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一

こ の法律 で、児 童自立 生活援 助事 業とは、 次に 掲げる 者に対 しこれ らの者 が共同 生活を 営む べき住 居にお ける相 談その 他の日 常生活 上

児童 福祉法 （昭 和二十二 年法律 第百 六十四 号）（ 抄）

第 六条の三

の援助 及び生 活指導 並びに 就業の 支援 （以下 「児童 自立生 活援助 」とい う。） を行 い、あわ せて 児童自 立生活 援助の 実施を 解除 された者 に対 し相

学 校教育 法第 五十条に 規定 する高 等学校 の生徒 、同法 第八 十三条に 規定 する大 学の学 生その 他の厚 生労働 省令で 定め る者で あつて 、満二 十歳

」 という 。）

める ものに 限る。 ）を解 除され た者 その他 政令で 定める 者をい う。次 号にお いて 同じ。） であ るもの （以下 「満二 十歳未 満義 務教育終 了児 童等

義務 教育を 終了 した児 童又は 児童以 外の 満二十歳 に満た ない 者であ つて、 措置解 除者等 （第二 十七 条第一 項第三号 に規 定する 措置（ 政令で 定

談そ の他の 援助を 行う事 業を いう。
一

二

に達 した 日から 満二十 二歳に 達する 日の属 する年 度の 末日ま での間 にある もの（ 満二十 歳に達 する 日の前日 にお いて児 童自立 生活援 助が行 われ

ていた 満二十 歳未満 義務 教育終了 児童等 であ つたも のに限 る。） のう ち、措置 解除者 等で あるもの （以 下「満 二十歳 以上義 務教 育終了 児童等」
とい う。）
（略）

こ の法 律で、小 規模 住居型 児童養 育事業 とは、 第二 十七条第 一項 第三号 の措置 に係る 児童に ついて 、厚生 労働 省令で 定める ところ により 、保護

② ～⑦
⑧

者 のない 児童又 は保護 者に監 護させ ること が不 適当で あると 認めら れる児 童（以 下「要 保護 児童」と いう 。）の 養育に 関し相 当の経 験を 有する者
（ 略）

その他 の厚生 労働省 令で定 める者 （次 条に規 定する 里親を 除く。 ）の住 居にお いて 養育を行 う事 業をい う。
⑨～ ⑭

第 八項、第 二十 七条第 六項、 第三十 三条 の十五 第三項 、第三 十五条 第六項 、第四 十六 条第四項 及び 第五十 九条第 五項の 規定に より その権限

都道府 県児 童福祉 審議会 は、都 道府県 知事 の、前項 に規 定する 審議会 その他 の合議 制の機 関（以 下「 市町村 児童福 祉審議 会」と いう。 ）は、 市

の他の 合議 制の機 関を置 くこと ができ る。

市町 村は、 第三 十四条の 十五 第四項 の規定 により その権 限に 属させら れた 事項及 び前項 の事項 を調査 審議す るため 、児 童福祉 に関す る審議 会そ

的障 害者の 福祉に 関する 事項 を調査 審議する こと ができ る。

前項 に規 定する 審議会 その他 の合議 制の機 関（以 下「 都道府 県児童 福祉審 議会」 という 。）は 、同 項に定め るも ののほ か、児 童、妊 産婦及 び知

。） に児 童福祉に 関す る事項 を調査 審議さ せる都 道府 県にあつ ては 、この 限りで ない。

和二十 六年法 律第 四十五号 ）第 十二条 第一項 の規定 により 同法 第七条第 一項 に規定 する地 方社会 福祉審 議会（ 以下「 地方 社会福 祉審議 会」と いう

に 属させ られた 事項を 調査 審議する ため 、都道 府県に 児童福 祉に関 する 審議会そ の他 の合議 制の機 関を置 くもの とする 。ただ し、 社会福 祉法（ 昭

第八 条

②
③
④
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⑤

町 村長の 管理に 属し 、それ ぞれその 諮問 に答え 、又は 関係行 政機 関に意 見を具 申する ことが できる 。

都 道府 県児童福 祉審 議会及 び市町 村児童 福祉審 議会 （以下「 児童 福祉審 議会」 という 。）は 、特に 必要が ある と認め るとき は、関 係行政 機関に
対 し、所 属職員 の出席 説明及 び資料 の提出 を求 めるこ とがで きる。

児 童福祉 審議会 は、特 に必要 があ ると認め ると きは、 児童、 妊産婦 及び知 的障害 者、こ れら の者の 家族そ の他の 関係者 に対し 、第一 項本 文及び

社会 保障審 議会 及び児童 福祉 審議会 は、必 要に応 じ、相 互に 資料を提 供す る等常 に緊密 な連絡 をと らなけれ ばなら ない 。

⑥
⑦

社会保 障審議会 及び 都道府 県児童 福祉審 議会 （第一 項ただし 書に 規定す る都道 府県に あつ ては、地 方社 会福祉 審議会 とする 。第二 十七 条第六項

第二 項の事 項を調 査審議 する ため必 要な報 告若し くは資 料の提 出を求 め、 又はその 者の 出席を 求め、 その意 見を聴 くこ とができ る。
⑧

、 第三十 三条の 十二第 一項 及び第三 項、 第三十 三条の 十三、 第三十 三条 の十五、 第三 十五条 第六項 、第四 十六条 第四項 並びに 第五 十九条 第五項 及

び第六 項にお いて 同じ。） は、 児童及 び知的 障害者 の福祉 を図 るため、 芸能 、出版 物、玩 具、遊 戯等を 推薦し 、又は それ らを製 作し、 興行し 、若
しく は販 売する者 等に 対し、 必要な 勧告を するこ とが できる。

一

児 童及 び妊産 婦の福 祉に関 し、必 要な情 報の提 供を 行うこ と。

児童 及び妊 産婦 の福祉 に関し 、必要 な実情 の把握 に努め るこ と。

市 町村は 、この 法律 の施行に 関し、 次に 掲げる 業務を 行わな けれ ばならな い。

二

児童 及び妊 産婦の 福祉に 関し、 家庭そ の他 からの 相談に 応ずる こと並 びに必 要な調 査及 び指導を 行う こと並 びにこ れらに 付随す る業 務を行う
こと。

前三号 に掲げ るもの のほ か、児 童及び 妊産婦 の福 祉に関し 、家庭 その 他につき 、必 要な支 援を行 うこと 。

市町 村長は 、前 項第三号 に掲 げる業 務のう ち専門 的な 知識及 び技術を 必要 とする ものに ついて は、 児童相談 所の技 術的 援助及 び助言 を求め なけ

市町村 は、こ の法 律によ る事務 を適切 に行う ために 必要な 体制 の整備 に努め るとと もに、 当該事 務に従 事す る職員の 人材 の確保 及び資 質の向 上

は、児 童相談 所の 判定を求 めな ければ ならな い。

市町 村長は 、第一 項第三 号に掲 げる 業務を 行うに 当たつ て、医 学的、 心理学 的、 教育学的 、社 会学的 及び精 神保健 上の判 定を 必要とす る場 合に

れば ならな い。

四

三

第十 条

②
③
④

市 町村 は、前条 第一 項各号 に掲げ る業務 を行う に当 たり、児 童及 び妊産 婦の福 祉に関 し、実 情の把 握、情 報の 提供、 相談、 調査、 指導

のために 必要 な措置 を講じ なけれ ばなら ない 。
第 十条の 二

、関係 機関 との連 絡調整 その他 の必要 な支援 を行う ため の拠点 の整備 に努め なけれ ばなら ない。
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一
二

三

都道 府県 は、この 法律の 施行 に関し 、次に 掲げる 業務 を行わな けれ ばなら ない。

第 十条 第一項 各号に 掲げる 市町村 の業務 の実施 に関 し、市 町村相 互間の 連絡調 整、市 町村に 対す る情報の 提供 、市町 村職員 の研修 その他 必要
な 援助を 行うこ と及び これら に付 随する業 務を 行うこ と。

ハ

ロ

イ

児童 及びそ の保護 者に つき、 ハの調 査又は 判定に 基づい て心理 又は 児童の健 康及 び心身 の発達 に関す る専門 的な 知識及び 技術 を必要 とする

