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第12回とちぎ地域・自治フォーラム

｢子ども虐待を考える～背景と解決に向けて｣を開催

とちぎ地域･自治研究所は､11

月４日午後１時 30 分から宇都宮

市総合コミュニティセンターに

おいて、第 12 回とちぎ地域・自

治フォーラム ｢子ども虐待を考

える～背景と解決に向けて｣を開

催しました。近年、子ども虐待

事件が相次いだこともあり、市

町の担当者、家庭相談員、保育

所、市町議員など 50 名の参加が

ありました。

■ 基調講演 ｢子ども虐待のすそ野の広が

りと包括的対策｣ 浅井春夫立教大学名誉

教授

・事件があるたびに児童相談所のパッシン

グがあるけれど圧倒的多数の子どもの命

をすくっているのは児童相談所の取り組

みである。

・貧困が虐待の構造的背景。「経済的貧困」

から「貧困の文化」そして「発達の貧困」

から破壊的行動に至る。

・要対協のネットワークには 3 つのレベル

があり、機関代表ネットワーク、人間関

係ネットワーク、緊急問題対応ネットワ

ーク（48時間以内の手立て）

・虐待問題を考えるポイント、１）マイル

ドスパンキングもＮＯ！スウェーデン体

罰禁止法、２）子どもの権利条約第１９

○ 栃木県のこども虐待の現状と自治体の対応 直 井 茂 ３



２

条、３）おとなＶＳ子どもの力関係を直

視、４）虐待を繰り返さないシステムと

関係性の形成

・虐待を繰り返す親の特徴・傾向、①自己

評価の低下サイクルに陥っている、②親

は自らの行為を虐待であるとは認識して

いない、③社会的に孤立をしている、④

ストレスを解消する方法を知らない、⑤

子育ての考え方と方法のまちがいに気づ

いていない

・大事なことは専門職が介入できること。

・暴力・性的虐待を受けた子どもへの対応、

告白は51％の勇気、見逃さずに応えるこ

とが必要。

・家族支援と対話のちから、対話の基本的

運びとは、交互に話すこと。

・2016 年児童福祉法改正をめぐる評価、

｢家庭的環境｣という曖昧な言葉が入った

のは問題、里親制度誘導への根拠となる。

・児童虐待防止法「一部改正」2018 年 10

月１日施行、児童相談所等の体制整備、

どこまで人材を養成するかとセットでな

いと機能しない。

・児童相談所の介入と支援機能の分離の議

論、今の条件で分けたら機能するのか。

・児童相談所は、養護問題（児童虐待）、

養護相談・非行相談に特化した専門相談

機関とする方向を検討できないか。

・詳細は、次号以降に掲載します。

■ 報告 ｢栃木県の子ども虐待の現状と自

治体の対応｣ 直井茂 元栃木県児童相談所

職員

児童虐待の法律上の定義、区分、子ども

への影響、全国及び栃木県の児童虐待相談

相談対応件数の推移やその内訳、児童相談

業務の児童相談所と市町村の役割、地域ネ

ットワークによる支援体制、栃木県の児童

虐待相談体制の現状、児童虐待対応の特殊

性、子ども虐待による死亡例の国の検証結

果、元児相職員として市町村に対して感じ

ていること、子どもの居場所づくりなどに

ついて報告。大要は３頁以降に掲載。

■ 討論 太田正理事長が司会を務めました。

宇都宮市の児童相談所設置をめぐる動き、

日光市の家庭相談･支援事業、那須塩原市

の専門職･スーパーバイザーの配置の報告

などを交えながら児相の機能･役割をどう

するのか、児相と市町村との連携、要対協

を含めた支援のネットワークをどう構築し

ていくのか、そのための人材の確保、育成

をどうするのか、現場からの政策提案の重

要性なども指摘されながら討論しました。
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第12回とちぎ地域･自治フォーラム（2019.11.4）

