
148 
 

Ⅵ 課題と提言 

 

１ 地方公共団体への提言 

⑴ 虐待の発生及び深刻化の予防 
   ① 養育支援に関する妊娠期からの包括的な相談及び支援体制の充実 
    ア 望まない妊娠に係る相談体制の充実、相談窓口の周知 

虐待による死亡事例において、０日・０か月児事例が０歳児の死亡

事例の約半数を占めている。その背景には、若年妊娠や望まない妊

娠など、妊婦が 1 人で悩みを抱えながら出産に至る事例が数多く含

まれている。また、妊娠の事実を親族や他人に知られたくない者も

少なからずいたり、妊婦自身が子ども時代に虐待を受けるなどして

人に対する基本的信頼感を持てずに、他者へ相談することに極めて

強い抵抗感を持つ者もいるなど、妊婦自身が内包する難しい問題も

ある。 
      これらを踏まえると、まず、このような妊婦と行政を含めた支援

者が接点を持つことが重要であり、その上で、支援者が虐待も含め

た今後起こりうるリスクを認識（予測）し、関係者間で情報を共有

しながら、必要な支援に結びつけていかなければならない。 
      そのためには、妊婦自身が相談窓口の存在について、容易に知る

ことができ、かつ相談しやすい窓口とするよう周知方法を工夫した

り、相談に対して、ワンストップで対応ができるような体制を整備

することが重要である。さらに、実際の相談に際しては、妊婦の心

情に十分留意し、信頼関係の構築に向けた慎重かつきめ細かな対応

を図る必要がある。 
妊娠・出産・子育て等に係る相談体制の整備については、「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、

雇児母発 0727 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、母子保健課長連名通知）に示されており、これらの

通知を踏まえながら体制整備に努めるべきである。 
なお、出産後、実父母やその親族によって子どもを養育すること

が困難な場合は、児童相談所が行う相談援助における選択肢の一つ

として、里親や養子縁組等の制度を活用することも考えられる。ま

た、第 2 種社会福祉事業として養子縁組あっせんを民間事業者等が

実施しているところであるが、地方公共団体においては、「養子縁組

あっせん事業の指導について」（平成 26 年 5 月 1 日付雇児発 0501 第
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3 号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づき、養子縁組

あっせん事業者の事業運営の透明性の確保や支援の質の向上を図り、

専ら児童の福祉の観点に立った養子縁組が行われるよう努めること

が重要である。 
    

イ 妊婦健康診査の受診に係る啓発の強化 
     平成 24 年度に把握した０日・０か月児事例における実母の妊娠期の

問題については、「母子健康手帳の未発行」と「妊婦健康診査の未受診」

がそれぞれ 11 人中 10 人（90.0％）であった。妊娠初期から分娩に至

るまでに 14 回程度の受診が望ましいとされる妊婦健康診査は、妊婦や

胎児の健康管理のためには不可欠であり、さらに、妊婦がさまざまな

支援とつながる端緒としても重要な機会と捉えることができる。 
また、これまでの検証結果からは、医療機関等における適切な妊娠・

出産の管理や、他の支援機関につなぐことができていたならば、子ど

もの命が救われていたと思われる虐待死事例が含まれている。 
このため、地方公共団体においては、妊婦健康診査を受診すること

の意義について、様々な機会を通じて広報啓発することが重要である。

また、平成 25 年度から妊婦健康診査にかかる費用（14 回分）は地方財

政措置が講じられていることを踏まえて、経済的な理由を背景にした

未受診を防ぐために、妊婦健康診査の公費助成制度等に関しても、広

く情報提供していくことが必要である。 
 

ウ 妊娠期からの保健、医療、福祉分野の役割におけるそれぞれの確実な 
 な対応と連携の強化 

市町村の母子保健担当部署や医療機関等が接点を持っていたにも関

わらず、虐待のリスクや支援の必要性を把握することができず、その

結果、関係機関の連携による支援が行われずに、虐待による死亡事例

が少なからず発生している。 
市町村の母子保健担当部署は、母子健康手帳の交付や乳児家庭全戸

訪問事業、乳幼児健康診査などの妊産婦や乳幼児を対象とした事業を

数多く行っており、保健師等は、これらの機会を通じて、妊産婦や乳

幼児に直接会い、健康面、生活面、養育環境など実際の生活の場を通

じた様々な情報を得ることができ、虐待対応担当部署や児童相談所と

は異なる角度から、情報を把握することが可能である。 
また、産科医療機関や、精神疾患のある妊婦に関わる精神科医療機

関などは、養育支援が必要な家庭を早期に把握する機会が多い。 
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他方、児童福祉担当部署は、児童手当、助産制度、保育所の入所な

