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７ 課題と提言 

 

⑴ 地方公共団体への提言 

① 虐待の発生予防及び発生時の的確な対応 

ア 妊娠期から支援を必要とする養育者の早期把握と切れ目のない支援

の強化 

第 13 次報告における、心中以外の虐待死の中で０日・０か月児事例

の発生数は０歳児死亡事例の 43.3％を占め、前回より減少した。同様に、

心中以外の虐待死での実母が妊娠期・周産期に抱えていた問題をみると、

「予期しない妊娠／計画していない妊娠」が 34.6%を占め、前回より減

少した。しかし、それぞれの項目において最多の割合を占めており、今

回のヒアリング対象の事例でも、出産後の養育について出産前から支援

を行うことが特に必要と考えられる妊婦が含まれていた。 

平成 28年の児童福祉法等の改正に関連した通知、「要支援児童等（特

定妊婦を含む）の情報提供に係る保健・医療・福祉・教育等の連携の一

層の推進について」（平成 29年３月 31日付雇児総発 0331第９号、雇児

母発 0331 第２号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、母子保

健課長連名通知、以下同じ）においては、特定妊婦を含む要支援児童等

に日頃から接する機会が多い、病院、診療所、助産所、児童福祉施設、

学校等が、要支援児童等と思われる者を把握した場合には、当該者の情

報を現在地の市町村に提供するよう努めなければならないこととされ

た。関係機関からの情報提供をもとに、連携が一層推進され、早い段階

から市町村の支援につなげていくことが期待されている。 

これまでも市町村では、母子健康手帳の交付時に保健師、助産師等の

専門職が妊婦と面接し、支援の必要な妊婦を把握するための取組が行わ

れている。妊婦にとって、抱えている不安感を軽減するアプローチは、

その後の支援や関係性に良い影響力を与える機会であり、タイミングを

逃さずアプローチすることは重要である。 

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う「子育て世代包

括支援センター」の設置が各市町村の努力義務として母子保健法に法定

化され、おおむね平成 32 年度末までに、地域の実情等を踏まえながら、

全国展開を目指すこととされている。各市町村の既存事業や関係機関を

どのように組み合わせ、切れ目のない支援を展開するかを考慮し、「子

育て世代包括支援センター」の設置を進めるべきと考える。 

なお、本報告書の参考データとして掲載した０日・０か月児の死亡事

例では、日齢０日児の死亡において、児童相談所や市町村の虐待対応担
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当部署の関与があった事例はなく、市町村の母子保健担当部署の関与が

あった事例は１人（9.1％）であった。このような状況からも、地方公

共団体のみならず民間機関や市民団体等との協力を得ながら取り組む

必要がある。 

 

イ 保護者の養育能力が低いと判断される事例への対応 

第 13 次報告では「養育能力の低さ」が「養育者（実母）の心理的・

精神的問題等（心中以外の虐待死）」の項目において「あり」とされた

ものは 20人（41.7％）であり、第３次報告から第 13次報告までの割合

で最も多い結果となった。一方、「死因となった主な虐待の類型（心中

以外の虐待死）」において「ネグレクト」は第 12次報告に比べると減少

した。また、「家庭と地域社会との接触状況（心中以外の虐待死）」が少

ない事例が減少したことから、養育能力が把握される機会が増加した可

能性が考えられる。さらに、市町村（虐待対応担当部署）との関与を「あ

り」とした事例が複数見られたことからは、対応する部署は虐待死を意

識しながら対応することが求められる。 

なお、「養育能力の低さ」とは、子どもの成長発達を促すために必要

な関わり（授乳や食事、保清、情緒的な要求への応答、子どもの体調変

化の把握、安全面への配慮等）が適切にできない場合としている。 

疑義事例では、検証して得られた教訓として、育児に関する知識の啓

発及び指導の重要性が改めて提起された事例等があった。また、第 11

次報告から、「乳幼児揺さぶられ症候群（疑いを含む）の有無」につい

て調査項目を追加したところであるが、第 13 次報告では頭部外傷のう

ち「乳幼児揺さぶられ症候群（SBS）（疑い含む）」の「あり」は心中以

外の虐待死で４人あった。加害の動機をみると、「泣きやまないことに

対するいらだち」による衝動的な行動が背景にある事例も含まれている

が、一方、乳幼児の頭部を激しく揺さぶることの危険性について保護者

らが正しい知識を持ち、これらを子どもが受けないようにすることが重

要である。市町村においては、母親（両親）教室や乳児家庭全戸訪問事

業、乳幼児健康診査等の機会を通じたり、地域の産科医療機関や小児科

医療機関等においても育児に関する知識の啓発及び指導に協力を得る

など、あらゆる機会を捉えて、一層取り組みに努めることが重要である。 

 

