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第１１回 児童虐待防止調査研究委員会議事録（概要） 

 

１ 日 時 平成２１年３月１０日（火）午後３時３０分から 

２ 会 場 千葉県庁中庁舎３階第１会議室 

３ 出席者 井上僖久和委員、内田徳子委員、小関智子委員、齊藤万比古委員、 

才村純委員、椎名英夫委員、鈴木教義委員、森田雄司委員、丁子源三郎委員

（五十音順） 

 

事務局） 

ただいまから，第１１回児童虐待防止調査研究委員会を開催いたします。 

 委員の皆様には，年度末のお忙しい中御出席いただき，ありがとうございます。 

 それでは早速議事に移りたいと存じます。以後，議事の進行は議長の才村委員長にお願

いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。  

議長） 

それでは始めさせていただきたいと存じます。御協力の程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。それでは早速議題に入らせていただきたいと思います。 

今日の議題は２つになります。 

まず、議題１の「児童虐待防止調査研究委員会 実施調査総括報告」の取りまとめについ

て，事務局から説明をお願いします。 

事務局） 

それでは議題１について説明させていただきます。 

前回の第１０回委員会におきまして，委員の皆様には「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 結果報告書」の取りまとめを行っていただき，成案を

送付させていただいたところです。今回は資料５ということで配布させていただいており

ます。 

また，第１０回委員会では併せて，本委員会が今までに実施した「千葉県子育て支援・

児童虐待防止に関する意識調査」，「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」及び委員会での今までの検討内容等を取りまとめた総括報告の構成につい

て御意見をいただいたところです。 

総括結果報告の構成につきましては，委員の皆様から御意見をいただいたところ，今ま

での両調査結果報告書とは別に総括報告書を作成すべきという意見が多数あったため，「児

童虐待防止調査研究委員会 実施調査総括報告書」という形で資料１のとおり取りまとめを
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行いました。 

それでは，資料１の「児童虐待防止調査研究委員会 実施調査総括報告書（案）」につい

て具体的な説明に移らせていただきます。 

委員の皆様には，作成した実施調査総括報告書（案）を事前に送付させていただき，御

意見をいただきました。今回配布した資料１につきましては，いただいた御意見を参考に

何点か修正を施させていただいています。修正点につきましては後ほど説明させていただ

きます。 

 それでは，実施調査総括報告書の具体的な構成ですが，資料２を御覧下さい。 

 資料２は総括報告書の構成をわかりやすいようフロー図で表したものです。 

 全体の流れとして，色の濃い文字が白抜き部分となりますが，大きく「検討の経過」「実

施調査総括報告」「実施調査概要」「委員名簿」の順になっております。 

まず検討の経過ということで，委員会発足の経緯・委員会の目的・今までの委員会の開

催状況等をまとめました。これが資料１の２ページから５ページの部分となります。 

次に総括報告部分ですが，冒頭に両調査を通じての分析結果ということで，新たに見出

された事項や改めて認識された重要事項を考察として取りまとめました。資料１では６ペ

ージから７ページになります。 

そして資料１の８ページから１５ページにかけて，今までに実施した調査結果報告書の

要点を加え，実施調査総括報告という形をとらせていただきました。 

これは委員の皆様から御意見をうかがった際，「両調査から見えた共通点等をまとめて総

括報告にする」という意見と「両調査で得られた結果の要点をまとめて総括報告にする」

という両方の意見がありましたので，その両方を盛り込んだ形で作成させていただきまし

た。 

次に参考（実施調査概要）ということで，資料１の１６ページから３６ページにかけ，

今までに実施した両調査結果の概要を箇条書き等簡単な形で盛り込み，この実施調査総括

報告書のみである程度今までの調査結果も読み取れるようにしました。 

そして最後に委員名簿ということで資料１では３７ページに掲載させていただきました。 

これが実施調査総括報告書（案）の全体的な構成となっております。 

 それでは総括報告部分の具体的な説明に移らせていただきます。資料１の６ページをお

開き下さい。 

両調査を通じての分析ということで，「児童虐待と子育て支援の関連性」，「地域力の効果

の再評価」，「福祉教育の重要性」という３つの考察をまとめさせていただきました。 

まず「児童虐待と子育て支援の関連性」についてですが，今まで実施した両調査の結果

から，養育者の多くが子どもにイライラした経験があること，また，虐待行為に及んでし

まうのは，「カッとなったり，イライラした」という理由が多いことがわかりました。 

ここから，育児でイライラした親がカッとなった拍子に子どもに虐待してしまうという

構図，つまり児童虐待問題の背景には育児による疲れやストレスが潜んでいるということ
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が改めて見出されました。 

