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児 童福祉法 及び児童 虐待の防止 等に関する 法律の一 部を改正 する法律 案

目
二
家 事事件手続 法（平成二 十三年法 律第五十 二号）（ 抄）

児童虐待 の防止等 に関する 法律（平 成十二年五 月法律第八 十二号） （抄）

児 童福祉法 （昭和二 十二年法律 第百六十四 号）（抄 ）

三
民法（明 治二十九 年法律第八 十九号）（ 抄）

一

四

1
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一

第八 項、第二十 七条第六項 、第三十 三条第五 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

児童福祉 法（昭和 二十二年 法律第百六 十四号）（ 抄）

第八 条

規定によ りその権 限に属させ 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。
（略）

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

②～⑦
⑧

、第三十 三条第五 項、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

（略）

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。

ら ない。
一～三

申請者が 、第十九 条の十八の 規定により 指定小児 慢性特定 疾病医療 機関の指定 を取り消さ れ、その 取消しの 日から起 算して五年 を経過しな い

者（当該指 定小児慢 性特定疾病 医療機関 の指定を 取り消され た者が法 人である場 合におい ては、当該 取消しの 処分に係 る行政手続 法（平成 五年

法律第 八十八号） 第十五条 の規定に よる通知 があつた日 前六十日以 内に当該 法人の役 員又はそ の医療機関 の管理者（ 以下「役 員等」と いう。）

で あつた者 で当該取消 しの日から 起算して 五年を経 過しない ものを含み 、当該指定 小児慢性 特定疾病 医療機関 の指定を取 り消された 者が法人 で

ない場合 において は、当該 通知があつ た日前六十 日以内に 当該者の 管理者で あつた者で 当該取消し の日から 起算して 五年を経 過しないも のを含

む。 ）であると き。ただ し、当該 取消しが 、指定小児 慢性特定疾 病医療機 関の指定 の取消し のうち当該 取消しの処 分の理由 となつた 事実その 他

の当該事 実に関して 当該指定小 児慢性特 定疾病医 療機関の 開設者が有 していた責 任の程度 を考慮し て、この 号本文に規 定する指定 小児慢性 特定

（略）

疾病医 療機関の 指定の取 消しに該当 しないこ ととするこ とが相当 であると 認められる ものとし て厚生労働 省令で定 めるものに 該当する 場合を除
く。
（略）

五～十

四

（略）

都道 府県知事は 、前項の 申請があ つた場合 において、 次の各号の いずれか に該当す るときは 、指定小児 慢性特定疾 病医療機 関の指定 をしては な

第十 九条の九
②

③
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第十九条 の十八

都 道府県知 事は、次 の各号の いずれかに 該当する場 合におい ては、当 該指定小 児慢性特定 疾病医療機 関に係る 指定小児 慢性特定 疾

四

三

二

一

指定小 児慢性特定 疾病医療機 関が、第 十九条の 十六第一 項の規定に より報告若 しくは診 療録、帳 簿書類そ の他の物件 の提出若し くは提示 を命

小児慢性特定 疾病医療 費の請求 に関し不 正があつた とき。

指定小 児慢性特 定疾病医 療機関が 、第十九条の 十一又は 第十九条 の十二の 規定に違 反したとき。

指定小児 慢性特定 疾病医療機 関が、第十 九条の九 第三項各 号のいず れかに該当 するに至つ たとき。

指定 小児慢性 特定疾病医 療機関が 、第十九 条の九第二 項第一号 から第三号 まで、第 九号又は 第十号のい ずれかに 該当するに 至つたと き。

病 医療機関の 指定を取 り消し、又 は期間を 定めてそ の指定小児 慢性特定 疾病医療機 関の指定 の全部若 しくは一部 の効力を 停止するこ とができ る。

五
ぜられて これに従 わず、又 は虚偽の報 告をしたと き。

指定小児 慢性特定 疾病医療機 関の開設 者又は従業 者が、第 十九条の 十六第一項 の規定に より出頭を 求められ てこれに 応ぜず、同 項の規定 によ

指定 小児慢性 特定疾病 医療機関 が、不正の 手段により 指定小児 慢性特定 疾病医療 機関の指定 を受けたと き。

六

る質問に 対して答弁 せず、若し くは虚偽 の答弁を し、又は 同項の規定 による検査 を拒み、 妨げ、若 しくは忌 避したとき 。ただし、 当該指定 小児

慢性特 定疾病医 療機関の 従業者がそ の行為を した場合に おいて、 その行為を 防止する ため、当 該指定小児 慢性特定 疾病医療機 関の開設 者が相当
七

前各号に 掲げる場 合のほか、 指定小児 慢性特定 疾病医療機 関が、こ の法律その 他国民の 保健医療 若しくは福 祉に関す る法律で政 令で定め るも

の 注意及び 監督を尽 くしたとき を除く。
八
九

指定小 児慢性特 定疾病医 療機関が 法人である 場合におい て、その 役員等の うちに指 定小児慢性特 定疾病医 療機関の 指定の取 消し又は 指定小児

前 各 号 に 掲 げ る 場 合の ほ か 、 指 定 小 児 慢 性 特 定 疾 病医 療 機 関 が 、 小 児 慢 性 特 定 疾 病 医療 支 援 に 関 し 不 正 又 は 著 し く 不 当 な 行 為を し た と き 。

