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第19回児童虐待防止対策協議会 

議事要旨 

 

日 時：平成28年11月10日（木）17時30分～19時00分 

場 所：中央合同庁舎５号館３階 共用第６会議室 

出席者：別紙のとおり。  

概 要： 

（１）塩崎厚生労働大臣挨拶（吉田厚生労働省雇用均等・児童家庭局長代読） 

  本日は、大変お忙しい中お集まりをいただき、誠にありがとうございます。日頃よ

り児童虐待防止対策の推進のためにご尽力を賜り、心より厚く御礼を申し上げます。  

児童虐待につきましては、子どもの命が失われる痛ましい事件が後を絶たないなど、

深刻な状況が依然、続いております。児童虐待は単に親子の問題にとどまらず、まさ

に日本の現代社会が抱える、大きくて、そして根深い問題から起きていると捉えてお

ります。子どもの「命」と「権利」、そしてその「未来」を社会全体で守るため、新た

な子ども家庭福祉のシステムを構築することは、喫緊の課題であります。 

こうした課題に対応するため、安倍内閣としましては、児童虐待に関する一連の対

策を強化する児童福祉法などの改正法案を先の通常国会に提出し、全会一致で成立い

たしました。この改正は昭和22年の児童福祉法制定以来の抜本的な改正であり、内容

的に５つほどご紹介させていただきます。 

   ・初めて子どもを権利の主体として法律に位置付けたこと 

   ・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、まず 

養子縁組や里親、ファミリーホームへの委託を優先することを法律に明記したこ 

と 

   ・国、都道府県、市区町村の役割と責任を明確化したこと 

   ・弁護士など専門職の児童相談所への配置を義務付けたこと 

   ・中核市や特別区への児童相談所の設置を促進すること 

などを盛り込んだところです。 

   更に、改正法の理念を確実に実現するため、本年７月から順次４つの検討会、ある 

いはワーキンググループを立ち上げております。この中で、「新たな社会的養育の在り 

方に関する検討会」は厚生労働大臣自ら直轄の検討会として設置し、制度改革全体を 

鳥瞰する位置付けとしております。平成23年の「社会的養護の課題と将来像」を全面 

的に見直し、その結果を踏まえ、都道府県計画の見直しも進めていただくということ   

を考えております。 

  その他３つの検討会は雇用均等・児童家庭局長の下に設置をしており、個別テーマ

を含め、それぞれの議論がしっかりと連携し、「新たな子ども家庭福祉」の実現に向

けた議論をしていただいているところです。 

   特に、「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」においては、残念ながら今年の春の通常国会までに結論が出せなかっ
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た課題である「司法関与の在り方」など、早急に検討すべき課題について、精力的に

ご検討いただいているところです。  

また、児童虐待防止対策は、政府一丸となって総合的な対策の推進に取り組んでい

るところですが、今年度から厚生労働省が関係府省庁間の総合調整を担うことになり

ました。 

関係府省庁連絡会議の開催のほか、省内にも厚生労働大臣を本部長とする児童虐待

防止対策推進本部を設置し、関係府省庁、あるいは省内関係部局横断的な体制の下、

対策を進めているところです。 

   今月は、「児童虐待防止推進月間」であり、今年度の月間の標語は「さしのべて あ

なたのその手 いちはやく」となっております。本日も会場に標語が盛り込まれた広

報用のポスターを掲示させていただいております。国民の皆様には、児童虐待が深刻

な問題であるとの認識を持っていただき、子どものSOSに積極的に耳を傾け、「児童虐

待かもしれない」と感じた場合には児童相談所などへの速やかな連絡をお願いしてい

るところです。皆様方におかれましても、是非、積極的に広報をしていただきますよ

うお願い申し上げます。 

   本日お集まりの皆様は、それぞれのお立場で子どもや子育て家庭と身近に接し、子

どもの保護や自立、保護者支援などに取り組んでいただいております。 

虐待の発生予防から自立支援まで、一連の対策に取り組んでいく上では、関係機関

と行政機関がそれぞれ子どもの置かれた状況に対する感度を高め、また、お互いに連

携して対応していくことが重要です。 

   関係団体、関係府省庁の皆様方には、子どもの「命」と「権利」、そしてその「未来」

は社会全体で守らなければならないという考え方の下、児童虐待を未然に防止し、子

どもたちが健やかに育つ社会をつくっていけるよう、より一層のご協力をいただきま

すようお願い申し上げて挨拶とさせていただきます。 

 

（２）児童虐待防止対策の直近の状況及び取組について（関係府省庁） 

○内閣府政策統括官 石田参事官 

   （配付資料に基づき説明。） 

○警察庁生活安全局少年課 田中理事官 

   （配付資料に基づき説明。資料掲載事項以外の主な発言は以下のとおり。） 

   児童虐待防止推進月間について、警察庁から各都道府県警察に対し、取組を促す通  

達を発出した。キャンペーンの実施、あるいはインターネットの活用により、広報啓

発に努めてまいりたい。 

  ○法務省人権擁護局前田参事官  

（配付資料に基づき説明。） 

○文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課家庭教育支援室 髙橋室長補佐 

（配付資料に基づき説明。資料掲載事項以外の主な発言は以下のとおり。） 

   「先駆的家庭教育支援推進事業」は、問題が深刻化するのを未然に防止することを  
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目的とし、深刻なケースは適切な専門機関へつなげていくことにしている。そのため、