また，「しつけ」といった理由で虐待行為に及んでしまう場合もあり，正しい養育知識や

児童虐待の認識の欠如も虐待につながる要因であることが示されました。 

要するに，考察１の四角で囲んだ色づけ部分になりますが，「児童虐待と子育て支援は密

接に関連しており，児童虐待防止のためには，まず未然防止の視点から子育て支援の充実

が重要」であることが再認識されました。 

この対応策としましては，子育て支援策の充実による養育者の育児疲れ・ストレスの解

消，育児知識の習得などが挙げられます。 

具体的には，今までの両調査結果の対応策としても挙げられていますが，ニーズを捉え

て利用しやすい事業の整備を行うこと，コーディネーター育成などのサービスに結びつけ

るシステム構築が必要となってきます。 

次に，考察２「地域力の効果の再評価」についてですが，両調査の結果から，近所付き

合いや地域活動の充実が子育てをする上で求められていること，何かあった際の相談先と

して友人知人が多いこと，また，地域では児童委員の見守りも期待されているなど，身近

なところからの支援が求められていることが見出されました。 

つまり，「行政による子育て支援サービスの提供も重要である一方，身近な人同士が地域

の中で子育てを助け合えるような環境が必要」ということが再認識されたところです。 

地域の中で助け合いができる環境を作っていくためには，まず行政が住民同士のつなが

りを後押ししていくことが必要となります。 

そのためには，ファミリーサポートセンターや保育ママなど制度の充実によるハード面

の整備と，子育て支援サービスのスタッフ，例えば保育所職員による保護者同士の引き合

わせ等，ソフト面の充実が重要となってきます。 

具体的には，子育てが終了した母親など育児経験豊かな人をボランティアとして活用し

たり，施設スタッフによるサービス利用者同士の調整やトラブルの仲介などが必要となっ

てきます。 

次に考察３「福祉教育の重要性」です。 

なお，福祉教育のところに※印がついていると思いますが，これは福祉教育という言葉

が，一般の方になじみが薄いということもあり，ページの一番下に福祉教育の説明文をつ

けさせていただきました。 

この福祉教育の重要性につきましては，今まで両調査の結果から，児童虐待の正しい知

識をもってもらうこと，子育て支援サービスの利用についての意識改善を図ることが必要，

との課題が挙げられ，その対応策として効果的な広報啓発や情報提供が導き出されたとこ

ろです。 

その中で，児童虐待や育児知識の普及のために，従来の啓発活動に加え，教育面からの

アプローチとして福祉教育の視点も重要ではないか，との御提案が委員会の中で出され，

新たに見出された事項として考察３に盛り込ませていただきました。 
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つまり，学校で児童虐待や育児に関する授業を増やしたり，学校で保育園などと交流を

