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山縣 文治氏　皆さん、こ
んにちは。

この分科会、「要保護
児童対策地域協議会にお
ける関係機関の連携の在
り方」ということで、濱
口さん、松井さん、黒田
さん、端さん、天谷さんの順番でいこうと思います。
早速、濱口さんからよろしくお願いします。

濱口 勇規氏　福井市役所
福祉保健部福祉事務所子
ども福祉課の濱口と申し
ます。私からは要保護児
童対策地域協議会の現状
と課題について、お話を
させていただきます。

まず、県外の方もいらっしゃるかと思いますので
簡単に福井市の紹介をさせていただきます。

福井市は、人口約 27 万人弱おりまして、うち 18
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歳未満の児童の人口が約４万 3,000 人です。世帯数
としましては大体 10 万世帯を超えるぐらいの状況
です。

私が所属しております福井市子ども福祉課の職員
体制ですが、簡単に載せさせていただきました。上
から４番目のところ、子ども支援係ということで、
専門職が保健師２名、社会福祉士が私を含めまして
２名配属されております。

子ども支援係の主な業務の内容を簡単に載せさせ
ていただきました。私ども４人で児童虐待等の相談
ですとか要保護児童対策地域協議会の事務局運営を
していたり、児童虐待に関する防止普及の啓発等も
行っております。また、主任児童委員や関係機関の
方への研修もさせていただいたり、養育支援訪問事
業というような妊娠期から乳幼児期のお子さんのい
らっしゃるご家庭の支援事業ということもやってお
ります。DV 等の女性相談とであったり、助産制度、
母子生活支援施設といったような成人の女性の方の
相談窓口にもなっておりまして、幅広く、させてい
ただいております。

福井市の要保護児童対策地域協議会とは何かとい
うことですけれども、資料を見ていただきますと、

まず、一番上に福井市子ども福祉課で事務局を置
きまして、下にあります構成メンバー、30 程の色
んな機関、教育委員会などの学校関係ですとか、総
合福祉相談所と書いてありますけれども、児童相談
所、警察、人権関係ということで弁護士など、今登
壇いただいているような方々に入っていただく形で
構成されております。

その中で、要保護児童、児童虐待の問題、虐待ま
でいかなくても養育の問題、関係機関で十分見守っ
ていかないといけない、援助していかなければいけ
ないようなケースをこちらで把握しまして、援助の
とりまとめや、事務局として会議を開くなどしてい
ます。その会議は、代表者会議、実務者会議、個別
ケース検討会議の３つで構成されております。

まず、代表者会議とは、虐待問題への認識の向上、
効率的な援助のシステムの検討というような総合的
な話を年に１回開催しております。

次に、実務者会議につきましては、個別のケース、
家庭の状況の総合的な把握、児童虐待の防止に関す
る課題の整理などの検討を行っております。実務者
とは、各関係機関から現場に近い方です。その下に

実務者運営会議というものがありますが、実務者の
中で行政に近い、児童相談所なども含めた特に児童
虐待等に関わる者を集めまして、その中でより詳し
くケースの進行、援助の方法などを検討しておりま
す。実務者会議は１年に１回、実務者運営会議で２
か月に１回検討をしているところです。

個別ケース検討会議は、その個別のケースで話し
合いが必要な時に学校などに行って、各関係担当者
の方に集まっていただいて会議を開くなど、福井市
で大体年間 80 回、その年度によってばらつきはあ
りますが、今年度もそれぐらいの推移か、それ以上
になるかと思います。

次に、福井市における虐待相談対応件数と進行管
理児童数。この進行管理児童数とは、要保護児童対
策地域協議会の中で援助をしているお子さんの数と
いうことです。平成 24 年度からの推移を示してお
ります。

見ていただきますと、黄色く 82 としているところ
が児童虐待相談の昨年度の私どもで対応している件
数です。推移を見ますと、年々増加傾向にあるとい
うことが言えますし、その他の養護相談ということ
で 340、昨年度ございました。こちらもすごく増え
ております。トータルしますと 427 件、昨年度対応
しておりまして、その推移もグラフにありますよう
に大きく全体が増えています。その中で、進行管理
をしている児童の数につきましても、同様に 24 年度
末から 27 年度末まで 169 から 293 ということで、か
なりこちらで関わるケースが増えている状況です。

具体的に虐待相談の 82 の内訳を示しております。
１．通告経路、２．主な虐待者、３．被虐待児の年
齢及び虐待種別です。見ていただきますと、児童相
談所、市福祉担当課と良いますのは生活保護、障害
福祉の関係の部署が児童相談所と同じぐらいの推移
で、大体 25 から 30％ぐらいを占めております。保
健センターは福井市の中にある保健センターになり
ますが、母子保健分野も含めますと、大体そういっ
た関係機関の中で虐待の気付きがあって連絡がある
というケースがほとんどです。

次に、主な虐待者は実母が８割を占めている状況
です。

被虐待児の年齢及び虐待種別につきましては、福
井市の場合、小学生の虐待対応が一番多くなってお
り、42.7％ございます。虐待の種別でいいますと、
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身体的な虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト
とございますが、その中でネグレクト、育児放棄す
るようなネグレクトのケースが昨年度の実績の中で
は一番多くなっております。こちらには記載はして
いないですけれども、一昨年度までは身体的虐待が
ネグレクトより多かった傾向にありましたが、昨年
度は逆転しておりまして、ネグレクトが約 50％を
占めている状況です。

平成 27 年度養護相談・その他相談ということで、
虐待相談以外の相談 340 件の内訳も占めさせていた
だきました。

通告経路につきましては、先程と同様に児童相談
所と福祉担当課、保健センターが多い状況です。年
齢等につきましても０歳から小学生までが多くなっ
ておりますが、養育不安なども含めました０歳児か
らの相談というのが、少し多いような傾向にあります。

私ども福井市要保護児童対策地域協議会における
関係機関との実例の中で、そこから見える課題を少
しこちらに載せさせていただきました。

まず、実例１の課題点です。顔や両腕などに青あ
ざがあったケースですけれども、保育園では虐待か
もしれない、不自然であると感じ、記録等、写真を
撮ってきっちり記録に残して保管していたケースが
あったんですが、そういったことが発覚してから結
果的にこちらに連絡があるまで１年間を要したケー
スでした。虐待疑いということで、法律上は虐待の
疑いがあった場合には児童相談所又は福祉事務所に
通告するようになっております。そういった通告義
務を認識していないということもありますが、通告
して良いのかどうか分からない、虐待なのかしつけ
なのか、このケースに限らず、狭間でそれを伝えて
良いのかどうか、又は、通告することで自分たちに
不利になるようなことがあるのではないか、親との
関係性が切れてしまうのではないかというような、
実際にそういったお声を聞いていることもありま
す。このケースにつきましても、おやっと思ってい
ながらなかなか通告にまで至らずに、結果的にこち
らに通告があった後にすぐに児童相談所と連携をと
りまして、児童相談所において身体的虐待というこ
とで一時保護に至りました。

次に、実例２です。これも同じようなケースには
なりますが、種別としては身体的なものではありま
せん。常に服装や身なりが明らかに不衛生で、時折

悪臭もする。食事もまともに取っていない時期も見
られて、小学生で成長していく時期に痩せていく姿
が見られた。このケースにつきましても虐待の疑い
からこちらへの通告に至るまで１年半以上を要して
おりました。その間に小学校から中学校に上がって
いるという状況にもなっていたケースです。こちらの
場合は、これもよくあることですが、所属の学校や
保育園が自分たちで何とか改善できるのではないか
と一生懸命頑張っておられる中でのこういった通告
の遅れになったということです。こちらも虐待の疑
いによる通告義務、通告後の流れ等が分かっていれ
ば、恐らくすぐにでも通告をしたのではないかと思
います。ネグレクトというケースになるので一概に判
断しがたいところも当然ありましたが、先生方と話
をさせていただきますと、知識がちゃんとあればス
ムーズに通告ができたのかもしれないとおっしゃっ
ていたケースです。こちらも、通告後に明らかなネ
グレクトケースということで、児童相談所と私ども
福井市で連携をいたしまして行政介入という形で親
御さんへの家庭訪問や面談を行ったケースです。

課題としまして、福井市要保護児童対策地域協議
会における関係機関であっても、虐待の疑いによる
通告義務や虐待の知識というのはまだ十分理解いた
だいていない部分があるかと思います。お話してい
く中でそういった課題が見えたということです。

次に、福井市要保護児童対策地域協議会における
実例とそこから見える課題②の実例３です。虐待通
告時の初期対応です。緊急を要する場合がございま
す。虐待通告があって、すぐにでも安否の確認に行
かなければいけないことも多くあります。電話等で
関係機関に問い合わせをしましたところ、個人情報
などを理由に情報提供を拒まれるケースが実際に福
井市の中でもありました。福祉事務所の職員である
かどうかは電話ではなく、伺ってお話をすれば済む
ようなことでもありますので、伺って対応すること
もあります。福祉事務所の職員とお伝えした上で、
緊急を要していても情報提供がスムーズにいただけ
ないケースもございます。文書でなければ回答をも
らえないことも実際にございますし、文書の重要性
は当然ありますが、急を要する場合は文書以外の方
法でご協力をいただかなければいけないというとこ
ろが見えた部分でした。

実例４としましては、虐待における写真等の情報
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提供についてということです。虐待が起こった場合
に、どういったあざだったのか、どういった部分にで
きていたのか、間違いなくあざができていたのかとい
うようなことも含めまして、詳しく色々とお聞きして、
その後、児童相談所でもそういった資料等が必要に
なってくる場合があります。事務所におきましてもそ
ういったものを必要とする場合に、電子媒体等でス
ムーズに情報提供をということは個人情報の関係か
ら難しい場合が多いです。児童相談所と私らの関係
の中でも電子媒体での交換は個人情報の関係で制限
される部分が当然出てきます。国が示しているモデ
ル事業のそういったシステムの構築のところ、福井
市要保護児童対策地域協議会における情報共有の体
制がまだまだ確立されていないのだなということを
私どもの中で課題として捉えているところです。

今後の取組としまして、課題①の関係機関であっ
ても虐待疑いによる通告義務に対する理解が不十分
であるという点です。私どもの周知や広報が不十分
であることが特に大きな問題であると思っておりま
すので、関係機関への研修や出前講座ということで、
保育園等でケース会議があった場合に、迷うような
ことがあったら虐待の知識を含めて私どもから出向
いてお話はさせていただきますと言っております
が、そういった出前講座のようなものを定期的に開
いていく必要性もあるのではないかと思っておりま
す。そういったことが児童虐待の防止の推進につな
がると思っていますので、努める必要があると思っ
ております。

次に、課題②の福井市要保護児童対策地域協議会
における情報共有体制が確立されていないというこ
とです。虐待の件数が増える中、情報をどのように
管理していくかなどについて電算システムの導入を
行いまして、関係機関から問い合わせがあった時に
すぐ対応ができるような体制を採ることもすごく大
事なことであると認識しておりまして、今年度導入
を進めているところです。児童虐待の通告に関する
フローチャートや情報共有に関するマニュアルを作
成し、要保護児童対策地域協議会関係機関同士の個
人情報保護に関するルールなどを確立する。福井市
独自でそういったお話を進めていっても良いのでは
ないかと思っております。マニュアルにつきまして
は、国で作成されるような話も聞いておりますが、
福井市としまして関係機関の方々と色々と意見交換

