この議 事 速 報 （未 定 稿 ）は、正 規 の会 議 録 が発 行
さ れ る までの間 、審 議 の参 考 に供 す る た めの未
定稿版で、一般への公開用ではありません。
後刻速 記録 を調 査して処置 することとされ た発
言、理事会で協議することとされた発言等は、原
発言のまま掲載しています。
今 後 、訂 正 、削 除 が行 わ れ る 場 合 があ り ます の
で、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と
受け取られることのないようお願いいたします。

○冨岡委員長 次に、白石洋一君。
○白石委員 国民民主党の白石洋一です。
子供の命、そして虐待、命があったとしてもそ
の育ちをどう守っていくかということで、現場の
お声を聞いてまいりました。その現場のお声をも
とに質問させていただきたいと思います。
まず、虐待した親にはそれぞれの原因、理由が
あると思うんですね。生まれたときというのはも
う、かわいい赤ちゃん。でも、どうしてその子に
手を出すようになってしまったのか。あるいは、
生まれたときから虐待をしてしまう。それなりに
理由はあると思うんです。
耳目を集めるのは、新聞に載って、命を失った
場合。これは、早く物理的にその親と子供を引き
離せということで、その通報がどのタイミングで
行われたかとか、警察はどの時点で介入したか、
そういう物理的な隔離というのに注意が行くんで
すけれども、それ以外にもたくさんの虐待の事例
があって、その虐待一つ一つが子供の育ちを妨げ

ているということを考えれば、その理由を一つ一
つ丁寧に拾い上げていく。虐待した親に対して丁
寧に聞き取りして調査して、何にストレスを感じ
てそれに至ってしまったのかということを分析し
て、それから政策につなげていくということが必
要だと思うんです。
それは、厚労省の中だけの政策につながらない
かもしれない。いろいろな分野に至る、ほかの省
庁にかかわるかもしれない。若年出産、低学歴、
低賃金、非正規雇用、もう幾ら頑張っても、あが
いてもあがいても、そこからはい上がれない、こ
ういう社会のあり方まで見直さないといけないも
のが出てくると思うんですね。
そこで、大臣、その事案、虐待の事例を、体制
として、制度として聞き取り調査して、それを分
析し、政策につなげていく、このような制度は確
立されていますでしょうか。
○根本国務大臣 児童虐待の問題、そしてそれに
どう対応していくか。委員がおっしゃられるとお
り、やはり、どういう原因で起こったのか、その
きちんとした事実関係あるいは因果関係、原因を
含めて、こういうものをきちんと分析した上で必
要な施策につなげていく。
これは、これまでも児童虐待については累次の
法改正もありますし、我々直近でも四度にわたっ
て政府で累次の対策を各省庁を挙げて打ち出して
まいりましたが、その前提には、当然、どういう
ことで起こったのかという原因を踏まえた上での
対応策を練るということでやっております。
そして、具体的に、例えばこういうことをやっ

