
＜フォローアップ調査概要＞

「乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の緊急把握調査」において、平成30年11月30日までの間に安全確認ができていない児童2,936人に
ついて、市町村における平成31年３月１日時点の安全確認の状況を集計し、各市町村の取組状況を把握するもの。

乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の緊急把握調査フォローアップ結果
調査の概要
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＜把握対象児童＞
当該市町村に住民票があるが、乳幼児健診未受診や、未就園、不就学等で、福祉サービス等を利用していないなど関係機関が安全を確認できていない

子ども（以下の①～④のいずれかに該当。以下「把握対象児童」という。）

① 乳幼児健康診査、予防接種、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問事業などの乳幼児を対象とする保健・福祉サービスを受けておらず、家庭への電話、文書、家庭訪
問等による勧奨を実施したにも関わらず、連絡・接触ができず、関係機関による安全確認ができない児童

② 未就園（保育所、幼稚園、認定こども園等へ入所・入園等をしていない）で、地域子育て支援拠点や一時預かり等の福祉サービス等を利用しておらず、関係機
関による安全確認ができない児童

③ 市町村教育委員会等が、学校への就園・就学に係る事務(※１)の過程で把握した児童で通園・通学していないもの（※２）のうち、市町村教育委員会が各学校
や学校設置者と連携して家庭への電話、文書、家庭訪問等による連絡を試みてもなお連絡・接触ができず、関係機関による安全確認ができない児童
※１ 就学時健診、学齢簿の編製、就学説明会等の就園・就学前後の諸手続、幼稚園就園奨励費補助申請、学校において行う事務を含む。
※２ ・就学義務の免除又は猶予を受けている児童

・１年以上居所不明のため、学齢簿の編製上、就学義務の免除又は猶予を受けている者と同様に、別に編製されている簿冊に記載（記録）されている児童
・病気や経済的理由、不登校、家庭の事情等により長期欠席している児童 等

④ 市町村の児童家庭相談、保育の実施事務、子ども・子育て支援新制度における施設型給付・地域型保育給付や児童手当、児童扶養手当等の児童を対象とした手当
（市町村独自の手当も含む。）の支給事務、その他児童福祉行政の実施事務の過程で把握されている家庭の児童で、家庭への電話、文書、家庭訪問等による勧奨を
実施したにも関わらず、連絡・接触ができず、それらの行政事務の実施上、必要な各種届出や手続を行っていない家庭に属し、関係機関による安全確認ができない
児童（①から③までに該当する児童を除く。）

「乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の緊急把握調査」(調査期間：平成30年６月１日～平成30年11月30日（６か月間))

平成30年６月１日時点において、全国の市町村(1,741市町村)に住民票があり、以下の①～④のいずれかに該当する児童を「把握対象児童」
として、平成30年11月30日時点における安全確認の状況を集計。
平成30年６月１日時点の全把握対象児童は全国で15,270人。
このうち、平成30年11月30日までの間に安全確認ができた児童・・・・・・12,334人（80.8％）

平成30年11月30日までの間に安全確認ができていない児童・・・ 2,936人（19.2％）

＜経緯・目的＞
「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」（平成30年７月20日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）において、緊急に実施すべき

重点対策として「乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の緊急把握の実施」が掲げられたことを受け、福祉サービス等を利用しておらず、家庭以
外との接触のない子どもの安全確認、安全確保を図ることを目的として、緊急把握調査を実施。



１．全把握対象児童（15,270人）の確認状況
○ 平成30年６月１日時点で市町村が安全確認が必要と判断した把握対象児童15,270人のうち、同年11月30日
までの間に安全確認できていない児童は2,936人。
（※）このうち 平成30年12月１日から平成31年３月１日までの間に安全確認ができた児童・・・ 2,513人（16.5%）

