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児童虐待相談の対応件数推移及び虐待相談の内容・相談経路
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児童虐待相談対応件数の推移

児童虐待相談対応件数

○ 平成2７年度における児童相談所の児童虐待相談対応件数は、103,260件（速報値）。平成11年度に比べて約8.9倍。
○ 心理的虐待の割合が最も多く（47.2%）、次いで身体的虐待の割合が多い（27.7%）。
○ 相談経路は、警察等（37％）、近隣知人（17％）、家族（８％）、学校等（８％）からの通告が多くなっている。

（速報値）

○ 虐待相談の内容別割合

身体的虐待 ネグレクト 性的虐待 心理的虐待 総 数
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○ 虐待相談の相談経路
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児童虐待による死亡事例の検証・分析対象の推移（児童数）

（注１）平成15年～平成19年までは暦年。平成20年度以降は年度、（注２） 平成15年はH15.7.1～H15.12.31の６か月間、（注３）平成19年はH19.1.1～H20.3.31の15か月間
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社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会による検証結果より

第１次から第１２次報告までの児童虐待による死亡事例等の検証結果

【心中以外の虐待死 588例、626人】
○ ０歳児の割合は45.2％、中でも０日児の割合は18.1％。さらに、３歳児以下の割合は76.2％を占めている。
○ 加害者の割合は実母が55.6％と最も多い。
○ 加害者（実母）の背景としては、望まない妊娠／計画しない妊娠、妊婦健康診査未受診などの状況が20％程度に見られている。

（※第3次報告から第12次報告までの累計）
○ 加害者となった養育者が地域から孤立していた場合が40.2％である。 （※第2次報告から第12次報告までの集計）
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児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）の成立（平成１２年１１月施行）

児童虐待防止法・児童福祉法の改正（平成１６年１０月以降順次施行）

・児童虐待の定義の見直し（同居人による虐待を放置すること等も対象） ・通告義務の範囲の拡大（虐待を受けたと思われる場合
も対象） ・市町村の役割の明確化（相談対応を明確化し虐待通告先に追加） ・要保護児童対策地域協議会の法定化 等

平成１２年

平成１６年

平成１９年

児童福祉法による要保護児童対策として対応

児童虐待防止法・児童福祉法の改正（平成２０年４月施行）

・児童の安全確認等のための立入調査等の強化、保護者に対する面会・通信等の制限の強化、保護者に対する指導に従わない場
合の措置の明確化 等

・児童虐待の定義（身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待） ・住民の通告義務 等

児童虐待防止対策の経緯

平成２０年 児童福祉法の改正（一部を除き平成２１年４月施行）

・乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業等子育て支援事業の法定化及び努力義務化 ・要保護児童対策地域協議会の機能
強化 ・里親制度の改正等家庭的養護の拡充 等

平成２３年 児童福祉法の改正（一部を除き平成２４年４月施行）

・親権停止及び管理権喪失の審判等について、児童相談所長の請求権付与 ・施設長等が、児童の監護等に関し、その福祉のため

に必要な措置をとる場合には、親権者等はその措置を不当に妨げてはならないことを規定 ・里親等委託中及び一時保護中の児童
に親権者等がいない場合の児童相談所長の親権代行を規定 等

平成２８年 児童福祉法・児童虐待防止法等の改正（一部を除き平成２９年４月施行）

・児童福祉法の理念の明確化 ・母子健康包括支援センターの全国展開 ・市町村及び児童相談所の体制の強化
・里親委託の推進 等 3



児童福祉法等の一部を改正する法律（平成28年法律第63号）の概要

全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化等を図る
ため、児童福祉法の理念を明確化するとともに、母子健康包括支援センターの全国展開、市町村及び児童相談所の体制の
強化、里親委託の推進等の所要の措置を講ずる。

１．児童福祉法の理念の明確化等
（1）児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障されること等の権利を有することを明確化する。
（2）国・地方公共団体は、保護者を支援するとともに、家庭と同様の環境における児童の養育を推進するものとする。
（3）国・都道府県・市町村それぞれの役割・責務を明確化する。
（4）親権者は、児童のしつけに際して、監護・教育に必要な範囲を超えて児童を懲戒してはならない旨を明記。

２．児童虐待の発生予防
（1）市町村は、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行う母子健康包括支援センターの設置に努めるものとする。
（2）支援を要する妊婦等を把握した医療機関や学校等は、その旨を市町村に情報提供するよう努めるものとする。
（3）国・地方公共団体は、母子保健施策が児童虐待の発生予防・早期発見に資することに留意すべきことを明確化する。

３．児童虐待発生時の迅速・的確な対応
（1）市町村は、児童等に対する必要な支援を行うための拠点の整備に努めるものとする。
（2）市町村が設置する要保護児童対策地域協議会の調整機関について、専門職を配置するものとする。
（3）政令で定める特別区は、児童相談所を設置するものとする。
（4）都道府県は、児童相談所に①児童心理司、②医師又は保健師、③指導・教育担当の児童福祉司を置くとともに、

弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
（5）児童相談所等から求められた場合に、医療機関や学校等は、被虐待児童等に関する資料等を提供できるものとする。

４．被虐待児童への自立支援
（1）親子関係再構築支援について、施設、里親、市町村、児童相談所などの関係機関等が連携して行うべき旨を明確化する。
（2）都道府県（児童相談所）の業務として、里親の開拓から児童の自立支援までの一貫した里親支援を位置付ける。
（3）養子縁組里親を法定化するとともに、都道府県（児童相談所）の業務として、養子縁組に関する相談・支援を位置付ける。
（4）自立援助ホームについて、22歳の年度末までの間にある大学等就学中の者を対象に追加する。

（検討規定等）
○施行後速やかに、要保護児童の保護措置に係る手続における裁判所の関与の在り方、特別養子縁組制度の利用促進の在り方を検討する。
○施行後２年以内に、児童相談所の業務の在り方、要保護児童の通告の在り方、児童福祉業務の従事者の資質向上の方策を検討する。
○施行後５年を目途として、中核市・特別区が児童相談所を設置できるよう、その設置に係る支援等の必要な措置を講ずる。

改正の概要

平成29年４月１日（１、２（3）については公布日、２（2）、３（4) (5）、４（1）については平成28年10月１日）
施行期日

（平成28年5月27日成立・6月3日公布）
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Ⅰ 児童福祉法の理念の明確化等