をする中で福井市独自のものを作っていくことも重
要になってくるのではないかと認識しており、今後
そういった取組を行えたらと思っております。

私からは以上です。ご清聴ありがとうございました。

山縣氏　事例を通じて２つの課題を示していただき
ましたが、冊子の７枚目のところ見ましたら、423
の相談の中で 300 ぐらいを進行管理している。虐待
が 80 ですから、200 と少しが、その他の相談とい
うことになりますね。

９ページ目にその中身を示していただきました。
ということは、恐らくその下側、養育上の問題の中
に進行管理の件数がいっぱいあるということになり
ますね。

濱口氏　そうです。

山縣氏　それで、養育上の問題というとすごく広く
聞こえますが、進行管理するものがその中で３分の
２、どんなものがこの進行管理の対象になって、ど
んなものが進行管理の対象にならないのか。細かい
基準は良いですから、大体のイメージをお願いでき
ますか。

濱口氏　今、先生おっしゃるように、基準というも
のを福井市でもある程度設けてやっていますが、年
度によって変わってきたりしていますので、その辺
も今検討しているところです。要保護児童対策地域
協議会として上がってくるケース、上がってこない
ケースという中では、明らかな虐待ケースと判断で
きるものにつきましては当然上がっていますが、ネ
グレクトのケースが特に言えますが、養育をしてい
るとは思われるけれども、どうも子どもだけで家に
いるかもしれないとか、そういったつながってくリ
スクがあるようなケース。

山縣氏　疑わしいレベルのものがそこに入っている
という考え方で良いですか。

濱口氏　はい。あと、関係機関が多く関わらないと
色々と援助が困難なケース。親御さんが障害を持っ
ているというところで障害の分野で関わってもらう
というケースについても上げることがよくあります。
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山縣氏　ありがとうございました。
非常にたくさんの事例を抱えておられて、きっと

職員の人も大変だろうなと。全国どこでもそうです。
どこでもっていうのは言い過ぎかな。私が知ってい
る範囲で言うと、要保護児童対策地域協議会が進行
管理しておられる事例というのはものすごくたくさ
んあって、日常業務をこなしながらの進行管理です
から大変だなと。この仕組みをどうしていくのかと
いうのは大きな課題だと思います。

ありがとうございました。
では、松井さん、よろしくお願いします。

松井 馨氏　福井市のスク
ールソーシャルワーカー
の松井と申します。よろ
しくお願いいたします。

福井市は小学校 50 校、
中学校 23 校、合計 73 校
を対象に３名のソーシャ
ルワーカーが担当させていただいております。昨年
度は２人のワーカーで小学校６校、中学校 16 校、
児童生徒数 44 名のご家庭の福祉的支援をさせてい
ただきました。ここ数年では小学校の支援が減少傾
向、中学校の支援が増加傾向にございます。

ソーシャルワークとは、社会的問題の解決をする
ことで、学校ソーシャルワークは困った子ではな
く、困難を抱えて困っている子の背景を知って専門
機関の連携、調整のもとに課題解決への対応を図る
ものです。スクールソーシャルワーカーは黒子に徹
すると言われております。保護者の問題意識と学校
の問題意識の認識のずれ、課題のずれを把握し、意
見の食い違いや誤解が生じている場合には仲介する
よう努める役割を担っております。福井県のスクー
ルソーシャルワーカー配置事業は今年度で９年目に
なり、まだ歴史は浅いのですが、私の場合は同じ学
校で複数の児童生徒に関わらせていただいてきた傾
向にあります。色々な問題が複雑に絡み合っている
ケースがほとんどですが、過去５年間の私の担当
ケースは、不登校、発達障害、非行、経済的問題、
その他家庭問題と、合わせて 75 件。そのうち虐待
ケースは７分の１でした。

虐待環境に子どもが置かれているという仮説を立
てますと、保護者の養育上の問題はどのようなもの

か、子どもが安らげる居場所があるのか、支えてく
れる友達はいるのか、心が落ち着かず勉強どころで
はない環境ではないかといった色々な視点で気に掛
けて見ることができます。様々な関係機関が集まっ
て守秘義務のもとにおいて一度に情報を共有できる
という点で、要保護児童対策地域協議会にてケース
会議が行われることはとても効率的であると考えら
れています。

要保護児童対策地域協議会に入っていない場合で
すと、保護者や本人の許可を得ながら一つ一つの機
関へ足を運ぶことになり、どこの機関にどこまで伝
えているのかといったことがあやふやになってしま
う場合があります。

家族構成をこのように図にしてみます。後程お話
します事例Ａ、Ｂの家庭はどちらもこのような家族
構成になっております。誰が、いつ、誰に、何をす
るのかといったことをケース会議で話し合います。
進級、進学などの時期を選んで具体的な支援につい
て関係機関ができることを提案し、調整していきま
す。学校と保護者、子どもと一緒に考えながらニー
ズの刷り合わせをしていきます。

また、支援の過程においては新たな課題の発見、
目標の見直し、支援方法や役割分担の変更を行いま
す。ほんの少しでも良い関わりであったと分かるこ
とがあれば、支援者に伝え合い、小さな成功を共有
し援助者をねぎらったり、励まし合ったりします。

学校で表立った問題は、不登校、友達とのトラブ
ルが多い、多動で乱暴、万引き・窃盗といった非行
であったりしますが、私たちが家族の歴史などを情
報収集していきますと、その背後には虐待の連鎖が
あることに気付かされます。非行や問題行動の後ろ
側に虐待があり、そのまた後ろ側に経済的問題、保
護者の精神疾患、発達障害などが隠されていると
いったケースが大変多くあります。学校は子どもや
家庭にとって大変身近なところで生活に密着した場
所であることから、虐待への対応に関してその背景
を見る福祉的視点を導入しやすい場所であると思わ
れます。

家庭の中でキーパーソンになる方が良い循環を
作っていくことが困難で、努力をしても目に見える
良い結果が得られないまま時間が経過しますと、不
満や不安だけが増大していくといった悪循環に陥る
傾向があります。誰かを責めずにいられないといっ
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た状況になると、努力が空回りしていく傾向にあり
ます。色々な専門家の視点で客観的に適切な対応を
することによって良い循環を作り出すことが可能に
なります。

事例Ａです。不登校状態の中学生の男の子の家庭
です。母はやらねばならないことを時系列に紙に書
いてお渡ししても行動化できないという特性をお持
ちです。努力が足りないのではなく、恐らく発達障
害のために子どもにとって大切なことを習慣化させ
ることができません。幼い頃から習慣付けがなされ
ないまま放任環境で育ったこの子は、小学校高学年
の頃には無気力感が強く、何も自主的に取りかかれ
ませんでした。睡眠リズムがとれないまま長い年月
を過ごし、脳への影響も心配されます。母は時間の
管理、諸連絡ができず、そういったことが原因となっ
て対人関係で傷付いてしまう経験を何度も重ねてし
まっています。一方で、学校の先生は母と連絡が取
れないこと、継続した実効がないことに頭を抱えて
いらっしゃいます。本児の兄、姉は児童養護施設に
入所経歴があり、この母は児童相談所に何度も子ど
もを返して欲しいと訴えたという過去があります。

このケースについてお勧めし、紹介すべきところ
は母と本児の医療機関における発達の検査ですが、
母には診断されることへの恐怖心と、その後の進路
について決断することへの不安があります。親権者
の同意が得られないままには受診することができ
ず、支援が停滞し、色々な関係機関が多面的に援助
することが難しいままになっています。学校の先生
にアドバイスを受けても、母は実行していく自信が
ありません。さらに、他機関の専門家から助言を受
けても自分にはできないという自分自身への信頼の
欠如があります。

事例Ａのように、支援者が問題を深刻に捉え危機
感を持っていても、保護者と子どもはそうではない
というケースの場合、母子との関わりの中でどのよ
うなことならできそうか試行錯誤していき、スモー
ルステップで一緒に考えましょうというふうに声を
掛け続けています。できないことに焦点を当てすぎ
ず、できることに焦点を当てていけるように、でき
たら認める、一緒に喜ぶ、このようなことを積み重
ねていきます。親が気持ちにゆとりを持ち、養育上
の問題を改善していけるよう親への援助を行い、同
時進行で子どもへの援助を行っていかねばなりませ

ん。孤立して心細い思いをしている保護者に共感し
ていく姿勢で寄り添い、悲観的で否定的な自己イ
メージを少しずつ変化させていけるようにエンパ
ワーしていきます。

事例Ｂに移ります。こちらは、昨年緊急対応が必
要となったケースです。

たくさんの生活課題があり、母にゆとりがなく、
子ども一人一人に向き合えない現状があります。母
に精神的、経済的ゆとりがないので、どうしても長
女に色々なことを期待して、期待どおりにいかない
と、ついかっとなってしまいます。

ある朝、私にこの長女Ａ子が死にたいと電話をし
てきたため、すぐ自宅に迎えに行き、ゆっくり話を
聞きますと、Ａ子は経済面の援助者である男性から
性的暴行を受けており、恐怖の中でずっと耐えてい
たことを打ち明けてくれました。

私は児童相談所へ電話連絡、相談し、指示に従い、
母に警察署への通報を促し、母子は相談所職員の面
談を受けた後、警察へ同行されました。その間、私
は学校、子ども福祉課への連絡を行い、その日の夕
方、私も警察署にて事情を聞かれました。犯人の逮
捕が確定になるまで、Ａ子は警察署の車で産婦人科
を受診するなど目まぐるしい一日を過ごすことにな
りました。

県内で発覚されたこの事件は、虐待を受けてきた
子どもの心理特性を利用した犯罪でした。このよう
な緊急対応は、Ａ子が小学２年生から要保護児童対
策地域協議会のケース会議において多くの関係機関
が情報の共有を続け、問題の明確化を目指しながら
相談を継続してきたその過程の中で行われました。
虐待の恐ろしいところは、密室で隠されてしまう、
秘密にされてしまうという点にあると思います。子
どもを脅し、怖がらせ、不安にさせ、我慢を強いる
ことによって虐待を長期化させます。そのことによ
り、子どもが大人になった後もずっと心に傷が残っ
たままになるということにつながります。多くの専
門家の目で本当のニーズを探っていくこと、また試
行錯誤しながら真実を探っていこうとする姿勢が問
われるのではないかと考えさせられます。

先程の事例Ａの母は、上の子が母の意に反して施
設入所されていた経緯があるため、子育てが上手く
できない自分であってもこの子を自分の側に置きた
い気持ちを優先させています。支援者として、その
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価値観の多様性を認めながら母ができたことを大き
く評価するように心掛けております。強制的で意に
そぐわない援助は必要とせず、寄り添ってくれる援
助者をこの家庭は必要としています。

事例Ｂの母は、自分一人の力では子どもに十分し
てあげられないことを羞恥しており、子どもの成長
のために必要なことを理解し、生活の場を良くしよ
うと努力されています。専門的な援助について紹介
されればすぐ受け入れていこうという姿勢が見られ
ます。関係機関と学校の支援方針と保護者と子ども
のニーズが合っていることから、支援が計画どおり
進みやすくなっています。

ソーシャルワーカーは、こういった関係機関が集
合して行うケース会議の前には事前に打ち合わせを
し、目的や見通しを明確にすることを意識します。
会議の中では把握されていない子どもの背景が伝わ
るように心掛け、参加者の視点を考え、流れを作る
ことによって多面的に子どもを捉え捉えていけるよ
う意識しています。

また、ソーシャルワーカーはアルコール依存症、
人格障害、鬱病等、精神疾患である保護者の方との
出会いを多く経験します。精神科ドクターや臨床心
理士の先生から教わることにより、支援する学校の
先生方の気持ちの安定が図られることに結び付いた
ケースもありました。

