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子ども虐待対応の目的
⇒子どもを危険から守る



虐待による４つの危険

①身体的危険（死、身体障害等の危険）
直接の傷害と間接の身体症状

②精神障害に至る危険
アタッチメントとトラウマの問題がその核
虐待による人格形成の問題は大きい

③被害を繰り返す危険
虐待被害⇒いじめ、レイプ、暴力、DV被害・・・
④加害に至る危険
弱者への暴力、虐待の連鎖



これからの必要な施策



重要な方向性

適切な統計や情報の分析に基づく対応

ライフサイクル支援

切れ目のない、次世代の虐待予防に繋がる支援

社会的養護での虐待対応の充実

家族全体への支援



適切な統計や情報の分析に基づく対応
例：死亡事例検証の有効性



厚生労働省の死亡事例検証が
有効だった理由

目的が明確：典型的な虐待死を集めて子
どもの死から学び繰り返さない手だてを考
える。

データベースを作ったことによってある程
度の統計データを出すことができた

（年齢、関係機関のかかわり、無理心中と
の違いなどとその推移）

質的分析との組み合わせで足りない施策
が明らかになった。



Child Death Reviewへ

現在の方法では見逃し事例の可能性は低
くない

また、他の子どもの死との比較が困難

その他の防げる死（事故、自殺等）への対
応も必要

⇒Child Death Reviewが必要



非無理心中と無理心中事例

報告 非心中 心中 合計 年間換算

事例数 死亡数 事例数 死亡数 事例数 死亡数 事例数 死亡数

1st 24 25 48 50

2nd 48 50 5 8 53 58 53 58

3rd 51 56 19 30 70 86 70 86

4th 52 61 48 65 100 126 100 126

5th 73 78 42 64 115 142 92 113.6

6th 64 67 43 61 107 128 107 128
7ｔｈ 47 49 30 39 77 88 77 88

8ｔｈ 47 51 37 47 82 98 82 98



非無理心中事例と無理心中事例の比較
（第５次報告）
非無理心中 無理心中

１事例で亡くなる子ども
の人数

1.08
一人を殺害することが多い

1.45
複数の子どもが死亡

子どもの平均年齢 2.4 5.6

主たる死亡原因 頭部外傷(28.6%)
窒息 (26.5%)

窒息 (33.3%) 
中毒 (26.7%)

主たる加害者 実母 (70.4%) 、 実父 (20.4%) 実母 (80%) 実父(16.7%)

