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第20回児童虐待防止対策協議会 

議事次第 

 

 

日 時：平成29年11月22日（水）13:30～15:30 

場 所：中央合同庁舎５号館（厚生労働省） 

専用第22会議室（18階） 

出席者：別紙のとおり 

 

 

 

１．開 会 

 

２．議 事 

 （１）児童虐待防止対策の直近の状況及び取組について（関係府省庁） 

    ○ 内閣府 

    ○ 警察庁 

    ○ 法務省 

    ○ 文部科学省 

    ○ 厚生労働省 

 （２）児童虐待防止対策に関する取組状況について（関係団体５団体） 

    ○ （特非）家庭的保育全国連絡協議会 

    ○ （特非）子育てひろば全国連絡協議会 

    ○ （特非）児童虐待防止全国ネットワーク 

    ○ （特非）全国小規模保育協議会 

    ○ 日本子どもの虐待防止民間ネットワーク 

 （３）意見・情報交換等 

 

３．閉 会 
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○百瀬補佐 

 定刻となりましたので、ただいまから、第20回児童虐待防止対策協議会を開催いたしま

す。 

 御出席の皆様におかれましては、本日は、お忙しい中、御参集いただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

 進行を務めさせていただきます、私、厚生労働省子ども家庭局虐待防止対策推進室の百

瀬と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今年度でございますが、関係府省庁のほか、46の団体、45名の代表者等の方々に御出席

いただいております（なお、全国家庭相談員連絡協議会からは欠席との連絡有り。当日出

席団体数は45。）。ここで、本来であれば出席者の御紹介をさせていただくべきところで

ございますけれども、時間の関係もございますので、配付させていただきました資料の中

にございます出席者名簿により御紹介に代えさせていただきたいと思います。 

 なお、本協議会の開催に当たりましては、この後厚生労働省を代表して、高木厚生労働

副大臣から御挨拶を予定しております。現在、他の用務の都合のため、途中での入室とな

りますので、到着次第、御挨拶させていただきたいと思いますので、御了承いただきたい

と思います。 

 なお、副大臣の到着は13時50分頃を予定しております。その場合、関係府省庁からの御

説明いただいている最中、中断させていただくこともございますけれども、御了承いただ

ければと思います。 

 なお、カメラ等の撮影につきましては、恐れ入りますが、高木副大臣の御挨拶時のみ可

能でございますので、高木副大臣到着時に改めて御案内させていただきたいと思います。 

 それでは、本日の資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 お手元に資料を配付させていただいておりますけれども、上から順にご覧いただければ

と思います。一番上が議事次第、続きまして配置図、続きまして出席者名簿。この後、そ

れぞれダブルクリップ、小さいの大きいのありますけれども、４つあります。 

 まず一番上の小さいダブルクリップで、資料１－１から資料１－６まで含まれておりま

す。それから次に、資料２－１から資料２－４ということでダブルクリップの中に含まれ

ております。続きまして、これは大きなダブルクリップになりますが、資料３－１から資

料３－５を綴っておりますので、御確認いただければと思います。最後、資料４－１から

資料４－６までをダブルクリップで綴っております。 

 以上、資料の確認等させていただきましたけれども、資料の過不足等ございましたら、

その場で挙手いただきましたら、当事務局職員がお届けに上がりますので、お申しつけい

ただければと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 本協議会でございますが、公開ということで開催いたします。後日、資料及び議事録を

公開することを原則とさせていただきますので、御了解いただければと思います。 
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 それでは、議事に入らせていただきます。 

 児童虐待防止対策の直近の状況及び取組について、関係府省庁から御説明いただきたい

と思います。 

 なお、御質問等あるかとは思いますけれども、後ほど「意見・情報交換」の場でまとめ

て行いたいと思いますので、その際に御質問等御発言いただきますようお願いできればと

思います。 

 それでは最初に、内閣府の政策統括官付北風参事官から内閣府の取組についての御説明

をお願いいたします。 

 

○内閣府北風参事官 

 御紹介いただきました、内閣府青少年企画、青少年支援を担当しております参事官の北

風でございます。 

 資料１－１で説明させていただきたいと思います。まず、皆様方におかれましては、日

頃から児童虐待の防止に対して御尽力されていることに心から敬意を表しますとともに、

私どものところで担当しております子ども・若者育成支援施策の推進に御理解と御協力を

いただいていることに、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

 児童虐待については、児童相談所における相談対応件数が年々増加し続けるなど、引き

続き深刻な状況にあり、社会全体で取り組むべき重要な課題であると認識しております。

内閣府では、平成27年３月に少子化社会対策大綱、平成28年２月に「子供・若者育成支援

推進大綱」を策定しており、少子化社会対策及び子ども・若者育成支援の推進に取り組ん

でおりますが、これら法律に根拠を有する大綱に児童虐待に関する一連の対策についても

盛り込んでいるところです。 

 具体的には、お手元の配付資料１－１にありますように、まず、左側の欄でございます

が、「子供・若者育成支援推進大綱」の関連部分を抜粋したものでございます。ここには、

児童虐待防止対策として、妊娠や子育ての不安、孤立などに対応し、児童虐待のリスクを

早期に発見・逓減するよう努めること、児童相談所の体制整備や要保護児童対策地域協議

会の機能強化を図ること、児童養護施設等におけるケア単位の小規模化・地域分散化や里

親・小規模居住型児童養育事業への委託の推進、児童養護施設退所者へのアフターケアの

充実を図ることなどを掲げております。 

 右側の欄には、少子化社会対策大綱の関連部分を抜粋しております。この中で、児童虐

待の防止、社会的養護の充実といたしまして、児童相談所全国共通ダイヤル等の国民への

周知と啓発活動により児童虐待防止の機運を高めること、児童相談所、警察、学校等の関

係機関の連携と職員の対応スキルの向上により児童虐待の未然防止と重篤化防止のための

早期対応を図ること、被措置児童等に対する虐待の防止の徹底を図ることなどを記載して

おります。 

 今後とも、内閣府としては、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携・協力のも
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とに、児童虐待防止対策を含め、子ども・若者育成支援施策を総合的に推進して、子ども・

若者の健やかな育成を目指してまいります。 

 以上でございます。 

 

○百瀬補佐 

 ありがとうございました。 

 今、関係府省庁からの説明の途中でございますけれども、間もなく、高木厚生労働副大

臣が到着いたします。このことから、ちょっと中断させていただき、カメラの入室をただ

いまから認めたいと思いますので、カメラ、お入りいただくようお願いします。 

（カメラ入室） 

（高木副大臣入室） 

○百瀬補佐 

 ただいま、高木厚生労働副大臣が到着いたしました。 

 第20回児童虐待防止対策協議会の開催に当たり、主催であります厚生労働省を代表いた

しまして、高木厚生労働副大臣より御挨拶をさせていただきます。 

 

○高木副大臣 

 皆様、こんにちは。厚生労働副大臣を拝命いたしました高木美智代でございます。本日、

御多用の中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 また、お集まりの皆様におかれましては、日頃から児童虐待防止対策の推進のために御

尽力を賜り、心より敬意と感謝を申し上げます。ありがとうございます。 

 児童虐待につきましては、平成28年度中の児童相談所における児童虐待相談対応件数が

12万件を超えて過去最多となりました。また、子どもの命が失われる事件が後を絶たない

など深刻な状況が続いております。児童虐待は、単に親子間や家庭内の問題にとどまらず、

全ての子どもの健やかな成長のため、社会全体で取り組むべき課題でございます。 

 政府におきましては、こうした課題を解決するため、児童福祉法等の改正法案を２年連

続で国会に提出し、全会一致で成立いたしました。昨年の改正では、全ての児童が健全に

育成されるよう家庭養育優先の理念を明記するなど、児童虐待の発生予防から、虐待を受

けた子どもの自立支援まで一連の対策のさらなる強化等を図りました。さらに本年は、虐

待を受けている児童等の保護について、司法の関与を強化するなどの改正を行いました。

引き続き、改正法の着実な施行に取り組み、児童虐待防止対策がより一層推進されるよう

努めてまいります。 

 さて、今月は児童虐待防止推進月間でございまして、今年度の月間の標語は「いちはや

く 知らせる勇気 つなぐ声」となっております。国民の皆様に児童虐待について認識を

持っていただき、児童虐待かもしれないと感じた場合は、児童相談所、また市町村等への

速やかな連絡をお願いしております。皆様方におかれましても、是非積極的な広報に御協
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力いただければと思います。 

 本日お集まりの皆様は、それぞれのお立場で子どもや子育て家庭と身近に接し、子ども

の保護や自立、保護者支援などに携わってくださっていらっしゃいます。児童虐待の発生

予防から自立支援までの一連の対策を進めていく上では、関係団体と行政機関がそれぞれ

の役割を果たすとともに、互いに連携して対応していくことが重要でございます。 

 本日の協議会におきましても、それぞれの取組を共有し、また意見交換し、今後の活動

に生かしていただければと思っております。関係団体、また関係府省庁の皆様方には、児

童虐待を未然に防止し、子どもたちが健やかに育つ社会をつくっていけるよう、より一層

の御協力をいただきますようお願いを申し上げまして、私の挨拶といたします。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

○百瀬補佐 

 高木副大臣、ありがとうございました。 

 恐れ入りますが、カメラの撮影はここまでとさせていただきます。 

（カメラ退室） 

○百瀬補佐 

 高木副大臣でございますが、公務の関係で、ここで退室させていただきます。 

（高木副大臣退室） 

○百瀬補佐 

 中断となり、申し訳ございませんでしたけれども、再開ということで、引き続き関係府

省庁の取組等について御説明をお願いしたいと思います。 

 警察庁生活安全局少年課、金柿理事官から、警察庁の取組等についての御説明をお願い

いたします。 

 

○警察庁金柿理事官 

 ただいま御紹介にあずかりました、警察庁少年課理事官の金柿と申します。 

 早速ですが、警察庁のこちら、お手元に配付させていただいている資料１－２に沿って

説明をさせていただきたいと思います。タイトルに書かせていただいておりますとおり、

「平成29年上半期における児童虐待の状況について」、順番に説明させていただきたいと

思います。 

 まず、児童通告数について、上半期の状況でございますが、警察から児童相談所に通告

した児童の数は、お手元の頭紙の資料をめくっていただきますとグラフが出てくる状況に

なっておりますが、裏面の１に書いているとおり、３万262人という形で右肩上がりの状況

になっておりまして、平成23年以降、最多の状況、昨年比でも23.5％の増加という状況に

なっております。内訳につきましては、虐待態様別の中でも心理的虐待が約３割増加して、

全体でも約７割を占めているという状況でございます。 
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 次に、保護児童の数についてでございますが、児童の生命・身体の安全が脅かされる危

険があるとして、緊急時や夜間などに全国の警察として保護させていただいた児童の数は、

こちら、資料３にも記載のとおり、1,787人という状況でございまして、これも昨年の上半

期同期と比べますと約15％の増加という状況になっております。 

 また、３番に書かせていただいているとおり、児童虐待事件の検挙状況についてですが、

検挙件数、人員は、資料４、５、６、７を見ていただければ分かりますとおり、511件の検

挙件数、528人の検挙人員という状況でございまして、被害児童の数も519人という状況で、

頭紙の資料にはやや減少と書いておりますけれども、高どまりの状況が続いているという

状況でございまして、未然防止に引き続き努めてまいりたいと考えているところです。 

 当面の対策につきましては、頭紙の資料にも書かせていただいておりますとおり、児童

相談所を初めとする関係行政機関との情報共有に向けた協定締結などの取組を進めてまい

りたいと考えているとともに、全国警察といたしましては、現場警察官の対応能力向上の

ための教養を初めとするベストプラクティスの共有と、児童虐待現場に臨場した際に的確

な判断ができるようなアセスメントツールの活用というものを促進してまいりたいと考え

ているところでございます。 

 最後に、資料にはございませんが、今月の児童虐待防止推進月間についての全国警察の

取組について報告させていただきますと、本年も各種のキャンペーンを実施させていただ

いているほか、インターネットにおいても月間中の広報・啓発を全国の都道府県警察のホ

ームページでさせていただいているところでございます。また、実際の臨検を想定したよ

うな児童虐待防止に向けた専門的な研修というものも、各種、児童相談所と連携して全国

で進めさせていただいているところでございます。 

 警察庁からの報告は以上でございます。 

 

