第 ２ 分 科 会
市町村等地域の身近な場所に
おける虐待ケース等への支援
の在り方
プロフィール

コーディネーター

長谷川 博一（はせがわ ひろかず）氏
一般社団法人こころぎふ臨床心理センター
岐阜県児童虐待事例検証部会 第三者委員

略

歴

センター長
（代表理事）

昭和34年

愛知県生

昭和63年

名古屋大学大学院教育学研究科心理学専攻
博士後期課程中途退学

昭和63年

東海学院大学・大学院

教授等（～平成２４年）

平成14年

臨床心理士

平成24年

一般社団法人こころぎふ臨床心理センター

取得
設立

著書等 

子どもたちの「かすれた声」―スクールカウンセラーが読み解く「キレる」真相心理―
（日本評論社、平成10年）
たすけて！私は子どもを虐待したくない （径書房、平成15年）
断ち切れ！虐待の世代連鎖―子どもを守り、親をも癒す― （樹花舎、平成17年）
あなたはダメな子じゃないー「私の子育て失敗かも……」というお母さんのためのマニュアルー
（主婦の友社、平成18年）
お母さんはしつけをしないで （草思社文庫、平成24年）
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第２分科会
パネリスト

プロフィール

青井 利哉（あおい としや）氏
福井市子ども家庭センター

略

歴

副室長

昭和47年

福井県生まれ

平成19年

福井市子ども家庭センター勤務

平成22年

福井市要保護児童対策地域協議会

著書等【編著】

「基礎保育シリーズ保育相談支援19

第7講

実務者（現在に至る）

地域の資源の活用と関係機関との連携・協力,第13講

保育所における特別な対応を要する家庭への支援」（中央法規出版，平成27年）

パネリスト

プロフィール

石田 聡代（いしだ あきよ）氏
鯖江市健康福祉部児童福祉課課長補佐（家庭児童等相談指導担当）

略

歴

平成 ４ 年

鯖江市役所入庁
福祉課（保育担当）
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平成 ７ 年

福祉課（障害福祉担当）

平成13年

社会福祉士登録

平成16年

児童福祉課（保育担当）

平成19年

福井県派遣（健康福祉部長寿福祉課

平成21年

社会福祉課（生活保護ケースワーカー）

平成25年

児童福祉課（家庭児童等相談指導担当）

介護保険担当）

第２分科会
パネリスト

プロフィール

飛山 ゆり子（とびやま ゆりこ）氏
福井市西安居保育園

略

歴

園長

昭和33年

福井県福井市生まれ

昭和53年

福井市公立保育園勤務

平成19年

福井市西部保育園主任保育士

平成26年

福井市西安居保育園園長

パネリスト

プロフィール

林 惠子（はやし けいこ）氏
NPO法人子育てサポートセンターきらきらくらぶ理事長
敦賀裁判所家事調停委員
NPO法人孫育て・にっぽん理事
敦賀市社会教員委員
被災児支援「とんとんキッズプロジェクト」実行委員長

略

歴

昭和33年

福井県敦賀市生まれ

昭和49年

敦賀市に採用（保育士）

昭和59年

長男出産の為退職

平成 ４ 年

親子の為の遊びの教室開設(プレイルーム)

平成 ５ 年

きらきらくらぶ開設

平成14年

特定非営利活動法人子育てサポートセンターきらきらくらぶ設立

保育事業開始

理事長に就任し、認可外保育園として子育て支援全般の事業を開始
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第２分科会

青井 利哉氏
第 2 分科会

資料
子どもの虐待防止推進全国フォーラム in ふくい
市町村等地域の身近な場所における虐待ケース等への支援の在り方
「虐待の未然防止を目標とした取り組み」資料
福井市子ども家庭センター

青井利哉

虐待の未然防止に向けた取り組み
【背景】保育所保育士が子ども虐待の早期発見・予防に苦慮される報告が多くあり、その観点で取
り組む行政的な支援が手薄である。要保護児童対策地域協議会は機能しているものの、虐待が顕在
化している事例の管理が中心となっている。
【現場における「気づき」
】
保育所登園時など、子どもに対する親の対応などの観察中に、
「おや？何か変」と感じる機会に遭
遇する。