○ 全ての児童が健全に育成されるよう、児童を中心に、その福祉の保障等の内容を明確化する。

■ 児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障されること等の権利を有することを明確化。（児童福祉法）

（１）児童の福祉を保障するための原理の明確化

■ 親権者は、児童のしつけに際して、監護・教育に必要な範囲を超えて児童を懲戒してはならない旨を明記。（児童虐待防止法）

（４）しつけを名目とした児童虐待の防止

■ 国・地方公共団体の役割・責務を次のように明確化。（児童福祉法）
① 市町村は、基礎的な地方公共団体として、身近な場所における支援業務を適切に行う。
② 都道府県は、市町村の業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言や適切な援助を行うとともに、
専門的な知識・技術や広域的な対応が必要な業務を適切に行う。

③ 国は、市町村・都道府県の業務が適正かつ円滑に行われるよう、児童が適切に養育される体制の確保に関する施策、
市町村・都道府県に対する助言、情報提供等の必要な各般の措置を講じる。

（３）国・地方公共団体の役割・責務の明確化

■ 国・地方公共団体は、児童が家庭において健やかに養育されるよう、保護者を支援するものとする。ただし、家庭における
養育が適当でない場合には、児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、必要な
措置を講ずるものとする。（児童福祉法）

（２）家庭と同様の環境における養育の推進
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Ⅱ 児童虐待の発生予防

○ 妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援等を通じて、妊娠や子育ての不安、孤立等に対応
し、児童虐待のリスクを早期に発見・逓減する。

■ 市町村は、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を提供する「子育て世代包括支援センター」を設置するよう努める
ものとする。（母子保健法）（☆）

※ 平成27年度実施市町村数：138市町村 → 平成28年度実施市町村数（予定）：251市町村

※ 法律上は、「母子健康包括支援センター」という名称。

（１）子育て世代包括支援センターの法定化

■ 支援を要すると思われる妊婦や児童・保護者を把握した医療機関、児童福祉施設、学校等は、その旨を市町村に情報提供
するよう努めるものとする。（児童福祉法） （☆）

（２）支援を要する妊婦等に関する情報提供

■ 国・地方公共団体は、母子保健施策が児童虐待の発生予防・早期発見に資するものであることに留意しなければならない
旨を明記。（母子保健法） （☆）

（３）母子保健施策を通じた虐待予防等

＊ （☆）の事項は、「児童虐待防止対策強化プロジェクト」（平成27年12月21日子どもの貧困対策会議決定）に記載。次頁以降も同じ。6



Ⅲ 児童虐待発生時の迅速・的確な対応

○ 児童の安全を確保するための初期対応等が迅速・的確に行われるよう、市町村や児童相談所の
体制や権限の強化等を行う。

■ 市町村は、児童等に対する必要な支援を行うための拠点の整備に努めるものとする。（児童福祉法）

（１）市町村における支援拠点の整備

■ 市町村が設置する要保護児童対策地域協議会の調整機関について、専門職を配置するものとする。（児童福祉法） （☆）

※ 現行は、要保護児童対策調整機関における専門職（児童福祉司たる資格を有する者、保健師等）の配置は努力義務であり、1,387市区町村
（80.4％）が配置済。（平成27年４月１日）

■ 調整機関に配置される専門職は、国が定める基準に適合する研修を受けなければならないものとする。（児童福祉法）

（２）市町村の要保護児童対策地域協議会の機能強化

■ 政令で定める特別区は、児童相談所を設置するものとする。（児童福祉法）

※ 現行法上、政令で定める市（現在、横須賀市・金沢市）は児童相談所を設置するものとされており、政令で定める特別区についてもこれと
同様とする。

■ 政府は、改正法の施行後５年を目途として、中核市・特別区が児童相談所を設置できるよう、その設置に係る支援等の
必要な措置を講ずるものとする。（改正法附則）

（３）児童相談所設置自治体の拡大
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■ ①児童心理司、②医師又は保健師、③スーパーバイザー（他の児童福祉司の指導・教育を行う児童福祉司）を配置する
ものとする。（児童福祉法） （☆）

※ 児童福祉司の配置標準について、区域内の人口等に加え、児童虐待相談対応件数を考慮するものとする。（児童福祉法・同法施行令）

※ 専門職の配置充実を促進するため、厚生労働省において、「児童相談所体制強化プラン」を策定。

■ 児童福祉司（スーパーバイザーを含む）は、国の基準に適合する研修を受講しなければならないものとする。（児童福祉法）

※ 社会福祉主事を児童福祉司に任用する場合、任用前の指定講習会を受講させなければならないものとする。（児童福祉法）

■ 児童相談所設置自治体は、法律に関する専門的な知識経験を必要とする業務を適切かつ円滑に行うため、弁護士の配置
又はこれに準ずる措置を行うものとする。（児童福祉法）

（４）児童相談所の体制強化

■ 児童相談所から市町村への事案送致を新設。（児童福祉法・児童虐待防止法）

※ 現行は、市町村から児童相談所への事案送致のみ規定。

※ 併せて、児童相談所・市町村に共通のアセスメントツールを開発し、共通基準による初期評価に基づく役割分担を明確化。これにより、漏れ
のない対応を確保。

■ 臨検・捜索について、再出頭要求を経ずとも、裁判所の許可状により、実施できるものとする。（児童虐待防止法） （☆）

※ 現行は、保護者が立入調査を拒むことに加え、再出頭要求にも応じないことが要件。

■ 児童相談所・市町村から被虐待児童等に関する資料等の提供を求められた場合、地方公共団体の機関に加え、医療
機関、児童福祉施設、学校等が当該資料を提供できる旨を規定。（児童虐待防止法） （☆）

■ 政府は、改正法の施行後速やかに、要保護児童を適切に保護するための措置に係る手続における裁判所の関与の
在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。（改正法附則）

（５）児童相談所の権限強化等

■ 政府は、改正法の施行後２年以内に、児童相談所の業務の在り方、要保護児童の通告の在り方や、児童福祉に関する
業務に従事する者の資質の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと
する。（改正法附則）

