問は順子ちゃんを

預けた７月１２日と、事件２日前の今月１日の２回だけ。
１日は約１時間、里子の近況などを聴いたが、異状は見つ
けられなかった。相談所は「第三者の通報がない限り（虐
待の跡がないか）子供の服を脱がせて調べることもできな
い」と説明する。 
 
 ４人の里子を育てた県内の４０代の女性は当初、里子と
の衝突が絶えず、児童心理書などで独学して初めて原因を
理解できたという。この経験から「行政は里親が学ぶ場や
相談窓口を作ってフォローすべきなのに、預けっぱなし
だ」と批判する。 
 
 県は２～３カ月に１回だった家庭訪問を月１回程度に
増やす方針を決め、訪問時のガイドライン作りも検討して
いる。 【川端智子、関東晋慈】 
 
2002/11/15 毎日新聞 地方版／栃木 
里子傷害致死事件受け、県が呼び掛け－ 
－藤原で定例里親大会 ／栃木 
 
 ◇「悩み相談して」 
 
 県里親連合会は１４日、藤原町で年１回定例で行われる
里親大会を開き、県内の里親や行政の福祉関係者約１００
人が出席した。冒頭で、今月３日に里親に殴られて亡くな
った大沼順子ちゃん（３）への黙とうが行われた。麻生利
正・県保健福祉部長は、傷害致死容疑で逮捕された里親の
宇都宮市日の出２、主婦、李永心容疑者（４３）について
「不安やストレスが要因の一つだったようだ。養育する中
で、悩みを一人の物にしないよう、児童相談所などに相談
してほしい」と呼びかけた。 
 
 席上、麻生部長は、「児童虐待の増加に伴い、（虐待を受
けた子供のケアを行う）専門里親が始まったばかり。社会
で里親への期待が高まっている中での事件で、非常に残
念」とあいさつした。 
 
 また、県児童家庭課は１０月から里親を、（１）従来の
「養育里親」（２）三親等以内の児童を養育する「親族里
親」（３）１年以内の短期間預かる「短期里親」（４）専門
的な研修を受け、児童虐待などで心身に影響を受けた子供
を預かる「専門里親」の四つに分類することを報告した。
里親が年７日間まで、里子を児童養護施設などに預け、一
時的に休息が出来る「レスパイト・ケア」制度が導入され
たことも紹介された。 
 
 出席した５０代の女性は「今回の事件は里親ということ
ばかり話題になっているが、子育てをしている親のだれも
が起こす可能性のある事件。子供は親だけでなく、社会も
一緒に育てているという感覚を持って、制度を充実するこ
とが必要なのではないか」と話した。【川端智子】 
 
2002/11/15 読売新聞 東京朝刊 
里子虐待死事件後、藤原で初の里親大会 参加者、 
ショック隠せず＝栃木 
 
◆「相談所職員少ない」 里親ら問題点を指摘 
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 宇都宮市で三歳の女児が里親に虐待され死亡した事件
の後、初めてとなる県里親大会が十四日、藤原町のホテル
で開かれた。参加した里親たちは事件にショックを隠せず、
「児童相談所の職員が少ない」「職員の訪問でも家庭の本
当の姿は見えない」といった問題点を指摘した。県は、傷
害致死容疑で逮捕された主婦が悩みを相談できずに事件
を引き起こしたとして、「気軽に相談してほしい」と呼び
掛けた。 
 
 大会は年一回開催され、今回は、里親約百三十人と県関
係者らが出席。冒頭、参加者全員で亡くなった女児のため
に一分間の黙とうを行った。 
 
 あいさつした麻生利正県保健福祉部長は、事件について
触れ、「（逮捕された主婦は）不安やストレスを相談でき
ず、自分で思い詰めたことが要因の一つと聞いている。悩
みを一人のものとしないで気軽に相談して欲しい」と話し
た。 
 
 会場で声を聞くと、里親たちは、口 に々事件の衝撃を語
り、児童相談所などへの要望を訴えた。 
 
 小学生の男の子二人を育てる五十歳の女性は「児童相談
所とのつながりは生命線。つながりが少しでも離れると非
常に不安になる」と児童相談所の役割の大きさを訴えた。 
 
 二歳の女の子を育てている四十九歳の女性は「身近な問
題なので衝撃を受けた。児童相談所は人数も少なく、現在
の訪問では里親家庭の詳しいことを把握するのは難しい
と思う。訪問に来ても“お客さん”程度の付き合いになっ
ている」と指摘する。 
 
 三人の里子を育てた四十二歳の女性も「逮捕された主婦
は、幼稚園の職員の経験もあったのでショックを受けた。
児童相談所の職員は少なく、二、三年で担当が代わり、長
期的な視野に立って、相談できる人がいない」と訴えた。 
 
◆「孤立した里親」対策が課題 
 
 里親制度は、親がいなかったり、育児を放棄してしまっ
たりした時に、都道府県が子どもの養育を希望者に委託す
る。 
 
 里親は、児童相談所から健康や経済状態、家庭環境など
について面接調査を受け、登録されるが、県里親連合会の
森富男副会長（６７）は「社会の偏見などもあり、実子を
育てる以上にストレスがたまる」と話す。 
 