【現場における課題・苦悩】
①子どもの訴えや傷、母親の子どもに関わる不適切な姿を確認できても、それがしつけなのか、
虐待なのか見極める判断が難しく、疑いから確信へ持っていく困難さ
②不適切な養育が認められていて、家庭への支援が必要であると感じるものの、保育士としての
限界を感じる事例がある。

【取り組みのための準備】
①現場の保育士、子育て親がいだく子どもに対する躾や不適切養育のレベルの把握
保育士や子育て親が虐待・躾に関してどのように感じているのか、専門職との意識の違いを把握
アンケート実施

保育者 333 部

子育て親 285 部

②保育所に所属する子どもが、どの程度不適切な養育下に置かれているのか
A 市保育所に在籍する子どもとその家庭の状況について、下記図「家庭支援ケース」に該当する子
育て家庭を把握し、かつ保育士が対応に困っている事例が、どの程度認められるのか、園長・担任
それぞれにアンケート調査
取り組みの対象となる保護者（支援のレベルで見た場合）
Ａ
要保護

要保護児童対策地域協議会対応（強い介入）

Ｂ
要支援
Ｃ
予防

家庭支援ケース
虐待とはいえないだろうが、不適切なかかわりがある保
護者や家庭の状況を対象

上記の調査を踏まえ、現在、心理士等が保育所に訪問し、相談や介入を行うようになりました。
当日の分科会で、結果および、現在の取り組み、その成果について話題提供をさせていただきます。
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第２分科会

石田 聡代氏

資料

鯖江市の概要

市町村等地域の身近な場所における
虐待ケース等への支援の在り方
福井県のほぼ中央に位置
東西約19.2㎞ 南北約8.3㎞

福井県鯖江市健康福祉部児童福祉課
課長補佐 石田 聡代
出典 Mapion

鯖江市要保護児童対策地域協議会の状況
南北に幹線道路が３本、
鉄道が２本縦断
●要保護児童対策地域協議会 開催件数
市制施行以来１２回６０年
連続で人口が増加
（H27国勢調査速報より）
【人口】６９，０７４人
（H28.4.1現在）
【面積】８４．５９㎡

代表者会議 １回
実務者会議
１３回
運営部会
４回
児童生徒部会
１回
母子保健乳幼児部会 ８回
個別支援会議 ３３回

出典 鯖江市ホームページ

新規相談件数 １０１件 うち虐待相談件数２１件

人口の推移
全人口

18歳未満人口

H28.4.1

69,074人

12,524人

H27.4.1

68,812人

12,630人

H26.4.1

68,790人

12,722人

進行管理台帳登載件数 ３４件（H28.3.31時点）

出典 鯖江市統計書

鯖江市の支援体制について

ハーフバースデイ事業について

●支援機関
・子育て支援センター
・子育て世代包括支援センター（アイアイ親子サポートセンター）
・各地区子育てネットワーク委員会
・主任児童委員、民生委員児童委員
・各小中学校、公私立保育所（園）、こども園、幼稚園
・児童養護施設、子育て支援事業所 他

対象者
６ヶ月の誕生を迎えた赤ちゃん
開催場所 各地区公民館
事業内容 絵本の読み聞かせ
赤ちゃんと家族が一緒に楽しめる手遊びやわらべうたを伝承
同じ月齢のお子さんを持つ保護者同士の交流
ハーフバースデー事業フロー図
参加者

