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Ⅵ 課題と提言 

 

１ 地方公共団体への提言 

１）虐待の発生及び深刻化予防 

（１）養育支援に関する妊娠期からの相談及び支援体制の充実 

 

 

 

（内容） 

日齢０日児の心中以外の虐待死事例は、望まない妊娠であること等を理由と

して、実母が妊娠していることを誰にも相談できないまま出産する事例や、母

子保健手帳の交付や妊婦健康診査を受けていない事例がみられた。 

引き続き、妊娠や出産、子育てに悩む者が相談しやすい窓口の設置や適切に

相談・支援機関につながるような体制づくりが必要である。 

 また「妊娠期からの妊娠・出産・子育て等に係る相談体制等の整備について」

（平成 23 年７月 27 日付雇児総発 0727 第１号、雇児福発 0727 第１号、児母発

第１号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、家庭福祉課長、母子保健

課長通知）に示されている、妊娠・出産・子育て等に係る相談体制の整備に努

めるべきである。 

 

 

 

（内容） 

望まない妊娠や産後うつなど、妊娠・出産期にみられる要因による死亡事例

は、継続して発生している。 

妊娠期や出産前後を通して関わる産科医療機関は、養育支援が必要な家庭を

早期に把握する機会が多いことから、特に市町村（母子保健担当部署）は、産

科医療機関と連携し、適切な情報提供や支援につなげ、虐待の発生予防に努め

るべきである。 

妊娠期から出産後の養育についての支援が必要な妊婦については、「特定妊婦」

として要保護児童対策地域協議会の支援対象に位置づけ、妊娠期あるいは出産

後早期から養育支援訪問事業等を活用するなどし、関係機関が役割分担して継

続的な支援を行う必要がある。 

都道府県（母子保健担当部署）は、産科医療機関の状況等、地域の実情を踏

まえ、市町村（母子保健担当部署）と産科医療機関との関係づくりや情報提供

等の基準づくりなど、地域の実情に合わせた医療機関との連携体制づくりに取

妊娠期・出産後早期から養育支援を必要とする家庭への医療機関等の関係

機関と連携・協働した支援の充実 

望まない妊娠について相談体制の充実及び周知、経済的支援制度、里親・

養子縁組制度等の周知と関係機関の連携の強化 
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り組む必要がある。 

また、特に出産を予定している妊婦が、精神疾患を抱えている場合には、産

科はもとより、精神科医療機関との連携が重要であり、必要に応じて精神科医

療機関に要保護児童対策地域協議会の構成員に加える等により、妊娠・出産の

時期だけでなく、産後や育児期のように育児が負担となりやすく外部との接触

が少ない時期も協働して支援に当たる必要がある。 

このため、市町村の児童福祉担当部署は、母子保健や精神保健を担当する部

署へ働きかけ、子どもの健全育成及び虐待の発生予防の理解を深めてもらい、

家庭の支援の際には連携協力できるよう取り組むべきである。 

 医療機関との連携体制の整備については、「妊娠・出産・育児期に養育支援を

特に必要とする家庭に係る保健・医療・福祉の連携体制の整備について」（平成

23年７月 27日付雇児総発 0727第４号、雇児母発 0727第３号、厚生労働省雇用

均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長通知）に示されており、引き続き、

これを踏まえた対応を図るべきである。 

なお、児童虐待防止における医療機関との連携強化において留意すべき事項

については、「児童虐待の防止のための医療機関との連携強化に関する留意事項

について」（平成 24年 11月 30日付雇児総発 1130第２号、1130第２号、厚生労

働省雇用均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長通知）に示されているので

参照されたい。 

 

 

 

