
1 

 

野田市女児虐待死事案の検証に関する中間とりまとめ 

 

 

令和元年６月 26日 

児童虐待死の再発を防止する厚生労働省・文部科学省合同プロジェクトチーム 

 

 

はじめに 

 

 

 本年 1 月に千葉県野田市で 10 歳の女児が虐待により死亡するという痛ましい事件

が発生した。本事案を踏まえ、２月８日の関係閣僚会議においては、子どもの安全を

最優先に、①緊急安全確認の実施、②通告情報元の秘匿、児童相談所・学校・警察等

の連携などに係る新たなルールの設定、③抜本的な体制強化、を内容とする「緊急総

合対策の更なる徹底・強化について」（以下「更なる徹底・強化」という。）が決定さ

れた。 

 これらの新たな対策に基づく取組について、厚生労働省と文部科学省が連携して効

果的に実施するため、両省副大臣を共同議長とする「児童虐待死の再発を防止する厚

生労働省・文部科学省合同プロジェクトチーム」を設置し、警察庁、内閣府も参加の

下、児童相談所及び学校等における緊急安全確認等の調査結果のフォローアップ、「新

たなルール」の決定や地方公共団体・学校等への周知などに取り組んできた。 

 また、本事案も踏まえ３月 19 日の関係閣僚会議において「児童虐待防止対策の抜

本的強化について」（以下「抜本的強化」という。）を決定するとともに、「児童虐待防

止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案」を本年の通常国会

に提出した。 

本事案の検証については、各自治体（千葉県、野田市、沖縄県、糸満市）で検証が

継続して実施されているが、専門委員会委員や厚生労働省と文部科学省の職員が参加

するなど、国としても自治体の検証に関わりながら対応している。 

 本中間とりまとめは、専門委員会から各自治体に指摘した留意事項も含めこれまで

把握・確認されている本事案の内容を踏まえ、現時点で考えられる課題と対策を中間

的にとりまとめたものである。 

本年の通常国会において、与野党協議の結果に基づき一部修正が加えられた上で、

６月 19 日に「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する

法律」（以下「改正法」という。）が成立したところであり、今後、改正法の着実な施

行を図るとともに、2020 年度予算編成等に向けて、「抜本的強化」等に基づき更なる

対策の推進に取り組んでいく。 
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１．本事案の概要 

平成 31年１月 25日に小学生の長女（10歳）（以下「本児」という。）の髪の毛を

引っ張り、冷水を浴びせるなどしたとして、千葉県警野田署は傷害容疑で、父親を

逮捕。 

警察によると、1 月 24 日に実父から 110 番通報があり、発見時には本児はすで

に死亡。体中に古いあざがあり、日常的に暴行を受けていた可能性もある。自宅に

は当時、実母、妹も在宅。 

2月 4日には、実母も傷害容疑で逮捕。 

 

※ 家族構成等 

実父（41：派遣職員）、実母（31：無職）、本児（10歳）、妹（１歳）４人暮らし 

 

  ※ 経過については、別紙参照 

 

 

２．本事案における課題  

（１） 本事案について、引き続き関係自治体での検証を待つ必要があるが、専門委

員会（※）における指摘等を踏まえると、現時点においては、以下のような課題

があったと考えられる。 

 

※ 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。本事案につ

いては、本年 2月 13日、5月 28日に自治体の検証に際しての留意事項が指摘されている。 

 

 【全体的な課題】 

 ・ 子どもの声を反映した対応（ソーシャルワーク）ができていなかった。 

・ 児童相談所において、記録として残しておくべき情報がきちんと残されていな

い部分があった。 

・ 弁護士、医師等の専門職の知見を活かしたソーシャルワークができていなかっ

た。 

・ 家族に関する種々の情報を統合した、家族全体のアセスメントができていなか

った。 

・ ケースを理解する上で、母だけでなく父に関するアセスメント・対応が十分行

えていなかった。 

 

【通告情報等の保護者への伝え方】 

・ 保護者への情報の伝え方について、通告元が分かるような情報を伝えたときに

ケースに与える影響を十分に検討したものになっていなかった。 
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・ 一時保護に関する情報の告知については、関係機関ではなく児童相談所が主体

で対応すべきだった。 

 

