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第７回 児童虐待防止調査研究委員会議事録（概要） 

１ 日時  平成１９年７月２４日（火）午後２時から４時 

２ 会場  教育会館本館２０２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、齊藤万比古委員、 

才村純委員、森田雄司委員                 （五十音順） 

 
司会） 

ただいまから第 7回児童虐待防止調査研究委員会を開催させていただきます。 

委員の皆様にはお忙しい中、またお暑い中お集まりくださいましてありがとうございま

す。本日は、内田委員、椎名委員、鈴木委員が所用のため欠席との連絡をいただいており

ます。ご了解ください。 

さっそく議題に移りたいと思います。議事の進行は、委員長であります才村委員長にお

願いしたいと思います。それではお願いします。 

議長） 

議長を務めさせていただきます才村と申します。よろしくお願いします。 

議事に入ります前に、事務局から本日の配布資料の確認をお願いします。 

事務局） 

（配布資料の確認） 

議長） 

さっそく議題の 1に参りたいと思います。「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（案）の検討について」事務局からご説明をお願いします。 

事務局） 

資料 1-1 から説明させていただきます。昨年度第 6 回の委員会で、19 年度調査である程

度決まった部分として「養育支援サービスのあり方」、専業主婦等のニーズについて調査し

ていこうというところまで決まりました。 

平成１７年度の意識調査の結果概略より、問 20「虐待と思われる行為をしたことがある」

という設問の結果として、子育て世代の専業主婦は、仕事を持つ女性よりも「虐待と思わ

れる行為をしたことがある」との回答の割合が高い。数字については、資料 1-2 をご覧く

ださい。「したことがある」と「しそうになったことがある」は、全体では 20.8％に対して

専業主婦が 36.8％、就労女性については 27.4％となっております。この専業主婦について

は、25 歳～44 歳の子育て世代と定義させていただいております。 

続いて、問 35「子育て負担感の内容」として、子育て世代の専業主婦は、仕事を持つ女

性よりも「子育てによる身体的疲れ」、「自分の自由な時間が持てない」、「子どもとの接し

方に自信が持てない」、「子育ての大変さを身近な人がわかってくれない」との回答が高い

というところで、養育者自身の心身の余裕のなさが伺えるのではないかということです。 

続いて、問 41「子育て支援策に関する認知」では、養育支援サービスのうち「ショート

ステイ」、「つどいの広場」、「病後児保育」、「ファミリーサポートセンター」については、

専業主婦の半数以上が認知しておらず、9 割前後が利用したことがないと回答しています。

また、専業主婦の 2割～3割は、各種サービスの利用希望もないと回答しています。 
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まとめとして、子育て世代の専業主婦は子育ての負担感は高く、虐待をするおそれが他

の世代の女性や仕事を持つ女性に比べて高い。そのため子育て支援策への期待がある一方

で、現在行われている子育て支援策の認知や利用希望は高くはないということでした。 

これを踏まえて昨年度まとめた『児童虐待防止に県が取り組むべき課題』調査検討結果

として、課題 3「子育て世代の特質にあったきめ細かな支援対策」とその周知ということで、

専業主婦のニーズに焦点を当てた子育て支援サービスの拡充。また、子育て支援サービス

に関する情報の効果的な提供。これは、認知の部分に由来しているかと思います。これら

の課題が浮き彫りにされ、これらの対応策として、「きめ細かな子育て支援対策」というこ

とで「子育ての協力者」、これは主に男性に向けた理解や協力を求める広報が必要ではない

かというご提言をいただきました。 

また、「子育て支援のニーズとサービスを適正に調整する体制」ということで、具体的に

は民生児童委員等による専業主婦等へのニーズの把握やサービスの紹介というシステムが

確立されるべきではないかというご意見をいただきました。 

また、「自らは求めない養育者への子育て支援の出前型サービス」ということで、これは

既存の育児支援家庭訪問事業の推進というところが挙げられていました。 

これを受け、今年度新たに調査するテーマとして「児童虐待未然防止のための養育支援

サービスのあり方」というものを調査してはいかがかというところまで、ご意見をいただ

きました。この調査の中身については、第 6 回委員会では、3 歳時の乳幼児健診において

4,000 件のアンケート調査をする方向で事務局としては考えたいとご説明させていただき

ました。その後精査して、乳幼児健診時のアンケート調査については先行事例も数多くあ

り、それだけでは、実際に養育支援サービスを必要としながらも使っていない人、行政側

が使って欲しいと思っていても使っていない人、実際になぜ使っていないのかという部分

まで踏み込んで聞くことが出来ないのではないかというところもあり、新たに検討をし直

しました。 

今年度調査の目的として、子育てをしている専業主婦等で養育支援サービス利用者に、

養育支援サービスの利用実績や使い勝手等を、養育支援サービス非利用者に対して、利用

しない（できない）理由等を把握することで、現行の養育支援サービスの課題等を明らか

にし、より効果的な養育支援サービスを展開していくための対策等を検討するとしました。 

調査方法としては、1 歳 6 ヶ月健診時にアンケート調査を実施。アンケート調査回答後、

後日実施するインタビュー形式による調査に賛同いただいた方に対して、個別にインタビ

ュー調査を実施する。アンケート調査については、専業主婦等に 1,000 人、インタビュー

調査では専業主婦等 50 人に実施します。1 歳 6 ヶ月健診に絞った案の理由としては、3 歳

児は幼稚園や保育園等の既存のサービスに関わっている方が多いのではないか。それに対

して、1歳 6ヶ月という年齢は、ようやく歩けるようになり、ある程度言葉をしゃべり始め

た、自立心が芽生え自己主張するようになってきた年齢で、お母さん方が子育てをするの

にやや大変な年齢ではないかというところで、1歳 6ヶ月健診という案としました。 

調査実施時期は、アンケート調査を 10 月～11 月頃、インタビュー調査を 12 月～1 月頃

を目途に実施する予定です。 

具体的な調査内容としては、サービスの認知度・利用状況のほか、サービスの情報をど
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うやって入手しているか、サービスを利用しない、できない理由、必要としている養育支

