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第 6回 児童虐待防止調査研究委員会議事録（概要）  

１ 日時  平成１８年１２月２１日（木）午前１０時から１２時 

２ 会場  新都市ビル８階第５会議室 

３ 出席者 井上僖久和委員、河原久一委員、小関智子委員、才村純委員、鈴木教義委員 

                                  （五十音順） 

 
司会  本日は、齋藤委員、内田委員、椎名委員が欠席。傍聴者はない。 

    本日の議題は、17 年度に行った意識調査の結果から導かれる課題と対応策につい

てご検討いただき、また、次年度の調査研究に向けて、調査のポイントについて、

ご検討を願いたい。 

    それでは、議長を委員長の才村委員にお願いしたい。 

 

議長  本日の配布資料について、事務局からお願いしたい。 

 

事務局 （配布資料の確認） 

 

議長  議題の 1について、「千葉県子育て支援・児童虐待に関する意識調査」から導かれ 

る課題と対応策について検討する。事務局からの説明をお願いする。 

 

事務局 既に「子育て支援・児童虐待防止に関する意識調査」結果報告書として公表は済 

んでいるが、この調査結果に基づいた考察についてもう一度委員会で図っていた

だくということになっていた。前回の委員会でも結果を見ながらご討議いただき、

課題の整理と対応策についていくつかのご意見をいただいた。それをまとめたも

のとそれに対応する県の取り組みの現状などを入れたものが、お配りしたＡ３の

表になる。 

（調査結果から導かれる課題の説明） 

これは今まで委員会で討議されたことであるが、併せて、18 年度の県の対応状況

を示した。 

 

○ 「児童虐待についての広報の工夫」について 

（資料に沿って説明） 

 

○ 「いずれの地域にも潜在する児童虐待問題」については、今年は特に要保護児 

童対策地域協議会または虐待防止ネットワークの立ち上げを促進するということ

で、そのためのアドバイザー派遣事業を実施した。町村部の体制の底上げをした

いという意図がある。これは、ネットワーク会議や、これからネットワークを立

ち上げる、協議会を立ち上げる準備をしている市町村に対して、学識者であると

か、精神科医師、弁護士等を派遣し、謝礼についても県のほうで負担するという

形で実施している。今のところ７市町、９回の派遣を行う。 
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（要保護児童対策地域協議会の設置促進について資料に沿って説明） 

 

○ 「専業主婦に対する子育て支援事業」については、市町村事業なので、市町村 

の力による格差が激しいのが現状である。メニューの数は微増している。また、

平成 17 年度から「育児支援家庭訪問事業」が開始されているが、17 年度 18 年度

ともに、11 市町で実施。この事業は、市町村がキャッチした虐待のリスクや子育

て不安の強そうな家庭に対して、市町村側の判断でヘルパー派遣であるとか、家

庭訪問等をするというサービスである。細かいところは、市町村の独自のやり方

に任されている。対象者からの申請が無く、市町村の方から出向いていくという

サービスなので広がりは今のところ十分ではない。 

「児童虐待防止に関する母子保健担当者研修」を実施した。アドバイザー派遣と

ともに今年度初めて行った事業。今回の調査結果からも、若い世代の子育て不安

が見出されていることから、まず子育て支援サービスとして一番 初に関わる母

子保健の分野で未然防止の視点が必要になる。そのための職員の資質向上として

研修事業を実施した。 

 

○「暴力の連鎖を断ち切る」ことに関しては、これは従来から行っている事業が

主である（資料に沿って説明）。 

     

 右側の欄（今後の対応に関する委員の意見及び県の取組）のところが、今日、

委員の皆様にご検討いただきたい部分。課題の整理と現状を踏まえて、今後ど

のようなことを千葉県として取り組むべきかということについてご意見をいた

だきたい。 

今までの委員会の中で出された意見と、今回欠席の齊藤委員にあらかじめお話

をうかがっておいた意見を記入しておいた。 

 

太字になっている事業については、来年度実施事業として検討している。 

 