児童及 びその 家庭に つき、 必要 な調査 並びに 医学的 、心理 学的、 教育学 的、 社会学的 及び 精神保 健上の 判定を 行うこ と。

児 童に関す る家 庭その 他から の相談 のう ち、専 門的な知 識及 び技術 を必要 とする もの に応ずる こと 。

各市町 村の 区域を超 えた 広域的 な見地 から、 実情の 把握 に努める こと 。

児 童及び 妊産婦 の福祉 に関し 、主 として 次に掲 げる業 務を行 うこと 。

ニ
児童 の一時 保護を 行うこ と。

指導 その他必 要な 指導を 行うこ と。
ホ
里 親に関 する次 に掲 げる業務 を行う こと 。

養子縁 組によ り養子 となる 児童 、その 父母及 び当該 養子と なる児 童の養 親と なる者、 養子 縁組に より養 子とな つた児 童、 その養親 とな つた

の他の 厚生労 働省令 で定め る事 項につ いて当 該児童 の養育 に関す る計画 を作 成するこ と。

第二 十七条 第一項 第三号 の規 定によ り里親 に委託 しよ うとする 児童及 びそ の保護者 並び に里親 の意見 を聴い て、当 該児 童の養育 の内 容そ

第二十 七条第 一項第 三号の 規定に よる 里親へ の委託 に資す るよう 、里親 の選定 及び 里親と児 童と の間の 調整を 行うこ と。

所 してい る児童 及び 里親相互 の交 流の場 を提供 するこ と。

里親と 第二 十七条 第一項 第三号 の規定 により 入所の 措置 が採ら れて乳 児院、 児童養 護施設 、児童 心理 治療施設 又は 児童自 立支援 施設に 入

里 親につ き、そ の相 談に応 じ、必 要な情 報の提 供、助 言、研 修そ の他の援 助を 行うこ と。

里親 に関す る普及 啓発を 行う こと。

ヘ

ト

者 及び当 該養 子となつ た児 童の父 母（民 法（明 治二十 九年 法律第八 十九 号）第 八百十 七条の 二第一 項に規 定する 特別 養子縁 組によ り親族 関係

が終 了した当 該養 子とな つた児 童の実 方の父 母を 含む。） その 他の児 童を養 子とす る養子 縁組に 関する 者に つき、 その相 談に応 じ、必 要な情
報の 提供 、助言 その他 の援助 を行う こと 。

前二 号に 掲げる ものの ほか、 児童及 び妊 産婦の福 祉に 関し、 広域的 な対応 が必 要な業務 並びに 家庭 その他 につき 専門的 な知 識及び技 術を必 要
とす る支援 を行 うこと。

都道 府県知 事は 、市町村 の第 十条第 一項各 号に掲 げる業 務の 適切な実 施を 確保す るため 必要が あると 認める ときは 、市 町村に 対し、 必要な 助言
を行う こと ができ る。

都道府 県知 事は、 第一項 又は前 項の規 定に よる都道 府県 の事務 の全部 又は一 部を、 その管 理に属 する 行政庁 に委任 するこ とがで きる。
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第 十一条

②
③

(3) (2) (1)

(5) (4)

④
⑤

都道 府県知 事は 、第一項 第二号 ヘに 掲げる 業務（ 次項に おい て「里親 支援 事業」 という。 ）に 係る事 務の全 部又は 一部 を厚生 労働省令 で定 める
者に委 託す ること ができ る。

前項の 規定 により 行われ る里親 支援事 業に 係る事務 に従 事する 者又は 従事し ていた 者は、 その事 務に 関して 知り得 た秘密 を漏ら しては ならな い。
都道府 県は、 児童 相談所を 設置 しなけ ればな らない 。

児童 相談所 は、 児童の福 祉に 関し、 主とし て前条 第一項 第一 号に掲げ る業 務（市 町村職 員の研 修を 除く。） 並びに 同項 第二号 （イを 除く。 ）及

第十 二条
②

び第 三号に 掲げる 業務並 びに障 害者 の日常生 活及 び社会 生活を 総合的 に支援 するた めの法 律第 二十二 条第二 項及び 第三項 並びに 第二十 六条 第一項
に 規定す る業務 を行う もの とする。

都 道府県 は、児 童相談 所が 前項に 規定す る業務 のうち 法律に 関する 専門 的な知識 経験 を必要 とする ものを 適切か つ円 滑に行う こと の重要 性に鑑

児童 相談 所は、 必要に 応じ、 巡回し て、第 二項に 規定 する業 務（前 条第一 項第二 号ホに 掲げる 業務 を除く。 ）を 行うこ とがで きる。

③
④

児童相 談所長 は、そ の管 轄区域内 の社会 福祉 法に規 定する 福祉に 関す る事務所 （以下 「福 祉事務所 」と いう。 ）の長 （以下 「福 祉事務 所長」と

み、 児童 相談所に おけ る弁護 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 談所の 所長及 び所員 は、 都道府県 知事 の補助 機関で ある職 員とす る。

い う。） に必要 な調 査を委 嘱する ことが できる 。
第 十二条の 三

医師で あつて 、精神 保健 に関し て学識 経験を 有す る者

所 長は、 次の各 号のい ずれか に該 当する者 でな ければ ならな い。
一

学校 教育法 に基 づく大 学又は 旧大学 令（ 大正七年 勅令 第三百 八十八 号）に 基づく 大学に おいて 、心 理学を 専修する 学科 又はこ れに相 当する 課
社会 福祉士

所長は 、厚生 労働大 臣が 定める基 準に適 合す る研修 を受け なけれ ばな らない。

②
二
三

児 童の福 祉に 関する事 務を つかさ どる職 員（以 下「児 童福 祉司」と いう 。）と して二 年以上 勤務し た者又 は児童 福祉 司たる 資格を 得た後 二年

程を 修めて 卒業し た者（ 当該学 科又 は当該 課程を 修めて 同法に 基づく 専門職 大学 の前期課 程を 修了し た者を 含む。 ）
四

以上 所員 として 勤務し た者
③

相談 及び調 査を つかさど る所 員は、 児童福 祉司た る資格 を有 する者で なけ ればな らない 。

前各 号に 掲げる 者と同 等以上 の能力 を有 すると認 めら れる者 であつ て、厚 生労 働省令で 定める もの

④

判 定を つかさど る所 員の中 には、 第二項 第一号 に該 当する者 又は これに 準ずる 資格を 有する 者及び 同項第 二号 に該当 する者 又はこ れに準 ずる資

五

⑤

格 を有す る者が 、それ ぞれ一 人以上 含まれ なけ ればな らない 。
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⑥
一

第 二項第 一号に 該当す る者若 しくは これ に準ずる 資格 を有す る者又 は同項 第二号 に該

指導 をつか さど る所員の 中には 、次 の各号 に掲げ る指導 の区 分に応じ 、当 該各号 に定める 者が 含まれ なけれ ばなら ない 。
心 理に 関する 専門的 な知識 及び技 術を必 要とす る指 導
当 する者 若しく はこれ に準ず る資 格を有す る者
医師又は 保健 師

児童 相談所に は、 必要に 応じ、 児童を 一時保 護す る施設を 設け なけれ ばなら ない。

児 童の健 康及び 心身の 発達に 関す る専門 的な知 識及び 技術を 必要と する指 導

第十二条 の四

この法 律で定 めるも のの ほか、 児童相 談所の 管轄区 域その 他児童 相談 所に関し 必要 な事項 は、命 令でこ れを定 める 。

二

第 十二条 の五

都道府 県は 、その 設置す る児童 相談所 に、児 童福祉 司を 置かな ければ ならな い。

児童 福祉 司の数 は、政 令で定 める基 準を標 準とし て都 道府県 が定め るもの とする 。

第十 三条
②

都道 府県知 事の 指定す る児童 福祉司 若しく は児童 福祉施 設の 職員を 養成す る学校 その他 の施設 を卒業 し、 又は都道 府県 知事の 指定す る講習 会

児童福 祉司は 、都道 府県 知事の補 助機関 であ る職員 とし、 次の各 号の いずれか に該当 する 者のうち から 、任用 しなけ ればな らな い。
一
の課程 を修 了した 者

学校 教育法 に基づ く大学 又は旧 大学令 に基 づく大 学にお いて、 心理学 、教育 学若し くは 社会学を 専修 する学 科又は これら に相当 する 課程を修

めて卒 業した 者（当 該学 科又は当 該課 程を修 めて同 法に基 づく専 門職 大学の前 期課 程を修 了した 者を含 む。） であつ て、厚 生労 働省令 で定め る