 悩みを抱える里親のために同会は、交流会などを開いて
いる。里親同士が情報を交換し、話し合うことで悩みの多
くが解決されている。 
 
 ただ、里親であることを周囲に知られることを嫌い、交
流を避ける人もいる。逮捕された主婦も、交流会や地域の
研修会に全く参加していなかった。 
 
こうした「孤立した里親」への心のケアはこれまでも課題
となっていて、国は今年十月から新たな制度を導入した。 

 
 育てるのに疲れた場合、一時的に施設や別の里親に預け
られるようになり、児童相談所に里親を専門にアドバイス
する職員を設けることになった。ただ、県では予算の関係
などからまだ動き出しておらず、早期の実施を目指してい
る。 
 
写真＝黙とうをささげる参加者たち  
 
2002/11/20 中日新聞 夕刊 
前線日記 宇都宮・里子虐待死事件 
「子どもへの愛情深いはず」…が裏目 
周囲思い込み、支援体制も整わず 
 
 「子どもが欲しくて引き取ったはずの里親が虐待なんて
するはずがない…」。宇都宮市のアパートで三日、大沼順
子ちゃん（３つ）が里親の李永心容疑者（４３）に頭を殴
られ、死亡した幼児虐待事件は、そんな先入観を覆す出来
事だった。極めてまれなケースとはいえ、そこには里親制
度の“死角”も垣間見える。（宇都宮支局・吉田通夫） 
 
 傷害致死容疑で逮捕された李容疑者は、韓国で幼稚園の
先生だった。仕事で訪韓していた日本人の夫（４３）と知
り合い、十四年前に結婚したが、子どもに恵まれず、夫妻
は一昨年二月に栃木県に里親登録。昨年十二月、順子ちゃ
んの兄（４つ）を引き取り、今年七月に順子ちゃんを迎え
た。 
 
 今月一日、児童相談所の児童福祉司は、養育が順調かど
うかを確かめるため家庭訪問した。李容疑者は「最近（順
子ちゃんが）よく泣くので困る」と、悩みを打ち明けた。
しかし、家庭の雰囲気は円満そうに見えたため、児童福祉
司は「よくあることなので、気長に子育てを」とアドバイ
ス。同容疑者は「がんばります」と答えた。事件が起きる
二日前だった。 
 
 夫は仕事に忙しく帰宅が遅かった。近所に住む義父は息
子夫婦の養育方針に口を挟むまいと、あえて干渉しなかっ
た。事件後、二人はそれぞれ「なぜ防げなかったのだろう」
と悔やんでいる。 
 
 李容疑者は日本語がたんのうではなかったためか、近所
付き合いもあまりなかった。県警の調べに「泣きやまない
のでかっとなってしまった」と涙ながらに話したという。
順子ちゃんの体には多数のあざが残っていたが、県警は同
容疑者が孤立して育児ノイローゼに陥ったとの見方を強
めており「憎くて虐待したというより、しつけでたたいた
ようだ」との同情も聞かれる。 
 
 行政もこの事件にショックを受けた。栃木県中央児童相
談所の金子準二所長は「里親に虐待を疑うような調査はで
きなかった」と“盲点”だったことを率直に認める。 
 
 児童福祉法に基づく里親制度について国は先月、初めて
の大掛かりな改正を実施。子育てに疲れた里親が一時的に
里子から解放される「レスパイト・ケア」という支援策も
設けたが、栃木県ではまだ体制が整っておらず同ケアは今
回のケースには間に合わなかった。 
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 三人の里子を育てた経験のある同県西那須野町の女性
（６１）は「心身ともに疲れて暴力を振るいたくなること
もある」と正直に告白する。 
 
 出産直後に乳児院に入るなど家庭経験のない里子の場
合、里親の愛情を試すために泣いたり暴れたりすることが
あるという。順子ちゃんも同じ境遇だった。 
 
 そんな順子ちゃんにうまく対処できず、次第に孤立感を
深めていった李容疑者。「里親だから心配ない」。周囲のそ
んな思い込みや、プレッシャーが追い詰めたのかもしれな
い。 
 
 （メモ） 
 養育里親制度 全国の児童相談所が窓口となり、書類審
査と面接で経済状況、養育計画などを調べ、各都道府県の
児童福祉審議会が登録の可否を決める。登録されると、児
童相談所が里子を紹介。面談や外出、外泊を繰り返し、相
性が良ければ里親に委託される。厚生労働省のまとめでは、
２０００年度末現在、全国で登録されている里親は７４０
３世帯。うち１６９９世帯が２１５７人の里子を預かった。
里子になれる子は乳児院、児童養護施設で生活する児童の
１割にも満たない。  
 
2002/11/23 毎日新聞 地方版／栃木 
里親特有の悩み、浮き彫りに－－実親との関係／ 
養子縁組問題／告知の時期 ／栃木 
 
 県児童家庭課は２２日、宇都宮市の里子傷害致死事件を
受け、県内の里親家庭５８世帯を対象に行った聞き取り調
査の結果を発表した。里子６４人中、ほぼ半数の３１人の
里子に対し、何らかの悩みがあると回答した。「落ち着き
がない」「反抗的」など子育てに関する悩みのほか、実親
との関係や里子への告知をめぐる悩みが目立った。今後、
同課職員や児童福祉司で検討班を設置し、調査結果を詳し
く分析する。【川端智子】 
 
