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第８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３月１８日（火）午前１０時から１２時 

２ 会場  新都市ビル７階第５会議室 

３ 出席者 井上僖久和委員、内田徳子委員、齊藤万比古委員、才村純委員、 

椎名英夫委員、鈴木教義委員              （五十音順） 

 

司会） 

ただいまから、第８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、年度末のお忙しい中御出席をいただき、誠にありがとうございます。 

本日は、小関委員、森田委員から所用により欠席との連絡を受けております。 

また、委員名簿にありますとおり、千葉県社会福祉審議会委員の異動があり、新たに 

丁子源三郎委員が就任され、本委員会の委員として参加していただくことになっておりま

す。あいにく、本日は所用により欠席との連絡を受けておりますが、御紹介いたします。 

また本日は、傍聴希望の方が 1 名いらっしゃいます。入室を許可してよろしいでしょう

か。 

（入室許可） 

本日は、前回の７月２４日の委員会でご審議いただいた「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」の結果をご報告するため、調査を業務委託しまし

た「子どもの領域研究所」の尾木所長も事務局として同席させていただいております。ご

紹介申し上げます。 

では、早速議事に移りたいと思いますが、議事の進行は、当委員会の委員長でいらっし

ゃいます才村委員にお願いしたいと存じますので、よろしくお願いします。 

議長） 

議長を務めさせていただきます才村です。ご協力よろしくお願いいたします。 

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、さっそく議題に入らせていただきたいと思います。

議題１ですが、『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』の調

査結果につきまして、事務局と調査を担当されました子どもの領域研究所の尾木さんから

説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

事務局） 

本日は、お示しした中間報告をもとに調査結果に関する討議をしていただきます。それ

とともに、調査結果に対する分析を委員会として評価していただき、児童虐待防止調査研

究委員会の報告書として作り上げていきたいと考えておりますので、ご審議のほどよろし
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くお願いいたします。 

資料１になります。１ページ目に調査の目的を書かせていただきました。本調査は 17 年

度の調査の結果に基づき、18 年度に課題が出されました。その課題３「子育て世代の特質

にあったきめ細やかな支援体制とその周知」を取り上げ、専業主婦のニーズに焦点をあて

た子育て支援サービスの拡充及び子育て支援サービスに関する情報の効果的な提供への対

応策を検討するために実施するというところが調査の目的です。 

調査の方法としては、アンケート調査とインタビュー調査により実施しました。 

まず、アンケート調査ですが、1歳 6ヶ月児を持つ保護者の子育て支援サービスの利用実

態、情報収集や子育て支援サービスの認知などを把握すること及びインタビュー調査対象

者の候補を確保することを目的としました。方法としては、1歳 6ヶ月児を持つ保護者への

質問紙調査。これは参考資料１になります。1 歳 6 ヶ月健康診査の案内に質問紙を同封し、

健診当日に問診票と一緒に回収しました。一部の保健センターでは、健診当日配布、回収

しました。調査対象時期は、10 月～12 月。調査地区及び配布総数ですが、合計で 1,264 件。

当初 1,000 件の配布予定でしたが、健康診査受診者数の影響で、それぞれの都市で予定人

数より少しずつ多い件数の調査を行なっています。 

インタビュー調査は、アンケート調査の結果を踏まえ、子育て支援サービスを利用して

いない子育て家庭が利用に至らない要因を探ることを目的として行ないました。インタビ

ュー対象者が子育て支援サービスを利用している場合には、利用に至ったプロセスを聞く

ことにより、未利用者をサービスにつなげるためのサービス提供のあり方を検討すること

を目的としています。方法は、インタビュー会場を設定しまして、約 40 分ほど実施しまし

た。調査時期は、東金市で 1 月 22 日、柏市では 1 月 30 日、浦安市では 2 月 1 日、木更津

市では 2 月 6 日に実施しています。対象都市の選定については、本調査の目的に照らし合

わせて、アンケート調査の結果より、子育て支援サービスを必要とする家庭の多い地域で

あり、子育て支援サービスが整備されているにもかかわらず、利用に結びついていない実

態を聞くことが可能と思われる対象者のいる地域を選定しました。また、地域の特性及び

子育て支援サービスの整備状況による違いを把握するために、特性の異なる 4 地域を選定

しました。インタビュー対象者は、アンケート調査においてインタビュー調査に協力でき

る、できるかもしれないと回答した協力者のうち、アンケートで無職と回答していること

を条件といたしまして、子どもの出生順位、同居家族の有無、日常的な外出行動や子育て

支援サービスの認知及び利用度、外出への積極性などの回答についてチェックし選定した

上で、調査日当日の協力が得られた方に依頼しました。 

分析の方法は、子育て支援サービスの整備状況なども含めた地域特性、対象者の属性を

考慮しながら結果を整理し、子育て支援サービスの利用につながらない理由や、利用を促

進するための方策について具体的意見を抽出し、考えられる方法や今後の課題と検討しま

す。 

5 ページに移ります。アンケート調査の有効回収数は、1,264 件の配布数に対して 867 件、
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有効回収率は 68.6％でした。多少地域によってバラつきがありまして、南房総市ではその

場で配布し、回収を行ないましたので回収率は 100％になっておりますが、その他の地域で

は回収率がバラけてます。そのうちインタビュー調査に協力できる、できるかもしれない

と答えた方が 182 名。そのうち「無職」にチェックがあった方が 116 名でした。 

47 ページですが、協力者数が合計 87 名。調査予定数は、概ね 50 名を予定している中で、

浦安市で 20 名、柏市で 16 名、東金市で 4名、木更津市で 7名ということで、合計 47 名で

した。実際には、当日お子さんの具合が悪くなった等の理由により、41 名の方に調査を実

施しました。 

48 ページの対象者の属性ですが、概ねアンケート調査の属性の傾向と大きな違いはあり

ません。第 1子のお子さんを持つお母さん方が全体の 7割弱。同居家族「なし」は全体の 8

割。これは一番多い浦安市で「なし」が 100％だったため、人数的に「なし」の割合が高く

なっております。母親の年齢は 30 代が多くなっています。居住形態は、浦安市、柏市では

集合住宅が多く、東金市、木更津市では一戸建てが多くなっています。居住年数は 3 年未

満が多くなっております。 

アンケート調査及びインタビュー調査の結果の内容については、委託先である子どもの

領域研究所の尾木所長から説明いたしますので、よろしくお願いします。 

事務局） 

子どもの領域研究所の尾木と申します。よろしくお願いします。 

それでは資料 1 をご覧ください。全体の概要について掻い摘んで特徴のあるところだけ

お話していきたいと思います。 

5 ページをご覧ください。こちらに調査結果が載っています。まず表 2-1-1 出生順位が載

っておりますが、第１子が 50.4％、第２子が 35.8％となっていまして、この調査に回答し

てくださった方の半数は、初めてのお子さんを育てている保護者であるということになり

ます。 

次のページをご覧ください。6ページですが、表 2-2-1 をご覧ください。世帯構成になり

ます。これは、核家族か同居家族があるかどうかで整理をしていますが、全体的に１人親

家庭は非常に少ないということでした。全体では核家族の方が多く、夫婦と子どもが 77.5％、

同居ありの場合が 20.8％です。地域別に特徴がみられておりまして、浦安市では 90.2％が

核家族、柏市では 83.4％が核家族になっています。一方旭市は同居家族の方が多く 55.5％、

いすみ市でも 41.9％が同居家族ありということで、地域によって世帯構成が変わっており

ます。 

次に７ページをご覧ください。7ページの表 2-3-2 をご覧ください。母親の就労の有無を

聞いておりますが、全体では無職が 72％です。例えば浦安市では 79.2％ですが、旭市と 

いすみ市で有職の割合が高くなっております。それは先ほどの同居家族「あり」が高かっ

た地域であります。それから表 2-3-3 で母親の就労形態を見ていただきますと、浦安市で

はフルタイム勤務の方が非常に多いのに対して、例えば南房総市、木更津市、東金市はパ
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ート勤務が多くなっております。そして旭市では自営業が 30％と他の地域とは違いがみら