栃木県のこども虐待の現状と自治体の対応

直井 茂（元栃木県児童相談所職員）  

ご紹介いただきました直井と申します。資料に沿って児童相談所の状況とか市町村の現

状をお話したいと思います。

○ 児童虐待とは

まず始めに児童虐待について法律上どう

いうふうに児童虐待の防止等に関する法律

（以下「児童虐待防止法」）に位置付けられ

ているかということです。

太字のところ、児童の人権を著しく侵害

とか、心身の成長とか人格の形成に重大な

影響を与える、将来の世代の育成にも懸念

を及ぼすということが児童虐待防止法の定

義になっています。

児童虐待の場合は 4 つあります。高齢者

とか障害者では経済的虐待とか施設職員と

かの虐待とかがありますが、児童の場合は、

「身体に外傷が生じ、又は生じるおそれの

ある暴行を加えること」、「わいせつな行為

をすること、わいせつな行為をさせるこ

と」、「保護者としての監護を著しく怠るこ

と」、「著しい心理的外傷を与える言動を行

うこと」という 4 つの分類になっています。

第１条（目的）

この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、心身の成長及び人格の形成に重大な

影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんが

み、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関す

る国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等

を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁

護に資することを目的とする。

第２条（定義）

この法律において、「児童虐待」とは、保護者がその監護する児童に対して行う次に掲げ

る行為をいう。

１ 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

２ 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

３ 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外

の同居人による前２号又は次号に掲げる行為と同等の行為の放置その他保護者としての監

護を著しく怠ること。

４ 児童に対する著しい暴言又は著しく拒否的な対応、児童が同居する家庭における配

偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
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○ 児童虐待の区分と具体的例示

簡単に例示をし

ておきますと、表

のように身体的虐

待、心理的虐待、

性的虐待、ネグレ

クトに区分されま

す。そのなかで特

にネグレクトの最

後のところの「保

護者以外の同居人

等による身体的虐

待、性的虐待、心

理的虐待に類する

行為を放置する」

というようなこと

があって、この辺

も虐待の範囲に入っています。

虐待の大前提は、保護者ということなの

で、親とか現に子どもを監護しているもの、

児童福祉法でいう保護者が行った行為に対

してこの４つの分類に分けて対応している

という状況になっています。

児童虐待防止法第 6 条では、「児童虐待

を受けたと思われる児童を発見した者は、

速やかに、これを市町村、都道府県の設置

する福祉事務所若しくは児童相談所又は児

童委員を介して市町村、都道府県の設置す

る福祉事務所若しくは児童相談所に通告し

なければならない。」とされており、通告

は義務になっています。

○ 虐待の子どもへの影響

虐待の子どもへの影響です。身体的な影

響では、栄養障害や体重増加不良、低身長

ということがあります。知的発達面への影

響では、知的発達の阻害、それからここ 10

年くらいいわれているんですが、脳の発達

に深刻な影響があり、体罰により前頭前野

が萎縮するとか、言葉の暴力により聴覚野

が変形してしまうという影響があります。

先程の児童虐待防止第 1 条が示しているよ

うに、子どもにとっての人権侵害というこ

とがあります。

それから心理的影響としては、

ア 対人関係の阻害：愛着形成の困難 ⇒ 対

人関係における問題

イ 低い自己評価:愛情を受けるに値しない

存在 ⇒ 自己肯定感の喪失

ウ 行動コントロールの問題:暴力による問

題解決を学習 ⇒ 攻撃的・衝動的な行動

エ 多動:刺激に対して過敏 ⇒ 落ち着きの

ない行動

オ 心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ、

複雑性ＰＴＳＤ）:心の傷（トラウマ）
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⇒ 思春期等の問題行動

