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資料３ 地方公共団体の検証実施状況等について 

 

平成 19 年の児童虐待防止法の改正により、重大な子ども虐待事例に対する調査研究

及び検証が国及び地方公共団体の責務として規定され、平成 20年４月から施行された。 

 今回、第７次報告を取りまとめるにあたり、第６次報告で対象とした事例（平成 20

年４月１日から平成 21年３月 31日）と第７次報告で対象とした事例について、以下の

とおり地方公共団体による検証の実施状況等（平成 22 年 10 月１日現在）を調査した。 

 

〈調査概要〉 

１ 調査対象 

 都道府県、指定都市、児童相談所設置市（69地方公共団体） 

２ 回答状況 

 69地方公共団体から回答を得た。 

３ 調査方法 

 ｢虐待を受けた児童の安全確認・安全確保及び児童虐待による死亡事例等の検証等に

ついて｣（平成 20年 8 月１日雇児総発第 0801002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総

務課長通知）に基づき調査した結果について、その後の状況調査を地方公共団体の児童

福祉主管部（局）に依頼した。 

 

１．地方公共団体の第三者検証の実施状況 

第７次報告において虐待死事例での第三者で構成される委員会等による検証の実施

率は 44.7％であり、第７次報告では関与事例が増加しているため実施率は増加した。

また、第６次報告で対象とした虐待死事例で、児童相談所又は市町村が関与した事例に

ついての検証は、第６次報告（平成 22 年７月）後に検証が行われ、全例で検証が行わ

れている。 

また、主な関係機関の関与があった事例の検証の実施率については、虐待死事例では、

児童相談所の関与事例、市町村の関与事例ともに 91.7％であった。 

第７次報告において心中事例の第三者で構成される委員会等による検証の実施率は

10％であり、主な関係機関の関与があった事例の検証の実施率については、児童相談所

の関与事例が 50％、市町村の関与事例が 25％であった。 
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表１ 第６次報告及び第７次報告で対象とした事例（虐待死）の第三者検証の実施状況 

 

 

表２ 第６次報告及び７次報告で対象とした事例（心中）の第三者検証の実施状況 

 

 

 検証の実施についての判断基準を調査したところ、多くの自治体では、特に定めてお

らず、事例毎に判断していた。特に関係機関の関与がない事例については、検証実施可

能性及び必要性から判断し、関係機関の関与がない事例の場合、関与できなかった原因

の解明や、どうすれば支援に繋がるかについての検証を行うという自治体がみられた。 

そのほか、関係機関の関与がないものや心中事例については検証しないとする自治体

や、その他事例の社会的な影響を考えて判断するという自治体がみられた。 

 

 

２．地方公共団体の検証組織の設置状況 

検証組織については、平成 20年６月の｢第１次報告から第４次報告までの子ども虐待

による死亡事例等の検証結果総括報告｣において、地方公共団体が行う検証が適切に運

営されているかを国が確認する必要があると提言されており、第６次報告において、各

都道府県、指定都市、児童相談所設置市における児童虐待による死亡事例等の検証組織

等の設置状況等を把握し、｢地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の検証機

関等の設置状況等について｣として取りまとめた。 

 第７次報告においても、引き続きその後の検証組織等の設置状況等について調査し取

りまとめた。 

 

実施件数

（実施中を含む）

実施数 19 64 29.7%

児童相談所の関与事例 7 7 100%

市町村の関与事例 3 3 100%

実施数 21 47 44.7%

児童相談所の関与事例 11 12 91.7%

市町村の関与事例 11 12 91.7%

例数 実施率

第
６
次

第
７
次

実施件数

（実施中を含む）

実施数 4 43 9.3%

児童相談所の関与事例 1 2 50%

市町村の関与事例 1 1 100%

実施数 3 30 10%

児童相談所の関与事例 3 6 50%

市町村の関与事例 1 4 25%

第
６
次

第
７
次

例数 実施率
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（１） 検証組織の設置状況 

 検証組織を設置している地方公共団体は、66か所（95.7％）であり、常設は 55か所

（設置している地方公共団体のうちの 83.3％）であった。 

 設置していない地方公共団体は３か所（4.3％）であり、２か所は、平成 22 年度以内

に設置予定であった。 

 

表３ 検証組織の設置状況 

 

注１） 設置している地方公共団体（66）に対する割合。 

注２） 設置していない地方公共団体（３）に対する割合。 

 

（２）検証組織の設置形態 

 検証組織の設置形態は、児童福祉審議会の下部組織として設置している地方公共団体

が 23か所（34.8％）、地方社会福祉審議会の下部組織として設置している地方公共団体

が 33か所（50.0％）であった。 

 

表４ 検証組織の設置形態注３） 

 

 注３）検証組織を設置している地方公共団体（66）によるもの。 

 