援サービス、具体的にサービスがありながらも利用してない現状があるので、どういった

サービスが必要なのかを聞きたいと思います。 

資料 2 に移ります。スケジュールについては、本日の調査研究委員会の後、対象自治体

に調査協力依頼をお願いしたいと思います。アンケート調査票は 1,000 枚作成します。対

象自治体にお願いすることは、健診前に事前に送付する問診票の中に調査票を同封してい

ただく。対象者には健診時に問診票と一緒にアンケート調査票を持ってきていただき、調

査票をその場で回収するということになります。 

市町村にはアンケート調査票が概ね 9 月頃に配布できれば、9 月に対象者への発送、10

～11 月に実施する健診で調査票を回収することができると思います。その後、12～1 月頃

を目途にアンケート調査票の結果を集計しつつ、アンケート調査の回答内容を見て、現在

養育支援サービスに結びつきがないような方を抽出し、かつアンケート調査の際に、後日

のインタビュー調査にご賛同いただいた方にご連絡を差し上げて、対象市町村の公共機関

等でインタビュー調査を実施したいと思います。これは 1月くらいまでに終了して、2月ま

でにインタビュー調査結果を集計し、3月までに結果報告の取りまとめをしたいと思います。 

続きまして、資料の 3について説明します。対象予定市町村としては、平成 17 年度調査

で対象であった 22 市町村を考えました。このときは、全県民約 500 万人のうちの約 9,000

件で、抽出率 0.2％で実施しました。今回は、19 年度対象数を 1,000 件と見込みました。

これは、全体の乳幼児健診対象者数約 40,000 人に対して、抽出率約 2.5％になります。最

終的な 50 名のインタビュー調査となると、抽出率は同じく 0.2％を見込んでいます。 

19 年度の配布対象市町村については、まず 22 市町村全てに配布する案。また、事務局案

としては、さらに地域を絞って、各地域のうち代表する市を 1 つ選び、アンケート調査を

実施することでいかがかと考えています。これを選んだ理由として、各市町村における健

診の実施頻度がかなり異なるという実情があります。対象実施月に 1 回しか行わない市町

村もある。ということで、22 市町村全てに配布するのはかなり厳しいと考え、その地域の

中でも頻度が多い市を選びました。 

続いて、資料 4「地域子育て支援サービスの活用に関するアンケート（案）」について説

明します。これは、実際にアンケート調査を実施する際の調査票の素案でございます。こ

ちらについて後ほど、ご議論いただければと思います。 

まず、Ｑ1としましては、今回のお知らせの 1歳 6か月健診の対象のお子さんのことにつ

いて、出生順位や性別、家族のことを伺っています。Ｑ2では回答者ご自身のことについて

お伺いし、Ｑ3以降は、お子さんと回答者の方それぞれについてお伺いしています。 

Ｑ3 では、お母さん方がお子さんと普段よく行く場所。要は外によく出ているかどうか、

どういった場所に出ているかも聞いてみたいということで、屋内、屋外を問わず普段出か

ける場所ということで 3 つほど書いてくださいということで設けました。また、この出て

いる場所は実際公共のサービスの場所でもあるかもしれませんし、公園のような公共の施

設であったり、ショッピングセンターのキッズスペースのような民間の場所かもしれませ

ん。それからお母さん方のお家かもしれませんが、家からどれくらいの距離の所に比較的

よく行っているのかをお伺いしたいと考え、設けました。 
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続いてＱ4ですが、お母さん方がお子さんと出かけるときにどういったところを重視して

いるか、重視している点を 1～13 まであげておりまして、1～10 くらいまではお母さん方の

心理的な部分を、11、12 については設備的な部分を聞いている設問です。設問がもっと多

ければいいのかなとは思いますが紙面的な都合で 13 までとしています。 

Ｑ5については、地域なり子育て支援サービスの認知について表形式にしています。並べ

てある子育て支援サービスについては、現時点では対象市町村の子育て支援サービスに合

わせた形の調査票にしたいと、すなわち 8地域あるので、8パターンの形で子育て支援サー

ビスの名称をお母さん方に馴染みのある名称で書き、それについて知っていますか、知り

ませんかといところを聞いてみようと考えています。現時点では一般的な名称でいくつか

の例を取らせて頂いています。 

続いてＱ6、子育て支援サービスの情報をどういうふうに入手しているのかというところ

ですが、これについて 3 つ選んでいただくとこととしました。行政側としては実際に広報

誌であったり、保健センターや子育て支援センター等で配布するようなパンフレットを入

手していただくのが従来の行政の広報のパターンではないかと思いますけれど、それ以外

の情報の入手方法を、最近ではインターネットであるとか友達とかネット、メール等自分

が持っているネットワークでの情報の入手方法という形も在ろうかと思います。この部分

について今現在お母さん方がどういった方法で入手しているのかを探り、今後の広報、啓

発に役立てていければと考えています。 

続きましてＱ7に移ります。こちらは育児をするうえでの気持ちがお母さんと周りの人た

ちの関係性について 1～17 の選択肢のうち、どういった気持ちがあるかそれぞれお答えい

ただくというところです。こちらについては、子育てが楽しいという選択肢もあれば、子

どもが好きでないと思ってしまうとか、色々な選択肢をご用意してこれをクロスして集計

できればいいのかなと考えて選択肢を用意しました。 

Ｑ8は、子育て支援の利用や外出することについて、そもそも積極的かどうかということ

で書かせていただきました。これは、地域で孤立しているかどうかというところにもあろ

うかと思いますが、そういった部分で積極的な人にはそう大きな問題はないのかなと思わ

れますが、あまり積極的ではなかったり、全く積極的ではない方はどのような理由でそう

なのかというところで、行く所がないのか、友達がいないとか、利用したいけれど方法が

分からないのか、というところを探るクエスチョンという形で伺いたいと考えています。 

続きまして問 9 に移ります。現在あなたは以下に示す子育て支援サービスのどの機能を

最も必要としていますかというところで、居場所が欲しい、周りの同じような世代の親御

さんが集まって子どもたちを遊ばせながらも一緒に話をするような場が欲しいのか、それ

ともそういった場の情報がないので情報を得たいのか、それとも目の前にいる子どもをま

ずは預かってもらいたい。自分がリフレッシュや気分転換するために子どもを預かっても

らうサービスが欲しいのか。役割としての相談する機能が欲しいのかということで選択肢

を設けております。 

続きまして問 10 に移りますが、こちらは出前型の支援というところで、こちらから伺う

という方法のサービスについてどうですかというところを聞いてみました。自宅で利用で

きるなら利用したいという方もいるかもしれませんし、または家には来て欲しくない方も
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実はいるのかなというところで、利用したい方についてはどういったサービスを利用した

いか、利用したくない方についてはどうして利用したくないのかというところを書かせて

もらいました。 

Ｑ11 については細かいエピソードを書いていただければということで、本当に困ったと

いうところがあれば何か書いてくださいということで載せています。 

下の方になりますけれど、インタビュー調査へのご協力のお願いというところで、実際

どの程度ご協力いただけるかわかりませんが、アンケート調査回収時にこちらの方をご記

入いただいた方の中からインタビュー調査にご協力できる、あるいは何かのついでにご協

力できるかもしれないというところにチェックがあった方を対象にインタビュー調査を実

施したい。インタビュー調査については大体 50 分程度を目安にお話を聞かせていただきた

い。これについては、このアンケート調査票の作成や集計等を含めまして調査委託先を検

討中ですが、調査委託先にインタビュー調査の依頼をしたいと考えています。この今の案

では 4ページになっていますけれど、実際は両面印刷Ａ4で 2枚程度にしたい。なぜかとい

うと実際問診票を送付するときの郵送料に市町村の制約がありまして、これ以上枚数を増

やすことが出来ない、限られた中でアンケートを実施したいというところで設問を決めさ

せていただきました。 

全般的に説明させていただきましたけれど、現在提案していただきました調査の方法に

ついてご意見をいただければと思います。また、アンケート調査項目につきましても忌憚

ないご意見をいただければと思います。よろしくお願いします。 

議長） 

はい。どうもありがとうございました。 

ただ今の事務局の説明についてご質問、ご意見を頂戴したいと思いますが、二つに分け

て進めていきたいと思います。 

まず一つは、この調査の枠組み、あり方についてご質問、ご意見を頂戴して、その後に

具体的に質問項目について是非議論していきたいと思います。そこで、まずこの調査全体

の枠組み、あり方についてご質問、ご意見を頂戴したいと思います。 

いかがでしょうか。例えば 3歳児健診ではなくて 1歳半健診という対象児童の年齢とか、

または事務局の方からご提案いただきましたが配布する自治体は前回と同じ自治体でいい

のか、各ブロックで 1つ抽出するのか、その辺も是非ご意見を頂戴したいと思いますが。 

森田委員） 

調査対象年齢が 1 歳 6 ヶ月ということですが、虐待の未然防止ということから 1 歳 6 ヶ

月の子どもが、虐待の年代的に多いのかどうかということからすると、やはり虐待の多い

年代のところに調査したほうがよいのかなと思いますが、1歳 6ヶ月というのは、3歳ない

し 4歳 5歳という幼児さんと比べて率から言ってどうですか。 

議長） 

そうですね。虐待の発生頻度について何かデータはありますか。 

事務局） 

千葉県の場合、3歳未満で発生が昨年度の相談の対応件数で 14％、3歳から就学前までで

大括りになってしまいまして 28％。約倍ですが。ですから 3 歳未満という括りでしか読み
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ませんので、現実には統計的にどうかというと、この場では詳細にはございません。 