 ◇検討班設置へ－－県全世帯調査 
 
 調査は今月６日から１３日にかけて実施し、里親全世帯
が回答した。養育上の悩みでは、「反抗的」、「落ち着きが
ない」「乱暴な言動がある」など一般的な子育てに通じる
悩みがある一方、「自虐行為がある」「不登校」など深刻な
声も寄せられた。また、「実親との関係」「養子縁組に関す
る悩み」「告知の時期」など、里親特有の悩みも寄せられ
た。 
 
 児童相談所に対しては、「里親という立場の特殊性を理
解した相談体制の整備」などサポートの充実を求める意見
が６件あったほか、「（児童福祉法で対象外となる）１８
歳以上の里子にもフォローが必要」という現行制度への不
満も出た。 
 
 里子自身の回答は８人。「学校も家庭も楽しい」（中学
生）、「希望大学に合格し、喜んでいる」（高校生）という
声の一方、「学校がつまらなく、お金にも困っている」（高
校生）、「今後、実母の所にいくかどうか分からない」（小

学生）、「人間関係がうまくいかず、学校でも友だちができ
にくい」（中学生）などの悩みもみられた。 
 
 児童家庭課は「里親の多くは一般的な子育ての悩みにプ
ラスして、里親ならではの悩みを持っていることが改めて
分かった。調査を基に、そこをフォローできるような体制
を作っていきたい」と話している。 
 
2002/11/23 読売新聞 東京朝刊 
宇都宮の里子虐待死 李容疑者を起訴＝栃木 
 
 宇都宮市で大沼順子ちゃん（当時三歳）が、里親から虐
待を受けて死亡した事件で、宇都宮地検は二十二日、宇都
宮市日の出二、主婦李永心容疑者（４３）を傷害致死の罪
で、宇都宮地裁に起訴した。 
 
 起訴状によると、李容疑者は十一月一日から三日までの
間、自宅で、里子の順子ちゃんの顔を殴り、頭を壁に打ち
つけるなどした。順子ちゃんは三日午前二時ごろ、運ばれ
た病院で脳内出血で死亡した。 
 
 李容疑者は、順子ちゃんを預かった際、夫と「厳しくし
つけていこう」と話し合ったという。調べに対し、「最初
は軽くたたく程度だったが、泣きやまなかったり、わがま
まを言い出したりしてから、徐々 に強くたたくようになっ
た」と供述。「大変申し訳ないことをしてしまった」と、
深く反省しているという。 
 
 県中央児童相談所によると、順子ちゃんが正式に里子と
して引き渡されたのは今年七月十二日。児童福祉司が、李
容疑者宅を訪れたのは、引き渡す前の七月九日と事件二日
前の十一月一日の二回だけだった。 
 
 十一月に訪問したときは、李容疑者が「最近わがままに
なってきた」と話していたが、順子ちゃんの表情などから
虐待があったような雰囲気は感じられなかったという。 
 
2002/11/23 読売新聞 東京朝刊 
悩み多い里親浮き彫り 宇都宮の虐待死受け、 
県が実態調査＝栃木 
 
◆実の親との関係や子供の情緒不安定 
 
 宇都宮市で大沼順子ちゃん（当時三歳）が、里親から虐
待を受けて死亡した事件を受け、県が行った里親と里子の
実態調査の結果が二十二日、まとまった。実の親でないこ
とを伝える時期や実母との関係など、里親が様 な々悩みを
抱えていることが分かった。児童相談所にも積極的なかか
わりを期待する一方で、一部には必要以上のかかわりを求
めないとの意見もあり、複雑な里親の心境と相談所の対応
の難しさが浮き彫りになった。 
 
◆相談所へは厳しい意見も 
 
 県内には現在、五十八世帯の里親に、六十四人の子供が
委託されている。調査は、児童相談所の児童福祉司が家庭
訪問し、すべての里親と子供に面談した。 
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 里親の意見の中では、「落ち着きがない」「乱暴な言動
がある」「自虐的行為があって心配」など、就学前の子供
に関して、情緒の不安定さを心配する意見が目立った。
「実の親ではないと伝えていない。医療機関にかかった際、
本名を言われるので悩んでいる」（小四里親）、「いつ伝え
るべきか悩んでいる」（小二里親）などの悩みもあった。 
 
 「実母と面会させているが、今後が心配」（三歳里親）、
「実母の干渉が恐ろしい」（小二里親）など実の親との関
係について心配している人もいた。 
 
 児童相談所への要望では、里親同士が情報交換できる場
を求める声が上がった。「密接にかかわってほしい」「定
期的に訪問してほしい」などこれまで以上のかかわりを求
める声がある一方、「必要以上にかかわってほしくない」
「相談所の職員は専門性に欠けており、援助ができないな
ら、かかわらないでほしい」という厳しい意見もあった。 
 
 子供は六十四人中、三十三人が日常生活に問題はないと
答えた。ただ、「人間関係がうまくいかず、学校でも友達
ができにくい」（中二）、「今後、実母のところに行くこと
になるのかどうかわからない」（小五）という悩みや不安
を抱える子供もいた。 
 
