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世田谷区における児童虐待死亡事例等検証結果報告及び区の取組みについて 
 
１ 主旨 
  平成２９年１月１３日（金）に区内で発生した乳児死亡事例について、「世

田谷区児童虐待死亡事例等検証会議」（以下「検証会議」という）を開催し、 
本事例の背景等が明確になっていない平成２９年７月６日に、検証会議におけ

る検討状況の報告を行った。 
その後、平成２９年１０月に本事件の公判が行われ、公判で明らかになった

事件の詳細をもとに、再度検証を行い、改善すべきこと、強化すべきこと等を

検証結果報告書としてまとめたので、報告する。 
 
２ 検証結果報告及び区の取組み 
  別紙１及び別紙２のとおり 
 
３ 今後のスケジュール 
  平成３０年１１月   庁内関係所管に周知 
              再発防止に向けた取組み（順次） 
            １２月   要保護児童支援全区協議会に報告 
             以降、各地域協議会に報告 
  平成３１年１月以降  報告書を活用した職員研修 
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【事例の概要】 
母は、平成２４年春頃から、音に対しての過敏になるなどの精神病症状が出

現し、父が区の精神保健相談に相談をしたが、医療機関にはつながらなかった。

その後、精神病症状は消長がみられた。  

母は、平成２８年１０月長女を出産した。 区は、妊娠届を受理し、通常の

妊娠期面接、乳児期家庭訪問及び電話フォローを行っていた。 

同年１２月頃から母の精神病症状が再燃し、平成２９年１月上旬頃から幻聴等の精

神病的体験が増悪し、長女を死なせてあげないといけないという妄想的な確信が強く

なり、追い詰められた状態となった。 

 このような経緯のもと、母は同月１３日午前、浴室において、本児（当時生後３ヶ

月）の身体を浴槽内の水中に沈め、溺水による窒息により死亡させた。 

 母は、事件当時、精神病症状のため心神耗弱の状態にあった。 

 

１ その人を多面的・統合的に捉える 
（１）精神保健におけるアセスメントの充実 

父が精神保健相談を利用していたが、

父にとって精神科治療のハードルが高

く、精神科医療機関受診に結びつかなか

った。受診していれば、妊娠や出産時に

公的な支援に結びついていた可能性が

高かった。 

 
・相談者の受容が難しいケースがあることを前提に、相談者の

困りごとに焦点をあて、丁寧に受診を勧める。 

・相談者が本人以外の場合、可能な限り本人に直接会って本人

の状態を確認する。また、家族等のサポート力や関係性を把

握する。 

・相談の様子や把握した情報をチームで共有し、適切にアセス

メントを行う。また、その後の支援の状況についてもチーム

で共有･点検し、モニタリング、再アセスメントを実施する。 

・母子保健事業で面接や面会がある際、事前に過去の相談歴等

の情報を確認する。 

 

（２）母子保健における切れ目のない支援体制の充実 

出産前と出産後の支援者の有無の変

化や「泣き」の対応など母の困りごとを

聞き取ったものの、多くの母子と同じく

一般的な支援の対象として対応を行っ

た。 
事前に精神疾患等の情報があれば、母

の変化をキャッチして支援に結びつけ

られた可能性が高かった。 

 
・妊娠期面接の実施後は、過去の相談歴等の情報も活用して、

面接を行った母子保健コーディネーターと保健師などの複数

の視点でアセスメントを行う。また、アセスメントの情報等

を、次の支援者に適切に伝える。 

・妊娠期面接から乳児期家庭訪問、その後の電話フォローまで、

必要な情報が引き継がれていく仕組みをつくる。 

 

世田谷区における児童虐待死亡事例等検証結果報告及び区の取組みについて 

別紙１ 

【これまで】 

・相談時以後は主に担当保健師が個別にア

セスメントを行っていた。 
・個別の精神保健相談記録票を作成するが、

リスト化していなかった。 
【改善策】 

・保健師のチーム体制を整え、相談内容等

を共有しアセスメントを行う。 
・相談歴を検索できるように、精神保健相

談台帳（相談リスト）を作成する。 
 

【これまで】 
・委託訪問指導員と事前に情報共有する仕
組みがなく単発の支援になっている。 

・センター内での事業前後の情報連携の手
法が確立していなかった。 

【改善策】 
・乳児期家庭訪問前に委託訪問指導員との
情報連携の仕組みを作る。（既に実施済） 

・平成31年度に稼動する母子保健システム
を活用し、妊娠届、妊娠期面接、乳児期
家庭訪問、電話フォロー等の情報を、面
接・訪問前に確認する。 



２ 育児困難の把握と支援 
（１）泣きに敏感になる母への対応 

母は、幻聴等の精神症状の悪化により、本児が泣くこと
で、周囲に迷惑をかけているのではないかと思い悩み、泣
きの受け止めの許容範囲を超え、事件となってしまった。 

  

