
審議会会議録

１ 会議の名称
平成３０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３０年９月２７日（木）

午後２時００分～午後３時３０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 児童虐待の状況について

２ 富津市子育て支援対応方針について

３ 実務者会議の報告について

４ 各機関での対応事例等について

５ 出席者名

委員 島津太、池田剛和、笹生忠弘、河野信成、

小熊良、川名千春（野田集修平委員代理）、縄貴倫

戸波宏幸、山口誉典、君塚善恵、髙橋多賀子、池

田昌昭、石井朝子、鳩飼直

事務局 木村美文子育て支援課長、中山淳子子育

て支援課長補佐、羽山大利主任精神保健福祉士、

藤井和子家庭相談員、磯貝輝代母子・父子自立支

援員、牧田正彦家庭教育指導員

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



第１回度富津市要保護児童対策地域協議会代表者会議

発言者 発言内容

事務局・中山

島津会長

事務局・木村

島津会長

事務局・羽山

島津会長

事務局・羽山

川名代理

島津会長

事務局・木村

事務局・木村

・資料の確認

・欠席者等の報告

・会議の公開について

１ 開会

２ 会長挨拶

３ 委員及び職員紹介

４ 副会長の指名

会長指名により笹生委員を指名する。

５ 会議録署名人の指名

本日の署名人は、池田剛和委員と山口委員にお願い

する。

６ 議事

（１）児童虐待の状況について

資料１，２，３を説明。

委員より質問・質疑・意見等無し。

（２）富津市子育て支援対応方針について

資料４，５を説明。川名代理より質疑

富津市子育て支援対応方針では、虐待を念頭に置くと

書いてありますが「富津市子育て支援」と言ったときに

は、虐待ではない相談も多々、市役所の方に寄せられる

のではないかと思われます。相談があった場合、ジェノ

グラムにある児童相談所、警察などは若干何か違和感を

感じるところがあったので、「児童虐待」と表に出すのは

憚られるところがあるのであれば、何らかの形で修正等
はばか

という風に感じました。

この件で事務局、何かありますか。

ご意見ありがとうございます。こちら、富津市子育て

支援対応方針という事で、只今虐待に焦点をあててご説

明をさせて頂きましたが、その他各種相談におきまして



川名代理

島津会長

事務局・羽山

島津会長

小熊委員

小熊委員

も、きちんとした記録等を同じ様式を使いまして、家庭

相談・離婚相談などにも活用させていただいているとこ

ろでございます。その中で、関係機関へのご連絡の必要

制や連携をお願いするのかしないのか、というところも、

こちらの記録を残すことによって判断をしていくといっ

た事で活用している所でございますので、表題としては

「子育て支援対応方針」となっておりますが、実状とし

ては色んな各種の相談に使わせていただいている、とこ

ろでございます。

これは虐待事例に限定せずに、相談があった場合には

同じ方針で役立つ組織を使って解決するという事です

ね。分かりました。ありがとうございます。

（３）実務者会議の報告について

資料６，７を説明。

委員より質問・質疑・意見等無し。

（４）各機関での対応事例等について

ここで、皆さんから発言を頂きたいと思います。

始めに、君津児童相談所の小熊委員にお願いしたいと

思います。

児童相談所では地域の関係機関との情報および支援連

携や、要保護児童等における家族支援について、どのよ

うな方向性で実施していくのか、などについてお話が頂

ければと思います。

方針より一番気にしなければいけない事は、先ほど統

計的に増減もありますが、県内の 6 児童相談所全ての保

護所において、定員を超えた保護児童で溢れています。

我が君津児童相談所もこの 2～3 年ほぼ定員いっぱいの

状態。今年度、一時保護委託も含めますと、定員が 15

名なのですが 21 人の保護児と、来週以降、７名ほど保護

児を予定をしているという現状です。その中で、だいた

い半分くらいが「家には帰せない」と判断せざるを得な



島津会長

島津会長

川名代理

いお子さん達がいらっしゃるので、そのお子さん達が保

護出来ない、里親もいない、という状況の中でどのよう

にしていければいいのか、という事を模索している最中

