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第１０回 児童虐待防止調査研究委員会議事録（概要） 

１ 日 時 平成２０年１１月１７日（月）午後２時から 

２ 会 場 千葉県庁中庁舎３階第１会議室 

３ 出席者 井上僖久和委員，齊藤万比古委員，才村純委員，椎名英夫委員， 

鈴木教義委員，森田雄司委員，丁子源三郎委員（五十音順） 

 

事務局） 

ただいまから，第１０回児童虐待防止調査研究委員会を開催いたします。 

 委員の皆様には、お忙しい中御出席いただき、ありがとうございます。 

 本日は，小関委員，内田委員，御欠席との連絡を受けております。 

 本日ですが，御案内のとおり，昨年度実施いたしました「養育支援のあり方についての

調査」の取りまとめ，なお，その取りまとめ結果を受けまして，17 年度実施しました，県

民に対する意識調査と併せ，児童虐待が抱える課題，今後の方策等，幅広く御審議いただ

ければ幸いと存じます。 

 それでは，早速議事に移りたいと存じます。以後，議事の進行は議長の才村委員長にお

願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。  

議長） 

議長を務めさせていただきます才村です。よろしくお願いいたします。 

それでは議事に入ります前に，事務局から本日配布の資料の確認をお願いします。 

事務局） 

（配布資料確認） 

議長） 

ありがとうございました。それでは早速議題に入らせていただきたいと思います。 

議題１の「児童虐待未然防止のための養育支援サービスのあり方に関する調査」結果報

告書の取りまとめについて，事務局から御説明をお願いします。 

事務局） 

それでは議題１について説明させていただきます。前回の第９回委員会におきまして，

委員の皆様には本調査結果から導き出される対応策について御検討いただいたところです。 

委員の皆様には，課題と対応策を盛り込んだ調査結果報告書（案），資料１になりますが，

事前に送付させていただいたところです。前回の調査結果（案）から修正させていただい

た点について説明いたします。 

まず，資料１・資料２ともに表紙のタイトルを「調査結果」から「結果報告書」に変更

してございます。これは，本調査の調査結果を踏まえての課題・対応策を新たに盛り込ん

だためです。 

次に、資料１の６ページになります。４「検討の経過」欄を第１０回委員会分まで追記

いたしました。本報告書の取りまとめまでの検討経過ということで，本日検討予定の議題
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２につきましては，省いてございます。 

次に，資料１の６７ページになります。調査結果の後に，「調査結果から導き出される課

題と対応策」ということで盛り込みました。課題と対応策の具体的内容につきましては，

おって説明させていただきます。 

なお，課題と対応策の追加にともない，資料１の２ページにある目次も併せて変更して

ございます。 

次に，資料２の概要版（案）になりますが，こちらも資料１同様，11 ページから課題と

対応策の概要を盛り込みました。 

それでは，本調査結果から導き出される課題と対応策ですが，資料１の 67 ページを御覧

下さい。 

まず，課題になりますが、前回御検討いただいた，「子育て支援サービスの拡充」，「一時

的保育」，「情報提供」という３つの柱立てに沿って課題を整理いたしました。 

課題１として，「利用しにくい養育支援サービスの改善」ということで，養育支援サービ

ス利用全般についての課題を整理いたしました。 

次に，課題２として，68 ページ，「子どもの預けにくさ、預けることへの抵抗感」という

ことで，一番需要の大きかった一時的保育について，課題を特出しし，一時的保育の積極

的な利用を促すための課題を整理いたしました。 

次に，課題３として 68 ページ，「効果的な情報提供方法の工夫」ということで，情報提

供の手法等についての課題を整理いたしました。 

これらの課題への対応策としましては，70 ページから 71 ページにかけて盛り込んであり

ます。 

70 ページになりますが，課題１への対応策につきましては「利用しやすい養育支援サー

ビスの整備」，課題２への対応策につきましては「安心して気軽に子どもを預けられる体制

づくり」，71 ページになりますが，課題３への対応策につきましては「養育支援サービスの

周知と利用への働きかけ」，ということで，それぞれの課題別に対応策を整理した形となっ

ております。 

 次に資料２の概要版になります。11 ページから 12 ページにかけて，資料１と同じように

課題と対応策について取りまとめてございます。こちらは概要版ということで，資料 1 の

課題・対応策を簡略化して掲載させていただきました。 

 以上が結果報告書の取りまとめとなります。 

次に資料３となります。こちらは参考資料ということで，左側に調査結果から導き出さ

れる課題を掲載し，真ん中の「県の対応（現状）」欄に，現在の県での実施事業等を記載さ

せていただきました。県の対応欄で，太字で居場所提供・相談等の記載がありますが，こ

れは，資料１の結果報告書で分類されております養育支援サービスの種類であり，その種

類ごとに事業を分けさせていただきました。 

右側の欄につきましては、前回委員会等でいただいた御意見，今後の県が取り組む事業
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等を記載させていただいております。 

 以上です。 

議長） 

 ありがとうございました。ただいまの事務局の御説明につきまして，疑問，御意見頂戴

したいと思います。 

 では，質問させていただきたいと思いますが，資料３のところで、真ん中の欄の「県の

対応」一番上のマスの一番下，家庭訪問型支援とありますね。ここで未熟児訪問指導事業，

こんにちは赤ちゃん事業が参考として挙げられているのですけれども，もう一つ大事だと

思うのが育児支援家庭訪問事業ですね。これがどこにも挙がっていないし，本文でも挙が

っていないのですけれども，これは極めて大事な事業でもありますから，是非挙げていた

だきたいと思うのですが，ここに掲載されていないというのは何か理由があるのでしょう

か。 

事務局） 

 他意はございません。市町村事業だったものですから，現在審議中ですが，児童福祉法

改正にも位置づけられる両方の事業の一つを代表として挙げただけで，他意はございませ

んので，こちらも付け加えさせていただきます。 

議長） 

 そうですね。こんにちは赤ちゃん事業も極めて大事な事業ですが，まあボランティアベ

ースですよね。片方はボランティアもあり専門職もあり，非常に高度な，きめ細やかなサ

ービスですので是非盛り込んで下さい。 

事務局） 

 承知いたしました。 

齋藤委員） 

 対応状況ということで，資料３になりますが，左にある大きな「2 子どもの預けにくさ」

という項目ですが，「①緊急利用時の受け入れ体制の確立」，大事なところを説明している

と思うのですけれど。 

現状ということで並んでいますが，一つわかりにくいのは，地域差の問題がどの程度カ

バーされているのか，意識されているのか，というところで，きっと意識しているに違い

ないと思うのですが，その分布状況とか少し触れていただけると，報告書を読んだ地域の

人達にも検討がつきやすい，話し合っていきやすい，という面もあるのではないかと思う

のですが。 

事務局） 

 これにつきましては，調査対象市という前提であればそれはできます。県全般のエリア

ではなくて，対象市，協力いただいた市の結果なので，その辺りを入れることは可能です

が，皆様の意見はどうでしょうか。それで地域差と言えるか，というところが一つ，中に

は都市部ということでまとめてあるものもあるのですけれども。 
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議長） 

