
すべての男性シッターを排除するのが最善の対策なのか。「1⼈⽬の被
害を防げない」のジレンマ
マッチングサービスを介した男性シッターによる⼦どもへのわいせつ⾏為が相次いで発覚した。
保育の現場に⼊り込んでくる悪意のある⼈物を⾒分けることはできるのか。

💬最初のコメントを書く

by Akiko Kobayashi
⼩林明⼦ BuzzFeed Chief Editor, News, Japan

ベビーシッターのマッチングサービス⼤⼿「キッズライン」に登録していた2⼈の男性シッター
が、保育中にわいせつな⾏為をしたとして、強制わいせつの疑いで相次いで逮捕されたことがわ
かった。

事件後すぐに利⽤者に説明がされていなかったり、男性シッターの利⽤を⼀律に停⽌したりした
運営会社の対応をめぐり、保護者の間で不安が広がっている。

（写真はイメージです）
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⼦どもとの接触が避けられない保育の現場に、悪意のある⼈物が⼊り込まないようにすることは
できるのか。事業者にはどのような対応が求められるのか。

この問題の取材を続けているジャーナリストの中野円佳さん、「東京男性保育者連絡会」事務局
⻑の⼭本慎介さん、保育現場での事件事故の再発防⽌に取り組む弁護⼠の寺町東⼦さんが、さま
ざまな論点を語り合った。

1回⽬である今回のテーマは、⼦どもに性的な加害をする⼈物をどうやって⾒分け、排除するか
について。2回⽬は、犯罪が起きやすい構造について考える。

※⿍談は6⽉12⽇午前にオンラインで実施し、カッコ書きで最新情報を補⾜している部分があり
ます。

※この問題の経緯と報道は、この記事の末尾にまとめています。

2回⽬の記事「『密室育児』から⼦どもをどう守る」はこちら

ジャーナリストの中野円佳さん（左上）、「東京男性保育者連絡会」事務局⻑の⼭本慎介さん（右上）、保育現場での事件事故の再発防⽌に取
り組む弁護⼠の寺町東⼦さん（左下）
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加害を繰り返していたシッター

中野円佳 キッズラインに登録していた2⼈の男性シッターが⼦どもにわいせつ⾏為をしたとし
て相次いで逮捕され、保護者に衝撃が⾛りました。このサービスは利⽤しやすさが⼈気で、私の
周りでも使っている⼈が多くいました。

1⼈⽬の男性シッターAについては、預かり中の男児に対する強制わいせつの疑いで逮捕されま
した。キッズラインとは別に、ボランティアとして参加した⼦ども向けキャンプの活動中にも、
⼩学⽣男⼦に対する強制性交等罪で起訴されてもいます。

2⼈⽬の男性シッターBは、⼥児への強制わいせつの疑いで逮捕されました（6⽉12⽇）。AもB
の保育⼠の資格を持っていました。

⼀般論として、選考プロセスにおいて犯罪傾向を⾒抜くことはやはり難しいのか、というのが気
になる点です。

悪意のある⼈を⾒抜けない

キッズラインが5⽉3⽇にサイトに掲載した登録フローには「過去の犯罪歴などの経歴チェック」があるが、「現状の仕組みでは、⾃⼰申告また
は報道など公表された情報をもとに調査するしかない」（中野さん）
Kidsline / Via kidsline.me

https://kidsline.me/contents/news_detail/584


⼭本慎介 私は私⽴の認可保育所で園⻑をしていて、保育⼠の⾯接もしています。

⾔いづらいことではありますが、性犯罪を起こしそうな⼈が⼊り込まないようにするというの
は、⾯接、試験、採⽤の段階でいくら努⼒をしても難しいだろうというのが、残念ながら保育業
界の共通認識だと思います。

犯罪歴についてはあくまで⾃⼰申告ですし、⼩児性愛の嗜好があって、悪意をもって犯罪を実⾏
するために求職しているのかどうかを完全に⾒抜くことはできません。

寺町東⼦ 性犯罪者の加害者臨床に携わっている精神保健福祉⼠・社会福祉⼠の⻫藤章佳さんの
著書『「⼩児性愛」という病』によると、⼩児性犯罪の問題で受診した性加害経験者117⼈のう
ち、16%が「⼦どもに指導的な⽴場で関わる仕事（保育⼠、教員、塾講師、スポーツインストラ
クターなど）」についていました。

逮捕で職を失った⼈の前職も含めると、⼦どもに関わる仕事を経験したことがある加害者は約3
割になるということでした。⼀般の職業⽐率と⽐べても⾼く、加害⾏為をしやすくするために⼦
どもとの接触がある仕事を選んでいる⼈がいると考えざるをえません。

性犯罪の動機として、弱者に対する⽀配欲や認知の歪みがあるということはわかっていますの
で、そうした傾向を⾯接で⾒抜くことはできないでしょうか。
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やまもと・しんすけ（@wakatakekanae） / 東京都板橋区の私⽴認可保育所「わかたけかなえ保育園」園⻑。保育⼠、指導員、教員ら保育に携
わる男性の親睦や交流、課題解決の活動をする「東京男性保育者連絡会」の事務局⻑もつとめる
提供写真

⼭本 ⾯接では根本的な考え⽅を問うようにはしていますが、恣意的な回答は防ぎきれません
し、思想信条まで⾒抜けるとしたらそれはそれで怖いなとも思います。

また、⾯接においても特殊な技術や知識などが必要となると、⼩規模が主流となっている保育事
業者のレベルでは対応できません。

保育の現場で、性犯罪事件が⼀定数あるのは事実ですから、予防するためにどのような⼿⽴てを
取ればいいのかはずっと議論しています。

例えば、現状では取得のハードルが低い保育⼠の資格を⾼度化するなども⼀つの対策かもしれま
せんが、それで犯罪の発⽣確率は下げられたとしても、ゼロにはならないでしょう。

⼊り⼝で100%防ぐというのは現実的ではないので、⾏動として出てこないようにする対策のほ
うが建設的ではないかと考えています。

抜き打ち検査を抑⽌⼒に

中野 キッズラインはBが逮捕されたことに関する6⽉11⽇のお知らせで、このように述べてい
ました。

当該男性サポーターは、保育⼠資格を有しており、当社基準で厳格に審査を⾏いました。残
念ながら、⼩児性愛者であるかについては、登録審査では⾒抜くことはできませんでした。
なお、この点につきましては、専⾨家からも⾯談等で⾒抜くことは困難であるとの⾒解を得
ています。