平成31年３月１日時点で安全確認ができていない児童・・・・・・・・・・・・・・423人（2.8％）

調査結果の概要

1
総数：15,270人

平成30年11月30日

までに安全確認が

できた児童

12,334人

（80.8%）

平成31年３月１日時点で安全

確認ができていない児童

423人（2.8%）

フォローアップ調査の対象児童
2,936人（19.2％）

○ 平成30年６月１日から平成31年３月１日までの間に安全確認ができた児童は14,847人で、平成31年３月1日時
点で安全確認ができていない児童は423人。

（※）小数第２位を四捨五入しているため、
合計は100.0％とならない。

平成30年12月１日から
平成31年３月１日までの
間に安全確認ができた児童
2,513人（16.5%）



○ 「義務教育就学前」が2,480人（84.5%）で最多、次いで「小学生」が263人（9.0%）、「中学生」が147人
（5.0%）、「義務教育修了後」が46人（1.6%）。
（※）学年は、平成30年６月１日時点。

○ 「義務教育就学前」が2,480人と最多で、全体の約85%を占めている状況。

（１）学年別の状況

２．フォローアップ調査の対象児童（2,936人）の状況
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（※）小数第２位を四捨五入しているため、
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○ 「未就園」を理由とするものが2,218人（75.5%）で最多。次いで「不就学等」が414人（14.1%）、「健診未受
診」が169人（5.8%）、「児童手当などの支給事務に必要な届出や手続を行っていない」が135人（4.6%）。

（２）把握対象児童として判断した主な事由

3
総数：2,936人

（※）把握対象児童として判断した主な事由の
詳細は、「調査の概要」に記載の把握
対象児童の①～④を参照。
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○ 「義務教育就学前」が最多で2,205人（87.7%）、次いで「小学生」が192人（7.6%）、「中学生」が76人
（3.0%）、「義務教育修了後」が40人（1.6%）。
（※）学年は、平成30年６月１日時点。

（１）学年別の状況

３．安全確認ができた児童（2,513人）の状況（平成30年12月１日～平成31年３月１日）

4総数：2,513人
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（※）小数第２位を四捨五入しているため、
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○ 「未就園」を理由とするものが1,971人（78.4%）で最多。次いで「不就学等」が272人（10.8%）、「健診未受
診」が148人（5.9%）、 「児童手当などの支給事務に必要な届出や手続を行っていない」が122人（4.9%）。

（２）把握対象児童として判断した主な事由

5
総数：2,513人

（※）把握対象児童として判断した主な事由の
詳細は、「調査の概要」に記載の把握
対象児童の①～④を参照。
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○ 平成30年12月１日から平成31年３月１日までの間に安全確認ができた児童（2,513人）について、 「ア 東京入
国管理局へ出入（帰）国記録を照会し、出国確認できた児童」が1,177人（46.8%）で最多、次いで「イ 目視によ
り確認できた児童」が953人（37.9%）、「ウ ア・イ以外の情報により確認できたと判断した児童（※）」が
383人（15.2%）。

（※）例えば、「親族、近隣住民等から児童の所在に関し信頼性の高い情報を得た場合」、「医療機関を受診していることが判明し、
その状況が確認できた場合」等。

（３）安全確認ができた方法
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○ 「同一市町村内の関係部署等との情報共有で確認」が824人（61.7％）で最多。次いで「頻繁な家庭訪問等に
より確認」が258人（19.3%）、「同一都道府県内の関係機関等との情報共有で確認」が152人（11.4％）、「他
の都道府県内の関係機関等との情報共有で確認」が102人（7.6％）。

○ 特に「同一市町村内の関係部署等との情報共有で確認」と「頻繁な家庭訪問等により確認」の合計で８割超。

安全確認ができた方法の詳細
（ 「出国確認」以外の方法で安全確認ができた1,336人（前ページイ＋ウ）の状況）
【３（３）の続き】

7総数：1,336人
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○ 「あり（※）」との回答が16人（0.6％）。
（※）理由については、例えば、「配偶者に対する暴言や暴力など面前DV」、「経済的困窮によるネグレクトの疑い」、「適切な就学