ウ 精神科医との連携 

虐待死事例の中には、加害者となった養育者に産後うつのある事例が

例年一定数含まれている。まずは支援者が産後うつに関する正しい知識
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と支援する際の留意点を十分に理解していることが不可欠であり、加え

て養育者の病状や治療状況、家族や親族等の支援者の有無等についての

情報収集が必要である。 

ヒアリング事例では、産後うつにより心中を図った事例があった。母

は精神科を受診したものの、主治医との事例検討会等はもたれず、希死

念慮は継続していた。 

産後うつ等の精神疾患を抱えている方に対する適切な対応を行うた

めには、主治医に対して家庭における実際の養育状況を地方公共団体側

から伝える等、双方向で情報共有しながら対応することが重要であり、

安定的な養育環境を維持するために必要な保健・医療・福祉分野などの

多職種によるチーム支援を行うことが必要である。 

 

エ 虐待者の配偶者及びパートナーへの対応 

心中以外の虐待死における主たる加害者は実母が 50.0％で最多であ

り、次いで実父で 23.1％であった。しかし、事例の中には、夫婦の関係

やパートナーとの関係、つまり「横との関係」が重要な事例も見られる。

「横との関係」の視点を持つこととは、家族メンバー個人の問題ととも

に関係性に注目すること、家族内外のメンバーが互いに複雑に影響し合

うことや円環的な因果関係に関心を寄せること、家族を複数の部分から

なる変化し続ける全体（システム）と捉えて支援することと考えられる。

児童虐待は世代間伝達として、虐待した親が子ども時代に虐待を受けて

いたという「縦の関係」でとらえられがちであるが、虐待する親がどの

ような配偶者やパートナーを持つかによって虐待を深刻化させたり、改

善させることがある。「横の関係」という視点を持つことで、事例の理

解が深まり、虐待の発生予防にもつながると考えられることから、支援

者には多面的なアプローチが求められる。特に、配偶者やパートナーに

DVがある時、被害者である親だけでなく、家族全体に影響を及ぼす。子

どもの前で行われれば、面前 DV とし、心理的虐待として扱う必要もあ

る。ヒアリングを行った事例では、母子ともに支援する視点から、一時

保護の機会を逸してしまった事例があった。子どもの安全を確保すると

いう視点が重要である。 

 

② 検証の積極的な実施と検証結果の有効活用 

ア 検証の積極的な実施 

第 13次報告における地方公共団体が行う検証の実施状況については、

検証対象を定めている地方公共団体の場合、死亡事例のみに限らず「死
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亡事例を含む重大事例を対象」としている割合が 66.7％を占めており、