（※6⽉18⽇、キッズラインは選考プロセスの⾒直しを発表）

⼀般的に、⼊り⼝の段階でスクリーニングが難しいのであれば、リスクがあることを前提に、運
⽤中にいかに加害を防ぐ環境をつくるかが⼤事だと思います。

事業者は、利⽤者から寄せられる苦情の中に被害に発展するようなケースがないか情報収集をし
たり、抜き打ちで検査をすることで⽬を光らせていることを伝えたりすることはできるのではな
いでしょうか。

⻫藤さんの著書によると、⼦どもに性加害をする⼈たちは、加害⾏為を反復する傾向があり再犯
率が⾼いということでした。再犯防⽌も重要だと思います。
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なかの・まどか（@MadokaNakano） / フリージャーナリスト。⽴命館⼤学⼤学院先端総合学術研究科での修⼠論⽂をもとに2014年『｢育休世
代｣のジレンマ』を出版。2015年東京⼤学⼤学院教育学研究科博⼠課程⼊学。2017年よりシンガポール在住。著書に『上司のいじりが許せな
い』『なぜ共働きも専業もしんどいのか』
提供写真

1⼈⽬は防げないとしても......

寺町 1⼈⽬の被害は防げないという前提になりますが、犯罪歴がある⼈をどう排除するかとい
うことも重要ですね。

現状では、罪を犯して免許が失効したとしても、教員免許なら3年、保育⼠資格なら2年経てば再
取得できる法律になっています。

6⽉11⽇の政府「性犯罪・性暴⼒対策強化のための関係府省会議」で決定した⽅針によると、児
童・⽣徒にわいせつ⾏為をした教員は原則懲戒処分にするとともに、再取得のほうもより厳しく
⾒直す検討をするということです。

⼭本 保育⼠資格がなくなると保育⼠登録も抹消されますが、⼀度発⾏された「保育⼠資格証」
を取り上げられるわけではありません。つまり、⾯接のときに資格証を持ってきた⼈が、実際に
は罪を犯して資格が取り消されていたということもありえるんです。

資格がないのに働ける
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寺町 資格要件については⽳だらけだと思いますね。本⼈が申告しないと犯罪歴の把握が難しい
ため、2018年に厚⽣労働省と⽂部科学省が通知を出しました。

逮捕情報を把握した保育所などが、罪を犯した保育⼠が資格登録をしている都道府県に報告し、
都道府県が本籍地の市町村に問い合わせ、保育⼠登録を取り消す、という仕組みです。罰⾦刑以
上の刑が確定すると、⼀定期間、本籍地がある市区町村の犯罪⼈名簿に載るからです。

ただ、逮捕から有罪確定して犯罪⼈名簿に掲載されるまでにはタイムラグがありますので、この
仕組みで登録抹消につながるというフローが機能するとは思えません。

また、⼀定期間を経過すると犯罪⼈名簿から犯歴が消えてしまいます。検察庁が管理している犯
歴と、各種免許制度を連結させて、確実に⽋格事由を反映させることが有効でしょう。

しかし、そもそもベビーシッターは無資格でもできますから、資格の有無で判断することすらで
きません。

中野 資格がある⼈の犯罪歴チェックが今後厳しくなっていきそうなのは歓迎ですが、そもそも
資格がない⼈が働けるようになっているから、資格要件が意味をなしていないということです
ね。

イギリスで取り⼊れられている犯罪歴チェックシステムDBS（Disclosure&Barring Service）だ
と、資格の有無に関わらず犯罪歴を照会できるのでしょうか。

⼦どもを守るか犯罪者の更⽣か

https://www.gov.uk/guidance/basic-dbs-checks-guidance


イギリス政府のDBSのサイト
DBS / Via gov.uk

広告

京都府から"京の⽼舗"と認定される創業185年
⼭藤【洗えるシルクちりめんマスク】 
1,631⼈応援中応援中（6/21現在）

Sponsored by makuakecrpjp

寺町 そうです。イギリスでは、8歳未満の⼦どもに1⽇2時間以上接するサービスに関わるすべ
ての⼈は、Ofsted（Office for Standards in Education＝教育⽔準局）という政府機関への登録が
義務付けられています。Ofstedの登録にはDBSの証明書の提出が必要です。

DBSは、⼦どもに接するサービスを提供する事業者からの照会に応じて、犯罪歴の証明書を発⾏
しています。

つまり、学童保育や習い事など、資格の種類や有無に関わらず、⼦どもに1⽇2時間以上接するす
べての⼈は、証明書を出さないとその事業者はOfstedに登録できません。Ofstedに登録していな
い施設は営業できませんし、雇い主が罰せられることもあります。

中野 ⽇本でもDBSのようなシステムを導⼊することはできるのでしょうか。

寺町 DBSはイギリス法務省の外局が担当していて、そこにアクセスできる事業者は、⼦どもに
接するサービスの事業者に限られています。

犯罪歴がある⼈には、社会復帰する権利があります。社会の中に居場所があって、更⽣すること
で再犯防⽌になるので、あらゆる⼈の犯罪歴が公表されてしまうことは⼈権侵害になります。

⼦どもの被害を防ぐという公共⽬的と、加害者が更⽣する権利を天秤にかけて、⼦どもを守るた
めに必要な範囲で加害者の権利を制限する、というところでバランスをとったのがDBSの考え⽅
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なんですね。

「性犯罪・性暴⼒対策強化のための⽅針」では、仮釈放中の性犯罪者にGPS機器の装着を義務付
けることを法務省が検討していくということも盛り込まれていました。それと同様に、⼦どもを
守るという⽬的のもと、加害者の権利を制限してでも、国が個⼈の犯罪歴を事業者に回答すると
いう判断をするかどうかが議論になると思います。

男性シッター停⽌の対応は

男性シッターの業務を⼀時停⽌することを発表したキッズラインのお知らせ（6⽉4⽇）
Kidsline / Via kidsline.me

中野 ⼊り⼝でもスクリーニングできない、犯罪歴を把握して排除することも現時点では難し
い。そうなると、男性シッターの利⽤を⼀律に停⽌したキッズラインの対応は合理的なのかとい
うことになりますが......。

寺町 キッズラインは男性シッターを雇⽤しているわけではなく、あくまで個⼈事業主であるシ
ッターを紹介する仲介業者なので、キッズラインが男性シッターを排除したことは違法ではあり
ません。

連続して2⼈の加害者を出してしまっているので、登録時にスクリーニングできていないことが
露呈してしまいました。審査が⼗分ではないことを前提に、今まで登録した⼈をいったん業務停
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⽌にして、新たなスクリーニング⽅法を考えてやり直すという⽅法はありだと思います。