（内容） 

 市町村の母子保健担当部署は、母子健康手帳の交付、妊婦健診等の母子保健

法に基づく事業等を通して、妊婦のいる家庭に妊娠の早期から関わる機会があ

る。健康診査を受けていない妊婦については、個別の支援が必要な場合が多い

と考えられるため、医療機関との連携のさらなる強化を図っていくとともに、

例えば、母子健康手帳の交付時に受診先の医療機関を聞き、その後のフォロー

につなげることや、公費助成の対象となる妊婦健康診査の受診券の回収状況等

を通じて、全く受診していない妊婦を把握するなど支援ニーズの把握に努める

ことが重要と考えられる。 

また、出産後も、通常の相談業務や家庭訪問等を通して、家庭の状況も把握

しながら養育支援が必要な家庭を見出し適切な支援につなげるなど、子どもの

虐待予防に大きく貢献できる。また、育児不安や虐待の発生した家庭に対して

は、母子保健の観点からも家庭支援が可能である。 

 市町村の母子保健担当部署の職員には、こうした役割を担うため、母子保健

養育支援を必要とする家庭の妊娠期からの把握及び支援のための保健機関

（母子保健担当部署）の質の向上と体制整備 
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だけでなく精神保健、障害児支援、虐待対応などの家庭支援に関する知識・技

術が求められる。特に、心中を含めた児童虐待防止のためには、面接技術を使

い、家庭に関する問題を引き出し、家族調整を行うコーディネートなどの情報

収集能力、アセスメント能力等の援助技術が必要であり、気になる家庭や支援

中の家庭への対応等について、児童福祉担当部署など関係部署と連携する体制

づくりに努めなければならない。 

 また、児童相談所や医療機関と市町村（母子保健担当部署）との間で普段か

ら連携を図っておく必要があるため、都道府県の母子保健担当部署は、市町村

の母子保健担当部署の管轄を超えた体制づくりや研修の機会の提供等により、

管内の虐待の発生予防及び深刻化予防のための体制づくりに努めるべきである。 

 

 

 

（内容） 

 乳幼児健康診査や予防接種、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問事業等は、子ど

もの健康状態を確認ができ、母親等の育児の悩みなどにも応じられる機会であ

り、乳児健診を子どもに受けさせていない家庭は、受けさせている家庭よりも

虐待リスクが高いと認識すべきである。 

 市町村の母子保健担当部署は、受診の勧奨を行っても理由なく拒否したり勧

奨に反応しない未受診等の家庭に対しては、市町村の児童福祉担当部署と連携

し、関係機関からの情報を収集し、検討の結果、必要な場合は、子どもの状況

の把握等を行う必要がある。さらにその家庭に乳幼児健康診査の対象の子ども

以外にきょうだいがいる場合は、きょうだい児の状況把握等も必要である。 

さらに、市町村が未受診等の家庭が転入したことを把握した場合、転居前の

家庭の状況や過去の受診状況等について、速やかに前居住地の市町村から情報

を得て、支援の必要性を検討し、要保護児童対策地域協議会を活用するなど必

要な支援につなげる必要がある。また、未受診家庭が転出した場合で、転居先

がわかっているときは、転居先市町村へ情報提供し、支援の継続を依頼するこ

とが必要である。なお、健診未受診の家庭への対応については、「児童虐待の防

止のための医療機関との連携強化に関する留意事項について」（平成 24年 11月

30 日付雇児総発 1130 第２号、1130 第２号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局

総務課長、母子保健課長通知）に詳しく示されているので参照されたい。 

 これら健診の未受診等を端緒として、支援の必要な家庭を把握し、必要な支

援につないでいくことは、市町村の母子保健担当部署の非常に重要な役割であ

る。 

 

乳幼児健康診査や予防接種等を受けていない家庭等への対応 
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（２）養育支援のための子育て支援事業の活用 

 

 

 