調査対象市というと，県下全ての市町村ごとに枠がどれ位あるか，とか出すことに問題

はあるのですか。 

事務局） 

問題ないと思います。 

議長） 

 調査対象市だけだとあまり意味がないですよね。県としてどうしていくかということに

なりますから。 

事務局） 

わかりました。それでは，例えば、ここに県の対応としてメニューが出ておりますが、

こういうレベルで，ということでしょうか。 

斎藤委員） 

 私はむしろ報告書の中にきちんと図示したものなりがあってくれれば，この指摘の内容

も挙げやすいというか，そういう感じですね。この問題を資料３の中に入れ込むのは厳し

いので，むしろ資料扱いとしてあってもよい資料ではないかと思いますね。 

井上委員） 

全県を網羅するということが前提にありましたよね。ですから，東葛から山武とか，当

然入っているわけですよね。ある部分を除いて，ということでは。 

事務局） 

 満遍なく点在しないように地域を選んだつもりではあります。 

井上委員） 

 この数も人口比に併せてこの位ということですよね。資料として市町村別の一時保育の

実施率を付けることは可能ですか。 

事務局） 

 対象となった市を表示して、分かりやすくできるような工夫をさせていただきます。 

齋藤委員） 

 真ん中の列は県全体の数字ですよね。  

事務局） 

 そうです。その辺りを整理させていただきます。 

議長） 

 他はいかがでしょうか。 

 私の方から一点，意見になるのですが，資料１の 70 ページ，課題１への対応策（２）利

用者間等の心理的負担軽減の（ア）で，スタッフによる声かけや相談先の紹介などを積極

的に行い利用の後押しをする。これは実施している側が，もっと積極的にＰＲをしていく

ことだと思うんですね。 

もちろんこれは必要な事だと思うのですけれども，例えばこんにちは赤ちゃん事業は，
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４ヶ月までの全戸訪問になりますから，他の事業とのタイアップなども必要ではないかと

思います。全戸訪問して積極的におせっかいを焼いていくわけですから，その時に色々と

ＰＲしてくのも大事だと思います。直接実施主体がＰＲするのも限界もあるし，また人手

もかかりますから，他の事業とのタイアップという発想も必要ではないかなと思います。 

 その隣の 71 ページ（４）「育児を抱え込む親への意識啓発」これも大事なのですが，当

事者同士の子育てネットワークみたいなのが最近全国的に広まりつつあります。行政によ

る支援もさることながら，当事者同士で勉強会をしようだとか，支えあって相談に乗って

いこうだとか，そういう動きが出てきていますから，当事者同士による子育てネットワー

クの立ち上げや運営における支援，そういうことも必要ではないかと思うのですが，いか

がでしょうか。 

支援は県としてやっていくということになりますから，県として，市町村を通じてかは

別として，やはり支援として立ち上げとか運営する時のバックアップとかが必要ではない

かと思うのですが。 

椎名委員） 

支援センター・一時保育にしてもきっかけが非常に重要。全体の市町村を見ていくとき

に，そこに集える，例えば保育園や幼稚園など園庭解放であるとか，支援センターなども

解放していて足を運んでいると，虐待についても相談しやすい。一時保育についても一度

利用し始めると有効に使えるけれども，多くの割合の人が知らない先生に預けるのを考え

ると不安であり，緊急に対しても本当は施設に預けなければいけないのに預けられない状

況になるとか，広域入所で，勤め先に預けたいのに住所が違うので地元に預けてください，

というようなことがあったり。 

そういうこともあるのですが，日頃ある程度，園に遊びに来ていると比較的相談しやす

い。虐待とみんな一連性の繋がりがあるのではないかと思うのですが，６割の人が虐待と

思われる行為をしそうになっているということを考えると，どこかに気軽に集える場所，

都市部で財源があるとか田舎でないとかに関わらず，園庭開放でもよいですし，何も園庭

開放でなくても公共の施設を使って皆で関わっていく。社会全体の子どもとして関わって

いくということをすれば，対応としてはいいのではないか。 

資料３の一時的保育の対応策の中で，心閉ざされている人を参加させるためには，自然

的に集まれる場所がないとなかなか先へ進まないと思います。まして施設側でも緊急にあ

った場合には，対応をどうしようかと普段からの話し合いがないと，ただ単に「一時保育

の定員枠がいっぱいなので空きはありません」では役割は果たせないのではないかと，反

省をもとに普段から感じています。 

議長） 

椎名委員の発言のように，孤立を防止するということで，気軽に集える場を積極的に整

備していく必要があると思います。その時に行政のサービスとして，例えば集いの広場と

か地域子育て支援センターもまさにそうですよね，それは行政が支援していく。 
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もう一つは，民間の活動を側面的に支援していくことも県としての一つの方向性ではな