中野 キッズラインはシッターAの件が警察から報告された後も、シッターを増やし続けていま
した。コロナ禍では選考プロセスをすべてオンライン化して、3⽉と4⽉は⽉400⼈近くを新規シ
ッターとしてデビューさせています。

もはやどのような⼈物が紛れ込んでいるのか把握できなくなり、いったんストップせざるを得な
かったのではないかというのが私の推測です。

でも、そうであれば、⼥性も含めたすべてのシッターを停⽌するという選択もあったのではない
でしょうか。あるいは、あくまでもプラットフォームとしての⽴場を貫くなら、リスクを広く喚
起しながら利⽤者に判断をゆだねるという⽅法もあったかもしれません。

⼭本 私も、性別という属性の問題に集約してよいのかというのが気になりました。

逮捕されたシッターAとBに共通していたのは、男性という属性だけだったのでしょうか。年
齢、職歴、資格要件、派遣⽇数などさまざまな属性や条件がありますし、派遣先の環境や事件が
起きたときの状況などは果たして精査されたのでしょうか。

男性シッターは⼥性シッターに⽐べて登録者が少なく、ビジネス上の影響も少ないという計算が
働いたのだとしたら、安直ではないかと思います。

性犯罪者の99.7%が男性

てらまち・とうこ（@teramachi_toko） / 弁護⼠・社会福祉⼠・保育⼠。 教育・保育施設での重⼤事故防⽌のための活動をしている。共著に
『⼦どもがすくすく育つ幼稚園・保育園』など。東京弁護⼠会所属
提供写真

https://twitter.com/teramachi_toko


寺町 確かに、性犯罪が起きた現場の状況の共通点は気になるところですね。

ただ、法務省の「犯罪⽩書」によると、性犯罪の加害者の99.7%が男性なんです。⼩児性加害者
が⼦どもに関わる仕事を狙って⼊ってくる傾向があることや、性被害の深刻さを考慮すると、男
性という属性に対してチェックが厳しくなることには⼀定の合理性はあると思います。

⼭本 キッズラインの対応には、同業者として犯罪予防の参考になればと期待していた部分もあ
りましたし、⼤⼿プラットフォーマーが事件から数カ⽉、逮捕からも1カ⽉以上経ってようやく
出した「取り組み」がこれか、という点でがっかりしたというのが正直なところです。

男性保育者の⼀⼈としては、⼀部の男性の問題によってすべての男性保育者を排除するのは⼼外
だ、信⽤してほしい、と感情論で訴えるのではなく、どうしたら利⽤者の不安を払拭できるの
か、どんな対策をしていくのかを、当事者として考えていく必要があると改めて感じています。

機能していなかった評価システム

キッズラインは6⽉18⽇、選考プロセスの⾒直しや匿名の報告フォームの導⼊を発表した
Kidsline / Via kidsline.me
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中野 キッズラインに関しては評価システムというものがあって、利⽤者とシッターがお互いに
レビューを書けるようになっているんです。ただ、誰がどんな評価をしたかが相⼿にわかってし
まうので、報復レビューなどを恐れて悪い評価をつけづらいという声があがっていました。利⽤
者は住所や家族構成を知られているので、リアルな報復も怖い、と。

シッターBは評価は5（満点）でしたが、実際にシッターBに依頼したことがある7家庭に話を聞
くと、⼩さな違和感やなんとなく嫌だなという印象を抱いていた⼈がいました。そうした情報共
有までができるよう、相⼿に⾮表⽰の評価システムをつくる、怪しい動きがあったら本社に報告
する「通知」機能を設置するなど、プラットフォーマーとしてできる対策はまだまだあると思い
ます。

（※6⽉18⽇、キッズラインは選考プロセスの⾒直しを発表）

マッチングプラットフォームはあくまでも仲介の場です、とはいえど、キッズラインは安⼼安全
を謳ってきて、⼿数料も取っています。

サービスの信頼を確保するためにも環境を整備することは必要ですし、厚労省の「⼦どもの預か
りサービスのマッチングサイトに係るガイドライン」でも「相談窓⼝の設置」と「トラブル解決
のための措置」が求められています。

マッチング型のシッターというのは仕組みとしてそもそも無理ではないかという意⾒もあります
が、私はまだそう⾔い切れるとの結論には⾄っていません。実際にキッズラインや同様の仕組み
に助けられた家庭も多く、現状、代替のものが少ない中で完全になくなると困るとは思います。

事件やトラブルが起きたときの対策を模索せず、保育の現場からすべての男性を排除するという
⽅向に向かうと、男性の育児参加を進めるうえでも逆⾏してしまいます。体制やシステムによっ
て犯罪を防げないのだろうかということを、引き続き考えていきます。

2回⽬の記事「『密室育児』から⼦どもをどう守る」

＜キッズラインを介したシッターによるわいせつ⾏為の経緯と報道＞

2019年7⽉ 男性保育⼠Aがキッズラインに登録。

2019年11⽉14⽇ Aが、キッズラインを介して預かった5歳の男児の下半⾝を触った疑い（逮捕
の報道は2020年4⽉）。

2019年11⽉中旬 「警察より当該サポーターに対しての捜査開始の連絡を受けたため」（キッ
ズラインのお知らせより）、キッズラインがAの活動を停⽌。

https://kidsline.me/contents/news_detail/615
https://matching-site-guideline.jp/
https://www.buzzfeed.com/jp/akikokobayashi/matchingsitterservice2
https://kidsline.me/contents/news_detail/584


2020年4⽉24⽇ 11⽉14⽇の件で、強制わいせつの疑いでAを再逮捕との報道。キッズラインの
社名は伏せてあった。

5⽉3⽇ AERA.dotが社名を表記して記事を配信。キッズラインがサイト上に「⼀部報道に関す
る報告と弊社の対策について」としてお知らせを掲載。

6⽉4⽇ 中野さんが記事「シッターが預かり中の『わいせつ容疑で逮捕』の衝撃、キッズライン
の説明責任を問う」をBusiness Insiderに掲載。

6⽉4⽇ キッズラインがサイト上で「男性シッターのサポートの⼀時停⽌」を発表。

6⽉10⽇ Aが2019年9⽉と11⽉、キッズラインを介して預かった別の未就学の男児にわいせつ⾏
為をしたとして、強制性交等や強制わいせつの疑いなどで再逮捕される。