（内容） 

 虐待死事例では、地域社会と接する機会が少ない事例が多く、どこにも所属

していない幼児の事例もあった。また、ひとり親家庭の事例が増加しているこ

とから、関係機関は、孤立している家庭に対して必要な支援が届くよう、孤立

した家庭の把握に努め、積極的に子育て支援事業の活用を促していくことが必

要である。 

したがって、市町村は、自らが実施する子育て支援事業について、住民に対

して周知することはもちろん、子どもを抱える家庭や早期に養育支援が必要な

妊婦や子どもがいる家庭と接する機会の多い医療機関などの関係機関に対して

も子育て支援事業の周知を図り、養育支援が必要な家庭に対して必要な情報が

提供されるよう努めるべきである。 

さらに、子育て支援事業の活用に消極的な家庭については、積極的に家庭訪

問するなどアウトリーチ型の支援を行い、信頼関係を構築した上で必要な子育

て支援につなぐべきである。 

 

（３）虐待予防のための広報・啓発 

 

 

（内容） 

虐待の深刻化予防のためには、早期発見が不可欠である。引き続き、広く一

般に通告義務・通告先・相談窓口についての周知が必要である。 

 周知の際には、通告した人の情報は守られること、通告は子どもを守るだけ

でなく、子どもを虐待している養育者を助けることにつながるという視点も合

わせて伝えていく必要がある。 

また、児童相談所や市町村（児童福祉担当部署）は、虐待の調査や子どもの

保護等だけでなく、子どもの育て方や発達など子育てに関する相談機関でもあ

ることも周知し、住民が相談しやすい窓口となるようにすべきである。 

 

 

（内容） 

子どもへの加害の背景として、「望まない妊娠」や「養育能力の低さ」、「育児

不安」がある。中高校生による赤ちゃんとの触れ合い体験や母親学級・父親学

養育支援のための子育て支援事業の周知と活用促進 

若年者に向けた養育や虐待に関する知識等の広報・啓発 

通告義務・通告先・相談窓口等についての広報・啓発の充実 
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級の実施などを通じて、近い将来に親になりうる 10～20代の若年者が、子ども

の行動の特徴や子どもとの接し方、育児の仕方や虐待が子どもに与える影響な

どについて学ぶことにより、子育ての楽しさを知り、また、親になって初めて

直面する困難さの軽減を図るとともに、虐待防止について考える機会を提供し

ていくことが必要である。 

さらに、子育て支援に関する公的サービスなどの存在や活用方法についての

知識を周知し、友人や知人など周囲の人が悩んでいたら、理解者となって、支

援機関につなげるなど、若年者自身が支援者の一人となり得るよう促していく

ことも必要である。 

 

 

 

（内容） 

児童相談所や市町村（児童福祉担当部署）の関与はなかったが、市町村の母

子保健担当部署や福祉事務所、婦人相談所、医療機関等が関与していた死亡事

例があった。 

児童虐待防止法には、子どもの福祉に関係のある団体及び職員は、虐待を発

見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努めるべき旨、規定されてい

ることについて、子どもや家庭に関わる関係機関の職員へ周知していく必要が

ある。 

関係機関の多くは、日常業務の中で虐待事案に関わる機会は少ないため、ど

のような家庭や子どもについて通告あるいは情報提供するべきなのか、また発

見した場合の連絡先や家庭への対応などについて、日頃より確認しておき、発

見した際に迅速な対応がとれるよう体制づくりをしておくべきである。 

なお、公務員や医療関係者など、職務上守秘義務が課せられていても、通告

などの正当な情報提供は守秘義務違反に当たらないことについては、「児童虐待

の防止のための医療機関との連携強化に間留守留意事項について」（平成 24 年

11月 30日付雇児総発 1130第２号、1130第２号、厚生労働省雇用均等・児童家

庭局総務課長、母子保健課長通知）に示されているとおりである。 

 

２）虐待の早期の適切な対応と支援の充実 

（１）虐待対応機関の体制の充実 

 

 

（内容） 

児童相談所は、立ち入り調査や一時保護などの法的権限を有する唯一の機関

家庭や子どもに関わる機関の職員への虐待の早期発見・早期の適切な対応

等に関する啓発の促進 

児童相談所と市町村における専門性の確保及び体制整備 
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であり、さらに、市町村を技術的に支援する役割を担っていることから、児童