いのかなと。 

両方二本柱で考える必要があるのかなと思います。 

斎藤委員） 

一つ前に才村委員がおっしゃったことに割と賛成なのですが，椎名委員がおっしゃった

ことも含めて，行政的なものと民間の力やシステムを統括しながら，受け皿・受け入れる

システムを作っていくことは非常に大事だというのは結論にあるとおりですが，どうアク

セスし易くするかも一つ大事だと思います。啓発であり分かりやすく存在をアピールして

いく。 

もう一つは，やはりそういう受け皿を用意し，アクセスし易くした上で，そういう恩恵

を受けた親たちが自分達でまた繋がり，より困っている当惑している親達に支援しようと

いう，いわばピア・カウンセリング的な動きが出てくる地域が，より一層きめ細かな子育

支援ができる地域だと思います。 

なので，常に行政でまとめていくときにも，受け皿やシステム，機能，そこへ近づいて

いくことへの道筋を具体的に明らかにすること。もう一つは，そこで展開する親御さんの

子育てをめぐる横の結びつきを大事にし，支援し，集まりやすくするための協力をすると

いった側面を明らかにしておいた方が，結論としては前向きではないかなと思います。 

井上委員） 

 現在の県の対応は３つの領域に分けて提示されていて，それぞれの改善すべきところに

こういう事業がある、と紹介してあるのですが，実際効率的に進めるには，椎名委員から

「園庭開放だけでなくてそれに付加して何か」というお話があったように，色々な事業を

地域の中で中核的な機関を作って，しかも地域住民からすると非常に顔の見える分かりや

すいところ。地域の保育所や幼稚園などは，地域住民は見ているわけです。そういう中で

園庭開放があったり，そこに行くと気楽に子育ての相談や助言が受けられたり，というよ

うな身近で分かりやすい機関を地域ごとに作っていく。お母さん達のアンケートを見ても，

分からないところに相談に行く不安とか，確かに民生児童委員など，いろんな地域にキー

パーソンがいるのですが，住民にとっては直接顔が分からないところがある。 

しかし，そういう機関だと日頃から見ていると思うので，色々な事業を分散するという

よりも，もっと集約して，それを有効に活用できるような方向にもっていくと，お母さん

達にとっても身近に利用でき，地域の中核的な子育て支援についての場がそこにある。啓

蒙も含めてそういうところからも情報を発信してもらう。従来の幼稚園とか保育所の役割

はそうではないですが，そういう様な役割をもってもらうと活動が広がるのではないかな，

と思うのですがいかがでしょうか。 

事務局） 

いろいろ貴重な御意見ありがとうございます。 

先ほどの御意見の中で，県として情報提供，地域で子育てをされているお母さんへの情
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報提供が，現在の児童家庭課におけるホームページでは，子育ての情報という部分につい