事例Ｂの長女Ａ子は、保護者による虐待、学校で
のいじめ、性犯罪に遭っていたという幾つもの心的
外傷を受けてきたことから少年サポートセンターで
臨床心理士の先生よりトラウマ治療を受け、少しず
つ元気を取り戻していきました。

子の場合は児童相談所と警察署とサポートセン
ターの３者が本児のために手厚くケアしてくださ
り、スクールソーシャルワーカーはその３者と学校
をつなぐ役割をさせていただきました。事例ＢのＡ
子がもっと早く助けてほしいと言えたら良かったの
にと思います。そのケースに関わる関係機関の方々
がみんなで見張るのではなく、肯定的な言葉をか
け、その親や子どもの存在の素晴らしさを伝えてい
くことが、実は虐待環境にあると打ち明けてくれる
前段階にあるのではないかと思います。自分自身へ
の否定的な思いが強い方々にとって、見張られれば
見張られる程隠すようになる傾向があります。多く
の関係者がみんなで家庭訪問し、否定のメッセージ

を送っていたとしたら、ますます事実を隠すように
なり、信頼することから遠ざかり、孤立状況に追い
やってしまうと考えられます。一見、頑張っている
ことがないように見えても、その子の良い面を探し
て、褒めて認めてあげることが大切だと感じます。
養育が上手くできない親に対しても、以前はこのお
母さんも被害者だったのだということを忘れずに、

「頑張っていますね。」と認めてあげることが信頼関
係を良くし、良い援助の展開を作っていくことにつ
ながっていくことと思っております。

この図は最終ゴールを子どもの QOL 向上と定め
て、そこに到達するために図の下の方から積み上げ
ていき、図の右側の方の質の向上を行うことによっ
て子どもの家庭環境と教育環境が良くなっていくこ
とを示しています。昨年度、私は中学２年生、３年
生を多く受け持たせていただきましたが、中学生に
なると子どもの精神状態も重くなり、また、児童養
護施設に入所することも難しくなっており、保護者
の行動変容も難しい状況になっております。学校が
スクールソーシャルワーカーを依頼するのはかなり
深刻になってからといった認識をお持ちの方もい
らっしゃるようですが、事態が重篤化して解決まで
の道のりが長期であると予測されるようなケースが
多いというのも福井市の特徴です。アセスメント段
階だけでもソーシャルワーカーが関わることによっ
て支援の方向性が見えてくる場合があります。

この右の図のように、チームで子どもを見て、複
雑化、困難化している課題に対して多様な専門性を
学校に導入することにより、効果的、効率的に課題
解決を図ることが必要とされております。現在は学
校が抱え込みがちな状況で家庭への働きかけを行
い、ソーシャルワーカーは補助的立場になっていま
すが、ソーシャルワーカーがもっと身近な存在に
なって、相談に乗りやすい位置付けになることを目
指しております。

事例Ａのように、保護者に家庭環境を変える力が
不足している場合であっても、学校が子どもにとっ
て居心地良く、自分の気持ちを素直に出せる場所で
あってほしいと願います。親が変われなくても子ど
もの心を育て、自立していく力を付けていくことが
問題解決の早道になるケースもあります。

また、幼少期に虐待を受けており、現在は家庭環
境が改善している場合でも心にたくさんの問題を抱
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えたまま小中学校時代を過ごしている子どもがいま
す。その後、17 歳頃に出産し、親になった後も解消
されない心の傷がまた虐待を繰り返すといった連鎖
を招いてしまうケースもあります。悪循環を防ぐため
の教育を中学３年生までに行っていくことを視野に入
れて援助計画を立てることが大切であると感じます。

ソーシャルワーカーが上手く機能しない場合もあ
りますが、多くの関係機関の専門家の方々からアド
バイスをいただきながら問題の改善に向けて努力さ
せていただいております。

御清聴ありがとうございました。

山縣氏　ありがとうございました。１つ、２つ、教
えてください。

まず、スクールソーシャルワーカーさん、虐待ケー
スが７分の１ぐらいでしたというお話でしたけれど
も、それも含めて相談は学校から来るのか、保護者
や子ども自身から来るのか。虐待で言うと要保護児
童対策地域協議会から、「こういうお子さんがお宅
の学校にいらっしゃると思うのですが。」、そんな形
でいくのか。入口はどこになるのですか。

松井氏　福井市の場合は、学校から教育委員会に行
きまして、教育委員会から私のところに来ます。で
すが、他の市では、要保護児童対策地域協議会から
上がってくる場合もあります。例えば、弟、妹が保
育園、幼稚園にいる場合ですとか、次に小学生にな
るというお子さんの場合は要保護児童対策地域協議
会から来るという市もあります。

山縣氏　虐待の場合は教育委員会にも行くし、要保
護児童対策地域協議会にも、二重に行くと考えて良
いのですか。それとも、一端振り分けをして要保護
児童対策地域協議会に後で行くという感じですか。

松井氏　ケースによっては色々です。

山縣氏　分かりました。
濱口さんのところで要保護児童対策地域協議会の

具体的に細かく検討をするのが実務者運営会議と個
別ケース検討会議。そこは結構細かい事例を扱えそ
うでしたけれども、そこも多職種多機関で色んな検
討をされる。今、松井さんのところも学校現場でＡ

ちゃん、Ｂちゃんについて同じような形でやってお
られましたよね。その違いというのは何ですか。そ
こで検討されたものは、虐待であれば多くは要保護
児童対策地域協議会に行っているというふうに、私
は勝手に思い込んでいます。そうすると、要保護児
童対策地域協議会でも同じような構図になっている
ような気がします。

濱口さんでも良いですが、その辺の違いというの
は何かありますか。市がやる場合はこういうところ
にポイントがあるのだ、学校現場であればこういう
ところがポイントになると。学校現場の場合も行か
れる可能性がある訳ですよね。

濱口氏　そうですね。学校現場の場合ですと、最近
多いのは不登校の問題というところは結構多いのか
なと認識しているところです。要保護児童対策地域
協議会の側からですと、養育上の家庭の問題という
ところで色々と話が上がって、そこに今の松井先生
に来ていただいたりというケースは多いのですけれ
ども、恐らく、学校側からというのがそういった不
登校の問題ですとか、教育分野におけるようなお話
から家庭環境のところに話が行ってということで、
発信が違ったりしても、結果、一緒のところで行っ
ていることは多いと思います。

山縣氏　ありがとうございます。
きっと、直接お子さんを抱えておられるところは

それぞれ役割があると思われるけれども、呼ばれた
関係機関の人は、場合によっては２回同じ事例で行
くことになってしまう。自分の役割とは何だろう、こ
この意味は一体何だろう。この辺をきっちり伝えて
いかないと、何か呼ばれてばっかりという感じにな
るのかなと思って今聞いていました。ありがとうござ
いました。非常におもしろい事例だったと思います。

では、続きまして黒田さん、よろしくお願いします。

黒田 裕幸氏　警察本部、
少年女性安全課の黒田で
ございます。どうぞ、ひ
とつよろしくお願いいた
します。

今日、この分科会が始
まる前に厚生労働省の担
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当者から、今回、初めて警察を招請したというお話
をいただきました。私も前例がない中でみなさんに
参考になる話ができるかどうか、本当、心配ですけ
れども、せっかくの機会でございますので県警の取
り扱った児童虐待事案の現状と、特に警察と密接な
関連がございます児童相談所、それから学校との連
携状況についてご紹介申し上げたいなと思っており
ます。

今回初めての招請ということで、実は、どんな話
をしようかと昨日の夜遅くまで悶々としておりまし
た。皆さんのお手元にレジュメが行っていると思い
ますけれども、パワーポイントと内容が異なってい
るところがございますが、その点、あらかじめご容
赦いただきたいなと考えております。

本題に入ります前に、福井県における児童虐待の
現状について、若干お話したいなと考えております。

今、ここに出ておりますこのグラフは平成 23 年以
降の上半期の通告児童数の推移を示したものでござ
います。ご覧のとおり、本年上半期は通告児童数 57
人。前年の平成 27 年の上半期は９人でございます
ので約８倍に増えているというような状況でござい
ます。この増えた原因等につきまして、今現在、細
かく分析中ではございますけれども、警察庁の判断
では、DV 事案の増加が、背景にあるのではないか
というような分析がされているところでございます。

向かって左が全国の通告児童数の態様別の割合、
右が福井県ということでございます。全国も福井県
も、概ね同じような割合になっているのかなと。心
理的虐待が若干全国の方が多くなっておりまして、
それに対して福井県では身体的虐待が 10％程多く
なっているというような状況でございます。

続きまして、この画面は児童通告に至った事例の
端緒別の割合を示したものでございます。ご覧のと
おり、110 番通報と警察への相談を合わせて約８割
を占めております。その多くはやはり DV に関する
もので、DV の 110 番通報で警察官が現場に行き、
夫婦喧嘩のその目前に幼い子どもさんがいたと。こ
ういった形で心理的虐待を認知したというような形
で児童通告されているという数でございます。

それから、児童相談所や市町村の他機関からの情
報提供につきましても、水色の部分で示してござい
ますけれども、11％になっています。数に直します
と６件。市町等の他機関からの通報によって警察が

捜査に入って児童虐待を認知して改めて児童相談所
へ通告したというような数でございます。

続きまして、このグラフは警察職員が児童虐待事
案の通報等を受理し、現場で緊急に児童を保護する
必要があると判断した場合に、警察官職務執行法と
いう法律がございますけれども、この警察官職務執
行法に基づいて児童を保護して現場で児童相談職員
に身柄を引き渡して通告を行う。または、警察官が
児童相談所へ同行して通告を行った件数を示したも
のでございます。数は至って少ないですが、特筆す
べきは昨年の上半期と比べて今年上半期はその３倍
を超えているというような状況になっている。絶対
数は少ないですけれども、警察的には緊急的に保護
しなければならない事案が昨今多くなっている現状
にあるのではなかろうかと、かように考えている次
第です。

続きまして、次のグラフは、児童虐待事案の検挙
件数を示したものです。これも絶対数は少なくなっ
ております。今年上半期で３件、去年上半期でも４
件ということで、通告児童数に比較して事件化され
た件数は少ない。ただ、この事件化された今年の３
件につきましては、その内訳は身体的虐待が１件、
それから性的虐待が２件あるということで、やはり
極めて悪質なものにつきましては、警察も徹底して
検挙していかなければならないと、こういうような
状況でございます。

前置きはこれぐらいにしまして、こういった児童
虐待の実態が今の福井県の状況であるということを
ご理解いただいた上で、これから本題に入っていき
たいと考えております。

まず、児童相談所との連携について、お話申し上
げたいと思います。児童相談所と警察では児童虐待
事案のスムーズな連携を図るために、平成 19 年に
警察と児童相談所との間での相互理解を深め、早期
の情報交換やその対応に対する連絡に関する申し合
わせを行ったところでございます。また、平成 25
年には児童相談所担当課長と当時の少年課次席、少
年女性安全課というのは本年度、平成 28 年度に新
設された課でございまして、平成 25 年当時は児童
虐待の担当所属は少年課というところが担当してお
りました。平成 25 年当時は少年課の次席との間で
24 時間対応のホットラインを確立して、緊急案件
の対応に不備がないように体制を確立しているとこ



90

第３分科会

ろでございます。今もこの体制が継続されていると
いうような状況でございます。

その他、嶺北地区を管轄する総合福祉相談所、そ
れから、嶺南地区を管轄する敦賀児童相談所、この
両者との連絡会議は毎年開催しまして、児童虐待に
係るような対応にして意思統一を図っている状況で
ございます。