福祉や児童虐待に関するより高度な専門的知識と技術が必要である。 

市町村は、母子保健や子育て支援等の分野で子どもがいる家庭に関わる機会

が多いため、家庭の状況等の把握、相談対応等、家庭支援や児童虐待に関する

十分な理解が必要である。 

 しかしながら児童相談所や市町村においては、人事異動が短期間で行われる

など、専門性の蓄積や確保が困難であり、また、市町村において社会福祉士等

の専門職の採用が十分に行われない等の課題がある。 

 子ども虐待への対応業務は、子どもの生命に関わる判断を要し、高度な専門

性が要求される業務であることから、専門職の積極的な採用や外部の専門家の

活用、児童相談所と市町村との間の人事交流や研修の充実など、組織において

専門性が確保、蓄積される仕組みの構築と業務量にあった人員配置に努める必

要がある。 

 

（２）虐待対応における関係機関の連携体制の強化 

①児童相談所と市町村との役割分担と協働 

 

 

（内容） 

市町村は、養育者が相談や援助に応じない、あるいは行っても改善が見られ

ない場合、また虐待の確証が得られず、専門的な調査を要する場合、さらには

子どもの安全のための一時保護を行うことが必要と判断される場合は、児童相

談所と協議の上、必要に応じて児童相談所へ送致するなど、市町村において対

応が困難と判断した場合は、児童相談所に積極的に対応を求めることが大切で

ある。 

また、児童相談所と市町村間で役割と責任に関するルールを定め、相互に連

携、協働して対応すべきであるが、そのルールは両者の間でケースの取り扱い

の対象から抜け落ちることを防ぎ、さらに効果的・効率的にケース管理を行う

ため定められるものである。 

個々のケースを取り扱う場合には、当然、個々のケースに応じ、相互に連携

を密にし、的確に対応することが必要になることを認識し、また、適宜、ルー

ルの運用や見直し等について、児童相談所、市町村両者で協議を行うことが必

要である。 

 

②地域をまたがる（転居）事例の関係機関の連携・協働 

 
管轄が違う地域の関係機関の連携・協働 

地域の実情に合わせた児童相談所と市町村との役割分担と連携・協働の強化 
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（内容） 

子ども虐待の事例では、居住地を移動する事例が多いことから、移動前後の

居住地の関係機関同士の協力は不可欠である。 

担当する家庭が転居（住民票も移動）した場合、転居先の地方公共団体へケ

ースを移管するのは当然であるが、担当する家庭が住民票を移動しないまま、

一定期間生活の拠点を移しているような場合は、その間の支援の方法等につい

て検討し、必要であれば生活拠点を移した先の児童相談所あるいは市町村に情

報を提供し、必要な支援を依頼すべきである。 

ケースを移管する場合は、転居するまでの経過に加え、転居が家庭にどのよ

うな影響を与えるかまで相互の機関で検討すべきであり、移転先の機関は、移

管された時点で十分なアセスメントを行い、前居住地での支援方針を踏まえて、

支援方針の検討をすることが必要である。 

 

 

 

（内容） 

 通告のあった家庭について、住民登録がなされておらず、居住者が判明しな

い場合や、転居しているなど居住実態が確認されない場合も、子どもの安全に

ついてのリスクが高い場合が多いことを自覚し、手を尽くして児童の状況の把

握を急ぐべきである。 

その際、子どもや保護者の氏名が判明しない場合には、氏名不詳として児童

虐待防止法第８条の２の出頭要求等を活用し、対応することも可能であること

から、その活用も視野に入れて対応すべきである。 

なお、具体的な活用については「児童の安全確認の徹底について」（平成 22

年 8 月２日付雇児総発第 0802 第 1 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長

通知）また「居住者が特定できない事案における出頭要求等について」（平成 22

年 8 月 26 日付雇児総発第 0826 第 1 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課

長通知）において詳細を示しているので参照されたい。 

 