四

三

社会 福祉主 事とし て二 年以上児 童福 祉事業 に従事 した者 であつ て、 厚生労働 大臣 が定め る講習 会の課 程を修 了した もの

社会福 祉士

医師

施設 におい て一 年以上児 童そ の他の 者の福 祉に関 する 相談に 応じ、助 言、 指導そ の他の 援助を 行う 業務に従 事した もの

五

前 各号に 掲げ る者と同 等以 上の能 力を有 すると 認めら れる 者であつ て、 厚生労 働省令 で定め るもの

児童福 祉司は 、児 童相談 所長の 命を受 けて、 児童の 保護そ の他 児童の 福祉に 関する 事項に ついて 、相談 に応 じ、専門 的技 術に基 づいて 必要な 指

六

二

③

④

導を行う 等児 童の福 祉増進 に努め る。

他の児 童福祉 司が前 項の 職務を行 うため 必要 な専門 的技術 に関す る指 導及び教 育を 行う児 童福祉司 は、 児童福 祉司と してお おむ ね五年 以上勤務

前 項の 指導及び 教育 を行う 児童福 祉司の 数は、 政令 で定める 基準 を参酌 して都 道府県 が定め るもの とする 。

⑤
⑥

児童福 祉司 は、児 童相談 所長が 定める 担当 区域によ り、 第四項 の職務 を行い 、担当 区域内 の市町 村長 に協力 を求め ること ができ る。

し た者で なけれ ばな らない 。
⑦
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⑨

⑧
第 三項 第一号の 施設 及び講 習会の 指定に 関し必 要な 事項は、 政令 で定め る。

児童 福祉司 は、 厚生労働 大臣が 定め る基準 に適合 する研 修を 受けなけ れば ならな い。

要保護 児童を 発見し た者 は、これ を市 町村、 都道府 県の設 置する 福祉事 務所若 しく は児童 相談所 又は児 童委員 を介し て市町 村、 都道府

児童相 談所長 は、 第二十 五条第 一項の 規定に よる通 告を受 けた 児童、第 二十 五条の 七第一 項第一 号若し くは 第二項第 一号 、前条 第一号

刑法の 秘密漏示 罪の 規定そ の他の 守秘義 務に 関する 法律の規 定は 、前項 の規定 による 通告 をするこ とを 妨げる ものと 解釈し てはな らな い。

この場合 におい ては 、これ を家庭 裁判所 に通 告しなけ ればな らな い。

県の 設置す る福祉 事務所 若し くは児 童相談 所に通 告しな ければ ならな い。 ただし、 罪を 犯した 満十四 歳以上 の児童 につ いては、 この 限りで ない。

第二十 五条

②
第二十 六条

又は 少年 法（昭和 二十 三年法 律第百 六十八 号）第 六条 の六第一 項若 しくは 第十八 条第一 項の規 定によ る送致 を受 けた児 童及び 相談に 応じた 児童、
一

児童 又はそ の保 護者を 児童相 談所そ の他の 関係機 関若し くは 関係団 体の事 業所若 しくは 事務所 に通わ せ当 該事業所 若し くは事 務所に おいて 、

次条の 措置を 要する と認 める者 は、これ を都 道府県 知事に 報告す るこ と。

その保護 者又 は妊産 婦につ いて、 必要が ある と認めた とき は、次 の各号 のいず れかの 措置を 採らな けれ ばなら ない。
二

又は当 該児 童若し くはそ の保護 者の住 所若 しくは居 所に おいて 、児童 福祉司 若しく は児童 委員に 指導 させ、 又は市 町村、 都道府 県以外 の者の 設

置 する児 童家庭 支援セ ンター 、都 道府県以 外の 障害者 の日常 生活及 び社会 生活を 総合的 に支 援する ための 法律第 五条第 十八項 に規定 する 一般相

談支援 事業若 しくは 特定 相談支援 事業 （次条 第一項 第二号 及び第 三十 四条の七 にお いて「 障害者 等相談 支援事 業」と いう。 ）を 行う者 その他 当
該指 導を適 切に 行うこと がで きる者 として 厚生労 働省 令で定 めるもの に委 託して 指導さ せるこ と。

児童 及び妊 産婦 の福祉 に関し 、情報 を提 供するこ と、 相談（ 専門的 な知識 及び技 術を必 要とす るも のを除 く。）に 応ず ること 、調査 及び指 導

六

五

四

第二十 一条の 六の規 定に よる措 置が適当 であ ると認 める者 は、こ れを その措置 に係 る市町 村の長 に報告 し、又 は通 知するこ と。

児童 自立 生活援 助の実 施が適 当であ ると 認める児 童は 、これ をその 実施に 係る 都道府県 知事に 報告 するこ と。

保育 の利用等 が適 当であ ると認 める者 は、こ れを それぞれ その 保育の 利用等 に係る 都道府 県又は 市町村 の長 に報告 し、又 は通知 するこ と。

第 二十五 条の 七第一項 第二 号又は 前条第 二号の 措置が 適当 であると 認め る者は 、これ を福祉 事務所 に送致 するこ と。

三

（医 学的、 心理学 的、教 育学的 、社 会学的 及び精 神保健 上の判 定を必 要とす る場 合を除く 。） を行う ことそ の他の 支援（ 専門 的な知識 及び 技術

七

放課 後児童 健全 育成事 業、子 育て短 期支援 事業、 養育支 援訪 問事業 、地域 子育て 支援拠 点事業 、子育 て援 助活動支 援事 業、子 ども・ 子育て 支

を 必要と するも のを除 く。 ）を行 うこと を要す ると認 める者 （次条 の措 置を要す ると 認める 者を除 く。） は、こ れを 市町村に 送致 するこ と。

八

援法第 五十 九条第 一号に 掲げる 事業そ の他 市町村が 実施 する児 童の健 全な育 成に資 する事 業の実 施が 適当で あると 認める 者は、 これを その事 業
の 実施に 係る市 町村の 長に通 知す ること。

-6-

②

前項 第一号 の規 定による 報告書 には 、児童 の住所 、氏名 、年 齢、履歴 、性 行、健 康状態及 び家 庭環境 、同号 に規定 する 措置に ついての 当該 児童
及びそ の保 護者の 意向そ の他児 童の福 祉増進 に関し 、参 考とな る事項 を記載 しなけ ればな らない 。

都道府 県は、 前条第 一項 第一号の 規定 による 報告又 は少年 法第十 八条第 二項の 規定 による 送致の あつた 児童に つき、 次の各 号の いずれ

一

児童又 はその 保護者 を児童 相談 所その他 の関 係機関 若しく は関係 団体の 事業所 若しく は事 務所に 通わせ 当該事 業所若 しくは 事務所 にお いて、

児童 又はそ の保 護者に 訓戒を 加え、 又は 誓約書を 提出さ せる こと。

又 は当該 児童若 しくは その 保護者 の住所 若しく は居所 におい て、児 童福 祉司、知 的障 害者福 祉司、 社会福 祉主事 、児 童委員若 しく は当該 都道府

県の設 置する 児童 家庭支 援セン ター若 しくは 当該都 道府県 が行 う障害 者等相 談支援 事業に 係る職 員に指 導さ せ、又は 市町 村、当 該都道 府県以 外

の者 の設 置する 児童家 庭支援 センタ ー、当 該都道 府県 以外の 障害者 等相談 支援事 業を行 う者若 しく は前条第 一項 第二号 に規定 する厚 生労働 省令
で定め る者に 委託し て指 導させる こと。

児童を 小規模 住居型 児童 養育事 業を行う 者若 しくは 里親に 委託し 、又 は乳児院 、児童 養護 施設、 障害児 入所施 設、 児童心理 治療 施設若 しくは
児 童自 立支援施 設に 入所さ せるこ と。
家 庭裁 判所の 審判に 付する ことが 適当で あると 認め る児童 は、こ れを家 庭裁判 所に送 致する こと 。

都道府 県は 、肢体 不自由 のある 児童又 は重 症心身障 害児 につい ては、 前項第 三号の 措置に 代えて 、指 定発達 支援医 療機関 に対し 、これ らの児 童

都道府 県知事 は、政 令の 定めると ころに より 、第一 項第一 号から 第三 号までの 措置 （第三 項の規定 によ り採る もの及 び第二 十八 条第一 項第一号

見を聴か なけ ればな らない 。

都道府 県知事 は、 第一項 第二号 若しく は第三 号若し くは第 二項 の措置 を解除 し、停 止し、 又は他 の措置 に変 更する場 合に は、児 童相談 所長の 意

は未成 年後見 人が あるとき は、 前項の 場合を 除いて は、そ の親 権を行う 者又 は未成 年後見 人の意 に反し て、こ れを採 るこ とがで きない 。

第一 項第三 号又は 第二項 の措置 は、 児童に 親権を 行う者 （第四 十七条 第一項 の規 定により 親権 を行う 児童福 祉施設 の長を 除く 。以下同 じ。 ）又

