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第１章 

 

児童虐待の理解のために  

～子どもの視点に立って考えてみよう～ 
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児童虐待とは 

                                              

 

｢児童虐待｣は、子どもの心身を傷つけ、人権を侵害する行為です。 

 

｢児童虐待の防止等に関する法律｣（以下「児童虐待防止法」という。）による、｢児童虐

待｣とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他児童を現に監護するものをいう。

以下同じ。）による児童（１８歳に満たないものをいう。以下同じ。）に対する｢身体的虐

待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待｣と定義しています。（児童虐待防止法第 2 条） 

 

子どもたちの安全や人権を守るためには、子どもの視点に立ち、子どもにとって有害となる

おそれのある不適切な関わりが行われていないか、子どもの状況、保護者等の状況、生活環境

等から総合的に判断することが重要です。 

 

例えば、離婚して親権･監護権を有しない親や、同居はしていないけれども頻繁に出入りして

いる祖父母やきょうだい、親のパートナーなどは、法的には｢保護者｣ではありませんが、子ど

もにとっては｢保護者｣に等しい存在であり、このような大人から児童虐待と同じような構造の

暴力が行われることが少なくありません。 

「虐待か虐待でないのか」「虐待かしつけか」にこだわって、適切な支援の必要な時期を逃し

てしまうと、子どもの安全や権利の回復が困難となり、多くの時間を要するようになります。

そのため、｢虐待か虐待ではないのか｣という二分法は、支援を行う際には実際的ではありませ

ん。また、｢しつけ｣かどうかは保護者の意図を問題にするものであり、｢虐待｣は、子どもがど

のように受け止めているか、子どもにどのような影響があるかを問題にするものです。まず見

極めが求められるのは｢子どもは安全か｣ということであり、｢今必要な支援は何か｣ということ

です。 

 

なお、児童虐待防止法第 3 条には｢何人も児童に対し虐待をしてはならない｣と規定されてい

ます。また、保護者以外の者から児童虐待と同じような構造の暴力を受けている子どもも、児

童福祉法の｢要保護児童｣に該当し、保護の対象となります。 

 

しつけと虐待の違い 

｢しつけ｣とは、子どもに自分で行動をコントロールする力をつけるための行為であり、｢虐待｣と

は、保護者の意図や思いにかかわらず、子どもの健全な成長を阻害する不適切な扱いをいいます。 

｢虐待｣かどうかの判断は、保護者の思いとは関係なく、子どもの立場から考えて、｢子どもが苦

しんでいるかどうか｣、｢子どもの成長に悪影響は無いかどうか｣といった観点から判断しなければ

なりません。たとえ、親が愛情に根ざした｢しつけ｣だと考えていても、｢子どもの成長にとってマ

イナスと判断される｣場合は、｢虐待｣にあたります。 

 

 



~ 3 ~ 
 

児童虐待の定義 

                                           

 

児童虐待とは、児童虐待防止法第２条で、保護者がその監護する子どもに対して行う以下の

行為で、４つに分類されています。 

現実には厳密に分類することは難しく、また、どこまでが虐待かを議論しだすと一概に線を

引くことは困難です。しかし、子どもたちと接している人々にとって重要なことは、虐待かど

うかを定義に当てて検証することではなく、｢子どもの心身の安全を守ること｣です。この原則

を忘れないことが重要です。 

 

 

身体的虐待 

 

子どもの身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を与えることをいいます。中には

生命の危険を伴う場合もあります。 

暴力の形としては、叩く、殴る、蹴る、首をしめる、逆さづりにする、お湯をかぶせる、お

湯に顔をつける、タバコの火やアイロンを押し付けてやけどを負わせる、毒物などからだに良

くないものを飲ませる、狭いところに押し込める、ロープでつなぐ、わざと食事を与えない、

などといったものがあります。 

外傷としては、皮膚の外傷、骨折、やけど、頭の中の出血、溺水などがあります。 

もっとも見えやすい形の虐待ですが、虐待者はそれがしつけであると考えていることもありま

す。 

 

 

性的虐待 

 

子どもにとって明らかに過度の性的刺激を与えることをいいます。 

必ずしも性交がなくても子どもにとって明らかに過度な性的刺激や子どもを性的に搾取する

ことが全て含まれます。したがって、自慰を強要されたり、ポルノ写真を撮られることも性的

虐待です。また、思春期以降に子どもの前で誘惑的に裸になったり、みだらな目で子どもの裸

を眺めたりすることも虐待にあたります。 

児童虐待防止法の定義では虐待者を保護者に限定しているため、保護者以外からの暴力等を

虐待として捉えるのではなく、それに対処しなかった保護者のネグレクトに限定されています。 

また、虐待を受けるのは必ず女子とは限りません。男子が性的虐待を受けることもあります。

この虐待は、精神的問題を伴いやすいため、早めの介入が必要です。 
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ネグレクト（保護の怠慢・拒否） 

 

子どもにとって必要なケアを与えないことをいいます。 

衣食住といった身体的ケアに限らず、子どもの発達にとって必要な情緒的ケア、つまり愛情

を与えないこともネグレクトです。また、子どもの安全を守るために必要な監視（見守って危

険に対応すること）をしないこともネグレクトです。したがって、親がパチンコをしている間

に子どもが駐車場で遊んでいて事故にあうといったことも虐待にあたります。 

その他、入浴をさせなかったり、オムツを変えないなどといった子どもに必要な衛生的ケア

をしていなかったり、必要な予防接種や乳幼児健診を受けさせなかったり、必要な医療を受け

させなかったりすることもネグレクトに含まれます。 

大人の都合で子どもに必要な教育を受けさせないこともネグレクトの一つです。 

 

心理的虐待 

 

心理的な暴力や心理的な苦痛を与えることをいいます。 

家族の中で常に孤立させられたり、常に差別されたり、罵倒されたり、おびえさせられたり

することなどがこれにあたります。多くの場合、｢おまえなんかいないほうがいい｣とか､｢おま

えなんか価値がない｣というメッセージが含まれるので､子どもが不安やうつ状態を中心とした

精神障害になる危険性が高いものです。身体的虐待などに比べると見えづらい形の虐待であり、

発見が困難であることも多いため、介入の必要性に対する認識がもっとも遅れています。 

加えて、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）の目撃、つまり子どものわかるところでの

家庭内の暴力も、子どもの虐待にあたります。児童虐待防止法では、ＤＶの目撃は心理的虐待

の一つとしてあげられています。 

 

 

  ◆要保護児童とは… 

    保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のこと 

   をいう。具体的には、保護者の家出、死亡、離婚、入院、服役などにある子どもや虐待を 

   受けている子ども、家庭環境になどに起因して非行や情緒障害を有する子どもも含む。 

  ◆要支援児童とは… 

    要支援児童とは、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童であって要 

   保護児童にあたらない児童のことをいう。具体的には、育児不安を有する親の元で監護さ 

   れている子どもや養育に関する知識が不十分なため不適切な養育環境に置かれている子ど 

   もなどがこれに含まれる。 

  ◆特定妊婦とは… 

    出産後の子どもの養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる 

   妊婦のことをいう。妊娠中から家庭環境におけるハイリスク要因を特定できる妊婦であり、 

   具体的には経済的に不安定である、家族構成が複雑、親の知的、精神的障害などで育児困 

   難が予測される場合などがある。 
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虐待が子どもに及ぼす影響 

                                  

 
虐待を受けた子どもの心や身体には、はかりしれない深い傷が残ります。身体的影響のみ

ならず、発達の遅れがみられたり、知的障がいが引き起こされることもあります。また、も

っとも身近な存在である保護者との間の基本的な信頼関係が損なわれているため、人格形成

にも重篤な影響が生じ、親として養育者になった時に、子どもに虐待してしまう（世代間連

鎖）場合があることも指摘されています。 

 

 

身体的影響 

 

身体的虐待を受けたことによる、傷、あざ、栄養不良、死亡などの影響があります。 

特に乳児期は抵抗力が弱いため、程度の軽い身体的虐待でも、繰り返し受けることで, 重

大な影響を受けることがあります。 

また、ネグレクトや心理的虐待を受けたことにより、低身長、低体重といった発育不良な

どの影響もあります。 

 

発達への影響 

 

頭部への強い衝撃や栄養障害、また情緒的ケアを与えないネグレクトにより、運動や言語、

知的発達などの脳機能に障害を与えます。 

 

精神への影響 

 

最も身近な存在である保護者から虐待を受けることにより、基本的な人間関係である愛着

に問題を生じさせ、誰とも信頼関係を築くことができなかったり、逆に、だれかれなしにベ

タベタと接することがあります。また、PTSD（心的外傷後ストレス障害）と呼ばれる精神

症状を引き起こすこともあります。 

 

行動への影響 

 

虐待を受けたことにより、「どうしようもないんだ」などといった無力感が生じ、現実の世

界から逃避するため、家出や万引き、またシンナーや薬物に依存するなどの非行行為が発現

したりします。 

また、幼少期に虐待を受けた親が、自分の子どもにも同じように虐待を行う「世代間連鎖」

の問題も指摘されています。 

    

 



~ 6 ~ 
 

虐待につながる要因 

                                           

 

虐待の発生要因として次のようなものが考えられますが、実際にはこれらの要因が絡み合

って発生します。 

 

保護者にかかる要因 

 

子ども時代に虐待を受けていた保護者の中には、安定した人間関係・親子関係が保てず、

虐待につながっていくこと（世代間連鎖）があります。 

また、親から得られなかった愛情を子どもに求めたり、愛情を求めてくる子どもに怒りを

感じてしまう場合や精神的な問題があるのに適切なケアを受けていない場合などが虐待につ

ながる要因となります。 

 

家庭環境にかかる要因 

 

夫婦不和や経済的困窮のため、家族が不安定な状態にある場合には、家庭内のストレスは

高まります。また、何らかの事情で長期間親子が別居生活していた場合には、親としての愛

情を感じにくくなることがあります。再婚した場合など、新たな配偶者への気兼ねなどから、

前の配偶者との間の子どもに厳しく接する場合もあります。 

 

児童にかかる要因 

 

保護者が｢手のかかる子｣｢育てにくい子｣と感じてしまうと、子どもに対して苛立ち、怒り

などの否定的感情を抱いてしまいがちです。なだめにくい子ども、慢性疾患や発達に問題の

ある子どもに対して、愛情が持てなくなったり、否定的な態度をとったり、ストレスで攻撃

的になったりして、虐待につながることがあります。 

 

社会的環境要因 

 

核家族化や養育者の社会的孤立化に伴い、地域や親族関係が希薄になったり、子育てを身

近に観察する機会が乏しくなっています。子育ての悩みを相談できず孤立してしまうことが

多く、不安と焦燥感がストレスを高め虐待を起こす要因となります。 

 

 

虐待は児童や保護者にかかる要因だけでなく、その背景に様々な問題を抱えているケース

が多いといえます。 
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第２章 

 

市における虐待防止ネットワーク 

～虐待対応は県や市町の責務です～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 8 ~ 
 

虐待対応は県や市町の責務です 

                                  
 

 

児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を

与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児

童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見に努め、児童虐待を受けた児童の保

護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を

推進し、児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。（児童虐待防止法第１条） 

 

 

 

児童虐待防止対策の経緯 

児童虐待防止法による要保護児童対策としての対応 

 

平成１２年 児童虐待防止法の制定（Ｈ１２．１１．２０施行） 

児童虐待の定義（身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待） 

住民の通告義務 

立入調査等における警察官の援助等 

 

平成１６年 児童虐待防止法・児童福祉法の改正（Ｈ１６．１０以降順次施行）  

児童虐待の定義の見直し（同居人による虐待を放置すること、児童の目前のDV等も対象）  

通告義務の範囲の拡大（虐待を受けたと思われる場合も対象）  

市町村の役割の明確化（相談対応の明確化し虐待通告先に追加）  

協議会の法定化 

司法関与の強化（強制入所措置、保護者指導） 

 

平成１７年 市町村児童家庭相談援助指針の策定（Ｈ１７．４ ）等 

市町村児童家庭相談援助指針 

野洲市要保護児童対策地域協議会設置（H17.9.1）・運営指針の策定等 

 

平成１９年 児童相談所運営指針等の見直し（Ｈ１９．１） 

安全確認に関する基本ルールの設定（４８時間以内が望ましい）  

虐待通告の受付の基本を徹底 

きょうだい事例への対応を明確化 

すべての在宅の虐待事例に関する定期的なフォロー 

関係機関相互における情報共有の徹底（協議会の運営強化） 

平成２０年 児童虐待防止法・児童福祉法の改正（Ｈ１９．６公布、Ｈ２０．４施行） 
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児童の安全確認等のための立入調査等の強化、保護者に対する面会 