検証対象の範囲を広げ、重篤な虐待事例からの示唆を今後の支援に活か

そうとしていることがうかがわれる結果となっている。 

一方、実際の検証の実施状況をみると、検証していない死亡事例があ

ると答えた地方公共団体は４割強で、検証しない理由として「行政機関

が関わった事例ではないため」が約５割を占めていた。 

検証の対象は、虐待による死亡事例（心中を含む）全てを検証の対象

とすることが望ましく、また、死亡に至らない事例であっても検証が必

要と認められる事例については、併せて対象とする。なお、児童相談所、

福祉事務所又は市町村が関与していない事例については事情も含め、そ

の地域の保健・福祉等の体制を検証することも必要である。 

社会保障審議会児童部会「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専

門委員会報告（提言）」の「これまでの死亡事例検証は子ども虐待によ

る死亡を見逃している可能性を否定できない」ことを受け、第 13 次報

告から新たに、疑義事例（虐待による死亡と断定できない事例）につい

て調査対象とすることとした。 

都道府県等より報告のあった疑義事例について、本委員会が虐待死と

して検証すべきと判断した事例は８例（８人）、保留とした事例は３例

（３人）、判断できなかった事例は１例（１人）であった。 

なお、保留とした事例及び虐待死として検証すべきと判断できなかっ

た事例があったことから、限られた情報で判断することの限界も明らか

となった。 

しかし、検証することで、疑義事例の中に虐待死として検証すべきと

判断された事例があり、疑義事例を検証することから改めて教訓が提起

された事例があった。これらから、疑義事例を検証する意義は大きいと

考えられる。 

事故と思われる事例についても、その背景や経緯、事情を詳しく精査

することにより、虐待と判断することもあり、虐待による死亡を見逃す

可能性を減らすことにもつながるほか、虐待と認定しにくい場合であっ

ても、リスクに関する広報などを通じて、同様の受傷の再発を防止する

ことなど、業務に活かすことが可能と考える。 

 

イ 検証結果の有効活用 

国の検証報告である第 11 次報告について公表から１年経過した後の

活用状況としては、都道府県・市町村の関係機関や関係者に対する周知

は９割以上の地方公共団体が行い、「関係者への研修で使用」は 36.2％
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と前回と同様の状況であった。引き続き、地方公共団体及び国の検証報

告を関係職員の研修等の場で活用しながら、実際に虐待事例への対応を

行っている児童相談所及び市町村職員に検証結果からの学びを引き継

いでいくことが重要である。 

第 11 次報告の提言を踏まえての取組状況については、多くの提言に

ついて、ほとんどの地方公共団体が、「既に対応済み」又は「取り組ん

だ」との状況であった。一方、「重篤な虐待事例に係る検証の積極的な

実施と検証結果の有効活用」では、「該当事例がなかった」などの回答

が多かったが、「死亡事例の検証に追われている現状である」といった

回答も見られた。 

虐待による死亡事例が発生していない地方公共団体においても、今後

起こりうる問題として、各地方公共団体が行った検証結果を職員研修等

の場においてまずは周知し、活用することから取り組むことが求められ

る。 

なお、各地方公共団体による検証報告は、子どもの虹情報研修センタ

ーのウェブサイト（http://www.crc-japan.net/）に掲載されており、

活用されたい。 

 

③ 児童相談所及び市町村職員によるリスクアセスメントの実施と評価 

第 13 次報告においても、児童相談所が関与していながら、定期的なリ

スクの見直しが行われていないものが、心中以外の事例の半数にのぼって

いた。この中には１年以上の関与期間があった事例も複数含まれていた。 

転居や家族構成の変化、措置の解除など、刻々と変化する虐待事例に対

して、時宜に応じた対応を行うためには、その都度、リスクアセスメント

を行うことは重要である。 

アセスメント方法としては、マニュアルやアセスメントツールの活用が

想定されるが、ツールやマニュアルに応じた対応にばかり注視するのでは

なく、目の前の出来事を理解し、事例を受け止めた上で、活用を図ること

が重要である。さらには、アセスメントが表面的なものにならないように、

児童相談所と市町村の職員間でアセスメントの背景や判断理由を相互に

確認し、共有することを通じて、事例に対する理解を深めることが必要で

ある。 

平成 28 年度の児童福祉法の改正事項として、従前からの市町村から児

童相談所への事案送致に加えて、児童相談所から市町村への事案送致が新

設されている。このため、児童相談所と市町村が通告等により受理した「児

童虐待」又は「児童虐待が疑われる」ケースに関して、共通理解や円滑な
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情報共有を図り、役割分担を行う指標となる「共通リスクアセスメントツ

