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Ⅲ 現地調査（ヒアリング調査）の結果について 

本委員会では、全検証対象事例の中でも特徴的で、かつ、特に重大である

と考えられる事例について、都道府県・市町村及びその関係機関等を対象に、

事例発生当時の状況や対応等の詳細に関してヒアリング調査を行った。 
 

１ 事例の概要 

はじめに、ヒアリングを行った４つの事例について、それぞれの概要を

紹介する。 
※ 以下の記載は個人情報保護に配慮し、概要として整理した内容である。 

 
【事例１】 転居を繰り返すことにより社会的に孤立していた事例  

住民票の移動をせずに転居を繰り返すことにより、社会的に孤立してい

た家庭の父母が、風邪を引いて衰弱する長女（４歳）を放置して、死亡させ

た事例。 
・ 市町村は、本児の乳幼児健康診査が未受診であったことを受けて、受

診勧奨のため家庭訪問等を実施していたが、当該家庭の居住実態が把握

できず、接触を持てなかった。 
・ 児童手当の申請等の目的で父が市の窓口に来庁しており、各種手当て

の支給はなされていた。 
・ 本児の兄である長男（７歳）は、出生後２年半経過してから出生届が

提出され、乳幼児健康診査等を受診しておらず、なおかつ、事例発生当

時、未就学のままであった。 
 
【事例２】 精神疾患のある養育者の事例 

転居直後の精神疾患のある実母が、自ら児童相談所へ電話相談し、「死に

たい、子どもを預かって欲しい」などと訴えたが、児童相談所は深刻な内容

と受け止めず、適切な対応がなされぬ間に、自宅の居間で長女（２歳）の首

を絞めて窒息死させた事例。 
・ 希死念慮（自殺企図）のある実母からの相談に対し、相談を受けた職

員をはじめ、児童相談所は危機感を持てなかった。 
・ 相談を受けた児童相談所は、当該家庭に対する十分なアセスメントを

行わないまま市町村に対応を委ね、児童相談所における受理会議や援助

方針会議などを行っていなかった。  
・ 市町村は、実母の希死念慮（自殺企図）等に対し危機感を持っていた

が、児童相談所の介入を求めるなどの対応がなされなかった。 
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【事例３】 日齢０日児の遺棄事例 