（６）通告・相談窓口等
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Ⅳ 被虐待児童への自立支援

■ 親子関係再構築支援は、関係機関等が連携して行わなければならない旨を明記。（児童福祉法）

■ 施設入所や里親委託等の措置を解除する際に、都道府県（児童相談所）が委託した民間団体等が必要な助言を実施
できるようにする。（児童虐待防止法） （☆）

■ 施設入所や里親委託等の措置を解除された児童について、関係機関等が連携して、児童の継続的な安全確認を行う
とともに、保護者への相談・支援を実施するものとする。（児童虐待防止法）

（１）親子関係再構築支援

■ 里親支援について、都道府県（児童相談所）の業務として位置付け。（児童福祉法） （☆）

■ 養子縁組里親を法定化し、研修の義務化、欠格要件や都道府県による名簿の登録について規定。（児童福祉法） （☆）

■ 養子縁組に関する相談・支援について、都道府県（児童相談所）の業務として位置付け。（児童福祉法） （☆）

■ 政府は、改正法の施行後速やかに、特別養子縁組制度の利用促進の在り方について検討を加え、その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。（改正法附則）

（２）里親委託等の推進

■ 一時保護中の18歳以上の者等について、20歳に達するまでの間、新たに施設入所等措置を行えるようにするとともに、
その保護者に対する面会・通信制限等の対象とする。（児童福祉法・児童虐待防止法）

■ 自立援助ホームについて、22歳の年度末までの間にある大学等就学中の者を対象に追加。（児童福祉法） （☆）

※ 現行は、20歳未満の児童養護施設退所者等が対象。
※ 併せて、施設入所等措置を受けていた者について、18歳（措置延長の場合は20歳）到達後も、22歳の年度末まで、引き続き必要な支援を
受けることができる事業の創設を検討。

（３）18歳以上の者に対する支援の継続

○ 被虐待児童について、親子関係再構築支援を強化するとともに、施設入所や里親委託の措置が
採られることとなった場合には、個々の児童の状況に応じた支援を実施し、将来の自立に結びつけ
る。
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○ 児童相談所の専門職を大幅に増員。

○ 児童福祉司の配置標準について、
人口に加え、虐待相談対応を考慮。

○ 弁護士の配置を積極的に推進。

「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」（平成27年12月21日子どもの貧困対策会議決定）に基づき、児童相談所の体制及
び専門性を計画的に強化するため、「児童相談所強化プラン」を策定する。（平成28年度から31年度まで）

①専門職の増員等 ③関係機関との連携強化等②資質の向上

○ 児童福祉司、スーパーバイザー
の研修受講を義務化。

○ 児童福祉司に任用される社会福
祉主事の任用前講習受講を義務化。

○ アセスメントツール（共通基準）を作成し、
児童相談所と市町村の役割分担を明確化。
○ 市町村における要保護児童対策地域協議
会の設置を徹底。調整機関に専門職を置き
研修受講を義務化。
○ 警察と連携し、人事交流や研修等を推進。

３，４８０人児童福祉司

※保健師については、平成29年度を目標とする。

平成27年度実績 平成31年度目標（強化プラン期間４年間）

４７０人 ５８０人スーパー
バイザー

１，２９０人 １，７４０人児童心理司

９０人 ２１０人保健師

４，３１０人 ５，４３０人合計 ＋１，１２０人程度 （Ｈ２７‘比 ＋２６％）

※児童相談所の人員体制強化に当たり、上記専門職以外の職員の一部（450人程度）を専門職に振り替える（全体で670人程度の純増）。

１．目的

児童相談所強化プラン（概要）

３．専門職の増員目標

２，９３０人

２．内容

＋５５０人程度 （Ｈ２７‘比 ＋19％）

＋１１０人程度 （Ｈ２７‘比 ＋23％）

＋４５０人程度 （Ｈ２７‘比 ＋35％）

＋１２０人程度 （Ｈ２７‘比 ＋133％）

（平成28年４月25日厚生労働省児童虐待防止対策推進本部決定）
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新たな社会的養育の在り方等に関する検討体制

「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」

「市区町村の支援業務の
あり方に関する検討WG」

「子ども家庭福祉人材の専門
性確保ＷＧ」

「社会的養護の課題と将来像」（平成23年７月）の見直しにより、
新たな社会的養育の在り方を示す。

（第１回：７月29日 第２回：９月16日 第３回：10月７日 第４回：10月21日）

国の基準に適合する実際の
研修のガイドライン、カリキュラ
ム等を定め、児童相談所等の
専門性強化を図るための検討
を行う。
（第１回： ７月29日 第２回：９月２日
第３回：10月７日）

改正児童福祉法を踏まえた
市区町村の支援業務の具体
的な内容や在り方等について
検討を行う。
（第１回： ８月 ８日 第２回：９月16日
第３回：10月21日）

児童虐待対応における司法
関与及び特別養子縁組制度の
利用促進の在り方について検
討を行う。
（第１回： ７月25日 第２回： ８月31日
第３回： ９月26日 第４回：10月14日
第５回：10月31日）

「児童虐待対応における司法
関与及び特別養子縁組制度
の利用促進の在り方に関す

る検討会」

児童福祉法等改正法の附則の検討規定等を踏まえ、以下の検討会・ＷＧを立ち上げ、議論を進めている。
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児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議の開催について

○「児童虐待防止対策に関する業務の基本方針」（平成28年３月29日閣議決定）に基づき、児童虐待防止対策に関する企画及び立案
並びに総合調整の業務が、内閣官房から厚生労働省に移管されたことに伴い、厚生労働省において、児童虐待防止対策に関し、
関係府省庁間の必要な調整等を行うため、連絡会議を開催する。

○内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省（合計６府省庁）

１．構成メンバー

（１）関係府省庁連絡会議（局長級会合）
○趣 旨：連絡会議は、基本方針を踏まえ、関係府省庁が緊密に連携し、総合的な児童虐待防止対策について、政府

全体で強化を図り、一層効果的に推進する。

○開催頻度：必要に応じて開催

○構 成：議長：厚生労働大臣
議長代理：厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
構成員：【内閣府】政策統括官（共生社会政策担当）（内閣府子ども・子育て本部統括官併任）

【警察庁】生活安全局長
【総務省】自治財政局長
【法務省】民事局長、刑事局長、人権擁護局長
【文部科学省】生涯学習政策局長、初等中等教育局長
【厚生労働省】社会・援護局長、社会・援護局障害保健福祉部長、政策統括官（社会保障担当）

