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審議会会議録 

１ 会議の名称 
平成２９年度富津市要保護児童対策地域協議会代表

者会議 

２ 開催日時 
平成２９年８月９日 

午後３時００分～午後４時２０分 

３ 開催場所 富津市消防防災センター 第１会議室 

４ 審議等事項 

１ 富津市の児童虐待の状況について 

２ 実務者会議の報告について 

３ 各機関での対応事例等について 

５ 出席者名 

出席委員 川名千春（佐久間文明委員代理）、藤本洋

平、戸波宏幸、山口誉典、田中計、岩瀬志帆（福原恵

実委員代理）、石井朝子、白川啓元、島津太、小泉等、

能城雅幸、竹谷覚治 

欠席委員 小熊良、中山健二、有馬佐知子、 

事務局 木村美文子育て支援課長、中山淳子子ども

家庭係長、川名重誉社会福祉主事、藤井和子家庭相談

員、磯貝輝代母子・父子自立支援員、仲野いく子家庭

教育指導員 

６ 公開又は非公開の別 公開  ・ 一部非公開 ・ 非公開 

７ 非公開の理由 
富津市情報公開条例第２３条第  号に該当 

（理由） 

８ 傍聴人数           ０ 人（定員５人） 

９ 所管課 
健康福祉部子育て支援課子ども家庭係 

電話 ０４３９－８０－１２５６ 

10 会議録（発言の内容） 別紙のとおり 
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第 1 回富津市要保護児童地域対策協議会代表者会議 

発言者 発言内容 

事務局・中山 ・資料の確認 

・欠席者等の報告 

・会議公開について 

１ 開会 

島津会長 ２ 会長挨拶 

事務局・木村 ３ 委員、事務局職員紹介 

島津会長 ４ 会議録署名人の指名 

  本日の署名人は、竹谷委員と戸波委員にお願いをする。 

５ 議事 

（１）富津市の児童虐待の状況について 

事務局・川名  資料１，２，３，４を説明 

島津会長 （２）実務者会議の報告について 

事務局・川名  資料５を説明 

島津会長 （３）各機関での対応事例等について 

 皆さまからご発言をいただきたいと思います。 

 始めに君津健康福祉センター代表の佐久間委員の代理の川名

様お願いいたします。 

 保健所では、児童虐待等は直接関わらないと思いますが、ＤＶ

相談などで子どもがいる方の相談等があると思いますので、そう

いった場合の対応などがあればお話いただきたいと思います。 

川名代理 

 

 

 

 

 

 

 保健所でＤＶ相談を受けているなかで、ＤＶの場面を子どもが

目撃するということを虐待と位置づけております。 

最初は電話でのご相談ですが、面接で相談する場合にはＤＶ相

談員と地域保健課、市の担当する保健師が一緒に相談にのる場合

もあります。また、ＤＶ相談というものの、精神保健がらみの相

談を保健所で受けています。事例にもいくつかあるようですが、

養育能力に欠ける場合等もある精神障がい者として関わりを持
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川名代理 っている場合には、母親が妊娠時から継続して関わる必要があろ

うかと思っております。 

島津会長  続きまして、富津警察署の藤本委員お願いいたします。 

 資料の中で警察から児童相談所への通告として２６９件あが

っておりますが、警察の児童虐待の対応や事例等がありましたら

お願いします。 

藤本委員  今お話にあったとおり、警察から２６９件ということで非常に

多くの児童通告をしています。時代背景があり、私たちが子ども

の頃であればこれぐらいのことは躾のうちということで、児童通

告するような話ではなかったのですが、今は夫婦喧嘩、ＤＶ等で

現場に行って子どもが現場にいれば、心理的虐待にあたるという

ことで、児童通告することになっています。この２６９件の大部

分がそういった心理的虐待の通告です。 

私は昨年９月に富津警察署に異動してきたのですが、私がきて

からは身体的虐待、ネグレクト、性的虐待、そういった大きなも

のはありません。 

警察としては実際親が虐待をしたということであれば事件化、

逮捕を念頭に考えます。警察でも児童虐待というものは潜在化す

るということで、見落とさないために県警本部から専門の部署の

担当官を呼んで児童虐待の着眼点等の教育を定期的にやるよう

にしています。少しでも警察官全体が児童虐待への着眼点が多く

なって、少しでも早期発見できるように取り組んでおります。 

警察としては児童虐待は許さないと、昔であれば躾であったの

が今は児童虐待であると、そういう時代になっています。警察と

しては子どもが実際怪我をしていれば、怪我の具合によりますけ

れども強制捜査、逮捕して警鐘を鳴らしていくという方針でやっ

ております。 

島津会長 

 