保健福祉部局や児童相談所等とも連携して取り組むことが必要であり、ご理解とご協

力をお願いしたい。 

  ○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 竹内室長 

（配付資料に基づき説明。） 

 

（３）児童福祉法等改正を踏まえた取組について（関係団体５団体） 

  ○（一社）日本子ども虐待防止学会 奥山理事長 

日本子ども虐待防止学会は通称「JaSPCAN」と呼ばれている。本日の配付資料のパン

フレットについては、実はこれは古くて、もうすぐ新しいものができるところだが、

変更点が正誤表に記載されている。現在、2,500人を超える会員がいる。 

JaSPCANでは、資料２－１のとおり、児童福祉法改正に当たり、その交付日に理事長

声明を出させていただいた。理事長声明といっても私が勝手に出したというわけでは

なくて、理事会の承認を得て出したものである。 

先ほど来お話があった法改正に関して、JaSPCANとして評価しているということと同

時に、法改正と同時に行われた「児童相談所強化プラン」であるとか、衆議院、参議

院の議論でいろいろなことをやりますとおっしゃったことも含めて評価している。 

特に、JaSPCANでは一昨年の学術集会である松本大会の大会宣言において、子ども虐

待死ゼロを目指して、子どもの死の検証、Child Death Reviewをやるべきであるとい

うことを宣言した。その実現のためにJaSPCANとして委員会も発足させていただいたが、

これに関しても議会でモデル事業をされるということが明言されたということは大変

評価したいと書かせていただいている。 

ただ法改正が良かったと言っているだけではなくて、まだ課題も多く存在するとい

うことも挙げさせていただき、その上で、JaSPCANとしても私たちのできる限りのこと

をやっていくということを書かせていただいている。つまり、法改正の趣旨を尊重し

つつ、現場での運用に資する意見や提案、状況の把握や改革に向けた調査・研究、専

門家への研修や一般市民への啓発も含めて、残された課題の提案も含めてできる限り

の貢献をしていきたいということを書かせていただいている。 

また、それにおいて国、地方公共団体等も、是非、虐待防止を推進していただきた

いということも書かせていただいた。 

今月、11月25日から26日にかけて第22回の学術集会が大阪で開かれる。大阪大会の

パンフレットと開催要項をお持ちしたが、開催要項の４ページには、プログラムとし

て大会全体シンポジウムとして「児童福祉法改正をめぐって」ということが予定され

ており、また、国際プログラムでは「ラター氏から学ぶ逆境状況の子どもの理解と支

援」が予定されている。このマイケル・ラター氏は、我々小児精神科医にとっては神

様みたいな存在であり、チャウシェスク孤児院にいた子どもで、イギリスに養子縁組

をされた子どもたちがどのような回復をしていくかということについての研究もされ

ている方である。 
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それから、大会リレー講演でも法律の知識であるとか、スポンサードセッションで