○「児童虐待についての広報の工夫」 

「子ども虐待地域力強化事業」については、県民への広報の工夫として、フォ

ーラムを市部のみではなく、県東部や南部の郡部での地域版フォーラムを開催

し、どの地域も意識化を図りたいというねらいを持っている。協議会を設置し

ている所は協議会の構成員、設置していない所は今後設置するための準備に関

わる方々を実行委員としてフォーラムを開催するというような方法を考えてい

る。 

「児童虐待防止パネル作成」については、児童虐待の内容について十分に住民

に理解されていないことから、正しい認識を図るためのパネルを作り、フォー

ラムの会場や各児童相談所管内での活動で、活用していただけるようなものを

作りたいと考えている。これも住民参加型にしたく、記載内容の基本項目はこ
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ちらで用意するが、デザインや表現の仕方は公募をし、審査をして 終的に仕

上げをしたいというようなイメージを持っている。 

「子育て応援リーフレットの作成」については、未然防止をねらいとしたリー

フレットにしたいと考えている。子育てに必要な基礎的知識と共に、虐待に繋

がるような不適切な状況とはどういうことかといった内容を若い世代に向けて

配布できればと考えている。母子保健の乳児健診の場で持ち帰っていただくと

いう配布の仕方を今考えている。 

 

○「いずれの地域にも潜在する児童虐待問題」については、新しい取り組みとし

ては特に今のところ無いのでこの辺もご検討いただければと思う。 

 

○「専業主婦に対する子育て支援対策」について。この課題については、前回の

委員会で、もう少し具体的なものを出していくための調査研究を 19 年度に実施

するという意見が出ている。前回の委員会では標題が「子育ての孤立化を防ぐ

ための母子保健、子育て支援サービスのあり方」であったが、予算要求などの

都合から、これを「養育支援サービスと児童虐待防止に関する調査」という標

題にさせていただきたい。内容については、前回ご討議していただいたものの

形で今要求している。 

 

○「暴力の連鎖を断ち切る」について。「児童養護施設の心理療法士並びに指導員

等施設職員への児童精神科医によるスーパーバイズ」については、十分なケア

をすることで子どもたちが健康な大人に育ち連鎖を止めることになり、また、

施設の被虐待児が増えている中で、一人の配属であったり非常勤であったりで、

臨床心理士が孤軍奮闘していると聞く。そこで、児童精神科医が手助けできる

ような形はどうかという考え方。「施設と医療機関の連携」については、施設と

医療機関は今は必要な時だけの接点であるが、もう少し情報交換、情報共有を

して、要保護児童の出口としての地域ネットワークのような形を作る。こうい

ったイメージで委員からご助言いただいた。 

 

議長   どうもありがとうございました。事務局のほうからご説明があったが、県の対

応の現状に触れ、それを踏まえて今後の対応についての具体的な提案を報告の

中に盛り込んでいく必要があるように思う。 

早速、この調査結果を踏まえて具体的にどのような対応が考えられるかご意見

を頂戴したいと思うが、その前に今のご説明で何かご質問等はあるか。 

 1 点聞きたい。フォーラムを過去２回開催されているが、概ねの参加者数とどう

いった人たちか。 

 

事務局  初年度は参加者数が約 300 名、今年は 180 名、一般の方に広報で知らせている。

活用のメディアとしては bay fm とか千葉テレビ、千葉日報、県民だよりという



 4

広報、ホームページ、あとは関係機関にお知らせをしている。 

 割合で言うと、一般の方は２、３割くらいだったかと思う。民生児童委員の方

とか市町村の職員とか、そういった何らかの関係がある方が多かった。 

 

事務局（児相） １０月に新しく児童養護施設ができたが、ショートステイの実施が見送

られた。県として、子育て支援事業の推進をうたいながら、新たな施設での実

施を見送るのは整合性が無いのではないか。 

事務局  県の養護施設の開設指導と、市町村事業である子育て支援事業の委託契約行為

とのすりあわせまで十分ではなかったということか。 

議長   そこは、この報告書に落とすのであれば、いっそうの支援サービス促進という

形になる。児童養護施設の開設認可する時にそういうもろもろの子育て支援サ

ービスというところもきちんと見てあげないと進まない。そのうえで市町村を

指導していかないと。そこが今バラバラになってしまっている。 

 

