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《議事の経過》 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 自己紹介 

 

４ 座長選出 

 

５ 議 題 

(１) 平成 30年度児童虐待相談受理状況について 

 ア 平塚児童相談所の動向について（平塚児童相談所 佐久間所長） 

（ア） 児童相談所別件数 

    県全体の虐待受理件数は 27.6％前年度より増加している。6 月末現在で既に 1,799 件、昨

年に比べ約 3 割増加している。ちなみに平塚児童相談所管内は、6月末現在速報値は 322件で

前年から微増という状況。昨年の全体の増加率に比べると、管内は少なめになっている。 

（イ） 内容別件数の年次推移 

虐待の種類は、心理的虐待が多く、警察署からの通告が増えているのは前年度と同様。 

面前での夫婦喧嘩の目撃が多く、県全体で 6割を占めている。対象年齢では、乳幼児が半数

を占めているというのも前年度と同様、横浜川崎も含め中高生への虐待通告が増えているとい

うのは、全県的な傾向である。経路別では警察からの通告が最多、次が近隣知人である。 

都市部は全国的に虐待件数が多くなる傾向にある。 

続いて、平塚児童相談所の状況では、障害、非行、育成を含めた全相談受付件数は 9.2％増

えている。虐待の相談は 1,181 件で前年度から 15.5％増加、心理的虐待の件数の増加も多い

が県全体と比べるとそれほどではなく、身体的虐待が少し増えているかという状況である。 

年齢別では県全体と同様に乳幼児が半数以上で中高生の増加が目立つ。 

経路では、警察からが最も多く増えている。平塚児相全体では 15.5％増、うち伊勢原市は

14.4％でほぼ同じ増加率である。また、1,181件のうち、一時保護をした件数は 120 件で全体

の 9.84％、これは例年 10％前後、その中で長期的措置（長期入所、里親等）18件 1.52％であ

る。県全体で見ると平成 30年度に受理した中で一時保護した件数は 597件 11.1％、平塚児相

は、若干少ない割合になるが、措置した件数は、全体では 63 件 1.17％で、一時保護件数は全

体からみると平均より少ないものの長期分離に至ったケースは平均より多いといえる。ちなみ

に今日現在の一時保護の状況は、平塚児相定員 25名のうち 23名でこれから夏休みに入って更

なる増加が予測される。 

   