ール」が公表された。 

ここでは、共通リスクアセスメントツールの活用によって、児童相談所

と市町村の役割分担が機械的に決定され、その後の援助又は支援が一方の

主担当機関のみで行われるのではなく、協働・連携した取組が行われるよ

う、留意して運用方法を定めることとなっている。また、子どもの安全な

様子を確認した後は、支援的態度を持ちつつ、必要な項目を把握すること

が重要であり、項目を順番に確認していくというものではなく、その場で

分からなければ、「不明」として共有することが望ましい。さらに、その

後の支援目標を設定していくことになるため、支援のためのニーズも把握

しておく必要があり、リスク項目の中でそのリスクが軽減できるものを的

確に把握していくことが重要である、とされている。 

また、受理会議等の場面以外での活用について、定期的な経過観察を行

い、変化している事項について関係機関で共有の上、再アセスメントを実

施する、といった定期的なアセスメントに活用することも想定している。 

なお、共通リスクアセスメントツールについては、「児童相談所運営指

針」及び「市町村子ども家庭支援指針」の中でも、留意点として、危機対

応の判断や、安全確認後の主担当機関の決定において活用されることも想

定しているが、子どもや保護者に対する指導及び支援においては、例えば

保護者の過去の逆境体験の有無やその影響、子どもの生活上の課題など、

虐待が起きている背景の理解に努めるとともに、子どもと保護者の活用で

きる能力や意欲の把握に努めた上で、ニーズに関するアセスメントを行い、

援助指針（援助方針）を決定することとされており、アセスメントが表面

的なものとならないように注意を促している。 

 

  ④ 関係機関の連携及び要保護児童対策地域協議会の充実 

ア 入所措置解除時の支援体制の整備 

第 12次報告に引き続き、第 13次報告においても、入所措置解除後に子 

どもが死亡した事例が含まれている。また、虐待死した「子どもの施設等 

への入所経験」がありとなった割合も増加した。 

入所措置を解除するに当たっては、養育者の状況（虐待行為の再燃の可 

能性）や養育環境、過去に施設入所となった子どもが再び家庭内に加わる 

ことによって新たに発生するリスク等、想定される課題について多角的に 

慎重かつ丁寧なアセスメントを行うことが必要である。 

さらに、入所措置解除後の地域における支援体制の整備（どの機関がど 

のような役割でどのような支援を行うかということを関係機関間で明確 
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にしておくこと）が必要であることを踏まえれば、要保護児童対策地域 

協議会における個別ケース検討会議を開催し、児童相談所をはじめ、市 

町村や子どもが入所していた施設、医療機関や学校及び保育所等、支援 

に携わる複数の機関がそれぞれに果たすべき役割と対応方法について共 

通認識を持ち、継続的かつ適切な支援のための連携体制を整備すること 

が重要である。 

ヒアリングを行った事例では、他機関へ過度に配慮するあまり、率直 

な意見が述べにくいといった声も聴かれた。また、措置解除後に想定し 

ていた事象が実施されていなかった事例もあった。これらのことから、 

決定したことを確実に遂行するためには、関係機関同士が綿密な連絡を 

取り合い、継続して見守る支援体制を構築することが重要である。 

 

イ 要保護児童対策地域協議会の効果的な運営 

要保護児童対策地域協議会は、平成 20年の児童福祉法改正により、同 

協議会の協議対象者の中に、要支援児童とその養育者、特定妊婦も含まれ 

ることとなった。 

また、第 13次報告においても、第 12次報告に引き続き、死亡事例（心 

中以外）が発生した地域の同協議会における進行管理会議の実施状況を調 

査したが、1回に検討する事例数及び会議の開催時間は、地域により差異 

はあったものの、平均すると 136.5例、2.8時間という結果であり、第 12 

次報告と比較して、1回あたりの時間数は増加したものの、事例数も増加 

しており、会議の運営は依然として困難な状況が推測された。実務者会議 

は、市町村及び児童相談所の虐待事例の支援状況と現在の状況や変化など 

を確認し、支援の方向性を確認する場として開催されているが、事例数の 

増加とともに丁寧な協議が困難な状況となっていることが実施状況から 

も推察できる。 

しかしながら、実務者会議の開催回数や時間を増やすことが困難な状況 

も考えられ、限られた時間で効率的に行うためには、新規把握事例と既存 

事例を分けた時間配分や、子どもの年齢別、エリア別（学区別など）の部 

会形式による開催など運営の工夫が必要である。また、単なる情報共有で 

終わらないよう、支援方針の確認や協議の必要性なども事前に調整し、実 

務者会議に望むことが必要である。 

また、ヒアリングの事例からは、個別ケース検討会議において、情報共 

有はもちろんであるが、支援方針と方針に沿った役割分担を協議する場で 

あるとともに、個別ケースの関わり方を評価する、グループスーパービジ 

ョンの機会でもあるべきと意識させられた事例が見られた。 
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平成 28年の児童福祉法の改正において、市町村の設置する要保護児童 