 調査結果は、県児童家庭課や児童相談所などが設置を予
定する検討班で分析し、今後の対応に生かす。 
 
2002/11/26 朝日新聞 東京朝刊 
里親制度 研修や支援を議論、改善を （私の視点） 
 
 今年１０月の里親月間は近年にない盛り上がりを見せ
た。だが、それを一気に冷やす出来事が宇都宮市で起きた。
３歳の女児を里親が虐待死させた事件である。 
 私は２０年近く養育専任の里親をしてきた。その一人と
してこの子に申し訳なく思う。里親選びの審査は十分だっ
たか。子を預けた後の支援はどうだったか。次 と々疑問が
わいてくる。 
 私たち里親経験者からなる市民グループは、９月下旬に
児童虐待対策の先進国である米国を視察した。虐待防止と
里親制度とは一見関係ないように見えるが、虐待を理由に
親と子が分離されると、子どもの安全な生活場所として、
養護施設か里親家庭が指定されるのである。 
 ２年前の児童虐待防止法の制定以来、里親制度に注目が
集まっている。虐待を受けた子どもを育てるのは簡単でな
く、一人一人に丁寧に向き合える環境が求められるからだ。 
 里親たち自身の間でも意識変化が起きている。子どもの
権利条約などの影響もあり、この制度は子どもの人生を応
援する、公的役割を担った社会的な養護なのだと、各地で
多くの人が気づき始めた。 
 だがこれまで、里親制度はボランティア精神に富む一部
の人の手に委ねられたまま、いわば社会の片隅で細 と々営
まれてきた。本来、大きな責任を担っている里親への研修
や支援が議論されることはほとんどなかった。それが今回
の悲劇の背景にあると思う。 
 里親制度を本当に子どもの役に立つよう改善していく
ために、何をしたら良いのか。私たちの学習体験から６点
提案したい。 
 

(1)年齢や家の広さ、年収など物理的条件に傾きがちな里
親登録時の審査を見直し、候補者の適性を見極められ
る工夫をする。周囲の人の評価を取り入れるなどの方
法も有効だろう。 

(2)里親候補者に、既に子どもを迎え入れている里親宅で
ボランテイア活動をするなど、事前に経験を積む機会
を設ける。 

(3)登録後も、子どもを委託した後も、里親としての力量
を高めていく研修を続けて実施する。 

(4)子どものためのソーシャルワーカーはもちろん、里親
専任のソーシャルワーカーを置く。今でも児童相談所
の福祉司が相談相手になってくれるが、専任でなく、
また里親・里子を同一人物が担当するため、里親に寄
り添うサポートができていない。 

(5)そのためにも「虐待ケアセンター」（仮称）を作る。ソ
ーシャルワーカーや医師、弁護士などの専門家が常駐
し、いつでも相談に乗ってくれる拠点とする。 

(6)里親のレスパイト（一時的な休息）制度を設ける。障
害児を持つ親たちの間では既に行われている。 

 
 以上のうち、研修とレスパイトには、厚生労働省も今春
から取り組み始めた。その矢先に冒頭の事件が起き、「も
っと早く手をつけていれば」と思わずにいられない。ほか
にも、実の親をケアするプログラムの実践や、見えにくい
心理的・性的虐待の判断方法の確立など、しなければなら
ないことは山ほどある。 
 事件を機に社会全体でこの問題を考えてほしい。そして、
里親が「子どもの人権を守っている」と誇りを持てる制度
にしていきたい。 
（坂本和子 里親子支援グループ「アン基金プロジェクト」
事務局長） 
 
2003/02/06 毎日新聞ニュース 
＜里子虐待死＞起訴事実認めるが心神耗弱主張－宇都宮
地裁初公判 
 
 里子の女児を殴って死なせた傷害致死罪に問われた宇
都宮市日の出の主婦、李永心被告（４３）の初公判が６日、
宇都宮地裁（飯渕進裁判長）であり、李被告は起訴事実を
全面的に認めた。李被告の弁護人は「慣れない育児や日本
での生活などによるストレスで事件当時、心神耗弱状態だ
った」と主張した。 
 検察側の冒頭陳述によると、李被告は子供がいなかった
ことから、００年に栃木県に里親登録し、０２年７月に大
沼順子ちゃん（当時３歳）を里子として預かった。しかし、
預かった当初からよく泣いたため、孫の手を使ってぶつよ
うになった。児童福祉司が自宅を訪問した直後の同年１１
月１日夜、児童福祉司に順子ちゃんへの暴力が分かってし
まうのではないかという緊張から疲労を感じ、同月３日未
明まで、頭を壁や床に打ち付けるなどして急性硬膜下血腫
（脳内出血の一種）で死なせた。【川端智子】 
 
2003/03/27 下野新聞 
県が里親担当を配置 新年度支援報告書まとめる 
 
 宇都宮市で昨年十一月、里子の女児(３つ)が里親の女性
(43)に殴られた事件を受けて、県は四月、中央児童相談所
に常勤、非常勤の二人体制で県内全地域をカバーする専任
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の里親支援担当を新たに配置する。里親自身や児童相談所、
乳児院など関係者で構成する県の里親支援検討班がまと
めた報告書の柱の一つで、県児童家庭課は「報告書にある
対策を、可能なことから順次実施していきたい」としてい
る。 
 新たに設置される支援担当は常勤の保育士、非常勤の元
児童養護施設職員各一人。同じく新年度から充実させる予
定の里親研修や家庭訪問を直接的に担当する。 
 里親との窓口を一本化し専門性を持たせるのが狙い。同
課は「これまで担当職員がひんぱんに変わるため相談しづ
らい、といった不満もあったが、専任職員の配置で里親と
のしっかりした信頼関係が築けると思う」としている。  
 研修は、里子委託前に子どもの行動とその背景などを理
解する体系的研修、委託から四カ月後に育児に関する研修
を、いずれも必修化する。家庭訪問の頻度も、新たな委託
から四カ月後まで少なくとも月一回実施するよう充実さ
せる。 
 