示に 従わな ければ ならな い。

都道 府県知 事は 、少年法 第十 八条第 二項の 規定に よる 送致の あつた児 童に つき、 第一項 の措置 を採 るにあた つては 、家 庭裁判 所の決 定によ る指

がで きる。

を入院 させて 障害児 入所施 設（第 四十 二条第 二号に 規定す る医療 型障害 児入所 施設 に限る。 ）に おける と同様 な治療 等を行 うこ とを委託 する こと

四

三

二

かの 措置を 採らな ければ なら ない。

第二十 七条

②

③
④
⑤
⑥

又 は第二 号ただ し書 の規定 により 採るも のを除 く。） 若しく は第 二項の 措置を 採る場 合又は 第一項 第二号 若し くは第三 号若 しくは 第二項 の措置 を

解除し 、停 止し、 若しく は他の 措置に 変更す る場合 には 、都道 府県児 童福祉 審議会 の意見 を聴か なけ ればなら ない 。
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保 護者 が、その 児童を 虐待 し、著 しくそ の監護 を怠 り、その 他保 護者に 監護させ るこ とが著 しく当 該児童 の福 祉を害 する場合 にお いて

一

保護者 が親権 を行う 者又 は未成 年後見 人でな いとき は、そ の児童 を親 権を行う 者又 は未成 年後見 人に引 き渡す こと 。ただし 、そ の児童 を親権

保 護者が 親権を 行う者 又は未 成年 後見人 である ときは 、家庭 裁判所 の承認 を得 て、第二 十七 条第一 項第三 号の措 置を採 るこ と。

家庭裁 判所 は、第 一項第 一号若 しくは 第二 号ただし 書又 は第二 項ただ し書の 承認（ 以下「 措置に 関す る承認 」とい う。） の申立 てがあ つた場 合

合は、 当該 審判の 結果を 考慮し てもな お当該 措置を 採る 必要が あると 認める ときに 限る。

し た後も 、当該 申立 てに対 する審 判が確 定する までの 間、引 き続 き当該 措置を 採るこ とがで きる。 ただし 、当 該申立て を却 下する 審判が あつた 場

都道府 県は、 前項た だし 書の規定 による 更新 に係る 承認の 申立て をし た場合に おいて 、や むを得な い事 情があ るとき は、当 該措 置の期 間が満了

きは、都 道府 県は、 家庭裁 判所の 承認を 得て 、当該期 間を 更新す ること ができ る。

、当 該措 置を継続 しな ければ 保護者 がその 児童を 虐待 し、著し くそ の監護 を怠り 、その 他著し く当該 児童の 福祉 を害す るおそ れがあ ると認 めると

者に対 する指 導措 置（第二 十七 条第一 項第二 号の措 置をい う。 以下この 条並 びに第 三十三 条第二 項及び 第九項 におい て同 じ。） の効果 等に照 らし

前項 第一号 及び第 二号た だし書 の規 定によ る措置 の期間 は、当 該措置 を開始 した 日から二 年を 超えて はなら ない。 ただし 、当 該措置に 係る 保護

号の 措置を 採るこ と。

を行う 者又は未 成年 後見人 に引き 渡すこ とが 児童の 福祉のた め不 適当で あると 認める とき は、家庭 裁判 所の承 認を得 て、第 二十七 条第 一項第三

二

と ができ る。

、第二 十七 条第一 項第三 号の措 置を採 ること が児童 の親 権を行 う者又 は未成 年後見 人の意 に反す ると きは、都 道府 県は、 次の各 号の措 置を採 るこ

第 二十八 条

②

③

④

は、都 道府県 に対し 、期限 を定め て、 当該申 立てに 係る保 護者に 対する 指導措 置を 採るよう 勧告 するこ と、当 該申立 てに係 る保 護者に対 する 指導
家庭 裁判所 は、 前項の規 定に よる勧 告を行 つたと きは 、その 旨を当該 保護 者に通 知する ものと する 。

措置 に関し 報告及 び意見 を求 めるこ と、又 は当該 申立 てに係る 児童及 びそ の保護者 に関 する必 要な資 料の提 出を求 める ことがで きる 。
⑤

家庭裁 判所は、 措置 に関す る承認 の申立 てに 対する 承認の 審判を する場 合にお いて、 当該 措置の終 了後 の家庭 その他 の環境 の調整 を行 うため当

児童相 談所 長は、 必要が あると 認める とき は、第二 十六 条第一 項の措 置を採 るに至 るまで 、児童 の安 全を迅 速に確 保し適 切な保 護を図

第五項 の規定 は、前 二項 の規定に よる勧 告に ついて 準用す る。

るよう勧 告す ること ができ る。

環境 の調 整を行う ため 当該勧 告に係 る当該 保護者 に対 する指導 措置 を採る ことが 相当で あると 認める ときは 、都 道府県 に対し 、当該 指導措 置を採

家 庭裁判 所は、 第四項 の規 定によ る勧告 を行つ た場合 におい て、措 置に 関する承 認の 申立て を却下 する審 判をす ると きであつ て、 家庭そ の他の

該 保護者 に対す る指導 措置 を採るこ とが 相当で あると 認める ときは 、都 道府県に 対し 、当該 指導措 置を採 るよう 勧告す ること がで きる。

⑥
⑦

⑧
第三十 三条

る ため、 又は児 童の心 身の状 況、そ の置か れて いる環 境その 他の状 況を把 握する ため、 児童 の一時保 護を 行い、 又は適 当な者 に委託 して 、当該一
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②

時 保護を 行わせ るこ とがで きる。

都 道府 県知事は 、必 要があ ると認 めると きは、 第二 十七条第 一項 又は第 二項の 措置（ 第二十 八条第 四項の 規定 による 勧告を 受けて 採る指 導措置

を 除く。 ）を採 るに至 るまで 、児童 の安全 を迅 速に確 保し適 切な保 護を図 るため 、又は 児童 の心身の 状況 、その 置かれ ている 環境そ の他 の状況を
前二項 の規定 による 一時 保護の期 間は 、当該 一時保 護を開 始した 日か ら二月を 超え てはな らない 。

把握す るため 、児童 相談所 長をし て、 児童の 一時保 護を行 わせ、 又は適 当な者 に当 該一時保 護を 行うこ とを委 託させ ること がで きる。
③

前項 の規定 にか かわらず 、児 童相談 所長又 は都道 府県知 事は 、必要が ある と認め るとき は、引 き続 き第一項 又は第 二項 の規定 による 一時保 護を

一

児童 自立 生活援 助の実 施が適 当であ ると 認める満 二十 歳未満 義務教 育終了 児童 等は、こ れをそ の実 施に係 る都道 府県知 事に 報告する こと。

第三 十一条第 四項 の規定 による 措置を 要する と認 める者は 、こ れを都 道府県 知事に 報告す ること 。

児童相 談所 長は、 特に必 要があ ると認 める ときは、 第八 項各号 に掲げ る措置 を採る に至る まで、 保護 延長者 （児童 以外の 満二十 歳に満 たない 者

児童相 談所 長をし て、引 き続き 一時保 護を行 わせ、 又は 一時保 護を行 うこと を委託 させる ことが でき る。

一 条第四 項の規 定に よる措 置（第 二十八 条第四 項の規 定によ る勧 告を受 けて採 る指導 措置を 除く。 第十一 項に おいて同 じ。 ）を採 るに至 るまで 、

都道府 県知事 は、特 に必 要がある と認め ると きは、 第二項 の規定 によ り一時保 護が 行われ た児童に つい ては満 二十歳 に達す るま での間 、第三十

二

げる措 置を採 るに 至るまで 、引 き続き 一時保 護を行 い、又 は一 時保護を 行わ せるこ とがで きる。

児童 相談所 長は、 特に必 要があ ると 認める ときは 、第一 項の規 定によ り一時 保護 が行われ た児 童につ いては 満二十 歳に達 する までの間 、次 に掲

るの は、「 引き続 いての 一時保 護に 係る承認 の申 立てに 対する 審判が 確定し た」と する。

判が確定 した場 合に おける 同項の 規定の 適用 について は、 同項中 「引き 続き一 時保護 を行お うとす ると き、及 び引き続 き一 時保護 を行つ た」と あ

前項本 文の規 定によ り引 き続き一 時保 護を行 つた場 合にお いて、 第五 項本文の 規定 による 引き続 いての 一時保 護に係 る承認 の申 立てに 対する 審