イ 伊勢原市児童虐待等通告・相談受理件数の推移（子ども家庭相談課） 

受付件数は、身体的虐待が若干増え 36件 32.7％、ネグレクトは 26件 23.6％と平成 29年度

に比べやや減少した。心理的虐待は 48 件 43.6％で半数を占める傾向は継続しており性的     



虐待は 0 件だった。平成 30 年度における児童虐待受理件数は 110件で前年度と同様。児童相

談所との重複ケースに関しては、平成 29年度は 11件、平成 30年度は 26件で 15 件増加して

いる。受理件数は平成 25年度まで 60 件から 70件を推移していたが 26年度からは新規受理件

数が 100件を超える状況である。通告の増加要因としては、児童虐待に対する社会的関心の高

まりや継続的普及啓発事業により、通告の重要性が広く認知されてきたことの現れではないか

と考えている。直近の状況では、6月の受理件数は 19件で前月 5月の 3件に比べ 16件増加し

ている。受理件数の増加に比例して緊急対応が多くなり、先日の実務者会議の際にも相談員が

途中退席する事態となった。 

昨年度の要支援ケースの受理件数は 44件で一昨年度から 84件の減、特定妊婦は 7件の減で

あったが今年度、特定妊婦は 7月 22 日現在で 8件を受理しており、昨年度を遙かに上回るペ

ースである。年齢別通告受付件数では、乳幼児が全体の 52.8％と半数以上を占めており、中

でも 0 歳児が 10 件 9.1％であった。これは、新生児訪問等でエジンバラの実施により母の鬱

の状態をアセスメントした結果、通告件数の増加に繋がったものと考えている。また、小学生

が昨年度より 6 件増の 36.4％であったが就学年齢の支援は、きょうだいの関係機関など多機

関連携が必要となり、それに伴う調整の複雑化が課題と感じている。 

主たる虐待者では、長年にわたり実母が半数以上を占めていたが、平成 30 年度では実父が

33 人 30％と最多になっている。経路別件数は、庁内他課からの通告が最多であった。近隣や

知人からの通告件数は減っているが、家族親族によるものが増加、本人からの通告も一件あっ

た。援助活動チーム（個別検討会議）の平成 30年度の開催件数は、123件であった。 

 

（２）平成 30年度児童虐待に関する普及啓発事業（子ども家庭相談課） 

普及啓発事業について報告する。本市では以前から普及啓発活動には積極的に取り組んでおり、

本市の発案による「高校出前講座」は、一昨年、県にモデル事業として取り上げられた。毎年

11 月 1 日には、伊勢原駅で児童虐待防止の普及啓発を目的とした街頭キャンペーン（オレンジ

リボンキャンペーン）を実施しており、昨年度も各関係機関から 62 名の方に御参加いただき、

啓発物品の配布などを行った。 

11月の児童虐待防止推進月間では、「虐待防止トイレットペーパー」を市役所本庁舎及び青少

年センターに設置したほか、10月 21日に開催された「子育て応援フェスタ 2018」で作成した「み

んなの木」を本庁舎１階ロビーに展示した。前述の「高校出前講座」は、平成 23 年度から実施

しているが時流の変化もあり、昨年度、内容の見直しを行った。見直しに当たり、実施高校の教

員や平塚児童相談所、平塚保健福祉事務所秦野センター、市子育て支援課等と協議を重ね完成に

至ったものである。「予期せぬ妊娠」が起こりうることを理解し、その事態が起きた時の対処方

法として、早く誰かに相談することの大切さをテーマに据えている。また、どうしても自分たち

で育てられない時には、里親や乳児院などを利用することで、一時的に養育することができると

いう「社会的養護制度」についても新たに盛り込んだ。昨年度は、7月に伊勢原高校の全学年を

対象に伊勢原市民文化会館大ホールで実施した。本年 3月には、伊志田高校 1年生向けの講座を

実施したが学校側との協議により更なるブラッシュアップを図り、0 日死亡や SBS（乳幼児揺さ

ぶられ症候群）などを盛り込んだ内容とした。 

なお、事後のアンケートでは「劇だったので分かりやすく、誰かに相談することが大切だと分

かった。」「里親という制度があることを知り、一人で抱えてはいけないと思った」「妊娠 SOS を



初め相談先がたくさんあることが分かった」などの意見があった。 

    

次に、「オレンジコール」について御報告する。オレンジコールとは、児童虐待防止のイメー

ジカラーのオレンジと英語の call が立ち寄るということから名づけられた。子ども家庭相談課

の相談員が子どもの所属する施設に出向き、気になる家庭の相談を受けるなど普段から顔の見え

る関係づくりを目的として、市内保育所を対象に平成 28年度から試行を開始した。 

平成 29 年度では保育所と小規模保育施設を一巡し、その中でお互いの顔が見える関係の必要

性や情報交換も気軽にさせていただくことができた。 

本格的なスタートとなる平成 30年度では、乳幼児が被害児全体の 50％を占めていることから

まずは教育・保育施設を中心に実施することとし、市要保護児童対策地域協議会の活動の紹介や

通告後にはどのような対応や支援が行われているかの理解を深めていただきながら、それぞれの

職場内研修の一環としても利用出来るような内容とした。 

また 6月には、認定 NPO法人チャイルドファーストジャパンを講師に招き、今回で 3回目とな

る性虐待の理解と初期対応、話の聴き取り方を学ぶ「RIFCR（リフカー）研修」を開催した。 

このほかにも、民生委員・児童委員の学習会、子育てサポーター養成講座、ファミリーサポー

ト養成講座、新任教職員・教員補助員の研修の中で児童虐待防止の講座を実施した。 

また、事務局としても様々な研修に職員を派遣し、内容を課内で共有することで相談員の資質

向上に努めている。 

最後に今年度も 7月 12 日に伊勢原市民文化会館小ホールで伊勢原高校 1 年生を対象に高校出

前講座を開催した。同校の定時制の教員にも受講いただき、今後、定時制での講座について打診

があった。また、令和 2年 3月には、伊志田高校でも開催を予定している。 

 