【一時保護解除時及び実父母宅へ戻す際のアセスメント、対応】 

・ 一時保護の解除、実父母宅へ戻る際の判断を行うに当たって、児童相談所の調

査が不十分であった。 

・ 一時保護解除の際の継続指導の内容・期間の設定及びその後、継続指導等が守

られていない場合にそれに応じた対応が出来ていなかった。 

・ 一時保護解除等の対応方針を組織として意思決定する際、そのプロセスにおい

てリスクや今後の方針の根拠を確認の上で決定がなされていなかった 

・ 児童相談所において各種アセスメントツールが有効に活用されておらず、アセ

スメントが形骸化していた。 

  

【実父母宅へ戻ってからの対応】 

・ 継続指導ケースであるにも関わらず、一度も家庭訪問が行われていなかった。 

・ 虐待リスクがあったにも関わらず、児童相談所は直接会って子どもの安全確認

をしなかった。 

・ 他機関からの情報を児童相談所として十分咀嚼・精査できていなかった。 

・ 長期欠席時の対応ができていなかった。特に長期休暇明けの長期欠席のリスク

への認識が不十分だった。 

 

【関係機関との役割分担】 

・ 要保護児童対策地域協議会の関係機関において適切な役割分担が出来ておらず、

児童相談所が主体的な関わりができていなかった。 

・ 要保護児童対策地域協議会において、必要な情報収集・共有が行われておらず、

各機関の対応にあたって、協議会の議論や情報が有効に活用されていなかった。 

・ 要保護児童対策地域協議会において、個別ケース会議が適切に開催されていな

かった。 

・ 転校の際の学校間の引継ぎが不十分だった。 

 

【家族関係（DVなど）に着目した視点】 

・ DVケースとしての各地方自治体の関わりが不十分であった。 

・ 夫婦間の DVによる子どもへの影響（虐待リスク）を評価できていなかった。 

・ 転居に伴う自治体間の引き継ぎにおいて、DVや本児への恫喝についての情報は

転居後の支援に活かされていなかった。 

・ 関係機関も含めて父親の支配的な関係に巻き込まれている状況にあった。 
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（２）また、上記の課題のほか、本事案に関連しては、以下のような課題も指摘が

されている 

 

 【児童相談所等の体制に係る課題】 

・ 児童相談所が多くの事案を抱える中で、適切にケースに対応できる体制が十分

にできていなかった。 

・ 柏児童相談所の管轄人口は 130万人を超え、平均的な児童相談所の管轄人口

を大きく上回っていた。 

・ 当該地域の一時保護所の入所率は定員を超えた状況にあり、一時保護先の確

保に課題があった。 

 

 【市町村の相談支援体制に係る課題】 

・ 野田市において子ども家庭総合支援拠点が未整備であるなど、市における子ど

も家庭支援の体制が十分ではなかった。 

 

【職員の秘密保持等】 

・ 教育委員会において、児童に関する秘匿情報を漏らしてはならないという認識

が不十分であった。また、保護者の威圧的な要求に対して適切に対処できなかっ

た。 

 

【体罰による虐待事案】 

 ・ しつけと称した体罰が行われ、虐待による死亡事案が発生してしまった。 
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３．課題への対策 

 ２．で示した課題や指摘に対し、国として以下の対策の推進に取り組み、関連通知

等の改正や次年度概算要求等を行っていく。 

 

 

  

（主な対応策） 

 ○ 援助方針の決定に当たり、子どもの意向を尊重するとともに、最善の利益の確

保に努めることについて周知徹底を図る。【児童相談所運営指針】 

 ○ 児童相談所職員への研修の充実や自治体へのアドバイザー派遣等（研修センタ

ーの機能拡充やブロック研修の充実など）を実施し、アセスメント力を含め、児

童福祉司等の資質向上を図る。 

 ○ 児童虐待を受けた子どもや要保護児童が、行政処分等に不服がある場合に、自

ら児童福祉審議会に申し出、児童福祉審議会がその申し出を受けて、調査審議し、

児童相談所に意見具申を行う仕組みについて、ガイドラインの周知等を通じて、

活用促進に向けた取組を進める。【抜本的強化】 

 ○ 改正法の検討規定に基づき、児童の意見表明権を保障する仕組みとして、児童

の意見を聴く機会及び児童が自ら意見を述べる機会の確保、これらの機会におい

て児童を支援する仕組みの構築、児童の権利を擁護する仕組みの構築等について

施行後２年を目途に検討を進め、必要な措置を講ずる。【改正法】 

 