2003/06/12 ＮＨＫニュース速報 
里親になる人たちの必修研修始まる 栃木 
 
 去年、宇都宮市で里親が児童福祉施設から預かった女の
子を死亡させたとして逮捕・起訴された事件をきっかけに、
栃木県は新たに里親になる人たちに三日間の研修を義務
付け、きょうから研修が始まりました。 
 宇都宮市にある栃木県の中央児童相談所で開かれた研
修には、親と一緒に暮らせない子どもを育てるため、今年
度新たに里親に登録した人など十人が参加しました。 
開講式で中央児童相談所の金子準二（カネコジュンジ）所
長は「里親には自ら資質の向上に努める責任があり、研修
が役立つことを期待しています」と述べました。 
 栃木県は、これまでも希望者を対象に里親の研修を行っ
てきましたが、去年十一月、里親に預けられた当時三歳の
女の子が死亡した事件をきっかけに新たに里親になる人
全員に研修の受講を義務付けるとともに、内容を大きく見
直しました。 
 新しい研修は幼くして親と別れた子どもの心理や子育
ての注意点を学ぶほか、里親の育児体験を聞いたり、児童
福祉施設を訪問したりする実習を盛り込んで、期間も半日
から三日に延ばしました。 
 参加した里親の一人は「子育てにやりがいはあるものの
不安もあります。悩みがあれば積極的に相談して一人で抱
え込まないようにしたい」と話していました。 
 
2003/07/28 毎日新聞ニュース速報 
＜里子虐待死＞４３歳主婦に懲役６年求刑 宇都宮地裁
公判 
 
 里子の女児を殴って死なせ、傷害致死罪に問われた宇都
宮市日の出の主婦、李永心被告（４３）の論告求刑公判が
２８日、宇都宮地裁（飯渕進裁判長）で開かれ、検察側は
懲役６年を求刑した。検察側は「里親里子関係を解消する
ことも容易であったのに夫や児童相談所などに相談せず、
養育ストレスを募らせて暴力へ転化させ、情状酌量の余地
はない。里親制度に与えた衝撃度は計り知れない」と指摘
し、懲役６年を求刑した。 
 
 起訴状によると、李被告は、里子の大沼順子ちゃん（当

時３歳）が泣きやまないことなどから、昨年１１月１日か
ら３日の間、自宅で順子ちゃんの顔を平手で殴り、頭を壁
にぶつけるなど暴行して死なせた。 
 
 検察側は「里親里子は血縁関係がなく、実の親子以上に
寛容の精神と無償の愛が要求される。被告は愛情を求める
複雑で繊細な幼心を解せず憎しみを募らせた」と指摘。弁
護側は「被告は日本語も十分にできず社会的に孤立し、慣
れない育児のためノイローゼ状態で、心神耗弱状態だっ
た」と執行猶予付き判決を求めた。【川端智子】 
 
2003/07/28 ＮＨＫニュース速報 
宇都宮の里子傷害致死 女に懲役６年求刑 
 
 去年十一月、宇都宮市で三歳の里子の女の子に暴行して
死亡させたとして傷害致死の罪に問われている女の裁判
で、検察側は「里親制度に衝撃を与えた責任は大きい」と
して懲役六年を求刑しました。 
 この事件は、去年十一月三日、宇都宮市の無職、李永心
（リエイシン）被告（四十三）が、里子で三歳の大沼順子
（オオヌマジュンコ）ちゃんに、暴行して死亡させたとし
て傷害致死の罪に問われているものです。 
 宇都宮地方裁判所で開かれたきょうの裁判で検察側は
「順子ちゃんが被告になつかず泣きやまないことに腹を
立てて暴行を繰り返した身勝手な犯行だ」と指摘しました。 
 その上で「児童相談所に悩みを相談しないまま子どもを
死亡させてしまい里親制度に衝撃を与えた責任は大きい」
として懲役六年を求刑しました。 
 これに対して弁護側は「被告は育児の悩みを誰にも相談
できず犯行当時は極度のノイローゼ状態に陥っていた」と
述べ、寛大な判決を求めました。 
 判決は十月七日に言い渡されます。 
 