通信等の制限の強化、保護者に対する指導に従わない場合の措置の明確化等 

 

平成２１年 児童福祉法の改正（H２０．１２公布、H２１．４施行） 

      要保護児童対策地域協議会（以下「協議会」という）の協議対象を、養育支援が

特に必要である児童やその保護者、妊婦に拡大するほか、要保護児童対策調整機

関（以下「調整機関」という）に、一定の要件を満たすものを置く努力義務が課

せられる。 

 

平成24年 民法等の改正（H23．6公布、H24．4施行） 

      親権停止及び管理権喪失の審判等について、児童相談所長の請求権付与 

      施設長等が児童の監護等に関し、その福祉のために必要なその措置を不当に妨げ

てはならないことを規定 

      里親等委託中及び一時保護中の児童に親権者等がいない場合の児童相談所長の親

権代行を規定 

市町村は、子育て支援事業が積極的に提供されるような体制の整備に努めるとともに、子育

て支援事業に関する情報提供・相談・助言等を行うことにより、要保護児童等を養育している

家庭だけではなく、すべての子育て家庭を対象として支援が行われることとなりました。 

 児童家庭相談の一義的な窓口を市町村が担うこととなり、児童家庭相談体制と協議会の機能

強化を図っていく必要があります。 

 このように、市町村はネットワークを機能させ、地域の様々な資源やサービスを活用し、ま

た、児童相談所は専門性を活かし、お互いに協働しながら子どもの虐待の未然防止から自立に

向け切れ目のない支援に取り組んで行くことが求められています。 

 

 

市町村・児童相談所における相談援助における相談援助活動系統図（厚生労働省／市町村児童家庭相談援助指針） 

 

 

 

・相談 

・調査 

・診断 

・判定 

・一時保護 

受理会議 

判定会議 

援助方針会議 

 

援助 

・助言指導 

・継続指導 

・他機関の紹介 

・訓戒・誓約措置 

・児童福祉司指導 

一般住民 
民間団体 
児童委員 
保育所 
幼稚園 
児童家庭支援セ
ンター 
児童福祉施設 
里親 
保健所 
学校 
警察 
市町村保健セン
ター 
医療機関 
司法機関 
他の関係機関等 

児童相談所 都 道 府 県 
福祉事務所 

 
 
 
・相談 
・調査 
・診断 
ケース検討会議 
 
援助 
・助言指導 
・継続指導 
・他機関の紹介 
・子育て支援 
 コーディネート 

市町村 

・児童委員指導 

・児童家庭支援センタ

ー指導 

・里親委託 

・児童福祉施設入所 

・指定医療機関委託 

・児童自立生活援助措置 

・福祉事務所送致 

・その他の措置 

・家庭裁判所への 

 家事審判の申し立

て 

・家庭裁判所送致 

要保護児童対策地域協議会（調整機関） 
 

（相談・通告） （送致等） 

（通告等） 

（相談・通告） 

（送致等） 

（支援等） 

（送致・通告等） 

（紹介・通知等） 

（紹 介） 

（措 置） 

（措置中指導） 

（報 告） 

（施設長意見等） 

ケース検討会議（情報交換、支援内容の協議等） 

子ども 

・ 

家庭 

（相談・通告） 
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市の役割 

                                           

 

 市は一義的な児童家庭相談窓口です。業務を行うにあたっては、必要に応じ子ども家庭相談セン

ターに援助を求めることとなっています。 

 

児童家庭相談 

 

【子どもや家庭に対する主な部署】 

 

子育て家庭支援課（家庭児童相談室） 

 福祉事務所に家庭児童相談室を内設していて児童家庭相談の窓口として機能しています。 

相談室では、家庭児童相談員などが子どもや家庭に関する各種相談に応じています。福祉サ

ービスや子育て支援サービスを活用し、虐待の発生予防から子どもの自立支援に至るまで切

れ目のない支援を行っています。また、養育支援が特に必要と思われる家庭に対しては、養

育支援訪問事業を実施し、健康推進課と母子保健事業や乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは

赤ちゃん事業）において連携を図っています。 

 子育て家庭支援課（家庭児童相談室）が協議会の調整機関の役割も合わせて担っています。 

 

 

健康推進課

 妊産婦・乳幼児に関する様々な相談･訪問･指導・乳幼児健康診査・子育てに関する教室を

行っています。母子保健活動を通じて、子どもの虐待の未然防止や、専門性や訪問型の支援

機能をいかし、柔軟で且つ継続的な支援を行うことができます。 

 保健活動で早期に把握したハイリスクケースを、時期を見て子育て家庭支援課（家庭児童

相談室）や学校教育課につないだり、協議会において他の関係機関と連携して支援すること

で、妊娠期からの切れ目のない支援が実現できます。したがって、それらの部局との日常的

な連絡調整やケースの共有・検討の場は不可欠といえます。 

 

 

学校教育課 

 子ども達の豊かな人間性や社会性を育てる中核的な役割を果たしています。 

 学習・生活指導に取り組むだけでなく、日々のあらゆる教育活動を通じて虐待問題の周知

を図ることができます。さらに、協議会の一員として、所轄する各学校等に児童虐待への理

解を働きかけたり、調整機関である子育て家庭支援課（家庭児童相談室）と連携しながら、

虐待を受けた子どもはもちろんのこと、すべての子どもの健全育成に努めています。 
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庁内連携 

 

「市」には、児童虐待防止主管課（子育て家庭支援課）や、保育主管課（こども課）、母子保健

主管課（健康推進課）、人権施策主管課（人権施策推進課）、教育委員会（学校教育課）などの子

どもに関わる職場から、住民窓口などその他不特定多数に関わる職場まで、様々な部局が存在し

ます。児童虐待について地域住民に周知をしたり、福祉とは直接関係のない部署でも児童虐待へ

の理解を持って窓口業務にあたるなど、野洲市全体で児童虐待の問題に取り組んでいくことが大

切です。 

 

 

職員と専門性の確保およびスクールソーシャルワーカー（SSW）の重要性 

 

  市の児童家庭相談件数の増加とともに、児童虐待防止主管課をはじめ児童家庭相談担当部

局に人的資源を質、量ともに確保することが基本となります。特に初期の判断が、子どもの

安全を左右しかねない虐待対応では一定の見立てができる専門性を持った職員の配置は大き

な課題といえます。 

  当市では平成 24 年度から県事業における SSW の配置・活用を実施しています。SSW は

教育現場での子どもの支援において支援の専門性を活かし、各関係機関への指導・助言・調

整・連携をはじめ、実質的支援においても教員とは異なる視点や立場で保護者や子どもと関

われる存在として重要な役割を果たしています。 

 

 

◎障害者虐待防止法の施行（平成 24 年 10 月 1 日～）との関連 

 

  障害者の自立および社会参加にとって障がい者に対する虐待を防止することは極めて重要 

 であることから、障がい者の権利利益の擁護を図ることを目的に障害者虐待防止法が施行さ 

れました。 

① 養護者による障がい者虐待 

障がいのある人の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居人による虐

待 

② 障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待 

障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待 

③ 使用者による障がい者虐待 

障がいのある人を雇って働かせている事業主などによる虐待 

  ◆18 歳未満の障がい児に対する養護者虐待は、総則など全般的な規定や養護者の支援につ

いては障害者虐待防止法に規定されていますが、通報や通報に対する虐待対応について

は、児童虐待防止法が適用されます。 
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要保護児童対策地域協議会 

 

要保護児童対策地域協議会は法定協議会です。 

 市が設置する協議会は、児童福祉法第２５条の２による法定協議会で、市において、福祉・

保健・医療・教育など関係機関（者）で構成され、要保護児童及びその保護者（以下｢要保護

児童等｣という。）に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報交換

を行うとともに、要保護児童等に対する支援内容に関する協議を行う組織のことです。 

 

 市は協議会の運営が円滑に進むよう調整機関を｢子育て家庭支援課（家庭児童相談室）｣に

設置しています。協議会は、代表者会議・実務者会議・個別ケース検討会議の三層構造で構

成され、それぞれが有効に機能することで適切な支援を図っていくものです。 

  

 

 

 

 

協議会の主な特徴 

① 責任体制の明確化（公示 児童福祉法第２５条の２第３項） 

 協議会運営の中核となる調整機関や構成員などの公示をすることが義務付けられています。

このことにより、協議会の責任体制が明確になります。 

 

② 守秘義務による情報共有（児童福祉法第２５条の５）および活用 

 要保護児童等の支援にあたっては、本人や家族の同意が得られない場合が多くあります。 

そのため協議会の構成員（構成員であったものを含む）は、すべて守秘義務が課せられてお

り、これまでの法令上の守秘義務のない個人（学識経験者等）や任意団体なども加えること

が可能です。※守秘義務違反 児童福祉法第６１条の３…１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金 

  また、多様な機関で構成される協議会において、適切で迅速な支援をおこなっていくため

には、支援の決定をするに足る情報を収集し、共通の理解を得ることが不可欠です。守秘義

務はその責任を課すだけでなく協議会内での適切な支援をするための情報共有と、協議会の

外部機関が安心して情報提供できるような役割を持っています。 

 

③ 関係機関への協力要請（児童福祉法第２５条の３） 

 協議会は、必要に応じて、協議会の構成員以外からの機関等に対して、資料または情報の

提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができます。 

 

協議会調整機関の業務 

 現在、調整機関は「子育て家庭支援課（家庭児童相談室）」で担っており、協議会に関する事

務の総括、支援の実施状況の進行管理、関係機関との連絡調整などの業務を行っています。 

◎協議会機能のメリット 

 ①早期発見…虐待の兆候に早期に気づくことで、重篤化する前に対応可能。（P14） 

 ②機関連携…関係機関が相互でそれぞれの役割を理解し、連携支援が可能。（P22） 

  ③組織対応…一人が抱え込まず組織として対応することで過重な負担が軽減。（P22） 
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会議の三層構造 

  

代表者会議 

相談支援だけを行う部局だけでなく、市全体で発見し、支援につないでいく体制作りが必要

なため、広範囲の部局または関係機関の代表者等により構成されています。 

会議の開催は、年に２回以上。市の現状把握、実務者会議などの活動状況の報告、効果的な

支援システムの構築などの検討を行います。 

 

実務者会議 

各関係機関の支援の状況を把握している実務の担当者で構成される会議です。 

会議の開催は、毎月１回開催。 

・ 協議会が支援の対象とするすべての虐待ケースについての定期的な状況のフォロー、主担当

機関の確認、支援方針の見直しと終結。 

・ 定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討。 

・ 要保護児童等の実態把握や支援を行っているケースの総合的な把握。 

・ 要保護児童支援対策を推進するための啓発活動。 

・ 協議会年間活動方針の策定、代表者会議への報告。 

 

個別ケース検討会議 

個別の要保護児童等に対する具体的な支援等を検討するために開催する会議です。その子ど

もに直接関わりを有している担当者等により適時開催します。 

・ 関係機関が現に対応しているケースの緊急度･重症度の判断などのアセスメント。 

・ 要保護児童等の状況の把握や問題点の確認。 

・ 支援の経過報告およびその評価、新たな情報の共有。 

・ 支援方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有。 

・ ケースの主担当機関と主たる支援機関の決定。 

・ 実際の支援、支援方法、支援スケジュールの検討。 

・ 次回会議（評価及び検討）の確認。 

 

 

実りある会議（個別ケース検討会議）のためのポイント 

○よくある適切でない会議のパターンとして、次のようなことがあげられます。 

・ 特定の個人の意見しか出されず、参加者の共有ができない。 

・ 毎回情報交換だけに終わり、結論が出ない。 

・ 互いの問題点の指摘や批判、あるいは役割の押し付けに終始し連携が図れない。 

○自らケースを担当している職員が会議の進行を行うのは、冷静な議論や議事の妨げとなるこ

ともあり､事例提出者と進行者を分けることが望まれます。また、記録者も別に定め、会議録

を作成し､会議の参加者が検討結果を共有することも大切です。 
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未然防止・早期発見 

虐待対応にはさまざまな段階がありますが、何よりも未然に防止することが大切です。市は、

妊娠期から乳幼児期においての役割を果たす保健との連携を図り、地域における子育て支援の

推進、住民への虐待防止に向けた啓発に努めます。 

児童虐待防止法第４条において、住民、関係機関（者）の通告義務を周知し、意識を高める

ため、住民や関係機関に対して虐待防止の啓発や研修等を行うよう規定しています。 

 

また、虐待が深刻化する前の段階で早期にその兆候に気づき、発見対応することも重要です。 

市の窓口対応での発見に努めることはもとより、特に子どもと接する機会の多い保育園、幼

稚園、学校、医療機関、保健センター等の機関では、｢不自然だな｣｢変だな｣と感じる力を高め

ておかなければなりません。 

児童虐待防止法第５条では、これらの機関は児童虐待を発見しやすい立場にあることから､早

期発見の努力義務が規定されています。 

 

