
第 1 回児童虐待防止調査研究委員会議事録 

 

１ 日時   平成 17 年 11 月 28 日午後 1 時 30 分から 3 時 30 分 

２ 会場   千葉県庁議会棟 3 階第 2 会議室 

3 出席者 井上僖久和委員、内田徳子委員、河原久一委員、小関智子委員 

        齊藤万比古委員、才村純委員、椎名英夫委員、長谷川俊哉委員 

        森田雄司委員  計 9 名                （五十音順） 

 

（司会）高安虐待防止対策室長 

 会議に入る前に、県では、審議会等の会議については、原則として公開し、透明

性の向上につとめることとしていることから、本日の会議については、議事内容は

公開の扱いとすることについてご了解いただきたい。 

  《委員から特に反対意見なし。》 

(司会) 

   それでは本日の会議を含め、今後は公開で行います。ただし、今後調査研究の

内容により、個人のプライバシーに関する事項が含まれる場合には非公開とさせ

ていただくことを了承お願いします。 

千葉県社会福祉審議会児童福祉分科会社会的養護検討部会児童虐待防止調

査研究委員会を開会、千葉県健康福祉部の亀井理事からあいさつ申し上げます。 

（亀井健康福祉部理事） 

  近年、児童虐待が増加し、平成 16 年度の児童虐待相談受付件数は本県で初め

て 1，000 件を超え 1，120 件となり、本年度は昨年度を上回る状況となっている。児

童虐待が深刻な状況にある等、児童や家庭を取り巻く環境が大きく変化し、保護を

必要とする児童に対する社会的養護のありかたについて、総合的な施策が求めら

れている。 

   県では、次世代育成支援対策の中の重要施策のひとつとして位置付け、抜本的

な対策を講ずるため、有識者の専門的意見や提言等を伺う必要があることから去

る 9 月 21 日に千葉県社会福祉審議会において児童福祉専門分科会の下に新たに

「社会的養護検討部会」が設置された。 

本日の「児童虐待防止調査研究委員会」は、児童虐待の発生予防のための支

援に関する施策に有効なデータを蓄積し、本県における児童虐待発生の要因の分

析等を行い、児童虐待ゼロに向けた抜本的対策の推進のための提言を頂くことを

目的としている。 

   本日は、「児童虐待防止調査研究委員会の取組方針」と「17 年度の調査研究に

ついて」を議題としている。忌憚のない意見をお願いしたい。 

（司会） 

  配布資料の確認。 

        － 確認後 － 

  続いて、次第に沿って進行する。 

次第の３ 千葉県社会福祉審議会児童福祉専門分科会社会的養護検討部会児童



虐待調査研究委員会の設置について、事務局より説明いたします。 

（事務局） 

  《資料 １により説明》 

委員就任については、千葉県社会福祉審議会に児童専門分科会があり、その

下に新たに社会的養護検討部会が設置された。社会的養護検討部会の中に 4 つ

の委員会が設置され、そのひとつとしてこの児童虐待防止調査研究委員会が設置

された。 

   千葉県社会福祉審議会規程が 9 月 21 日に一部改定された。この委員会では河

原委員が審議会委員で、他の 8 名は臨時委員として 10 月 25 日付で委嘱状を知事

名で送付済み。 

   第 7 条部会の設置及び審議事項において、母子・里親部会や児童処遇部会等

に並んで社会的養護検討部会が設置され、児童虐待防止及び社会的養護のあり

方支援に関する知事の諮問事項の審議に関することとして位置付けられている。 

第 9 条では、部会の決議をもって審議会の決議となる。 

第 10 条で、示しているように部会長は、各分科会長に審議の経過や結果につい

て報告するものとなっている。  

   この委員会の位置付けは、この社会的養護検討部会の下に置かれたもので臨

時委員の扱いは審議会委員と同様である。 

 資料最後に委員名簿を添付している。 

（司会） 

 委員紹介。 

    《資料 １ 委員名簿により紹介》 

続いて、事務局の職員を紹介。 

先ほどご挨拶申し上げました健康福祉部の亀井理事、松永児童家庭課長 

中央児童相談所 吉野所長。 

亀井理事は所用のため退席させていただく。本日の司会の虐待防止対策室長

の高安、宜しくお願いします。 

（司会） 

 次に、当委員会の委員長及び副委員長の選出をお願いしたい。 

委員長，副委員長については、規程の第 8 条部会に関する条項に準じて、委員

の互選とさせていただく。 

ついては、地方自治法 107 条の規程の例にならって年長者の河原委員に仮議

長をお願いしたい。 

 

