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＞豊島区子ども若者総合相談＜ 

【アシスとしま】 

み┃ん┃な┃で┃ア┃シ┃ス┃ト┃♪┃ 
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第９号 

令和元年 11月 5日発行 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【お詫びと訂正】 

令和元年 10 月 22 日に配信いたしました第 8号メールマガジンにて、「11月イベント情報」の講師名

に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。 

 

正しくは、「山下敏雅さん」です。 

 

（誤）山下敏夫さん（豊島区子どもの権利擁護委員） 

（正）山下敏雅さん（豊島区子どもの権利擁護委員） 

 

誠に申し訳ございませんでした。 

 

―――以下、イベント情報再掲です――― 

 

豊島区若者支援事業 

「東アジア文化都市 2019 豊島 映画からみる若者文化のミライ」 

 

映画で描かれる若者像を通して、「関係性」や「つながり」に焦点をあてながらこれからの若者支援

についてともに考える。 

 

深田晃司さん（映画監督）と山下敏雅さん（豊島区子どもの権利擁護委員）による対談。 

進行は、ブックカフェコーディネーター幅野裕敬さん。 

 

■日時：令和元年 11月 6日（水） 午後 7時～午後 8時 30 分 

□場所：みらい館大明ブックカフェ 

■対象：高校生からおおむね 40代までの方 

□定員：30名 ※先着順 

■申込：電話か Eメールでブックカフェへ。直接窓口申込も可。 

□電話：080-4796-3693（月～木曜日午後 4時～午後 8時/土・日曜日・祝日午後 1時～午後 6時） 

■Eメールアドレス：taimei.bookcafe@gmail.com 



 

――――――≪ も く じ ≫―――――― 

 

[1]今月のキーワード【児童虐待①】 

[2]11 月イベント情報 

[3]次回予告♪ 

[4]リンク集 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

[1]今月のキーワード【児童虐待①】 

 

今月（11月）は児童虐待防止推進月間です！ 

そこで、本号と次号の 2回にわたり、児童虐待についてクイズ形式でお伝えしていきます。 

 

――――――≪ 第 １ 問 ≫―――――― 

 

児童虐待は 5種類に分けられる。○か×か。 

 

【答え】× 

身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の 4 種類。 

 

――――――≪ 第 ２ 問 ≫―――――― 

 

児童虐待で最も多いのはなに？ 

 

【答え】心理的虐待（55.3％） 

次いで、身体的虐待（25.2％）、ネグレクト（18.4％）、性的虐待（1.1％）。 

※平成 30年度速報値 

平成 30 年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数（速報値）参照 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190801_00001.html 

 

――――――≪ 第 ３ 問 ≫―――――― 

 

虐待を受けている子どもや虐待をしている保護者に見られる特徴は？ 

 

【答え】以下の項目に一つだけでなく、複数該当したり、頻繁に見られたりする場合には虐待が疑

われる。 



①子どもについて 

・子どもの泣き叫ぶ声が頻繁に聞こえる。 

・不自然な外傷（あざ、打撲、やけどなど）が見られる。 

・表情が乏しく活気がない。 

・衣服や身体が極端に不潔である。 

・ひどく落ち着きがなく乱暴、情緒不安定である。 

・食事に異常な執着を示す。 

・夜遅くまで遊んでいたり、徘徊している。 

・理由もなく、保育園や学校を休みがちである。 など 

 

②保護者について 

・子どもを怒鳴りつける声がよく聞こえる。 

・小さい子どもを家に置いたままよく外出している。 

・子どもの養育に関して拒否的、無関心である。 

・子どもを甘やかすのは良くないと強調する。 

・気分の変動が激しく、子どもや他人にかんしゃくを爆発させることが多い。 

・子どものケガや欠席について不自然な説明をする。 

・子どもがケガをしたり、病気になっても医者に診せようとしない。    

・地域や親族などと交流がなく、孤立している。 など 

 

※「虐待かな？」と思ったら。（東京都福祉保健局 HP より）参照 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jicen/gyakutai/leaf_txt.html 

 

――――――≪ 第 ４ 問 ≫―――――― 

 

児童相談所全国共通ダイヤルの電話番号は？ 

 

【答え】189（いちはやく） 

すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号。 

児童相談所全国共通ダイヤルにかけると近くの児童相談所につながる。 

例えばこんなとき… 

・あの子、虐待を受けてるかも… 

・子育てが辛くて、つい子どもにあたってしまう 

・近くに子育てに悩んでいる人がいる など 

 

※児童相談所全国共通ダイヤルについて（厚生労働省 HP より）参照 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/gyakutai/ 

 



――――――≪ 第 ５ 問 ≫―――――― 

 

児童相談所への通告・相談は、自分の名前を言う必要がある。○か×か。 

 

【答え】× 

通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は守られる。 

虐待を疑い通告をした結果、たとえ虐待ではなかったとしても、連絡をした人の責任が問われるこ

とは一切ない。 

 

 

《次号（11/19配信予定）につづく…》 

 

※参照：児童虐待防止対策（厚生労働省 HP） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index.html 

 

―――――――――――――――――――― 

児童虐待、子育て等に関する相談・情報など 

―――――――――――――――――――― 

 

●東京都福祉保健局 

児童虐待を防止するための LINE相談「子ゴコロ・親ゴコロ相談@東京」 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/katei/linesoudan.html 

 

【豊島区では…】 

 

●虐待等子どもの権利に関する相談（東部子ども家庭支援センター） 

http://www.city.toshima.lg.jp/265/kosodate/kosodate/shiencenter/001743/011897.html 

 