6⽉10⽇ 中野さんが記事「キッズライン、別のシッターによる性被害の証⾔」をBusiness
Insiderに掲載。

6⽉12⽇ キッズラインに登録していた男性保育⼠Bが5⽉ごろ、預かった5歳の⼥児の体を触る
などしたとして、強制わいせつの疑いで逮捕される。

※シッターAは2020年1⽉以降、ボランティアスタッフとして参加したキャンプ中に⼩学⽣の男
⼦に性的暴⾏をしたとして複数回、強制性交等の疑いで逮捕されている（⼀部は強制性交等罪な
どで起訴）。

https://digital.asahi.com/articles/ASN4R6GGQN4RUTIL02M.html
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親が在宅勤務する隣の部屋で、シッターがわいせつ⾏為。「密室育児」
からどう守る
保育中のわいせつ⾏為は「密室」で起きたケースが多かった。犯罪や事故を防ぐためには、第三
者の⽬を⾏き届かせるしかないのだろうか。

💬最初のコメントを書く

by Akiko Kobayashi
⼩林明⼦ BuzzFeed Chief Editor, News, Japan

ベビーシッターのマッチングサービス⼤⼿「キッズライン」に登録していた2⼈の男性シッターが、保育中
にわいせつな⾏為をしたとして相次いで逮捕された。

男性シッターの利⽤を⼀律に停⽌した運営会社の対応が物議を醸しているが、悪意のある⼈物が保育現場に
⼊り込まないようにすることの難しさも露呈した。

（写真はイメージです）
Ken226 / Getty Images
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どうすれば、犯罪⾏為から⼦どもを守ることができるのか。

この問題の取材を続けているジャーナリストの中野円佳さん、「東京男性保育者連絡会」事務局⻑で認可保
育所園⻑でもある⼭本慎介さん、保育現場での事件事故の再発防⽌に取り組む弁護⼠の寺町東⼦さんが、さ
まざまな論点を語り合った。

2回⽬は、犯罪や事故が起きやすい構造である「密室」をどう解消するかを考える。

※⿍談は6⽉12⽇午前にオンラインで実施し、カッコ書きで最新情報を補⾜している部分があります。

※この問題の経緯と報道は、この記事の末尾にまとめています。

前回の記事「すべての男性シッターを排除するのが最善の対策なのか」はこちら

⼦どもの命まで脅かされる

なかの・まどか（@MadokaNakano） / フリージャーナリスト。⽴命館⼤学⼤学院先端総合学術研究科での修⼠論⽂をもとに2014年『｢育休世
代｣のジレンマ』を出版。2015年東京⼤学⼤学院教育学研究科博⼠課程⼊学。2017年よりシンガポール在住。著書に『上司のいじりが許せな
い』『なぜ共働きも専業もしんどいのか』
提供写真

https://www.buzzfeed.com/jp/akikokobayashi/matchingsitterservice1
https://twitter.com/MadokaNakano


中野円佳 私がこの問題を追及する背景には、2014年の埼⽟県富⼠⾒市での事件があります。ベビーシッタ
ーの男が、預かっていた2歳の男の⼦にわいせつな⾏為をしたうえ、⿐と⼝を押さえて殺害したという事件
です。

性被害が深刻なことはもちろん、⼦どもの命までが脅かされることにぞっとしました。このときはインター
ネットの匿名掲⽰板が使われていました。

CtoC（個⼈間取引）のサービスが増えていますが、トラブルに対する責任の所在など課題も多くあります。
物品のシェアリングエコノミーや家事代⾏サービスなどもそうですが、⼦どもの命を預かるとなると、とり
わけ慎重な対応が求められます。

利⽤者には知らされず

2019年11⽉中旬、警察から連絡を受けたキッズラインは、男性シッターAの登録を解除しています。その
後、別件のわいせつ⾏為の疑いで逮捕されたAは、11⽉14⽇にキッズラインを介して預かっていた男児にわ
いせつな⾏為をした疑いで、2020年4⽉に再逮捕されています。この間、半年程度ありましたが、キッズラ
インの選考プロセスなどはむしろ簡略化していました。

5⽉にキッズラインの社名が報道されて初めて、公式サイトに「お知らせ」が掲載されました。しかし、わ
いせつ事案であったことは書かれておらず、メールなどによる全利⽤者への連絡もされていませんでした
（※6⽉18⽇に実施）。

その後、同社に登録していた別のシッターBによる、預かり中のわいせつ⾏為があったこともわかりました
（※Bは強制わいせつの疑いで6⽉12⽇に逮捕）。

もっと早く事件を公表し、別の被害の可能性がある家庭へのケアと対策をしていれば、新たな事件は起きな
かったかもしれませんし、これほどまでに運営会社が⾮難されなかったと思います。

寺町東⼦ 容疑者が預かっていた別のお⼦さんも被害に遭っている可能性があるので、少なくとも過去に接
触があった家庭には、早い段階で連絡をすべきですね。警察と連携し、⼦どもに対しては司法⾯接など、慎
重な聞き取りをする必要があります。

専⾨職の矜持を汚された
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やまもと・しんすけ（@wakatakekanae） / 東京都板橋区の私⽴認可保育所「わかたけかなえ保育園」園⻑。保育⼠、指導員、教員ら保育に携
わる男性の親睦や交流、課題解決の活動をする「東京男性保育者連絡会」の事務局⻑もつとめる
提供写真

⼭本慎介  4⽉24⽇にAの逮捕の報道があった時には、保育業界でも容疑者本⼈を責める声が多くありまし
た。犯罪⾏為そのものや個⼈の資質を問う声、保育⼠の資格を利⽤して犯罪⾏為がおこなわれたことで、専
⾨職としての矜持を汚されたような憤りもありました。

残念ながら保育の現場での性犯罪は繰り返し起きているので、それに対して⼤⼿プラットフォームがどんな
対応をするのか、同業者として注⽬していました。

その対応によって我々（男性保育者）が積み上げてきた信頼を少しでも回復させることができるのか、業界
全体の今後の対策のヒントになりうるか。期待していたところに、男性シッターを⼀律に停⽌するという対
応だったのは、がっかりしました。半年の間に、もっとできることはあったのではないかと。

寺町 保育園やベビーシッターなど⼦どもの預かり中で、強制わいせつが絡んでいると報道されている事件
だけでも、ここ数年でこれだけあるんです（記事末尾参照）。

多くに共通する特徴の⼀つとして、保育者1⼈と⼦どもだけ、つまり保育中にほかの⼤⼈の⽬がない「密
室」がつくられていたということがあります。

親でさえハイリスクな「密室育児」

https://twitter.com/wakatakekanae
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てらまち・とうこ（@teramachi_toko） / 弁護⼠・社会福祉⼠・保育⼠。 教育・保育施設での重⼤事故防⽌のための活動をしている。共著に
『⼦どもがすくすく育つ幼稚園・保育園』など。東京弁護⼠会所属
提供写真