《各委員賛同》 

 

（仮議長）河原委員 

 それでは、仮議長を勤めさせていただきます。委員長・副委員長の選出を行いた

いと思いますが、皆様どのようにするか。 

（椎名委員） 



 事務局で推薦いただいてはどうか。 

（事務局） 

  委員長に、厚生労働省、日本子ども家庭総合研究所等のご経歴で児童虐待問

題に関してご造詣の深い才村委員を、副委員長は、長年児童相談所で児童虐待

に対応されてこられた井上委員を推薦したいと考えるがいかがか。 

（仮議長） 

   《委員賛同》 

賛成と言うことで，委員長に才村委員、副委員長は井上委員にお願いしたい。

（仮議長解任） 

（司会） 

 才村委員と井上委員には、委員長・副委員長の席にお移りいただき、才村委員

にはこの後の議事の議長をお願いしたい。 

就任に当たり一言ごあいさつを頂きます。 

（議長） 

  児童虐待問題は，大きな社会問題となっている。昨年は、児童虐待防止法、更に

児童福祉法が改正され、虐待への対応を含めたこれまでの児童相談所一極集中

の体制が改められ、市町村の役割が強化された。そのような形で新たな援助体制

の構築が国においてなされ、こういった状況の中で千葉県においても社会福祉審

議会社会的養護検討部会が設置されその下に児童虐待防止調査研究委員会が

置かれ、抜本的な児童虐待防止対策を図るための調査研究を行うこととなった。 

 虐待防止対策には、地域性に応じたきめ細やかな施策を展開することが非常に重

要。そのためには、地域の実態や県民の意識などを十分踏まえる必要があるので

はないか。そういった意味においても、本調査研究委員会は重要な役割を持ってい

る。 

委員長を仰せつかったことの責任の重さを感じる。この調査研究委員会が意義

ある成果を収めることが出来るよう支援・協力をお願いしたい。 

（副委員長） 

  3 年前まで 30 数年に渡り児童相談所に勤務してきた。後半は児童虐待に現場が

大変な思いをしているのを見てきた。 

   理事のあいさつにもあったように虐待ゼロを目指し、この委員会の果たす役割は

大きい。よりよい研究として貢献できるよう委員の皆様のご協力をお願いしたい。 

（議長） 

  進行に入る前に事務局から資料説明をしてもらいたい。 

（事務局） 

    《千葉県の『虐待の状況、施策について』（資料２）にて説明。》 

（議長） 

  ただ今の事務局の説明について何か質問はないか。 

（議長） 

  一時保護所の増員を図ったとのことだが、具体的にどういった取り組みをしてい

るのか。 



（事務局） 

  具体的には、虐待相談の多い中央児童相談所を定員１５から２５に、市川児童

相談所 15 から２０に、柏児童相談所を 15 から 2５に増員することにより 80 名から

100 名体制とするもの。市川児相は建替え、中央・柏児相は改築等で対応。また、

保育士の増員も図った。銚子・君津児児童相談所の定員の増員はない。 

（森田委員） 

   児童福祉司の増員を図っているとのことだが、現在一人の児童福祉司が受け持

っている虐待関係のケース数はどの程度なのか、今後県としてはどの程度のケー

ス数で妥当と考えて増員を図るのか。 

（事務局） 

  現在の担当ケース数は児童福祉司一人 30 ケース程度と聞いている。児童福祉

司は、地方交付税との関係が指摘されているが、因みに人口補正すると本県の場

合、平成 16 年度の地方交付税上の算定人員は 57 名で、それに対し 59 名を配置

している。そして、現在 65 名を配置している。 

   社会福祉審議会の中の社会的資源あり方検討委員会の中でも児童相談所の体

制なども議論していただくことになっている。今のところは、件数の状況、業務量の

推移や全国的な位置付けなどを見て増員を図っていく考えである。 

（議長） 

  次に、 議事（１）児童虐待防止調査研究委員会の取組方針について、まず、事

務局から説明をしてほしい。 

（事務局） 

   《資料３「児童虐待防止調査研究委員会の取組方針 案」説明》 

本委員会の作業として、①調査研究をしていただく、②調査研究に基づき施策に

結びついた提言を頂き、③これらの結果を部会へ報告をしていただく、この 3 つの

柱がある。 

  本日については、調査研究について議論してほしい。具体的には、研究テーマを

何にするのか、あるいはどこまでこの委員会の範囲にするのか。そのためには、ど

のような統計データを収集し蓄積したらよいのか、どのような調査を実施する必要

があるのか。本日は、そのあたりの大枠の意見等を交わして、イメージを作り上げ

てほしい。 

   施策については、千葉県の特性あるいは特殊性を盛り込んだ虐待防止対策を

提言していただきたい。 

（議長) 