本児の妊娠に気づきながらも、本児の兄である長男（３歳）を連れて複

数の男性宅を転々としながら生活し、妊婦健康診査を 1 度も受診せず、ホテ

ルの一室で出産に至り、出産したばかりの女児をビニール袋に入れて窒息死

させた上、翌日、遺体をコインロッカーに放置した事例。 
・ 婚姻継続中である母親が、長男を連れて、別の男性が住民登録してい

る住所へ母子のみの転入手続きを行っており、その手続きや児童扶養手

当申請のために、市町村の窓口には来庁していた。 
・ 長男には、地域子育て支援拠点事業や一時預かり事業（子育てひろば

や一時預かり所）などのサービス利用歴があった。 
・ 公的機関における長男の乳幼児健康診査は未受診であり、市町村はそ

の事実を把握していなかった。 
 

【事例４】 入所措置解除後のネグレクトの事例 

実母がわずかなお金と食料だけを置いて長女（14 歳）と次女（３歳）を

残したまま自宅を離れ、長期間不在にしていた間に、次女が餓死した事例。 
・ 実母は過去にも本児らを残し長期間自宅を不在にしており、児童相談

所は本児らを乳児院等に入所措置していたが、実母からの要望を受け、

事例発生の１年ほど前に措置解除がなされ、本児らは家庭復帰をしてい

た。 
・ 本児らの入所措置及び措置解除を行った際、児童相談所は当該事例を

養育者不在の事例と判断し、虐待事例とは認識していなかった。 
・ 複数の関係機関において、それぞれ当該家庭に関する情報を有してい

たが、その情報を共有していなかった。 
 

２ 問題点と対応策 

 上記４事例のヒアリング調査を行った後、本委員会において、各事例を通

して把握された問題点やそれぞれの対応策について取りまとめた。 
 

 ⑴ 乳幼児健康診査未受診等のリスクが高い家庭への対応  

ⅰ 事実 

・ 当該家庭には、きょうだいの飛び込み出産や乳幼児健康診査未受

診、転居を繰り返すなど、複数のリスク要因があった。  （事例 1） 

・ 乳幼児健康診査未受診者の対応において、過去の受診歴などに関

する情報が明らかに少ない転入者についても、通常の未受診者と同様

の取扱いとしていた。                （事例３） 
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  ⅱ 問題点 

・ 事例１の家庭については、乳幼児健康診査未受診以外にも、きょ

うだいの飛び込み出産や出生届の未提出・出産費用の未払い、未就学

の事実など、複数のリスク要因を有していたが、転居を繰り返してい

たことや、市町村において把握した情報を庁内で横断的に共有できな

かったことなどから、得られた情報を統合し、虐待発生のリスクを認

識するまでに至っていない。 

・ 事例３の家庭については、乳幼児健康診査未受診者への対応とし

て受診勧奨を行うにあたり、当該家庭が転入直後であることや、当該

家庭に関する情報が不足していたことなどを考慮した、迅速な対応が

なされていない。 

・ 転出入を繰り返す家庭に関して、各市町村において虐待発生のリ

スクが高い可能性もあり得るという危機意識が希薄であり、また、そ

れぞれの市町村が情報収集の必要性を認識していない。 

   

ⅲ 対応策 

過去の検証結果からも、転出入を繰り返す家庭や乳幼児健康診査未

受診の家庭においては、虐待発生のリスクが高いということが明らかに

なっており、このような実態を各市町村においては再認識することが基

本となる。 

また、転居前の市町村と転居後の市町村間における情報共有が、当該

家庭への接点を見出し介入の契機に結びつけられるということを意識

し、市町村間での円滑な情報提供・共有に努める必要がある。 

このような虐待発生のリスクが高い事例に関しては、各市町村内部に

おいても、児童福祉担当部署や母子保健担当部署のみならず、各種制度

や手続きの申請窓口などの関係部署に対して、これらにかかる意識の啓

発を行うとともに、このような家庭に対する庁内横断的な情報共有のル

ール化（例：乳幼児のいる家庭の転入時には乳幼児健康診査の受診歴を

確認できるチェックシートを作成し活用するなど）を検討し、切れ目の

ない支援体制を整備・構築する必要がある。 

さらに、乳幼児健康診査の未受診者対応を行う上で、転出入などによ

り過去の受診履歴が不明な場合には、通常の未受診者勧奨のスケジュー

ルに則るのではなく、より迅速に家庭の状況を把握することが重要であ

る。 
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 ⑵ 転居を繰り返すことにより社会的に孤立しがちな家庭への対応  

ⅰ 事実 

 ・ 市町村の母子保健担当部署は、乳幼児健康診査の受診勧奨を目的

として実施した家庭訪問により、当該家庭が転居を繰り返しているこ

とを認識していた一方で、当該家庭の実父が、児童手当受給目的で複

数回にわたり市町村の窓口へ来庁していることについては把握して

いなかった。           

 ・ 就学年齢に達していたが未就学のままであった本児の兄に関し、

学校や教育委員会も家庭訪問を通じて居住実態が無いことを把握し

ていたが、具体的な対応がなされていなかった。 （以上 事例１） 

 