対策地域協議会に関わる調整機関に専門職（＝調整担当者）の配置とその 

専門職への研修が義務づけられた。専門職に必要な知識として、「地域協 

議会を構成する関係機関等だけでなく、その他の機関も含めて、すべての 

関係機関が持つ機能や権限及び限界」、「地域協議会の各会議の意義や役 

割」、「地域協議会の進行管理台帳への登録の意義や進行管理の方法」があ 

げられており、要保護児童対策地域協議会の効率的かつ効果的な運営のた 

めに、調整機関の職員が果たす役割は大きく、力量向上に引き続き努める 

べきである。 

 

⑤ 児童相談所及び市町村職員体制の充実強化及び援助技術の向上 

児童相談所及び市町村における虐待相談対応件数は統計をとり始めて以 

降、毎年増加の一途にある。 

第 13次報告においては、死亡事例（心中以外）が発生した地域における 

児童相談所の当該事例担当職員の１年間（平成 27年度）の受け持ち事例数 

を調査したところ、一人あたり平均 174.2件であり、そのうち虐待事例とし 

て担当している事例数は平均 87.4件となっており、前回よりも増加してお 

り、負担が増加していることが予測された。 

組織に対しては、児童虐待への相談とその支援には、複雑な生育歴や様々 

な価値観を持ち合わせる養育者に寄り添い、高度な専門的な知識と支援者自 

身の多様な経験が求められることから、その対応では、地方公共団体として、 

積極的に専門職を採用するとともに、人事ローテーションの工夫など、虐待 

相談に対応できる人材の養成を意識した中・長期的な取り組みを行う必要が 

ある。さらには、業務量に見合った職員配置数の確保に努めるなど、児童相 

談所及び市町村の職員の体制の充実強化が重要である。 

職員個人に対しては、虐待のリスク要因や虐待に至る養育者の心理的・社 

会的背景や生育歴、子どもの発育発達の理解、家族全体を捉えるアセスメン 

トの手法等、基礎的な知識の習得が、まずは求められる。その上で、固定観 

念を持たず、相手の価値観を把握したり、言葉には出てこない潜在的なニー 

ズや課題を支援者として見出すことも必要である。また、子どもとその養育 

者への支援には、現時点だけではなく、過去や将来といった時間軸の中で対 

象者を捉える視点など相談援助を行う上で相手の状況を理解しながら関わ 

るための実践的な能力として、面接の技法も重要である。 

今回のヒアリングを行った事例のなかには、職権による一時保護の方針決 

定をしながら、保護者の同意が得られずに、見送った事例があった。職権に 

よる一時保護を試みる場合には、相応の職員数で対応するほか、事前に十分 
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な役割分担や想定される事態への対応策を検討することが必要である。説得 

にあたった職員においては、上述の面接技能や経験を活かして良好な関係を 

形成し、円滑に一時保護が行われることが望ましい。 

このため、児童相談所及び市町村においては、職員を対象とした虐待に関 

する基礎的な知識を習得できる階層別の研修に加え、具体的な事例検討やロ 

ールプレイ等を含めた実践的な研修を通して、職員の相談援助技術の向上に 

努めなければならない。 

なお、より効果的な研修の実施には、市町村単独で開催するのみではなく 

児童相談所との共催や広く都道府県単位での研修会の開催等、虐待事例の経 

験やその手法を皆で共有し、援助スキルの向上に努めることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 

 