役所の関係は平日であれば動けるんですけれども、夜間とか休

日はなかなか動きが取れないので、藤本委員の方から本当に力強
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島津会長 いお話がありましたので、ぜひとも皆で協力しながらやっていき

たいと思いますのでよろしくお願いします。 

 続きまして、児童養護施設代表の戸波委員お願いいたします。 

 児童養護施設運営を通し、家庭支援にあたられているなかで感

じられていることなどをお話しいただければと思います。 

戸波委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入所してきた子に重篤な身体虐待を受けた子がいます。法医学

も介入して、就学前で入所してきたんですけれども、学校に行っ

た時に身体的にかなり目立つところがあるのでどう対応するか

を現場でも話しています。入所してくる子が重篤なので、資料を

確認してみると、なぜ早い時点で止められなかったのかというこ

とがあります。これはさきほど藤本委員からあったように躾だと

か、そういった発言の記録もあります。叩いて皮膚から筋肉質が

もうぼろぼろの状態になる前になぜ止められないのか、現場サイ

ドからするとなぜこうなってしまうかと。現実は厳しいと思うの

が一点。 

もうひとつはいろいろな研修や会議等に出席すると、今施設に

入所していない、苦しんでいる子どもが大勢いるということが必

ず話題に出ます。それをどう防止したらいいか。社会福祉法改正

等々、４月から始まってますけども、施設の地域への役割とかい

ろいろあるが具体化は容易ではないです。ある事例でいえば、施

設の子どもが学校で聞いた同級生の家庭の様子の話でも、「虐待

だろう」と思われるものもあります。どんな家庭でも必ず起こり

うることだと想定しないといけません。過去の事例で早期発見で

きたからといって、同じような事例でも当てはまるとは限らない

と思います。 

いろんな家庭背景だとか地域背景のなかで、虐待が見えづらく

なっていることを認識していかなければ、我々の施設でも３月に

発生する卒業生数が、即４月１日に埋まり、定員に達するという

実状は消えないのかなというふうに感じます。子どもの顔を見る
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戸波委員 たびに要対協含めてどう対応すればいいのかという思いにから

れます。 

島津会長 児童養護施設に入ってくる子たちは虐待を受けてきて、精神的

にも不安定な部分があると思うんですね。幼稚園だとか、小学校、

中学校へ通わせているなかで、幼稚園等との連携がかなり密に必

要になってくるのかなというような感じがあるんですけども、そ

の辺はどのような形で取り組んでいますか。 

戸波委員 虐待を受けた子どもというのは、極端にいいますと通常は人見

知りをするという成長過程のなかにあるんですけれども、愛着障

害の関係で受け入れるというか、すぐなついて寄ってくるという

面があります。うちに入所してくる子どもが、みなと幼稚園含め

て小学校、中学校に通いますが、癒されていない生活が続いてい

たのでまず癒します。学校の先生とは毎日のように電話します。

小学生については、職員が登校班と一緒に学校まで送って行きま

すけども、担任の先生との情報共有も兼ねて行っています。また、

発達障害の子が入所していますので朝夕、緻密に情報交換を行っ

ています。とにかくまだ心の癒しをしている最中なので、その上

で学校に行っているという子どもの状態分析は必ず先生方とし

ます。思慕感っていうのが良い意味で表面的に出たときに我々職

員以外、学校の担任の先生が女性だと突然「お母ちゃんて呼んで

いい」とか言った時には、うちの心理士と分析して今の状態はこ

うだな、ということをやっています。正直言って複雑です。一度

虐待を受けた子の心理的虐待、身体的虐待、すべて心理的虐待に

繋がりますけども、病気を治す怪我を治すとはまったく違う世界

で、治るということはないんじゃないかなと思います。治すもの

ではないと思います。一度受けた傷をどうやってか乗り越えてい

くしかないのかなと思います。人間関係で培っていくということ

だと思います。 

島津会長 ありがとうございます。 
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島津会長  これからも連携を図って支援の方をお願いしたいと思います。 

