
 1

第２回児童虐待防止調査研究委員会議事録 

1  日時 平成 1８年３月２９日午後 1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、河原久一委員、小関智子委員、斉藤万

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

（五十音順） 

 

司会(室長) 

本日は、委員は全員出席である。 

本日は、「児童虐待防止に関する住民の意識調査」の結果に関する報告並びに検討を

議事内容としているので、調査を業務委託した株式会社類設計室の雪竹営業課長と調査

を担当した岩井さんにも事務局として同席する。 

 

 議事の進行は、委員長の才村委員にお願いする。 

 

議長 （才村委員） 

 事務局から本日配布資料の確認及び資料説明をしてほしい。  

 

事務局  

配布資料の確認及び資料説明。 

 

議長 

 議題 1及び議題 2について、資料１「千葉県 子育て支援・児童虐待防止に関する意識

調査」の実施概要と資料 2の集計結果概要を類設計室から説明してほしい。 

 

類設計室 

 《資料 １及び資料 2により説明》 

 

議長 

 興味深い結果であった。この結果について、質問、意見をしてほしい。今回は、結果を

どのように見るかをフリーでデｲスカッションし、次回は事務局で報告書案を提示してもら

う。 

今回の回答者が、どの程度母集団を物語っているのか、もしくはバイアスが係っている

のか。たとえば、居住環境など見ると、持ち家の率が高く、経済的に恵まれている方が多

いように感じる。回答できる人自体が経済的にも精神的にもゆとりがあるのか。母集団に

関して、県で持っているデータで比較してはどうか。 

 たとえば、この調査結果では、通告者が非常に少ない。恵まれた層でさえ、通告が少な

いとなると実際にはもっと一般住民の通告は少ないことになる。 
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類設計室 

母集団に関するデータは、性別、年齢別などですべてとってある。 

収入などは、県政要覧などに出ていたと思う。 

 

事務局 

 住宅などは県の統計など確認する。 

 

斉藤委員 

 資料の価値をどの程度重きを置いてこの数字をみてよいのか。母集団をどれだけ物語

っているのか。この資料から千葉県の姿を語ってよいのか。 

傾向があるというのは、どの程度の信頼度があるかということ。どういう方法で統計を行っ

ているのか、その信頼度を載せてほしい。客観的な他の資料との突合せにたる信頼度が

あるのかどうかをぜひ示してほしい。 

 

椎名委員 

 問 41 について、回答者は、年代が 70 歳代まで含んでいる。 

エンゼルプランなど子育て支援策は平成 5年から始まっている。そのことを考えると、その

恩恵を受けているのは現在 40 歳代手前。 

急激に伸びた子育て支援対策について、回答者の認知度が低い。延長保育や一時保

育も含めて保育所に関して、幼稚園よりも多くの補助金を受けていながら、知られていな

いのは単に認知度の違いなのか、役割をわかっての違いなのか。少し納得がいかない気

がする。 

 

議長 

 この調査結果については、年齢とクロスされているのか。年齢とクロスされていれば、椎

名委員の疑問に答えられると思う。 

 

椎名委員 

それでも納得いかない。 

 

類設計室 

 年齢とのクロスは、バックデータとしてある。（子育て支援策が）実施された時期の対象

層が鮮明になるようまとめたい。子育て世代がどれだけ知っていてかつ利用経験、利用希

望があるのかをまとめる。 

 

議長 

 調査の信頼度について、（斉藤委員が）具体的に何か手法として考えがあれば示してほ

しい。  
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斉藤委員 

  「多い」「少ない」「傾向がある」と標記しているのは、何らかの統計的方法で確認して

いると思われるので、それを明記したほうが良い。 

 

類設計室 

全体で今回の調査で、母集団そのままとはいえないが統計学的に誤差がどの程度ある

のか資料に入れる。  

 

森田委員 

 問４４の自由記載のまとめはまだされていないのか。 

 

類設計室 

 まだまとめはできていないが、次回委員会までにはまとめたい。 

自由記述についても、地域と年齢層は併記した形でまとめたいと考えている。 

 

議長 

9 ページの問２０。虐待の経験、したことがある、しそうになったことがあるあわせて２

０％あるが、星印のコメントに「虐待行為の経験者は全体ではさほど多くない」と記されて

いるが、われわれからすると非常に大きな比率に思える。そもそも年間にどの程度虐待が

発生しているかの調査もあるので、そういった結果とも比較してどうなのかといったことか

らの分析が必要なのではないか。14 年度の全国調査で年間 15，000 件の新たな虐待発

生があり、児童人口 1,000 人に対して１．５か１．６かの数字が出ている。それに比べてこ

の調査結果はどうなのか。 

この調査は、直接一般住民に行っている、一方14年度の調査は、関係機関がかかわっ

たケースを基にはじき出した数字。先行研究の15，000件に対して実際はもっと多いという

ことも言えるかもしれない。潜在事例がまだまだあって、今回の直接聴いたものから先行

研究より多い数字がいえるのかもしれない。 

そのほか、調査結果に関する表現法について何か意見はないか。 

 