（２）関係府省庁連絡会議幹事会（課長級会合）
○趣 旨：幹事会は、連絡会議の下に、その方針を受けて、関係府省庁において相互に緊密な連携を取りつつ、総合的

な児童虐待防止対策に適切に対応するため、情報の共有、具体的な連携・協力方法の検討、確認等を行う。

○開催頻度：月１回程度

○構 成：議長：厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長（政策統括官付社会保障担当参事官室併任）
構成員：各府省庁担当参事官、担当課長

※会議の庶務は、関係府省庁の協力を得て、厚生労働省において処理する。

２．会議形態

12



厚生労働省における児童虐待防止対策の推進体制について

○ 児童虐待について発生予防から自立支援までの一連の対策の更なる推進等を図るため、省内横断的な組織と
して、厚生労働大臣を責任者とする「児童虐待防止対策推進本部」を設置する。

児童虐待防止対策推進本部【平成２８年４月～】

本部員

○雇用均等・児童家庭局総務課《企画、総合調整等》、虐待防止対策推進室《児童虐待防止対策》、少子化総合対策室

《地域子育て支援》、家庭福祉課《社会的養護等》、保育課《就学前の保育施策》、母子保健課《母子保健施策》

○医政局総務課《産科・小児医療》、地域医療計画課《産科・小児医療》

○職業安定局総務課《雇用対策》

○職業能力開発局総務課《職業的自立支援》

○社会・援護局地域福祉課《生活困窮家庭への支援》

○社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課《障害児・家族への支援》、精神・障害保健課《精神障害のある家族等への支援》

○参事官（社会保障担当参事官室長併任）

本部長代行：厚生労働副大臣（子育て支援担当）、厚生労働大臣政務官（子育て支援担当）
本部長代理：事務次官、厚生労働審議官

副本部長：雇用均等・児童家庭局長

副本部長代理：大臣官房長、社会・援護局長、社会・援護局障害保健福祉部長、政策統括官（社会保障担当）

※１ 会議の庶務は、政策統括官付社会保障担当参事官室の協力を得て、雇用均等・児童家庭局総務課において処理。
※２ 今後、必要に応じて推進本部を開催。

本部長：厚生労働大臣
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○ 平成16年から毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け、集中的な広報・啓発を実施。
○ 月間の開始にあたり、毎年閣議において厚生労働大臣から各大臣に対し、月間への積極的な協力と

「オレンジリボン・バッジ」の着用を依頼（本年度実施閣議日：11月１日（火））。【別紙１参照】

平成28年度「児童虐待防止推進月間」の主な取組について平成28年度「児童虐待防止推進月間」の主な取組について

１ 「子どもの虐待防止推進全国フォーラム in  ふくい」の開催【別紙２参照】
平成28年11月19日（土）、福井県福井市（福井県生活学習館ユー・アイふくい）にて、基調講演、分科会等を実施。

２ 「児童虐待防止推進月間」標語の募集・決定・公表
（平成28年度最優秀作品）『さしのべて あなたのその手 いちはやく』 山口 涼香さん（神奈川県）の作品
※ 全国からの応募総数7,034作品の中から最優秀作品を選考し、最優秀作品の作者には、厚生労働大臣賞を授与。

厚生労働省が作成する各種広報媒体に掲載。

３ 広報・啓発物品の全国配布【別紙３参照】
ポスター、リーフレット、自動車用ステッカー、エコバッグを全国の自治体、関係府省庁及び関係団体等に配布。

４ 一般メディアの活用等による広報啓発
・ 新聞突出し広告で標語、189等を周知（10月31日（月）～11月６日（日）、中央5紙、地方62紙等に順次掲載）。
・ ＢＳ日本（日テレ）で児童虐待防止対策をテーマとした番組を放送（10月29日（土）20:54～21:00）。
・ 政府インターネットテレビで児童虐待防止対策をテーマとした番組を掲載(11月インターネット配信）。

５ 厚生労働省庁舎のオレンジリボンドレスアップ
室内照明により厚生労働省の庁舎（中央合同庁舎５号館）の窓ガラスにオレンジリボンが

浮かび上がるようドレスアップを実施（11月７日（月）～11日（金）17時頃～20時頃）。
※  全国の自治体にも同様の取組を協力依頼。

６ 児童虐待防止対策協議会の開催【別紙４参照】
児童虐待に関係する府省庁等及び関係団体が一堂に会し、取組状況について情報交換を行うとともに、連携強化や

更なる対策の充実を図るための方策を検討。
（日時）11月10日（木）17:30～19:00 （会場）厚生労働省３階共用第６会議室

※ 月間では、全国の自治体、関係府省庁、関係団体等においても様々な取組を実施（厚生労働省ホームページで掲載）。【別紙５参照】

やまぐち すずか

厚生労働省庁舎のドレスアップ（昨年）
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オレンジリボン・バッジについてオレンジリボン・バッジについて

（※ オレンジリボン運動公式サイト「子ども虐待防止オレンジリボン運動」を参考に作成。）

１ 「オレンジリボン」マークの由来について
2004年、栃木県小山市で３歳と４歳になる二人の可愛らしい兄弟が父親の友人から再三にわたって暴行を受け、

息も絶え絶えの状態で、橋の上から川に投げ込まれて幼い命を奪われるという痛ましい事件をきっかけに、全国で
オレンジリボン運動が始まった。

児童虐待防止全国ネットワークは、全国に広がったオレンジリボン運動を大切に大きく育てるため、2006年より
オレンジリボン運動の総合窓口を担っている。「子どもへの虐待をなくしたい」という志のもとに、全国で共通した
シンボルとするために、目指すべき目標（オレンジリボン憲章）を定めた。

このオレンジの色は里親家庭で育った子どもたちが「子どもたちの明るい未来を示す色」として選んだといわれて
いる。その胸の中に、オレンジフルーツのような明るさと暖かさを感じたいという思いがあったのではないか。

２ （特非）児童虐待防止全国ネットワークについて
理事長 ：吉田恒雄氏（駿河台大学学長）

※「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」座長
設立年月日 ：平成13年6月2日（平成19年8月27日、特定非営利活動法人としての登記）
事務局所在地 ：東京都世田谷区松原1-45-10 ＫＴスクエアー４Ｂ
事業 ：児童虐待防止シンポジウム開催事業、児童虐待防止啓発活動事業等