考慮し てもな お引き 続き一 時保護 を行 う必要 がある と認め るとき に限る 。

対 する審 判が確 定する までの 間、引 き続き 一時 保護を 行うこ とがで きる。 ただし 、当該 申立 てを却下 する 審判が あつた 場合は 、当該 審判 の結果を

あると きは 、一時 保護を 開始し た日か ら二月 を経過 した 後又は 同項の 規定に より引 き続き 一時保 護を 行つた後 二月 を経過 した後 も、当 該申立 てに

児童 相談所 長又 は都道府 県知 事は、 前項本 文の規 定によ る引 き続いて の一 時保護 に係る承 認の 申立て をした 場合に おい て、や むを得 ない事 情が

成年 後見人 に係る 第三十 三条 の九の 規定によ る未 成年後 見人の 解任の 請求 がされて いる場 合は 、この 限りで ない。

ただし書 の承 認の申 立て又 は当該 児童の 親権 者に係る 第三 十三条 の七の 規定に よる親 権喪失 若しく は親 権停止 の審判 の請求 若し くは当該 児童の 未

、児 童相 談所長又 は都 道府県 知事は 、家庭 裁判所 の承 認を得な けれ ばなら ない。 ただし 、当該 児童に 係る第 二十 八条第 一項第 一号若 しくは 第二号

道府県 知事が 引き 続き一時 保護 を行お うとす るとき 、及び 引き 続き一時 保護 を行つ た後二 月を超 えて引 き続き 一時保 護を 行おう とする ときご とに

前項 の規定 により 引き続 き一時 保護 を行う ことが 当該児 童の親 権を行 う者又 は未 成年後見 人の 意に反 する場 合にお いては 、児 童相談所 長又 は都

行う ことが できる 。

④
⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
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⑪

⑫

の うち、 次の各 号の いずれ かに該当 する ものを いう。 以下こ の項 及び次 項にお いて同 じ。） の安全 を迅速 に確 保し適切 な保 護を図 るため 、又は 保

護延長 者の 心身の 状況、 その置 かれて いる環 境その 他の 状況を 把握す るため 、保護 延長者 の一時 保護 を行い、 又は 適当な 者に委 託して 、当該 一時

第三十 一条第 二項か ら第四 項ま での規定 によ る措置 が採ら れてい る者（ 前号に 掲げる 者を 除く。 ）

る措置 が採られ てい ないも の

又は 当該申 立て に対する 承認 の審判 がなさ れた後 におい て第 二十八条 第一 項第一 号若し くは第 二号 ただし書 若しく は第 二項た だし書 の規定 によ

満 十八歳 に満た ないと きにさ れた 措置に 関する 承認の 申立て に係る 児童で あつ た者であ つて 、当該 申立て に対す る審判 が確 定してい ない もの

保 護を行 わせる ことが できる 。
一

二

都道 府県知 事は、 特に必 要があ ると 認める ときは 、第三 十一条 第四項 の規定 によ る措置を 採る に至る まで、 保護延 長者の 安全 を迅速に 確保 し適

切な保 護を図 るた め、又は 保護 延長者 の心身 の状況 、その 置か れている 環境 その他 の状況 を把握 するた め、児 童相談 所長 をして 、保護 延長者 の一
時保 護を 行わせ、 又は 適当な 者に当 該一時 保護を 行う ことを委 託さ せるこ とがで きる。

児 童相談所 長は 、一時 保護が 行われ た児童 で親 権を行う 者又 は未成 年後見人 のな いもの に対し 、親権 を行 う者又 は未成 年後見 人が

第八 項か ら前項 までの 規定に よる一 時保護 は、こ の法 律の適 用につ いては 、第一 項又は 第二項 の規 定による 一時 保護と みなす 。

第 三十三 条の二

あるに 至る までの 間、親 権を行 う。た だし、 民法第 七百 九十七 条の規 定によ る縁組 の承諾 をする には 、厚生労 働省 令の定 めると ころに より、 都道
府 県知事 の許可 を得な ければ ならな い。

児 童相談 所長は 、一時 保護が 行わ れた児童 で親 権を行 う者又 は未成 年後見 人のあ るもの につ いても 、監護 、教育 及び懲 戒に関 し、そ の児 童の福
前項 の児童 の親 権を行う 者又 は未成 年後見 人は、 同項 の規定 による措 置を 不当に 妨げて はなら ない 。

②
③

第二項 の規定に よる 措置は 、児童 の生命 又は 身体の 安全を 確保す るため 緊急の 必要が ある と認める とき は、そ の親権 を行う 者又は 未成 年後見人

祉の ため必 要な措 置を採 るこ とがで きる。
④

の 意に反 しても 、これ をと ることが でき る。

児童 福祉 施設の 長は、 入所中 の児童 等で親 権を行 う者 又は未 成年後 見人の ないも のに対 し、親 権を 行う者又 は未 成年後 見人が あるに 至

児童 相談所 長は 、小規模 住居 型児童 養育事 業を行 う者又 は里 親に委託 中の 児童等 で親権 を行う 者又は 未成年 後見人 のな いもの に対し 、親権 を行

の許 可を得 なけれ ばなら ない 。

るまでの 間、 親権を 行う。 ただし 、民法 第七 百九十七 条の 規定に よる縁 組の承 諾を するには 、厚生 労働 省令の 定める ところ によ り、都道 府県知 事

第四 十七条

②

う者又 は未 成年後 見人が あるに 至るま での間 、親権 を行 う。た だし、 民法第 七百九 十七条 の規定 によ る縁組の 承諾 をする には、 厚生労 働省令 の定
め るとこ ろによ り、都 道府県 知事の 許可を 得な ければ ならな い。
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児童 福祉施 設の 長、その 住居に おい て養育 を行う 第六条 の三 第八項に 規定 する厚 生労働省 令で 定める 者又は 里親は 、入 所中又 は受託中 の児 童等
前項の 児童 等の親 権を行 う者又 は未成 年後 見人は、 同項 の規定 による 措置を 不当に 妨げて はなら ない 。

③
④

第 三項の 規定に よる措 置は、 児童 等の生命 又は 身体の 安全を 確保す るため 緊急の 必要が ある と認め るとき は、そ の親権 を行う 者又は 未成 年後見

で親権 を行 う者又 は未成 年後見 人のあ るもの につい ても 、監護 、教育 及び懲 戒に関 し、そ の児童 等の 福祉のた め必 要な措 置をと ること ができ る。
⑤

人の 意に反 しても 、これ をと ること ができ る。こ の場合 におい て、児 童福 祉施設の 長、 小規模 住居型 児童養 育事業 を行 う者又は 里親 は、速 やかに

、そのと つた措 置に ついて 、当該 児童等 に係 る通所給 付決定 若し くは入 所給付 決定、 第二十 一条の 六、 第二十 四条第五 項若 しくは 第六項 若しく は

第二 十七条 第一項 第三号 の措置 、助 産の実施 若し くは母 子保護 の実施 又は当 該児童 に係る 子ど も・子 育て支 援法第 二十条 第四項 に規定 する 支給認

乳児 院、児 童養護 施設、 障害児 入所施 設、児 童心 理治療 施設及 び児童 自立支 援施設 の長並 びに 小規模住 居型 児童養 育事業 を行う 者

定 を行つ た都道 府県又 は市 町村の長 に報 告しな ければ ならな い。
第四 十八条 の三

及び里親 は、 当該施 設に入 所し、 又は小 規模 住居型児 童養 育事業 を行う 者若し くは里 親に委 託され た児 童及び その保 護者に 対し て、市町 村、児 童

相談 所、児 童家庭 支援セ ンタ ー、教 育機関、 医療 機関そ の他の 関係機 関と の緊密な 連携を 図り つつ、 親子の 再統合 のた めの支援 その 他の当 該児童

が 家庭（ 家庭に おけ る養育 環境と 同様の 養育環 境及び 良好な 家庭 的環境 を含む 。）で 養育さ れるた めに必 要な 措置を採 らな ければ ならな い。

この 法律中 都道府 県が処 理す ることと され ている 事務で 政令で 定める ものは 、指定 都市 及び中 核市並 びに児 童相談 所を設 置する 市

都 道府 県知事は 、児 童相談 所設置 市の長 に対し 、当 該児童相 談所 の円滑 な運営 が確保 される ように 必要な 勧告 、助言 又は援 助をす ること ができ

七 項まで の規定 の例 により 、厚生 労働大 臣に対 して再 々審査 請求 をする ことが できる 。

自治 法第二 百五十 五条の 二第 二項の 再審査請 求の 裁決が あつた ときは 、当 該裁決に 不服 がある 者は、 同法第 二百五 十二 条の十七 の四 第五項 から第