ております。過去の児童虐待事例を分析し、そこ
で明らかになった課題を具体的な対策につなげて
いく、これは私も今申し上げたように極めて重要
であります。
例えば、こうした分析の一環として、社会保障
審議会のもとの専門委員会において、児童虐待に
よる死亡事例等の検証を行っております。
この検証においては、養育者の心理的、精神的
な問題や家庭の地域社会との接触状況などについ
て把握するとともに、毎年数例、現地ヒアリング
を行うなど、個別事例を踏まえた分析を行ってお
ります。
このような検証に加えて、虐待を受けた子供の
生育歴や家庭状況などについて児童相談所に対し
て調査を実施するとともに、社会保障審議会のも
との専門委員会において、現場の実務に携わる有
識者あるいは社会的養護の経験者も含めて議論を
行うなど、現場、当事者の声も対策に反映できる
ように取り組んでおります。
今後、例えば今、死亡事例検証という例を申し
上げましたが、保護者の状況などを含めて、虐待
の要因等について引き続き分析を深めるとともに、
検証結果を踏まえた体制強化等の対応状況をフォ
ローアップするなど、子供の命を守る社会づくり
を全力を挙げて進めてまいります。
○白石委員 死亡事例について分析しているとい
うことなんですけれども、もちろん、死亡する、
命を失うということが一番重大な事案で、当然、
その調査分析というのは必要なんですけれども。
私が言っているのはそれだけじゃなくて、それ
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だとどうしても物理的に引き離すというところが
あるんですけれども、もっと根底のところまでそ
の理由を探るためには、虐待事例をもっと広く調
べて、それを広く社会に問うて、国民的な議論を
巻き起こしていく。審議会で、専門家、有識者だ
けじゃなくて、国民的な議論を巻き起こしていく、
そういうことが必要なんじゃないかなというふう
に思うんですけれども、御所見があればお願いし
ます。
○根本国務大臣 今、過去の児童虐待の事例を分
析するということで、今、死亡事例等の検証を行
っているということで御紹介申し上げました。
例えば、保護者がどうして子供を虐待するのか、
これは今までのいろいろな分析を踏まえて、厚生
労働省が地方自治体の職員用に作成した「子ども
虐待対応の手引き」においては、子供時代に大人
から愛情を受けていなかったこと、あるいは生活
にストレスが積み重なって危機的状況にあること、
社会的に孤立化し、援助者がいないこと、親にと
って意に沿わない子、予期せぬ妊娠、愛着形成阻
害、あるいは育てにくい子などであることなどの
さまざまな要因が複合的に絡み合って起こるもの
とされております。
いずれにしても、児童虐待に対してさまざまな
手、対策を打っているわけですが、今回の二つの
事案についてもどうしてこういうことが起こった
のかということは、現場での検証も踏まえて対策
を講じておりますが、そこは、例えば私が今申し
上げた、どうして保護者が子供を虐待するのか、
これも、やはり虐待をした保護者の意見を聞くな

どを踏まえてこういう分析をしていると考えてお
りますが、今委員御提案の保護者の意見を聞くべ
きである、私は、実態、どうしてこういうことが
起こったのかは大事だと思いますから、この保護
者の意見を聞くべきではないかということについ
ては、どのような手法で把握するかなども含めて、
今後、更に検討していきたいと思います。
○白石委員 システムとして、広く調査して、そ
してそれを広く国民、そして他の省庁も巻き込ん
で政策につなげていくようにお願い申し上げます。
次の質問ですけれども、今、児相、児童相談所
の量の拡大をしようであるとか、あるいは中核市
に一つつくるべきだとか、そういう話をしていま
すけれども、利用者目線からしたらどういうこと
になるかというと、例えば、愛媛県でいったら、
今、中予、南予、東予と三つあって、中予という
のは松山市、県庁所在地にあるわけですね。それ
が中核市になりますといっても、利用者としては、
松山にあることには間違いない、それが県の所管
になっているか松山市の所管になっているか、余
り関係ないわけです。
重要なのは、利用者の目線でいうと、そこで事
が全部ちゃんと済むのかということが大事だと思
うんです。そこで解決まで導いてくれるのかどう
か、そこに行ったんだけれども、これは所管が違
うからあっちに行ってくれこっちに行ってくれと
いって分散してしまう、これがなくなるような児
相をつくってほしいというのが利用者の声だと思
います。
そこに行ったら、児童相談所、児童福祉司だけ