ては非常に弱いと感じています。これにつきましては，県として，地域の家庭で子育てを

しているお母さんを中心した情報提供として，子育て支援サイトがあり，子育てのホーム

ページをクリックすると虐待や保育関係等のホームページに入るのですが，基本的にお父

さんお母さんが「ほしい」と思う情報はそんなに多くはないと感じます。 

来年度，名称は仮称ですが，子育て支援サイト的なものを，もっと一元化した情報，ま

たリンクをはれるような形，場合によってはお母さん方が書き込みできるようなものを考

えております。近々検討会的なものを立ち上げて，有識者の方，公募の方々を募集して，

と考えているところです。 

 現在，県のホームページで「どういう情報がほしいですか」ということで，子育てに関

する情報収集をホームページにアップしてアンケートをいただいております。それを参考

にしながら組み立てをして，どういう情報が皆さん実際欲しいのかを網羅し，これから計

画しています仮称子育て支援サイトの検討会に向けて，次年度なるべく早く立ち上げるた

めに，県内の子育てをしている家庭への情報提供・意見交換の場，そういう形で検討を始

めようとしているところです。 

議長） 

 特に子育てに自信をなくして本当に支援が必要な人は，なかなか自分から足を運んで相

談に行くということにならないので，そういう意味でインターネットを通じて子育て情報

が得られるのはとても有難いことだと思います。それは是非お願いしたい。 

ただ情報提供というのは色々な角度から多面的に選んでいく必要があるので，インター

ネット利用のメリットもありますが限界もありますので，先ほど井上委員がおっしゃった

ように，顔の見える関係の中で必要なサービスに繋げていく，コーディネーターの役割は

すごく大事だと思います。相談を受けて，この人にどんなサービスが必要なんだろう，と

いうことで，サービスを組み合わせたり，サービス実施機関に繋げていくような。 

それは国の事業で子育て支援総合コーディネーターが，たしか平成 15 年の児童福祉法改

正でできました。県下で委託ができるとなっていますが，実施率と実施しているところは，

直でしているのと委託している比率が分かれば教えていただきたいのですが。 

事務局） 

県下で総合コーディネーターなるもの把握しておりませんので，何とも言いようがない

です。 

議長） 

 実施されていないということですか。それとも県の方で補助事業を起こしてないですか。 

事務局） 

補助事業の中で子育て支援総合コーディネーターという名称で実施しているのは，ちょ

っとないのですが。 
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議長） 

 事業ではないですね。要するに，子育て支援というのは個別対応が必要なので，事情を

聞く中でこの方にはどういうサービスが必要なのか，そのサービスが確実に提供者に繋が

るような，調整を行う人を配置するということになっています。業務については民間団体

等に委託することができるとあったと思うのですが。 

事務局） 

 ファミリーサポートセンターとは違うのですか。 

議長） 

 また別ですね。確認いただけますか。 

 情報がどんどん入ってくることも大事ですが，自分はどういうサービスが必要なのか，

どういうサービスが今適切なのかを判断するのはなかなか難しいですので，相談関係の中

で明らかになっていくものです。ですから相談に対応できて，しかも確実に必要なサービ

スに繋げられる，そういう調整を行える人材が必要と思うのですね。 

特に支援が必要なケースがあって，悩んでいるのだけれどもアクションを起こす勇気が

なくて悶々としている、そこに対して介入して必要なサービスにつなげていく。それを一

つのシステムとして行っていく必要があるのかなと。抽象的で申し訳ないのですが。 

 例えば，こんにちは赤ちゃん事業で民生委員さんなどが訪問されると，「ちょっとあそこ

の親は気になるな」というのがありますよね。その時にどこに相談して，その後の対応を

どうするのか。そのまま放っておくとますます親も追い詰められて、もしかしたら将来虐

待してしまうかもしれないケースもありますよね。 

今だと気になりながらそこで終わってしまっていると思うので，その次に繋いでいける

ようなシステムが必要だと思うのですよね。 

例えば，そういう家庭が発見されると，虐待防止ネットワーク・要保護児童対策地域協

議会を活用してもいいと思うのですが，協議会で情報を共有し合ってお互い作戦を練って

いく。 

今は虐待ケースについては協議会の対象になっていますが，もう少し手前の段階で支援

が必要な人を支援するのか，別途子育て支援ネットワークみたいなのを作るのか，議論は

いるのですが，システム化が必要だと思います。 

椎名委員） 

 園庭開放などでよく来る子ども達は，最初の 30 分位は園庭の砂場で遊んでいますね。そ

うすると，同じ年代の子どものリボン・名札の色を変えたりすると，親は同じ年齢の子ど

もを見ながら，ほっとしている要素があるのですね。 

 要するに，うちの子は発達が遅れていないかとか，言葉はどうだろうとか，そういうの

を見て，それで何回か足を運んでいるうちにサークルに発展したりします。さらに，担当

職員に「これどうなの」とか尋ねてみたりして，ごく自然的に流れてくることもあります。

そういうことであるならば，私達はそういう場を作っていくということになります。ただ
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今の場合は園庭開放だけではなくて，もっと範囲を広げれば，そういうところからも人が

集まってきます。 

しかし，そういうところで「子育てはこうあるべきだ」と突然言っても親はついてこな

いと思います。自分の意思で動かないと，今の親はなかなかついてきませんから。 

それで仲間ができて，そこで「今度いつ行こうか」とか，連絡を取り合っていると聞い

ておりますので，そういうコーディネートが目の見えないところでされているのではない

かと思います。それを幅広く統一的に，妊娠期から産褥期を経て，子どもが育っていく段

階まで，一連性の何かがあって，悩みができるだけ少なくなる状態を構築していくことが

必要ではないのかな，と思います。 

齋藤委員） 

 今議論されているのは要するに，養育支援サービスのソフト面とハード面を充実させて

いく結果，何が動き始めるか，ということをちゃんと視野に入れた結論を出していくこと

によって，これが単発的な試みで終わらずに拡大していけるということを，色々な観点か

ら話し合っていけると思うのですね。 

 今の椎名委員の発言を含めて，自助的な当事者ユーザー達が自らシステムを使いながら

育ち始めるとか，結びつき始めるということが持つ力強さ，これを視野に入れた支援がサ

ービスである，ということが一つあると思います。 

 もう一つは似ているようですがコーディネート，これは先ほどのものとは次元が違って

いて，要するに，器を作り，どういうサービスを提供できるかというシステムを作ったと

いうことで，ユーザーをどうつなげていくか，これがコーディネートだと思うのですね。 

 この回で何回か話題になりましたが，本当にサービスを受けるべき人間，親子ほど遠く

にいて，そんなに受けなくてもよさそうな人達ほどうまく利用している。 

この状況で我々が視野に入れておくべきは，一番遠くにいる人達であり，遠くにいて利

用しない人達をつなげる人，つなげる機能をどう意識しているか，ということまで含めて

支援サービスのあり方として意識しておかなければサービスが生きてこない気がします。 

このまとめの中で表に出てこないと感じたのは，一つは当事者同士の結びつきの問題，

それをサービスの効果に意識しているというところが書かれていない感じがしました。 

もう一つは，いくらサービスを用意しても近づいてこない人をどうつなげていくかとい

うコーディネート機能を，県なり市町村なりがどう作るか，もしくは既存の機能を使って

担っていくのか，そこを視野に収めた書き方していただくと，もっとよいものになると思

います。 

森田委員） 

 現実問題として，請け負っている主体が全く感じないというか，施設を出た若年の妊娠

をした人が市町村に行って，非常に立派なリーフレットをもらいます。こんなサービスも

あるのか，と我々はわかるのですけれども，本人は絵を見て本文まで見るのか，というと

ころで，ほとんど開けられずに置かれた状態なんですね。先ほどおっしゃったように，そ
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ういう人達をどうやって引き込んでいくかが最も大事な気がします。 

それと，こんにちは赤ちゃん事業のように生まれた後の訪問はありますが，妊娠中の訪

問はあまりない中で，たまたまそうしている方のルートを使って，そこに働きかけて，「こ

んにちは赤ちゃん事業というのは生まれる前も来るんだよ」と保健師さんに，本人にもそ

ういうことを言って，訪問，相談してもらっていたのですけれども，現状妊娠をして，ど

うやって情報をつかむか，というところもあるかなという気がします。 

もう一つ最も大きいのは，親が全く援助できないというところで，男性の親が援助して

くれているのですね。そういう意味では，祖父母の役割の当て方，というものもあってい

いのかな，という気がします。そういう中では当事者同士が助け合いますけれども，実際

には全く無関心というか，余裕がない人達はどこでそれを求めるかといったら，仲間だし，

親族の親の出番，というのが大事な要素だということをどこかで訴えられるといいかな，

と思いました。 

議長） 

 やはりケースバイケースで，親族に頼れる人もいるし，親族に頼れない人がいるなかで，

そこがコーディネーターの役割だと思います。そこで当事者の色々な悩みを聞いて，「この

方のニーズは何なのか」ということを押さえて，必要なサービスに確実につないでいく。

つないでいく時に公的な資源もありますし，親族の力を貸してもらうのに渡りをつける，

そこはコーディネートの部分ではないかと思うのですけれども。 

森田委員） 

 そういう意味では「どうぞいらして下さい」というのではまず来ないと思います。やは

り足しげく通って渡りをつけるのが大事と思います。 

議長） 

 一方的な情報提供だけでは限界があるのであって，やはりお節介を焼いていく。人間が

お節介を焼いていくことがないと，サービスから置き去りにされたままになってしまう。  

そう考えると「こんにちは赤ちゃん事業」ということですけれども，必要な場合は保健

師がサポートしていくということですね。誰かが家に入り込んでいってお節介を焼いてサ

ービスにつなげていくシステムが大事だと思いますね。 

例えば，妊娠届けと引換えの母子健康手帳交付。多くの自治体では事務の人が極めて事

務的に渡していますよね。そこで例えば，助産師や保健師が面接をすると，少なくとも若

年の十代の妊娠者とかですね。そこで「少し不安定だな」「お腹の赤ちゃんに複雑な思いを

もっているな」ということであれば妊娠中から支援していく。そういう働きかけが大事だ

と思いますね。乳幼児健診でもそうですよね。 

来られない人の方が，本当は支援が必要なのですけれども。来られなかったらそれっき

りになってしまう，というのが限界だと思いますね。 

先ほど齋藤委員がおっしゃったように，二つなのでしょうね。本当に必要な人にサービ

スが届かないことになっていて，そこをどうするのか，というところに踏み込んでいかな
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いとうまくいかない。 

