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第３回児童虐待防止調査研究委員会議事録 

1  日時 平成 1８年４月２８日午前 1０時から 

２ 会場 千葉県教育会館 

３ 出席者  井上僖久和委員、内田徳子委員、小関智子委員、才村純委員、 

椎名英夫委員、    （五十音順） 

 

司会） 

 河原委員、斉藤委員欠席の連絡あり。 

 

事務局） 《配布資料確認》 

 

議長） 

 前回の調査結果あらましの説明があった。それを踏まえ、さらに分析を加え、

また前回の委員会の意見などを加え、集計結果を類設計室がまとめた。その説

明を受け、本日は、この調査結果から見出せる課題を抽出し、意見をまとめた

い。 

 

類設計室）  資料説明 

 目次の「１ 調査の概要」「２ 調査分析の要旨」が資料１、「3調査の結果」

が資料 2になっている。 

 調査結果についての文書は今製作中。 

 本日は、「２ 調査分析の要旨」の部分、調査結果の着目点を整理してきたの

で、議論いただきたい。 

 回収数 3,305 件。回収率 36.7％。 

  

《資料１及び資料２に沿って内容説明》 

 

前回委員会の指摘にあったが統計的有意差については、現在検定作業中である。 

 

議長） 

 前回の委員会の意見を踏まえて、明解にまとめてもらった。 

 この結果からどういったことが、課題として見えてくるのか。また、課題に

対してどういった方向性が言えるのか。 

 自由討議をしたい。 

 まずは、質問からしてほしい。 

 

議長） 

 前回も議論したが、回答者の属性について、所得としては低いということだ

が。 

 想定されるのは、経済的に余裕がある層が、アンケートに協力していただけ

るのではと予想していたが、打ち砕かれてしまった。県民の水準よりも回答者

の所得が低いようである。 

 一方、持ち家の比率は県民調査より高い。この辺りはどう考えていいのか。 
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回答者の年齢層は、一般県民よりも若いのか。 

 

類設計室） 

 20 歳から 24 歳の回収少ない。 

 

井上委員） 

 女性の回答率が高い。女性の収入は必ずしも高くない。その影響はないか。 

 

類設計室） 

 世帯の収入なので、影響はないものと思われる。 

 比較的高齢者の回答が多いので、資産は持っているが所得収入としては、年

金などでありそれほどでもないことがあるのでは。 

 

 持ち家率が高いことについては、「20 年以上住んでいる」が 51.3％というこ

とから推察して、資産はあるが現在の収入は高くない人の割合が高いと考えら

れるのではないか。 

 

議長） 

 持ち家比率が、必ずしも経済的水準の指標を示すわけではないということか。 

 

類設計室） 

 所得の低い方のほうに回答者が多いということは、（所得の低い層の方に）関

心が高いということか。 

  

議長） 

 切実な問題として、回答してくれたということか。 

議長） 

 資料 1 の 8 ページ。虐待にかかわった経験。虐待を受けた経験が、虐待の経

験、DV を受けた経験が率として高い。まだまだ潜在化しているとの説明であっ

たがこの点についてはどうか。 

 

 「虐待経験者の２３．６％が被虐待経験がある。」という数字は、平成 8年度 

全国児童相談所所長会が調査した結果に、児童相談所で受け付けた虐待相談に

おいてその保護者が、子どものころ虐待を受けていた割合が２５％であった。

ほぼそれに近い数字。 

  

類設計室） 

 調査方法の違いとして考えられるのが、平成１４年の厚生労働省の調査は関

係機関に対する調査、今回の調査は直接住民に尋ねている。そういう意味では

新しい、それが回答の違いに現れている。それと潜在している実態がかなりあ

ると考えられるのではないか。 

 

議長） 
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 これは、画期的な数字であると思う。そもそもわが国でどの程度虐待が発生