  事務局からこの委員会の基本的な取組方針の説明をしてもらった。大きな 3 本

柱があるとのことだが、まず、調査の範囲をどうするか。そのために具体的などうい

うデータを必要とするのか。あるいは調査研究の手法をどうすればいいのか、基本

的な方針について意見を頂き、共通認識を図りたい。 

（事務局） 

 児童相談所では、（児童相談所事業概要を示し）、このようなデータを持っている。

こういったデータを毎年蓄積して持っているわけだが、更に加えていくべきデータが



あれば蓄積していきたい。この場でなくてもよいが、どういうデータの蓄積が必要か

を議論してほしい。 

（議長） 

 今年度の研究の内容について議論した上で、具体的に必要データや研究テーマ

についての議論をしたい。 

事務局から、資料４「児童虐待に関する住民の意識調査」資料 5「17 年度調査研

究に関する実施スケジュール」について説明してほしい。 

（事務局） 

  《資料４「児童虐待に関する住民の意識調査を説明》 

業者委託で実施する予定。 

《資料５「17 年度調査研究に関する実施スケジュール 案」を説明》 

調査項目の設定については、12 月中に委員会の開催が現実として難しいので

項目案は事務局で用意し、メールや郵便等で委員に意見を諮る。最終的には委員

長と事務局に一任いただきたい。 

（議長） 

  質問はいかがか。 

（齊藤委員） 

  フェイスシート 10 問程度、設問数が 40 問程度と言うことがよくわからない。 

（事務局） 

  県が行っている世論調査を参考に設定した。性別や年齢といった基本情報とし

て 10 問、質問内容 40 問以内と考えた。検討により内容が膨らむ可能性もあるが、

回答可能な適正な数として 40 問以内程度が適正かと考えた。具体的な設問検討

により質問数は決まると考える。 

（井上委員） 

  抽出の９，０００件が 600 万県民に対して妥当なのか、予算上の事情か。 

（事務局） 

 抽出率としては千葉市を除いた県内の成人人口の０．２％にあたるが、学術的

に妥当な数字かどうかは不明。予算上の事情により設定した。 

（議長） 

 調査研究には 2 つの性格があり、ひとつは学術研究のため、もうひとつは政策に

反映するためのデータ作り。確かに抽出率が０．２％と言うのが母集団の性格をど

れほど反映するか問題はあるし、統計上の有意性の検定も必要だが、財政当局、

人事当局に理解してもらえれば良いのであって、的を得ていないとはいえないと思

う。 

（椎名委員） 

地域における児童虐待の防止のためには、要保護児童対策地域協議会などの

関係機関の組織化が重要だと思うが、一般市民の調査から組織化の必要性が汲

み取れるだろうか。 

（議長） 

  要保護児童対策地域協議会といった組織化が図られているところと、まだ組織 



化されてないところとの住民の意識との相関関係がうきあがるだろうか。 

（事務局）  

例えば、「貴方が虐待に悩んだ時にどういった窓口に相談しますか」「どういった

組織、機関があればいいと思いますか」などの設問を入れて、実際に地域にある

のかないのかの設問を照らし合わせることで、県として、都市部・郡部を問わず市

町村に対して地域の取り組みを積極的に進めてほしいと要望できる。こうしたこと

に生かせる調査内容について、具体的なご助言をいただきたい。 

（椎名委員） 

 虐待の問題では、保育園・幼稚園の年齢層の子どもが多いといわれている。子

育て支援センターや 24 時間体制の中核地域生活支援センターなどがあるが、そう

したところが市町村や児童相談所との連携強化が必要であろうと考えるが、市民

の意識調査の中にどういう視点で入れ込めばいいのかよくわからない。 

（議長） 

住民の側からすると、子育て支援策で支援メニューはいろいろ出来ているが、実

際に子育てに困ったり、つらくてかなわなくなったりした時に何処に相談に行ったら

いいのか分からないという話を聞く。したがって、住民の相談機関の利用について

の意識を確認できるような設問が出来ればよいのではないか。 

（齊藤委員） 

 基本的に住民の意識調査として把握したいのは、児童虐待の概念を知っている

か、当事者として関わった経験及びその際の相談に何処に行くか、他人のこととし

て察知した際にどのように相談するか、の 3 点について現状と希望を聴くことが大

事だと思う。 