は「子どもが家庭で育つ社会に向けて」、今回の法律でもそのことが述べられており、

それから大会企画シンポジウムでも「児童福祉法改正とこれからの児童相談所」、「児

童福祉法改正と司法関与」、「『社会的養護』の子どもたちの自立支援」、「法改正におけ

る市町村の支援的役割を考える」など、法改正にまつわる問題に関してのシンポジウ

ムを多数用意しており、分科会でも法改正についてかなり述べられることになってい

る。 

こういう学術大会での発表や議論に加えて、JaSPCANで発行している雑誌の中でも施

行の頃に是非、特集を組みたいと考えている。 

  ○（公社）日本小児科医会 内海業務執行理事  

   （配付資料に基づき説明。資料掲載事項以外の主な発言は以下のとおり。） 

日本小児科医会は、小児科専門医の約5,000～5,500人の会員を有する医会である。

小児科医は、どの親子とも赤ちゃんのころから接する機会があり、死亡ゼロを目指し、

子どもたちの切れ目のない支援にかかわるため、園医、学校医、要保護児童施設の嘱

託医などに従事している。 

   配付資料のとおり、私たちはこれまで「子どもの心研修会」を開催しているほか、 

  毎年18～20コマ程度研修会を開催し、その中に必ず児童虐待に関するトピックスなど

を一般の開業医が把握できるよう取り組んでいる。   

また、小児科医が要保護児童対策地域協議会のメンバーに加わって、何ができるの

かということについても研修を重ねてきているが、要保護児童対策地域協議会のメン

バーは医師会から選出されることが多く、理事の中に小児科医がいない医師会がかな

り多くあり、他の科の先生が要保護児童対策地域協議会に出席している状況がある。

この点については、厚生労働省から要保護児童対策地域協議会のメンバーに地域の小

児科医を含めるよう要請があるとかなり違うと思う。 

   皆様も、機会があれば、小児科医に相談いただき、活用をしてほしい。 

  ○全国児童相談所長会 桜山会長 

（配付資料に基づき説明。資料掲載事項以外の主な発言は以下のとおり。） 

  児童相談所は子どもの福祉向上と権利を擁護する使命を担うとともに、次世代の健

全な育成を願う国民の付託に応えていくことが求められている。このため、相談体制

の充実と機能強化を図るとともに、市町村への支援の強化や関係機関連携等の一層の

推進に取り組み、地域の児童家庭相談援助活動の対応力向上に努めていかなければな

らない。 

私どもとしては、今回の児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の改正によ

り、子どもの権利保障が明確に掲げられたことや、児童相談所の体制強化等が打ち出

されたことについて、塩崎厚生労働大臣を始め、厚生労働省の皆様に深く感謝申し上

げる。 

   全国の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は、平成27年度には前年度比

16.1％増の10万3,260件と初めて10万件を超えた。子どもの前で配偶者等に暴力を振る



5 

 

う心理的虐待、いわゆる面前DVについて警察からの通告が全国的に増えたことが１つ

の大きな要因となっている。 

   これに伴い、一時保護を必要とするケースも相対的に増えている。通告を受けた児   

童相談所は、緊急受理会議を開いた後、調査を行い、子どもの生命や心身を守るため

に、必要があれば子どもを一時保護する。 

   児童の権利条約では、父母の意思に反して児童を父母から分離する場合には、権限  

のある当局が司法の審査に従うことが条件とされており、子どもの権利保障という観

点から一時保護を行政判断のみで行わず、司法が関与することについて一律に否定す

るものではない。しかし、一時保護に司法の関与を求めるのであれば、児童相談所や

家庭裁判所の体制強化、児童相談所の調査権の強化、家庭裁判所が判断できるような

一時保護の要件の明確化など、検討すべき課題は多々ある。児童相談所は、子どもの

福祉のために保護を行うのであり、その点をご考慮いただきたい。 

   また、児童虐待の防止等に関する法律の改正に伴い、情報提供を求められる対象が

医療機関や学校にも拡大されたが、「できる」規定であり、情報を提供する立場からす

れば個人情報保護の観点から慎重になる場合もある中で、情報の提供がどこまで進む

のか危惧している。児童相談所は捜査機関ではないため、調査権は限定されたものと

なり、司法の審査に耐え得る調査を短時間に実施することは不可能である。 

   一方、保護者の同意のある場合には、司法の関与を必要としない制度設計であれば、

現行の児童相談所の体制でも司法関与の強化を図ることが可能であるという議論もあ

る。しかし、保護した後に保護者が同意を撤回するような場合もあり、司法が関与す

る可能性がある中で、一時保護について保護者の同意を確認するとなると、従来より

も厳格な形で同意をとる必要があるとの指摘もあり、現状、多くの保護者が同意して

いるからといって、児童相談所の事務に影響が少ないと、軽々には言えないと考えて

いる。 

   マンパワーの少ない中で、短期間に一時保護について裁判所の承認を得るのは事実

上不可能であり、逆に保護をためらうような事例が出てくることを危惧している。一

層の児童相談所の体制強化、調査権の強化を図る中で、司法関与についても慎重にご

検討いただきたい。 

   児童虐待への対応には司法機関を始め、多くの機関のご協力が欠かせない。本日ご

参加の関係機関、関係団体の方々との連携を更に深めながら、子どもの福祉を守るた

めの取組を強化したい。 

  ○全国連合小学校長会 石井健全育成委員会委員長  

   （配付資料に基づき説明。資料掲載事項以外の主な発言は以下のとおり。） 

全国連合小学校長会では年間に１回、各都道府県で約10校、全国で約470校を対象と

し、健全育成に関するアンケートを実施している。児童虐待の発見の経路については、

27年度は、市役所と近隣住民の方からの連絡はやや減少し、養護教諭と児童本人から

の相談が増加しており、学校内での早期発見が進んでいるという状況がある。 

   また、児童相談所への通告は年々増加傾向にある。これは、平成16年の法改正で、
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学校には児童虐待を発見した場合は通告する努力義務があるということが明確になっ