井上委員） 

パブリックなところのサポートでは虐待防止の地域連絡協議会が動いているというとこ

ろですけれども，それはかなりリスクが高いケースとしてあがってきているものが対象に

なっているのですね。 

十代の妊娠とか，後期になって母子手帳を申請してきたお母さんとか，そういうリスク

として考えられるようなものを早めにサポートしてあげる形のシステムですね。 

それと虐待の中でうつのお母さんがいますけれども，精神科医師から診断を受けて薬を

もらうとかあるわけですが，そういうところでも子育ての情報とか地域の色々な情報を渡

してあげるような形になれば，更に予防的なものにつながって活用できるかな，と思いま

す。 

パブリックなところに来ればどうにかなるけれども，かかってこないとなると夫などが

密接に情報を得てサポートするということになる。そこはまだまだ啓蒙が足りないですね。 

椎名委員） 

子どもが７人できたが生活能力がなくて生活保護で，そうすると８人目が生まれて。保

健師は努力しているけれども，とにかく外に出る余裕がない。判断能力がいいとか悪いと

かではなく，ごく自然に体が子どもを作るような状態になって，旦那の方も対応している

わけではないし，困った状態ができています。 

少子化だから８人もいれば感謝状を出さなければいけないのではないか，という話もあ

るのですが，これもネグレクトに近い，子どもに平等に関わりをもてない状況があって，

そういうところへはこちらから行かないと絶対に参加するとかできない状態なわけです。

やはり手が届かないところがかなりあるのではないか，というところが反省点なのですけ

れども。 

議長） 

 やはりそういう家庭は色々な課題を抱えていて，例えば関わっている保健師はかなり悩

んでいると思うのですね。保育所で関わっていれば保育所は一生懸命関わっていて，それ

でも限界を感じてどうしようもない。けれども共有化されないのですよね。 

 できれば，各機関で情報共有・役割分担をして，ということになるのですけれども。そ

の一歩手前についてはなかなか情報の共有がなされていないし，役割分担などを協議する

場もない。そこは要保護児童対策地域協議会に準じるような仕組みが必要ではないかと。 

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  （意見なし） 

 いろいろ貴重な御意見頂戴しました。報告書（案）にいただいた御意見を反映していた

だきたいと思います。 

 今後のスケジュールの都合もありますので、最終決定につきましては，事務局・委員長・

副委員長に一任ということでいかがでしょうか。 
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 （意見なし） 

 では調査結果報告書（案），調査結果報告書概要版（案）につきましては，最終決定を事

務局・委員長・副委員長に一任させていただきます。 

 なお，取りまとめた調査結果報告書，及び概要版につきましては，今後社会的養護検討

部会に報告させていただく予定となっております。 

 それでは次に議題２ですが，「子育て支援・児童虐待防止に関する意識調査」「児童虐待

未然防止のための養育支援サービスのあり方に関する調査」から導き出される対応策につ

いて，事務局から説明いただきたいと思います。 

事務局） 

それでは議題２について説明させていただきます。資料４を御覧下さい。 

これは，平成 17 年度に実施しました「子育て支援・児童虐待防止に関する意識調査」，

平成 19 年度に実施しました「児童虐待未然防止のための養育支援サービスのあり方に関す

る調査」，両調査結果から導き出された課題を案としてまとめたものとなっております。順

を追って説明させていただきます。 

 まず，両調査結果について，それぞれ結果を抽出したものが左側の四角いマスになりま

す。次に真ん中の角のとれたマスが，抽出した結果から見える課題となっております。 

そして，一番右側の四角いマスが，対応策（案）となっております。 

まず，調査の結果ですが，それぞれの調査ごとに抽出した結果をまとめました。各項目

の最後に振ってあるページは，結果報告書に記載されているページとなっております。 

次に，調査結果から見える課題ですが，課題１として「潜在家庭への介入システム構築」，

課題２として「地域の虐待防止体制構築」，課題３として「子育て・児童虐待の知識定着」

ということで，課題を３本柱でまとめてあります。  

 最後に，一番右の対応策（案）ですが，今回の委員会ではこの対応策を重点的に御検討

いただきたいと考えております。 

 なお，すでに記載させていただいている対応策につきましては，前回までの委員会でい

ただいた御意見を基に作成させていただいた例示となっております。 

 例示の他，委員の皆様には多々御意見があると思われますので，積極的な御発言をお願

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 また，資料５から資料７につきましては，それぞれ，平成 17 年度に実施しました「千葉

県 子育て支援・児童虐待防止に関する意識調査」の結果報告書・自由記載内容・検討結

果となっております。今回，両調査から導き出される課題と対応策を御検討いただく上で

の参考資料となりますので，御活用いただければと思います。 

以上で説明を終わります。 

議長） 

 それでは，二つの調査結果から導き出される課題と対応策ということで，御意見をお願

いしたいと思います。 
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 調査から導き出される課題と対応策ですけれども，両調査の結果を踏まえて，というと