れています。 

次のページをご覧ください。8ページになります。表3-2で回答者の年齢をご覧ください。

30 代が最も多く 66.8％、20 代が 26.8％となっています。これを地域別にみますと、浦安

市では 71.7％と 30 代が多くなっていますが、木更津市、いすみ市あたりは 20 代の方が他

の地域と比べると割合が多くなっています。全体は 30 代の方が多いです。 

それから表 3-3 の住居形態ですが、全体では集合住宅 52.1％、一戸建てが 46.9％とほぼ

拮抗するような値になっていますが、これも地域差がみられています。浦安市では 82％が

集合住宅で、旭市、東金市、いすみ市、南房総市は一戸建ての方が断然多くなっておりま

す。それに関連して、居住年数というのが隣の表にありますが、一戸建ての多かった旭市、

東金市、いすみ市あたりでは、5年以上居住しているという人が多くて、それ以外のところ

では比較的短い年数をその地域に居住している人たちが多いというこということだろうと

思います。 

9 ページをご覧ください。このアンケート調査の中では、普段の日に子どもとよく行く場

所について 3 つまで自由に書いていただいています。その場所がどういう場所なのかとい

うことを分類したものが表の 4-2 となっています。様々な種類が挙げられているのですが、

その中で最も多かったのが公園。下のほうの表にありますが、公園で 27.3％。それから商

業施設 25.5％、そしてその次に多かったのが実家・兄弟などの家ということで 12.6％です

が、様々な場所が挙げられていました。 

また次のページをご覧ください。表 4-3 は、挙げられました外出先までの移動手段を挙

げています。これは徒歩や車が非常に多いのですが、例えば浦安市や柏市では徒歩あるい

は自転車が非常に多いのに対して、旭市、東金市、いすみ市、南房総市では車での移動が

非常に多いということがわかります。 

表 4-4 は、外出先までの所要時間を聞いたものをまとめたものです。これを全体のとこ

ろで見ますと、10 分以上 15 分未満のところまでで全体の 72.6％が入ります。約 4 分の 3

にあたります。ほとんどがこの中に納まってしまうのですが、南房総市では 20 分以上が

22.7％あるということで他のところとは少し違いがみられております。 

次のページをご覧ください。表 4-5 です。これは移動手段別に外出先までの所要時間を

みたものです。徒歩の場合は 15 分未満で 84.9％、20 分以内になると 92.3％が含まれます。

自転車も同様の結果でした。ですから歩いていく場合、あるいは自転車で行く場合の行動

範囲というのは 15 分、あるいはもうちょっと延ばしたとしても 20 分が限度だということ

です。車の場合は 15 分以内が 61.1％、20 分以内で 77％になり、徒歩の場合よりはもうち

ょっと時間的な広がりができるということです。 

次の表 4-6 です。先ほど見ていただいた外出先がいろいろ挙がってきたのですが、今度

はそれを人別にみまして、この人は公園を書いていたかどうか、この人は商業施設を書い

ていたかどうか、子育て支援施設を書いていたかどうか、というような見方でもう一回カ
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ウントし直してみたものが表 4-6、普段の日の外出先になります。これで見ると、公園がや

はり一番多くて、全体の 53.4％の人は公園によく出かけると回答しています。また、商業

施設には 44.8％の人が外出すると言っています。子育て支援施設に関しては、全体では

9.9％ですが、例えば浦安市は 20％と非常に高い割合を示しております。また、いすみ市で

は子育て支援施設がない代わりに児童館・児童センターなどの割合が 22.6％と高くなって

いました。 

12 ページをご覧ください。こういったデータをどういうふうに処理したかといいますと、

子育て支援施設に限らず子育て支援を行っている場所は様々あるわけですが、それを子育

て支援拠点という括りにし、乳幼児を持つ子育て家庭を対象に含む施設や空間であって、

親子のためのプログラムがあったり、あるいは年齢制限のある乳幼児専用の部屋があった

り、そこに行くことで他の親子と交流することができる。あるいは気軽な相談ができるよ

うなスタッフが配置されている、という定義づけをしました。そして、子育て支援施設、

児童館、その他公民館などで行われる子育て支援、保育園・幼稚園の園庭開放のいずれか

を利用している場合に、子育て支援の拠点の記入が「あり」と判断しました。それが表 4-7

にあたります。全体でこのような子育て支援拠点を記入した人は 24.2％、4 分の 1 になっ

ています。それ以外の人はそういった場所の記入が無かったということになります。表 4-8

を見ていただきますと、「あり」の方ははじめの 4 つを利用している。「なし」の方は記入

がなかったということなのですが、「なし」の方たちは商業施設を書き込んだ割合が「あり」

の人に比べて非常に高かった。それから実家をあげる人も非常に高くなっています。商業

施設を挙げる理由には解釈が 2つあると思います。1つは積極的に商業施設を遊び場ととら

えて利用している家庭があります。例えば、雨の日に階段の昇り降りを子どもとするとか、

そこは割りと安全で子どもの遊び場になっているということもあります。もう 1 つは、他

に行くところがない。それで日常的な買い物に必要な商業施設しか書くことができなかっ

たということが理由だと思います。 

13 ページをご覧ください。これは、「外出先を選ぶときにどういうことを重視しますか」

ということを 3つまで選んでいただいた結果です。表 5-1 で見ていただきますと、「自分た

ちのペースで過ごせる」、「同年代の子どもが多い」、「親も子どもと一緒に楽しめる」とい

ったようなところが多くなっています。 

次のページをご覧ください。表 6-1 になります。情報をどのように取得していますかと

いうことを聞いています。この中で最も多いのは、友だちからの情報、広報が非常に多く

なっています。そして 3 番目は子育て支援センターや児童館などの掲示板やパンフレット

から情報を得ているという回答になっています。 

それを次のページで見ていただきますと、表 6-5。先ほどの子育て支援拠点を記入してい

たかどうかによってこれを見てみると、子育て支援拠点を利用している人たちは、「友だち

からの情報」が「利用していない、記入していなかった人たち」と比較して非常に高くな

っています。また子育て支援センターや児童館などの掲示板やパンフレットなども当然の
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ことながら非常に大きな差になっています。では、この子育て支援拠点を記入しなかった

人たちは何が多かったのかというと、「家族や親戚からの情報」がもう一方よりも多くなっ

ているというような特徴になっています。 

17 ページをお開きください。ここでは子育て家庭の周りの人との関係を見ています。17

ページの表 7-2-2 を見ていただきますと、同居家族がいる場合は、用事がある時に子ども

を見てくれる人が「いつもいる」という割合が半分。「時々いる」も含めると 9割ほどが誰

か見てくれる人がいる。「なし」の場合に、「いつもいる」と答えた人は 4 分の 1 で、全く

いないと答えた人がやはり同じく 4分の 1ほどいます。 

それから 18 ページの表 7-2-7 です。「あなたの配偶者は育児に協力的である」。これはほ

とんど回答者が母親ですから、父親のことを指していることになります。この割合が非常

に高くて、「いつも協力的である」というのが 52.1％、「時々協力的である」というのも合

わせると 9割弱が「協力的である」と回答しています。 

その右側で属性別で見ていきますと、「第 1子」の場合に非常に協力的である。それから

次の「同居家族がいない」場合に協力的である。「有職」の場合に協力してもらうというよ

うな状況になっています。その下に子育て支援サービスの機能としては「一時的な保育」、

それから「居場所提供」、「情報提供」、「相談」というこの 4 つがほとんど主な機能だと思

います。これについて複数回答で尋ねています。その結果では、次のページの表がござい

ます。19 ページ、表 8-1 です。最も高いのが「一時的な保育」。57.4％です。そして 2番目

に多いのが「居場所提供」の 49％というような結果になっています。 

20 ページからそれぞれ地域ごとに、実際に地域にある「子育て支援センター」ですとか、

「センター開放」等それぞれ名称が違っていたり、機能が少し異なっているのですが、こ

れについての認知と利用経験、今後の利用ということを聞いています。 

23 ページをお開きください。先ほど希望の一番高かった「一時保育」について見ていた

だきたいと思います。認知は全体で 65.6％、割と高いと思います。ですが、利用経験とい

うのは「よく利用する」と「たまに利用する」を合わせても 1 割も利用していません。そ

して、今後の利用としては、58.8％が「利用したい」と答えています。また、「必要ない」

と答えている人もいるのですが、この人たちは同居家族が居るといった人たちではないか

と思います。このように割りと認知は高く、けれども利用経験が無い。今後は利用したい

という意見が全体的に見られています。 

ですけれども、24 ページの B-3「ショートステイ」に関しては、認知は非常に低い。3割

に満たない。今後「利用したい」という意見も少なく、「必要ない」、「そこまでではない」

という意見が非常に多く見られていました。 

それから 28 ページを開いてください。E-1 の「ヘルパー派遣」ですが、浦安市の認知が

高く、いすみ市で低くなっています。これは、いすみ市はこういうサービスを始めたばか

りなので低くなっていると思われますが、家事支援とか育児支援の実際の利用は少ないで

すけれども、今後「利用したい」という意見が半数見られていました。実際にサービスの
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あるところで、こういう状況です。 

