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第９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８月８日（金）午前１０時から 

２ 会 場 千葉県庁議会棟３階第６階会議室 

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、森田雄司委員、丁子源三郎委員（五十音順） 

 

司会） 

ただいまから、第９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。 

本日は、鈴木委員から欠席との連絡を受けております。 

なお、森田委員は御出席の予定ですので、程なくみえられると思います。 

今回の委員会は、本年度に入って初めての委員会ということでございますので、事務局

側で異動になりました職員を紹介させていただきたいと思います。 

 中央児童相談所長の水鳥川でございます。（あいさつ） 

続きまして、児童家庭課で本委員会を担当いたします吉岡でございます。（あいさつ） 

なお、児童家庭課長梅木、並びに虐待防止対策室長鈴木、引き続き事務局を務めます。

よろしくどうぞお願いいたします。 

では、傍聴希望の方はいらっしゃらないので、早速議事に移りたいと思いますが、議事

の進行は、委員長の才村委員にお願いしたいと思います、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。よろしくお願いいたします。 

それでは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。それでは議題に入らせていただきたいと思います。 

議題１の「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」結果に

ついて、事務局から御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８回委員会におきまして、

委員の皆様には本調査結果の内容を御理解いただき、調査結果につきましても修正意見等

をいただいたところです。 

 委員の皆様には、修正意見等を取り入れた調査結果をすでに送付させていただいたとこ

ろですが、その後誤字脱字等軽微な修正をほどこしたものが、本日の資料１、資料２とな

っております。 

 なお、今回、資料１・資料２ともに表紙のタイトルを「調査結果報告書」から「調査結

果」に変更してございます。これは、本調査の調査結果を踏まえての課題・対応策につき
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ましては、報告書として別途取りまとめたいと考えておりますので、調査結果という表記

にさせていただきました。表紙以外の表記につきましては、修正前の調査結果報告書とい

うことで記載してございます。 

タイトルにつきましては、委員の皆様に御検討いただき、もし調査結果という表記でよ

ろしければ、表紙以外も調査結果という形で修正させていただきます。 

また、別途報告書を作成すると申し上げましたが、調査結果の中に盛り込むという形も

考えられますので、これについても御検討いただければと思います。以上です。 

議長） 

 ありがとうございます。今の事務局の説明について、御質問、御意見頂戴したいと思い

ます。 

 これは、結果は結果としてまとめて、それと別途、課題と方策についてまとめる、それ

でいいかどうか、というお話があったと思うのですが。 

 そのあたりも含めて、御意見、御質問お伺いしたいと思います。 

 別々にするというのは何かお考えがあるのでしょうか。通常、ひとつの報告書の中に結

果があって、それを踏まえた課題とか提言とか、普通そういうスタイルだと思うのですが。

特に分けた理由というのはいかがでしょうか。  

事務局） 

 分ける理由というのは、前回調査につきましても結果報告書ということで、課題と対応

については別に盛り込んでありますので、それに倣って今回提案させていただきました。 

議長） 

 前回のやり方を踏襲されたということですかね。そのあたり委員の皆様いかがでしょう

か。 

   《特になし》 

議長） 

 我々研究者の立場からすると、調査結果報告というのは調査結果だけではなくて、当然

それを踏まえた考察というのがセットになっているものですから、これだけ見るとちょっ

と落ち着きが悪いというのですか、そのあたり皆様方いかがでしょうか。 

 今事務局から提案いただきましたとおり、結果は結果で、課題と方策については別途ま

とめるということでよろしいでしょうか。御意見ございませんでしょうか。  

齋藤委員） 

 なんとなくつらい流れですね。結果が書いてあって、それがどういうふうに受け取った

というところが、受け取る方が、それがどうあるべきかと提案しているかというのが見え

ないのはポンと投げ出された感じ。つなぎが悪いですね。論文でないのでいいのかもしれ

ませんけれど。 

議長） 

 論文ではないのですけれど。 
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小関委員） 

 調査をしてその結果ということなので、一連ワンセットというようなことで。これを見

て、もちろんまたこちらの調査結果と差し替えることもできますので。 

事務局） 

 あくまでこれは委員会から御報告いただく話ですので、そういうことであれば事務局で

検討させていただいて、以下皆様の意見に従って今後編成等やっていくつもりでおります。 

議長） 

 もう少し何かご意見ございましたら。是非お伺いしたいのですが。 

椎名委員） 

こちらで支障がなければ、皆さんおっしゃっているような形におさめていただければい

いんじゃないかと。例えば、今回至急出さなければいけない、そういう考えがあれば別で

すが。そうでなければ一冊にされた方が考察もきちんと入るでしょうし。 

議長） 

 そうですよね。 

事務局） 

結果につきましては、部会に報告され、すでに公表されておりますので、特に単独で結

果だけを急ぐ必要はないので、検討結果を踏まえた形で作り上げたいと思います。 

議長） 

 そうですね。それでしたら、結果、課題、方策等を盛り込むべきではないか、という御

意見が多いようですので、そういう扱いとさせていただきたいと思います。御異議ないで

しょうか。 

齋藤委員） 

 その時に、結果から導き出される課題、これはそのまま考察になるのですよね。結果を

この中からこういうふうに抽出して、そしてこういう課題を自分は考えた、そして対処法

があるとしたらこんなものだろうと結果からもそういう類推をして。このひとつの流れが、

ひとつひとつの課題の総括であり、結論になっているわけですよ。これを文章とした上で、

資料として、あるいは 後のまとめとして作っていくことで、この方法って非常に有意義

って感じがするんですね。これ考察ですよね。 

議長） 

 これは正に考察ですよね。今回の結果から導き出された課題について整理していただい

ていますし、右側の対応についてはこれから議論していただくということですけれども。

これは正に考察になりますよね。 

 ありがとうございます。それではそういう対応をさせていただくこととします。それと

調査結果につきましては、前回も調査を担当した会社の方からも御報告いただきましたし、

今回調査結果の案を事前に事務局から送っていただいて、お目通ししていただいていると

思うのですが、調査結果の中味につきまして、何か御質問等ございましたら伺いたいと思
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います。 

《特になし》 

議長） 

 よろしいでしょうか。後ほど何かございましたらお伺いしたいと思います。 

 それでは、議題２に入らせていただきたいと思います。議題２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」結果から導き出される対応、これは先程

