
審議会会議録

１ 会議の名称
平成２７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２７年７月１日

午後３時００分～午後４時５０分

３ 開催場所 富津市役所５０２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 君津児童相談所管内の児童虐待の状況について

４ 各機関での対応事例等について

５ 出席者名

委員 磯貝睦美、島津太、能城雅幸、菊池定勝、

奥野智禎、石井三千夫、伊藤学、田中計、福原恵

実、有馬佐知子、島田秋雄、本村洋司（石井吉明

委員代理）

事務局 下間節子子育て支援課長、鈴木美保子ど

も家庭係長、渡邉博徳社会福祉主事、藤井和子家

庭相談員、磯貝輝代母子・父子自立支援員

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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平成２７年度富津市要保護児童対策地域協議会代表者会議録 

発言者 発言内容 

事務局・鈴木 

磯貝会長 

磯貝会長 

磯貝会長 

能城副会長 

事務局・渡邉 

１ 開会 

・資料の確認 

・欠席者等の報告 

・会議公開について 

２ 会長挨拶 

・委員、事務局職員の自己紹介 

○会議録署名人 

本日の会議録署名人については、福原委員、有馬委員

にお願いします。 

３ 副会長の指名 

昨年度副会長であった富津市教育部長が平成２７年４

月１日付け人事異動により変わったため、現在、副会長

が不在となっています。富津市要保護児童対策地域協議

会設置要綱第６条第２項から副会長に、富津市教育部長

能城雅幸委員を指名します。 

副会長挨拶 

４ 議事 

（１）富津市の児童虐待の状況について 

 資料１、２、３を説明 
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島津委員 

事務局・渡邉 

島津委員 

事務局・渡邉 

島津委員 

事務局・渡邉 

島津委員 

事務局・渡邉 

○質疑・意見 

富津市の受け付けの状況ですが、他市からの移管とし

か書いてありませんが、どのようなケースでしょうか。 

 ケースの概要について説明。 

 わかりました。 

（２）実務者会議の報告について 

 資料４、５を説明 

○質疑・意見 

市の新規の受け付けの中で、実務者会議にかけなかっ

た理由はどういったことでしょうか。 

 実務者会議にて管理するケースは、継続して支援が必

要と考えられるものです。実務者会議においてそれらの

ケースは、関係機関と連携し、情報共有を行い、ケース

の進捗状況を継続的に確認しております。 

 それ以外のものについては、市で訪問等をした結果、

継続的に関わる必要がないと判断し、その後に何かあっ

た際には継続的に観察が必要か検討することとしていま

す。 

 資料の中の実務者会議にあげていないケースの中で、

なかなか大変なものもあると思います。実務者会議にあ

げるのであれば、児童相談所も状況を把握できると思い

ますが、実務者会議にあげないものについては、児童相

談所に報告等はしているのでしょうか。それとも、市の

子育て支援課の中だけ処理をしているものなのでしょう

か。 

 児童相談所へ援助を求める場合は、市でケース対応し、

困難になった場合に援助依頼という形で、ケースに対す

る指導援助等を受けます。市の関係機関で対応ができて
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島津委員 

事務局・渡邉 

下間子育て支

援課長 

島津委員 

事務局・渡邉 

奥野委員 

いる場合については、児童相談所への報告はいたしてお

りません。 

それでは、実務者会議にあげていないケースについて

は、一応の解決をしているということでよろしいでしょ

うか。 

はい、そうです。 

児童虐待ということが、世間に認知されてきましたの

で、相談件数は増えております。相談の中にはちょっと

心配だというものも件数としてあげております。その中

で支援を継続していく必要があるもの、困難事例なもの

については、児童相談所に相談して対応しております。 

このケースの子ども達が何事もなく生活できるという

ことであれば、わかりました。 

もう一点ですが、資料の中で児童家庭支援センターピ

ーターパンの家という機関がありますが、この機関につ

いて、どのような機関か教えてください。 

児童家庭支援センターは、資格を持った専門のスタッ

フを配置し、子どもや子育て中の家庭の相談を専門に扱

う機関です。相談の内容としては、子育ての悩みや発達

についてなどです。また、児童虐待の対応等の相談も受

け付けております。 

この施設については、児童相談所とつながりがあると

思いますので、児童相談所から補足の説明をお願いいた

します。 

児童家庭支援センターは、児童福祉法上規定されてい

る児童福祉施設で、児童養護施設や乳児院に併設される

場合が多いものですが、ピーターパンの家については、

現在併設ではなく単独で設置されております。ピーター

パンの家の特徴としましては、臨床心理士が配置されて

いることでカウンセリングが行えるという点です。 
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奥野委員 