それから 29 ページ以降は、それぞれ都市ごとに先ほどの結果を再掲しています。そのな

かで特に「利用したくない理由」を聞いていますので、それをその下に記載しています。 

続きまして 37 ページ、これは子どもを連れて外出することへの積極性について尋ねてい

ます。こういうアンケートに回答してくれる方というのは、積極的でちょっとした内容に

興味がある方だと思います。両方併せると 56.1％が積極的であるという回答が出ています。

「あまり積極的でない」とか「全く積極的でない」という人は合わせて 14.3％。「積極的で

ない」理由というのを聞いていますが、それが表 10-3 です。一番多いのは、「子どもを連

れて外出するのは大変である」とか「行ったことがないところは行きにくい」、「家の中が

落ち着く」というような意見が入ってきています。 

38 ページですが、これは家庭訪問型サービスの利用の意向について尋ねています。これ

は行って利用するサービスではなくて、家庭で色んなサービスを利用したいかどうかなん

ですが、「その時の事情によっては利用するかもしれない」というのが最も多く 57％、「利

用したくない」、「自宅以外の場所で利用したい」というような意見も見られています。一

番下の表 11-3 に利用したいサービスの内容が載っていますが、ここでも「一時的な保育」

が最も高く挙げられています。それから「産後の家事支援・育児支援」、「相談」などがあ

げられています。 

39 ページをご覧下さい。アンケート調査では、「これまで育児をしていて、誰かの助けが

必要だったのにそれがなくて「本当に困った！」という困った経験エピソード」を書いて

くださいとお願いしました。その結果、4 割の方が、何かしら書いてくださったのですが、

それを分類したのが表 12 になります。そのなかで最も多くあげられたのが、「母親自身の

病気や体調不良」です。どういったものかというと「体調が優れないときに育児をする必

要がある」。フラフラになって子どもの世話をするわけですから、そのことで「回復が遅れ

る」。「妊娠時につわりなどがあって困難だった」ということも挙げられています。病気の

ことに関すると、通院や入院に関すること。「健康な子どもを連れて病院に行けない」とい

うことや、「自分が体調悪い時に子どもを連れて行くことが非常に困難」というような意見

が非常に多く挙げられていました。それ以下は様々な意見が挙げられていますけれども、

一番下の「Ｏ」では「常に助けてくれる人が居て、問題がない」という方もいらっしゃい

ました。それ以降は、挙げられた意見を抜粋したものをまとめています。ここまでがアン

ケート調査の概要になります。 

インタビュー調査の概要の方に移ります。 

これは調査を行ないました 41人の結果をまとめたものです。全体の構成を説明しますと、

まず左側に、「情報提供」に関する「問題点」だと考えられたことが入ってきています。そ

れからアンケートに答えてくださった方たちがどういう「要望」をしていたかということ

をブルーのところに整理しています。「要望」とその「背景や理由」になること、それに対

して「考えられる方法」というふうに右側に進んでいきます。またこれは、回答者の意見
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をまとめたものですが、太字の部分に関しましては、回答者の意見を踏まえて私の方でこ

ういった方法が考えられるのではないかと提案した部分です。それから、下の黄色の部分

ですが、ここは現在の「子育て家庭の実態」で、これまでとは少し違っているんじゃない

かと考えられたところを挙げてみました。 

「情報提供」のところが一番全体に関わってくるところなので、ここは少し細かく説明

したいと思います。まず問題点として挙げられたのが、「情報提供のタイミングのズレ」と

いうことです。情報を発信する側と受け手側の必要とする時がズレているので、結果的に

渡した情報が活きていないということが挙げられます。多くは、妊娠の届けの時に、妊娠

期から思春期までを総合的に網羅するような子育て支援施策に関する情報が配布されてい

ます。しかし、妊婦にとってその時の最大の関心事は、妊娠期間中のこと、あるいは出産

というところくらいまでです。その時にもらった情報というのは、後々記憶に残っていな

いということが多くありました。また、実際に利用するようになるのは１年以降になる可

能性が高いのですが、子育て支援が色々変わっている中で、新しい情報がその時もらった

冊子では更新されていないというような状況があります。 

それから、2番目の「情報提供の漏れ」ですが、特に転入者。転入者は妊娠期にいなかっ

た。他の地で出産して転入されている場合に、この地域での情報が提供されていないとい

うような場合があります。 

それから、「不親切な情報提供」と書きましたが、「こういうサービスがあります。」とい

うことは色んなとこに載っていても、「詳しくはお問い合わせください」。情報があっても

問い合わせをしないとわからないということが利用を妨げる一つの要因になっているので

はないか。「情報内容の検討」ということも必要なのではないかと考えられています。 

Ａの「いつ」というところなんですが、タイミングとしてはここに記してあるような、

タイミングを捉えた情報が欲しい。特に１歳までが情報を受け取りにくいので、そこを何

とかして欲しいという意見です。その考えられる方法としては、新生児訪問とか、3･4 か月

健診、1歳半健診など、それぞれのタイミングを捉えた、この時期にはこういった情報が必

要じゃないかという情報をその都度提供する。Ｂで「どのように」とありますが、個人宛

に情報が欲しいという意見が何人から聞かれました。個人宛であれば必ず目を通すので、

情報量が不足にはならない。それから、情報を受け取りにいかなくても、手に入る仕組み

が欲しい。2ヶ月ごと、半年ごとでもいいので情報提供して欲しいというような要望が挙げ

られています。その方法ですが、子どもの月齢に応じた情報提供をして欲しいとか、携帯

電話のメールマガジンを配信するような形で、その人の年齢や住んでいる地域を登録する

ことで、その人に必要であると考えられる情報が個人宛に送られてくるというような仕組

みの提案が回答者からあります。それから市の情報提供の場所ですが、先ほどのアンケー

ト調査でも見ていただきましたように、子育て支援を利用する人は行った先で情報が得ら

れますので、ドンドン情報が増えていきます。また、どこにもいってない人は、そういっ

た情報が得られないわけですから、例えば、地域の公共施設などで誰でも行きやすい場所
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に情報を集めておいて、そのことを周知する。そこに行けば分かるという窓口が欲しいと

いう意見が挙げられています。子育て支援施設を利用してない方は商業施設を利用してい

るわけです。ですから、スーパーとかコンビニ、小児科などで情報提供をする。スーパー

ということは、子育て家庭だけをターゲットにするのではなく、様々な地域の方をターゲ

ットにすることによって、家族から口コミで伝わっていくというような効果もあると考え

られます。 

それから、先ほど「詳しくはお問い合わせください。」というような案内のされ方がされ

ていると申し上げましたが、個々の開催場所に問い合わせをする前の段階で聞きたいこと

が沢山あります。それは「どんな利用の仕方をするのか」とか「園庭開放はいつやってい

ますか。」という問い合わせの前に、「何時くらいに行っていいものですか。」とか聞きたい

ことが沢山あって、そういう質問を受けてくれるような総合的な情報提供窓口があればい

いということです。 

Ｄの「知りたい情報」ですが、これもこれから子育て支援拠点等を利用する時に必要に

なってくる情報ですが、「行ってみたい」とか「行きやすい」と思えるような気持ちを促進

する情報内容が必要です。具体的にはどこで受付して、その後どうなるのか。「全体的な流

れがわからないとなかなか入りにくい。」という意見があります。実際に写真等で建物や入

口、内部の設備、それから活動の様子のイメージが具体的にわかるといい。その際に、「保

育士とかスタッフの顔も見えると安心して行ける」というような意見が挙げられています。 

それからもう一つは、「利用者の声も欲しい」という意見も聞かれました。利用者の声と

いうのは、利用者の立場に立った意見が聞けるので参考になるということです。よく聞か

れる質問はＱ＆Ａ形式で整理してもらえると、それを見て参考に出来るというようなこと

が言われています。また人によっては「有り・無し」だけで充分な人もいますし、具体的

に申込みの方法まで知りたい人もいます。そういう人の為にはインターネット上で情報を

階層化していくことによって、必要な人がどんどん詳しく見られるという方法も考えられ

ます。「課題・求められるもの」というところに話したところが大分含まれていますが、情

報が氾濫する中で、その時々の自分や自分の子どもにあった情報を求めているということ

が言えると思います。また、最初の方にありましたように、特に１歳まで、自分が出掛け

られない間の情報が受け取りにくいというような意見が挙げられています。 

次の居場所提供というところをご覧ください。ここでは、どんどん活発に積極的に利用

できる方もいらっしゃるのですが、利用しにくい人たちはどうすれば利用しやすくなるだ

ろうかという視点で整理しています。問題点としては、いかに最初の一歩を踏み出すか。

利用している方たちに「最初のきっかけは何だったのですか。」というようなことを聞くと、

「個別に声かけがあった」ということです。「こんなのがあるから来ませんか。」とか「遊

んで行きませんか。」とその場で誘われた事。それから「今度、こういうのがありますよ。

来ませんか。」と直接声かけをされたという事がきっかけになっているということがありま

す。どんな人が声をかけたかというと 2つめの箱のところに挙げられています。 
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2 番目は、初めて行く時の抵抗感をなくす。これは、先ほどの情報提供のところにも申し

