
「児童虐待防止」に関するアンケート調査結果 

 

１ 調査目的 

全国で児童虐待に関する相談対応件数は依然として多く、また、子どもの生命が奪わ

れるなどの重大な事件も後を絶ちません。児童虐待問題は社会全体で解決すべき重要な

課題となっており、虐待の発生予防、早期発見・早期対応が必要です。 

 今回は、「オレンジリボン」「児童虐待」に関する認知度の現状を調べるとともに、

これらに関するご意見を伺い、今後の施策の参考とするためアンケートを実施しました。 

 

２ 調査対象 

 市政アンケートモニターとして委嘱した市内在住の男女 100人 

 

内訳             

性別 男性 女性 

人数 46 54 

 

年代別 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 

男性 4 6 10 5 10 11 

女性 8 16 14 8 7 1 

合計 12 22 24 13 17 12 

 

３ 調査方法 

 インターネットによるアンケート調査 

 

４ 調査期間 

 平成２４年８月２８日（火）～９月１１日（火） 

 

５ 回収件数 

  98件（回収率 98％） 

 

内訳             

性別 男性 女性 

人数 46 52 

 

年代別 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 

男性 4 6 10 5 10 11 

女性 6 16 14 8 7 1 

合計 10 22 24 13 17 12 

 



６ 担当課 

 保健福祉子ども局 子ども青少年部 児童相談所 

 

 

 

 

 

 



７ 調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１ オレンジリボンが児童虐待防止のシンボルマークとして使われていることを知ってい

ましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答者数 

知っている 18 

知らなかった 80 

厚生労働省では毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、児童虐待問題に対す

る社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。（平成

16年度から実施）  

本市におきましても、この取り組みの一つとして、市民一人ひとりが児童虐待問題

に対する理解を深め、主体的な関わりを持てるよう、意識啓発を図ることを目的とし

て、”オレンジリボンキャンペーン“を実施しています。 

児童虐待防止のシンボルマークであるオレンジリボンは、ＮＰＯ児童虐待防止

全国ネットワークが公益目的のため商標登録して全国で使われています。 

 

【考察】 

 「知らなかった」と回答した人が 80 人と圧倒的に多く、シンボルマークの存在が

知られていない。 

 

18 人 

80 人 

オレンジリボン運動 



 

 

 

 

 

 

問２ オレンジリボンの由来を知っていましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答者数 

知っている 1 

知らなかった 97 

2004 年、栃木県小山市で３歳と４歳になる二人の兄弟が父親の友人から再三に

わたって暴行を受け、息も絶え絶えの状態で橋の上から川に投げ込まれて幼い命

を奪われるという痛ましい事件をきっかけに、全国でオレンジリボンを使った児

童虐待防止運動が始まりました。 

【考察】 

 「知らなかった」と回答した人が 97 人と圧倒的に多く、由来は知られていない。 

 

97 人

と 

1 人

と 



問３ 『児童虐待』には 4つの種類があります。知っているものを選んでください。（選択は

いくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答者数 

身体的虐待 93 

心理的虐待 78 

性的虐待 89 

ネグレクト（育児怠慢） 78 

知らない 2 

【考察】 

 「身体的虐待」と回答した人が 93人と最も多く、「性的虐待」についても 89人と

多かったが、それに比べ「心理的虐待」と「ネグレクト」については、共に 78人と

やや低かった。虐待の種類を「知らない」という回答が 2 人あった。 

 

（人） 

93 

78 
89 

78 

2 



 

問４ 『児童虐待』の通報は下記のところにできます。知っているものを選んでください。

（選択はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答者数 

児童相談所 83 

警察 78 

区役所の保育児童課（家庭児童相談室） 44 

知らない 6 

【考察】 

 「児童相談所」と回答した人が 83人、「警察」と回答した人が 78人と多かった

が、「区役所の保育児童課（家庭児童相談室）」は 44人と半数以下であった。通報先

を「知らない」という回答が 6 人あった。 

  

（人） 

83 

44 

78 

6 



 

問５ 『児童虐待』の通報は、「虐待の疑いがあると思う」でもできることを知っていました

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答者数 

知っている 80 

知らなかった 18 

【考察】 

 「知っている」と回答した人が 80人と多かったが、約 2 割の人にまだ周知でき

ていない。 

 

18 人 

80 人 



問６ 通報をしても、通報者が特定されないよう配慮されることを知っていましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答者数 

知っている 42 

知らなかった 56 

【考察】 

 「通報者が特定されないよう配慮される」ということを「知らなかった」と回答し

た人が 56 人と半数以上で、「知っている人」と回答した人は 42人であった。 

56 人 

42 人 

 