ど、各種制度や手続きの申請窓口のため、児童福祉に関する多くの情

報が集積する。 
このため、児童虐待の発生予防、早期発見、早期の適切な支援を行

うためには、保健、医療、福祉分野におけるそれぞれの機関が、虐待

リスクを把握しうるということを認識し、虐待リスクを認識もしくは

虐待の疑いを持った時には、速やかに虐待対応担当部署へ情報提供す

る必要がある。特に、要保護児童を養育している妊婦や経済的困窮を

抱える妊婦等の支援が必要な妊婦（特定妊婦）や、乳幼児健康診査未

受診等の養育支援が必要な児童（要支援児童）に対し、必要な支援を

行えるように、要保護児童対策地域協議会の活用を含めて、より一層

の連携強化が重要である。 
なお、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

保健課長連名通知）に示されており、引き続き、地方公共団体におい

ては、医療機関から円滑な情報提供が行われるよう、市町村における

情報の受理窓口を医療機関等の関係機関に周知するとともに、医療機

関からの情報を積極的に活用し、的確な支援ができるよう体制の整備

を図るべきである。 
また、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、「児童虐待の防止等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、雇児母発 1130 第 2 号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務

課長、母子保健課長連名通知）に示されているので、あわせて参照さ

れたい。 
 

② 精神疾患のある養育者等の支援を必要とする家庭に対する相談及び

支援体制の強化 
本報告における特集Ⅱでも示したように、虐待死事例の中には、加害

者となった養育者に精神疾患のある事例が例年一定数含まれている。こ

れらの事例においては、養育者自身の病状の安定はもとより、パートナ

ーや親族等の協力、また、各種サービスを利用しながら、子どもへの養

育が安定的に行われることが重要である。このためには、産科医療機関、

精神科医療機関と母子保健担当部署や虐待対応担当部署、精神保健福祉
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担当部署等、保健・医療・福祉分野の多職種が連携した上で、妊娠期か

らの切れ目のない支援を行う必要がある。 
適切な支援を行うためには、地方公共団体が養育者の病状等について

主治医から客観的な情報を得るとともに、主治医に対して家庭における

実際の養育状況等を地方公共団体側から伝える等、双方向で情報共有し

ながら対応することが重要である。この情報共有にあたっては、個人情

報保護の観点から要保護児童対策地域協議会の場を有効に活用するこ

とが望ましい。 
 

③ 虐待の発生予防のための広報・啓発 
ア 虐待の発生予防につながる子育て支援サービス等に関する広報・情

報提供の着実な実施 
市町村では多くの子育て支援施策を行っているが、これらは養育者の

育児負担感や孤立感を軽減させるなど、虐待の発生予防に結びついてい

る。一方、虐待に至った養育者の中には、地域社会との接触が乏しいこ

とも多く、子育て支援サービス等に関する必要な情報が届いていない場

合もあると考えられる。 
このため、今後も地域の実情や利用者のニーズに応じた多様な子育て

支援策をさらに充実させ、量的な整備を進めると同時に、サービスや相

談の場を必要としている養育者に対して、適時に必要な情報を確実に届

けられるような仕組みを検討することが重要である。 
特に、市町村の母子保健担当部署においては、妊娠届の受理や母子健

康手帳の交付時、乳児家庭全戸訪問事業や乳幼児健康診査等、原則とし

て全ての親子に接触できるこれらの機会を有効に活用し、虐待の発生予

防につながるよう、身近な地域で親子が交流できる場や育児相談の場等、

子育て支援サービス等に関する広報や情報提供を行う必要がある。 
 

イ 児童虐待に係る通告義務・通告先・相談窓口等に関する広報及び啓

発のより一層の強化 
虐待の早期発見のためには、子どもへの虐待を見逃さない、許さない

という地域社会の意識を醸成し、広く通告が行われることが望ましい。 
したがって、地方公共団体においては、引き続き広く一般住民に対し

て、通告義務・通告先・相談窓口について周知することが必要である。 
周知を行う際には、虐待を受けた児童のみならず、虐待を受けたと思

われる児童を発見した場合でも通告しなければならないこと、通告者の

秘密は守られること、通告は子どもを守るだけではなく、子どもを虐待
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している養育者を助けることにもつながるという視点も含めて、周知し