手続きができておらず、養育力不足の疑い」等。

○ 「虐待又は虐待の疑いに関する情報あり」とされた16人については、今回の安全確認の結果を踏まえ、全て市町
村又は児童相談所の支援等が行われている。

（４）安全確認ができた児童（2,513人）に係る虐待又は虐待の疑いに関する情報の有無

8
総数：2,513人

【虐待又は虐待の疑いに関する情報ありの場合の支援等の状況】
「虐待又は虐待の疑いに関する情報あり」とされた16人につい

ては、今回の安全確認の結果を踏まえ、全て市町村又は児童相談
所の支援等が行われている。内容は以下のとおり。

【安全確認時における虐待又は
虐待の疑いに関する情報の有無】

あり

16人

（0.6%）

なし

2,497人

（99.4%

）

内容 人数

市町村による支援・活用した事業

・助言指導 9

・継続指導 6

・児童相談所送致 2

・就学・就園支援 5

・要保護児童対策地域協議会におけるケース管理 10

・市区町村子ども家庭総合支援拠点事業 3

・関係部署及び児童の所属との連携による支援措置 1

児童相談所による支援・措置

・助言指導（措置によらない指導） 3

・継続指導（措置によらない指導） 1

・一時保護（委託含む） 1

※複数回答可のため、児童数の重複あり。



○ 「義務教育就学前」が275人（65.0%）で最多、次いで「小学生」、「中学生」がともに71人（16.8%）、「義務
教育修了後」が6人（1.4%）。
（※）学年は、平成30年６月１日時点。

（１）学年別の状況

４．安全確認できていない児童（423人）の状況（平成31年３月１日時点）
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（16.8%）

義務教育修了後

6人

（1.4%）



○ 「未就園」を理由とするものが247人（58.4%）で最多。次いで「不就学等」が142人（33.6%）、「健診未受
診」が21人（5.0%）、 「児童手当などの支給事務に必要な届出や手続を行っていない」が13人（3.1%）。

（２）把握対象児童として判断した主な事由

10
総数：423人

（※）把握対象児童として判断した主な事由の
詳細は、「調査の概要」に記載の把握
対象児童の①～④を参照。

（※）小数第２位を四捨五入しているため、
合計は100.0％とならない。
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（5.0%）

児童手当などの支給事務に

必要な届出や手続を行って

いない

13人

（3.1%）



○ 平成31年３月１日時点で安全確認できていない423人については全て、自治体による訪問調査、関係部署・
関係機関への照会や情報共有等を行うことにより、調査を継続して行っている。調査先の内訳は以下のとおり。

（３）安全確認できていない児童に係る調査先
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調査先 人数