事務局） 

統計の見方のところもあるかも知れませんが、実際には 3 歳から学齢児前の件数が高い

ということですけれども、県として市町村レベルで対応した時点での年齢ということで、

実際虐待が発生の年齢となるとそれより前の可能性が高いのではないかと推測されるので、

学齢児前くらいの方が高いからといって実際そうなのかというところも数字の見方として

はあるのかなと考えています。 

議長） 

なるほど。 

事務局） 

因みに、私どもから同じ部会に所属しております死亡事例検証委員会で検証をお願いし

ていますが、こちらの検証の年齢が１歳と３歳ということでどちらとも言えないのですけ

れど、最近の死亡事例はやはり１歳前後が全国的に見て多いのかなという気はいたします。 

議長） 

そうですね。国の審議会の検証などでも年齢が小さければ小さいほどやはり数は多くな

ってますよね。だからそれは死亡事例であって、なにか発生件数について年齢別にどうか

というとなかなか難しいですよね、今おっしゃったように。ですからやはり幼い頃から色々

なものが積もり積もって顕在化していきますから、じゃあ、いつ頃から虐待の芽が発生し

てグッとエスカレートしてきたかはそれぞれケースバイケースになるでしょうし。 

見方によれば、それは 3 歳未満で 14％、3 歳以上就学前が 28％。ですから、3 歳までは

ずっと家の中にいて分かり難い。ところが、3歳くらいになって保育所とか幼稚園に行くよ

うになってから顕在化してくる。そういうところで発見されるというようなことも考えら

れますよね。従ってこの数字だけでは、ちょっと難しいかもしれませんよね。 

その辺どうでしょうか。 

井上委員） 

先ほどの説明では、3 歳児とか乳児を対象に似たような調査があるということなので、1

歳半の方にシフトしてというふうに私は聞こえたのですか。その辺はどうですか。 

事務局） 

3 歳児だから多いという言い方だと語弊があると思います。乳幼児健診時におけるアンケ

ート調査という括りだと多いのかなというところで、今回サービスを利用できていない方

の実際の声をどのように聞いたらいいのかというところで、アンケート調査プラスアルフ

ァでインタビュー調査で実際のお母さん方の生の声を聞こうというところで 2 段組で設け

ました。年齢に関しましては乳幼児健診時のアンケート調査というのは、両方やっている

場合に割と多いですね。1歳半と 3歳それぞれにアンケートした場合には多いと感じると思

います。年齢では先行調査でどちらが多いというわけではありません。 

議長） 

齊藤委員はどうですか。発達学的に見た場合に 1歳半か 3歳かというところで。 

齊藤委員） 

まあどちらか一方でやるしかないのだとすれば、1歳半でいいような感じがするのですが。
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というのは、早く知る、1歳半のレベルでどれくらい我々が知ることが出来るか。より顕在

