
第３章 困難を有する子ども・若者やその家族の支援
（第２節 子ども・若者の被害防止・保護）

１４３

第
２
部
第
１
章
第
２
章
第
３
章
第
４
章
第
５
章

第２節 子ども・若者の被害防止・保護
１ 児童虐待防止対策
⑴ 児童虐待の現状（厚生労働省）

児童虐待への対応については，平成１２年１１
月，「児童虐待の防止等に関する法律」（平１２
法８２）（以下，「児童虐待防止法」という。）
が施行されたが，その後，平成１６年及び平成
１９年には，児童虐待防止法及び児童福祉法の
改正が行われ，制度的な対応について充実が
図られてきたところである。しかしながら，
子どもの生命が奪われるなど重大な児童虐待
事件が後を絶たず，全国の児童相談所におけ
る児童虐待に関する相談対応件数も増加を続
け，平成２１年度には児童虐待防止法制定直前
の約３．８倍に当たる４万４２１１件となるなど，
依然として，社会全体で早急に取り組むべき
重要な課題となっている。

⑵ 児童虐待防止対策の充実（警察庁，法務省，
文部科学省，厚生労働省）
児童虐待は，子どもの心身の発達及び人格

の形成に重大な影響を与えるため，児童虐待
の防止に向け，虐待の「発生予防」から「早
期発見・早期対応」，さらには虐待を受けた
子どもの「保護・自立支援」に至るまでの切
れ目ない総合的な支援体制を整備し，充実し
ていくことが必要である。
児童虐待については，その発生予防から虐

待を受けた子どもの自立に至るまで，切れ目
なく総合的に支援していくため，関係省庁が
連携して，施策の一層の充実を図っている。
○ 発生予防

厚生労働省では，発生予防に関しては，
すべての乳児のいる家庭を訪問し，子育て
に関する情報提供や乳児及びその保護者の
心身の状況及び養育環境等の把握を行うな
ど，乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ最
初の機会とすることにより，乳児家庭の孤
立化を防ぎ，乳児の健全な育成を確保する
ための「乳児家庭全戸訪問事業（こんにち
は赤ちゃん事業）」を実施している（平成

２２年度においては，全国の市区町村のうち
８９．２％にあたる１５６１市区町村にて実施（雇
用均等・児童家庭局総務課調（平成２２年７
月１日現在）））。
また，養育支援が必要な家庭に対して，

保健師，助産師，子育て経験者等が訪問
し，養育に関する相談，指導，助言その他
必要な支援を行う「養育支援訪問事業」や，
子育て中の親子が気軽に集い，相談・交流
等できる「地域子育て支援拠点事業」を推
進している。
文部科学省では，保護者の子育て不安の

軽減や地域からの孤立の解消のため，地域
における就学時検診等の機会を活用した子
育て講座等の，家庭教育に関する学習機会
や相談対応等の取組を支援している。
また，児童虐待に関する内容等を盛り込

んだ家庭教育に関するヒント集として，家
庭教育手帳を文部科学省ホームページに掲
載し，全国の教育委員会や PTA，子育て
支援団体等における家庭教育に関する学習
機会等での活用を促している。

○ 早期発見・早期対応
厚生労働省では，早期発見・早期対応に

関しては，市町村における「子どもを守る
地域ネットワーク（要保護児童対策地域協
議会）」の設置促進・機能強化，児童福祉
司の配置の充実等児童相談所の体制強化，
虐待をした親自身への再発防止策として，
家族再統合や家族の養育機能の再生・強化
に向けた取組を行う親支援を推進してい
る。
警察では，街頭補導，相談活動，通報，

事件捜査・調査等を通じて，児童虐待事案
の早期発見・被害児童の早期保護に努めて
いる。

○ 人権擁護機関における相談
法務省の人権擁護機関においても，被害

児童からの申告や人権相談のほか，新聞・
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雑誌等からの情報によって，児童虐待事案
の情報を得た場合は，児童相談所等と連携
し，被害児童の一時保護等適切な対応に努
めるとともに，必要に応じて，加害者等に
人権尊重理念について理解を深めるような
啓発を行うこと等によって，被害児童の救
済に努めている。

○ 保護・支援
厚生労働省では，保護・自立支援に関し

ては，児童養護施設等の小規模ケアの推
進，個別対応職員や家庭支援専門相談員の
配置等，ケア担当職員の質的・量的充実，
里親委託の推進，身元保証人を確保するた
めの事業等を実施している。
文部科学省においては，教育分野に関す

る知識に加えて，社会福祉等の専門的な知
識・技術を用いて，児童生徒が置かれた
様々な環境へ働き掛けたり，児童相談所等
の関係機関とのネットワークを活用して，
問題を抱える児童生徒に支援を行う専門家
であるスクールソーシャルワーカーを配置
するために必要な経費を支援している。
また，平成２１年度においては，児童虐待

防止法の趣旨を踏まえ，学校における児童
虐待の早期発見・通告，関係機関との連
携，虐待を受けた子どもへの対応等につい
て，教職員の意識啓発と対応スキルの向上
を図るため，「児童虐待防止と学校」とい
うタイトルで研修教材を作成し，都道府
県・指定都市教育委員会に配布した。
警察では，警察官職務執行法に基づく犯

罪の制止，立入等の権限行使，厳正な捜
査，被害児童の支援，児童相談所の行う立
入調査等に対する援助要請への的確な対応
等，児童の安全の確認及び安全の確保を最
優先とした対応を行っている。