 

 

 

 

 （主な対応策） 

 ○ 児童相談所が措置決定その他の法律関連業務について、常時弁護士による助

言・指導の下で適切かつ円滑に行うための体制整備、児童相談所への医師及び保

健師の配置を義務化する。【改正法】 

 ○ 児童相談所における弁護士に係る体制整備に必要な財政支援を拡充するとと

もに、関係団体の協力も得た採用活動や研修の充実を図るなど体制整備を促進す

る。【抜本的強化】 

○ 児童相談所における医師等の配置に必要な財政支援を拡充するとともに、関係

団体の協力も得た採用活動や研修の充実を図るなど、体制整備を促進する。また、

小児科医、精神科医、法医学者など事案に即した専門性を有する医療関係者との

連携体制の強化を図る。【抜本的強化】 

 〇 医療関係者と児童相談所や市町村・要保護児童対策地域協議会における情報共

【全体的な課題】 

・ 子どもの声を反映した対応（ソーシャルワーク）ができていなかった。 

 

・ 弁護士、医師等の専門職の知見を活かしたソーシャルワークができていなかっ

た。 
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有や研修などによる連携体制を強化する。【抜本的強化】 

  

 

 

 

 

（主な対応策） 

 ○ 援助方針会議の記録など、児童相談所が組織としての判断を行った根拠と結果

が適切に保存されている必要があることについて、都道府県等に周知徹底を図る。

【児童相談所運営指針】 

 

 

 

 

 

 

 

（主な対応策） 

 ○ 一時保護や施設入所等の措置の実施及び解除の判断に用いるリスクアセスメ

ントシートについて、信頼性・妥当性、活用方法の在り方等について検討し、ア

セスメントを適切に行うための指標や手法の見直しを行う。【抜本的強化】 

 ○ 虐待事案に関するデータを収集し、その結果を AI で解析することにより、緊

急性の判断に資するツールの開発を加速化する。【抜本的強化】 

 ○ 児童相談所がアセスメントする際に、虐待や DVの行為をした当事者（保護者、

同居人等）やその行為を止めなかった家族について、直接面談（聴き取り）する

などにより、確実な状況把握するよう周知徹底する。【子ども虐待対応の手引き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な対応策） 

 ○ 児童相談所等は、保護者に虐待を告知する際には、子どもの安全を第一とする

とともに、通告者保護の観点から、通告元は明かせない旨を保護者に伝えること

について、周知徹底を図る。 

・ 家族に関する種々の情報を統合した、家族全体のアセスメントができていな

かった。 

・ ケースを理解する上で、母だけでなく父に関する調査・アセスメント・対応

が十分行えていなかった。 

 

【通告情報等の保護者への伝え方】 

・ 保護者への情報の伝え方について、通告元が分かるような情報を伝えたとき

にケースに与える影響を十分に検討したものになっていなかった。 

・ 一時保護に関する情報の告知については、関係機関ではなく児童相談所が主

体で対応すべきだった。 

 

 

・ 児童相談所において、記録として残しておくべき情報がきちんと残されてい

ない部分があった。 
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また、虐待通告の場合、通告者と虐待を行っている者との関係等を踏まえ、守