です。

基本的に子どもの在宅支援というのは、在宅ならでは

のものがある、私は基本的には考えていますが、なかな

か答えは出ません。いずれにしても基本的には、在宅で

の支援を考えつつ、やはり関わっていく中で「帰せない」

と判断するお子さん達の生活の場所をどこで保証してあ

げたらよいか、を考えていかなければいけないと思って

います。

あともう一つは、虐待として家族を見ると、どうして

も他の問題が出てきたときに、あたかも違うケースのよ

うな感覚に陥りがちになってしまって、その家族全体が

どういう家族で、どういう流れでそのようになっている

のかという視点が全体的に持ちにくくなるのが私の感想

としてはあります。家族全体がどういう家族なのか、ど

ういう流れでその今の状態が成り立っているのか、とい

う事を見ていきながらそれぞれの機関が、どういう事を

やっていったらいいのかなって事を考えられると、もう

ちょっと主訴にとらわれずに家族が支援できると考えて

います。

あと、虐待に関してはもちろん、子どもを家に置こう

が引き離そうが、親に対しての支援、というものを改め

考えていかなければならいと思っています。

続いて君津健康福祉センターの川名様、お願いいたし

ます。

君津健康福祉センターでは直接、児童虐待等には関わ

らないこともありますが、ＤＶ相談など子どもがいる方

の相談対応などお話いただければ、と思います。

ＤＶ相談と精神障害者の方の支援について、市の方と



島津会長

縄委員

縄委員

一緒に対応させていただいておりまして、日々の支援に

関しては、市にお任せしているところもあります。

親が受診の必要性や入院加療の必要性があるケースも

中にはありまして、そのような状態での子どもの養育を

どうしていくかとかいう問題も併せて対応を考えていま

す。ご家族や関係機関に協力して頂いたり、ケースによ

りますが虐待事例としてとらえられるところもあります

が、ＤＶだと関わるというのは難しいところもある、と

いうのが現状です。

続きまして富津警察署の縄委員お願いいたします。

警察での児童虐待の対応、虐待の疑われる情報の全国

データベース化などについて、お話がいただければと思

います。

警察としては児童虐待事案の対応については、認知す

るという面では児童相談所への直接の相談、警察の保護、

など先に認知するというケースが非常に多くなっており

ます。その対応については児童の安全の確認と安全の確

保、これを最優先としたような取り組みを現在推進して

おります。

被害児童を早期に発見するために、例えば、児童虐待

が疑われるような現場に臨場する際や非行少年・被害少

年・迷子少年・家出少年を保護した時、あとは児童の同

居する家庭における配偶者からの暴力、こういった事案

は認知した時を始めとして、あらゆる警察活動において

入手した情報が、これが児童虐待に繋がるんじゃないか

というような事を常に念頭に置いて活動をしておりま

す。そして、認知した状況について関係機関と連携して、

児童の生命や身体を保護する措置を講じております。

富津警察署において児童虐待の取り扱い状況につい

て、説明していただきましたが、平成 29 年度中は、件数

は 13 件、扱った児童は 19 人になります。13 件のうち 12



縄委員

島津会長

件は夫婦によるＤＶ事案、夫婦喧嘩が児童の面前で行わ

れたという心理的虐待という形で認知したものになりま

す。残りの 1 件は、言うことを聞かない児童に対して父

親が頭を叩いたという事で身体的虐待という事で認知し

ております。13 件 19 人については全て、君津児童相談

所に対して書面にて通告をさせてもらっております。

今年に入ってから平成 30 年 8 月末までは、件数は 10

件、児童の数は 17 人となっております。

10 件のうち 6 件は夫婦喧嘩が児童の面前で行われたと

いう心理的虐待で、2 件は実父による身体的虐待、残り

の 2 件はネグレクトという形になっております。

10 件 17 人のうち 2 件 2 人は身柄付きの通告をさせて

もらい、15 人は書面により児童相談所に通告をしており

ます。また、17 人のうち未就学の児童は 10 人となりま

す。

特徴としては平成 29 年度、平成 30 年 8 月末において

の保護者による心理的虐待行為を年少期から受けている

といったケースが非常に多くなっているという印象があ

ります。

現在の取り組みとしては、従来、要対協実務者会議で