自治体数 設置／未設置率

設置 66 95.7%

内訳 常設 　　　　55 83.3%

事例毎に随時設置 　　　　11 15.9%

未設置 ３ 4.3%

内訳 今年度内に設置予定 　　　　２ 66.7%

次年度に設置予定 　　　　0 0.0%

時期未定だが設置予定 　　　　0 0.0%

設置予定なし 　　　　1 33.3%

69 100%

設置状況　　

合計

注１

注２

設置状況 自治体数 構成割合

児童福祉審議会の下部組織として設置 23 34.8%

地方社会福祉審議会の下部組織として設置 33 50.0%

その他 10 15.2%

合計 66 100.0%
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（３）設置要綱等の有無 

 検証組織を設置している地方公共団体のうち、設置要綱等があるのは、42か所（71.2％）

であった。 

 

表５ 検証組織の設置要綱の有無注３） 

 

 

（４）検証対象の範囲 

 検証組織を設置している地方公共団体のうち、検証組織が検証する対象の範囲を定め

ているのは、31か所（47.0％）であった。 

 

表６ 検証範囲の設定注３） 

 

 

（５）検証組織の構成員 

 検証組織を設置している地方公共団体のうち、検証組織の構成委員数が最も多いのは

13 人、最も尐ないのは５人であり、構成員数が５人規模の組織が最も多かった。 

 

表７ 検証組織の構成委員数注３） 

 

 

 

 

設置要綱の有無 自治体数 構成割合

あり 47 71.2%

なし 19 28.8%

合計 66 100%

検証対象の範囲の定め 自治体数 構成割合

定めている 31 47%

定めていない 35 53%

合計 66 100%

委員数　

最小値 5

最大値 13

最頻値 5

中央値 6
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 検証組織の構成委員は、全国で 399 人であり、その内訳は、多い順に、大学等の教育

研究機関の教員、研究者（医師、保健・公衆衛生関係の教員、研究者を除く）が 98 人

（24.6％）、医師が 96人（24.1％）、弁護士が 65人（16.3％）であった。 

 

表８ 検証組織の構成委員の職種・所属等注３） 

 

注４）  医師、保健・公衆衛生関係の教員、研究者を除く。 

注５） 大学等の研究教育機関の医師を含み、保健・公衆衛生関係の医師を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職種、所属等（ＯＢ等を含む） 人数 構成割合

大学等の教育研究機関の教員・研究者　注４） 98 24.6%

医師　注５） 96 24.1%

弁護士 65 16.3%

児童福祉施設関係（協議会等を含む） 36 9.0%

民生委員・児童委員（協議会等を含む） 23 5.8%

保健・公衆衛生関係 15 3.8%

保育所関係（保育協議会等） 12 3.0%

小学校・中学校の校長会 8 2.0%

家庭裁判所関係（調査官等） 5 1.3%

児童相談所関係 5 1.3%

里親会 5 1.3%

警察 4 1.0%

母子寡婦福祉連合会 3 0.8%

知的障害者福祉関連団体 3 0.8%

その他 21 5.3%

計 399 100%



138 

 

表９  「大学等の研究機関の教員・研究者」の内訳注３） 

（医師、保健公衆衛生の教員、研究者を除く） 

 

 

表１０ 医師の内訳注３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学等の教育研究機関の教員等の専門 人数 構成割合

社会福祉分野 31 31.6%

児童福祉分野 23 23.5%

心理部門（児童心理、臨床心理を含む。） 24 24.5%

教育部門 9 9.2%

保育部門 1 1.0%

その他（専門が不明の場合を含む。） 10 10.2%

合計 98 100%

医師の専門 人数 構成割合

小児科医 44 45.8%

精神科医 31 32.3%

児童精神科医 10 10.4%

法医学（監察医、解剖医を含む。） 2 2.1%

産婦人科 1 1.0%

保健・公衆衛生関係 1 1.0%

その他（不明も含む） 7 7.3%

合計 96 100%
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表１１ 「その他」の内訳注３） 

 

 

表１２ 「大学等の教育研究機関の教員」、「医師」、「弁護士」の配置状況注３） 

 

 

 

 

 

 

その他の内訳 人数

社会福祉協議会 2

人権擁護委員等 2

臨床心理 2

医療ソーシャルワーカー 1

高校教師 1

地域女性団体 1

県職員ＯＢ（児童相談所以外） 1

新聞社 1

助産師 1

ＮＰＯ（虐待関連） 1

ＰＴＡ協議会 1

育成会 1

子ども会 1

子育てネット地域連絡協議会 1

学識経験者 1

未定 3

計 21

自治体 構成割合

大学等の教育研究機関の教員・研究者 61 92.4%

弁護士 64 97.0%

医師を配置 65 98.5%
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３．地方公共団体の検証における提言に対する取組状況 

第６次報告において、地方公共団体が行う検証を意義のあるものにするために、検証

報告で示された提言における地方公共団体の取組状況を国は把握するべきであると提

言されている。これに基づき、平成 20 年４月から平成 21 年３月までに地方公共団体

が実施した検証における提言に対する取組状況について把握し、表 13 のとおり取りま

とめた。 
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表１３ 地方公共団体（都道府県・政令市）の検証における提言に対する取組状況   