（３）平成 30年度児童虐待重点課題について（子ども家庭相談課） 

平成 30年度児童虐待重点課題の結果について報告する。なお、本件に関しては平成 29年度か

らの課題として代表者会議からの提言をいただいていた。  

ア 特定妊婦の実態把握 

【平塚保健福祉事務所秦野センター管内周産期支援について】 

(ア) 平塚保健福祉事務所秦野センターの状況（秦野センター 大久保所長） 

妊娠期からの切れ目ない支援について秦野センター管内周産期支援体系図を説明する。情報

共有はとても重要と捉えており、平成 19 年度から周産期医療機関とハイリスクケースの情報

交換の場を設けている。秦野センターの主催で産科医療機関との連絡会を医療機関ごとに 3～

4ヶ月に 1回の頻度で開催している。病院主催では、東海大学医学部付属病院との連絡会を年

に 1 回開催しており、これは厚木、平塚、秦野 3保健福祉事務所管内の 10市町村のケースを 

入れて、秦野センターが事務局となって情報連絡会を開催している。その際、医療機関と行政

間で情報交換を行う際のツールとして、周産期リスクアセスメントシートを用いることとし、

平成 28年度から検討を行い平成 29年度から使用を開始した。このほかにも、秦野市及び伊勢

原市の母子保健・児童福祉主管課と秦野センター母子保健担当課で連絡会を開催し、市のリス

クアセスメントシートを用いて情報交換・情報共有を行い、専門的支援を必要とする家庭につ

いては、平塚児童相談所にも助言などをお願いしている。このほかにも周産期の地域課題を検

討する場として、秦野センターを主体とした周産期検討部会を平成 27年度から開催している。



参加者は、秦野市及び伊勢原市内の医療機関 6カ所、両市の母子保健・児童福祉主管課、平塚

児童相談所の保健師、秦野センターの母子保健担当者で年に 1回実施している。 

(イ)  本市の状況（子ども家庭相談課） 

秦野センター主催の産科医療機関連絡会等で伊勢原市の医療機関、秦野センターの方、母子

保健所管課も含めて妊娠期からの妊婦さんの状態把握に努めている。その中で特にリスクが高

いと思われる方については、市へ通告をいただき特定妊婦として受理した上で関わっている。 

昨年度は特定妊婦ケースを 12件受理しており、うち 1件は予期しない妊娠のケースであっ

た。また 12名中、協力者がいない、いても協力できないというケースが 10件、経済的状況と

しては、問題なしが 5 件、経済的な問題を抱えていると判断したものが７件、生活が不規則、

例えば夜間就労で家計を回しているようなケースが 6件だった。このほか繰り返す妊娠や中絶

が 2 件、20歳未満の若年妊婦は 3件であった。 

特定妊婦ケースの主機関は原則、母子保健担当であるが多機関との連携や調整が必要な場合

は、子ども家庭相談課が主機関となる場合もあり、相互に協力し合いながら支援を行っている。 

 

イ 情報共有のあり方・連携について 

事例報告（省略） 

 

ウ 学齢期以降の子どもへの支援について 

学齢期以降の児童虐待と子どもの発達の課題の関連について調査を実施したところ、49 件

中 18件 36.7％について、その傾向が見られた。また、保護者自身の発達の特性から、衝動的

に暴言や暴力を振るう例や親の障害と子どもの発達特性から食への興味がないために適切な

食事がとれず、成長に著しい影響を及ぼしたという例もあった。  

 