議論があって考察の部分になると思うのですが。これについて、まず事務局の方から御説

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３を御覧下さい。これは、本調

査の調査結果から導き出された課題を案としてまとめたものとなっております。順を追っ

て説明させていただきます。 

 まず、本調査結果につきまして、「子育て支援サービスの拡充」、「一時的保育」、「情報提

供」という３つのテーマに分類し、課題を抽出させていただきました。テーマは表の一番

左側に記載してあります。 

これは、「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」という本調査の目的に沿っ

ての柱立てとなっております。 

一時的保育につきましては、本調査のアンケート結果でも一番必要とされているサービ

スという結果が示されており、子育て中の困ったエピソードの中でも一時的保育に関する

意見が多数あげられていることから、 も検討を要するサービス内容と考え、特出しさせ

ていただきました。他の居場所提供や相談、家庭訪問型支援につきましては、子育て支援

サービスの拡充のところに盛り込んであります。 

 次に調査結果欄について説明させていただきます。先ほど説明したテーマ別に、関係す

る調査結果で主だったものを抽出してあります。抽出したデータは全 54 項目です。左側に

番号がふってあります。重複して使用したデータもありますので、再度同じデータを掲載

した場合、【再掲】と記載させていただきました。 

 データの記載順序としましては、テーマごとに順序立てしており、資料１の調査結果の

ページ順となっています。データ記載の 後、太字のカッコ内にページが記載してありま

すが、これは、このデータが掲載されている資料１のページ数をあらわしておりますので、

参考として下さい。 

 次に、調査結果の右、課題（案）について説明させていただきます。先程説明させてい

ただいたテーマ別に課題を大きく３つに分類いたしました。子育て支援サービスの拡充に

つきましては「課題１ 利用しやすい子育て支援サービスの整備」、一時的保育につきまし

ては「課題２ 子どもを預けにくい環境、預けることへの抵抗感」、情報提供につきまして

は「課題３ 効果的な情報提供方法の工夫」としました。 
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 また、それぞれの課題の下に、いくつか項目が挙げられていますが、これは抽出した調

査結果のデータ一つ一つから見える課題について、項目立てをし、記載したものとなって

おります。太字のカッコ内にある数字が、課題を抽出するうえで参考とした調査結果のデ

ータ番号となっております。 

例えば、課題１のすぐ下の項目「子育て支援拠点がない場合、サービス必要性の意識が、

拠点ありの場合より低く、サービスの代わりに商業施設や実家を利用している」とありま

す。これは、資料３の調査結果データの１、２、７の項目から見える課題ということにな

ります。 

後に一番右側の対応の欄ですが、課題と併せ、本委員会で検討していただきたい項目

となっておりますのでよろしくお願いいたします。以上で説明を終わります。 

議長） 

 ありがとうございました。それでは、今御説明いただきました調査結果から導き出され

る課題と対応策について、御意見、御質問を頂戴したいと思います。 

 それでは皮切りによろしいでしょうか。資料２概要版ですが、４ページで一番上、（６）、

１)「育児をする上での気持ち」さらに、２)「周りの人との関係」で、これを見ると結構

うまくいっているというか、例えば、「子どもがわずらわしくてイライラしてしまう」とい

うもので、「ほとんどない」が 28.5％で少ない。何をもって多い少ないとするかはあるので

すけれど。周りの人との関係でもですね、「子どものことで話し合える人がいる」で、「い

つもいる」が 70％で非常に多いんですよね。「いない」は 1.6%極めて少ない。 

4 年位前のある調査で、兵庫の研究グループが乳幼児健診、１歳半健診とか３歳児健診に

来られた親を対象に、同じようなことを聞いているんですね。例えば「イライラする」と

いうのが、今手元にデータはないのですが格段に多かったですね。30％から 40％位あった

と思うのですね。「周りに相談する人がいない」というのも同じ位、非常に率として高かっ

たと思うんですね。今回この調査では非常に少なくなっているのですが、そのあたりどの

ように考えたらよいのかよくわからないのですが、かなり開きがあるというのがちょっと

驚きました。 

この調査は神戸・大阪のベッドタウンで、地域性かと思ったのですけれども、調査結果

の本体を見ても、浦安・柏とか都市部においても少ないですね。兵庫と比べると格段に少

ない。 

いずれにしましても、ザーッと結果を見せていただいて印象としては、私が考えている

以上に非常に健全だなと。あまり孤立している家庭もないし、結構実家や友だちとの交流

もあるし、イライラする親も思っていたより少ないし。 

だけど注目しないといけないのは、やはり虐待防止の観点からは少数層に焦点を当てる

必要があると思うのですよね。例えば、イライラするのが「よくある」は１割強にしかす

ぎないけれども、１割強もいるというふうに捉える必要があるのかなと。子どものことで

話し合えるひとが「いつもいる」は 73％ですが、「いない」というのは 1.6％。1.6%もいる、
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というふうに捉える必要があるのかなと。だからここで議論すべきはむしろ少数派、とい

うか少数層に焦点を当てるべきなのかなという気がしました。それを申し上げたかったの

ですけど。 

 

〈森田委員着〉 

 