しているのかそこのデータがないということで、平成 14 年に、調査している。 

一般国民に虐待をしているか確認できないので、過去半年間関係機関でかかわ

ったケースで調査している。関係機関が把握できるケースは全体の一部であっ

て、従来から厚生労働省の調査結果は氷山の一角ではないかといわれている。 

 今回、千葉県内とはいえ、生のデータが取れたということは画期的なことだ

と思う。 

14 年全国調査では、児童虐待の発生は子ども 1,000 人に 1.5 人 ０．１５％

の発生率、今回調査では、虐待経験者 7.1％。この開きは、まだまだ潜在化して

いるということを示しているのではないか。千葉県の児童相談所の受付件数と

の比較からも同じことが言えるのではないか。 

 一方、「虐待を疑った場合には、通告しなければならない」ことは法律に定め

られているにもかかわらず、実際には通告をためらう。 

 それでは、どうすればいいのか、ということになる。 

 通告義務は「虐待を疑ったら通告しましょう」ということが PR が良くされて

いるが、この結果を見てももう少し意識構造に立ち入った PR が必要ということ

ではないか。 

 そもそも虐待を疑っても「虐待かどうかわからない」という回答が多い。具

体的にどういう行為が見られたら通告すべきかをかなり掘り下げたレベルの周

知が必要なのではないか。 

 

椎名委員） 

 「子育ての悩み・負担感」に関して、専業主婦と仕事を持つ主婦との関係で

見ると、子育ての悩みや負担感について、専業主婦のことを改めて考える必要

を感じた。 

 就学前の子どもたちを保育園、幼稚園で見ているが、意外と厳しいのは、「幼

稚園」の子どもたち。いわゆる在宅の子ども。今までは、幼稚園は早く子ども

が帰ってきて子どもと（親と）の関係も良かったが、最近は問題が幼稚園で見

えてきている。このデータでの専業主婦の子育て負担感との関連があるのかと

思う。 

 子育て支援機関の認知度についても、「幼稚園」は入れたい（利用したい）と

いうことが高いが、現実では子育て支援員などの子育て支援の制度はほとんど

保育所の制度である。 

 以前から推察はしていたが、プライベートな問題として、しつけで済ませて

いるのではないか。しつけと称してたたくことを容認している。 

  

議長） 

 働く女性よりも専業主婦のほうが、ストレスが高いことがいくつかの調査が

ある。働く女性のほうが情報が入りやすい、常に外で発散したり、相談できる

機会がある。一方、専業主婦は内向してしまう。 

 

椎名委員） 

 働く主婦が子どもをかまってやる時間がないといった問題もある。誰かに子
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育てを任せることで悩みになっていないのではないか。 

 

類設計室） 

 調査のデータから推測して、専業主婦ほど、孤立化、内向化していく傾向が

あるといえる。 

 専業主婦が子育ての悩みとして、「自分の時間が持てない」が第 1位、働く女

性は、「出費」が第 1位。外との接点があるだけに出費がかさむ現状か。 

 

井上委員） 

 データ化しているものとして、家事について、働く主婦には旦那さんが手伝

うが、専業主婦の場合は「お前の仕事」と全面的に負担する確率が高い。そう

いう意味で、専業主婦のストレス高い、といわれる。 

 

類設計室） 

 専業主婦は仕事をしている主婦よりも物理的な時間はむしろあるのか。にも

かかわらず、専業主婦が「自由な時間が持てない」と回答しているのは、単に

物理的な時間のことではないのではないか。もっと感覚的、精神的なものも含

めて何か追い立てられているような感覚ではないか。 

 

議長） 

 全く同感。「自分の時間がない」とは、働いている人のほうが忙しいはず、む

しろ専業主婦の場合物理的な時間はあっても、四六時中わが子と向かい合って

泣きはしないかといつもはらはらどきどきし、ぴりぴりとした生活をしている。

主観的に子どもに振り回されているので「自分の自由な時間がない」というこ

とになるのではないか。 

 

椎名委員） 

 遊びも孤立化し、それが親になっていくと、近所の人と情報を共有すること

ができなくなるということもあるのではないか。 

 子どもたちの遊び方を見ていると、広い場所でも隅で遊ぶ子どもが多い。で

きるだけ、中央で遊ばせるよう指導するが隅で遊ぶ子がいる。将来的に対人関

係が心配。パソコン世代の子どもが親になるとますますその傾向が心配。 

 