※ 有効回答のあったものについて一覧表にまとめたもの。  

地方公共団体／ 

事例 
提   言 具体的内容 

Ａ／ 

身体的虐待事例 

「子どもの見守り体制の強化」 ・「乳児家庭全戸訪問事業」の実施や、「まちかど子育てサポートルーム」、「子どもル

ーム」等の子育て支援の交流拠点の設置箇所数を増やした。 

 「施設内事件・自己対応のマニュアル

作成」 

・児童相談所、管内児童養護施設と協議を重ね、「児童福祉施設等における人権侵

害事案等対応マニュアル」を作成。 

・被措置児童が人権侵害等を受けた際の相談を受ける「子ども相談フリーダイアル」

を設置。 

 「関係機関の体制整備について」 ・よりきめ細やかにケース対応ができるよう子ども相談所職員を増員配置。 

・関係機関との連携強化を図るため、子ども相談所に設置していた「子ども虐待防止

ネットワーク事務局」を本庁子ども家庭課へ移管。 

Ｂ／ 

身体的虐待事例 

「アセスメント・一時保護及び家庭復帰

の判断」 

・各児童相談所で、全職員に子ども虐待対応の手引きについて徹底を図った。 

・平成２０年度、児童相談所が行った一時保護（委託）と一時保護（委託）解除の実態

調査結果に基づき、｢被虐待児一時保護解除アセスメントシート｣を作成し、各子ども

家庭センターで共有し、解除時にアセスメントに活用している。 

 

  ・平成19年度より継続している｢家族再統合支援事業｣の保護者支援プログラム実施

結果を踏まえ、家族再統合支援についての検討を実施。 

 「児童虐待アセスメントツールの活用」 ・児童相談所が改訂した｢アセスメントシート｣を｢Ｂ県市町村児童家庭相談援助指針｣

に掲載し、｢平成21年度市町村児童家庭相談担当者スキルアップ研修｣においても

事例を交えて共有。 

 「安全確認のあり方・ケースの進行管

理」 

・市町村児童家庭相談担当者スキルアップ研修会において、援助指針の内容の徹

底を図った。 

・平成20年度に市派遣職員とともに、｢Ｂ都道府県市町村児童家庭相談援助指針｣の

改訂・充実を図った。 

 「モニタリングの依頼のあり方」 ・平成21年度から児童相談所が子どもの所属する機関及び児童委員に見守りを依

頼する際文書を活用し、目的・方法・頻度・緊急時の連絡方法、定期的な報告や情

報提供についての時期・項目等を明確に示している。 

 「要保護児童対策地域協議会の強化」 ・｢Ｂ都道府県市町村児童家庭相談援助指針｣において、要保護児童対策地域協議

会におけるケースの進捗管理とリスクアセスメントについて児童相談所の役割を明

確にしている。 

・各市町村の実状に応じて、児童相談所がケース会議の開催の判断について協議し

ている。 

・実務者会議の開催頻度や運営のあり方について、内容例とともに、具体的な手法

について｢市町村児童虐待防止マニュアルモデル版｣に示している。 

 「児童相談所の体制強化」 ・虐待対応業務の実態を調査・分析の上、スーパーバイズ機能強化や虐待対応件

数等を考慮し、平成21年度から児童相談所の虐待対応課に計５名増員。 

・虐待対応体制及び虐待を受けた子どものケア体制を強化するために、平成22年度

から中央児童相談所に課長補佐を各課1名、3課に配置。 

 「危機介入援助チームの体制整備」 ・平成20年度に大学の法医学教室に対して協力を依頼し、2名の法医学教室教授を

チーム委員医師として委嘱し、子どもの受傷を専門に診断する医師を2名から4名に

増員。 

 「児童相談所と児童虐待等危機介入援

助チーム委員医師との連携のルール

づくりと徹底」 

・平成20年度に作成した｢児童虐待等危機介入援助チーム医師への診断依頼フロ

ー｣を｢子ども虐待対応の手引き｣に加筆し、各児童相談所で共有し実施している。 

 「通告元医療機関との連携」 ・通告元医療機関との連携について考え方を整理し、児童相談所｢子ども虐待対応

の手引き｣に加筆し、各児童相談所で共有し実施している。 



142 

 

 「市町村との連携・支援」 ・児童相談所が改訂作成した｢アセスメントシート｣を｢市町村児童家庭相談援助指

針｣に掲載し、市町村の児童家庭相談担当者対象の研修で共有。 

・市町村保育担当者に通報と児童相談部署によるアセスメントの実施について共

有。 

・児童相談所と市町村が協働でアセスメントを実施するケース会議や、台帳整理の

会議を実施。 

・モニタリングの手法について研修等で共有。 

・各児童相談所において、管内市町村との意見交換会やブロック会議を実施し、課

題の共有化を図る。 

 「子どもの所属機関との連携」 

 