質問数は少ないほうが回答しやすいので、40 問は大変かもしれない。 

（森田委員） 

 施設の側としては、（虐待の）入り口の部分は知られるようになったが虐待を受

けた後の子ども達がどうしているか、多分知られていないと思う。多少知ることによ

って虐待を受けた子どもたちの家庭復帰についての意識が生まれると思うので設

問に入れてほしい。 

（議長） 

 地域の子どもをどう見るか、子どもの権利を地域の人がどう見ているのかという

ことに関わる問題。現状は、かわいそうな子どもを施設に入れて地域としては責任

を果たしたといった風潮がある。施設に子どもが入るということを地域の人がどの

ように捉えているかといった視点が大事。この設問は是非入れてほしい。 

（河原委員） 

 民生委員児童委員にとって、以前は高齢者への対応が主だったが、最近は児童

の問題が大きくなっている。 

民生委員児童委員としては、3 歳以下の子どもがいる家庭については開示して

ほしい。子どものいる家庭を明らかにして、主任児童委員を活用してほしい。 

また、施設に入った際や社会復帰する際にも知らせてもらい、支援する体制にし

たい。そうした民生委員の活用をしてほしい。 



（事務局） 

 乳幼児の問題に関しては、次世代育成行動計画においても乳幼児健診の未受

診児が大きな問題になっている。虐待とも関連のある問題として認識している。 

民生委員の方にネットワーク会議などで情報共有をして力になってもらいたい。 

（議長） 

 従来、虐待の相談体勢については行政サイドで絵が描かれてきた。実際は、住

民の立場からどのように映っているのか、各事業が信頼されて受け止められてい

るのか、住民はどういったサービスを期待しているのか、そういう意味で貴重な調

査だと思われる。 

（小関委員） 

 回収率はどの程度見込んでいるのか。 

児童虐待については、家庭内に踏み込む難しい問題。こういう調査に協力しても

らい回収率を上げる工夫は何か手立てはあるのか。 

（事務局） 

 業者委託で行うため、調査のノウハウをある程度持っていると思われる。虐待の

表現には工夫が必要かも知れないが、虐待の経験の有無なども把握したい。 

返信先は、「千葉県健康福祉部児童家庭課」とし、公的な調査であることを認識し

てもらうよう配慮する。  

（内田委員） 

 死亡事例検証委員会の中で、虐待の判断が疑われたとき、どういう展開になる

のか、児童相談所が家庭訪問し、徹底的に調査されるということを住民として意識

する必要があると主張する委員がいた。虐待の対応がどういう経過をたどるものか

を住民がどの程度認識しているか聴いてほしい。 

（齊藤委員） 

 虐待の名称だけでなく、虐待が心やからだにどういった影響をもたらすかについ

ての設問もしてほしい。 

（椎名委員） 

虐待なのに虐待として認識しない住民もいる。 

（議長） 

 通告が国民の義務と言われながら、実際には死亡事例の検証などをすると多く

は通告されていない。「通告」の阻害要因は何なのかということの設問もほしい。 

（井上委員） 

  設問は 40 問程度としているが、調査の精度を高めるためには 40 問では不足で

はないか。 

調査項目として、ア 児童虐待等家庭内の暴力に関する県民の意識と実態、イ 地

域の問題としての児童虐待防止意識、ウ 地域における虐待防止機能強化の方法 

の 3 つを柱にしたいとのことなので、何回かに分けて焦点を当てた調査をしてみて

はどうか。 

今の論議だと「虐待をどう捉えるのか」「虐待対応のシステムの現状」という違う

要素を言っている。 



 予算上のこともあろうが、次年度以降、焦点をしぼった調査を続行できると良い。 

（議長） 

調査研究そのものをどう進めるかの問題である。来年度以降も当委員会は続行

する。今回はこの程度、次回はこんなことを取り上げていくといった年度をまたぐ調

査研究となることについていかがか。 

（椎名委員） 

 虐待に関する県民の意識が地域性も含めてどの程度であるかを把握することが

一番重要。基本的な調査を行い、不足なら第二段の調査をしてはどうか。 

（齊藤委員） 

 こういう調査は初めてなのか。 

（事務局）担当 

 子どもの人権意識調査を 16 年度滋賀県で実施。他には東京都や青森県などで

虐待や DV に関連する意識調査はあると聞いている。 

（齊藤委員） 

 まずは、県民がどの程度認識しているかを把握することが大事。 