委員   母子保健担当者の研修というのは、県下の市町村全ての保健師さんを対象にし

て行ったのか。 

事務局  はい。全市町村の保健師と県内の助産師会登録の助産師と県の保健所の保健師、

それから助産師養成をしている教育機関にも案内を送付した。プログラムとし

ては午前・午後各 1 セッションで、同じ内容を 5 回やり、県内できるだけもれ

なく同じ研修を受けていただきたいというやり方で開催し、160 人が受講した。

また、1月から事例検討研修を 5箇所に地域を分けて実施予定。 

 

議長   質問のほうはよろしいか。それでは、今後の取組についてご意見を頂戴いたし

たい。順番は不同でご自由に。 

 

事務局（児相）児童相談所のお願いだが、うちの管内の市町村に要保護児童対策地域協議

会の設置をかなりお願いしている。その時市町村のほうで報酬を払わなければ

ならない。今まではボランティアで来ていたが、民間のお医者さんとか弁護士

さんとか色々と。その時に市町村から、市町村の予算もかなり厳しいので、県

から補助が得られないかという要望が強く出ている。 

議長   取組のところが不安定になっているということか。あえて入れるのであれば、

いっそうの（要保護児童対策地域協議会の）設置促進ということで。 

 

議長   4 番の「暴力の連鎖を断ち切る」というところで、千葉県には情短施設は無いの

か。 

事務局  はい。 

議長   だからこれは将来的な課題としてやはり根本的に情短施設の整備っていうのが

いらないだろうか。 

事務局  その件については、審議会の下部委員会、「社会的資源あり方検討委員会」で検
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討している。 

千葉県は、児童精神科の病床を持っている病院を複数持っている。現在は千

葉市内に子ども病院、青葉病院、市川に国府台病院、将来的には作りたいとい

う病院が 2 箇所ほどあるとのこと。そういう意味では児童精神科が他県に比べ

ると数的にはあるので、こうした特徴を有効的に捉えて、施設と医療機関の連

携を考えてはどうかとの提案を県内の児童精神科医から聞いた。子どもをでき

るだけ今居る養護施設にそのまま生活の場として確保して、必要な時には医療

を使い、施設に対して医療の側からスーパーバイズ等を行い、できるだけ今の

養護施設の技量を底上げをして医療とタイアップという形が千葉県としては可

能じゃないかという内容である。 

事務局  それは検討中。機能的には情短施設的機能はやはり整備していく必要があると

いう方向では考えられているが、その具体的な形が従来の情短の形でいいのか、

今出たような医療との連携の形でいいのかというのはまだ絞りきれていない。

終的にどのような方向でいくかというのは今練り上げている。 

議長   今検討されている。それは県の 5 ヵ年計画とかそういう中にはまだ上がっては

いないのか。 

事務局  はい、まだ上がっていない。 

議長   情短施設を整備するのか、今の形がむしろ子どもの健全育成の観点から望まし

いのか、別の委員会で検討されているということだが、この委員会でも情短的

機能を持ったシステムが望ましいというぐらいはやはり触れておいたほうがい

いのではないか。 

事務局  それについては具体的なイメージ、アイデアは何かあるか。 

議長   今の施設体系を根本的に見直すという考え方もある。基本的な生活の場は今後

はグループホームにして、本体施設に治療機能を持たせるという案がある。グ

ループホームには馴染まない、著しい問題行動を起こす子もいる。そういう子

どもは入院のようなイメージで、本体施設で対応していくというような整備が

なされるとよいのではないか。そうなると児童養護施設も情短施設も限りなく

オーバーラップしていく。そこを（社会的資源あり方検討委員会で）検討され

ているのか。それは一つのあり方だと思う。 

グループホームから病院に通うという方法もあるだろうし、現状の施設を拠点

とした形でやっていく方法もある。ここの検討委員会のテーマではないが、い

ずれにしてもこの委員会において県に対して検討していく必要があるのではな

いかという提言はさせてもらいたい。 

 

委員   今後対応の中に、「子育て応援リーフレットの作成」というのがある。今子育て

というのは本当に手探り状態の若い人が多い。非常に関心の高い人は、今年の

ベストセラーの本の中で『子育てハッピーアドバイザー』というのが 100 万部

以上売れているように、情報をたくさん入手してよりよい子育て等をする。格

差という言葉は今年の流行語だが、子育てにおいてもそうして情報を得てより
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よい育児をしようという人と、全く逆の、情報が入らない虐待に通じるような

