
「子どものため」「しつけ」と思って行った行為であっても、食事をあたえなかっ
たり、たたいたりして、子どもの心や体が傷つく行為であれば、それが虐待です。

未来をつくる子ども達の命を
守るために  ～ 児 童 虐 待 防 止 ～

　児童虐待は、全国的にみても児童相談所における相談

対応件数が一貫して増加しており、時には子どもの生命

を奪う重大な事件も後を絶ちません。

　飯塚市における子どもの虐待相談人数も、全国的な状

況と同様に年々増え続けており、児童虐待の防止は社

会全体で取り組むべき重要な課題となっています。

 　み        らい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     こ　　　　　　　　　　　　 たち　　　　　　  いのち

  まも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　　どう　　ぎゃく　　たい　　 ぼう　　　し

　　  じ  どうぎゃくたい　　　　ぜん こく てき　　　　　　　　　  じ  どう そうだん じょ　　　　　　　　　そう だん 

たいおうけんすう　　   いっ かん　　　　   ぞう  か　　　　　　　　　　　  とき　　　　   こ　　　　　　　　いのち  

       うば　　じゅうだい　　 じ   けん　　 あと　　   た

　　 いい づか  し　　　　　　　　　　こ　　　　　　　 ぎゃくたいそうだんにんずう　　　　  ぜん こく てき　　 じょう

きょう　　 どう  よう　　  ねん ねん  ふ　　　つづ　　　　　　　　　　　　  じ  どう ぎゃくたい　　　ぼう　し　　　  しゃ

かい ぜん たい　　　と　　　く　　　　　　　 じゅうよう　     か  だい

児童虐待とは？
《身体的虐待》
・「たたく、ける」等の暴力 など

《心理的虐待》
・言葉によるおどし、無視
・きょうだい間の差別的な
  あつかい

・子どもの前での暴力など

《ネグレクト》
（育児放棄または怠慢）
・食事を与えない
・家に閉じ込める
・車内に放置するなど

《性的虐待》
・子どもへの性行為
・子どもの前での性行為など

虐待を受けた子どもには、次のような症状があらわれることがあります。

虐待は、身体はもちろん脳にもダメージを与えるため、その後の生活に大きな影響を及ぼします。

『しつけ』と『虐待』

虐待
とは

▲

保護者（親）の中には、虐待を「しつけ」と言う人がいます。何が違うのでしょう。

【参考】 厚生労働省「子ども虐待対応の手引き」文部科学省「児童虐待への対応のポイント」

飯塚市の子どもの虐待の現状
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【児童虐待防止法では、次の 4 つに分類しています。】

件数
人数
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虐待には、どんな影響が…

いい づか  し           こ　　　　　　　　ぎゃくたい　　げんじょう

けんすう

ねん ど

〈飯塚市家庭児童相談室受付〉
いい づか  し    か   てい  じ  どう  そう だん しつ うけ つけ

   じ     どう   ぎゃく たい

   じ  どうぎゃくたいぼう   し  ほう　　　　　　　 つぎ　　　　　　　　　　ぶん るい

ぎゃく たい　　　　　　　　　　　　　　　　　 えい  きょう　

ぎゃく たい　　  う　　　　　　 こ　　　　　　　　　　　　つぎ　　　　　　　　　  しょうじょう　

ぎゃく たい　　    しん たい　　　　　　　　　　　　 のう　　　　　　　　　　　　　　　　　 あた                                                 ご　　　 せい かつ　　　おお　　　　　えいきょう　　 およ　

　　　　　　　　　　　　　           　  ぎゃくたい

さんこう　  こうせいろうどうしょう      こ　　　　　 ぎゃくたいたいおう　　  て    び　　　　もんぶかがくしょう　　じどうぎゃくたい　　　　 たいおう

    こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       おも           おこな　　　   こう  い　　　　　　　　　　　       しょくじ

　　　　　　　　　　　　　　　　                      こ　　　　　　 こころ　 からだ　  きず　　　　 こう  い　　　　　　　　　　　　　　　　  ぎゃくたい

ぎゃくたい

　　 ほ   ご  しゃ     おや　　　　なか　　　　　 ぎゃくたい　　　　　　　　　　　　　　  い　  　ひと　　   　　　　　　　なに    　ちが

外傷／体重増加不良／低身長／発育・発達が遅れる可能性 など身体的影響

自己肯定感が持てない状態／対人関係における問題 など心理的影響

安心できない環境での生活などにより、知的発達が十分得られない
可能性 など

知的発達面への
影響

 しん  たい  てき  えい きょう がいしょう　   たいじゅうぞう か   ふりょう　　  ていしんちょう　　 はつ いく    はっ  たつ       おく　　　　　か   のう せい