椎名委員） 

 近特に感じることなんですが、うつ的な母親が、この 1.何％に当たるのかもしれませ

んけれども、かなり保護者の中で目立つようになってきている。それが学校に行く頃にな

ってくると、モンスターペアレンツ的な場面もみられるし、学校と話し合っていくと、な

んか関連性あるのかなと。 

ですが、そのうつ的なお母さんが半年くらいたって、医者なんか行くと元気になってで

すね、そうすると子どもが生き生きとして帰っていく様子が伺えるので、どこの家でもイ

ライラするというのから、うつ的な要素というのはデータ以上にあるのではないかという

気がするのですね。 

その中で、昔よりもかなり、友達同士でした怪我、処置は相手の子どもの名前は言わな

いようにしているのですが、子どもは家庭に帰って言いますから、直接相手の子どものと

ころに行って、まあ園の方とよく連絡はとるのですが、それでも直接行くという。 

まあそういうようなことの数も増えてきておりますし、なにか前よりもパーセンテージ

なんかすごく平和な様子がうかがえるのだけど、表に出てきていないものがかなりあるん

じゃないかという気がしてならないですよね。 

特に 近、怪我が起きたらすぐ医者へ、どんな怪我であっても、自分で転んだ怪我でも

なんでも医者へすぐ連れて行って、そういう処置をしていきませんと、それがきかっけで

大きなものになることがありますので、こう見てみても小学校位に至るまでに虐待に結び

つくであろう様子が、ある時はすごくかわいがっているけれども、爆発した時にそういう

ような様子が見られるというのを、それでお母さんも落ち着く、家庭の問題が解決する、

なんかあって落ち着くとお母さんも落ち着くというような経緯、様子が相談を受けたりし

ますと見られる。 

議長） 

 今の椎名委員の御発言に関連して、これはあくまで１歳６ヶ月健診に来られた親を対象

にしていますよね。あくまで健診に来られていますよね。むしろ健診に来られていない家

庭が結構ハイリスクだと思うのですよね。 

 従って、ここでも数字は少ないけれども、少ない数字の家庭にやはり虐待は起きる確率

が高いということと、裏に、この以前に来られていない方についてかなりハイリスクであ

るということと、両方を含めないといけないと思いますよね。 

井上委員） 
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 回収率も 68％、低いところですと 55.3％というふうになっているから、このアンケート

いただいて返しにくいという方も大きくもあるわけですよね。そういうところから考えれ

ば、才村先生が言ったように、「いない」1.6％、「イライラしてしまうよくある」5.2％と

いうところの捉え方。やはり潜在的にプラスであるという汲み方をしたほうがいいかな、

と思いますね。 

想像ですと、1歳半健診であれば、実際の子どもの年齢はそれよりも 2歳に近いところの

年齢だと思うのですね。そうすると 2歳前後というと、赤ちゃんから子どもに変わる時で、

言葉で言ってもわからないし、段々自我も出てくる。ある意味で子どもを育てにくい世代

である。そういう意味で現場の解釈としては、イライラしたりするということの割合は多

いのではないかな、というのが我々の考えなんですけれども。それにしても数だけですと

「よくある」というのはもう少しあってもいいのかなという気がしますね。 

議長） 

 ある意味でバイアスがかかっているということですよね。健診に来られているというの

がそもそも。さらに回答いただいたということですから。 

齋藤委員） 

 同じような観点ですけれども、こういうアンケート法で、イライラすることがあるか、

わずらわしいことがあるか、「よくある」「時々ある」「ほとんどない」「まったくない」の

４回答ですよね。これでいうとポピュラー反応はどこなんだということを考えたら、どう

見ても「時々ある」までがポピュラーな反応ですよね。 

 つまり、「時々ある」と答えられるのはかなり健全な親だと思うのですね。むしろ、「よ

くある」という方と、「まったくない」という方が問題だと思うんですけれども。 

まあ「まったくない」と言っている人に迫りようがありませんので、この「よくある」

という方は、ひとつ危機的なサインを持っている層をかなり含んでいるグループではある

と思います。 

そこに注目するというのはとても意義があるし、これは一角を水面に頭をだした、一角

を出しているということで、この数以上に大きな意味があるんじゃないかなと。やはり、

本当はイライラすることがまったくない、子ども・子育てが楽しくて、充実していて、こ

んなに、っておっしゃるお母さんは、抱え込みをして背伸びをしているんじゃないかと考

えると、次のパターンが心配ですよね、という発想も、当面の中では考えておかないとな

と、メンタルヘルスとはそういうものではないかなと思うのですね。 

議長） 

 ありがとうございます。他いかがでしょうか。 

椎名委員） 

 子育て支援サービス、一時保育みんな共通することなんですが、この中で利用するきっ

かけがかなり重要かなと思うんです。それで、居場所提供のとこで出ていますけれども、

きっかけは１度あると２度、３度というふうに利用できる。一時保育の中でも、当然親が
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決めるのであって、ここに書いてありますが、あるいはまだ親御さんが反対する、という

ふうなことなんかもあるようですし。 

しかし、現実的にこの辺の情報提供のところにも考えなければならないと思うのですが、

そういう中で本当に必要とする人が我慢している状況ではまずいのかなと、これからの対

応にもつながってくることで、そういうことが言えるのかなと。 

それからもうひとつ、これはアンケート調査とは関係ないのですが、行政区域というも

のがございまして、例えばある地域の近くの人がここに申し込んでも、市内優先というこ

とがあったりして一時保育が利用できない場合があると。それから支援センター活動にし

ても、支援センターの人はたくさん利用されているところはやはり市内優先。どこかにあ

るとやっぱり行きたくても、本当はこちらに行くよりもここが隣だけれども近いというの

がある。現場的に言うとそういうことがいくつかありますし、現実に一時保育の場合に、

町内は補助対象にしますが、町外の場合は補助が財政の方からクレームがついて駄目にな

るというケースがあって、本当に利用したいけれども利用できない。地元の方に行くと、

なかなか行政が一時保育が積極的でないということがあって、その辺のところを現実的に

は我々側の反省とすれば、やはり受ける感情がそこにあります。 

たぶんこれは、子育て支援サービス、一時保育、情報提供もそうだと思うのですが、区

域に関係なく適用できたり、利用も区域を越えて利用できる、そういうことをこれから私

たち組織もそういうふうに捉えていかなければいけないのかな、ということを全体的です

が思いました。 

議長） 

 ありがとうございます。きっかけとおっしゃいましたけれども、たしかにきっかけがす

ごく大事ですよね。特に、本当にサービスを必要としている人っていうのは、なかなか自

分からアクションを起こさないんですよね。結局家の中で悶々としてしまっているという

のがありますから、そういう意味で、昔はおせっかいおばさんがいたんでしょうけど、今

はなかなか難しいですから、そういう意味でこちらからおせっかいを焼いていくサービス、

おせっかいを焼いてサービスにつなげていく仕組みが非常に大事なのかなというふうに思

います。 

 それとこのアンケートを見ていて、「やっぱり」と思ったのは、子育て支援センターでも

やはり入るのになかなか勇気がいるのですよね。「周りをグルグル回って、意を決して入り

ました」そういう御意見があったと思うのですけれど、なんかそれわかりますよね。今ま

での PR は数行で、こういうところがありますから詳しくはお問い合わせ下さい、やはりビ

ジュアルというか、中がどういう構造になっていて、どういうスタッフがいて、どういう

ことをしているのか、っていうのを映像も交えて、そういうきめ細かな PR の仕方がいいの

かなという気がしました。 

椎名委員） 

 意外と新世帯に来る人達というと、今メールであるとか、「友達が遊び感覚で行くけれど
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も一回来てみない」となっているケースが結構あるんですね。ですから、現代というのは