議長） 

 といったことが、課題としていえますかね。 

 子育てはプライベートなことだと当事者も周囲の人も思っている。そのため、

困っている親や虐待行為をする親を見てもなかなか相談や通告につながらない

といったことがいえる。 

 このあたりのことは、どうすればいいか。 

 子育て経験者、高齢者ほど若い親に対して厳しく見ている。時代は変わって

いて、子育ては昔と違って親だけでするものではないというメッセージを出し

ていかないといけないのではないか。昔は、隣近所の地域の支えあいがあり周

りからアドバイスも得られ、井戸端会議などでの情報もあった。今の親は完全
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に孤立してしまって、時代が変わっている。昔子育てした人は、『自分は苦労し

て子育てした』と思っているので、若い人に厳しい。 

 

椎名委員） 

 核家族が問題かと思っていたが、この調査のデータから見ると大家族でも「子

育ての負担感」を感じている。どこかに、子育てを経験した人たち（親世代）

の伝承がうまくいかないのか。同居していても嫌々同居しているのか。 

 

井上委員） 

 この調査を見て、今まで、県も市町村もかなり虐待防止の PR をし、働きかけ

をしてきたはずなのに、でもなお、虐待について認識がわれわれが期待するよ

うにもたれていない。問題の深さというか、周知徹底することの大変さを改め

て感じた。 

われわれも PR してきたはずだが、当事者になると「虐待に当たるかどうかわ

からない」、周囲から見ていても「虐待といえるかどうかわからない」。虐待の

周知徹底は、見直さなくてはいけない。もう少し、虐待の認識が高く出てもい

いと思うが。 

 

議長） 

 工夫しなければいけないのは、周知の方法。従来の行政の周知の仕方は、リ

ーフレットか広報誌。今は活字離れが進んでいて、若い人は読まない。若い人

ほど必要な情報だが届かない。となると、今はインターネットや多面的な媒体

での周知方法が必要。 

 

類設計室） 

 集計をしていて感じたことだが、一方で「児童虐待は社会的な重大な問題」

と認識し、通告義務についても極端に低い数字ではない。マスコミや行政から

の文字情報として、観念としては頭には入っている。だが、実際に虐待をしそ

うになったり、その行為を目の前で見ても、頭で考える以前に「やばい」と感

じるか否かの感覚だと思う。頭で情報として理解することと、実際に潜在思念

で感じることとのギャップがあるのかなと思う。 

そこをどう繋ぐかが、広報の工夫の仕方、媒体の使い方で余地があるのでは。 

 

議長） 

 ビジュアル的な、漫画とか、情念に訴えるような工夫か。 

 

類設計室） 

 民間のコンサルタント会社としての視点だが、われわれの会社は、若い世代

と対話をする仕事もあるが、若い世代が変わってきていることを感じる。メッ

セージの伝え方として、世代間で違いがある。 

従来行政の伝え方の義務形、あるいは否定形では若い世代には伝わらない。

むしろ「ああしよう。こうしよう。」と「こうすればもっとうまくいくよ」とい

った可能性形で提示することが大事といわれている。たとえば、「虐待問題は、
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いけないことだ。だからこうでなくてはならない。かくかくしかじかは若い人

でもわかってはいる。ただ、「どうしていいかわからない。」 

ビジュアルも含めて、「こうしようよ」という可能性形の表現が望ましい。そ

の際に「子育ては親だけでは無理だよ」というざっくばらんに「お互い助け合

おうよ」というメッセージも込める方法だとわかってもらえる。 

 

議長） 

 行政と学識経験者で作る広報では、当事者の目が不足している。広報の企画

の段階で、子育てをしている人たちに参加してもらってどうしたら自分たちに

すっと伝わるかを検討することが望ましい。 

 