秘義務の遵守を含め、秘匿等に十分配慮して対応することについて、周知徹底す

る。【更なる徹底・強化】 

 ○ 一時保護に関する情報の告知は、児童相談所から保護者に対して行うよう、周

知徹底する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な対応策） 

○ 児童相談所の業務として、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、児童

の状況の把握により、児童の安全を確保することとする。【改正法】 

○ 一時保護の解除を検討するためのアセスメントにあたっては、再発防止の観点

から、虐待行為を行った当事者に直接面談するなどにより、家族関係の状況把握

や再発防止に取り組む意思を確認するとともに、状況が変化した場合はアセスメ

ントの見直しを行うことを周知徹底する。【子ども虐待対応の手引き】 

○ 一時保護等の措置の解除及び家庭復帰の判断に際して、チェックリストの活用

等により保護者支援の状況や地域の支援体制などについて、客観的に把握した上

で判断することについて、周知徹底を図る。【子ども虐待対応の手引き】 

○ 一時保護や施設入所等の措置の実施及び解除の判断に用いるリスクアセスメ

ントシートについて、信頼性・妥当性、活用方法の在り方等について検討し、ア

セスメントを適切に行うための指標や手法の見直しを行う。（再掲）【抜本的強化】 

〇 法的・医学的知見を踏まえた対応ができるよう、一時保護や施設入所等の措置

及び解除の判断等の意思決定に、日常的に弁護士や医師等が関与し、児童福祉司

とともに対応する。【抜本的強化】 

 ○ 家庭復帰の際には、その条件として、あらかじめ家庭訪問の頻度や通所指導の

頻度を示すなど、安全を確認することを保護者に提示し、それに基づき指導する

とともに、保護者の主体的な問題解決に向かう意識を尊重するだけでは子どもの

福祉が図れず、指導の枠組みを示す必要がある事例については、児童福祉司指導

を積極的に行うように、周知徹底を図る。【抜本的強化、子ども虐待対応の手引

【一時保護解除時及び実父母宅へ戻す際のアセスメント、対応】 

・ 一時保護の解除、実父母宅へ戻る際の判断を行うに当たって、児童相談所の

調査が不十分であった。 

・ 一時保護解除の際の継続指導の内容・期間の設定及びその後、継続指導等が

守られていない場合にそれに応じた対応が出来ていなかった。 

・ 一時保護解除等の対応方針を組織として意思決定する際、そのプロセスにお

いてリスクや今後の方針の根拠を確認の上で決定がなされていなかった 

・ 児童相談所において各種アセスメントツールが有効に活用されておらず、ア

セスメントが形骸化していた。 
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き】 

○ 保護者支援プログラムについて、諸外国の先行事例の把握を進めるとともに、

活用方法等を周知する。また、保護者支援プログラムの実施を担う専門人材の養

成や、専門医療機関や民間団体と連携して治療や保護者支援プログラムを実施す

る場合の支援の拡充など、保護者がプログラムによる支援を受けやすくするため

の仕組みづくりを進める。【抜本的強化】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な対応策） 

 ○ 在宅指導中のケースについては、子どもや保護者との定期的な面接等を通じ、

普段から定期的に状況確認を行うこと、その状況に応じて適時適切に援助方針の

見直しを組織的な進捗管理の下で行うことについて、周知徹底を図る。【子ども

虐待対応の手引き】 

 ○ 要保護児童等が休業日を除き引き続き７日以上欠席した場合1、 

・ 学校等が市町村・児童相談所に速やかに情報提供すること、 

・ 情報提供を受けた市町村又は児童相談所は、更に詳しく事情を聴き、組織的

に評価した上で、状況確認、主担当機関の見直し等を行うとともに、適切に警

察と情報共有すること 

について、周知徹底を図る。【更なる徹底・強化】 

 ○ 国において、「児童相談所において在宅指導している全ての虐待ケースに係る

安全確認の調査」、「乳幼児健診等未受診者、未就園児、不就学児等の把握・状況

確認の調査」を定期的に実施し、必要な支援につなげる。 

  【「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」、更なる徹底・強化】 

 

 

                                                      
1 不登校等による欠席であって学校等が定期的な家庭訪問等により本人に面会でき、状況

の把握を行っている場合や、入院による欠席であって学校等が医療機関等からの情報等に

より状況の把握を行っている場合を除く。 

【実父母宅へ戻ってからの対応】 

・ 継続指導ケースであるにも関わらず、一度も家庭訪問が行われていなかっ

た。 

・ 虐待リスクがあったにも関わらず、児童相談所は直接会って子どもの安全確

認をしなかった。 

・ 他機関からの情報を児童相談所として十分咀嚼・精査できていなかった。 

・ 長期欠席時の対応ができていなかった。特に長期休暇明けの長期欠席のリス

クへの認識が不十分だった。 
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（主な対応策） 

○ 要保護児童対策地域協議会の効果的な運営ができるよう、ガイドラインを作成

する。また、要保護児童対策地域協議会の運営方法や市町村における体制整備等

について的確な支援が行うことができるよう、児童相談所に配置される市町村支

援を担当する児童福祉司の配置の推進、研修の実施に取り組む。【抜本的強化】 

 ○ 要保護児童対策地域協議会の調整機関における常勤の調整担当者について、

2022年度までの全市町村配置に向け、支援の拡充を図る。【抜本的強化】 

 ○ 転居ケース等における引継ぎを含め、児童相談所・市町村の情報共有をより効

率的・効果的に行うため、全都道府県においてシステム整備の構築を進める。こ

のため、国において、情報共有するための標準的な仕様を示すとともに、システ

ム構築に必要な費用に関する支援を行う。さらに、全国の都道府県間の情報共有

システム構築に向けた検討を進める。【抜本的強化】 

○ 転校した場合の学校間の情報の引継ぎを含め、学校・教育委員会等における児

童虐待の対応を強化するため、学校の教職員・学校医等が留意すべき事項を記載

した「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」について、教職員等向けの研

修で活用し、周知徹底を図る。【更なる徹底・強化】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な対応策） 