・平成20年度に｢Ｂ県市町村児童家庭相談援助指針｣の改訂・充実を図った。 

要保護児童対策地域協議会の中で、具体的に見守り確認について依頼するととも

に、議事録で明文化するよう努めている。平成21年度から、児童相談所が子どもの

所属する機関及び児童委員に見守りを依頼する文書を活用している。  「見守りの実効性の確保」 

 「市町村児童家庭相談に対する支援」 ・Ｂ都道府県市町村児童家庭相談担当者スキルアップ研修会については、平成20年

度に続き平成21年度においても、厚生労働大臣の定める児童福祉司任用資格取得

のための講習会と位置づけ、24講座からなる研修を実施。 

・児童相談所において、市町村児童家庭相談担当者に対し、受け入れ研修や調査

面接によるアセスメント等の研修などを実施。 

「市町村支援のための児童相談所の組

織体制・機能の強化」 

・上記と同じ。  

Ｃ／ 

身体的虐待事例 

「ケース進行管理の徹底」 ・Ｈ20年6月に「児童虐待対応の判断と実施手順」を定め、その手順に沿った取組み

を徹底。その中で、全ての在宅の虐待ケースについては、最低月に1回は安全確認

と再評価を行うこととした。 

 「職員の専門性向上の取組」 ・外部アドバイザーによる助言指導。 

・他府県児童相談所への派遣研修（Ｈ20年度は2名）。 

・弁護士による相談体制の整備、児童福祉法第28条による法的手続きの弁護士へ

の依頼。 

 「児童相談所運営指針に沿った業務の

見直し」 

・｢Ｃ都道府県市町村児童家庭相談マニュアル｣の作成（Ｈ20.11）。 

 「児童相談所職員の増員」 ・相談体制の強化のため、順次職員を増員。 

Ｄ／ 

身体的虐待事例 

「県及び市町村児童家庭相談体制の充

実」 

・都道府県児童相談所職員の増員 （H21年度：2名、H22年度：1名）。 

 「関係者（職員）に対する児童虐待の研

修と連携（虐待の定義・通告など法律

知識と基本的対応・援助）の徹底」 

・児童虐待の防止・支援事業（学校・母子保健その他関係機関のスキル向上と連携

強化のための研修）の実施（H21～）。 

 「要保護児童対策地域協議会の設置

促進と機能強化」 

・H22年度中に県内全市町村において要保護児童対策地域協議会設置。 

 「市町村が抱える対応困難なケースに

対する専門チーム（医師・弁護士・学識

経験者等）派遣によるコンサルテーショ

ンの実施」 

・「スーパーアドバイスチーム」の設置・派遣（H21年度～）。 

 「親子分離を図らなければならないよう

な深刻なケースに迅速に対応するた

め、児童相談所の一時保護所充実」 

・都道府県児童相談所施設整備の検討（H22年度～）。 

 「すべての県民に対する知識の啓発」 ・オレンジリボンキャンペーンの継続（H20年度～）。 

Ｅ／ 

身体的虐待事例 

「要保護児童対策地域協議会の活性

化」 

・各協議会において検証結果を題材とした事例検討を行うとともに、協議会の問題点

等の点検を実施。 

 「ケースに対する組織的な進行管理の

徹底」 

・市町村における児童相談所

機能の強化。 

協議会の調整機関である市町村職員を対象とし

た検証を実施。 
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  ・児童相談所における組織的

進行管理の強化・充実。 

児童相談所において活用しているリスクアセスメ

ント指標を改訂。 

  ・取扱い事例の再点検。 児童相談所において検証会議を開催し、対応能

力の向上を図った。 

取扱い中の事例について、再点検を実施。 

Ｆ／ 

身体的虐待事例 

「家庭復帰のための専門的判断・指導

の実施」 