虐待の通告受理から対応支援まで 

市は、法律により、児童家庭相談を行うとともに、要保護児童（被虐待児童も含む）を発見

した者及び虐待を疑った者からの通告（相談･情報提供を含む）の受理機関としての役割があり

ます。（児童福祉法第２５条、児童虐待防止法第６条） 

 

虐待通告（相談）を受理した市は、受理会議を行い、まず、速やかな目視による子どもの安

全の確認を行います。必要な情報を集めてアセスメントを行い、その家庭に対する支援が始ま

ります。必要に応じて市は、子ども家庭相談センターに技術的援助・助言を求めたり、特に緊

急性や重症性が高い場合には送致しなければなりません。（児童虐待防止法第８条） 

 

子どもの虐待の程度と対応 

 

最重度（生命の危機）         児童虐待が生じている家庭に対する再発防止・ 

                 世代間連鎖予防（積極的介入支援：子ども家庭相談センタ 

重度               ー中心の介入､ケア、警察による事件化） 

 

中度         イエロー         ハイリスク家庭に対する進行予防（対象家庭の早期把 

軽度            ゾーン        握と積極的支援：保健師や児童福祉司等訪問活動） 

 

育児に否定的       グレーゾーン      育児不安・負担を抱える家庭に対する発生予防・進 

育児不安                     行予防（対象家庭の早期把握と支援：母子保健活動） 

 

                           発生予防（育児支援活動等の周知：地域での子 

           適切なかかわりゾーン      育て支援活動 
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子ども家庭相談センターの役割 

                                  

 

子ども家庭相談センターとは 

 

 子ども家庭相談センターは、児童福祉法により18歳未満の子どもに関わる各種の相談に応じ、

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に基づき、子どもおよび保護者

に支援を行っています。現在、県内２か所に子ども家庭相談センター（中央・彦根）が設置さ

れています。県下の市町を南西部と北東部に２分割して管轄し、それぞれに一時保護所を併設

し、緊急時の子どもの保護にも備えています。大きく、虐待通告を受けて対応する虐待班チー

ムと、地区担当チームとに分かれています。地区担当の児童福祉司は各種の相談を担当し、児

童心理司や医師とチームを組んで相談に応じています。 

 なお、平成28年度には現在の中央子ども家庭相談センターを二分化し、新たなセンターが1

箇所設置される予定です。 

 

 平成17年４月に市町が児童家庭相談窓口として明確化されて以降、虐待の未然防止や早期対

応の取り組みの中心は市町とされるとともに、子ども家庭相談センターの役割は市町への後方

支援および専門的な知識・技術を必要とする事例への対応へと重点化されています。 

 子ども家庭相談センターは、次のとおり、相談機能等とともに、立入調査、一時保護および

児童福祉施設等への措置といった他機関にはない法的権限を有する専門機関です。 

 

 なお、児童虐待とドメスティックバイオレンス（ＤＶ）は密接な関係があり、子ども家庭相

談センターは、児童相談所の機能と併せて、婦人相談所を併設し、また、配偶者暴力相談支援

センターとしての相談機能も有しています。 
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基本的機能                       ※（  ）内は児童福祉法の条項 

（１）市町村援助機能 

市町村による児童家庭相談への対応について、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情  

報提供その他必要な援助を行う機能（第12条第２項） 

（２）相談機能 

子どもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識および技術を必要とするものに

ついて、必要に応じて子どもの家庭、地域状況、生活歴や発達、性格、行動等について専門

的な角度から総合的に調査、診断、判定（総合診断）し、それに基づいて援助指針を定め、

自らまたは関係機関等を活用し一貫した子どもの援助を行う機能（第12条第２項） 

（３）一時保護機能 

必要に応じて子どもを家庭から離して一時保護する機能（第12条第２項、第12条の４、第

33条） 

（４）措置機能 

子どもまたはその保護者を児童福祉司等に指導させ、または子どもを児童福祉施設、指定医

療機関に入所させ、または里親に委託する等の機能（第26条、第27条（第32条による知事

の権限の委任）） 

・児童福祉司指導措置（第27条第１項第２号） 

・児童福祉施設等入所措置 

  保護者の同意等のある場合（第27条第１項第３号） 

  家庭裁判所の承認を得て強制的に行う（第28条第１項第２号） 

・立入調査・質問（第29条） 

 

 

.民法上の権限                      ※（  ）内は児童福祉法の条項 

① 親権者の親権喪失宣告の請求申し立て（第33条の7） 

② 未成年後見人選任および解任の請求申し立ておよび申し立て中の親権の代行（第33条の8、

9） 

 

児童虐待防止法における機能、役割           ※（  ）内は児童虐待防止法の条項 

①市町村および県福祉事務所とともに、児童虐待通告の受理機関（第６条） 

②市町村および県福祉事務所とともに、通告のあった子どもの安全確認義務（第８条） 

③子どもの住所および居所への立入調査権（第９条） 

 児童相談所長が、「児童虐待が行われているおそれがある」と認めるときは、子どもの住所・

居所に立ち入り、必要な調査・質問をさせることができます。なお、正当な理由がないのにこ

れを拒み、妨げ、忌避し、答弁せず、虚偽の答弁をしたり、子どもに答弁させず、または虚偽

の答弁をさせた者は、50万円以下の罰金（児童福祉法第61条の５）に処せられることがあり

ます。 
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④保護者への出頭要求、再出頭要求（第８条の２、９条の２） 

 児童相談所長は、保護者に対し子どもを同伴して出頭することを求め、必要な調査または質

問することができます。保護者が出頭の要求に応じない場合は、立入調査等を行います。 

 

⑤子どもの住所および居所への臨検または子どもの捜索（第９条の３～９） 

 保護者が再出頭要求を拒否した場合で虐待が行われている疑いがあるときは、児童相談所長

はあらかじめ裁判所の裁判官の許可を受けて、子どもの居所等に臨検し子どもを捜索すること

ができます。 

 

⑥警察署長への援助要請等（第10条） 

 児童相談所長が、子どもの安全確認、一時保護、立入調査または質問を行おうとする場合で、

職務執行のために必要があると認める時は、子どもの所在地を管轄する警察署長に援助を求め

ることができ、場合によっては援助を求めなければなりません。 

 

⑦児童虐待を行った保護者への指導（第11条） 

 保護者が指導勧告に従わなかった場合、児童相談所長は子どもを一時保護や審判による入所

措置等をとることになります。 

 

⑧面会または通信制限（第12条） 

 児童福祉法第27条に基づく施設等入所措置がとられた場合、児童虐待防止および子どもの保

護の観点から、保護者が子どもと面会したり通信することを制限することができます。 

 また、一時保護および児童福祉法第27条の同意等の入所措置中の子どもについても、同様に

制限することができます。 

 

⑨一時保護（第12条の２） 

 児童福祉法第27条の同意等の入所措置児童について、保護者からの引渡し、面会、通信の求

めがあった場合でも、これにより子どもの保護に支障を来す場合には、児童福祉法第28条の強

制入所措置を行うまでの間、子どもを一時保護できます。 

 

⑩つきまといまたははいかいの禁止命令（第12条の４） 

 知事は児童福祉法第28条に基づく施設等入所措置がとられた場合、保護者に対してその身辺

へのつきまといや住居や就学する学校等の付近へのはいかいを禁止することを命ずることがで

きます。 

 

⑪資料または情報の提供（第13条の３） 

 地方公共団体間で児童虐待に関連する必要な情報を利用・提供することができます。 

 

滋賀県 市町向け子どもの虐待対応マニュアルより 
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第３章 

 

児童虐待への具体的対応 

～発見・通告・支援～ 

 

 

 

 

 

 



~ 19 ~ 
 

児童虐待の発見 

                                        

虐待の悲劇を未然に防ぐには、早い段階で虐待を発見し対応することが求められます。虐待

を早期に発見するためには、危険を知らせるサインを見逃さないことです。特に学校や学童保

育所、幼稚園、保育園、医療機関、保健センター等の機関や民生委員・児童委員などが、｢おか

しいな｣｢いつもと違うな｣と感じたら要注意です。添付の｢早期発見のためのチェックリスト｣を

参考にして、サインを見逃さずキャッチすることが重要です。 

 

通告の義務 

 

虐待は｢早期発見と迅速な対応｣がきわめて重要となります。｢虐待であると判断できない｣と

通告をためらう場合がありますが、虐待が疑われるときには、抱え込まずに速やかに子ども家

庭相談センターまたは、子育て家庭支援課（家庭児童相談室）に通告する義務があります。ま

た、守秘義務より通告義務が優先されます。（児童虐待防止法第６条第１項、第３項） 

連絡・相談という形でも通告していただくことが、早期発見の対応、介入、援助につながり

虐待の予防にもつながりますので、個人の判断ではなく、見たこと、聞いたことをそのまま情

報として伝えることが必要です。 

 

虐待の判断 

 

虐待かどうかの判断は、子ども家庭相談センターや子育て家庭支援課（家庭児童相談室）に

て判断します。通告や連絡・相談は、あくまでも虐待を未然に防ぐための行為であり、虐待の

悲劇から子どもや親を守るための行為ですので、虐待がたとえ疑いであっても、ためらわずに

通告・連絡・相談することが大事です。 

虐待を考える上での基本的な視点は｢子どもの虐待は人権侵害である｣こと、｢子どもの虐待は、

子どもの立場で考え、保護者の意図とは無関係である｣こと、すなわち保護者がしつけであると

いうことを主張しても、その言葉を考慮する必要はありません。 

ですから、｢迷ったら、虐待として考える｣という視点が肝要です。 

 

プライバシーへの配慮 

 

虐待を受けた児童を保護し、その再発防止に資するという目的のために、通告を行うことは、

刑法、国家公務員法、地方公務員法等の守秘義務違反には該当しません（児童虐待防止法第６

条）。また、通告した人を特定しうる情報（氏名・住所・時間・場所等）を漏らすことをしては

ならないという禁止事項があり（児童虐待防止法第７条）、通告者の秘密は守られ、通告者が特

定されることはありません。さらには通告内容が間違っていたとしても責任を問われることは

ありません。 
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通告のポイント 

                                       

 

 

① 「事実に基づく情報」と「未確認の情報」と「推測・感想」に分けて伝える 

 

 

                             見たこと  

                             確認したこと 

                          

虐待家庭に           整理して     聞いたこと 

    関する情報                      

                             推測したこと 

                             感じたこと 

                                                           

 

情報については、子どもの名前や家族構成など確認できたことは、「事実」として伝えます。 

それに対して、「周囲の人がこう言っている」という伝達情報は未確認のこととして伝えます。ま

た「こうではないか」という推測や「こう感じた」という感想も、別のカテゴリーとして整理する

必要があります。 

このような情報の整理は、その後の会議や対応をより適切なものにするために大変重要です。 

 

② 通告書について （P43 通告書、P44 虐待通告受付票 参照） 

 

通告する際に必要とされる情報例 

（１）被虐待児童及び家族の氏名・住所・年齢（生年月日）・家族構成・住居状態等 

（２）虐待内容（誰から・いつから・頻度・どんなふうに） 

（３）児童・家族の状況（学校等の所属機関・関係機関との関わり） 

（４）情報源（目撃・推測等） 

（５）通告･相談について、保護者の了解の有無 

（６）通告者の氏名・所属・連絡先・通告の意図、協力・連絡の諾否 

（７）その他 

 

 

通告書は、子ども家庭相談センターまたは、子育て家庭支援課（家庭児童相談室）に通告す

る際に使用してください。情報に関しては、事実に基づいた項目をわかる範囲で記入するよう

にしてください。わからないところは空欄のままでかまいません。 

？？ 

相 

談
・
連 

絡
・
通
告 
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通告から支援までの基本的な流れ 

                                       

通告があった場合には、虐待対応の中心機関である｢協議会事務局（家庭児童相談室）｣にお

いて直ちに緊急受理会議を開き、当面の方針を検討し安全の確認、状況を把握すると同時に、

関係機関と連携しながら相談活動や地域での見守りなどの援助活動をしていきます。 

虐待が深刻・緊急な場合や親の養育が困難な時などは、子ども家庭相談センターで一時保護

したり児童福祉施設への入所の措置をとります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

虐待の疑い 

 
 
 ●注意深く聴取し記録する。 
 ●庁内・関係機関より情報を収集し、事実確認・現状把握する 
 ●リスクアセスメント（緊急度の判断） 
●必ず子どもの安全確認をしてから、次の段階へ 

 

 