 ○ 児童相談所と婦人相談所・配偶者暴力相談支援センターとの情報共有・連携体

制を強化する。【改正法】 

【関係機関との役割分担】 

・ 要保護児童対策地域協議会の関係機関において適切な役割分担が出来てお

らず、児童相談所が主体的な関わりができていなかった。 

・ 要保護児童対策地域協議会において、必要な情報収集・共有が行われておら

ず、各機関の対応にあたって、協議会の議論や情報が有効に活用されていなか

った。 

・ 要保護児童対策地域協議会において、個別ケース会議が適切に開催されてい

なかった。 

・ 転校の際の学校間の引継ぎが不十分だった。 

 

 

【家族関係（DVなど）に着目した視点】 

・ DVケースとしての各地方自治体の関わりが不十分であった。 

・ 夫婦間の DVによる子どもへの影響（虐待リスク）を評価できていなかった。 

・ 転居に伴う自治体間の引き継ぎにおいて、DV や本児への恫喝についての情

報は転居後の支援に活かされていなかった。 

・ 関係機関も含めて父親の支配的な関係に巻き込まれている状況にあった。 
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○ 配偶者からの暴力がある家庭とその家庭における児童虐待について、ＤＶ対応

を行う機関と児童虐待への対応を行う機関のそれぞれの情報を包括的にアセス

メントするリスク判断の手法や、各機関の連携方法を含めた適切な対応の在り方

について、調査研究し、ガイドラインを策定する。【抜本的強化】 

○ 婦人相談所において、ＤＶ被害者に同伴する子どもの支援の充実を図るため、

児童相談所、教育機関、福祉部門及び要保護児童対策地域協議会等の関係機関と

連携するコーディネーターの配置を推進する。【抜本的強化】 

 ○ 婦人相談員が設置されていない市において、ＤＶ対応と児童虐待対応との連携

強化に資するよう、婦人相談員の配置について検討するよう要請する。【抜本的

強化】 

 ○ 児童相談所における弁護士に係る体制整備に必要な財政支援を拡充するとと

もに、関係団体の協力も得た採用活動や研修の充実を図るなど体制整備を促進す

る。（再掲）【抜本的強化】 

○ 児童の安全確保に向けた警察と児童相談所との円滑な連携を強化するため、児

童相談所への警察ＯＢの常勤的な配置や警察職員の出向等を進める。このために

必要な財政支援等の拡充を図るとともに、警察における知識経験を活かした威圧

的、暴力的な保護者への対応や警察との連携に役割を果たせるよう配置等に関す

る活用方策をまとめて全国に周知する。また、ケース検討や訓練等の合同研修を

実施する。【抜本的強化】 

 ○ スクールロイヤー（学校で生じる問題に対応する弁護士）の教育委員会への配

置や警察ＯＢの学校への配置を支援する。【抜本的強化】 

 ○ 要保護児童対策地域協議会の効果的な運営ができるよう、ガイドラインを作成

する。また、要保護児童対策地域協議会の運営方法や市町村における体制整備等

について的確な支援が行うことができるよう、児童相談所に配置される市町村支

援を担当する児童福祉司の配置の推進、研修の実施に取り組む。（再掲）【抜本的

強化】 

 

 

  

 

 

 

（主な対応策） 

○ 児童福祉司等について計画的に人材確保が進むよう、採用活動に関する支援や

関係団体への働きかけ等、必要な支援の更なる拡充を図る。【抜本的強化】 

 〇 児童福祉司等の専門性の確保のため、国において設置する国と地方団体との協

議の場も活用しながら、都道府県等に対し、児童相談所 OBの活用や専門職採用、

一定の経験年数を積んだ職員が確保できるような人事ローテーションへの配慮

【児童相談所等の体制に係る課題】 

 ・ 児童相談所が多くの事案を抱える中で、適切にケースに対応できる体制が

十分にできていなかった。 
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等が行われるよう要請・支援を行う。【抜本的強化】 