そういうのは無視できなくて、情報提供の一環にそういうのもかかってくるのかなと思っ

ております。広域的な発想で我々は現場にいると、行政がそれはどうだと。お金がかから

ないやつは広域的にすればいいわけで、お金がかかるのは今度は制限がでてきますからそ

の辺のところもよく、広く考え方をしていければなと。現場からの話ばかりで申し訳あり

ませんが。 

議長） 

 情報提供、特に行政からの情報提供というのは広報で非常に堅苦しい。だからなかなか

敬遠されるというのがあります。広報は広報としてやむを得ないと思うのですけれども、

例えば、極端ですけれどもどこそこの店か非常においしいとか、そういう情報というのは

なかなか行政では流しにくいと思うのですね。そういう意味で、情報提供についても民間

を活用していくというのも一つの方法だと思いますね。 

 それとよりとっつきやすい情報提供の仕方というのがありますから、例えばそういうと

ころは広告会社とかデザイナーとかそういう人達も活用しながら、より身近な情報提供の

仕方というのも検討していく必要があるのかなと思います。 

 他いかがでしょうか。 

齋藤委員） 

 インターネットの利用というのは前回も話に出たと思うのですけれども、やはり利用者

の声が書き込まれているブログというか、そういうコーナーがあるというのは、非常にお

母さん達にはとっつきやすいというのがあるのですよね。  

 ひとつはそういう今風な、公的な情報よりも口コミ、ブログなんかを通じたものの方が

信用度が高かったりする変な時代ですけど、でもそれは逆に使っていく手はあるかなとい

うのは思うのですけど。 

 それと、失礼な言い方ですけど、こういうのは出しっぱなしにしないで、ことある毎に

それを言い続けるっていう、行政もそうですし、こうした現場で働く人間達もいろんな機

会に発信する機会は訪れると思うのですけど、そういう時にこの子育て支援サービスの存

在、アクセスの仕方というのを、とにかく、ことある毎に言い続ける。こういうシステム

というか、意識して言ってくれる人間を育てるというか、そういうことをしないと。口を

通じて、言葉を通じて聞こえてくる回数が多い程、「行こう」という動機につながると思う

のですね。そんなことも工夫しないといけないかなと。 

 課題１は特にアクセスの容易さということにつながりますので。物理的アクセスの容易

性と心理的アクセスの容易性という二つの意味で、支援、方法が対応だと思いますね。 

議長） 

 心理的アクセスとおっしゃいましたけれど、例えば一時保育でも、子育て支援センター

でもそうですけれども、従来の PR の仕方は一覧表だったんですよね。こういうところで一

時保育を実施していますって。所在地と問い合わせ先が書かれていて。 
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そうではなくて、ここの施設は中がどうなっていて、どういうスタッフがいて、という。

そこまでやらないといけないのかなと。我々が旅行する時に、旅館のパンフレットとか取

り寄せますよね。そうすると一つ一つ特徴がはっきりしますよね。 

ところが一覧表だけだと中身が全然わからないですよね。従来とは違う PR の仕方を考え

ないといけないのかなと。 

齋藤委員） 

 正直言いますと、旅館のパンフレットよりもインターネットで、「あそこのホテルはとて

もよかったです」とか「あそこは料理がまずいです」とか、そっちの方が信用できてしま

う。 

議長） 

 若い親はそうですよね。 

椎名委員） 

 電話で問い合わせるのは相当の勇気だと思うのですよ。電話がきた時にそれを粗末にし

てしまいますと、もうここへは２度と来ないということなんですが。 

 たしかに、きっかけというので、ただ単にそういう情報だけでは。今の人達はどんな保

育をしてくれるのか、安全なのか、が一番。とにかく短い時間でも一日でも預けるという

のは、子どもにとって初めての経験するところに行くというのは相当な勇気なんですよね。

私たち大人だって 初勤める所に行ったらたぶん相当神経使う、子どもならなおさら。決

して楽しく来ないですよね。泣いたりなんかして。それを落ち着かせるように努力すると

いう、説明するのに丁寧にしていかないといい結果はもらえない。つい数が多くなると「そ

の日は利用できません」なんていうことになってしまうんですよね。それから町内優先で、

A区は２・３名だけ枠がありますけれども、ない場合にはお断りするかもしれない、そうい

う時に来た人全てを受け入れるべきなのか、状況がわからないわけですよ。毎日使ってい

る人は、この日とは週何日か使っているから仕事しているとか。問い合わせの前に電話の

出方とか。調査にもありますね、申告をして申請して登録してそれから来て下さい、これ

をしなければ安全面からも問題もあって、もうちょっと簡単にできないか、っていうこと

も、やはり不満につながっていくと思います。 

 電話をくれるという 初のきっかけは本当に大切にしないと、相手がものを言わないな

ら調べればすぐにわかりますけれど、相手が電話してウチが電話を聞かない、「ウチの方が

一杯で」ということをやっているとそれで終わりになってしまうんですね。そうするとた

ぶんその人がモヤモヤとして、いいと思って電話したら駄目かな、というふうになってし

まう。 

 調査結果を読んでいくとずいぶん安心させられる点があるんですね。 

 子育て支援にしても一時保育にしても、ほとんど 1・2歳児なんですね。ゼロが少しと 1・

2歳児がほとんどなんです。3歳以上はどっかの保育所か幼稚園に行っている。時たま 3歳

児が来ますが、それは在宅のお子さんであると。大体 3 歳児は保育園と幼稚園に入ってい
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る可能性がかなり高いものですから。残り数十％ですと、家庭で、家庭に誰かいるという