問７ 啓発には、幅広く行う方法と、対象を絞る方法があります。 

オレンジリボンの周知や児童虐待防止の啓発には、どのような方法が有効だと思います

か。（選択は２つまで） 

①オレンジリボンの認識や児童虐待防止の意識を持ってもらえるよう、街頭などで啓発品

を配布する。 

②オレンジリボンの由来や児童虐待の原因や影響などを理解し、防止の意識を高められる

ような市民向けの説明会等を地域単位で行う。 

③早期発見のため、保育園、学校、医療機関など関係機関への説明会を行う。  

④虐待につながらないように子育て世帯に虐待の原因や影響、防止方法などを説明する 

⑤その他（ご自由にお書きください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他回答＞ 

・地道に広報活動を。 

・子育て世代が子育てに無関心だったり、常識から外れた行動や躾をしている現状が

あるので、子どもが生まれた後こそ、両親や自治体、地域との連携を密にして、み

んなで子育てをする社会をつくることが虐待防止に繋がる。 

選択肢 回答者数 

①啓発品を配布する。 36 

②説明会等を地域単位で行う。 33 

③関係機関への説明会を行う。 70 

④子育て世帯に虐待の原因や影響、防止

方法などを説明する。 
31 

⑤意見 11 

36 33 

70 

31 

11 

（人） 

 
80 

60 

40 

20 

 0 



・オレンジリボンとか無意味だと思う。利権絡みとしか思えない。 選択が 2 個までっ

て少ない。上から 4 つ目も選びたかった。 

・被虐待児の大半が発達障害児だと聞きます。発達障害支援の内容充実や啓発活動が

重要だと思います。（現状の発達障害支援センターきらりでは不十分） 

・近隣住民の協力以外に虐待防止はありえない。 

・虐待のサインや相談場所などを、定期的に広報や回覧板で、住民に知らせる。 

・より多くの人々に認知してもらえるようマスコミを活用する。 

・啓発品は必要性を感じない。むしろその費用をカウンセラー育成費用や子供を預か

る施設費用などにあててほしい。 

・小児科、公園、地域センターなどでポスターやチラシを配布。 

・子供を虐待するような大人にならない為の教育（精神的、経済的）を小学校からお

こなう。また虐待していると気がつかせるような機会を多くし、自ら相談できる機

関がある事を知らせる。 

・多くの人に知ってもらい早期発見しできるようテレビ、CM などで啓発する。 

 

 

 

 

 

 

【考察】 

 「早期発見のため、保育園、学校、医療機関など関係機関への説明会を行う」とい

うことを有効とする人が 70 人と最も多かった。 

 また、①②④の選択肢についても「有効である」との回答が 30人程あった。 



問８ 児童虐待防止のために、どれが最も有効であると思いますか。 

①児童相談所や区役所（家庭児童相談室）等の行政の人員を充実させたり、権限を強めるな

どの業務の強化をする 

②地域で支え合うため、地域で住民相互の関わりを深める取り組みを行う 

③「児童虐待の疑いがあれば通報する」という意識を持つ 

④保育園、学校、医療機関等による早期発見を徹底する 

⑤子育てが大変な世帯への養育や家事手伝い等の支援策を拡充する 

⑥その他（ご自由にお書きください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他回答＞ 

・親になる覚悟ができないひとには、子どもを産まないようにしてもらう。 

・一度通報を受けた家庭の親の意識や生活を改善させる。引き離して自発的に変わる

のでなく親を継続的に教育して生活を改善させる。問題のある親にも虐待しそうな

時の逃げ場を与える。 

選択肢 回答者数 

①行政の業務を強化する。 17 

②地域で住民相互の関わりを深める。 16 

③「疑いがあれば通報する」という意識を持つ。 23 

④関係機関等による早期発見を徹底する。 24 

⑤養育や家事手伝い等の支援策を拡充する。 11 

⑥その他意見 7 

17 
16 

24 

11 
7 

23 

（人） 



・育児放棄をしてしまう人や虐待をしてしまう人は、家にこもりがちというか、説明

会や人の集まりに積極的ではない気がします。児童相談所のような専門とされる方

の定期的かつ強制的な訪問が必要ではと思います。 

・虐待をしてしまう家庭は、困っている家庭だと思います。社会全体で、子育て世代

を支えようというシステムがあることが、結局子どものためになるのだと思います。

「地域で支えあえればよいのですが、地域によっては人間関係が希薄で、難しいか

もしれません。居住地域で区分けするのではなく、該当世帯が所属しやすい共同体

へ導いたりして、孤立させないようにしたいです。同時に、直接的な支援策も必要

だと思います。 

・通報を受けたら行政は積極的に調査行動をおこすこと。事なかれ主義で予報を無駄

にしているのではないか。 

・児童虐待は特別な事情のある家庭だけでなく、一般家庭においてもちょっとしたき

っかけで陥る危険性があるものだということを子供がうまれる時点で行政の関係機

関と医者が両親に周知させること、さらに自分や家族が子供を虐待しそうな感情に

なったら自分だけで考えずに必ずすぐに関係機関に相談することをを啓蒙するのが

第一ステップ。 

・子供がどんなに大事なのかを子供自身が感じられるような教育を家庭や学校で行っ

て欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 

 「保育園、学校、医療機関等による早期発見を徹底する」という回答が 24 人、「『児童

虐待の疑いがあれば通報する」という意識を持つ』という回答が 23 人とやや多く、①

②⑤についてはそれぞれ 17 人、16 人、11 人であった。 

 

④保育園、学校、医療機関等による早期発見を徹底する 

」ということを有効とする人が 70 人と最も多かった。 

 また、①②④の選択肢についても「有効である」との回答が 30人程あった。 



問９ 児童虐待防止のために、あなた自身何ができると思いますか。（選択はいくつでも） 

①地域住民相互の関わりを深めるため、あいさつや声かけを心掛ける 

②「児童虐待の疑いがあれば通報する」という意識を持つ 

③オレンジリボンの着装やオレンジリボンマークの周知等の啓発に協力する 

④子育て支援団体の活動に協力する 

⑤その他（ご自由にお書きください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他回答＞ 

・ない。子供を見かけない。 仮に現場を見かけて通報しても直ぐに駆けつけてくれる

か疑問。 全く知らない相手ならそのままになる。 注意したらこっちがトラブルに

巻き込まれるのは必至。 

・子どもが在学中なら、子どもの話から、おかしいと思うことがあれば、学校に相談

できると思います。 

・子どもに手を出してはいけない、という当たり前の意識を、同世代の親たちに伝え

る。普段から口にすることで、止められるものがあるかもしれない。 

・思いやりや暖かい心を持って子供達に接するよう心掛けています。 

選択肢 回答者数 

①あいさつや声かけを心掛ける。 63 

②「疑いがあれば通報する」という意識を持つ。 72 

③啓発に協力する。 23 

④子育て支援団体の活動に協力する 22 

⑤その他意見 4 

63 
72 

22 

8 

23 
4 

（人） 



 

【考察】 

自分自身ができることについては、『「児童虐待の疑いがあれば通報する」という意

識を持つ』という回答が 72 人、「あいさつや声かけを心掛ける」という回答が 63 人と

多く、③④についてはそれぞれ 23 人、22 人であった。 

 