持ち体験学習の場を増やしていくなど，福祉教育を充実させていくことで，若いうちから

児童虐待や子育て支援策等について学ぶことができ，正しい知識の定着や意識喚起を図る

ことができるということです。特に平成 19 年度に実施した養育支援サービスの調査におい

て，若い世代に自分で育てる意識が強いという調査結果も出ているため，教育面からのア

プローチは非常に重要な視点と思われます。 

以上が両調査を通じて分析を行った結果，改めて認識された事項や新たに浮かび上がっ

てきた事項の取りまとめ部分となっております。 

最後に，一度委員の皆様に送付させていただいた段階での実施調査総括報告書（案）か

ら，御意見をいただいて修正等を施した部分について，主だったものを説明させていただ

きます。 

まず１ページになりますが，「はじめに」の部分，送付した段階では白紙でしたが新しく

盛り込みました。 

次に５ページのフロー図になりますが，それぞれ実施した調査の右側に「課題整理と提

言」というフローを加え，それぞれ調査結果から課題整理と提言を行ったことを示しまし

た。 

次に６ページから７ページにかけての考察部分ですが，重要部分については太字で強調

するようにいたしました。例えば、考察１の対応策で一番上、「養育者の育児疲れやストレ

スの解消、育児についての正しい知識を習得すること」という部分を太字にしてあります。 

次に７ページの考察２ですが，タイトルを「子育て支援充実などの地域力向上」から「地

域力の効果の再評価」と変更させていただきました。 

次に同じく７ページの一番下になりますが，福祉教育という言葉に説明書きを加えまし

た。 

最後に６ページから１５ページにかけてになりますが，両調査を通じての考察タイトル，

各調査の課題・対応策のタイトル欄について，見やすくなるよう色を統一させていただき

ました。 

以上が主な修正点となります。 

なお、余談となりますが，表紙に掲載しておりますキャラクターにつきましては，裏表

紙に説明書きをさせていただいておりますが，２０１０年に開催される「ゆめ半島千葉国

体・ゆめ半島千葉大会」のマスコットキャラクターとなりますチーバ君となっております。

千葉県のアピールも兼ねて掲載させていただいております。 

議題１の説明につきましては以上です。 

議長） 

 ありがとうございました。 

 それでは，ただいまの事務局の御説明につきまして御意見頂戴したいと思います。 

総括報告の一番大きな柱が，フロー図の左から二つ目のところになり，あとは参考とい
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うことになるのですが，この構成でよいのかどうかも含めて御意見いただければと思いま

す。 

 特に，この「両調査を通じての分析」で，考察１から考察３まで３つ挙げられています

が，これでよいかどうかも含めて，是非御意見を頂戴したいと思います。 

 それでは皮切りに申し上げたいと思うのですが，「両調査を通じての分析」の考察１～３

とある中で，それぞれコメントと対応策が書かれているのですけれども，全体がちょっと

抽象的な感じがします。 

例えば，考察２「地域力の効果の再評価」ですが，これもすごく難しくて，これだけだ

とイメージしづらいのですがいかがでしょうか。 

それと，対応策につきましても，考察２のところで申し上げると，具体的に①，②とあ

るのですが，「スタッフが積極的な声かけやサービス利用者間の調整を行い，保護者同士の

関係を構築していく」とあり，わからないのではないのですが，もう少し具体的に書いて

く必要があるかと思います。 

考察１～３まで読んでいても，もう一つよくわからない気がします。 

ここで言わんとしているのは，行政によるサービスの拡充もさることながら，住民同士・

当事者同士の支え合いをバックアップすべきでないか，というのが考察２だと思います。 

ですから，例えば，「子育てサークルや当事者による子育てネットワークを側面から支援

する」であるとか，もう少し具体的に書いていただいた方がわかりやすいかと思いますが，

いかがでしょうか。 

森田委員） 

この報告書というのは，実際誰が見るのか，ということの対象によって変わると思いま

す。 

確かに，一般の人が見て「そうだね」と思えるかというと，「そのとおりだな」という気

がするのですけれども。 

議長） 

正にその前書きのところで，県は当然のことながら，広くこれを活用していただきたい

ということは書いています。 

「広く活用されることにより」と書いてありますので，一般県民も当然視野に入れてま

とめていく必要があると思います。やはり行政向けだけではないと思います。県民の御協

力もいただいて，調査について協力をいただきながら整理したものですから，広く県民に

還元していかなければいけないと思います。 

わかりやすく言えば，例えば考察１の網がけのところで，「児童虐待は子育て支援と密接

に関連している」というよりも，「児童虐待は育児疲れやストレスと密接に関連しているの

で，予防的観点からの子育て支援策が重要である」となっていくのではないでしょうか。 

子育て支援と密接に関連しているというよりも，「育児疲れやストレスと密接に関連して

いるので，その発生予防を図るためには子育て支援策を講じていかなければいけない」，そ
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の方がわかりやすいと思います。 