白川委員 そこまで酷くなる前までに虐待を防止する対策として考えて

いかなければと思います。学校の立場としてはいろいろ子どもた

ちの様子とか健康診断のなかで虐待がされているかどうか、例え

ば洋服を毎日替えてこないだとか、風呂に入らない、朝食を食べ

ない、あるいは傷があったりというところで日常観察をしている

わけですけれども、隠れた部分、富津市は２２件しかないじゃな

いですか、隠れている部分があるということで、やはり隠れてい

る部分をどうあぶりだして対応していくかというのが非常に重

要かなと思います。そこまで酷くなってしまうというのはその前

までの対応が遅れているんではないかということで連携のあり

方を考えていかなくてはなと思いました。 

島津会長 事務局なにかありますか。 

事務局・木村  学校における虐待への対応、そこからいろんな事案が明るみに

でるということがあって、戸波委員の発言にあるような表に出て

こない潜在的なもの、予備軍の対応をどうとっていくのかという

ことが、非常に大きな問題であり、まさに戸波委員の発言どおり

だと思っていたところと、白川委員から学校での対応が関係者間

で直結することによって未然に防げるケースも多く出てくるの

ではないかと、市としても皆さま方のご協力を得て、今後どうい

った形で進めていけばいいのかということを考えてまいりたい

と思っています。 

島津会長 続いて、君津中核地域生活支援センター代表の山口委員お願い

します。 

 地域福祉総合相談窓口ということで、いろいろな相談が寄せら

れていると思います。その中での特に児童虐待等の対応があれば

お話いただければと思います。 

山口委員 

 

私ども地域福祉ネットは本年度で１３年目を迎え、県単独の総

合相談事業ということで展開をしています。あくまでも相談支援
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山口委員 という視点でお話をさせていただきます。 

児童の虐待に関しましては、児相、実施機関である市と警察と

の連携の流れがとてもよく整備されたのかなと、併せてワンスト

ップの相談窓口、連絡先も周知されている状況であります。虐待

に関する相談は件数的には減少しています。総合相談ですから、

精神を抱えてＤＶも含めてあらゆる分野の方たちが相談という

ことで連絡がくるんですけれども、常にアンテナを張りながら相

談を受けている状況です。 

島津会長 福祉ネットは、３６５日２４時間すべての福祉相談に対応して

くれるということでよろしいですよね。 

山口委員 昼間、９時から１８時は事務所で職員が対応し、その後の夜間

は電話を携帯に転送し、夜中でも朝方でも電話を受ける体制は整

えております。 

島津会長 命に関わるような虐待であれば即警察だと思いますけれども、

そういう疑いのある部分であれば、まず福祉ネットが２４時間対

応していただいていますので、引き続き取り組んでいただきたい

と思います。 

 続いて、君津木更津医師会代表の田中委員お願いします。 

医師会として、児童虐待に対して取り組んでいることや、また、

医師として児童虐待に対しての対応などをお話しいただければ

と思います。 

田中委員 

 

 

 

 

 

 

 

 富津市全体を把握しているわけではありませんが、医療機関か

らの相談はなかったということですけれども、夜間の診療を当直

でしているとお母さん方がかなりストレスフルだと感じます。無

料に近い医療で提供している検査等が、親の希望に沿わないと怒

る方も中にはいます。その背景には仕事が休めない、この時間し

か来れない、有休が取れないというものがあります。また、お父

さん方については、ストレスチェックなどにも関わっているが、

残業が非常に多くてうつ病になりそうだなど、企業ぐるみでの対
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田中委員 策がまだ不十分です。教職員であったり公共施設においても残業

が非常に多いということが言われていますが、社会全体の問題で

はないでしょうか。少子化対策と国は叫んでいるが、実際の企業

は競争社会において労働者を一生懸命働かせて企業は利潤追求

をし、労働者の生活を顧みないというのが私の印象です。 

ですからその歪みが子どもさんに向けられてしまう。結果とし

ていろいろと問題が起きている。また、外国人の親を持つお子さ

んも増えてきている。日本の生活にあった教育が十分にできてい

ないとか、いじめにつながるような問題も増えてきています。で

すから先ほど言われていた予備軍といわれている背景の中に企

業努力の不十分さというのが隠れているんではないか。医療側と

しては精神科医が不足していますし、少子化少子化と叫ばれてい

る中で子どもを増やすことは何年後かに達成されるかもしれま

せんけれども、現実においては、現在増えている問題に対応して

いくことの方が私は大事ではないかと思っています。先ほど言っ

たお子さんの問題、介護施設における虐待も増えてますし、介護

業者に勤める人たちのストレスも、非常に増えてきている。つま

り少子化、人口が減ってきている中で増えてきている問題の対応

がまだ不十分なのが現在の社会問題の一部ではないかと思って

おります。 

戸波委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 直接、田中先生に関係あるか分からないですけれども、学校の