 ●虐待事例の危険度・緊急度の判断 
 ●虐待の状況把握、問題点の確認 
 ●支援の経過報告およびその評価、新たな情報の共有 
 ●支援方針の確立、具体的な役割分担、主担当機関・主たる支援

機関の決定 

要保護児童対策地域協議会 

実務者会議・個別ケース検討

会議 

通告受理・初期対応 

通告 

 

 

 

支援の継続 

野洲市 

一時保護 

 
 
●家族関係、生活環境等の
改善を図るため、地域の関
係機関が継続的に支援を行
う。 
●子どもの保護の必要が生
じた場合には、随時、子ど
も家庭相談センターが一時
保護を行う。 

 
 
●児童福祉施設、女性保護施
設等入所による支援を行う。 
●施設入所については、保護
者の同意が得られない場合
は、家庭裁判所の承認を受け
て、子ども家庭相談センター
が、入所させることができる。 
●家族関係、生活環境等の改
善を図るため地域の関係機関
が継続的に支援を行う。 

在宅による支援 施設入所による支援 

子ども家庭相談センター 

 

送致 
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関係機関での連携 

                                  

 

迅速な対応 

虐待は事例によっては猶予を許さない緊急な対応が必要です。各関係機関の職員は虐待の

発見や通告がなされたときは、他の業務に先んじて対応を行うことを原則とします。初期対

応が緩慢であったり手間取ることによって、取り返しのつかない事態が少なからず生じるこ

とに留意が必要です。 

 

組織的な対応 

虐待への援助は担当者一人の判断で行うことを避けなければなりません。発見や通告があ

れば緊急受理会議を開いて調査やアプローチの方法、あるいは一定の評価を機関として行わ

なければなりません。受理会議以降も情報の収集や機関連携、援助の方向など個別ケース検

討会議等によって進めていく必要があります。 

虐待の背景には社会的、医学的、心理的要因を含む複雑な問題が重複しています。専門的

な介入・援助につなげるためには、調査（社会的診断）等によって評価及び総合診断（判定）

が必要となります。子ども家庭相談センターがその中心になるわけですが、対応のためには

早期から関係機関の協力･連携体制を構築することが重要となります。 

特に困難な保護者への対応、ポイントとなる調査や機関調査などは複数の職員で対応する

ことを心掛けなければなりません。また総合的、多面的に問題を捉え、より的確な評価や判

断を行うための、個別ケース検討会議などを積極的に活用するよう心掛けていきましょう。 

 

機関連携による援助 

多様な問題を抱える家族に対しては､一機関の援助で効果をあげることは困難です。問題

に対する対応機能をもった機関との連携が援助にあたっての必須の条件になります。 

機関連携が効果を発揮するためには、お互いがそれぞれの立場と機能を十分に理解し、問

題に対する認識と援助目標を共有化させる作業が必要です。その上で、相互の役割分担や援

助のキーパーソンを定め、随時援助の評価や調整を行っていくことが大切であり、機関の合

同会議にあたっては、必要に応じ機関としての決定権を持つ人の参加が重要です。また、日

頃からの機関同士の協力関係の維持や職員の相互面識も重要な要素です。 

 

子どもの安全確保の優先と支援 

保護者との関係性に配慮が行き過ぎることによって、介入や保護に判断が鈍り、結果とし

て子どもが犠牲になってしまう事例が､少なからず生じていることをより重視しなければな

りません。関係者との協議や個別ケース検討会議においても、危険性を最も懸念している人

の判断にたった上で援助を展開していくことを原則とします。 
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基本的な姿勢 

保護者（虐待者）も、自身が過去に虐待の被害者であったり困難に直面した社会的弱者で

あることが多いので、できる限り保護者の心情や背景をくみ取った面接や対応を心掛けるこ

とが必要です。 

  しかし、支援には共感や受容が必要ですが、虐待対応において全面受容の姿勢は、虐待を

容認してしまうことになります。「虐待は容認できない」という姿勢をきちっと示していくこ

とが大切になります。子どもにとって安全な養育方法への変更を求めていくことになります。 

 そのためには、毅然とした姿勢を維持しながら、良好な関係性を構築していくことが、ポイ

ントとなります。 

 

 

積極的な虐待対応例 

（1）支援者には「虐待の再発や悪化を認めるわけにはいかない」という譲れない線が

あります。 

  ★「お子さんにこんな力をつけてほしいという望みはよくわかりますが、そのために叩く

という方法をとるのは良くないです」 

  ★「このようなことが続くと子どもに悪影響があるし、一緒に暮らせなくなってしまうこ

ともあります」 

  ★「難しいかもしれないけれど、今とは少し違った接し方ができるように一緒に考え、実

行していきましょう」 

 

（2）支援の関係性を良好にするために 

  ★支援者側の考えや見立てだけで支援を構成するのではなく、保護者や子どもの言い分に 

   耳を傾け、支援の中に取り入れていく。 

  ★判断の誤りがある場合もあり、あらゆる可能性を視野に入れ、柔軟に対応していく。 

  ★リスクとストレングス（強み）をバランスさせて支援をおこなっていく。 

 

（3）子どもの安全に焦点を合わせ、工夫をサポートします。 

  ★虐待だけ注目するのではなく、生活全般を見ていくことが必要になります。良好な養育

についての話を尋ねることで、スキルアップをサポートすることが可能になります。話

題の中に出てきた安全につながる関わりを際立たせるように質問をしていきます。 

  ★「問題を解消するというよりも、安全につながるいい関わりを増やすことを一緒に考え

ましょう」 

  ★「うまくやれていることは何も変える必要がない」「うまくいかないなと思ったら、他の 

やり方を試してみましょう」「うまくいったら、繰り返しましょう」 

  ★「え～、何でそんなことをしてみようと思ったの?」「違う結果出たということは、何か

いつもと違ったことしたんじゃないんですか?」 
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    ○児童虐待の連絡、子どもに関わる相談 

     野洲市役所 子育て家庭支援課（家庭児童相談室） 

       ℡０７７（５８７）６１４０（平日 午前 8 時 30 分～午後５時１５分） 

       ℡０７７（５８７）１１２１（夜間・休日） 

        

     緊急の場合は次の連絡先もあります。 

      ・虐待ホットライン（滋賀県中央子ども家庭相談センター） 

       ℡０７７（５６２）８９９６（24 時間受付） 

      ・児童相談所全国共通ダイヤル  

℡０５７０（０６４）０００（２４時間対応） 

      ・守山警察署 

       ℡０７７（５８３）０１１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 25 ~ 
 

 

 

 

第４章 

 

その他 
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ＤＶ（ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ･ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ）と児童虐待との関係 

                                           

 

DＶ（ドメスティック･バイオレンス）とは 

 DV とは、一般的には恋人や配偶者など親密な関係にある（あった）パートナーから行われる暴

力のことをいいます。 

 DV の形態として、次のようなものがあります。 

 

 

身体的暴力 

殴る・蹴る。平手打ちする。棒でたたく。突き飛ばす。髪を引っ張る。タバコの火を押し付

ける。刃物を突きつける。首をしめる。等 

 

心理的暴力 

｢口答えするな｣｢出て行け｣と怒鳴る。外出や電話を細かくチェックする。他人の前で恥ずか

しい思いをさせる。実家や友人との人付き合いの邪魔をする。無視する。欠点を挙げる。手

紙を勝手に開ける。持ち物を勝手に点検する。物を投げつける。脅す。等 

 

性的暴力 

したくないセックスをさせられる。望まない妊娠や中絶を強要する。避妊や性病予防に協力

しない。無理やりポルノビデオやポルノ雑誌を見せたり写真をとる。等 

 

経済的な暴力 

生活費を渡さない。酒やギャンブルにのめりこむ。愛人に生活費を使い込む。健康保険証を

取り上げ病院へ行かせないようにする。等 

 

子どもを巻き込んだ暴力 

子どもに暴力を見せる。子どもに無理な要求を押し付ける。子どもを取り上げる。子どもを

危険な目に合わせる。等 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 27 ~ 
 

◇ＤＶが子どもへ及ぼす影響 

  

 児童虐待防止法において、18 歳未満の子どもがいる家庭内でＤＶが行われることは、児童虐

待であると定義されています。（児童虐待防止法第２条） 

 家庭内でＤＶが行われることにより、子どもに対して以下の影響が考えられます。 

 

（１）子どももＤＶの直接的な被害者になるという影響 

   ・加害者が母を心理的にコントロールするために、子どもに暴力をふるう 

（身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待） 

   ・暴力を受けている母をかばう時に、子どもが巻き込まれてしまう（身体的虐待） 

・暴力をふるわれる母が行き場をなくし、子どもに暴力をふるってしまう 

（身体的虐待・心理的虐待） 

   ・暴力をふるわれた母親が、子どもの要求にこたえられなくなる（ネグレクト） 

 

 

（２）暴力の目撃者になることでの影響 

   ・両親の暴力現場と愛着の繰り返しを見続けることで情緒不安定となる 

（心理的虐待） 

 

（３）暴力が世代から世代へ受け継がれていく（世代間連鎖） 

   ・ＤＶが行われている家族を通して、子どもは暴力的な男女関係や人との関わり方を 

    学んでしまう可能性がある 

 

（４）子どもの安全な生活や発達が保障されない 

   ・ＤＶにさらされることで、自尊感情や自己肯定感が持てなくなり、精神的に不安定な

状況が続き、不登校や成績低下、家出、非行、自傷行為などの状況を引き起こす 

  

 ＤＶと虐待は、密接に関連していることから、虐待相談を受けた場合には、その背景に配偶

者からの暴力がないか、その家庭の状況について確認に努める必要があります。また、虐待に

対応する機関と配偶者からの暴力に対応する機関（子ども家庭課）との連携が不可欠であるた

め、それぞれの機関の支援方針や、各機関の役割分担についての共通理解の形成が重要となり

ます。 
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早期発見のためのチェックリスト、虐待対応フローチャート 

｢おかしいな？｣｢いつもとちがうな？｣と感じたら要注意です。 

                                        

【保育園・幼稚園】 

 

【子どもの様子】 

□ 外傷が多い 

□ 不自然なあざや傷がある 

□ 身長・体重の増加が不良 

□ 身体や衣服の清潔が保たれていない 

□ 季節に合わない服装をしている 

□ 表情が乏しく笑わない 

□ 衣服を脱ぐことを異常に嫌がる 

□ 親の言動に過敏に反応する 

□ 連絡もなく欠席、遅刻、早退を繰り返す 

□ 遠足や運動会などの行事になると欠席する 

□ だれかれなくベタベタと甘える 

□ 午睡のときに寝付かない 

□ 教師や保育士を独占したがる 

□ 保護者が迎えにきても帰りたがらない 

□ 動物をいじめる 

□ いつもお腹をすかしており、せわしなく食べる 

□ おどおどして落ち着きが無い 

□ 無表情・大人を見るとおびえる 

□ 乱暴な言葉・行動がある 

□ 視線を合わせない 

 

【保護者の様子】 

□ 常に疲れた様子でイライラしている 

□ 人前でひどく子どもをしかる 

□ 子どもを否定するような態度や言葉がみられる 

□ 育児知識が少なかったり、偏った育児観念を持っている 

□ 保護者の行動を優先させる 

□ 欠席・遅刻・早退の連絡をしない 

□ 園などの対応に応じない 

□ 子どもの怪我についての説明が二転三転する 

□ 経済状況や夫婦関係に不安がある 

□ 感情のコントロールが不得手である 

□ 地域や親族との交流がなく孤立している 

□ 子どもの健康や安全の配慮がされていない 

□ 子どもの扱いが乱暴である 

□ 視線を合わせない 

□ 精神疾患・アルコール依存症・薬物依存症などの症状がある 
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夜間・休日に通告する場合は０７７－５８７－１１２１（野洲市役所代表番号）へ通告。 

通告の際は、通告書（P４０）を園長名にて家庭児童相談室長あてに提出すること。

虐待の疑い 

  状況確認 
子どもの生命や身
体に危機が迫って
いますか？ 

 
通報 １１０番 
搬送 １１９番 

 
警察・医療機関 

yes 

   
緊急職員関係者 

  会議の開催 

no 

家庭児童相談室へ 
通告（→P20.21） 
〈077-587-6140〉 

【家庭児童相談室】 
通告受理 
受理会議の開催 

・状況の把握 
・現状の分析 
・子ども、保護者との対応の
中で配慮することを確認 

保育園・幼稚園 

 
要保護児童対策地域協議会によ
る支援の開始（→P12） 
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【小学校・中学校】 

 