環境にある人があり、子育てに関しても非常に格差が大きいと思う。だから、

例えば健診のような、誰もが受けていくようなチャンスに情報を手渡しをした

いというようなことは、そういう情報を手に入れられない人たちには有効な施

策になってくるのではないかと思う。 

議長   情報格差の現状ということに関連して、行政が出す情報というのは非常に堅苦

しいし、押し付けがましいところがある。「子育てはこうしましょう」とか。そ

ういうのは、今のお母さんは、不安な状況に置かれ、心細い思いで孤立した状

況になっている立場とか気持ちをまず受け止めたうえで、あまり押し付けがま

しさのない、まずはそれでいいんだという伝え方が必要。結果的に親の不安を

煽るようなものではなくて、その親をまず受け止めて、まず親が安心できる、

これでいいんだというそういう内容のものがいいのかと思う。もう７、８年く

らい前だが、母子衛生研究会のほうで「これでいいんだ、大丈夫」というよう

な冊子を出した。時を同じくして、文部科学省のほうも同じような本を出した。

しかし、全然スタンスが違う。文部科学省のほうは「こうしましょう」「こうし

ましょう」って。サポートのコンセプトが不足していた。 

委員   広報の工夫について、健康福祉部は今力を入れている。色々なところにメッセ

ージを出しているが、しかしながらなかなか効果が上がらないというところで、

我々もイライラする。この間もフォーラムにしても、結局聞いてもらいたいよ

うな人は 20％～30％、大体そんな結果。あれがもっと 70％～80％の人が集って

くれると良いが。だから今までの児童虐待防止、いわゆる福祉という視点の中

で、多くネットワーク作ってそこで対応を考えている現状では十分ではない。

それをもう少し広げて、例えば商工労働とか企業とか、今のお母さんたちは孤

立しているが、お父さんたちにもっと関心を持ってもらうために、例えば地域

の青年会議所とか、商工会議所とかたくさんある集まりの場所で企業の経営者

とか責任者にもっと家庭のことも関心を持てというようなことを働きかけて、

そして向こう側からも何か支援や理解をしていただくのはどうか。そういうよ

うなことが必要ではないか。いつもお母さんと家庭に対して我々サイドからメ

ッセージを言ってきた。何かもう一つこう後ろだてが別のルートからお父さん

と企業とかをもう少し活用できるような形の PR があってもいいのかと思う。例

えばパンフレットとかリーフレットは今まで児童館等に置いてあったりしたが、

例えばパチンコ屋とか居酒屋など、中に色々貼ったりするようにしたり、何か

もっと色々なところにもっと積極的に発信をしていってもいいのか。 

委員   居酒屋に「子どもを連れてこない」とか。そういうところに警察だとか福祉の

立場として、児童虐待について国ぐるみ、県ぐるみ、みんなで考えなければな

らないということである。一部の福祉の部分だけではなく、そういう視点から

言うべき。 

委員   次世代育児支援行動計画については、事業主は策定しなければならないが、そ

ことの関係で例えば事業主を対象とした研修会みたいなものは行っていないの
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か。 