ていくことが重要である。 
また、このような児童虐待に係る広報及び啓発については、民間団体

や教育機関などと協働することで、さらなる強化が図られることから、

積極的な協力要請を行うことも必要となる。 
 

⑵ 虐待の早期発見・早期の適切な対応と支援の充実 

① 乳幼児健康診査及び就学時の健康診断未受診等の家庭の把握と対応 
市町村は、過去に発生した虐待死事例を踏まえて、合理的な理由がな

く乳幼児健康診査や就学時の健康診断を子どもに受けさせていない家

庭は、虐待のリスクが高い場合もあり得ることを認識し、当該家庭に関

する情報収集や支援に努めなければならない。 
このため、市町村の母子保健担当部署や学校及び教育委員会は、電話、

文書、家庭訪問等、様々な勧奨方法を通じて各健診の受診に結びつける

とともに、勧奨に応じず家庭訪問等でも子どもに会えない場合には、市

町村の虐待対応担当部署に情報提供をする必要がある。 
情報提供を受けた虐待対応担当部署は、児童相談所などを始めとする

他の関係部署に対して、当該家庭に関する情報収集を行うことにより実

態を把握するとともに、支援の必要性をアセスメントした上で、それぞ

れの状況に応じた適切な対応に結びつける必要がある。 
 

   ② 居住実態が把握できない児童・家庭に対する要保護児童対策地域協

議会を活用したフォロー体制の整備 
居住実態が把握できない児童や家庭への対応については、「養育支援

を特に必要とする家庭の把握及び支援の徹底について」（平成 25 年 6

月 11 日付雇児総発 0611 第 1 号、雇児母発 0611 第 1 号、厚生労働省雇

用均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長連名通知）に示されている

ところである。 
地方公共団体は、家庭の居住実態が把握できず、子どもの安否確認

がとれないままに、最悪の結果につながった事例があることを重く受け

止め、「子どもの存在が確認できないという状況」は、「虐待のリスクが

高い可能性を含む」という認識をあらためて持つことが肝要となる。し

たがって、単独の機関が有する情報のみで虐待リスクを判断するのでは

なく、要保護児童対策地域協議会などを活用しながら、関係機関による

情報共有を図り、所在の確認や子どもの安全確認に努めなければならな

い。 
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なお、この際の情報共有にあたり、同協議会は、同協議会に属しな

い関係機関等に対して、児童福祉法第 25 条の３に基づいて情報提供を

求めることが可能であることに留意されたい。 
加えて、地方公共団体において所在確認に努めてもなお、実態把握

が難しい場合には、児童相談所に対応を求め、引き続き情報収集に努め

るとともに、得られた情報を総合的に判断した上で、必要に応じて警察

に相談するなど、さらに一歩踏み込んだ対応も必要と考える。 
 

⑶ 職員の専門性の確保と資質の向上 

   ① 市町村職員の児童虐待に対する専門的な知識や相談援助技術の向上 
     児童虐待防止法には、学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉

に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医

師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童

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

旨が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

職員へ強く周知していく必要がある。 
特に、市町村は、子どもと家庭に最も身近な行政機関であり、各種

の所管事業を通じて、虐待の発生予防、早期発見、早期の適切な対応、

さらには施設を退所した後の在宅支援などに亘る一連の役割を担って

いる。 
そのため、これらの業務を担う市町村職員においては、虐待のリス

ク要因や虐待に至る養育者の背景、養育者に精神疾患が認められる場

合には、このことが子どもの養育に及ぼす影響やそれに対する支援の

あり方、家族全体を捉えるアセスメントの手法など、基礎的な知識の

習得とともに、面接場面のロールプレイ等、実践的な内容も織り交ぜ

ながら、相談援助技術の獲得や向上を図ることが求められる。 
したがって、市町村は、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を有す

る職員の採用や、職員がこれらの資格を取得することについて推進す

るよう努めるとともに、職員を対象とした虐待に関する体系的な研修

の機会を継続的に確保することが必要であり、市町村単独での定期的

な研修の開催が困難な場合には、都道府県単位における研修会を開催

するよう努めなければならない。 
なお、市町村における児童家庭相談援助については、「市町村児童家

庭相談援助指針について」（平成 22年 3月 31日付雇児発 0331 第 6号、

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に示されているので、参照

されたい。 
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② 市町村における虐待対応担当部署のコーディネート機能の強化 