●支援事業
・産前産後サポート事業
・こんにちは赤ちゃん訪問事業
・ハーフバースデイ事業
・１歳半、３歳健診 他

すくすく育児相談
ことばの相談
乳幼児発達相談
幼児親子教室
こころの相談 他

支援不要

不参加者

支援が必要

保育所在園

家庭訪問

在宅

支援不要

不在票を入れる

連絡なし

連絡あり

支援不要

支援が必要
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第２分科会

ご近所福祉ネットワーク活動
支援を必要としている人をいち早く発見し、地域が力を合わせて、お互いに負担にならない
範囲で声かけ、訪問、見守りをしていく活動

生きる支援庁内連絡会議
【相談者の傾向】
支援を必要としている世帯（家庭）は、複数の課題・問題を抱えていて、複数の課で
関わりを持っていることが多い。
それぞれの課ごとに対応するだけでは、なかなか解決につながらない。

●活動内容
安否確認、見守り活動
通報、連絡
日常生活支援活動
交流・活動の場づくり活動

【対応策】
庁内関係各課が相互に連携を取りながら横断的に支援に取り組む。
【構成関係課】

●ご近所福祉ネットワークの効果
地域のニーズや緊急事態をいち早く発見できる
住民同士のつながりを強めることができる
支えあいの雰囲気と土壌が徐々にできる
福祉活動への理解者が増える

出典 鯖江市・鯖江市社会福祉協議会発行「ご近所福祉ネットワーク活動」パンフレットより抜粋

身近な地域での今後の支援の在り方について（まとめ）
身近な地域での「気になる家庭」を地域の人が「気づく」

支援機関に連絡しやすい関係

支援機関同士の連携

気になる家庭、身近な地域、支援機関が
「顔がみえる関係」「地域全体で支えあう関係」になることで
気がかりな児童、家庭の早期発見、早期支援を目指す
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市民窓口課、市民協働課女性活力・人権推進室、収納課、社会福祉課、長寿福祉課、
児童福祉課、国保年金課、健康課、商工政策課、建築営繕課、学校教育課、鯖江丹
生消防組合
【課題】
情報共有の在り方、核となる相談機関体制の充実

第２分科会

飛山 ゆり子氏

資料

福井市西安居保育園

園長 飛山ゆり子

＜保育園における虐待ケース等への支援について＞
○ 福井市公立園の保育目標
「生きる力の根っこを育てよう」
～園と家庭と地域とが手をとり合って～
・子どもの笑顔

・ひとって いいな～

・元気いっぱ～い！

・こどもはみんな 表現じょうず

・おはなしだ～いすき

・なんだろう？これなあに？やってみよう？

・保護者の支援

○

ケース１（保護者の養育力が未熟なケース）
・1 歳児
・養育力不足によるネグレクト
・連携をとった関係機関
（子ども福祉課・子育て支援室・主任児童委員・保育園）

○

ケース２（家庭の問題を多くかかえたケース）
・3 歳児と 5 歳児のきょうだい
・子の育てにくさが要因となった身体的虐待
・連携をとった関係機関
県総合福祉相談所・相談支援事業所・発達支援事業所・子ども家庭センター
訪問看護居宅介護支援事業所・A 幼稚園・地域包括ケア推進課・障害福祉課
保健センター・子ども福祉課・子育て支援室・保育園

○

2 つのケースから見えてきたこと
・他の機関との連携の重要性
・
「丁寧な見守りと適切な支援」が「未然に防ぐ」につながる
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第２分科会

林 惠子氏

資料

市町村等地域の身近な場所における
虐待ケース等への支援の在り方

人口
6 8,246人
年間出生数
605人
合計特殊出生率
1.73 (平成24年度)
全国 1.41 福井県 1.60

「～私たちにできること～」

2016.11.19 子どもの虐待防止推進全国フォーラム
NPO法人子育てサポートセンターきらきらくらぶ

林

恵子

敦賀市の子育ての現況
☆平成22年、核家族世帯が占める比率が福井県
及び全国の数値よりも高く59％でそのうち6歳未満
の親族のいる世帯の核家族世帯が占める比率が
84％。
☆ 世帯数が増加⇒核家族が増えている。
敷地内同居、スープの冷めない距離
☆ 女性の就業率は全国に比べると高いけれど、
25歳から35歳くらいの率はあまり変わらない。
☆ 転入者が多い。港町・海産食品加工・電力産業
・紡糸など

安心して子育てするには
どんな人、どんなものが必要なのか?