事務局  資料が手元に無いが、行動計画の中では県でも企業やお父さんに向けてという

ことは書かれている。実際、具体的に商工労働部と何をするかというところま

ではそこまでは情報はない。 

委員   企業にまで視野に入れた広報啓発が必要ということだ。 

事務局  社会全体で取り組むという姿勢としてこういう視点が必要ということか。 

議長   行政の広報は胡散臭い、と言ったが、リーフレットにしても企画段階でユーザ

ーの視点で作っていない。お母さん向けのリーフレットを作るのであれば、現

に子育てをしているお母さんもメンバーに入るなどてユーザーの視点が大事。

こういうのが胡散臭い、こういうのはスッと入ってくるよといった意見をもら

うのが大事。 

事務局  パネルの作成にあったては公募で作ろうかというように考えています。こうい

う内容のものを皆さんのアイデアでパネルに落とし込むということを考えてい

る。そういう意味では県民に直接参加していただくという意味合いを持ってい

る。 

議長   どうしても行政が作ると差し障りのないものになりがち。厚生省が「子育てを

しない男を父とは呼ばない」というポスターを作ったが、すごい「よくやった」

という意見と「何だこれは」とのお叱りの両方があった。 

委員   広報の工夫のところに①～⑤まであるが、もう一つ「子どもの人権擁護」とい

うことをうち出したほうが良い。やはり虐待は子どもの人権侵害であるという

ことであると思う。そういう子どもの人権擁護という視点からも広報してもい

いんじゃないかと思う。 

議長  （課題として）通告を躊躇する住民意識を考慮する通告義務の周知とあるが、「通

告したら後はどうなるのかわからない」といった不安が住民の多くにあるとい

うことがある。通告すると親は逮捕されて、子どもは施設に入れられて大事に

なるのではないかという不安が（世間一般には）ある。通告を躊躇する要因を

踏まえた啓発というのがひとつのポイントのなるのではないか。 

     広報に関しては、そのほかの意見はどうか。 

     リーフレットは、どうしてもあれもこれも入れると文字小さくなり、文章が多

くなってしまう。場合によってはトピックス別で作る。 

例えば「通告」シリーズとか、「虐待の発見」シリーズとか、シリーズで出すの

もひとつの方法かと思う。 

委員   県の現状として、リーフレット配布数 1万５百とありますが、どういうところ 

に配布したのか。 

事務局  関係機関を通してという形なので、市町村や児童福祉関係機関ということで、 

直接住民の方に行く形ではない。どこかを経由して対象者にたどりついて欲し 

いなという形。 

事務局  直接では、街頭キャンペーンで配布している。その他が市町村を通した形で配

布。 
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リーフレットには、（児童虐待の）連絡先として市町村名を記載してもらいた

いとの意図から電子データで渡して各市町村で刷ってもらうような形もとっ

ている。 

委員    市町村で虐待に関係する部署を通して配布するということか。 

事務局   そういうことである。 

議長    コンビニや居酒屋にリーフレットを置くというのも効果があるかもしれない。 

調整が大変だとは思うが。せっかくのリーフレットなのだから。 

事務局   つい市町村の窓口とか、保健所とか考えてしまうが、いろいろな配布場所な

どのアイデアもいただいた。 

議長    ＴＶのスポットというのは非常に金がかかるが、例えば地元局。大阪では、 

児童虐待防止協会のスポンサーに関西ＴＶがなっているので、そこが協力し

て無料で一日に何回も「お母さん、そこで心を落ち着けて」というスポット

を流している。地元の千葉ＴＶをスポンサーにつけてできないか。 

委員    千葉ＴＶだけでなく、市川や松戸の地元局がある。 

事務局   ケーブル TV。 

委員    そういったメデｲアも身近な情報として有効では。 

事務局   県情報のコラムを持って情報を流すということはあるが、何度も同じスポッ

トを流すということはしていない。これは無料でやっている。 

 

委員    民生委員としては、全国各地で活動している。要は、TV や紙面での広報を見

ない人たちにどうやって必要な情報を伝えるかだと思う。例えば、パチンコ

店での問題でも事故が起こったときに、防音装置を店につけるとか、コンビ

ニにトイレを設置したような、県なり国なりが決めてしまえばどうか。騒音

の中に子どもを置かない個室を（パチンコ店内に）作るとか。パチンコ店に

も出てこない親子もいる。そういう家庭は市のほうでもわかっているのでは

ないか。市川市では、ほぼ市から民生委員に情報を流しているが、事故が起

きてからでは遅いので、ある程度民生委員には、情報開示をしていただく方

法を県のほうで（市町村に）指導して欲しい。個人情報保護の問題もあるが、

子どもの安全や夫婦間の暴力や高齢者の虐待の問題もあり、そういう情報開

示は命に関わることなので、ある程度伝えてももらいたい。われわれは見守

りを行うため、関係を持ちたいと考えている。児相も市も情報開示をしてい

ただかないと虐待は根の深い問題なので対処できない。 

議長    今のご意見は、２番の「要保護児童対策地域協議会」に関わってくる部分で

はないかと思う。個人情報保護法とか公務員の守秘義務とかそれぞれ守る義

務があって、それがかえって児童虐待防止の対応のネックになっているとい

うこともある。その中でどうすればいいのか。そこで考え出されたのが、こ

の「地域協議会」。「地域協議会」の構成メンバーはすべからく守秘義務を負

っているのだから、会議で話し合われた内容は外に漏れない、そのことによ

ってお互いに情報共有がスムーズになる。安心して個人の情報を共有できる。
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今の委員の発言は、「要保護児童対策地域協議会」を整備することで対応でき