斉藤委員 

 表現法として、確かにこれを「少ない」というのは非常に危険な表現。十分多いと思う。

3,000人そこそこの母集団で、虐待経験者が２３０ぐらいの人数がいるわけで、千葉県全体

の人口比にしたら決して少なくない。それからいわゆる相談に来たケースや児童相談所が

介入したケースではなくて一般の住民を対象にした調査でこれだけはっきり数字が出てき

たということは貴重な数字だと思う。 

また、回答者の被虐待経験が非常に貴重な資料となる。自分が（虐待を９やっていると

いう答えには多少バイアスがかかるかもしれないが、やられたということに関しては、率直

な答えと考えられる。４つの虐待のカテゴリーによる回答としては、（虐待を）やったとする
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よりもやられたとする回答のほうが信頼感が持てると思う。たとえば、性的虐待がこれだけ

あるという、極めて貴重なバイアスの比較的かかっていない調査結果だと思う。 

表現については、意味をきちんと押さえ慎重にしてほしい。 

 

長谷川委員 

今の委員の意見に関して、調査結果を分析し「さほど多くない」と表現したのはあえて

「多くない」とした根拠があるのか。 

 

類設計室 

あまり根拠はない 

「（虐待行為を）しそうになったことがある」という回答は、回答者の主観も混じる。一般的な

子育て不安の調査でも「（虐待を）しそうになったことがある」が大きく出ているので、「しそ

うになった事がある」の部分はもう少し多いかなとわれわれとしては予測していたので、そ

れに比べるとそうでもなかった。 

 

椎名委員 

 ３０歳で未出産の女性が半数を占めるということが報道されていた。この調査の問２０虐

待行為の経験として、３５歳から３９歳にかけて虐待経験が高い数字が出ているのはその

ためかと思った。私たちがするべきことがこの辺りにあるのかと思った。 

 

井上委員 

なかなか貴重な回答だと思う。７４歳まで、回答者の構成が満遍なくそれぞれの年齢層

から回答を得られているということから、たとえば１１ページの問２６「虐待行為を受けた経

験」についての回答者も７０歳代まで含めた中での割合が示されていることである。そうす

ると５０歳代から７０歳代までの回答者も入ってしまうと、内容があいまいになってしまうの

ではないか。さらに踏み込んだところで、子育て世代の女性に絞った数字を出すことで、わ

れわれが求める回答が得られるのではないかと思うが。 

 

類設計室 

 そのあたりのバックデータはあるので、まとめの段階で焦点を当てるべきところを取り出

してわかりやすいようにだしたい。 

 ちなみに問２６の「児童虐待と思われる行為を受けた経験があるか」について、年齢別で

言うと女性では多いのは３０代後半と４０代前半になっている。子育て世代が多いという結

果になっている。 

 

議長 

 今あったように、たとえばこの項目について、これとクロス集計したほうが良いのでは

ないかといった意見はないか。 
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斉藤委員 

 解釈として、１１ページに「被虐待体験者のほうがＤＶ被害経験もある」が圧倒的に多

いという点に関しては、グラフなりクロス表を載せてくれるとありがたい。やはり、被虐待体

験がどれだけ人の心を蝕むかという、暴力を振るうパートナーを選んでしまうというあたり

を示せたら。 

 

井上委員 

 問４１－３の今後の利用希望の項目について、「利用したい」に対して、「子どもが対象年

齢ではない」の回答が圧倒的に多い。子育て支援サービスを利用する年齢層に絞って焦

点を当てたほうが良い。子育て世代に限って統計を出したほうが問題点が出るのではな

いか。 

 

小関委員 

問１９「児童虐待に関する意識」で、「わからない」という回答が多い。「虐待」という概念

が広く認知度があいまいということの経験を踏まえて、次の「虐待をしたことがあるか」、あ

るいは「虐待を受けたことがあるか」という設問について、そもそもスタートがあいまいなの

でここをどう解釈していくのかということが大きな問題であるという印象を受けた。そこの分

析をする必要を感じる。 

 