提供を受けた情報を警察署の方では書面で管理していま

したが、この協議会における関係機関との情報共有が警

察組織において認知出来ていない要保護児童に、今後適

切な措置をはかっていく手段として有効であるという風

に鑑みて、今年 7 月 1 日以後、提供を受けた情報の中か

ら、児童虐待に該当するという情報についてはデータベ

ース化して県本部で管理をしている状況になっておりま

す。

続いて君津中核生活支援センター代表の山口委員、お

願いいたしたいと思います。

地域福祉の現場で寄せられる相談への対応などがあれ



山口委員

島津会長

戸波委員

戸波委員

ば、お話をいただければと思います。

今年度上半期の富津市の児童虐待相談状況としては、

今のところ 0 件でそれに伴う通告等も受けていない状況

でございます。これは関係機関及び実施機関の相談窓口

の入り口が近くなっており、本日の資料にもあるフロー

チャートや対応方針によるものだと思っております。

児童養護施設代表の戸波委員お願いいたします。

児童養護施設を通して家庭支援にあたられている中で

感じられていること等があれば、お話いただければと思

います。

今、虐待防止等々についての状況と対応等についてお

話がありましたが、うちの施設は今現在 35 名定員で一時

保護者が増えていて、その上で空きが出た段階で、すぐ

に入ってくるというのが現状です。

児童相談所、養護施設、乳児院、この要対協もそうな

んですけども 2016 年、17 年にかけて児童福祉保護法改

正により中身がだいぶ変わったように感じてます。法律

での中に「両親で育つことが第一」とハッキリと銘を張

ってありますので、2 番目は里親で育つのがいいだろう、

端的に言いますと児童養護施設は 3 番目であり、難しい

ケースについては施設の養育、という事が明確に児童福

祉法にそのまま載った、という状況を我々は重く受け止

めています。

その上で、一時保護が増えて入ってきている子どもを

実際に見ていますと、かなり重篤な虐待、心理的虐待を

含めてかなり重い虐待を受けて入ってきた子が増えてい

ます。

それを考えますと、児童福祉法が変わった事をもう一

回原点に戻って要対協としてやっていく、本当のお父さ

んお母さんと暮らす方がいいんだという前提の元で虐待

から子どもを守るという虐待防止について実際に子ども



島津会長

君塚委員

君塚委員

を見ている感覚から言いますと、例えば両親による心理

的虐待があったということで文書的には表現されます

が、この時にやっぱり、子どもがどれほどの危険を感じ

たとかいうところを重視した時に、家族の再統合に両親

に対してどのように支援が必要なのか考える必要がある

と思います。

実際に入所した子どもから声を聞くと、「私は本当は嫌

だった、だからもう少し早く親と分離したかった、もっ

と早くても良かった」などと言うことがあり、それを考

えると本当に我々がやらなくちゃいけない事っていうの

は重いな、と感じています。

それでは続いて私立幼稚園代表の君塚委員お願いした

いと思います。

お子さんを預かる現場の状況や事例等があったら、お

願いしたいと思います。

明澄幼稚園でもたくさんのお子さんをお預かりしてい

ますが、事例の数を見て実際、本当にびっくりしました。

千葉県でもこんなに居るんだなって事がちょっとショッ

クでした。

うちの幼稚園でも、警察や児童相談所から子どもの様

子についてお電話をいただく場合がありますが、子ども

が実際自分から話をしてくれば「それでどうだったの？」

っていう風に聞き返せて、また内容もちょっとは返って

きますが全然何も話さない子もいます。そういう子に、

何をきっかけにちょっと聞いたらいいのか、例えば「お

父さんとお母さん、この頃仲良くしてる？」とか「ケン

カどう？」とか聞いたことによって、そのお子さんがフ

ラッシュバックで心にまた傷を負ってしまうんじゃない

か、また家に帰って「今日先生がこんな事聞いたんだよ」

って言った時に、親と幼稚園の信頼関係にヒビが入って、

子どもがもう何も言わなくなってしまうなど、そうなっ



島津会長

髙橋委員

髙橋委員

ても困りますし、なかなか難しい場面があります。

例えば、お子様を通じて「何かちょっと、お母さんＤ

Ｖを受けてるかな？」って思われるようなケースがあっ

て、お母さんがちょっとケガしてたり、「子どものことは

可愛がってくれるから」なんて言われると、「お母さん、