化していく前の段階でもしかしたら救いがあったかもしれないという時点での実体を知る

ことが出来るという意味では 1 歳半がよりいいかと思うのですが。本当は両方やって、そ

の残りの１年半の間にそういうニードがあるものなのかどうか知ることができたら、それ

はそれで情報として意味があるような感じがしますが、予算の関係もあるでしょうし。 

議長） 

予算の範囲で二つやろうと思えばサンプル数が半分になってしまって、またデータの信

憑性の問題も出てくるので、強いてどちらかというと 1 歳半の方が望ましいということで

しょうか。 

井上委員） 

実際に 1 歳半健診で、お母さんたちが健診の場に来るのは 1 歳半から少しずれての時期

ですよね。そうすると例えば、育てにくい 2歳、2歳というのは赤ちゃんから子どもへちょ

うど変わっていく時期ですね。親が非常に育てにくさというか、赤ちゃんなら赤ちゃんで

いいのだけれど。3歳児になるとかなり反抗が出てきますよね。それで子どもという感じが

するけれど、2歳というのはまだ言語の表現とか、そういうものが赤ちゃんレベルがまだ残

っていたりして 3 歳まではいっていない。非常にお母さんとしては育てにくさ、ちょっと

困ったようなそういう時期でもあるのですね。時期的には逆に私はおもしろいな、という

感じがするのですけどね。 

議長） 

また排泄の訓練で、また結構その排泄の訓練がうまくいかずに虐待になる、一つの大き

な要因にはなりますよね。そういうところからもやはり 1 歳半健診を望ましいということ

でしょうかね。 

齊藤委員） 

これは内容としては要するにお母さんがどれだけ孤立しているかということと、それを

打開する覚悟をどれくらい千葉県のお母さんたちが活動的にそれを求めることができてい

るかどうかということを知るためですよね。そういう点でいうとやはり 1 歳半から 2 歳と

いう、今、井上先生がおっしゃったような子どもの発達段階としてもちょうどいい時期で

はないかなと思います。実際問題として、虐待そのものはそういう時期に入って子どもに

手を焼くようになって益々エスカレートするのであって、多分芽は 0 歳児のうちから始ま

っているケースが多いですよね。 

議長） 

森田委員よろしいでしょうか。 

森田委員） 

はい。 

議長） 

他にどうでしょうか。この調査全体のあり方ですが。 

ちょっと一つよろしいですか。「専業主婦等」となっていますが必ずしも専業主婦にはこ

だわらないということですよね。というのは、1歳半健診は専業主婦の方も来られるし、そ

うではない方も来られるわけで。 
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事務局） 

そうですね。アンケートについてはまさにそうでしょうね。もちろん就労、フルタイム

で働いているお母さんももちろんかなり多いのではないかと思います。インタビュー調査

については時間の問題も当然あるのではないかと思うのですが、なるべく専業主婦と就労

女性という 17 年のアンケート調査でやや差がみられるということがあったので、なるべく

専業主婦である方についてインタビューはお聞きしたいなというところは意図しています。

「等」とした部分については、実際にはフルタイムではないにせよ多少の勤務をされてい

る方もおられるのかなというところで「等」とさせていただきました。中心は専業主婦と

いうところで捉えています。 

議長） 

だからやはり専業主婦とそうではない主婦とではやはりニーズが全然違うと思うけどね。

ですからお母さんが働いているところというのはやはり保育サービスへのニーズが当然高

くなるし、専業主婦はそれほどニーズは高くないということになりますから、やはり両方

を視野に入れて、専業主婦も十分意識しながら調査項目を設定し、インタビューをすると

いうことだと思うのですが、一応両方を視野に入れてということになりますか。 

あとはどうでしょうか。特にこの調査対象の自治体ですね。二つの案を事務局の方から

示していただいているのですが。資料 3になりますかね。 

実際に年に 2 回とかというところは、この調査対象期間に引っかかるかどうかというこ

とがありますよね、現実問題。 

事務局） 

現時点で、事務局の方で 9月から 12 月の 4ヶ月間に実際に健診をおこなうのかどうかと

いうことを電話ですべての市町村に確認をしたところ、4ヶ月間に広げればどこも実施しま

す。ただ一番少ないとこだと年に 2回、印旛村になると 12 月になってしまうのでこちらが

なるべく 11 月までには終わっておきたいということから、やはり頻度が少ないところはチ

ャンスが少ないのかなと。且つ 1 回の受診者数というのは、単純に総受診者の回数だけの

数字なのですが、それでみると、どうにもここではできないというところがでてきてしま

うというところがあって、全市町に対するのは実際には困難なのかなというところで 8 地

域の案を出させていただきました。 

事務局（児相） 

8 地域の方なのですが、これだと単純には言えないのですが、もしかして支援サービスの

整っている地域に偏っていないのか、そうじゃない地域の養育支援のニーズは何なのかと

いうところで、落ちてしまっているのではないか。その点はいかがかと。 

議長） 

なるほど。そのあたりどうなのでしょうかね。 

要するに地域を 8 地域に絞り込むと、絞り込まれた地域というのはバイアスがかかる可

能性があるということでしょうかね。 

事務局） 

調べた中で、「つどいの広場」「ファミリーサポートセンター」についてはいわゆる葛南・

東葛の二つの地域を除くとかなり対象が少ない。「つどいの広場」「ファミリーサポートセ
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ンター」は千葉県では 20 市町村にも満たないでの実施になりますので、印旛、香取、山武

あたりですね、こちらの方の場所ではつどいの広場ファミリーサポートセンターは実施し

ていない。従って養育支援サービスが充実しているとは言えないのではないかと。逆に東

葛・葛南地域においては、「つどいの広場」「ファミリーサポートセンター」ももちろんご

ざいますし児童館も併設されている、ということで多少のバラツキはあるのではないかと

判断し、この市町村にさせていただきました。 

議長） 

ただその一つのところでも、例えばその印旛のところでも 4つの市・村がありますよね。

この中でのバラツキというのはないのでしょうかね。ブロック間の格差というものは当然

あると思うのですけれども。このサンプリングをするときに非常に意図的ではないかとい

ういような見方もあると思いますので、そのあたりどうなのでしょうかね。できるだけ分

散した方が無難であることは確かですけどね。一つのブロックの中で自治体間の格差とい

うのはそれ程無いのですかね。そこのところがよくわからないのですが。 

齊藤委員） 

ありそうな気がしますね。 

事務局） 

無いということは言えないと思いますね。ただこの中の市町村間の差と比べて、このブ

ロック間の形で傾向はとれるのかなという感じだと思います。 

やはり東葛・葛南地区というのが社会的資源という意味ではかなり揃っていますし、地

域的にですね郡部といわれる地域は市町村間というよりも地域間の差の方が大きいのかな

という感じなので、現実的に調査するとなると、先ほど申し上げたような回数などそうい

ったところでかなりまた制約がありますので。そうすると必然的にそういった郡部の市町

村が落ちてしまう可能性があるものですから、傾向としてはこれで把握できるのかなとい

うところです。 

議長） 

どうでしょうかね。22 市町村にやるのか、8 地域に絞り込んでやるのかということです

が。8地域に絞り込んでもそんなにデータの偏りとか想定されにくいということでしょうか

ね。 

絞り込むメリットというのは何なのでしょうかね。前回はここに載っている自治体につ

いてはすべてやったわけですよね。それぞれ絞り込んだ、その絞り込みの基準は何なのか

ということは問われると思うのですね。少々無理があったとしても大きなメリットがあれ

ばそれはそれでいいと思うのですが。そういう意味で絞り込むメリットというのはどうな

のでしょうかね。一部自治体についてはこの調査対象期間に健診が実施されないというこ

とはあると思うのですけど。 

事務局（児相） 

一応ブロックを代表する特性を持った市だという位置付けではあると。 

あと、統計的に処理すると少ない数というのは消えてしまうのですよね。よほど取り上

げ方を工夫しないと内容としては消えていってしまうというか。どうしても数の多いとこ

ろが言及されるという。例えば本埜村でやったとして、本埜村から 1 人、こういう施設を
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作ってほしいと出たとしても統計処理をしたときにはそれはほとんどクローズアップされ

ないんですね。 

議長） 

そうですね。各自治体ごとに集計・分析すればそうなると思うのですが、全くそういう

集計にはならないと思うのですよね。ですから地方・都市部そのような形になるのではな

いかなと思うのですが。 

事務局（児相） 

都市部と町村部というふうに一応わけることができるのですか。そうすれば町村部の代

表という見方をすることができるのかなと。 

議長） 

8 地域をそれぞれ選ぶ基準のようなものがきちんと説明がつけば全然問題はないと思う

のですよね。そこの説明がつくかどうかですね。 

事務局） 

今回、事務局の方で 8 地域に絞った経緯といたしまして、まず、この表を作った際に、

平成 17 年度調査の 9,070 件を単純に 1,000 件で割りこんだところ、本埜村や旧和田町の南

房総市は、前回の比率で単純に割りこんだ数字が 5 件程度しかないというところで、アン

ケート調査を 5 件しかないこの地域にまくという必要性がそもそもあったのかというとこ

ろから、一つこの地域についてはある程度のところ省略しても構わないのかなというとこ

ろがまず 1点ございました。 

また、このあと続くインタビュー調査について現実的に 50 人を選んで 22 の地域にばら

まくということがなかなか難しいというところもありましたので、まずは 8 地域を選び、

更にインタビュー調査で 50人を選ぶ際にこの地域の中から数を選んでいくと考えて今回に

関しては地域を代表として選ぶということで案を出させていだきました。 

議長） 

データが分散してしまって、さっきご意見が出ていたように、人口規模の小さいところ

ではほとんど件数が無い、というところですかね。 

事務局） 

概ね都市部では、市川市、柏市。農村部といってもよいのかわからないのですが、旭、

いすみ、南房総の地域、それからその中間の地域、佐倉市、木更津市、という形で一応 8

つの地域の中である程度 3 つのカテゴリーに分ける形で一応選ばせていただいたつもりで

す。 

議長） 

そういった形で説明がつけばいいと思いますけど。いろいろな方がおられて、やはり支

援サービスが比較的実施されているところを割と意図的に選んでいるのではないかという

ような意見も出かねないので少しこだわったのですけれども、今説明されたようにきちん

と説明がつけばそれは問題ないのかなと思うのですが、どうでしょうかね。この 8 地域に

絞り込むか、22 市町村についてやるかということですが。8 地域に絞り込んでも特に問題

はないですかね。そのあたり各委員の先生方どうでしょうか。 

一つのブロックで複数あるところは、この選んだ基準と言うのはやはりその中で、ブロ
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ックの中で比較的大きな人口を抱える自治体ということになりますよね。 

事務局） 

そうですね。必然的に健診の回数が多いということは対象者が多いということになろう

かと思いますので、必然的にはそうなるのかというふうには考えております。 

議長） 

調査の効率性等そのへんを考慮したということですよね。それはそれで説明はつくと思

うのですがどうでしょうか。これは 8 地域に絞り込むことにちょっと賛成しがたいという

先生が今おられたらご発言いただきたいと思いますが。よろしいでしょうかね。 

（異議なし） 

議長） 

それでは 8地域に絞り込んで実施するということでさせていただきましょうか。 

他に調査全体の方法等についてご意見ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、調査票の案についてご用意して頂いておりますので、その中身についてご質