上げたところですが、人によっては「中に入るまで何遍も建物の周りを歩いた」とか、「ど

うなっているかわからない」、「入りにくい」、「行きにくい」というような意見も挙げられ

ています。 

3 番目に「子ども同士のトラブルがあった時、どう対応していいかわからないので、その

親子が集まっているところに行きにくい」というような意見があります。こういったこと

はスタッフの介入で解決したり、あるいはその関わり方を学んでいくというようなことが

できるかと思います。 

ブルーの方を見ていただきますと、一つは「外出が困難」という理由があって、近くに

なければ遠くまでは行けませんので、「行けないです」とか。先ほどアンケートでも見てい

ただきましたとおり、公共交通機関は使っていません。公共交通機関を使ってでないとい

けない場所には行けないわけです。それから、子どもが二人になってから外出が非常に大

変だったという意見も聞かれました。 

それから、Ｂの「居場所の要望」についてでは、「近くがいい」とか「いつでも行けると

こがいい」、「気楽に行けて、安全な場所で利用できるところがいい」と色んな意見があり

ます。真ん中の「背景・理由」のところで見ていただきたいのは、歩き始めの子どもが歩

く、這う、座る、寝るなどがしやすい室内空間が必要である。もう少し歩くのがしっかり

してくると外遊びが充分できるようになるのですが、歩き始めの時には外ばかりでなくて、

室内空間も用意した方が子ども達、親子で過ごしやすい。「そういった場所が欲しい」とい

うようなご意見が挙げられております。 

また、Ｃの「初めての利用」というところでは、「初めていく時は誰かと行くんですか。」

と尋ねると、多くの方は「友達と一緒に行く。」と答えています。友達がいない場合は、親

子だけで初めていく人もいます。そのとき勇気を出して行ったと答えた人もいます。その

時に、常連のグループがいたりすると居心地が悪くなったようですが、「スタッフが話しか

けてくれたり、他の保護者に紹介して話せる雰囲気を作ってくれた。」ということが挙げら

れています。「考えられる方法」としては、「行きたいと思える魅力的な居場所作り」なの

ですが、また来たい気持ちを起こさせる鍵は、スタッフの声かけや働きかけ。これは、過

剰に干渉しないことも含めて、そういったことがあると思います。黄色いところに、友達

がどうやってできたかとか、子育て仲間の存在の効果があげられるのですが、多くはマタ

ニティクラスなどで出産前に友達になった人達がいて、それとか年齢別で設定した集いな

どで仲良くなった。それから転入者には、そういった出会いの機会がないので、友達もな

かなかできにくいということも聞かれています。それから情報が遅れた時に、すでにグル

ープが出来上がっていて中に入れないとか。なかには「友達を作らなければならない」と

いう義務感や思い込みが強い方がいて、その方にとっては友達のいない状況がプレッシャ

ーになる。課題としては、個人への声かけが利用のきっかけになっていますから、さまざ

まな機会を捉えて直接声かけする環境を用意することや、地域に出ることの多い専門職や
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関係者がそのことに留意して実践することが必要です。それから、月１回の開催でも保護

者達に歓迎されるイベントになっていました。さまざまな社会資源を活用して、近隣の親

子が集うことのできる広場活動などの設置が必要であるということがわかりました。 

次に、「相談」です。ここは問題点より実態の方が多いのですが、1 番目としては、子ど

もの病気や発達については産院、小児科など専門家医への相談を、子育ての相談は、気軽

な相談で聞きたいという意見があります。それから 2 番目として電話相談・携帯電話・イ

ンターネット相談がありますが、電話相談を利用しているという実態があるということが

わかりました。家に居ながらにして、時間を問わずに聞けてすぐに答えがもらえるという

ところがポイントになっています。またインターネット相談は個別に相談するというより、

様々な人が意見を交わし合う中で、あるいは誰かの相談の答えを見ながら自分の参考にし

ているということが行なわれています。ですけれども、ウェブ上のインターネット上の相

談サイトでは様々な思惑で様々な情報が提供されることから、利用者の情報選択能力がな

いと誤った意見を取り入れてしまう懸念もあります。そういうことから信頼できる電話相

談や相談サイトの紹介が必要であると考えられます。 

時期別にどういった相談をしているかということを、妊娠・出産期、新生児期、乳児期

と分けて整理しています。特に新生児期で新生児訪問が役立ったという意見が非常に多か

ったです。身長、体重の計測により成長を確認できたということと、「安心できた」、「気に

かけてもらえることが嬉しかった」、「質問をすることができた」というような意見が挙げ

られています。ですが、そもそも新生児訪問は何をするのかということが来てもらうまで

わからなかったので、中々ハガキも出さなかった人とかもいました。「予めどんなことをす

るのかわかっていたらもうちょっと早く来てもらったのに。」という意見をもらっています。

また、「乳児期であっても新生児訪問のような訪問があと数回あってもよかった。」「外出が

容易になる 4ヶ月くらいまでにもう１回くらい来てもらおう。」とか、例えば「お願いすれ

ば来てもらおう。」とかの仕組みがあればいいという意見が聞かれています。 

それから、保健センターや公民館で計測の機会が設けられていました。その時に、保健

師や助産師、栄養士、歯科衛生士等に相談が出来る機会があります。相談だけだと行きに

くいのですが、計測のついでに聞くという気軽さがあって、非常に活用されているという

意見が挙げられています。この中で助産師の存在というのが、あちこちいろんな方の口か

ら聞かれていました。出産までではなくて出産後も相談したり、例えば母乳のことを相談

したり。助産師をより広く活用していくというのも検討に値するのではないかと考えられ

ました。 

それでは、次のページをご覧下さい。「一時的保育」に関してです。一時的保育は先ほど

アンケートで見ていただきましたとおりに、非常に希望が高いけれども利用には至ってい

ないというような実態があります。そして先ほどのエピソードのところにありましたよう

に、「誰かに見て欲しい」、「誰かに頼めたらいいのに」と思う気持ちは誰でもが胸中に持っ

ています。ですけれども、希望は高いけれども積極的に利用しようとはしていません。そ
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れなりの理由がない場合は自分の「がまん」で済ませようとしていると言えるのではない

かと思います。ですけれども、これまでの育児で一番大変だったこととして、出産後数ヶ

月の母乳授乳期間の睡眠不足や外出ができない時期が「つらかった」とか、「子どもに泣か

れて追い込まれた」。それから子育てが辛くなった時に、「働こうと思った」、「保育所を調

べにいった」というようなある意味危機的な状況を経験しているということがわかってい

ます。具体的に、どういう風に利用に結びつけるかということなんですが、まず誰かに頼

みたい。誰かに頼みたいというところでは、いきなり保育サービスは考えない。まずは知

っている人に頼みたい。もちろん父親や家族が一番ですが、それがダメならば自分の知っ

ている人に頼みたい。自分や子どもが知っている人であれば安心。それから子育て経験が

ある人であれば安心という意見が挙げられています。保育サービスを利用するならば、個

人に頼むよりは集団で見てもらう方が安心という意見も多く聞かれています。子どもも自

分も知っている人であればいいというのはどんな人ですかと聞きますと、園庭開放でよく

知っている先生、地域サポーターといって地域でよく会う人とか友達や近所の子育て仲間。

自分や子どもを知っている人ならばいいということがよく聞かれます。そうすると考えら

れる方法としては、一時的保育を担う人の顔が日頃から見える機会をつくる。それから一

時保育を利用している子どもたちがどのように過ごしているかを紹介するような機会をつ

くる。利用者の声が聞けるというようなこともサービスの利用につなぐ一つの方法と考え

られます。 

Ｂの「必要な時間だけ」というところでは、送迎の時間が無駄になるので、利用する場

所で、「何か用がある場所で利用できればいい」、「時間単位で利用できればいい」という意

見が挙げられています。例えばファミリー・サポート・センターはそういったことの代わ

りが出来ますし時間も 30 分からあるので、そういった情報を持ってないのかなと感じられ

ます。またさまざまな保育のバリエーションがあって、それぞれの保育のメリット・デメ

リットがあるのですが、そういったことに関する情報がないということが伺えました。 

それから、いつでも申し込めるサービスを利用したいという意見が非常に多いです。緊

急時に対応してもらえるためには事前に申し込まなければならないのですが、「登録・予約、

慣らし保育や事前の面会は面倒」という意見が結構多く聞かれています。必要が生じた時

に初めてコンタクトを取るのではなくて、場所や人に子どもたちがあらかじめ慣れている

ことが子どもにとって必要です。しかしながら、そういった情報提供がなくて、事前の手

続きを面倒がっているのではないかと考えられました。 

また「利用への意識」についてですが、「できるだけ利用せずに育てたい」という意見や、

「自分が利用したいけど、家族は反対している」。訪問型の利用というのには消極的な意見

というものを抱えています。実際に行われている地域があったのですが、保育付きの講座

などを実施して、保護者は子育てについて学んでいる間、子どもはすぐそばの部屋で一時

保育を利用している。何かあったときに駆けつけられる場所。それから保護者は、子育て

に役立つ事の講座を聞いている。というようなことから、一度経験をしてみるということ
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が、それ以降の利用にもつながるのではないかと思っております。 