たため、徐々に取組が進展しているということである。法で定められたからすぐに取

組が広がるというものではなく、そこから研修が始まり、先生方の感覚もだんだん研

ぎ澄まされていくのだと思う。今回の法改正についても、今は理解していく段階で、

これから徐々に効果が表れてくるものと考えている。 

   学校で児童虐待の早期発見に努めることは非常に大切な役目だと思っており、全国   

110万人の教職員がきちんと対応することによって、発見の件数は多くなる。 

東京都特別区では、校長は児童虐待防止推進月間中、オレンジリボンを着用してお

り、子どもたちに対しても朝会で月間について伝えているほか、法務省の「子どもの

人権SOSミニレター」を必ず子どもたちに配って話もしている。関係機関の様々な情報

をいただきながら指導を進めている。 

   担任は、「今まで絆創膏がなかったが、今日あるけれどもどうしたの」といった細か

な言葉掛けから虐待を発見する。養護教諭は一番のキーマンであり、例えば怪我の手

当てをするときに、「今日は元気がないけれども家で何かあったの」とか、「お母さん

とこの間揉めたみたいだね」といった会話の中で、子どもが話してくれることもある。 

   スクールカウンセラーについては、東京都は各校１名配置しており、港区は、更に

それとは別に区のスクールカウンセラーを１名配置している。このスクールカウンセ

ラーとの何気ない相談の中で、児童虐待が発見されるケースが増えてきている。東京

都ではいじめの早期発見のために、スクールカウンセラーによる小学６年生全員に対

する面接を実施しており、港区では小学５年生全員に対しても区のスクールカウンセ

ラーによる面接を実施している。 

   また、東京都は各学校に児童虐待に関する研修セットを配っており、学年主任が各

教員に対する研修を進めて、その結果を報告するという形で毎年実施している。 

児童相談所、子ども家庭支援センター、警察、教育委員会は、何かあったときには

すぐに連絡をして対応していただいており、現場は助かっている。 

   我々は早期発見しても、関係機関の連携なくしてはその後に進めないので、今後も

皆様と協力しながら進めていきたい。 

 ○日本弁護士連合会 掛川子どもの権利委員会事務局長  

  この度の児童福祉法の改正は、日弁連としても多くの意義を持つものと受けとめてい   

る。中でも児童相談所に常勤弁護士を配置することは一般的に多くの利点があり、当連

合会としても常勤弁護士の配置を目指し、最大限努力したいと考えている。 

  施行日である本年10月１日の段階で、全国の児童相談所に弁護士を常勤として配置す

ることは困難であると考えていたが、これまで各地において弁護士が様々な形で児童相

談所の業務に関与してきた実績を踏まえ、各地域の事情に配慮しつつ、改正法に基づく

弁護士配置をより良いものとするため、弁護士と児童相談所との関係、弁護士会の常勤

弁護士等との連携やバックアップの在り方などについて検討を進める必要がある。  

当連合会では、近年弁護士が自治体などの中に入って仕事をすることを新たな活動の

在り方として積極的に位置付け、自治体が弁護士を採用する際に知っておいていただき
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たいことなどをパンフレットにまとめ、説明会を開催するなど、各種取組を進めている。 

 日弁連は、全国の３万人を超える弁護士、52ある各地の弁護士会等を会員とする組織

で、各弁護士は日弁連の会員であるとともに各地の弁護士会に所属している。日弁連の

取組には、各地の弁護士会への発信や依頼が多くの割合を占める。 

改正児童福祉法が成立し、かつ法12条３項の施行時期が10月１日となったことを受け、 

弁護士を採用したいという自治体の声に応えられるよう、本年６月、子どもの権利委員

会により、全国の８ブロックでブロックごとに協議会を開催し、各地の弁護士会に対し、

各地の児童相談所や自治体との間で協議を行うことを要請するなどした。  

また、全会員に呼び掛けて６月末日を締切りとしたアンケート調査の実施により、児

童相談所の勤務に対する関心の有無などを尋ね、全国各地からの回答を当連合会で集約

した上で、回答者の所属弁護士会にフィードバックした。 

さらに、本年９月、会員に向け、児童相談所の職員に応募するに際して知っておいて

ほしいことをまとめた文書を発出した。 

これらのほか、当連合会では「ひまわり求人求職ナビ」と称する情報提供サイトにお

いて、自治体に限ることなく弁護士に対する求人情報を掲載しており、今後、弁護士を

公募される自治体などでご活用いただきたい。また、各地の具体的な求人への対応等は、

日弁連よりも各地の弁護士会が主体となって行うことが期待されており、弁護士の公募

による採用をお考えの場合も、情報共有やその後のバックアップ体制の構築のため、各

地の弁護士会等と協議をいただきたい。日弁連も、今後も引き続き各弁護士会を通じて

各自治体、児童相談所の対応や弁護士会との協議状況など情報収集に努め、各地の弁護

士会で対応が困難な課題について、できる限りサポートしていく予定である。  

とりわけ、弁護士会と児童相談所に関わる弁護士等との連携、弁護士会によるバクア

ップの在り方などについて引き続き検討していく。例えば、来年３月23日に、会員に対

する日弁連主催のライブ実務研修の１つのメニューとして児童虐待の問題を取り上げ

る予定であり、児童相談所の業務にかかわる弁護士には、是非受講いただきたいと思っ

ている。 

このほか、日弁連、弁護士会が本件に関して行う取組については、今後も情報共有さ

せていただきたい。 

 