(４) 児童福祉法等の一部を改正する法律案の概要について（平塚児童相談所 佐久間所長） 

議題にある「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案」の

概要について簡単に説明する。この法律改正については、昨年の 3月の目黒区の事件の後、国が

関係閣僚虐待防止の会議を開いた中で、法改正への検討がなされてきた。その間にもいくつかの

事件があり、国からの通知、緊急総合対策や強化プランがいろいろと示されている。5月には、

全国の児童相談所長を集めた緊急会議が厚労省で開かれ、来る 8月 5日に開催予定の全国の児童

福祉司、児童相談所との定例会議では、法規制についての詳しい説明がなされると思うので、今、

ここでお伝えできるのは、国から来た通知文で分かる範囲のことである。 

事件が起きる度に児童虐待防止対策強化が叫ばれている。平成 28年の児童福祉法改正で子ども

の権利がきちんと示されたのは、とても大きな法改正であったが、今回も虐待防止対策の強化と

いうことでいくつかの柱が示されている。表中、改正の趣旨のところでは児童虐待防止対策の強

化を図るため児童の権利養護、児童相談所の体制強化及び関係機関の連携強化等の所要の措置を

講ずるということが法改正のメインになっている。本日、事務局からは、子どもの権利擁護につ

いて、詳しく説明願いたいという話があったので、これについてお伝えする。「親権者は児童のし

つけに対して体罰を加えてはならない。児童福祉施設の長についても同様とする。」について、今

まで虐待防止法に懲戒権という項目があり、民法の中では「必要な範囲」で懲戒できるとあった

が虐待防止法の中では「必要な範囲」を超えて懲戒してはならないと書かれてはいたものの、「体



罰を加えてはならない」というような言葉はどこにもなかった。「体罰」という言葉を法律上に残

したということは、とても大きいと感じている。子どもの権利擁護の視点では、「体罰」のところ

が本当に難しく、家庭訪問などでは、一発叩いても虐待なのか、子どもが悪いことをしたから叩

いてどこが虐待なのか、と保護者から反発されることは良くあるが国の方でも体罰ゼロ作戦とい

うパンフレットを作成しており、叩いたことによって子どもに悪影響が及ぶということ、暴力で

しつけをすると暴力が悪循環になっていて子どもに伝わらないということ、叩かれたことによる

子どもの心理的影響や怪我なども、きちんと伝えるのが体罰ゼロ作戦である。それを今年度、法

改正に合わせて徹底してやろうということになった。法律にこう書いてあるから駄目です、とい

うだけでは意味がなく、こういう行為をすることが子どもの成長や自尊心を傷つけていて、これ

からの子どもの成長の妨げになるということを何とか理解してもらいたい。体罰が駄目というこ

とは、権利条約なども含めて言われていたが、ここで明文化された。また、一時保護解除後の家

庭に戻った子どもの安全の状況を確認することも児童相談所の業務ということも明文化されたが

これは千葉の野田市の児童死亡例など、児童相談所が関与していたにも関わらず死亡したという

背景があり、児童相談所の業務において一時保護解除した後の安全を確保することが明らかにあ

されたものである。また、児童福祉審議会において児童に意見聴取する場合は、児童の状況環境

等ということで、例えば障害がある子どもであれば、その子どもが自分の意見や気持ちをきちん

と言えるような環境を整備し、子どもの意見表明権をしっかりと保障するべきであるというもの

になっている。 

 

【伊勢原愛児園 石井園長】今、虐待防止のための法改正がされたと説明があったが、虐待の法律を

改正しなければならない背景について、家庭や環境、個人の責任ではなく社会的責任と感じている。 

 