  じ    こ   こう てい かん　　　 も　　　　　　　　じょうたい　　 たい じん  かん けい　　　　　　　　　　もん だい

 あん しん　　　　　　　　　かん きょう　　　　  せい かつ　　　　　　　　　　　　 ち  てき  はっ  たつ　　じゅうぶん  え

  か  のう せい

 しん    り   てき  えい きょう 

  ち    てき  はっ   たつ  めん 

 えい きょう

　　　　　　　　　       とう　ぼうりょく 　こと ば　　　　　　　　　　　　　む　し

　　　　　　　　　　 かん　　 さ べつてき

　 こ　　　　　　 まえ　　　 ぼうりょく

  しょくじ  　 あた

　いえ      と　     こ

　しゃない　  ほう ち　　

　 こ　　　　　　　　せいこう い

　 こ　　　　　 まえ　  　　せいこうい

しん   たい  てき  ぎゃくたい しん    り　 てき  ぎゃくたい せい　てき  ぎゃくたい

いく  じ  ほう  き　　　　　　　 たい まん

ねん ど ねん ど ねん ど ねん ど

にんずう
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《児童相談所虐待対応ダイヤル》
※電話相談は24時間対応
※通話料無料

虐待かなと思ったらすぐ電話！

　児童相談所や警察署が事情を聴き、指導をしたり、自宅へ立ち入り調査をしたりすること

があります。

　「しつけ」を理由に、体罰をしてはいけません。暴力は暴行罪や傷害罪に問われます。

保護者（親）であることを理由に許されることはありません。 （児童虐待防止法第14条）

飯塚市の子どもを虐待から守るため、2019（平成 31）年４月から

「飯塚市の子どもをみんなで守る条例」を施行しています！

 ぎゃく  たい　　　　うたが　　　　　　　　　　　 ば     あい

 ぎゃく  たい　　　　　き

　　   じ　どう そう だん じょ　　　 けい さつ しょ　　   じ じょう　　  き　　　　　 し  どう　　　　　　　　　　　　 じ  たく　　　 た　　　  い　　    ちょうさ　　　

　　　　　　　　　　　　　　　  

                                           り　ゆう　　　　たい ばつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ぼう りょく　　ぼう こう ざい　　 しょうがい ざい　　　と

  ほ   ご   しゃ      おや　　　　　　　　　　　　　　　　　り　ゆう　　　ゆる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じ どう ぎゃくたいぼう し  ほう だい　　　じょう

 いい づか   し　　　  こ　　　　　　　    ぎゃくたい　　　　  まも　　　　　　　　　　　　　　　  　       へい せい　                 ねん　　  がつ

      いい      づか     し　　　　      こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  まも　      　　 じょうれい　　　　          
   し  こう

ぎゃくたい　　ふせ　　　　　　　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　  たい せつ

いち　　はや　　 く

虐待が疑われる場合は？

虐待に気づくために…

 ぎゃく  たい　　　　おも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  つう  こく　　　　　　　　　　　　　　　　　つう　こく　　　  いのち　　　  まも　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ぎゃく  たい　　　　 　　　　　　　　　　おも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でん　　 わ

 ぎゃくたい　　　　　　　　　　　　　　　　　    ば   めん　　　　み　　　　　　　　     とき　　　　　　  すみ　　　　　　　　　つう  こく　　　　　　　ぎ　  む

  つうこく　　　　 ひと　　 とく てい　　　　　　　　　　　　　  ひ  みつ　　 まも

  こ　　　　　　　　　  ぎゃくたい   そう  だん　　　つう  こく　　　さき

        ふくおかけん   た   がわ  じ  どう そう だん じょ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　             ぎゃくたい　　　　　    じ   かん たい おう

　　  いい づか  し   こ  そだ　　   し　えん  か　　　  か  てい  じ　どう そうだんしつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ない せん

   うけつけ　　　　げつ　     きん

　 じ　どう そう だん じょ ぎゃく たい たい  おう

　　　でん  わ　そう だん　　　　           じ　かん  たい  おう

　　　つう  わ  りょう む  りょう

虐待と思ったら…すぐ通告！あなたの通告が命を守ります

☎１８９ ●福岡県田川児童相談所　　　　
　☎0947-42-0499（虐待は24時間対応）
●飯塚市子育て支援課　家庭児童相談室　
　☎0948-22-5500（内線1117･1118） 
【受付】　月～金／ 8：30～ 17：15

●もしも、子どもについて気になったら
□ いつも子どもの泣き声が聞こえる
□ 衣服が極端に不潔である
□ 不自然なあざや傷などがある
□ 態度がおどおどしていたり、顔色をうかがう

●もしも、保護者について気になったら
□ 子どもへの叱り方が異常である
□ 家の中が乱雑で不衛生である
□ 子どもの教育に無関心、拒否的なところがある
□ 小さい子どもを家に置いたまま外出する

【虐待を防ぐには、まず気づくことが大切です。】

※通告した人が特定されないよう秘密は守られます。

虐待かもしれない場面を見つけた時は、速やかに通告する義務があります！

子どもの虐待相談（通告）先
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　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　　　　　　　　き

　　　　　　　　  こ　　　　　　  な      ごえ      き

        い ふく     きょくたん　 ふ けつ

　　　ふ　し ぜん　　　　　　　  きず

　　  たい ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かおいろ

　　　こ　　　　　　  　 しか　　かた　   いじょう

       いえ　　なか　  らんざつ　　ふ えい せい

　　  こ                きょういく　　  む かんしん　　 きょ ひ てき

　　  ちい　　　　 こ　　　　　　  いえ　　  お　　　　　　　　 がいしゅつ

　　　　　　　　　　　　ほ    ご  しゃ　　　　　　　　　  き