・家庭復帰等評価委員会を各児童相談所に設置。 

・実務者手帳の改訂、県外研修を受けた職員による他の職員へのフィードバック研

修の実施。 

 「児童相談所の相談支援体制の強化」 ・児童福祉司の増員（平成20年度に比べ3名増） 

・平成21年度から児童福祉専門調整員を各児童相談所に配置。 

・平成21年度に児童相談所（分室）を独立。 

・児童虐待等対応専門アドバイザー（医師・弁護士等）の家庭復帰等評価委員会へ

の参画や研修での活用。 

 「地域における行政関係機関等が一体

となった親子への指導や見守り」 

・48時間以内に目視による児童の安全確認の徹底。 

・平成21年度に児童家庭支援センターの増設（2カ所から5箇所へ）。 

・平成21年度に市町専門職員研修の実施。 

Ｇ／ 

新生児の殺害・遺棄

事例 

「関係機関との連携」 ・要保護児童対策地域協議会の代表者会議について、従来は市町村内で１つであ

ったものを、市町村内各区の代表者会議を設置。 

（各区の関係者がより身近な問題として課題を共有し、連携を図りやすくなった。） 

 「望まない妊娠についての相談窓口の

周知」 

・従来の女性相談窓口に加え、母子保健分野での妊娠・出産、思春期、更年期など

の相談に保健師がこたえる女性専用相談電話を設置。 

 「市民が気軽に相談できる体制の周

知・強化」 

・全区役所内に健康づくり課を設置し、相談のしやすさや関係部署との連携の図りや

すさについて改善。 

 「育てられない子どもを妊娠した場合の

制度等についての周知」 

・里親などの制度について相談機関職員への研修を実施。 

 「関係機関の対応力の強化と研修の充

実について」 

・対応職員と上司の理解や知識を高めるための研修会、連絡会を実施。 

Ｈ／ 

身体的虐待事例 

「関係機関の連携強化」 

「広報活動の充実」 

「相談及び訪問活動の確率」 

「リスク要因の把握」 

・関係機関の連携強化のため、市町村要保護児童対策地域協議会の設置促進を図

り、全市町村で虐待防止のネットワーク設置。 

・相談体制の充実のため、市町村職員等を対象とした研修会において検証報告書を

活用し、関係職員の資質の向上に努めた。 

Ｉ／ 

身体的虐待事例 

「虐待予防の観点の浸透」 ・市町村母子保健事業におけ

る虐待予防の観点の浸透。 

・I 都道府県主催で各市町村母子保健担当者に

対し、研修会を実施。 

 「支援に関わる職員の資質向上」 ・上記研修にあわせて実施。 

 「児童虐待・DVに関する研修の充実」  ・各市町村要保護児童対策地域協議会や各保健

福祉事務所圏域毎に研修会を実施しており、今後

も継続して実施していく。 

 「関係施設との連絡・ネットワークの構

築」 

 ・要保護児童対策地域協議会未設置の自治体に

対して、設置の働きかけを行った。 

Ｊ／ 

ネグレクト事例 

「児童の安全確認に向けたルールづく

り」 

・安全確認の徹底。 ・原則として48時間以内に児童の安全確認を行

うことを徹底。 

・他の機関に安全確認を依頼した場合であって

安否確認ができなかった場合には確認方法を

見直すことを徹底。 

  ・保健所におけるハイリスクケ

ースへの支援方法の確立。 

・所内検討会議において、個別事案に応じた支

援方法を協議・確立することをルール化。 

  ・法的介入の積極的な活用に

向けた条件整備。 

・出頭要求については通告後2か月以内に行う

旨を徹底。 

・虐待通告後2か月以内に判定会議を開催し、

初期調査の進行管理を徹底。 
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「児童相談所と保健所の連携体制のあ

