
第４回児童虐待防止調査研究委員会議事録 

1  日時 平成 1８年５月１９日午後 1時 30 分から 

２ 会場 千葉県教育会館第 201 会議室 

３ 出席者  井上僖久和委員、小関智子委員、斉藤万比古委員、才村純委員、 

椎名英夫委員、森田雄司委員（五十音順） 

 

司会） 

河原委員、内田委員欠席。幼稚園関係からは、長谷川委員が、3月に退職後の 

後任の選出がされていないので、欠員となる。  

 本日は、傍聴希望者が 1名、及び報道機関の取材がある。 

 児童虐待に関する住民の意識調査の業務委託をした類設計室担当者も事務局 

として同席する。 

 進行は、才村委員長にお願いする。 

 

議長（才村委員長） 

 議事に入る前に、本日配布の資料の確認と説明を事務局からお願いする。 

 

事務局） 

 《本日配布資料確認》 

 

 資料２（児童虐待防止調査研究スケジュール案）に基づき説明。 

 第 3 回まで、「児童虐待に関する住民の意識調査」の結果と評価について、審 

議をしていただいた。 

 今回の議事内容に関しては、6月 6日に社会的養護検討部会に報告する資料と 

してまとめさせてもらう。 

 考え方としては、社会的養護検討部会では、今回の意識調査のデータの分析 

と今までの委員会の中で議論された内容を報告し、年度末に最終報告書として 

作成することを考えている。 

 研究の結果については、中間報告としてまとめ、来年度の当初予算に反映す 

るために、6月から 7月にかけて、この意識調査に基づいた問題点や課題を指摘 

してほしい。 

 7 月以降、意識調査について分析評価を深めてもらうとともに、19 年度の調 

査研究についての議論もしていただきたい。それを踏まえて、来年度の予算を 

要求していきたい。 

 

類設計室） 

《資料 1説明》 

 文章案については推敲が残っているが、調査結果に関しては、ほぼ今後の変

更はない。 



  

 報告書の構成の仕方、各設問のまとめ方表現方法も含めて検討していただき

たい。 

 

議長） 

 今後の段取りと本日の議事の内容を確認する。 

 この調査研究については、最終報告は、提言も含めて今後継続審議を行う。

本日は、中間報告として、6月 6日の社会的養護部会報告に向けて、今回調査 

から出た課題を具体的に整理することを議題とする。6月 6日以降、課題の整理 

提言を検討していくという認識でよいか。 

 

事務局） 

 部会では、意識調査結果だけではなく、これまでの議論で出された問題点や 

取り組むべきことなどを、委員会の経過報告として作成し、委員に見ていただ 

き、委員長判断により出させてもらいたいと考えている。 

 

議長） 

 事務局で、これまでの議論の経過をまとめ、委員に諮るということか。 

 

事務局） 

 これまでの議論の中で重要と思われるポイントをまとめさせてもらう。それ 

を委員の方々に、郵送等の方法で確認いただき、最終的には委員長判断で決定 

させてもらう。 

 

議長） 

 それでは、議論を始める前に説明について質問あるか。 

 

斉藤委員） 

 議論すべき点でもあるが、22 ページの問 26、問 28 の集計の結果に関しては、

有意差があるのではないか。（有意差ありの❊印がつくべき） 

 

類設計室） 

 いずれも１％水準で有意差が出ています。 

議長） 

 ほかに質問がなければ、この調査結果を踏まえて、どういうことに課題があ

るのか、それに対してどうした対策が必要かについて協議したい。 

 前回の委員会で大きく 2つの問題点が指摘された。 

一つは、通告をはじめ虐待防止制度や各種の支援機関やサービスの認知が高

くない。 



もう一つは、支援のニーズはあるのに行政のサービスが繋がっていない。 

 こうしたことを含めてさらに議論を深めたい。 

 

 21 ページで児童虐待の経験と被児童虐待の経験とＤＶの経験の関連性につい

て、意識の調査であり、回答者にバイアスがかかっているので。実態を表すも

のではないとの注を追記した。この点について意見をしてほしい。 

 

 注記は、明確にしておくことが必要か。 

 

類設計室） 

 児童相談所の処理件数などが資料として公開されているが、それと直接比較

できないことを注記することは必要と考える。 

 