ちょっと通報した方がいいんじゃないか？」って言いづ

らかったりします。

また、そういう家庭で保育料が未納だったりすると、

保育料が未納だから退園となると子どもの安全確認が出

来なくなってしまいます。なのでとにかく幼稚園に出し

て下さいって言って、繋がりを持って様子を見ながらな

んていうパターンもあります。それらのグレーゾーンに

対して、踏み出すべきなのか、そうじゃないのかってい

うようなケースもありますが、園としては、市の方と警

察の方と児相の方と協力して、対応していきたいと思っ

ております。

続いて、公立保育所（園）代表の髙橋委員お願いいた

します。

同じく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。

保育所は基本、産休明けの 2 ヶ月のお子さんから小学

校入学までのお子さんをお預かりしてるんですけども、

中にはやっぱり、育児だったり家事をこなす事が上手じ

ゃないという家庭も見られます。

例えば、だいたい最初に直面するのがオムツを外すこ

となんですが、家庭でオムツを外すというのが難しくて、

保育所の方が主になって訓練をしています。小学校入学

前になってもなかなか家庭ではウンチの方が取れなく

て、保育所の方でそういう事があればお話をしながら進

めていく事はできるんですけど、家庭内での事っていう

のはお家の方から「これが困ったな」というような気持



髙橋委員

ちの方がこちらで掴めないと、なかなか対応が難しいな

という風に思います。

あとは、病院にお子さんを連れて行ってお薬を飲ませ

る事が出来なかったり、飲ませるのに時間がかかったり、

皮膚がとても荒れているなど、家庭で薬を塗ってないな、

というような家庭もあったりしますので、その都度お家

の方と色んなお話をしながら、お互いにいい方法を考え

ながら対応しています。

中には、毎日お風呂に入っていないんじゃないかなと

いう風に感じられるようなお子さんの方もいますので、

体を拭いたり、着替えの方をしたり、夏場のプールの時

に石鹸で洗ったりなど、他のお子さんには分からないよ

うに対応の方をしています。

保育所は基本的には保護者の方の送迎なので、毎日顔

を合わせながら色んなコミュニケーションをとってお話

の方をしたり、来れない方には連絡帳などで 1 日の様子

なんかを伝え合ったりはして、信頼関係を築いて行きな

がら気になることを探ったり、お互いに話をしたり相談

に乗ったりというような事をしています。時々やはり、

夫婦喧嘩・別居・離婚・家出をしましたとか、そういう

方も、たまにそんなお話の方も出てきます。そういう風

に言ってくる時は、お子さんの方もだいぶ不安定な状況

になりますので個別的な対応をとっています。

保育所だけでは留めておけない様な事は、子育て支援

課や健康づくり課の保健師に相談や報告の方を入れさせ

ていただき、またファミサポに連絡することもあります。

小学校への引き継ぎでは、入学前に保育所児童保育要

録というものを小学校に送っていて、小学校の方と保育

所の方との引き継ぎを行っているので、気になるような

ことがあればその際に個別的にというか細かく連絡をし

合っていて、行事の時に学校の方と交流を持ちながら、



島津会長

池田昌昭委員

池田昌昭委員

島津会長

その時にお子さんの様子を見させていただいたりとか、

学校の先生からお話を聞かせていただいたりという事で

対応して情報交換の方を行っています。

続いて、民生委員・児童委員協議会代表の池田昌昭委

員お願いいたします。

地域とともに暮らす支援者として相談対応等の状況に

ついてありましたら、お願いいたします。

主に学校の方を訪問させて頂いています。昨年の 7 月

の事例ですが、小学校 5 年生のお子さんで、親と別れて

いて叔父さんの所に 2 人で住んで、風呂にも入れてもら

えず、朝食も摂らないで来る事が多い状況でした。早速、

富津市の教育委員会に行って報告すると、もう知ってら

っしゃって、学校とそのお子さんを見守っていく事にし

ましょうとなりました。

そうするとだんだん叔父さんの性的虐待があったよう

で、今年の 5 月にお友達の家に逃げ込んできたことがき

っかけで、児童相談所の方に入所という形になったよう

です。

私が問題と思うのは、どの時期で私たちが把握したら

よいのか、把握ができるのかはなかなか難しい。そこの

所を学校と我々と教育委員会等とタイアップしながらや