の又はこ れらの法 律に基づく 命令若しく は処分に 違反した とき。
十

慢性特 定疾病医療 機関の指 定の全部 若しくは 一部の効力 の停止をし ようとす るとき前 五年以内 に小児慢性 特定疾病医 療支援に 関し不正 又は著し

指 定小児慢 性特定疾 病医療機関 が法人で ない場合に おいて、 その管理 者が指定小 児慢性特 定疾病医療 機関の指 定の取消 し又は指定 小児慢性

く 不当な行 為をした者 があるに至 つたとき 。
十一

特定 疾病医療機 関の指定 の全部若 しくは一 部の効力の 停止をしよ うとする とき前五 年以内に 小児慢性特 定疾病医療 支援に関 し不正又 は著しく 不

病院、診 療所、児童 福祉施設、 学校その 他児童又 は妊産婦 の医療、福 祉又は教育 に関する 機関及び 医師、看 護師、児童 福祉施

当な行為 をした者で あるに至つ たとき。
第二 十一条の 十の五

設の職員 、学校の 教職員そ の他児童 又は妊産婦 の医療、福 祉又は教 育に関連 する職務 に従事する 者は、要支 援児童等 と思われ る者を把 握したとき
は 、当該者の 情報をそ の現在地の 市町村に 提供する よう努めな ければな らない。
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②

（略）

第二 十五条の 二

地方公 共団体は、 単独で又 は共同し て、要保 護児童（第 三十一条第 四項に規 定する延 長者及び 第三十三条 第八項に規 定する保 護延

長者（次 項におい て「延長者 等」とい う。）を 含む。次項 において 同じ。）の 適切な保 護又は要 支援児童若 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 団体及び児 童の福祉に 関連する 職務に従 事する者 その他の関 係者（以下 「関係機 関等」と いう。） により構成さ れる要保 護
（略）

児童対策地 域協議会 （以下「 協議会」 という。）を 置くよう に努めな ければな らない。
②～⑧

市 町村（次 項に規定 する町村を 除く。）は 、要保護 児童若し くは要支 援児童及び その保護者 又は特定 妊婦（次 項におい て「要保護

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。

（略 ）

三
（略 ）

福祉事務 所を設置し ていない町 村は、要 保護児童 等に対す る支援の実 施状況を的 確に把握 するもの とし、通 告児童等又 は妊産婦に ついて、 必要

四

一・ 二

又 は その 保 護 者 （ 以 下 「 通 告 児 童 等 」 とい う 。 ） 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 。

児童 等」とい う。）に 対する支援 の実施状 況を的確に 把握する ものとし 、第二十五 条第一項 の規定によ る通告を 受けた児 童及び相談 に応じた 児童

第二十五条 の七

②

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。
（略 ）

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。

一～ 三
四
（略）

都 道府県の 設置する 福祉事務所 の長は、第 二十五条 第一項の 規定によ る通告又は 前条第二項 第二号若 しくは次 条第一項 第四号の規

五
第二十五条 の八

定に よる送致 を受けた 児童及び相 談に応じ た児童、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 。

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。

（略 ）

四

（略 ）

一～ 三
五
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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

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。

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

（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

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 。

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 。

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

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

の実施 に係る市町 村の長に 通知する こと。

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

八

三

二

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。

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、

第二 十六条

②

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

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 。
第二十七条
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 。

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、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
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②

③
④
⑤
⑥

三
四

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

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
ができる 。

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
示に従わ なければな らない。

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

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。

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
見 を聴かなけ ればなら ない。

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

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。

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。

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
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③

④

⑤

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 の条におい て同じ。） の効果等 に照らし 、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。

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

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
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 。

家 庭裁判所は 、第一項第 一号及び 第二号た だし書並 びに第二項 ただし書の 承認（次 項におい て「措置 に関する承 認」という 。）の申 立てがあ つ

た 場合は、 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 措置に関 し報告及 び意見を 求め、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。

家庭裁判所 は、措置 に関する承 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 当該保護者 に対し指 導措