じゃなくて、ほかの分野の人たちもいる、今の法
案でも連携を深めるというのはありますけれども、
一つの事例としては、大阪に子ども家庭センター
とドーンセンターというのがあって、それが非常
に、そこの中に入ったら事が全部済むらしいんで
すね。先ほどのＤＶ、家庭内暴力なんかも含めて、
全部そこで事が済む、専門家がいる、相談に乗っ
てくれるということであります。
そういったものを、都会だけじゃなくて、各県、
地方の県にも一つは、県庁所在地ぐらいにはある
べきだと思うんですけれども、大臣、いかがでし
ょうか。
○根本国務大臣 今、委員の方から、虐待とＤＶ
への相談支援、こういうものを一体的に行うべき
ではないか、こういうお話がありました。
児童虐待防止法において、児童が同居する家庭
における配偶者への暴力、これは心理的虐待とさ
れております。また、児童虐待と配偶者からの暴
力、ＤＶには一定の関連性があるという調査結果
もあります。
その意味で、配偶者への暴力が行われている状
況のもとでは、子供への虐待の制止が困難となる
場合がありますので、児童相談所と配偶者暴力相
談支援センターなどが連携して対応を行うことが
重要だと考えています。
実は、それが、支援機関、窓口、これが同一の
建物、今の委員の御意見はそういう御意見で、私
も同一の建物にあればたしかに利用者にとっても
使いやすいという気はいたしますが、同一の建物
に集約するか否か、これについては、地域におけ
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る支援体制の状況などを踏まえて、これは個々の、
それぞれの地方公共団体の判断で実施いただくこ
とになるわけでありますが、国としても連携強化
を図ることが重要と考えております。
このため、本法案においては、ＤＶ対策との連
携強化のために、婦人相談所及び配偶者暴力相談
支援センターの職員については、児童虐待の早期
発見に努めることとし、そして、児童相談所は、
ＤＶ被害者の保護のために、配偶者暴力相談支援
センターと連携協力するように努めるものとする
規定を盛り込んでおります。
○白石委員 法案でもあります、大臣おっしゃっ
た関係機関の連携強化のその一つの意味として、
ぜひ、各県一つは、物理的にそこで事が全部済む
といったことも厚労省として支援していただきた
いと要望いたします。
そして、次なんですけれども、実際、虐待事案
が出て、これは、司法上の訴追が必要になったと
します。そのときに、被害者というのは、つらい
思いを何度も思い出して人に話をしないといけな
いということはやりたくないわけであります。そ
れを、専門家が違うからそれぞれ何回も話すとい
うことは避けた方がいい、それは、特に子供の場
合は更に大事だと思うんです。それぞれの場所で
何度もつらい出来事を話さないといけない、こう
いう状況をできるだけ精神面の配慮から少なくす
るということが必要だと思うんです。
精神的な二次被害に遭わないために、司法面接
者がワンストップで、その子供、被害を受けた、
虐待を受けた子供から話を聞くというふうにする

仕組みがあると思うんですけれども、そこのとこ
ろについて答弁をお願いします。
○保坂政府参考人 御指摘のいわゆる児童虐待事
案も含めまして、検察当局におきましては、児童
が被害者等である事件につきまして、平成二十七
年の十月に最高検、最高検察庁から通知を発出い
たしまして、それは「警察及び児童相談所との更
なる連携強化について」という通知でございます
が、これに基づきまして、警察及び児童相談所と
の連携強化を進めているところでございます。
そして、児童の負担軽減、そして児童の供述の
信用性確保という観点から、警察及び児童相談所
の担当者と当該児童からの聴取の方法について担
当の検察官が協議を行った上で、そのいずれかの
代表者が児童から聴取をするなどのいわゆる代表
者聴取というものの取組を進めているところでご
ざいます。
件数について御紹介いたしますと、先ほど申し
上げた平成二十七年以降でございますが、法務省
が把握できている限りで、これまでに合計で一千
八百件以上の代表者聴取が実施されているものと
承知をいたしております。
○白石委員 代表者聴取というのがあるんだ、千
八百件以上ある。ただ、その中で、児童虐待に関
する件数というのは、きのうおとといのレクだと
把握できていないということなんですけれども、
周知徹底ができていないんじゃないかなという気
がして、今は検察の方からの答弁でしたけれども、
警察、そして児童相談所の職員さんにも、こうい
う制度があるということをもっと周知していただ