ことですので。大体 1・2歳が非常に需要度が高い。 

 ですから初めての人が電話をかけてくるのはかなり勇気がいるということかもしれませ

ん。 

議長） 

 一覧表にはメールアドレスなんかも載っているのですかね。電話はすごく勇気がいると

いうことなんですけれども、メールだと今の若い親は比較的抵抗が少ないですよね。そう

いう意味でメールアドレスを掲載するというのも、ひとつの工夫かなと。 

 御意見、是非頂戴したいと思います。 

椎名委員） 

 課題としてはここにあるとして、対応はこれから回を重ねて考えていくのか。どんな状

態になりますか。 

議長） 

 そこは事務局の方どうでしょうか。 

事務局） 

 皆様の意見をある程度まとめて、それを集約した形で次回、報告書のスタイルで案を提

示したいと考えておりますので、できましたら本日、それから見える施策提言のような趣

旨での御意見を、ある程度立てていただければ。 

議長） 

 報告書案の中に盛り込んでいただけるということですよね。 

事務局） 

 そのあとでは、皆様にメール等でやりとりをし、微調整する機会は十分あると思います。 

議長） 

 対応についても是非お伺いしたいと思うのですが。 

 概要版の 8 ページの上から 10 行目位、居場所提供の３）課題と今後の対応として、「個

人への直接的な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し、地域に出ることの多い専門職や関係者がそのことに

留意し実践することが求められる」と書かれているのですが、正にこの通りなんですけれ

ども、ちょっと抽象的かなと思いますね。 

要は、いかにニーズを抱える家庭をキャッチするかというところがすごく大事ですよね。

キャッチして事業実施者の方に確実にニーズとか、どこそこにこういう支援を必要とする

家庭がいるという情報が伝わる。そこから事業実施者は必要なサービスをやっていくとい

う、このシステムがすごく大事だと思うのですよね。ただそのシステムをどうすればよい

かというのはもうひとつよくわからないのですが、そこは大事な課題ではないのかなと思

うのですね。 

先ほどから出ていましたように、本当に支援が必要な家庭というのは、なかなか自ら信
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号を発してくれないし、アクションを起こしてくれないですから、どうしても潜在化しや

すいですよね。潜在化しやすい、潜在化したニーズを如何にキャッチするかという、それ

をもって必要なサービスを提供していくかという、そこを一つ大きなシステムとして取り

組む必要があるという気がするのですが。 

齋藤委員） 

 その課題は先ほど才村委員がおっしゃった、おせっかいという言葉で言うと、おせっか

い機能を誰が果たすかということですよね。 

例えば、おせっかいを焼く人、おせっかいを焼く機関というのがあって、それがあって

初めて、なかなか動けないけれども重大な問題をはらんでいる親子とサービスを提供でき

る機関がつながるんだと。 

間を結ぶ機能がなくても能動的につないでいける人達は今だってつないでいけるわけで

すから。そういう人達ではなくて、つなげない人達をどうやってつなぐ機能を果たすこと

ができるか、具体的にそれを担うのは誰なのか、というあたりが具体的に話していければ

かなり実行しやすいものになる気がするのですね。 

 やはりその親、その家庭の近くにいる機関なり人が、たぶんその機能を果たすことにな

ると思うのですけど、例えば民生委員とか。どこにそれを担っていただくか、それはひと

つなのか、それとも複数の機能を果たしていく人達が担っていただけうるのかどうか。そ

ういったことを含めて、誰がつなぐかということは大事かなと思います。 

議長） 

 そういう意味で、国の事業「こんにちは赤ちゃん事業」が昨年度からスタートしていま

すよね。生後 4 ヶ月までの赤ちゃんのいる家庭を全て訪問するということで、画期的な事

業なのかなと。国の事業からすると、そこで顔つなぎをしていこう、というのが趣旨でし

ょうけれどね。 

あとのフォローもきちんとやっていかなければいけないと思いますし、そこで支援が必

要な非常に不安定な親御さんだな、ということになると、やはりもう少し専門的なサービ

スにつなげていかないといけないですよね。そこのシステムをどう構築していくかという

ことなんでしょうけど。 

椎名委員） 

 今度、支援する機関まではいかないかもしれませんが、千葉県では堂本知事がなのはな

子育てということで、全員が取り組むということで予算付けがなされているんですよ。そ

の他に支援センター的な、広場だとかいくつか分かれていますけれども、将来そういう事

業に展開していくというふうなことで、 近県の方からそういうものが徐々に浸透してき

ておりますので、我々の方も取り組みやすい状況になってきているとは思うのですけれど

ね。 

 ただ全体が機能を果たせているかということになると、設備の広さとか、園庭の広さと

か、地元に帰ると民生主任児童委員の皆さんと連絡がとれているか、ということだとか。 
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 私たちの町のことですが、保育士から一人民生主任児童委員を出させてくれということ

で、支援センターの責任者が民生主任児童委員で出て、民生主任児童委員の皆さんに支援

センターに集まっていただきながら連携をとっていることにはなるんですが。うまくいか

ないのは、家庭にいて中から出てこない、誰が行っても何をしても頑なにいる。何％かと

思うのですが、健診には来ない、そういった人を如何に引っ張り出すかというと、民生委

員さんでもそう簡単には。都市部のように大きいほどそういう可能性があると思うのです

ね。 

先ほどおっしゃったように、それをやり続けなければ絶対解決しないわけですので、そ

の辺のところも着実に我々がある程度強くしていかなければいけないのかなと。これはウ

チの支援する側にも大きな課題として、皆さんに積極的に知らせていかなければいけない

と思います。 

議長） 

 潜在家庭ゼロ作戦ですね。 

丁子委員） 

 民生委員の話が出てきましたけれども、我々も児童家庭課と連携しながら子育ての支援

を地域でやっております。しかし、県下をみますと格差がかなりありまして、折りに触れ、

子育て支援活動等をやって下さるように一生懸命呼びかけております。その中で、非常に

うまくいっている例も沢山あります。それを見習いながら、全県下に子育て支援活動を進

めていこうと思っておりますので、御指導頂きたいと思います。 

しかし、全員が今すぐ動ける体制ではありませんが、活動を進めてまいります。未活動

の地域があるならば探りながらでもやっていきたい。 

今言われておりますように心の交流を持っている方々と、どうしても出てこられないと

いう人達は何処にでもおりますので、出てこられるように、時間をかけながら誘うよう努

めていきたいと思います。 

地域ごとに活動を進めてまいりますので、御支援のほどお願いいたします。 

議長） 

 ありがとうございます。いずれにしても粘り強い働きかけが必要なんでしょうね。なか

なか全体のフローというのは書けないのでしょうかね。生後 4ヶ月までであれば、国の「こ

んにちは赤ちゃん事業」で対応できる。健診の未受診者に対しては未受診者のフォローで

対応できる。 

 ところが、如何なる働きかけをしても全くコンタクトがとれない、そういう人について

はどうしていくのか。場合によっては、例えば全然健診にも連れてこないとなると、それ

はある意味でネグレクトになりますよね。ということは、虐待の疑いということで通告対

象になって、もう少し市町村や児相が強く関わっていくとか。 

 いずれにしてもそういう情報が市町村や児相に寄せられた場合に、どういう支援を行っ

ていくか、そこをやはりネットワーク会議なのでしょうかね。虐待の場合だと、色々な関
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係機関が集まって、「このケースどうなっているのか」ということでお互いに議論していき