員又はそ の管 理に属 する行 政機関 の長に 委任 した場合 にお いて、 委任を 受けた 職員 又は行政 機関の 長が その委 任に基 づいて した 処分につ き、地 方

指定都 市等の 長が 第一項 の規定 により その処 理する ことと され た事務 のうち 第一号 法定受 託事務 に係る 処分 をする権 限を その補 助機関 である 職

して再 審査請 求を すること がで きる。

て 「第一 号法定 受託事 務」 という。 ）に 係るも のに限 る。） に係る 審査 請求につ いて の都道 府県知 事の裁 決に不 服があ る者は 、厚 生労働 大臣に 対

前項の 規定によ り指 定都市 等の長 がした 処分 （地方 自治法 第二条 第九項 第一号 に規定 する 第一号法 定受 託事務 （次項 及び第 五十九 条の 六におい

都道府県 に関す る規 定は、 指定都 市等に 関す る規定と して 指定都 市等に 適用が あるも のとす る。

より 、指定 都市若 しくは 中核 市又は 児童相 談所設 置市 （以下「 指定都 市等 」という 。） が処理 するも のとす る。こ の場 合におい ては 、この 法律中

（特別 区を含 む。以 下この 項にお いて 同じ。 ）とし て政令 で定め る市（ 以下「 児童 相談所設 置市 」とい う。） におい ては、 政令 で定める とこ ろに

第 五十九条 の四

②

③

④

る。
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⑤
児童福 祉法 等の一 部を改 正する 法律（ 平成 二十八年 法律 第六十 三号） （抄）

この 法律に 定め るものの ほか、 児童 相談所 設置市 に関し 必要 な事項は 、政 令で定 める。

則

二
附

（略）

こ の法律は 、平 成二十 九年四 月一日 から 施行す る。ただ し、 次の各 号に掲 げる規 定は 、当該各 号に 定める 日から 施行す る。

（施行期 日）
第一 条
一 ・二

政 府は、 この 法律の 施行後 五年を 目途と して、 地方自 治法 （昭和 二十二 年法律 第六十 七号） 第二百 五十 二条の二 十二 第一項 の中核 市及び 特

児童 虐待の 防止 等に関す る法 律（平 成十二 年法律 第八十 二号 ）（抄）

別区が児 童相 談所を 設置す ること ができ るよ う、その 設置 に係る 支援そ の他の 必要な 措置を 講ずる もの とする 。

第三 条

三
（ 児童虐 待の早 期発見 等）

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、歯 科医師 、保 健師、

学 校及び 児童福 祉施設 は、 児童及 び保護 者に対 して、 児童虐 待の防 止の ための教 育又 は啓発 に努め なけれ ばなら ない 。

の 施策に 協力す るよう 努め なければ なら ない。

前項に 規定する 者は 、児童 虐待の 予防そ の他 の児童 虐待の 防止並 びに児 童虐待 を受け た児 童の保護 及び 自立の 支援に 関する 国及び 地方 公共団体

めなけれ ばなら ない 。

助産 師、看 護師、 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 、児童虐 待の 早期発 見に努

第五条

２
３

（児童虐 待に 係る通 告）

児 童虐待 を受け たと 思われる 児童を 発見 した者 は、速 やかに 、こ れを市町 村、 都道府 県の設置 する 福祉事 務所若 しくは 児童 相談所 又は児童

前 項の 規定によ る通 告は、 児童福 祉法（ 昭和二 十二 年法律第 百六 十四号 ）第二 十五条 第一項 の規定 による 通告 とみな して、 同法の 規定を 適用す

委 員を介 して市 町村 、都道 府県の 設置す る福祉 事務所 若しく は児 童相談 所に通 告しな ければ ならな い。

第六 条
２

る。
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３

刑法 （明治 四十 年法律第 四十五 号） の秘密 漏示罪 の規定 その 他の守秘 義務 に関す る法律の 規定 は、第 一項の 規定に よる 通告を する義務 の遵 守を
妨げ るもの と解釈 しては なら ない。
（ 通告又 は送致 を受 けた場 合の措置 ）

市 町村又は 都道 府県の 設置す る福祉 事務所 が第 六条第一 項の 規定に よる通 告を受 けたと きは、 市町村 又は 福祉事 務所の 長は、 必要に 応じ近

一

当該 児童の うち 次条第 一項の 規定に よる 出頭の求 め及び 調査 若しく は質問 、第九 条第一 項の規 定に よる立 入り及び 調査 若しく は質問 又は児 童

児童福 祉法第 二十五 条の 七第一 項第一 号若し くは第 二項第 一号又 は第 二十五条 の八 第一号 の規定 により 当該児 童を 児童相談 所に 送致す ること 。

二

一

児童 福祉法 第二 十六条 第一項 第三号 の規定 により 当該児 童の うち第 六条第 一項の 規定に よる通 告を受 けた ものを市 町村 に送致 するこ と。

児童福 祉法第 三十三 条第 一項の 規定によ り当 該児童 の一時 保護を 行い 、又は適 当な者 に委 託して 、当該 一時保 護を 行わせる こと 。

前二 項の児 童の安 全の確 認を行 うた めの措 置、市 町村若 しくは 児童相 談所へ の送 致又は一 時保 護を行 う者は 、速や かにこ れを 行うもの とす る。

であ ると認 めるも のをそ の事業 の実 施に係 る市町 村の長 へ通知 するこ と。

て支援 法（平成 二十 四年法 律第六 十五号 ）第 五十九 条第一 号に掲 げる事 業その 他市町 村が 実施する 児童 の健全 な育成 に資す る事業 の実 施が適当

規定 する養 育支 援訪問事 業、 同条第 六項に 規定す る地 域子育 て支援拠 点事 業、同 条第十 四項に 規定 する子育 て援助 活動 支援事 業、子 ども・ 子育

当 該児童 のうち 児童福 祉法第 六条 の三第 二項に 規定す る放課 後児童 健全育 成事 業、同条 第三 項に規 定する 子育て 短期支 援事 業、同条 第五 項に

認 めるも のをそ の保育 の利用 等に 係る都道 府県 又は市 町村の 長へ報 告し、 又は通 知する こと 。

当 該児 童のう ち児童 福祉法 第二十 五条の 八第三 号に 規定す る保育 の利用 等（以 下この 号にお いて 「保育の 利用 等」と いう。 ）が適 当であ ると

四

三

児童との 面会 その他 の当該 児童の 安全の 確認 を行うた めの 措置を 講ずる ととも に、必 要に応 じ次に 掲げ る措置 を採る ものと する 。

の規 定に よる送致 を受 けたと きは、 児童相 談所長 は、 必要に応 じ近 隣住民 、学校 の教職 員、児 童福祉 施設の 職員 その他 の者の 協力を 得つつ 、当該

児 童相談 所が第 六条第 一項 の規定 による 通告又 は児童 福祉法 第二十 五条 の七第一 項第 一号若 しくは 第二項 第一号 若し くは第二 十五 条の八 第一号

と。

福祉 法第三 十三条 第一項 若しく は第 二項の 規定に よる一 時保護 の実施 が適当 であ ると認め るも のを都 道府県 知事又 は児童 相談 所長へ通 知す るこ

二

ずると ともに 、必要 に応じ 次に掲 げる 措置を 採るも のとす る。

隣 住民、 学校の 教職員 、児童 福祉施 設の職 員そ の他の 者の協 力を得 つつ、 当該児 童との 面会 その他の 当該 児童の 安全の 確認を 行うた めの 措置を講

第八条

２

３

都道府 県知事 は、児 童虐待 が行わ れてい るお それが あると 認める ときは 、当該 児童の 保護 者に対し 、当 該児童 を同伴 して出 頭する こと

（出 頭要 求等）
第八条の 二
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２

３

を 求め、 児童委 員又 は児童 の福祉に 関す る事務 に従事 する職 員を して、 必要な 調査又 は質問 をさせ ること がで きる。こ の場 合にお いては 、その 身
分を証 明す る証票 を携帯 させ、 関係者 の請求 があっ たと きは、 これを 提示さ せなけ ればな らない 。

都道府 県知 事は、 前項の 規定に より当 該児 童の保護 者の 出頭を 求めよ うとす るとき は、厚 生労働 省令 で定め るとこ ろによ り、当 該保護 者に対 し

、出頭 を求め る理由 となっ た事実 の内 容、出 頭を求 める日 時及び 場所、 同伴す べき 児童の氏 名そ の他必 要な事 項を記 載した 書面 により告 知し なけ
れば ならな い。