  ⅱ 問題点 

・ 市町村の母子保健担当部署は、乳幼児健康診査の未受診、未就学

でかつ転居を繰り返すという虐待発生のリスクが高い事実を把握し

ながらも、これらの家庭に対する具体的な対応方法が整理されておら

ず、虐待対応担当部署との情報共有や協議を行うなどの対応がなされ

ていなかった。 

・ 未就学児童の対応において、学校及び教育委員会共に、保護者が

いずれかの小学校へ入学手続きをするものと考え、学校は教育委員会

への報告を行った後、経過観察として連絡待ち（受け身）の姿勢をと

っている。また、教育委員会は未就学の事実を虐待対応担当部署に対

して情報提供するなどの対応を行っていない。 

    

ⅲ 対応策 

乳幼児健診の未受診かつ転居を繰り返す家庭を把握した場合、その

後の調査や対応方法等のフローを含め、具体的な体制を各市町村にお

いて整備し、実行していく必要がある。 

これらの体制を整備しながら、市町村においてできうる限り居住実

態の把握に努めてもなお、詳細が把握できない場合には、速やかに児

童相談所への情報提供を行い、児童相談所と協力しながら、さらなる

情報収集や実態の把握に努めることが重要である。 

また、教育機関においては、義務教育の就学年齢に達した児童に関

する情報把握が可能という特長（役割）があることから、未就学児童

の事実を把握した際には、虐待のリスクが高いことを念頭に置くこと

が肝要となる。例えば、就学時点から居住実態が不明である場合は、

乳幼児健康診査の受診履歴や予防接種の接種歴、ＤＶなどの相談履歴
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の有無について、市町村の母子保健担当部署や虐待対応担当部署、婦

人相談所などへの情報照会を行い、さらなる実態把握に努める必要が

ある。併せて児童相談所に対しても、虐待などの相談履歴の有無を確

認しつつ情報共有を行い、関係機関との協働による実態把握と、就学

に向けた速やかな対応を行う必要があると考える。 

上記の対応を行う上では、要保護児童対策地域協議会の積極的な活

用が重要である。また、同協議会を通じて各関係機関が有する情報を

つなぎ合わせ、当該家庭に対するリスクアセスメントを行うことが、

虐待の発生予防、早期発見、早期の適切な対応へと結びつくことにな

る。 

 

⑶ 家庭全体に対するアセスメントの実施と適切な対応    

ⅰ 事実 

・ 本児の妊娠届の遅延や実母に住民票がなかったこと、さらに、本

児の兄の飛び込み出産、出生届の未提出、本児と兄の乳幼児健康診

査の未受診、父母の無保険など、当該家庭には多くの問題があった。 

                           （事例１） 

・ 児童相談所及び各関係機関においては、施設での生活に慣れてい

た本児の家庭復帰の判断に際し、当該家庭において今後発生しうる課

題の整理や対応策などについて、十分な検討・協議がなされていなか

った。                       （事例４） 

 

ⅱ 問題点 

・ 児童相談所及び各関係機関は、本児のみならず、きょうだいや養

育者の状況も踏まえ、それらを関連づけるなど、家庭の全体像を捉え

るという視点に立ったアセスメントを実施していない。 

   ・ 本児の家庭復帰による家庭全体における生活への影響が想定され

た中、実母の養育能力の見極め、母子関係が希薄である可能性、家庭

の経済状況等の総合的なアセスメントが不足している。 

  

  ⅲ 対応策 

 児童相談所及び各関係機関は、虐待の発生予防、早期発見、早期

の適切な対応という観点から、アセスメントを実施する際には、本児

のみならず、きょうだいにも焦点を当て、当該家庭におけるすべての

子どもに対するアセスメントを適切に行う必要がある。さらには、養

育者の生育歴、また家庭の経済状況等を含めた様々な情報を収集し、
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多角的な視点に立った家庭全体のリスクアセスメントを行い、その上