っていく必要があると思っています。また、そういった

事情を我々がいかに早く知ることが大事で、いかに早く

通告する事が大事かという事を痛感しました。

それと、ちょっと話は違うんですけども、火曜日に「お

しゃべりチューズデイ」というのを子育て支援課の方で

始めたという事で、そこに私達も週 1 回ですけども参加

をして、相談等があれば相談を受けたりしていこうとい

う事で、10 月から参加する事にしました。よろしくお願

いしたいと思います。

続いて、木更津人権擁護委員協議会代表の石井委員お
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願いします。

子どもの人権擁護等の取り組み等があったら、ぜひお

願いしたいと思います。

私ども子どもの人権に関わって実施している事とし

て、大きな事で 2 つございます。

一つは県内全ての声を伺う事、悩み、相談をうかがっ

ている事で子どもの人権 110 番、これを無料で毎日朝 8

時半から 17 時まで続けております。1 日に 4～5 件の相

談がございます。

もう一点は、子どもの人権 SOS ミニレター、これは子

どもから直接、悩み事を書いてもらって届けてもらうと

いう方法なんですが、昨年から今年にかけて、子ども達

の虐待に関するもの、これが数件ございました。特に虐

待に関しては、常に木更津支局の支局長、総務課長、私

ども人権擁護委員の 3 者で相談をいたしております。私

どもの SOS ミニレター事業は小中学校を通してお願いを

しておりますので、必ず、配ってくださった小中学校に

ご相談申し上げる、あるいは情報提供するという形にな

っております。

ちょっと大変だったと思ったのが 1 点ございました

が、兄弟がみんな親から暴力を受けて、お父さんが暴力

を振るったので 1 回警察に相談した事もあったというよ

うなお手紙でした。お手紙は一方通行で会話ができませ

ん。それが私どもの悩みなんですが、すぐに学校、警察

等に連絡を取り、もう一度、本人あてに私どもから返事

と共に、もう一回あるいは何回でもお手紙をいただける

ように、相談ができるようにという事で他の用紙を同封

して返信します。どこの機関に相談しようとも、相談を

してくれた子どもには誠意を持って、そのお子さんに対

する解決方法を、私どもなりに返信をしています。

今年度はミニレターの実施は 11 月～12 月でしたが、
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子どもの環境が変わった時が一番いいのではないか、と

いう事で 6 月にいたしまして、繁忙期はこちらの支局で

受けますので、今年度は今までに 24 通受けました。委員

が 39 名おり、経験者が返信にあたるという形をとってお

ります。富津市の子どもさんの相談も何件もございます

が、本人の希望に応じて父親とともに電話で相談に応じ

たり、あるいは学校を通して返信をくださいというよう

な子どもには、その通りに子どもの要求に対応した形で、

子ども達の声を聞いております。

続きまして小中学校長会代表、鳩飼委員お願いいたし

ます。

教育現場の状況や事例等がありましたらお願いしま

す。

鳩飼です。富津市の場合、小中 16 校ございますが、各

学校の差はありますが、それぞれ各学校、安心して学習

に打ち込めるようにするために、学級会を中心に子ども

の精神的な苦痛を取り除いて、安心して学習できる環境

を整えてあげなければいけない、という事で日頃から観

察、もちろん外的なケガ等、虐待の恐れがあるものの観

察はもちろん、学校以外での、家庭での不安感を取り除

いてあげる支援ができたらなという事で教育相談活動、

あるいは学校の中で一人一人の子どもの情報共有及び指

導していこうという事が大事になってくるのかな、と思

います。

そういった問題等が発生した場合は校内だけではな

く、教育委員会や教育センターと相談しながら、あるい

は外部機関と相談しながら、連携しながら情報共有して

支援を連携していくことが大事だと思います。

私の学校の事例で言いますと、なかなか虐待という部

分については、今のところ事例等が無いわけですけど、

子育てという環境においては各家庭、経済的に厳しい家
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庭がかなりいますので、子育て支援課と相談しながら話