③要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）を活用した連

携の促進 

 

 

（内容） 

今回もまた入所措置解除時に養育者、養育環境、家族構成員の関係性などに

ついて十分な情報収集と、それに基づくアセスメントが行われず、地域の関係

措置解除時の関係機関による支援体制の確保 

通告があったものの居住実態が把握できない家庭・子どもに対する安全確

認の確実な実施 
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機関との協議がなされずに家庭復帰した後、虐待が発生したものがみられた。 

入所措置解除の決定に際しては、措置解除の方針や今後の支援体制について、

事前に関係機関と十分協議をし、特に懸念事項がある場合には、措置解除後の

各機関の役割や対応策まで具体的に検討することが必要であり、関係機関での

協議等については、要保護児童対策協議会が関係機関へ積極的に働きかけ、相

互の連携強化に努めるべきである。 

 なお、家庭復帰の適否を判断するための具体的な内容や家庭復帰後の援助に

ついては、「措置解除等に伴い家庭復帰した児童の安全確保の徹底について」（平

成 24年 11月 1日雇児総発第 1101第３号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務

課長通知）「児童虐待を行った保護者に対する指導・支援の充実について」（平

成 20 年 3 月 14 日雇児総発第 0314001 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務

課長通知）の別添「児童虐待を行った保護者に対する援助ガイドライン」にお

いて、詳細を示しているので参照されたい。 

 

 

 

（内容） 

 要保護児童対策地域協議会に事例が登録されているにも関わらず、主担当で

ある児童相談所から具体的な呼びかけがなかったことを理由として会議が開か

れないといった事例や実務者会議が何度も開かれながら死亡を防ぐことのでき

ない事例などがあった。 

全国的に要保護児童対策地域協議会の設置は進んでいるが、それだけで、こ

うした虐待を防げるわけではないことを踏まえる必要がある。重要なのは、こ

の要保護児童対策地域協議会を効果的に活用し、養育支援を進めていくことで

あり、そのためには、児童相談所をはじめとする要保護児童対策地域協議会の

構成機関それぞれが、要保護児童対策地域協議会を有効に活用するよう工夫し、

情報や援助方針を共有させるなど、平素より要保護児童対策地域協議会を中心

とした相互の役割の理解や関係性構築に努めることが必要であり、要保護児童

対策地域協議会内での児童相談所を含めた関係機関間で研修等を通じて、相互

理解を深めていく。 

また、要保護児童対策地域協議会の活用を活発化させるには、調整機関の役

割が非常に重要であり、専門性の向上や必要な人員の確保など調整機関の機能

強化が必要である。引き続き、調整機関に専門の職員を配置したりマニュアル

を整備したりするなど、市町村の実情に合わせた対策を検討していくべきであ

る。 

 

要保護児童対策地域協議会の活用促進と調整機関の機能強化 
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３）検証の実施と活用による再発防止 

（１）地方公共団体による検証の確実な実施 

 

 