●育児相談 

http://www.city.toshima.lg.jp/kosodate/kosodate/sodan/index.html 

 

●豊島区子育て情報ハンドブック（デジタルブック版） 

http://www.city.toshima.lg.jp/265/kosodate/kosodate/shiencenter/joho/030866.html 

 

●豊島区子育て支援携帯サイト「とことこ」 

http://wagmap.jp/tokotoko/portal/index.asp 

 

●子育て応援サイト「ママフレ」 



https://toshima-city.mamafre.jp/ 

 

●教育に関する相談 

http://www.city.toshima.lg.jp/392/kosodate/inkai/soudann/1506301323.html 

 

●相談一覧（豊島区） 

http://www.city.toshima.lg.jp/guide/sodan/index.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

[2]11 月イベント情報 

①「ちゃんとしりたい ネット依存・ゲーム障害」～その重症化予防と回復のために～ 

 

ネットゲーム依存は意思が弱いから、なるのではありません。その根っこにあるものはなんなのか？ 

 

■日時：令和元年 11月 18 日（月）午後 2時 30分～午後 4時 30分 

□場所：池袋保健所 1階 講堂（豊島区東池袋 4-42-16） 

■講師：周愛荒川メンタルクリニック 部長 八木眞佐彦氏 

□対象：区内在住・在学・在勤の方 

■定員：先着 40名 ※定員になり次第締切 

□費用：無料 

■申込：電話か FAXで 池袋保健所 健康推進課 精神保健グループへ 

□電話：03-3987-4231 

■FAX：03-3987-4178 

 

詳しくは、池袋保健所 健康推進課 精神保健グループへお問合せください。 

以下は、豊島区役所 HPへとびます。 

http://www.city.toshima.lg.jp/222/1908291431.html 

 

―――――――――――――――――――― 

 

②中央図書館特集展示 

10 月 26日（土）から、豊島区立中央図書館で 

特集展示を行っています。 

 

今回は、 

★中高生センタージャンプによる、「イマドキ」の中高生 

★子ども若者課による、子どもの権利 



★子育て支援課による、児童虐待防止 

など、それぞれのテーマに沿った展示や本の選出が行われています。 

 

中高生センタージャンプの展示コーナーでは、利用者の中高生が選んだ本や、日常の様子などが展

示されており、 

「イマドキ」の中高生を知ることができます。展示期間は 11月 21日（木）までです。 

ぜひご覧ください！ 

 

■日時：令和元年 10月 26 日（土）～11月 21日（木） 

□場所：豊島区立中央図書館 4階入口付近の展示コーナー 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

[3]次回予告♪ 

第 10 号は 11 月 19日（火）配信予定です。 

①今月のキーワード【児童虐待②】 

②11月イベント情報 

※内容等は予告なく変更となる場合があります。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

[4]リンク集 

・豊島区子ども若者総合相談「アシスとしま」 

 http://www.city.toshima.lg.jp/429/asistoshima/asistoshima.html 

・豊島区立中高生センタージャンプ 

 http://www.city.toshima.lg.jp/229/kosodate/kosodate/hokago/1502161607.html 

・子どもの権利委員会 

 https://www.city.toshima.lg.jp/229/kuse/shingi/1801241614.html 

・豊島区子どもの権利擁護委員の山下敏雅弁護士のブログ 

 http://ymlaw.txt-nifty.com/ 

・としま子ども学習支援ネットワークリーフレット（PDF） 

 http://www.city.toshima.lg.jp/164/kenko/sekatsu/documents/tokonetto.pdf 

・としま子ども食堂ネットワーク 

 http://www.city.toshima.lg.jp/kosodate/kosodate/kodomosyokudo/index.html 

 https://toshimakodomosyoku.wixsite.com/home 

・虐待等子どもの権利に関する相談（東部子ども家庭支援センター） 

 http://www.city.toshima.lg.jp/265/kosodate/kosodate/shiencenter/001743/011897.html 

・豊島区子育て情報ハンドブック（デジタルブック版） 



 http://www.city.toshima.lg.jp/265/kosodate/kosodate/shiencenter/joho/030866.html 

・豊島区子育て支援携帯サイト「とことこ」 

 http://wagmap.jp/tokotoko/portal/index.asp 

・子育て応援サイト「ママフレ」 

 https://toshima-city.mamafre.jp/ 

・教育に関する相談 

 http://www.city.toshima.lg.jp/392/kosodate/inkai/soudann/1506301323.html 

・相談一覧（豊島区） 

 http://www.city.toshima.lg.jp/guide/sodan/index.html 

・豊島区立東池袋フレイル対策センター 

 https://www.city.toshima.lg.jp/167/kenko/koresha/kaigoyobo/1903181809.html 

・としま出前講座 

 http://www.city.toshima.lg.jp/134/bunka/shogai/gakushu/003373.html 

・いたばし子育て情報サイト 

 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/sub04/ 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

最後までお読みいただきましてありがとうございました♪ 

みなさまからのご意見・ご要望は、下記アドレスまで、お寄せください。 

 

発行：豊島区子ども家庭部子ども若者課 

電話 03-4566-2475 メール A0017309@city.toshima.lg.jp 

Copyright（C）豊島区 All rights reserved 

掲載記事の無断転載を固く禁じます。 

※このアドレスは配信専用です。返信いただいても対応することができません。 

 

本メールは豊島区メールマガジンにご登録いただいたお客様に、豊島区子ども若者総合相談アシス

としまから配信しています。 

※このアドレスは配信専用です。返信いただいても対応することができません。 

メール配信を希望されない方は、お手数ですが本文最下部の URL をクリックして、配信停止の手続

きをしてください。 