斉藤委員） 

 数字としてはそれほど間違っていないと思う。児童虐待をしていても回答し 

ない人がいる一方、些細な行為であっても虐待をしたのではないかと考える人 

もいて、そうすると大体この程度の数字が妥当ではないか。 

  

議長） 

 被虐待経験と虐待行為との関連性は、よく言われてきたことだが、今回数字 

として出てきた。この点についてどのように考えるか。 

 

斉藤委員） 

 この点は、今回の調査で重要な点ではないか。明確な関連性がわかった。少 

なくとも虐待を受けたと思っている人が、虐待行為をしてしまう危険は高そう 

だということはいえる。暴力の世代間伝達にどのような有効な手が打てるのか 

ということに児童虐待対策の方向性が一つあるのではないか。 

 

議長） 

 ＤＶ被害と虐待行為との関連についてはどうか。 

森田） 

 児童養護施設で、虐待を受けた子どもたちの親を見ると、こうした関連は垣 

間見られるのは事実。それが、一般の方たちの回答からも伺えるということか。 

 

議長） 

 今まで、現場で言われてきたことが、今回数字で裏付けられたということか。 

 そのあたりの因果関係は、この調査からはいえないが、事実として関連性は 

見られるといえる。 

 



斉藤委員） 

 ＤＶ被害者として追い詰められた母親は、弱者である子どもに暴力が出るこ 

とは考えられること。こうしたことに踏み込んでＤＶケースに対応することが 

必要といえる。 

 

議長） 

 ＤＶに対応している婦人相談所と児童相談所の連携の重要性がいえるのでは 

ないか。 

 また、ＤＶの背後には、児童虐待の問題が隠れているのではないかという関 

係者への意識啓発などが言えるのではないか。 

 

斉藤委員） 

 現在は、間接的にＤＶの家庭の子どもであることが児童虐待であるというの 

が今の虐待防止法の定義であるが、ＤＶ家庭にいる子どもは、直接的に虐待の 

被害にあっているという両方の意味合いで重要なデータであるといえる。 

 

類設計室） 

 暴力の連鎖を根絶することが究極の課題ではあるが、今回の調査結果からの 

みからは明らかにはできないが、被虐待経験があっても次の世代には虐待が繋 

がらないケースもある。そこは、何が違うのかそういうあたりも今後の調査研 

究の視点としていいのではないかと考える。よりその関連性の正体を捉えるこ 

とも必要ではないか。 

 

事務局） 

 事務局からこの調査報告書の内容に関して、委員に確認したい点を何点か提 

示してよいか。 

 問１７「子どもの人権に関する意識」と表現しているが、質問表では、「あな 

たは、子育てにおいて、親自身の生活や立場と、子ども自身の生活や立場と、 

どちらをより尊重すべきだと思いますか」となっている。子どもの人権として 

置き換えてよいか。回答者はそこまでの意識で回答しているか。その場の状況 

や家庭の事情が影響すると思われ、「どちらともいえない」の回答が多い。 

 質問のあり方と意味づけについて、検討していただきたい。 

 

 もう一点問１９虐待の行為についての認識について、自由回答の設問である 

が、虐待行為の内容に関しては、あえて虐待と認識することに迷いを感じやす 

い行為を並べて回答を求めた。ここでは、明確な虐待の判断を測る意図での設 

問ではない。児童虐待に関する意識として、この回答をどのように読み取るか 

について検討していただきたい。 

  



議長） 

 事務局から 2点、問題提議が出された。意見はいかがか。 

 「子どもの人権」という表記は、設問から飛躍した感じがする。「子どもの立 

場の尊重」を単純に人権とは言い換えられない。 

  

斉藤委員） 

 長くなるが、「家庭内における子どもの生活と立場の優先度」についての意識 

という表記はどうか。これをもって人権は言いすぎ。 

 

事務局） 

 この報告書を公表した際に、調査の協力をしていただいた県民の方々に調査 

の結果が理解できる平易な表現が望ましいと思う。そのあたりは、最終的には

事務局でつめるが、委員で気づかれた点があれば意見ほしい。 

 