齊藤委員） 

たしかに文脈もその方がまともですね。 

 どのような表現でもよいのですが，児童虐待・子育て支援の届かなさによって生じてく

るものですが，その感じがこの文章からでは読み取れないですね。 

議長） 

 そうですね。ここは予防的支援のことを言っているのですよね。 

齊藤委員） 

 現実的に子育て支援が届かなかったり足りなかったりしている結果として児童虐待がで

てきた，という現実をこの調査から読み取れば，防止策として未然防止が非常に重要とな

ってくる，という考察になると思うのですが。 

議長） 

 考察１の対応策②も少し抽象的でわかりにくいですね。 

 「コーディネーターを育成する」，どこがどういう役割の人を育成するのか，という点が

少しわかりにくいですね。 

 ここは平成１６年の児童福祉法改正で，市町村は総合的なコーディネートを行うと規定

されましたが，それを想定しているのでしょうか。いろいろ相談を受けて「このケースは

どういうサービスが必要なんだ」というところを判断し，そこに確実につなげていく機能

が市町村に求められています。その部分は委託できるとなっていますが，それを想定され

ているのでしょうか。 

 それとも，それとは別に県独自でコーディネーターを配置するというイメージでしょう

か。 

事務局） 

 内容としましては，平成１６年のコーディネート事業のところを想定して記載していま

す。 

議長） 

 もう少しわかりやすく書かれるとよいと思います。 

それからもっとわかりやすくすると，考察１も「予防的支援が大切である」とか，考察

２は「住民同士・当事者同士の支え合いへの支援が大事である」とか，そういうふうにや

ってもらった方がわかりやすいと思います。 

「地域力の効果の再評価」というのも，これだけではよくわからないですよね。 

そのあたり委員の皆様いかがでしょうか。 

これは総括報告書ですから，忙しい方は考察１～３までしか読まないと思います。あと

は参考資料ということで目を通す程度かと。 

 ですからこの考察１～３はすごく大事で，ここがわかりにくいと，せっかく今まで議論

を積み重ねてきたわけですから，もう少しわかりやすく県民にアピールしたいと思うので
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すけれども。 

齊藤委員） 

 行政による子育て支援というのは絶対に必要なわけですし，それがあって，それと地域

における親同士・子育てを卒業した方たちと力を合わせて子育てを支援し合う地域の力，

そういうものをもっと合わせると，虐待防止の効果も期待できる子育て支援の充実が図れ

るであろう，という考察をしたということですよね。 

 だとすれば，そのように表現した方がわかりやすいかと思います。 

議長） 

 ですから考察３も，要するに「幼いころから子育てに関わりあう」，そこが大事であると

いうことです。 

ですから，この３つの柱はこのとおりという気はします。 

「行政による子育て支援サービス」，「住民同士による支え合い」，「幼いころから子育て

に関わる」にまとめればスッキリすると思うのですけれども。 

齊藤委員） 

 そうするとわかりやすいですね。 

議長） 

ですから，福祉教育の定義というのも非常に難しいと思うのですが，ここであえて福祉

教育という言葉を使うかどうか，ということもあると思います。 

幼いころから子どもに関わり合うというのは，必ずしも学校教育だけではないですよね。

それは例えば児童館等を活用するとかいろいろな機会がありますから，福祉教育と必ずし

も限定する必要はないかと思います。 

森田委員） 

 考察３の福祉教育で，学校で授業を増やすというのは具体的な提案ですが，学校で児童

虐待についてどのような授業をするのだろうかと思います。 

 読んでみればわかるのですが，では具体的に学校の先生が「こういうふうにやってみよ

うか」とこれでは思えないのではないか，と考えるのですがどうでしょうか。 

小関委員） 

現実に学校で行われている子育てや保育に関する授業というのは，虐待という観点が前

面ではありません。 

今はやはり家族の中でもきょうだいの数も少ないですし，子どもたち同士の異年齢への

交流も少ない。特に小さい子どもの面倒をみるという体験も少ない。 

ですから，そういうものを学校教育の中で体験しながら，子育てに関する知識・ノウハ

ウを学んでいく。そのプロセスの中で小さい子は力も弱いし，私たちが手を差し伸べてい

かなければいけない，そういうことが虐待に関して学ぶことにつながっていく，という観

点で行っているということです。 

たぶん高等学校でも保育の体験授業もやっていると思いますが，私が知っている限りで
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は，虐待というものを前面に出すのではなく，いろいろな保育活動なりを通した体験を重

