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おわりに 

 

本委員会においては、これまで平成 15年７月から令和３年３月までに確認さ

れた 1,317 例（1,534 人）の死亡事例について、18 次にわたって検証を行い、

報告書として取りまとめ公表してきた。 

この間には、児童虐待防止法や児童福祉法の改正により、児童虐待の定義の

見直しと通告義務の範囲の拡大、市町村の役割の明確化や要保護児童対策地域

協議会の法定化、児童の安全確認等のための立入調査等の強化、乳児家庭全戸

訪問事業及び養育支援訪問事業の法定化、さらには民法等の一部を改正する法

律の施行によって、親権の停止制度が創設され、児童相談所長の親権代行規定

や児童福祉施設の長による入所中の児童等に対する監護措置の規定の整備等が

行われてきた。 

平成 28年度の児童福祉法等の改正では、児童虐待の発生予防から発生時の迅

速・的確な対応、被虐待児童への自立支援等の今後の方向性を示すとともに、

児童が適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障される権利を有

することを明確化した。平成 29年度には、虐待を受けている児童等の保護者に

対する指導への司法関与等が定められた。 

そして、令和元年度の児童福祉法等の改正では、児童の権利擁護に関し、親

権者等による体罰の禁止を法定化するとともに、児童相談所における医師、弁

護士等の配置を促進することとした。また、児童相談所の設置促進に関し、児

童相談所の設置に向けた中核市及び特別区への施設整備及び人材確保・育成を

支援すること、ＤＶ対策と連携する等の措置が講じられた。 

さらに、令和４年６月に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律では、

虐待の発生を未然に予防するため、全ての妊産婦、子育て家庭、子どもへ一体

的に相談支援を行う「こども家庭センター」の設置等による子育て世帯に対す

る包括的な支援のための体制強化を図ることとしている。また、児童の意見聴

取等の仕組みの整備や、一時保護開始時の判断に関する司法審査を導入するこ

と等も定められたところである。 

加えて、同年９月、児童虐待防止対策として、今後、特に重点的に実施する

取組を示した「児童虐待防止対策の更なる推進について」が児童虐待防止対策

に関する関係閣僚会議において決定され、その中で、本年内に「児童虐待防止

対策体制総合強化プラン」に代わる次期プランを策定し、児童相談所や市町村

の更なる体制強化を図ることとされている。 

これらは、子ども虐待の防止等を図り、子どもの権利利益を養護する観点か

ら整備及び充実に取り組まれてきたものであるが、依然として児童虐待による

死亡事例が後を絶たない現状は、極めて残念である。 
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 一方で、実際の現場では、毎年度虐待相談対応件数が増加する中にあっても、

多くの関係者が虐待を受けた子どもたちの安全確保を第一に関わり、虐待に至

らないように養育者を支援するために、日々懸命な努力されていることを忘れ

てはならない。 

だからこそ、虐待対応に関係する方々には、本報告の内容に鑑み、他の機関

や関係者との連携の在り方等、改めて自らの対応及び自らの組織としての対応

について積極的に振り返る機会としていただくことを願う。 

 

 最後に、日々、児童虐待防止対策に当たる現場の関係者の方々に心から敬意

を表するとともに、本報告が一人でも多くの子どもを児童虐待から守ることに

資することを望んでやまない。 
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表１－１０－３－２ 実母による虐待の類型（精神疾患なし）（第５次報告から第 18次 