親子がいつでも集える場所
迷ったらすぐに相談できるところ
子どもが泣いても、ぐずぐずしても気を使わないところ
親子とも評価されない場所
楽しく、安心できるところ
一緒に、子どものことを考えてくれる人がいるところ
⇓

それでいいんだよ！
親自身を認めてくれるところ。
子育ては、みんなでするもので一人でするものではない
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福井県敦賀市ってどんなところ?

きらきらくらぶの事業
保育事業
地域型小規模保育園（きらきらきっず）
定曜日保育（きらきらきっず）
親子保育（ぷれいるーむ・べびぃ）
一時保育（きらりんるーむ）

支援事業１

支援事業２

地域子育て支援拠点事業

親子イベントの開催
幼稚園児･小学生の
長期休み中プログラム

（おやこきらりんひろば）

訪問方支援
（きらりんサポート）

（わんぱくきっず）

子育て応援誌発行
子育て相談

子育て家庭は、それぞれ支援のニーズ
がばらばら。
その家庭にそった支援が必要
子育て家庭のニーズに耳を傾け、その
時々に必要とされている支援を事業と
して展開

虐待防止に繋がっていく

第２分科会

きらきらベビィ(親子)


クリスマス、託児のお
姉ちゃん達と一緒に。
初めての子育てだか
ら迷うこといっぱい。
兄弟がいるからいら
いらしたり、忙しい。こ
の日はこの子と向き
合いたい・・・いろんな
思いのママが集まっ
ています・・・

きらきらキッズ
2~3歳児(週2回からのプログラムのある預かり)
自分の時間もほしい。少しだけ
子どもと離れたい。子ども達にも
社会性を身に付けてほしい。で
も子どもとの時間も大切。
それがママ達の本
心。だから、子ども
達が楽しいプログ
ラムを用意してマ
マ達が気兼ねなく
心と体を開放でき
る時間を提供して
います。

きらりんるーむ(託児すみずみサポート)


2003年より家庭的な
雰囲気の中で、お母
さんの都合に合わせ
お子さんをお預かり
しています。2006年
からは県の事業とな
り、お子さんの成長
に合わせての離乳食
のことや、衣服の調
節などただ預かるの
ではなく子育てのア
ドバイスをしています。
育児不安の方のお
子さんの預かりも多
いです。

プレイルーム
1歳児(親子)
おんなじ年齢の子ども
達が一年集います。1歳
から2歳の自我の強い時
期。喧嘩しても、泣いて
も、同じ仲間だから安心。
安心して遊べる場所が
必要です。いらいらして
いる毎日の相談もできま
す。

わんぱくキッズ
幼稚園児･小学校低学年長期休暇

児童クラブに普段
通っていない小学
生や、幼稚園児
のためのプログラ
ムです。長期のお
休みのときに、マ
マも少しほっとす
る時間を提供。子
ども達も、いつも
と違う友達との時
間を楽しみます。

きらりんサポート(訪問型支援・すみずみサポート)
2006年より、福井県すみずみサポート事業の託児を行っ
てきましたが、託児につれてくることのできない家庭など
多様な家族に対応するため2011年訪問型支援を受託。
☆ 産後の家庭の食事作りや沐浴手伝い
☆ 自然と家庭の中を見ることが出来る
☆ 産後兄弟を保育園などに送るときの留守番
☆ 離乳食作りや家事をする間の保育
☆ 多胎児家庭の入浴介助、家事をしている間の
保育など
核家族のお手伝いがほとんど。
家事手伝いは名目で、ママとのおしゃべりが大
切な手伝い。⇒私はかごの鳥
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きらきらほいくえん(地域型小規模保育園)

きらりんひろば
地域子育て支援拠点(敦賀市委託事業)