ころですが，今までそれぞれの課題，方策というのは議論されてきましたし，報告書の中

には盛り込まれていますよね。後者の調査結果は先ほど議論させていただきましたけれど

も。それらを一緒にすればこれが出てくるのでしょうか。 

事務局） 

 課題と対応策につきましては，17 年度に実施しました意識調査，19 年度に実施しました

養育支援サービスの調査，それぞれの結果ではなくて，二つの調査結果を見て初めて見え

てくる課題ということで，課題と対応策をまとめさせていただきました。ですから，それ

ぞれの調査結果と重複する部分は出てくると思いますが，基本的には両調査結果から初め

て見える課題ということになります。 

議長） 

 両調査から共通して導き出される課題ということで，それぞれの調査で導き出される課

題はそれぞれの報告書の中に盛り込まれているという理解でよろしいでしょうか。 

 ということは，三つの課題報告書のまとめがあって，その三つを見ないと全体的には課

題と方策が把握できないと。 

事務局） 

 課題と対応策につきましては，17 年度の課題対応策，19 年度の課題対応策，今回の両調

査からの課題対応策ということで，ワンセットで考えております。 

事務局） 

 補足しますと，私共が調査をしましたのは，最初の意識調査から始めて，そこから専業

主婦に対する子育て上の課題・支援策をもう少し議論する必要があるということで，今回

の養育支援の調査を行いました。 

 その結果，両調査結果から見えてきた虐待防止のための今後のあり方，本当は発生のメ

カニズム・対応策等，トータルな取りまとめをお願いしたいということではあったので，

この両調査から見える課題・対応策に集約できれば、という本日の例示でございます。 

 17 年度調査につきましては，すでにそこから見える課題・対応策はすでにまとめて公表

されておりますので，そこを省いてしまった面はあるわけですが，両方並べた上で，両方

に共通して見えるものはなにか，という御意見をまとめていただくことが，こちらの要望

でございます。 

 それがもし無理であれば，この真ん中の課題に行く前に，両方の課題を併記した上で，

この先の御意見をいただくことになろうかと思いますけれども。 

議長） 

 その辺り，他の委員の皆様はいかがでしょうか。  

 というのは，議論をする中で課題と対応がでてきますよね，これだけだとずっと議論を

していて「これだけなの」ということにならないですかね。 

 これはあくまで両調査結果から共通して出てきた課題ということですよね。ですから，
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それぞれの調査結果から見えてきた課題・対応策につきましては，それぞれの報告書でう

たっているということで，そこがわかっていればよいのですけれども。これだけ見ると，

二つの調査結果から導き出されるものはこれだけ，ということにならないですかね。 

 そこは是非御意見を頂戴したいと思います。 

 17 年度の報告書を隅から隅まで覚えているわけではないのですけれども。 

事務局） 

 資料７を御覧いただけますか。資料７の７ページ，概要版でございますが，調査結果か

ら導き出される課題はこのように整理されて，次のページが対応策となっています。これ

が一番わかりやすいかと思います。 

議長） 

 例えば，今回いただいた両調査から導き出された課題，資料４の２ページ，一番右端の

ところで，「児童虐待の正しい知識・通告の義務等を効果的に周知する」ということになっ

ていますが，これはすでに 17 年度の報告書のところに出てきていますよね。 

事務局） 

 出てきております。 

議長） 

 どちらかの報告書に出てきている内容になりますかね。 

 これは別々にすべきではないかとか，これはこれでまとめるべきではないかとか。是非

御意見をお願いします。 

齋藤委員） 

 両方見ているうちに結びつきが見えてきたのですけれども，17 年度の意識調査結果の課

題を含むものが出ていて，今回の調査があって，17 年度の課題４は起こってしまった虐待

に対する対応ですから。それを除くとちょうど三つずつになって，この二つの調査の課題

１・２・３は，まとめの調査の課題１・２・３はそれぞれ共通するのかな，と段々共通す

る部分が見えてきたのですが。 

17 年度に行った結果が，両方の調査のまとめという形で書いてある課題は，訂正はして

ありますが基本的に 17 年度に見つけ出した言葉ですよね。例えば，課題２は「地域で児童

虐待を防止できる体制を整備する」となっていますが，17 年度は「児童虐待防止を図るた

めの町村部における支援体制の強化」となっている。これは多分同じことだと思います。 

それに対して，今回の調査は「子どもの預けにくさ，子どもを預けることへの抵抗感」，

たまたま順番が課題２で，並びは関係ないのかもしれませんが。 

いずれにしても今回の調査結果というのは，ある意味非常にソフト面なところを捉えて

いるのに対して，まとめたら 17 年度のハードなところ，虐待に集約されたまとめになって

いるというところに，二つの調査があってそれをまとめたものが三つ目になっている，と

いう流れに幾分抵抗を感じるのですね。 

例えば，これを三つにまとめなければならないものであれば，「地域で児童虐待を防止で
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きる体制を整備する」というのは，結局子育てをきちんとサポートできる体制があれば，

児童虐待防止に寄与するだろうということで，今回の調査を行ったのですよね。たぶんそ

ういう結果が出てきているわけで，だとすると「地域で子育て支援を充実し，児童虐待を

防止できる体制を整備する」とか，もうちょっと両方が結び付いたまとめにしないと，固

い所ばかりが目立ってしまう気がして，それだったら別々に並べても同じでないかと感じ

るのですね。 

17 年度は 17 年度で意義があるのですから，虐待を真正面から見据えた課題を取り上げた

もので。今回はもう一つ下の，防止というところに力を入れて，子育ての出発点から支え

ようとする時には，こういうことが課題になってきた，ということで出発点だと思うので

すよね。 

それを無理やり結び付けてしまうと，なんとなく違和感を感じるのですね。であれば，

横に並べて，両方を並列しておいてもよいのではないかと思います。 

井上委員） 

 17 年度の調査対象というのはかなり広くとっていますよね。今回はその中で専業主婦と

か，家庭で子どもを養育している親御さんの意識を拾ってみようということですよね。 

 その中でいろいろなものが見えてきたということで，これはこれで今回の調査は意義が

深いものがあると私は思います。無理やり一緒というわけではなく，これはこれで一つ，

前回のものを合わせてということならば，それを踏まえて今回も，ということでまとめて

もよいのではないかと思います。 

議長） 

 家庭で子育てをする大変さがかなり見えていますよね。 

丁子委員） 

 専門的知識はありませんが，民生委員として活動する中で，課題２の中程に「近所付き

合いや地域活動が盛んなことが」とありますが，今私達，民生委員は支援活動の中で「災

害時一人も見逃さない運動」などを行っております。 

 その折に，話題になってくるのが近所隣の付き合いのことです。もう少し近所付き合い

ということを表面に出された方が良いのではないかと思います。 

先生方の御発言にもありましたが，何と言っても地域住民がお互いに良好な関係をつく

ることが，一番地域のプラスになると思います。 

千葉県民児協では「向こう三軒両隣」という助け合い活動を展開していこうと考えてお

ります。これが始動すれば，災害時もそうですが，虐待防止などにも役立ち，声かけから

希薄な人間関係を取り戻すことができます。  

人間関係が希薄になっているから様々な問題が出てくるわけです。その希薄を埋めるこ

とができれば，少しでも前に進むのではないかと考えます。 

資料４課題２の対応策例示で，気になったのは「児童委員の資質向上」とありますが，「中

心となる児童委員の地域活動が強く求められている」というように表現していただければ
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ありがたいと思います。 