黄色のところで少し気になったのは、若い世代に自分で育てる意識が非常に強いです。3

歳までは自分で育てる。誰かに頼むのではなく、自分で育てるという発言がありました。

これは、保育所利用して働きに出るということを聞いているのではなくて、必要な時に一

時保育を利用するという話を聞いているのですが、そのときにも「何が何でも自分で育て

る」という強い意思を感じる事があって、１人での抱え込みの懸念があるのではないかと

感じられたことです。また、一方で父親の育児参画というのはアンケートで見ていただき

ましたように、かつてと比較すると非常に協力度が高くなっています。特に１歳を過ぎた

頃から、子どもがある程度成長して、例えば歩いたり、食事も世話も大変じゃなくなった

頃から父親が非常に面倒を看るようになった。父親に子どもを預けて出かけられるように

なったというような意見も聞かれています。１歳までの間が、特に母親が一時的保育を利

用できないとすれば、かなり１人で子育てを担わなければならない。つまり、１歳までの

間にこういう利用できるサービスがあるといいのではないかというところです。 

「課題・今後の対応」で、「子どもは親だけが育てるのではなく、いろいろな人の関わり

の中で育つ」ということを意識啓発して、一時的保育の利用が子どもにとっても意義のあ

るものだと伝える必要があるのではないかと思います。利用に至るまでには手続きなどに

要するエネルギーも必要ですので、子育てに行き詰まってから利用するのではなくて、予

防啓発的な意味も込めて利用を奨励していくということも必要ではないかと考えられます。

そのためにも、3ヶ月健診などの機会を捉えて、一時的保育の利用による子どもへのメリッ

トや具体的な手続きについて情報提供する。希望する場合に登録までできる仕組みがある

ことが望ましいと考えられます。 

最後の「家庭訪問型支援」に関しては、特に「産前産後支援」について確認したいと思

います。サービスが整備されている地域では、利用経験のある人もいました。つわりの時

に支援が必要であったという人もいました。必要であれば利用したいという気持があるん

ですけれども、利用を阻害する要因としては「家が汚いから」、「自分が体の調子が悪く家

の中が汚いので、片付けや掃除が出来てないことを気にして利用が出来ない」というよう

な意見があります。やはり、これもどういうことをしてもらえるのかとか、実際に使って

みたらどんなことをするのか、どういうことで助かるのかという経験をしていくというの

が非常に大事だと思います。そのため、何回までは無料で利用できるとか、子どもが０歳

時期のことですので、子育てのスタートを順調に滑り出すために、ここで色んな苦労を１

人で抱え込まないように、ということが必要になってくると思います。Ｂの方の「出前ひ

ろば」の提案というのは、これも回答者からの提案なのですが、場所はマンションなどの

集会室などを用意するので、そこに広場、スタッフなどが来て、手遊びをしてくれたりと

か相談が受けられるとか、親子が集まってくれる所に広場的な子育て支援サービスを持っ

てきてもらいたいという提案がありました。これは場所の問題で、なかなか適当な場所が

ないとかあるのですが、利用者の申し込みにより利用できる拠点がかなり増えていくとい
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うことが示唆されています。これで説明の方を終わらせていただきます。 

議長） 

どうもありがとうございました。膨大な調査結果を限られた時間の中でご報告いただき

ました。ありがとうございました。 

それでは、今日の重点は調査結果を委員の先生に理解していただくということで、膨大

なご報告があったんですが、ご質問がありましたらお願いしたいと思います。 

今日はご質問を受けるということと、今度はこれを報告書にまとめなくてはいけないの

で、この結果からどういうことが読み取れて、どういうことが課題になって、どういう方

策を講ずるべきかということも報告書のなかに盛り込んでいかないといけないですよね。

それについては、今後何度か会議があるということですよね。そこでご議論いただくとい

うことでしょうか。ですから今日の重点は、我々がこれを理解していただくことでよろし

いでしょうか。そういう意味でご質問をお願いしたいと思います。 

 

齊藤委員） 

一つよろしいですか。 

聞き取りの「相談」というところで、助産師の意義について指摘されたと思うのですが。

ここに書いてあるのは、希望なのですか。それとも、実際にこういう時期に助産師に相談

をしてよかったというご意見なのですか。 

 

事務局） 

はい。希望ではなく、実際に。 

 

齊藤委員） 

乳児期とか幼児期の早期の段階で、助産師とどこで接触できるのかがちょっとわからな

いのですが。 

 

事務局） 

自分の産院で、接触があったということです。その人をずっと頼りにしている。 

それから、スイミングスクールでマタニティスイミングというのがありますが、そこで

も助産師がいて。その方がたまたま新生児訪問に来て、安心できた。家庭訪問も個別に依

頼出来るようなんですね。 

 

齊藤委員） 

何でそんな質問をしたかというと、助産師というのは、いるようでいないというか。医

療現場でも助産師をきちんと配置するのに苦労するという現実があるので。地域にそんな

に助産師の方が居られるのかなというのが気になったもので。 
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椎名委員） 

質問じゃございません。特に私ども保育所の関係が非常に強いということで、全部読ま

せていただきました。 

一時保育、子育て支援センターというのがあります。子育て支援センターに助産師さん

が、うちの方のサポーターとして、ボランティアとして来て頂いています。助産師さん、

いろいろいるんですよね。ですから各地区で努力すれば全くいないわけじゃないだろうと

思います。相談には乗ってもらって、無償で出ていただいています。 

それから、地域によって全く違う。都市部というのは必要だというのはわかっています。

施策としてもあります。田舎の方ではしたくてもできないところもある。ところが理解が

あるところは積極的に取り組んでいるところもあって、むしろ都市部より行き渡っている

ところもあると思うのです。 

まず、子育て支援センターのことを色々直接書かれている。保護者の意見というか家庭

の意見。一時保育については保育所として取り組んでいるのに、現実的には利用度が低い。

これはなんだろうかということを考えていますと、この調査とは関係ありませんが、独立

して一時保育の施設があるのかどうか。保育所の一室、狭い一室ですと、人数が限られち

ゃうんですね。そして利用していても、現実的には、今度は次にといった時には、それが

他の人とマッチして利用できないとか、利用出来ないということがあって、私たちもこれ

からそういうところで、保育所の役割として何かもう一度。これすごくいい資料だと思い

ますので、参考にしていきたいなと思っています。 

それから、農村部のほうは駐車場が必置条件であるとさえと、僕は思っています。それ

も小さい駐車場。出来るか出来ないかは別問題として、公的な機関として支援センターを

やるとか一時保育やるとかいうと、駐車場が無くてもできるかどうか。ここがポイントに

なってくるでしょうし、その点農村の場合には駐車場を取れるかどうか。 

今度は利用度の方がどうかとなると、例えばうちの方で調査対象になっておりません。

人口が、横芝光町では毎年生まれる子どもが 100 人足らず。それで年間の登録数が 170 何

人かいます。約 200 名弱います。そうすると、他地区の人がいますから、利用数が 0,1,2

歳までなんですね。170 何名って、300 名のうち 170 名ってすごいことになるんです。これ

は他地区の人がいますから。それにしても利用する前に、施設側が利用しやすいようにな

っているかはすごく重要な事。それが駐車場であったり、職員数であったりということか

思うのですが。これは反省材料が私たちの側にあるというのも充分承知で、今後活動に活

かしていきたいなと思っています。 

 

議長） 

ありがとうございます。他にご質問、ご意見でも結構ですが。 
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齊藤委員） 