なお、現在平成 19 年に申し合わせました児童相
談所との早期の情報交換のあり方。これにつきまし
ては、更に効率的なものとなるように、現在見直し
協議を行っているところでございます。

画面にお示ししたのが今現在協議を進めておりま
す情報共有に関する協議概要でございます。従来ま
での情報共有方式というのは、一定の要件に該当す
ると思料された場合に警察署長の判断で情報提供す
ることとされておりますけれども、その判断に警察
署間での差異が否めないというような状況にござい
ます。これをできるだけ統一するということで、図
にございますように、110 番通報を受理して警察官
が現場臨場、それから状況確認、こういった形を行
う。この結果、児童虐待を受けたと思われる場合、
この場合につきましては、当然児童相談所に通告が
なされます。ただ、色々と現場確認した結果、子ど
もさんに身体的虐待の跡がないとか、こういったこ
とでその場において虐待の事実が確認できなかった
場合。こういった場合におきましても、児童相談所
への照会を徹底していこうと。いわゆる、児童相談
所は該当児童について、過去の取り扱った事例、場
合によってはそういう参考情報があるかないか、こ
ういった照会をいたしまして、児童相談所からの回
答、これを見て総合的に通告の要否を判断していこ
うというように仕組みを今見直し、検討中でござい
ます。仮に通告の必要がなかったと判断されまして
も、照会そのものは共有情報として児童相談所等に
提供されることになりまして、情報共有の徹底が図
られる。こういった形でできるだけ担当者の裁量に
委ねていた部分を全件の照会としていこう。それが
ひいては当事者間の情報共有につながっていくと。
こういった形で協定の見直しを今協議しているとこ
ろでございます。

その他、児童相談所とは児童虐待にかかる立入調
査。それから、臨検時の相互の連携、こういったも
のを図っていこうということで、昨年から想定に基

づく実践的な合同訓練などにも取り組んでいるとこ
ろでございます。

パワーポイントの写真は本年の児童虐待防止推進
月間の初日でございます 11 月１日に実施した訓練
風景でございます。こうした訓練を重ねることによ
りまして、相互の理解が深まり、共通認識のもとで
迅速かつ的確な対処ができると考えられておりま
す。今後とも継続してこうした取組については実施
していきたいなと考えているところでございます。

一方、今度は学校との情報共有につきましてご紹
介申し上げたいと思います。県警察におきましては、
平成 25 年５月から県教育長と警察本部長による協定
を結びました。これによりまして、児童生徒の健全
育成のために福井県学校・警察連携制度といった題
名で情報共有制度を構築したところでございます。

なお、この制度につきましては、警察と学校が相
互に連携して児童生徒の問題行動、これに対応して
いこうということを想定して協定を結んだものでご
ざいますけれども、昨今の児童虐待の現状等を踏ま
えれば、学校生活において児童の身体的な異常など
を把握できる機会が多い学校等との情報共有につい
ては大きな期待を警察としては寄せているところで
ございます。

しかしながら、この制度の締結以後、警察から提
供された情報は 21 回ございますけれども、学校当
局からは３回ということで、必ずしも実効性が上
がっていないのではないかというような状況でござ
います。今後、こうした協定が真に機能するように
警察としましても学校当局に働き掛けを強めていき
たいと考えております。

併せて、これは公立学校との協定でございますけ
れども、現在県警察におきましては、私学において
もこの制度を構築しようということで、私学の事務
当局に働きかけをしているところでございます。お
概ね良い内諾を得ているような状況で、来年度ぐら
いからは私学においてもこの制度に取り組んでいき
たいと、かように考えております。

最後に、まとめということで、現状における課題
と今後の取組について若干申し上げたいと思います。

ここに大きく２つ書いてございます。現場におけ
る感情的対立、それから共有情報の効果的活用とい
うことで、２つを挙げてございます。

１番目の現場における感情的対立。これはあから
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さまに包み隠さず申し上げたいなと。せっかくのこ
うした場でございますので、きれいごとを申し上げ
てもどうかと思います。私も少年女性安全課長とい
うことで３月以降、着任しましたけれども、現場に
おいて、やはり少し感情的な対立があるような話が
漏れ聞こえております。先程からパネリストの方か
らお話がございましたけれども、関係する機関が相
互の理解のもと被虐待児童をいかに保護、救出する
かということで、最悪の事態に至ってしまったので
は元も子もございません。やはり早い段階で、前兆、
予兆の情報の段階から関係機関が継続して取り組ん
でいく必要があるのかなと。そのためには、やはり
相互理解を深めていく必要があろうかと思います。

少年女性安全課というのは、児童虐待だけでなく
て、内部的には人身安全関連事案という、みなさん
にはなじみのない言葉かと思いますけれども、恋愛
感情のもつれに起因する男女間のトラブルとか、ス
トーカー、DV 事案、児童虐待、高齢者虐待、障害
者虐待、こういったものを取り扱っております。児
童虐待だけに限らず、例えば、DV とかストーカー
であっても関係機関のご協力がなければなかなか万
全な対応をとっていけないと。例えば、ストーカー
の被害者、DV の被害者においても、避難場所の確
保等について関係機関にお願いをしているようなと
ころもございます。

本当に、私は３月以降、この立場になりまして、
関係機関との協力は必要不可欠であると、このよう
に強く認識しているところでございます。今後とも、
この相互理解のために微力ながら全力を尽くしてま
いりたいと考えている次第でございます。

それから、問題点、課題の共有情報の効果的活用
につきましては、先程ご紹介申し上げましたように、
児童相談所、それから学校と色んな制度を運用して
いるところでございますけれども、それぞれの機関
から頂いたせっかくの情報、これにつきましては、
ある程度警察ではシステム化してデータベース化し
ているところでございますけれども、担当者レベル
で止まっている懸念もなきにしもあらずと考えてい
るところでございます。そういったせっかくの共有
情報の埋没を防止するために、部内職員に対しての
意識付けの徹底を図っていく必要があろうかと。

それと、今、システムが一応立ち上がっておりま
すけれども、警察内部のシステムはまだまだ脆弱で

ございまして、今後きちっとしたシステム作りをし
ていく必要があろうかと考えている次第でございま
す。警察は、要保護児童対策地域協議会にも参画し
てはおりますけれども、どちらかと言うと児童虐待
のケース、不良行為少年への対応、こういったもの
で基本的に参画しておりまして、なかなか警察的に
皆さんに参考になるようなお話はしづらい部分がご
ざいましたけれども、少しでも今後の取組の参考に
なれば幸いでございます。

以上でございます。

山縣氏　ありがとうございました。
黒田さんが最初に提供いただいたデータの中に面

前 DV という言葉が入っていました。児童相談所の
統計で言うと、かつては身体的虐待が一番多かった
ですけれども、今は心理的虐待です。それは、国の
定義が変わって、子どもの前でお父さんとお母さん
がけんかしている。子どもには直接的被害がなくて
も親がけんかしている状態は子どもの心を傷つける
ということで、心理的虐待とカウントしましょうと。
それから、自分は被害を受けてはいないけれども、
お姉さんが性的な虐待を受けている。それを見てい
るきょうだいは辛いと。そういうところにまで広げた
ものですから、今は心理的虐待が非常に統計上は多
くなっています。特に、警察からの通告というのが
児童相談所で非常に多くなっているのは、その DV
絡み。全てではないですけれども、DV の関係で警
察等からの通告が非常に増えているということです。

２つ、３つ、教えてもらえませんか。情報共有、
通告のシステム図、これはもう運用されているもの
ですか。今、検討中のものですか。

黒田氏　今、協議中のものでございまして。照会の
徹底につきましては、児童相談所の事前のご了解を
いただきましたので、今、実際に試行的に運用して
いるところでございます。

山縣氏　これで２つ質問したいのですが、まず、通
告を児童相談所と市町村、例えば福井市ですね。両
方に同時にされるのか、とりあえず児童相談所に行
って、児童相談所がさらに市町に下ろすというと変
ですけれども、通告していく形でしょうか。警察と
しては、そこの使い分けというのはあるのですか。
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これは市町村にしようとか、これは児童相談所にし
ようとか、両方同時にいこうとかいうのは。

黒田氏　それはないですね。通告は全て児童相談
所に。

山縣氏　児童相談所に通告している。

黒田氏　はい。照会は児童相談所又は市町村です。

山縣氏　この対応がどうなるかというのがきっと課
題だと思います。照会はしたけれども回答が返って
こないと。先程学校の例を出されましたけれども、
警察は結構伝えているけれども、学校からはあまり
来ていませんよと。濱口さんも言われていましたけ
れども、自分がもらうのはたくさん欲しいけれども、
出すのはあんまり出したくないと。何となくそうい
う傾向があって、そこをしっかりやっていただく。
この絵自体は非常におもしろいなと思って見させて
いただきました。

ありがとうございました。
続きまして、端さん、よろしくお願いします。

端 将一郎氏　みなさん、
改めましてこんにちは。

福井弁護士会の弁護士
の端と申します。弁護士
会の活動としましては、
普段の個々の弁護士業務
の他に委員会の活動とい
うものがありまして、人権関係の各種委員会が中心
ではありますけれども、そういった委員会活動の中
の一つに子どもの権利委員会ということで、子ども
たちの権利に関することを取り扱っている委員会が
ございます。主に、弁護士会の中ではその委員会が
中心となって子どもの権利に関することを検討して
おります。

少しだけご紹介させていただきますと、例えば、
事件を起こした、あるいは非行事実があると疑われ
ている少年に対する付き添いの活動であるとか。あ
るいは、今日の話の中心になるかと思いますけれど
も、児童相談所との連携による虐待児童等に対する
関わりであるとか。あるいは、いじめ問題等を含め

てのお子さまの悩みに答える。必ずしも法律的な問
題だけではありませんけれども、福井大学の先生な
どと協力しながら子どもの悩みに関する法律相談、
110 番活動、そういったものを取り扱う委員会とな
ります。

今回、特にパワーポイントを使ってということで
はありませんけれども、今、正面の画面に映してお
りますのは本年の法改正、2016 年５月に児童福祉
法等の一部が改正されております。その概要につい
て、これは厚生労働省のホームページにアップされ
ている概要を一枚紙にしたものですけれども、それ
をスライドにして映させていただいております。

改正の概要ですけれども、大きく分けると４つと
いうことになるかと思います。

１つが児童福祉法の理念を明確化したというこ
と。そして、児童虐待の発生予防という点が２つ目
ということになるかと思います。３つ目が児童虐待
発生時の迅速な、そして的確な対応ということで、
ここに、専門職である我々弁護士などの関わりの強
化というところが挙げられてこようかと思います。
４つ目として、被虐待児童への自立支援ということ
が挙げられております。

１つ目の児童福祉法の理念の明確化ということで
すけれども、これについては、家庭と同様の環境で
の養育を推進していくということであるとか、国や
地方公共団体の役割、そして責務といったものを今
まで以上に明確化しているということ。そして、今
日も、ここでこういうお話をさせていただくとなる
と、昔はあまり虐待なんかなかったですよねとお話
をする相手の方がおっしゃったりするのですが、し
つけという名目で、たたくとか、そういったことが
ありました。昔はそれを虐待と捉えなかったという
だけで、虐待が急に始まったものではなくて、もと
もと虐待というふうに認識していなかったものが、
しっかりと、それはしてはいけないことだというこ
とで今に至っているということかなということを、
昔はしつけという名目でたたいていたりしていた、
あれがだめなのですよとそういった場ではお話をし
ているのですが。そのしつけを名目にした児童虐待
なんかも防止するというところが法改正１つ目の理
念の明確化というところで挙げられている点になろ
うかと思います。