 ○ 児童福祉司等の児童相談所職員について、精神的・肉体的負担が大きい業務の

性格や専門性なども踏まえ、手当などによる処遇改善を図る。【抜本的強化】 

 

 

 

 

 

（主な対応策） 

 ○ 児童相談所について、人口その他の社会的条件を勘案して政令において設置

（管轄区域）に関する基準を定める。【改正法】 

 ○ 改正法に基づき、中核市及び特別区における児童相談所の設置に向けて、施設

整備、人材確保・育成に対する支援を集中的に実施する。支援に当たっては、国

と中核市及び都道府県等の関係団体が参画する協議の場を国において設置する

ほか、児童相談所設置に向けた支援を抜本的に拡充する。【抜本的強化】 

 

 

 

 

 

（主な対応策） 

○ 一時保護の受け皿の適切な整備や確保を進めるため、一時保護所の整備費の拡

充を図るとともに、里親や児童福祉施設への委託一時保護も含めた受け皿確保を

進める。また、一時保護所における個別的な対応ができる職員体制の強化や環境

整備を促進するための支援を拡充する。【抜本的強化】 

 

 

 

 

 

 

（主な対応策） 

○ 子ども家庭総合支援拠点の 2022 年度までの全市町村設置に向けて、支援の拡

充を図る。【抜本的強化】 

○ 子ども家庭総合支援拠点において、児童委員・民生委員への研修や地域住民と

連携した地域における児童虐待に関する普及啓発活動を行うことにより、地域に

おける支援体制の構築を進める。【抜本的強化】 

○ 育児不安がある家庭等に対して、市町村が継続的に訪問を行う取組について支

・ 柏児童相談所の管轄人口は 130万人を超え、平均的な児童相談所の管轄人

口を大きく上回っていた。 

・ 当該地域の一時保護所の入所率は定員を超えた状況にあり、一時保護先の確

保に課題があった。 

【市町村の相談支援体制に係る課題】 

・ 野田市において子ども家庭総合支援拠点が未設置であるなど、市における子

ども家庭支援の体制が十分ではなかった。 
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援を強化する。【抜本的強化】 

 

 

 

 

 

 

 

（主な対応策） 

○ 学校、教育委員会、児童福祉施設等の職員について、業務上把握した児童虐待

に関する情報について守秘義務を設ける。【改正法】 

○ 要保護児童等の情報の取扱いに関し、学校・教育委員会等が保護者に児童虐待

に係る情報元を明かさないこと及び保護者から開示の求めがあった場合に児童

相談所等と連携して対応することについて、周知徹底を図る。【更なる徹底・強化】 

○ 学校・教育委員会等における虐待通告等の対応に関し、保護者による威圧的な

要求や暴力の行使等が予想される場合、学校・教育委員会等が組織的に対応する

こと、市町村・児童相談所・警察等の関係機関と速やかに情報共有し、連携して

対応することについて、周知徹底を図る。【更なる徹底・強化】 

○ 職員の秘密保持等を含め、学校・教育委員会等における児童虐待の対応を強化

するため、学校の教職員・学校医等が留意すべき事項を記載した「学校・教育委

員会等向け虐待対応の手引き」について、教職員等向けの研修で活用し、周知徹

底を図る。（再掲）【更なる徹底・強化】 

○ 児童虐待対応に関する具体的な事例を想定した研修教材を作成し、学校長等の

管理職に対する研修を推進する。【抜本的強化】 

○ スクールソーシャルワーカーを全ての公立小中学校が十分に活用できるよう

に配置を推進する。また、スクールロイヤー（学校で生じる問題に対応する弁護

士）の教育委員会への配置や警察ＯＢの学校への配置を支援する。（一部再掲）【抜

本的強化】 

 

 

 

 

 

 

（主な対応策） 

〇 体罰の禁止について法定化する。【改正法】 

〇 体罰の範囲や体罰禁止に関する考え方等について国民に分かりやすく説明す

るためのガイドライン等を作成する。 

【職員の秘密保持等】 

・ 教育委員会において、児童に関する秘匿情報を漏らしてはならないという認

識が不十分であった。また、保護者の威圧的な要求に対して適切に対処できな

かった。 

  