議長） 

 問 19 は、回答者の意見が分かれる設問である。この結果をどう見るかの提議 

だが。 

 報告書に「あえて意見の分かれると考えられる設問を設定している」旨を記 

載してはどうか。意見が分かれて当然。ここをどのように意味づけるか。 

 

斉藤委員） 

 この設問は、この調査の大きな柱の一つと考えられる。 

 児童虐待を知っているかどうかの建前を聞くのではなく、こうしたより細か 

な状況を提示して認識の程度を測っているのだから、これで「虐待なのに虐待 

と認められることが少ない」であるとか、「虐待であるとイメージすることが少 

ない」という千葉県の現状を伝える率直な資料といえる。 

 どういう行為が認識しやすいのか、しにくいのか、しにくいが重要であると 

つなげる啓蒙が児童虐待防止の対策として必要ではないか。 

 

議長） 

 不適切であると捉えていることを問題にするのではなく、「全く問題がない」 

と捉えているところを強調してはどうか。意識されていないことを問題にして 

どうかと考える。 

 

井上委員） 

 虐待の認識が如何に難しいかということ。この認識のズレを今後どのように 

縮めていくかが課題としていえるのではないか。 

 

事務局） 



 問 19 の回答について、「一定の傾向は見られない」との表記があるが、一定 

の傾向とは何を意味するのか。 

 

類設計室） 

 10 の行為内容を虐待種別で分類して、4つの虐待のカテゴリー（身体的・性 

的・心理的虐待・ネグレクト）を比較して、傾向は見られなかったということ。

説明不足かもしれない。 

 

事務局） 

 委員の指摘部分をどの数値で示すのか。 

 虐待と認識する側で示すのか、認識しない側で示すのか。それを回答のどこ

で線を引いて特徴を現すのか。 

 

議長） 

 不適切なかかわりも 9割以上が虐待といわれている。 

 

椎名委員） 

 全く問題がないというよりも、こうした項目自体が、不適切さや虐待という 

ことを読む人に意識してもらえる。虐待行為と判断する境界は設ける必要はな 

いのではないか。虐待と言い切れない項目を並べていると考えるが。 

 

事務局） 

 「虐待ではないが、不適切」との感覚を持っているということに問題点を持 

っていったほうが良いのではないか。 

 

議長） 

 通告するかしないかの分かれ目が、「虐待かどうか」を判断することと関連す 

る。「不適切」では通告しない。 

具体的に指摘するならば、「親が買い物をしている間、乳幼児を車の中に残 

しておく」は、虐待として通告すべきであると思うが、半数以上の人は、「虐待 

ではないが不適切」と回答している。そのため通告に至らない。ここが大事。 

 

椎名委員） 

 保育の現場で感じるのは、不適切な行為であることを保護者に意識してもら 

うことが大事だと感じている。 

  

事務局） 

 「虐待ではないが不適切」は通告はしないわけで、各行為の通告の度合いが 

どのあたりかを判断するデータとしてみてみるといいのではないか。 



議長） 

 少数ではあるが不適切とさえ捉えられていない行為もある。虐待といえない

までも不適切であることの周知が必要といえる。 

 

小関委員） 

 日常の中で起こりやすい行為（子どもの話かけを無視してしまうなど）につ

いてのデータを見ると不適切であるという回答が多いが、こうした行為が積み

重なっていくと子どもの人権などに関わることなど、読み取れることが多い。 

 今回は調査結果としてまとめるが、ここから注意を促すような記述があると

いいのかもしれない 

 

議長） 

 そのほかの観点としてはどうか。 

 

椎名委員） 

 問 19 の中で、子どもを車に置き去りにするなどは、明らかに虐待だと思う。 

 

議長） 

 不適切と思われる行為でも「わからない」と回答している項目がある。 

 

事務局） 

 このところは、調査票に「注に、各行為の状況設定があいまいなところは、

あなたなりに解釈してください。」と書いてある。回答者は、各自の解釈で回答

しているので、「わからない」が通常の回答より少ない。 

 われわれは、虐待問題に関わっているため虐待を疑うような見方をするが、

通常の保護者は、買い物で数十分間乳幼児を車内においておくなどは想定しな

いかもしれない。ほんの数分だけ車内から離れることしか状況設定しない人も

いるかもしれない。普通の保護者の状況設定も考慮すべき。 

 ただし、施策への提言につなげるためには積極的にご意見をいただきたい。 

 

