
平成 23年第 2回定例会  社会問題総合対策特別委員会 

平成 23年 7月 6日 

西村委員 

  公明党の西村くにこでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  まずは、児童虐待相談対応状況について御質問をさせていただきます。 

  本年５月、改正児童福祉法が成立をいたしまして、明年４月施行の見通しと

なりました。同法は、子供の利益を重く捉えて、親権停止を柱としたことで注

目されているところでございますが、児童相談所や児童福祉施設、正確には所

長、施設長などの権限が増す中で、広く、またより正確な、あるいはより詳し

い情報を得るということが、一層重要になってくると考えております。そこで

何点か、児童虐待について、また相談や通報について、特に伺ってまいりたい

と思います。 

  平成 22年度の児童虐待対応件数が大幅に増加した要因として、通告義務や早

期の相談についての周知に努めたことが大きな要因であるというふうに挙げら

れておりますが、具体的にはどのような取組をされたのでしょうか、お教えく

ださい。 

子ども家庭課長 

  まず、虐待相談の件数につきましては、資料に書いてございますように、平

成 22年度対応件数が 2,469 件であったということでございます。この件数につ

きましては、前年度に比べて伸びているわけでございますけれども、主な取組

としましては、こういった相談件数が伸びた背景ということでお話しさせてい

ただきますと、昨年度、御案内のとおり、虐待死に関わる報道等がいろいろさ

れました。その中でも特にセンセーショナルだったものとしましては、大阪で

起きました、幼児がお母さんに放置をされて餓死するというようなことがござ

いました。そういったこともありまして、その後、一般の方からの通報などが

増えてきたというようなことがあるのではないかというふうに見ております。 

  それはやはり、そういう報道等を受けまして、虐待に対する認識というのが

高まったということもございますし、あわせまして、そういった事件をきっか

けにして、再度関係機関の間では、そういった虐待が疑われた場合も含めまし

て児童相談所なりに通告をし、子供の安全確認、確保をまず速やかに行おうと

いうふうな取組をしてきたところでございます。そういったことから、こうい

った件数が伸びるということにつながってきているのではないかというふうに

考えております。 

  ただ、件数は多くなりましたけれども、その中で軽微というか、虐待が疑わ

れるというような段階での御相談というのも結構多かったのではないかと思っ

ていまして、いわゆる泣き声の通報ですとかというのも結構あったように思わ

れます。そういった軽微な通報が多かったというふうに考える根拠としまして

は、一時保護というのを児童相談所で行っていますけれども、その件数につい

てはそれほど変わっていないということがありますので、やはり重篤な事案が

増えたというよりは、情報が幅広く寄せられるようになったのではないかなと

いうふうに考えているところでございます。 

西村委員 



  ただいま配布いただいた資料では周知に努めたとあるものですから、具体的

な取組が挙がってくるかと思ったのですけれども、具体的な取組というのはな

かったのでしょうか。 

子ども家庭課長 

  具体的な取組としましては、例年行っていることでもございますけれども、

毎年 11 月が児童虐待防止推進月間に当たっております。そういったことから、

集中的にその時期に、例えば、県のたよりですとか、その他こういった月間と

いうものを周知するためのポスターやチラシなどを、幅広く関係機関の協力を

得ながらしているということがございます。 

  それから、これも継続的な取組ということでございますけれども、毎年７月

になりますが、県内の小・中学校、それから高等学校の全生徒に対しまして、

児童相談所等の相談機関が記された相談機関紹介カードというものを配ってご

ざいます。それについては継続的な取組ということで行っておりますし、それ

からテレビ等の媒体を使ったり、あるいは関係機関である警察ですとか教育機

関などとも連絡会を開くなどしまして、こういった周知を進めてきたというこ

とでございます。 

西村委員 

  私も小学校で配られている、三つ折りになった資料だったかと思うのですが、

拝見させていただいたことがあります。ただ少し、たくさん相談窓口が掲載さ

れていて、一体どこにかけたらいいのかなという、少し迷いを生じるようなこ

とがあるのではないかなということを危惧しているのですが、この児童相談、

児童虐待の通報というのに全国共通のダイヤルがあるというふうに伺ったので