都道 府県知 事は 、第一項 の保 護者が 同項の 規定に よる出 頭の 求めに応 じな い場合 は、次 条第一 項の 規定によ る児童 委員 又は児 童の福 祉に関 する
事務 に従事 する職 員の立 入り及 び調 査又は質 問そ の他の 必要な 措置を 講ずる ものと する。
（立入 調査等 ）

都 道府県 知事 は、児 童虐待 が行わ れてい るおそ れがあ ると 認める ときは 、児童 委員又 は児童 の福祉 に関 する事務 に従 事する 職員を して、 児

前項 の規定 によ る児童委 員又 は児童 の福祉 に関す る事務 に従 事する職 員の 立入り 及び調査 又は 質問は 、児童 福祉法 第二 十九条 の規定 による 児童

請求 があっ たとき は、こ れを 提示さ せなけれ ばな らない 。

童の住所 又は 居所に 立ち入 り、必 要な調 査又 は質問を させ ること ができ る。こ の場合 におい ては、 その 身分を 証明す る証票 を携 帯させ、 関係者 の

第九 条

２

委員又 は児 童の福 祉に関 する事 務に従 事する 職員の 立入 り及び 調査又 は質問 とみな して、 同法第 六十 一条の五 の規 定を適 用する 。
（再出 頭要求 等）

都道 府県知 事は 、第八条 の二 第一項 の保護 者又は 前条第 一項 の児童の 保護 者が正 当な理 由なく 同項の 規定に よる児 童委 員又は 児童の 福

第八条 の二第 二項 の規定 は、前 項の規 定によ る出頭 の求め につ いて準 用する 。

ならな い。

質 問をさ せるこ とがで きる 。この場 合に おいて は、そ の身分 を証明 する 証票を携 帯さ せ、関 係者の 請求が あった ときは 、これ を提 示させ なけれ ば

は、 当該保 護者に 対し、 当該児 童を 同伴して 出頭 するこ とを求 め、児 童委員 又は児 童の福 祉に 関する 事務に 従事す る職員 をして 、必要 な調 査又は

祉に関す る事務 に従 事する 職員の 立入り 又は 調査を拒 み、 妨げ、 又は忌 避した 場合に おいて 、児童 虐待 が行わ れている おそ れがあ ると認 めると き

第九 条の二

２

都 道府 県知事は 、第 八条の 二第一 項の保 護者又 は第 九条第一 項の 児童の 保護者 が正当 な理由 なく同 項の規 定に よる児 童委員 又は児 童の

（臨 検、捜 索等）
第 九条の 三

福祉に 関す る事務 に従事 する職 員の立 入り又 は調査 を拒 み、妨 げ、又 は忌避 した場 合にお いて、 児童 虐待が行 われ ている 疑いが あると きは、 当該

児 童の安 全の確 認を行 い、又 はその 安全を 確保 するた め、児 童の福 祉に関 する事 務に従 事す る職員を して 、当該 児童の 住所又 は居所 の所 在地を管
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２
３

轄 する地 方裁判 所、 家庭裁 判所又は 簡易 裁判所 の裁判 官があ らか じめ発 する許 可状に より、 当該児 童の住 所若 しくは居 所に 臨検さ せ、又 は当該 児
童を捜 索さ せるこ とがで きる。

都道府 県知 事は、 前項の 規定に よる臨 検又 は捜索を させ るとき は、児 童の福 祉に関 する事 務に従 事す る職員 をして 、必要 な調査 又は質 問をさ せ
ること ができ る。

都道府 県知事 は、第 一項 の許可状 （以 下「許 可状」 という 。）を 請求 する場合 にお いては 、児童 虐待が 行われ ている 疑いが ある と認め られる 資

料、臨検 させよ うと する住 所又は 居所に 当該 児童が現 在する と認 められ る資料 及び当 該児童 の保護 者が 第九条 第一項の 規定 による 立入り 又は調 査
を拒 み、妨 げ、又 は忌避 したこ とを 証する資 料を 提出し なけれ ばなら ない。

前項 の請求 があっ た場合 におい ては 、地方 裁判所 、家庭 裁判所 又は簡 易裁判 所の 裁判官は 、臨 検すべ き場所 又は捜 索すべ き児 童の氏名 並び に有

都道 府県 知事は 、許可 状を児 童の福 祉に関 する事 務に 従事す る職員 に交付 して、 第一項 の規定 によ る臨検又 は捜 索をさ せるも のとす る。

４

効期間 、その 期間 経過後は 執行 に着手 するこ とがで きずこ れを 返還しな けれ ばなら ない旨 、交付 の年月 日及び 裁判所 名を 記載し 、自己 の記名 押印
５

第一項 の規定 による 臨検 又は捜索 に係る 制度 は、児 童虐待 が保護 者が その監護 する児 童に 対して行 うも のであ るため に他人 から 認知さ れること

した 許可 状を都道 府県 知事に 交付し なけれ ばなら ない 。
６

及 び児童 がその 被害 から自 ら逃れ ること が困難 である 等の特 別の 事情か ら児童 の生命 又は身 体に重 大な危 険を 生じさせ るお それが あるこ とにか ん
がみ特 に設 けられ たもの である ことを 十分に 踏まえ た上 で、適 切に運 用され なけれ ばなら ない。
（児童 虐待を 行った 保護者 に対す る指 導等）

児童虐 待を行 った 保護者に つい て児童 福祉法 第二十 七条第 一項 第二号の 規定 により 行われ る指導 は、親 子の再 統合へ の配 慮その 他の児 童

児童相 談所 長は、 第三項 の規定 による 勧告 を受けた 保護 者が当 該勧告 に従わ ず、そ の監護 する児 童に 対し親 権を行 わせる ことが 著しく 当該児 童

二十七 条第 一項第 三号又 は第二 十八条 第一項 の規定 によ る措置 を採る 等の必 要な措 置を講 ずるも のと する。

第 二項の 規定に より 児童相 談所長 をして 児童虐 待を受 けた児 童の 一時保 護を行 わせ、 又は適 当な者 に当該 一時 保護を行 うこ とを委 託させ 、同法 第

都道府 県知事 は、前 項の 規定によ る勧告 を受 けた保 護者が 当該勧 告に 従わない 場合 におい て必要が ある と認め るとき は、児 童福 祉法第 三十三条

る。

前項の 場合に おい て保護 者が同 項の指 導を受 けない ときは 、都 道府県 知事は 、当該 保護者 に対し 、同項 の指 導を受け るよ う勧告 するこ とがで き

ればな らない 。

児童 虐待を 行った 保護者 につい て児 童福祉 法第二 十七条 第一項 第二号 の措置 が採 られた場 合に おいて は、当 該保護 者は、 同号 の指導を 受け なけ

われ なけれ ばなら ない。

虐待を受 けた児 童が 家庭（ 家庭に おける 養育 環境と同 様の 養育環 境及び 良好な 家庭的 環境を 含む。 ）で 生活す るために 必要 な配慮 の下に 適切に 行

第十 一条

２
３
４

５
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の 福祉を 害する 場合 には、 必要に応 じて 、適切 に、児 童福祉 法第 三十三 条の七 の規定 による 請求を 行うも のと する。

都 道府県 知事は 、児童 虐待 を受けた 児童 につい て施設 入所等 の措置 が採ら れ、及 び当 該児童 の保護 者につ いて児 童福祉 法第二 十七 条第一

（ 施設入 所等の 措置の 解除等 ）
第十三 条

項第 二号の 措置が 採られ た場 合にお いて、 当該児 童につ いて採 られた 施設 入所等の 措置 を解除 しよう とする ときは 、当 該児童の 保護 者につ いて同

号の指導 を行う こと とされ た児童 福祉司 等の 意見を聴 くとと もに 、当該 児童の 保護者 に対し 採られ た当 該指導 の効果、 当該 児童に 対し再 び児童 虐

待が 行われ ること を予防 するた めに 採られる 措置 につい て見込 まれる 効果そ の他厚 生労働 省令 で定め る事項 を勘案 しなけ ればな らない 。

都道 府県知 事は、 児童虐 待を受 けた 児童に ついて 施設入 所等の 措置が 採られ 、又 は児童福 祉法 第三十 三条第 二項の 規定に よる 一時保護 が行 われ

都道 府県 知事は 、前項 の助言 に係る 事務の 全部又 は一 部を厚 生労働 省令で 定める 者に委 託する こと ができる 。

２

た場合 におい て、 当該児童 につ いて採 られた 施設入 所等の 措置 又は行わ れた 一時保 護を解 除する ときは 、当該 児童の 保護 者に対 し、親 子の再 統合
３