事務局） 

 今、行政課題に結び付けてご議論いただいている中で、資料 25 ページで、虐

待の経験で、市部が 7.2％、町村部が 6.4％となっている。虐待は都市化、核家

族化、プライバシーの概念などが進むなど都市部に集中して起こる問題なので

はないかと一部言われていて、町村部の取り組みが遅れている部分がある。こ

の 7.2 と 6.4 の有意差はあるのか。この数字は、行政として取り組むに当たり

意味のある数字であると思われる。そのあたりのご意見をいただきたい。 

 同じ表の中で低所得層に注目がいっているが、年収 1,200 万以上で、8.4％と

高い率が出ている。このあたりはどうなのか。 

 三世代・四世代家族の虐待問題は、高いとの話であったが、ここの表（P25）

で見ると「虐待をしたことがある」は。５．５％と低く、しかし「しそうにな

ったことがある」は、１８．９％と高い。こうした点をもう少し丁寧に見てい

く必要があるのではないか。 

 虐待をしたかどうかはかなり主観的だが、虐待を受けた経験は実態を反映し

ているだろうと言った議論が前回の委員会でなされた。P30 で見ると、「虐待を

受けた経験」について、町村部と市部で、13.1％と 11.6％は、「差はない」と言

えるのではないか。 

 市町村に働きかけるにあたり、「虐待の発生率に差はない」、潜在的な部分を

考えると町村部での取り組みを進めていく必要がある、と言えるのではないか。 

 

議長） 

 確かに従来は、核家族化が進んだことで虐待が増加しているのではないかと

言われてきたが、今回の調査では、都市部と郡部の開きがない。このことをど

う考えればいいのか。 

 

類設計室） 

 市部、町村部の検定は行うが、直感的には、この程度は、「差がない」と言え

ると思う。 

 

井上委員） 

 児童虐待は、津々浦々で発生している。沖縄県の通告件数もかなり多いと言

われている。どこでも起こりうると言える。 
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 年収も高いところで高い数字が出ている。高学歴、高収入でも児童虐待は発

生している。収入はあっても、虐待は防げない。 

 

議長） 

 児童虐待は、さまざまな原因があって発生するが、市部、郡部で比較するこ

とは無理がある。 

 郡部は、周囲に家がなく、また身近には年配者ばかりで悩みを共有しあう友

人がいない、まして都会から転入してくると孤立化する。嫁姑の確執、干渉さ

れることがすごいストレスになる。昔は、実家の親も厳しかったし、干渉され

た、今は少子化の中で大事に育てられ、そういうことに慣れていないなかで干

渉させるとよりストレスを高めると言うこともあるだろう。 

 さまざまな要因があって難しい。そういうことを考えると、井上委員が指摘

したように、どこでも、誰にでも起こりうることと言えるのかもしれない。 

 

事務局） 

 今回の調査を見て、驚いたことがある。ひとつは、多世代の家庭であっても、

子育て不安を訴える人が多いと言うこと。あるいは、専業主婦でも子育て不安

が多い。今まで、核家族で、保育など困っている人が、孤立化して心配がある

という方向が大きかった。そうした問題は確かにあるのだろうが、それよりむ

しろ、専業主婦に対する対策が必要なのではないかということがこの調査でで

たのではないか。行政の施策について、いろいろな手段を考えていく方向がで

てきたのではないか。 

 他もいろいろなことがあるのだろうが、私としては、このあたりが対策を講

じるべきことではないかと感じた。 

 

事務局） 

 １０Pの「通告・相談の阻害要因」のとり方だが、結論的には「通告によるト

ラブルに巻き込まれたくない意識がみられ、問題の潜在化、密室化が危惧され

る」とあるが、質問項目を単独で見ると、「通告に相手の親が腹を立てて虐待が

ひどくなるのではないか」と、むしろ虐待を顕在化することにより家庭の状況

を悪くするのではないか、という回答が高い。実際、児童相談所などでは、通

告することで、かえって子どもや家庭がひどくなるのではないかと言う意識に

あたることが多い。ここの数値の解釈はどういうふうになっているのか。 

 