（内容） 

平成 22年度（第８次報告）の児童虐待による死亡事例について、地方公共団

体が「検証していない」理由として、「行政機関が関わった事例でないため」と

いう回答が多く、検証の対象範囲を行政機関の関与があった場合のみとしてい

る地方公共団体が見受けられた。 

検証にあたり、関係機関が関与していない場合、当該家庭の情報が少ないた

め検証が難しい可能性もあるが、当該家庭が関係機関に相談することなく事件

に至った状況を含めて、地域の保健・福祉等の体制を検証することは非常に重

要である。 

また、死亡した子どものきょうだいに関する相談での関与があった事例では、

死亡した子どもについては関与していないという理由で検証をしていない事例

もあった。 

きょうだいに関する関与であっても、家庭全体で捉え支援すべきであること

から、なぜ他のきょうだいへの加害が防げなかったのかという視点から検証す

ることは非常に重要である。 

児童相談所又は市町村（児童福祉担当部署）が関与した心中以外の虐待死事

例では検証が行われていたが、児童相談所又は市町村（児童福祉担当部署）が

関与した心中による虐待死事例では行われていない状況にあった。 

心中による虐待死事例では、保護者の心身喪失等を理由に刑事上の罪が問わ

れなかったり、障害相談や養護相談など虐待相談以外の関与のため、虐待死事

例として捉えなかったりした可能性が考えられるが、たとえ心中事案であって

も保護者が子どもを殺害するという態様から虐待による死亡であり、検証すべ

き対象である。 

 

 

 

（内容） 

児童相談所が長期間関与しながらも、死亡時の状況から警察が事故扱い（事

件性なし）としたことを理由に不適切な養育が疑われるにも関わらず検証して

いなかったり、児童相談所の関与がなく市町村のみの関与であったため検証が

なされていなかったりした事例があった。 

関係者は、関係機関が関与しながら死亡に至るという重大な結果を十分認識

地方公共団体における検証の対象範囲の拡大 

児童相談所、市町村など関係機関が関与したすべての事例に対する検証の実施 
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して事例を検証し、再発防止に取り組む必要がある。 

市町村のみの関与事例での検証では、市町村が主体となって検証することが

望まれるが、市町村単独で検証を行うにあたり技術面等での限界がある場合は、

都道府県等が検証の進め方などの技術的助言を行うことが必要である。 

 

（２）地域をまたがる（転居）事例における検証の地方公共団体間の協力 

 

 

（内容） 

 転居を繰り返し、複数の地域の児童相談所や市町村が関与していた事例では、

死亡時の居住地の地方公共団体が単独で検証を行うことが多かった。 

 死亡に至る直前の関係機関の関与状況が重要であるのは言うまでもないが、

発生原因の解明や前居住地の関係機関から死亡時の居住地への関係機関への引

き継ぎなど、転居前から死亡に至るまで一連の過程としての分析も重要である

ことから、転居前後の地方公共団体間で協力して検証を行う必要がある。 

 

（３）検証報告の積極的な活用 

 

 

（内容） 

国の検証報告は、おおよそ９割の地方公共団体で関係部署や関係機関に配布

されており、また、国の検証報告で示された提言に対しては、多くの地方公共

団体で「取り組んだ」あるいは「既に対応済み」であった。 

国の提言については、これまで繰り返し提言された内容も少なからずあるが、

児童相談所など現場で対応する職員は、人事異動や転勤など、職員の入れ替わ

りもあることから、「既に対応済み」であっても、提言された内容に対し、定期

的に実施できているかを確認し、取り組むことが必要である。 

各自治体による検証報告は、事例の詳細や地域の実情を踏まえた内容である

ことから、他の地方公共団体の現場で対応している職員にとっても参考とすべ

き非常に貴重な報告である。 

類似の事例の再発防止のためには、地方公共団体及び国の検証報告を現場で

虐待の対応をしている児童相談所及び市町村の職員へ周知徹底することはもち

ろん、地域で児童虐待防止に関わる他の人々へも広く周知すべきである。その

ためには、研修や事例検討会などで積極的に活用するなど、報告書の内容が伝

わるよう工夫すべきである。 

 

地域をまたがる事例の検証における地方公共団体間の協力 

検証報告の積極的な活用 
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２ 国への提言 

１）虐待の発生及び深刻化予防 

（１）養育支援に関する妊娠期からの相談及び支援体制の充実 

 

 

 