（議長） 

 その場合にテーマ別で調査するのか、同一テーマで初年度は浅く調査し、次年

度掘り下げるのか。 

（齊藤委員） 

 テーマに沿って調査したほうがいい。 

虐待の背景要因としてもう少し深い資料があるのではないか。発達障害であると

か未熟児であるとか発達上の要因、家庭状況の要因、そのあたりの堀り下げた資

料がないと具体策はでない。 

 ケースとして認知した後の問題として、福祉的対応ではすまないようなケースの

場合の連携の成功例や失敗例などを掘り下げられればと思う。複雑な展開のケー

スこそ虐待対応として大事。 

（椎名委員） 

 虐待に関するハイリスク要因に関する資料を参考にしてはどうか。 

（議長） 

 元横浜市の小児科医松井一郎氏が調査し、子ども家庭総合研究所の「母子保

健情報第 42 号」に掲載している。 

調査項目について具体的な意見をもらっているが、次年度以降を受けて県民に

対して更なるアンケート調査をしてはどうかという提案があり、ムードとしてはそれ

が良いということになっている。 

事務局としては、今年度中に調査結果を出さなければならないのか。 

（事務局） 

  この委員会は、少なくとも 3 年は設置し、調査研究をお願いしたいと考えている。

調査は毎年テーマを決めて行っていただきたいと考えている。 

（議長) 

 初年度は比較的浅いレベルで調査し、今年度の結果を見て次回以降もう少しレ



ベルを掘り下げた調査を行うといったやり方で問題ないか。 

（事務局） 

 考え方としては問題ない。 

（井上委員） 

 質問項目をいかに厳選するか。 

（森田委員） 

 次世代育成計画に参画していたが、そこでは地域力ということを主体に地域支

援計画を立てていた。虐待を地域の中で防止していくということを基本にさせるの

であれば、住民にとって調査されたあといかに施策に反映するかを示すべき。事務

局として、調査の結果を県民にどういう形で示すと考えているのか。 

（議長) 

 調査研究の結果が出たら、どう評価して提言するかがこの委員会の課題であ

る。 

 更に来年度以降今年度の調査研究を踏まえて、焦点を当てた掘り下げが必要。 

場合によっては、テーマを決めて、本年度は「虐待通告の阻害要因」を調査する、

来年度以降は「地域で予防のための取組に何が必要か」、「行政に何を期待する

か」、「住民としてどう考えるか」など、年度ごとにテーマ設定をするやり方もある。 

来年度以降についてはこれから検討が必要。 

（森田委員） 

 民生・児童委員が地域で認識されていないといったことがあるのなら、調査を民

生・児童委員に委託するのもひとつの方法か。より地域の実情に応じたデータが出

るのではないか。 

（椎名委員） 

 民生委員は地域の状況を比較的よく把握している。 

一方、県民の意識としては、「相談しづらい」と考えているかもしれない。一度県

民の意識を把握し、それから次の段階の調査を考えればよい。 

虐待防止の機能強化に関する意識調査として、住民が何処に相談できるかが把

握出来れば地域の関連機関のあり方が分かる。 

取っ掛かりとして本年度の調査をやってみれば良いのではないか。 

（井上委員） 

 具体的な質問項目が示されていないのでこういう議論になってしまう。 

質問項目案が出来た段階で回答しやすいよう、また委員会としてのねらいが含

まれるよう項目を作ってはどうか。 

（議長） 

業者に委託した際に調査項目案を作成するとのことなので、それを各委員に送

って目を通してもらう。最終的には、事務局と委員長に一任でよいか。 

（委員全員） 

了解 

（議長） 

 次年度以降の調査に関しては、調査項目案が出来上がった段階で 3 月に議論



することとする。 

（委員全員） 

 了解 

（議長） 

 次回会議は 3 月。開催日は事務局調整とする。 

（森田委員） 

 会議の座席については、事務局もこちらに位置してほしい。 

（事務局) 

 質問項目案が出来次第、委員に送付するので内容検討いただきたい。 

（司会） 

 才村委員長にはありがとうございました。 

本日の議事内容についても各委員にお送りして内容をチェックしてもらいたい。 

これをもって、本日の会議を閉会する。 

（事務局） 

 会議終了後に申し訳ないが、議事録には委員名を記載でよいか。また議事録は

概要でよいか。 

（委員全員） 

   了解 