今回 2 回目のアンケート調査ですが、アンケート調査だけではなくインタビュー形式の

調査をやったことで、多分アンケートでは見えなかったことが少し見えてきたような気が

します。 

一時保育のことだけではなく情報の提供の問題とか読ませていただいて、お話を伺って

いて。やっぱり、いかに活きる形で情報を伝えられるか。ただポンと渡して「情報は伝え

てあるはずだ。」というのはもう駄目だというのは答えてくださった方みんな言っているこ

とで、これは一つポイントだと思うんですね。 

もう一つは中身の問題が非常に重要なんじゃないかなと。押し寄せるように詳しい情報

を山ほど大波小波でくるのは、あまり上手く利用できてない。それどころかむしろ、虐待

を防止する方向に進めて行きたいのに、逆に情報の提供の仕方を間違えると孤立した母親

達に「強迫的な余裕の無い子育て観」というのを伝えてしまう恐れがあるんじゃないかと

いう感じがしたんですね。この「3歳まで自分で育てる」という風にコメントされていまし

たが、私もその通りだと思います。これが、正しくしっかりと 3 歳まで育てれば、子ども

の心は成立するというのは、精神科医とすればその通りだと言いたいところですが。「3 歳

児神話」というのが取り沙汰された時代があって、本当に 3 歳児まで子どもをがっちり母

親が育てれば、こどもは健康に育つのかということについてはあんまり根拠がないんじゃ

ないかというのは、今や常識になっている。つまり一貫して 3 年間問題のない育児をやる

ということが必要なのではなく、概ねプラス・マイナス、すれ違いもあって、思わずカッ

とするようなこともいっぱいあったりしながら、10 の内だったら 6 か 7 くらいうまくいっ

ていれば良いという経過で実は子どもは育っていくんだというような情報が、きちんと伝

わってないと思うんですね。もっと生きた情報というか、そういうものを身近に伝えられ

るような伝え方をすること。また、いかにお母さんたちを強迫的に、あるいは道徳的に子

どもを「～ねばならない」という感じで 3 年間縛りつけられてしまうことから、いかに開

放してあげられるかということが、支援のかなり大事な部分ではないか。それを緩めない

と、むしろ情報を伝えれば伝えるほど雁字搦めになってしまって、不自由な形で人の支援

も受けられないという方向に向かう可能性をこの結果はかなり見事に示唆していると思い

ます。答えてくれた比較的意識の高い方達でこうですから、答えてくれなかった方はもっ

と不安にかられた不自由な子育てをしている方たちが多く居られるんじゃないかという感

じがしますね。 

 

椎名委員） 

家庭にいる在宅の人たちの中で、勇気を持ってどうしたらそこに参加しようということ

が、この中に書いてあります。そのきっかけ作りってすごく大事なことで、そこに行けば

大勢の同じような仲間がいるよというのを知らせよう。その雰囲気がすごく大事じゃない

かなと、アンケートを見ながら思っています。それで現実的に情報提供しようとして、各
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家庭の住所、名前を調べようと思うと個人情報の問題があって。結果的にどうするかとい

うと、情報を「こういうのがありますよ。」というのを町にお願いをして、うちの方で原案

を作って町に持っていって出していただく。切手代はこちらの方で負担するという形で。

支援センターの方で補助金をもらっているので、そういう形で行なっていく。何かのきっ

かけ作りをしないと。その情報提供が非常に重要であって、「こういう時はこんなことが必

要ですよ」、「あんなことが必要ですよ」というのは、結局自由さがないと。ここにも出て

いましたよね。「～ねばならない。」というのはダメだと。確かにそうなんです。園庭開放

といっても、今日はこういう風にして、公園があって、こういうのもありますよと全部作

っちゃうと、やっぱり出席は少ないですね。園庭開放でも、この時間帯で幅を持たせて「い

つ来ても結構ですよ」。そして、「いつ帰られても結構ですよ」。「ただ、お昼になると子ど

もの食事がありますから、その間は自由に遊びに来てください」というのから発展して、

今度は「年齢別にこういうのがありますから、遊びに来ませんか」。それは何かというと、

園庭で 30 分くらい遊ばせて、15 分～20 分保育室に入って中で一緒に遊ぶ。その間にお母

さん方は何かあると、助産師であるとか、ボランティアの人達とか、保育士に、極端に言

うと「保育所に入れるにはどうしたらいいのか」とか、「必要なのか、必要じゃないのか」

という相談が発生したりします。結局、そこまでの情報提供。例えば 1歳 6ヶ月ですよね。

健診の時ということは、既にその時以前に発生している場合が多いものですから。 

町の方でも産褥ボランティアというのを作ってくれたんですよ。家庭にボランティアさ

んが入るというのは、アンケートにもありますけどダメなんですよね。年に１回あるかな

いか。とりあえず乳児の時に「こういうのがありますよ。」という、ただ案内するのを訪問

に行く保健師さんに言っていただいて。そういう受け入れ側の努力をしないと、ただこう

いう制度がありますよということで、広報に載せただけでは。千葉市さんにも今度、大き

い施設が出来ましたが、ああいう風に大きくてゆっくりするという設備があればいいです

が、我々の農村部だとか都市部でも場所が取れない。遠くもダメだって書いてありますよ

ね。「Qiball（キボール）」でしたっけ。ああいうところを見ると、落ち着いていて、親が

安心して子どもと一緒に遊びながら見ていられる。本当に羨ましいなと思いましたけれど

も。 

 

議長） 

いかに利用へのきっかけを作るかというところだと思いますけれども。「居場所提供」の

「課題・求められるもの」で「個人への声かけが、利用へのきっかけになっていることか

ら、さまざまな機会を捉えて、直接声かけをする環境を用意すること。」と書かれているん

ですが。これを読んでふと思い出したのですが、大阪府の茨木市というところで、地元の

児童養護施設の施設長さんの声かけで「茨木市からは絶対に虐待で子どもが命を落とすと

いう悲惨な事件を絶対に起こさない」。そのために自分たちはどうすればいいのかというこ

とで、民生委員さんや保護司さんとかに声かけをして、自分たちで手作りのイベントを企
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画するんですよね。「巻き寿司を作ろう会」とか「親子でゲームを楽しもう会」とか。月に

１回やっているんですね。非常に特徴的なのは、手作りのチラシをただ郵便受けに放り込

むのではなくて、必ず手渡すんですね。インターフォンを押して。もちろん留守の家もい

いんで。駅前のスーパーに行って、小さい子どもを連れているお母さんを見かけると片っ

端から声かけしてチラシを配りながら、「楽しいよ！」って。一回いった人は、ほんと楽し

みでみんな待っていてくれるんですね。「騙されたつもりで今度来たら。」という形でやる

んですね。まさに、直接声かけをするというのはすごく大事だと思うんですよね。一方的

に情報提供だけでは限界があると思いますし。椎名委員の仰っていたとおりだと思います。 

 

椎名委員） 

友達ってすごいなと思うんですが、同じ市町村だけじゃないんですね。例えば 20km くら

い離れても、「ここに行こうか」となるとそっちにも行くし。友達のことを考えたら何かわ

かるような気がしますね。 

きっかけ作りというのは、ほんとに私たち注意しなければならないなとアンケートを見

ると思いますね。これをしっかりしていかないと、一時保育とかもたいした利用率になら

ない。県や国が積極的にやって、これだけお金をつけているのに、これだけの認知しかな

いのか、何かとても寂しい気がしますね。 

 

議長） 

「情報提供」でも、きめ細やかな情報提供をしようとすると、サービスがきめ細やかに

なればなるほど、直接行政がサービスを提供するというのは限界が出てくると思うんです

よね。ですから民間ならではという活動もあるでしょうから、行政と民間の役割分担を検

討しないといけないのかなと思うんですね。例えば「情報提供」の「知りたい情報」に「利

用者の声」とかありますよね。「あそこで非常に美味しい店がある」とか、「赤ちゃんを連

れて行っても結構くつろげるレストランである。」とか。これはなかなか行政が特定の業者

を肩入れするわけにはいかないですからね。エリアを区切って、きめ細やかな情報提供を

すると。それはボランティアがやるべきであって、行政はどうするのかというとボランテ

ィアが活動しやすいように財政的には支援していく。そういう構造になっていくのかと思

いましたけれども。一つ大きなテーマであると思うんですね。どこまでが行政の責任でや

って、どこが民間が担うべきか。 

 