     本報告においても、市町村の関係部署がそれぞれの所管業務を通じ

て、当該家庭に関する情報を把握していながらも、情報の共有がなさ

れず虐待のリスクについて、十分に評価することができなかったとい

う事例が含まれている。 
住民にとって最も身近な行政機関である市町村は、虐待を防止する

上で非常に重要な役割を担い、中でも、虐待対応担当部署においては、

母子保健担当部署をはじめ、生活保護の担当課や児童手当、保育所入

所などの担当課のみならず、戸籍担当課や教育委員会などとも連携を

強化し、情報の収集と共有に積極的に努めるべきである。 
このように、複数の関係課が持つ情報を集約・整理し、要保護児童

対策地域協議会などの場を活用して援助方針を検討するためには、虐

待対応担当部署におけるコーディネート機能のより一層の強化が求め

られる。 
 

③ 児童相談所における虐待対応の専門性及び中核的機関としての役割

機能の強化 
     児童相談所は、児童福祉法において様々な法的権限を与えられてお

り、立ち入り調査や一時保護などの権限を有する唯一の機関として、

他の機関では代替できない権限を有する機関であると同時に、必要な

場合はこの権限を適切に行使する社会的使命を担っている。 
したがって、職員は組織の責務を十分に理解した上で、虐待事例へ

対応しなくてはならない。また、面接時に得られた情報の中から、リ

スクをアセスメントする能力を向上させることが一層重要となる。そ

の上で、当該事例の抱えるリスクについて、職員個人のみで判断する

のではなく、常に、児童相談所としての組織的な判断に基づき援助方

針を定めなければならない。このことは、一般相談や電話相談を受け

た際に、主訴の背後に虐待が存在するか否かを判断する時も同様であ

ることから、児童相談所内部における報告や情報共有の仕組みを整え

るとともに、組織としてのチェック機能を引き続き強化する必要があ

る。        
加えて、児童相談所は市町村を技術的に支援する役割も担っている

ため、児童福祉や児童虐待に関するより高度な専門的知識と相談援助

技術が求められる。 
さらに、児童相談所単独の情報や判断のみで援助方針や子どもの処
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遇を決定するのではなく、市町村をはじめとした関係機関と情報共有

を行い、多角的な視点から事例の状態を捉え、丁寧に対応していくこ

とが求められており、関係機関をつなぐコーディネート力も必要であ

る。 
 

④ 丁寧かつ迅速な相談体制の強化に向けた児童相談所及び市町村（虐

待対応担当部署、母子保健担当部署）における人員体制の充実 
     児童相談所における児童虐待相談受理件数の増加や、平成 16 年の児

童福祉法改正に伴い、市町村においても虐待の通告を受理し対応する

こととなったため、児童相談所や市町村の虐待対応担当部署及びこれ

らの部署と関連が深い母子保健担当部署の業務は増加の一途にある。 
また、虐待をしている養育者は、行政などとの関わりが乏しい場合

も多い。このような家庭への支援においては、頻繁な接触や長期間に

わたる支援が必要となることから、担当職員へ精神的負荷がかかるこ

とが想定される。 
さらに、原則として複数の職員による迅速な対応が必要となるため、

今後、より一層の人員確保が必要になる。 
     児童虐待への対応業務については、今後も人員体制の充実と高度な

専門性の確保が求められることから、地方公共団体においては、地域

で活動する民間団体との連携、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職員との間における人事交流や研修の充

実など、組織において専門性が確保・蓄積される体制の構築と、業務

の質及び量に応じた適正な人員配置に努めることが必要である。 
 

⑷ 虐待対応における関係機関の効果的な連携 

   ① 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）の活

用の徹底 
    ア 要保護児童対策地域協議会の特性を活かした関係機関における連

携の強化 
要保護児童対策地域協議会は、虐待を受けている子どもをはじめ

とする要保護児童の早期発見や適切な保護や支援を図るため、関係

機関がその子どもや保護者に関する情報や支援方針を共有し、適切

な連携の下で対応していくことを目的に設置・運営されている。 
現在では、全国ほぼ全ての市町村において、同協議会の設置は進

んでいるが、死亡事例の中には、同協議会に要保護児童として登録

されていなかったり、登録していても同協議会を効果的に活用でき
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ていなかったりする場合も見受けられる。 
虐待の背景には複合的な要因が絡んでいることも多く、単独の機