を進めています。その中でも経済的な支援が出来て、安

心して学校で学習に打ち込める環境を少しずつ作ってい

きたいなと思っていますので、今後ともよろしくお願い

したいと思います。

続いて、教育センター所長の河野委員お願いします。

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できますか。

学校から、子どもが家で虐待を受けているかもしれな

い、例えば子どもの様子を担任が見て、アザがあるとか

様子がおかしいという場合は、教育センターの方に連絡

が来ます。そういった時には詳しい状況を調べていただ

いて、本当にあざがあったとか、子どもにそのような状

況の話があった場合には、直ちに学校から児童相談所に

通告対応しています。それに伴って子育て支援課や警察

などの関係機関とも連携を深めながら対応しておりま

す。

夏休みも、例えば小学校で、色んな家を泊まり歩いて

いる様子が窺える子どもが、もしかしたらネグレクトな

んじゃないかとか心配したことがありまして、調べたら

そうではなかったという事がありました。

また、母子家庭でお母さんとでトラブルがあって、児

童相談所の一時預かりになりました。今は地域には戻っ

てきたんですけども、ちょっとまた色々と様子をみてい

るところでございます。

今後も連携を深めながら今後も対応して参りたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

続きまして、社会福祉課長の池田剛和委員お願いしま

す。

社会福祉課では、障がい者虐待等の対応等、やってい

ると思いますけれども、そういった対応や事例があった
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らお願いいたしします。