2003/07/29 下野新聞 
宇都宮の里子虐待死 里親に懲役６年求刑 
検察「養育ストレス暴力に」 
 
 里子の大沼順子ちゃん＝当時（三つ）＝を殴って死亡さ
せたとして、傷害致死罪に問われた宇都宮市日の出二丁目、
韓国籍、無職李永心被告（四三）の論告求刑公判が二十八
日、宇都宮地裁（飯渕進裁判長）で開かれた。検察側は「養
育ストレスを（順子ちゃんへの）暴力に転化させるという
最悪の手段を選択した。里親制度に与えた衝撃は計り知れ
ない」として懲役六年を求刑した。弁護側は「日本語も出
来ず孤立し、慣れない育児でノイローゼ状態にあった」な
どと心神耗弱を主張、執行猶予付き判決を求めた。 
 論告によると、李被告は順子ちゃんがなつかず、泣きや
まないことなどに腹を立て、いらだちを暴力として発散し
た。「逃げ出すすべもない無抵抗な被害者に、身勝手な怒
りを爆発させた」と厳しく非難した。 
 検察側は「子どもが駄 を々こねるのは、親を頼った甘え
の行動で、子どもと同じ目の高さになってはならない。決
して感情的になるべきではない」と指摘。継続的に暴力を
加えた李被告を「被害者に愛を与える慈母ではなく、恐怖
と不安、絶望を与える存在」と断じた。 
 一方、弁護側は、内向的で積極的に友人を作れず、自分
で抱え込む李被告の性格を強調。「子育ての仲間がいたり、
児童相談所が的確な援助の手を差し伸べていれば事件は
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防げた」と主張した。 
 李被告は最終意見陳述で「過ちによって子どもを死に追
いやり、罪悪感を感じている。本当に、本当に申し訳ない」
と準備した書面を言葉を詰まらせながら読み上げた。 
 起訴状によると、李被告は昨年十一月一日から同三日ま
での間、自宅アパートのトイレなどで、順子ちゃんを転倒
させて床に後頭部を強打させたり、顔を平手で殴って頭を
壁に打ち付けるなどの暴行を加え、死亡させた。 

 
2003/10/08 朝日新聞 
行政支援のあり方言及 宇都宮の里子虐待死、里親に実刑判
決 
 
 昨年１１月、宇都宮市で里親が里子を虐待し死亡させ、県内
外の里親に衝撃を与えた事件は７日、宇都宮地裁で判決公判が
あった。里親には懲役４年の実刑判決が言い渡されたが、行政
の支援体制のあり方にも疑問を投げかけた。 
 傷害致死の罪で懲役４年を言い渡されたのは宇都宮市日の出
２丁目、韓国籍の無職李永心被告（４４）。弁護側は犯行当時、
李被告は発達の遅れた里子の順子ちゃん（当時３）を育てる中
で、神経衰弱になり自分を制御できない状態だったと主張し、
執行猶予付き判決を求めた。 
 飯渕進裁判長は李被告が事件直前に相談員が家庭を訪問した
際、虐待が発覚することを恐れ、外見から傷がすぐに分からな
いよう暴行を加えたことなどを指摘。「自己の行動を十分に理
解している」として弁護側主張を退けた。弁護側が控訴するか
どうか未定という。 
 判決文の朗読を前に李被告は「日本でいることが出来ないと、
順子に謝罪できない」と涙を流し訴えた。東京入国管理局によ
れば、一般的に外国人が日本で懲役１年以上の実刑判決を受け
ると服役後に強制送還されるという。 
 飯渕裁判長は「少なくとも委託後の児童相談所の対応が適切
であったのかどうかに関して、疑問が残らないではない」と行
政の支援のあり方にも言及した。 
 裁判を傍聴していた、里親の経験が長いという県内の女性（４
７）は「この裁判は専門家不在だ。発達の遅れた子どもの実態
を分かっていない」と話した。 
 
○里親支援、県など体制見直し 
 

 今回の事件を受け、県や児童相談所などは里親のサポート体
制の見直しを進めている。特に里親の登録時と里子を預けた初
期の時期の支援内容の改善に力を入れている。 
 県児童家庭課は事件直後、県内の５８世帯の里親と６７人の
里子から悩みやトラブルなどを聞いた。昨年１２月には同課や
里親連合会などからなる「里親支援検討班」を立ち上げ、今年
３月には提言を含んだ報告書を県に提出した。 
 報告書を受け、宇都宮市野沢町にある県中央児童相談所は４
月、里親支援のために専門の職員２人を新たに置いた。４月か
らは同相談所は里子を委託してからの４カ月間は少なくとも月
に１回、相談員が家を訪問するようにしている。 
 里子や里親の変化に気付くことが出来なかった事件の反省か
ら、より気配りが出来るように複数の職員で訪問するようにも
した。金子準二・同相談所長は「（里子や里親が不安定になりや
すい）委託直後の支援に特に力を入れた」と話す。 
 事件では李被告が韓国の幼稚園で保母として働いていた実績
から、県側は李被告を「子育てのプロ」と過信した。この反省
から、里親の登録手続きも変えた。これまでは里親が夫婦の場
合、面接時に片方の親の出席でも認めていたが、同伴での出席
を徹底した。面接では里父の育児への参加への姿勢、里親の家
族の近隣との付き合い状況なども判断基準に取り入れた。 

 「（提言を受けて）少しずつ手をつけ始めた。今年と来年で軌
道に乗せていきたい」と金子所長は話す。 
 こうした動きに県内の多くの里親が加盟する県里親連合会の
狐塚博成会長は「事件はショックだった。里親も研修などの会
合に積極的に参加することで、気持ちを引き締めて今後このよ
うな事件がないようにしたい」と話した。（峯俊一平） 
 