（内容） 

日齢０日児の心中以外の虐待死事例は、望まない妊娠であること等を理由と

して、実母が妊娠していることを誰にも相談できないまま出産する事例や、母

子保健手帳の交付や妊婦健康診査を受けていない特徴がみられることを踏まえ、

国は、引き続き、地方公共団体に対して、女性健康支援センター事業など妊娠

等について悩みを抱える者が相談しやすい窓口の設置や周知を促すとともに、

里親、養子縁組制度等の支援となり得る制度等の周知や関係機関相互の連携の

強化を促進すべきである。 

 

  

 

 

（内容） 

 妊娠・出産期にみられる要因による死亡事例が、継続して発生していること

を踏まえ、国は、引き続き、市町村の母子保健担当部署に対して、医療機関と

の連携をさらに強化することを促すとともに、妊娠期・出産後早期から市町村

の母子保健担当部署が医療機関、保健機関、福祉機関等と連携して支援するた

めの知見や技法等の収集を進め、養育者等に対する効果的な支援方法等につい

て地方公共団体等に普及すべきである。 

 

 

 

（内容） 

乳幼児健康診査の未受診等を端緒として、支援の必要な家庭を把握し、必要

な支援につないでいくことは、市町村の母子保健担当部署における非常に重要

な役割であることを踏まえ、国は、引き続き、市町村に対して、未受診等の家

庭を把握した場合、関係部局、関係機関との情報共有等、適切に対応すべきで

あること、さらに、支援が必要な家庭が転居している場合は、転居前と転居後

の地方公共団体間の情報共有等についても適切に対応するべきであることを周

知する必要がある。 

望まない妊娠について相談体制の充実及び周知、里親・養子縁組制度等の

周知と関係機関の連携の強化 

妊娠期・出産後早期から養育支援を必要とする家庭への保健機関（母子保

健担当部署）と医療機関等の関係機関との連携・協働した支援の充実 

乳幼児健康診査や予防接種等を受けていない家庭等への対応 
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（２）養育支援のための子育て支援事業の活用 

 

 

（内容） 

虐待死事例には、地域社会と接する機会が少ない事例が多く、どこにも所属

してない幼児の事例もあったことを踏まえ、国は、引き続き、地方公共団体に

対して、自らが実施する子育て支援事業について、住民に対して周知すること

はもちろん、医療機関などの関係機関に対しても十分周知を図り、養育支援が

必要なすべての家庭に対して必要な情報が提供できるよう働きかけるべきであ

る。 

 

（３）虐待予防のための広報・啓発 

 

 

（内容） 

虐待の深刻化を防ぐには、早期発見が不可欠であることを踏まえ、国は、引

き続き、虐待を受けたと思われる子どもを発見した人には通告義務があること、

特に医療機関・教育現場・福祉施設の職員は虐待を発見しやすい立場であるこ

とを自覚し、早期発見に努めなければならないこと、通告した人の情報は守ら

れること、職務上守秘義務が課せられていても通告などの正当な情報提供は、

守秘義務違反に当たらないこと、加えて、虐待通告は、子どもを虐待から守る

だけでなく、子育ての負担に悩む養育者への援助のきっかけにもなるというこ

とについて、広く国民に周知、啓発すべきである。 

 

 

（内容） 

 子どもへの加害の背景として、「望まない妊娠」や「養育能力の低さ」、「育児

不安」があることを踏まえ、国は、引き続き、近い将来親になりうる 10～20代

の若年者を対象とした養育や虐待に関する知識等の広報・啓発について推進す

るとともに、地方公共団体が行う取組について、支援、促進すべきである。 

 

２） 虐待の早期の適切な対応と支援の充実 

（１）虐待対応機関の体制の充実 

 

 

（内容） 

若年者に向けた養育や虐待に関する広報・啓発 

児童相談所と市町村における専門性の確保及び体制整備 

通告義務・通告先・相談窓口等についての広報・啓発の充実 

養育支援のための子育て支援事業の周知と活用促進 
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児童相談所や市町村において、専門性の蓄積や確保を行うための体制整備が