○百瀬補佐 

 ありがとうございました。 

 続きまして、法務省人権擁護局、谷中参事官から、法務省の取組について御説明をお願

いいたします。 

 

○法務省谷中参事官 

 法務省人権擁護局の谷中でございます。 

 私から、当局で行っております児童虐待防止に向けた取組等について説明させていただ

きます。資料につきましては、お手元にお配りさせていただきました資料１－３が当局の

ものになります。 

 法務省では、全国の法務局、また地方法務局、またその支局において、児童に関する相

談も含めあらゆる人権問題について相談に応じているところでございます。被害者から人

権侵害に関する被害の申告を受けたり、また、人権侵害の疑いのある情報に接した場合に
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は、人権侵犯事件として、事実関係を調査し、事案に即した適切な救済措置を講じており

ます。 

 まず、資料１－３の中の資料１をご覧ください。これは新たに救済手続を開始した人権

侵犯件数についてでございますけれども、平成28年は約２万件、２万弱、１万9,443件とい

うことでございます。また、このうち児童虐待の事件といたしますと586件となっておりま

す。また、当局では、人権相談の中で特に子どもの問題に特化したいくつかの取組を実施

しております。 

 資料１－３の中の資料２をご覧ください。まず１つ目は、子どもの人権110番による相談

の受付になります。子どもの人権110番とは、子どもの人権問題を専門に受け付ける専用電

話窓口でございます。通話料無料で、最寄りの法務局に相談ができるようにしております。 

 なお、この相談活動を周知強化するために全国一斉「子どもの人権110番」強化週間を実

施しておるところでございます。 

 ２つ目の取組は、お手元にお配りいたしました、そのめくっていただいたところにござ

いますけれども、子どもの人権SOSミニレターというものでございます。このSOSミニレタ

ーは、児童・生徒が身近な人になかなか話せない悩みや心配事を便箋に書き、郵送できる

ようにしたもので、宛先は各法務局となっております。また、送料は受取人払いとなって

おりまして、子どもでも手軽に投函できるように便宜を図っているものでございます。 

 なお、このSOSミニレターに関しまして、日本子ども虐待防止学会の奥山理事長様から、

前回の協議会におきまして、このミニレターの中に子どもの権利に関する記載を盛り込め

ないのかというような御意見をいただいております。前回の協議会においても御説明申し

上げたとおりでございますけれども、この子どもの人権SOSミニレターは、人権相談の敷居

を低くして、小中学生からの相談を誘引することに主眼がございます。現在のミニレター

のデザインも、このようなコンセプトから、難しい言葉や説明は可能な限り避けて、小中

学生にとって親しみのわくような文言や窓口を掲載するなど、相談の誘引を主としたもの

になっております。いただいた御意見につきましては、そのまま反映することは非常に難

しいとは考えておりますけれども、大変貴重な御意見であったと考えておりますので、今

後とも鋭意、改善できるところがないか検討してまいりたいと考えているところでござい

ます。 

 続きまして、資料２に戻っていただきまして、３つ目の取組といたしまして、インター

ネットにおける相談窓口も設置しております。これは相談者の利便性を向上させることを

目的として、受付窓口を法務省のホームページ上に設置して、いつでも相談できるように

用意したものでございます。 

 このような３つの組み合わせで、皆様の、特に児童、お子様になりますが、このような

相談窓口があることを多くの方に知っていただきたいということで、周知広報も行ってい

るところでございます。 

 当局では、児童相談所等の関係各機関との連携協力についてもさらに進めてまいりたい



7 

 

と考えておりますので、今後とも一層の連携協力をよろしくお願い申し上げたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

 

○百瀬補佐 

 ありがとうございました。 

 続きまして、資料１－４、文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課家庭教育支援

室、齋藤室長から、文部科学省の取組について御説明をお願いいたします。 

 

○文部科学省齋藤室長 

 文部科学省家庭教育支援室の齋藤でございます。日頃より文部科学行政に対しまして御

理解、御協力を賜り、この場をお借りしてお礼を申し上げます。 

 私からは、「文部科学省における児童虐待への対応について」御説明させていただきま

す。 

 資料の１ページ目でございますけれども、文部科学省における児童虐待防止対策は主に

２つございまして、１つ目は、学校、あるいは学校の教職員が児童虐待を発見しやすい立

場にあることからの学校や教育委員会における早期発見・早期対応等の取組の推進。それ

から２つ目は、児童虐待の主に発生予防の観点からの家庭教育支援の取組の推進でござい

ます。 

 資料の２ページをご覧ください。まず、「学校等における児童虐待への対応」について

でございます。学校等における対応としては、関係機関との連携強化、学校等から児童相

談所への情報提供、そして児童虐待の早期発見、早期対応、また、要保護児童対策地域協

議会への参画、学校との間の情報共有、そして、一番下でございますけれども、児童虐待

等に係る研修の実施、こういったものを求めておりまして、通知や各種の説明の機会をと

らまえて、教育委員会及び学校関係者への周知に努めているところでございます。 

 ３ページ目をご覧ください。「学校をプラットフォームとした児童虐待への対応」とい

うことでございますけれども、文部科学省におきましては、児童虐待への対応について、

早期発見・通告・情報提供が重要であるという認識のもとで、関係機関が連携・協力して

対応することが必要であることから、学校へのスクールソーシャルワーカー及びスクール

カウンセラーの配置の充実に努めているところでございます。 

 下ほどにございますけれども、平成30年度概算要求におきましても、スクールソーシャ

ルワーカー、スクールカウンセラーともに拡充するための予算を求めておりまして、これ

は平成31年度までに、スクールソーシャルワーカーであれば全中学校区に、スクールカウ

ンセラーであれば全ての公立小・中学校への配置を目指しているところでございます。 

 次に４ページ目でございます。家庭教育支援の取組についてでございますけれども、こ

れは事業内容の主に①の部分になりますが、訪問型家庭教育支援についてということで、
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近年の家族形態の変容、あるいは地域社会のつながりの希薄化等を背景として、保護者が

子育ての悩みや不安を抱えたまま地域で孤立してしまうことがあり、こうした保護者の社

会的な孤立感が児童虐待の要因の一つとしても指摘されております。 

 こうした保護者の孤立を防ぐための取組として、昨年度から訪問型家庭教育支援を委託

事業、モデル事業で行っております。例えば子育て経験者、教員OB、民生委員・児童委員

等、地域の身近な人材で構成されます家庭教育支援チーム等、そうした方たちが関係機関

と連携して、例えば不登校、貧困等の課題を抱える保護者に対して、個別の訪問型の支援

によるきめ細かな寄り添う支援を行うものでございます。 

 次に、資料の５ページをご覧ください。今月の「児童虐待防止推進月間」におきまして、

学校において児童虐待の早期発見、早期対応、被害を受けた児童の保護など適切な対応が

とられるよう関係機関に周知をしております。具体的には、児童虐待防止に係る研修の実

施、早期発見に向けた点検や通告、関係機関との連携強化のための情報共有、家庭に対す

る支援の実施などをお願いしているところでございます。 

 最後に、昨年度の協議会で、日本子ども虐待防止学会の奥山理事長様から御質問があり

ました、子どもたちの権利教育が今どのように行われているかということについてでござ

います。人権教育につきましては、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律及び人権教

育啓発に関する基本計画に基づきまして、各教科、道徳教育など学校教育活動全体を通じ

て、児童・生徒の発達段階や地域の実情を踏まえながら実施しているところでございます。 

 文部科学省としましても、厚生労働省をはじめとする関係機関と連携しながら児童虐待

の防止に努めてまいります。本日御出席の皆様方におかれましても、教育委員会、学校等々、

関係機関と連携した対応について、御理解、御協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 以上でございます。 

 

○百瀬補佐 

 ありがとうございました。 

 続きまして、資料１－５になります。厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策

推進室、宮腰室長から、厚生労働省の取組について御説明させていただきます。 

 

○宮腰室長 

 厚生労働省の虐待防止対策推進室長をしております宮腰です。 

 本日は、お忙しい中お集まりいただき、また、日頃から児童虐待の防止対策について御

協力いただいていることに改めてお礼を申し上げます。 

それでは、資料１－５に基づいて、「児童虐待防止対策の直近の状況及び取組について」

御説明させていただきます。 

 おめくりいただきまして、１ページ目になります。平成28年度における児童相談所の児
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童虐待相談対応件数についての資料になってございます。そこのグラフにございますよう

に、児童虐待相談対応件数、平成28年度は12万件を超えているという状況でございまして、

過去最多となっております。虐待相談の内容別の割合についてはその下の表にございます

が、心理的虐待が最も多く、次いで身体的虐待となっております。 

 虐待相談の相談経路、どこから相談があったかというものでございますが、その下の表

にありますが、警察等が一番多くて、その次が近隣、知人、それから家族、学校という順

になってございます。 

 ２ページ目をご覧いただければと思います。児童虐待による死亡事例についてでござい

ます。厚生労働省においては死亡事例の検証を平成15年から実施しておりまして、今年８

月に、平成27年度の事例について第13次報告ということでとりまとめたところでございま

す。 

 その下の段になりますけれども、第１次から第13次までの検証結果についてまとめたも

のがございます。心中以外の虐待死についてになりますけれども、０歳児が半分弱、中で

も０日児の割合が２割弱となっております。妊娠期、周産期の問題では、予期しない妊娠、

計画していない妊娠、妊婦健診未受診などといった方が25％程度、家庭が地域から孤立し

ていた場合というのが４割弱といった状況になってございます。 

 おめくりいただきまして、３ページ目をご覧いただければと思います。先ほど副大臣の

挨拶の中にもございましたが、平成28年、平成29年と児童福祉法の改正を行ってございま

す。３ページにございますのは28年の児童福祉法の改正の概要になっております。28年の

児童福祉法の改正については、児童福祉法の理念の明確化、児童虐待の発生予防から発生

時の迅速、的確な対応、被虐待児童への自立支援など、非常に幅広い内容の改正となって

おります。平成29年度から施行したという項目が多くなってございます。 

 児童福祉法の理念の明確化につきましては、児童は適切な養育を受け、健やかな成長・

発達や自立等を保障されることなどの権利を有すること、国・地方公共団体は保護者を支

援するとともに、家庭と同様の環境における児童の養育を推進することなどが規定されて

おります。このほかの事項については、本日、時間の関係もございますので、いくつかピ

ックアップして御説明したいと思います。 

 ４ページ目をご覧いただければと思います。市区町村における児童等に対する必要な支

援を行うための体制整備に関する概念図を整理したものでございます。改正法では、市町

村における相談体制の整備を進めるため、母子保健法に子育て世代包括支援センターと児

童福祉法に市区町村子ども家庭総合支援拠点、この２つを法律上に位置づけしてございま

す。 

 子育て世代包括支援センターについては、妊娠期からの総合的な相談、いわゆる全ての

妊婦、子どもに対する支援を行うための機関としてございます。それから、市区町村子ど

も総合支援拠点は、それよりももう少しきめ細かい支援が必要な御家庭や子どもたちに対

して支援を行っていく役割として、相談であったり、あるいは要保護児童対策地域協議会
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の調整機関、こういった役割を担っていただくということをしてございます。この２つの