問、ご意見をいただきたいと思います。 

議長） 

皮切りにお伺いしたいのですが、Ｑ3のところで、例えば親戚の家とか、実家とか、友達

の家に行くというのは、ここに入ってきますかね？どうなんでしょうかね？プライベート

な部分は無視できないと思うし。 

事務局） 

スペースの都合で例を 3 つしか書かせていただいていないので、受け取った方が確かに

設問の文言を見てどのようにイメージをされて書くのかというのが、人によってもしかし

たら差が出てしまうかもしれないのかなと。例えば、コンビニエンスストアとかカラオケ

だとかということを、書かれる方ももしかしたらいるかもしれないし。それはそれでこち

らとしては構わないのですが、全員がそう捉えるかどうか限らない。公共の施設を中心に

書かなければならないと思われてしまうと、ちょっとこちらの意図するところとは違うの

かもしれない。 

議長） 

設問の仕方か、例のところにできるだけいろんな事態を想定して入れるか、どっちかだ

と思うんですけど。要するにプライベートな資源を入れるんでしたら、もう少し設問の仕

方とか例を工夫した方がいいのかもしれない。やっぱり聞くべきでしょうね。 

委員） 

自分の実家とか、入りますもんね。 

議長） 

この「ママ友達の家」というのは、県単独の事業なんでしょうか。 

事務局） 

いや、そういったことではないですね。 

議長） 

子どものママの友達の家ということなんですね。プライベートな資源なんですね。これ

はちょっとわかりづらい表現かもしれないですね。 
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事務局） 

ちょっとわかりづらい表現かもしれませんね。 

小関委員） 

ちょっとよろしいですか。私もこの質問を上の「県民の皆様へ」というところをよく読

まない限りは、「普段よく行く」というと色んなところがでてくると思うんですね。このア

ンケートの目的は、上に書いてあるような、どのような社会的資源ですとか子育て支援サ

ービスを活用しているかという視点で調査すると、よくは行くけれども、ここに該当しな

いものがここに上がってきていいのか。それと同じように次のＱ4を選ぶ基準として、ここ

にも関連してくるので、こちらの意図とどう関連させていくかというのは、やっぱりクリ

アしていくのはかなり難しいという印象がありますね。 

議長） 

そこはしっかり押さえておかないと。ブレてくるんですよね。 

小関委員） 

調査の目的がね。やはりアンケートって一般の方は慣れていないと思うんですね。回収

率がどの程度になるかっていうのもある上に、せっかくやるんだったら有効な回答を得た

いというのもあると思うんですよね。 

議長） 

基本的には養育行動といいますかね。よく行く場所はどこかとか。まずは養育行動全体

について聞いて、その中で次の段階として子育て支援サービスのニーズとか認知を聞く。

まずは全体を把握してということじゃないんでしょうかね。 

事務局） 

それが表現として明確になるようにした方がよろしいということですね。今、小関委員

がおっしゃったように、Ｑ3については冒頭の「地域子育て支援サービスの活用に関するア

ンケート」なんだよというところがありながら、これについて分かりづらいというところ

があると思います。 

齊藤委員） 

「公的な場所、プライベートな場所なんでも結構です」というような感じですかね。 

Ｑ4 の表現がなんとなく、Ｑ3 とＱ4 が切れちゃっているので、その延長で聞いていると

いう。プライベートなものでもこういう理由でという風に繋がると思いますね。 

「下記の項目のうち」と全く独立させないで、「Ｑ3 でお答えになられたような場所を選

ぶ時、重視するのはどのような理由によってですか」とか、前の質問に繋がった書き方を

すると、今度はこの部分は断りがなくても前のことを選んだ理由だってわかると思います

ね。ここまでは一般的な質問で、Ｑ5からは少しつっこんだ根本的なサービスの問題になっ

ていくわけですよね。そのメリハリをつけないと、先読みしてこういうことしか書かなか

ったりする可能性はありますよね。 

森田委員） 

Ｑ5 の中で、「子育て支援サービスについて利用していますか」「利用したいですか」と、

ここまで聞いていて、例えば利用したくないというのはどういうことかというのをストレ

ートに聞いてしまってもいいのかなという気がしますね。 
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紙面の関係上で難しいのかなと思いながらも・・・。 

議長） 

そうですよね。利用したくない理由を聞きたいですよね。ファミリーサポートセンター

とかは専業主婦の場合必要ないからというのが出てくるでしょうし。 

それと、例えば保育所などの一時保育とか、それぞれについて小さな文字でもいいから

簡単に説明がいらないですかね？例えば「保育所などの一時保育」と書いても保育所その

ものと誤解する人もいるかもわからないですよね。一般の人は。簡単にこういう事業みた

いな説明が。スペース的に可能かどうかということですけど。ちょっといるんじゃないで

すかね。一時保育と本体の保育所というのは全然違いますからね。そこはごっちゃになっ

て回答されると、ちょっとまずいですよね。 

「つどいのひろば」でも、結構「つどいのひろば」っていう名前は知らなくても、そうい

う場はあるというのはご存知ですよね。こういうものであるという簡単な解説があればと

いいかもしれないですね。 

事務局） 

前回も「つどいの広場はご存知ですか」「ファミリーサポートセンターはご存知ですか」

という聞き方なので認知度が低いということだったのかもしれないとも考えられますよね。 

議長） 

あとは、司会があんまりしゃべってはいけないんですけど。これ以外にも、ショートス

テイとかトワイライトとか。それこそ今年度事業化された「こんにちは赤ちゃん事業」と

か「育児支援家庭訪問事業」とかいろいろとありますよね。そこは聞かなくていいんです

かね。 

そっか、出前型については、あとで設問が出てくるんですよね。 

事務局） 

そうですね。問 10 ですね。こちらについては、「出前型を自宅で利用したいですか。」「自

宅以外の場所で利用したいですか。」「もしくは利用したくないですか。」「利用したいとい

う場合のサービスは、どんなサービス。」これは具体的な事業とあわせたわけではないので

すが。これは問９の部分の項目が被っているかもしれませんが、「育児支援をして欲しいん

だよ」、「来て相談に乗って欲しいんだよ」ということで、問 9と 10 を設けさせていただい

ています。 

才村委員がおっしゃったように具体的な事業名、「こんにちは赤ちゃん事業をご存知です

か。」という聞き方をしている箇所はありません。 

議長） 

そうか、問 9と 10 で聞いているからいいんですかね。 

あとは、ショートステイとかトワイライトとか、あまり実施されていないんですかね。 

事務局） 

千葉県内のショートステイ、トワイライトは本当に限定的なので。「そういうことは知っ

ていますか」と聞いてもいいんですけど、現実的に提供する資源が、県内 3 ヶ所のみしか

実施していない。今回の対象市だと、市川市、柏市、木更津市は一応ありますけども、契

約している施設が県内 3ヶ所しかありませんので。 
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議長） 