カ 偽成熟性:大人の欲求を先取り ⇒ 一見

よくできた子ども

キ 精神的症状:反復性のトラウマ ⇒ 解離

性同一性障害

などがあります。ウの「行動コントロール

の問題」、攻撃的・衝動的な行動という点で

は、今児童相談所で関わっているお子さん

で現に児童養護施設に入所されている方の

半分以上は何らかの虐待の影響を受けてい

て、攻撃的であったり衝動的であったりと

か、なかなか落ち着きがないとかという難

しい課題を抱えています。それからオの

「心的外傷後ストレス障害」ですが、本当

に生命の危機にあるような経験をすること

と、複雑性ＰＴＳＤと書いてありますが、

例えばネグレクトでもそういうことを長期

間受けていることによって与えられる影響

というのが大きくて、なかなか難しいお子

さんになってしまうということがあります。

それからキの「精神的症状」では、虐待児

の何らかの発達障害の方に分類したほうが

いいのではないかということもあり、今い

われている発達障害によく似た状況を示し

てしまうということがありますので、早め

の対応、初期対応、予防と対応ということ

がいわれている状況です。

○ 児童虐待相談対応件数の推移

     ■ 全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数の推移

全国的にはどうかということです。全国

210 数か所の児童相談所がこれまでに受け

てきた虐待相談対応件数の推移です。右肩

上がりで、平成30年3月の目黒の事件とか、

今年に入ってからの野田や札幌、鹿児島の

事件というふうに重大な事件が続いている

ので、今年度は不幸にして16万件を超えて

しまうのではないかという危惧があります。
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■ 栃木県における児童虐待相談受付件数の推移