⑵ 国への提言 

① 虐待の発生予防及び発生時の的確な対応 

ア 妊娠期から切れ目のない支援体制の整備 

第 13次報告においても心中以外の虐待死事例の年齢別内訳を見ると、

依然として０歳児の占める割合が 57.7％と最も高く、その中でも生後４

か月までの間に死亡している事例は０歳児の中で６割にのぼっている。 

妊娠期からの切れ目のない支援は、これまでの報告書においても提言

がなされてきたところではあるが、妊娠期からの相談支援体制の充実強

化は、虐待の発生予防には特に重要である。 

妊娠期からの支援が必要な特定妊婦等や出産直後から支援が必要な

家庭について、医療機関及び市町村が確実に把握できる体制を整備する

ことが求められている。把握された事例については、母子保健法に法定

化され、おおむね平成 32 年度末までに全国展開を目指すこととされて

いる、「子育て世代包括支援センター」等で支援されることが求められ

る。 

このような中で、国においては、先駆的に取り組む市町村の好事例を

発信し、実施予定の市町村にとって、検討時の参考となるような情報発

信を続けることが必要である。さらには、業務ガイドライン等も、これ

らの好事例の蓄積、検証等を通じ、整備されることが求められる。 

また、０日児の死亡事例では、加害者となった実母が自身の父母等と

同居している状況が見られ、妊娠の事実について誰にも相談できない状

況にあったこと、周囲もそれに気づけなかったことが考えられる。国に

おいては、本人からの相談を待つだけではなく、相談しやすい環境づく

りや、周囲や関係機関が気づき、相談機関へ繋げることの必要性を広く

周知することが引き続き求められる。 

なお、相談には、子育てに関することも含め、ひとり親や出産に向け

た助産制度等の経済的な支援から子どもを養育することが困難な場合

には、里親や乳児院、児童養護施設の活用等、養子縁組制度など社会的

な養育についての相談の機会があることも、広く周知すべきである。 

 

イ 精神疾患のある養育者等の支援を必要とする家庭に対する相談及び

支援体制の強化 

虐待死事例の中には、養育者に精神疾患のある事例が例年一定数含ま 

れていることを踏まえ、国は、地方公共団体に対して、精神疾患のある 

養育者への相談支援体制の強化を促すべきである。 

今回、ヒアリングを行った事例では、産後うつにより心中を図った事 
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例があり、精神科医との連携が重要であることが再認識された。 

養育者の病状を踏まえた相談支援を行うためには、精神科医療機関と 

の連携が重要であるが、個人情報保護の観点から、現状では必ずしも円 

滑な連携が図られているとはいえない。したがって、国は、地方公共団 

体に対して、守秘義務が課されている要保護児童対策地域協議会に精神 

科医療機関の積極的な参加を促すとともに、子どもの最善の利益を保障 

するという観点に立った上で、精神疾患のある養育者に対して適切な支 

援が行われるよう、保健・医療・福祉の連携をより一層強化していくこ 

とを、あらためて周知することが必要である。 

   なお、平成 28年度の診療報酬改定において、ハイリスク妊娠管理加 

算、ハイリスク分娩管理加算、および、ハイリスク妊産婦共同管理料の 

算定対象となる合併症に精神疾患が加えられている。 

さらに、児童虐待防止対策プロジェクトにおいては、医療機関におい

て被虐待児童を早期に発見するとともに、被虐待児童やその保護者への

対応を適切に行うため、医療従事者に対する研修や要保護児童対策地域

協議会への参加を促進することを検討することとされている。 

また、養育者の支援者の有無等について、第５次報告から第 13次報 

告までの累計をみると、心中以外の虐待死事例では、精神疾患ありの実 

母の 9割以上が支援者ありとなっている（精神疾患なしでは 75.2%）。支 

援者には配偶者、親が多くを占めるため、家族への支援も重要である。 

 

ウ 虐待の早期発見及び早期対応のための広報・啓発 

児童相談所における虐待相談の対応件数は毎年増加しており、相談対

応件数は平成 26年度（88,931件）から平成 27年度（103,286件）にか

けて 14,355 件増加している。その内訳として、心理的虐待が 9,925 件

の増加となっている。 

また、経路別件数の推移をみると、警察からの相談件数は平成 26 年

度（29,172件）から平成 27年度（38,524件）にかけて 9,352件増加し

ているものの、近隣知人からの相談件数は、平成 26 年度（15,636 件）

から平成 27年度（17,415件）では 1,779件の増加という状況である※。 

また、第 13 次報告における虐待死事例（心中以外）では、死亡に至

った事件の発生以前に虐待通告がなかったものは、48例中33例（68.8％）

であった。 

平成 28年の児童福祉法等の改正に関連した通知、「要支援児童等（特

定妊婦を含む）の情報提供に係る保健・医療・福祉・教育等の連携の一

層の推進について」では、出産後の養育について、出産前から支援が必
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要と認められる妊婦（特定妊婦）の様子や状況例等が掲載されており、