（略）

置を採る ことが相当 であると 認めると きは、当 該保護者に 対し、指導 措置を採 るべき旨 を都道府 県に勧告す ることがで きる。
第三 十一条
（略）

都道府県 は、延長者 （児童以外 の満二十 歳に満た ない者の うち、次の 各号のいず れかに該 当するも のをいう 。）につい て、第二十 七条第一 項第

②・③
④

一号から 第三号ま で又は第二 項の措置 を採るこ とができる 。この場 合において 、第二十 八条の規 定の適用に ついては 、同条第一 項中「保 護者が、

その 児童」と あるのは 「第三十一 条第四項に 規定する 延長者（ 以下この 条において 「延長者」 という。 ）の親権 を行う者 、未成年後 見人その他 の

者で、延長 者を現に 監護する 者（以下 この条にお いて「延長 者の監護 者」とい う。）が 、その延長者 」と、「 保護者に 」とある のは「延 長者の監

護者 に」と、「当 該児童」 とあるの は「当該 延長者」 と、「おいて 、第二十 七条第一 項第三号 」とあるの は「おいて 、同項の 規定によ る第二十 七

条 第一項第 三号」と、 「児童の親 権」とあ るのは「 延長者の 親権」と、 同項第一号 中「保護 者」とあ るのは「 延長者の監 護者」と、 「第二十 七条

第一項第 三号」と あるのは 「第三十一 条第四項 の規定によ る第二十 七条第一 項第三号」 と、同項 第二号中「 保護者」 とあるの は「延長者 の監護者

」と 、「児童 」とある のは「延長 者」と、 「第二十七 条第一項 第三号」 とあるのは 「第三十 一条第四項 の規定に よる第二 十七条第一 項第三号 」と

、同条第 二項ただし 書中「保 護者」と あるのは 「延長者の 監護者」と 、「第二 十七条第 一項第二 号」とある のは「第三 十一条第 四項の規 定による

第二 十七条第 一項第二号 」と、「児 童」とあ るのは「 延長者」 と、同条第 四項中「保 護者」と あるのは 「延長者 の監護者」と 、「児童 」とある の

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

は 「延長者 」と、同 条第五項 中「保護者」 とあるの は「延長 者の監護 者」とす る。
一

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
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第二 項からこ の項まで 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
二

第三十三 条第六項 から第九項 までの規 定による 一時保護が 行われて いる者（前 二号に掲 げる者を 除く。）
（ 略）

三
⑤・⑥

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

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 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

時 保護を行 わせること ができる。

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

第三十三条

②

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
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。

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 六項各号に 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

で きる。

一条 第四項の 規定による 措置を採る に至るま で、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

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

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 の請求が されている場 合は、こ の限りで ない。

祉審 議会の意 見を聴か 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 二号ただ し書の承 認の申立て 又は当該児 童

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 二月を経 過するごと に、都道 府県知事は 、都道府 県児童福

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

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
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⑨

⑩

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。

（略）

第六項から 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 三条の六
（略 ）

都道 府県は、第 二十五条 の七第一 項第三号 若しくは第 二項第四号 、第二十 五条の八 第四号若 しくは第二 十六条第一 項第六号 の規定に よる報告 を

②・ ③
④

受 けた児童又 は第三十 三条第六項 第二号の 規定によ る報告を受 けた満二 十歳未満義 務教育終 了児童等 について、 必要があ ると認める ときは、 これ
（略）

児 童 又 は 児 童 以 外 の 満 二 十 歳 に 満た な い 者 （ 以 下 「 児 童 等 」 と いう 。 ） の 親 権 者 に 係 る 民 法 第 八 百三 十 四 条 本 文 、第 八 百 三 十 四

らの者に 対し、児 童自立生活 援助の実 施の申込 みを勧奨し なければ ならない。
⑤・⑥
第 三 十 三条 の 七

条 の二第一 項、第八百 三十五条又 は第八百 三十六条 の規定に よる親権喪 失、親権停 止若しく は管理権 喪失の審 判の請求又 はこれらの 審判の取 消し

児 童等の未成 年後見人 に、不正 な行為、著 しい不行 跡その他後 見の任務 に適しな い事由があ るときは、 民法第八 百四十六 条の規定

の請求は 、これら の規定に 定める者の ほか、児 童相談所長 も、これ を行うこ とができる 。
第三十三条 の九

こ の法律で 、被措置 児童等虐 待とは、小 規模住居型 児童養育 事業に従 事する者 、里親若し くはその同 居人、乳 児院、児 童養護施 設

によ る未成年 後見人の解 任の請求は 、同条 に定め る者のほ か、児童 相談所長も 、これを行 うことが できる。
第三十三 条の十

、 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 設の長、 その職員そ の他の従 業者、指 定発達支援 医療機関 の管理者そ の他の従 業者
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二

、 第十二条 の四に規 定する児童 を一時保護 する施設 を設けて いる児童 相談所の所 長、当該施 設の職員 その他の 従業者又 は第三十三 条第一項若 しく

は第二項 の委託を 受けて児 童の一時 保護を行う 業務に従事 する者（ 以下「施 設職員等 」と総称す る。）が、 委託され た児童、 入所する 児童又は一
一