私の方から 2 件ほど事例を申し上げたいと思います。

1 件目は世帯が 4 人家族でお母さん、お父さんが要介

護状態、お姉さん、知的障害のお子さん、通報の原因が

小学校の方から、お子さんが最近お風呂に入っていない、

という通報があって、生活保護を受給している世帯でし

た。

係長と担当ケースワーカーで家庭訪問をして、実際に

お風呂が 2 ヶ月くらい壊れているということで、すぐに

修理してくださいという話をしました。

また、よくよく聞くと夏休みの間一週間ほど、お父さ

んと知的障害の子どもを残して、お母さんと娘さんはち

ょっと避暑に行ってきたと。その間、どうしたのか確認

すると、「いやいや、そうめんが家にあるから大丈夫」と

説明をされました。お父さんは、毎日デイサービスに行

っているため食事等はされていたんですけれども、お子

さんについては、「そうめんがあったから、毎日そうめん

とお味噌汁を飲んでた」という話でした。

お母さんには、子どもの対応やお風呂に関して改善す

るように話しをしても一向に直さない、また地理的要件

も隣家まで歩いて 500～600 メートルくらい離れている

家だったので、街中に引っ越すことは出来ないかと相談

したら、皆さん了解してもらって、もっと街中の方のア

パートに引っ越しをしました。今はもうお父さんもスム

ーズにデイサービス等に通っていますし、娘さん達も働

く所が近くなり、お子さんも友達が周りに居るような感

じになり、かなり改善されたんではないかなと思います。

もう一つの事例は、3 人世帯、父親が 84 歳で認知症が

ある、お母さんは 81 歳、お子さんは知的障害がある 58

歳で手帳はＢ-2 を取得されています。

お父さんが元々厳しい方で、認知症が発症しており、



池田剛和委員

島津会長

藤井家庭相談

員

お子さんがちょっと太ってらっしゃるのですが、その事

について、お父さんが「おまえは何なんだ、太っている

だろ」ということを度々、馬鹿にするようにして口論が

絶えない家庭でした。お子さんの方もちょっと手を出す

こともあったけども、我慢して部屋に行くようにしてい

ましたが、ある時に口論がエスカレートしてしまい、お

子さんが物を投げる、お父さんがお子さんを抑制するた

めに刃物を持ちだしてしまったというケースです。

刃物を持ちだしてお子さんを威嚇して、そしたら今度

はお子さんがこれに対抗するような形で、どんどん物を

投げる形になってしまい、お互いが暴力に暴力で対抗す

るような形になり、そこでお母さんも 81 歳で、そういう

状況を制止しきれる状況じゃなかったため、警察に介入

をお願いしまして指導等をしましたが、認知症という事

で、次に会う時にはまたそうなってしまう、という状況

でした。

お子さんは現在、木更津病院に入院中です。何回かケ

ース会議を開いて検討していますが、お互いがお互いを

求めている家庭でもあるわけですので、別れたくないっ

ていう所もありましたが、お父さんの認知症もあるため

今後は介護サービス付き住宅と契約して入居する予定で

したが、結局お父さんが「うん」と言わずに、施設は契

約してお金も払ってるけど家に居るという事です。

お子さんは病院を退院したら、お父さんとお子さんが

顔を合わせてしまうため、退院した場合はグループホー

ムへ入所を検討していく、という状況でございます。

家庭相談員と母子・父子自立支援員、家庭教育指導員

からも相談等を受けている中で感じていることなどがあ

ったらお話をしていただきたいと思います。

最近のケースを見ておりますと、子ども自身に問題が

あって保護者が育てづらさを感じているという事に加え



磯貝母子・父

子自立支援員

牧田家庭教育

指導員

まして、養育者の心の不健康さ、養育知識の乏しさ、結

婚・出産を経て夫の育児非協力、ＤＶなど、夫婦不和か

ら心理的虐待に至るケースが増えてきております。

複合的な要因が絡み合って、問題解決のための支援に

多くの機関が関わるようになりました。子ども達の健全

な発達に必要な安心感、いつでも、どこに居ても安全な

環境の中で過ごせる場所の提供、心の安定が保てる社会

であって欲しいと願いつつ、自分一人で抱え込まず、時

には冷静に振り返る時間を持ちながら、日々努力をして

いるところです。幸い、当市は各連携機関とのネットワ

ークもうまく機能しておりますので、共通の課題に向か

って支援家庭から不安を取り除けたらと思っておりま

す。これまで皆様のお話を伺い、それぞれのお立場でご

支援をいただいている事がよくわかりました。

ひとり親という事で、ひとり親のお父さん、お母さん、

子どもを育てていくのは本当に大変な事だと思っており

ます。特に経済的な問題は深刻です。中には孤立してし

まい、援助・相談する人もいないなど、どうしたら良い

か分からない人もいます。精神的不安により最終的に虐

待などが発生していると思われます。

関係機関の皆様方と色々と連携しまして、問題の早期

発見・早期対策により、少しでもひとり親支援をしてい

きたいと思います。

4 月から火曜日に相談対応をしておりますが、4 月から

相談は来ておりません。

相談員として市内の状況把握のため、7 月～9 月に学校

回りをして学校長との面談をしたわけですけれども、そ

の中で子育ての相談に関する事で悩んでる事はないか、

という事で話し合いをしたところ、やはり学校の中で子

育てについて悩んでいる等、事例相談だとか、あるいは

虐待に関係する会議等であがっているご家庭については
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必ず出てきたので、先生方もしっかり把握して対応して

るんだなという事を感じました。ただ、やはり詳しい対

応について、行政と学校で持ってる情報を共有をしっか

りしていく必要があると感じています。

それから、生涯学習課としては、小学校児童の放課後

での安全な居場所作りという観点から放課後教室を実施

しています。そちらの方からの家庭教育支援という事を

して、切り口として攻めていけるのかなというように思

っています。教育委員会内部の中での学習サポートや教

科の指導員といった方々が活躍をしている場が今、放課

後にあります。そういった所と、別々の方向性ではなく

て、一つの方向性の中で富津市としての支援のあり方を

検討していく必要があるのかなと感じています。

皆さん、ありがとうございました。皆さんから色んな

お話を伺いましたが、その中で何か聞いておきたい事が

ありましたらお願いしたいと思いますけれども、いかが

でしょうか。

それでは特に無いようですので、今日の議題にかかわ

らず、何かこの会議で共有を図ったほうがいいなど、気

付いた点があったらお伺いしたいと思います。

その他、事務局からは何かありますか。

特にございません。

それでは、特に無いようですので、本日の議題は終了

致します。

それでは以上をもちまして、平成 30 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。

虐待等は、やはり早期発見・早期対応により、適切な対

処が図られることが肝要であると考えます。挨拶でも申

し上げましたけれども、関係機関がより一層、連携・協

力するためには、情報共有を含めた支援のあり方を皆様

と一緒に検討していくことが重要でございますので、今



後とも、よろしくお願いを申し上げます。

委員の皆様には、長時間にわたり、お疲れ様でござい

ました。本日はありがとうございました。

１５時３０分 閉会