④保育園、学校、医療機関等による早期発見を徹底する 

」ということを有効とする人が 70 人と最も多かった。 

 また、①②④の選択肢についても「有効である」との回答が 30人程あった。 



問１０ 児童虐待防止について、ご意見ご要望等ございましたら自由にご記入ください。 

 

女性 42 人、男性 35 人の方々から様々なご意見があったので、大きく次のように分

類し、性別と年齢で並べた。基本的には入力されたとおり記載したが、固有名詞を

含むもの、記載が著しく長いものなどについては、一部表現を改め記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域のつながりや見守り（女性 12人、男性 8人） 

女性 20代 多くの人と交流を持つことが大切だと思います 

女性 20代 

児童虐待は、実際に自分が受けていた人が親になってから自分

の子供に虐待してしまう人が多いと聞きます。負の連鎖が昔から

今まで続いているのでしょう。身体的虐待は、親の心に余裕がな

くイライラするので抵抗しない子どもに向けられるのでしょうか

ら、家事につかれている母親や、家計が厳しい家庭には助けの手

を伸ばせるように周りが支えれば良いと思う。しかし、それをす

るにも児童相談所には人員が少なすぎるのでしょう。考えている

と堂々巡りになってしまい、簡単には結論がでません。 

女性 30代 

私たちが幼少の頃は商店街がもっと多くありました。お魚屋さ

ん、八百屋さんなど、地域のお店やさんの前を通れば、あいさつ

をしてくれたり、危ないことは注意してくれたり。今は、商店は

少なくなり、大型スーパーが便利ですが、昔のような商店でない

と、人とのつながり、つまり、人は育たないと思います。虐待と

分  類 回答者数 

①地域のつながりや見守り 

 78 人のご意見のうち 20 人と、多くの方に地

域のつながりの重要性についてご意見があっ

た。問 9の回答の傾向が表れていると思われる。 

20（女性 12、男性 8） 

②児童虐待や通報についての周知 

 周知、啓発について、通報する側、される側

についてなど、様々なご意見、ご提案があった。 

13（女性 7、男性 6） 

③子育て環境（支援）の整備 

 女性の方から実体験によるご意見、ご要望が

多数あった。 

15（女性 13、男性 2） 

④関係機関による早期発見と連携 

 児童相談所、保育・幼稚園、学校等の関係

機関の連携についてご意見があった。 

3（女性 2、男性 1） 

⑤法制度、教育、職員の意識、提案等 

 広い視野でのご意見が多数あった。 
26（女性 8、男性 18） 



なってしまう、そこまで親を追い詰めるのは、核家族化し、相談

できる人もいなければ、助けてくれるような環境がないことも原

因だと思いますので、私が思うに、地域活性がゆくゆくは 虐待

防止に通じるのではないかなと思います。 

女性 30代 

大多数が、児童虐待をする側の気持ちが理解出来ないと言うが、 

現実にたくさんの児童が辛い思いをしている。 家庭環境は様々

で、行政の権限強化にも限界はある。まずは、「自分とは関係な

い」「理解出来ない」という無関心を解消することから始めてい

きたい。 

女性 30代 

子供が幼稚園に入るまで、わたしも孤独な思いをしていました。

児童虐待はどの親子にもあり得ることだと思っています。子育て

に手を貸したい人が気軽に参加できるような支援体制を作れば、

地域住民での関わりによる虐待防止につながるのでは。 

女性 40代 

ここまでが虐待、この先が虐待というような細かい定義に捉わ

れず、子育てが大変になりすぎないように、親が社会から孤立し

ないように、そして生まれてきた大事な子どもの命を、ココロを

守るために、もっと社会や行政や、隣近所や人々が「おせっかい」

になってもいいと思います。孤立した親子は手を差し伸べても拒

否するかもしれません。それでもノックし続けないとココロを閉

ざしてしまいます。親の心を満たしたり、支えることで虐待はか

なり防げると思います。社会の風あたりが冷たいと弱い子どもへ

その矛先が向かい、虐待が起きるのを私は身近な人の様子から知

った経験があります。もっと相談しやすくて、もっと頼りになる、

そんな社会の仕組みや人々の協力があると防止に役立つのではな

いかと思います。そして一般の人々もこの防止活動にどんどん参

加出来る仕組みの構築も大事なのではないかと思います。 

女性 40代 
地域住民の意識を高めて、皆で子供を守れる環境作りが必要だ

と思います。 

女性 40代 

自分が子供の頃は、隣近所の結びつきが強く、大人の目が行き

届いていたと思うし、子供も、親だけでなく、困った時には隣近

所の大人に頼ることが出来たと思います。現在は核家族化が進み、

近所との結びつきも希薄で、正直近所にどんな人が住んでいるか

わからない事もあります。地域社会の結びつきが児童虐待の防止

に少しでも役に立てばいいと思います。でも、最近は近所の子供

に挨拶しても、挨拶が返ってこないこともしばしば。知らない人

と話してはいけないと言う指導でしょうか？その辺難しく感じま

す。 

女性 40代 

近隣の方などの声掛けが大事。子育て支援を頼みやすくする（手

続きが困難や不便を感じることで断念される方も多いと思いま

す。）できれば、２４時間体制で行っていただけると、若いお母

さんなどのサポートにも有効だと思います。 



女性 50代 

虐待がこれほど浸透している事実をニュースの事件を見るたび

に驚き、心が痛みます。生まれて子供たちが何の楽しみもないま

ま、亡くなっていった子供もいます。この子供たちを大人が守ら

なくてどうするのか。地域や学校などでの繋がりを広げ、みんな

で子供たちを見守っていきたいと思っています。虐待された子供

がまた自分の子供を虐待する親も多いと聞いています。なんとか

こういう子供たちを救いたい気持ちでいっぱいです。まとまりま

せんでしたが、何か市や町で協力できることがあれば、教えてほ

しいと思っています。 

女性 60代 

今は、核家族化にプラス共働きの家庭が多く時間的にも精神的

にもゆとりの無い毎日を過ごしていると思います。子供と向かい

合って食事や会話をしたり、地区のイベントなど親子で参加でき

る行事が増え、共に助け合いができるような社会なら、ストレス

からくる虐待は防げると思います。 

女性 60代 

通報というのは、一歩違えばおせっかいで終わる場合もあるか