視しているということです。 

議長） 

「児童虐待や育児，子育て支援に認識をもってもらい」となっていますが，むしろ子育

てについてのいろいろな意識を幼い時からもってもらう，ということでしょうか。 

椎名委員） 

「子育ては楽しいものだ」という体験を取り入れられている。 

例えば，小さい赤ちゃんなどを子どもが見て，子どもがニコニコ笑いながら寄ってきて，

「これはいいな」と。小さい時からそういうものを体験させようと。 

 それで小学校，中学校，高校となってだんだん見方が変わってくると思いますが。 

小関委員） 

それともう一つですが，今まで育児などは女性の役割ということが多かったのですが，

今学校で行われているのは「男女一緒に」ということで，将来にわたって男性・男の子も

育児に参加していく，という視点も大事であると思います。 

議長） 

そうするとやはり広い意味で福祉教育となるのでしょうか。 

齊藤委員） 

やはり子育て教育というのは，健やかにすくすく育っていく，全うな赤ちゃんを育てて

いるという感覚の喜びだけを強調すると，その横にある影の部分である障害児を育ててい

くというプロセスのしんどさと，それと同時に存在する深い手ごたえ，あるいは喜び，そ

れが伝えられることが大切だと思うんです。 

あえて虐待と呼ばなくても，子どもを育てることに早くから接したり，知識を得たりす

ることの大切さと同時に，やはり福祉教育という言葉が示すようにハンディキャップを持

った弱い立場の人間を支えていくことの喜び，ということを早くから教えていく。 

その両側が同時進行してこそ，虐待という子どもになかなか説明しにくい部分が自然に

含まれてくる，虐待を受けた子どもたちということも，そこまでいくと割と近くにあるの

ですよね。 

ですから，障害児支援と育児ということが統合された体験学習や知識提供が行われると

すごく良いと思います。障害児に限らず，弱者を支えるというのでしょうか。 

議長） 

いろいろな子どもがいて，そういう子どもたちと自分自身がどう関わっていくかという

ところでしょうか。 

齊藤委員） 

子育てだけを言うよりは膨らみが出てくると思います。 

議長） 

いろいろな子どもへの関わりの機会をどう保障していくか。その中で子育ての体験もで
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きるし，齊藤委員が発言した，いわゆる弱者と言われる子どもたちに対して自分が主体的

にどう関わっていくか，ということを経験していくことですね。 

福祉教育というと学校教育ということになりますから，学校と地域も含めてそういう関

わりをどう保障していくかということだと思います。 

井上委員いかがでしょうか。 

井上委員） 

なかなか難しいことですが，教育という場面の中で子育ての大切さ，子育てというのは

対象となる子どもの命や育てることの尊さとか，通常は学校だけでなく家庭や地域が一体

となってそういう子どもたちに学習させていく。それが一番望ましいことだと思います。 

今学校でもいじめの問題ということで，公民の時間にアサーショントレーニングみたい

なものを取り入れていて，人に対する痛みとかを体験的に学習しています。取り入れてい

る学校では結構いじめが減ったという報告も出ています。 

ですので，単に知識というものを教えていくだけでなく，様々な体験を通しながら学習

していってもらうことができればと思います。 

子どもというのは弱者という立場でもありますし，いたわりとか優しさとかが自然と身

について大人になっていく・成長していくという過程が援助できればと思います。 

議長） 

 具体的な考察３ですが，福祉教育というと学校教育というイメージになってしまいます

ので，やはり「幼いころからの子どもへの関わりをいかに保障していくか」ということが

タイトルにきて，そして今議論のあった内容を解説のところに反映していただくというこ

とでよろしいでしょうか。 

 対応策のところも，学校で現実にできるのかということもありますし，増やすというの

は難しいですよね。 

 ですから委員意見のとおりですが，学校で乳幼児との触れ合いというのは文部科学省・

厚生労働省の事業としてもありますよね。そういったものに積極的に取り組んでいくとい

うのも一つの方向だと思います。あとは地域や家庭ということになると思います。 

椎名委員） 

教育の中の幼保小の関係ですが，改訂保育指針の中では，「積極的に」という形で学校へ

もいろいろ文章を回すということになっていますので，すぐ４月から学校関係との流れを

重視した，あくまで幼保小のところに基点を置いています。 

ただそれはあくまでも全体的な教育面からの考えですから，そこに障害などいろいろあ

りますが，学校との関係を作ると，そこに関連付けが出てきます。調査なども現在入って

きていますから。 

 今まであまり言われてこなかったのですが，急にここ数年はっきりしてきて，改訂保育

指針，救急医療もそうなのですが，そちらにずいぶん突っ込んできています。 
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井上委員） 