３ オレンジリボン・バッジについて
オレンジリボン・バッジは、オレンジリボン運動の主旨に賛同して、

（特非）児童虐待防止全国ネットワークへ寄付された方に対して、
当該団体が交付している啓発グッズの一つ。

別紙1
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子どもの虐待防止推進全国フォーラム in ふくい（概要）子どもの虐待防止推進全国フォーラム in ふくい（概要）

１ 開催日時・会場
日時：平成28年11月19日（土）10:00～17:20 （昼休憩を含む。）
会場：福井県生活学習館 ユー・アイふくい（福井県福井市下六条14-1） ※ 参加定員500名

２ 全体のテーマ
社会全体で子どもの「命」と「権利」、そしてその「未来」を守るために

３ 構成
① 開会式（10:00～10:20）

開会挨拶（主催者及び共催者代表）、平成28年度児童虐待防止推進月間標語最優秀賞（厚生労働大臣賞）の授与

② 福井県知事講話（10:25～10:55）
福井県知事：西川 一誠氏 テーマ：すべての子どもの幸せのために（仮題）

③ 基調講演（11:00～12:30）
講師：遠藤 利彦 テーマ：「子育ち・子育ての基本について考える～アタッチメントという視座から見る虐待～」

④ 分科会（13:30～16:00）
第１分科会 「母子保健と児童福祉の連携～切れ目ない支援のために～」
第２分科会 「市町村等地域の身近な場所における虐待ケース等への支援の在り方」
第３分科会 「要保護児童対策地域協議会における関係機関の連携の在り方」
第４分科会 「虐待の子どもへの影響～医療的観点から～」
第５分科会 「社会的養護の子どもの自立支援～関係機関での連携の在り方～」

⑤ ゲストライブ（16:15～16:35）
悠々ホルン氏 ※子どもたちのＳＯＳを音楽や動画を通じて配信するなどの活動をしている。

⑥ 全体会（16:45～17:15）
各分科会の代表者が議論を発表し、全体のまとめを行う。

⑦ 閉会式（17:15～17:20）

平成17年以降、毎年、児童虐待防止推進月間中に、厚生労働省が主催、開催地の関係自治体が共催で、
「子ども虐待防止推進全国フォーラム」を実施。本年度は、福井県、福井市の共催で実施。

別紙2
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平成２８年度に全国配布する広報・啓発物品について平成２８年度に全国配布する広報・啓発物品について

○ 厚生労働省において、以下のとおり、各種広報・啓発物品を作成し、全国の自治体、関係府省庁及び関係団体等
に配布。

○ 例年の「カード」、「しおり」に代え、本年度は自動車用ステッカー、エコバッグを作成、配布。
※ 自動車用ステッカーについては、全国子育てタクシー協会（全国29都道府県約130社加盟）にも配布し、

車両への貼付を依頼。

別紙３

☆広報啓発用ポスター（B2サイズ）
約12万枚配布

☆まちかどポスター（A3サイズ）
約30万枚配布

☆自動車用ステッカー（直径13センチ）
約11万枚配布

☆エコバッグ（A4サイズ）
7,500枚配布（※自治体のみ配布）

※ このほか、リーフレット（A4サイズ、デザインはまちかどポスターと概ね同一）約200万枚についても配布。 17



第19回児童虐待防止対策協議会（概要）第19回児童虐待防止対策協議会（概要）

１ 開催日時・会場
日時：11月10日(木) 17:30～19:00 会場：厚生労働省３階共用第６会議室

２ 構成
① 厚生労働大臣挨拶（17:30～17:35）
② 関係府省庁における児童虐待防止対策の直近の状況・取組（推進月間の取組を含む。）の説明（17:35～18:05）

内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省 他
③ 児童福祉法等改正を踏まえた関係団体における取組の説明（18:05～18:35）

（一社）日本子ども虐待防止学会、（公社）日本小児科医会、全国児童相談所長会、全国連合小学校長会、日本弁護士連合会が説明予定。
④ 意見・情報交換等(18:35～19:00)

３ 構成員
関係府省庁等：内閣府政策統括官（共生社会政策担当）、警察庁生活安全局、法務省人権擁護局、

文部科学省生涯学習政策局、厚生労働省雇用均等・児童家庭局、最高裁判所事務総局家庭局（オブザーバー）
関係団体：以下の57団体（※下線は、本年度から新たに参画した団体。）

平成11年以降、例年10月又は11月に、児童虐待に関係する府省庁等及び関係団体が一堂に会し、取組状況に係る
情報交換、関係団体等との連携強化や更なる対策の充実を図るための方策を検討することを目的として開催。

本年度は以下の日程、内容等で開催。

別紙４

１ （一社）全国認定こども園連絡協議会 16 （公社）日本社会福祉士会 31 愛育研究所 46 全国保育協議会

２ （一社）全国病児保育協議会 17 （公社）日本小児科医会 32 子どもの虹情報研修センター 47 全国保健師長会

３ （一社）日本こども育成協議会 18 （公社）日本助産師会 33 全国家庭相談員連絡協議会 48 全国保健所長会

４ （一社）日本子ども虐待防止学会 19 （公社）日本精神保健福祉士協会 34 全国学童保育連絡協議会 49 全国母子生活支援施設協議会

５ （一社）日本臨床心理士会 20 （公社）日本ＰＴＡ全国協議会 35 全国高等学校長協会 50 全国民生委員児童委員連合会

６ （一財）児童健全育成推進財団 21 （福）子どもの虐待防止センター 36 全国国公立幼稚園・こども園長会 51 全国養護教諭連絡協議会

７ （公財）ＳＢＩ子ども希望財団 22 （福）全国社会福祉協議会 37 全国児童家庭支援センター協議会 52 全国連合小学校長会

８ （公財）全国里親会 23 （福）日本保育協会 38 全国児童自立支援施設協議会 53 全日本私立幼稚園連合会

９ （公社）全国私立保育園連盟 24 （特非）家庭的保育全国連絡協議会 39 全国児童相談所長会 54 全日本中学校長会

10 （公社）全国保育サービス協会 25 （特非）子育てひろば全国連絡協議会 40 全国児童養護施設協議会 55 日本私立小学校連合会

11 （公社）全国幼児教育研究協会 26 （特非）児童虐待防止全国ネットワーク 41 全国情緒障害児短期治療施設協議会 56 日本私立中学高等学校連合会

12 （公社）日本医師会 27 （特非）全国小規模保育協議会 42 全国自立援助ホーム協議会 57 日本弁護士連合会

13 （公社）日本看護協会 28 （特非）全国認定こども園協会 43 全国人権擁護委員連合会

14 （公社）日本産婦人科医会 29 （特非）チャイルドライン支援センター 44 全国地域活動連絡協議会

15 （公社）日本歯科医師会 30 （特非）日本子どもの虐待防止民間ネットワーク 45 全国乳児福祉協議会 18



地方自治体・関係団体等による各種広報・啓発の主な取組例について地方自治体・関係団体等による各種広報・啓発の主な取組例について

○ 児童虐待防止推進月間に併せ、地方自治体、民間団体等においても様々な広報・啓発の取組を実施（把握している
取組は厚生労働省ホームページに掲載予定）。主な取組例は以下のとおり。