関による対応には限界もあることから、同協議会を通じた関係機関

の連携強化がより一層重要となる。 
 

イ 要保護児童対策地域協議会における個別ケース検討会議の積極的

な活用と効果的な実務者会議のあり方 
個別ケース検討会議の構成員は、原則として、要保護児童対策地域

協議会の構成員であることから、守秘義務が課せられている。このた

め、関係機関等の間で積極的な情報共有を図り、要保護児童等に対す

る具体的な支援の内容を検討することが必要である。 
また、ケースの状況に即して関係機関がそれぞれ果たすべき役割を

明確にしながら、各機関が主体的に支援に取り組めるようにしなけれ

ばならない。そのためにも、地方公共団体においては、個別ケース検

討会議を積極的に活用していくことが重要である。 
個別ケース検討会議では、個々のケースの進行管理に責任を持つ

「主担当機関」をケース毎に明確にし、その主担当機関に情報が集約

されるようにする必要がある。その上で、それぞれの機関の関わりに

よって把握された親子の状況や各機関が行っている支援の状況が報

告され、かつすり合わされるとともに、当該親子についての再アセス

メントが行われ、今必要とする支援について、特に危機介入の要否・

その具体的な内容、そのための役割分担等を明らかにし、関係機関の

間で共有し、実際の支援を行う必要がある。 
また、同会議は、関係機関からの情報をもとに、状況に応じて臨機

応変に開催されなければならない。特に、親子と直接関わりのある機

関等が何らかの危惧や変化を把握し、会議の開催を要請した場合、あ

るいは親子の状況が把握できないといった事態が生じて開催の必要

性が認められた場合には、速やかに開催できるようにしておくことが

必要である。 
さらに、具体的な支援を行うにあたっては、「主担当機関」にのみ

対応を委ねるのではなく、「主担当機関」以外の機関も支援について

積極的に意見を述べることが当然であり、「主担当機関」は、他の機

関の意見を考慮した上で適切に判断することが必要である。 
また、市町村によっては、要保護児童対策地域協議会の実務者会議

において進行管理をする事例数が年々増加し、個々の事例について十

分な検討を行うことができない状況にあることも明らかになってい
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る。このため、適切な事例数を丁寧に検討できるように、同会議を市

町村の規模に応じて、一定の区域毎に設置することや、あるいは同会

議とは別に対象事例の進行管理のみを行う部会（例えば、児童相談所

と市町村の児童福祉主管部署の担当者を必須メンバーとし、必要によ

り、これに母子保健や教育委員会の担当者を加える）を設けた上で、

十分な時間をとり、同会議と交互に開催することなどの工夫が求めら

れる。 
いずれの場合でも、個々の事例の内容が十分に把握されないままに

対象事例のランク付けだけがなされて、実質的な内容の伴わない「見

守り」を方針とし、これに断片的な情報が追加されるに過ぎないとい

うことでは、会議開催の意義そのものが失われる。また、この会議に

よって行われる支援状況の進行管理は、それぞれの機関が自ら行う支

援の進行管理と、当該事例に関わる複数の機関（支援チーム）が主担

当機関（マネージャー）を責任者として行う進行管理があって初めて、

その機能を発揮するものであることを留意しなければならない。さら

に、実務者会議の中で、個別ケース検討会議の開催について、その必

要性を検討することも求められる。 
 

ウ 要保護児童対策地域協議会における入所措置解除時の支援体制整

備 
第９次報告に引き続き、今回も入所措置解除時に養育者や養育環境

などについて、十分なアセスメントがなされぬまま家庭復帰した後、

虐待が発生した事例がみられている。 
入所措置解除の決定に際しては、要保護児童対策地域協議会におけ

る個別ケース検討会議を必ず開催し、児童相談所をはじめ、市町村の

虐待対応担当部署や母子保健担当部署、子どもが入所している施設、

医療機関や学校及び保育所等、支援に携わる複数の機関の役割と対応

方法などについて明確にしながら、相互の連携強化に努め、適切な支

援を継続できる体制を整備することが必要である。 
 

② 児童相談所と市町村における専門性を活かした役割分担と連携・協

働の徹底 
市町村は、養育者が相談や援助に応じない、あるいは支援を継続し

ても改善が見られない場合、また虐待の確証が得られず、より専門的

な調査やアセスメントを要する場合、さらには子どもの安全のために

一時保護を行うことが必要と判断される場合など、市町村のみで対応
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することが困難と判断した場合は、必要に応じて児童相談所へ送致す