で総合的な判断を行うことが必須である。 

 また、児童相談所は、虐待を理由に施設入所措置をした児童の措

置解除に際しては、原則として、要保護児童対策地域協議会を開催し、

措置時の問題が解決されたか否かの見極めをしつつ、家庭復帰後に想

定される課題の整理やその対応策及び各関係機関における役割分担

と状況悪化時（緊急時）の対応方法などについて事前に十分に協議し、

関係機関が共通認識に立った上で措置解除に関する判断を行うこと

が重要である。 

      同時に、児童相談所及び各関係機関は、子どもの家庭復帰に伴う

家族関係の変化や、その後に起こりうる家族構成や経済状況などの

変化も想定しながら、個々の状況に応じた当該児童とその家庭につ

いてのモニタリングを行うことが必要である。 

      そして、このモニタリングを確実に行うためには、関係機関の連

携と協働が必須であり、それらの機関が子どもの家庭復帰後に当該

家庭に対して行う関わりについて具体的に養育者へ提示し、支援を

継続することが重要である。 

 

⑷ 精神疾患のある養育者等の支援を必要としている家庭への対応 

ⅰ 事実 

 ・ 精神疾患があり希死念慮（自殺企図）を抱く実母が、児童相談所

に対して、自らが精神疾患を有していることや「死にたい。子ども

を預かって欲しい。殺してしまいそう。夫が理解してくれない。」な

ど、切迫した SOS を発信していた。                

・ 児童相談所は、実母からの訴えに対して「一般相談」として処理

しており、受理会議の開催などによる組織としての対応を協議せずに、

市町村へ電話連絡のみで対応を委ねていた。    

 ・ 市町村は、実母への支援を行うにあたり、主治医（精神科医）か

ら病状調査等を行っていなかった。          

・ 市町村は、実母の言動に対し危機感を持ち、家庭訪問の日程を早め

る等の対応をしていたものの、さらなる事態の急変を予測し、児童相

談所の早期介入を求めるなどの対応を行わないまま、支援開始から短

期間で事例が発生した。            （以上 事例２） 
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  ⅱ 問題点 

   ・ 児童相談所は、精神疾患があり希死念慮（自殺企図）を抱く実母

からの深刻な相談に対して、育児困難や虐待を念頭に置いた上で、

実母自身の心身の状態がいつでも急変し、子どもへ危害を加えるお

それ（無理心中へと巻き込む可能性など）があり得ることを想定す

るなど、危機感を持った対応ができていない。 

   ・ 市町村においても、当該家庭のアセスメントを実施する上で、実

母の主治医に病状調査を早急に行い、その病状を客観的に把握して

おく必要性を認識していない。 

    ・ 実母の言動や子どもに対する養育状況から、家庭での養育が困難

な状況に達していた中で、市町村は自らの役割の限界を認識し、措

置権を有する児童相談所との速やかな協議を行うまでに至っていな

い。 

     

ⅲ 対応策 

     精神疾患のある養育者から子どもの保護を求められた場合、特に、

希死念慮（自殺企図）のある養育者は子どもに危害を加えるおそれがあ

ることを想定し、児童相談所は、危機感を持って、組織として迅速な対

応を行う必要がある。そのためには、緊急受理会議などを臨機応変に開

催し、複数の視点で最終的な判断を行うことが必須である。 

また、児童相談所及び各関係機関においては、客観的な病状把握や家

庭での養育の適否を判断するためにも、主治医に対する病状調査を行う

ことが支援開始当初から必要である。特に、市町村においては、地域の

医療機関との情報共有が円滑に行われるよう、日頃から顔の見える関係

性を構築しておく必要がある。 

さらに、保護者による養育の限界については、各機関において的確な

判断ができる力量を持つとともに、緊急性の高い事例については、単独

の機関で抱え込まず、児童相談所へ早急に相談し対応方法について協議

するとともに、要保護児童対策地域協議会を積極的に活用し、関係機関

の協働により支援を行うことが重要である。この際、複数の機関が関わ

る上で、事例の状況に関する危機感に温度差が生じることもあるが、そ

れらを解消するためには、「一時保護決定に向けてのアセスメントシー

ト」等の積極的な活用を図り、共通のツールを用いて客観的に判断する

中から、危機感を共有していく必要がある。 
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⑸ 児童相談所における組織的なアセスメント 