類設計室） 

 トラブルというか、より面倒なことが起きるのではないかと言う意識が根本

的にあるのではないかと、トータルにみると言えるのかと考えた。プライベー

ト意識というものが阻害要因ではないかと考えた。 

 （虐待通告について）「すぐに対応してもらえるのか」という回答も 44.1％と

高率だが、阻害要因というよりは行政や関係機関への期待、要望というように

も捉えられるように思う。 
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事務局） 

 表題の出し方として、「阻害要因」と言うよりもむしろ「通告の際に不安に思

うこと」といった素直な表現にしたほうがよいのではないか。表題のまとめ方

が乱暴ではないか。 

 「トラブルには巻き込まれたくない」と言うことは潜在的にはあるのかもし

れないが、不安ということであれば「通告によってトラブルが解決するのか」

とか、あるいは「拡大するのではないかというような不安がつよい。」と言うよ

うな不安が強い、といった表現が適切ではないか。行政は、その不安を解決す

るために働きかけや説明をするというように結び付けていったほうがいいよう

に思う。 

 最初に議題になった「虐待の関連性について」は、あまり関連性を強調しす

ぎるのはどうか。逆に虐待経験者のうち 7 割近くは、被虐待経験がない。虐待

経験者のうち８割以上は、DV 被害経験はない。どちらが高いかと言えば、虐待

経験があったとしても虐待をしない親になっていると言う面も両面としてある

わけで、このあたりのことは、書き方を丁寧にしたほうがいいと思われる。 

  

議長） 

 このタイトルは、ちょっとマスコミ的に注目を引こうと言う観点からかかれ

たのか。今回の傾向はこれでわかりやすいが、行政の調査としては、あまり特

徴を強調するよりも淡々と言うことのほうが望ましい。 

 しかし、そういうことを考えると、行政の PR は面白くなくなる。 

 

事務局） 

 虐待は潜在しているという議論について感じたことだが、子育てをしている

概ね多くのお母さんたちは、一度も失敗しない子育てはないわけで、振り返っ

たときに、「子どもにかわいそうなことをしてしまった」という感情を持つ人が

多い。潜在的に虐待の経験が多いということではなく、お母さんたちの健康な

部分として子育ての中で虐待行為をしてしまったことをきちんと受け止められ

る受けとめ方もできないだろうかと思う。 

 

議長） 

 多いとか少ないと言うことではなく、数字を出すだけの見出しであれば、そ

れを見て励まされる人や、傷つくことを避けられるのではないか。 

 

類設計室） 

 表現については、そういう形のほうが望ましいのか。 

 特に８Pの 3つの円で表現しているところだが、それぞれ多いとか少ないと言

うことではなく、この重なりの人数がどういう要因なり、どういう影響がある

のかを追求してみてはどうかという意図がある。 

 そういう意図から言うと、被虐待経験はあるが、その後 DV や虐待につながら

ない人が、どういう環境にある人なのかを追及することは意義があるのではな

いか。 
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事務局） 

 児童虐待は許しがたい行為だとの認識は多くの人が持っているが、その児童

虐待はあくまで新聞報道で接している生命に危険が及ぼされる行為として認識

していて、それ以外のものは実感として児童虐待として認識していないと思わ

れる。それをカバーするのが、７Pの虐待の認知度と実際の行動との相関という

ことになるが、ただしこの「認知度」と言うのがよくわからない。「認知度」の

高い低いとはなにか。法律を知っているかどうかは「認知度」であろうが、こ

こは「認識」というほうが適切ではないか。しかし、何を持って「認識を高い」

と言っているのかあたりの定義や説明がないと、せっかくの分析が生きないの

ではないか。 

 

井上委員） 

 ２４Pの問い１９で、児童虐待行為の認識に関して「高い」かどうかを判断し

ているのだろうが、それはどのあたりが判断基準なのか。 

 

類設計室） 

 「まったく問題ない」「あまり問題ない」「虐待ではないが、不適切な養育」

などどう思うかを聞いているが、行為ごとに問い 16 を全部クロスして、問い 19

の１０の選択肢を全部合算すると言う形で、このサンプル数が出てきた。７Pの

下の表は、それに問い 16 をクロスしたもの。 

 なので、文章としては、「認知度の高いほうが」と言う言い方は若干正確では

なく、「行為の認識度と問題意識の相関関係」としてするのが正しいかと思う。 

 