先生方の方が近いのかもしれませんが、児童福祉法が大幅に権利

条約の批准を含めたのが全面的に入ってきて、細かいことで児相

とか市町村におりてきている部分があると思うんですけれども、

虐待防止法のときも子ども大事にしようって言ってましたけど

も法律でそうなったということは一般の方ってまず知らないと

思います。例えば学校の教育基本法が変わったりすると当然学

校、教育委員会含めて通知はいくと思うんですけど、児童福祉法

が変わったということで学校に連絡がいってＰＴＡ総会で話を
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戸波委員 するとか、そういうのってまずないですよね。児童福祉法が変わ

ったのなら、虐待予備軍の話題も踏まえてＰＴＡ総会でまたなに

言ってんのって言われるくらいやるとか、そのようにでもしてい

かないと。根本的になにかをしていくというようにはならないの

かなと思います。 

島津会長  情報発信等を市または教育委員会含め、理解していただくとい

うことが非常に大事なので、戸波委員が言ったようにＰＴＡ総会

とかでも話ができるような場作りというのは要対協の意見とし

て取り組んでいかなければいけないなと感じていますので、教育

部とも周知の方法を協議しながら、いかにして子どもが大事かと

いうことを広めていきたいなと思います。 

戸波委員  余談ですが、学校に貼ってある森田知事が子どもを大事にしよ

うというポスターがあって、一つ貰ってきた。施設に入所してい

る子どもに子どもの権利について説明したりすることは、私たち

にとっては普通であるが、そういう話を学校行ったら、例えば児

童福祉法変わったってよ、大々的に今日授業でやったんでけどさ

って、「そうなの」「そうなんだよ」という方が我々は気が楽なん

です。 

島津会長  竹谷委員どうですか。 

竹谷委員  通知がきているのは知っているんですけども、それについて対

応、予防的な措置ということで考えていかなければいけないなと

いうことは常々思っております。今現在、教育委員会としてはど

ちらかというと発見だとかそういったところに人的な配置をし

ております。 

島津会長  続きまして、私立幼稚園代表の福原委員の代理の岩瀬さんお願

いします。 

 お子さんを預かる現場の状況や事例等がありましたらお願い

します。 

岩瀬代理  ここ何年かは幼稚園では虐待を見つけて連絡というのはない
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岩瀬代理 んですが、普段幼稚園では先ほどと同じようはお話になってしま

うんですけれど、子どもたちが登園したときに顔や体に傷がない

か見たりとか、洋服の匂い、衛生面でどうかということを気にか

けています。年長くらいになると子どもたちの会話の中で「昨日

ママとパパが喧嘩してママ帰ってこなかった」とか、お仕事を夜

されている方もいて、近くにおじいちゃんおばあちゃんがいない

と両親で見ていただくということになるので夜帰ってこなかっ

たというのを聞いたりとか、子どもたちの会話のなかでいろいろ

気づいて対応できることもあるので、これからも気にかけて見て

いきたいと思います。 

先ほども戸波委員からお話がありましたが、かずさの里の先生

はよくお話をしてくださって、子どもたちの対応をよく考えられ

るので、これからも引き続きお願いしたいと思います。 

島津会長 

 

 

 

石井委員 

 続きまして、木更津人権擁護委員協議会代表の石井委員お願い

します。 

 子どもの人権擁護等の取り組み等がありましたらお願いしま

す。 

 人権擁護機関では、市内では毎月最初の水・木・金、水曜日は

市役所、木曜日は中央公民館、金曜日は市民会館で相談を受けて

おります。昨年１年間で子どもに関する相談は１件もございませ

んでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他に私ども協議会は、県下いろいろな協議会が１１ほどご

ざいまして、その仲間たちが毎日千葉地方法務局で子どもの電話

１１０番という電話相談を毎日受けております。私も年間何回か

伺いますが、１日に平均して３件くらい子どもに関する相談は受

けます。ただ私たちは解決をする機関ではございませんので、相

談者に応じた適切な窓口を紹介するということでいろいろなと

ころ、例えば児童相談所ですとか警察署ですとか、法務局の方と

相談しながらそのような窓口を紹介するというような仕事をし
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石井委員 ています。 