被措置児 童等にわ いせつな行 為をするこ と又は被 措置児童 等をして わいせつな 行為をさせ ること。

被措 置児童等 の身体に外 傷が生じ 、又は生 じるおそれ のある暴 行を加える こと。

時 保護が行わ れた児童 （以下「被 措置児童 等」とい う。）につ いて行う 次に掲げる 行為をい う。
二

被措置 児童等の 心身の正 常な発達 を妨げるよう な著しい 減食又は 長時間の 放置、同 居人若しくは 生活を共 にする他 の児童の よる前二号 又は次

被措置 児童等に対 する著しい 暴言又は 著しく拒 絶的な対 応その他の 被措置児童 等に著し い心理的 外傷を与 える言動を 行うこと。

号に掲 げる行為の 放置その 他の施設 職員等と しての養育 又は業務を 著しく怠 ること。

三
四

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）
（国 及び地方 公共団体の 責務等）
（略 ）

国及 び地方公共 団体は、 児童相談 所等関係 機関の職員 及び学校の 教職員、 児童福祉 施設の職 員、医師、 保健師、弁 護士その 他児童の 福祉に職 務

第四 条
２
（ 略）

上 関係のある 者が児童 虐待を早期 に発見し 、その他 児童虐待の 防止に寄 与すること ができる よう、研 修等必要な 措置を講 ずるものと する。
３～７

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、 保健師、 弁護士そ の

（児童虐待 の早期発 見等）
第五条
（ 略）

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 見に努めな ければなら ない。
２・３

児童 虐待を受 けた児童につ いて児童 福祉法第 二十七条 第一項第 三号の措置（ 以下「施 設入所等 の措置」 という。） が採られ、 又は同法 第

（面会等 の制限等）
第十二 条

三 十三条第 一項若し くは第二 項の規定によ る一時保 護が行わ れた場合 において 、児童虐待の 防止及び 児童虐待 を受けた 児童の保護 のため必要 があ

ると認め るときは 、児童相 談所長及 び当該児童 について施 設入所等 の措置が 採られて いる場合に おける当該 施設入所 等の措置 に係る同 号に規定す

る 施設の長は 、厚生労 働省令で定 めるとこ ろにより 、当該児童 虐待を行 った保護者 について 、次に掲 げる行為の 全部又は 一部を制限 すること がで
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当該 児童との 面会

き る。
一

前項の 施設の長 は、同項 の規定によ る制限を 行った場合 又は行わ なくなっ た場合は、 その旨を 児童相談所 長に通知 するものと する。

当該児童 との通信

２

児 童虐待を 受けた児 童について 施設入所等 の措置（ 児童福祉 法第二十 八条の規定 によるもの に限る。 ）が採ら れ、又は 同法第三十 三条第一項 若

二
３

しくは第二 項の規定 による一 時保護が 行われた場合 において 、当該児 童虐待を 行った保 護者に対し当 該児童の 住所又は 居所を明 らかにした とすれ

ば、 当該保護者が 当該児童 を連れ戻 すおそれ がある等再 び児童虐待 が行われ るおそれ があり、 又は当該児 童の保護に 支障をき たすと認 めるとき は
、 児童相談 所長は、当 該保護者に 対し、当 該児童の 住所又は 居所を明ら かにしない ものとす る。