すが、その仕組みについてお教えいただいてよろしいですか。 

子ども家庭課長 

  全国共通のダイヤルの仕組みについてというふうな御質問でございました。

育児ですとか子育てでお悩みになったときに、あるいは虐待を受けたと思われ

る子供を見付けたときなどのために、こういった共通の電話番号というのを全

国的に周知しているところでございます。この取組は平成 21 年 10 月に全国で

運用開始したものでございまして、番号としましては 0570-064-000 というよう

なものになっておりまして、その番号にかけていただきますと、発信された電

話の市内局番等からその地域を特定いたしまして、管轄する児童相談所に電話

を転送するという仕組みになってございます。 

西村委員 

  児童相談所の方につながるということなのですが、通報先として児童相談所

の他にどのようなところ、要するに通報者が電話をかける対象というのは、こ

の 0570 で始まる電話番号がほとんどなのでしょうか。 

子ども家庭課長 

  この全国共通のダイヤルにつきましては、児童相談所につながるというよう

な仕組みになってございますけれども、その他には、先ほどお話しさせていた

だいた、相談カードなどに書かれている関係機関の電話はそれぞれのところに

かかりますので、全国共通のダイヤルを利用される場合と、承知をしている県

内の関係機関の方に直接電話される場合と、両方あるというふうに承知してお



ります。 

西村委員 

  例えば、１１０番にかける場合というのはどのぐらいあるでしょうか。 

子ども家庭課長 

  虐待に関しまして１１０番通報がどのぐらいあったかということについては、

申し訳ございませんが、私の方では承知をさせていただいておりません。ただ、

重篤な状況が懸念される場合には、１１０番通報されて、警察の方で対応して

いただくケースがあるというふうには承知してございます。 

西村委員 

  こういう御質問をさせていただいたのは、もちろん重篤なケースの場合は１

１０番通報すると思います。ただ、この番号がどれだけ周知徹底されているの

かというのを疑ってしまわざるを得ないわけです。県警の方では、子供の安全

のためにフリーダイヤルも持っているようです。0120-604-415、よいこなのだ

そうです。ただいま警察の方にも伺いましたら、昨年度、児童虐待に関わるか

もしれないという通報があって、児童相談所につないだ通報件数というのが

1,657 件だったというふうに伺いました。この中にはもちろん重篤な、危険だと

思って１１０番をかけられた場合もあるでしょうが、ただいま私が申し上げま

したように、電話番号が分からないから、とりあえず１１０番にかけようとい

う例も含まれていたのではないかなと思います。 

  また、とっさのときに 10桁の電話番号、0570 で始まる電話番号が出てくるも

のかどうか、どのようにお考えでいらっしゃいますか。 

子ども家庭課長 

  委員からお話がございましたように、とっさのときに 10桁の番号がすぐ出て

くるかどうかということについては、個人差もありますでしょうし、何とも言

えないところだとは思いますけれども、ただ、番号は短い方が覚えやすいとい

うような面もあろうかと思いますので、そういったより分かりやすい番号なり

を考えるということも、一つあろうかなというふうには考えます。 

西村委員 

  実は小児救急ダイヤル、♯８０００番というのがございます。これは公明党

が提案をさせていただきまして、全国規模で広がった緊急短縮ダイヤルです。

各県等で運営をされているそうですので、その状況は違います。24 時間対応し

ているところもあれば、平日のみ、あるいは医師が出てくるところもあれば、

そうではないところもある。でも♯８０００番をかければ、子供の健康に関わ

る相談ができるという情報は共有できるわけです。児童虐待についても同様に、

３桁や４桁程度の短縮ダイヤルでつながるようにはできないものでしょうか。 

子ども家庭課長 

  まず、全国共通ダイヤルについての考え方ということでお話をさせていただ

きたいと思います。 

  共通のダイヤルがあることによりまして、そういったものが一般に浸透して

いくことで、全国どこでも同じ番号をかければ、児童相談所につながるという

ようなことでの利点があると思われます。利用者の側からすると、とても分か

りやすい仕組みではないかなというふうに考えているところでございます。 



  児童虐待につきましても、そういった短縮番号ができないだろうかというよ

うなお話を今頂いたのかなというふうに理解しておりますけれども、この共通

ダイヤルの良さというものを発揮するためには、神奈川県単独でというよりは、