り方」 

・合同個別ケース検討会議の

開催。 

・保健センターへのモニタリングケースについて

は、初回判定会議の決定事項、援助方針を文書

で児童相談所から保健センターに通知することに

より情報共有を図るとともに、合同個別ケース検

討会議を必要に応じて開催。    

  ・合同訪問とアセスメントの実

施。 

・法的介入を視野に入れる必要がある場合には、

合同訪問とアセスメントの実施を徹底。 

  ・ケース情報の共有化。 ・初回虐待判定会議の決定事項、援助方針を記

載した文書を福祉事務所、保健センターに送付

し、情報の共有を図る。 

 「保健所と医療機関の連携体制のあり

方」 

・保健所と医療機関による支援

体制の確立。 

・都道府県と共同で「児童虐待対応における医療

機関との連携のあり方研究会」を設置し、「医療機

関と保健センターの試行実施マニュアル（案）」を

作成し、平成22年7月から市内の病院で試行実

施。 

  ・医療機関による退院後のフォ

ローアップの研究。 

・特定の病院と保健センターの試行実施を通じ

て、退院後フォローアップの実践方法等について

検討する予定。 

 「複数機関の関わりによる支援、ネット

ワーク機能の強化」 

・中核機関により定期会議の

設置。 

・各区・支所要保護児童対策地域協議会実務者

会議において、福祉事務所、児童相談所、保健セ

ンターの三者で共通の進行管理台帳を用いて全

ケースを点検することにより、状況を共有。 

  ・機関連携を円滑にするため

の情報及び認識の共有化。 

・各区・支所要保護児童対策地域協議会個別ケー

ス検討会議での情報共有。 

  ・地域における要支援家庭の

発見、見守り機能の強化。 

・子育て支援調整会議、各区・支所要保護児童対

策地域協議会代表者会議の開催。 

  ・要保護児童対策地域協議会

の設置。 

全市：平成21年3月に設置。 

各区・支所：平成21年度中に全区・支所設置完

了。 

 「人材育成・組織体制の強化」 ・専門性の確保に向けた人材

育成。 

・児童相談所、保健センターにおいて研修を実

施。 

  ・組織的な対応の強化。 ・虐待通告後2カ月以内には虐待判定会議に諮る

ことを徹底。 

  ・組織体制の充実。 ・主席児童福祉司1名，児童福祉司1名を増員。 

・子ども支援専門官を配置し，学校・教育委員会と

の連携強化。 

 「点検・評価体制の確立」 ・J市社会福祉審議会運営要綱を改正。 

同審議会児童福祉専門分科会児童処遇部会を，被虐待児童がその心身に著しく重

大な被害を受けた事例等の分析と講じた措置を調査審議する機関として位置付け

た。 

 「子どもを共に育む市民憲章の普及啓

発の充実」 

・啓発リーフレット、ポスター等を作成。 

・憲章の理に通じる実践の輪をより一層大きなものとするため「普及促進協調期間」

を設定。 

Ｋ／ 

心中事例 

「母子健康手帳等の改善」 ・乳幼児健康診査の未受診ケ

ースに対する具体的なアプロ

ーチについて検討。 

・市町村の児童福祉主管課及び本庁母子保健主

管課を通じて、市町村の母子保健主管課及び保

健福祉事務所の母子保健部署に対し、乳幼児健

康診査未受診者への対応について、未受診者の

把握や受診勧奨の実施を働きかけた。 

  ・母子手帳の記載の仕方につ

いて、説明する。 

・本庁母子保健主管課を通じて、市町村の母子保

健主管課に対し、母子健康手帳交付時の説明の

徹底等について働きかけた。 
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 「気になる人への支援」 ・行政機関や学校から見てリス