児童虐待 を受けた児 童につい て施設入 所等の措置 （児童福 祉法第二十 八条の規 定による ものを除く 。以下こ の項におい て同じ。 ）が

児童相 談所長は 、前項の 一時保護を 行った、 又は行わせ た場合に は、速や かに、児童 福祉法第 二十六条第 一項第一 号の規定 に基づき、 同法第二

で きる。

告を行う に至るま で、同法 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 せることが

つ いて当該 施設入所 等の措置 を採ることが 当該保護 者の意に 反し、こ れを継続す ることが困 難である と認める ときは、 児童相談所 長は、次項 の報

かわ らず、当 該保護者が 当該児童の 引渡しを 求めるこ と、当該 保護者が前条 第一項の 規定によ る制限に 従わない ことその他の 事情から 当該児童 に

採られた 場合におい て、当該 児童虐待 を行った 保護者に当 該児童を引 き渡した 場合には 再び児童 虐待が行わ れるおそれ があると 認められ るにもか

第十 二条の二

２

児 童相談所長 は、児童 福祉法第 三十三条 第一項の規 定により、 児童虐待 を受けた 児童につ いて一時保 護を行って いる、又 は適当な 者

十八 条の規定 による施 設入所等の 措置を要す る旨を都 道府県知 事に報告 しなければ ならない。
第十二 条の三

に 委託して 、一時保護 を行わせて いる場合 （前条第 一項の一 時保護を行 っている、 又は行わ せている 場合を除 く。）にお いて、当該 児童につ いて

施設入所 等の措置 を要する と認めると きであっ て、当該児 童虐待を 行った保 護者に当該 児童を引 き渡した場 合には再 び児童虐 待が行われ るおそれ

があ ると認め られるに もかかわら ず、当該 保護者が当 該児童の 引渡しを 求めること 、当該保 護者が第十 二条第一 項の規定 による制限 に従わな いこ

とその他 の事情から 当該児童 について 施設入所 等の措置を 採ることが 当該保護 者の意に 反すると 認めるとき は、速やか に、同法 第二十六 条第一項

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（児 童福祉法 第二十八条 の規定によ るものに 限る。） が採られ 、

第一 号の規定 に基づき、 同法第二十 八条の規 定による 施設入所 等の措置を 要する旨を 都道府県 知事に報 告しなけ ればならない 。
第十二条 の四

か つ、第十二 条第一項 の規定によ り、当該 児童虐待 を行った保 護者につ いて、同項 各号に掲 げる行為 の全部が制 限されて いる場合に おいて、 児童
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２
３
４
５

６

虐 待の防止 及び児童 虐待を受け た児童の保 護のため 特に必要 があると 認めるとき は、厚生労 働省令で 定めると ころによ り、六月を 超えない期 間を

定めて、 当該保護 者に対し 、当該児 童の住所若 しくは居所 、就学す る学校そ の他の場 所において 当該児童の 身辺につ きまとい 、又は当 該児童の住

所 若しくは居 所、就学 する学校そ の他その 通常所在 する場所（ 通学路そ の他の当該 児童が日 常生活又 は社会生活 を営むた めに通常移 動する経 路を
含む。） の付近を はいかいし てはなら ないこと を命ずるこ とができ る。

都 道府県知 事は、前 項に規定す る場合にお いて、引 き続き児 童虐待の 防止及び児 童虐待を受 けた児童 の保護の ため特に 必要がある と認めると き
は、六月を 超えない 期間を定 めて、同 項の規定によ る命令に 係る期間 を更新す ることが できる。

都 道府県知事 は、第一項 の規定に よる命令 をしよう とするとき （前項の規 定により 第一項の 規定によ る命令に係 る期間を更 新しよう とすると き

を 含む。） は、行政手 続法第十三 条第一項 の規定に よる意見 陳述のため の手続の区 分にかか わらず、 聴聞を行 わなければ ならない。

第一項 の規定に よる命令 をすると き（第二項 の規定によ り第一項 の規定に よる命令 に係る期間 を更新する ときを含 む。）は 、厚生労 働省令で定
める 事項を記 載した命 令書を交付 しなけれ ばならない 。

第一項 の規定に よる命令が 発せられ た後に児 童福祉法第 二十八条の 規定によ る施設入 所等の措 置が解除さ れ、停止さ れ、若し くは他の 措置に変

更さ れた場合 又は第十二 条第一項の 規定によ る制限の 全部又は 一部が行われ なくなっ た場合は 、当該命 令は、そ の効力を失う 。同法第 二十八条 第

三 項の規定 により引 き続き施 設入所等の措 置が採ら れている 場合にお いて、第一 項の規定に よる命令 が発せら れたとき であって、 当該命令に 係る

期間が経 過する前 に同条第 二項の規 定による当 該施設入所 等の措置 の期間の 更新に係 る承認の申 立てに対す る審判が 確定した ときも、 同様とする 。

都道府県 知事は、第 一項の規定 による命 令をした 場合にお いて、その 必要がなく なったと 認めると きは、厚 生労働省令 で定めると ころによ り、
その命令 を取り消 さなければ ならない 。

地 方公共団体 の機関及 び病院、 診療所、 児童福祉施 設、学校そ の他児童 の医療、 福祉又は 教育に関係 する機関（ 地方公共 団体の機 関

（資料又は 情報の提 供）
第十三 条の四

を 除く。） 並びに医師 、看護師、 児童福祉 施設の職 員、学校 の教職員そ の他児童の 医療、福 祉又は教 育に関連 する職務に 従事する者 は、市町 村長

、都道府 県の設置 する福祉 事務所の長 又は児童 相談所長か ら児童虐 待に係る 児童又はそ の保護者 の心身の状 況、これ らの者の 置かれてい る環境そ

の他 児童虐待 の防止等 に係る当該 児童、そ の保護者そ の他の関 係者に関 する資料又 は情報の 提供を求め られたと きは、当 該資料又は 情報につ いて

、当該市 町村長、都 道府県の 設置する 福祉事務 所の長又は 児童相談所 長が児童 虐待の防 止等に関 する事務又 は業務の遂 行に必要 な限度で 利用し、

かつ 、利用す ることに相 当の理由が あるとき は、これ を提供す ることがで きる。ただ し、当該 資料又は 情報を提 供することに よって、 当該資料 又

は 情報に係 る児童、 その保護 者その他の関 係者又は 第三者の 権利利益 を不当に 侵害するおそ れがある と認めら れるとき は、この限 りでない。
（ 延長者等の 特例）
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児 童福祉法 第三十一 条第四項に 規定する延 長者（以 下この条 において 「延長者」 という。） 、延長者 の親権を 行う者、 未成年後見 人その