富津市は子どもが少なくなっている、富津市だけではないが、

大勢の力で大勢の目で大勢の手で子どもたちを暖かく見守って

育てていきたいなと思います。先ほど戸波委員が仰ったようなこ

とについては、学校だけでなく保育所でも、あるいは生まれたば

かりの赤ちゃんから大切なことですから、健康福祉部だけでなく

市全体で広報ふっつなどで、あるいは繰り返し繰り返し保護者、

親となる方、家族となる方に呼びかけていけたらいいなと、先ほ

どから話を聞いておりました。 

島津委員  続きまして、小中学校長会代表の白川委員お願いします。 

 学校現場でなにか事例等があったらお願いします。 

白川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校の方では先ほど幼稚園と同じように、小学校の場合は担任

がほとんど一日付きますので、子どもの様子というのは十分に把

握できる状況にあります。服装、あるいは匂い、心理的になにか

落ち込んでるとか、そういう状況を見ながらそういう傾向がある

かどうか把握をするということと、健康診断がけっこうあります

ので、そういうなかで痣とか確認しながら、これが虐待かどうか

というのを把握していきます。発見するのは担任が多いです。発

見後、管理職に報告があります。担任一人では決めかねるので、

複数の職員で児童の様子、必要があれば家庭訪問、あるいは家庭

に連絡をして様子を確認するというようなことを行っています。 

時には地域の方から情報が入る場合があります。地域の保護

者、地域の区長さんとかから情報がくる場合がありますので、そ

れは非常に学校にとっては大変ありがたいことで、そういう視点

で子どもたちを改めて見て虐待があるかどうかというのを確認

していきます。ただ同じ服装でもこれが本当にネグレクトかとい

うグレーゾーンの部分があるので、そこのところは保護者と直接

話して家庭状況を把握しながらしないと、単に親が怠けていてや

っていないだけなのか、本当に放ったらかしにしている状況なの
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白川委員 か判断できないので非常に難しいところです。もし状況が疑われ

る場合については、すぐ教育委員会の方に連絡をして連携を取っ

ています。 

とにかく、早期発見早期対応ということで、重要視して取り組

んでいます。先ほど石井委員が言ったように人権ということで、

虐待・いじめを含めて、いろんな面で子どもを大事にしようとい

うことで取り組んでおりますので、やはり学校だけではできない

部分が非常に多くあります。生まれた時から人権がありますの

で、お母さん、お父さんになってから、すぐにそういう意識を育

てていく必要があるんではないかということを考えております。 

島津会長  ネグレクトで洋服の着替えとか判断するのが難しいと思いま

すが、どの程度同じ服を着てきたら親と連絡等を取るのでしょう

か。 

白川委員  ３日になるとちょっと厳しいかなと。２日くらいだったら子ど

もが自分であるものを着てきてるんだけれども、３日となると疑

われるということで。 

島津会長  ３日くらいを目安に教育委員会と相談しながら対応をとるの

でしょうか。 

白川委員  まず、子どもと担任が話をして、「今日どうだったの、服装昨

日と同じなんだけど」とうまくやりながら「自分で着たから同じ

服になっちゃった」という場合もあるんですね。３日となると疑

わざるを得ないということで、保護者と話をして、それが本当に

子どもを面倒みていなという状況であれば、学校内で会議を開き

ます。それで地域の方等から情報を得て、ネグレクトと思われる

場合については、委員会に相談をするんですけれども、そうでは

なくて単に怠けているということになると、今度は保護者と面談

をして子育てについてアドバイスをするというかたちを取って

います。 

島津会長 岩瀬代理、幼稚園だとやっぱり３日くらいが基準になります
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島津会長 か。 

岩瀬代理  幼稚園だと汗もよくかきますので、２日目くらいからは。おは

しセットとかコップとかを持って帰るので。 

島津会長  それが綺麗に洗えてないとか、その場合は保護者と話し合いが

もてる状況になっているんですか。 

岩瀬代理  幼稚園の場合だと学校と同じなんですけど、すぐに保護者の方

には話をせずに、幼稚園の全体の先生と話し合って、子どもたち

から話を聞いて、最終的には保護者に話すようなかたちです。 

島津会長  続きまして、教育センター所長の竹谷委員お願いします。 

 学校から児童虐待の相談等があった場合の対応や事例等があ

りましたらお願いします。 

竹谷委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 白川委員から話があったように、教育センターは学校からの相