椎名委員） 

児童公園なんですが。町が関与している児童公園だとキレイになっているんですが。う

ちの方の町を全部調べたんです。そしたら「遊具が壊れている」とか、「危険で乗れません」。

壊す予定になっているんですね。それだけじゃなくて、草がボウボウに生い茂っちゃって

いて。これはもう公園じゃなくて、シンナーを吸っている不良かどうかわかりませんが、
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集まるような公園もある。過去には多分小さい公園をたくさん作って、滑り台とか設置し

たと思うんですよ。今はそれに対するお金がないはずなんですね。壊すなら全部壊しちゃ

ってもらって、広場にしてキレイにできればいいんですが。それを調べてみますと、私ど

もの町だけではありませんでした。児童公園といっても大きい児童公園はお金がかかって

いますが、小さいすぐ遊びに行ける場所が公園になっていなくて、草がボウボウ生い茂っ

ていて、遊具が危険という状況なんですね。これなんかも私たちも調べてみたいなと思っ

ていますが。 

 

井上委員） 

お母さん方が子育ての情報をどういうところで情報収集しているかということで、14 ペ

ージのところですけれども、「インターネット上の情報」が全体で 13.3％になっている。内

訳を見ると、都市部の浦安や柏で利用度が高い。「家族や親戚」、「雑誌や情報誌」をかなり

上回る形で回答を得ているわけであります。最近の若い人たちを見ますと、インターネッ

トを積極的に活用している。私のところの学生も、すぐインターネットで情報を引き出し

ている。ますますこれは大きくなってくるんじゃないかなと思うわけであります。「物を食

べる」とか「買う」とかは結構出ておりますけれども、子育て支援というものに対する情

報。例えば地域の NPO。そういった人たちもうまく巻き込みながら、そういったところから

発信していくと、地域に合った情報というのがさらに細かく伝えることもできるのではな

いかと思います。なかなか貴重なデータじゃないかなと思っています。 

 

事務局） 

「インターネット上の情報」については全体で 13.3％でしたが、インタビューで聞いて

みたら「携帯で見る」というお母さん方が結構いらっしゃいまして、「パソコンの前に座っ

ている時間がない」、「子どもをあやしながら携帯で見る」とおっしゃっていた方もいらっ

しゃいました。そういった方を含めるともっと高い数字になっているのではないかという

のは、インタビューから伺えたところです。 

 

議長） 

これは、携帯は入っていないんですか。 

 

事務局） 

こちらとしては携帯を含めて聞いたつもりですが、アンケート用紙には書いていなかった

ので、そう捉えていない方もいらっしゃいました。 

 

齊藤委員） 

逆に言うと、それに合わせた限られた情報で使えるものを、ポイントを伝える方が読んで
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もらえると思うんですよね。肝心なことは段々接触が出来るようになってからお伝えすると

して、まずは正しい情報をコンパクトに伝えるというというのをまずはやって見る価値はあ

りそうですよね。 

 

議長） 

ユーザーの視点というのはすごく大事で、そういう意味で今回の調査結果というのは画期

的だと思うんですよね。できれば具体的にインターネットでどういう情報を提供するかとい

う時に、そこにユーザーの人達も入っていただくということも大事ではないのかなと思うん

ですよね。具体化する時点で。 

 

齊藤委員） 

行政の内容を伝えるまでは、公的な機関がインターネットの内容についても一定程度作っ

ていく必要があるかもしれませんけれども。例えば県のホームページの中で。ここで言う、

聞き取りで出てきたような生きた情報、生のデータを伝えるとなると、ここまでは行政が作

るホームページでは難しい。民間でも NPO でもいいと思うんですけれどもタイアップして、

始終リニューアルしていけるような力のあるところに作ってもらう。インターネットは間違

っている情報が多く、偏見に満ち満ちた情報が多いので、正しい情報を伝えるホームページ

があるというのはとても大事ですよね。 

 

椎名委員） 

今提案を受けているのが一つありまして、園庭上の高いところにカメラを設置しておいて、

子どもの個々の顔は色々ありますから遠くから写して、それを携帯上で見られる。時間を決

めておいて。園庭開放の時に、全部はっきり周りが写るんですよ。アップすると。その辺を

どうするか問題ですが。今のカメラがすごく良くて。提案を受けて平成 20 年度の予算がで

きるかどうか。例えば保育室にもカメラを置くことも出来るんですが、やり過ぎになるとま

ずいですから。全体で遊ぶ姿くらいから始めて、支援センター活動であるとか。外で遊ぶ時

間帯だけ提供して。既にやったところがあるんですよ。そうすると携帯で見られるものです

から、「これなら行こうか」ということで、また出てきてくれる。携帯に入れる情報提供も

しなければならないですけれども、そういう案まで出てきていますので。ただインターネッ

ト上でどうこうというよりも、そういうのまですごく良く映っているんですよね。例えば角

度を変えられるようになっているんですよ。それはコンピューターで固定するようにして、

園だけで変えられるようにできます。そういうような提案を受けていますけれども、何一つ

取ってもお金のかかる状況ですから、民間という発想をおっしゃられたけれども、そういう

ところでやってみるという勇気を持たなければいけないのかなと。ただインターネット上に

載せて、うちの方でも情報を毎日変えられればいいですが、なかなかそうもいかないです。

あまりにも業務量が多いですから。 
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議長） 

カメラはリアルタイムに現時点での情報が写るんですか。携帯に。 

 

椎名委員） 

ええ。時間を制限しませんと、園の情報を常に監視されているという意味合いもあります

ので。支援センターの活動をやっている時間帯とか、園庭開放の間とか、子どもが写ってい

ない間に情報提供してもしょうがありませんから。午前中の 9 時～12 時までの間という時

間制限を持ってやるという。高い位置からでも、子どもが遊んでる姿を親は直ぐにわかるん

ですが、全体をアップしちゃうとまずい部分もあるので、それはさせないような仕組みにし

ておく。 

 

井上委員） 

11 ページの普段のお母さんたちの外出先というところで、どんなところに行っているか

ということで、多いのが公園とか子どもの関わるところですけれども。商業施設というのが

かなり大きな割合を占めている。これはやはり買い物とか日常の中で必然的に子どもを連れ

て行くということになるのでしょうが、インタビューの情報提供というところに関連してく

るんですが、通常子育て支援の情報はそういうところに特化したところに行かないとなかな

か見られない。だけど、そうではなくて日頃お母さんたちが出入りしているところにも、そ

ういうものを掲示し情報を発信するということも大切なのかなと思います。もちろん公民館

とか児童館とか行けばそういう情報もあるのでしょうが、近くのイトーヨーカ堂であるとか

ダイエーとか、そういったところに買い物に行ったついでにちょっと目に入るような。そう

いう情報の伝え方もこれから必要じゃないかなという気がするんですね。そういうところに

協力してもらうというのは、一つは青年会議所とか商工会議所とか、商店街の会合。そうい

うところの人達にも子育て支援の大切さを理解してもらう。これはある意味垣根を越えて、

子育てというところにおいて協力し合うというコンセンサスが必要になってくると思いま

す。スーパーに行けば、食べ物とかの情報はどんどん出ていますけれども、どこかにそうい

うものを掲示するようなものがあってもいいのかなと思うし。あるいは、デパートのコーナ

ーに子育て支援みたいなブースを常時作っておいて、地域の子どもに関わらず、関係者たく

さんいますよね。公務員だけじゃなくボランティアも含めて活用していければ。そこに行け

ば気楽に子育ての相談を受けられる、そういう状況を作ってあげればいいのかな。何も全部

役所がやる必要はない。そういう力を借りて、身近なところで相談を受けられるんじゃない

かなという気がするんですけどね。 

 

議長） 

 現に、スーパーにキッズコーナーがありますよね。スペースがあって、絵本が並んでい
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て、時々プロの保育士さんも来て、お母さんに遊ばせ方を教えたりしていますよね。そこと

協働していくというのはありますよね。それは他にもあるんですかね。 

 

椎名委員） 

アンケートに商業施設と書いてありましたが、子どもがそこにおもちゃを置いたり、キッ

ズコーナーみたいなのは、小さいところでもあるので置かせてもらう。あるいはそういうと

ころへ話をちょっとしてみるとか。あるいはどういう風にしたらいいのか、向こうも商売で

すから。そんな風な情報提供は可能ですよね。 

 

議長） 

官民の役割分担と、官民の連携ですよね。 

他に、ご意見、ご質問はございますでしょうか。21 日までにご意見があればということ

なんですが、これは社会的養護検討部会に向けてということでしょうか。他にご質問がな

いようであれば、次に進めさせていただいてよろしいですかね。 

今度の 3 月 24 日に平成 19 年度の第 2 回社会的養護検討部会が予定されています。その

時に、児童虐待防止調査研究委員会の調査結果の概要と進捗状況について報告をする必要

があります。それに向けて、あまり日にちはないのですが、本日ご欠席の委員の先生方も

居られますし、今日出席の先生方もまだまだご意見もおありかと思います。従いまして、

今日は議事進行の都合もございますので、委員の先生方には持ち帰っていただいて、ご意

見等がございましたら事務局あてにいただければと思うのですが、事務局の方はそれでよ

ろしいでしょうか。 

 