二

一

延長者 の心身の正 常な発達を 妨げるよ うな著し い減食又 は長時間の 放置、延長 者の監護 者以外の 同居人に よる前二号 又は次号に 掲げる行 為と

延長者にわい せつな行 為をする こと又は 延長者をし てわいせつ な行為を させるこ と。

延長者 の身体に 外傷が生 じ、又は 生じるおそれ のある暴 行を加え ること。

同様の行 為の放置 その他の 延長者の監 護者として の監護を 著しく怠 ること。

延長者に 対する著 しい暴言又 は著しく 拒絶的な対 応、延長 者が同居 する家庭に おける配 偶者に対す る暴力そ の他の延 長者に著し い心理的 外傷
を与える 言動を行う こと。

延 長者又は 児童福祉 法第三十三条 第八項に 規定する 保護延長 者（以下こ の項におい て「延長 者等」と いう。） 、延長者等 の親権を行 う者、未 成

二

一

延長者 等にわいせ つな行為を すること 又は延長 者等をし てわいせつ な行為をさ せること 。

延長者等の身 体に外傷 が生じ、 又は生じ るおそれ のある暴行を 加えるこ と。

家事 事件手続法 （平成二 十三年法 律第五十 二号）（抄 ）

的外傷 を与える 言動を行 うこと。

延長 者等に対す る著しい 暴言又は 著しく拒 絶的な対応 、延長者等 が同居す る家庭に おける配 偶者に対す る暴力その 他の延長 者等に著 しい心理

為と 同様の行為 の放置そ の他の延 長者等の 監護者とし ての監護を 著しく怠 ること。

延長 者等の心 身の正常 な発達を妨 げるよう な著しい減 食又は長 時間の放 置、延長者 等の監護 者以外の同 居人によ る前二号 又は次号に 掲げる行

四

三

適用する。

て、 第十一条 第四項、 第十二条か ら第十二条 の三まで 、第十三 条第二項 から第四項 まで、第十 三条の二 、第十三 条の四及 び第十三条 の五の規定 を

第二項の 規定によ る措置と、 同法第三 十三条第 六項から第 九項まで の規定によ る一時保 護を同条 第一項又は 第二項の 規定による 一時保護 とみなし

護 者と、延長 者等虐待 を児童虐待 と、同法 第三十一 条第二項か ら第四項 までの規定 による措 置を同法 第二十七条 第一項第 一号から第 三号まで 又は

延長者等 について 行う次に 掲げる行 為（以下こ の項におい て「延長 者等虐待 」という 。）につい ては、延長 者等を児 童と、延 長者等の 監護者を保

年 後見人そ の他の者 で、延長 者等を現に監 護する者 （以下こ の項にお いて「延長 者等の監護 者」とい う。）及 び延長者 等の監護者 がその監護 する

四

三

して 、第十一 条第一項 から第三項 まで及び第 五項、第 十二条の 四並びに 第十三条第 一項の規定 を適用す る。

待と、同 法第三十 一条第二項 から第四 項までの 規定による 措置を同 法第二十七 条第一項 第一号か ら第三号ま で又は第 二項の規定 による措 置とみな

次 に掲げる行 為（以下 この項にお いて「延 長者虐待 」という。 ）につい ては、延長 者を児童 と、延長 者の監護者 を保護者 と、延長者 虐待を児 童虐

他の者で 、延長者 を現に監 護する者 （以下この 項において 「延長者 の監護者 」という 。）及び延 長者の監護 者がその 監護する 延長者に ついて行う

第十 六条

２

三
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家庭裁 判所は、 この編に 定めると ころにより 、別表第一 及び別表 第二に掲 げる事項 並びに同編 に定める事 項につい て、審判 をする。

（ 審判事項 ）
第三十九 条

審 判は、特 別の定めが ある場合を 除き、当 事者及び 利害関係 参加人並び にこれらの 者以外の 審判を受 ける者に 対し、相当 と認める方 法

（審判の 告知及び 効力の発生 等）
第七十 四条
（略）

で告知しな ければな らない。
２～５

次 に掲げる 審判事件（ 第一号、 第四号及 び第六号の 審判事件 を本案とす る保全処 分につい ての審判事 件を含む 。）におい ては、成 年被

（手続行為 能力）
第百 十八条

後見人と なるべき者 及び成年 被後見人 は、第十 七条第一項 において準 用する民 事訴訟法 第三十一 条の規定に かかわらず 、法定代 理人によ らずに、

自ら 手続行為 をすること ができる。 その者が 被保佐人 又は被補 助人（手続行 為をする ことにつ きその補 助人の同 意を得ること を要する ものに限 る。