談を受けたり、保護者、地域の方からそういう疑いがあるという

ことを電話で受けることもあります。近年家庭環境が非常に多様

でＤＶを疑うケース、ネグレクト、いじめの問題、生徒指導に関

すること等、連絡を受けるんですけれども、それぞれその対応に

関して疑いがある場合には、サポート会議を開いて情報の共有、

対策を図っています。さらにケースによって児童相談所と連携を

させていただいたり、子育て支援課と連携させていただいたりと

かが必要な場合は、関係機関と連携をしながら情報共有を図って

対応を検討して進めております。 

近年心配なのが、長欠生徒、長期欠席で担任が行って会えると

か、そういう状況であればいいんですけど、担任が行っても本人

に会えないというのが１件ある。今時の時代ですから生命、命の

関係で本当に大丈夫なのか、所在確認ということで、県のスクー

ルカウンセラーが配置されている。全校ではないのですが、大き

な学校には配置されていたり、市からは自立支援指導員を配置し

ておりますけれども、そういった方々に協力を願って家庭訪問し

ていただいたりだとかで所在が確認できた、本人に会うことがで
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竹谷委員 きたというのもあります。保護者が学校の先生が行っても会わせ

てくれないなんていう話がきたものですから、それについては本

人確認、安全のためにということで会わせてくれということで話

をもっていきましたけれども、いろんな家庭がありますので、難

しいところでもあるかなと思っております。 

島津会長  長欠で、カウンセラーとか学校の先生が行っても会えないと、

会うための法的なもの、例えば、それが虐待に繋がってるといえ

ば児相が家庭に入れると思うんですけど、長欠で会えないという

子に対しての法的に入り込むという方法はあるんですか。 

竹谷委員  明らかに虐待が疑われるですとか、そういう情報があれば児相

と一緒に入ったりとかできるんですけど、親があの手この手で教

員が行っても本人が寝てるからだとかで、それが１ヶ月続くとこ

ちらも心配になりますので、なんとか手立てを取って、最終的に

会えないとなると、こちらの方も児相と相談をしながら本人確認

をしなくてはいけないという動きになってくると思いますので、

法的というとそういったところかなと思います。 

島津会長  ２ヶ月も３ヶ月も家庭訪問しても会えない、親も会わせてくれ

ないといった場合に、児相と協力して所在確認というのは実際に

は行っているんですか。 

竹谷委員  今回はそこまで行く前に会えましたので、そこまでは行ってお

りません。各学校から毎月長欠生徒の報告がきますので、それを

確認して学校と連絡を取りながら動いております。 

島津会長  続きまして、社会福祉課長の小泉委員お願いします。 

 社会福祉課では障がい者の虐待、障がい者の差別解消の関係で

携わってると思いますけれども、そのあたりでなにかお話できる

ことがあればお願いします。 

小泉委員 

 

 

 把握している障害のある方については、直接訪問に行ったとき

の様子だとかで虐待を確認しています。 

健常なお子さんの場合は、子育て支援課に連絡が入りますの
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小泉委員 で、そういった場合は社会福祉課で協力できることは協力してい