○ 児童虐待による死亡事例等の検証
児童虐待による死亡事例等の検証は，事

件の再発防止と対策を講ずる上での課題を
抽出するために重要な意義を持つことか
ら，社会保障審議会児童部会の下に設置さ

れている「児童虐待等要保護事例の検証に
関する専門委員会」において，平成１６年か
ら実施されており，これまで６次にわたる
報告が取りまとめられている。

○ 関係法令の改正
平成２０年には，児童福祉法等の改正が行

われ，一部を除き平成２１年４月から施行さ
れた。主な改正事項は，次のとおりであ
る。
ａ すべての乳児のいる家庭を訪問するこ
とにより，子育て支援に関する情報提供
や養育環境等の把握，相談助言等の援助
を行う「乳児家庭全戸訪問事業」や，養
育支援が必要な家庭に対して，訪問によ
る養育に関する相談，指導・助言等の支
援を行う「養育支援訪問事業」，乳幼児
とその保護者が相互の交流を行う場所を
開設し，子育てについての相談，情報提
供，助言等の援助を行う「地域子育て支
援拠点事業」等の子育て支援サービスの
法定化

ｂ 子どもを守る地域ネットワーク（要保
護児童対策地域協議会）の機能強化

ｃ 里親制度の改正と施設内虐待の防止等
の規定等
なお，平成１９年の児童虐待防止法改正法

附則において，「施行（平成２０年４月）後
３年以内に，親権に係る制度の見直しにつ
いて検討を行い，その結果に基づいて必要
な措置を講ずる」ものとされていることを
受けて，「民法等の一部を改正する法律案」
を第１７７回通常国会に提出した。

⑶ 関係省庁・機関との連携
ア 児童虐待防止推進月間（内閣府，厚生労
働省）
厚生労働省では，内閣府とともに，平成

１６年から１１月を「児童虐待防止推進月間」
と位置付け，児童虐待問題に対する社会的
関心の喚起を図るため，その期間中，関係
府省庁や地方公共団体，関係団体等と連携
した集中的な広報・啓発活動を実施してい
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る。平成２２年度においては，月間標語の公
募・決定，全国フォーラムの開催（１１月２３
日・広島県広島市），広報用ポスター等の
作成，配布，政府広報を活用したテレビス
ポットCMや新聞等により児童相談所全
国共通ダイヤルの周知徹底を図るなどの広
報・啓発等を実施した。また，児童虐待防
止の啓発を図ることを目的に，民間団体
（特定非営利活動法人児童虐待防止全国
ネットワーク）が中心となって実施してい
る「オレンジリボンキャンペーン」につい
て後援を行っている。
また，内閣府では，平成２２年度に，同月

間にあわせて，児童虐待等についての相
談・通報窓口を紹介するホームページ
等※２４を作成し，広報・啓発活動を実施し
た。

イ 子ども・若者育成支援強調月間（内閣府）
平成２２年１１月の「子ども・若者育成支援
強調月間」（従来の「全国青少年健全育成
強調月間」から名称変更）において，「児
童虐待の予防と対応」を重点事項として，
地域ぐるみで実効性のある児童虐待防止へ
の取組を図った。

ウ 教育機関と福祉機関等の連携（文部科学
省，厚生労働省）
文部科学省では関係省庁の協力を得て，

関係機関や民間団体が連携し，平成２２年１
月に設置した「子どもを見守り育てるネッ
トワーク推進会議」（平成２３年３月時点で
５関係府省と４２民間団体が参加）を設け，
児童虐待問題を含む子どもを対象とした相
談体制の充実や学校・地域における子ども
の居場所づくり等の取組を推進するため円
滑な連携の在り方等について検討してい
る。

⑷ 調査研究（文部科学省，厚生労働省）
厚生労働省では，平成１４年度に設立され

た，児童虐待に特化した研究，研修，情報提

供等を行う「日本虐待・思春期問題情報研修
センター（通称：子どもの虹情報研修セン
ター）」において実施されている児童虐待に
関する臨床研究や，指導者の養成を目的に，
高度かつ最新の専門知識と実践的な援助技術
が習得できるような研修等の実施を支援して
いる。
また，厚生労働科学研究においても，保護

者への指導法の開発に関する研究等，児童虐
待対策に関する研究を，従来から幅広い分野
の研究者の参画を得て実施している。
文部科学省においては，児童生徒の深刻な

状況や「児童虐待防止法」第４条の規定を踏
まえ，国内・諸外国の児童虐待防止に向けた
先進的取組等を収集・分析し，その成果につ
いて，平成１８年５月に報告を取りまとめた。

２ 社会的養護の充実
⑴ 社会的養護の現状（厚生労働省）

社会的養護は，保護者のない児童，被虐待
児等家庭環境上養護を必要とする児童，生活
指導を必要とする児童等に対し，公的な責任
として，施設等において，社会的に養護を行
う制度であり，対象児童は平成２２年３月末で
約４万７０００人となっている。
保護が必要な児童数の増加に伴い，ここ十

数年で，児童養護施設の入所児童数は１．１３
倍，乳児院が１．２倍，里親委託児童は１．８倍に
増加している。
また，児童虐待の増加等に伴い，児童養護

施設に入所している子どものうち，半数以上
が虐待を受けた子どもとなっている。社会的
養護を必要とする児童においては，障害等の
ある児童も増加している。このため，児童虐
待防止対策の一層の強化とともに，社会的養
護の量・質ともに拡充が必要となっている。

⑵ 家庭的養護の推進（厚生労働省）
児童養護施設等の入所施設においては，で

きる限り家庭的な環境の中で，職員との個別

※２４ http://www８．cao.go.jp/youth/soudan/index.html