【子どもの様子】 

□ 外傷が多い 

□ 説明のつかないあざや傷がある 

□ 身長・体重の増加が不良 

□ 乱暴・攻撃的な言葉遣いや行動 

□ 教師に対する反抗的な態度 

□ 身体や衣服の清潔が保たれていない 

□ 季節に合わない服装をしている 

□ 動物をいじめる 

□ 虚言癖・盗癖 

□ 理由のはっきりしない遅刻・欠席・早退を繰り返す 

□ いつもお腹をすかしており、せわしなく食べる 

□ 急激な成績の低下 

□ 夜間の徘徊や家出 

□ 放課後、帰宅を嫌がる 

□ 単独での非行 

□ 性的なことに対し、極端に興味を持ったり嫌がったりする 

□ 他の子どもに性的なことを強要する 

□ 視線を合わせない 

□ リストカットなどの自傷行為がある 

 

【保護者の様子】 

□ 常に疲れておりイライラしている 

□ 体罰や年齢不相応な教育などを「しつけ」や「家庭の教育方針」として正当化する 

□ 欠席・遅刻・早退の連絡をしない 

□ 保護者の行動を優先させる 

□ 子どもに過度の要求をする 

□ 家庭訪問を拒む 

□ 日常的に学校を非難する 

□ 子どもの怪我についての説明が二転三転する 

□ 感情のコントロールが不得手である 

□ 視線を合わせない 

□ 地域や親族との交流がなく孤立している 

□ 精神疾患・アルコール依存症・薬物依存症などの症状がある 
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夜間・休日に通告する場合は０７７－５８７－１１２１（野洲市役所代表番号）へ通告。 

通告の際は、通告書（P４０）を学校長名にて、家庭児童相談室長、学校教育課長あて２通提出すること。 

 

 

虐待の疑い 

  状況確認 
子どもの生命や身
体に危機が迫って
いますか？ 

 
通報 １１０番  
搬送 １１９番 

 
警察・医療機関 

yes 

  緊急職員関係者 
  会議の開催 

no 

学校教育課へ 
連絡・相談 

〈077－587－6017〉 

 
家庭児童相談室へ 
通告（→P20.21） 
〈077-587-6140〉 

【家庭児童相談室】 
通告受理 
受理会議の開催 

【学校教育課】 
・状況の把握 
・緊急度や緊急性の判断 
・他機関からの情報収集 

・状況の把握 
・現状の分析 
・子ども、保護者との対応
の中で配慮することを確認 

小学校・中学校 

要保護児童対策地域協議会によ
る支援の開始（→P12） 
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【健康推進課】 

 

【子どもの様子】 

□ 著しく発達が遅れている 

□ 外傷が多い 

□ 説明のつかないあざや傷がある 

□ 身体や衣服の清潔が保たれていない 

□ 表情が乏しく笑わない 

□ 親子関係が希薄、親に甘えない、分離不安を示さない 

□ 衣服を脱ぐことを異常に嫌がる 

□ 病気が放置されている 

□ 親の言動に過敏に反応する 

□ 季節に合わない服装をしている 

□ 視線を合わせない 

 

【保護者の様子】 

□ 常に疲れた様子でイライラしている 

□ 子どもを抱いたりあやしたりしない 

□ 妊娠出産を喜んでいない 

□ 人前でひどく子どもをしかる 

□ 子どもを拒否するような態度や言葉がみられる 

□ 月齢、年齢に相応しくない食事を与える 

□ 子どもに予防接種、健診を受けさせていない 

□ 飛び込み出産 

□ 育児知識が少なかったり、偏った育児観念を持っている 

□ 母子手帳を持参しなかったり、記録の記入が極端に少ない 

□ 保護者の行動を優先させる 

□ 事故への配慮が少ない 

□ 育児への不安が極端に高かったり、低かったりする 

□ 近隣・友人からのサポートを求めることが不得手である 

□ 経済状態や夫婦関係について不安がある 

□ 感情のコントロールが不得手である 

□ 育児の相談相手や協力者が身近にいない 

□ 視線をあわせない 

□ 精神疾患・アルコール依存症・薬物依存症などの症状がある 

□ 地域や親族との交流がなく孤立している 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 33 ~ 
 

 

 

 

夜間・休日に通告する場合は０７７－５８７－１１２１（野洲市役所代表番号）へ通告。 

通告の際は、通告書（P４０）を健康推進課長名にて家庭児童相談室長あてに提出すること。 

 

虐待の疑い 

  状況確認 
子どもの生命や身
体に危機が迫って
いますか？ 

 
・通報 １１０番 
・搬送 １１９番 

 
警察・医療機関 

yes 

 
課内会議の開催 

no 

 
家庭児童相談室へ通告 
（→P20.21） 
〈077-587-6140〉 

【家庭児童相談室】 
通告受理 
受理会議の開催 

健康推進課 

要保護児童対策地域協議会によ
る支援の開始（→P12） 

・既知情報の集約と状況の
把握 

・危険度や緊急性の判断 
・対応方法の検討 
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【民生委員児童委員・主任児童委員】 

 

【子どもの様子】 

□ 外傷が多い 

□ 極端にやせている等、栄養失調状態にある 

□ 乱暴・攻撃的な言葉遣いや行動 

□ 季節に合わない服装をしている 

□ 身体や衣服の清潔が保たれていない 

□ 動物をいじめる 

□ 子どもだけで食事をしていたり、食事をきちんととっていない 

□ 夜遅くまで外で遊んでいたり、徘徊している 

□ 理由も無く、学校、幼稚園、保育園を休んでいる 

□ 日常的に子どもの泣き声、叩く音、泣き声がする 

 

【保護者の様子】 

□ 常に疲れておりイライラしている 

□ 家の中や周囲が乱雑で汚れている 

□ 長期不在、所在不明な状況が多い 

□ 朝遅くまで寝ており、子どもに食事を与えていない 

□ 精神疾患・アルコール依存症・薬物依存症などの症状がある 

□ 保護者の行動を優先させる 

□ 育児への不安が極端に高かったり、低かったりする 

□ 近隣・友人からのサポートを求めることが不得手である 

□ 経済状況、夫婦関係について不安がある 

□ 育児の相談相手や協力者が身近にいない 

□ 地域や親族との交流がなく孤立している 
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夜間・休日に通告する場合は０７７－５８７－１１２１（野洲市役所代表番号）へ通告。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

虐待の疑い 

   
子どもの生命や
身体に危機が迫
っていますか？ 

 
通報 １１０番 
搬送 １１９番 

 
警察・医療機関 

yes 

no 

 
家庭児童相談室へ通告 
（→P20.21） 
〈077-587-6140〉 

【家庭児童相談室】 
通告受理 
受理会議の開催 

民生委員・児童委員 

要保護児童対策地域協議会によ
る支援の開始（→P12） 
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夜間・休日に通告する場合は０７７－５８７－１１２１（野洲市役所代表番号）へ通告。 

 

 

虐待の疑い 

  状況確認 
子どもの生命や身
体に危機が迫って
いますか？ 

 
通報 １１０番 
搬送 １１９番 

 
警察・医療機関 

yes 

 
所属長への報告 

no 

家庭児童相談室へ通告 
（→P20.21） 
〈077-587-6140〉 

【家庭児童相談室】 
通告受理 
受理会議の開催 

その他行政機関 

要保護児童対策地域協議会によ
る支援の開始（→P12） 

・既知情報の集約と状況の
把握 
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所属不明児童ゼロを目指すフローチャート

健診未受診

市町村の住民基本台帳に記録がある乳幼児健診対象の児童のうち、健診を
受けておらず、電話、文書、家庭訪問等による連絡・接触が図れない家庭への
対応について「乳幼児健診未受診児についてのフローチャートでの対応を整理
し、あらたに「所属不明児童ゼロを目指すガイドライン」を作成し、担当職員によ
り共通した対応がとれるように見直しを行う。

受診勧奨ハガキを送付する

乳幼児健診未受診の家庭に健診の必要性を訴え、改めて受診できることを伝
える旨のハガキを送付する。同時に地区担当保健師は電話連絡を行い（やむ
を得ず、電信普通の場合は３０日を目途に再度受診勧奨通知を送付する。）児
童の安全確認をすることとする。

※ 安全確認方法についてその進行に前後は
問わない。
※ 別添リストを健康推進課・家庭児童相談
室で共有する。

保健師の訪問について

受診勧奨ハガキ送付より６０日を目途に地区担当保健師は該当家庭へ訪問を
行い、受診勧奨を行う。なお、児童を目視した上で諸事情により受診できないと
判断した場合は発育、発達を確認した上で乳幼児健診を受診したと判断するこ
ととする。 乳幼児健診未受診児童のリスク管理を行う。

健康推進課・家庭児童相談
室による

未受診児童の検討協議

受診勧奨ハガキ送付より１２０日経過までに該当家庭の検討協議を行い未受
診理由の判定と方針の決定を行う。また、就園児である場合は所属先での安
全確認。及び在宅の場合は健康推進課が安否を確認することとする。
※ 主任児童委員を介した地域での安全確認は可能であるか検討を要する。

年度において２度（春、秋が望ましい）未受診
児童のその後の安全確認ついて健康推進
課・家庭児童相談室が一括して経過の管理
を行う。
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乳幼児健診未受診児についてのフローチャート 

連絡が 

取れた場合 

保健師の訪問 

未受診 

面接 

家庭児童相談室が 

子ども課に安否確認 

就園児 

未就園児 健康推進課が安否確認 

乳幼児健診 

未受診 

 

ハガキ送付 

受診 

乳幼児健診未受診児についてのフローチャート 

不在 

健康面 

安全確認 

地区担当保健師

より連絡 

電話・手紙など 

健康推進課 

Ｈ２３．１０月作成 

・健診の必要性を伝える 

・別日でも受診できること伝える 

・諸事情により受診できないと判断した

場合は児の発育発達を電話で確認 

眼科・耳鼻科・歯科・小児科の受診を

案内する 

連絡が取れ 

ない場合 

未受診 

１ヶ月 １ヶ月 

２ヶ月 

¥¥File-sv1¥健康推進課¥健康推進課 - Ysfilesev001¥課内フォルダ¥母子保健事業関係¥虐待予防関係¥妊娠～産後の要支援者把握事業関係 



~ 39 ~ 
 

養育支援訪問事業のフローチャート 
     

 
        

① 養育支援訪問員の役割 
     

 乳児虐待防止を目的とした｢こんにちは赤ちゃん事業｣や日々の子育て支援に関わる機関から情報提供を受

け、継続的な支援を受けなければ虐待に走るリスクが高いと判断される子育て初期の親たちと接触し、家族の

サポートをすることを目的とする。 

② 養育支援訪問員の支援を判断する指標 
    

子どもの状況（未熟児や、発達状態の遅れなど）や養育者との関係性（分離歴・接触度など）養育者の状況（特

定妊婦や、支援者がいない）に不安のある家庭から、養育支援訪問による継続的な支援が虐待リスクを軽減

する唯一の方法であるかを審査し、実際の支援を行う。 

         

  【 訪問活動実施までの手順 】 
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支援者の息切れを防ごう 
 

児童虐待への対応は、緊急を要するものだけでなく、子どもの家庭の将来を見据えた 

長期的な支援体制の整備が必要です、支援の成果はゆっくりであっても、弛まず取組む 

ことで確実に進展していきます。支援者のメンタルに配慮し、焦らずあきらめず取組ん 

でいく体制を整備しましょう。 

 

◇子どもの虐待対応は支援者も傷つける。 

傷ついた子どもを見て平静でいられる支援者はいません。そして、傷つけられた子ど 

もや悩む保護者等に何かしたいという思いや、時には虐待する保護者への怒り、あるい 

は自分自身の親子関係への反映など様々な思いや感情が込み上げます。しかも、子ども 

の保護者等への支援はとても重い責任を伴います。その対応には、理解と技術、共感と 

忍耐を必要とします。しかも容易に問題が解決せず、事態が好転しているという達成感 

を得られないことがほとんどです。そのため、支援者は孤立感や無力感、他の支援者へ 

の不信感など募らせることもあります。 

 

◇子どもの虐待は支援者を張り切らせる。 

熱心な支援者ほど、この子の味方ができるのは自分だけ、この家庭のことを理解し助 

けてあげられるのは自分しかいないという強い気持ちに駆られます。しかしこのような 

熱意は支援者の価値観を一方的に押し付けてしまう可能性があります。また、このよう 

な熱意の背景には、支援者の怒りや不安が隠されていることも多いのです。そして思う 

ような結果が得られないと無力感に陥ってしまうことも少なくありません。さらに保護 

者や虐待を受けている子どもが抱える対人関係の問題から、周囲の人間が振り回される 

ことも多く、｢私の気持ちはなぜわかってくれないのか｣｢もうこれ以上付き合いきれな 

い｣と追い詰められた気もちになってしまうことも少なくありません。 

熱心な支援者ほど、事例を抱え込んで無力感に陥ったり追い詰められた気もちになっ 

たりして、燃え尽きてしまい（バーンアウト）、中途半端に放り出すということが生じ 

やすいのです。そしてこのことは、支援者も子どもも傷つけることになります。 

 