事務局） 

先ほど才村委員長が仰っていただいたとおり、まずは 24 日の社会的養護検討部会へ向け

て、21 日の段階でメールや FAX 等で構いませんのでご意見をいただければと思います。い

ただいたご意見については、24 日に報告する社会的養護検討部会の報告に含められるとこ

ろは含めたいと思います。 

また、今回は質問や感想を仰っていただきましたが、全体として最終的な報告書として

整理していく上で分析、評価をしていかなければと思っております。調査結果を踏まえて

の課題等についてご意見、ご提案をいただきたいのですが、これは 21 日というわけにもい

きませんので、随時承りたいと思いますので事務局あてにいただきたいと思います。 

 

議長） 

よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、続きまして議題 2 ですが、社会的養護検討部会への報告について、事務局の

方から説明をお願いします。 
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事務局） 

資料 2 の方に移らせていただきます。今申し上げたとおり、24 日には社会的養護検討部

会がございます。これに向けて調査研究委員会としての取組み状況の報告をする必要があ

ります。事務局としては、資料 2をもって報告させていただきたいと思います。 

 まず 1枚目ですけれども、囲みの部分で委員会の設置目的と平成 19 年度の実施状況。20

年度については、後ほどスケジュールで説明させていただきますが、本調査の分析評価と

課題を整理するとともに、児童虐待の発生予防策の検討を行なっていくというのを書かせ

ていただきました。以下の「これまでの検討状況」については、説明を省略させていただ

きます。 

次のページに移りますけれども、先ほどの中間報告の部分をかなり省いてコンパクトに

しています。実際に、今ご意見もありましたし、今後の課題の整理等もありますので、調

査結果の報告については、ここから省かせていただこうと思います。調査目的や調査の手

法ですとか、配布数や回収数、回答者やお子さんの属性の部分、インタビュー調査対象者

の属性のみに限定して報告させていただきまして、全体の部分については委員会での課題

の整理をした後の社会的養護検討部会で報告させていただきたいと思います。 

詳細な資料の説明については省かせていただきますが、調査結果の一部の説明について

は重要な部分を箇条書きにした形で報告させていただこうと思います。 

 

議長） 

ただいまの事務局の説明に対し、ご質問、ご意見はございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

それでは、24 日に開催される社会的養護検討部会では、資料 2 によって本委員会の報告

とさせていただきたいと思います。 

それでは、引き続きまして議題 3 ですが、児童虐待防止調査研究委員会の今後のスケジ

ュール（案）について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局） 

資料 3 をご覧ください。本日、第 8 回の調査研究委員会によって調査結果を報告させて

いただきました。24 日の社会的養護検討部会では、今回の資料 2 で報告させていただく予

定です。 

その後、20年度については、4月～6月で報告書としての取りまとめが必要かと思います。

中間報告として調査結果をお示ししましたので、その整理が必要かと思います。 

7 月～8月頃を目途に第 9回の調査研究委員会を開催し、調査結果の分析と課題の整理に

ついて。これは平成 17 年度の調査を受けて 18 年度に課題の整理をしましたけど、そのよ

うなイメージで考えております。 

第 10 回といたしまして、10 月頃を目途に課題の整理を踏まえた上での本委員会の目的で
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ある「虐待の予防策の提案に向けた今後の方向性について」検討していきたいと思います。 

その後、第 11 回、12 回において、具体的な児童虐待発生の要因分析、予防策の検討につ

いて、これまでの調査結果から出てきた課題を元に取りまとめていきたいと考えています。 

 

議長） 

ただいまの説明について、ご質問ご意見頂戴したいと思います。 

（特になし） 

よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

それでは、今後のスケジュールについては、資料 3 のとおり進めていきたいと思います

ので、御協力のほどよろしくお願いします。 

最後に（３）その他となっていますが、事務局からは何かありますか。 

 

事務局） 

参考資料 2 の来年度の県の虐待防止対策事業について、この場を借りて説明させていた

だきたいと思います。 

それでは、平成 20 年度の児童虐待防止関係事業について説明させていただきます。 

「児童虐待ゼロ」に向けた抜本的な対策につきましては、平成 17 年度に社会福祉審議会

のもとに社会的養護検討部会を設置し、検討を進めているところです。その中の一つの委

員会として、こちらの児童虐待防止調査研究委員会があります。19 年度に調査した「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」結果を分析して、児童虐

待防止対策等について検討します。 

もう一つの委員会である児童虐待死亡事例等検証委員会では、19 年度は 18 年度に発生し

た死亡事例について検証を実施し、答申をいただきました。20 年度は答申に基づき、再発

防止策を推進します。 

家族関係の支援調整に関する調査研究については、今年度でプログラムが完成しますの

で、20 年度は児童相談所の方でプログラムを実際に使って実施をしていきます。 

3 枚目ですが、広報・啓発の強化をしていきます。まず、フォーラムと家庭等における暴

力防止キャンペーンを実施していきます。また、子育て応援リーフレットを作成します。「子

育てをひとりで抱え込まないで」というメッセージをつけて、必要な情報を盛り込んで、

SOS を発しない、情報が届きにくい家庭に対し直接働きかけたいと思います。これについて

は、市町村の協力を得て、家庭へ訪問した際に配布したいと思います。 

市町村に対する児童虐待防止体制の充実・強化の促進のほか、児童相談所については IT

の導入してまいります。 

これが 20 年度虐待防止関係事業ということで説明させていただきました。 
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議長） 

ありがとうございました。ご質問ございませんでしょうか。 

1 点だけ教えていただきたいのですが、児童相談所緊急介入体制推進整備のところで、「必

要な機器等を整備」とありますが、具体的にはどういったものなのでしょうか。 

 

事務局） 

ご存知かと思いますが、児童虐待防止法が改正され 4 月から施行されます。児童相談所

の権限が強化されますので、ビデオカメラであるとか証拠として採用されるべきものをし

っかり整えなければならないと言われておりますので、ビデオカメラとか携帯電話等の必

要な機器を整備することといたしました。 

 

議長） 

 臨検・捜索に備えてということでしょうか。 

 

事務局） 

 補足させていただきますが、虐待防止の関係で人員的な問題とか、体制的な問題は、こ

の間の死亡事例等検証委員会でもご指摘をいただいています。 

 今はまだ議会中ですので審議していただいているところですが、いわゆる児童相談所の

体制整備に合わせて、できるだけ職員の負担を軽減する。例えば IT 化ですとか、機器の整

備ですとか、できるだけ進めて職員が実際の業務に専念できるように考えて予算措置を行

なっております。 

 職員の研修体制の強化というのも入っておりますが、これも取り組んでいる部分もあり

ますけれども、新年度はさらに進めていきたいということで、色んな事業を入れておりま

す。 

 この辺については動き始めたらまた改めて報告させていただきたいと思います。 

 

井上委員） 

参考までに、「IT システム」というのは簡単に言うとどういったイメージでしょうか。 

 

事務局） 

児童相談所は現在、基本的に紙ファイルというか、文書によって事務をおこなっており

ます。IT 化を進めているんですが、なかなか進まないのが現状です。基本的にデータを全

て電算化して、検索とか文書の作成も含めて、できるだけ IT 化によってリアルタイムで情

報の更新ができるようにしていこうと。そうすれば所内で紙を探して検索しているものや

職員自身が一度手書きをしてファイリングしているものがあるんですが、これをできるだ

け IT 化して負担を少なくしていこうと。 
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過去のデータも取り込んで、職員が仕事をしやすい体制を作ろうということで、直ぐに

は出来ないですが順次進めていこうと考えています。 

 

議長） 

児童相談所によっては、虐待ケースで緊急性をランク分けして、Ａが最重度で、Ｂが重

度で、Ｃが中度でという分類をして、ボタン一つで最重度のものが出てくる。多分そうい

ったイメージだと思うんですが。 

 

事務局） 

 来年度は、最初の段階になると思うのですが、将来的にシステムを整備していきたいと

思います。 

 

議長） 

 他に先生方、よろしいでしょうか。 

 それでは、以上で終了させていただきたいと思います。この際、他の先生方から何かあ

りますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ないようですので、以上で今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） 

これをもちまして、第８回の委員会を終了いたします。委員の皆様、ありがとうござい

ました。 