議長） 

 あとは、行政機関の存在や各子育て支援サービスの認知度が極めて低い。こ

の問題をどうすればいいのか。 

 先ほど事務局が言ったように専業主婦についての子育て支援の充実を図る必

要があると思うが、サービスを用意しても必要な人に届かなかったり認知され

ないと意味がないが、このあたりはどう考えたらよいのか。 

 

小関委員） 

 公民館などで行政サービスはかなり進んでいると思われる。ところが、家庭

で新聞を取っていない世帯がある。そうすると広報が入ってこない。また、公

民館にはそういうものは置いてある。出向けば情報は手に入るが、そこに出向

くこともない。ではどうやって、手に入れるか。 

 問い 14 の結果、「隣近所の付き合いはどの程度か」の設問について、「挨拶を

する程度」「ほとんど付き合いがない」が半数弱。先ほど、地域差も薄れてきて

いるという状況もあるが、都市部（柏・市川地域）は「ほとんど付き合いがな

い」が 7.8％であるが、銚子・君津地域は 1.8％と、まだ隣近所の付き合いがあ

る。こういうところが何か突破口にならないだろうか。 

 子どものことで悩んでいるときに、通告と言うようなおおげさなことではな

く、「それはちょっとまずいのではないか」と声かけができるようなもの。情報



 10

が口コミで伝わるようなことが、突破口になるのではないか。 

 

議長） 

 なかなか行政サービスの情報が伝わらないということについては、こちらか

ら積極的に口コミを使うとか、ある意味での「おせっかい」が必要なのではな

いか。 

 それぞれの段階での関わりが必要では。具体的なイメージをお持ちであれば

示してほしい。 

 

小関委員） 

 例えば、小学校で行う入学前検診をしている間に保護者に話をする機会があ

る。そういうときにもこういうことにも触れていくなどの機会はある。どうし

ても保護者が来なくてはいけない場面の中で活用することはできる。 

 この調査結果では、主任児童委員の存在などは、非常に認知度が低い。主任

児童委員は地域の方で、こういう方が地域の中で関わってくれるようになって

ほしい。 

 地域や、学校教育の一部で共通の基盤で広がっていく要素をもっているので

はないか。 

 

椎名委員） 

 口コミは、大事。そこにいけば、安心していられる仲間が集まると、必然的

にだんだん広がりを見せていく。子育て支援関係でも、（保育）園にきている子

どもはいいが、家庭にいる子の場合、知らせる方法は、子どもに関わる人がど

こかの広場などに遊びに連れて来て、そこが「楽しい」という思いになればそ

こから発展していくのではないか。 

 今「育児講座」と銘打つとだめ。お母様方は、すでに情報を得ているという

つもりがある。それよりも「○○広場に遊びに来ませんか」としたほうが人が

集まる。そこでは、他の子どもを見ながら、「うちの子供と変わらない」事がわ

かったり、名札をつけることで「お宅も 2歳児ですね」といった会話ができる。

そういう活動がこれからますます必要。 

 口コミは、早い、伝達は正確。各種の団体を通じてそうしたことを取り組ん

ではどうか。 

 

議長） 

貴重な意見をいただいた。 

今後の予定について、事務局担当より説明願いたい。 

 

事務局） 

 本日の討議から、課題などが出されてきたので、事務局でまとめ、類設計室、

委員長と相談し、そのまとめたものを次回 5月 19 日に報告書案として出させて

いただく。 

 その間、必要があれば、郵便やメールで意見を頂きたい。その上でまとめた

い。 
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 6 月 6 日に社会的養護検討部会で各委員会から報告することになっており、当

委員会は、この調査研究の結果に課題と提言を含めたものを報告する予定。 

 また、次回の委員会は、報告書に加え、この調査結果を踏まえ、今後どうい

った調査研究が必要であるかを議論していただきたい。 

  

議長） 

 以上で本日の会議を終了する。 

 

司会） 

 長時間のご議論ご苦労様でした。以上で、第３回児童虐待防止調査研究員会

を閉会します。 