ただ、ニーズを掴むんであれば、確かにほとんどのところでは「利用したことが無い」、

「知らない」という回答が返ってくると思うんですけど。だけどそういう事業があれば利

用したいというのはあるかもわからないですよね。そこを把握するというのが今回の調査

ですから。今の実施状況は極めて低調であっても、ニーズを聞くというのであれば入れて

おいたらどうなんでしょうかね。 

事務局） 

対象市である、例えば木更津市で実際子育て支援サービスのメニューというのが、ここ

で挙げたメニュー以外の部分、今挙がったショートステイ、トワイライトステイのような

メニューというのは市としても実際に実施しているというのがあると思いますので、そこ

は地域性を加味して調査票を作成していきたいと考えています。ショートステイ、トワイ

ライトステイというのは、木更津市の部分では入ってくることになると思います。 

森田委員） 

単純に聞いたときに、情報で知らないのか、そこにあって知らないのか、無いのかとい

う意味で、例えば知らないに全部付けちゃうとその次に進まないんじゃないかなという気

がするんですね。知らないんだから利用できるかって。知らないんだから、利用したいも、

利用したくないもないだろうということで、全部こっちの方が何も書かれない状態で進ん

でしまうんじゃないかなという気がするんですよね。 

議長） 

利用したいですかっていうところは、知らない方でもあれば利用しますかという形です

かね。 

森田委員） 

というような聞き方じゃないと進まないんじゃないですかね。 

議長） 

右にたどりつかないですよね。そこはちょっと工夫していただくということですかね。 

Ｑ8 のところで、「外出することや子育て支援の利用に積極的な方ですか」と聞いていま

すけれども、「外出すること」と「子育て支援を利用すること」がイコールになっています

けれども、実際はイコールではないですよね。連れて、友達のところで発散する人もいる

し、あまり外出しないけれども、子育て支援の利用に積極的な人もいるでしょうから。並

列はどうでしょうかね。そうやってまた分けるとスペースが広がってしまうという・・・。 

森田委員） 

Ｑ7のお母さんたちの気持ちを聞いているこの部分。ここだけが飛びぬけているようなと

いうか、感じがしてならないんですけどね。何でここにこういうのが出てきて、またさら

に子育ての情報のうんぬんというのは、利用するかどうかということは聞いていて。Ｑ7だ

けが、実際の子育てにイライラしている気持ちを聞いているというようなことで、ここが

なんか異質な感じがしてならない。逆に聞くならインタビューの中で聞いていくという方

がいいのかなという気もするんですけどね。 

議長） 

それとも残すんであれば、もう少し項目を減らして、非常に典型的なものに絞り込んで。
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これを聞くと、ニーズと今の置かれた心理的な状況と社会的な状況とクロスすれば、何か

傾向がでてくれば面白いんじゃないかと思う。ただ、おっしゃられたように細かすぎると

思う。出来るだけスペースを少なくするということであれば、もう少し絞り込んでみては

どうでしょうかね。 

事務局） 

おっしゃっていただいたように、こちらの設問を作った意図として、インタビュー調査

の対象者をある程度絞り込みたいなという意図もあって、こういった中で目立つ回答をさ

れている方について、外出はされていないけれどもこういった気持ちとしてこういった部

分を持っていますね。じゃあインタビュー調査でさらに突っ込んで聞きましょうかという

意図を元にＱ7を設定させていただいたところです。ただ、設問の量としても多いのかなと

は事務局としても思っているところではありますので、絞り込むというところも検討して

もいいのではないのかなと思っています。 

議長） 

子育てに肯定的な感情を持っている、否定的な感情を持っている。これは 2 つあります

よね。もうひとつは孤立しているか、周りに支える仕組みがあるか。4つくらいが典型的な

場面ではないですかね。 

議長） 

それと最後のインタビュー調査へのご協力のお願いのところで、括弧書きですよね。「他

の目的には一切使用しません」。これは当然なのですが、統計的に処理して個人名は出さな

いというところは入れておいた方がいいのではないかと思うんですよね。 

森田委員） 

それから 50 分は長くないですか。50 分も何を聞かれるんだろうって考えるんじゃないで

すかね。考えますよね。 

井上委員） 

これはどこかに集まってということですか。 

事務局） 

例えば、保健センターとか公民館のような施設の一部の場所を市からお借りしまして、

そこに来ていただく。子どもはお母さんが抱っこしながらおこなうのは大変でしょうから、

預かりながら聞きたいなと思います。 

50 分とした一つの理由としては、ある程度こちらが聞きたい部分まで、逆に話がそこま

で進むかなと。お母さんの方から話したいことを話されてしまう時間が続くと、こちらが

聞きたい部分を聞けないのかなというところもあって、ある程度時間を見ておいた方がい

いのかなと思い 50 分とさせていただきました。 

確かに長いとおっしゃっているのはその通りかと思いますので、検討させていただきた

いと思います。 

井上委員） 

このインタビューはいわゆる半構造的面接ということで、あらかじめ質問する項目は用

意してあるということですよね。 

事務局） 
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そうです。 

議長） 

ただ、面接者の態度によってずいぶん違いますよね。多分これは何人かで手分けして行

うわけでしょ。 

井上委員） 

実際は誰がやられるのでしょうか。 

事務局） 

はい。委託先として現在、検討しているところが一社、研究機関でございまして、そち

らの研究者である女性の方なのですが、その方と調査にご協力いただけるスタッフの方数

名と聞いておりますが、具体的に誰というところまでは聞いておりません。 

井上委員） 

つまり面接者のプロなのか、例えば保健師さんとか地域の方が担当されるのか。 

事務局） 

有資格者ではないと思いますが、過去にご経験があるというのは聞いています。 

議長） 

例えば大学院生とかであれば、事前に簡単な研修、ロールプレイみたいなものがいるの

かもわかりませんね。面接者の態度によって、結構本音を語ってくれる部分もあるし、構

えてしまって話にならないという場合があるんでしょうから。 

事務局（児相） 

これは、アンケート調査とどう繋がるところがあるんでしょうか。どういう主旨でその

人に面談を伝えていくのか。アンケート調査と全く関係なく、これから話を聞くというわ

けにもいかないでしょうから。 

井上委員） 

先程のご説明だと、Ｑ7のところで何か問題がある。そこの部分を見て選ぶ人の参考にす

るという説明がありましたね。 

事務局） 

アンケート調査の一つの目的は、社会的資源に繋がりがあるかという部分を、「どの程度

の方が、繋がりがあるのか、ないのか」「必要としているのか、していないのか」というと

ころを、まずアンケート調査である程度あぶり出した上で、実際のインタビュー調査で特

に繋がりがないという方をなるべく抽出した上で、どうしてサービスが必要ではないのか、

必要でないのであれば「どうして必要ではないんですか？」とか、養育的に不安があると

いう回答に対して「どのようなことがありますか？」と直接聞く事で、今後のサービスの

展開につなげていきたいと考えておりますので、基本的にはアンケートの調査結果を元に

インタビュー調査を進めていくことになろうかと思います。 

事務局（児相） 

アンケート調査の中で、育児に困ったり支援を必要としている人たちをリストアップし

て具体的に調査していくということですか。 

事務局） 

その方が実際に支援を必要としているかどうかは、こちらとしてはわからないですけれ
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ども、既に養育支援サービスを利用されている方であったりとか、何らかの社会的なつな