自市町村の関係部署等

・母子保健担当（保健センターを含む。） 268 

・児童家庭相談担当（福祉事務所の家庭児童相談室を含む。） 100 

・保育の実施事務担当 306 

・児童手当、児童扶養手当等担当 293 

・生活保護担当 130 

・市設置の児童相談所 15 

・教育委員会 175 

・戸籍・住民基本台帳担当部署 98 

・市町村民税担当 24 

・水道局 8 

自都道府県内の関係機関等

・都道府県設置の児童相談所 13 

・他の市町村 4 

自都道府県外の関係機関等

・児童相談所 2 

・福祉事務所 2 

・他の市町村 11 

その他

・東京入国管理局 220 

・警察署 28 

・保育所 4 

・幼稚園・学校 22 

・医療機関 12 

・勤務先 2 

・共同住宅の管理人等 9 

・親族・友人・近隣住民等 44 

※複数回答可のため、児童数の重複あり。



12

平成30年６月１日
時点の把握対象児

童数

平成30年６月１日
から11月30日まで
に安全確認ができ

た児童数

平成30年11月30日
から平成31年３月
１日までに安全確
認ができた児童数

平成31年３月１日
時点で安全確認が
できていない児童

北海道 322 148 173 1 

青森県 14 14 0 0 

岩手県 4 2 2 0 

宮城県 100 53 46 1 

秋田県 20 20 0 0 

山形県 16 16 0 0 

福島県 235 168 66 1 

茨城県 97 76 21 0 

栃木県 101 100 0 1 

群馬県 145 142 1 2 

埼玉県 1,234 1,051 171 12 

千葉県 926 688 217 21 

東京都 4,631 3,710 676 245 

神奈川県 1,685 1,488 163 34 

新潟県 7 6 0 1 

富山県 79 60 18 1 

石川県 15 15 0 0 

福井県 23 23 0 0 

山梨県 5 5 0 0 

長野県 92 92 0 0 

岐阜県 136 127 7 2 

静岡県 335 294 27 14 

愛知県 425 268 132 25 

三重県 74 74 0 0 

平成30年６月１日
時点の把握対象児

童数

平成30年６月１日
から11月30日まで
に安全確認ができ

た児童数

平成30年11月30日
から平成31年３月
１日までに安全確
認ができた児童数

平成31年３月１日
時点で安全確認が
できていない児童

滋賀県 247 220 21 6 

京都府 103 69 33 1 

大阪府 1,011 757 243 11 

兵庫県 669 603 66 0 

奈良県 306 122 184 0 

和歌山県 76 11 63 2 

鳥取県 8 6 2 0 

島根県 1 0 0 1 

岡山県 99 62 35 2 

広島県 118 91 18 9 

山口県 13 10 1 2 

徳島県 307 283 11 13 

香川県 44 43 1 0 

愛媛県 173 163 10 0 

高知県 8 7 1 0 

福岡県 692 649 38 5 

佐賀県 26 22 4 0 

長崎県 129 114 12 3 

熊本県 75 71 3 1 

大分県 19 12 6 1 

宮崎県 78 52 26 0 

鹿児島県 7 7 0 0 

沖縄県 340 320 15 5 

計 15,270 12,334 2,513 423 

都道府県別の状況 参考資料



○ 「義務教育就学前」が13,046人（85.4%）で最多、次いで「小学生」が1,184人（7.8%）、「中学生」が749人
（4.9%）、「義務教育修了後」が291人（1.9%）。
（※）学年は、平成30年６月１日時点。

○ 「義務教育就学前」が13,046人と最多で、全体の約85%を占めている状況。

（１）学年別の状況

参考１．全把握対象児童の状況

13総数：15,270人

義務教育就学前

13,046人

（85.4%）

小学生

1,184人

（7.8%）

中学生

749人

（4.9%）

義務教育修了後

291人

（1.9%）



○ 「未就園」を理由とするものが11,614人（76.1%）で最多。次いで「不就学等」が1,887人（12.4%）、「健診未
受診」が1,202人（7.9%）、「児童手当などの支給事務に必要な届出や手続を行っていない」が567人（3.7%）。

（２）把握対象児童として判断した主な事由

14

総数：15,270人

（※）把握対象児童として判断した主な事由の
詳細は、「調査の概要」に記載の把握
対象児童の①～④を参照。

（※）小数第２位を四捨五入しているため、
合計は100.0％とならない。

未就園

11,614人

（76.1%）

不就学等

1,887人

（12.4%）

健診未受診

1,202人

（7.9%）

児童手当などの支給事務に必要な

届出や手続を行っていない

567人

（3.7%）



○ 「義務教育就学前」が最多で12,771人（86.0%）、次いで「小学生」が1,113人（7.5%）、「中学生」が678人
（4.6%）、「義務教育修了後」が285人（1.9%）。
（※）学年は、平成30年６月１日時点。

（１）学年別の状況

参考２．安全確認ができた児童（14,847人）の状況（平成31年３月１日時点）

15総数： 14,847人

義務教育就学前

12,771人

（86.0%）

小学生

1,113人

（7.5%）

中学生

678人

（4.6%）

義務教育修了後

285人

（1.9%）



○ 「未就園」を理由とするものが11,367人（76.6%）で最多。次いで「不就学等」が1,745人（11.8%）、「健診
未受診」が1,181人（8.0%）、 「児童手当などの支給事務に必要な届出や手続を行っていない」が554人（3.7%）。

（２）把握対象児童として判断した主な事由

16
総数：14,847人

（※）把握対象児童として判断した主な事由の
詳細は、「調査の概要」に記載の把握
対象児童の①～④を参照。

（※）小数第２位を四捨五入しているため、
合計は100.0％とならない。

未就園

11,367人

（76.6%）

不就学等

1,745人

（11.8%）

健診未受診

1,181人

（8.0％）

児童手当などの支給事務に必要な

届出や手続を行っていない

554人

（3.7%）



○ 平成30年６月１日から平成31年３月１日までの間に安全確認ができた児童（14,847人）について、「イ 目視に
より確認できた児童」が7,470人（50.3%）で最多、次いで「ア 東京入国管理局へ出入（帰）国記録を照会し、出
国確認できた児童」が4,144人（27.9%）、「ウ ア・イ以外の情報により確認できたと判断した児童（※）」が
3,233人（21.8%）。