２つ目が発生予防ということで、支援の面。市町
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村は母親が妊娠している時期から子育てに至るまで
の切れ目のない支援を提供していくということで、
子育て世代の包括支援センターを設置するように努
めるものとすると。支援を実際に要すると思われる
妊婦さんであるとか、そういった保護者の方を把握
した医療機関や児童福祉施設、学校などが市町村に
情報提供をするということであるとか、国や地方公
共団体は、母子保健施策が児童虐待の発生予防・早
期発見に資することに留意する、そういったことを
法改正に当たって明記しているという点で虐待予防
の観点からの法改正がなされています。

次に、３点目ですけれども、児童虐待発生時の迅
速・的確な対応ということで、市町村に支援拠点の
整備をするということ。そして、市町村の要保護児
童対策地域協議会の機能を強化するということで、
その専門職配置等も含めて今までの協議会の体制を
より強化するということになっているということ。
そして、児童相談所設置自治体の拡大ということで、
これまでの範囲以上に児童相談所を設置する自治体
の中に市が増えていくということで、改正法の施行
後５年を目途として中核市や特別区が児童相談所を
設置できるように法改正がなされている点。そして、
児童相談所の体制強化ということで、児童心理士、
医師、保健師、スーパーバイザーなどを配置すると
いうこと。あと、児童相談所の権限強化ということ
で、児童相談所から市町村への事案送致を新設した
こと。改正前は市町村から児童相談所への事案送致
のみ規定していたところを、児童相談所から市町村
への事案送致も新設しているということなどの法改
正。そして、改正法の施行後２年以内に児童相談所
の業務の在り方、要保護児童の通告の在り方、児童
福祉に関する業務に従事する者の資質向上を図るた
めの方策について検討を加え、その結果について、
必要な措置を講ずるという形での改正がなされてお
ります。

そして、４つ目の点で、被虐待児童への自立支援
ということで、１つは親子関係の再構築。虐待等に
よって崩れてしまっている親子関係ですけれども、
それがそのまま将来にわたって崩れた関係であれば
良いかというと、それはそうではなく、それが再構
築できるのであれば再構築していった方が当然良い
訳ですから、そういった再構築の支援をする。場合
によっては、元の保護者よりも里親等、養子縁組も

含めて子どもが安定した生活環境を確保するという
意味で里親委託についても推進をしていくというこ
と。そして、これまで 18 歳という年齢的な壁とい
うか、それを越えてしまうと支援がしづらいという
ところについて、20 歳に達するまで支援が継続し
て行われるように、あるいは 22 歳の年度末まで、
大学就学中の子を対象に支援を継続できるような法
改正になっております。

その中で、次に、児童相談所と弁護士の関わりと
いう意味でいきますと、法律に関する専門的な知識
経験を必要とする業務を適切かつ円滑に行うために
弁護士を配置する、またはこれに準ずる措置を行う
ということで、各都道府県、市の設置児童相談所に
弁護士を常駐して配置させる、あるいはこれに準ず
る措置を行うという法改正がなされております。

児童相談所が行う業務の中で、例えば、一時保護
の時の対応というところで法的問題が出てこない
かどうか。そういった観点。あるいは、児童福祉
法 28 条の申立てということで、保護者の同意が得
られないときの裁判所への申立てをするに当たって
法律的な観点からのチェックであるとか。又は、親
権を喪失させる、あるいは停止させるとき、同じよ
うに、これも裁判所への申立をするに当たっての法
律的な観点でのチェックであるとか。あるいは、親
権者がいないというような事態になってしまったと
きの未成年後見の申立てに関する事項とか。児童相
談所が関わって子どもの福祉のために申立てをする
手続など、法的な観点からの助言等が必要になって
くるということは多く見られるかと思います。そう
いった業務を適切に円滑に行うための弁護士配置と
いうことが法改正によって決められたということに
なろうかと思います。

一方で、問題点と良いますか、課題もあります。
１つが、常駐という点です。常駐させることができ
るかというと、なかなかここは難しい部分もあっ
て、ハードルが高いところがあるのかなと思ってい
ます。１つが、他の弁護士業務との兼ね合いという
ことです。例えば、福井ですと、現在会員数が 102
名という状況ですけれども、それぞれ他の業務を持
ちながら、先程申し上げたように子どもの権利委員
会というところを中心に子どもの虐待事案に対する
関わりを持っている訳ですけれども、他の業務をせ
ずにそれだけでやっていくことができるかという
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と、なかなか難しい。時間的な面でそこに全て注力
できないという事情が福井ではあるかと思っていま
す。そうすると、いわば公務員的な形で入れるかと
いうところが常駐に対する課題ではないかと思いま
すが、昨今、法曹資格者が司法試験合格者数の増加
で、例えば企業内弁護士なども増加していますので、
同じような観点から児童相談所に弁護士配置を常駐
化させることもできるのではないかと思えなくもな
い訳です。

一方で、必ずしも弁護士が児童福祉に詳しい訳で
もありません。また、情熱を持っているとも限らな
い。言ってみれば、就職先が見つからないので募集
している児童相談所に就職しましょうという形で
入ってしまうと、本当にそれが子どもの福祉につな
がっていくのかどうか。就職先の一つみたいな形に
なってしまうと、改正法のこの理念が果たされない
のではないか。そういったところが課題として残る
のではないかと思われます。

では福井で、先程申したような会員数の中でどう
取り組んでいるかということについて、少しだけ最
後に触れさせていただきます。福井県の総合福祉相
談所の児童部門、あるいは敦賀の児童相談所との間
で弁護士がケース会議に月に１回同席して関わらせ
ていただいたり、個別事案について相談を密にでき
る関係を構築し、法的な対応が必要な事案について、
個々に対応するということを現時点ではしておりま
す。ただ、法改正がありましたので、例えば、関わ
る時間数であるとか、そういったものは今後も調整
していかなければいけないのかなというふうに考え
ているところです。

今のところの対応としては、これまでの協力関係
といったものをより進化させて、少しでも法的関係
からの関わりを強化していければと考えております。

私からは以上になります。

山縣氏　常駐に向けての課題というところで、非常
に本音で語っていただきまして、ありがとうござい
ます。誰でも良い訳ではないというのがよく分かり
ました。

今日のテーマ、要保護児童対策地域協議会という
ことですけれども、児童相談所のケース会議に個別
事例で毎月相談にのっていますという話でしたけれ
ども、弁護士が要保護児童対策地域協議会に関わっ

ておられるものはあるのでしょうか。

端氏　定例の会議への参加というのはしているの
で、そういった中での法的観点からと尋ねられれば
その場でお答えすることはあると思いますが、なか
なか個別ケースでのというのは、今程お話させてい
ただいたような児童相談所との関わりでの方が大き
いかなと。福井の実情としてはそういった状況にな
っております。

山縣氏　濱口さん、どうですか。福井市において要
保護児童対策地域協議会で弁護士さんに来てもらっ
たとか相談したりとか。

濱口氏　そうですね。今、端先生がおっしゃったよ
うに、児童相談所との流れの中でケース会議という
場ではなくて、児童相談所を含めた３者で話すこと
は個別の中ではあることはありますけれども、確か
にそんなに数は多くはありません。直接は、やはり
児童相談所とのやり取りの方が多いかなと思います。

山縣氏　それは、分離とかそういう部分が市町村の
権限の中にないからどうしても法的な、強行的な介
入というのはどうしても児童相談所になるというこ
とで良いのでしょうか。そういうイメージで良いの
でしょうかね。

濱口氏　そうですね。そういったところが多いかと
思います。

山縣氏　ありがとうございました。
では、最後になります。天谷さん、よろしくお願

いします。

天谷 泰公氏　私はパワー
ポイントを使いません。
ビジュアルは省かせてい
ただきます。

お手元の 54 ページに
私の今日お話する内容が
書いてございます。前半
は、今児童相談所が置かれている状況について述べ
させていただき、後半は関係機関との関係で私が感



95

第３分科会

じているような問題ということでお話をさせていた
だきます。

さて、まず児童相談所。これは児童福祉法が制定
されました昭和 23 年以降に設置されておりまして、
その都度、その時代の要請に応じて役割が変わって
きた。福井の児童相談所は、実は、元々ほとんどが
クリニックとしての機能に重きを置いておりました
ので、いわゆる治療を中心に子どもたちと関わって
きていた。それが平成 12 年までです。平成 12 年に
児童虐待防止法が施行されまして、施行されまして
からもう 16 年経って、17 年目に突入しますが、こ
の間、目まぐるしく法律が改正されて、どんどん児
童相談所長の権限が重くなって、多分、行政機関の
長としては他には類を見ないようなとんでもない権
限を持っているというような状況に実はなっており
ます。

その中で、これは福井の状況もそうなのですが、全
国の状況も踏まえて少しお話をさせていただきます。

①のところ、今お話しましたように、従来、私ど
もはいわゆる治療中心の関わりを行っていた訳で
す。昔ですと、発達障害をお持ちの子どもさん、あ
るいは不登校の子どもさん、非行の子どもさんに対
する治療、あるいは支援が中心だった訳です。

ところが、平成 12 年の児童虐待防止法施行後か
ら何が起きたかと言いますと、金曜日の夕方になる
と、まず関係機関、特に学校とか役場から電話が掛
かってくる。これは虐待通告です。すると、職員は
どうなるかというと、家に帰るはずが現場確認とい
うことで、毎週のように時間外の仕事がどんどんど
んどん増えてきたというのが最初の頃です。

その後、平成 18 年に児童虐待防止マニュアルで
細かく規定されまして、そこでもう一段変わってき
ております。その頃になりますと、もう明らかに支
援の中心が虐待対応に完全に移っております。実
は、この頃全国的に言われておりましたのは、それ
まで児童相談所が持っていた治療機能がほとんどな
くなって、いわゆる、色んな悩みをお持ちの子ども
さんやご家族の方にじっくりと関わることができな
いというような状況が発生しております。その中で、
唯一公立の施設であります児童自立支援施設におい
てだけ職員が子どもたちとじっくり関われるという
ことで、臨床の場が児童相談所から児童自立支援施
設に移ってしまい、臨床家として経験を積んでレベ

ルアップしていこうとすると、そういうところしか
なくなってしまったということがございます。

そんな状況で児童相談所に私、臨床やりたいです
と入ってきたときに、②のような問題が出てくる訳
です。実際はソーシャルワークがやりたい、面接も
きちんとしたいと言いながら、求められるのは虐待
の通報に対してその事実があるのかないのか。福井
県は 24 時間以内に子どもの安全確認をと。国では
48 時間とされておりますが、福井の場合は 24 時間
で確認をとっております。通告から 24 時間、１日
以内に確認をするということは、通告があれば、次
の日の通告時間までですので、どうしても夜が増え
てくるという状況になってきております。

③に入ってきますが、しかも、いわゆる緊急通報
になりますと、通告してきた側とその通告を受け
取った私どもの間の認識がずれることがあります。
かなり深刻な状況の通告を受けて、いざ、こちらが
調べると、どうも違うというようなことも時々出て
くると。ということで、先程警察の課長さんもおっ
しゃっていましたけれども、やはり少しずれが出て
くる。これは、事実に対する認識のずれというより
は、それぞれよって立つ文化と言って良いでしょう
か、私どもは児童福祉法という福祉が基盤です。先
程の端先生は法律が基盤、警察は警察と。それぞれ
よって立つ基盤が違いますので、そういう立場から
物事を眺めたときに一部ずれが出てくるのだろうな
と。そうすると、実際通告していただいた側と私ど
ものところで、受け止め方のずれで少し調整を要す
ることがあって、職員がそこに苦労しているという
のはよくございます。