市の認可を受
けた0．12.3歳
19人の保育園
です。一軒、一
軒の家庭の様
子がよくわかる
ので、保護者と
の距離がとて
も近いです。丁
寧に見守りた
い家庭のお子
さんをお預かり
することが多い。

2004年開設
きらりん広場の目指すところ

おやこきらりん広場の様子
なるべくプログラムを少なく
し、いつ来てもいつ帰って
もいい実家のような場所に。

 子どもを遊ばせるのは、もちろんですが、

子どもから少し目と心を離し、ママがゆっく
り出来るところ。
 お母さんたちが、自ら子育てする力をつけ
ていけるところ。
 お母さんたちが、次に社会に出るきっかけ

を見つけ出せるところ。

ひろばは
子育て家庭と地域をつなぐ
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「そのままの自分でいいよ。と伝えられる場所。」気づく
場所。
子育て中の人には地域を理解し、地域の人たちには
子育てを理解してもらう
子ども達は、たくさんの大人から声をかけられることが
大切…たくさんの価値観の中で育とう
子育ては、親だけでするものではない。周りの理解が
大切…今どきの子育てを知ってもらう
子育ての知恵を教えてもらい、子育てが楽になる・・・
すぐに相談できる場所 ⇒ つなげる

気楽に悩みを話せる場⇒
自然と子育てが楽になる

商店街でのハロウィン

今年で11回目。支援センターから出発。駅前商店街ふれ
あい市にて。出る方も迎える方も楽しみに。

第２分科会

パパ･ママ･ちびっ子お休み処

地域の福祉施設のお祭りに参加
子育て中の保護者が、地
域の行事に参加し、地域
を知る。
子ども達に、いろんな方
たちがいることを自然と
伝えられる。

外でのイベントは、楽しいけれど子連れ
にはちょっと大変。高齢者の通所施設や
空き店舗にて開所。様々な業種の方々と
のコラボすることで、地域と繋がってい
く。

地域の人たちに、癒しを与
える。
子育て中の方たちへ思いや
りの気持ちを持ってもらう

理解し合う事が大切

量販店で親子イベントの開催

サークル支援
特にお手伝いが必要な方たちの応援

決まった人たちだけではない
不特定多数への支援。
誰でも立ち寄ることができる。
成長した子ども達の姿を見るこ
とができる。
気軽に相談ができる。

なぜ母親の負担が大きいのか?
↓
地域で子育てを支えるネットワークの希薄化
世代を超えた子育て経験の受け渡しがない。
放っておいても子が育ったのは、周りが育ててくれたから。
 子育て現役世代の支え合い(井戸端会議・長屋)
⇓
縦・横のつながりが希薄になってきている。
⇓
情報はほとんどネット。育児書を読む人も少なくなってい
る。一般的な情報が多い。
⇓
人間は、子育てに手間暇がかかる動物である。だから地域
で子育てをし、家族で分担してきた。今はそれが崩壊し、母
親が背負う事が多くなった。⇒虐待
自己防衛のために産まない。⇒少子化



必要なのは子育て支援

☆多胎児サークル「ふたば」
☆体重出生児サークル「カンガルークラブ」
☆アレルギーのある子ども達「Paku☆Paku」
☆発達障がいの子ども達と保護者「きゃんでぃ」
☆プレママ(妊婦さん)「ハッピー」
☆お父さんサークル「敦パパ」
孤独にならないこと。一緒に考えてくれる人がいる。
少しのお手伝いで、子育てを楽に考えることができる
ようになり母親自身の負担が軽くなる。

過ぎてしまえば何でもない事だけれど、今が大変
な保護者の気持ちに寄り添う事が大切
子どもの評価は、母親の評価ではありません。
子育ては、母親ひとりでするものではありません。

子育て支援は、家族支援
家族、親せき、地域、学校、行政、みんな
で子どもを育てることが大切

女性自身が輝き、生きがいを持ち、
家族・地域と共にたくさん子どもを
育てたいと思える世の中にしてきい
ましょう。
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