報告までの累計） 
198 表 4-2-3-2 

表１－１０－３－３ 直接の死因（精神疾患あり）（第５次報告から第 18次報告までの 

累計） 
199 表 4-2-3-3 

表１－１０－３－４ 直接の死因（精神疾患なし） 200 表 4-2-3-4 

表１－１０－３－５ 年齢別の直接死因（精神疾患あり）（第５次報告から第 18次報告 

までの累計） 
201 表 4-2-3-5 

表１－１０－３－６ 年齢別の直接死因（精神疾患あり）（第５次報告から第 18次報告 

までの累計） 
202 表 4-2-3-6 

表１－１０－３－７ 年齢別の直接死因（精神疾患なし）（第５次報告から第 18次報告 

までの累計） 
203 表 4-2-3-7 

表１－１０－３－８ 年齢別の直接死因（精神疾患なし）（第５次報告から第 18次報告 

までの累計） 
204 表 4-2-3-8 

表１－１０－３－９ 子どもの死亡時の年齢（精神疾患あり）（第５次報告から第 18次 

報告までの累計） 
205 表 4-2-3-9 

表１－１０－３－１０ 子どもの死亡時の年齢（精神疾患なし） 206 表 4-2-3-10 

表１－１０－３－１１ 子どもの性別（精神疾患あり）（第５次報告から第 18次報告までの

累計） 
207 表 4-2-3-11 

表１－１０－３－１２ 子どもの情緒・行動上の問題（精神疾患あり） 208 表 4-2-3-12 



254 

 頁 
第 17次報告に

おける表番号 

表１－１０－３－１３ 子どもの情緒・行動上の問題（精神疾患なし） 209 表 4-2-3-13 

表１－１０－３－１４ 支援者の有無（精神疾患あり）（第５次報告から第 18 次報告まで

の累計） 
210 表 4-2-3-14 

表１－１０－３－１５ 支援者の有無（精神疾患なし）（第５次報告から第 18 次報告まで

の累計） 
211 表 4-2-3-15 

表１－１０－４－１ 関係機関の関与（精神疾患あり）（第５次報告から第 18 次報告まで

の累計） 
212 表 4-2-4-1 

表１－１０－４－２ 関係機関の関与（精神疾患なし）（第５次報告から第 18 次報告まで

の累計） 
213 表 4-2-4-2 

表１－１０－４－３ 市区町村関与の状況と虐待の認識（精神疾患あり） 214 表 4-2-4-3 

表１－１０－４－４ 市区町村関与の状況と虐待の認識（精神疾患なし） 215 表 4-2-4-4 

６ 地方公共団体における検証等に関する調査結果   

表２－１－１－１ 検証組織の設置状況 216 表 3-1-1 

表２－１－１－２ 検証組織を設置していない理由 217  

表２－１－２ 検証組織の設置形態 217 表 3-1-2 

表２－１－３ 検証組織の設置要綱の有無 217 表 3-1-3 

表２－１－４－１ 検証対象の範囲の定め 218 表 3-1-4-1 

表２－１－４－２ 検証対象の範囲の内容 218 表 3-1-4-2 

表２－１－５－１ 事務局の設置場所 218  

表２－１－５－２ 検証委員の委嘱の有無 218  

表２－１－６－１ 検証委員の人数 219 表 3-1-5-1 

表２－１－６－２ 検証委員の内訳（複数回答） 220 表 3-1-5-2 

表２－１－６－３ 教員・研究者の専門分野 220 表 3-1-5-3 

表２－１－６－４ 「医師」の専門分野（複数回答） 221 表 3-1-5-4 

表２－２－１－１ 令和元年度の子ども虐待による死亡事例の有無 221 表 3-2-1-1 

表２－２－１－２ 地方公共団体当たりの事例数 221 表 3-2-1-2 

表２－２－２－１ 地方公共団体による検証状況 222 表 3-2-2-1 

表２－２－２－２ 検証していない理由（複数回答） 223 表 3-2-2-2 

表２－２－２－３ 地方公共団体による検証状況と児童相談所等の関与状況 223 表 3-2-2-3 

表２－２－２－４ 検証の際、関係者のヒアリングの有無 223  

表２－２－２－５ ヒアリングしていない理由（複数回答） 223  

表２－２－２－６ 現地視察の実施の有無 223  

表２－２－３ 地方公共団体による検証報告書数 224 表 3-2-3 

表２－２－４ 検証にかかった期間 224 表 3-2-4 

表２－２－５ 検証における支障の有無 225 表 3-2-5 

表２－２－６－１ 検証報告書の周知方法（複数回答） 226 表 3-2-6 

表２－２－６－２ 検証報告書の周知方法「７．関係者への研修・会議で使用」における

関係者（複数回答） 
226  

表２－２－７ 検証報告の提言に対する対応の有無 227 表 3-2-7 

表２－２－８ 検証報告の提言に対する取組状況の公表の有無 227 表 3-2-8 

表２－２－９－１ 心中（未遂を含む）・心中以外の虐待死の別 228  

表２－２－９－２ 関係機関の関与（複数回答） 228  

表２－２－９－３ 検証していない理由（複数回答） 228  

表２－３－１－１ 第 16次報告の周知先（複数回答） 229 表 3-3-1 
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表２－３－１－２ 「関係機関へ配布」の関係機関（複数回答） 229  

表２－３－２－１ 第 16次報告の提言に対する取組 231  

表２－３－２－２ 第 16次報告の提言に対する取組 231  

表２－３－２－３ 第 16次報告の提言に対する取組 232  

表２－３－２－４ 第 16次報告の提言に対する取組 232  

表２－３－２－５ 第 16次報告の提言に対する取組 233  

表２－３－２－６ 第 16次報告の提言に対する取組 233  

 

 