クが感じられる人に対し、どの

ように支援するか検討する。 

・市町村での｢乳児家庭全戸訪問事業｣及び｢養育

支援訪問事業｣実施の促進。 

・効果的な事業の実施を図るために、研修会開催

により市町村間の情報交換や情報共有等を図っ

た。 

「直接会う機会の確保」 ・児童相談窓口の対応力の向

上を目的とし、相談しても否定

されない、孤立した親が気軽に

相談できる場をつくる。 

・平成20年度から、Ｋ都道府県単独事業である｢Ｋ

県市町村パートナーシップ強化事業｣を開催し、モ

デル市町村に一年間週一回、児童相談所児童福

祉司を派遣し助言指導や研修等を実施。 

   ・モデル市での取組を通じて把握した課題やノウ

ハウについてＫ所管域の全市町村へ対応マニュ

アルの作成・配布等を実施 

Ｌ／ 

身体的虐待事例 

「児童相談所の機能の充実」 ・職員の面接技術の向上を目指し、児童相談所職員の他こども育成部関係職員を

対象として、毎年面接技法の研修を実施。 

・相談受理後のケース管理において、児童相談所情報管理システムを活用し、関わ

り漏れのないよう、ケースの進行管理を実施。 

・要保護児童対策地域協議会の事務局、ＤＶ対策事業・養育支援事業担当課の協

力を受け、情報収集に努めている。 

 「若年親への支援の充実」 ・ハイリスク妊婦ケースへの養育支援事業の積極的な活用、出産後の養育力の見

極め、関係機関への情報提供・支援がつながるような関わりを強化。 

 「関係機関との連携強化」 ・「連携は顔の見える関係から」をモットーに、児童相談所や母子保健担当課が、日

ごろから関係機関と顔の見える関係づくりに力を入れている。特に、民生児童協議

会や保育園・幼稚園・学校とは、地区担当者が年に何度か顔を出し、つながりを持つ

よう努めている。 

・要保護児童対策地域協議会の事務局として得られた情報の内容分析と適切な進

行管理に努めている。 

 「児童虐待に関する研修の充実」 ・こども虐待防止推進月間を部全体の取組として行い、要保護児童対策地域協議会

を巻き込んだキャンペーンに拡充。 

・養育支援事業に関わる事業所に専門的研修を実施。 

・児童相談所として民生児童委員や学校・保育園・幼稚園・医療従事者等関係者へ

の研修会等毎年継続して実施してきているものに加え、昨年度からは、一般市民へ

の啓発活動として、保育園・幼稚園の保護者を対象とした座談会に取り組んでいる。 

Ｍ／ 

身体的虐待 

「要支援家庭が判断できる一定の参考

指標により、支援対象家庭を把握し、

子育て支援サービスの紹介や育児相

談など、必要と考えられる支援に積極

的につなげられる連携体制を構築す

る」 

・要支援家庭を客観的に把握するための虐待発生予防支援指標を策定し、窓口に

おける積極的な養育環境の把握、子どものしつけや育児、心配事の相談など、適切

なサービスを提供していく体制を整備。 

 「要保護児童対策地域協議会の活用に

より、関係機関との一層の連携強化を

図る」 

・要保護児童対策地域協議会などの活用により、地域の民生委員・児童委員、主任

児童委員との連携強化を図った。 

 「子ども虐待対応マニュアルを活用し、

子どもの状態やその変化を察知した場

合の速やかな連絡の徹底、関係機関と

の連携協力体制の強化を図る必要が

ある」 

・民間保育所に対しても虐待対応マニュアルの周知を図った。 

 「連絡を取ることができない状況が続い

た場合、随時転居の確認などの状況把

握に努める。対象家庭が転居した場合

には、確実に転居先の関係機関に情

報提供（引継ぎ）し、切れ目のない支援

・要支援家庭の訪問時に不在が続いた場合、随時転居の確認など状況把握を行

い、転出の場合は確実に転出先の自治体につなぎ、切れ目のない支援を行うことを

徹底した。 
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を行う」 

Ｎ／ 

身体的虐待事例 

「通報・通告」 ・広報誌等で通告先を周知（市町村）。 

・虐待｢疑い｣段階での通告の重要性を周知（市町村）。 

・講演、研修等において通告の重要性を周知。 

・全国共通児童相談所番号（ナビダイヤル）への加入。 

・各市町村の広報実施状況を取りまとめ、市町へ提供。虐待防止広報を推進。 

・未認可保育園を含む学校等への通告先の周知。 

 「母子健康手帳交付時の対応」 ・チェックリスト活用による客観的ケース把握（一部市町村）。 

・研修等により、初期対応の重要性を周知。 

 「乳幼児健康診査環境の整備」 ・健診体制の整備（長期的取組）。 

・未受診理由の把握と分析（一部市町村）。 

・乳児家庭全戸訪問事業の推進。 

 「保健センターの体制整備」 ・重篤ケースの共有。 

・ケース管理を徹底。 

 「要保護児童対策地域協議会の調整

機能の充実」 

・協議会でのケース管理の徹底 

・有資格者等の適任者を配置するなどの人員管理 

・協議会での助言、指導 

・協議会の強化、専任化等を市町管理部門に信言 

 「地域子育て支援センターの周知・活

用」 

・支援機関を周知 

・機関整備 

 

 「保健師の専門性」 ・母子保健専任スペシャリストの育成（長期的取組）。 

・専門虐待研修の実施。 

 「グレーゾーンケースの把握」 ・第１義的な支援機関として必要なスキル獲得（長期的取組）。 

・グレーゾーン対応に関する助言・指導。 

 「支援機関間の継続的なケース対応」 ・転出ケースの迅速な把握。 

・ケース連絡体制の明確化（一部市町）。 

・児相による市町支援のサポート。 

Ｏ／ 

身体的虐待事例 

「安全の確認と確保」 

「虐待に対する専門的判断と援助の在

り方」 

・実効性のある支援体制の強化 

・職員体制・機能の強化 

・再発防止にむけての関係機関が参加する検討会議の開催。 

・要保護児童対策地域協議会の強化。 

Ｐ／ 

新生児の殺害・遺棄

事例 

 

 

「虐待発生予防対策の充実強化」 

「早期発見、早期対応の充実強化」 

「迅速な初期介入の徹底及び対応力の

強化」 

※ ｢子どもを守る地域ネットワーク｣を

より実効性のあるものとするために、平

成22年度から2年間で、3つのプロジェ

クトから成る、｢子どもを守る地域ネット

ワーク強化支援事業｣を実施。 

・子どもを守る地域ネットワーク（市町村要保護児童対策地域協議会）強化プロジェ

クト 

・子どもを守る地域ネットワークの機関相互の連携を強化することを目的に、援助の

ための新たな視点及び方法を学ぶと同時に、機関連携での対応をシミュレーション

するプログラムのワークショップを実施。 

・児童相談所のバックアップ力強化事業 

子どもを守る地域ネットワークを強化させる方法として、スーパービジョンを充実さ

せることを目的に、児童相談所職員に対する研修及び市町村での実習を実施。 

・市町村職員の専門性向上事業として、子どもを守る地域ネットワークの調整機関で

ある市町村の職員に対し、児童福祉司対象の研修と同内容の研修を実施。 
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４．国の検証報告の活用状況 

 

 国の検証報告の活用状況を把握するため、第６次報告の活用状況を調査し取りまとめ

た。（平成 22 年 10 月１日現在） 

 