そして何より，地域の「和」が大切だと思いますので，昔のように「向こう三軒両隣」

の組織ができればありがたいと思います。 

議長） 

 ありがとうございます。たしかに今は家庭の孤立化が進んでしまって，地域で支えあっ

ていくということが弱くなっていますかね。本当に民生児童委員さん中心に，やはり地域

での支えあいの機能が取り戻せるように何とかやっていくことが必要かと思われます。 

 ですから例示のところは表現を工夫していただけたらどうでしょうか。資質は十分持っ

ておられるので「一層の資質向上を図る」とかですね。 

 いずれにしても，二つの調査と資料４をどうするかについて，他の委員の御意見はいか

がでしょうか。 

要するに，既にある二つの報告書でよいのではないかということと，事務局の方からお

示しいただいたのは共通する部分を整理するということと，もう一つは両方の報告書のエ

キスだけを盛り込むのも一つの方法だと思いますけれども。これだけだとちょっと違和感

を覚えるものですから。 

ですから，まとめるのであればやはり両方のエキスを，そういう御意見いかがでしょう

か。両方込みで，ということですよね。 

森田委員） 

 齋藤委員がおっしゃったのでよくわかったのですけれども，これでいくのであれば齋藤

委員のおっしゃったことを述べて，これがあれば少しわかるかなと思うのですけれども。   

ややこしいのであれば，議長がおっしゃったように別々にという方がわかりやすいと思

います。 

議長） 

 事務局でなにかございませんか。 

事務局） 

 では急ぎ，今回の養育支援の調査，課題と対応策をまとめます。その上で，御意見をい

ただくということでいかがでしょうか。 

それと 17 年度で，どちらの処理にするかを，その段階で御意見いただくということでよ

ろしいでしょうか。 

まずは，今回の養育支援調査をまとめて，その課題と 17年度の課題を見比べていただき，

どちらがより委員会の成果として報告するのに値するのか，ということをもう一度お考え

いただくということでいかがでしょうか。 

議長） 

 今事務局から御提案いただきましたが，そういう対応でいかがでしょうか。よろしいで

しょうか。 

 