（※）例えば、「親族、近隣住民等から児童の所在に関し信頼性の高い情報を得た場合」、「医療機関を受診していることが判明し、
その状況が確認できた場合」等。

（３）安全確認ができた方法

17総数：14,847人

イ 目視により確認できた児童

7,470人

（50.3%）

ア 東京入国管理局に出入

（帰）国記録を照会し、出国

確認できた児童

4,144人

（27.9%）

ウ ア・イ以外の情報に

より確認できたと判断し

た児童

3,233人

（21.8%）



○ 「同一市町村内の関係部署等との情報共有で確認」が7,430人（69.4％）で最多。次いで「頻繁な家庭訪問等に
より確認」が2,340人（21.9%）、「同一都道府県内の関係機関等との情報共有で確認」が523人（4.9％）、「他
の都道府県内の関係機関等との情報共有で確認」が410人（3.8％）。

○ 特に「同一市町村内の関係部署等との情報共有で確認」と「頻繁な家庭訪問等により確認」の合計で９割超。

安全確認ができた方法の詳細
（ 「出国確認」以外の方法で安全確認ができた10,703人（前ページイ＋ウ）の状況）
【３（３）の続き】

18総数：10,703人

同一市町村内の関係部署等との

情報共有で確認

7,430人

（69.4%）

同一都道府県内の関係機関等との

情報共有で確認

523人

（4.9%）

市町村の児童福祉部署による

頻繁な家庭訪問等により確認

2,340人

（21.9%）

他の都道府県内の関係機関等との

情報共有で確認

410人

（3.8%）



○ 「あり（※）」との回答が159人（1.1％）
（※）理由については、例えば、「面前DVによる心理的虐待」、「不衛生な環境での生活」、「保健師による訪問の拒否（ネグレクト

の疑い）」等。

○ 「虐待又は虐待の疑いに関する情報あり」とされた159人については、今回の安全確認の結果を踏まえ、全て市
町村又は児童相談所の支援等が行われている。

（４）安全確認ができた児童（14,847人）に係る虐待又は虐待の疑いに関する情報の有無

19
総数：14,847人

【虐待又は虐待の疑いに関する情報ありの場合の支援等の状況】
「虐待又は虐待の疑いに関する情報あり」とされた159人につ

いては、今回の安全確認の結果を踏まえ、全て市町村又は児童相
談所の支援等が行われている。内容は以下のとおり。

あり

159人

（1.1%）

なし

14,688人

（98.9%）

【安全確認時における虐待又は

虐待の疑いに関する情報の有無】

内容 人数

市町村による支援・活用した事業

・助言指導 44

・継続指導 90

・要保護児童対策地域協議会におけるケース管理 84

・児童相談所送致 6

・就学・就園支援 22

・子育て短期支援事業 1

・養育支援訪問事業 8

・乳児家庭全戸訪問事業 4

・市区町村子ども家庭総合支援拠点事業 21

・子育て世代包括支援センター事業 10

・産後ケア事業 1

・産前・産後サポート事業 1

・関係部署及び児童の所属における支援措置 1

児童相談所による支援・措置

・助言指導（措置によらない指導） 24

・継続指導（措置によらない指導） 19

・児童福祉司等指導（措置による指導） 5

・一時保護（委託含む） 11

・施設入所措置 10

・里親等委託 1

※複数回答可のため、児童数の重複あり。



20

安全確認ができていない児童（423人）について

＜今後の対応方針＞

○ ３月１日時点で安全確認ができていない児童（423人）については、全て安全確認の調査を継続中。

○ 安全確認ができていない児童（423人）について、 ３月２日以降４月８日までの安全確認の状況等を４月11日
までに国に対して報告。

来年度以降の調査について

○ 来年度以降も定期的に安全確認を行う。