※ 県保健福祉部こども政策課調べ

栃木県はどうかというと、左側が市町村

が受け付けた件数で、右側が栃木県の３児

童相談所が受け付けた件数です。特に平成

29年度と30年度を見ていただくと、市町村

が144％の増加、児童相談所が116％の増加

になっています。市町村がすごく増えてい

ます。平成 25 年度から 28 年度までは 700

件台くらいで推移していたんですけれども、

こういうふうなことがあって身近な基礎自

治体への通告が増えている状況です。今後

もこういう傾向は続いていくと思っています。

そのために児童相談所の体制強化も必要

ですけれども、やはり基礎自治体として市

町村の体制強化、身近な相談に乗れるよう

なところで体制の整備がされないと非常に

難しいのではないかという気がしています。

児童相談所は総合緊急対策とか児童福祉司

を２千人増やすとかといわれていますけれ

ども、市町村の話というのはなかなか出て

きません。やはりこれから一番子ども家庭

相談の主になっていくべきところの体制強

化が必要かと思っています。

■ 平成３０年度市町別児童虐待相談受付の状況

※ 県保健福祉部こども政策課調べ



７

このグラフは、市町村が受け付けた件数と

市町村から相談があった児童相談所が受け付

けた件数です。中核市である宇都宮市の486件

は中央児童相談所が受け付けています。中核

市も児童相談所が設置できることになってい

ますので、是非設置して欲しいと思っていま

す。現在全国の中核市で設置しているのは明

石市、金沢市、横須賀市の３つですが、その

ためには財源と人の手当をしないと実現でき

ません。そこが重要だと思います。

○ 虐待対応件数の内訳

県内３児童相談所が平成 30 年度に対応

した虐待の件数です。

・虐待種別対応件数

心理的虐待 44％、ネグレクト 29％、身

体的虐待26％となっています。特に性的虐

待は表に現れにくいので、潜在的にはこれ

以上あるのではないかと思っています。

・経路別対応件数

警察が32％で一番になっています。警察

も通告があったら児童相談所に通告すると

いう方針になっているので必然的に多くな

ります。中身は夫婦げんかで駆けつけたと

か、面前ＤＶだとかということが多くて、

それは例えば児童相談所が受けたとしても

虐待としては軽度なのでケースを市町村に

送致するようなことが多くなっているので、

市町村のケースも必然的に多くなっていま

す。次に近隣・知人が30％となっています。

・主な虐待者の状況

普段子どもに接する機会があるお母さん

が一番多くなっています。

・被虐待児の年齢階層別対応件数

0歳～3歳未満が20％、3歳から就学前が

25％で、45％が未就学児です。ここにどう

手当ができるかが重要だと思います。母子

保健と児童相談主管課の対応、市町村の母

子保健と虐待対応の窓口が予防も含めて連

携して対応していく必要があると思ってい

ます。小学生が 35％、中学生が 12％、高

校生・その他が８％となっています。

被虐待児の年齢階層 件数 割合
０歳～３歳未満 271 20%
3歳～学齢前児童 334 25%
小学生 468 35%
中学生 156 12%
高校生・その他 107 8%
合  計 1,336 100%

主な虐待者 件数 割合
実父 393 29%
実父以外の父親 68 5%
実母 838 63%
実母以外の母親 11 1%
その他 26 2%
合  計 1,336 100%

虐待種別 件 数 割合
身体的虐待 344 26%
性的虐待 14 1%
心理的虐待 594 44%
ネグレクト 384 29%
合  計 1,336 100%

警察等 428 32%
近隣・知人 401 30%
家族 120 9%
都道府県等 80 6%
学校等 80 6%
市町村 67 5%
保健所・医療機関 67 5%
本人 40 3%
その他 53 4%
合計 1336 100%
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○ 児童相談業務における役割分担

市町村と児童相談所の関係を見ていく必

要があると思ってこの表を出しました。児

童相談業務における役割分担ということで、

平成 16 年度に児童福祉法の改正があり平

成 17 年度から施行されています。平成 16

年度までは児童相談所が「児童の福祉に関

する各般の問題について、家庭その他から

の相談に応じる」ということになっていた

のですが、平成 17 年度から基礎自治体で

ある市町村が「児童及び妊産婦の福祉に関

し、家庭その他からの相談に応じる」とい

うことで児童に関する一義的な相談支援機

関として位置づけられることになりました。

ただこの時点で市町村に対して人の配置と

か組織とか十分な手当がされたかというと、

そうではありませんでした。法改正がされ

て市町村の仕事ですよといわれても、そう

簡単にはいかないわけです。やはりここで

そういう手当をしなければいけなかったの

ではないかと思っています。

・市町村の主な役割

それでは具体的に市町村はどういうこと

をするのかということです。市町村の役割

と責務として「相談支援機関」ということ

です。「子どもと家庭に最も身近な基礎自

治体として児童の福祉に関する支援の実施」

が市町村の仕事ですということです。それ

から、「要保護児童対策地域協議会(以下

「要対協」)の調整機関（法第２５条の２）」

ということと、要対協の調整機関に専門職

員を配置しなさいということ、その専門職

員に研修を行いなさいということです。そ

ういうことで専門性の確保ということが求

められているんですけれども、なかなかそ

こがうまくいっていないというのが現状です。
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・児童相談所と市町村の具体的な役割

それでは児童相談所と市町村の具体的な

役割はどんなことかということです。死亡

とか生命の危機があるような最重度の虐待

の場合は児童相談所、自立的な養育が可能、

虐待がローリスクで市町村の資源を使うよ

うな場合は市町村が対応することなってい

ます。それを市町村と児童相談所でうまく

役割分担をしてやってくださいということ

です。今、市町村は体制もそんなに強化さ

れていない、ケースも増えている、という

中で、これは市町村でやってくださいとか

これは児童相談所の仕事といった押し付け

合いみたいなことが往々にして起こりうる

んですけれども、やはりそこは子どもの最

善の利益は何かというところをうまく児童

相談所と市町村で調整しながらやっていく

ことが必要かと思っています。
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○ 地域ネットワークによる支援体制