寺町 保育施設には「常時、保育に従事する者が複数配置されるものであること」という、厚⽣労働省の基
準ががあります。

預かる⼦どもの⼈数がどんなに少なくても守らなければならない基準なので、現場からは不評だったりもす
るのですが、この基準ができたのは、2000年に神奈川県⼤和市の認可外託児施設で、⼥性園⻑が複数の⼦ど
もに虐待を繰り返し、2⼈を死亡させた事件がきっかけでした。

2002年には⾹川県⾼松市の認可外の幼児園でも、⼥性園⻑が園児に暴⾏して死亡させ、殺⼈罪に問われまし
た。

いずれも、園⻑がひとりで⻑時間にわたって⼦どもを⾒ていたケースです。密室というのは⾮常にリスクが
⾼いということで、常に複数配置する基準が認可外保育施設にもできたのです。

親であっても、⼦どもと2⼈きりで⻑い時間を過ごしていたら虐待のリスクは⾼まるわけで、ましてや他⼈
の⼦どもですから、ハイリスクになるのは当然です。⼦どもと⼤⼈が密室にいるという構造的な問題がある
と思います。

私は基本的に、密室リスクはすごく⼤きいと思っているので、ベビーシッター制度には懐疑的です。原則は
集団保育のほうが安全性を担保できると考えています。

在宅勤務の隣の部屋で

中野 シッターBが⼥の⼦を預かり中にわいせつ⾏為をしたとされるとき、⺟親は在宅勤務をしていたんで
す。⺟親などによると、外遊びに⾏った公園のトイレや、⺟親がテレビ会議をしている隣の部屋で、わいせ
つ⾏為があったといいます。

私がいま暮らしているシンガポールでは、住み込みのメイドさんを雇うことができますが、必ず祖⽗⺟の⽬
のあるところで⾒てもらって⼦どもと⼆⼈きりにはしないという親もいます。

ただそうすると、もともと育児リソースがないから⼦どもの世話を頼みたいのに、育児リソースがない⼈ほ
ど頼めないということになってしまいます。すると、そもそもシッターという仕組み⾃体が難しいという話
になってしまうのでしょうか......。

https://twitter.com/teramachi_toko
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mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fjp%2Fakikokobayashi%2Fmatchingsitterservice2%3Futm_source%3Ddynamic%26utm_campaign%3Dbfshareemail%26sub%3D0_125087633%23125087633%0A%0AGet%20the%20BuzzFeed%20App%3A%20https%3A%2F%2Fbzfd.it%2Fbfmobileapps&subject=%E8%A6%AA%E3%81%8C%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8B%A4%E5%8B%99%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%A3%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%B1%8B%E3%81%A7%E3%80%81%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%80%82%E3%80%8C%E5%AF%86%E5%AE%A4%E8%82%B2%E5%85%90%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%A9%E3%81%86%E5%AE%88%E3%82%8B
https://www.buzzfeed.com/jp/akikokobayashi/matchingsitterservice2
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/140522siryou01_1.pdf


ファミリー・サポート・センター事業の仕組み
厚⽣労働省 / Via mhlw.go.jp

⼭本 密室リスクでいうと、家庭福祉員（保育ママ）も同じことがいえますね。⾏政の制度でやっています
が、事件や事故のリスクは⾼いです。

寺町 家庭福祉員に預けられている⼈数のわりに、死亡しているケースの発⽣率が⾼いですね。

中野 ファミサポ（ファミリー・サポート事業）での事件や事故もあります。これは⾏政によるベビーシッ
ターのマッチングともいえますが、国や⾃治体の責任はどうなのかということも問われますね。

2019年10⽉からの幼保無償化は、⾃治体に認定されたベビーシッターも対象になりました。キッズライン
は公式サイトやツイッターで、無償化の対象になることを宣伝してきました。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ikuji-kaigo01/
https://www.facebook.com/dialog/share?href=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fjp%2Fakikokobayashi%2Fmatchingsitterservice2%3Futm_source%3Ddynamic%26utm_campaign%3Dbfsharefacebook%26sub%3D0_125082293%23125082293&app_id=862012947269736
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fjp%2Fakikokobayashi%2Fmatchingsitterservice2%3Futm_source%3Ddynamic%26utm_campaign%3Dbfsharepinterest%26sub%3D0_125082293%23125082293&description=%E8%A6%AA%E3%81%8C%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8B%A4%E5%8B%99%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%A3%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%B1%8B%E3%81%A7%E3%80%81%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%80%82%E3%80%8C%E5%AF%86%E5%AE%A4%E8%82%B2%E5%85%90%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%A9%E3%81%86%E5%AE%88%E3%82%8B&media=https%3A%2F%2Fimg.buzzfeed.com%2Fbuzzfeed-static%2Fstatic%2F2020-06%2F16%2F15%2Fasset%2F3a80eb03bada%2Fsub-buzz-8012-1592320232-12.jpg
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fjp%2Fakikokobayashi%2Fmatchingsitterservice2%3Futm_source%3Ddynamic%26utm_campaign%3Dbfshareemail%26sub%3D0_125082293%23125082293%0A%0AGet%20the%20BuzzFeed%20App%3A%20https%3A%2F%2Fbzfd.it%2Fbfmobileapps&subject=%E8%A6%AA%E3%81%8C%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8B%A4%E5%8B%99%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%A3%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%B1%8B%E3%81%A7%E3%80%81%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%80%82%E3%80%8C%E5%AF%86%E5%AE%A4%E8%82%B2%E5%85%90%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%A9%E3%81%86%E5%AE%88%E3%82%8B
https://www.buzzfeed.com/jp/akikokobayashi/matchingsitterservice2


キッズラインのサイトには「内閣府 / 東京都 認定 割引対象」と⽰してある
キッズライン公式サイトより / Via kidsline.me

広告

トップページでは「内閣府 / 東京都 認定 割引対象」とうたってあり、内閣府のベビーシッター割引券や東
京都のベビーシッター利⽤⽀援事業の対象にもなっています。つまり利⽤者からしたら、国や都の「お墨付
き」があるようにも⾒えるわけです。

そして、国や⾃治体の補助というのは、利⽤者がベビーシッターを利⽤しやすくなるだけでなく、国や⾃治
体がちゃんと⼦育て世帯に配慮しているというアピールにもなるわけです。