必要であることを踏まえ、国は、引き続き、児童相談所や市町村において、児

童福祉や児童虐待等の分野における専門職の積極的な採用・任用や外部の専門

家の活用、児童相談所と市町村との間の人事交流や研修の充実など、組織にお

いて専門性が確保、蓄積される仕組みなど体制強化の取組を促すべきである。 

 

（２）虐待対応における関係機関の連携体制の強化 

①児童相談所と市町村との役割分担と協働 

 

 

（内容） 

支援を必要とする家庭への児童相談所及び市町村による効果的な支援という

観点から、それぞれの役割分担の目安となる基準、ルールを取り決めることは

有効である。このことを踏まえ、国は、地方公共団体に対して、ルール等の取

り決めを促進するとともに、そのルールが地域の実情や関係機関の体制等を反

映し適切に運用されるよう、見直し等も含めて、児童相談所、市町村両者で十

分な協議を行うよう促すべきである。 

 

②地域をまたがる（転居）事例の関係機関の連携・協働 

 

 

（内容） 

子ども虐待の事例では、居住地を移動する事例が多いことを踏まえ、国は、

引き続き、地方公共団体に対して、移動前後の居住地の関係機関間において、

円滑な情報共有等を行うなどの連携が不可欠であり、切れ目ない支援が行われ

る必要があることについて、周知すべきである。 

 

 

 

（内容） 

 国は、虐待通告があった家庭について、居住実態が把握できない場合であっ

ても、子どもの安全確認が確実に実施されるよう、安全確認のための方策を児

童相談所や市町村へ周知し、安全確認の徹底を図るべきである。 

 

 

 

地域の実情に合わせた児童相談所と市町村との役割分担と連携・協働の強化 

 

管轄が違う地域の関係機関の連携・協働 

通告があったものの居住実態が把握できない家庭・子どもへの安全確認の

確実な実施 
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③要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）を活用した連

携の促進 

 

 

（内容） 

入所措置解除時に十分な情報収集とそれに基づくアセスメント及び地域の関

係機関との協議がなされずに家庭復帰した後、虐待が発生した事例があったこ

とを踏まえ、国は、引き続き、地方公共団体に対して、入所措置解除の決定に

際しては、措置解除の方針や今後の支援体制について、事前に関係機関と十分

協議をし、特に懸案事項がある場合には、措置解除後の各機関の役割や対応策

まで具体的に検討する必要があることを周知する必要がある。 

 

３）検証の実施と活用による再発防止 

 

 

（内容） 

 平成２２年度（第８次報告）の児童虐待による死亡事例において、検証の対 

象範囲を行政機関の関与があった場合のみとしている自治体が見受けられた 

こと等を踏まえ、国は、地方公共団体に対して、当該家庭が関係機関に相談す

ることなく事件に至った状況を含めて、地域の体制等を検証すること、また、 

きょうだいに関する関与であっても、なぜ他のきょうだいへの加害が防げな 

かったのかという視点から検証することは、非常に重要であり、検証するよ 

う働きかけるべきである。 

 また、複数の地域の児童相談所や市町村が関与していた事例であっても死 

亡時の居住地の地方公共団体が単独で検証を行うことが多かったことを踏ま

え、国は、引き続き、地方公共団体に対して、転居前後の自治体間で協力して

検証を行う必要があることを周知すべきである。 

 

 

（内容） 

 過去の検証において指摘された対応のポイントが活かされず、同様の対応 

上の問題が見られる実態に鑑み、自治体及び国の検証報告書について、児童 

相談所及び市町村の職員に対して周知徹底することはもちろん、地域で児童 

虐待防止に関わるその他の人々へも広く周知するよう、例えば研修や事例検 

討会などでテキストとして積極的に活用するなど、報告書の内容が伝わるよ 

う工夫すべきであることを国は周知する必要がある。 

措置解除時の関係機関の支援体制の確保 

地方公共団体における検証の確実な実施及び地方公共団体間の協力の促進 

検証報告の積極的な活用の促進 