きたいなと。
これは問題提起されて、これで自殺者が出たり
して、つらい思い出を何度も話さないといけない
ということで自殺者も出ているというところから
何とかならないかと。調べてみたら、代表者聴取
というのがありますよと。これは知らなかったと
いう児童福祉司さん、おられます。
ぜひこれを周知していただくということと、そ
して、代表者というのはどのように決まるのかと
いうのも大事だと思うんですね。
周知徹底と、代表者がどのように決まっていく
のか。この点、もしお答えできればお願いします。
○保坂政府参考人 こういった代表者聴取につい
て周知がされていないのではないかというお尋ね
でございますけれども、先ほど申し上げたとおり、
平成二十七年の十月に最高検から、最高検察庁か
ら通知を発出して以降、先ほど申し上げたように、
多くの事件で代表者聴取を実施しておりますほか、
検察における研修等で、例えば厚生労働省、警察
庁、医療機関からも講師として招いて児童虐待事
案に対処するための研修を行いましたり、あるい
は、各地の検察庁における代表者聴取などの三者
連携で有益であった事例、好事例の共有というも
のを行っているなどしているところでございまし
て、検察の現場におきましては、代表者聴取の取
組というのが着実に定着しているものと承知をい
たしております。引き続き、児童の負担軽減等の
観点からこういった取組を進めていくものと承知
をいたしております。
次に、代表者聴取の場面における代表者につい
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てどのように決めるのかということでございます
けれども、これは、私どもが承知しておる限りに
おきましては、誰を代表とするかについての一律
の基準があるとは承知をしておりません。それぞ
れ個別の事件ごとに、児童相談所、警察及び検察
の担当者が協議をして、その事件の内容を踏まえ
て、児童の負担軽減、そして信用性の確保という
観点から、例えば場所も含めて適切な代表者や聴
取内容等が選定されているというふうに承知をし
ているところでございます。
○白石委員 ぜひ、被害者が誰であれですけれど
も、特に子供が被害者の場合は、この制度がある
ということを周知、更に引き続き徹底していただ
きたいと思います。
次は、専門性を高めるということがよく言われ
るんですけれども、もちろん知識は大事ですけれ
ども、この分野は経験というのが非常に大事なん
じゃないかなというふうに思います。日ごろ児童
に接している、あるいは御家庭に行っている児童
福祉司さんの人事ローテーション、やはりなるべ
く長くそこで職務をし、経験を積んでいただき、
そして、その経験を生かして、ほかの職員さんと
共有するということが行われるべきだと思うんで
すけれども、さらに、その幹部のところ、例えば
児童相談所長であるとか部長であるとか、この幹
部のところ、これは都道府県ですから地方公務員
になると思うんですけれども、そのあたりはやは
り通常のローテーション、幹部ローテーション、
通常は二年とか三年ぐらいでかわっているような
んですね。

ここのところを、やはり、モラルが下がらない
ということは配慮しながらも、なるべく長くそこ
にいて、現場の職員さんも指導してほしいという
要望があるんですけれども、大臣、このあたりは
いかがでしょうか。
○根本国務大臣 私も委員のおっしゃるとおりだ
と思います。
児童相談所の職員について、必要な専門性が確
保できるよう、計画的な人材確保、育成が図れる
ことが重要で、委員がおっしゃられるように、経
験というのは非常に大切だなと思います。
幹部職員を含む児童相談所の職員については、
各地方公共団体において採用され、選定されるも
のでありますが、児童相談所において組織として
の経験も蓄積され、引き継がれるようにする必要
があると考えています。
このため、都道府県などに通知を発出して、三
点申し上げたいと思いますが、幹部職員も含めた
個々の児童福祉司等が必要な専門性を確保できる
ような人事異動サイクルで人材配置を行うこと、
将来的に指導、教育的な立場に立つ職員の計画的
な育成をすること、積極的に、児童相談所配置経
験者の再配置や児童相談所ＯＢ職員の再任用など
を行うことなどを依頼して、自治体での工夫が進
むように取組の周知を行っております。
○白石委員 大臣、趣旨はそのようなことで、更
に現場に近いところ、さっきおっしゃった児童福
祉司等とか専門職だけじゃなくて、幹部のところ
についてもそのようなことを進めていくと。
総務省に聞きますと、職場にとどまる期間の制