１．地方自治体の取組例
庁舎への懸垂幕の設置、スポーツチームとのタイアップ、インターネット動画サイト・ＳＮＳの活用、子どもの

虐待防止フォーラムの開催、オレンジリボンにちなんだキャラクターによるイベントの開催、自治体独自の広報・
啓発グッズの作成・配布、庁舎等のオレンジ色のライトアップ等により、広報・啓発を集中的に実施。

（参考）愛媛県・松山市の主な取組
愛媛県：全国共通ダイヤル（189）等を記した啓発物品（ポケットティッシュ等）を児童相談所管轄ごとに街頭配布。

県庁本館前に設置のインフォメーションボードにて「児童虐待防止推進月間」を紹介。
松山市：市庁舎別館に「児童虐待防止推進月間」を紹介する横断幕を設置。

市広報紙において「児童虐待防止推進月間」を紹介。
市政広報テレビ、ラジオ（AM、FM）において、児童虐待防止に関する市の施策、「児童虐待防止推進月間」を紹介。
市ホームページにおいて、「児童虐待推進月間」を紹介。

２．関係団体の取組例
○「子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2016」

主催：子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー実行委員会（（事務局）子どもの虹情報研修センター）
内容：子ども虐待防止の象徴であるオレンジリボンをたすきに仕立て、

駅伝方式でたすきをつなぎ、子ども虐待防止について市民に呼び掛ける。
10月15日～12月４日の間、全国10地域（東京都・神奈川県、滋賀県、
岐阜県、山口県、名古屋市、長野県、静岡県、鳥取県、茨城県、高知県）
で随時開催。

３．民間企業の取組例
○「グリッター８ × アウェアネスカラー」

主催：フジテレビ
内容：児童虐待防止推進月間の初日である11月1日（18:00頃～21:30頃まで）に、

フジテレビの社屋イルミネーション（グリッター８）を活用して、オレンジ色の
ライトアップを実施。

昨年の様子

グリッター８

別紙５
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児童虐待防止対策関係・平成28年度補正予算・平成29年度概算要求の概要

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
総務課虐待防止対策推進室

児童虐待防止対策関係予算 １，４１１億円の内数 （１，２９５億円の内数）

○ 児童虐待防止対策については、「児童虐待防止対策強化プロジェクト」（※）、改正児童福祉法等
に基づき、発生予防から自立支援までの総合的な対策を推進する。
これを踏まえた、平成２９年度概算要求の主な内容は以下のとおり。
※子どもの貧困対策会議（平成27年12月21日）で決定された「すくすくサポート・プロジェクト」（すべての子どもの安心と希
望の実現プロジェクト）の１つ。

※児童虐待防止対策関連予算として、以下を積み上げた金額（括弧内は平成２８年度予算額）

・ 児童虐待・DV対策等総合支援事業
・ 児童入所施設措置費等
・ 次世代育成支援対策施設整備交付金
・ 妊娠・出産包括支援事業
・ 児童虐待防止対策費（本省費）等
・ 児童相談体制整備事業

166億円の内数
1,142億円の内数
60億円の内数

38億円
1億円
4億円

（ 73億円の内数）
（1,140億円の内数）
（ 57億円の内数）

（ 24億円）
（ 1億円）
（ 0.3億円）

参考資料

1



１．児童虐待の発生予防

児童相談所や市町村における児童虐待に係る相談対応件数は依然として増加傾向にあり、死亡事
例の４割強が０歳児であることを踏まえ、地域社会から孤立している家庭へのアウトリーチ支援を
積極的に行うことを含め、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を通じて、妊娠や子育ての不
安、孤立等に対応し、児童虐待のリスクを早期に発見・逓減する。

（１）妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援
① 子育て世代包括支援センターの全国展開【拡充】

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する子育て世代包括支援センターの全国展開に向け、
その設置促進を図るとともに、地域の実情に応じて、産前・産後サポート事業、産後ケア事業を実施する。

※「子育て世代包括支援センター」のうち利用者支援事業（子ども及びその保護者等の身近な場所で、教育・保育・保健その他の
子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業）については、内
閣府において要求。

【妊娠・出産包括支援事業：38億円】

➁ 産前・産後母子支援事業（仮称）の創設【新規】
改正児童福祉法の施行を踏まえ、妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健診を受けずに出産に

至った産婦といった特定妊婦等への支援の強化を図るため、母子生活支援施設、乳児院、助産所、産科医療機
関、NPO法人等における特定妊婦や飛び込み出産に対する支援をモデル的に実施し、成果や課題を検証し、具
体的な仕組みの検討に活用するための事業を創設する。

【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：166億円の内数】

（２）孤立しがちな子育て家庭へのアウトリーチ（内閣府予算）
① 乳児家庭全戸訪問事業
生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う。

【子ども・子育て支援交付金：982億円＋事項要求の内数】

2



１．児童虐待の発生予防（続き）

② 養育支援訪問事業
養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、当

該家庭の適切な養育の実施を確保する。
また、「ニッポン一億総活躍プラン」を踏まえ、公的な支援につながっていない児童のいる家庭への対策に

ついて、予算編成過程で検討する。
【子ども・子育て支援交付金：982億円＋事項要求の内数】

２．児童虐待発生時の迅速・的確な対応

○ 児童虐待が発生した場合には、児童の安全を確保するための初期対応が確実・迅速に図られるよ
う、児童相談所・市町村の体制の強化及び専門性の向上、要保護児童対策地域協議会の機能強化等
を行う。