2003/10/08 読売新聞 
宇都宮の里子虐待死  被告に懲役４年判決  地裁「児童相談
所対応に疑問」＝栃木 
 
  宇都宮市で昨年十一月、里子の大沼順子ちゃん（当時三歳）
が虐待を受けて死亡した事件で、傷害致死罪に問われた、同市
日の出二、無職李永心被告（４４）の判決公判が七日、宇都宮
地裁であった。飯渕進裁判長は「こともあろうに里親の手で、
短過ぎる生涯を閉じざるを得なかった順子ちゃんは、あまりに
も哀れで、結果は重大」として、懲役四年（求刑・懲役六年）
を言い渡した。 
  飯渕裁判長は、李被告が「分別も付かない順子ちゃんの言動
に憎しみをむき出しにし、抑えきれない感情の矛先を向けた」
と指弾するとともに、県中央児童相談所の対応に疑問を投げか
けた。 
  順子ちゃんは里子に決まる前、李被告夫婦と外泊したが、泣
き出すなどの拒絶反応を示した。判決ではこの点をとらえ、「順
子ちゃんの委託時期はもとより、委託後の児童相談所の対応が
適切であったかどうかに関し、疑問が残らないではない」と述
べた。 
  判決によると、李被告は昨年十一月一日深夜から同月三日未
明にかけ、自宅で四回にわたり、順子ちゃんの胸を突き飛ばし、
後頭部を床に打ち付けたり、ほおを平手で殴ったりして死なせ
た。 
 
  ◆傍聴の里親「実態分かってない」 
 
  傍聴席では、里親らが身を乗り出したり、メモを取ったりし
て判決に聞き入った。 
  小学生の里親になっている東京都内の男性（４７）は「判決
は非常に不満。里親の実態を知らない判決内容。誰もが李被告
と同じ状況に追い込まれる可能性がある」と話した。 
  県内の高校生の里親女性（４７）は「せめて執行猶予をつけ
て欲しかった。里親の責任ばかりを取り上げている。児童相談
所など、相談できる施設や専門家をもっと充実させていかなけ
れば問題は解決しない」と訴えた。 
 
◆李被告、涙止まらず 

 
李被告は、濃紺のトレーナーの上下で入廷し、言い渡された

判決に、小さくうなずいた。判決理由が読み上げられる間、流
れる涙を何度も手でぬぐい、時折、すすり泣きの声を漏らした。
閉廷後、裁判長に「ありがとうございました」と頭を下げた。 
李被告の弁護士は「個人的には非常に不満の残る判決。裁判

官は、里親のストレスや弱さをどこまで分かっているのか。控
訴については、被告とよく話し合って決める」と話した。 
 
◆指摘受け入れ研修に力注ぐ  中央児童相談所 

 
中央児童相談所の金子準二所長は「指摘を受け入れ、今後は、

里親研修などに力を入れたい」と話した。 
県児童家庭課は、順子ちゃん事件を受けて、県内の里親・里

子の実態調査などを通じ、対策を取ったという。事件前は二回
程度だった里親候補者と子供の面談を、「納得するまで」に変更。
里子委託が始まってから最初の四か月間は、月一回の家庭訪問
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を行う。 
 
2003/10/08 読売新聞 
７日の宇都宮・里子虐待死事件の判決要旨＝栃木 
 
  ◇主文  懲役４年 
  ◇理由 罪となるべき事実】 略 
  【量刑の理由】 
被告は同居約一か月半ごろから、順子ちゃんが泣き出すたび

に体罰をするようになり、徐々 にエスカレートさせた。 
体罰が夫や児童相談所に知れることを危惧（きぐ）し、相談

所係員が訪問した機会にも、精神的ストレスを打ち明けること
のないまま、断続的に暴行を加えた。順子ちゃんの言動に憎し
みをむき出しにし、抑えきれない感情の矛先を里子に向けた。 
 順子ちゃんに往復びんたして床に倒れ込んでも、なお立ち上
がらせて殴打し、ふらふらになるまで続けた。情け容赦ない執
ような虐待だった。 
 順子ちゃんは、実の親の愛情に触れる機会のないまま、里親
の手に掛かって短すぎる生涯を閉じざるを得なかった。哀れと
言うほかなく、被告の刑事責任は重い。 
 被告は日ごろは順子ちゃんに対し愛情を持って接し、養育の
ため疲労していたことも否定しがたい。被告夫婦との交流を図
る外泊などの際、泣くなど拒否的反応が歴然としており、委託
時期はもとより、委託後の児童相談所の対応が適切であったか
どうか疑問が残る。一切の事情を最大限考慮しても、刑の執行
を猶予する事案とは考えられない。 
 