議長 

問１９の設問が、後の回答に響いていくということか。 

通告に関して「行為によって通告する、しない」ということを確認するために問１９と問２９、

をかけてはどうか。何か顕著な傾向がでるかどうか。 

どの程度児童虐待として認識されているかどうか、一つの目安になる。 

通告する側にも段階があり、通告するというのはよほど深刻だという意識が出ると思う。市

民からすればどういう行為がより深刻なこととして受け止められているのかが明らかにな

る。通告義務の周知を図るためには市民の意識構造を踏まえることが必要。 

 

齊藤委員 

１２ページの問２９の解釈の問題だが、「地域で虐待の兆候を発見できているケースは

多くない」ということが、この統計からいえるのかどうか。問の「身近なところ」の「身近」の

解釈が結構いろいろではないか。職業的に従事している人の虐待発見が多いのは、職業

的に相談対応も身近ということにならないだろうか。たとえば、私のところですさまじい虐待

の事例を見聞きしたら身近と感じるのではないか。 

問いの言葉が厳密に言えていないのではないか。そうなると、この評価は千葉県でこの

程度の現象は起きているとはいえても、「発見がしにくくなっている」かどうかはわからない

ということになるのではないか。 
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類設計室 

証明にはなっていない。あくまでも仮説である。「身近」の解釈について、職業として子

育て支援に従事している方では、平均して 2 割以上が見たことがあると解釈している。お

そらく職場で見たり聞いたりしたことが「身近」に含まれていると考えられる。 

 

斉藤委員 

 一般の住民と従事者とでは、従事者にほうが、「見る目があって」身近に感じるのでは

なく、そういう子どもたちが集まって凝集されているからたくさん見ているということだろう。 

 

事務局 

斉藤委員の今の発言に絡んで、資料につけた「千葉県の児童虐待の状況」の中で児童

相談所にどこから通報がもたらされるかが記載されているが、この中で「近隣知人」が２

０％、千葉県の中では高い。その感触からすると、この結論には違和感がある 

 

 虐待行為を「したことがある」が７％だが、この中には子育て経験のない人も含まれてい

るので、子育て経験のある人に限ってみてみると1割程度にはなるのか。そうすると、虐待

行為をしたことがある人が 1 割程度いて、虐待の発見が 2 割程度いると言うことを比較す

ることもできる。つまり、実態と周囲の気づき。実態より発見率のほうが高いという言い方

ができるのではないか。 

 

井上委員  

 8 ページの問い１９．「あなたは、それぞれ（行為）が児童虐待かと思うか」について、コメ

ントが書かれているが、ここは、子育て経験があるのとないのと分けてみるともう少し判り

やすい数字になるのではないか。 

 「親が買い物をしている間、乳幼児を車に置いておく」が、まったく問題がない０．２％、あ

まり問題がない１．３％。虐待ではないが不適切と言うところ。 

「親が幼い子どもを寝かしつけてから出かける」これはよく事件として親が外出中に火事に

なって子どもが死亡する事件など、このあたりの認識が子育ての有無でどう違うのか 

 

事務局 

問４２の「子育て支援施策への要望」についてと、問２０で「虐待行為の経験のある」、

「しそうになった」と言った方々が、どういう施策を望んでいるのかといったデータがあった

ほうがよいと思う。 

 

議長  

データとしては可能か。 
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類設計室 

 可能。また、問１９（それぞれの行為が児童虐待だと思うか）と子育て経験の有無はバッ

クデータとしてとってある。 

 

事務局 

 できれば男女差があると面白い。 

年収と意識はクロスを掛けて比較可能な母集団となっているか。 

 

類設計室 

 統計として出してみる予定。 

 

椎名委員 

ハイリスク要因は、経済的問題など生活苦などがいわれている。そうしたことを含めてこ

の調査結果から何か取れないか。将来的に解決するために（データが）取れないかと思

う。 

 

議長 

いくつかの要因と虐待の有無を確認する。 

 

椎名委員 

県のデータによると虐待を受けているのは、小学生までで８０％になっている。特に就学

前が 50％弱。そういった虐待の起こりやすい年齢の親が、実態とどうなのか。この調査で

出るのか。 

 

議長 

 子育て不安は数が多い。一方虐待行為をしている数は少ない。これを掛けると分散して

しまって統計的にどの程度有意か。ただし、実際出してみてもらって有意なものが出れば

よい。 

 

類設計室 

 バックデータの取り方として、全設問に対して属性を掛け合わせてみる。その中で有意

差が見られるもの見られないものまとめたい。 

 今回の調査形式の特徴として、意識を確認している調査であって、虐待行為がどの程度

実際行われているかについては証明できる数字ではない。このあたりは留意しながら分

析したい。 

 

議長 

 子育て負担感で、子育て経験のない人が、「身体的負担を感じる」割合が多いのはど
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ういうことなのか。 

 

事務局 

 子育てが体力的にも大変そうに見えるのではないか。 

時間が拘束されると言うこともある。 

 