 

【体罰による虐待事案】 

・ しつけと称した体罰が行われたことにより、虐待の死亡事案が発生してしま

った。 
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  また、体罰によらない子育てを社会に普及させるため、周知広報を強力に推進

する。【抜本的強化】 

 

 

おわりに 

  

○ 野田市女児虐待死事案については、各自治体で検証がなされているところであ

るが、引き続き、しっかりと検証を行うとともに、検証結果に基づく適切な対応

がなされるべきである。 

○ 各自治体における検証については、引き続き、専門委員会委員や厚生労働省・

文部科学省職員が参加するなど、国としても関わりを持ちながら対応していく。 

○ 今後も、必要に応じて情報共有や取組の検討を行うなど、関係省庁が連携して

児童虐待防止対策に取り組んでいく。 
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千葉県野田市 10歳女児死亡事案発生までの経過 
 

年 月 日 経 過 

21年  本児と実母が糸満市の実母の実家に。実父とは別居。 

27年 11月 実家を離れ、母子 2人暮らし 

28年  実父宅に母子引っ越し 

29年  妹を出生（低体重児：Ａ病院に母子入院） 

 ６月末 本児は実母方親族宅で生活 

 ７月上旬 本児、実父と生活。実母方親族は実父宅訪問するも会えず 

 ７月６日 親族が、糸満市に相談。 

「入院中の母から『実父からＤＶを受け、実父から本児への恫喝がある』

と聞き心配。」 

 ７月７日 糸満市から甲小学校へ情報提供及び依頼 

「7/6の相談情報共有」「本児の観察、見守り、報告」 

実父から沖縄県中央児童相談所へ、親族が本児を引き取って返してくれな

い旨の電話相談。来所を促すが来所せず。※７日の時点では本児は実父と

同居していると推察されるため発言の真意は不明 

 ７月 14日 糸満市が中央児童相談所へ、7/6の相談情報共有し「実母が入院中である

が、妹を実父に引き取らせてよいか。本児への身体的な虐待は確認できて

いない。」と相談。児童相談所は「情報が少なく判断できない。糸満市にお

いて情報を整理した上で、必要に応じて児相に相談して欲しい。」と助言。 

 ７月下旬 糸満市と実父が家庭訪問を２回約束するも直前で延期。 

実父から「妹の退院後、千葉へ里帰り予定。実母退院後は家族４人で生活

予定」の話あり。 

 8月下旬 実父、本児、妹が沖縄県から千葉県野田市内へ転居 

（糸満市から野田市へ、実父から実母への DV についてと妹の低体重に関

する情報提供があった。本児に対する虐待の情報はなかった。） 

 ９月１日 本児、千葉県野田市の乙小学校へ転校 

 10月４日 糸満市、母子保健情報を野田市へ提供。 

 10月 11日 野田市にて、家庭環境を調査した結果、本児及び妹を要支援児童とし

て要対協に登録。 

 10月 20日 要保護児童対策地域協議会実務者会議進行管理会議※１ 

 11月 6日 乙小学校が、いじめに関するアンケート調査を実施 

本人の回答内容により虐待の可能性ありと判断 

 11月７日 乙小学校より野田市へ虐待通告（身体的虐待）。市児童家庭課職員が同

校を訪問。市が本児と面接した結果、深刻な虐待が発生している可能

性があると判断し、柏児童相談所に送致し、同日より児童相談所が一

時保護開始 

 11月 21日 要保護児童対策地域協議会実務者会議進行管理会議 

別紙 
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 11月 15日、 

22日、30日、

12月 11日、

20日 

児童相談所内で実父母と面接（計 5回） 

 12月 19日 要保護児童対策地域協議会実務者会議進行管理会議 

 12月 25日 児童相談所が親族宅で親族、実父と面接 

  児童相談所内で本児、実母と面会 

 12月 27日 児童相談所の援助方針会議（一時保護解除・継続指導開始） 

  児童相談所が、親族宅で生活する等を条件に一時保護を解除し、児童

相談所による継続指導を開始 

30年 1月 12日 両親が学校を訪れ、野田市教育委員会・乙小学校との協議を実施 

（野田市及び柏児童相談所は欠席） 