ⅰ 事実 

 ・ 児童相談所は、精神疾患があり希死念慮（自殺企図）を抱く実母

からの訴えに対して危機感を持つことができなかった。そのため、

電話相談を受けた後も、十分なアセスメントを行わないまま市町村

に対応を委ね、所内で緊急受理会議や援助方針会議等を開催するこ

となく、組織的な対応がなされていなかった。                     

（事例２） 

・ 児童相談所が本児とそのきょうだいを保護した際、主訴を「養育

者不在」と判断し、実母による「虐待（ネグレクト）」という認識が

なかった。                     （事例４）                 

・ 入所措置解除の判断に際し、実母からの引き取り要求や、子ども

との面会時の様子について重きを置く一方で、実母の生育歴や現在

の生活状況、実母が本児らを残したまま不在にした理由などの重要

な事項について、十分な聴取を行っておらず、基本的な情報が不足

したまま、措置解除の判断をしていた。        （事例４） 

   

ⅱ 問題点 

・ 児童相談所において、職員が受ける電話相談への対応やその後の

情報共有及び援助方法等について、組織的なチェックが十分に機能

していない。 

・ 主訴の判断の際に、十分なアセスメントを実施しておらず、その

後も定期的な見直しがなされていない。 

・ さらに、入所措置解除の判断に際しても、新たな家庭環境に関す

る基本的な事項や、家庭復帰に伴い予測される課題などに関して、

情報収集と十分なアセスメントを行わないまま、家庭復帰させてい

る。 

 

ⅲ 対応策 

    児童相談所は、育児を行う者がいつでも虐待者本人となり得ること、

また、その当事者が自ら相談を行うということについて、相当な勇気

と決断を要する行動であること、また切迫した状況にあるということ

を念頭に置いて対応する必要がある。その上で、虐待者の相談に十分

耳を傾けながら、子どもの安全の確認を最優先に考え、緊急性の判断

をしなければならない。 

この際、児童相談所における相談受理後の判断や対応については、
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職員個人の判断のみに委ねられることなく、組織として多角的な視点

から判断を行い、援助方針を決定しなければならない。 

また、職員間の知識や技術などの差を埋めていくためには、児童相

談所業務に関するマニュアルの整備とその適正な運用に加えて、日頃

から事例検討会などにも積極的に取り組み、組織内部で経験の共有や

伝承をしながら、事例の全体像及び問題点を的確に捉えるアセスメン

ト力と相談援助技術の向上を図る必要がある。 

同時に、入所措置及び入所措置解除のいずれにおいても、判断根拠

となる詳細なアセスメントを実施する必要があり、この際にも、児童

相談所内部でのチェック機能やスーパーバイズ機能を強化していくこ

とが求められる。 

 

⑹ 市町村職員の専門性及び対応能力 

ⅰ 事実 

・ 市町村の母子保健担当部署は、乳幼児健康診査未受診と居住実態

が把握できないという状況の家庭について、虐待のハイリスク家庭

であるとの認識が十分でなかった。          （事例１） 

・ 市町村の虐待対応担当部署は、本児の家庭引き取りに際しての条

件であった保育所への通所が途絶え、結果的に退所となった事実に

ついて児童相談所へ報告はしているが、市町村独自での対応を行っ

ていなかった。                   （事例４） 

・ 市町村の母子保健担当部署においては、乳幼児健康診査の受診時

に、本児に体重減少がみられたが、一般的な指導に終始していた。 

                         (事例４） 

  