支援が必要な子どもや親の特徴をまとめて周知するなどの取組が行わ

れているが、今後も、病院、診療所、助産所、児童福祉施設、学校等が

これらを適切に把握できるよう、地方公共団体における関係機関への周

知と協力依頼が円滑に取り組まれることを一層推進する必要がある。 

また、身近にある地域での気づきが、子どもやその親を救うきっかけ

となることや、必要な支援につなぐことが虐待の重篤化を防ぐことに繋

がることを周知する必要があり、児童相談所全国共通ダイヤル 3桁(189)

の周知啓発を進めるとともに、利便性の向上を図るなど、広く一般から

の通告や相談をしやすい体制の整備に引き続き取り組むことが重要で

ある。  

（※出典：平成 27年度 厚生労働省福祉行政報告例） 

 

② 虐待対応における児童相談所と市町村の連携強化に係わる体制整備 

平成 16 年の児童虐待防止法等の改正により、市町村も虐待の通告先と

なり、地域における児童虐待対応は基本的に児童相談所と市町村の二層構

造で行うこととなった。 

「子ども虐待対応の手引き」では市区町村の役割として、①発生予防と

早期対応、②子育て支援、③施設入所事例への支援、④保護が必要な事例

への支援、⑤他部門との連携についてそれぞれ記載があり、児童相談所の

役割として、①行政権限の発動、②市区町村からの情報提供への対応、③

保育の実施の通知、④養育支援訪問事業の実施の通知について記載されて

おり、児童相談所と市区町村との連携・協働における留意点について述べ

られている。 

平成 28 年の児童福祉法の改正に関連して、国においては、以下の目的

を達成するため、児童相談所と市町村の共通のリスクアセスメントツール

を作成し、活用を図っている。 

・児童相談所と市町村が相互の役割や機能を理解した上で、すき間なく援

助又は支援を行う。 

・子どもの置かれている状況や背景を的確に把握し、児童相談所と市町村

のどちらが中心となって援助又は支援に取り組むことが適切かを判断

する。 

・円滑な情報共有を図るとともに、役割分担においても、児童相談所と市

町村が相互の理解、納得を深め、共通認識の上でケース対応に取り組む。 

今後も、これらについては検討を継続することが必要である。 

相互の役割と強み（例：市町村は、住民に身近な相談機関として、地域
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の中で親子を継続して支援していく役割。児童相談所は、より緊急性や専

門性が高く対応が困難な事例への対応や市町村への技術的支援という役

割。）を理解し、適切な支援を行っていくことができるよう、体制を整備

することが求められる。 

 

③ 児童相談所及び市町村職員の人員体制の強化及び専門性の確保と資質

の向上 

虐待相談対応件数は毎年増加しており、個々の事例が抱える問題は複雑

で、解決困難な家庭に関わる支援が続いている。児童虐待への相談対応は、

リスク判断、緊急性等を総合的に判断し、迅速な対応が必要とされ、その

対応に関わる職員には高度な専門性が求められる。 

平成 28 年の児童福祉法等の改正では、児童相談所の専門職を増員、児

童福祉司の配置基準について、虐待相談対応を考慮し、弁護士の配置を積

極的に推進したほか、児童福祉司等へ国の基準に適合する研修の受講を義

務化した。 

国は、引き続き、地方公共団体における人員の確保の推進に努めるとと

もに、将来的な専門職のあり方、人材育成等専門性の向上等について十分

な検討を行うことが必要である。 

 

④ 要保護児童対策地域協議会の活用の徹底と体制整備 

地方公共団体は、要保護児童の適切な保護又は要支援児童もしくは特定

妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体等により構成される

要保護児童対策地域協議会を設置するよう努めることとなっている。 

また、平成 28 年の児童福祉法等の改正では、要保護児童対策地域協議

会への調整担当者の配置及び研修受講の義務づけがなされ、調整担当者が

業務を行う上で必要な専門性が明記された。さらに、平成 28 年の児童福

祉法等の改正に関連した通知、「要支援児童等（特定妊婦を含む）の情報

提供に係る保健・医療・福祉・教育等の連携の一層の推進について」にお

いては、病院、診療所、助産所、児童福祉施設、学校等が、要支援児童等

（特定妊婦を含む）を把握した場合の市町村への情報提供の努力義務等が

追加された。今後は、市町村、要保護児童対策地域協議会へ、関係機関か

らの情報提供が促され、相談先（窓口）としての期待が高まると思われる。   

第 13 次報告において、死亡事例及び重症事例の発生した地域における

要保護児童対策地域協議会の設置状況は 100％である一方、死亡事例の中

には依然として同協議会における登録や検討がなされていなかった事例

が複数含まれていた。また、死亡事例発生地域における要保護児童対策地
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域協議会の活用状況では、心中以外の虐待死で「よく活用している」が４