役割については、一体的に、あるいは連携を密にいたしまして、子どもや家庭の状況に応

じて切れ目なく支援ができるような体制ということで、市区町村の体制整備を進めていく

ことにしてございます。 

 このように、子ども、あるいは家庭の状況に応じてきめ細かく市町村が相談して支援し

ていける体制整備、さらには、28年の改正法の中では児童相談所の体制強化等も盛り込ん

でございますが、そこからさらに支援が必要な場合には児童相談所が関わっていくという、

こうした状態像に応じたきめ細かな体制整備というのを進めていきたいと考えてございま

す。 

 続きまして５ページ目をご覧いただければと思います。やや字が細かくて恐縮ですけれ

ども、28年の改正法の中では、特定妊婦、要支援児童などに関する情報提供について、市

町村、あるいは児童相談所などから求めがあった場合に、関係機関が医療機関、学校です

とか、あるいは民間団体の方々、こういった方々が情報できるという旨が規定されており

ます。個人情報保護法では、法令で定めがある場合には、本人の同意を得ないで情報提供

できるということにされてございますが、今回の規定については、この法令に定めがある

場合というものに該当することになりますので、情報提供の依頼、そういったものがあっ

た場合には是非積極的に御協力をいただければと思ってございます。 

 ５ページ目はそれに関連する通知を出しておりますので、資料としておつけしておりま

す。 

 28年の改正法については以上でございます。 

 次、６ページをご覧いただければと思います。28年改正法の附則において、司法関与の

あり方について検討し、必要な措置を講ずるという附則がありまして、それを受けまして、

平成29年に、虐待を受けている児童などの保護者に対する指導への司法関与など、そうい

ったものについての改正を行っております。現在、平成30年４月の施行を目指して調整を

進めているところでございます。時間の関係上、内容は省略させていただきます。 

 おめくりをいただきまして、７ページ目をご覧いただければと思います。先ほど御説明

いたしましたとおり、平成28年の改正法においては、家庭養育優先の理念、こういったも

のが位置づけられたところでございますが、こうした理念をより具体化していくために、

本年８月に有識者の検討会において「新しい社会的養育ビジョン」が策定されております。

７ページの資料は概要になりますけれども、本日の配付資料の資料３－３には本文そのも

のをおつけしておりますので、またご覧いただければと思います。 

 今日は、ちょっと時間の関係上、内容の御説明は省略させていただきますが、こうした

ビジョンを受けまして、次の８ページにスケジュールを記載してございますが、このビジ

ョンの提言を受けまして、都道府県等において策定いただく計画の中にどのように盛り込

んでいくか、そういった内容について、今現在、社会保障審議会社会的養育専門委員会等

において御議論をいただいているところでございます。 
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 説明、少し駆け足になってしまいましたが、私からの説明は以上でございます。 

 

○百瀬補佐 

 引き続きまして、資料１－６になります。引き続き宮腰室長から、平成30年度「子ども

の虐待防止推進全国フォーラム」について御紹介させていただきます。 

 

○宮腰室長 

 引き続きまして、資料１－６をご覧いただければと思います。一枚紙になってございま

して、平成30年度「子どもの虐待防止推進全国フォーラム」についてという資料でござい

ます。 

 毎年度、主にはこの児童虐待防止推進月間において、全国各地で子どもの虐待防止推進

全国フォーラムを実施してまいりました。今年については、10月の終わりに高知県高知市

で予定していたところですけれども、残念ながら、台風のため中止になってございます。

例年、その場で来年度の開催地を発表させていただいておるのですが、この場をお借りし

て発表させていただければと思います。 

 平成30年度については、「子どもの虐待防止推進全国フォーラム in みやぎ」というこ

とで、宮城県仙台市で、平成30年10月28日に開催したいと考えてございます。内容等詳細

はまた追ってお知らせしていくことになりますけれども、是非来年度についても積極的に

御参加いただければということで、この場をお借りして発表させていただきます。 

 以上でございます。 

 

○百瀬補佐 

 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、関係府省庁からの虐待防止の直近の取組について説明を終わらせて

いただきたいと思います。 

 続きまして、議事の２つ目に入らせていただきたいと思います。児童虐待対策に関する

取組状況につきまして、本日、５つの団体の代表の方からそれぞれ御説明をお願いしたい

と思います。家庭的保育全国連絡協議会、子育てひろば全国連絡協議会、児童虐待防止全

国ネットワーク、全国小規模保育協議会、日本子どもの虐待防止民間ネットワーク、この

５つの団体から順次御説明をお願いしたいと思います。こちらにつきましても、御質問等

がございましたら、先ほどと同様、「意見・情報交換」の際に御発言をお願いできればと

思います。 

 それでは最初に、家庭的保育全国連絡協議会、鈴木会長から御説明をお願いいたします。 

 

○家庭的保育全国連絡協議会 鈴木会長 

 家庭的保育について取組を説明させていただきます。家庭的保育は、家庭的な環境の中
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で、０歳児から３歳未満児の３人から５人の少人数の異年齢の子どもを保育しています。

保育環境は保育者個人の住宅が多く、家庭と同様の環境において子どもが日常的に世話を

受ける場、安全に安心して生活できるふさわしい場となるように、また、家庭の生活環境

に近い経験が持てるような養護的な面も大切にして保育をしています。 

 少人数ですので、子どもとの関係では、子どもの気持ちや要求を把握しやすく、きめ細

やかに応答でき、保護者との関係でも、緊密になることから日常的に子育てに関する悩み

などの相談を受けています。地方自治体により保育所不足や乳児保育を補完するものとし

て実施されてまいりました長い歴史を持つ制度ですが、新制度では、地域型保育事業とし

て増え続ける待機児童対策の一つとなっていて、それも重要なことですけれども、それだ

けではなくて、低年齢児の保育のあり方として、少人数で家庭的な保育環境で保育を受け

ることの意義も大きいものがあると考えております。 

 昨年から児童虐待防止対策協議会の構成団体として参画させていただいており、本年は

会員などから児童虐待防止に関するポスター配布への高い要望があったため、街角ポスタ

ーをニュースレター28号に同封して保育室に掲示し、虐待防止への協力をお願いしている

ところです。このニュースレターは年３～４回発行しまして、１回が約1,000部、会員と自

治体、支援者向けに発行し、郵送により情報提供しております。 

 福井県で開催された「子どもの虐待防止推進全国フォーラムin ふくい」の報告書をいた

だいて、基調講演「子育ての基本について考える～アタッチメントという視座から見る虐

待～」を読ませていただいて、アタッチメントにあるということを知り、このことをニュ

ースレター27号にて会員に伝えました。今後とも家庭的保育を通じて児童虐待の未然防止

に努めていけるように、会員にいろんな情報を伝えていきたいと思っています。 

 最後に、訪問型保育が行える虐待防止の可能性について提案させていただきます。2015

年度に虐待で亡くなった18歳未満の子どもは84人に上り、心中における虐待死では、実母

の６割がうつ状態で、そのうち２割近くは産後うつと診断されたとのことです。その中に

は母親が双子とともに心中した事例があり、心を痛め、とても悲しい思いをしました。 

 双子を育てる保護者の中には、出産後体力が回復し、一人で子育てができるようになる

まで５か月ぐらいかかる保護者もいらっしゃいます。私は、横浜市で家庭的保育事業をし

ていた時に、地区センターという、東京で言えば児童館のような遊び場で、１歳になった

ばかりの双子のお母さんたち、子どもたちと一緒によく遊んでいました。そのお母さんは、

親子を丸ごと見てくれて、一緒に生活してくれた実家があったからこそ、ここまで何とか

無事に育てることができたと言っておられました。 

 実家が頼れる状態ではないなどの理由で援助が得られずに、子育て支援を求めているに

も関わらず、個別の支援が十分受けられない親子がいると思います。退院直後から毎日、

夜中も何回か目を覚まし、授乳やおむつ交換をする。それが２人分です。せめて夜中の授

乳が終わり、母親の体力が戻る生後４～５か月頃までは、子どもの命も母親の命も大切に

するための産前産後支援をお願いしたいと思います。ある自治体の産前産後ヘルパー派遣
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事業では、利用時間と利用回数は、１回２時間以内、１日２回まで、産後20回以内、多胎

児出産の場合は産後40回以内となっています。 

 ということは、１日４時間、40回で打ち切りということになります。多胎児の場合はた

だ単に回数を倍にすれば良いという話ではないと思います。体力がない中で出産に臨むこ

とが多いため、正常なお産と違って産後の肥立ちが悪く、５か月ぐらいかかる人もいるの

です。生後２か月のまだ夜中の授乳が続いている中で打ち切られたのでは、母親は２人分

の赤ちゃん中心の生活で疲労が蓄積されて、うつ状態になりやすいと思います。母親が健

康であってこそ子育ては楽しいものになります。 

 未然に防止をするために、例えば午前と午後、シフトを組んで、マンパワーによる１日

８時間の援助があれば、母親を昼間寝かせてあげられるようになります。そして徐々に体

力がついて、希望を持って子育てをしていかれるようになると思います。このようなきめ

細かな対応が望ましいと思います。実母の６割がうつ状態で、うち２割近くが産後うつと

いう心中による虐待死の現状を減らし、未来を担う子どもたちへの虐待が起こらないよう

な社会をつくるために、現状の訪問型保育を発展強化させ、保護者とともに赤ちゃんのお

世話をする短期集中型保育事業のような施策を増やしていただくことを提案いたします。 

 以上です。ありがとうございました。 

 

○百瀬補佐 

 ありがとうございました。 

 続きまして、資料２－１になります。子育てひろば全国連絡協議会、坂本副理事長から

御説明をお願いいたします。 

 

○子育てひろば全国連絡協議会 坂本副理事長 

 皆さん、こんにちは。子育てひろば全国連絡協議会の副理事長をしております坂本でご

ざいます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 私ども、子育てひろば全国連絡協議会は、地域子育て支援拠点事業を全国で担っており

ます実践者の団体でございます。昨年度で、この地域子育て支援拠点事業、いわゆる子育

て支援センターとか子育てひろばと言われる施設は全国で7,000か所以上整備されており

ます。そのうち1,300ほどの会員が私どもの方に所属してくださっております。先ほど虐待

死の数字の御紹介がございましたが、３歳児以下の子どもが76.5％を占めているというお

話がありました。これらの子どもを養育している親たちが地域の身近なところで利用して

いただく施設ということで非常に整備が進んできておりまして、地域の中で様々な場面で、

今日会議に御参加いただいている皆様方と連携させていただいているところもあろうかと

思います。 

 本日は、資料として、私どもが自主調査を行いましたこの資料を配付させていただいて

おります。全国の私どもの会員以外も含めまして7,000か所の拠点から抽出した拠点に調査



14 

 