◇スーパービジョン（助言指導）や研修を受けられる体制の整備。 

子どもの虐待への支援は、深刻で重大な責任を伴います。それだけに支援者は迷い悩 

みます。そのため、対応を誤らないようにするためにも、支援者を支えるためにも、支 

援の要所要所で専門家からのスーパービジョンを受けられるような体制をとることが 

非常に重要です。子ども家庭相談センターはこの役割を担っていくこととなります。ま 

た、地域の支援者相互にスーパービジョンをし合うことも有効です。さらに、虐待に関 

する研修を受けることは､理解や知識・技術を高めるためだけでなく支援者の自信につ 

ながります。 
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◇組織・機関として対応する体制の整備 

子どもの虐待は多くの機関が連携協力して対応していくため、他の機関に対応する時 

は支援者個人の判断ではなく、組織としての決定を伝えることがもとめられます。組織 

として対応するために、上司に支援の状況報告をし、組織の中で検討することにより、 

支援者の抱え込みを防止し、現場とはまた異なる視点からの検討も可能にします。そし 

て現場の支援者が組織に支えられていると実感できる体制を整備することが支援者の 

燃え尽きを防ぐために必要です。 

 

◇支援チームの整備 

支援者が孤立感や無力感に陥らないようにし、事例の抱え込みを防ぐためには、組織 

の中だけでなく他機関の支援者同士が信頼できるチームをつくることが求められます。 

チームの中で忌憚のない意見を交換するだけでなく時には愚痴をこぼしあうのも長期 

にわたる支援を続けるためには意味のあることです。 

 

◇支援者も自分自身を知る 

支援者が熱心であるほど、保護者や子どもに対する怒りや他の支援者に対する不満、 

問題解決に関する不安などの感情を抑圧してしまったり、無理をして働きすぎてしまう 

ことがあります。注意しなくてはいけないのは、そのような状況になっている自分自身 

に気付かなくなってしまうことです。自分の気持ちに正直に向き合うこと、自らの役割 

や限界をきちんと把握することは、虐待に対応する上で非常に重要です。支援者の自ら 

の気付きを促すためにも組織的な対応やチームが不可欠です。 
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第５章 

 

参 考 資 料 
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年  月  日 

 

家庭児童相談室長 あて 

 

保育園長・幼稚園長・学校長名   

 

通 告 書 

 

 

 児童福祉法第２５条及び、児童虐待の防止等に関する法律第６条第１項により、下記の

とおり通告します。 

 

１． 子どもの氏名         （    ）保・幼・小・中・高（  ）学年 

 

２． 生年月日 

 

３． 住  所 

 

４． 保護者氏名 （          ） （          ） 

 

５． 虐待の状況（誰から・いつから・頻度・どのような・児童の過去と現在の状況） 

 

 

 

６． 家族の状況（家族構成（同居人含む。）、親の就労状況など） 

 

 

 

７．学校生活の児童の様子（健康状況、就学状況、学力程度など） 

 

 

 

８．対応意見（学校・スパック会議等での現在と今後の対応と意見） 

 

 

 

※１．通告については、基本的には、児童虐待防止法第６条に規定されているとおり、発見したものが電話等で 

対応することは可能であり、緊急の場合などは、この様式にこだわるものではないこと。 

 ２．通告した後も、通告先をはじめとする関係機関との連携を図り、対応すること。 

 

様式 
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虐待通告受付票               受付 No.   ―      

聴取者（              ）  

受付年月日 平成   年   月   日（   ）    午前 ・ 午後   時    分 

子
ど
も 

ふりがな 

氏 名 
  

生年月日 平成   年   月   日生（   歳）   男 ・ 女 

住所   

就学状況 未就学        保・幼・小・中・高校   年  担任名（          ） 

保
護
者 

ふりがな 

氏 名 

（実・養・継父   ） （実・養・継母   ） 

生年月日   年   月   日生 （   ）歳   年   月   日生 （   ）歳 

職業     

住居状況 アパート ・ マンション ・ 公営住宅 ・ 1 戸建て ・ 間借り 

虐待内容 

（虐待の内容・部位・程度） 

・誰から 

・いつから 

・頻度は 

・どんなふうに 

虐待の種類 （主◎従○：   身体的 ／ 性的 ／ ネグレクト ／ 心理的 ） 

子どもの状況 
・現在の居場所： 

・保育所等通園の状況： 

家庭の状況 

・家庭内の協力者（     ） 

・家族以外の協力者（     ） 

・きょうだいの有無  有 ・ 無 

･同居家族 

転入 

  年  月  日 

        より 

情報源と 

保護者の了解 

・通告者は 実際に目撃している・悲鳴や音等を聞いて推測した 

・通告者は 関係者（            ）から聞いた 

・保護者は この通告を（承知・拒否・知らせていない） 

通
告
者 

氏名   

住所                             電話 

関係 家族・近隣・学校・保育所・病院・保健所・福祉事務所・児童委員・警察 

通告意図 子どもの保護・調査・相談 

調査協力 調査協力（ 諾 ・ 否 ）     市からの連絡（ 諾 ・ 否 ） 

通告への対応 
・市で実態把握する 

・その他（                                       ） 

聴取者の感想   

受理会議 
   年  月  日  受理 ファイル作成 要 ・ 不要 

 （参加者） 
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（千葉県 市町村子ども虐待防止ネットワーク対応マニュアル参考） 
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野洲市要保護・要支援児童・養育支援訪問実施基準表 

ランク モニタリング 区分けポイント 凡 例 
要保護 

区分 

養育支援 

訪問 

Ｓ （生命危険）     

身体的虐待等により生命の危険に関わる受傷、ネグレクト等 

要保護   のため衰弱死の危険性があるもの 

 a 児童相談所介入が早急に、また強制的に必要 

Ａ 

Ａ1 

（重度） 
月 1回以上 児童の安全確認を頻回に行う必要 

今すぐに生命の危険はないと考えられるが、児童の健康や成 

要保護 ケースにより訪問 

長および発達などに重大な影響が生じているか、生じる可能 

性がある 

 a 継続的治療を要するほどの外傷 

 b 成長や発達遅滞が顕著 

 c 食事、医療など今日中が与えられない 

 d 家から出してもらえない 

 e 明らかな性的虐待がある 

Ａ2 

（中度） 
3カ月以内 児童の安全について、再度見直し確認が必要 

継続的な治療を要するほどの外傷や栄養障害はないが、長期 

要保護 ケースにより訪問 

的にみると児童の人格形成に重大な問題をも起こすことが危 

惧される 

 a 慢性的に痣が見受けられる 

 b 軽度であっても、生活環境不良により、改善が望めない 

 c 養育者の精神疾患等により養育環境が確保できない 

 d 児童（乳幼児）を長期間放置 

Ａ3 

（軽度） 
6カ月以内 

児童の安全について半年以上特に問題ない場合は一旦終

結とする 

実際に児童への暴力等があり、養育者や周囲の者が児童虐待 

要保護 ケースにより訪問 

と認識しているが、一定の制御もあり、一時的なものと考え 

られ、家族関係には重篤な病理が見られない 

 a 外傷が残るほどではないが、暴力行為がある 

 b 成長や健康面での問題はないが、ネグレクト傾向 

Ｂ （虐待危惧） 6カ月以内 
児童の安全が確保されているが、安定した生活をしている

か確認が必要 

暴力やネグレクトなどの児童虐待行為はないが、「叩いてし 

要支援 ケースにより訪問 

まう」、「暴言してしまう」などの児童への虐待を危惧する 

訴えがある 

 a 育児不安を抱いている 

 b 養育者のイラだちが見受けられる 

Ｃ   年 1回 特に問題なく順調、年 1回確認後問題ない場合は一旦終結 

  

要支援   
  

 

Ｎ   新規受理 新規受理し、モニタリングが決定していない場合 

  室会議で確認 

児相定例会・実務者

会議で確認 

室会議で確認 

児相定例会・実務者

会議で確認 
  

  

１．６ヶ月以上特に問題なく安定している児童で、所属機関または関係機関の見守りで対応可能と室が判断した場合 

２．家庭児童相談室での室会議にてケース内容を確認後、終了を決定。その後、児相定例会、実務者会議にて終了を確認する。 

３．要保護児童の場合の終結につては、モニタリングを必要としない終結と、要保護としては一旦終結し、引き続き要支援ケースとしてモニタリングを必要とする場合がある。 
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関係機関一覧 

○市の機関 

子育て家庭支援課（家庭児童相談室） 野洲市小篠原 2100-1 077-587-6140 

こども課 野洲市小篠原 2100-1 077-587-6052 

社会福祉課 野洲市小篠原 2100-1 077-587-6024 

障がい者自立支援課（地域生活支援室） 野洲市小篠原 2100-1 077-587-6169 

健康推進課 野洲市辻町 433-1 077-588-1788 

ふれあい教育相談センター 野洲市小篠原 1965-4 077-587-6925 

発達支援センター 野洲市小篠原 1965-4 077-587-0033 

子育て支援センター 野洲市辻町 433-1 077-518-0830 

学校教育課 野洲市小篠原 2100-1 077-587-6017 

生涯学習スポーツ課 野洲市小篠原 2100-1 077-587-6053 

市民生活相談課 野洲市小篠原 2100-1 077-587-6063 

 

○保育園 

市立 野洲第一保育園 野洲市行畑一丁目 2 番 25 号 077-588-3690 

市立 さくらばさま保育園（こども園） 野洲市小篠原 200 077-588-0295 

市立 野洲第三保育園 野洲市小篠原 1977-1 077-586-0140 

市立 三上保育園 野洲市近江富士五丁目 1-3 077-588-4034 

市立 篠原保育園（こども園） 野洲市大篠原 1414-2 077-588-4907 

私立 祇王明照保育園 野洲市永原 674 077-587-0243 

私立 きたの保育園 野洲市市三宅 242-1 077-518-1866 

私立 しみんふくし保育の家 野洲市小篠原 1091 077-586-2588 

私立 野洲優愛保育園モンチ 野洲市小篠原 2192-2 077-586-1038 

私立 あやめ保育所 野洲市西河原 919-1 077-589-2030 

 

○幼稚園 

市立 中主幼稚園 野洲市吉地 1120-1 077-589-2232 

市立 野洲幼稚園 野洲市小篠原 2142 077-587-1265 

市立 さくらばさま幼稚園（こども園） 野洲市小篠原 200 077-588-0295 

市立 三上幼稚園 野洲市三上 134 077-588-2672 

市立 祇王幼稚園 野洲市永原 474 077-588-2737 

市立 篠原幼稚園（こども園） 野洲市大篠原 1414-2 077-588-4907 

市立 北野幼稚園 野洲市市三宅 248 077-587-5332 

 

○小学校 

市立 中主小学校 野洲市西河原 712 077-589-2012 

市立 野洲小学校 野洲市小篠原 1147 077-587-0062 

市立 三上小学校 野洲市三上 111 077-587-0049 

市立 祇王小学校 野洲市上屋 1169 077-587-0129 

市立 篠原小学校 野洲市大篠原 1414 077-587-0179 

市立 北野小学校 野洲市市三宅 240 077-587-0058 
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○中学校 