ⅱ 問題点 

 ・ 市町村の母子保健担当部署が、虐待のハイリスク家庭に気付くこ

とができていない。 

 ・ 市町村の虐待対応担当部署において、家庭引き取りに際する重要

な条件の一つであった「保育所の通所」が途絶えたことに対して、

危機意識を持ち関係機関との情報共有を行ったり、実母に対する事

実確認及び本児の安全確認を行う等の具体的な対応に至っていない。 

 ・ 乳幼児健康診査で把握された本児の体重減少という客観的な事実

に対して、虐待を想定し、危機感を持った適切な対応に結びつけるこ

とができていない。 
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ⅲ 対応策 

市町村は、住民にとって最も身近な行政機関として、各種手当てや

届出の申請受理、子育て支援や母子保健サービスの提供など、様々な

場面を通じて子育て家庭に接触する機会がある。 

これらの業務を担う職員の専門性及び対応能力向上のためには、虐

待のリスク要因などに関する基礎的な知識の習得によって、危機意識

を高めることが重要であり、特に、虐待事例への直接的な支援を行う

部署においては、相談援助技術のさらなる向上が求められることから、

児童虐待に関する具体的かつ系統立てた研修体制を整備し、実践して

いく必要がある。 

また、重大事例からの学びとして、各市町村や都道府県において作

成した検証報告書などを活用した研修は、実践的かつ効果的である。 

特に、母子保健担当部署においては、このような研修等を通じて、

様々な母子保健事業の目的には、児童虐待の発生予防という重要な視

点（役割）が根底にあること、また、乳幼児健康診査が虐待の早期発

見の場でもあるということをあらためて再認識し、本来ならば「成長

過程にあるべき子どもの体重減少」という、客観的事実の背景に隠れ

ている養育環境へのアセスメント力を高めると共に、それらを踏まえ

た上での適切な支援や対応を行っていく必要がある。 

  

⑺ 市町村における関係部署間の情報共有 

ⅰ 事実 

・ 乳幼児健康診査を受診せず、居住実態も把握できないという虐待

発生リスクの高い家庭であるにもかかわらず、市町村の母子保健担

当部署から虐待対応担当部署に対する情報照会や情報提供がなされ

なかった。また、戸籍担当部署が把握した、きょうだいの出生届提

出の遅延に関する情報については、母子保健担当部署へ情報提供が

なされていたが、同部署内での情報共有が不十分であった。 

・ 妊娠届提出時（母子健康手帳交付時）等の、養育者と直接接触で

きる貴重な機会を通じて、当該家庭に関する情報を把握していなか

った。 

・ 母子保健担当部署が必要としていた乳幼児健康診査未受診者に関

する情報について、同市町村の児童福祉担当部署では把握していた。 

  （以上 事例１） 
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・ 市町村は、児童相談所から本児が家庭復帰することについて情報

提供を受けていたが、関係部署間での情報共有を行っていなかった。 

       （事例４） 

 

ⅱ 問題点 

   ・ 虐待の発生予防、早期発見・早期の適切な対応等にかかる虐待対

応担当部署の役割が十分に機能していない。 

・ 母子保健担当部署において、乳幼児健康診査未受診者に関する未

受診等の理由、背景等の調査が不足しており、虐待対応担当部署に

対する情報提供に結びついていない。  

・ 市町村内部における関係部署間の情報共有等において、効果的か

つ実効性のある連携体制が構築されていない。 

   ・ 市町村は、児童相談所から措置解除となった本児に関する情報提

供を受けて、地域における支援体制を整えるべく、関係部署間にお

いて情報共有や役割分担などの協議を行っていない。 

   