しかし、そもそも待機児童を根本的に解消せずに、質の担保の不確かなシッターでお茶を濁そうというの
は、⾏政のほうもお⾦を使うところがズレています。

「お墨付き」と公共性

⼭本 幼児教育の無償化は⻑年の取り組みが実ったものでありがたいですが、保育の領域まで無償化の対象
になったことについては、保育事業者として否定的に⾒ています。

無償化の対象が、認可外保育施設やベビーシッター、類似施設などにも広がったため、保育の質が問われて
いないのではないかというのは怖いところではありました。

とにかく安く使えるから、どんな施設でもどんどん使ってほしいというメッセージでは、事件や事故のリス
クを伝えきれない恐れもあります。

https://kidsline.me/?gclid=EAIaIQobChMIi4yF8s-G6gIVTHRgCh1tyQ-CEAAYASAAEgLKxPD_BwE
https://www.facebook.com/dialog/share?href=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fjp%2Fakikokobayashi%2Fmatchingsitterservice2%3Futm_source%3Ddynamic%26utm_campaign%3Dbfsharefacebook%26sub%3D0_125082383%23125082383&app_id=862012947269736
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fjp%2Fakikokobayashi%2Fmatchingsitterservice2%3Futm_source%3Ddynamic%26utm_campaign%3Dbfsharepinterest%26sub%3D0_125082383%23125082383&description=%E8%A6%AA%E3%81%8C%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8B%A4%E5%8B%99%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%A3%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%B1%8B%E3%81%A7%E3%80%81%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%80%82%E3%80%8C%E5%AF%86%E5%AE%A4%E8%82%B2%E5%85%90%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%A9%E3%81%86%E5%AE%88%E3%82%8B&media=https%3A%2F%2Fimg.buzzfeed.com%2Fbuzzfeed-static%2Fstatic%2F2020-06%2F16%2F15%2Fasset%2F59ab5efd7995%2Fsub-buzz-7958-1592320599-13.png
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fjp%2Fakikokobayashi%2Fmatchingsitterservice2%3Futm_source%3Ddynamic%26utm_campaign%3Dbfshareemail%26sub%3D0_125082383%23125082383%0A%0AGet%20the%20BuzzFeed%20App%3A%20https%3A%2F%2Fbzfd.it%2Fbfmobileapps&subject=%E8%A6%AA%E3%81%8C%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8B%A4%E5%8B%99%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%A3%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%B1%8B%E3%81%A7%E3%80%81%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%80%82%E3%80%8C%E5%AF%86%E5%AE%A4%E8%82%B2%E5%85%90%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%A9%E3%81%86%E5%AE%88%E3%82%8B
https://www.buzzfeed.com/jp/akikokobayashi/matchingsitterservice2


補助⾦など公⾦を使えるサービスには、⾼い公共性や社会性が求められるはずです。キッズラインも単なる
⺠間のプラットフォームではなく、公共性のある⽴場としての責任が問われなければなりません。

適性がなくても雇わざるをえない

保育⼠の有効求⼈倍率は3.20倍で、全職種平均の2倍以上となっている
厚⽣労働省「職業安定業務統計」 / Via fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp

寺町 保育の質は、保育者の質と、保育者と⼦どもの⽐率で決まります。

認可保育所の運営費のうち⼈件費は7割で積算されているのに、毎⽇新聞が都内の私⽴保育所の財務状況を
調査した結果、株式会社では軒並み40%台でした。社会福祉法⼈の多くは70%程度ですが、規制緩和でほか
の事業費に流⽤できるようになったため、経営者の考え次第で、⼈件費が低く抑えられているところもあり
ます。

また、認可保育所の保育⼠配置基準は、保育⼠が原則2⼈以上いることに加え、0歳児なら1:3（保育⼠︓⼦
ども）、1〜2歳児なら1:6など年齢に応じて定められています。3歳児は1:20、4歳児以上は1:30ですか
ら、これを⼤幅に改善しないと、丁寧な保育もできませんし、保育⼠のやりがい低下にもつながりかねませ
ん。

⼀⽅で、事件が相次いで明るみになっている背景には、保育⼠の配置基準を満たすために、適性に⽋けると
わかっている⼈でも、資格がある⼈であれば雇わざるをえないという園が増えているという事情も考えられ
ます。

給料が安いから、ベテランになるとやめていく。保育⼠が不⾜するとハードルを下げて雇わざるをえない。
そうすると、⼦どもとの接触を狙って参⼊してくる⼈を排除できなくなってしまう可能性があります。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/jinzaikakuho_torikumi.files/kakuho.pdf
https://www.facebook.com/dialog/share?href=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fjp%2Fakikokobayashi%2Fmatchingsitterservice2%3Futm_source%3Ddynamic%26utm_campaign%3Dbfsharefacebook%26sub%3D0_125091377%23125091377&app_id=862012947269736
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fjp%2Fakikokobayashi%2Fmatchingsitterservice2%3Futm_source%3Ddynamic%26utm_campaign%3Dbfsharepinterest%26sub%3D0_125091377%23125091377&description=%E8%A6%AA%E3%81%8C%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8B%A4%E5%8B%99%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%A3%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%B1%8B%E3%81%A7%E3%80%81%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%80%82%E3%80%8C%E5%AF%86%E5%AE%A4%E8%82%B2%E5%85%90%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%A9%E3%81%86%E5%AE%88%E3%82%8B&media=https%3A%2F%2Fimg.buzzfeed.com%2Fbuzzfeed-static%2Fstatic%2F2020-06%2F17%2F17%2Fasset%2F9c09f6d1628a%2Fsub-buzz-2472-1592414734-27.png%3Fcrop%3D2016%3A1181%3B43%2C0
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fjp%2Fakikokobayashi%2Fmatchingsitterservice2%3Futm_source%3Ddynamic%26utm_campaign%3Dbfshareemail%26sub%3D0_125091377%23125091377%0A%0AGet%20the%20BuzzFeed%20App%3A%20https%3A%2F%2Fbzfd.it%2Fbfmobileapps&subject=%E8%A6%AA%E3%81%8C%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8B%A4%E5%8B%99%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%A3%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%B1%8B%E3%81%A7%E3%80%81%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%80%82%E3%80%8C%E5%AF%86%E5%AE%A4%E8%82%B2%E5%85%90%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%A9%E3%81%86%E5%AE%88%E3%82%8B
https://www.buzzfeed.com/jp/akikokobayashi/matchingsitterservice2
https://mainichi.jp/articles/20161016/k00/00m/040/119000c?pid=14606&fbclid=IwAR1q4evQPZnGq-_ikeqb0Q5DG5vWQDxoOe5nFHdo3EMfXkdk8IvOGZTYntk