2003/10/08 毎日新聞 
里子傷害致死 地裁、懲役４年判決－－「心神耗弱」退ける 
 
 ◇里親への理解、危ぐする声も 
 
 里子の大沼順子ちゃん（当時３歳）を殴って死なせた事件で、
宇都宮地裁は７日、傷害致死罪に問われた宇都宮市日の出の主
婦、李永心被告（４４）に懲役４年（求刑・懲役６年）の実刑
判決を言い渡した。飯渕進裁判長は「児童相談所や夫にも悩み
を相談できるはずだった」と述べ、「泣きやまないことにいら立
ち、暴行を加えたことに酌量の余地はない」と厳しく指摘した。 
 判決で飯渕裁判長は、李被告が不安や疑問を感じた場合には
家族や児童相談所にも相談できたのに１人でストレスをためこ
み、暴力にエスカレートしていったことに対し「身勝手で理不
尽な動機であり、自制心の欠如も看過しがたい」と述べた。ま
た被告が暴行を夫や児童相談所から隠そうとした点や、順子ち
ゃんの容体が急変した際、夫に助けを求めたことなどを挙げ、
弁護側の主張した心神耗弱を退けた。 
 一方、里子の受け入れ前に順子ちゃんと被告らが会った際、
泣くなど拒否反応を示していたことから、「児童相談所の対応
に疑問が残らないではない」と指摘した。 
 被告はこの日、黒いトレーナーとズボン姿で伏し目がちに法
廷に現れた。飯渕裁判長が李被告に「何か言いたいことは」と
問うと、出入国管理法では実刑判決が確定した場合、強制退去
となることから「順子に謝罪していくためにも日本に残らせて
ください」と執行猶予を求めた。被告の弁護人は「人間の弱さ
を酌まない判決に不満を感じる。控訴は本人と相談した後、決
めたい」と話した。 
 
 約４０人が座れる傍聴席は里親経験者などで満席となった。
初公判からすべて傍聴してきた県里親連合会の役員を務める５
０代の女性は「児童相談所への相談も里子を取り返されてしま
うという気持ちから、なかなかできないというのが本音」と漏
らし、孤独になりがちな里親の苦悩をにじませた。 
 また県南部で４人の里子を育てた経験を持つ４０代女性は

「児童相談所は人員も専門家も少なく、相談しても納得のいく
解決法が導けなかった」と問題点を指摘。「今回の裁判では里親
や福祉関係者を証人として呼ぶこともなく、あまりにも表面的
だったと思う。これを機に里親への理解や制度が停滞するので
はないか」と不安を口にした。【川端智子、関東晋慈】 
 
 ◇判決要旨 
 
 ◆罪となるべき事実 被告は、同居中の里子である大沼順子
ちゃん（当時３歳）が、しばしば突然泣き出し、なかなか泣き
やまないことにいらだちや憎しみを覚えていた。０２年１１月
１日午後１１時半ごろから同月３日午前１時ごろまで、宇都宮
市日の出２のアパートの自宅で４度にわたり、順子ちゃんが泣
き出すたび、ほおを平手で殴打し、頭を壁などに打ち付け、胸
を突き飛ばして後頭部を床に打ち付けるなどの暴行を繰り返し、
急性硬膜下血腫などの傷害を負わせ、同日午前２時２分ごろ、
収容先の病院で死亡させた。 
 
 ◆量刑理由 被告は順子ちゃんの実兄を既に里子として養育
し、順子ちゃんも里子として引き受けた。養育に不安を感じた
場合は児童相談所などに連絡し、指示を仰ぐなど里親としての
責任ある対応が求められていた。 
 だが、被告は順子ちゃんと同居後約１カ月半ごろから、養育
に限界を感じ、順子ちゃんが泣き出すたびに体罰を加えるよう
になった。児童相談所係員が訪問した際も、体罰を加えなけれ
ばならないほどにストレスを抱えていたことを打ち明けること
はなかった。 
 自己保身や利己的な考えを優先させた、身勝手かつ理不尽な
動機に酌量の余地はない。犯行もほおを力任せにびんたし、何
度も突き飛ばすなど苛烈（かれつ）で情け容赦のない虐待で、
里親の手により、短すぎる生涯を閉じたのはあまりに哀れであ
る。 
 他方、被告は順子ちゃんに対して日ごろは愛情を持って接し、
養育のため心身ともに疲労していたことも否定出来ない。また
夫や児童相談所の係員に度重なる体罰の事実は隠していたが、
養育上の問題性は訴えていた。 
 （被告に委託する前に）乳児院の記録では、被告夫婦と交流
を図る外泊の際、順子ちゃんが泣くなど拒否的反応を頻繁に示
しており、委託後の児童相談所の対応が適切だったか疑問が残
らないではない。（順子ちゃんに暴行後）容体が急変してからは
救命に努力し、反省や後悔の念も示している。それらの事情を
考慮しても、本件は刑の執行を猶予するのが相当だとは考えら
れない。 
 
2003/11/15 下野新聞 
社会的使命を再認識／県内の里親ら意見交換／藤原町 
 
 【藤原】第四十八回県里親大会（下野新聞社後援）が十三日、
滝のホテルで開かれた。 
 県内の里親と関係者らが一堂に会して、社会的使命を認識す
るとともに、社会に一層の理解を求めようと、県里親連合会が
毎年開催。今回も県内各地から約百人が参加した。 
 式典で、県里親連合会の狐塚博成会長は、昨年秋の里親によ
る傷害致死事件にも触れながら、「里親に対する社会の関心と
期待はますます高まっている。里親信条を心にとどめ、自己研
さんに励んで健全育成に当たることが大切」とあいさつ。続い
て、五年以上里子の養育に当たる二組の夫婦と優秀児童五人を
表彰した。 
 この後、乳幼児期、学童期（小学生）、思春期（中高生）など
の分科会に分かれ、それぞれの成長に合わせた子どもとの接し
方について、活発に意見を交わした。 
 ［写真説明］里親としての使命感を新たにした県里親大会 