るのではないかと思う。 

委員    民生委員には守秘義務はあるが、集まった協議会の構成員全員に法的に守秘

義務は決められていないのでは。 

議長    いえ、協議会については、児童福祉法で構成員全員に守秘義務が課せられて

いる。逆に言うと、協議会に乗らないと法律の壁があって難しくなる。そう

いう意味で協議会は、全市町村設置を推進する必要があるといえるのでは。 

事務局   現在、県内の児童虐待防止ネットワークに関しては、平成１９年までには全

市町村で設置予定であるとの回答は得ている。要保護児童対策地域協議会の

設置について、１８年度準備中は、１２市町村との回答をいただいているの

で、（県としては）20 年度までに全市町村での設置を期待している。 

 

議長    「暴力の連鎖を断ち切る」のところで、ひとつは、児童相談所の体制強化は

必要なのではないか。家族再統合の問題への取り組みも言われている。 

ひとつには、人員増と専門性の確保が必要。今後一層の専門職化を図ること。 

それが無理であればエキスパートの中途採用など、現にいくつかの自治体で

行われている。なかなか公務員制度と専門職化は相容れないところがあって、

そういう自治体は、ベテランを中途採用するなどしている。任期付職員とし

て採用をするということもある。専門職化に向けた人事も必要ではないかと

思う。 

事務局   今の専門職員というのは、虐待対応の専門職員という意味か。 

議長    児童相談所職員という意味であるが、その結果、虐待対応の強化を図るため 

にエキスパートを確保するということになる。堺市などで行っている。 

事務局   千葉県では、現在児童相談所の業務改善の検討と実施に取り組んでいる。業 

務システムそのものを見直して、虐待問題などに対応していける体制作りに

努めていると共に、人員増は毎年県として、している。その中で IT 化をどう

して行くか、ケース管理や危機管理について、具体的に検討している。専門

性の強化・確保についても、児童相談所職員を含めた関係職員の研修体制を

どうして行くか、系統的に実践につながるようにするにはどうしたらいいの

か、今できるところから取り組んでいるところ。 

議長    業務改善は大事なことで、まずは児童相談所の体制強化を図ることが課題。 

ここは、強調されていいのではないかと思う。 

事務局   要保護児童対応の中でも重い虐待の児童への対応を（児童相談所が）きちん

としていくという意味か。 

議長    従来は、安全確保とか初期介入ということで児童相談所の体制強化が言われ

てきたが、一方この流れからすると、「虐待の世代間連鎖を断ち切るため」に

も児相の役割はあるといえる。ところが今の体制を見ると、そういう体制に

はなっていない。こういったことを報告として書いておけばひとつの武器と

して財政や人事への説得材料になると思う。 
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事務局   「家族関係支援調整プログラム調査研究委員会」が、児童相談所の取り組む