国レベルでの対応ということでする方が望ましいのではないかなというふうに

思っております。住民の方も、転居等いろいろ移動もされますし、いろんなと

ころにお住まいになるという部分もありますので、そういった取組が必要では

ないかなというふうに思っているところでございます。 

  この児童相談所全国共通ダイヤル、先ほど御紹介させていただいたものにつ

きましては、昨年度、このダイヤルを定着させるために国も力を入れておりま

して、テレビコマーシャル、ポスター、チラシ、カードなど、様々な媒体を使

って広報してきているところでございます。現時点で私どもとしましては、こ

ういった取組を継続しまして、まずはこの定着に向けて周知広報に努めてまい

りたいというふうに考えております。 

西村委員 

  児童虐待は、繰り返されてエスカレートしていく傾向がございます。児童虐

待を防ぐには、通告義務の周知、そして未然防止、早期発見、早期対応が重要

なことは、もう言うまでもないわけですが、まず、もう一度申し上げますが、

一つには通告義務を周知していく、つまり児童虐待を発見した人、あるいは疑

わしいと感じた人には、等しく通報の義務があるということ、この周知徹底を

していただきたいとともに、通報しやすい体制を整える。ただいま 10桁の電話

番号の普及ということをおっしゃったのですけれども、そして国の対応で短縮

ダイヤルという御回答でございましたが、神奈川県が先頭に立って、改めて有

効だと思われるこの短縮ダイヤルの検討を、国に対して求めていくなどの御努

力を要望させていただきたいと思います。 

  次の質問をさせていただきます。 

  次に、インターネットに関する消費者被害について御質問させていただきた

いと思います。 

  先ほども、学校における消費者教育の実施について御質問、また御回答があ

ったところでございますけれども、子供たちの間でも、パソコンや携帯電話が

普及することによって、インターネットを通じて様々な被害や問題が生じてい

ます。そういった観点から、また幾つか御質問させていただきたいと思います。 

  16 ページに、平成 22年度に小学生向けＤＶＤを作成したということが掲載さ

れておりますが、これは県独自のものなのでしょうか、あるいは全国共通のＤ

ＶＤなのでしょうか。 

消費生活課長 

  昨年度、小学生向けＤＶＤを作りましたけれども、これは神奈川県で作成し

たものでございます。ただ、当然他から要請があれば貸し出すということで、

必ずしも神奈川県内だけで使ってもらうというのではなくて、全国でなるべく

使っていただきたいというふうに思っております。 

西村委員 

  他から要請があれば貸し出すということで、ということは、他には余り例が

ないということだと思うのですが、それで伺いたいのですけれども、このＤＶ



Ｄを作成しようとした動機というか、目的というか内容、また工夫された点、

それからＤＶＤの対象学年を教えていただけますでしょうか。 

消費生活課長 

  このＤＶＤを作成するきっかけでございますけれども、私どもで学校におけ

る消費者教育の協議会というのを持っています。これは高校、中学、小学校の

先生方も参加しておりまして、そういった中で小学校の校長先生から、今まで

は中学生向け、高校生向けだったのですけれども、小学校の段階から携帯電話

を持ち始める、あるいは親から借りて使うということで、様々なトラブルがや

はりあるということがありました。私どもの相談におきましても、親の方から

子供が借りてというのがありましたので、昨年度ＤＶＤを作成したということ

でございます。 

  内容的にはドラマ仕立ての構成でございまして、１話目は女の子が主人公で、

携帯を買ってもらい、着メロをダウンロードしようとしたところ、個人情報を

入力したため、不審なメールが大量に届いたというようなことが例として挙げ

られています。２話目は、男の子がお父さんの携帯電話を使ってゲームをして

いたところ、当初無料だと思ってやっていたところ、最終的には高額な料金を

請求されたという事例をテーマとしております。 

  工夫した点でございますけれども、まずは子供たちが興味を持つように、ド

ラマ仕立てにしたということでございます。なぜこうなってしまったのかとい

う子供が振り返るシーンがあるということで、学校の中では、クラスのみんな

で考えてもらえるきっかけになればというふうに考えております。 

  また、この対象でございますけれども、小学生の主に４年生、５年生、６年

生程度をターゲットに作成いたしました。 

西村委員 

  子供たちを、消費者被害だけではなく、インターネットに関わる様々な被害

に遭わないようにするためには、有害サイトにアクセスさせないことが重要だ