この図は、地域ネットワークを模式的に

したものです。真ん中のところに市町村が

あり、右の方に児童相談所があります。下

の方に要保護児童対策地域協議会（調整機

関）があります。そして点線で囲んだ部分

が私が一番重要だと思っている要保護児童

対策地域協議会の構成員です。市町村の子

ども担当主管課とか或いは母子保健主管課

に調整機関が置かれていて、そこが保育園

とか児童養護施設とかも含めて児童相談所

とか保健所、福祉事務所とかとも連携して

子どもを守るネットワークを作っていくと

いうことです。この機能が凄く重要だと思

っています。ここを強化しないとなかなか

難しいと思います。児童相談所のケースと

か市町村が抱えている相談ケースで重いも

のについてはここで管理しなければいけな

いことになっています。

○市区町村における児童等に対する必要な支援を行う体制の関係整理

右の方に要保護児童対策地域協議会、関

係機関のネットワークがあります。それか

ら上の方に母子保健法の「子育て世代包括

支援センター」がありますが、これは2022

年度末までに整備することとされています。

それから中ほど少し上に「市区町村子ども

家庭総合支援拠点」を作りなさいというこ

とになっています。市町村が今これに取り

組んでいるんですけれども、やはり機関の

数が多くなっても実質的なネットワークと

いうのは難しいと思います。特にある市町

村はこの総合支援拠点を作っていますが、

なかなか実際に機能できない難しいという

問題があります。市町村の皆さんにはやは

り実質的に機能する機関を作っていただき

たいというのが私の個人的なお願いです。
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○ 市町村の児童虐待防止としての子育て支援

児童相談所もそうなんですが市町村の

方々に常々お願いしているのは、児童相談

所を責めても或いは市町村を責めてもそこ

から生まれてくるものは少ないと思います。

実質的には子育てを支援できる、或いは苦

労しているお母さん方を助けられるような

子育て支援策が必要と思っています。例え

ばショートステイ、県内市町すべてでショ

ートステイをやれられていると思いますが、

そういうのも制度で使っているのではなく

て、個人というかその子どもと家庭に合わ

せた使い勝手がいいようなものができない

かなと思っています。

要は通告を受けて対応しても具体的な支

援に繋がらなければ改善しないというとこ

ろで、その支援のメニューといいますか、

それを増やさなければいけないのではない

かと思っています

○ 栃木県における児童虐待相談の現状

栃木県における児童虐待相談の現状です

が、県内における虐待相談対応件数の推移、

市町村と児童相談所の担当者数の推移です。

一番見ていただきたいのは、平成30年度と

29 年度の比較です。市町村での相談件数は

先程も申し上げましたが 144％の増加です。

児童相談所は 110％程度の増加です。10 年

前と比べても市町村は3.17倍、児童相談所

は 2.6 倍です。それに対して市町村の職員

数は、平成28年度の142名という最高の時

と平成 20 年度を比較しても 1.26 倍、児童

相談所は1.44倍です。相談件数は増えてい

るのに、職員数はそれほど増えていないと

いうことで、やはり体制の整備が急務だと

思っています。

■ 栃木県における児童虐待相談の現状

   児童虐待相談対応件数の推移        児童虐待相談担当者数の推移

※ 県保健福祉部こども政策課調査結果、児童相談所業務概要等を基に直井作成
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○ 県内の要保護児童対策地域協議会の運営状況