七

六

五

四

三

二

一

成年 被後見人 に宛てた 郵便物又は 民間事業 者による信 書の送達 に関する 法律（平成 十四年法 律第九十九 号）第二 条第三項 に規定する 信書便物

成年被 後見人に関 する特別代 理人の選 任の審判 事件（別 表第一の十 二の項の事 項につい ての審判 事件をい う。）

成年後見監督 人の解任 の審判事 件（別表 第一の八 の項の事項に ついての 審判事件 をいう。 第百二十七 条第五項に おいて同 じ。）

成年後 見監督人 の選任の 審判事件 （別表第一 の六の項の 事項につ いての審 判事件を いう。）

成年後見 人の解任 の審判事件 （別表第一 の五の項 の事項に ついての 審判事件を いう。第百 二十七条 第一項に おいて同 じ。）

成年 後見人の 選任の審判 事件（別 表第一の 三の項の事 項につい ての審判事 件をいう 。）

後見開始 の審判の 取消しの審 判事件（ 別表第一 の二の項の 事項につ いての審判 事件をい う。）

後見 開始の審 判事件

） であって 、保佐人 若しくは 保佐監督人又 は補助人 若しくは 補助監督 人の同意が ない場合も 、同様と する。

八

（以 下「郵便物 等」とい う。）の 配達の嘱 託及びその 嘱託の取消 し又は変 更の審判 事件（別 表第一の十 二の二の項 の事項に ついての 審判事件 を
九

第三者 が成年被 後見人に 与えた財産の 管理に関 する処分 の審判事 件（別表 第一の十五の 項の事項 について の審判事 件をいう。 第百二十五 条第

成年後見 の事務の監 督の審判事 件（別表 第一の十 四の項の 事項につい ての審判事 件をいう 。）

いう。第 百二十三条 の二におい て「成年 被後見人 に宛てた 郵便物等の 配達の嘱託 等の審判 事件」と いう。）
十

一項及び 第二項に おいて同 じ。）
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（ 管轄）
第二百三 十四条

都 道府県の 措置につ いての承 認の審判事 件（別表第 一の百二 十七の項 の事項に ついての審 判事件をい う。次条 において 同じ。） 及

び 都道府県の 措置の期 間の更新に ついての 承認の審 判事件（同 表の百二 十八の項の 事項につ いての審 判事件をい う。次条 において同 じ。）は 、児
童の住所 地を管轄 する家庭裁 判所の管 轄に属す る。

第百十八条 の規定は 、都道府 県の措置 についての 承認の審判 事件（当 該審判事 件を本案 とする保全 処分につい ての審判 事件を含 む。

（手続行為 能力）
第二百 三十五条

） 及び都道 府県の措置 の期間の更 新につい ての承認 の審判事 件における 児童を現に 監護する 者、児童 に対し親 権を行う者 、児童の未 成年後見 人及
び児童に ついて準 用する。
（陳述及 び意見の聴 取）

家庭裁 判所は、都道 府県の措 置につい ての承認 又は都道府 県の措置の 期間の更 新につい ての承認 の申立てに ついての審 判をする 場

前項の場 合において 、家庭裁判 所は、申 立人に対 し、児童 を現に監護 する者、児 童に対し 親権を行 う者及び 児童の未成 年後見人の 陳述に関 する

に限る。 ）の陳述 を聴かな ければな らない。

合 には、申 立てが不 適法であ るとき又は申 立てに理 由がない ことが明 らかなとき を除き、前 条に規定 する者（ 児童にあ っては、十 五歳以上の もの

第二百 三十六条

２

都道府県の 措置につ いての承 認又は都 道府県の措 置の期間の 更新につ いての承 認の審判 は、第七十 四条第一項 に規定す る者のほ か

意見を求 めること ができる。
（審判の告 知）
第二百 三十七条

、 児童を現 に監護する 者、児童に 対し親権 を行う者 及び児童 の未成年後 見人に告知 しなけれ ばならな い。
（即 時抗告）
都道府県 の措置につ いての承認 の審判

次 の各号に掲 げる審判 に対して は、当該各 号に定め る者は、即 時抗告を すること ができる。

一

都道府 県の措置 について の承認の申立 てを却下 する審判

第二百三十 八条
二

都道 府県の措 置の期間 の更新に ついての承 認の審判

児童を現 に監護す る者、児童 に対し親権 を行う者 及び児童 の未成年 後見人

三

都道府県 の措置の 期間の更新 について の承認の 申立てを却 下する審 判

申立人

児童を現 に監護す る者、児 童に対し親 権を行う者 及び児童 の未成年 後見人

申立人

四
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家庭裁 判所（第百 五条第二 項の場合 にあって は、高等裁 判所）は、 児童福祉 法（昭和 二十二年 法律第百六 十四号）第 三十三条 第二