（４）意見・情報交換等 

  ○（一社）日本子ども虐待防止学会 奥山理事長    

   法務省あるいは文部科学省の取組、他省庁の取組も非常に参考になった。 

それに対する質問だが、法務省人権擁護局では、「子どもの人権SOSミニレター」と

いった可愛いものを作っておられるが、せっかく日本は「子どもの権利条約」を批准

していて、そちらには「どういう権利が子どもにあるのか」ということが盛り込まれ

ているはずであるので、子どもたちに、「あなたたちはこういう権利があるんだよ」と

伝わるような部分があってもいいかと思うが、いかがか。 

また、やはり周りの家族への支援というものも、とても大切だと思うが、文部科学
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省から、お子さんたちへの権利教育が今どのように行われているのかをお聞かせいた

だければと思う。 

  ○法務省人権擁護局 前田参事官  

   日本国憲法あるいはその他の法令のほかに、国際約束も含めて、人権の大切さを、   

子どもたちを始め国民の方々にお知らせするというのは我々の使命と考えている。 

   「子どもの人権SOSミニレター」の書きぶり、あるいはデザインの中で、どのような

権利があるかを知っていただくことは重要であるが、このミニレターについては、な

るべく敷居を低くして、人権とかあまり難しい言葉を使い過ぎずに、悩み事をご相談

いただきたいというコンセプトもある。いただいたご意見は、今後どのように反映で

きるかも含めて検討してまいりたい。 

  ○文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課 高橋課長  

   学校や地域でどれだけ何ができるのかということで、全国連合小学校長会からもお

話があったとおり、我々としてもこの児童虐待への対応はかなり重要な問題と深刻に

受け止めて対応させていただいている。 

 その中で、権利の関係でどういう教育が行われているかということだが、児童虐待

又は児童虐待の危険性が高い予備軍的な御家庭への対応が児童虐待との関係では喫緊

の課題と認識している。一般的な意味での人権や、御指摘のような子どもたち一人一

人、人間一人一人がそれぞれかけがえのない存在であるということは、いわゆる学校

教育一般の中で取り上げられている。この児童虐待との関係ということについては想

定していなかったので、本日は詳しい資料を持ち合わせていないが、児童虐待に関係

して深刻なケース、又はその予備軍に対してどう対応していくのか、文部科学省なり

学校なりでどう対応できるのかということを御説明させていただいた。 

 御指摘の点は、教育課程全体の中で取り入れて進められているということで、本日

のところは不十分かもしれないが、御容赦いただければと思う。 

○（特非）全国小規模保育協議会 駒崎理事長  

   １点目は、DVにより保護者が離婚したようなケースの場合、現在、かなりの裁判所

でそれでも面会交流をさせるというようなオペレーションになっていると聞く。子ど

もの人権を考えるならば、子どもと、DVをしている非監護の状態にある親との面会交

流を裁判所が強制するようなオペレーションはかなり危険であり、子どもの心理的な

発達に悪影響を与えると考える。いつから面会交流をかなり強くプッシュするように

なっているのか。何かガイドラインのようなものがあるのか、法務省にお聞きしたい。 

   ２点目は、児童虐待において、十代で妊娠しているような若年の母親はかなりリス

クが高いが、そうした母親については、妊娠退学が公立高校等でかなり一般化されて

いる状況がある。 

   例えば、教育委員会が制定する岩手県公立高等学校の管理運営に関する規則の中に

は懲戒規程があり、具体的な事例表を定めている。性的問題行動について、懲戒、つ

まり退学処分というのがあるが、具体的には性的暴行で退学処分、そして妊娠で退学

処分となっている。これらは、文部科学省の定めにより全国の教育委員会が「妊娠は
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退学にすべきである」と定め、それにより公立高校がこうした校則をつくっていると