ことができるプログラムなどについて検討している。 

事務局  （委員会では）児童相談所の体制強化までは検討していないが、家族関係支援

調整プログラムとは、初期介入から再統合までの対応の流れについて支援者

間で共有すべきことを大きなマップとして出して、その中にアセスメントを

組み込むとか、児相を中心に施設や市町村も関わるマッピングを示している。 

委員    児童相談所の関連で言うと、児相が関わって保護したあと施設入所後などの

ケアについて十分に行えていない。心理治療についても、心理判定員が関わ

っているが、施設入所後の子どものケアについて十分うまくいっていない。

現場の人から聞くと、何か問題があればそこで初めて施設と連絡を取って子

どもの心理治療をするが、非常勤の施設心理療法担当職員が居るが、対応し

きれない。施設内の心理担当職員がやるべき仕事と、児相の心理判定員がや

るべき仕事は違うと思う。子どもの入所後の安全を確保してほっとして終わ

るのではなく、心理的課題を抱えながら現実の生活をしていることにきちん

と対応すべき。今は、児相は指導指針ということで施設に伝えているが、そ

れだけになってしまい、問題が起きなければ子どもとの関わりが十分できて

いない。これでは、子どもが問題を起こすのを待っているような形になって

しまう。「連鎖を断つ」というためには、子どもがその後社会に出て行くとき

に問題を抱えたままになる危険性があることにも計画的に対応していくべき

だと思う。 

事務局   その辺については、（家族関係調整支援調整）プログラムの委員会のほうで、

全体像というか、支援の開始から終結までどういうアセスメントを踏まえて

どういうプログラムを組んでいくのか、実際どの位置にあるのか、どういう

人たちがどういうかかわりをこのケースにしているのか、位置づけがわかる

ようなものに作成している。１８年度中に試案を作成し、１９年度に試行し、

さらに修正を加えて仕上げていく予定である。 

事務局（児相）中央児童相談所には、心理職が７人居るが、自分たちは児相の心理職とし

て、施設の心理職の人たちに何をしたらいいのかわからない。具体的なことで

アドバイスがもらいたいということで、今児童相談所職員と施設職員とでケー

ス検討会や連絡会など何をするか検討している。参考までに。 

 

議長   他に御意見はどうか。それでは、この討議を踏まえて、事務局のほうで課題と

対応策を取りまとめ、その上で 終的には委員長に一任いただき、３月の社会

的養護検討部会に報告したいと思うがそれでよろしいか。 

そういう扱いにさせていただく。 

 

事務局  本日は、A3 の表を見ながら検討いただきましたが、その基になるのが、資料１

－１になる。表の内容を文言化したものになる。その表現については、まだ推

敲する必要がある。これと本日の検討内容との整合性を取る必要があるので、
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この点についても事務局と委員長に一任いただくということでよいか。 

議長   文章化したものも含めて、委員長に一任願いたい。 

 

     もうひとつの議題がある。前回の委員会で「子育て支援のあり方について」の

調査研究テーマが決められた。事務局で、類似の先行研究で資料を用意しても

らっているので説明願いたい。 

事務局  （資料３を説明）養育支援に関していろいろな視点で行っている調査研究を検

索した。６つほど取り上げてみた。自治体の子育て支援の調査もあるが、千葉

県では調査を行っていない。（１から６を説明） 

A３の資料に空欄を設けてあるが、調査研究委員会で調査のポイントを検討して

いただきたい。 

議長   具体的な内容は次回の委員会で検討したい。先行研究を参考にしていただき、

次年度に行う調査のポイントについて、ご意見をいただきたい。 

事務局  この調査を業者委託の予定があるので、仕様書を作成するにあたり必要部分に

なるため、参考に表を示した。 

委員   先ほどの討議も踏まえて、情報提供に関する実態、例えば保護者がこういった

（育児支援の）情報をどういうルートを通して得ているのかということを把握

できることが必要ではないか。先ほども広報について話があったが、そこでも

どういった形で目に触れることができるのか、どういった場所が良いかなどの

話があったが、そういったものをどういうルートで得られるかを把握すること

によって、どの程度児童虐待を認識しているのかという。 

議長   今の委員のご指摘は大事なこと。つまり、調査結果から、行政サービスに対す

るニーズはあるが、その利用につながっていないという不思議な現状がわかっ

た。ニーズがあれば、利用度が高まるはず。それは、ひとつには、知られてい

ないということではないか。では、知っている人は、どういう機会に、どうい

う媒体で知りえたのかそこまで踏み込んで調査しないと、いくら事業を作って

も、利用につながらないことになる。 

事務局  今回先行調査の中にも、千葉県の意識調査と同様に、ニーズはあるのに各育児

支援事業のメニューに関して利用希望は低いとの結果が見られた報告もあった。 

議長   事業の内容について、知らない人が多い。行政はサービス提供をしているつも

りだが、市民レベルまで届いていない。制度について知られていない。それは

どうしてなのかということは、先ほど委員がおっしゃったことになる。 

もうひとつは、事業を知ったところで利用したくないという人たちも居る。ど

うして利用したくないのかという意識まで踏み込んだ調査が必要なのではない

か。 

事務局  統計上、養護施設の一時預かりを希望する人はすごく少なかった。必要な人に 

は必要。夜間保育も数としては利用希望は少ないが、必要な人にとっては重要。 

統計上の数が少ないからニーズがないといっていいのか、そこは読みの問題だ 

と思う。 
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議長   大半の人は何とか自分でやっている。 