るなど、児童相談所に積極的に関与を求めることが大切である。 
この際、児童相談所と市町村との間で役割と責任に関するルールを

定めた上で、相互に連携、協働することが必要である。すなわち、市

町村と児童相談所が共通認識のもとで、それぞれ対応すべき事例を重

症度や事例の特性によって分類したり、市町村と児童相談所の間で事

例を引き継ぐ場合のタイミングや方法をルールとして定めることによ

り、重層的な対応を実現していくことが必要である。なお、このルー

ルは、その作成過程において、共通理解の醸成が期待できることから、

児童相談所と市町村の協働によって作られることが望ましい。 
加えて、児童相談所と市町村の両者で、適宜、ルールの運用や役割

の見直しについても協議していくことが重要である。 
 

③ 地域をまたがる転居事例に関する地方公共団体間での情報共有の 
徹底と支援を要する家庭への切れ目のない継続支援の実施 

虐待死事例の中には、当該家庭が転居を繰り返しているうちに、当

該家庭に関する情報の共有が地方公共団体間で十分になされず、適切

な支援が行われないまま死亡に至る事例が散見されている。このため、

転居前後の居住地における関係機関同士の協力は、切れ目のない支援

のためにも不可欠である。 
市町村においては、虐待のリスクが高い家庭が転居するという情報

を得た場合は、転居先の市町村に情報提供し、一方、虐待のリスクが

高い家庭が転入してきた場合には、転入時点で速やかに虐待のリスク

アセスメントを行う仕組みを整備することや、転居前の市町村に対し

て、当該家庭の背景や、どのような支援・サービスを受けていたのか

等、転居するまでの家庭や子どもの状況について情報提供を求めるこ

とが重要である。その上で、転居先の市町村においては、十分なアセ

スメントを行うとともに、転居前の市町村での支援方針を踏まえて、

継続支援の方向性を検討することが必要となる。 
 

⑸ 虐待防止を目的とした検証の積極的な実施と検証結果の活用 

   ① 地方公共団体による検証の確実な実施 
     地方公共団体における検証の実施にあたり、関係機関が関与してい

なかった事例については、当該家庭に関する情報が少ないために、検

証が難しい場合もあるが、当該家庭が関係機関に相談することなく子

どもが死亡するに至った状況を含めて、地域の保健・福祉等の体制を
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検証することは非常に重要である。また、たとえ心中事例であっても、

虐待による死亡であり、検証を行うべき対象である。 
さらに、刑事裁判において不起訴になったことにより、虐待とは認

識されず検証がなされない事例もあったが、子どもが死亡していると

いう事実を重く受け止め、刑事裁判において起訴されなかった事例に

ついても検証を行うべき対象である。 
   

② 検証を実施するための効果的な手法 
     地方公共団体において、効果的な検証を行うためには、当該地方公

共団体の職員のみならず、弁護士や民間団体等、外部の専門家や機関

の協力を得ることが考えられる。 
     この検証は、責任追及を目的とするものではないことに留意しつつ、

今後、類似の事例の発生防止に向けて、個別具体的なケースにおける

問題点を詳らかにするものでなければならない。また、福祉や保健、

医療、司法の観点から養育者が虐待に至った背景や、その複合的な要

因等を深く分析・検証し、さらに再発防止のための方針まで明らかに

していくものである。そのため、検証にあたっては可能な限り、実際

に事例に関与した複数の機関（関係者等）から、当時の状況を直接聴

取することが望ましい。加えて、積極的に裁判を傍聴する等して、検

証に必要な新たな情報を得ることも重要である。 
 

③ 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における協

力 
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、死亡に至る全ての期間における発生原因の解明や予防策につ

いて検証するためにも、死亡時の居住地であった地方公共団体のみが

行うのではなく、転居前後の地方公共団体間で協力し合い、検証を行

う必要がある。したがって、各地方公共団体は、他の地方公共団体が

検証を実施する場合にも、個人情報の取扱いに十分留意した上で、積

極的に情報提供を行うことが求められる。 
 

④ 検証報告の積極的な活用による虐待死事例の再発防止 
第８次報告の周知状況について、都道府県・市町村の関係機関や関係

者に対する周知は、前年と同様９割以上の地方公共団体が行っていたが、

「関係者への研修で使用」は約１割に留まっていた。 
これまでに同様の事例が繰り返し発生している状況を踏まえると、各
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地方公共団体において検証報告が十分に活用されていないことも、その