④番目になると、それが結果として、さほど緊急
性を要しない通常の虐待対応で行きましょうという
ことになりますと、在宅のまま家庭訪問を繰り返す、
あるいは児童相談所に定期的に来ていただいて、子
どもさんの状況を把握しながら保護者との関わりを
続けていくというような形になってしまって、通告
してきた側の期待と違うことをしてしまうこともあ
り得ると。そういうことで、どうしてもそこの辺り
のずれで職員が負担を感じることがある。

というような状況で、ここ平成 12 年から、特に
私の理解では平成 18 年以降、相当職員の負担感が
変わってきております。そうなると、今の認識でい
きますと、児童相談所というのはいわゆるブラック
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企業であって、職員は常に言われもない攻撃を受け
るような感覚を持つことがあって、かなり疲弊して
いる状況もございます。幸い、福井ではすぐ退職さ
れる方はいませんが、他の児童相談所ではすぐ辞め
てしまうという事例が頻繁にあると。ということは、
常に児童相談所の職員は対応を求められているのだ
けれども、職員が辞めてしまって対応しきれないの
でよけい疲弊するという、非常に悪循環に陥ってい
ると。

それから、福井でも来年度辺りからこうなるのか
なと思うのですが、県の職員採用というのは、別に
児童相談所の職員として採用する訳ではないです。
福祉、あるいは心理の専門職として採用試験を行い
ますので児童相談所に配属される訳ではないのです
が、当然県の業務の中で一番比重が重いのは児童相
談所なので、児童相談所に配属される確率が非常に
高い。これは福井県も他の県も同じです。そうする
と、募集をかけても応募がない。こういうのが各県
の児童相談所所長さんの悩みだと。毎年、所長さん
方と話すと、うちは全然来ないのだとか。あるとこ
ろは、専門職採用で対応したと。ということは、採
用した方は一生児童相談所職員であり続けると。す
ごい採用の仕方もあるのだなと。そういう採用をし
たところもあるというふうについこの間聞きまし
て、よく応募されたなという話もしたことがござい
ます。

そんな状況で、とにかく児童相談所のそれまでの
形が虐待防止法施行後、がらりと変わってしまった
ということです。一番変わったのが実は私でして、
所長の権限が強すぎますので、例えば、法的な対応
で言いますと、今日、午前中の西川知事のお話で
は、日本一幸福な県と、子育て支援も充実している
というふうなお話ございました。実は、私が所長に
なって３年、今年で４年目ですが、その間に法的な
手段を用いて家庭裁判所に申し立てた中身として唯
一やっていないのは親権剥奪だけです。あとは全て
やっております。ということは、福井県ですらこう
いう状況です。やはり、法的な対応をしないと子ど
もさんの健全な育成が担保できないという深刻な事
例も福井県ではあるという状況です。全体として福
井県が深刻かというと、そうではないです。一部、
かなり深刻な事例があると。

職員は、法的な対応をとる場合、裁判所に申立て

る訳ですから法律文書を書かなければいけない訳で
すが、福祉職の方は文書が苦手です。事実に基づい
てきちんと理路整然と書かなければいけないのです
が、福祉職の方のおもしろいところは、どうしても
自分の感情とか相手の言ったことをそのまま書いて
しまって、そこに事実がついていなくて、100％で
ない部分がある。そこのところの認識が法的な対応
をする場合と実際のケースワークをする場合、ある
いはカウンセリングとか面接をする場合との切りか
えが福祉や心理の専門職というのは難しいのだと
私、思いながらやっています。

ただ、どうしてもこれからは事実が大事というこ
とで、つい先月、児童虐待対応マニュアルの改訂版
が出たのですが、それまでのマニュアルと記述が
違っているのは、虐待を疑わせる事実ということで
す。それまでは事実とは書いてなかった。事実に基
づいてきちんと対応しなさいと。その事実確認とい
うのは、実は児童相談所の職員の一番苦手なところ
です。捜査機関ではないので、相談機関なので、そ
れが非常に難しい。

そうなると、後段の話に入っていきますが、関係
機関からの情報提供、特に大事なのは写真とか、本
当に事実を確認できるようなものがないとなかなか
権限が行使できない。私、児童相談所長の権限で虐
待の疑いのある方については職権、つまり私の権限
で保護者の同意なしに一時保護できるとは明確に書
いてあるのです。ところが、児童福祉法を読むと、
今回、定義がきちんと書かれている。児童の権利擁
護と。権利擁護というのは別の言い方をしますと、
子どもさんの意見もきちんと聞きなさいよというこ
と。そうすると、こういう言い方は絶対にできない。
あなたは誰々さんから暴力を受けているから、あな
たの身を守るため保護します、ではできないのです
ね。それプラス、本人さんも分かりました、児童相
談所に行きますと。同意がないとできない訳です。
職権と言いながらも同意が必要という、非常に矛盾
した対応になっている。ところが、マニュアルには、
そこはケースワークの技法を使ってとか、かなり矛
盾したことが書いてあるのですけれども。そういう
中でかなり職員は苦労している。

そんな中で仕事をしていますので、３年、４年勤
めていますと、多い職員では１人で担当している
ケースが 100 件を超えます。福井県は今、年間３百



97

第３分科会

数十件ですから、大体１日当たり１件の通告があり
ます。ただ、これは年度毎の話でして、５年前のケー
スはやっていないのかというと、実は５年前から引
きずっているケースもある。ということで、福井県
ですら、かなりのケースを１人の児童福祉司が持っ
ている。大体４年目、５年目になると 100 件超えと
いうのが普通の状態です。こんな中でやっていると。

で、下の後半に入っていきます。全国の児童相談
所所長協議会という全国組織がございます。昨年度
の調査で実際に虐待の対応をどんな形で受け付けて
どうしたかで面白い結果が出ております。数字はお
示しできませんが、実は、先程の警察の方の発表で
もございましたように、面前 DV という、子どもた
ちの目の前で暴力を振るわれている。お母さんが、
お父さんあるいは相方に暴力を振るわれる。これが
全部児童相談所に通告されてくる。そうすると、生
まれたばかりの赤ちゃんの目の前でもやっている。
これも通告される訳です。そうなると、児童相談所
としては深刻に対応する必要はないんですが、一応
きちんと対応せざるを得ないと。そうなると、児童
相談所に通告された虐待相談のうち、たしか２割か
３割ぐらいでしたか、実はあんまり深刻な虐待では
ないという。これは本来市町村で対応していただけ
れば良いのだろうなというのが１つ出ていました。
逆に、市町村の方からの聞き取りから推測すると、
そこに書いてございますように、午前中のお話でも
ありましたように、ネグレクトで結構深刻なケース
が児童相談所に来ていないという実感がある。ネグ
レクトというのは、深刻な、突然の生命の危険とい
う訳ではないのですが、じわじわとくれば相当深刻
な状態になってくる。長期間に渡ってくると、対応
が非常に困難な事例がありますが、なかなか浮上し
てこない。ここら辺りの情報共有というのは、多
分、今回の児童福祉法改正では一つの大きな課題か
なと、今後課題になってくるのだろうなと。

児童相談所から市町村へ送致ができるようになっ
たというのは、私ども助かる部分がございます。そ
れほど深刻ではないケースについては市町村にお願
いして、市町の中で埋もれているネグレクトを中心
とした深刻なケースをこちらで対応していくと。こ
れは何故か。私の実感としまして、３年間やってい
まして、要保護児童対策地域協議会にも上がってい
ないけれども、突然上がってきてかなり深刻なもの

というのを年に数件経験します。どこも把握してい
ない。突然上がってきたと。ただ、よく聞いてみる
と、実は現場は知っていたとか、どこそこまでは情
報が行っていたけれども、児童相談所までは来てい
なかったとか。やはり、そういう漏れがあります。
その中に、もう少しで危ないというケースがあった
こともございますので、そういう意味では、もう少
しこのあたりの役割分担と情報共有というのは今後
大事なのかなと。

これは、下の③もそうです。今の関連で言います
と、当然子どもさんが昼間生活する保育所、幼稚園
や学校。特に、先程の松井先生のお話でもそうです
が、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カーの方は正職員ではないです。教育委員会の職員
ではない。非常勤の方だと。現場の学校の責任者は
校長先生である。そうなると、校長先生の判断で児
童相談所へ早く通告する方もいれば、かなり深刻な
状況になって来る場合と、それぞれ違いが出てくる。
その中で、カウンセラーの方、ソーシャルワーカー
の方に子どもさんの支援を依頼されている。かなり
の軋轢があるのだなと。上からの負担と、実際この
ままやっていて大丈夫なのか。そこら辺りは、私の
感覚で言うと、もっと早い段階で一緒に情報共有し
ながらやっていっても良いのかなと。

皆さん、虐待を起こす家庭のイメージはそれなり
にお持ちかもしれませんが、私、３年、４年目に
なってくると、もうほとんどそのイメージは崩れて
おります。家庭環境も普通、社会的な地位もかなり
高い、夫婦も揃っていると。午前中出た片親家庭で、
子どもさんがたくさんいて、経済的にも貧困で、低
所得でというようなイメージではなくて、所得は高
い、社会的地位もあるけれども、夫婦関係に問題を
抱えている。その結果、子どもさんにも影響を与え
ているような例はやはりあります。そういう意味で
は、虐待というのはどこでも起きる可能性があるの
だろうなと。そういう状況にもう来つつあるのかな
と。特定のところで発生するだけではないと。午前
中の知事のお話で、三世代同居、あるいは近くにお
住まいであると。この機能がかなり以前と比べて弱
くなってきているのかなということ。もう一つ多い
のが、引越しをよくされる方。福井も最近県外から
入ってくる方が結構いまして、結果、全国の幾つか
の児童相談所で虐待案件として扱われていたのが福
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井に来ましたという方が結構出てきつつあるなとい
うふうに思っています。

それから、④番目。先程の警察の方のお話で、今
年度、かなり通告が増えてきております。私は 24
時間 365 日所長をしていなければいけないので、私
の携帯電話は真夜中でも鳴る、休みの日でも鳴る
と。先程の警察通報は上半期 57 件と。ということ
は、週２回は鳴っていることになるのですが、これ
は真っ昼間は鳴らないのですね。真っ昼間は職場に
いますので、鳴る時間は大体夜。一番すごかったの
は午前３時、朝５時に保護しましたとか、そういう
ことを、私は 24 時間 365 日やっていなければいけ
ないので、私の精神衛生はどうなるのかという大き
な問題があるのですが。

それは横に置いておきまして、警察から身柄付で
子どもさんを保護してくださいと来ても、最初に言
いましたように、ご本人さんの意思をある程度尊重
しなければいけない。ご本人さんに明らかに生命の
危険があるとかそういう場合は別ですが、そうでな
いような場合になかなか本人の同意が得られないこ
とがございます何故かといいますと、児童相談所の
一時保護所はまず外に出られません。当然、虐待を
受けている方が多いので親が入ってこないように
シャットアウトすると。当然、中からの連絡もでき
ない。携帯は使えませんと。それで、１人ではな
く、他にも色んな子どもさんも入っている。こうい
う中で生活していただくことになる。まず、携帯が
使えないという話になった途端、拒否される方が結
構おられます。これは別にうちの児童相談所だけの
問題ではなくて、全国的に問題になっておりますけ
れども、色んな対応を考えておられて、一切他の子
どもたちと話さないよう指導している児童相談所も
あると聞いております。つまり、それぞれ深刻な問
題を抱えて入っていますので、個人情報が一時保護
所内で漏れるのを防がなければいけないといった対
応でこうなっているのかなと思います。さすがに福
井はそこまではしておりませんけれども。そういう
環境の中でしばらく生活していただいて、問題の解
決の糸口を見つけていくというやり方をする訳です
ので、やはり、同意を得られない方が去年あたりか
らぼつぼつ出てきたなと。この傾向は今日の問題と
は直接関係ございませんが、DV で警察から通告さ
れるケースは、これは全国当たり前で、どこの女性