- 17 - 

齋藤委員） 

 反対ではありません。 

ですが，二つの調査の位置関係は横並びというよりは，立体的な感じではないか，とい

うのがでてくるといいと思いますね。 

やはり 17 年度の調査は，千葉県の児童虐待はどんな実情にあって，どういう風にアプロ

ーチしていくべきものか，これを明確な言葉で見つけ出した調査結果ですし，17 年度の課

題と対応策はいいところを突いていると思います。 

しかし，虐待のリスクが高いところだけを注目していった時に，その周辺に膨大なリス

クを抱えながら当面虐待に飛び込んで行くわけでもない人達がいる。でも条件が悪ければ

この中から虐待に走る親御さんが出てくるリスクがある，というところをきちんと伝えな

いと，結局現状の虐待の数の減少とか改善が起きてこないのではないか，というところに

着目して，煮詰まりがちな状況からどうやって虐待への進行を止めて，子育てをむしろ喜

びとし得るか，という課題でこの新しい調査をしたと思うのですね。 

その結果は今日御報告いただいたような三つの課題，これはこれで非常に意義があるも

ので，虐待という中心を押さえて，これを如何に防止するかという考える時に，その周辺

の子育て一般についての支援ということが決して分離できるものではない，ということを

見つけ出したことに，この二つの調査の意義があると思うのですね。 

このところが密接にわかるような組み立てにしたい。そのためには，立体がよいのか並

列がよいのか，他の並べ方がよいのか，というところを考えてみたいと思いました。 

事務局） 

 ありがとうございました。今回の養育支援の結果をまとめるに至っては，出発点は 17 年

度の調査結果の，特に課題３が出発地点だということは明確にしたうえでの整理をまずし

たいと思います。 

 その上で皆様に御意見をいただきたい，と発言したつもりでしたが，言葉が足りません

でした。その辺りは報告書の前文でも述べてはいるのですけれども。 

議長） 

資料４は両方に共通した部分に記載していただいておりますので，この点で何かお気づ

きの点があればお願いいたします。 

具体的にそのまとめ方とか，それぞれの課題・方向性の具体的なものについては，次回

事務局にお示しいただいた資料をもとに，議論させていただくということで。 

森田委員） 

資料４の課題３の対応策のところで「児童虐待の正しい知識通告の義務等から一般県民

が受け入れやすい啓発活動を展開する」とありますけれども，あとのところは大体具体的

に書いてありますけれども，受け入れやすい啓発活動の具体例を出していかないと対応策

にならないのではないかなと思います。 
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議長） 

17 年度の対応策では「通告は子どもを守り，養育者への援助の始まりであることの周知」

「通告受理後の援助についての県民への周知」という内容になっていますね。 

要するに，通告というと密告するような暗いイメージがあって，それが通告を止まらせ

るという議論もありますね。それを踏まえて，けっして密告するということではなく，子

どもを守ることなんだ，養育者への援助のきっかけなんだ，という県民の理解が得られる

ような周知をすべきであるということが，17 年度の報告書で書かれていますよね。 

さらには，通告した後どうなるかわからないことが，通告しにくいということにつなが

っています。では通告したらどうなるのか，というところも啓発するに当たって盛り込ん

でいく必要がある，というのが 17 年度の報告ですね。 

したがって，これだけだと抽象的でわからないのですが，むしろ 17 年度の内容を入れて

もらったほうがわかりやすい。 

井上委員） 

あと課題３のところなんですけれども，「正しい知識を定着させる」というところで，資

料６の「子育てについて」，子育てに関する教育・啓発というところで，いろいろな意見を

寄せられているわけです。この部分の中は大切だと思うのです。 

教育委員会のところで，高等学校だと思うのですけれども，福祉教育の指定校というよ

うな制度があり，その学校では福祉に関してすごく特化したプログラムを組んで生徒達に

教育を提供しています。 

これからいずれ親になるであろう若い世代に対しても，この中で子どもとの触れ合いと

か書かれていますが，テーマとして児童虐待であるとか，あるいは親であることについて

の授業を増やすとか，具体的に体で体験するというのも大切だと思います。 

そういうところでは先ほど言ったとおり，学区にある幼稚園・保育園・施設等と積極的

に交流ができるような仕組みを作ってあげると更に幅が広がって，これから親になる世代

に，予防的な対応ができるのではないかなと思いました。 

これもせっかく意見として出ているので取り上げてもらえれば。 

椎名委員） 

 小学校５年生，中学生，高校生でも現場に行って体験している。今週うちに小学校５年

生が来るのですが，どういう目的で来るか，あらかじめ手紙が来て「僕は子どもが大好き

で，学びたいから是非体験させてほしい」とある。どう進めていくかは学校と打合わせし

ていきます。中学生も体験として来るわけですが，高校生はもう少し進んで福祉というこ

とになります。 

 以前は，研修校とのみ行っていたのですが，今は違って，小学校低学年の時から体験を

して，一緒に子どもと遊んで子どもの面倒をみるという意識が学校教育の中にあるのだろ

うと思っています。今年はもう何件も来ておりますので。 

例えば小学生であると３・４チームでそれぞれ７人位来るのですね。それで体験して帰
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る。 

これがどういう風につながるかは後を追ってみないとわからないですが，たぶんいい経

験になるのではないかと。中学・高校でも行うということで，どう動くかはわからないの

ですが，受け入れをしています。 

森田委員） 

 今の話ですが，学校教育の中で，結果的には人なのですけれども，視点が違うのかなと

いう気がしますが。学校ではインターンシップやキャリアアップという視点・経験ですけ

れども，井上委員がおっしゃったのは，むしろ子育て，子どもを大事にしていくという視

点。やはり学校はそこが欠けているのかなと思います。 

 せっかく行うのであれば，何とかそれを一致できるような形でやっていく方がよい気が

します。 

椎名委員） 

 場合によっては福祉校ですか，指定をして。その割には目的がはっきりしているのです

よね。そういう関係で派遣しているかはわかりませんが，指定校ではないことは確かです

から。体験・インターンシップなどいろいろな形で。 

 現在は学校の先生も 10 年だかで研修に来るのですよね。 

森田委員） 

 社会福祉実習というものがありますね。 

椎名委員） 

 10 年経験をして福祉教育であるとか。それは福祉教育だけではなくて，幼稚園・施設な

ど，現実にうちの方で５名位受け入れして，ずいぶん園や福祉のことを理解してもらいま

した。 

 段々幅は広がっているのですが，むしろ今言ったように，福祉教育の視点として捉えて

いるかは，今のところそこまでいってないかもしれません。 

議長） 

 今出た福祉教育という視点，そこは押さえておく必要はあると思います。事務局で今の

御意見をまとめていただきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

  （意見なし） 

 それでは，先ほど議論いただいた両調査結果の全体のストーリーを事務局でまとめてい

ただいて，次回お示しいただくと。そこで更に議論をしていただくと。 

 ということで，これは事前に各委員には送っていただけるのでしょうか。 

事務局） 

 事前に送らせていただきます。 

確認させていただきますが，議題１の方は委員長・副委員長・事務局一任ということで

よろしいでしょうか。 
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議長） 

 そうですね。議題２につきましては，事前に送っていただいて次回議論を行うと。 

事務局） 

 承知しました。 

齋藤委員） 

 教えていただきたいのですが，最後の議論は，福祉内の議論ではなくて教育への期待で

すよね。 

要するに，小中高校，１０代の教育の過程に，子育てに関する知識，実習的な体験を含

めた教育の義務というか，そういうところを教育界に提案していくものだと思うのですが。 

こういう形で別のところへの期待も述べてもよいのですか。 

事務局） 

 十分可能です。対応する策を相手方がもっているかは別となってしまうのですが。トー

タルとして、子育て・子どもの健全育成が虐待防止に必要であると。一つの部門に限られ

るものではないので，教育界へ提案をすることはかまわないと考えております。 

議長） 

 文部科学省の事業でありますね。ここで強調したいのは井上副委員長がおっしゃったよ

うに，福祉教育という視点が大事だと思います。単なるふれあい体験なども大事だとは思

いますが，それ以前に。 

 その他ですが，事務局からございませんでしょうか。 

事務局） 

資料８を御覧下さい。児童虐待防止調査研究委員会の今後の予定（案）ということで，

本日，第１０回委員会において，「児童虐待未然防止のための養育支援サービスのあり方に

関する調査結果から導き出される課題と対応策」について御意見いただきました。 

いただいた御意見をもとに結果報告書を取りまとめる予定でございますが，取りまとめ

た報告書につきましては，今後開催予定の社会的養護検討部会で報告させていただくとい

う形になります。 

なお，本スケジュールはあくまで案ですので，変更となる場合があることを予め御了承

下さい。 

なお，議題２で御検討いただいた，両調査から見える課題と対応策につきましては，事

務局で青写真を作成させていただき，次回の第１１回委員会におきまして，御意見をいた

だき，取りまとめを行い，児童虐待防止調査研究委員会の集大成ということで完成させて

いきたいと考えております。 

なお，両調査結果を取りまとめた報告書につきましては，社会的養護検討部会において

報告させていただく予定となっております。  

 以上です。 

 



- 21 - 

議長） 

 ありがとうございます。ただいまの説明に御質問はありますでしょうか。 

森田委員） 

 ３月の報告が終わった時点でこの会として終了と考えてよろしいのでしょうか。 

事務局） 

 お答えします。勝手ながら事務局としましては，取りまとめができましたら，当初の目

的は果たされたと存じますので，できましたら解散を御了解いただきたいと存じます。 

議長） 

 よろしいでしょうか。 

 それでは，今後のスケジュールにつきましては，概ね資料８のとおりですので，委員の

皆様には御協力いただきたいと存じます。 

 以上で終了とさせていただきたいと思いますが，委員の皆様よろしいでしょうか。 

  （特になし） 

議長） 

 ないようですので，本日の委員会を終了させていただきたいと思います。 

事務局） 

 長時間にわたりありがとうございました。 

 以上を持ちまして第１０回児童虐待防止調査研究委員会を閉会します。 