（１）児童相談所の体制整備等
① 児童相談所の法的機能の強化【拡充】

児童相談所の業務が円滑に行われるよう、司法的な相談や対応が必要となる事例について家族、家庭裁判所、
関係機関等との調整を行う弁護士の配置を促進する。このため、補助基準額を引上げ、児童相談所が弁護士を
配置するための費用の充実を図り、日常的に法的支援を受けられる体制を強化する。

【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：166億円の内数】

【補助基準額（案）】 3,080千円→7,822千円（週３回→５回、日額19,600円→30,000円）
【補助率】国1/2、都道府県等1/2
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２．児童虐待発生時の迅速・的確な対応（続き）

② 児童相談所・市町村における安全確認体制の強化【拡充】
児童相談所及び市町村において、児童虐待の通告を受けた際に児童の安全確認等を行う体制の強化を図る。

また、市町村分について、実施市町村数の拡大を行う。
【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：166億円の内数】

【補助基準額（案）】児童相談所分 12,813千円（３人分）、市町村分 8,542千円（２人分）
【補助率】国1/2、都道府県等・市町村1/2

③ 児童相談所・市町村の資質の向上【拡充】
改正児童福祉法の施行に向け、新たに義務付けられた研修等を実施するため、研修メニューの組み替えを行

う。
また、義務研修等を円滑に行うため、研修手続全般を担う研修専任コーディネーターを都道府県等に新たに

配置する。
【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：166億円の内数】

【補助基準額（案）】研修コーディネーター 4,271千円（1都道府県市当たり）
【補助率】国1/2、都道府県等1/2

④ 児童相談所の設置促進【新規】
中核市及び特別区が児童相談所の設置準備に伴い、増加する業務に対応するための補助職員や児童相談所の

業務を学ぶ間の代替職員の配置に要する経費について補助を行う。
【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：166億円の内数】

【補助基準額（案）】
補助職員 2,172千円（1市区当たり）
代替職員 1,303千円（1市区当たり）

【補助率】国10/10
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２．児童虐待発生時の迅速・的確な対応（続き）

⑤ 虐待・思春期問題情報研修センター事業の充実【拡充】
児童相談所、市町村、児童福祉施設などの虐待問題等対応機関職員の研修、児童相談所などの専門機関から

の専門的な相談助言、児童福祉施設での臨床研究と連携した研究等を実施する。
また、改正児童福祉法により受講が義務付けられる児童福祉司スーパーバイザー研修の充実及び都道府県

等が実施する研修の講師を担当する者の研修を新たに実施するための研修経費の拡充及び実施体制の強化を図
る。

【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：166億円の内数】
⑥ 児童相談所全国共通ダイヤル（１８９）の改善

児童相談所全国共通ダイヤル「１８９」については、発信者の利便性向上を図るため、郵便番号等の入力が
必要な携帯電話等からの発信について、コールセンター方式を導入し、音声ガイダンスに代わりオペレーター
（人）が対応する仕組みを構築する。

【児童相談体制整備事業：3.8億円】

（２）市町村の体制強化
① 市町村における児童等に対する必要な支援を行うための拠点の運営支援【新規】

市町村が、児童等に関する支援（実情の把握、情報提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整）を一
体的に担う拠点を運営する費用について補助を行う。

【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：166億円の内数】

【補助基準額（案）】
・大規模型 117,766千円（1市町村当たり）
・標準型 50,664千円（1市町村当たり）
・小規模型 29,038千円（1市町村当たり）

【補助率】国1/2、市町村1/2
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２．児童虐待発生時の迅速・的確な対応（続き）

➁ 市町村へのスーパーバイザーの配置【新規】
市町村が児童相談所からの指導措置の委託など在宅での児童の支援が適切に行われるよう、市町村にスー

パーバイザーを配置し、相談機能の強化を図る。
【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：166億円の内数】

【補助基準額（案） 】
・児童相談所設置を目指す市区（中核市、特別区） 2,605千円（1市区当たり）
・その他、一般市町村 1,303千円（1市町村当たり）

【補助率】国1/2、市町村1/2

③ 要保護児童対策地域協議会の機能強化【新規】
要保護児童対策地域協議会の調整機関の専門職が義務研修を受講する間の代替職員の配置や支援内容のアド

バイス等を行う虐待対応強化支援員（仮称）等を配置する。
【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：166億円の内数】

【補助基準額（案） 】
①代替職員 68千円（1市町村当たり）
②虐待対応強化支援員（仮称）2,605千円（1市町村当たり）

【補助率】国1/2、市町村1/2

⑤ 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（内閣府予算）
要保護児童対策地域協議会の機能強化を図るため、調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門

性強化と、ネットワーク機関間の連携強化を図る取組を実施する。
【子ども・子育て支援交付金（内閣府予算）：982億円＋事項要求の内数】

④ 要保護児童対策地域協議会情報共有モデル事業の実施
要保護児童対策地域協議会に登録されている全ての児童、妊婦に対して、セキュリティに配慮しながら関係

者が常に情報を更新、検索できるシステムを構築するためのモデル事業を実施する。
【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：166億円の内数】

6



２．児童虐待発生時の迅速・的確な対応（続き）

（参考）平成２８年度第２次補正予算
○ 市町村における児童等に対する必要な支援を行うための拠点の整備

市町村が、児童福祉法に規定された支援（実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連
絡調整）を一体的に担う拠点を整備する。
※ 既存の「子育て支援のための拠点施設本体整備」を活用。（1施設当たり7,230千円（B地域の例））

【次世代育成支援対策施設整備交付金70億円の内数】

（３）適切な環境における児童への対応
① 一時保護所におけるきめ細かいケアの推進

一時保護所が有する行動観察や短期入所指導の機能を充実・強化するため、実務経験者である教員ＯＢ、看
護師、心理士、警察官ＯＢ、児童指導員ＯＢ及び通訳などによる一時保護対応協力員を配置する。

【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：166億円の内数】

【補助基準額（案）】1,635千円（一時保護対応協力員一人当たり）
【補助率】国1/2、都道府県等1/2

② 児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業の実施
児童養護施設等の家庭的養護の更なる推進等を図るため、児童養護施設の小規模化等、生活環境改善を図る