相談所の所長もおっしゃいますが、警察では納得し
たと言いながら、来たら２時間で帰りました、４時
間で帰りました、１泊で帰りましたとか、そういう
方も結構おられると。最近はすごい情報化社会なの
で、女性相談所の中の一時保護所の生活は困難です
とネットに流す方もいて、それを見て余計に行きた
くないと。さすがに子どもたちの中ではそこまで来
ていないかもしれません。そういうふうに情報化社
会というのは色んな情報が一瞬にして全国に広ま
る。こういう中で仕事をしていかなければいけない
ので、これからどういうふうに、特に思春期以降の
子どもさんを保護する場合にどうしていくかという
のは一つの大きな課題かなと。これについては、当
然関係する警察、学校、今年になって高校生の一時
保護がすごく増えております。そういう意味では、
義務教育ではない高等学校との関係もこれから構築
していかないといけないのかなというふうに思って
おります。

それから、最後ですが、先程端先生の話で情報提
供という話がありましたが、今まで一番情報がいた
だけなかったのは医療機関です。それから、乳幼児
健診のところで気になる方について、なかなか通告
がいただけなかった。それに対して今回の児童福祉
法で児童相談所や保健師、それから小児科医のとこ
ろとか、そういう話になっているかと思います。そ
ういう意味では今後、ここら辺りとの連携というの
は非常に大事かなと。

もう一つは、これにあわせて、それに対応できる
職員。職員というのは採用試験で合格した段階で高
度な専門性を持っている訳ではないです。私の経歴
を見ていただいても分かると思います。私ぐらいの
経歴で普通のレベルかなと。知識とか経験、知識と
いうのは医療的な知識、カウンセリング、ケース
ワークの知識も必要ですが、法的な知識も必要です。
当然、午前中の講義の先生のように子どもさんの発
達についての知識も要る。そういうふうな部分も踏
まえながら、虐待対応の研修というのが来年度から
始まってくる訳ですけれども、たまたま今日のコー
ディネーターの山縣先生が国の検討会の委員長をさ
れていまして、来年から児童相談所の職員の研修、
あるいは市町の職員の研修などをかなり系統的に一
定のレベルを担保するような仕組みができつつあっ
て、ある面、きちんとした資質は担保されてきても、
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現場の疲労感はまだまだ続くのかなというふうには
思っております。

ちょうど時間となりました。現場の状況とか今抱
えている課題を五月雨式にお話しましたけれども、
こんな状況で児童相談所はやっておりまして、やは
り所長の権限というのはとんでもないものだなと。
全国の所長さん、みんな、もう２、３年やったらも
う疲弊しています。物すごく大変な負担みたいです。
そういう意味では、この仕組みは何とかならないか
なと思いつつ、お話を終わらせていただきます。ど
うもありがとうございました。

山縣氏　ありがとうございました。
最後に、今、私がやっている座長をやらせていた

だいている児童相談所や市町村の担当者の研修のお
話もいただきました。考え方は全く間違っていない
のですが、求めるものがなかなか高度になって、現
場は大丈夫かな、あれに対応できるのだろうかとい
う。私は現実論者なので。

天谷さんの話の中で、通告者とのずれというとこ
ろで黒田さんの話を例に出されましたけれども、一
般に例えば市民の方々、通報いただける。市民の方
というのは法律上、市町村が第一優先順位ですよと
いうふうに書いてあるのだけれども、やはりイメー
ジとして児童相談所に行ってしまうのですよね。そ
うすると、市民の方とのずれで非常によく聞く１つ
は何かというと、「せっかく通告したのにまだ家に
おるやないか、何で保護しないのか。」という声で
す。実際、今、福井県で言うと、虐待の通告があっ
て、親子分離されるというのは何％ぐらいになるの
ですか。

天谷氏　私ども中央児童相談所で、去年で約 300 件、
そのうち虐待で一時保護した方の数でいくと、多分
15％前後、２割はいかないです。ということは、８
割以上は実はまだ家にいると。

山縣氏　さらに、施設措置されるのは、その中のま
た一部ということになりますね。

天谷氏　大体年間に施設へ、いわゆる親元を離れて
施設へ行く方が 20 から 30 ですから、１割いかない
です。ということは、結果としては９割の方は最終
的には家に戻っているということ。

山縣氏　これが事実、現実なのです。それは、福井
がとてもまずいのかというと、そうではない。全国
的にも大体１割ぐらい、10 から 15％ぐらいの里親
とか施設への保護率ということで、虐待であっても
そうだというところ。児童福祉法というのは、親子
ができるだけ一緒に生活できる環境をどう整えるか
というのを大前提に考えていることから来ることで
すね。

それから、もう１点、通告者とのずれで、市民も
含め、保育所、学校、医療機関との関係でずれてく
るのは、後どうなったか全く教えてくれないと。そ
の後、どうなったのですかというところの不満とい
うのもよく聞くのですけれども、それが出しにくい
ものなのでしょうか。今、こうなっていますよとか、
こういう形で保護されていますよとか、もう後段の
一括した話し合いに進めていこうと思うのですけれ
ども。

市町村を超えた移動の場合は、さらなる困難が伴
います。堺市でお子さんが恐らく虐待によって亡く
なったのだろうと。施設から退所して松原市で生活
する。この家庭が、堺市に移って、子どもが亡くなっ
ていた。遺体が１週間前に発見されたという状況に
なっていましたけれども。虐待等、色んな状況で保
護をし、でも児童相談所、あるいは施設的にはある
程度の対応をして、もう措置解除しても良いのでは
ないかという判断をする。これは判断すべきもので
すけれども、そのことについて、なかなかその情報
が返ってこない。この辺については、児童相談所的
に伝えるのに無理があるのか、どういうところがあ
れば伝えることが可能になるのか。
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天谷氏　多分、これは福井と他の、例えば１桁違う、
数千件のケースを扱っているところと違いがあると
思います。私、去年辺りから、施設から退所する子
どもさんについては、全て要保護児童対策地域協議
会を介在せよと。それから、県外に行く方はちゃん
と情報提供はもう県外の居住地にしなさいというこ
とで、情報をお伝えするように実はしています。そ
の分、職員の負担は増えたのですけれども。ただ、
きちんとつないでおかないと、県外から結構難しい
方が入ってくる。しかも、情報提供がない。来て、
把握した段階で元いたところに情報提供をかけると
いう例が結構ございます。なので、少なくとも福井
としては、そういう場合、引越ししたときはきちん
と情報は出しておきましょうということでそこは徹
底しているんですが、ただ、虐待対応に忙殺されな
がら、退所後の対応とか引越し先までとなると、例
えば、去年なんかですと、県外、関東の某県へ行か
れた方については、一時保護して、退所してそちら
へ行かれたと。うちの職員はどうしたかというと、
職員がその地元の児童相談所まで直接出向いてきち
んと説明して引き継ぎをやる。こういう形になりま
す。一番遠かったのは九州の端です。この負担はす
ごいです。１泊２日、時には２泊。１人では行かせ
ず２人行かせますから、日常業務の虐待対応の中で
ここまでやらせると、さすがにできにくい児童相談
所はたくさんあるのだろうと思っています。

山縣氏　今のはすごく進んだ話です。全国的に言う
と、深刻なケースは当然戻していますけれども、要
保護児童対策地域協議会に全件戻していない方が私
の感覚で言うと普通です。福井県の取り組みは素晴
らしいですね。

今のような話、これは黒田さんのところからも、
天谷さんのところからも同じように出てきました。
先方が持っている情報は欲しいけれども、自分の持っ
ている情報はなかなか出しづらい。学校というのは
結構そういう特徴がある。それから、天谷さんが言っ
た医療機関もそういう特徴があって、今度の法律で
は、市町村と児童相談所が虐待について情報を求め
てきたら、例示として学校と医療機関ってやはり書
いてあるのですね。恐らく量も多いし、難関だと思っ
ているからではないかと思うのですけれども。

松井さんは、学校の代表者ではないから答えづら

いかもしれませんが、学校というのは自分たちの
持っている情報を共有しづらいものですか。学校関
係者は当然可能だと思うのですけれども。例えば、
警察からは出しているけれども学校からはほとんど
来ていませんという数字がありました。その辺は、
学校現場にいらっしゃる感覚として、どういうふう
に受け止められていますか。

松井氏　学校によって特色も違います。校長先生が
どのような価値観やお考えかというところもあるの
ですが、私は１ソーシャルワーカーとして、情報は
全てお渡しするように努めております。

山縣氏　それは、専門職としての価値に基づいてと
いうことですか。

松井氏　はい。ですが、学校の先生は校長先生の管
理のもとなので、学校の先生方から私への情報が全
て届いているとは限らないです。

山縣氏　学校の中でも、立場の違いというのがある。

松井氏　そうです。私が目で見たものとか聞いたも
のは全て情報として提供させていただいております。

山縣氏　濱口さんどうですか。その辺、学校との関
係、あるいは医療機関、今日は医療機関の方いらっ
しゃいませんけれども。

濱口氏　そうですね。学校の話で言いますと、今、
松井先生がおっしゃったように、学校によってとい
うところはすごく違いがあるというのは感じている
ところです。先程私の発表の中でもお話しましたよ
うに、当然親子との関係ということもありますし、
学校の立場というところも踏まえまして、なかなか
情報を提供しにくいということをおっしゃるところ
もあります。また、医療機関につきましても、先程
の文書を求められることとか、そういったことも踏
まえまして、これも医療機関によってすごく差があ
るかなというふうに感じてはおります。

山縣氏　濱口さんの話の中に、電子媒体が特に難し
い。そういう話が前半ありましたけれども、端さん、
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その辺は法律的に見たらどうなのでしょうか。

端氏　法律的に見たら、電子媒体と紙媒体とで何か
大きく異なるのかというと、それはそうではないだ
ろうと思います。ただ、電子媒体の場合、リスクと
しては改変されるリスクが常に伴うのと、もう一つ
は、流出を一度してしまうと非常に大きな問題とい
うか、個人情報が漏れてしまうということのリスク
は違いとしてあるかなと思います。

山縣氏　その前提で、私も含め、子ども虐待では多
機関連携、情報共有というのは当たり前のように語
る訳です。一方、現場では非常に難しさもあると。
その辺、工夫するような法律的な問題というのは何
かあるのか、法律の問題ではもうないということ。
どんな感じでしょう。

端氏　例えば、今の話の中の学校関係。ここは保護
者との関係性というのを特に意識されているのだろ
うなとは思います。通報したは良いが何ごともない
というと変ですけれども、そのままでしたとなった
時に、何ていうことをしてくれるのだという、その
矢がどこに飛んでくるかというと、自分のところだ
というふうになると、学校からすると自分たちが守
られていない環境の中ではなかなか言い出しにく
い。余程確実で、これはさすがに保護されるだろう
と学校側が判断しないとなかなか一歩を踏み出せな
くなってしまうのかなという点があると思います。

もう一つ、医療機関とかは、どこまでやるかは、
それこそ医療機関の判断というところもあるのかも
しれませんけれども、そちらはそちらで守秘義務等
背負っている部分があるので、それをどう緩和し
て、本人から、本人というよりも保護者かなとは思
うのですが、保護者から何でそんな情報を提供した
のだと責められたときに、提供したことは法的に認
められているのだとお墨付きというとあれですけれ
ども、そういったバックボーンがあれば出しやすく
はなるのかなとは思います。