いうことか。そうであるならば、文部科学省が通知を１本出せばこの状況というのは

変えられるのではないか。十代で妊娠した子どもに高校を辞めさせて誰が得をするの

か。こうした子どもたちこそ教育が必要で、ちゃんと卒業させ、しっかりとした仕事

に就かせることが貧困を防止し、また虐待リスクを下げることにつながるのではない

か。文部科学省の考えをお聞きしたい。 

  ○法務省人権擁護局 前田参事官  

   面会交流については、法務省人権擁護局で扱っているものではないため、その経緯

等の説明についてはこの場で申し上げることができない。 

  ○文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課 高橋課長  

退学処分なども含めて、学校の管理運営については学校教育法に基づいて行われて

いるが、管理運営規則は基本的に学校の設置者が定めることになっており、県立の高

校であれば県の教育委員会になっている。その内容について、文部科学省において、

具体的な条項に至るまで事細かに通知で示すことはしていない。また、高校生が妊娠

してしまった場合には、今度の改正の中で支援を要する妊婦については通報するよう

になっているので、その中で対応している。 

  ○（一社）全国病児保育協議会 大川会長  

   警察庁の報告では児童虐待の通告児童数が飛躍的に伸びているにもかかわらず、法

務省の報告による人権侵犯事件新規救済手続開始件数はむしろ減っている、あるいは

横ばいであることについて、対象が微妙に違うのか。 

   また、虐待を減少させるためには早期発見が大事だと思うが、それとともに、虐待

を未然に防ぐ、虐待をなくしていくといった視点でディスカッションしていただきた

い。虐待防止は、保育園や私がやっている病児保育もかかわってくると思う。 

  ○法務省人権擁護局 前田参事官  

   人権侵犯事件新規救済手続開始件数については、平成25年から比べて26年、27年と

減少している。この３年分の数字の推移がどれだけ有意なものなのか判明していない

が、１つとしては子どもの虐待に限らず、人権侵犯事件の中で暴行虐待事案全体が減

少傾向にあり、その原因や理由については、日頃の人権相談や人権侵犯事件の調査の

中で浮き上がってきたものから把握していくこととしている。 

   ご指摘を踏まえ、きちんと原因を把握するとともに、相談窓口の周知もより一層図

ってまいりたい。 

  ○（公社）日本産婦人科医会 種部常務理事  

   １点目は、児童虐待の０日目の死亡例については、ほとんどが医療機関をスルーし

ており、医療機関で出産していない。妊娠した時点で敷居の低い相談窓口がないとい

けないが、子育て世代包括支援センターに非常に期待している。 

   フィンランドのネウボラは妊娠した時点で利用可能であり、妊娠出産あるいは子育

てが前面に出ていないため敷居が非常に低くなっているが、法律上の母子健康包括支

援センターという名称や子育てというようになりますと、出産をしない人にとっては
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敷居が高いと思う。特に日本の母子保健法の場合は、妊娠の届出をすると母子保健の

無料券が14回分もらえるが、この最初の１回目を取りに行くことは非常にハードルが

高い。妊娠を継続することを前提としているような雰囲気があるため、無料券を取り

に行って最初の受診をするということは若年妊娠では難しい。届出をしない人たちの

医療費をどうカバーするかが一番問題で、お金がない、どこに行っていいか分からな

いという高校生や、あるいは20代前半の非常に貧困と絡みのある人の場合には医療機

関につながることもできない。そういう方たちに対して、子育て世代包括支援センタ

ーが妊娠の届出前の人をカバーできるかどうか、届出はしていないが自己申告で妊娠

をしたという場合、届出をしないでも相談ができるような仕組みになるかどうかとい

うことを、厚生労働省にお聞きしたい。 

   もう１点は、今、刑法の強姦罪が改正目前にきていると思うが、性的虐待について

は、女児だけではなくて男児も対象になってくる可能性があり、性的虐待はかなり質

の高い司法面接と医療診察が必要だと思う。現時点、検察、警察において、司法面接

の仕組みを持っているところは非常に少ないと思う。法改正があってから対応してい

るようでは間に合わないと思うが、現状として司法面接の仕組みをきちんとつくって

いく体制があるかどうか。あるいは、今後の展望としてつくる予定はあるのかをお聞

きしたい。 

  ○厚生労働省雇用均等・児童家庭局 吉田局長 

   法律上は「母子健康包括センター」、一般名称としては「子育て世代包括支援センタ

ー」という形で、妊娠期から支援を継続するということをコンセプトに制度を設計さ

せていただいた。 

   一方、予期しない妊娠についてどのように対応するかというのも、それはそれとし

て大きな課題だと思う。子育て世代包括支援センターにおける対応の仕組みとして、

届出の有無で入口チェックをしているとは思えないし、子育て世代包括支援センター

の在り方としては間口広く対応し、仮に妊娠を継続しない場合、あるいはご本人が望

まない場合についてどうするかという相談機能も果たしていただきたいと思う。では

そのために子育て世代包括支援センターがどのように在るべきなのか、あるいはそれ

以外の道のどこにつなげるのがいいのかということも含めて議論をしてみたい。 

   我々はこの子育て世代包括支援センターを育てていきたい、地域の中で根付かせい

きたいという非常に大きな思いを持っているので、今のようなご指摘を受けとめてつ

なげていきたい。 

○警察庁生活安全局少年課 田中理事官 

   児童を被害者とする事案については、警察、検察の捜査において、あるいは児童相

談所の調査において、被害内容を繰り返し聴かれることによって心理的負担を受ける

おそれがあることや、誘導や暗示の影響を受けるという児童の特性によって供述の信

用性に疑問が生じるというおそれがある。このため、昨年の10月28日に児童相談所、

警察及び検察が児童の負担軽減と供述の信用性担保のために連携を強化するというこ

とで、早期の情報共有、代表者による聴取、聴取方法について検討、協議等、所要の
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取組を推進するように警察、児童相談所、検察、それぞれがそれぞれの機関に通知し