(５) 児童虐待対策の抜本的強化について（子ども家庭相談課） 

児童虐待の早期発見により発生の未然防止に努める取り組みについてお伝えする。乳幼児検診

未受診者等に関する定期的な安全確認ということで、全国規模で居住実態把握調査が実施されて

いる。平成 30年 3月に目黒で発生した事案を受けて取りまとめられた児童虐待防止対策の強化に

向けた緊急総合対策において、同時期から毎年実施されていた居所不明児童の調査が拡大され、

乳幼児健診未受診、未就園児、未就学児等の緊急安全把握調査が実施された。その事案を受けて

決定された児童虐待防止対策の抜本的強化の中で安全把握調査を毎年実施することが示されてい

る。昨年度の調査において、幸い本市では関係機関の御協力を得て居住を把握できない子どもは

0人で報告することができたものの、とてもボリュームのある調査で、最終的に残された数件に

関しては、実地調査により確認するに至った経緯がある。 

次に子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の整備についてお伝えする。子育

て世代包括支援センターは、来年度に子育て支援課内での設置が予定されている。また、子ども

家庭総合支援拠点については、今年度、子ども家庭相談課内に設置した。本市の支援拠点は、管

内の児童人口等によって小規模 B型に分類され、専門資格を有する職員を常時 3名以上配置して

いる。包括支援センターと支援拠点の関連性であるが、包括支援センターが主に母子保健活動を

ベースとした妊産婦、乳幼児、そしてその保護者など比較的ソフトなケースを対象としているの

に対し、支援拠点では要対協をベースとしながら児童虐待など比較的ハードなケースを対象とし

ており、この両機関が緊密な連携を保つことで管内のすべての子どもとその家庭及び妊産婦を支



援していこうというものである。次に、学校・教育委員会における児童虐待防止及び対応に関す

る体制強化である。近年学校からの通告が最多となっており、学校・教育委員会との関係性がま

すます重要なものとなっている。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーからの情

報が通告につながり、児童虐待対応の早期介入ができた事例もあり、今後も連携強化に努めてま

いりたいと考えている。 

 

(６) 令和元年度普及啓発活動事業（案）について（子ども家庭相談課） 

ここでは新たな取組についてお伝えする。昨年度は、先ほども報告させていただいたが発達の

課題がベースにあることで発生した学齢児への虐待が 37％と全体の 1/3を占めているという状況

から、本年 6月に「子どもの発達とその子らしさ」をテーマに児童精神科の田中哲先生を講師に

招き、一般市民向けの研修会を開催し 50 名以上の方の参加をいただいた。子どものとらえ方から

見た発達の考え方、この時点でもう駄目だということではなく長期で見ていく目、地域で育てて

いく目が大切なのだという講義をいただいた。7月には関係機関向けに 2回目を開催した。講義

のなかで doing：支援者は何かをしてあげたい、しようとするのだけれども、being：対象者は何

を望んでいるのか、どういう気持ちでいるのか、そこに添わないといくら福祉サービスを入れて

も解決しないのだという概念を学ぶことが出来た。また、別の取組として「コネクションプラク

ティス」研修を実施した。アメリカのハートマス研究所が開発したメソッドで心臓は血液循環だ

けのものではなく、心や頭脳にも大きな影響を与えているという考えに立ち「コネクションプラ

クティス」という手法が完成した。コヒーランスという状態になり、心も体も落ち着くと、恐れ

という感情から少し離れることができて、自分も含めて対象者がポジティブな感情で問題解決に

向かうとされている。このコヒーランス状態で所定のカードを用いて自分の感情とか気持ちに気

付くことが可能となり、一定のプロセスを経て子どもや保護者と面談を実施すると緊急な場面で

の出会いでも子どもの感情とかニーズに触れて私たちも共感することができる、そしてお互いに

スモールステップで解決策を導き出すことができるというものであった。 

もう一つの取組としては、今年度から平塚児童相談所のベテランスタッフをＳＶに招き、月 1

の回研修会を開催、基礎研修からスタートして、今は具体的な事例検討を行いながら様々な助言

をいただいている。 

 

(７) 事例報告（省略） 

 

(８) その他（省略） 

 

６ 閉 会 