前項の 規定に より行 われ る助言に 係る事 務に 従事す る者又 は従事 して いた者は 、その 事務 に関して 知り 得た秘 密を漏 らして はな らない 。

の促 進そ の他の児 童虐 待を受 けた児 童が家 庭で生 活す ることを 支援 するた めに必 要な助 言を行 うこと ができ る。
４
（児童 虐待 を受け た児童 等に対 する支 援）

市町村 は、子 ども・ 子育て 支援 法第二十 七条 第一項 に規定 する特 定教育 ・保育 施設（ 次項 におい て「特 定教育 ・保育 施設」 という 。

国及 び地方 公共 団体は、 居住 の場所 の確保 、進学 又は就 業の 支援その 他の 児童虐 待を受 けた者 の自立 の支援 のため の施 策を講 じなけ ればな らな

及び 充実を 図る等 必要な 施策 を講じ なければ なら ない。

国及 び地 方公共 団体は 、児童 虐待を 受けた 児童が その 年齢及 び能力 に応じ 充分な 教育が 受けら れる ようにす るた め、教 育の内 容及び 方法の 改善

別の 支援 を要する 家庭 の福祉 に配慮 をしな ければ なら ない。

おいて 同じ。 ）又 は当該特 定地 域型保 育事業 者に係 る特定 地域 型保育事 業を 利用す る児童 を選考 すると きは、 児童虐 待の 防止に 寄与す るため 、特

十 五条第 二項の 規定に より 当該特定 教育 ・保育 施設を 利用す る児童 （同 法第十九 条第 一項第 二号又 は第三 号に該 当する 児童に 限る 。以下 この項 に

特定教 育・保育 施設 の設置 者又は 子ども ・子 育て支 援法第 二十九 条第一 項に規 定する 特定 地域型保 育事 業者は 、同法 第三十 三条第 二項 又は第四

り調整若 しくは 要請 を行う 場合に は、児 童虐 待の防止 に寄 与する ため、 特別の 支援を 要する 家庭の 福祉 に配慮 をしなけ れば ならな い。

第一 項若し くは第 五十四 条第 一項の 規定に より相 談、 助言若し くはあ っせ ん若しく は要 請を行 う場合 又は児 童福祉 法第 二十四条 第三 項の規 定によ

）又は 同法第 四十三 条第三 項に規 定す る特定 地域型 保育事 業（次 項にお いて「 特定 地域型保 育事 業」と いう。 ）の利 用につ いて 、同法第 四十 二条

第 十三条の 三

２

３
４
い。
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（ 親権の 行使に 関す る配慮 等）

児童の親 権を 行う者 は、児 童のし つけに 際し て、民法 （明 治二十 九年法 律第八 十九号 ）第八 百二十 条の 規定に よる監 護及び 教育に 必要な

配偶者 からの暴 力の 防止及 び被害 者の保 護等 に関す る法律（ 平成 十三年 法律第 三十一 号） （抄）

免れ ること はない 。

児 童の親 権を行 う者は 、児童 虐待 に係る暴 行罪 、傷害 罪その 他の犯 罪につ いて、 当該児 童の 親権を 行う者 である ことを 理由と して、 その 責めを

範 囲を超 えて当 該児童 を懲戒 しては ならず 、当 該児童 の親権 の適切 な行使 に配慮 しなけ れば ならない 。

第十四 条
２

四
（配偶 者暴力 相談 支援セン ター ）

都 道府県 は、 当該都 道府県 が設置 する婦 人相談 所その 他の 適切な 施設に おいて 、当該 各施設 が配偶 者暴 力相談支 援セ ンター として の機能 を

一

被 害者の 心身の 健康を 回復さ せる ため、 医学的 又は心 理学的 な指導 その他 の必 要な指導 を行 うこと 。

被害 者に関 する各 般の問 題につ いて、 相談 に応ず ること 又は婦 人相談 員若し くは相 談を 行う機関 を紹 介する こと。

配 偶者 暴力相談 支援 センタ ーは、 配偶者 からの 暴力 の防止及 び被 害者の 保護の ため、 次に掲 げる業 務を行 うも のとす る。

も のとす る。

市町村 は、当 該市町 村が 設置する 適切な 施設 におい て、当 該各施 設が 配偶者暴 力相談 支援 センター とし ての機 能を果 たすよ うに するよ う努める

果たすよ うに するも のとす る。

第三 条
２
３
二

被害者 （被害 者がそ の家 族を同 伴する 場合に あっ ては、被 害者及 びそ の同伴す る家 族。次 号、第 六号、 第五条 及び 第八条の 三に おいて 同じ。

被害者 が自立 して生 活する こと を促進す るた め、就 業の促 進、住 宅の確 保、援 護等に 関す る制度 の利用 等につ いて、 情報の 提供、 助言 、関係

）の緊 急時にお ける 安全の 確保及 び一時 保護 を行う こと。

三
四

第 四章に 定め る保護命 令の 制度の 利用に ついて 、情報 の提 供、助言 、関 係機関 への連 絡その 他の援 助を行 うこと 。

機 関との 連絡調 整その 他の 援助を 行うこ と。
五

前項 第三 号の一 時保護 は、婦 人相談 所が、 自ら行 い、 又は厚 生労働 大臣が 定める 基準を 満たす 者に 委託して 行う ものと する。

被害 者を居住 させ 保護す る施設 の利用 につい て、 情報の提 供、 助言、 関係機 関との 連絡調 整その 他の援 助を 行うこ と。

４

配偶者 暴力相 談支援 セン ターは、 その業 務を 行うに 当たっ ては、 必要 に応じ、 配偶 者から の暴力の 防止 及び被 害者の 保護を 図る ための 活動を行

六
５

う 民間の 団体と の連 携に努 めるも のとす る。
（ 被害者 の保護 のため の関係 機関の 連携協 力）
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配偶者 暴力 相談支援 センタ ー、 都道府 県警察 、福祉 事務 所等都道 府県 又は市 町村の関 係機 関その 他の関 係機関 は、 被害者 の保護を 行う に当

民 法（明 治二十 九年法 律第八 十九 号）（抄 ）

たって は、 その適 切な保 護が行 われる よう、 相互に 連携 を図り ながら 協力す るよう 努める ものと する 。

第 九条

五

親権 を行 う者は 、子の 利益の ため に子の 監護及び 教育 をする 権利を 有し、 義務 を負う。

（監護及 び教育 の権 利義務 ）
第八 百二十 条
（懲戒 ）

親権 を行う 者は、 第八百 二十条 の規定 による 監護 及び教 育に必 要な範 囲内で その子 を懲戒 する ことがで きる 。

政 令で指 定する 人口 二十万以 上の 市（以 下「中 核市」 という 。）は 、第二 百五 十二条 の十九 第一項 の規定 により 指定都 市

地方自 治法（ 昭和二 十二 年法律第 六十七 号） （抄）

第八 百二十 二条
六
（中核 市の 権能）
第 二百五十 二条 の二十 二

が処理 するこ とがで きる事 務のう ち、 都道府 県がそ の区域 にわた り一体 的に処 理す ることが 中核 市が処 理する ことに 比して 効率 的な事務 その 他の
２

少年 法（昭 和二十 三年法 律第百 六十 八号） （抄）

（略 ）

中核 市にお いて処 理する こと が適当 でない 事務以 外の 事務で政 令で定 める ものを、 政令 で定め るとこ ろによ り、処 理す ることが でき る。

七
（援 助、 協力）

家 庭裁判 所は、 調査及 び観察 のため 、警察 官、 保護観 察官、 保護司 、児童 福祉司 （児童 福祉 法第十二 条の 三第二 項第四 号に規 定する 児童

家庭 裁判所 は、 その職務 を行 うにつ いて、 公務所 、公私 の団 体、学校 、病 院その 他に対 して、 必要な 協力を 求める こと ができ る。

福祉 司をい う。第 二十六 条第 一項に おいて同 じ。 ）又は 児童委 員に対 して 、必要な 援助 をさせ ること ができ る。

第十六条
２

（ 決定の 執行）
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第 二十六 条

家 庭裁 判所は、 第十七 条第 一項第 二号、 第十七 条の 四第一項 、第 十八条 、第二十 条及 び第二 十四条 第一項 の決 定をし たときは 、家 庭裁

（ 略）

判所調 査官 、裁判 所書記 官、法 務事務 官、法 務教官 、警 察官、 保護観 察官又 は児童 福祉司 をして 、そ の決定を 執行 させる ことが できる 。
２ ～６
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