一因として考えられる。虐待により命を落とすということは、あっては

ならないことであり、死亡事例を通じて得られる学びを大切にし、虐待

を防ぐためには何が必要なのか、どのような支援が必要であったのかと

いうことを、あらためて、検証しなければならない。 
そのためには、地方公共団体及び国の検証報告を研修などの場で活用

しながら、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に

対して周知徹底することにより、検証結果からの学びが引き継がれるこ

とが重要である。 
また、再発防止の観点からは、虐待死事例が発生していない地方公共

団体においても、自らにも起こりうる問題として捉え、各地方公共団体

が行った検証結果を職員研修等において積極的に活用することが肝要

である。 
各地方公共団体による検証報告は、子どもの虹情報研修センターのウ

ェブサイト（http://www.crc-japan.net/index.php）に掲載されている

ため、参照されたい。 
加えて、地方公共団体における検証結果を踏まえ、現在の児童虐待対

策における課題と考えられる事柄については、地方公共団体と国が共有

していくことも必要である。 
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２ 国への提言 

⑴ 虐待の発生及び深刻化の予防 
   ① 養育支援に関する妊娠期からの包括的な相談及び支援体制の充実 

虐待による死亡事例においては、０日・０か月児死亡事例が０歳児

の死亡事例の半数を占めており、その背景には、若年出産や望まない

妊娠など、周囲のサポートを必要とする事例が多く含まれている。 
そのため、国は、引き続き地方公共団体に対して、女性健康支援セ

ンター事業の推進など、妊娠、出産などについて悩みを抱える者が相

談しやすい相談窓口の設置や周知を促すべきである。 
また、妊婦健康診査の受診勧奨に係る普及啓発を更に強化するなど、

未受診者に受診を促すような取り組みを引き続き実施していく必要が

ある。 
加えて、妊産婦や子どもの健康状態等を把握できる医療機関との連

携は非常に重要である。このため、支援を必要とする妊産婦や子ども

への早期からの支援を目指した保健、医療、福祉の連携について、個

人情報の円滑な共有化が図られるよう積極的に取り組んでいる自治体

の実践例を周知するなど、地方公共団体等において、保健、医療、福

祉の連携が促進されるよう努めるべきである。 
さらに、妊娠、出産などについて悩みを抱える者の相談を行う養子

縁組あっせん事業に関して、児童相談所や民間の養子縁組あっせん事

業者における支援の実態を調査し、あっせん技法や児童、実親および

養親に対する支援方法等について、専門的観点から効果的な手法を検

討する等、適切な事業が実施されるよう努めるべきである。 
 

② 精神疾患のある養育者等の支援を必要とする家庭に対する相談及び

支援体制の強化 
虐待死事例の中には、養育者に精神疾患のある事例が例年一定数含ま

れていることを踏まえ、国は、地方公共団体に対して、精神疾患のある

養育者への相談支援体制の強化を促すべきである。 
養育者の病状を踏まえた相談支援を行うためには、精神科医療機関と

の連携が重要であるが、個人情報保護の観点から、現状では必ずしも円

滑な連携が図られているとはいえない。したがって、国は、地方公共団

体に対して、守秘義務が課されている要保護児童対策地域協議会に精神

科医療機関の積極的な参加を促すとともに、子どもの最善の利益を保障

するという観点に立った上で、精神疾患のある養育者に対して適切な支
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援が行われるよう、保健・医療・福祉の連携をより一層強化していくこ

とを、あらためて周知することが必要である。 
 

③ 虐待の発生予防のための広報・啓発 
虐待を防ぐためには、発生予防が不可欠であることを踏まえ、国は、

引き続き地方公共団体に対して、虐待の発生予防につながる子育て支援

サービス等の充実強化やその周知を促進するよう働きかける必要があ

る。 
また、児童虐待に係る通告義務・通告先・相談窓口等に関して、あら

ゆる機会を通じて広報・啓発を充実させていくべきである。 
なお、虐待発生のリスクが高い家庭への支援はもとより、子どもの健

やかな育ちを支援することは、虐待の発生予防にも資するという観点か

らも、国においては切れ目のない子育て支援施策をより一層充実・強化

させるとともに、広く一般に対して広報・周知していく必要がある。 
 

⑵ 虐待の早期発見・早期対応と支援の充実 

① 虐待発生のリスクが高い家庭の早期発見・早期対応 
市町村の母子保健担当部署や教育委員会において、特別な理由がなく

乳幼児健康診査や就学時の健康診断を受けさせていない家庭、あるい

は子どもが未就学の家庭などを把握した場合、虐待のリスクが高い可

能性があり得ることを認識し、危機意識を持ちながら迅速に当該家庭

の実態把握に努めなければならないということを、国は、引き続き地

方公共団体に対して周知徹底すべきである。 
 

② 居住実態が把握できない児童・家庭に対するフォロー体制の整備 
これまでの検証報告でも指摘してきたが、家庭の居住実態が把握でき

ず、子どもの安否確認がとれない事例の中には、子どもが死亡するとい

う極めて深刻な結果につながった事例が複数認められている。 
また、住民票を異動せずに他の都道府県・市町村へ転居した家庭につ

いては、転居の事実を把握すること自体が難しいことや、地方公共団体

間においての情報共有に困難を伴う場合があるため、支援が途切れたり、

遅れたりしがちである。 
したがって、国は、このような地方公共団体間の取り組みだけでは限

界があることを踏まえ、居住実態が把握できない児童や家庭に対して、

地方公共団体における円滑な実態把握と適切な支援が可能となるよう、

都道府県を超えて情報共有ができる統一的なルールづくりを行うべき
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である。 
 