具体的にどう書きましょうか。学校教育となると，小学校・中学校・高等学校と年齢の

幅が非常に広いですよね。 

虐待というテーマを小学校のレベルから取り上げてというのは現実的には難しいと思い

ます。 

初期の段階においては，健やかな人格の育成など，まずしっかりとした人間の基礎を築

き上げて成長していってもらうことを担うと思います。それから中学・高校になると親性・

親性準備性という，適切な親になっていくためにどういうプログラムを組んでいけばよい

か，という問題になってくると思います。 

小学校のレベルで同じような視点でもっていくのは少し無理がある気がします。 

椎名委員） 

 むしろ今はいじめの方，見えないいじめなのか遊びなのか，という問題があって，受け

取り方によってはいじめであるというようなケースが，保育所との連携ですでに連絡会な

どで出てきております。「小さい時はどうでしたか」「○歳の時はどうでしたか」というよ

うな質問が学校からきております。 

 ただ虐待というのは，あくまで子どもが育っていって将来的に大人になった時にそうい

うことが発生しないようにということと，今現在ではすでに親が虐待するのを防止しなけ

ればいけないという点に力を入れなければいけないのかと思います。 

小関委員） 

 高校生レベルになると時々起こっていますが，望まない妊娠や望まない出産で，産んだ

子どもに手をかけるという悲惨な事件があります。 

 そうすると虐待につながってくることもあるので，福祉教育の中に健康教育などの保健

指導的な要素が加味されたものが，学校レベルが上がってくると必要になってくると思い

ます。 

議長） 

 それは学校教育の場面においてということでしょうか。そうではなくて学校教育と並列

して母子保健サイドからの支援ということなのでしょうか。 

 だとすれば，望まぬ妊娠などで妊婦の時から支援していく，というのはいわゆる行政に

よる子育て支援ということで，考察１の部分になるのではないでしょうか。 

 考察３はやはり学校・家庭・地域でいかにその子どもとの触れ合い，子どもと関わる機

会をいかに保障していくか，というところではないでしょうか。 

 そういう意味で健全育成，文部科学省と厚生労働省が放課後の子どもに対して相乗りで

やっていこうという取組がありますよね。 

小関委員） 

 放課後子どもクラブでしょうか。 
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議長） 

 そうです。その積極的な活用ということも一つにはありますよね。可能性があればそれ

を考察１でも他のところでもよいので取り上げていただければと思います。 

椎名委員） 

 考察１になりますが，ここで「児童虐待問題の背景には育児による疲れやストレスが潜

んでいる」とあります。 

 この中で，親の子育ての孤立感というところが包含されて書かれていると思いますが，

育児に疲れもたしかにありますが，精神的に孤立してしまう親についても少し入れた方が

よいのではないかと思います。 

 もう一点，考察２の対応策の中で，今度の児童福祉法改正があり，家庭的保育（保育マ

マ）が法的にかなり保障されます。 

現在国の制度として行っているのは関東地方の本当に待機児童のいるところのみで，千

葉県では数が少ないです。 

今度児童福祉法の中に加えられますが，私も厚生労働省の委員として出ているのですが，

これをなんとか推進したいと思っています。その中にはいろいろな子育て支援の選択，い

わゆる幅を広げようということで，かなり具体的なものが出てきています。これがどう広

がっていくかということもあります。 

保育ママということでハード面を整備すると書いてありますが，要するに，制度の拡充

が現実に行われているので，それを推進していくということが加えられれば良いか，とい

う感じをもちました。 

議長） 

ここでは保育ママと出てきていますが，椎名委員の発言のとおりこれが法定化すると，

ここはあくまで住民同士・当事者同士の支え合いの部分ですので，ここで保育ママが入っ

てくるのは少しおかしくて，むしろ考察１の方がしっくりくる気がします。 

椎名委員） 

法的にもズバッと書いてありますので，施行するのにどういうふうにしていくかという

ことで，推進を図るということですね。 

待機児童がいるからということで，政府の中では強烈に「すぐにでも対応をとれ」とい

うのがきたそうです。 

例えば資格制度の資格も，今までは保育士か看護師でなければ駄目でしたが，もう少し

レベルを下げるというような，私たちとしては資質を確保してほしいのですが現実的でな

い部分もありますので，そのようなこともあってだいぶ急いでいるような雰囲気がありま

す。 

今まであった制度ですから，それが児童福祉法の中に明記されたということです。 

議長） 

そうですね。保育ママは子育て支援サービスの考察１に入る形になるでしょうね。 
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あと細かいところですが，考察１の対応策，「しつけであっても子どもに危害や苦痛を加