を送りまして、利用している親子の状況をお伺いしたものでございます。今、都市部、地

方を問わず、自分が生まれ育ったまち以外で子育てしている親が大変多くなっております。

この調査でも、72％が身近なところに親族や友人などがいない地域で子育てをされており

ます。私どもでは「アウェイ育児」とそういった人たちを名称づけましたが、非常に大き

なマジョリティになっていることがうかがえます。ただでさえ子育てがなかなか経験不足

な中で、親としてのスタートを切る今の若い親世代でございます。こういった環境の中で

どうやって支援、サポートを、虐待につながるようなストレスを軽減させていくのかとい

うことで、この7,000か所の拠点整備というのはこれから非常に、皆様と同様に、虐待予防

という観点で力を発揮していけるところに来ていると考えております。 

 多くの拠点事業の中では交流型の支援は日常的に行われております。家庭の中で孤立感

を高めた親子、密室的な状況にある親子が地域の中でそういった場に一歩踏み出していく

というところから、ストレスが解消されて、同じように子育てしている親子と交流してリ

フレッシュされる。そういったことで、日々募っていく子育てによる負担感や悩みといっ

たものを、毎日、日々日々リセットしていくことができる場でもあると考えております。 

 虐待を恒常的に行っている親の支援や改善といったところには、専門機関の皆様方のよ

うに力を発揮することはなかなか難しい事業体ではございますが、今現在、０歳から４歳

の子どもの1,000人当たりに1.4か所、この拠点は整備が進んでおります。ここで予防的な

活動をしっかりと取り組むことが実際に様々な機関にお世話になるような親子を水際で防

いでいくということに非常に力を発揮できると考えております。 

 実際、今ある全国の拠点でも、虐待のこの月間に関しては様々な取組がなされています。

日常的に虐待、虐待と言うのではなくて、この月間に集中して、オレンジリボンをつけた

り、この間に、なぐらない、叩かない子育てを考えるとか、アンガーマネジメントについ

て啓発する。あと、揺さぶられっこ症候群などの情報を提供する。そういったきめ細かな

展開が7,000か所の拠点で一斉に行われるようになれば、これは非常に大きな予防効果を発

揮するのではないかと思っております。 

 今、子育ては大変負担感の大きい営みとなっております。結婚もしたくない、家族も持

ちたくない、できれば子どもというような厄介なものは欲しくないというような考えを持

っている若い世代がとても増えております。そんな中で、子育てのハードルというのは非

常に高まっていっていると思います。子どもを産み育てること自体が日々ストレスを重ね

ていくというような実態になっているのも事実でございます。そういったものを、今日の

ストレスは今日ひろばでみんなとリフレッシュして軽減する、明日に持ち越さない、そう

いった場所の整備がやはり予防の第一歩だと思います。実際に7,000か所整備していただい

たおかげで、そういったことが全国の津々浦々で展開できる状況になってきたと思ってお

ります。 

 私どもの協議会では、拠点事業を長らくやっていらっしゃるところでは非常に力量を持

った方たちがいらっしゃいます。子育て世代包括支援センターなどにも協力したり、要保
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護児童対策地域協議会の中で事例の共有をさせていただいたりするような蓄積を持った支

援者のいる拠点も育ってきております。是非もう一歩踏み込んだ虐待予防に関する御協力

をさせていただければなと思っております。 

 そこで１つお願いなのですが、このところ、利用者支援事業等で、私どもの会員と様々

な勉強をしております。その中で事例検討の材料として上がってくるものに大変虐待を含

んだものが多くなってきております。それもかなり深刻なものです。そして様々な機関と

連携して取組をされている事例が上がってきております。要保護児童対策地域協議会のメ

ンバーに拠点の従事者が入っている自治体というのはまだまだ少ないように思われます。 

 是非この水際で予防することもできる、まさに対策を一緒に行っていくことができる拠

点を要保護児童対策地域協議会のメンバーに組み入れることを積極的に御指導いただけれ

ばと考えております。 

 以上でございます。 

 

○百瀬補佐 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、資料２－２になります。児童虐待防止全国ネットワーク、吉田理事長から

御説明をお願いいたします。 

 

○児童虐待防止全国ネットワーク 吉田理事長 

 児童虐待防止全国ネットワークの吉田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、日頃より児童虐待防止の啓発キャンペーンでありますオレンジリボン運動に様々

な形で、国、地方公共団体、また民間団体の皆様方の御協力をいただき、この場を借りて

御礼申し上げます。ここで私たちの活動について簡単に紹介させていただきます。 

 私たちは、オレンジリボンをシンボルマークとして、児童虐待のない社会を一日も早く

実現しようとキャンペーンをしております。この活動の内容ですけれども、私どもの資料

２－２にありますように、布リボンを今日用意しましたけれども、こうしたリボン、また

はピンバッジをつけて虐待防止を訴え、理解者を増やしていこうということであります。

また、それとともに、資料にありますようなリーフレットを使って、学生、また市民の方

への虐待の勉強会等を開いて、啓発を行うという活動をしております。 

 特にオレンジリボンのキャンペーンに関しましては、今日御用意いただいた別冊の厚い

資料がありますけれども、その８ページ以下に、私どもが今年度行いましたオレンジリボ

ンキャンペーンの活動内容が載っております。 

 例えば、シンポジウム、フォーラム、また最近では、オレンジ色のたすきをかけて防止

を訴えるという運動も広がっております。上から３番目にありますが、ポスターコンテス

トという形で、虐待防止のポスターデザインをお願いする。一般の人に加えて、ユース部

門ということで、小学生、中学生にもポスターを作ってもらって、若い人にその虐待防止
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についての理解を深めていただくことも行っております。 

 そして、この資料にはありませんけれども、今年も全国の保育士養成の大学、専門学校

等に呼びかけまして、学生によるオレンジリボン運動を行っていただいております。ちょ

うど11月、大学祭が開かれる時期でもありますので、それを中心にして、普段の学習の成

果を大学祭で披露するとともに、おいでになった方にオレンジリボンをつけていただくと

いう形のキャンペーンも進めております。 

 また、私たちの団体には、支援団体、支援企業という御登録いただいているところがあ

りますので、そちらの御協力をいただいて、今年は全国で18万枚、「189」の番号を入れた

虐待防止の啓発マスクを配布するという活動などもしておりますので、今日おいでの皆さ

ん方とともに、オレンジリボンについて一緒に啓発活動ができればと思います。もしそう

した予定がある、またはアイデアがあるということであれば、私どもに御連絡いただきた

いと思います。 

 そして、こうした啓発活動とともに児童虐待防止法をさらに良い内容にしていく、また

は児童虐待防止、社会的養護の施策の充実を図るためのソーシャルアクションを行ってお

ります。つい先日、この間の日曜日でありますけれども、副大臣にもおいでいただきまし

て、虐待で命を落とした子どもの冥福を祈る集会を開きました。こうした悲惨な事件が起

きないように、一人一人ができることをして虐待防止をしていこうという活動、これがま

た施策の充実につながっていくと思います。 

 さらに、虐待という言葉が大変重いというので、なかなか自分とは関係ないのだとか、

少しそれにはついていけないという人もいる。大事なのは、虐待になってからではなくて、

これをどう予防するかという訳で、私たちは、子どもと子育てにやさしい社会が虐待のな

い社会につながるということで、子育て支援の充実が虐待の予防に非常に大切だと訴えて

います。それも、市民一人一人ができること、例えば、親御さん、子どもにちょっとした

声かけをするとか、電車の中で泣いているお子さんを抱っこしているお母さんに、冷たい

目で見ないでくださいと、そういうことも大事ではないかということで、こうした活動を

しております。 

 そして３つ目が、体罰の防止であります。新聞などで見ますと、しつけのつもりが、つ

い行き過ぎて命を落としてしまったという事例をよく見ます。恐らくそうした親御さんは、

子どもをしつける時にたたくというのが正しい方法だと思っている、またはそれを自分は

学んできた。ところが、実際には、たたかなくても、どならなくても子育てできるのだと

いう、それを知る機会がまだ十分知れ渡ってはいないのではないかということで、体罰の

禁止を法律で明示するとともに、体罰を使わない、どならないで子育てができる、そうし

た方法についても普及していこうということで、これは、昨年度ですか、厚生労働省で作

っていただきましたリーフレット、そうした「たたかない・どならない子育て」のための

愛の鞭ゼロ作戦リーフレット、これをさらに活用していきたいと思っております。 

 という訳で、様々活動しておりますけれども、オレンジリボンを中心に、こうした虐待
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防止の協力、連携がさらに広がっていけばということで、今日お願いした次第でございま

す。どうもありがとうございました。 

 

○百瀬補佐 

 ありがとうございました。 

 続きまして、資料は２－３になります。全国小規模保育協議会、駒崎理事長から御説明

をお願いいたします。 

 

○全国小規模保育協議会 駒崎理事長 

 全国小規模保育協議会理事長で、認定NPO法人フローレンス代表の駒崎と申します。 

 最初に、こども宅食という事例の御紹介を皆さんにさせていただきたいなというのと、

２つ目は、この場に関する意見を申し上げたいなと思っております。 

 まず１つ目です。このこども宅食という事業を最近、４月から始めました。キャッチフ

レーズは、「とどく、つながる、みらいのために」ということで、子どもたちの家、特に

児童扶養手当、児扶手受給していたり、あるいは就学援助世帯ということで、低所得の子

どもたちのおうちに直接食料を届けるという事業になっています。食料を届けるだけでな

くて、そこからソーシャルワークにつなげていくというアウトリーチ型の支援というもの

を行っております。 

 エリアは文京区です。文京区というと、世の中的にはすごく豊かなところというイメー

ジがあるのですけれども、意外や意外に、こうした対象世帯数が1,000世帯ありまして、か

なり見えない貧困というような状況になっている訳ですね。この1,000世帯に対して対象を、

まずは150世帯に対して段ボール１箱分の食料を月１回送っていこうということでやろう

としているのですが、この150世帯の枠に対して申し込みを募ったところ、450世帯の方か

ら応募が来ました。これは非常に多いなと思ったのですね。類似の事業で、且つ、東京23

区の実績から言うと、申し込み率は15％ぐらいのはずですけれども、実際ふたをあけてみ

ると45％だったと。 

 そのある種の一つの要因として、LINEという、皆さんも使われているかもしれませんが、

SNSを通じて申し込みができるというふうにしました。それがすごくよかったようで、非常

に高い申し込み率になったのですね。最近、電話相談とかの枠組でLINEを使われている事

例とか出てきていると思いますが、かなり相談のハードルを下げる効果があるなあという

ことをここでも確認しましたので、是非皆さんの現場でもLINEを使われると良いかなと思

いました。 

 このLINEでつながっておくと、ちょっと何か不安だとか心配事がある、相談したいみた

い時に、役所の窓口まで行ってというのはかなりハードルが高いので、LINEでちょこっと

聞いて、それに対してつかまえて、そこからソーシャルワークにつなげていくみたいな形

ができますので、そういった意味で、SNSを使ったアウトリーチというような形でやってい
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こうとしています。 