市立 中主中学校 野洲市六条 377 077-589-2036 

市立 野洲中学校 野洲市小篠原 510 077-587-0341 

市立 野洲北中学校 野洲市永原 1690 077-587-3693 

○学童保育所 

野洲第一こどもの家 野洲市小篠原 2142-17 077-586-2253 

野洲第二こどもの家 野洲市小篠原 2142-17 077-586-1617 

野洲第三こどもの家 野洲市小篠原 2142-17 077-587-5913 

野洲第四こどもの家 野洲市小篠原 2142-17 077-587-5914 

野洲第五こどもの家 野洲市小篠原 2142-17 077-587-5915 

野洲第六こどもの家 野洲市小篠原 2142-17 077-587-5916 

野洲第七こどもの家 野洲市小篠原 1156-4 077-586-6547 

三上第一こどもの家 野洲市三上 111 077-587-4904 

三上第二こどもの家 野洲市三上 111 077-587-4904 

篠原こどもの家 野洲市大篠原 1414 077-588-1266 

北野第一こどもの家 野洲市市三宅 248 077-588-4402 

北野第二こどもの家 野洲市市三宅 248 077-588-4402 

北野第三こどもの家 野洲市市三宅 252-1  077-587-3583 

北野第四こどもの家 野洲市市三宅 252-1 077-587-3584 

祇王第一こどもの家 野洲市上屋 1295 077-587-0353 

祇王第二こどもの家 野洲市上屋 1295 077-587-0353 

祇王第三こどもの家 野洲市上屋 1295 077-586-3411 

祇王第四こどもの家 野洲市上屋 1295 077-587-6464 

祇王第五こどもの家 野洲市上屋 1295 077-587-6465 

祇王第六こどもの家 野洲市上屋 1295 077-587-6466 

中主第一こどもの家 野洲市西河原 712 077-589-6306 

中主第二こどもの家 野洲市西河原 712 077-589-6306 

中主第三こどもの家 野洲市西河原 712 077-589-6673 

中主第四こどもの家 野洲市西河原 712 077-589-6674 

○高校 

県立 野洲高等学校 野洲市行畑二丁目 9-1 077-587-0059 

県立 野洲養護学校 野洲市小南 588 077-586-6850 

○その他の機関 

中央子ども家庭相談センター 草津市笠山七丁目 4-45 077-562-1121 

中央子ども家庭相談センター（女性相談） 草津市笠山七丁目 4-45 077-564-7867 

南部健康福祉事務所（草津保健所） 草津市草津三丁目 14-75 077-562-3526 

守山警察署 守山市金森町 494 077-583-0110 

児童虐待ホットライン 草津市笠山七丁目 4-45 077-562-8996 

大津家庭裁判所 大津市京町三丁目 1-2 077-522-4281 

大津地方法務局人権擁護課 大津市京町三丁目 1-1 大津びわ湖合同庁舎 077-522-4673 

守山野洲少年センターあすくる守山野洲 守山市吉身三丁目 11-43 077-583-7474 

野洲市社会福祉協議会 野洲市西河原 2400 077-589-4683 
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野洲市要保護児童対策地域協議会設置要綱 

 

平成 17 年 8 月 24 日 

告示第 131 号 

 

 

(設置) 

第 1 条 この告示は、児童や家庭を取り巻く環境の変化に伴い、児童虐待が増加していることから、 

次世代を担う子どもたちの人権と命を守るため、児童虐待の防止、早期発見及び早期の適切な対応 

に努めるとともに、児童と身近に接する関係機関等が連携して、児童の福祉の向上に資することを 

目的として、野洲市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 

 

(所掌事務) 

第 2 条 協議会は、次に掲げる事務を行う。 

(1) 児童虐待防止のための、関係機関・団体等のネットワーク形成に関すること。 

(2) 児童虐待防止対策の検討に関すること。 

(3) 児童虐待防止に向けた啓発活動に関すること。 

(4) その他目的達成のために必要な事項に関すること。 

 

(委員) 

第 3 条 協議会の委員は、次に掲げる機関・団体等の代表者及び担当者並びに学識経験者をもって 

構成する。 

(1) 野洲市民生委員児童委員協議会 

(2) 野洲市人権擁護委員 

(3) 守山野洲医師会 

(4) 守山警察署 

(5) 守山野洲少年センター 

(6) 滋賀県中央子ども家庭相談センター 

(7) 野洲市社会福祉協議会 

(8) 草津保健所 

(9) 大津地方法務局 

(10) 市民生活相談課 

(11) 学校教育課 

(12) 生涯学習スポーツ課 

(13) ふれあい教育相談センター 

(14) 社会福祉課 

(15) 障がい者自立支援課地域生活支援室(障がい者虐待防止センター) 

(16) 健康推進課 

(17) こども課 

(18) 保育園及び幼稚園 

(19) 小学校及び中学校 

(20) 子育て支援センター 
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(21） 野洲市発達支援センター 

(22) その他児童虐待防止のため必要と認められるもの 

(平 20 告示 54・平 21 告示 166・平 22 告示 140・平 24 告示 45・平 25 告示 34・一部改正) 

 

(任期) 

第 4 条 委員の任期は 1 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

(平 25 告示 53・一部改正) 

 

(役員) 

第 5 条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって選出する。 

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

(会議) 

第 6 条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

2 会長は、必要があると認める時は、委員以外の者に対し、会議に出席を求め、意見を聴くことが 

できる。 

3 会議及び資料は、原則非公開とする。 

 

(秘密の保持) 

第 7 条 委員は、会議及び活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らして 

はならない。 

 

(実務者会議) 

第 8 条 協議会の所掌事務について調査研究を行い、事例への個別ケース対応を図るため委員、委 

員の所属する機関の職員、その他必要な関係者をもって、実務者会議を設ける。 

2 実務者会議は、第 6 条第 1 項の規定にかかわらず会議の進行は、事務局が行うものとする。 

 

(庶務) 

第 9 条 協議会の庶務は、健康福祉部子育て家庭支援課家庭児童相談室において処理する。 

(平 20 告示 54・平 21 告示 42・平 22 告示 140・平 25 告示 34・一部改正) 

 

(その他) 

第 10 条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ 

て定める。 

 

(平 25 告示 53・一部改正) 

付 則 
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この告示は、平成 17 年 9 月 1 日から施行する。 

付 則(平成 20 年告示第 54 号) 

この告示は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則(平成 21 年告示第 42 号) 

この告示は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則(平成 21 年告示第 166 号) 

この告示は、平成 21 年 9 月 25 日から施行し、同月 1 日から適用する。 

付 則(平成 22 年告示第 140 号) 

この告示は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則(平成 24 年告示第 45 号) 

この告示は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則(平成 25 年告示第 34 号) 

この告示は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則(平成 25 年告示第 53 号) 

この告示は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則(平成 27 年告示第 15 号) 

この告示は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 
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児童虐待の防止等に関する法律 

 

 

公  布：平成 12 年 5 月 24 日 

施  行：平成 12 年 11 月 20 日 

最終施行：平成 20 年 4 月 1 日 

 

 

（目的） 

第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成 

に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにか 

んがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関 

する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等 

を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護 

に資することを目的とする。 

 

（児童虐待の定義） 

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他 

の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（十八歳に満たな 

い者をいう。以下同じ。）について行う次に掲げる行為をいう。 

 一 児童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。 

 二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 

 三 児童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、保護者以外の同 

居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著 

しく怠ること。 

 四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者 

に対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を 

含む。）の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ず 

る心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を 

行うこと。 

 

（児童に対する虐待の禁止） 

第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務等） 

第四条 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受 

けた児童の保護及び自立の支援（児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を 

含む。第三項及び次条第二項において同じ。）並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の 

再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必 

要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体 

の間の連携の強化、民間団体の支援、医療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために 
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必要な体制の整備に努めなければならない。 

２ 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 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づ 

き適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設 

の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び 

資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及 

ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければな 

らない。 

５ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事 

例の分析を行うとともに、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童 

のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施 

設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項につ 

いての調査研究及び検証を行うものとする。 

６ 児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を 

有するものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めな 

ければならない。 

７ 何人も、児童の健全な成長のために、良好な家庭的環境及び近隣社会の連帯が求められて 

いることに留意しなければならない。 

 

（児童虐待の早期発見等） 

第五条 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 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児 

童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければなら 

ない。 

３ 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓 

発に努めなければならない。 

 

（児童虐待に係る通告） 

第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府 

県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置す 

る福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 

２ 前項の規定による通告は、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十五条の規 
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定による通告とみなして、同法の規定を適用する。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の 

規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 

 

第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通 

告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児 

童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た 

事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 

 

（通告又は送致を受けた場合の措置） 

第八条 市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けた 

ときは、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の 

職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うため 

の措置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。 

 一 児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十五条の八第一 

号の規定により当該児童を児童相談所に送致すること。 

 二 当該児童のうち次条第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第九条第一 

項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項 

の規定による一時保護の実施が適当であると認めるものを都道府県知事又は児童相談所長へ通 

知すること。 

２ 児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の七第一項第一号 

若しくは第二項第一号又は第二十五条の八第一号の規定による送致を受けたときは、児童相談 

所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、 

当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に 

応じ同法第三十三条第一項の規定による一時保護を行うものとする。 

３ 前二項の児童の安全の確認を行うための措置、児童相談所への送致又は一時保護を行う者 

は、速やかにこれを行うものとする。 

 

（出頭要求等） 

第八条の二 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児 

童の保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関す 

る事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合において 

は、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなけ 

ればならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により当該児童の保護者の出頭を求めようとするときは、厚 

生労働省令で定めるところにより、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、 

出頭を求める日時及び場所、同伴すべき児童の氏名その他必要な事項を記載した書面により告 

知しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の保護者が同項の規定による出頭の求めに応じない場合は、次条 
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第一項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又 

は質問その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

（立入調査等） 

第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又 

は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調 

査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、 

関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。 

２ 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査 

又は質問は、児童福祉法第二十九条の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事 

する職員の立入り及び調査又は質問とみなして、同法第六十一条の五の規定を適用する。 

 

（再出頭要求等） 

第九条の二 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は前条第一項の児童の保護者が正 

当な理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り 

又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われているおそれがあると 

認めるときは、当該保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児 

童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。こ 

の場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これ 

を提示させなければならない。 

２ 第八条の二第二項の規定は、前項の規定による出頭の求めについて準用する。 

 

（臨検、捜索等） 

第九条の三 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は第九条第一項の児童の保護者が 

前条第一項の規定による出頭の求めに応じない場合において、児童虐待が行われている疑いが 

あるときは、当該児童の安全の確認を行い又はその安全を確保するため、児童の福祉に関する 

事務に従事する職員をして、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁 

判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、当該児童の住所若しくは居所 

に臨検させ、又は当該児童を捜索させることができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による臨検又は捜索をさせるときは、児童の福祉に関する事 

務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の許可状（以下「許可状」という。）を請求する場合においては、 

児童虐待が行われている疑いがあると認められる資料、臨検させようとする住所又は居所に当 

該児童が現在すると認められる資料並びに当該児童の保護者が第九条第一項の規定による立入 

り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したこと及び前条第一項の規定による出頭の求めに応じな 

かったことを証する資料を提出しなければならない。 

４ 前項の請求があった場合においては、地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、 

臨検すべき場所又は捜索すべき児童の氏名並びに有効期間、その期間経過後は執行に着手する 

ことができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の 
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記名押印した許可状を都道府県知事に交付しなければならない。 

５ 都道府県知事は、許可状を児童の福祉に関する事務に従事する職員に交付して、第一項の 

規定による臨検又は捜索をさせるものとする。 

６ 第一項の規定による臨検又は捜索に係る制度は、児童虐待が保護者がその監護する児童に 

対して行うものであるために他人から認知されること及び児童がその被害から自ら逃れること 

が困難である等の特別の事情から児童の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある 

ことにかんがみ特に設けられたものであることを十分に踏まえた上で、適切に運用されなけれ 

ばならない。 

 

（臨検又は捜索の夜間執行の制限） 

第九条の四 前条第一項の規定による臨検又は捜索は、許可状に夜間でもすることができる旨 

の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。 

２ 日没前に開始した前条第一項の規定による臨検又は捜索は、必要があると認めるときは、 

日没後まで継続することができる。 

 

（許可状の提示） 

第九条の五 第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索の許可状は、これらの処分を受ける 

者に提示しなければならない。 

 

（身分の証明） 

第九条の六 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検若 

しくは捜索又は同条第二項の規定による調査若しくは質問（以下「臨検等」という。）をす 

るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなけれ 

ばならない。 

 

（臨検又は捜索に際しての必要な処分） 

第九条の七 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検 

又は捜索をするに当たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることがで 

きる。 

 

（臨検等をする間の出入りの禁止） 

第九条の八 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等をする間は、何人に対しても、 

許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。 

 

（責任者等の立会い） 

第九条の九 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検 

又は捜索をするときは、当該児童の住所若しくは居所の所有者若しくは管理者（これらの者の 

代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。）又は同居の親族で成年に達した者 

を立ち会わせなければならない。 
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２ 前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人 

で成年に達した者又はその地の地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 

 

（警察署長に対する援助要請等） 

第十条 児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認又は一時保護を行おうとする場合 

において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の 

所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。都道府県知事が、第九条第一項 

の規定による立入り及び調査若しくは質問をさせ、又は臨検等をさせようとする場合について 

も、同様とする。 

２ 児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点 

から、必要に応じ迅速かつ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければなら 

ない。 

３ 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、児童の生命又は身体 

の安全を確認し、又は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の 

職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その 

他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。 

 

（調書） 

第十条の二 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検 

又は捜索をしたときは、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立 

会人に示し、当該立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名 

押印をせず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。 

 

（都道府県知事への報告） 

第十条の三 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等を終えたときは、その結果を 

都道府県知事に報告しなければならない。 

 

（行政手続法の適用除外） 

第十条の四 臨検等に係る処分については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章の 

規定は、適用しない。 

 