山縣氏　ありがとうございました。
私の個人的な関心で色んなことを聞かせていただ

きましたけれども、残された時間があと 15 分になっ
てしまいました。５人の方々でお互いの話を聞かれ

て、ここは聞いてみたいとか、こういうところで困っ
ているのですけれども、何かありますかということ
があれば、自由に発言いただけたらと思います。

濱口さん、要保護児童対策地域協議会のど真ん中
にいるので、何か要保護児童対策地域協議会から見
て、ここはどうにかしてよとか、あるいはこういう
ところに改善すべきところがあるのではないかみた
いなものはありますか。

濱口氏　今、山縣先生が私も思っているようなとこ
ろの質問を入れてくださっていたので。学校関係の
そういった連携ですとか、今の医療機関のことにつ
いて、国の方でも恐らく課題になっているのだろう
なという点について、私の方でも挙げさせていただ
いたような課題があるなとは感じております。

山縣氏　なかなか来ていただけない警察に今日来て
いただいていますけれども、警察との関係でもっと
こういうふうにならないかというのはありますか。

濱口氏　警察の方と私らが話をさせていただくよう
な事例としまして、これは児童相談所とかでもそう
なのかもしれないのですが、警察の方と話をすると
きに、何故早く言ってこなかったのか、時間が経っ
てしまうと、場合によっては本当に事件性があった
ようなことが事例によってはあるにも関わらず、何
故そこの時点で警察に言わなかったのかというお話
が結構多いです。ただ、それは一般の方とか関係機
関の方がこちらに通告するとその後が見えないとい
うところで、不安があるのと同じように、警察へ相
談した後、こちらも見えない部分が不安としてはあ
るなと思うので、警察の中で上がってきたときにど
ういうふうに、全て事件化されてしまうのかとか、
そういった部分をお聞きできればなとは思いますけ
れども。

山縣氏　どうですか、黒田さん。

黒田氏　確かにそうですね。私も課題で挙げさせて
いただいた現場での感情的対立というのはそういう
ところがあるのかなとは思っています。今の濱口さ
んからもお話がありましたように、警察というのは、
どうしてもある面、捜査機関でも司法機関でもある
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ということで、仮にこれが刑罰法令に触れるような
行為があれば、それは見逃す訳にはいかない。厳然
として対処していかなければならないと。こういう
立場にあるので、なかなかそこが難しいところです。
実際、警察の我々に上がってきた段階でかなり事犯
的にも重篤になっている場合が多いのは事実です。
先程パワーポイントで本年上半期の３件という事件
検挙のあれも示させていただきましたけれども、性
的虐待なんかはその最たるものかなと。ですけれど
も、あれは基本的に事件検挙して起訴までいった、
処罰まで科せられたということで、結果的には、総
合的には良かったのかなと思っていますけれども、
事実立証が非常に厳しいものがあると。時間的経過
とともに記憶が薄れ、証拠が紛失、散逸する。こう
いった状況でなかなか難しい。その中で、本当に虐
待を受けた児童のためには、やはりこれは心を鬼に
して、その保護者たる者、当事者にきちんとした処
罰を科さなければならないだろうという考えのもと
でやっているので、そこに警察と関係機関との感情
的対立があると。どうしても警察というのは捜査主
体で考えてしまうので、関係機関の皆さんに厳しい
ことを投げかけてしまうのだろうと思いますけれど
も、そこはよく我々としても理解しつつ、感情的な
亀裂が大きくなって連携に響けば元も子もないもの
ですから、そこは我々幹部としての立場で現場はよ
くそこを理解してくれということで指導していかな
ければならないなと考えている次第です。

山縣氏　ありがとうございました。
もう少し、今のところ突っ込ませてください。黒

田さんが示していただいた、今考えておられる児童
相談所とか市町村との関係のパワーポイントの絵が
ありました。そこは虐待に関するものについては、
通告もしくは情報提供という形で全件出すのだとい
うお話でした。もし、私が警察の立場であるならば、
全件出すのだからおたくらも全件出してよと。聞い
た分だけに出すのではなくて、警察を通じずに児童
相談所なり市町村に入っていた虐待等、あるいは犯
罪性がありそうな事例については全件教えてよとい
うふうに、あの絵だったら、私は期待すると思うの
ですね。その辺で、児童相談所は警察から来た分に
ついては話し合いである程度出すことは可能かもし
れないけれども、警察がまだ知らない部分について

まで、あの絵というのは出すと考えていくのか、い
や、聞かれた分だけ判断しながらこれぐらい出そう
かと。あの絵、私は非常に面白いと思って。一方通
行ではない、逆の流れも本来はあるはずだと思った
のですけれども。

天谷氏　先程、黒田課長のパワーポイントで、実は
平成 25 年に児童相談所と県警の間にホットライン
と。これは、それまで今お話が出たような色んな行
き違いとかお互いの認識の違いとかがあって、なか
なか情報共有ができにくいこともあって。たまたま
私が直接当時の課長さんのところにお伺いして児童
相談所の状況と警察の状況をお聞きして、結果とし
てホットラインを作っていただけたのです。その後、
児童相談所に来たケースで、これは警察に通報した
方が良いと。事件になるかならないかは別にして、
これは通報した方が良いというのは、結構うちから
警察へ出しています。それで事件になるのは、実は
かなり確率が低い。ほとんどは事件化されない。先
程課長さんも言われたように、なかなか事実がきち
んと把握できないとか、密室の中で行われているこ
とが結構多いので、そういう意味では私ども職員も、
警察に通告したらちゃんと事件になるという認識で
はないので、結果としては、児童相談所の虐待対応
で行かざるを得ないというのも結構ございます。

山縣氏　福井は、色んな意味で進んでいますね。そ
の辺が。

端さん、どうですか。弁護士業界も含め、弁護士
さんの一部には警察をそこまで信頼するなという声
もあるのではないですか。
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端氏　もしかすると、個々人の主義主張みたいなと
ころがあるのかもしれませんけれども、基本的には
何の仕事をしているかによって変わるのだろうと思
います。それこそ、虐待のところを考えれば、当然
関係機関との連携というのは大切なのであって、例
えば、弁護士と警察の関係でいがみ合って、その子
の福祉が上手く立ち行かなくなったら何をしている
のか分からないので、そこはそういうふうには弁護
士ではならないだろうと。一方で、刑事事件などの
場合には、それこそやっていないという方の権利擁
護のためには、それはそれで対立する時もあります
ので。やはり、そこは事案毎ということなのかなと
いうふうには思います。

山縣氏　ありがとうございました。
さすがに上手にまとめていただきました。基本的

に、専ら子どもの福祉のためにというのは、児童福
祉法でも民法の親権でも、全て子どもの福祉のため
にある。全ての関係者がそちらに向かうのだという
ことが非常に重要だというのが最後のお話かなとい
うふうに思いました。

残る時間が５分になってしまいました。１人１分
ぐらいしか残っていませんけれども、来ていただい
た方へのメッセージでも結構ですし、今日のちょっ
とした振り返りでも結構なので、これは順番に天谷
さんの方から向こうに向かっていきましょうか。一
言ずつお願いします。

天谷氏　一言、せっかくこれだけの方にお集まりい
ただいたので、今後とも是非児童相談所にご協力を
と。本当にうちの職員、24 時間営業しております
ので、また色んな子どもさんのことでお願いするこ
ともあるかと思います。その場合、包み隠さずお話
をいただけると私ども、非常にスムーズな対応がで
きるなというふうに思っております。

それから、今日パネリストとして参加していただ
いた警察、弁護士、市役所、それからスクールカウ
ンセラーと。これは、私ども絶対一緒に仕事をして
いかないといけないので、それぞれ役割を持ちつつ
やっていきたいと思っております。こんな所長がい
る間は是非、もっと関係を良くしながら福井の虐待
をできるだけ少なくしたいと思っています。また、
今後とも協力をお願いしたいと思います。

以上です。

山縣氏　ありがとうございました。黒田さん、お願
いします。

黒田氏　私どもも児童相談所と同じで 24 時間対応
しておりますので、本当に困ったことがあれば是非
ともご相談いただきたい。先程、警察はどうも権力
機関でなかなか敷居が高くて相談しづらいとお思い
かも分かりませんけれども、決して事件ばかりを念
頭に相談においでることはございません。本当にお
困りの点があれば、どしどし相談いただければあり
がたいと思います。当課には少年サポートセンター
というのもございまして、先程松井スクールカウン
セラーの方からもお話もございましたように、立ち
直り支援とか、そういった形で少年警察補導員とい
うのが対応しているスクールサポートセンターもご
ざいますので、そういったところへ気安く相談いた
だければと思います。今後とも皆さんのご協力を得
ながら関係機関で連携を取って、１件でも児童虐待
を減らしていきたいと思っておりますので、よろし
くお願いします。

山縣氏　ありがとうございました。では、端さん。

端氏　少し、弁護士という視点でないところからで
すけれども。昨今、例えば、何か対応が遅かったと
児童相談所が責められることがニュースで報道され
る一方で、SNS の普及によってうちの子が一時保護
されたみたいなことで上げられて、それで結構普通
に「いいね」、「いいね」と、そっちを擁護するよう
な風潮もあったりするのかなと思います。どこでそ
ういう社会風潮になってしまうかというと、何が虐
待なのか、子どもの福祉のために社会全体でできる
ことにどういうことがあるのかということの全体的
な底上げというか、そういった事件があったときに
その事件を責めるのではなくて、本当に社会全体で
子どもを育てていくにはどういった視点が必要なの
かという市民の意識が高まることがこういった虐待
問題を減らしていくことにつながるのではないかと
いうふうに、ここに今日出席して改めて感じました。

以上です。
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山縣氏　ありがとうございました。濱口さん、お願
いします。

濱口氏　私は市役所という立場で、今程児童相談所
であったり、警察はハードルが高いというような、
そこが下がって相談しやすいということもすごく大
事だと思いますし、私どもも身近なところで市役所
の子ども福祉課に気軽に相談いただいたり、関係機
関の方も含めて抱え込んでしまうことが一番この児
童虐待にとって怖いところになってくると思います
ので、抱え込まずに何でもこちらに気軽にご相談い
ただければと思います。発表の中でも申しましたよ
うに、研修ですとかお話をしにきてくださいという
ことも言っていただけましたら、私ども今４人体制
でやっている職員、そういう気持ちを高く持ってお
りますし、担当課長もそういった思いが強いので、
本当に気軽に何でもご相談いただければと思いま
す。またよろしくお願いいたします。

山縣氏　はい、では、最後に松井さん。

松井氏　今日は、学校の先生や保育園の先生もいっ
ぱい来てくださっているということで、私たちは虐
待が起こってしまってから子どもたちと出会うので
すけれども、虐待が分かった後に警察や児相や色ん
な方のお世話になり、その後も、ずっと大人になる
までケアが必要だと思うのですが。その際に、緊急
時だけではなくて、その子が大人になるまでずっと
連携していくという視点で、みんなで子育てしてい
くという視点を持って皆さんで情報共有を続けてい
ける社会になったら良いなと思っております。

ありがとうございました。

山縣氏　ありがとうございました。
ちょうど４時になりました。今日、こうやって集っ

ていただいて、お互いに顔を知り、今後何かの時に
連携し合えるような関係がこの福井でできたら良い
なと思っています。このような企画に、関わらせて
もらったことを本当に喜んでいます。皆様方、本当
にお疲れ様でした。