割弱であった。 

このため、国は、地方公共団体に対して、同協議会の積極的な活用の徹

底を図るため、好事例となる取り組みの周知を引き続き行うとともに、平

成 28 年の児童福祉法等の改正で明確にされた要保護児童対策地域協議会

への専門職の配置と研修の受講が促進されるよう、地方公共団体の取り組

みを促すべきである。 

 

⑤ 入所措置解除時及び措置解除後の支援体制の整備 

第 13次報告でも、残念ながら施設への入所措置解除後短期間のうちに、

子どもが死亡する事例が見受けられている。このような事例の再発を防ぐ

ためには、児童相談所が入所措置解除前に、要保護児童対策地域協議会に

おける個別ケース検討会議を活用し、家庭復帰の適否を関係機関とともに

検討することや、関係機関による支援体制の整備、役割の再確認、また、

会議での決定事項を確実に遂行することが必要である。 

平成 28 年の児童福祉法等の改正においては、措置解除に当たり、児童

相談所が、民間団体等への委託を含め、保護者に対し、子どもへの接し方

等の助言、カウンセリングを行うこととされ、措置解除後には、児童相談

所が地域の関係機関と連携し、定期的な子どもの安全確認、保護者への相

談・支援等を実施することとされた。 

また、平成 29 年の児童福祉法の改正では、保護者に対する指導への司

法関与を導入し、指導の実効性を高めることとされた他、２か月を超えて

引き続き一時保護を行うことが親権者等の意に反する場合は、家庭裁判所

の承認を得なければならないこととされた。 

このため、国においては、家庭復帰の適否に関するアセスメントの実施

の必要性を改めて周知するほか、親子関係の再構築について、地方公共団

体の取り組みを促す必要がある。 

 

⑥ 再発防止を目的とした検証の積極的な実施と検証結果の活用促進 

児童虐待防止法第４条第５項には、国及び地方公共団体の責務等として

重大な虐待事例に関する検証の実施が定められており、国が行う検証は、

虐待死事例の背景や関係機関の関与状況等に関する地方公共団体からの

報告を基に実施し、この報告が円滑に行われることが検証の基盤となって

いる。 

ただし、死亡事例の検証を目的として個人情報の共有を定める規定がな

いため、検証を行うに当たって必要な情報を十分に得られない場合がある。
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国は、検証を目的とした照会に対しても個人情報の取扱いに十分留意した

上で関係機関や他の地方公共団体が協力するよう促すとともに、情報共有

が可能となる制度改正等、死亡事例に関する検証のための情報の収集を円

滑にする方策を検討する必要がある。 

国においては、各地方公共団体からの報告がより一層積極的かつ円滑に

行われるよう、各地方公共団体にとって、検証困難な事例や把握が困難な

事例に関する実情の把握を行う。特に、地方公共団体において検証してい

ない事例については、要因等を把握し、効果的な検証方法などを提示して

いくことが求められる。 

また、第 13 次報告から、疑義事例について地方公共団体へ報告を求め

ることとして、12例の報告があった。今後も、引き続き報告を求めるとと

もに、地方公共団体におけるこれらの検証についても促す必要がある。 

従来から国は、虐待死事例の検証から抽出された対応上の留意点等につ

いて報告書としてまとめている。過去の検証結果からの学びを活かすこと

が類似の事例の再発防止に資することであり、地方公共団体が実施する研

修等の場において検証報告書が一層活用されるよう、今後も引き続き周知

徹底に努めるべきである。 

 

過去の報告において言及された課題と提言については、引き続き対応す

る必要があるが、第 13 次報告でも改めて言及がある内容については、今

までの対応状況を踏まえた取組が望まれる。 

 