 いろんな反応が出てきていまして、喜んでくださる御家庭が結構ありました。やはり自

分から役所に行くというところではないということとか、あるいは、ケアをしようとして

くれているというような気持ちがうれしいであるとか、そういったところで、実際様々な

御意見をいただきました。 

 僕自身も配送をしているのですけれども、その場に行くと、一見、普通のマンションだ

なみたいなおうちなのですね。でも、入ると、電気とかも全部消えていて、家具とかもぼ

ろぼろで、すごくお母さん頑張っていて、子どもは発達障害があって、でも、回りがみん

な塾に行っているから、塾には行かせているんですと。塾代は自分が朝御飯とお昼ご飯を

抜いて、そこから捻出しているんですよみたいなことをすごく誇らしげにお話ししてくれ

たりするようなケースがあって非常に胸が詰まる思いだったのですけれども、ただ、そう

いった御家庭は普通のマンションに住んでいるので、その状況が見えてない。外から支援

しようというふうにはならない訳ですね。これは虐待の温床にもなっていく問題ではない

かなと思います。 

 この状況に関して、フローレンスだけではなくて、文京区と、あとは配送会社のココネ

ットという株式会社、またいくつかのNPOや財団が組んで、それでこの配送を行っていると

いう形で、これは海外でコレクティブインパクトという手法なのですけれども、企業やNPO、

行政が枠組超えて手をつなぎ合って一つの事業をつくっていくというようなやり方をやっ

ています。 

 この虐待に関しても援用できるかなと思うのが個人情報の取り扱いというものでして、

基本、行政が子どもたちの情報とかを民間の団体でシェアするとかいうことはなかなかし

てくれないし、ハードルが高い。がゆえに、民間の団体というのは暗闇の中で支援をして

いくしかないという状況があったりしますよね。どこの誰が支援必要なのかよく分からな

いけれども、何となくこども食堂やっていますみたいになりがちですので、そういったと

ころにピンポイントで、この御家庭、支援が必要ですよねという情報をある程度共有して

いければ、集中的に支援というのをできるはずなのですね。そういう時に、個人情報保護

法がみたいなことで法律が邪魔しているという状況があったりするので、そこら辺を是非、

個人情報保護法の取り扱いが総務省なのか厚生労働省なのかよく分からないですけれども、

現場で効果的な支援していくということのハードルになっているという現状を是非国の官

僚の方々、知っていただきたいと思うのですね。 

 逆に、そこがクリアーできると、民間と行政で情報を持ち合いながらピンポイントで支

援していくということが可能になってくるのですね。今回、文京区も、そのハードルがあ

って、情報は共有できないけれども、でも、窓口でひとり親の児童扶養手当の申し込みの

時にパンフレットを渡せるよとか、ぎりぎりすれすれでそこに抵触しないみたいなやり方

をやっているのですけれども、そんなのではなくて、データベース共有しようよというこ

とができればもっと効果的にやれるという話なので、ここはこの虐待の問題に関しても同
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じかなあと思うのですね。 

 区内でも、保育課と子ども家庭支援センターで情報を共有できないみたいなことになっ

ているので、それはやってみて驚きだったのですけれども、それってやはり虐待対応の生

産性下げるよなと強く思っていますので、是非そういったところを超えていきたいと思っ

ていますが、こんな感じで、食料を届けるということをして信頼関係をつくって、そこか

ら悩み事や、あるいは、家に行きますので、家の状況とか分かる。そこからソーシャルワ

ークにつなげていくというような方法もありますよと。日本の相談援助のやり方として、

基本的にはお店モデルなので、役所に来てくださいね、不安があればという形ですけれど

も、それだと対応がやはり難しいのですね。だから、出張っていくというのはすごく重要

なので、そうすると、アウトリーチの機会をつかまえていけるような事業枠組というのを

つくってもらいたいなと思っています。 

 今、適当な補助金が使えないので、一応ふるさと納税を文京区にしてもらえればこども

宅食に行きますみたいなモデルにして、民間でお金を融通しているのですけれども、本当

はちゃんと継続的に税を使ってやれるような仕組みがないといけないなあと思っています

ので、是非ちょっと政策化に向けて検討いただきたいなと思っています。というのが事例

の共有でした。 

 ２つ目、僕、途中で中座しなくてはいけないので意見を言わせていただきたいと思いま

すが、この虐待防止対策協議会ですけれども、これだけ日本全国各地で現場で虐待予防に

取り組んで、また虐待の対応に取り組まれている民間団体、あるいは行政の方々が総結集

している場ですけれども、果たして意味があるのかというふうに疑問を呈したいと思うの

ですね。これに座って、みんなでそれぞれ、これやっています、あれやっていますという

話をするだけで本当に虐待の数を減らせるのか。 

 もっと、例えば分科会をつくったり、あるいは何がこの児童虐待を生み出していて、最

も要因となっている、ボーリングで言うところのセンターピンは何なのか。そして、それ

に対応するためには、一体今何が足りなくて、あるいは現場でどの法律が邪魔をしていて、

それを一緒になって直していこうよという場にしないと、これだけの皆さんがお忙しい時

間を割いて集まってやる会議としては意味がないのではないかなと思わなくもないのです

よ。これは皆さんの意見も聞きたいです。 

 例えば、僕たち、フローレンスで特別養子縁組支援しています。相談に乗っています。

望まない妊娠の。毎日毎日電話がかかっているのですよ。例えば、この前、14歳の中学生

からかかってきました。彼氏とセックスしちゃったんだけれども、妊娠してますかねみた

いな話ですね。そういうのを毎日受けていると、これって教育現場でちゃんと性教育しな

いとだめなのではないかなと思ったりする。でも、そうした時に、文部科学省は何で性教

育ってちゃんとできないものなのですかねというようなことを知りたいのですね。 

 それは何かハードルがあってできないということだったら、民間からムーブメントを起

こして、民間でそういう受け皿つくっていきましょうよみたいな話を、例えば我々とどこ
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どこさんでとりあえずやってみましょうよみたいなことができるかもしれない。そういっ

たプロジェクトが生まれるかもしれません。また、特別養子縁組やっていく際に、虐待を

している御家庭から、親権が強過ぎて、なかなか里親や、あるいは特別養子縁組に結びつ

かないみたいな問題、皆さんもありますよね。そうした時に、これは民法改正しないとや

はりだめなのですかねみたいな話というのを是非法務省の方に聞きたいのですね。いや、

そうでなくて、解釈でいけますとか、通知でいけますというのだったら、ちょっとそれや

りましょうよというふうにしていけたら良いなと思うのですね。 

 そういう横断的な、省庁をまたいだりとか、あるいは民間団体またいだりするようなも

ので、でも、何らか、我々の現場の活動を阻害しているものというのを浮かび上がらせて、

それに対して知恵出し合いながらアウトプット出していきましょうよとやっていかない限

り、ここでみんなで集まって一言ずつ言って、頑張っていますと省庁の人たちがこういう

資料出して、はい、解散、これを毎年毎年繰り返していても子どもたちは救えないのでは

ないかなと思うのです。そう思いませんか、室長。 

 なので、分科会やるなり、具体的にアウトプット出せる何かをしましょうよ。もしそれ

で何か手伝えることとか貢献できることがあるのだったら全力でやりますので、是非おっ

しゃっていただけたらなと思います。この場のやり方、つくり方自体、ちょっと考え直し

てもらえたいなというのを申し上げたいと思います。 

 以上です。 

 

○百瀬補佐 

 ありがとうございました。 

 それでは、最後になります。資料は２－４です。日本子どもの虐待防止民間ネットワー

ク、兼田事務局長から御説明お願いいたします。 

 

○日本子ども虐待防止民間ネットワーク 兼田事務局長 

 日本子ども虐待防止民間団体の集まりのネットワークです。 

 私どもの団体は、2004年に全国の団体が集まりまして、大体30ぐらいだったのですけれ

ども、立ち上げましてずっと来たのですが、段々その団体そのものが活力なくなって、も

うやめてしまった団体もありまして、なかなか上手くいってないという状態ですね。途中

で、ナビダイヤルで全国の相談機関を結んでやっていた時期もありました。これは厚生労

働省の「189」になる前の前のナビダイヤル化の前にやったことですけれども、それが段々、

厚生労働省が「189」もできましたのと、我々の方がお金がなくなってきましたので、一昨

年ぐらいに廃止したと。現在やっているのは、メール相談を一生懸命やらせていただいて

いるので、今日はそのことをお話ししたいということです。 

 メール相談は愛知が中心でずっとやっているのですけれども、2003年ぐらいからメール

で相談が来始めました。ただ、その当時はメール相談について特にやってなかったもので
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すから、事務局から返していたり、専門の人へ回して返していたりというようなことで、

その場しのぎの対応でしたけれども、2007年ぐらいに何とかシステムをつくって始めまし

ょうということで、愛知で始めました。そして、2009年から本格的なシステムを構築して、

始めたのですね。その当時は、まだメール相談、なかなか数が増えなかったのですが、2011

年に宮崎が参加しました。そのぐらいから段々増えてきまして、2014年、仙台のCHAPとい

うのが参加して、それぞれ、今、分担してやっているという状況です。 

 これまでにお受けしたメール相談は7,700件ぐらいということですけれども、最近の５年

間の受信件数、その下に書いておきましたが、2013年が676件で、段々増えてまいりまして、

15年からは1,000件を超えていると。今年が、11月11日現在で1,000件ですので、多分1,200

件ぐらいになると思います。大体月に100件ぐらい、メール相談を受けております。メール

相談は、送ってこられる方が、私は何歳でとか、どこどこからというのはあまり書かれな

いので具体的な統計は分からないのですけれども、相談内容の例を分類して皆さんに今日

御紹介しようということで、そこに書いてまいりました。 

 文面を読んで判断すると、大体若い方が多いです。一番若いのは小学生が携帯で送って

くるのがありますけれども、30代ぐらいまでで７割ぐらいではないかなということです。

１つは、虐待してしまう親さんですね。母親がほとんどですけれども、一番多いのは、子

育てで疲れてイライラして子どもをたたいてしまったということですね。それ、どうしま

しょうというような相談です。それから、たまにですけれども、お父さんが、自分の妻が

子どもを虐待しているけれどもどうしたら良いでしょうかという相談もあります。それか

ら、よくあるのは、かわいいとは思えないとか、それから、再婚で、お父さんが暴力を振

るうということもありますね。 

 一番問題なのは、本当は警察に捕まるのはほとんどは父親だと思うのですけれども、そ

ういう加虐待の方からの相談というのはないということで、これはそのままずっとどこに

もつながらず、犯罪になって初めてということになると思うのですけれども、ここら辺を

何とかできると良いなということです。 

 それから、子育て不安・イライラということで、お母さんが中心ですけれども、先ほど

の双子の子育ての方とか、それから、今ほとんど母親も働いておりますので、両立が難し

いということです。これも、ここに集まっていらっしゃるようないろんな社会資源があっ

て、アウトリーチでサービスはあるのですけれども、そういうところへなかなかつながっ

ていかないというところで、つなげていくことを何とかしないといけないなということで

す。 

 それから、我々、電話相談もやっているのですけれども、電話相談は年齢が上の方が多

くて、実際虐待されているという方はすごく少ないのですけれども、メール相談では虐待

されている子どもたちからの相談が多いのですね。親から虐待されていて、やはり怖いで

すから、なかなか相談できないと。辛い、死にたいというのは割と多いのですね。 

 それから、おもしろいと思ったのは、付き合っている彼が虐待されていると。彼は相談
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できないのですけれども、彼女から、彼を何とかしたいという相談は割とあります。それ