もしれない。でも大勢の人が少しのおせっかいをして、周りの人

と関わり合いをもつようにしたほうが、良いと思う。 

男性 20代 
もっと人の生活に目を向けるべき。 無関心は無関心を呼ぶと思

う。 

男性 40代 

私の妹が７月に出産し、８月中旬まで、実家（私の家）にいま

した。言葉もしゃべれない状態（生まれたばかりなので）のため、

何を求めているのか（例えば、お腹がすいたとか、暑いとか）妹

も母も分からない状態の中接してきたため、暑さも重なって、妹

も母もくたくたの状態で自宅（妹夫婦の家）に戻りました。そこ

で思った事ですが、一人にしてはいけないなという事です。今後、

妹は職場復帰する予定ですが、子供をどうするかという問題があ

ります。いかに周りで支えられるか？児童虐待防止のカギになる

のではと思います。 

男性 40代 

加害者が言い訳的によく言われる「しつけ」との区別ができる

ように、周囲もまた他人事としてではなく、真摯に様子を見て注

意を配ることが大事と思います。きれいごとを口で言うように簡

単にいかない難しい問題でもありますが……。 

男性 40代 地域での見守りが大切。2012/8/28 

男性 50代 
皆が仲間意識をもって、地域と共に暮らしていけば虐待も孤独

死もなくなると思います 

男性 60代 

地域で住民相互のかかわりを深めて、児童虐待を事前予防、あ

るいは事後通報を徹底することが重要だと思います。その為に、

各町内の自治会の中に「児童虐待対策地域協力員（児童見守り隊）」

を組織化して、児童虐待リスクの高いと考えられる「生活基盤の

不安定な若い世帯」「育児不安の高そうな世帯」「転入者でまだ



近所付合いが出来てない若い世帯」等をターゲットに徹底的に見

守り活動を推進する事を提案します。 

男性 70 代以上 まずはご近所の状況に今後注目したい 

男性 70 代以上 
市民が児童虐待防止について。日ごろから関心をもち。相互の

連絡、周知が必要に思われる。 

 

 

 

②児童虐待や通報についての周知（女性 7人、男性 6人） 

女性 20代 

少子化で、格差社会で、子供を育てるには十分とは言いがたい

環境の中、虐待が色んなところで起きている事は知っています。

また、虐待事件が起きたとき、TVでは近所の人が「いつも子供の

泣き声が聞こえていた」「大人の怒鳴り声や、殴るような騒音が

した」とコメントしています。 気づいていながらも、「まさか」

と通報できない、もし違っていたら相手に迷惑だと尻込む…確か

に、赤の他人ならまだしも、近所の身近な人間を通報する事には

抵抗があります。 腑に落ちない場所に痣のある子供を見かけたと

きや、夜中に子供の鳴き声、大人の怒鳴り声が聞こえたとき、「ま

ず通報することが正義」という常識を広めるべきだと思います。

ピンクリボンについても同様ですが、象徴として何かを広める事

は遠回りに感じるため、賛同しかねます。また、使用用途の不明

瞭な類似の募金、リボンの販売等、本団体とは別に詐欺まがいの

偽物も流通しやすいため、余計に不信感を持っています。 

女性 30代 

子どもが生まれる前から、子育てに不安を感じた時、子どもに

対してイライラしてしまう等の場合、どう対処すればいいのか周

知させることも大事だと思います。 

女性 30代 
ネグレクトについても虐待であることを、もっとアピールした

ほうがいい。 

女性 30代 

育児放棄、虐待をしているからと言って児童相談所に通報とい

うのは何か気がひける。どの程度だと通報したらいいのかわから

ない。たとえば母親に甘えてきた子供を突き飛ばしたりしている

のを見かけた場合、それは虐待と思う人も、思わない人もいると

思う。こういう光景をみかけたら連絡してください、のような具

体例など記してもらえれば連絡しやすいのかもしれない。それか

ら、通報という言葉がちょっと怖いです。 

女性 40代 

オレンジリボンの所以を初めて知った。児童虐待防止の啓発運

動はＴＶや所々に張られているポスターで知っているが、自分の

身近なところで実際に虐待を受けているのでは？と思うことがな

いので、もし本当に起こったらどうしようかと惑うと思う。虐待

は子どもに一生身体の傷をつけてしまうので絶対許されない。大



人が悪いのだが、それをしてしまっている大人が心身の状態が悪

い、病的だと認識し本人も周りも治療やサポートをする必要があ

る。今はプライバシーの問題と言って、学校や地域がほったらか

しにしにしているので事態はエスカレートして子どもを救えない

危機的状況であると思う。「どの子も、どの人にとっても、子ど

もは宝。」という意識を持てれば虐待の実態は減るのではないか？ 

女性 40代 

児童虐待は見かけたり怪しいなと思ったときに第三者が通報し

てあげることが大切だと思います。知らない子でも関係ないと思

わずに気にかけてあげるようにしたいと思います。 

女性 50代 

児童虐待なのかの判断がとても難しい…それに、通報するにも

勇気が必要だと感じています。さまざまな事件やニュースを見る

と、通報するにも…もし、間違ったらとか…逆恨みされたらとか

…不安感多少なりとも皆様あるのでは？ 

男性 20代 

子育て世代への支援で児童虐待を予防することが大切だが、児

童虐待を完全に予防することは不可能だと思うので、少しでもお

かしいと思ったら通報することが大切だという事を、広く一般市

民に周知することが必要だと思う。 

男性 40代 
まずは一番身近にいる家族が重要であると思われるが、同時に

早く通報施設に連絡することも併せて重要であると考えます。 

男性 50代 

オレンジリボンという形に捉われる必要性は無いと思います。

それよりも、どのような場合に、どのような手段で対応するのか

を具体的に周知すべきです。 

男性 60代 

児童虐待について最近新聞紙上で知らされてきましたが、正直

それほど深刻に考えていませんでした。この世の中に児童を虐待

する事実が多数あるとは想像もつきません。しかし現実に弱者に

対する暴力行為が大人によりなされていることは大変深刻であ

り、われわれ大人達が常にアンテナを張り、隣近所を含め常に関

心を持ちながら児童虐待の未然防止に努める普段の意識が最重要

と考えます。 

男性 70 代以上 繰り返し、やさしく PRすべき 

男性 70 代以上 

若夫婦にその傾向があるような記事を拝読しました。 防止策と

して広報を通じて PRすることが差しあたっての方策と思います。

検討して下さい。 

 