（都道府 県の措置 について の承認の 審判事件を 本案とする 保全処分 ）
第二 百三十九 条

項の規定 による一 時保護が行 われてい る児童に ついて都道 府県の措 置について の承認の 申立てが あり、かつ 、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）第十二 条第一項の 規定によ り当該児 童の保護 者について 同項各号に 掲げる行 為の全部 が制限さ れている場合 において 、

当該児童の 保護のた め必要が あるとき は、当該申立 てをした 者の申立 てにより 、承認の 申立てについ ての審判 が効力を 生ずるま での間、当 該保護

者に 対し、当該児 童の住所 若しくは 居所、就 学する学校 その他の場 所におい て当該児 童の身辺 につきまと い、又は当 該児童の 住所若し くは居所 、

就 学する学 校その他そ の通常所在 する場所 （通学路 その他の 当該児童が 日常生活又 は社会生 活を営む ために通 常移動する 経路を含む 。）の付 近を
はいかい してはな らないこ とを命ずる ことがで きる。

別表第一（ 第三十九 条、第百十 六条―第 百十八条 、第百二十 八条、第百 二十九条 、第百三 十六条、 第百三十七 条、第百四 十五条、 第百四十 八条―第

百五 十条、第 百五十九条 ―第百六十 二条、第 百六十四 条、第百 六十五条、第 百六十七 条、第百 六十八条 、第百七 十六条、第百 七十七条 、第百八 十

根 拠となる 法律の規 定

二 条、第百 八十八条 、第百八 十九条、第二 百一条― 第二百三 条、第二 百九条、第 二百十六条 、第二百 十七条、 第二百二 十五条―第 二百二十七 条、
第二百三 十二条、 第二百三 十四条、 第二百四十 条―第二百 四十四条 関係）
事項

児 童福祉法 第二十八条 第一項第一 号及び第 二号ただ し書

項

都 道府県の 措置につい ての承認

児童福 祉法第二 十八条第 二項ただ し書

（略）

百二 十七

都道 府県の措置 の期間の 更新につ いての承 認

児 童福祉法

百二 十八

（略）
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四

民法 （明治二十 九年法律 第八十九 号）（抄 ）

父又は 母による虐 待又は悪意 の遺棄が あるとき その他父 又は母によ る親権の行 使が著し く困難又 は不適当 であること により子の 利

（親権喪 失の審判 ）
第八百 三十四条

益を著しく 害すると きは、家 庭裁判所 は、子、その 親族、未 成年後見 人、未成 年後見監 督人又は検察 官の請求 により、 その父又 は母につい て、親

権喪 失の審判をす ることが できる。 ただし、 二年以内に その原因が 消滅する 見込みが あるとき は、この限 りでない。
（親権停 止の審判 ）

父 又は母によ る親権の 行使が困 難又は不適 当である ことにより 子の利益 を害する ときは、家 庭裁判所 は、子、そ の親族、 未成

家 庭裁判所 は、親権 停止の審判を するとき は、その 原因が消 滅するまで に要すると 見込まれ る期間、 子の心身 の状態及び 生活の状況 その他一 切

年後見人 、未成年後 見監督人 又は検察 官の請求 により、そ の父又は母 について 、親権停 止の審判 をすること ができる。

第八 百三十四条 の二
２

の 事情を考 慮して、 二年を超 えない範囲内 で、親権 を停止す る期間を 定める。

父 又は母に よる管理権 の行使が 困難又は不 適当であ ることに より子の利 益を害す るときは、 家庭裁判 所は、子 、その親族 、未成年

（ 管理権喪失 の審判）
第八百三十 五条

後見 人、未成 年後見監 督人又は検 察官の請求 により、 その父又 は母につ いて、管理 権喪失の審 判をする ことがで きる。

第八 百三十四条 本文、第八 百三十四 条の二第 一項又は 前条に規定 する原因が 消滅した ときは、 家庭裁判 所は、本人 又はその親 族の

（親 権喪失、親権 停止又は 管理権喪 失の審判 の取消し ）
第八 百三十六 条

請求によ って、そ れぞれ親 権喪失、親 権停止又 は管理権喪 失の審判 を取り消 すことがで きる。

後見人 に不正な行為 、著しい 不行跡そ の他後見 の任務に 適しない事由 があると きは、家 庭裁判所 は、後見監 督人、被後 見人若し く

（後見人 の解任）
第八百 四十六条

は その親族 若しくは 検察官の 請求により又 は職権で 、これを 解任する ことがで きる。
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