ますよね。そこまでいかないもう一つ手前のなんらかの支援が必要な家庭について、どこ

がどういった役割分担をしながら関わっていくのかということについてのネットワーク会

議のようなものがいるのかなと。 

 つまり、発見と対応を協議する場と。実際関わっていく時の関係機関のネットワークに

基づく関わり方というか、ひとつの流れがあって、全体の絵を書いてみる必要があるのか

なという気がするのですけれど。その辺はどうでしょうか。 

 虐待対応はかなりシステマティックにその部分というのは取り組まれてくるような気が

しますけれど、その一歩手前の家庭について、まだまだ会議もちゃんと持たれていないし。 

齋藤委員） 

 コンタクトをとれないケースというと、ひとつは本当にネグレクト的な、もっとすごい

虐待も行われている場合もありますしね。 

もうひとつは虐待が関係ある場合もない場合もあるでしょうけれど、やはり親が精神障

害という可能性はかなりそういうことで、どうしてもコンタクトがとれないご家族の中に

はあることが多いですね。そこらへんを精神保健のシステムと連携してアプローチしてい

く手も考えられるし、 初の扉をノックするのはやはり、民生委員さん達の感覚というの

は非常に重要な、神経細胞の感覚器のような役割をもっておられるのではないかと思いま

すね。 

 いろんな病院のシステムにつなぐ可能性をはらんだ上で、どの問題だろうかという大ま

かな分類をしていただくようなことが、問題解決の糸口になることが多いような気がしま

すね。 

議長） 

 やはり民生委員さんのところには色々な情報が届きやすいということがありますよね。

なかなか市町村だと限界がありますから、そういう意味で届きやすい。ただ届いた段階で、

民生委員さんだけではやはり解決は難しいので。 

丁子委員） 

 今民生委員の活動では、自分で抱え込まないよう、繋ぐ活動を主にして下さい、と言っ

ております。また、個人情報のことから必要な情報が入ってくるのが比較的遅いです。そ

れらがもう少し何とかなれば活動もしやすくなってくると思います。県からも必要な情報

について市町村へ協力の通知を出していただいたりして、いくらか良くなってきておりま

すけれども。 

 まだまだ地域によっては、これは個人情報だ、とやられますので、こちらからは「あな

たこうだよ」とはなかなか言いづらいし、共有して行動がとれれば一番良いと思います。 

議長） 

 個人情報が壁になってなかなか関われない。これはどこもそうですよね、民生委員さん

もそうだし、市役所もなかなか。何か、虐待の通告でもあれば別ですけど。なかなか関わ
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りにくいですよね。 

 三人寄れば文殊の知恵で、やはり会議を開いて、なんとかそのケースに関わる糸口をつ

かめないか、ということで、知恵を出し合っていく場というのがいるのかな、という気が

するのですけどね。虐待についてはそういう取り組みについてすでに話が進んでいますけ

れど。その一歩手前の段階でまだそこまでいっていませんよね。結局どうにもならないな

と。 

森田委員） 

 実際施設の中で正に、今才村委員がおっしゃったようなことを抱えているというか。10

代での妊娠、出産を控えているのが施設内で 2 名あってですね、もう出産しているのがプ

ラス 2 名、10 代であってという中で。10 代の妊娠で 12 月に出産ということなんですけれ

ども、精神的な疾患を持っているという中で、たまたまいい男性がいてということで、A市

に引越ししてということで、非常に孤立化しているという中で、私の方に「どうしても駄

目だ」とすでに電話が架かってきて、慌てて次の日行って、ということで。 

 こちらで中核地域支援センターが関わりを持っていたので、その後 A 市の中核の人に相

談してみようかということでセッティングをしたのですけれども、その日の夜に「いい」

ということで、それは旦那さんの理解がなかったということもあるのですけれども、「自分

はいいから」ということで「それでも明日会いに行くから」ということで会ったのですけ

れども。そしたらスッキリとしてですね、「なんだそんなあれでもなかったのかな」と思い

ながらも、でも心配なので「どこかで相談できるとこ探そうか」と言った時に、「いい」っ

て言うのですよね。アパートに行って、旦那が仕事しているという中で、一人という中で、

全く知らない中で一人で、精神的な疾患を持ってですね、で本人が拒否するといった方で、

どう手を差し伸べていったらよいかといったところが現実問題としてある。 

たまたま施設の中で関係があるということで児童相談所につなごうか、という話もある

のですけれども。あと保健師さんの方ですね、A市で妊産婦の方に資料を渡していてという

ことで「これに行ったらどうか」って言うんですけれども、実際に、ここの例の中に「若

い人は自分で育てる意識が強い、抱え込み」ということで書いてありますけれど、非常に

強い中でどうやってそれに入り込んでいくか、正にそういうような課題があるかなと。 

 いくらこちらが用意してもですね、その気にならないというか、又は周りに相談者がい

ない中でそこに踏み込めない現実があるという中で、当然なんかすれば虐待ということに

もなってきますし、正直言ってそこをどうしたらよいかということが現実に悩んでいると

ころではあるのですけれども。その辺どうしていったらよいのかと思いますね。 

椎名委員） 

 ウチの方でも 10 代の結婚がありまして、実は来たのはおばあちゃんだったのですよね。

でも、来た人（おばあちゃん）の子どもだと思って、保育所に入れてくれと来たと思った

ら 10 代の結婚、できちゃって、その子どもを預かってくれと。まだ子どもで子育ての仕方

を全然わからないうちにできちゃっている。育てようとする気持ちは当然責任上あるわけ
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ですね。けれども、もう準備自体していないのに子ども産んでしまうわけですから、その