（１）第６次報告の周知状況   

 都道府県、指定都市、児童相談所設置市の児童福祉主管部局においては、部局内の職

員に対する報告書の回覧が行われており、すべての地方公共団体において、さらに児童

相談所と市町村児童福祉主管部局（指定都市及び児童相談所設置市を除く。以下同じ。）

に対する第６次報告の周知が行われていた。 

 児童相談所、市町村児童福祉主管部局内では、報告書の回覧が最も多くの地方公共団

体で行われており、他に、報告書の一部の回覧、メール配信による周知、職員が閲覧可

能な共有フォルダに保存、会議等での伝達などを行っている地方公共団体がみられた。 

 都道府県における児童福祉主管部局から母子保健主管部局への周知は 89.4％、また、

保健所への周知は 74.5％の地方公共団体で行われていた。母子保健主管部局内での周

知方法は主に報告書の回覧であった。保健所内での周知方法は、報告書の回覧が最も多

かったが、他に報告書の一部の回覧、メール配信による周知、会議での概要版の読み合

わせ、会議等での伝達、各自でダウンロードするなどがみられた。要保護児童対策地域

協議会の実務者会議の参加機関に配布している地方公共団体もみられた。 

 指定都市及び児童相談所設置市における児童福祉主管部局から母子保健主管部局へ

の周知は 59.1％、保健所（保健センタ－も含む）への周知は 54.5％の地方公共団体で

行われていた。 

また、市町村（指定都市・児童相談所設置市を除く。）における児童福祉主管部局を

経由しての母子保健主管部局（保健センター等。以下同じ。）への周知も 74.5％の地方

公共団体で行われており、市町村母子保健主管部局内での周知方法は様々で、報告書の

回覧のほか、報告書の一部の回覧、メール配信による周知、会議等での伝達などがみら

れた。 

その他の周知先には、福祉事務所、保育主管課（保育所）、児童福祉施設（乳児院、

児童養護施設、障害児施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設等）、母子生

活支援施設、社会福祉協議会、地方裁判所及び家庭裁判所、民生児童委員協議会連合会、

医師会、歯科医師会、産婦人科医会、看護協会、助産師会、保育所団体、虐待防止団体、

小児の専門病院、こころの健康センター、管内の保育・保健医療関係の専門学校等がみ

られた。また、地方公共団体が行う妊娠期からの育児サポート事業「保健と医療・福祉

の連携のための連絡会議」で、関係機関に周知している例もあった。 

 

注６） 教育機関や警察には、文部科学省・警察庁を通じて周知を依頼しているため、本調査結果には含
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めていない。 

 

（２）第６次報告の活用状況 

 第６次報告の周知を図るだけでなく、地方公共団体によりその他の活用が行われてい

た。 

 

◇  研修等での活用  

児童相談所職員、保健師などを対象とする研修 

主任児童委員、児童福祉司任用資格取得研修 

市町村母子保健担当係長研修 

県主催市町村職員研修 

児童相談所、市町村母子保健主管部局（保健センター等）単位の職員勉強会等 

 

◇ その他 

県の施策検討における基礎資料として活用する 

検証委員会において検証の参考とする 

検証報告の作成に活用する 

会議で活用し対策を検討する 

事業予算要求資料として活用する 

要保護児童対策地域協議会（代表者会議等）で検討する  

  

また、第６次報告を受けて各地方公共団体が実施している（実施した）取組のうち、

特徴的なものを表 14 のとおり取りまとめた。 
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表１４ 具体的な取組 

地方公共

団体 
第６次報告を踏まえて実施した（している）取組 

a 未受診者の把握や受診勧奨等の取組状況に関する実態把握調査を実施。（予定） 

b 母子保健主管課（市町村母子保健担当係長会議等含む）において説明を行い、リスク要因の共通

認識を図り、ハイリスク妊産婦への対応に注意喚起を行った。 

c  乳幼児健診未受診者対策として、保健所単位に管内市町村の現状把握、課題・問題点の分析

を行い、未受診者対策の具体策の検討、指針の作成等の実施を検討している。 

 望まない妊娠等に関する相談体制の充実について高等学校との連携による健康教育を実施。

性に対する正しい知識の普及啓発を行っている。 

d 母子保健分野（市町村母子保健主管課）と児童相談所との連絡会を開始した。 

e  母子保健指導者研修会、小児保健学会、都道府県議会環境厚生委員会、都道府県社会福祉

審議会において、第６次報告を踏まえた児童虐待防止対策の推進を働きかけた。 

 母子保健部門との連携強化に務めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業の

全市町村での実施を促す。 

f  要対協として、転居時の市町村ケース移管を文書で確実に行うことにした。 

 要保護児童対策地域協議会の事務局を所管する部署で、子育て支援事業に加えDV対策事業

も担当しているため、DV被害者の相談や一時保護で同伴児童のいる場合の対応として、連携

を強化した。 

g 支援の空白期間が生じないよう、すべての事例について虐待通告後2か月以内に判定会議を開催

し、初期調査の進行管理を徹底したことにより、虐待の重症化の防止につないでいる。 

h  H20年度から全妊婦に対し保健師が妊娠届出時面接を行い交付していたが、妊娠届の内容だ

けでなく、追加でアンケートに記入してもらい、小さなリスクを見逃さないようにし、また早期に必

要な支援を実施できるようにした。 

 中学３年生を対象に実施している性感染症等の健康教育の副読本に、平成２３年度より望まな

い妊娠の相談窓口を掲載することにした。 

 市のホームページ等の妊娠・出産の欄に、思いがけない妊娠についても相談可能であることを

明記。 

i 産婦人科医療機関が出席する研修会で、第６次報告の結果を報告し、特定妊婦に関わる情報提

供と支援に努めてもらいたい旨を説明した。 
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（３）活用に関するまとめ 

 第６次報告においては、生後間もない子どもの死亡事例が多くみられたこともあり、

都道府県・指定都市・児童相談所設置市の児童福祉主管部局から児童相談所、市町村児

童福祉主管部局に留まらず、都道府県母子保健主管部局及び保健所、市町村母子保健主

管部局へ周知がなされていた。子ども虐待に関わる全ての方が本報告書を熟読し、活用

していただきだくことを期待する。 

 なお、地方公共団体が実施した死亡事例の検証報告書については、子どもの虹情報研

修センターのホームページに掲載されているので、あわせて参照し、活用していただき

たい。 

 

◇ 子どもの虹情報研修センター 

http://www.crc-japan.net/index.php 