ⅲ 対応策 

    児童のいる家庭での度重なる転居や、住民票のある住所地において

居住実態が把握できない等の生活実態を把握した場合、市町村内部に

おける関係部署間の情報共有の仕組みについて、各市町村の実情に応

じた具体的な方法を整備する必要がある。 

    また、市町村においては、妊娠届提出時は妊婦と接触できる有効な

機会と捉え、単に届出の受理（母子健康手帳の交付）にとどまらず、

母子保健担当部署以外の多様な部署での対応においても、特定妊婦や

要支援家庭の早期把握に努めるという認識を持つことが重要である。

そのためには、市町村内部の関係する部署が特定妊婦及び要支援家庭

の概念等について共通認識を持つことが基本となる。さらに、これら

の事例を把握した際には、妊娠期からの継続支援を開始できるように、

母子保健担当部署へ速やかにつなぎ、共に対応する仕組みを整備する

必要がある。 

    一方、入所措置解除となった事例への支援に関しては、児童相談所

との協議のみならず、市町村内部においても関係部署間での情報共有

をはじめ、それぞれの担当部署の専門性や機動力を活かした役割分担

や、養育状況が悪化した場合の対応等について予め設定し、定期的な

モニタリング体制を整えておく必要がある。 
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⑻ 関係機関間の連携体制 

   ⅰ 事実 

    ・ 入所措置解除の条件の一つであった保育所の通所がすぐに途切れ

たこと、措置解除後にも再び、実母が本児らを残して長期間不在に

していることなどについて、本児らと関わりのあった保育所や中学

校は、本家庭に関する情報を把握していたが、児童相談所や市町村

の虐待対応担当部署との情報共有が不十分で、危機的な状況に相応

しい対応がなされなかった。              （事例４） 

 

ⅱ 問題 

・ 各関係機関において、本家庭に関する情報を断片的に把握してい

たが、情報そのものが持つ意味の重要性や、情報を集約し共有する

ことの必要性についても認識がなく、関係機関間での十分な情報共

有にまで至っていない。 

・ ヒアリングを行った４事例すべてにおいて、要保護児童対策地域

協議会を活用していない。 

    

ⅲ 対応策 

    虐待事例への支援を行うにあたっては、要保護児童対策地域協議会の

積極的な活用を通じて、関係機関間の情報共有や具体的な連携につい

て協議することが、まずは不可欠である。 

 特に、施設入所していた事例の入所措置解除に際しては、同協議会

を原則として開催し、措置時の問題が解決されたか否かの見極めをし

つつ、家庭復帰後に想定される課題の整理やその対応策及び各関係機

関における役割分担と状況悪化時（緊急時）の対応方法などについて、

多角的な観点から慎重かつ十分に協議し、退所後の支援に関わる複数

機関が共通認識に立った上で、措置解除の決定等を行うことが重要で

ある。 

 

⑼ 自治体における検証の実施 

ⅰ 事実 

・ 検証を実施するにあたり、本児や養育者の生育歴、虐待の発生に

至った背景等に関する情報が十分には収集できていなかった。 

                           （事例１） 

・ 事例が発覚するまでの間、児童相談所や関係市町村等の行政機関

による直接的関与がなかったために、検証組織による調査によって
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把握できた情報が乏しかった。            （事例３） 

・ 検証報告の内容について、一般的な指摘にとどまる傾向が認めら

れた。                       (事例４） 

 

ⅱ 問題点 

   ・ 都道府県や市町村等において事例の検証を行うにあたり、虐待発

生に至った経緯やその背景などの基本的な情報の収集が不足してお

り、十分な検証に至っていない。 

・ 検証を行うための効果的な手法や検討体制などが整備されていな

い。 

   

ⅲ 対応策 

     「事実の把握を行い、死亡した児童の視点に立って発生原因の分析等

を行い、必要な再発防止策を検討する」という検証目的の原点に立ち、

虐待発生の背景にある養育者の生育歴などを初めとするアセスメント

を深めるとともに、対応経緯についても詳細かつ客観的な振り返りを

実施することがまずは重要である。 

    この検証にあたっては、行政機関の対応に係る問題点の整理や一般

論にとどまらず 

① 死亡に至った経緯における問題点の背景要因 

② 加害者が虐待に至った問題点の背景要因 

     などの観点から実施することが必要であり、これらの正確な分析を行

った上で、各背景要因への改善策を深く考え、今後の再発防止策へと

結びつけていくことが重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