限はないらしいんです。十年でも二十年でも、退
職まではできると。一応その制限はないというこ
とですので、なるべく長く、所長、部長級につい
てもいて、専門性をあるいは経験を生かしていた
だきたいということをお願いしたいと思います。
最後の質問で、これはパートさん、非正規雇用
の雇用保険の件なんです。ちょっと虐待から離れ
てしまいますが、済みません。
今、雇用保険で、その加入の条件というのは、
週二十時間以上の勤務なんですね。週二十時間以
上の勤務。一方、受給の資格については、月十一
日の出勤、月十一日の出勤というのが条件になっ
ているんです。これがある一定期間ないといけな
いということになっていて、そこにそごがあるわ
けです、物差しの違いがあって。でも、ほぼほぼ
同じでも、谷間に落ちる人が出るというのが今の
雇用保険の規定になっているんです。
もうぎりぎりのところですよ。非正規でパート
さんのみが念頭にあるんですけれども、週二十時
間といったら、大体、一日八時間勤務を標準とす
るならば、週に二・五日間ですね。それが月四週
間ということであれば、十日間になるわけです。
さっき言った受給資格というのが月十一日です
から、そこにずれがあって、そこで谷間が生じて、
どういうことが起きるかというと、雇用保険の保
険料はずっと払っているのに、ずっとパートさん
として長く、たとえ十年、二十年働いていたとし
ても、自己都合で退職するときには受給資格がな
いということが起きてしまっているわけです。こ
の物差しの違い。
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もう一つ問題なのは、パートさんは加入資格週
二十時間を上回ったり、下回ったりするぎりぎり
のところで勤務しているんですね。上回っている
ときには保険料を払う、下回っているときには停
止してください、実務的に無理です。今月は上回
るから払います、今月は下回るから払いません、
このスイッチを毎月毎月オン、オフするのは実務
上無理だと思うんですね。
この二つの問題。物差しの違いの問題と、そし
て、上回ったり下回ったり、オン、オフは実務上
難しいという点について答弁をお願いします。
○土屋政府参考人 お答え申し上げます。
雇用保険の制度におきましては、御指摘をいた
だきましたように、まず、適用の場面では、週所
定労働時間が二十時間以上の労働者の方々が適用
されるということでやっております一方で、基本
手当を受給する場合には、離職の日以前の二年間
に被保険者期間が十二カ月必要だということが要
件になっておりまして、この被保険者期間につき
ましては、月十一日以上の賃金の支払い基礎とな
る日がある月を被保険者期間として算入する、こ
ういうルールになっているところでございます。
こうした受給資格の要件につきましては、保険
制度として運用している中で、原則として、保険
料を一定期間以上納付をしているということを前
提としていることに加えまして、直近の労働の状
況、実態を確認し、これを踏まえて手当を支給す
るという趣旨からこのような要件を設けていると
ころでございます。
御指摘にあったような個別の事例についてはそ

れぞれ事情をよく精査して検討する必要があると
いうふうに考えておりますが、御指摘も踏まえま
して、適用要件あるいは受給資格要件の設定のあ
り方については、先ほど申し上げた受給資格要件
の趣旨や働き方の実態といったものも踏まえつつ、
保険料を御負担いただいている労使が参画をする
審議会、労働政策審議会の雇用保険部会におきま
して御議論いただきたいというふうに考えている
ところでございます。
○白石委員 そうですね。これは検討が必要だと
思います。さっきおっしゃった、労働の状況を踏
まえたとか働き方の実態を踏まえた、それの具体
的な計測の仕方が、加入のときには週二十時間以
上の勤務、一方、受給のときには月十一日以上の
出勤とこれがずれているということは全くもって
おかしいので。加えて、もしこれを平仄を合わせ
たとしても、パートさんでそれを上回ったり下回
ったりするというのはどういうふうに考えていけ
ばいいのかと。
働き方改革で労働時間規制が適用されて、ある
いは、厚生年金の加入資格というのもやはり労働
時間というのが物差しになる。勤務時間管理とい
うのは物すごく大事になるので、そのことによっ
て、この雇用保険も一つの例として、入ったり入
らなかったり、保険料を納めたり納めなかったり、
納めたとしても、それが、いざ、解雇のときには
もらえなかったり、こういうことにもなるので、
勤務時間管理ということをどのようにしていくか
というところもぜひ議論していただきたいと思い
ます。

これで終わりたいと思います。ありがとうござ
いました。
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