島津委員 

奥野委員 

君津児童相談所管内では、児童家庭支援センターが多

く設置されておりまして、館山市と木更津市にもござい

ます。 

業務の内容としては、家庭からの相談を受け付ける、

家庭に対する指導を行うということもあり、児童相談所

が行う行政処分を委託することもできます。現在のとこ

ろピーターパンの家には、委託をしていることはありま

せんが、児童相談所が扱うケースについて、相談者の利

便性を考えて、ピーターパンの家を紹介し、カウンセリ

ング等の援助いただいております。また、児童虐待の中

で強制権を伴うケースの指導についても、児童相談所か

ら児童家庭支援センターへ委託することもできるとされ

ております。 

（３）君津児童相談所管内の児童虐待の状況について 

 資料２、７、８を説明 

○質疑・意見 

夜間の受け付けについて、中央児童相談所が対応との

ことですが、君津児童相談所管内のケースでしたら、ど

のような流れになるのでしょうか。 

中央児童相談所の子ども家庭 110 番は、365 日 24 時間

体制で夜間も相談員を配置して電話相談を受け付けてお

ります。 

君津児童相談所の夜間の体制としては、警備員と一時

保護所の保育士が当直として勤務しております。子ども

家庭 110 番に君津児童相談所管内の児童虐待の通報があ

った場合は、当番で携帯電話を所持しておりますので、

その携帯電話に連絡があり、その後は緊急連絡網により

連絡を行い、対応しております。 
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島津委員 

磯貝会長 

石井委員 

磯貝会長 

伊藤委員 

 わかりました。 

（４）各機関での対応事例等について 

 ここでは、全員の方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の石井委員からお願

いします。 

 保健所では、直接児童虐待の事例に関わることはあり

ませんが、DV 相談の中で保護命令を伴った相談を受ける

ことがあります。大抵は、相談に来る前に警察に相談さ

れ、児童相談所にも通告されている場合が多いと思いま

す。最近の相談の中で児童虐待があるというケースはあ

まりありません。 

＜事例紹介＞ 

 最後に、地域保健課の方で各市の実務者会議に参加さ

せていただいておりますが、富津市だけは参加していな

いとのことで、今後は参加させていただければと話があ

りましたので、ご検討をお願いします。 

 事務局の方で今ご提案いただいた件については、検討

をお願いします。 

富津警察署から君津児童相談所へ虐待として平成 26

年度の実績として通告したのは 35 人です。そのうち 19

人は DV による心理的虐待事案です。また、身柄付きで児

童相談所へ通告した事案も２人ありました。 

今年度については 11 名通告しており、そのうち３人が

DV による心理的虐待となっています。また、４人は、身

柄付きで児童相談所へ通告している状況です。 

通告したケースで多いのは、家庭不和が原因となるも

のが多くなっています。父と母の仲が悪くなり、そこか

ら児童虐待、DV に発展していくケースが多いと思いま
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田中委員 

す。家庭不和と同様に多いのが子どもに何らかの発達障

害などがあり、そこから身体的虐待となるような事案も

ありました。また、父親が飲酒のうえ、子どもを叩いて

しまうという事案や父親の収入が少ないことから虐待に

発展しても、母親が生活のために我慢してしまっている

ため、母親の自立に向けた相談などを行っていた事案も

ありました。 

警察でも経過確認として、対応した家庭にその後の確

認をしておりますが、その時に「もう大丈夫です。」と話

をされますが、その裏には生活のために我慢して継続し

ている場合もありますので、警察の方でもそういった心

理を図ることを努めております。 

児童虐待は潜在化している状況もあり、今後も世間的

に関心が高くなっているものでありますので、警察への

通報も多くなっていくと思われます。児童虐待通告に至

らない泣き声通告というのも数多くあります。子どもが

大きな声で泣いているから調べてくださいということが

110 番通報にあり、調べた結果として、児童虐待の恐れ

はなかったものでも警察としては、記録にとどめており、

通告している件数の倍以上は、そのような事案がありま

す。 

＜事例紹介＞ 

県の医師会で児童虐待に係る研修会に参加した時に、

母親の厳しいしつけが子どもにとってみると、それはダ

メージとなり、虐待にあたるということを言っておりま

した。また、他市では中学生位の心理的虐待が増えてい

るとのことで、富津市だと小学生くらいのイメージでし

たが、他市で状況が違うというものと、家庭内不和が虐

待に結びついていくということが印象に残りました。 
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福原委員 