⑶ 職員の専門性の確保と資質・能力の向上 

    児童虐待への対応には、高度な専門性が求められることから、国は、

引き続き地方公共団体に対して、児童相談所や市町村における専門職の

積極的な採用や外部の専門家の活用、効果的な研修の充実など、専門性

が確保、蓄積される仕組みの整備と体制強化の取組を促すべきである。 
    なお、「今後の児童家庭相談体制のあり方に関する研究会」（厚生労働

省雇用均等・児童家庭局長主宰）における報告書（平成 18 年 4 月 28 日） 

では、「現場においては、児童福祉司に必要な専門性を確保するためには、

5 年から 10 年程度の経験が必要であり、さらに、指導的立場に立てる職

員を育成するためには、より多くの経験が必要との声も多くある。」と述

べられており、国は、地方公共団体に対して、このような知見を広く周

知するべきである。 
 

⑷ 虐待対応における関係機関の効果的な連携 

   ① 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）の活

用の徹底と調整機関の機能強化 
      平成 16 年の児童福祉法改正に伴い、市町村における要保護児童対策

地域協議会の設置が法定化されてから 10 年が経過し、全国ほぼ全ての

市町村に同協議会が設置されているところである。 
しかし、各市町村においては、同協議会で取り扱う事例が増加し、

個々の事例について、十分な検討を行うことが困難な状況になってい

る場合や同協議会自体が形式化している場合もみられる等の点が、新

たな課題として指摘されている。 
このため、国は、同協議会をより実行性のある仕組みとなるよう、

先進的な取り組みを行っている市町村の好事例や、例えばケースの重

症度による細分化や開催地域の細分化等の効果的な運用方法について

示し、その活用を促進し、運用上の工夫が図られるよう、地方公共団

体に対して周知するべきである。 
また、同協議会の調整機関には必ずしも児童福祉等に関する専門職

が配置されていないことから、引き続き専門職等の配置を促すととも

に、調整機能をさらに強化するためには、外部有識者によるスーパー

バイザーの配置等についても、市町村の取り組みを促すべきである。 
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   ② 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）の調

整機関と各関係機関における連携体制の強化 
     児童虐待の対応にあたっては、保育所・学校等の関係機関と市町村

の虐待対応担当部署との連携が不可欠である。このため、国は、市町

村に対して、虐待の発生予防や早期発見、迅速な通告等が行われるよ

うに、同協議会調整機関の職員が、各関係機関へアウトリーチによる

相談対応を行う等の取り組みについて、積極的に促すべきである。こ

のことにより、同協議会の調整機関と保育所・学校等の各関係機関と

の協働が促進され、虐待防止に対する意識を高めることができる。 
 

⑸ 虐待防止を目的とした検証の積極的な実施と検証結果の活用 

   ① 地方公共団体による検証の確実な実施に向けた方策の検討 
     現在の児童福祉法には、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若

しくは特定妊婦への適切な支援を図ることを目的とした個人情報の共

有を定める規定はあるが、死亡事例の検証を目的とした個人情報の共

有を定める規定がないことから、検証を行うにあたって必要な情報を

十分に得られない場合がある。 
十分な検証を実施するためには、要保護児童等の保護を目的とした

個人情報の共有と同程度の情報が必要であり、国は、検証を目的とし

た照会に対しても、個人情報の取扱いに十分留意した上で関係機関や

他の地方自治体が協力するよう促すとともに、死亡事例に関する検証

のための情報の収集が可能となるよう、具体的な方策を検討するべき

である。 
さらに、検証の方法については、「『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について』の一部改正について」（平成 23 年 7

月 27 日付雇児総発 0727 第 7 号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総

務課長通知）が発出されているところであるが、これまでの国や地方

公共団体による検証結果を踏まえ、地方公共団体が効果的な検証を確

実に行えるよう、より具体的な検証方法等について、あらためて周知

徹底を図る必要がある。 
 

② 検証報告書の積極的な活用に向けた検討と周知 
過去の検証において明らかになったポイントを活かし、類似の事例

の再発防止を図るために、国は、検証報告書が地方公共団体の実施す

る研修などの場で一層活用され、現場で虐待の対応を行っている児童

相談所及び市町村の職員に対して、周知徹底されるよう努めるべきで
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ある。 
本委員会では、虐待死事例への検証から抽出された対応上の留意点

等について、再三にわたり提言を行ってきた。しかしながら、依然と

して対応に課題のある事例がみられていることも事実である。本委員

会の検証のあり方、検証報告書の活用実態、類似の事案が繰り返し発

生する要因等について、国は総合的な検証を行うべきである。 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