から、DVですね。これは警察に関係してくると思うのですけれども、お父さんの激しいDV

でみんな怯えている毎日だとか、このメールもばれたら怖いというようなことも送ってい

ます。それから、ネグレクト的な、お小遣いがほとんど貰えないとか、それから、今のネ

ットの話で、いじめになるのですけれども、ゲームでいじめられているということで、小

学校高学年ぐらいからはこのような相談があります。それから、虐待はずっと尾を引きま

すので、過去の虐待の後遺症に苦しんでいる人たちというのは非常に多くて、そういう方

の相談も多いのですね。 

 裏に行っていただくと、精神科に通っている方も割と多くて、そういう方の中に、やは

り自殺とかそういうことを考えてしまうと。それから、ひきこもりになっている方とかい

う相談もあります。それから、もう一つ心配されるのは、自分が虐待を受けて育って、親

になって自分もしてしまうのではないかという不安をずっと引きずっている方も割と多い

みたいですね。そして、またこれは本当に悲劇なのですけれども、自分を虐待した親を介

護するはめになって、今度は高齢者虐待をしているというようなことを告白されている方

もあります。この辺についてはなかなか、こちらはいろんな資源は紹介しますし、共感的

に返信は書くのですけれども、その後どうなったかというのはなかなか分かりません。ほ

とんどが１回限りで終わってしまうようなことで、２～３回の方もありますけれども、１

回限りの方が多いということです。 

 それから５番目が、これはやってみて初めて分かったのですけれども、虐待の通報があ

るのですね。ただ、インターネットで来るものですから、どこのどなたか分かりませんの

で、それは御自分で児童相談所に行ってくださいということが多いです。それから、ネッ

ト上にいろんなことをアップする方があるのですね。今だと、ツイッターとかインスタグ

ラムなのですけれども、そういうのを見つけたから何とかしろということで、前あったの

は、子どもにたばこを吸わせている動画がアップされていたというのがあります。これは

警察に言って、捕まりました。それから、最近は、この前見たのは、インスタに、１歳く

らいの子どもを洗濯機に入れている画像が投稿されていたということで、これも警察に通

報したと思いますけれども、どうなったか分かりません。 

 どうしてそういうことをみんなに見せたいのかということが一番分からないところで、

自慢したいのか、よく分かりませんけれども、そういうことをしている人がいるのですね。

これはよく考えていただくと、日本で１人だけ洗濯機に子どもを入れている人がいるので

はなくて、もっといるはずなのです。ただ、アップしたのは１人だけかもしれないので、

実はもっとほかにいるなと。たばこ吸わせている人ももっといるということを思うので、

そういう人たちにどうしたら良いのかなということは思っています。 

 それから、相変わらずあるのは、先生たちからの悩みで、これだけ学校がいろんな虐待

対策をやって、児童相談所と連携している時代ですけれども、まだどうしたら良いか分か

らんということをおっしゃっている先生もいるということです。 
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 それから、ネット相談で珍しいのは、１つは、子どものことで児童相談所と対立してい

るけれども、相談先がないという方。それからもう一つは、海外在住の日本人の方で、ほ

とんどは奥さんが、子育てが上手くいかないとか、虐待しているみたいだけど、どうした

ら良いかというような駐在の方からの相談もあります。我々もなかなか、外国の子育て事

情とか支援の事情が分からないので、支援が難しいというところです。 

 課題としては、メール相談は若者の利用が多いのですけれども、文章を書かれるので、

その間に、やはり自分を振り返ってまとめるという効果はあると思います。ただ、メール

相談はネット上のインスタグラムというか、そういうSNSみたいに同時進行では相談できな

いで、２～３日、最低でも返信までかかってしまうので、それが今の若い人にはまた、メ

ールもだめかもしれません。それから、相談のニーズに応えるだけ相談員はなかなか確保

できないということと、民間団体は本当に財政難で、今、隣の方が、税金使うことを考え

ろとか、いろいろ良いアイデアをおっしゃったのですけれども、財政難と人手不足ですね。

これだけ働く人が少なくて、求人しても人が来ないのにボランティア団体に人は来ないと

いう状態で、本当に四苦八苦して活動を続けているような状態です。 

 ということで、御報告を終わります。ありがとうございました。 

 

○百瀬補佐 

 どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして、議事の２つ目、関係団体からの取組等の紹介の時間を終えたいと思

います。 

 続きまして、議事の３つ目に入らせていただきます。意見・情報交換等の時間に移りた

いと思います。 

 なお、本日御欠席ではございますけれども、資料４－１をご覧いただければと思います。

日本子ども虐待防止学会、奥山理事長から、本協議会に関する御質問、御意見の資料を提

出していただいております。ご覧いただければと思います。 

 内容でございますが、大きく３つ触れてございます。両面にわたってページありますけ

れども、資料４－１、１番目、協議会の目的及び協議会の進め方についてということで御

意見をいただいております。年１回２時間程度の意見交換では限られている、協議会の意

義が掴みにくくなってきているということでございます。情報交換を促進させるという目

的のためには、協議会の在り方を明示することに加え、ホームページを作成し、情報交換、

意見交換、こうしたことを促進していただくなどの方法も有効であるということでござい

ますが、いかがでしょうかということが１つ。 

 それから、裏面をご覧ください。２つ目でございます。協議会の参加団体に関してとい

うことでいただいております。本協議会へ御参加いただく団体の基準について、基準を透

明化していただくことも必要ではないかということ。これを行うことで多くの関係団体に

御参加いただけることにつながるのではないかということでございます。 
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 それから３つ目でございます。協議会に出席の省庁の御回答に関してということで、こ

の点につきましては、昨年の本協議会におきます意見交換時の、法務省から子どもの人権

SOSミニレターの記載についてといったこと、さらには文部科学省の子どもへの権利教育に

ついてということのそれぞれ御回答いただいた内容についての事柄でございまして、この

３つ目のところにつきましては、先ほど法務省及び文部科学省からそれぞれ説明の時間の

中で回答いただいておりますので、この点は省略させていただければと思います。 

 ということで、１つ目、２つ目について、本協議会のあり方に関して御意見を頂戴して

おります。また、さらに先ほど、団体の説明の中でも、本協議会の運営に関して、駒崎理

事長からも御意見を頂戴しております。こうした御意見、さらには、本日この時間までに、

関係府省庁、さらには関係団体からこの間に関するいろんな取組事例等の内容等について

御紹介いただいております。全て含めまして、発言をこの時間の中でお願いできたらと思

います。 

 なお、発言するに当たりましては、挙手をお願いしたいと思います。事務局職員がマイ

クをお持ちしますので、団体名とお名前をおっしゃってください。なお、時間に限りがご

ざいますので、お一人３分程度までということで、恐縮ですが、お願いできればと思いま

す。 

 長くなりましたが、では、挙手をお願いできればと思います。 

 

○全国病児保育協議会 大川会長 

 全国病児保育協議会の会長の大川と申します。 

 まず、警察庁の方に質問ですけれども、私、大田区で、要保護児童対策協議会のメンバ

ーですけれども、その中で、代表者会議やケースカンファレンスをやる訳ですけれども、

どうも警察の死亡事例とか事例に関して、先ほども問題になっている、守秘義務があって、

はっきりとしたデータを出していただけない。この間あったのは、０歳児の死亡例の検討

ですけれども、開示されたものの情報の中だけでは、それが病死なのか事故死なのか虐待

死なのか全く分からない状態。例えば０歳児で、硬膜下、古い血腫があるという症状があ

った時に、それが分娩時なのか、その後起こしたのか、シェーキングベビーなのか、いろ

んな可能性があるのだけれどもそれを突きとめられなくて、せっかくケースカンファレン

スをやっているのに、その先のことに一歩も進まないということがあります。 

 実際にそういった情報の共有というのを是非行って、私たちも守秘義務がありますので、

そういったことに関しては守るのが前提でありますから、是非できる限りの情報公開を行

っていただきたいと思います。 

 いろんな事例を見ますと、児童相談所間でもきちんとした連絡が行ってないような事例

もありますので、これは警察の間だと全くそういった情報がありませんので、そういった

ところまで全くブラックボックスという感じであると思います。 

 それから、個人情報のことですけれども、私、個人情報保護法は、実はどれだけ個人の
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情報を公開しても個人に不利益にならないかということを、そういった、むしろ情報の公

開を前提とした法律だと思うのですね。ですから、個人の不利益にならないような情報は

できるだけ公開していただきたいと思うのです。大田区でも、私、病児保育で５施設の総

合の予約システムをとろうと思うのですけれども、やはり個人情報の関係でインターネッ

トでの予約はできないのですね。これが匿名化してもだめだと。匿名化したらどこからだ

めなのかということも含めて、恐らく大田区に関しては区の条例があるからだめだという

ことが前面に出てきてしまうので、そういったこともできるだけ個人の利益を守った上で

の運営をするように、是非御指導いただきたいと思います。 

 もう一つは病児保育の虐待でのあり方ですけれども、今、病児保育は子どもしか預かれ

ないのですが、事例によっては、お母さんが非常に育児に悩んでしまっている時がありま

す。この間来た例は、１例は、子どもが毎回病気になってしまうので、思わず投げ捨てて

しまいたくなるような気持ちになるという母親がいらっしゃいました。その方は、随分お

話をして、その後児童相談所に引き継ぎました。別の例は母子で感染性胃腸炎を起こして、

嘔吐、下痢の症状がある。その中で、お母さんは食事もできないながら母乳をあげている

というような状況があります。 

 そこでどうしたかといいますと、病児保育の中で、母子ともにお預かりして、母子で少

し休んでいただいたら、お母さんが先に寝てしまって、子どもは割りかし元気になって遊

んでいるということがあります。この母子の入室というのは、現在、病児保育の対象には

なっておりませんが、こういった虐待予防とか子どもを育てるという育児支援という観点

から見ますと、母子を含めた病児保育、母子同室での収容も病児保育の一つのあり方とし

てお認めいただきたいと思っています。せっかく今日は保育課の方もいらっしゃいますの

で、是非お願いしたいと思います。 

 それから、ちょっと戻りますけれども、虐待の防止で警察の数が多いとおっしゃいまし

たけれども、恐らく、どこに連絡して良いか分からないから、とりあえず警察に出すか、

児童相談所に出すか、そのようなルートのことがあると思うのですね。ですから、警察の

中でも、一般の家庭、隣人から来た情報と警察自らが探した情報とあると思いますので、

警察からの情報の提供ということに関しては、もう少しその中の詳細を区別していただか

ないと正しい把握ができないのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

 

○百瀬補佐 

 どうもありがとうございました。 

 

○日本産婦人科医会 種部常務理事 

 日本産婦人科医会の常務理事の種部と申します。 

 昨年に引き続きこの会に出席させていただけたのですが、昨年同様、厚生労働省の方に
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２つ、その後、警察庁の方に１つ質問があります。まず、０日の虐待死ですとか、14歳以

下の出産が今微増していると思うのですけれども、そういうケースというのは、せっかく

この国のすばらしい母子保健の仕組みの、アウトリーチが上手くいっていないということ

だと私は理解しています。 

 なので、そこに何とかつながることができれば、妊娠について葛藤がある場合でも相談

できたはずなのですが、昨年申し上げたように、子育て世代包括支援、今、中身について

もまだ具体的なことはあまり決まっていないという段階だったと思いますが、どうしても

産後ケアが中心になっています。確かに産後の虐待発見ですとか、メンタルヘルスとか、

そういうのは重要ですけれども、妊娠継続かどうか悩んでいるという人も含めて、本来は

そこで対応すべきだと私は考えています。 

 元々お手本になったのはフィンランドのネウボラだと思うのですけれども、ネウボラは、

妊娠した段階からそちらに相談、です。産むかどうかの葛藤も含めて相談して、そして、

産む選択をした場合には、母子保健に無理やりつないでいく。アウトリーチのためにおみ

やげを用意したりとかやっていると思うのですけれども、子育て世代包括支援センターは

そういう形にできたのかどうか。去年、それをやってはどうですかと言いましたところ、

対応を考えてみますとおっしゃっていたので、新しい作戦があるかどうかお聞かせいただ

きたいと思います。 

 もう一点は、今年、概算要求166億の中にやっと児童虐待・DV対策等総合支援が計上され

ました。身体的な暴力を受けている子どもについては保護するというやり方がありますが、

面前DVについては、お母さんが自立できるかどうかというところにかかっていると思いま

す。女性が就労して、子ども抱えて生きていくのは大変ということがあるのでなかなかそ

れができないと思います。その場合に、この概算の計画の中に家族の再統合というのがあ

りました。 

 たしかに再統合しか方法がない方もおられまして、収入上自分では生きていけない時、

暴力お父さんをATMだと思って逃げない選択をする人もいると思います。その場合、加害者

の更生プログラムを一緒にやらないといけないと思うのです。これは子どもにとって一番

良いことだと思いますし、当然、子どもにとっても安全を保ってあげる必要があるかと思

うので、家庭にとどまるという選択をした人たちに対して今何かやっているのかどうかで

すね。通報があっても、面前DVは、そのまま放置しているのかどうか、この予算の中から

お金が出るものかどうか。 

 それから、別れるという選択をした場合に、面会交流の問題が発生します。面会交流で

死亡事例がありました。初めて会った時に殺されたというのがあったと思うのですね。こ

れは全く誰も手をつけてないところだと思うのです。安全を確保するという意味では重要

なポイントだと思うので、初めて面会する時に支援する仕組みというのを、面前DVから自

立を目指す人への対応の一環として何か考えていらっしゃるかどうかお聞かせください。 

 ３点目、警察庁の方にですけれども、刑法・強姦罪が改正されました。これは、私たち
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にとっても本当にこれは大きな変更だと思っています。性的虐待が暴行・脅迫要件がなく