ており、警察については全国の都道府県警察に通知をした。この通達を発出して以降、

全国の都道府県警察において協同面接を実際に実施したとの報告を受けている。 

   今後とも、児童相談所、検察と連携をしてなるべく児童の被害以上に負担をかけず、

その一方できちんとした供述が得られるよう、こうした取組を進めてまいりたい。 

  ○全国児童養護施設協議会 藤野会長  

   24時間365日稼働している専門家の集団として、社会的養護の施設を十分活用してほ

しい。児童相談所の一時保護の権限を確実に行使することは、児童虐待を未然に防ぐ

大変有効な一つの手段だと思う。     

一時保護は、現実には親子分離のための一時保護となっている。もう少し敷居を低

くして、とにかく困ったら相談ができる、困ったら預けることができる仕組みにして

ほしい。 

   今、我々が提案しているのは、施設に一時保護所を委託してほしいということであ

る。本年９月５日に厚生労働省から一時保護児童の受け入れ体制に関する通知が発出

され、一定の整備が図られているが、住民に身近な市町村が実施しているショートス

テイ、トワイライトステイ、家庭訪問事業など一体的な対応が可能となる仕組みが必

要だと申し上げたい。施設は、今以上にきめ細かな、家庭に近いケアができる体制づ

くりに動き出している。それと同時に、児童虐待を防止できるネットワーク拠点の一

つにしたいと思っているので、よろしくお願いしたい。 

  ○（特非）児童虐待防止全国ネットワーク 田沢事務局長  

   子ども虐待防止オレンジリボンの総合窓口として、後援、あるいは主催の活動で年

間18の啓発活動、イベント活動を実施しているほか、主催、共催以外にもかなりの数

の後援等を行っている。11月の児童虐待防止推進月間中の活動として、主なものとし

て、今回は80団体くらいにご参加いただき、約18万枚のマスク配布を「189」の啓発と

してやっている。  

それ以外にも、厚生労働省から引き継ぎ、学生のオレンジリボン啓発ということで、

全国の約70校の養成校などの参加をいただいて実施しており、是非、関係団体の皆様

にも学生への周知をお願いしたい。 

もう一つは広報啓発ポスターを応募してコンテストを実施しており、来年度に関し

ては中学生以下のユースを対象とした活動も強化するので、関係する団体の皆様には、

子どもたちの応募についてご協力をお願いしたい。 

  ○（特非）子育てひろば全国連絡協議会 坂本副理事長  

   現在、全国に1,200ほどの会員を持っており、地域で０～３歳までの子育てを在宅で

している人たちの居場所になっている地域子育て支援センター、子育てひろば、つど

いの広場といった名称で展開する事業者の全国組織である。利用者支援事業がスター

トし、子育て世代包括支援センターを担う立場になっている団体も現れている。児童

虐待の相談がこれだけ右肩上がりに増加している中で、発生予防への注力は重要であ

り、我々の会員の事業者はその水際で従事している。 
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   その観点から見ると、予防対策が進んでいないという実感がある。先週、長野県で

全国の実践者が集まる研修会があり、様々な課題を扱う分科会が設けられていたが、

虐待に関して分科会を設けることについてはなかなか至っていない。発生予防のツー

ルの開発が遅れているということではないかと考えている。 

   面前DVが増えているというデータと説明があったが、親の意識の問題が非常に大き

いと思うので、今後は発生予防の観点から一般に提供される予防のツールの開発に是

非取り組んでいただきたい。 

  ○（特非）家庭的保育全国連絡協議会 鈴木会長  

今般、この協議会に構成団体として初めて参加させていただき、大変意義のある協

議会だと思っている。 

   先ほど０歳児の虐待が多いというご報告があったが、家庭的保育の現場では０歳児

保育の機会が多くあることから、親に赤ちゃんとの関わり方を丁寧に伝えて、虐待予

防ができると考えている。これを機に、児童虐待防止対策協議会のいろいろな取組を

会員や関係団体に伝えるような活動を進めていきたい。 

○最高裁判所事務総局家庭局 石井第二課長  

   先ほどの家庭裁判所の面会交流の運用に関するご質問について、ご説明させていた

だくと、裁判所の個別の事件の判断等については、裁判官あるいは調停委員会等によ

ることになるが、何か一律の基準に従って事務処理しているということではなく、あ

くまでケースに応じた判断ということになる。面会交流については、離婚されたご夫

婦の場合、子どもが両親と継続的な接触を持てるということについて、一般論として

子どもの利益に適うと考えられていると思うが、DVがあるようなケースについては、

むしろ面会交流を認めないという判断をされているのが一般的なのではないかと思う。 

  ○（公社）日本社会福祉士会 愛沢副会長  

   社会福祉士会は様々なソーシャルワーカーの集団で、子どもの権利擁護並びに社会

的な弱者の全ての方々の権利擁護に取り組んでおり、児童虐待から社会的養護の施設

に入所する方、そこからまた社会に巣立っていく方たちも含めて、ライフサイクルの

それぞれのステージで子どもの支援に当たらなければいけない。 

児童福祉法改正で未成年後見人の選任は児童相談所も中心になってやるようにとい

うことが決められているが、まだ社会的養護施設を出るときに親がいない、支援に関

われる大人がいない場合でも、きちんとした社会に出て落ち着くまでの支援の枠組み

がもう一つはっきり決まっていない状況があり、未成年後見についてもきちんとした

取組をしなければいけないのではないかと思っている。 

   社会福祉士会においても、今年度、未成年後見人の養成と児童相談所との連携につ

いて検討していきたいと思っているので、是非この点について力を入れて進めていた

だけるとありがたい。 

                                  （以上） 
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（別紙） 

No.