齋藤委員） 

 「困ったものだ」と感じる時代から「関わること」に変わる時代の変化の中

では、「不適切」と感じる程度は、まだ問題として深刻度を認知していない層と

考えていいのではないか。 

 疑いと感じるのは、大きい意味がある。 

 

議長） 

 これ以外の点で、ご自由にご発言いただきたい。 

 



小関） 

 質問してよいか。 

 20 ページの「子どもを家において深夜遊びにいく。」年代層によって受け止め

方が違うという有意差が出るのか。 

 

類設計室） 

 焦点を絞るのであれば、虐待の行為の内容の設問ごとに世代別で回答の違い

を再度抽出して有意差を見たほうが正しい数値がわかる。 

 

事務局） 

 問１８の指摘事項の内容はどこから導かれているのか。 

 

類設計室） 

 たとえば、「体を傷つけることは虐待にあたる」について、全くそうだと思う 

との回答が、49.2％。「傷つく言葉を言うことは虐待にあたる」は、34.3％、「心 

を傷つけることは、虐待にあたる」は、24.7％であることから、結果として差 

があるとして表示した。 

 

事務局） 

 虐待としつけの境界認識は、境界があるという前提になっている。虐待とし 

つけは次元が違うというのが通常の認識と捉えている。 

 言葉のまとめ方として、長くなっても丁寧に置き換えてほしい。誤解を誘導 

する恐れがある。 

 

議長） 

 虐待としつけに境界があるわけではないので、この表現では、読む人に誤解 

を与える恐れがある。 

 言葉の暴力も体罰も心を傷つけることになる。設問の回答として比較するこ 

とは意味はない。 

 

事務局） 

 児童虐待の死亡事例などでは、虐待をした保護者はしばしば「しつけのつも 

りでやった」と言い、子どもを死に至らしめている。世間では、しつけ延長上 

に虐待が生じるという感覚がある。そのために、しつけについての意識を調査 

した。その調査の意図を結果の分析に反映させたい。 

 このしつけに関する分析については、課題の中で検討してはどうか。 

 

議長） 

 虐待する親に対して、県民は、厳しいという印象がある。 



 たとえば、問 16（児童虐待問題）の回答の「親権を認めないなどの厳しい対 

応が必要」（18.7％）であるとか、問 43 の児童虐待防止の方策への期待の回答 

に「児童虐待、犯罪に対する取り締まりや罰則の強化」３３．４％となってい 

る。 

 虐待をする親自身も傷つき追い詰められている。そのため、罰則ではうまく 

いかない。したがって、児童虐待をする親はどういう親なのかを、一般の人に 

も認識してもらう必要がある。危険な見方になる。 

 通告の際にも、こうした意識では、「密告」のようなイメージになる。本来、 

「通告」は、虐待で親も子どもも苦しんでいることを救うための手段。そうし 

た認識を周知することも必要。 

 

事務局） 

 問１６について、「保護者の子育ての意識が低下している」の回答を保護者へ 

の厳しい見方と解釈しているが、回答者は、他の項目と複数回答であることか 

ら、たとえば、「保護者も孤立し、支援を求めているのではないか」とともに回 

答していることもありえることから、事実としては子育て意識の低下はあるが、 

保護者の立場の理解もしているという回答者もいる可能性がある。これを厳し 

い見方とくくってしまってよいのか疑問。 

  

斉藤委員） 

 世代間や性別によっても見方が違うのではないか。子育て世代の女性は、一 

歩間違えば自分も虐待するかもしれないと、思っている。 

 

議長） 

 子育て卒業世代や男性は、児童虐待について厳しい見方、距離をもった見方 

をしている。子育て支援の要員である子育て卒業世代は、若いお母さんたちに 

厳しい人が多い。今後の子育て支援の政策を考える上で、性別や世代別の意識 

の違いをファクターとする必要がある。 

  