ための補助を行う。
【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：166億円の内数】

③ 一時保護所の整備の推進
一時保護を要する児童の増加に対応するため、一時保護所の整備を推進する。

【次世代育成支援対策施設整備交付金：60億円の内数】
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２．児童虐待発生時の迅速・的確な対応（続き）

④ 一時保護所における学習指導員の配置【新規】
一時保護中の児童に対する学習支援の充実を図るため、一時保護所に常勤の学習指導を行う者を（学習指導

員）を１名配置する。 【児童入所施設措置費等：1,142億円の内数】

【補助基準額（案）】5,351千円（学習指導員一人当たり）
【補助率】国1/2、都道府県等1/2

⑤ 一時保護所における第三者評価の受審費用の創設【新規】
一時保護所において、保護・支援を受ける児童の立場に立った、質の確保・向上を図るための第三者評価を

受審する一時保護所に対する受審費用を創設する。 【児童入所施設措置費等：1,142億円の内数】

【補助基準額（案）】308千円
【補助率】国1/2、都道府県等1/2

⑥ 児童養護施設の小規模化等の推進【拡充】
改正児童福祉法の施行を踏まえ、家庭養護が適当でない場合に、できる限り良好な家庭的環境で養育される

ことができるよう、児童養護施設等に対し、既存の建物の賃借料や施設整備費に対する助成を行い、グループ
ホーム、小規模グループケア等の実施を推進する。
なお、社会保障の充実については、予算編成過程で検討する。（事項要求）

＜社会保障の充実＞

【児童入所施設措置費等：1,142億円の内数】
【次世代育成支援対策施設整備交付金：60億円の内数】

【量的拡充】
受入児童数増への対応

【質の向上】
① 児童養護施設及び乳児院に里親支援担当職員１名を配置
② 小規模グループケア、地域小規模児童養護施設の増加（４１年度までに全施設を小規模化し、
本体施設、グループホーム、里親等を１／３ずつにする）

など
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２．児童虐待発生時の迅速・的確な対応（続き）

（参考）平成２８年度第２次補正予算
○ 一時保護された児童の処遇向上のための環境整備
① 一時保護所における環境改善等事業
児童相談所一時保護施設において、入所事由（虐待、非行等）に応じた個別的ケア等、個々の児童の状

況に配慮した処遇を図るため、施設の創設及び改修等を実施する場合の費用に対して支援を行う。
【次世代育成支援対策施設整備交付金70億円の内数】

② 児童養護施設等における受入機能強化のための整備事業
一時保護された児童は、保護直後は心身が不安定であり、特に丁寧なケアとともに、落ち着いて過ご

せる空間が必要となることから、一時保護委託先となる児童養護施設等に当該児童のケアに適した居室
等を整備する場合の費用に対して支援を行う。

【次世代育成支援対策施設整備交付金70億円の内数】

○ 児童養護施設等における小規模化等や自立のための支援の場の整備
子どもをより家庭的な環境で育てることができるよう、児童養護施設等の小規模化や施設機能の分散化を
進めるとともに、入所している子どもの退所に向けた準備や自立のための支援を行うステップルーム（仮
称）の整備を推進する。また、自立援助ホームについて、改正児童福祉法の施行を踏まえ、22歳の年度末
までの間にある大学等就学中の者が引き続き必要な支援を受けられるよう定員増や新設等の整備を推進す
る。

【次世代育成支援対策施設整備交付金70億円の内数】

（４）関係機関における早期発見と適切な初期対応
○ 医療従事者に対する研修の充実【拡充】

医療機関は、児童虐待を発見しやすい立場にあることから、児童虐待を早期に発見し、迅速かつ的確に対応
できる体制を整えるため、医療機関従事者への研修を実施する。

【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：166億円の内数】

【補助基準額（案）】540千円
【補助率】国1/2、都道府県等1/2
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３．被虐待児への自立支援

○ 被虐待児童について、親子関係の再構築を図るための支援を強化するとともに、里親等への委託
や児童養護施設等への入所措置が採られることとなった場合には、18歳（措置延長の場合は20
歳）到達後や施設退所後等も含め、個々の子どもの状況に応じた支援を実施し、自立に結びつける。

（１）親子関係再構築の支援
○ 家族再統合に向けた取組の推進【拡充】

児童相談所において、地域の精神科医等の協力を得て保護者等に対するカウンセリングを実施するなど、
家族再統合への取組を進める。特に、虐待の再発防止のため、保護者を指導する保護者指導支援員の配置を拡
充するとともに、措置解除後の保護者指導に係る経費の拡充を行う。

【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：166億円の内数】

【補助基準額】カウンセリング ７06千円→ ８86千円
保護者指導支援員 1,506千円→3,528千円

【補助率】国1/2、都道府県等1/2

（２）家庭養護の推進
① 里親支援事業（仮称）の創設【里親支援機関事業を拡充し名称変更】

改正児童福祉法において、都道府県（児童相談所）の業務として、里親の開拓から児童の自立支援までの
一貫した里親支援及び養子縁組に関する相談・支援が位置付けられたことに伴い、従来の里親支援機関事業を
拡充の上、名称変更し、里親制度の普及促進による新規里親の開拓、里親と児童とのマッチング、委託児童に
係る自立支援計画策定、委託後の相談支援等及び養子縁組に関する相談・支援を行う里親支援事業（仮称）を
創設する。

【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：166億円の内数】

② 小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）の設置促進
ファミリーホームの委託児童数が減少した場合でも安定的な運営が図られるよう、事務費について一定期間
（6か月程度）激変緩和措置を講じ、設置促進を図る。

【児童入所施設措置費等：1,142億円の内数】
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３．被虐待児への自立支援（続き）

（３）被虐待児などへの支援の充実
① 児童自立生活援助事業（仮称）の創設【新規】

改正児童福祉法において、児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）の対象者に、22歳の年度末までの間
にある大学等就学中の者が追加されたことに伴い、20歳到達後から22歳の年度末までの間における支援に要
する費用補助として、児童自立生活援助事業（仮称）を創設する。

【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：166億円の内数】

② 社会的養護自立支援事業（仮称）の創設【新規】
①に併せて、里親等への委託や、児童養護施設等への施設入所措置を受けていた者についても、18歳（措

置延長の場合は20歳）到達後も原則22歳の年度末まで、引き続き必要な支援を受けることができる事業とし
て、社会的養護自立支援事業（仮称）を創設する。

【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：166億円の内数】
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