えることは虐待のつもり」とありますが，「しつけのつもりであっても」ですよね。虐待は

しつけとは言えないですから。 

それともう一点，ＤＶのところですが，９ページの一番下③「児童虐待とＤＶの問題は

相互に発生要因となり，問題として並存する可能性が高い」とありますが，これは併存で

はなくて，ＤＶの目撃が正に虐待に当たるわけですから，「ＤＶは子どもにとって虐待以外

の何者でもない，というところに留意する必要がある」と修正していただいたらどうでし

ょうか。 

それと５ページの検討経過フローですが，まとめていただいた時期（年度）を入れてお

いていただければわかりやすいと思います。 

齊藤委員） 

 考察３のところですが，やはり子どもに子育ての大変さや喜びなどを教えるというのは，

「では本人が虐待を受けている場合はどうなんだ」とかいろいろな次元があるので，他の

要因が加わってくる次元はひとまず横に置いておいて，すごく単純ですけれども，幼い子

どもの時代から保育や子どもと触れ合う体験を充実させるということで簡単に言ってしま

ってはどうでしょうか。 

 やはり学校だけにこれを負わせるのはちょっと無理だと思います。 

 いろいろな地域のリソースを使って，保育園や育児グループ・学校など，子どもを育む

役割を果たす機関が仲立ちして，何時間か触れ合う体験を繰り返し繰り返し図るべきだと

思います。そういう充実を地域で考えていこう，という考察はすごく納得できます。 

行政で子育て支援を充実させようという考察１，ボランティアやピアカウンセリング的

な意味合いをもった，地域の子育て中の方や子育てを卒業された方，その他の方の力を集

めて子育てを支援し，子育て中の親を孤立させないようにしましょうという考察２と，そ

れから小さいうちから子育てに触れ合う機会を繰り返し与えるような充実を考えていきま

しょう，という３つの考察は説得力があると思います。 

議長） 

 そうですね。 

学校や地域でということと，齊藤委員が発言した，単発ではなく何度も触れ合えるよう

なというところがポイントでしょうか。 

 ６ページの考察１の対応策のところで２つ並んでいますが，過去の議論で結構出てきた

のが，当事者からの願い出がなくても必要な場合にはおせっかいを焼いていく，そういう

サービスが必要ということが出てきていたと思います。 

 具体的には，法定化された「こんにちは赤ちゃん事業」と「育児支援家庭訪問事業」，そ

れを列挙してもらった方がよろしいと思います。 

それでは他にはよろしいでしょうか。 

（特になし） 
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議長） 

 ありがとうございました。 

それでは，今日御議論いただいた総括報告書（案）につきましては，いろいろな御意見

を頂戴したところですが，委員の皆様の御意見を踏まえて修正を加えるということで進め

てまいりたいと思います。 

 恐れ入りますが，後ほど日程については事務局から説明があると思いますが，日程に余

裕もないものですから，最終決定につきましては，委員長・副委員長・事務局に一任させ

ていただけたらと思います。いかがでしょうか。 

（委員了解） 

議長） 

 それでは異議なしということで，委員長・副委員長・事務局一任ということで取りまと

めさせていただきます。 

 なお，取りまとめた総括報告書につきましては，３月２４日開催予定の社会的養護検討

部会におきまして，前回委員会で取りまとめを行った「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意識調査 結果報告書」と併せて，報告させていただきたいと

思っております。 

次に議題２の「その他」について，事務局から説明をお願いしたいと思います。 

事務局） 

それでは議題２について説明させていただきます。 

資料６を御覧下さい。委員会の今後の予定（案）ということで記載させていただきまし

た。 

本日の第１１回委員会におきまして，今までの調査検討の集大成となる「児童虐待防止

調査研究委員会 実施調査総括報告」について取りまとめを行いました。 

取りまとめた報告書につきましては，今後，委員の皆様からいただいた意見を参考に修

正を施し，３月２４日開催予定の社会的養護検討部会において，「児童虐待未然防止のため

の養育支援サービスのあり方に関する調査 結果報告書」と併せて報告を行う予定です。 

 社会的養護検討部会へは，当初，才村委員長から御報告いただく予定でしたが，所用に

より出席が難しいということでしたので，井上副委員長から御報告いただく形で進行した

いと存じます。井上委員，よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議長） 

 ありがとうございました。 

 ただいま事務局から日程について御説明いただきましたが，御質問・御意見ございませ

んでしょうか。 

 （特になし） 
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議長） 

 それでは今後のスケジュールにつきましては，社会的養護検討部会への報告だけになり

ますが，資料６のとおり進めていきたいと思います。 

 他に委員の皆様から何かございませんでしょうか。 

森田委員） 

 よろしいでしょうか。 

全体の中で，子どもを育てる親へのいろいろなサービスや，こうすべきだ，というもの

は述べられているのですけれども，子育てされている子どもたちの意見を吸い上げる，「自

分はどうなんだろうか」というところの，そのあたりの課題・提言なりはどこかに，この

調査の中で見えてくるのかはわかりませんが，苦しんでいる子どもたちがいるという現状

の中で，どこかに課題として挙げられないかと思っているのですが。 

議長） 

 具体的には子どもの声を吸い上げるシステムのことでしょうか。 

森田委員） 

 システムかどうかそのあたりはよくわからないのですけれども。 

自分たちが育てられているという中では，虐待をされていて何も考えられない中で，実

際に周りが「これはたいへんだ」ということで騒いでも，その時点では実際のケアとなっ

ても遅くなってしまいます。 

ですから，周りが気付くというのもありますが，子どもの方からも声を出せるというこ

とがあってもよいのかな，という気がするのですけれども。 

ではどうするかというと，具体性としてはないのですけれども。 

議長） 

 非常に大事な視点だと思います。 

 具体的にはどういう形で考えられるのでしょうか。 

椎名委員） 

 保育園や幼稚園の年齢の子どもには非常に難しいですね。５歳児だと言えるのでしょう

か。 

井上委員） 

 児童相談所の現場で，子どもから「虐待されている」「助けて」ということはあるのでし

ょうか。 

事務局） 

 中高生では、自分から助けを求めてくる子が増えてきています。ただそこは非行とのオ

ーバーラップというか，ある意味難しい問題も出てきています。 

 例えば，「夜遊びをして殴られた」そして「自分は虐待されたから保護してくれ」と。遊

び歩いていたので殴られて，「児童虐待だ」ということで警察に駆け込んで，というような

子どもも紛れてきています。 
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 中高生に関しては確かに以前に比べて助けを求めてくる子が増えてきていますが，今説