要対協設置市町村 県内25市町（設置率100％） （全国99.7％）

１ 調整機関の指定状況等                     2018.2現在

２ 専門職の配置状況                  単位：人 2018.2現在

３ 担当者の正規・非正規別配置状況          単位：人 2018.2現在

※ １～３表は県保健福祉部こども政策課調査結果を基に直井作成

「３ 担当者の正規・非正規別配置状況」

では、栃木県と全国の比較をみると、専門

職の配置状況は全国とさほど変わりません

が、非正規の状況を見ると、全国は正規職

員が 71.3％、栃木県は 62.4％、非正規は

全国が 30％弱、栃木県は 40％です。それ

から常勤・非常勤の割合も全国レベルに比

べると常勤職員の割合が低いとかというと

ころです。やはり体制を強化しなければい

けないところに身分が不安定な非常勤の正

職員を配置しているという状況になってい

ます。ここを手当しないと体制の整備には

繋がらないと思っています。

○ 児童虐待対応の特殊性

児童虐待対応の特殊性というのがありま

す。インボランタリーな保護者といいます

か、向こうから相談したいというふうに来

ることはあまりありません。子育てに悩ん

でますという相談はありますけれども、虐

待で自ら相談するということは難しいわけ

です。例えば通告によって行政が介入的に

関わっていかなくてはいけないということ

で困難があるわけです。一生懸命子育てを

しているのに児童相談所の職員が突然来て、

近隣からとは言いませんが、お子さんの泣き

声が聞こえているという通告があったので伺

いましたと。そこで何が起こるかというと、

一生懸命やっているのに、何故児童相談所が

来たとか、凄くショックを受けるとか、そう

いうところからスタートするケースが多いん

です。保護者に直接にニーズがなくて、そう

いう家庭に土足で踏み込んでいくような仕事
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をしなければいけないわけです。それなので

担当者の資質と能力が問われてきます。それ

から、虐待相談の支援は一つの機関や職種の

みではなしえないでチームアプローチによる

支援が基本です。それぞれの機関が互いに持

っている機能や限界を理解し合い、役割分担

し補いながらネットワークをいかに構築でき

るかということが必要だと思っています。

○ 介入面会時の保護者の抵抗

介入時の保護者の抵抗、相談しているの

ではないのに入り込んであなたの子育ては

駄目ですよみたいなことを言っているわけ

なので、そこに対してではどう支援につな

げていくのか、或いはどういうふうに市町

村や児童相談所が心配していて子どもの最

善の利益のためにはどうしたらいいのかと

いう共通認識を保護者の方と見つけていか

なければいけないので、そこら辺の大変さ

があるということです。ですから、先程介

入と支援を分けるという議論があるという

お話なんですけれども、やはり介入してみ

ないと子育ての苦労が分らないとかそこへ

見えてくる保護者の姿があるとかがあって、

やはり介入と支援というのは永遠のテーマ

だとは思いますが、できれば介入からソー

シャルワークを駆使して支援に持っていけ

れば一番良いと思います。そういう余裕と

人材配置、そして専門性が必要かなと思い

ます。

○ 子ども虐待による死亡例の検証

子どもの虐待死の関係で、国は平成 15

年 7 月を第１次として虐待による死亡事例

の検証をしています。これはあくまでも不

幸にして亡くなった子どもなんですけれど

も、今年3月の第15次までで、その間に亡

くなられてしまった子どもが 779 人、心中

も子ども虐待なんですがそれを除いて 800

人弱の子どもが不幸にして亡くなられてい

ます。0 歳児が圧倒的に多くて 47.9％です。

０歳０日、例えば産み落とされたとか生ま

れた時に亡くなったとか、その背景には予

期せぬ妊娠とか、若年の妊娠とかがありま

す。高校生が妊娠してコインロッカーに入

れてしまったとか。そういうふうなことも

含めて 0 歳０日の死亡が多くなっています。
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■ 国の検証報告（第１次～１５次）