がり、自分の個人的のネットワークがあるかもしれませんが、そういった方に繋がりがあ

る。例えば問 7 の 16 とか 17 の設問というのは、「日々の付き合いがある」「育児サークル

やグループに参加している」というところで、いつもあるということであれば、ある程度

個人のネットワークが作れている状況であるということであれば、そこまで公的なサービ

スは必要とされていないのではないのかなという風に読み取れるかと思います。そうでは

ない方に対してなるべくインタビュー調査を実施したいと考えてますので、その前段とし

てのアンケート調査が必要になろうかと考えています。 

議長） 

だからこの質問紙調査だけではどうしてサービスを利用したくないのか、利用していな

いのか、そこの把握することが十分出来ないということですよね。そこを補完的に聞いて

いこうということですかね。そうするとますます面接者の技術の問題ということになりま

すね。利用している人の場合は割と問題ではないんでしょうけど、そうでない人に「どう

して利用しないんですか。」とひとこと言うにしても追及されているように思う人もいるで

しょうから。 

井上委員） 

基本的には自発的に協力しようという方がここに協力できるとチェックしてくるわけで

すよね。 

事務局（児相） 

面接で得られた結果は、統計的処理とはまた別な・・・。 

事務局） 

集計としては、統計とは別な形で行うことになると思います。 

井上委員） 

通常インタビューするというのは、才村先生がおっしゃられたように、数字だけでは読

みきれない部分を個別的に面接して、そこで深く考察していくというやり方が一般的に多

いですよね。別なものじゃなくて、関連させて。足りないところをインタビューという方

法で少し掘り下げていくというのが一般的なやり方だと思うんですよね。 

議長） 

だから報告書のイメージでは、ベーシックで統計的にこういう傾向が出たと。ちなみに

インタビュー調査でもこういう発言が見られたというような感じですかね。補足的な材料

として使っていくんですかね。 

事務局） 

数字では分かりえないというところですかね。前回、第 6回委員会で 17 年度調査報告を

まとめるときに、「子育て支援サービスを利用したことがない」という回答が非常に多かっ

たのかなと思います。この数字の読み方はなかなか難しい部分があって、直接聞いてみな

いことには分からないのではないかというところで、アンケート調査だけでなくインタビ

ュー調査ということで、踏み込んだ調査をしたいと考えております。 

議長） 

よろしいでしょうか。 
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事務局（児相） 

前回の調査では、自由記述が書かれたものがいっぱいありましたけれども、あれをどう

まとまった内容として提示するのかというところで困ったところがありました。あれは直

接会ってないので、それ以上の突っ込みはなかったわけですが。ただこういうことを言っ

ている人がいましたという提示にしかならなかったので、同じような処理の難しさがある

のではないかなとちょっと気になったので。 

議長） 

アンケートは一方通行ですし、そういう意味では双方向のやりとりで本音を聞いていく

というのは、結構有意義ではないかなと。期待したいなと思っているんですけれども。そ

れだけに、やっぱり面接者の技術みたいなものが左右すると思うんですね。 

井上委員） 

面接中に、逆にお母さん方から質問とかね、でてくることがありますよね。それはよく

わかりませんというわけにはいかないですね。 

齊藤委員） 

50 人はどういう風に選ぶんですか。もちろん答えてもいいと言った、インタビューを受

け入れてくれる人の中からということになるんでしょうが。文章を見て、あるいは回答を

見て、これはと思う人を選ぶというイメージでしょうか。 

事務局） 

イメージとしては正にそのとおりです。 

齊藤委員） 

逆に言うと、変わり者が変なことを言っているというレベルの話とどう区別をつけるか

というところに、先程から出ている疑問はそこにあると思うんですね。エヴィデンスとし

ての、客観性をもった意見と言えるのか。アットランダムに選び出した意見で、やっぱり

こういう意見が、生の意見が多いということが言えるかどうかという。 

ひどい言い方で申し訳ないんですが、このやり方は、どうも変わり者に辿りついている

だけじゃないかという皮肉な言い方も可能ではあるんですよね。その方法論的な弱みがち

ょっと気になるところではありますね。 

事務局） 

ご指摘のとおりだと思います。中でも実は一番の議論になっている部分でもあります。

最終的にこういった形でお計りしたのは、それでもやっぱり生の声を聞くという形をとら

ないと、質問用紙だけだとなかなか実態を捉えにくいというところで、そういう懸念もあ

るんですけれども、やっぱり生の声を聞く機会を作ってみてはということで、今回ご提案

させていただいております。 

心配は二つありまして、一つは 50 人というサンプルがそもそも希望をいただけるかどう

かというところ。地域性の問題もありますし。もう一つはご指摘のとおりですね、逆に関

心を持っている人、特定のタイプの方たちが結果的に集まってしまうという懸念はないの

かな。そこは私どもも心配するところではあります。 

齊藤委員） 

インタビューという形をとりますが、要するに自由記述ということですよね。一昨年度
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調査の。それと同じ事で。 

森田委員） 

後は、先ほどそれぞれの市町村のところに集まってもらうということで、そういうこと

であれば、住所は要らないんじゃないかな。名前と連絡先だけでいいんじゃないかなと思

うんですが。 

議長） 

そうですね。あとどうでしょうか。よろしいでしょうか。それではですね、今日お示し

したアンケート調査票（案）。これにつきまして、各委員の先生方のご意見を踏まえた上で

作成いたしまして、最終的な調査票の案ができ次第、委員の皆様には郵便やメール等で内

容をご確認いただきたいと思います。最終決定につきましては、恐れ入りますが事務局と

委員長、副委員長にご一任いただければと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでし

ょうか。 

（異議なし） 

それでは、事務局の方で取りまとめをよろしくお願いします。 

次に議題の２の「平成 20 年度の調査研究について」事務局の方からご説明をお願いしま

す。 

事務局） 

資料の５になります。「平成 20 年度の児童虐待防止調査研究テーマ」ということで今回、

事務局から案を提示させていただきました。こちらにつきましては、時期尚早かとも思い

ますけれども、なるべく来年度を見据えた上でのテーマを早めに出させていただいた方が

よろしいかなと思い、今回提示させていただきました。今回案として出させていただいた

のは、平成 19 年度の調査結果と対比する形で調査してみてはということで、支援者の方に

対する意識調査、アンケート調査をしてはいかがかと思い、出させていただきました。 

調査の目的になりますけれども、福祉・保健・教育等の子育て家庭にかかわりの深い関

係者に対して、連携に関する意識等を調査したい。また得られた調査結果とこれから実施

する予定のサービスのニーズ調査の結果とを比較をして、専業主婦等が求めるサービスの

ニーズとのギャップを把握することで現状の課題を明らかにしたい。今後の効果的な養育

支援サービスをコーディネートするシステムを構築していくための対策を検討するという

ことで、これについては平成 18 年度にまとめた課題への対策の部分に繋がっていくものか

と思い、このような調査案を提示させていただきました。 

調査方法としては、アンケート調査ということで、調査対象市町村については先ほどと

同様の市町村が望ましいのではないかなと考えておりますけれども。そちらの方に対して

アンケート調査票を送付し、市町村から各関係者に対して配布したい。回答については無

記名で直接県あてに郵送という形でアンケート調査を実施していきたいと思ってます。 

主な調査内容といたしまして現時点で想定してますのは、まず子育て支援者としての各

関係者自身の役割意識ということで、自らの専門性、どこまでできるか、ここはできない

といった部分についての調査。また、子育て支援者の連携のために期待することというこ

とで、主に他機関に対してこういったことをやって欲しいという意識を把握。逆に、隙間

に落ちている部分、こちらが相手方に期待している部分、こちらがやっていく部分と相手
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が思っている部分との差を比較することで、手に届いていないサービスの部分があるので