辺のところにもやはり大きな問題あると思うのですが。 

 もともとおばあちゃんがいたから、おばあちゃんの、男性の実家の方で全部面倒みるこ

とで、保育園に預かる形で。夫婦は外に出て働いているからいいんですが。本当に子ども

にとって幸せなことだったのかどうか、ということになると非常に疑問がありますね。 

 たぶん相談するところがない、こちらの例は実家があって、おばあちゃんがいて頼るこ

とができたから良いけれども、相談できる人が不幸な中にも、不幸だから、10 代で結婚は

幸せかもしれませんが、本来もうちょっと成熟してから子育てを知ってから産んでもらい

たい。10 代でできれば早いですよね、それで相談する場所がないと大変なことだと思いま

すね。たぶん「保育所に入れてくれ」とは来られないでしょうね、10 代の人二人で。 

議長） 

 来られる人はまだいいと思います。本当は支援が必要だけれども、本人の方が支援を受

ける気が全くなくて援助を拒否しているケースをいかにキャッチして、やはりそこは情報

としてしっかり持っておかないといけないと思うのですよね。じゃあその動機なき家庭に

対してどう関わっていくのか、というところも、施設だけとか、民生委員さんだけが悩ん

でいるのではなくて、やはり関係者が集まった場で対応を協議して何とか介入していくと

いう。そこをシステムとしてやっていく必要があるのではないかと思うのですよね。 

井上委員） 

 虐待に至らない前段のところで疎かですね。それからひとつは起きているところでの対

応は当然出てくるし、ひとつ考えられるのは伝統的に、例えば母子保健で母子手帳、乳幼

児健診、これは制度的にはきちんと一般の人にも受け入れられていて、生まれてくれると

母子手帳をもらってくるわけですよね。そういうレベルから、母子手帳の交付は通常の子

育て、もらったということは、その子を産むことは同意が必要であったり、届出ができな

い、 終的に出したけれども、そういうようなお母さんもいると思うし。 

 それから、先程の 10 代の非常に経験の少ないお母さんの出産とか、未熟児だとか、そう

いう危うい子どもに接するというか、そういう機会というのが母子保健のラインとしてき

ちんとあって、それはそれで生かしていく。 

 もうひとつは生活の基盤というところで、虐待のリスク、夫の失業だとか、生保につな

がる部分もありますしね、その辺の生活の基盤というところで危うい子ども、家庭をどう

押さえていくかがベースのところで、常に虐待を視野にいれながらネットワークを作って

いくというのがある。 

 同時に、もうひとつはもっと身近なものとして捉えるときに、所得調査でもあるのです

けれども、郡部と浦安・柏の都市部では住居の形態が違いますよね。郡部は比較的一戸建

てがあり、都市部はマンション。マンションというのは、我々も現場にいた時に、隣に住

んでいる人に関心がない、あまり関わりたくないという心情、関わっちゃいけないのかと

いうところもあるわけで、そのあたりの意識をどう変えていくかということになるわけで



- 17 - 

すね。 

例えば郡部であれば町内会とかそういう組織もあるわけですよね。そういうところの中

で、「地域で虐待をなくそう」という意識を持ってもらう働きかけが必要では。NHK で「こ

の町から泥棒を少なくするにはどうしたらよいか」とかやっていますが、地域で虐待をな

くすにはどうしたらよいか、そういうものを積極的に。もちろんその中には民生児童委員

の方とか関連する方に入ってもらって。マンションであれば管理組合というものがあるわ

けです。共通するというところでの組合になっていますけれども。その中に子育てしてい

るお母さんもおるので、その中でも子育て支援というところからつながりが持てるような

働きかけをしていくといいのかなという気がしますね。 

森田委員） 

 たまたまケースでその子と話をしている時にですね、何ヶ月かの健診をする時に半額券

があると、その中で、たまたまお金がなかったというのがあるのですが、その時初めて私

も「そんなのがあるんだ」と気づいたのですけれども。 

 言ってみれば 10 代だとか、その子らの中に損得勘定がかなりある中で、サービスという

んですか、そうやって受診をすることが、自分が妊娠をしていると知らせるということが

自分にサービスが返ってくるんだということ知らせる。例えば、サービス券、今言ったよ

うな受診の半額サービスとか、相談のサービス券だとか、自分が妊娠してそれを使うこと

でサービスを受けられるというような感覚を持っているんじゃないかなという気がする。

逆にそういうのをセットしてあげて、来た時にそれを若い妊婦に渡してあげるとかでそれ

を使う。使わないと自分は損してしまうんだ、思いをさせると使い、それにかかってくる

のではないかな、と思ったのですけれど。 

小関委員） 

 情報をキャッチさせる方法で、よく高等学校で保育等に一生懸命取り組んでいる学校が

ありますよね。そういう中で若い世代、望まれない結婚とかもあって、それが子どもの将

来に本当につながるのかって懸念される部分もあるし、10 代でも幸せに子育てしている家

庭もある中で、早い段階の時に子育てのハウトゥ以外に、一時保育とかいろんな子育ての

プロセスの中で行政から受けられるサービスだとか、なんかあるいは困った時の相談「こ

んなところがあるんですよ」とか。そういうものも含めたトータルな教育がもっと広まっ

ていくと、いざその場になってからではなくても、「ああいうことを聞いたことがあるな」

っていうことで、実際に自分が必要になった時に思い出してもらえるのかな、という。そ

ういう学校現場の中で、子育てに関する、教科の学習以外にも色々取り組んでいる中で、

情報が入っていけるようなことも一つ考えて行けるのかなと思いました。 

 それと若い世代の中で「子育てを自分がしなくちゃいけない」というような抱え込みと

言うんですか、それの具体的な例で、私が今の仕事の中で、子どもさんが小学校に入学す

る前に就学児健診というのがありますよね。それに連れていらっしゃる家族の方に「もし

小さなお子さんいたら保育をやりますよ」ということで御案内して、そういったものに携
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わっているのですが、お母さん方の中には「ウチの子どもは私以外とは関わっていないか