1 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 局長 吉田　学

2 同
内閣官房内閣審議官（雇用均等・児童家庭局併任）
雇用均等・児童家庭局児童虐待防止等総合対策室長（命） 山本　麻里

3 同 総務課長 川又　竹男

4 同 家庭福祉課長 川鍋　慎一

5 同 虐待防止対策推進室長 竹内　尚也

6 同 虐待防止対策推進室長補佐 竹中　大剛

7 内閣府政策統括官（共生社会政策担当） 参事官（青少年企画・青少年支援担当、定住外国人施策担当） 石田　徹

8 警察庁生活安全局 少年課理事官 田中　靖之

9 法務省人権擁護局 参事官 前田　敦史

10 文部科学省生涯学習政策局  男女共同参画学習課家庭教育支援室室長補佐 髙橋　陵子

11 最高裁判所事務総局家庭局（オブザーバー） 第二課長 石井　芳明

No.

1 （一社）全国認定こども園連絡協議会（※） （ご欠席）

2 （一社）全国病児保育協議会（※） 会長 大川　洋二

3 （一社）日本こども育成協議会 会長 廣島　清次

4 （一社）日本子ども虐待防止学会 理事長 奥山　眞紀子

5 （一社）日本臨床心理士会（※） 支援事業部長 水谷　孝之

6 （一財）児童健全育成推進財団（※） 総務部長 渡部　博昭

7 （公財）ＳＢＩ子ども希望財団 理事長 田淵　義久

8 （公財）全国里親会 事務局長 清水　啓司

9 （公財）全国私立保育園連盟 調査部長 丸山　純

10 （公社）全国保育サービス協会（※） 事務局次長 長崎　真由美

11 （公社）全国幼児教育研究協会（※） （ご欠席）

12 （公社）日本医師会 常任理事 温泉川　梅代

13 （公社）日本看護協会 常任理事 （ご欠席）

14 （公社）日本産婦人科医会 常務理事 種部　恭子

15 （公社）日本歯科医師会 （ご欠席）

16 （公社）日本社会福祉士会 副会長 愛沢　隆一

17 （公社）日本小児科医会 業務執行理事 内海　裕美

18 （公社）日本助産師会 専務理事 葛西　圭子

19 （公社）日本精神保健福祉士協会（※） （ご欠席）

20 （公社）日本ＰＴＡ全国協議会 会長 寺本　充

21 （福）子どもの虐待防止センター 理事 広岡　智子

22 （福）全国社会福祉協議会 児童福祉部長 佐甲　学

23 （福）日本保育協会 （ご欠席）

24 （特非）家庭的保育全国連絡協議会（※） 会長　 鈴木　道子

25 （特非）子育てひろば全国連絡協議会 副理事長 坂本　純子

26 （特非）児童虐待防止全国ネットワーク 事務局長 田沢　茂之

27 （特非）全国小規模保育協議会（※） 理事長 駒崎　弘樹

28 （特非）全国認定こども園協会（※） 副代表理事 王寺　直子

29 （特非）チャイルドライン支援センター 代表理事 神　仁　

30 （特非）日本子どもの虐待防止民間ネットワーク 事務局長 兼田　智彦

31 愛育研究所 所長 中林　正雄

32 子どもの虹情報研修センター （ご欠席）

33 全国家庭相談員連絡協議会 会長 小森　ヒロ子

34 全国学童保育連絡協議会（※） 事務局次長 千葉　智生

35 全国高等学校長協会 事務局長 小栗　洋

36 全国国公立幼稚園・こども園長会 会長 関　美津子

37 全国児童家庭支援センター協議会 （ご欠席）

38 全国児童自立支援施設協議会 （ご欠席）

39 全国児童相談所長会 会長 桜山　豊夫

40 全国児童養護施設協議会 会長 藤野　興一

41 全国情緒障害児短期治療施設協議会 （ご欠席）

42 全国自立援助ホーム協議会 会長 星　俊彦

43 全国人権擁護委員連合会　 事務局長 山口　浩

44 全国地域活動連絡協議会 事務担当 吉森　京子

45 全国乳児福祉協議会 会長 平田　ルリ子

46 全国保育協議会 副会長 森田　昌伸

47 全国保健師長会 副会長 宮原　恵子

48 全国保健所長会 副会長 倉橋　俊至

49 全国母子生活支援施設協議会 制度施策委員長 村上　幸治

50 全国民生委員児童委員連合会 （ご欠席）

51 全国養護教諭連絡協議会 会長 木嶋　晴代

52 全国連合小学校長会 健全育成委員会委員長 石井　卓之

53 全日本私立幼稚園連合会 （ご欠席）

54 全日本中学校長会 生活指導部幹事 上岡　祥邦

55 日本私立小学校連合会 （ご欠席）

56 日本私立中学高等学校連合会 （ご欠席）

57 日本弁護士連合会 子どもの権利委員会事務局長 掛川　亜季

※敬称略　出席：関係府省庁12名、関係団体43名

【 関 係 府 省 庁 等 名 】 【 役 職 】

【 関 係 団 体 名 】 【 役 職 】

 