 

 

③子育て環境（支援）の整備（女性 13人、男性 2人） 

女性 20代 
現在誰の力も借りずに子育てをし始めたばかりです。毎日が大

変の一言では片付かないくらいきつい状態です。確かに虐待は許



されることではありません。ですが、親のフォローもきちんとし

ていかないと、虐待はなくならないと思います。最終的には子育

てしやすい環境整備も必要なのではないでしょうか。 

女性 30代 

子育て中で虐待等の知識関心はあるほうですが、オレンジリボ

ンの存在は知りませんでした。虐待のニュースを見ると心が痛み

ますが、時に明日はわが身かもしれないという精神状態も理解で

きます。 子供が３歳になるまでは頻繁に病院にかかるし、市が行

っている乳幼児健診で保健士さんとお話しする機会が設けられて

おり「子育てを困難に感じることはありますか？」と声かけされ、

困った時はいつでも相談してくださいと言われますが、３歳以上

はその機会もなくなり、幼稚園小学校で相談というのもなんとな

くはばかられます。 「困難に感じていませんか？何か困っていま

せんか？」というただそれだけの言葉でも、幼稚園・保育園、小

学校を通じてアンケート形式でも親の声を聞く機会を設けたら、

困っている人の実態がわかるかもしれません。 

女性 30代 

児童虐待が起こってしまった後の対策も大切ですが、何より未

然の防止が重要だと思います。その為には、Ｑ８にも回答しまし

た通り、子育てが大変な家庭への支援を充実させることに力を入

れるべきです。 私は、県外の出身で主人以外、身近に頼れる親族

が無い状態で育児をしています。長女の出産後は、はじめての育

児に、心身共に疲れ、子どもに辛く当りそうになることもありま

したが、懇意にしてくださる近所の方に恵まれ、また生後 6か月

からお世話になった保育園の園長先生に娘の保育だけでなく、母

親の私へ精神的にサポートしてもらい、心の余裕を取り戻しまし

た。 子どもが虐待などを受ける状態になる前に、親の切羽詰まっ

た状況をサポートできるような仕組みができますように、また、

そういった仕組みを広く周知していく活動をお願いしたいです。 

女性 30代 

核家族化が進む中で、母親一人で子育てをしなければならずス

トレスを溜める方も多いと思います。少しでも子供と離れる時間

がもてれば気持ちに余裕もでるでしょうが、子供を預ける施設は

料金も高く予約が詰まっていることが多いです。もっと低料金で

預けやすい施設があればと思います。また、児童館や整備の行き

届いた公園など、子どもと遊べる施設を作ってほしいです。 現在

の児童館や公園は駐車場が少ない・遊具が充実していない・狭い・

トイレが汚いなど不便があります。 親子で外に出て他の方たちと

交流しやすくし、母子のストレスを発散させるのも児童虐待防止

になると思います。 

女性 30代 

 児童虐待は、地域の交流が減り、母親が孤立して育児している

ことに原因があると思います。虐待防止のためには、専門機関に

相談するほど大事に至らない前に、学校や幼・保育園の先生や、

地域の年上の子をもつ方、退職して自宅にいる方に、気軽に相談



できる町にしていくことが大切ではないでしょうか。そのために、

地域で子供を育てるという意識や、異世代で交流できる事業を増

やし、地域交流を活発化させることが必要だと思います。地域で

ちょっとした家庭の変化に気づくことが出来れば、児童虐待は少

なくなると思います。 

女性 40代 

虐待の連鎖や貧困、親もしくは子の障害、ひとり親家庭など、

虐待が発生する要素は複雑に絡み合っていると思います。社会福

祉を充実させて、何とかできないものでしょうか。静岡の子ども

の貧困状況はどうなっているのでしょう。経済的に安定していな

いと、気持ちにも余裕がなくなり、虐待につながると思います。  

また、産院、保育園・幼稚園、学校、医療、地域、役所の横の

連絡・つながりを密にすることで、早期対処ができる様な社会に

なってほしいです。中学・高校の学校教育の中で、虐待について

学ぶのもいいかもしれません。何故、虐待が起こるのか。特別な

人が虐待に走ってしまうのではなく、状況によっては誰でも虐待

をしてしまう可能性があること。また、どのような社会なら、虐

待を防ぐことができるのか、などなど。時間をかけて討論するこ

とは、子ども自身の将来のために有益だと思います。学習するこ

とで、自分の置かれている状況が、虐待だと気づける子どももい

るのではないでしょうか。出生直後や乳幼児期の養子縁組が一般

的になることも、虐待児を減らす案の一つではないかと考えます。 

女性 40代 

虐待は絶対に駄目です。直ちに保護するべきです。ただ、子供

を親から離すだけではなく、虐待をおこなっていた親側も助けて

あげないといけないと思います。心の闇から救ってあげないと、

また同じ事の繰り返しになってしまうと思います。 

女性 40代 

やはり最近の核家族傾向で、育児が特に母親 1 人に集中するこ

とが虐待につながっているように感じます。もっと母親を外に連

れ出すきっかけ作りを、行政が率先して行っていくべきだと思わ

れます。他県に比べて、静岡県はそのあたりが遅れているように

感じます。静岡人独特な保守的な考え方は、児童虐待をエスカレ

ートさせていく傾向があるのではないでしょうか？ 

女性 40代 

発達障害支援センターの現状調査を希望します。職員は適切な

人材が配置されていますか？「支援センターの担当長は養護教室

の用務をしていたから経験が豊富です。」などという呆れ返る回

答が市担当課からありました。利用者にアンケート等取っている

でしょうか？専門知識や資格もないのに診断的な行為をしたり、