明した使い方をする子どもも出てきています。 

逆に保育園などは先日もありましたが，傷があって児相が親に会いに行くと，次に傷を

見つけた時には，先生が聞く前に子どもが逆に「自分でやった」と言います。親の方から

教えこんでいる感じがします。 

たしかに小さい年齢層が声を出すというのは非常に難しくて，むしろやはり周囲がどれ

だけ気付けるか，ということだと思います。 

椎名委員） 

 やはりケースがありまして，随分前になりますが，裸になった時にタバコの火を押し付

けているような痕があって児童相談所に言いました。その時の児童相談所はまだそれほど

権限がなかったのですが，「何かあったらおじいちゃんのところにすぐ駆け込みなさい」と

言いました。親にも言ったのですが，親は「全く覚えがない」というような人でした。 

児童相談所に言いましたが今のような制度はなかったものですから。 

そういう時に「何かされたの」と聞いても，やはりいい時がありますから，コントロー

ルされている部分もありますが，それでも「好きだ」という人もいます。 

ですから，子どもの方から声を吸い上げるというのは，担任がよく見ることで，不安定

になりますから少しずつわかるのです。子どもの行動が荒くなるとか。 

そういうものの発見が私たちかもしれないと思います。 

当然子どもがもう少し大きくなってくれば，何を考えているのか吸い上げれば非常に良

いと思うのですけれども。 

議長） 

 そうですね。事務局から説明のあったとおり，最近では児童相談所の知名度がかなり上

がってきましたから，年長児の場合，困った時には自ら児童相談所に来るケースも増えて

いると思います。 

 それと施設に入っている子どもであれば，今回の法改正で本人も届出できるとなってい

ます。 

 ですから，それなりに子ども自身のＳＯＳに対する受け皿は整備されていると思います。 

現実論として今回の総括報告書には３つの柱がありますが，過去の報告書はいじれませ

んから，３つの中のどれに入れるかというと難しいと思います。非常に重要な御指摘だと

思うのですが。 

実態においても制度においても子ども自身のＳＯＳを吸収する場というのはそれなりに

確保されつつある，というところで，今回この総括報告書の中でその旨を入れるというの

はちょっと難しいと思います。いかがでしょうか。 

内田委員） 

 よろしいでしょうか。 

 今の点ですけれども，考察３のところに，例えば，子どもが何らかの被害を受けた時に
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声をあげるＣＡＰのトレーニングのようなものがありますので，そういったものを取り入

れるとか，もっと根本的に小さい時から子どもと触れ合っていくというのと同時に，子ど

もたち本人がそれぞれ「自分も大事にされる存在である」ということをわからせる権利教

育を取り込んでいくということで，考察３のところに載せられるのではないかと思うので

すが。いかがでしょうか。 

議長） 

 齊藤委員が発言したように，小さい頃から子どもに関わっていく経験というのは，その

子どもの発達にとってすごく大事です。 

それは子どもへの関わりの機会の保障ですが，なおのところとして，内田委員が発言し

た「自ら自分を守る」とか「被害にあった時に自らアクションを起こせる」ような教育，

それが大事であるとか，できるような環境整備をしていくとか。 

そこはなお書きでいかがでしょうか。 

考察３であれば中身も矛盾しませんし，取って付けたような感じでもありませんので。 

齊藤委員） 

 大事ですよね。 

議長） 

 そこは盛り込んでいただくということで，中身については後ほど副委員長も含めて検討

していくということで。 

 他にいかがでしょうか。 

 （特になし） 

議長） 

 それでは，以上をもちまして本日の議事を終了させていただきます。 

 （委員会終了に当たり，委員長あいさつ） 

事務局） 

 委員の皆様，ありがとうございました。 

 この後，事務局を代表しまして梅木課長から一言あいさつさせていただきます。 

 （事務局代表あいさつ） 

 それでは，以上をもちまして第１１回児童虐待防止調査研究委員会を閉会いたします。 