ても強姦罪マターになったということは非常に大きいと思っています。これで初めて、性

的虐待を受けた子どもが児童相談所に行くのではなくて、加害者を捕まえてもらえるとい

うのが最大の改正ポイントだったと思うのです。しかし、性的虐待を刑法マターにするの

が難しい部分がありまして、一番問題は、本当にその事案があったかどうかの証明だと思

うのですね。現場でもそれはやはり問題になっていますけれども、司法面接、協同面接を

しないと子どもの場合は聞き取りということ自体が大変な二次被害を与えていくと思いま

す。この取組にベストプラクティスというのがあったのですが、現場の警察官の方一人一

人はみんな協同面接できる訳では決してないと思いますので、例えば都道府県警の中に１

か所、児童相談所と警察と検察官が一緒になって最初から協同面接をするとか、そういう

仕組みを考えなければ、運用はとても難しいだろうと思っています。その点について、取

組、ベストプラクティスに入っているかどうかお聞かせください。 

 

○百瀬補佐 

 ありがとうございました。いくつかいただいておるところでございますが、ちょっとま

とめて回答させていただければと思いますので、もし同様の質問があるようでしたら、ま

とめてになりますので、ほかに御質問あるようでしたら、ここで確認したいと思いますの

で、挙手をお願いいたします。 

 

○全国小規模保育協議会 駒崎理事長 

 駒崎です。 

 今の種部先生の話と関わるのですけれども、面会交流ですけれども、これは最高裁判所

に聞きたいのですけれども、家庭裁判所において、デフォルト面会交流というような運用

になっていると思うのです。それは子どもにとって父、母がいた方が良いという謎の理論

で面会交流がある種ごり押しされているというような状況があるやに聞いているのですが、

これはそういう運用を実際にしているのでしょうか。 

 というのも、基本的には、確かに父、母いた方が良いですけれども、先ほどの面前DV事

案とか、あるいは強度のモラハラ、あるいは放火等事案などにおいて、面会交流が必ずし

も良い訳ではないケースも多々あるにも関わらず、面会交流が原則ですというような運用

というのは、先ほどのように、面会交流で殺されるという事案に容易に結びつきますので、

そうした運用を何かしているのであれば至急見直しをしていただきたいなと思っているの

ですけれども、現状を教えてください。 

 

○百瀬補佐 

 そのほか、御質問、または御意見、御確認事項等ございますでしょうか。 
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○セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 津田国内事業部長 

 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの津田と申します。 

 セーブ・ザ・チルドレンは子ども支援専門の国際NGOですけれども、世界中で子どもに対

する体罰等の全面禁止に向け、セーブ・ザ・チルドレン・スウェーデン等を初めとして、

全面禁止の法制化や、啓発、たたかない、怒鳴らない子育てのための養育者支援をしてお

ります。 

 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンとしても、日本で活動をしておりますが、ちょっと

今調査結果をまとめている最中なのでまだレポートはないのですけれども、この春に、児

童虐待防止全国ネットワークなどと協力しながら、２万人の一般市民に調査をしたところ、

子どもをたたくことに関する容認度が６割といったような結果が見えていました。今、第

３回の国連子どもの権利委員会の最終見解の中でも、国連から、子どもが家庭での暴力に

さらされていることへの懸念、またそれを踏まえて、家庭を含む全ての環境の法律での明

示的禁止であったり、暴力を用いないしつけを促進する防止プログラムの実施というのが

強く勧告が出されていると思います。 

 現在、日本政府で第４回、第５回の報告書を提出され、来年、本審査が行われると思っ

ているのですけれども、53か国で体罰等が全面的に禁止されているというこの国際的な状

況を踏まえて日本としてどうしていくのかというようなところ、今後やはり是非体罰等を

明示的に禁止すると同時に、養育者支援というものをできるような防止プログラムを、愛

の鞭ゼロ作戦のように推進していっていただけたらなと思っております。 

 以上です。 

 

○百瀬補佐 

 ありがとうございました。 

 そのほか。 

 

○全国小規模保育協議会 駒崎理事長 

 全国小規模保育協議会の駒崎です。 

 警察資料のところで非常に勉強になったのですけれども、シート４で、被害児童と加害

者の関係で、男性386人で、女性142人で、一般的には実母による虐待が多いと言われてい

るのですけれども、警察庁の資料においては、男性、実父の割合が多いのですね。これは

すごく示唆的だなと思ったのですけれども、つまり、もしそうだとするならば、こんにち

は赤ちゃん事業って、出産時に保健師がポピュレーションアプローチ、つまり、全世帯に

対して行く訳ですよね。あれは基本的に中心とする対象は母親になっている訳ですね。我

が家にも来てくれましたけれども、父親が不在の時に母親に話を聞いてということをして

いるのですけれども、もしそうだとするならば、父親をも、ある意味、チェックというか、

アプローチした方が虐待予防になるということだと思うのですね。 
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 なので、全戸訪問というせっかくの機会なので、父親の様子を聞いたり、父親側へのア

プローチをもこんにちは赤ちゃん事業で行った方が良いという示唆を得られるように思う

のですが、厚生労働省、いかがでしょうか。 

 

○百瀬補佐 

 ありがとうございました。 

 残り15分でございます。ほかに挙手等なければ、回答の時間ということにさせていただ

ければと思いますが、ほかの団体の方々、よろしいでしょうか。 

 

○日本小児科医会 内海理事 

 日本小児科医会の内海と申します。 

 去年質問されたことで回答を私は知らないので、種部先生から多分、高校生の妊娠退学

について何とかしてほしいということがありました。つい最近、うちの区でもそれがあっ

たのですが、学業を続ける希望があるならば、退学しないで済むと。実家の援助があれば

子育てもできる訳ですから。妊娠退学させられると、その後就労もできないし、貧困家庭

に一挙に落ちてしまうし、親御さんの援助がなければ虐待にもなっていくという道筋はも

う明らかですので、そこを何とかしてほしいという、学校任せではなくて、国が動いてほ

しいということ。 

 それから、協議会のあり方として、協議会でいろいろな意見を言っていても、回答を見

るとほとんど進展がないという、何か意見の言いがいがないということをいつも感じてい

るのですね。性教育にしても、子どもの権利条約にしても、子どもの権利SOSと書きながら、

権利条約について触れられないということ自体が何か意図的なものすら感じるというジレ

ンマがあるのですが、その辺のところの改善、もしくは、駒崎さんがおっしゃるように、

もっと精力的に分科会なり、ハードルをもっと明らかにして、改善の方向にしていくこと

はいかがなものでしょうかということをお尋ねします。 

 

○百瀬補佐 

 確認でございますけれども、今の最初の方は御質問ということで、どちらの省庁。高校

生の妊娠。文部科学省ということでよろしいですか。 

 

○日本小児科医会 内海理事 

 文部科学省ですかね。校則に書いてある学校があると聞きましたので、それを調査する

だけでも違うと思います。 

 

○百瀬補佐 

 それでは、文部科学省に対する質問ということで受けとめさせていただきます。 
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 その他、確認事項等ございますでしょうか。 

 なければ、こちらからいただいた回答をさせていただければと思いますが、警察庁、そ

れから文部科学省、それから厚生労働省におきましてもいくつかいただいておりますので、

それぞれ回答させていただければと思いますが、まずは警察庁の方、よろしいですか。 

 

○警察庁金柿理事官 

 いただいた御質問、ベストプラクティスの関係があったかと思いますけれども、御指摘

のとおり、児童に対する協同面接の関係は、昨年もこの会議の場、前回の会議で御質問い

ただいておりまして、その場でも説明を警察庁としてさせていただいているかと思います

が、関係機関、児童相談所、それから地方検察庁それぞれの統括する機関とともに、警察

庁といたしましても、全国の都道府県警察に対して、協同聴取の推進については通達で示

達させていただいて、取組を進めているところでございます。 

 ただ、具体的なベストプラクティスということで御紹介させていただきますと、例えば

本年度は被害児童に対する高度な聴取をより的確に捜査員ができるようにするために、警

察庁が主催する管区学校などの全国警察の児童虐待を専門とする捜査員の中から選抜した

者をまず集めて、実際、子役の児童を用いた形で聴取を実体験するというロールプレイ式

の訓練も始めているところでございます。 

 以上でよろしかったでしょうか。 

 

○全国病児保育協議会 大川会長 

 要保護児童対策地域協議会に対する情報公開についてどのようにお考えですかと質問し

たのですが。 

 

○警察庁金柿理事官 

 御質問いただいた大田区の個別のケースについては私も存じ上げていないのですけれど

も、警察といたしましては、取組状況として報告させていただいたとおり、情報共有とい

うものは進めていく必要があるということで、取組は進めているところです。 

 ただ、情報をいただいた相手方との信頼関係とか、また児童虐待事案というのは家庭内、

密室で行われている事案ということで、なかなか警察においても認知するのは難しいとい

う取組のものでございますから、情報を集めるに当たって御協力していただいている方と

の関係で出せないものもあるというのが現状でございます。 

 以上でございます。 

 

○全国病児保育協議会 大川会長 

 姿勢としては公開する方向にあると考えて良いのですか。 
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○警察庁金柿理事官 

 できる限り、できるものはやらせていただくということで頑張っているのですが、なか

なか御期待に沿えていないというようなことは御質問の趣旨から重々感じ取っているとこ

ろですけれども、我々も、いただいている情報との兼ね合いがございますので、御承知、

御協力、今後もいただければと思っているところでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

○百瀬補佐 

 ありがとうございました。 

 続きまして、先ほどちょっと抜かしてしまったのですが、最高裁判所へもいただいてお

りましたので、そちら、回答させていただければと思います。 

 

○最高裁判所石井課長 

 最高裁判所でございます。 

 面会交流の運用について御質問がございましたけれども、個別の事例については個別事

件の判断ということになりますので、一般論として申し上げますと、先ほど御指摘のあっ

たDVなどのあるケースにつきましては、むしろ面会交流を制限される事案という理解が一

般的になっているかと思います。もちろん、裁判所には、面会交流したいという方が申し

立てしてまいりますので、面会交流できるかといった観点で調停等を運営することになり

ますけれども、DV等の申し出があった場合には、むしろ、面会交流を実施できる事案なの

かどうかについてしっかり見極めを行っており、DV等があると認められる事案では、なか

なか難しいというふうになるということが一般的ではないかと認識しております。 

 

○百瀬補佐 

 ありがとうございました。 

 続きまして、文部科学省、お願いします。 

 

○文部科学省 

 文部科学省の児童生徒課でございます。 

 先ほど、妊娠退学の関係について御質問いただきました。妊娠退学につきましては、一

般論としては、そのような事案が起こった際は、学校や保護者、御本人等の関係者で十分

に話し合って、母体の保護を最優先としながら、教育上必要な配慮を行うべきものである

と考えております。 

 この点、近年、我々でも実態について把握していなかったという課題がございましたの

で、今年９月に公立高校を対象に実態調査を開始し、今、そのとりまとめを行っていると

ころでございます。調査結果についてはできる限り速やかにとりまとめ、実態を踏まえて
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今後必要な対策を検討してまいりたいと考えております。 