業界が⾃ら質を問う必要性

⼭本 私は東京都の特別区で私⽴認可保育所を運営していますが、国や⾃治体からの補助⾦は⼗分ではない
ものの増え続けてはいるので、職員の労働条件も年々改善されており、事業運営は安定しています。

配置基準の⾒直しなどは、⼈件費の増加や求⼈難を理由に業界からの反発もあり、⾏政が動きにくい事情も
あるように感じます。⾏政施策への不満だけでなく、業界全体が⾃らの質を問う必要があると感じます。

寺町 根本的には、保育⼠の仕事で飯を⾷っていけるよう、給料がちゃんとついてきて社会的にも尊敬され
る仕事にしない限り、質の⾼い⼈材は集まりません。いい⼈材に⼊ってもらわないと持続可能性もありませ
ん。

新型コロナウイルスの感染拡⼤によって、ケア労働を含む、エッセンシャルワーカー（⽣活を営む上で⽋か
せない職業の⼈）と呼ばれる⼈たちが社会を⽀えていることを、多くの⼈が実感しました。そこを再評価
し、対価もしっかりつけていく仕組みが必要です。

中野 逮捕されたシッターのAとBはともに保育⼠資格を持っていましたね。

⼭本 保育⼠資格は取得のハードルが低いのも事実ですし、資格を持っているというだけでスキルも経験も
ない保育⼠がこうしたプラットフォームなどに流れ、そちらがある種カオスの状態になっていることも⼤き
な問題であると思います。

ドライブレコーダーの導⼊を

ジャーナリストの中野円佳さん（左上）、「東京男性保育者連絡会」事務局⻑の⼭本慎介さん（右上）、保育現場での事件事故の再発防⽌に取
り組む弁護⼠の寺町東⼦さん（左下）
BuzzFeed

https://www.facebook.com/dialog/share?href=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fjp%2Fakikokobayashi%2Fmatchingsitterservice2%3Futm_source%3Ddynamic%26utm_campaign%3Dbfsharefacebook%26sub%3D0_125091500%23125091500&app_id=862012947269736
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fjp%2Fakikokobayashi%2Fmatchingsitterservice2%3Futm_source%3Ddynamic%26utm_campaign%3Dbfsharepinterest%26sub%3D0_125091500%23125091500&description=%E8%A6%AA%E3%81%8C%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8B%A4%E5%8B%99%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%A3%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%B1%8B%E3%81%A7%E3%80%81%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%80%82%E3%80%8C%E5%AF%86%E5%AE%A4%E8%82%B2%E5%85%90%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%A9%E3%81%86%E5%AE%88%E3%82%8B&media=https%3A%2F%2Fimg.buzzfeed.com%2Fbuzzfeed-static%2Fstatic%2F2020-06%2F19%2F15%2Fasset%2Fc47b5767445b%2Fsub-buzz-6784-1592580689-3.jpg
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fjp%2Fakikokobayashi%2Fmatchingsitterservice2%3Futm_source%3Ddynamic%26utm_campaign%3Dbfshareemail%26sub%3D0_125091500%23125091500%0A%0AGet%20the%20BuzzFeed%20App%3A%20https%3A%2F%2Fbzfd.it%2Fbfmobileapps&subject=%E8%A6%AA%E3%81%8C%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8B%A4%E5%8B%99%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%A3%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%B1%8B%E3%81%A7%E3%80%81%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%80%82%E3%80%8C%E5%AF%86%E5%AE%A4%E8%82%B2%E5%85%90%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%A9%E3%81%86%E5%AE%88%E3%82%8B
https://www.buzzfeed.com/jp/akikokobayashi/matchingsitterservice2


寺町 最も⼤事なのは、システマティックな対策です。

私が安全管理に関与している保育施設はドライブレコーダーを導⼊し、「ヒヤリハット」に使っています。
⼦どもがケガをしそうになった場⾯があったら、後で録画を確認して、環境改善につなげたり、保育⼠の動
きを変えたりします。

⼀時期、保護者サービスのためにウェブカメラで保育中の様⼦を⾒られるという園がもてはやされました
が、必要なのはウェブカメラではなく、ドライブレコーダーです。ウェブカメラのように常に「監視」され
ているわけではなく、何かあったときに状況を確認するための録画です。事故防⽌に積極的な施設ほど導⼊
し、活⽤しています。

⼦どもの命がかかっていますから「カメラで監視されると職員のモチベーションが下がる」というようなレ
ベルの低い話ではないのです。

⼦どもを守るために必要なシステムをつくっていくという視点が、⽇本では圧倒的に⾜りていません。ドラ
イブレコーダー、DBS（Disclosure&Barring Service）、施設保育の充実、働き⽅改⾰......さまざまな施策
をセットにして、⼦どもを「密室」で他⼈に預けないで済むような⽅法を、総合的に考える必要がありま
す。

起こりうる最悪のことを想定して

⼭本 「密室」をつくらないようにするのは、男性保育者や性犯罪に限らず、閉鎖的と⾔われている保育環
境の全体的な改善につながる取り組みです。

キッズラインの件は、男性シッターの排除ということで注⽬されましたが、保育⼠の問題、施設の問題、事
業の問題など、さまざまな視点で保育現場の課題解決ができるように考えていきたいです。

我々の最終的な⽬標は、いい意味でも悪い意味でも、男性保育者というカテゴリーで⾒られないようにして
いくことです。

実際に被害に遭った⼦どもがいるということを考えれば、性別がクローズアップされがちな状況であること
は理解できます。男性保育者としてこの問題を当事者として振り返り、とらえていくことが⼤事だと考えま
す。



（写真はイメージです）
Maroke / Getty Images

中野 親の⽴場でいうと、利⽤者が責められるべきではないですし、⼦どもを他⼈に預けるのは怖いという
⽅向には進んでほしくはありません。都市部では待機児童が多く、保育園に預けられない、保育園を選べな
い、勤務や通勤の時間が⻑いなど、多様な保育サービスを利⽤せざるをえない事情もあります。

だけど、いろいろなことが起こりうるということは知識として持っておく必要はあると思います。

本来なら事業者が情報公開すべきですが、過去にトラブルや保育事故があったとしても、現状では調べなけ
れば教えてもらえないことも多いです。

ネットで⼿軽にマッチングできても、評価システムは信頼できるとは限らない。シッターと会ったときに悪
い印象や予感があったら、それを信じてみることも⼤事かもしれません。

メイドさんを雇うことが定着しているシンガポールでは、数時間の掃除を頼む場合でも、たまに「今⽇は早
く帰ってきちゃった︕」「忘れ物した〜」といって突然戻ってみるといい、とアドバイスされます。はじめ
は性悪説で嫌だなと感じたのですが、「この家庭はイレギュラーなことをするから変なことができない」と
思わせることが、悪事をはたらく抑⽌⼒になるという話です。