はないかということを調査していきたいと思っています。また、養育支援サービスを必要

とする家族に対する支援のあり方、どのように支援していったらいいのかという意識の部

分について調査してできたらと思っています。 

調査対象数としては、現時点の素案ですけれども、保育所の保育士さんや幼稚園の教諭、

市町村の保健師さん、主任児童委員さんを主に 100 件ずつ、調査対象地域としては先ほど

のとおりです。それと、医療ソーシャルワーカーを 50 件、こちらは対象者数が限られてい

ますので、県内全域において調査したいと考えています。19 年度及び 20 年度の調査結果を

踏まえて、児童虐待の発生要因とその予防策について、委員会からご提言をいただきたい

と思います。以上で、資料の説明を終わります。 

議長） 

今、事務局から提案していただいたのですが、今回はサービスの支援者について調査を

しようというお話でした。ぜひご意見を頂戴したいと思います。また、これ以外にこうい

うテーマ、こういう方法の調査が必要ではないかということでしたらご提案いただきたい

と思います。 

ここである程度方向性を決めておかないと、予算要求の関係もあるんだと思うんですが。

そうやって考えていくと調査の対象者数ですが、この対象者数で調査するという前提です

が、他にサービスの担い手はいると思うんですね。例えば家庭児童相談員さんとか、平成

20 年度であれば、こんにちは赤ちゃん事業の訪問される方とか育児支援家庭訪問事業の支

援員とか、それこそ直接日常的に関わっている方々への調査も必要なのかなと思いますが。 

できるだけ多く見積もっておかないと、どうせまた査定で削られますよね。あとは地域

子育て支援センターの方とかですね。 

森田委員） 

これは就学前の子どもの子育て支援ということでやったということですかね。 

事務局） 

そういうイメージですね。19 年度の調査結果を踏まえた上でと考えてますので、就学前

をイメージしています。 

議長） 

どうでしょうか。そもそもこういった調査でいいかということも含めてですね、ご意見

頂戴したいと思いますが。 

齊藤委員） 

やっぱり担う側がどんな専門性を自覚しておられるかというのと、どういう風に普及を

意識して、お母さん達がアクセスしやすい工夫をしておられるかという形ですよね。それ

があってお母さん達への宣伝もできるようになるわけですから。これだけ熱心な既存のシ

ステムがあるんですよと言えるためにも、やっぱり知りたいところですよね。器だけ作っ

たって言われないためにも、ぜひこういったことはやっておいた方がいいかと思いますが。 

議長） 

基本的にこういった調査をおこなうということでよろしいですかね。 

（異議なし） 
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議長） 

あと、中身等でご意見があればお伺いしたいと思います。 

森田委員） 

虐待は市町村が窓口ですが、市町村の窓口の職員へはどうなんですかね。その辺のギャ

ップというのは大きくありうるんじゃないかという気もしているんですけどね。 

議長） 

役場の職員さんとそれ以外の、例えば民間の第一線の担い手との。 

森田委員） 

対象については、そういった意味ではもう少し増やした方が良いんではないかなと。せ

っかくやるんであればという風には思うんですが。 

議長） 

役場ってことになると具体的にはどういったことになりますかね。つまり行政の方でし

ょうか。 

森田委員） 

行政の担当者ですね。 

齊藤委員） 

子育て支援課や虐待対策室かなんかの人たちですよね。 

井上委員） 

機関同士の連携というのは結構色々と今まで言われてきて、ここで狙いとしているのは

在宅しているお母さん達に対して地域の中でどういう風に支援できるんだろうか、連携で

きるんだろうかというところがメインとなってくるんじゃないかと思うんですね。ここの

中で保育所とか幼稚園とか市町村とかは機関に所属している、関わりがある人でしょうけ

れども、その下の主任児童委員とかいうあたりは正に公的ボランティアとして地域に張り

付いている。先ほど才村先生がおっしゃっていました、母子保健推進員だとかね。そうい

った類の地域の連携も、もっと進めてもいいのかなという風な感じがする。そうすると、

この対象という所に公的ボランティアという子どもに関わるような、例えば母子福祉推進

員だとかかなりの数の方がおられる。その辺あたりも入れてみると実際のアンケート結果

で、正に地域の中でどうつながるかというあたりで一つ出てくるかなという感じがします

ね。 

議長） 

直接のサービスの担い手について、もう少し色んな方がおられますから盛り込んでいた

だくということと。また、森田委員からお話のありました、例えば片方は担い手の意識を

聞き、もう一つは行政を支えている人たちの、行政の意見も聞いてはどうかというご意見

がありましたが、それについてはどうでしょうか。 

ただ、行政の場合、組織で仕事していますから、なかなか行政官の一人ひとりを聞いて

もなかなか出てこないですよね。これは～市とか～町の意見が形になってしまって。どこ

までほんとの意見が聞けるかなというのがありますけれども。～市とか～町の意見ですと、

建前になってしまって、調査そのものが形骸化するんじゃないかという気もするんですが。 

事務局） 
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その点は少しお時間をいただいて。おっしゃるとおり個人やそれに関わる公的ボランテ

ィア個人に主眼を置いて企画しておりますので、組織の機関である構成員に聞くというス

タンスが組み込めるのかというのは、宿題ということで。ちょっと検討させていただきた

いと思います。 

議長） 

ちょっと検討いただけますかね、森田委員のご提案につきましては。 

他にどうでしょうか。よろしいでしょうか。 

それではですね、その他事務局から何かありますでしょうか。 

事務局） 

資料 6「今後のスケジュールについて」お話させていただきたいと思います。今回の委員

会での結果を踏まえ、先ほど調査項目についてご議論いただきましたので、意見を盛り込

んだ修正案を作成して、改めて各委員に確認いただければと考えています。8月中には調査

票を作成して、9月初旬にはアンケート調査票を市町村へこちらから配布したいと思います。

市町村からは 9 月中には対象者の手元に行くように配布してもらい、10～11 月の健診時に

回収したいと思います。回収しながら並行してインタビュー調査対象者の選定を行ない、

12～1 月にインタビュー調査を実施。調査結果の集計をした上で、次回 2月に第 8回調査研

究委員会ということで、両調査のまとめた結果についてご報告をさせていただきたいと思

います。社会的養護検討部会についてはおそらく 3 月頃に開催されると思われますので、

調査研究委員会において検討した調査結果をご報告させていただいた後に、調査結果の公

表はなるべく 3 月中に行ないたいと思います。調査結果の詳細な分析、調査研究委員会と

してのご意見をいただくのは、平成 20 年度に行いながら、先ほどご提案した平成 20 年度

の調査研究テーマ調査項目の検討、調査の実施、双方の取りまとめをしたものの報告とい

う流れで進めていきたいと考えております。 

議長） 

今後の予定についてお話していただきましたが、ご質問等はございませんでしょうか。 

特に 11 月までにアンケート調査票の回収、集計ということになっていますが、そこから

インタビュー調査が 12 月ですよね。ですから、ぜひアンケート調査の結果を踏まえて、イ

ンタビューに臨んでいただけたらなと思います。アンケート調査の結果を見て、ぜひここ

は知りたいなというところが出てくるのではないかと思うんですね。他にどうでしょうか。

よろしいでしょうか。 

その他、委員の先生方からございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、以上で本日の議事を終了させていただきたいと思います。どうもありがとう

ございました。 

事務局） 

委員の皆様には長時間に渡り熱心なご討議、ありがとうございました。これをもちまし

て、第 7 回調査研究委員会を終了させていただきます。今後ともよろしくお願いいたしま

す。 