ます。 

戸波委員  うちの施設には知的障害、ボーダー含めると半数近く以上い

る。千葉県には２０施設児童養護施設がありますが、２０施設と

も４割強近いぐらい知的なハンディキャップがある子が入所し

ている。先天的な発達の遅れがある子もいれば、環境に起因した

発達の遅れもあります。よくあるパターンが幼稚園、小学校低学

年の時にちょっと遅れてるかなという場合ですと、服を取り替え

ないというときに「こだわってこの服しか着ないんだよ」と親御

さんが言う。けれどもその子どものこだわりがそうさせるのか、

親が同じ服を着させているのかというのが、子どもの知的ハンデ

ィキャップを通して見てしまうと判断がつかなくなって、虐待の

早期発見が出来ないパターンは多いです。そういう場合、「手が

かかる子どもならば、手をかけてあげるのが親ですよ」と親に説

く必要があると思います。予備軍を少しずつでも把握するにはそ

ういったことも積み重ねていくことが大切です。 

島津会長  今、社会福祉課の方で臨床心理士、言語聴覚士を委託で発達障

害、知的障害の関係で療育等支援をやってますので、そのなかで

保育所、学校の方へ出向いていって学校の先生や保育所の先生、

幼稚園の先生が気になる子たちをみて、保育士や学校の先生なん

かにアドバイスしていく。さらに上手くいかなければ、保護者と

話をする場面を作っていくということをやっていますので、アド

バイザーが行ったときに気になるお子さんをよくみてもらうと

いうのも一つの方法かなと思います。専門家なので、保育士や先

生が気がつかない子でも、この子が支援が必要かなと保育士や先

生が言っても、専門家がみたら別の子の方がよっぽど支援が必要

だということもあると思うので、社会福祉課でやっている支援も

含めて利用していただければと思います。 

竹谷委員  特別支援教育のなかにも巡回訪問というのがありまして、専門
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竹谷委員 家を集めたチームで全校を年１回訪問しています。そのなかで学

校の方と情報をやり取りをしまして、今島津会長から話があった

ように見てもらいたい子とか、クラスを巡回していくなかでこの

子は心配だという子を早期発見ということで手立てを打ってお

ります。 

島津会長  最後に家庭相談員、母子・父子自立支援員、家庭教育指導員の

皆さんからも相談等受けているなかで感じることがありました

らお話いただければと思います。 

藤井家庭相談

員 

 本市の場合、新規ケースに加え、長く関わりながら次々と問題

点が増えてなかなか好転しないケースがあり頭を悩ませており

ます。要保護児童の支援で関わり始めるものの、保護者側に問題

がある場合が多いのが実状です。母親の精神疾患、経済的困窮、

養育能力の低さなどから、子どもの安全を守れないケースがほと

んどです。 

特に最近は、夫婦間の不和からの心理的虐待、子育てより自分

が遊ぶことに夢中で、子どもの体調の変化に気づかない親、子ど

もとのコミュニケーション不足や育児相談ができず、孤立化して

いる家庭等が目立ちます。逆に過干渉から子どもに辛く当たる場

合もあります。虐待の早期発見、発生時の対応も大事かと思いま

すが、子どもが笑顔で過ごせる家庭環境作り、楽しく負担の少な

い子育て方を広める情報の発信等、虐待発生予防の対応も重要か

と思っております。 

 これからも問題解決に向け関係機関と連携を取り、支援してい

きたいと思っております。 

磯貝母子・父子

自立支援員 

 

 

 

 相談ケースが多様化、複雑化していることを感じます。相談に

来る人は周りに相談する人がいなかったり、支援をしてくれる人

がいなかったり、孤立している人が多い傾向にあるように思いま

す。問題を抱えている家庭、お子さん等は良くなったり、後退し

たり、問題がいっぺんに解決するということもなく続いていくと
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磯貝母子・父子

自立支援員 

いうケースが多いと思います。ですので、各機関の連携、協力に

より対応する幅が広がっていけば、だんだん良くなっていくので

はないかと思われますので、今後とも皆さまのご協力をいただい

て母子家庭などの自立への支援をしていきたいと思っておりま

す。 

仲野家庭教育

指導員 

 学校の教師という立場で子どもをみていた時とは違って、小さ

い頃からの問題がずい分とあるんだなということを感じました。

ですので、皆さん方にご協力をいただきながら富津市の子どもた

ちのためにやっていきたいと思います。 

島津会長  事務局からなにかありますか。 

事務局・木村  事務局からは特にございませんが、ただ今皆さまからいただい

た貴重なご意見や情報、また、家庭相談員、母子・父子自立支援

員、家庭教育指導員の方々からお話をさせていただいたような状

況は子どもの問題プラス親御さんの問題、また世代的な問題も多

くあるということが問題になっているところですので、今後とも

皆さま方にご協力をいただきながら少しずつでも改善していけ

たらと考えておりますので、ご協力のほどよろしくお願いしま

す。 

島津会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今までの話のなかでも早期発見、早期対応、早期支援というの

が大切であるんですけれども、そういうことをださないための予

防活動、周知活動というのが大元にないと、なかなか無くならな

いということがあります。そういったことを含め要対協で審議し

ていただいた内容を行政としてもこの先々取り組んでいきたい

と思っております。 

最初の挨拶でも申し上げましたけれども、児童福祉法の改正を

受けて、関係機関がより一層連携協力することが重要であります

ので今後も皆さまにはよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、以上をもちまして、平成２９年度富津市要保護児童

対策地域協議会代表者会議を終了いたします。 
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島津会長  長時間に亘りお疲れ様でした。ありがとうございました。 

 １６時２０分 閉会 

 