事務局  保育所は多くの人が利用したいといっているので数的に多く出るが、夜間保育 

までは必要な人は少ない。統計的な数だけでニーズを判断できない。 

議長   一部の人にとっては切実な支援になる。 

事務局  もうひとつ、県民が情報を入手しているかどうか、知っても利用したくないと 

いうのは、十分内容を知らないからだろうということに関連してくるが、こち 

ら側がニーズを捉えそこねているというか、ずれがあるということはないだろ 

うか。何を求めているかについてももう一度県民の側から出してもらう必要が 

あるのではないか。 

議長   育児支援サービスを利用したひとと、利用しない人の中には、利用の必要のな 

い人もある。利用した人としない人を単純に比較できない。 

事務局  利用した人の満足度というあたりを探る必要が在るのか。 

議長   利用した人の声は聞く必要がある。利用しない人についてもどうして利用しな 

いのか、必要性がないからということでも、それはそれで意味がある。 

議長   よろしいか。具体的内容は、次回に委員会での検討とする。 

事務局  調査規模については、対象を４，０００名位を考えている。母子保健サービス 

と育児支援サービスの関連を前提に考えたので、サンプルを毎年の出生数が県 

内で約５万、千葉市を除くと４５、０００程度なので、対象については、一月 

の乳児健診受診者を約４０００程度としました。それについてご了承をいただ 

きたい。 

調査対象を３歳児か１歳半にするか。未然防止の点で行くとなるべく早い時期

のニードの把握が必要かもしれないが、先行研究から、（出生から）あまり早い

時期では、子育て支援サービスのニードは少ないとの結果もある。３歳で所属

集団の有無が分かれるのでこちらが良いか。 

議長   神戸で、１歳半健診、３歳児健診での子育て不安の調査をしたが、年齢が高い 

ほうが子育て支援のニードが高くなるという結果が出ている。子どもの行動範 

囲が広くなるし、反抗期もある。やはり調査対象としては、３歳児健診の保護 

者が妥当ではないか。 

事務局  ３歳児健診保護者、４０００名程度、健診案内に調査票を同封し、健診時に回 

収する方法を考えている。この方法なら回収率が高まると思われる。期間は、 

地区によってずれはあるが、１０月ごろの１ヶ月間の対象児を考えている。市 

町村に協力いただく必要があるので、調整確認が必要。 

議長   すでにいくつか、ポイントが出てきたので、次回までに各委員のほうで具体的 

なイメージを持ってもらって、次回ご意見を頂戴するというのはどうか。 

事務局  次回の委員会を１月から３月の間に、今の話題で開かせてもらいたい。 

議長   この表の空欄部分が大事なところなので、ここを抑えないと前に進まない。事 

務局でイメージされている案を踏まえて、次回には具体的な案を各委員に意見 

いただきたい。 

今後のスケジュールについて。 
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事務局  資料４に示してあるように、３月に社会的養護検討部会を開く予定になってい 

る。委員長から報告をしてもらう。次回調査に関して、３月までに１度お集ま 

りいただきたいと思う。年度が替わり５月以降、次年度の調査に関して委員会 

を開催させていただきたいと思う。調査は１０月ごろ実施。２０年３月に次回 

の調査結果から県へ施策について意見いただきたい。 

議長   当面は３月の部会に報告をすることが目標である。 

他にご意見などなければこれで終了したい。 

事務局  資料２の「アンケート調査の自由記載」の内容に関して項目別にまとめて主な 

回答を記載したが、この形で公表としてよいか。 

議長   何かご意見ありますか。事務局案でよろしいか。 

委員   以前より内容が整理されているのでこれでよいと思う。 

議長   ではよしとして、以上で本日の議事を終了。 