約束を守らない、友好的に紹介できる医療機関がない等、非常識

な対応には呆れるばかりです。そういった支援センターに見切り

をつけて、周辺他県のクリニック、相談機関に高い交通費と時間

をかけて行く人もおります。なんのための静岡市の支援センター

かわかりません。形だけのモノならば不要な機関だと思います。 



発達障害は、早期発見で療育が進めば親子の関係が改善されやす

い障害でもあります。一度行ったらもううんざりというような陰

気な支援センターではなく、誰もが気軽に行けるようなセンター

になることを希望します。保育園幼稚園小学校等で早期発見して

も、その後の療育が進まない、障害を認めずに放置するでは、問

題解決にはなりません。そういうことも踏まえて支援センターの

実態調査を希望します。社会福祉法人に丸投げで、市は支援セン

ターで何が行われているのか把握されているんでしょうか？虐待

を未然に防ぐためにも、発達障害者と家族の支援のできる本物の

支援センターを切に希望します。社会福祉法人に丸投げではなく

一から立ち上げてください。被虐待児の大半が発達障害児である

の発言は過去に静岡市の児童相談所長の発言でもあります。そこ

のところを静岡市としては強く受け止めて頂きたく思います。発

達障害に関しての第一人者であられる杉山登志郎氏は、静岡出身

ではありませんか？そのような方も過去に静岡大学に在籍されて

いたのに積極的な人材登用また活用もされていない。近隣他府県

に比べて大幅に遅れを取っているのはいったいどういうことなの

でしょうか？発達障害児の増加に市は対応しきれているのでしょ

うか？それとも支援センターで門前払い的な対応をして正確な数

値を把握していないのでしょうか？これは、発達障害児・家族だ

けの問題ではありません。困っている人が相談に行っても対応で

きないのはいかがなものでしょうか？児童虐待の助長につながる

のではないでしょうか？支援センターの施設、設備は、「発達障

害者」という障害の壁を大きなものとしてしまう要因になってい

ませんか？相談室の窓に「鉄格子」が入っていて、それを隠すも

のが何もないのはいかがなものでしょうか？ 発達障害者は、「鉄

格子」の入った窓で対応するのが相応しいと支援センターまたは

静岡市はお考えなのですか？こんなところで、その上、相談員は

（一部の人だけかもしれませんが）専門知識も資格もない。こう

いうところに何度も足を運ぶ気になりますか？支援センターの現

状は、非常に残念でなりません。児童虐待防止のためにも、ご一

考いただきたい事案であります。長々と失礼しました。 

女性 50代 

過去に虐待を受けた人は虐待と躾の区別がつかない、エスカレ

ートしてゆく心を止められないと聞きます。悪の連鎖を断ち切る

為にも早期の対処が必要だと思います。子供は日本の将来を作っ

てくれる宝物の原石です。大人になって社会の負担になる様な人

材に育てても、日本の将来に良い結果をもたらす事はありません。

早期より正しい環境で日本の宝物となる子供達を増やして欲しい

です。 



女性 50代 

児童虐待は親の失業等や育った家庭環境に問題がある場合がほ

とんどだと思う。親の不安を取り除かない限り、弱い立場の子供

に向かうのだと思う。 

女性 50代 

起こった後、また、進行状態での対応策のみの行政や司法対応

では話にならん。発生してしまう根本、例えば母子家庭での母の

虐待では、その原因として、生活苦、孤立、子育ての悩み等根本

について、これを取り除ける様にすることがまず最初だと思う。 

女性 60代 

私の１６世帯の集合住宅に、数年前引っ越してきた若夫婦と幼

児２人の４人家族。時々幼児のけたたましい泣き声が聞え、気に

掛かっていました。子育てに悩んでいるのだな～と他の住人も気

にかけていたと思います。が、知りたがりのドンのような人がい

て、彼女が虐待！と通報したらしく皆の噂に…。ま、意気揚々と

応対したからだと思いますが…。私達は虐待、とは思いませんで

した。その家族も驚いたと思います。今は普通の良い家族だと思

います。子育ての横の繋がりや手助け、相談場所がもっと沢山オ

ープンにあったらいいのに。 

男性 30代 

どんな母親も、いらいらして子供にあたってしまうことがあり

ます。それが、言葉であったり、暴力になってしまったり。 両親

の苦悩のはけ口を作ってあげる事も必要。そして、両親に知られ

ず、簡単に相談できる環境を作って未然に防いでいけたらいいと

思う。 

男性 30代 

子育ては大変だと社会が認識し、虐待になってしまうケースも

ある。親が子供を育てるのではなく、社会全体で子育てしている

という認識が必要。高齢社会になり、高齢者への社会保障は確立

されてきているが、これからを支えてもらう子供たち、若者たち

への社会保障（お金等だけでなく）を確立すべきであり、人口が

減ってきている静岡市がモデル都市になろうとする事が大事では

ないか。 

 

 

 

④関係機関による早期発見と連携（女性 2人、男性 1人） 

女性 30代 

地域のつながりが、昔より薄くなっているこの時代、挨拶程度

ではわかりあえない状況。なかなか、早期発見は難しいと思う。

幼稚園や保育園の段階から、なにかしら、情報を発信受信してい

ってほしい。 

女性 30代 

啓発にお金をかけても虐待している本人は気がつかない、虐待

だと思っていない、まあこんなもんかのつもりで虐待してしまう

方もいるのでは？保健師、医療機関、保育園、幼稚園、近所など

関係を密にし、早期発見していくのがまず大切かなと感じた。 



男性 
70代以

上 

児童相談所、保育・幼稚園、学校等の関係機関の連携による早

期発見が最も必要と考えます。 

 