斉藤委員） 

 「今時の若いもの」的感覚というべきか。しかし、今時の若い者を孤立させ 

ないために子育て卒業世代が子育てのノウハウを伝達し支援していかなければ 

ならないが、それを「いまどきの若い者は」という意識が、阻んでしまう。 

 若い世代と子育て卒業世代の意識の違いをどう埋めていくかが大事。 

 

椎名委員） 

 現役の子育て世代の人たちは、友達が一番相談しやすい。年齢差のある人と 

の交流は苦手。 

 同じような年代の人が集まる場を提供することが、虐待防止に役立つと思う。 



たとえば、園庭開放などすると集まる。同年代の子どもの遊ぶ姿を見て母親が 

安心する。それでついたたきたくなる気持ちが解消されるという。 

 保護者に対して、罰則よりも支援が虐待の発生防止には効果的であると思う。 

 

斉藤委員） 

 行政が虐待問題に対して何をなすべきかは、2つの次元があり、一つは、裾野 

を広げ、虐待的な状況に陥りそうな状況を防止するかという次元と、もう虐待 

が起きてしまった状況への介入として、保護者の勝手な言い分を抑える対応と 

いう次元がある。児童相談所と一緒に対応している医療の部門では、日々感じ 

ている。 

 この調査研究は、裾野の次元の話し。児童虐待の問題対応については、厳罰

的な厳しさも時には必要だし、子育て支援を促進することも必要だと思う。 

 

議長） 

 虐待の予防をどうして行くか。 

 子育て支援のニーズがあるにもかかわらず、また、子育て支援のサービスが 

用意されているにもかかわらず、結びついていないことが、この調査で明らか 

になった。 

 そこをどうするか。 

 深刻な虐待に対しては、一般住民の立場でどうするかといえば、｢通告｣する 

ことになる。通告義務の周知が必要。単に「通告しなさい」と伝えるのではな 

く、通告をためらう心理的な要因を踏まえたうえでの啓発が必要ではないか。 

 

事務局） 

 世代間だけでなく、性別での意識の違いはどうか。 

 部分的な違いが見られるのか。 

 

斉藤委員） 

 子育て世代では、男女差では、「子育ての保護者には誰でも起こりうる問題だ」 

と男性が低い、しかし、子育て卒業世代になると男女ともに保護者に対して厳 

しい見方をしている。 

 （子育て）現役のときにどれだけ男性にどれだけ児童虐待についての深刻度 

が低いか、いかにも日本の虐待の状況を表しているのではないか。 

 子育て支援についても、男性の意識は女性より低い。 

 

事務局） 

 前回の委員会でも発言したが、「保護者も孤立し支援を求めている」また、「虐 

待行為をした、しそうになったか」の回答から、子育て世代の専業主婦にリス 

クが高いという結果が見られる。 



 子育て支援策は、保育に欠ける方には進んできたが、専業主婦への支援は求 

めに来たものに対しては行ってきたが、まだ十分ではない。 

虐待のグレーゾーンを助けるような育児支援、家事支援といったレベルのも 

のが必要ではないか。 

 

椎名委員） 

 相談先は、幼稚園が多い。 

 在宅児で 3 歳児健診の未受診など、家から出ることを恐れている保護者にこ

そ外に出てもらいたい。在宅の児童の家庭の問題を感じる。 

 この回答は、保育園や幼稚園に相談できる人たちか。在宅で子どもと閉じこ

もっている保護者はこうした調査への回答はしてこないのかもしれない。 

 虐待が密室化する。 

  

議長） 

 従来の子育て支援サービスは、申請主義。アクションを起こさなければ利用

できない。しかし、サービスを必要とする子育てに追い詰められて人は、アク

ションを起こす勇気がない。家にこもってしまう。サービスから取り残される。 

そういう意味では、出向いていってサービスを提供することが必要。 

 平成 16 年に制度化された「育児支援家庭訪問事業」、この事業は、当事者か

ら願いがなくても、市町村が必要と判断したら家庭訪問をして援助を行う。画

期的な事業。 

 この事業の拡充が課題ではないか。 

 

事務局） 

 17 年度の実績報告によると県内の実施市町村は１１である。 

実績は決して多くない。 

 