議長  

 そのあたり価値観が替わってきたと言うことか。 

要するに子どもを養育するときの身体的負担は、昔も今も変わらないはず。意識が変わ

ってきた。 

 

事務局 

女性の出産年齢が高齢化しており、体力的な不安を感じると言うこともあるのか。 

     

子育て自体の身体的負担は、時代によって替わることはなくても、他の家事労働が圧 

倒的に軽減化されている。それが当たり前に育ってきているときの女性にとって、夜眠 

れないとか、子どもを抱いて荷物を持たなければならないとか、子どもと遊ぶときには体 

を使わなければならないとか、身体的にしんどいと言うことがあるのではないか。 

 

議長 

便利さ快適さの中で生まれ育ったことで、そういうところで慣れていなくて負担感を感じ

ると言うことか。 

 

事務局 

日常的に小さな子どもと過ごし家事労働で体を動かしてきた世代と、自分のことだけや

れば良いということで子どもに振り回されている年代では、基礎的に培ってきている能力

が違うので精神的負担感が違うのではないか。 

 

議長 

小さいときから子育てに関わってきた人と、いきなり親になってしまって何もわからない

ところから子育てをする人では違う。 

 

椎名委員 

核家族化になって、親に見てもらって多少気が軽くなると言うよりも、おじいちゃん、おば 

あちゃんに子どもを預けることを避けるという気持ちがある。 

 

議長 

 応援がしづらい。 



 9

井上委員 

 少子化ということでは、大学で学生に尋ねると赤ちゃんを抱いたことのない人が多い。自

分が生んで初めて抱くことになる。ちょっと驚く。昔は子どもを育てることは、手がかかるの

は当たり前で負担感はそれほど感じなかった。そういう意識でなくなってきているのは事

実。 

 

議長 

問 35 で、子育てに関して負担に感じることの選択肢がいくつかあってこの中 

で「身体的疲れが大きい」が高い割合ということとはどういうことか。 

 

内田委員 

自分の経験だが、出産年齢が高齢化し回答者がある程度生活に余裕のある層と考え

ると、精神的な負担よりも身体的な疲れのほうにより負担を感じることが多いということが

考えられる。若くて体力があるけど子育てをどうすればよいのかわからないといったひとた

ちは、このアンケートには出てこないのではないか。 

属性との関係で、どこまで分析できるか。 

自分自身は非常に平均的だとこの回答を見て思った。そういう意味で、この結果が一般

的なのか、私自身が一般的ではないのかよくわからないが。 

今回は本当に大変な人たちの実態は、この調査ではわからないと思う。 

 

事務局 

この調査では、実態と意識をしっかりわけるという意味で、問１９と問２０をどうみるか、

どう標記するかということがこの調査の信頼性を変えるのではないか。 

そこを丁寧にするという意味で、問２０の「したことがある」と「しそうになったことがある」

について、「ある」と「しそうになる」の差は大きい意と思うので分析のときに、分けてみてい

かないと意味合いが違う。 

「したことがある」に焦点を絞るべき。 

 

議長 

今の議論を踏まえて、クロス集計、報告書案を次回までによろしくお願いする。 

次に今後の予定について事務局から説明してほしい。 

 

事務局 

（資料５）説明 

６月に社会的養護検討部会に報告をすることを目途とする。そのため、４月に本日の検

討を加えた統計の結果をまとめ、報告書案を示す。５月にはさらに全体として考察し、県の

施策に何を導き出すかを明確にした報告書を作成する。 

以降については、今後の調査研究について検討を行う。報告書が出来上がった後、こ
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の報告書の内容に関して更なる検討の可能性も含めた調査研究を検討する委員会を随

時開催する予定。 

 

事務局 

５月までには報告書は作ることはぜひお願いしたいが、今後の県の施策については、ど

んな方向が必要かについてじっくり検討してもらうことも必要。県が次年度予算を検討し始

めるのは、８月から９月頃から。４月、５月の検討状況を見て今回の報告書を実際のデー

タをまとめたものとするということもある。進み具合を見て皆さんでご検討いただきたい。 

 

議長 

次回の議論も踏まえて、報告書が具体的にどういう形になるかによる。報告書が踏み

込んだ施策提言まで書き込むか委員で議論したい。 

 

その他について、事務局あるか。 

 

事務局 

長谷川委員は、３月で幼稚園を退職されるため、当委員も辞任される。全千葉県私立

幼稚園連合会から新たに委員を推薦いただくことになっており現在手続き中である。 

 

議長 

以上をもって会議を終わらせたい。 

 

司会 

 以上をもって「児童虐待防止調査研究委員会」を閉会する。 

 

 