 

 

⑤法制度、教育、職員の意識、提案等（女性 8人、男性 18人） 

女性 20代 
児童の家庭のプライバシーの問題もあるから、なかなか簡単に

は通報しにくいと思う。 

女性 40代 

各家庭によって表現方法が異なるので、聞こえてきただけでは 

躾なのか普段通りの接し方なのか微妙な部分もあると思います。  

オレンジリボンは初めて見ました。 難しい問題ですが、通報者

が特定されないなど配慮されている点など高評価だと思います。 

女性 50代 

児童虐待のニュースを聞くたびに、悲しい思いになる。 若い親

に多いような気がする。 中学、高校の時代に男女ともに授業の中

で、悲惨な現実・後遺症の事を知らせるべきだと思う。 

女性 50代 

子供は苦しむために生まれてきたのではありません。児童虐待

のニュースを見るたび、聞くたびそう思う人は多いと思います。

ニュースの中に行政が関与していたのに死んでしまった子供の事

件も多く、もっとしっかりと対処してほしいと願います。もう、

これ以上かわいそうな子供を増やさないでください。 

女性 60代 

私の住まいは団地なので、子どもの泣き声は否応なしに入って

くる。泣き叫んでいるような時は、そのお宅に尋ねていこうと思

ったり、民生委員にお願いしようかと思ったり、落ち着かなくな

ります。通報しても防げなかった報道を何度も聞き、非道さを感

じ、心が痛みます。どんな小さな協力でも、お役に立てるのなら、

是非協力したい。 

女性 60代 

明らかな虐待は論外ですが躾け(勿論程度があります)の見極

め、その子のありようも観察する必要もあると思いますが世間の

事例等を鑑み、疑わしくは先ずは通報が大事だと思いますし通報

を受けたら取り組みを真剣に行っていただきたいと感じていま

す。 

女性 60代 

子育ての仕方？が昔と違うという何か間違った子育てがあるよ

うに思えます。世の中の変化が激しくまた格差社会傾向にあり一

概にはいえるものではありませんが大事な命、一つしかない命な

のにと思ってしまいます。マニュアルで子育てはできないと思い

ます。もっと高齢者も障害のある人も幼児も別々の施設でなくい

っしょに暮らせるところがあるといいのではないかと思います。 

女性 
70代以

上 

まず、行政側の業務の強化が先決。と申しますのは折角通報し

ても人員不足とか権限がないとかで真摯に取り扱わず、助けられ



た命をみすみす失っているからです。たとえ人員不足で多忙を極

めていたとしても、権限を超えていたとしても、子供たちの命が

失われかけていると思ったら、(なぜその担当者たちは必死で助け

ようとはしないのか)自分の時間の範囲を超えてしたって、その担

当者が死ぬ事はないのだろうに。また権限がないと助かる命と権

限を超えてでも助ける行為とをくらべたら、どっちが尊厳が深い

か、いい大人だったら判断できるのに。要するに面倒くさいこと

には手を染めようとしないずるさを感じ、そんなニュースであふ

れている世の中の異常さは目を覆うばかりだ。そんな時行政側の

回答は人員不足手が回らなかったとか、権限からはみ出ていてと

言う。全てそうだ。どうしてその中でたった一人でも良い、真摯

にその幼子の生命を己が己の子供を愛する気持ちで必死になって

助けようとはしてくれないのか。折角市民が通報しても元の木阿

弥。虐待している親に聞いたらそれは躾だからと言われ何の疑問

も持たず、現場から退散している。なぜ踏み込まないのか(家のな

んに踏み込むことではなく精神的に)!それ以上に!結果はすべて

死に至らしめられている。血も涙もあるほんとうの良い心を持っ

た行政側の人はいないのだろうか!現場の担当者、その上の管理者

そしてもっと上の管理者等に……。私は助けることのできたであ

ろう生命が失われた事例を新聞等で見るたびに、慟哭するのだっ

た。行政は規則を破ってでも事例をつくり、法を改正させるきっ

かけを作ろうとはしないのだろうか!幼い生命を守るためだった

ら規則は破られるためにあってもよいのではないか!破った規則

の後に出来た規則が素晴らしいものだったら、破ってまでもした

その行為は称賛されると思うのに……。現実の世にそんな人は稀。

私は稀でない世の中にしたい。心を充実させ、本当の優しさ、本

当の思いやり、無私の愛とは、といった啓蒙を行政や市民達の間

で四六時中すべきだと思う。皆が声を上げることのできる本当の

静岡市が出来たら素敵だと思っている。一人一人が声を出す事が

出来る行政、出た声に対して真摯に対応する事が出来る人達がい

っぱいいる行政を望む。 

男性 20代 

本来、親になる際に必要な覚悟がない親が増えているように感

じる。少子化ではあるが子育てすることの責任を、戸籍登録する

際にも印象付けることが市の機関の中でできることの一つなのか

もしれない。その上での子育て支援が道理だとは思うが、なかな

か難しい面もあるかと思う。願いとしては、子どもをつくる際に、

欲ではなく子どもを育てる気持ちをしっかりと持った親が増えて

くれることを願っている。 

男性 30代 法律で厳罰化すべき。 

男性 30代 親権の停止や縮小をフレキシブルにできるような制度を期待。 



男性 30代 

ここ最近でもとても悲惨な虐待事件が何件も発生しています。 

子育てに対する親の意識が低すぎることが原因ではないかと思い

ます。 親の教育が一番必要なのではないでしょうか。 

男性 40代 
児童虐待は犯罪だということをしっかりと認識させる。母子教

育の充実。 

男性 40代 

匿名で通報可能なのはイタズラや嫌がらせに使われるのでは？ 

通報者の情報も保存するべきだ。加害者と思われる相手に教えな

ければ良いだけだし。今のままでは通報件数だけ増えるのでは？ 

男性 40代 

一度、虐待があったなら、親元に子どもを二度と返すべきでは

ない。それと、どうしても子どもを養育出来ないと判断した保護