そこから見えてくるものということで、

「養育者の側面」として、妊娠の届出がな

されておらず、母子健康手帳が未発行であ

る、予期しない妊娠／計画していない妊娠、

過去に自殺企図があるとか、多胎児を含む

複数人の子どもがいるというのは、やはり

双子の子育ては大変ですし、名古屋で三児

の子どもを殺してしまったという事件があ

りましたが、やはりここら辺が背景として

あるので、ここを市町村の職員とか児童相

談所の担当がこういうところも分かった上

で対応ができないと、単にあなたがやって

いることは虐待に当たりますからちゃんと

してくださいで終わってしまいます。

「子どもの側面」では、生活環境の側面

で経済的な問題と生活上何らかの困難を抱

えているとか、転居を繰り返している、孤

立している。言い尽くされたことですけれ

ども、こういうことを大切に拾っていかな

ければならないと思います。

「援助過程の側面」では、我々とか市町

村にいわれていることです。情報を共有で

きなかったとか。要対協における対象事例

になっていなかったとか、家族全体を捉え

たが不足しており、危機感が希薄であった。

転居時に十分な引継ぎが行えていなかった。

こういうことを受けて国が地方公共団体へ

の提言をしているんですけれども、６つの項

目がありますが、特に「市町村及び児童相談

所の相談体制の強化と職員の資質向上」は毎

回いわれていることなんですけども、なかな

か改善に繋がっていかないという状況です。
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○ 元児相職員として市町村に対して感じていること  

私は一般職の県職員でしたが、17 年福祉

関係そのうち12年児童相談所に勤務しまし

た。何故児童相談所に長く関わっていたか

というと、凄く大変な仕事で専門性を必要

としているにも関わらずその責任を果たし

ていない感じがずっとしていまして、子ど

もに申し訳なかったということもあって退

職後もこういうことをしています。そうい

う中で私が今市町村に対して感じているこ

とは、

1 つは、「児童虐待対応窓口主管課、要対

協調整担当者の業務の負担が過重である」

ということです。市町村でも保健師さんと

か保育士さんとかそういう勉強されて現場

での経験を積んできた方が多いんですけれ

ども、行政職員としてはもちろん、社会福

祉士とかの資格をもっておられる方もいま

すけれども、一般行政職員が異動で子ども

担当課の仕事を担うことが多いわけで、凄

く大変だと思います。そういうふうなこと

でいくら勉強しても、俄かにはなかなか勉

強が追いつかない。やはり経験と良質な業

務体験が必要です。経験が長いだけでは駄

目で、やはりいい体験とかこういう時にど

うするかということが分かる職員になって

いかないと駄目なんです。それから要対協

は特に市町村とか関係機関を動かさなけれ

ばいけないので、そういう能力も必要です。

それも一朝一夕にできるものではありませ

んが、児童相談所も2000人増やすといって

も頭数だけ増やせばいいというものでもあ

りません。

２つ目は「児童虐待対応担当者、要対協

調整担当機関・担当者の組織として、個人

としてのノウハウが不十分である」という

ことです。別に非難しているわけではなく

て、そこに手当をしなければいけないとい

うふうに思っています。

３つ目は「体系的な研修体制、ＳＶ（ス

ーパービジョン）の体制が必要である。」と

いうことです。福祉でよくいうスーパービ

ジョンが必要だと思うんですけれども、そ

れができる人材がなかなかいない、そうい

う余裕がなかなかないということです。

４つ目は「市町村の組織機構体制、人員

配置に財政難及び平成の大合併の弊害が現

れている。」ということですが、特に対等合

併のようなところは、子ども主管課は旧Ａ

町にあって、母子保健は旧Ｂ町にあるとい

うような場合は、それぞれに努力されてい

ますがその辺の影響はまだあるかなと思っ

ています。

５つ目は「人事異動のあり方、専門職の

複数配置が必要である（異動による対応力

低下と業務の非継続性）。」ということです。

これが一番大きな問題です。せっかく積み

上げて 3 年とか 4 年経っても次に異動にな

ると、異動した人がまた 0 或いはマイナス

から出発しなければいけないということに

なります。それなんで複数の配置とか円滑

な業務に支障がないような異動が必要だと

思います。それから介入ばかりしていると

嫌になってしまいます。精神的にも参って

しまうので、適度な異動は必要だとは思い

ますが、それをカバーできるような体制が

必要だと思います。

（本稿は、事務局で編集した報告の大要を、

報告者が一部修正して作成したものです。

文責は事務局にあります。）