ら預けるのは不安だ」っておっしゃりながらも、ためらってお子さんをお預かりすること

があるのですね。終わってみれば、お子さんは 初泣いても、後では結構楽しく遊んで帰

ったということでちょっと安心なさるということで。お母さん自身の中で 初から「自分

がみなくちゃいけない」と垣根を作ってしまっている部分があるので、ここにも書いてあ

りますけど、なにかイベントの中とか、お子さん預けてちょっと息抜きとかね、一回チャ

ンスがあると抵抗力が非常に少なくなってくるのかなと、自分の体験から感じています。 

森田委員） 

 もう一つ、同じの子なんですが、精神的な疾患を持っているという中で、妊娠が深くな

って、いろんな意味で非常に悩みが深くなって、御主人の方がなかなか理解してくれない

ということがあってですね、「自分は薬を飲みたい」っていうことであったのですけれども、

受診ができないというふうな実例なのですけれども。 

 その中で妊娠をした時に、当然産科だとかいうこととともに、精神科・心療内科にして

もそういうのを義務付けるじゃないですけれども、当然精神的ケアが必要なんだ、という

ことを夫婦自体に了解してもらえるようなシステムというのですかね、そういうのはどう

かなと。なかなか妊娠していて精神的疾患があると周りが理解してもらえないと、そうい

う状況があるじゃないかなと思うのですけれども。産科の先生も「そういう状況であれば

むこうにも行ってください」ということだけで終わってしまうのですかね。そうじゃなく

てうまくつなげられるものはないかなと思います。 

議長） 

 それは院内のシステムの問題でもあると思いますね。齋藤委員どうでしょうか。 

齋藤委員） 

 精神科受診というのは強制的にされることは特殊な状況以外には認められないものです

から、本人が来ないとどうしても、というところは病院内ではあるのですね。病院から出

て行くことはなかなかできないので。 

 そうすると、やはりメンタルヘルスの機能を非医療の段階で果たす機関があるわけです

から、そういうところは従来保健所がやってきましたけれども、段々そういう機能が市町

村にも降りていくという傾向の中で、メンタルヘルスについてもそれなりのオリエンテー

ションを持っている担当者がそういうお母さん、そういうカップルと親しく話し合ってい

けるような機能がないと、いきなり病院というのはよほど状態が悪くならないと結びつい

てくれない。 

同じ病院の中ですと、もうちょっとうまくいく可能性はあるのですが、我々の病院は産

科・産婦人科が閉鎖してしまっているのでそれができなくなりました。かつては、出産後

の産後うつ病と更年期の精神障害に関しての精神科と婦人科医の共同プロジェクトで、危

ないと思ったら精神科医がまず精神科診療としてではなくて御相談にのると。婦人科診療  

のあとに御相談にのる。そしてもし精神科的な治療を御希望ならこういうふうな支援がで
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きる、というのを精神科カルテを作る前にそういうことを御説明すると。オーケーなら精

神科の診療分も作るというようなやり方をしていて。ずいぶんたくさんの出産前後の方達

をサポートされていたんですね。 

そういうのをみると、総合病院で精神科があるようなところですと、連携を婦人科と精

神科が行う意義は非常に大きいと思いますし。そこに小児科が加わってくるともっとあり

がたいという。そういう医療システムの問題もたしかに変わっていかなければならないと

ころもありますけれども。当分精神科だけで考えると、精神科につなげてくれる方がほし

いなということがありますね。 

議長） 

 そういうことでも地域でのシステムで対応していくということなんですかね、 

齋藤委員） 

 妊娠期の薬の使い方なども含めて、婦人科と精神科の両方が関わるというのは非常に重

要だと思うのですね。 

森田委員） 

 東京のところでそれができるところがあって、入院も含めて。千葉県ではないですよね。 

齋藤委員） 

 東京のどこで。もしかして成育医療センターのことですか。国立成育医療センターはそ

ういう機能は一応もっていますが、ほとんどは世田谷周辺の診療で手一杯だと思いますけ

れど。あそこは成育医療の国のモデルですから、おっしゃるような機能をもっているわけ

です。危ない虐待等のリスクが高いと思われるケースは、精神科医が出産前から関与させ

てもらうということをしているようです。 

議長） 

 ありがとうございます。先程小関委員もおっしゃったように、やはり抱え込んでしまう

親が結構多いですよね。我が国の子育ての歴史をみても親だけで子育てをやってきた時代

というのはないですよね。必ず回りのサポートを得ながら。特に今は本当にその家庭が孤

立してしまっていますから。 

子育てというのは親だけでできるものではない。だから何かあれば気軽に SOS を発信し

ましょう、気軽にいろんなサービスを利用しましょう、というそういうキャンペーン、PR、

そういう広報も必要なのかなと思うのですが。 

周りも「親なんだからしっかりしなさい」とか。時代が違いますからね。 

 他いかがでしょうか。 

《特になし》 

議長） 

 それでは、課題と対応等ご意見ありましたら、また後ほど事務局の方から日程等説明い

ただきますけれども、8 月 18 日までに事務局担当にメールか FAX で御意見をお寄せいただ

きたいと思います。事務局で意見をとりまとめていただいて、次回報告書の案ということ
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でお出しいただきたいと思います。そういう対応でよろしいでしょうか。（異議なし） 

 後に、議題（３）その他について、事務局から何かありますでしょうか。 

事務局） 

今後の児童虐待防止調査研究委員会の予定ということで説明させていただきます。資料

４を御覧下さい。本日、第９回の調査研究委員会によって、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から導き出される課題と対応策について検討してい

ただきました。次回の第１０回調査研究委員会におきましては、１０月を目処に開催を予

定しておりますが、御提案いただいた課題と対応策を、報告書という形でとりまとめ、完

成させていきたいと考えております。その後、社会的養護検討部会において、とりまとめ

た調査結果、及び報告書について報告させていただく予定です。  

また、第１１回、第１２回の調査研究委員会におきまして、平成１７年度に実施しまし

た「子育て支援・児童虐待防止に関する意識調査」及び今回の「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」の両調査から見えてくる課題と対応策につき

まして検討していきたいと考えております。以上です。  

議長） 

ありがとうございました。ただいまの御説明で、御質問御意見はいかがでしょうか。  

《意見なし》 

議長） 

それでは、今後のスケジュールにつきましては、今の御説明どおり進めていきたいと思

いますので、今後とも各委員には御協力よろしくしたいとお願いします。 

それでは、以上で終了させていただきますけれども、その他委員の皆様から特に何かあ

りますでしょうか。 

《特になし》 

議長） 

 ないようですので、以上で本日の議事を終了いたします。ありがとうございました。 

司会） 

委員の皆様、ありがとうございました。 

以上を持ちまして、第９回児童虐待防止調査研究委員会を閉会します。 

 