新型コロナウイルスの影響で働き⽅が変わっていく中で、たとえば0〜1歳くらいの⾚ちゃんなら、在宅勤務
をしている親が⾒える範囲で、シッターさんに相⼿をしてもらう。⼦どもが複数いる家庭では、虐待防⽌の
観点からも公的補助がある形で、シッターさんに⼿伝ってもらいながら⾯倒を⾒る。そんな利⽤の仕⽅もで
きますから、引き続きシッターは選択肢としてあってもいいのではとも思います。

親としても起こりうる最悪のことを想定して、預けるうえでできる限りのことはしたいですね。

前回の記事「すべての男性シッターを排除するのが最善の対策なのか」

広告

https://www.facebook.com/dialog/share?href=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fjp%2Fakikokobayashi%2Fmatchingsitterservice2%3Futm_source%3Ddynamic%26utm_campaign%3Dbfsharefacebook%26sub%3D0_125102114%23125102114&app_id=862012947269736
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fjp%2Fakikokobayashi%2Fmatchingsitterservice2%3Futm_source%3Ddynamic%26utm_campaign%3Dbfsharepinterest%26sub%3D0_125102114%23125102114&description=%E8%A6%AA%E3%81%8C%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8B%A4%E5%8B%99%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%A3%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%B1%8B%E3%81%A7%E3%80%81%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%80%82%E3%80%8C%E5%AF%86%E5%AE%A4%E8%82%B2%E5%85%90%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%A9%E3%81%86%E5%AE%88%E3%82%8B&media=https%3A%2F%2Fimg.buzzfeed.com%2Fbuzzfeed-static%2Fstatic%2F2020-06%2F19%2F15%2Fasset%2Fd1f26f8e2cd1%2Fsub-buzz-6624-1592581912-2.jpg
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fjp%2Fakikokobayashi%2Fmatchingsitterservice2%3Futm_source%3Ddynamic%26utm_campaign%3Dbfshareemail%26sub%3D0_125102114%23125102114%0A%0AGet%20the%20BuzzFeed%20App%3A%20https%3A%2F%2Fbzfd.it%2Fbfmobileapps&subject=%E8%A6%AA%E3%81%8C%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8B%A4%E5%8B%99%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%A3%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%B1%8B%E3%81%A7%E3%80%81%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%80%82%E3%80%8C%E5%AF%86%E5%AE%A4%E8%82%B2%E5%85%90%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%A9%E3%81%86%E5%AE%88%E3%82%8B
https://www.buzzfeed.com/jp/akikokobayashi/matchingsitterservice2
https://www.buzzfeed.com/jp/akikokobayashi/matchingsitterservice1


＜キッズラインを介したシッターによるわいせつ⾏為の経緯と報道＞

2019年7⽉ 男性保育⼠Aがキッズラインに登録。

2019年11⽉14⽇ Aが、キッズラインを介して預かった5歳の男児の下半⾝を触った疑い（逮捕の報道は
2020年4⽉）。

2019年11⽉中旬 「警察より当該サポーターに対しての捜査開始の連絡を受けたため」（キッズラインの
お知らせより）、キッズラインがAの活動を停⽌。

2020年4⽉24⽇ 11⽉14⽇の件で、強制わいせつの疑いでAを再逮捕との報道。キッズラインの社名は伏
せてあった。

5⽉3⽇ AERA.dotが社名を表記して記事を配信。キッズラインがサイト上に「⼀部報道に関する報告と弊
社の対策について」としてお知らせを掲載。

6⽉4⽇ 中野さんが記事「シッターが預かり中の『わいせつ容疑で逮捕』の衝撃、キッズラインの説明責任
を問う」をBusiness Insiderに掲載。

6⽉4⽇ キッズラインがサイト上で「男性シッターのサポートの⼀時停⽌」を発表。

6⽉10⽇ Aが2019年9⽉と11⽉、キッズラインを介して預かった別の未就学の男児にわいせつ⾏為をした
として、強制性交等や強制わいせつの疑いなどで再逮捕される。

6⽉10⽇ 中野さんが記事「キッズライン、別のシッターによる性被害の証⾔」をBusiness Insiderに掲
載。

6⽉12⽇ キッズラインに登録していた男性保育⼠Bが5⽉ごろ、預かった5歳の⼥児の体を触るなどしたと
して、強制わいせつの疑いで逮捕される。

※シッターAは2020年1⽉以降、ボランティアスタッフとして参加したキャンプ中に⼩学⽣の男⼦に性的暴
⾏をしたとして複数回、強制性交等の疑いで逮捕されている（⼀部は強制性交等罪などで起訴）。

＜預かり中に起きた保育者によるわいせつ事件（主な報道より）＞

2014年3⽉ 埼⽟県富⼠⾒市で、ベビーシッターの男が2歳の男児にわいせつ⾏為をした後に殺害した。複
数の乳幼児への強制わいせつや児童ポルノ禁⽌法違反の罪でも起訴。

https://kidsline.me/contents/news_detail/584
https://digital.asahi.com/articles/ASN4R6GGQN4RUTIL02M.html
https://dot.asahi.com/dot/2020050300008.html?page=1
https://kidsline.me/contents/news_detail/584
https://www.businessinsider.jp/post-214061
https://kidsline.me/contents/news_detail/605
https://www.businessinsider.jp/post-214434


2015年12⽉ 神奈川県平塚市の認可外保育施設で、保育⼠の男が⽣後4カ⽉の男児の頭部に暴⾏して死亡
させた。以前に勤務していた保育所で⼥児9⼈の服を脱がせて動画を撮影した児童ポルノ禁⽌法違反の罪で
も起訴。

2017年2⽉ キャンプ中などに男児にわいせつ⾏為をして撮影し、画像を交換していた元添乗員ら6⼈のグ
ループが児童ポルノ禁⽌法違反の疑いで逮捕、起訴され、所持品から男児168⼈分の画像や動画が確認され
た。

2018年8⽉ ⼤阪府⼋尾市の認定こども園で、園⻑の息⼦が園児2⼈の体を触ったなどとして強制わいせつ
の罪で起訴された。息⼦は否認。複数の園児へのわいせつ⾏為を⽬撃したなどで保育⼠が⼀⻫退職・休園と
なった。

2018年9⽉ 岐⾩県多治⾒市の市⽴保育園で7⽉、昼寝中の5歳の⼥児の⼿をつかんで⾃分の下腹部を触ら
せたとして、保育⼠の男を強制わいせつの罪で起訴。
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