 1月 13日 校長が父親に対して情報開示を実施する旨の「念書」を提出 

 １月 15日 野田市教育委員会が、本児の書いたアンケートのコピーを実父に渡す。 

 １月 16日 要保護児童対策地域協議会実務者会議全体会議 

 1月 16日頃 父親が本児を転校させる意向を示したため、野田市教育委員会は柏児

童相談所に連絡 

 １月 17日 児童相談所が家庭訪問にて状況把握 

 １月 18日 乙小学校から丙小学校へ転校 

 １月 23日 要保護児童対策地域協議会実務者会議進行管理会議 

 ２月９日 要保護児童対策地域協議会代表者会議 

 ２月 20日 要保護児童対策地域協議会実務者会議進行管理会議で、本児の書いた

アンケートのコピーが実父の手元にあることが記載された資料が配布

される。 

 ２月 26日 児童相談所が家庭訪問にて状況把握 

実父より、本児が書いた手紙として、「お父さんに叩かれたというのは

嘘です」等を内容とする手紙が児童相談所へ見せられる。 

 ２月 28日 児童相談所の援助方針会議 

親族の体調不良等により一時保護を検討したが、虐待の再発は認めら

れないこと等として、実父母宅へ戻すことを認める。 

 ３月初旬 親族宅から実父母宅へ帰って、実父母と生活を始める。 

 ３月 19日 児童相談所が学校訪問にて本児と面接 

本児より、「お父さんに叩かれたというのは嘘です」等の手紙は「父母

らにより書かされたものであり、一緒に暮らしたいと思っていたこと

は本当」と話があった。 

 ４月 17日 要保護児童対策地域協議会実務者会議※２ 

 ５月８日 要保護児童対策地域協議会個別支援会議 

 ５月 21日 要保護児童対策地域協議会実務者会議 

 ６月 19日 要保護児童対策地域協議会実務者会議 

 ７月 19日 要保護児童対策地域協議会代表者会議 
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 ７月 17日 要保護児童対策地域協議会実務者会議 

 ８月 21日 要保護児童対策地域協議会実務者会議 

 ９月３日 丙小学校から児童相談所へ連絡。夏休み明けから本児が欠席している旨連

絡 

 ９月 11日 丙小学校から児童相談所へ連絡。９月 10日から登校している状況を共

有 

  （10～12月の間、本児欠席なし） 

 10月 23日 要保護児童対策地域協議会実務者会議 

 11月 21日 要保護児童対策地域協議会実務者会議 

 12月 19日 要保護児童対策地域協議会実務者会議 

31年 １月７日～ 小学校を欠席 

 １月 10日 丙小学校から野田市児童家庭課へ、本児が明日まで欠席予定と情報提

供される。 

 １月 11日 丙小学校より野田市児童家庭課へ情報提供。 

丙小学校より、 

・実父より小学校に対し、「娘を１月末まで欠席させたい。沖縄の母方

親族の体調が悪く、娘が母方親族と一緒にいたいと言っている」 

との情報があった。 

 １月 21日 児童相談所から小学校へ連絡し状況確認。 

丙小学校より、 

・実父から小学校に対し、「２月４日まで沖縄に帰省している。母方親

族の体調不良と本児の希望で沖縄にいる。」と連絡があった。 

・現在も休みが続いている。 

との情報があった。 

 １月 22日 要保護児童対策地域協議会実務者会議 

 １月 24日 本児死亡 

※１ 進行管理会議構成機関：柏児童相談所、市保健福祉部、市児童家庭部、市教育委員会学校教育部、市社会福

祉協議会、主任児童委員、市家庭児童相談員、市母子自立支援員、市立保育所、市内の私立の認可保育所 

※２ 実務者会議構成機関：柏児童相談所、市保健福祉部、市児童家庭部、市教育委員会、野田警察署、市社会福

祉協議会、主任児童委員、市家庭児童相談員、市母子自立支援員 

※平成 29年の甲小学校の夏季休業：平成 29年 7月 21日～8月 31日 

 平成 29～30年の乙小学校の冬季休業：平成 29年 12月 23日～平成 30年 1月 8日 

 平成 30年の丙小学校の春季休業：平成 30年 3月 24日～4月 5日 

 平成 30年の丙小学校の夏季休業：平成 30年 7月 21日～9月 2日 

 平成 30～31年の丙小学校の冬季休業：平成 30年 12月 22日～平成 31年 1月 6日 