（不服申立ての制限） 

第十条の五 臨検等に係る処分については、行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号） 

による不服申立てをすることができない。 

 

（行政事件訴訟の制限） 

第十条の六 臨検等に係る処分については、行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号） 

第三十七条の四の規定による差止めの訴えを提起することができない。 
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（児童虐待を行った保護者に対する指導等） 

第十一条 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の規定により 

行われる指導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で 

生活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない。 

２ 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場 

合においては、当該保護者は、同号の指導を受けなければならない。 

３ 前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは、都道府県知事は、当該保護者 

に対し、同項の指導を受けるよう勧告することができる。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わない場合におい 

て必要があると認めるときは、児童福祉法第三十三条第二項の規定により児童相談所長をして 

児童虐待を受けた児童に一時保護を加えさせ又は適当な者に一時保護を加えることを委託させ、 

同法第二十七条第一項第三号又は第二十八条第一項の規定による措置を採る等の必要な措置を 

講ずるものとする。 

５ 児童相談所長は、第三項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わず、その監護 

する児童に対し親権を行わせることが著しく当該児童の福祉を害する場合には、必要に応じて、 

適切に、児童福祉法第三十三条の七の規定による請求を行うものとする。 

 

（面会等の制限等） 

第十二条 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 

制限することができる。 

 一 当該児童との面会 

 二 当該児童との通信 

２ 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。 

３ 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。 

 

第十二条の二 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 
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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に一時 

保護を行うことができる。 

２ 児童相談所長は、前項の一時保護を行った場合には、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 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場合（前条第一項の一時保護を行っている場合を除く。） 

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 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、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。 

２ 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。 

３ 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。 

４ 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。 

５ 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 
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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 

二十八条第四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。 

６ 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。 

 

（施設入所等の措置の解除） 

第十三条 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が採られ、及び 

当該児童の保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合において、 

当該児童について採られた施設入所等の措置を解除しようとするときは、当該児童の保護者に 

ついて同号の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴くとともに、当該児童の保護者 

に対し採られた当該指導の効果、当該児童に対し再び児童虐待が行われることを予防するため 

に採られる措置について見込まれる効果その他厚生労働省令で定める事項を勘案しなければな 

らない。 

 

（児童虐待を受けた児童等に対する支援） 

第十三条の二 市町村は、児童福祉法第二十四条第三項の規定により保育所に入所する児童を 

選考する場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮を 

しなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受 

けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなけ 

ればならない。 

３ 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受け 

た者の自立の支援のための施策を講じなければならない。 

 

（資料又は情報の提供） 

第十三条の三 地方公共団体の機関は、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。 
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（都道府県児童福祉審議会等への報告） 

第十三条の四 都道府県知事は、児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会 

（同条第一項ただし書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会）に、第九条第一 

項の規定による立入り及び調査又は質問、臨検等並びに児童虐待を受けた児童に行われた同法 

第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被 

害を及ぼした児童虐待の事例その他の厚生労働省令で定める事項を報告しなければならない。 

 

（親権の行使に関する配慮等） 

第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければ 

ならない。 

２ 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童 

の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。 

 

（親権の喪失の制度の適切な運用） 

第十五条 民法（明治二十九年法律第八十九号）に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の 

防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。 

 

（大都市等の特例） 

第十六条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方 

自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定 

都市」という。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。） 

並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市においては、政令で定め 

るところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市（以下「指定都市等」という。） 

が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等 

に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 

 

（罰則） 

第十七条 第十二条の四第一項の規定による命令（同条第二項の規定により同条第一項の規定 

による命令に係る期間が更新された場合における当該命令を含む。）に違反した者は、一年以 

下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

 

付則抄 

 

（施行規則） 

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。[後略] 
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児童福祉法（抄） 

 

公  布：昭和２２年 12 月 12 日 

施  行：昭和 23 年 1 月 1 日 

改正施行：平成 24 年 ４月 1 日 

（児童福祉の理念） 

第一条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなけれ 

ばならない。 

２ すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。 

 

（児童育成の責任） 

第二条 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する 

責任を負う。 

 

（児童） 

第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 

 一 乳児 満一歳に満たない者 

 二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 

 三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者 

 

（妊産婦） 

第五条 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。 

 

（保護者） 

第六条 この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監 

護する者をいう。 

 

（事業） 

第六条の三  

5 この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪 

問事業の実施その他によりその他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認 

められる児童（第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」とい 

う。）若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は 

出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦（以下「特 

定妊婦」という。）（以下「要支援児童等」という。）に対し、その養育が適切に行われるよ 

う、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行 

う事業をいう。 

8 この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童に 

ついて、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させること 
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が不適当であると認められる児童（以下「要保護児童」という。）の養育に関し相当の経験を 

有する者その他の厚生労働省令で定める者（次条第一項に規定する里親を除く。）の住居にお 

いて養育を行う事業をいう。 

（里親） 

第六条の四 この法律で、里親とは、養育里親及び厚生労働省令で定める人数以下の要保護児 

童を養育することを希望する者であって、養子縁組によって養親となることを希望するものそ 

の他のこれに類する者として厚生労働省令で定めるもののうち、都道府県知事が第二十七条第 

一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるものをいう。 

２ この法律で、養育里親とは、前項に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童 

を養育することを希望し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修 

を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者であって、第三十四条の十九に 

規定する養育里親名簿に登録されたものをいう。 

 

（市町村の業務） 

第十条 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 

 一 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 

 二 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 

 三 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行 

うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 

２ 市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものにつ 

いては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。 

３ 市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、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には、児童相談所の判定を求めなければなら 

ない。 

４ 市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、 

当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければなら 

ない。 

 

（都道府県の業務） 

第十一条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 

 一 前条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村 

に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業 

務を行うこと。 

 二 児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。 

  イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。 

  ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするもの 

に応ずること。 

  ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的 

及び精神保健上の判定を行うこと。 

 

 

 



~ 65 ~ 
 

 

 

 

  ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。 

  ホ 児童の一時保護を行うこと。 

  ヘ 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行う 

こと。 

２ 都道府県知事は、市町村の前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要 

があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。 

 

（児童相談所） 

第十二条 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。 

２ 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務（市町村職員 

の研修を除く。）及び同項第二号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者自立支援法（平成十 

七年法律第百二十三号）第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務 

を行うものとする。 

３ 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務（前条第一項第二号ホに掲げ 

る業務を除く。）を行うことができる。 

４ 児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所（以下「福 

祉事務所」という。）の長（以下「福祉事務所長」という。）に必要な調査を委嘱することが 

できる。 

 

（保健所の業務） 

第十二条の六 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。 

 一 児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。 

 二 児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。 

 三 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育につい 

て、指導を行うこと。 

 四 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。 

２ 児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保 

健指導その他の必要な協力を求めることができる。 

 

（保育の実施） 

第二十四条  

４ 市町村は、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知 

を受けた児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、保育所における保育 

を行うこと又は家庭的保育事業による保育を行うことの申込みを勧奨しなければならない。 

 

【※福祉事務所や児童相談所から、保育の実施が必要と判断されて、通知のあった場合の規定】 

 

（要保護児童発見者の通告義務） 

第二十五条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若し 
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くは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相 

談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限 

りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 

 

（要保護児童対策地域協議会） 

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 協議会は、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（以下「要保護児 

童等」という。）に関する情報その他要保護児童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に必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援 

の内容に関する協議を行うものとする。 

３ 地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、厚生労働省令で定めるところにより、そ 

の旨を公示しなければならない。 

４ 協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限 

り要保護児童対策調整機関を指定する。 

５ 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対 

する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必 

要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者その他の関係機関等との連絡調整を行う 

ものとする。 

６ 要保護児童対策調整機関は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の業務に係る事務 

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を置くように努めなければなら 

ない。 

 

（資料または情報の提供等） 

第二十五条の三 協議会は、前条第二項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要がある 

と認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求 

めることができる。 

 

（組織及び運営に関する事項） 

第二十五条の四 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協 

議会が定める。 

 

（秘密保持） 

第二十五条の五 次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定 

める者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であつた者 

 二 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者 
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 三 前二号に掲げる者以外の者 協議会を構成する者又はその職にあつた者 

 

（状況の把握） 

第二十五条の六 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所は、第二十五条の規 

定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の 

把握を行うものとする。 

 

（通告児童等に関する措置） 

第二十五条の七 市町村（次項に規定する町村を除く。）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、第二十五条の規定による通告を受けた児童及び相談に応じ 

た児童又はその保護者（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。 

 一 第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及 

び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。 

 二 通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法（昭和三十五年法律 

第三十七号）第九条第六項に規定する知的障害者福祉司（以下「知的障害者福祉司」という。） 

又は社会福祉主事に指導させること。 

 

（都道府県の採るべき措置） 

第二十七条 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、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 

 一 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。 

 二 児童又はその保護者を児童福祉司、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相談支援事業に 

係る職員に指導させ、又は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 

者に指導を委託すること。 

 三 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、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心 

身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。 

 四 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。 

２ 都道府県は、第四十三条の三又は第四十三条の四に規定する児童については、前項第三号 

の措置に代えて、指定医療機関に対し、これらの児童を入院させて肢体不自由児施設又は重症 

心身障害児施設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。 

３ 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 

措置を採るにあたっては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。 

４ 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 
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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。 

５ 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。 

６ 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。 

 

第二十七条の二 都道府県は、少年法第二十四条第一項又は第二十六条の四第一項の規定によ 

り同法第二十四条第一項第二号の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定に従って児童 

自立支援施設に入所させる措置（保護者の下から通わせて行うものを除く。）又は児童養護施 

設に入所させる措置を採らなければならない。 

２ 前項に規定する措置は、この法律の適用については、前条第一項第三号の児童自立支援施 

設又は児童養護施設に入所させる措置とみなす。ただし、同条第四項及び第六項（措置を解除 

し、停止し、又は他の措置に変更する場合に係る部分を除く。）並びに第二十八条の規定の適 

用については、この限りでない。 

 

（家庭裁判所の送致） 

第二十七条の三 都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由を制限し、又はその自由を奪う 

ような強制的措置を必要とするときは、第三十三条及び第四十七条の規定により認められる場 

合を除き、事件を家庭裁判所に送致しなければならない。 

 

（保護者の児童虐待等の場合の送致） 

第二十八条 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、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 

置を採ることができる。 

 一 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。 

 二 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 

一項第三号の措置を採ること。 

２ 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 
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ことができる。 

３ 第一項及び前項の承認（以下「措置に関する承認」という。）は、家事審判法の適用に関 

しては、これを同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。 

４ 都道府県は、第二項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。 

５ 家庭裁判所は、措置に関する承認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。 

６ 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。 

 

（立入調査） 

第二十九条 都道府県知事は、前条の規定による措置をとるため、必要があると認めるときは、 

児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児 

童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合において 

は、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があつたときは、これを提示させなけ 

ればならない。 

 

（同居児童の届出） 

第三十条 四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者又は未成年後見人から離して、自 

己の家庭（単身の世帯を含む。）に、三月（乳児については、一月）を超えて同居させる意思 

をもつて同居させた者又は継続して二月以上（乳児については、二十日以上）同居させた者（法 

令の定めるところにより児童を委託された者及び児童を単に下宿させた者を除く。）は、同居 

を始めた日から三月以内（乳児については、一月以内）に、市町村長を経て、都道府県知事に 

届け出なければならない。ただし、その届出期間内に同居をやめたときは、この限りでない。 

２ 前項に規定する届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一月以内 

に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。 

３ 保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、市町村、 

都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、児童福祉司又は児童委員に相談しなければなら 

ない。 

 

（児童の一時保護） 

第三十三条 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とるに 

至るまで、児童に一時保護を加え、又は適当な者に委託して、一時保護を加えさせることがで 

きる。 

２ 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とる 
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に至るまで、児童相談所長をして、児童に一時保護を加えさせ、又は適当な者に、一時保護を 

加えることを委託させることができる。 

３ 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。 

４ 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行うことができる。 

 

（親権喪失宣告の請求） 

第三十三条の七 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、八百三十四条の二第一項、八百三十五条又は八百三十六 

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 

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。 

 

 

（未成年後見人解任の請求） 

第三十三条の九 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。 

 

（罰則） 

第六十一条の三 第十一条第五項、第十八条の八第四項、第十八条の十二第一項、第二十一条 

の十の二第四項、第二十一条の十二、第二十五条の五又は第二十七条の四の規定に違反した者 

は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 
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子どもの笑顔はみんなの安心 
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野洲市役所 

子育て家庭支援課 家庭児童相談室 
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FAX 077－58６－2176         

 

 

 

「オレンジリボンには子どもの虐待を防止するというメッセージが込められています。」 