と考えます。今回のＤＶＤでは、フィルタリングについても触れているのでし

ょうか。 

消費生活課長 

  今回のＤＶＤの中では、フィルタリングについて触れさせていただいていま

す。フィルタリングにつきましては、法律で 18歳未満を原則として、フィルタ

リングをかけることになっています。また法律では、その解除には保護者の同

意が必要となっていますが、県の条例では、保護者は解除の理由を書面で示す

必要があるということになっておりますので、そういった法律あるいは条例の

中身をＤＶＤの中に盛り込ませていただいております。 

西村委員 

  果たしてこの条例がどれほど守られているかということを懸念してしまうの

ですが、先ほど、県立高校ではフィルタリングを含む教育をされているという

御回答があったかと思います。中学生用、高校生用の教育資料の中でもフィル

タリングには触れているのでしょうか。また、中学生、高校生の保護者の皆様

へのフィルタリングをはじめとする情報の提示というのは、行われているので

しょうか。 



消費生活課長 

  私どもの資料の中では、そういったものも触れさせていただいております。

ただ、条例については４月からだったものですから、また中身につきましては

随時見直していきますので、毎年中身を変えておりますので、なるべくいろい

ろなことを盛り込むような形にしたいというふうに考えております。 

  保護者向けということでございますけれども、先ほどの小学生向けのＤＶＤ

につきましてはそういったものを盛り込みまして、教育資料については、教員

用の資料でございます。その中には、フィルタリングに限らず、様々な問題を

解説して、いろいろな指導の参考にしてもらう。そういったことを活用しなが

ら保護者とも話し合っていただければというふうに、私どもは考えております。 

西村委員 

  今現在では、中学生、高校生の保護者向けに、フィルタリングをはじめとす

る情報の提示というのはされていないと考えてよろしいのですか。 

高校教育指導課長 

  高等学校においては、通信業者の協力を得ながら携帯電話教室というのを、

各学校に通信業者が回って、生徒、保護者に携帯電話の使い方、それから賢い

使い方、その中でフィルタリングの推奨等を行っています。また、神奈川県教

育委員会では神奈川モードというものをつくりまして、そこにアクセスをしま

すと、携帯電話の賢い使い方、あるいはトラブルの解消の仕方等々が、自分の

携帯電話から対応が見られるようなものの案内をしております。そのような形

で生徒に対して、あるいは保護者に対して、フィルタリングの推奨というのを

しております。 

西村委員 

  保護者の方々に関することをしつこく伺いましたのは、このフィルタリング

を外すことができるのも保護者の方々でいらっしゃる。あるいは、様々な犯罪

が起こるときに保護者の方の携帯電話を使ってしまうということがあるもので

すから、伺わせていただきました。フィルタリングが問題でして、メールがつ

ながりにくくなるとか、友人のプロフに行けない、あるいは好きなタレントの

写真が入ってこない、こういうことを言われて、保護者の方々がついついフィ

ルタリングを外してしまうとか、だったら私のを使いなさいと言って携帯電話

を渡してしまう。様々な犯罪がインターネットを介して広がっていくときに、

後で調べると、ほとんどその媒体はフィルタリングがかかっていなかったとい

う、これは現状として起こっていることですので、伺わせていただきました。 

  警察本部においては、サイバー犯罪対策センターを設置し、様々な取組を行

っていると承知しておりますが、このサイバー犯罪対策センターとの連携はど

うなっているのでしょうか。 

消費生活課長 

  私どもとしては、直接そこの部署と協議をしたりということではございませ

んけれども、先ほど申し上げました、中学生及び高校生の教育用資料の中に、

バーコード、読み取りのものを入れまして、警視庁サイバー犯罪対策というペ

ージが見られるようなことを盛り込んでおります。 

西村委員 



  最後に、要望をお伝えしたいと存じます。 

  インターネットに関する被害が多い中で、引き続きその未然防止、特に子供

たちが被害に遭わないよう、教育委員会と連携することは当然のことといたし

まして、是非警察本部とも十分に連携をして、取組を進めていただけますよう

要望いたします。消費者問題に限らず、インターネットが青少年を巻き込むよ

うな、様々な犯罪の窓口になってしまっているという現状に関しては、改めて、

担当の部局の方がお見えのときに、当委員会で取り上げさせていただきたいと

思います。 

  以上をもちまして、質問を終了させていただきます。 