者からの子どもの受け入れを容易にする事。行政はいろんな面で

ハードルが高過ぎる。あと、児童施設にいる 3 歳以下の子どもは

なるべく早くに里親に引き渡す。児童施設に長々と居ては、子ど

もの人格形成における「愛着」に重大な障害を残します。 

男性 50代 本当にいたましいことです。 

男性 50代 
見て見ぬ振りだけはしたくありません。自分のこととして行動

をしたいと思います。 

男性 50代 
大人のエゴでか弱い子供を虐待するのはもってのほか。児童虐

待の疑いがあったら早めの行動をして守っていかなくては。 

男性 60代 

イジメの問題となるが、今回の大津の問題等では教育委員会の

学校評価方法の問題や、特に校長発言には言葉を失った。父兄の

方々はいかに悲惨さを感じた事でしょう。又学校評価というもの

が有るようですが、イジメの問題はどこにでも有る事を前提に、

「いかにして改善」又は「頑張っている」を評価すべきと思う。 

男性 60代 

通報があった場合、速やかに行動を起こす意識が行政にはない。 

今まで情報を受けながら何人の児童が犠牲になったことか。通報

を受けたら当局の積極的な行動体制が必要では。担当者の意識改

革を。 

男性 60代 

20前後の青少年のモラルの低さが、親になったときの虐待を生

む一つの要因になっている。このモラルを引き上げるのが長い目

で見て効果を生みだすのではないか・・・？ 

男性 60代 

虐待をしてしまった人達の心理状況を細かく調査し（なぜ虐待

に至ってしまったのか）それに対応できる教育や組織社会を作っ

て欲しい。 子供は未来があり、未来を作る事ができ 幸せになる

権利があります。 親（大人）が大事に支えてあげないといけない

と思います。 

男性 60代 

虐待の当事者にとって関係機関へ相談を掛けるのはハードルが

高いと感じている中で、周囲の人たちが状況を察して早い段階で

関係機関に情報を提供することは、問題を悪化させる以前に解決



させるために非常に有効な手段であるが、これを「通報する」「通

報者」という言葉を使うのは不適切と思う。この言葉にある陰鬱

な感じから、後ろめたさを感じて、折角の早い情報提供をためら

う人もいるのではないか。「ご近所情報」「お助け情報」「思い

やり情報」などソフトで温かみのある言葉を使って、早い段階で

の情報提供を呼び掛けてみたら如何でしょうか？ 

男性 
70代以

上 

児童虐待は特に若い夫婦に多いと思われますので、中高時代に

学科の中に組み込んで、教育の一環としてとらえていけば良いと

思います。 

男性 
70代以

上 

子供の養育の資格（認識）があるのかどうか疑問を持つような

親を TVなどで散見る。親には子供を持ったら成人まで養育する責

任と義務があることを子供の頃から教育する必要があると思う。

学校教育で道徳観念などを今より更に充実した教育をして、身勝

手な人間が育たないような社会を作るべきと思います。 

男性 
70代以

上 

今回のアンケート目的と異なる意見かも知れないが、子どもた

ち同士のいじめ問題には気を遣いたい。先生、職員会議、教育委

員会などの姿勢が子供を自殺に追い込んでいるようだからだ。教

育者本人たちの保身が判断基準とすれば、もってのほかだ。その

意味ではマークだ、パンフだという問題よりも教育当事者の心構

えづくりに傾注したい。 

 

 

 



 

児童相談所では、児童虐待についてご理解いただく出前

講座も実施しておりますのでご利用ください。今後とも児

童虐待防止にご理解ご協力をお願いします。 

アンケートにご協力いただきましてありがとうございま

した。 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

静岡市 保健福祉子ども局 子ども青少年部 児童相談所 

相談担当 電話：054-275-2871 

E-mail：jidousoudan@city.shizuoka.lg.jp 

児童相談所全国共通ダイヤル ０５７０－０６４－０００（２４時間対応） 

オレンジリボン運動 

【総括】 

静岡市児童相談所は平成１７年の政令指定都市移行と同時に開設されて以降、

児童虐待防止の啓発として、ポスターや啓発品の配布、講演会、イベントの開催

等を行ってきました。 

今回、回答いただいたアンケートの結果から、オレンジリボンが児童虐待防止

のシンボルマークであることをはじめ、「通報先」や「通報者への配慮」など「通

報」に関し周知が十分されているとは言えないことが明確になりました。 

児童相談所は、「児童虐待が疑われる」ような通報があった時には、通報があ

ったことだけで訪問するわけではなく、他の情報を含めて検討（評価）したうえ

での訪問となります。また、誰から通報があったか等は秘密として対応します。 

 このため、「もし虐待ではなかったら・・・」といった気遣いや、「誰が言った

かわかったら困る」といった心配はいりません。 

 万が一の場合を考えれば、早期発見、早期対応のために通報は、とても大切な

ことです。関係機関や近隣の方々が少しでも早く関わることで、重篤な事態にな

らずに済むこともあります。 

児童相談所では、訪問に際し通報者への配慮はもちろん、訪問する先へも配慮

した対応を心掛けています。 

「通報」が支援の始まりになるということを広くご理解してもらうための施策

も必要であると考えます。 

今回の結果を踏まえ、まずは関係機関へ早期発見の重要性の周知を進め、合わ

せて市民の皆さんに近隣の関わりの重要性も含めた啓発を広く行うことが児童

虐待防止に有効と考えます。そのため、市民の皆様や関係機関に、オレンジリボ

ンを「子どもを守るシンボルマーク」として認識いただき児童虐待防止の意識を

高めていただくことや、通報等について理解を深めていただけるような啓発方法

を検討していきます。 