議長） 

 実施市町村を増やすことと。こうした親にかかわる入口が大事なので、訪問

員の資質の向上が大事。これは県としての一つの施策となるのではないか。 

 訪問員として専門家を派遣できるといい。ソフト交付金なので、自治体のオ

リジナリテイーが可能。これは次回以降の今後の掘り下げた議論になると思う

が、育児支援家庭訪問事業は、大きなポイントになる。 

 

事務局） 

 こうした議論のためには、「Ⅳ子育て負担感、悩み」や「Ⅴ行政の子育て支援

策、児童虐待防止策」の項目について、専業主婦と仕事を持つ主婦との負担感

の違いを表すことが必要だろうか。 

  



井上委員） 

 四六時中子どもと向き合っている専業主婦には、息抜きが必要。 

 神奈川では、専業主婦が近隣で映画を見に行ったり、買い物に行くときに預

けあう仕組みが利用されている。 

 

事務局） 

 ファミリーサポートセンターという事業で、千葉県内でも 13 市町村で実施し

ている。 

 

椎名委員） 

 一時保育や子育て支援センターが保育園に敷設されつつあるが、保育園側に

まだ積極的に行えない実情もあり、行き渡らない。 

 子育て支援策は、いろいろ出てきているが十分活用されていない。 

 

議長） 

 支援サービスへの橋渡しの人たちが必要。 

 ストレスがありサービスを必要としている人たちがいるが、その人たちは自

ら積極的に利用できない状況に追い詰められている。だからおせっかいを焼い

て、サービスを受けるよう進める役割の人が必要。それを果たす事業がまさに

「育児支援家庭訪問事業」といえる。 

 

椎名委員） 

 産褥期ボランテイアを実施しようとボランテイアを確保したが、産後に家庭

に訪問されることを当事者が嫌がることが多いため、結局そのボランテイアた

ちには、3歳児の集まりのときなどに手伝いをしてもらっている。 

 様々な角度から、ボランテイアを確保し、要請に応じられるような体制が必

要。 

 

森田委員） 

 この調査結果では、ネグレクトについての数字がとても低いが、児童養護施

設では、ネグレクトが理由で入所する子が多い。 

 こうした意識調査と実際児童相談所でネグレクトの子どもたちを多く対応し

ていることの違いは、一般にネグレクトに対してもっと敏感になるべきではな

いかということになるのではないか。 

 

議長） 

 ネグレクトが、一般住民ではあまり捕らえられていないことがこの調査から

は見える。 

 



森田委員） 

 ネグレクトの子どもたちは、精神的に非常に傷ついている。それが何か出て

くるといいが。 

 

議長） 

 そのことについては、施策として、ネグレクトが一般では虐待の蚊帳の外に

なりがちだが、深刻な問題であるということの啓発に繋がるのではないか。 

 

椎名委員） 

 子どもが嫌いという親が現実にいる。 

 ネグレクトでは、施設で育てていただいたほうが幸せな子どももいる。 

 

井上委員） 

 母集団の性質から、この調査では、ネグレクトの認識は低い。一方、児童相

談所や児童養護施設ではネグレクト事例は多く扱っている。その違いは、課題

として検討していくことが必要。 

 

類設計室） 

 たぶん、ネグレクトをしている家庭の人は、アンケートに回答しない可能性

が高いということが考えられる。 

 この回答の割合が、現実に起きている虐待の現状とはリンクしないことは、

この結果を読み取る上での留意点であろう。 

 

議長） 

 回答にバイアスが係っているということか。 

 

斉藤委員） 

 調査の回答をする際に精神的抵抗感を加味することも必要。 

意識としてはずかしことは出さない。性的虐待も実態はたぶんこんなに少なく

ない。 

 暴力や暴言は、比較的表現に抵抗感がない。 

 

議長） 

 そろそろ時間が来た。 

 今の議論を踏まえて、事務局で内容をまとめてもらい、6月 6日社会的養護検

討部会で報告させてもらうことでよろしいか。 

 課題と施策については、またこの委員会で継続審議をしていきたい。 

 

事務局） 



 部会の報告の内容については、後日郵便やメール等で委員の皆様に諮りたい。 

 日程の調整及び、今後の調査研究においての意見もいただきたい。 

 調査研究の案は事務局で示させていただく。 

 

議長） 

 以上で議事を終了する。 

 

  

 

 