 

○百瀬補佐 

 ありがとうございました。 

 それでは、厚生労働省家庭福祉課からお願いします。 

 

○成松課長 

 引き続きまして、面会交流の話が関連してございまして、恐らく、概算要求のところで、

ひとり親家庭のところで面会交流というのを、ある意味、支援していこうというところを

お読みになっていただいたのだと思います。あくまでもこれはひとり親家庭で、先ほどの

裁判所のお話もありましたけれども、そういう意味で、安全とか、あるいは合意があると

いう前提のもとの親子交流を支援していこうという事業ですので、例えばDVとかで別れて

しまったカップルとそのお子さんを、基本的にいろんなケースがあると思いますけれども、

私どもの親子交流事業の中で交流させていくという、そういう意味では現場レベルでも極

めて慎重にやっていただいていると思いますし、我々としてもそのあたりは、補助金を持

っている立場ですので、しっかり配慮していきたいと思っております。 

 もう一つが、親子再統合のところもご覧いただいたと思いますが、こちらも、どちらか

というと、面前DVというのを想定しているものではなく、面前DVのカップルを会わせて、

そこに子どもがいるということを、もちろんそれもあり得るかもしれませんけれども、想

定しているものではなくて、虐待で残念ながら親御さんと離れてしまった施設に入ったお

子さんとかを、その後の子どもの成長とか、親の状況を見て、親子の再統合を何らかの形

で図っていくという形の事業ですので、その中に面前DVが含まれないかというと必ずしも

そうでもないですけれども、そういった意味でも、全体的な意味でもそうですし、面前DV

に関しては特にそうですけれども、お子さんの安全とかそういうところはしっかり考えて、

児童相談所なども行っていただいていると承知していますので、そういったところは引き

続き我々としても配慮していきたいと思います。 

 

○宮腰室長 

 続きまして、虐待防止対策推進室長の宮腰です。 

 子育て世代包括支援センターについての御質問ですが、センター自体は、産後だけでは

なくて、妊娠期から支援を行う役割として担ってもらうということにしてございます。た

だ、まだセンター自体の数も十分にはできておりませんし、おっしゃっているような、そ

ういう窓口までつながってきていないケースもまだあるというのも十分認識しておりまし

て、いかにそういった相談窓口につながっていってもらえるようにするかということも含

めて、しっかり課題として検討していかなければいけないと考えてございます。 

 それと、こんにちは赤ちゃん事業のお話ですけれども、この事業の対象は母親と決めて
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いる訳ではございませんで、事業としては家庭にということで構成はしているのですけれ

ども、もちろん、子育てをするのは母親だけではなくて、父親も含めて一緒にやるという

ことになっていきますので、父親の方も含めてアプローチしていけるような方法というの

が、すぐに具体的にというのはここでお答えは難しいですが、そういった御意見も踏まえ

て、方法は何かあるのか考えたいと思います。 

 それとあと、病児保育の話でおっしゃっていたのですけれども、母子を含めた支援です

とか、そういったあり方というのも御指摘いただきました。社会的養育ビジョンの中でも、

母子全体を含めて支援していくということ、母親だけ、子どもだけということではなくて、

そういったことも検討していく必要があるであろうという御指摘もいただいておりまして、

こちらも引き続きの検討課題ではあると思っておりますので、また御意見受けとめさせて

いただければと思っております。 

 以上でございます。 

 

○山本審議官 

 子ども家庭局の審議官でございます。１点ほど補足させていただきたいと思います。 

 先ほど、０日死亡についてお尋ねあったかと思います。今、室長から申し上げましたよ

うに、子育て世代包括支援センターもターゲットの中には入っていると申し上げさせてい

ただきました。 

 それからもう一つ、全都道府県に設置されております女性健康センターというのがあっ

て、そこが妊娠相談も含めてやっています。ただ、それだけ特化してやっている訳ではな

いということと、やはり行政機関はいかにソフトな窓口をつくっても、０日死亡に至るよ

うな、悩んでおられる妊婦にとっては非常に敷居が高いという問題があるのですね。した

がって、先ほど駒崎理事長からもお話があったように、いろんなチャンネルをつくってい

く必要があって、例えばSNSでようやくつながるという人も中にいらっしゃるのですね。そ

ういう手法も、今、民間の妊娠相談窓口なんかではとられているケースが多いと思います。 

 それから、私ども、公的な施策について言えば、29年度のモデル事業で、まさに法律で

は特定妊婦と言っていますけれども、その方を特別に妊娠期から出産・子育て期まで支え

ていく新しいサービス体系を検討するためのモデル事業というのを29年度からやり始めて

おりまして、これは今、全国で10か所ぐらい、秋口ぐらいから立ち上がっております。主

体は様々で、医療機関でコーディネーターを置いてやっていただいているところもあれば、

母子生活支援施設もあれば、NPO法人もあれば、様々で、いろいろバラエティに富むような

事業の仕方を展開していただいて、将来的にはこれは新しいサービスにつなげていきたい

ということで取り組んでおります。 

 以上が補足です。 

 それから、今日はこの会議の運営の仕方について様々な御意見が出てきました。発足当

初から比べまして、今日も非常に多くの方がお集まりで、２時間ぐらい来ていただいてい
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るのですけれども、なかなか発言ができないで帰っていただく方も多いと感じております。 

 御提案がありましたように、何か１つその年のテーマを決めて議論していくというやり

方もありますけれども、皆さんが、これだけの人数顔合わせていくとなると、やはり一人

一人が十分にしゃべるということは非常に難しくなるのだろうなと思っております。テー

マはテーマで、何か別途、そのテーマを議論するような場で、特に関係の深い団体の方々

に来ていただいて議論するというようなやり方も考えられると思いますし、この場は、そ

れぞれの団体がどういうことをしていただいているのかというのを、フェーストゥフェー

スでどういう方がいらっしゃるか顔を見るというだけでも大事で、皆さん、SNSだけでつな

がっている訳ではないので、これはこれで意味があるのかもしれませんが、今日もまだ十

分言い足りない方もいらっしゃると思いますので、運営のあり方についてはさらに精査を

させていただいて、より良い、皆さんが満足して帰っていただけるような会にしていきた

いと思っております。 

 今日は本当に貴重な御意見、ありがとうございました。 

 

○全国小規模保育協議会 駒崎理事長 

 みんなが満足するためにというよりかは、虐待を減らすためにより効果的な会議のあり

方があるのではないかという意味合いです。 

 

○山本審議官 

 承知いたしております。そういう路線で検討してまいりたいと思います。 

 

○全国小規模保育協議会 駒崎理事長 

 是非お願いします。 

 

○百瀬補佐 

 ありがとうございました。 

 そろそろ時間になりますので、ここで情報交換の時間を締めさせていただきたいと思い

ます。 

 本日は、お忙しい中御出席いただきまして、また活発に御議論等交わしていただきまし

て、ありがとうございました。本日いただいた御意見等につきましては、今後の施策の参

考とさせていただきたいと思います。 

 以上をもちまして、第20回「児童虐待防止対策協議会」、閉会いたします。長時間にわ

たり議事に御協力いただきまして、誠にありがとうございました。 



【別紙】

No. 【 氏 名 】

1 厚生労働省 厚生労働副大臣 高木 美智代

2 厚生労働省子ども家庭局 局長 吉田 学

3 同
内閣官房内閣審議官（子ども家庭局併任）

子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長（命）
山本 麻里

4 同 家庭福祉課長 成松 英範

5 同 家庭福祉課虐待防止対策推進室長 宮腰 奏子

6 同 家庭福祉課虐待防止対策推進室長補佐 百瀬 秀

7 内閣府政策統括官（共生社会政策担当） 参事官（青少年企画・支援担当、定住外国人施策担当） 北風 幸一

8 警察庁生活安全局 少年課理事官 金柿 正志

9 法務省人権擁護局 参事官 谷中 文彦

10 文部科学省生涯学習政策局 男女共同参画学習課家庭教育支援室長 齋藤 憲一郎

11 最高裁判所事務総局家庭局（オブザーバー） 第二課長 石井 芳明

No. 【 氏 名 】

1 一般財団法人児童健全育成推進財団 共済部長

2 全国地域活動連絡協議会 事務局長

3 一般社団法人全国病児保育協議会 会長 大川 洋二

4 一般社団法人日本こども育成協議会 会長 廣島 清次

5 一般社団法人日本臨床心理士会 支援事業部長 水谷 孝之

6 公益財団法人ＳＢＩ子ども希望財団 事務局長 加賀屋 慶之

7 公益財団法人全国里親会 事務局長 大西 延英

8 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 事務局次長 高井 明子

9 公益社団法人全国私立保育園連盟 調査部長 丸山 純

10 公益社団法人全国保育サービス協会 事務局長代理 長崎 真由美

11 公益社団法人日本産婦人科医会 常務理事 種部 恭子

12 公益社団法人日本歯科医師会 常務理事 髙野 直久

13 公益社団法人日本社会福祉士会 理事 栗原 直樹

14 公益社団法人日本小児科医会 理事 内海 裕美

15 公益社団法人日本助産師会 専務理事 久保 絹子

16 公益社団法人日本精神保健福祉士協会 事務局長 坪松 真吾

17 公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会 常務理事 佐藤 秀行

18 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 小児精神保健科 部長 小平 雅基

19 社会福祉法人子どもの虐待防止センター 理事 片倉 昭子

20 社会福祉法人全国社会福祉協議会 児童福祉部長 佐甲 学

21 全国学童保育連絡協議会 事務局次長 佐藤 愛子

22 全国高等学校長協会 事務局長 小栗 洋

23 全国国公立幼稚園・こども園長会 庶務部長 井口 厚子

24 全国児童家庭支援センター協議会 副会長 橋本 達昌

25 全国児童心理治療施設協議会 会長 平田 美音

26 全国児童自立支援施設協議会 会長 林  功三

27 全国児童相談所長会 会長 桜山 豊夫

28 全国児童養護施設協議会 会長 桑原 教修

29 全国自立援助ホーム協議会 会長 平井 誠敏

30 全国人権擁護委員連合会  事務局長 山口 浩

31 全国保育協議会 副会長 森田 昌伸

32 全国保健師長会 健やか親子特別委員会 委員 阿部 礼以亜

33 全国保健所長会 副会長 倉橋 俊至

34 全国母子生活支援施設協議会 会長 菅田 賢治

35 全国養護教諭連絡協議会 副会長 山下 和美

36 全日本中学校長会 生徒指導部 幹事 吉原 誠次

37 特定非営利活動法人家庭的保育全国連絡協議会 会長 鈴木 道子

38 特定非営利活動法人子育てひろば全国連絡協議会 副理事長 坂本 純子

39 特定非営利活動法人児童虐待防止全国ネットワーク 理事長 吉田 恒雄

40 特定非営利活動法人全国小規模保育協議会 理事長 駒崎 弘樹

41 特定非営利活動法人全国認定こども園協会 事務局長 中田 貴士

42 特定非営利活動法人チャイルドライン支援センター 常務理事 松江 比佐子

43 日本子どもの虐待防止民間ネットワーク 事務局長 兼田 智彦

44 日本私立小学校連合会 常任理事 大場 繁

45 日本弁護士連合会  子どもの権利委員会事務局次長 浜田 真樹

第20回児童虐待防止対策協議会 出席者名簿

※五十音順、敬称略 出席：関係府省庁等11名、関係団体44名

【 役 職 】

【 役 職 】

渡部 博昭