経済的問題 38.9%  が貧困 12.5% が貧困

両親がそろった家庭 47.5% 100%

妊娠期の問題 17.9% 0.03%

生前の虐待通告 14.3% なし



心中事例の特徴

年齢の幅が広い

複数の子どもを同時に殺害する例が多い

死因は絞厄による窒息が多い

年によっては中毒（練炭など）も多い

主たる加害者は実母が多い

事前に虐待が把握されていることが少なく、関係機関の関与
も少ない

実父母家庭が多く、妊娠期の問題、経済問題、地域での孤立
等のリスク要因が少ない

⇒心中事例の防止策は虐待防止策では困難で今後の課題



0日、0か月事例
３．母の状況

区分 0日（76人） 0か月（13人）

望まない妊娠 58（76.3％） 4（30.8％）

精神的問題あり 4（ 5.3％） 4（30.8％）

経済的問題あり 18（23.7％） 2（15.4％）

若年出産経験あり 29（38.2％） 8（61.5％）

過去の遺棄あり 13（17.1％） 1（ 7.7％）



分析結果から施策への繋がり

繋がった例（施策の広がり）

こんにちは赤ちゃん事業

特定妊婦

妊娠期からの予防策

都道府県での死亡事例検証

施策に繋がっていない例

無理心中予防策



現在の虐待統計の問題点

「児童相談所虐待相談件数」の曖昧さ

データベースになっていない

⇒相談の種類と対応も紐づかない

その為に施策に繋げられない

（単に「相談」が増えたと言えるだけ）

予後が不明（世代間連鎖も不明）

推移もわからない



虐待統計の改善が必要

モデル地域だけでもよいので、まずデータ
ベースを構築する

広域の項目が少ないデータベースと地域
データベースに分け、広域データベースは
個人情報を外す対策を取る必要がある

その分析と質的研究を組み合わせて制度
や施策を発展させる必要がある



ライフサイクル支援
切れ目のない、次世代の虐待予防



妊娠期 周産期

親

安心した妊娠
胎児虐待予防 包まれたお産

小児期

思春期

親

成人期

虐待予防教育

虐待予防
虐待介入
虐待家族への支援
被虐待児への支援

自立支援
親になる準備

スキル獲得
責任
伴侶選択

支援の欠落時期がある

子若施策はこ
こをつなぐ



（要保護児童対策地域協議会）協働
連携

（子ども・若者支援地域協議会）

子ども・若者育成支援地域ネットワーク

教育
学校
教育
委員会

矯正・更生保護
少年鑑別所
保護観察所

労働
職業訓練機関
ハローワーク 等

子育て
支援
保育所
民間団体
等

司法
家庭裁判所 等

医療
医療機関 等

保健
保健所

保健センター 等

福祉
児童相談所
福祉事務所 等

警察
少年サポート
センター

社会的養護
里親

児童福祉施設 等

要保護児童対策地域ネットワーク

地域ネットワーク（市町村）



世代間連鎖を断つためには
妊娠期・周産期の支援

乳幼児期のアタッチメントに焦点を合わせ
た関係性の構築支援（予防・支援）

治療的親子保育プログラムの必要性

安全な生活の確保と心の傷の回復

思春期の自立支援

責任ある大人を目指す支援

親になる支援

が繋がる必要がある。



ライフサイクル支援例
予防 支援 強制介入とその後の支援

妊娠期 妊娠相談
予防的教育（SBS等）

特定妊婦の発見・支援

周産期 包まれた良いお産 特定妊婦・飛び込み出
産家族への支援

こうのとりの揺りかご型支援
特別養子縁組等

乳児期 育児支援
親子関係形成支援
虐待予防教育

要支援家庭への支援
親支援・家族支援
親子関係介入・支援

要保護児童への介入
親ケア・家族ケア
被虐待児ケア

小児期 子育て相談
権利教育
子ども相談

親子支援
親・家族支援

分離時の子どもケア
里親支援
分離時の親ケア
再統合時とその後のケア

思春期 自立支援
自己制御の獲得支援

自立支援
親子関係支援

分離後の自立支援
社会的スキル獲得支援

成人期 社会でのスキル獲得
対人関係支援

要支援家庭から成人し
た人への支援

要保護児童で成人した人へ
の実家機能



自立支援対策の提案例

例：勤労青少年福祉法に位置づけられて
いる全国に約３８０カ所ある勤労青少年
ホームなどを活用して総合的な青少年（１
５歳～３０歳程度）の自立を支援する青少
年自立支援センター（仮称）を都道府県に
一カ所設置

機能：相談機能、シェルター機能、生活支
援機能、就労支援機能、経済的支援機能、
コーディネート機能など



社会的養護の虐待対応の充実



社会的養護
子どもが心身ともに健康に育つ権利を守るのは社会の役目

施設

里親等

一時保護

レスパイトケア

民間シェルター

保育園

ベビーシッター

家庭への育児支援など

狭義の社会的養護

社会的養護の多様性も
求められている



虐待を受けた子どもへの社会的養護

家庭的養護（里親・地域小規模など）の利
点と危険（里親虐待等）を認識

虐待を受けた子どもの育て難さを認識した
里親等への支援の選択肢が必要

一方で虐待を受けた子どもの激しい行動
の問題への重装備治療型施設も不可欠

そのバランスを考える必要がある



グループホーム

里親

地域小規模

治療型施設

医療 保健

児童相談所

警察

教育

司法

障害福祉

民間団体

里親等支援ネットワーク

里親会



家族全体への支援



子どもの安全と家族維持

分離された子どもにかかる社会的コストは非常
に大きい

親子分離後の再統合で危険になることも多い。
つまり家族へのケアが手薄

虐待を受けた子どもの家族からの分離と家族維
持のバランスが重要

家族への積極的介入（家族全体の監視と支援の
組み合わせなど）の方策が不全

⇒法的整備が求められる



家族全体の支援

社会が家族の重要性を認識することが求められる

家族への支援をもっと手厚くする必要がある

（ファミリーカウンセリングなどを受けやすくする等）

労働と子育ての両立を社会で議論する必要がある
⇒保育園だけではなく休職してもデメリットにならな
い対策が必要

問題を持った家族には更に手厚い支援が必要