有馬委員 

島田委員 

DV 等の背景として男性でも更年期障害が原因となり、

ちょっとしたことでカッとするということがあると思い

ます。そうした相談を受けた時に医療としては、漢方薬

の処方やカウンセリングを十分時間を取るなどで対応し

ておりますが、そうしたケースは増えてきていると思い

ます。あとは不眠症、介護うつや若年性アルツハイマー、

職場でのパワハラが家庭での弱者に向けられてしまうと

いったこともあると思います。 

 家庭での不和により、子どもに影響を及ぼしていると

いうのが一番多いなと思います。夫婦間のトラブルが子

どもに影響を及ぼしていて、子どもを取り巻く環境が安

定しているかどうかが大切だと思います。 

小さい子どもを預かる施設として、子どもの行動や言

動を日々観察して、着替えるときに身体に傷痣は無いか

と確認をしているところです。 

＜事例紹介＞ 

 表面的に見えないケースもあるので、子どもの服装、

清潔さ、食事面を見ながら、問題があったときはまず子

どものケアをしながら、お母さんにすぐに言うと保育所

に連れてこなくなる場合がありますので、周りと連携し

て近所の情報も聞きながら、徐々にお母さんに伝えられ

るように努力をしています。 

＜事例紹介＞ 

 富津市には３名の人権擁護委員がおり、市役所本庁、

中央公民館、市民会館で月３回人権相談を行っておりま

す。ただ、行政相談と一緒に行っていることから人権相

談は非常に少なく、年間 10 件程度で、内容としては、職

場での問題、DV の相談などです。子ども対してのものだ
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本村代理委員 

菊地委員 

島津委員 

と、ほぼ無いです。 

 ただし、千葉の法務局で人権 110 番というものがあり

ますが、そこでの件数は増えている状況です。 

 その他の活動として、人権週間になると学校での人権

教室の授業を年間３、４回実施しています。 

 直接子どもの人権の相談はありませんでしたが、陰に

隠れている場合もあると思いますので、今後も真剣に取

り組んでいきたいと考えております。 

 小中学校としては、保育所や幼稚園と同じ役割を担っ

ていると考えており、学校としても傷痣、服装や清潔感

などを注意深く観察しております。疑わしい場合でも早

めに相談することを心がけ、詳しく調査等が必要である

ときは、教育委員会と連携し、警察や児童相談所に協力

していきたいと考えております。 

 教育センターは、各学校からの相談機関であり、また

保護者からの相談を受けております。 

 その中で DV を受け、緊急避難的に他市に移ってしまっ

た時に、教育機関としては教育の連続性を配慮したいと

ころですが、そういった事例では、教育をどうつないで

いくかということは課題がいろいろあると思います。 

 一つは情報をどうつないでいくか、また、学校として

も突然いなくなってしまったことに対して、子ども達に

どう伝えるかということもあると思います。 

 色々な関係機関が協力していくことは大事だと思いま

すが、前にいた学校の教員もいなくなってしまった子ど

もを心配していますので、今はこういう所にいて落ち着

いていますなどの情報がフィードバックしてくるようで

あればいいなと思います。 

 社会福祉課では障がい者虐待の対応を行っております

が、昨年度は２件でした。これらについては、終結をし
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磯貝会長 

藤井家庭相談

員 

磯貝母子・父

子自立支援員 

磯貝会長 

事務局・渡邉 

石井委員 

ております。 

＜事例紹介＞ 

最後に家庭相談員と母子・父子自立支援員のお二人か

らも相談等を受けているなかで感じていることなどがあ

りましたらお願いします。 

この要保護児童対策地域協議会が設置される前と後を

比べると、ネットワークを活用し、情報の収集や共有が

いち早くできるようになりました。各機関と連携し協力

することで、対応や支援の幅が広がったように思えまし

た。 

 本市の場合、他市に比べケース件数は少ないのですが、

根深く、リスク要因が高いケースもあり、なかなか明る

い見通しがつかず苦慮しておりますが、皆様のご協力を

いただいて、子どもの安全の保護の切れ目のない支援を

続けていきたいと考えております。 

この４月から母子・父子自立支援員として働いている

中で感じたことは、関係機関がその家庭や児童のために

尽力しているということがよくわかりました。 

今後、様々な事情を抱えた方と対応していく中で皆さ

んと連携しながらあたっていきたいと考えております。 

皆さんから貴重な事例等いただき、ありがとうござい

ました。 

５ 報告 

 居住実態が把握できない児童に関する調査について 

資料６の説明 

○質疑・意見 

 先ほどの教育センターの方のお話の中で、突然子ども
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磯貝会長 

がいなくなった時の対応についてですが、DV は加害者か

らの追及ということがありますので、情報はなるべく秘

匿としております。早く新しい学校等に移れるように関

係機関としても努力をしておりますので、ご理解してい

ただければと思います。 

 他に質疑・意見がなければ議事について終了します。 

 委員の皆様には、長時間にわたり、お疲れ様でした。 

虐待は早期発見、早期対応により適切な対処が図られ

るものと思います。 

そのためには、関係機関の円滑な連携・協力のもとで

対応していくことが重要でございますので、今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

それでは、以上をもちまして、平成 27 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。 

閉会 