・乳児期家庭訪問や相談等で、母が気になること、困っていることを丁寧に聞き取り、チーム
で共有して、継続支援の必要性の判断をより丁寧に行う。 

⇒的確なアセスメントとその共有 
・母親が赤ちゃんの泣き声のことで必要以上に周囲に気を遣うことがないよう、地域で子育て
を支援する機運を醸成するための普及啓発等の取り組みを行う。 

⇒地域で子育てを支援する機運の醸成 
（２）適切なサポート 

身近な存在である父や家族が、母の様子の変化に気付き
心配していたものの、どこにも相談していなかった。父や
家族にも、積極的に支援することの重要性についての情報
を十分に周知する必要があった。 

  

・妊娠や出産は、母親（妊婦）の心身に様々な変化をもたらす大きな出来事であり、精神的に
不安定になる場合があること、それは誰にでも起こり得ることから、母親のメンタルヘルス
の重要性や、子育てにおいて支援は必要であることを父や家族に周知する。 

⇒区のおしらせ等様々な広報機会での周知 
・子育て応援アプリやリーフレット等、様々な媒体を活用して、父親への知識の普及を図る。 

⇒父親への情報伝達の充実 
・伴走型の支援を切れ目なくつなぐため、地域の中での生活密着型サポートをしている地域子
育てコーディネーターなどの地域資源との協働を充実する。 

⇒地域子育て支援コーディネーターとの連携強化 
 
３ 支援の継続性 

 

精神保健相談がこの家庭との最初の接点となったもの
の、母の妊娠届以降の支援に引き継がれなかった。 
妊娠届後の母と区との接点は複数回あったが、それぞれ

の場面で得た情報が十分につながっていなかった。 

  

・母子健康手帳交付、妊娠期面接、乳児期家庭訪問などの情報が担当者間で切れ目なく引き継
がれ、次の展開でも、子どもの命を守るための視点で総合的に判断できるよう情報の引継ぎ
のしくみを検討する。               ⇒情報引継ぎのための仕組みを検討 

 
４ 職員の育成と体制強化 

 

保健師や子ども家庭支援センターのケースワーカーなど
は、相談者を多面的・統合的に捉え、その人の人生のつな
がりを見ていくようなスキルを持つことが求められる。 
子ども子育て支援に関わる職員について、精神疾患や児

童虐待についての知識を深めるための研修などを計画的に
実施して行く必要がある。 

 
 

・定期的にスーパービジョンを受ける機会を持ち、困難事例検討会を実施するなど、保健師な
どの職員のフォロー体制を作り、職員の情報収集力や統合的に判断する力量等のスキルアッ
プを図る。              ⇒保健師がスーパービジョンを受けられる体制を確保 

・再発防止のための本報告書を活用した研修（職員向け）を実施する。  ⇒研修の充実  

 
５ 支援のネットワーク 

 

世田谷区の中では妊娠や子育てには周囲の協力や支援を
得られることが当たり前になるように、機運の醸成など、
環境を整備していく必要がある。 
区と医療機関が要保護児童対策地域協議会の枠を活かし

て、適切に情報を共有するよう努めているが、現状ではそ
の理念を十分に浸透させるなどの課題がある。 

  

・中高生の段階から、命の大切さ、父親が子育ての責任を果たすことの大切さを伝えていくた
め、学校教育との連携した取り組みを検討する。  

⇒中学校の赤ちゃん触れ合い体験の拡充 
・要保護児童対策地域協議会（要保護児童支援協議会）のしくみを活かして、医療機関との情
報連携を充実する。         ⇒周産期部会の充実等により、顔の見える関係の強化 
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はじめに 
 
 平成２９年１月、世田谷区内において、当時生後３ヶ月の女児（以下「本児」）

が自宅マンションの浴室に沈められ死亡した。 
世田谷区では、亡くなった本児の死を悼み、事件の再発防止に資するために、

世田谷区要保護児童支援協議会（児童福祉法第２５条の２に基づく要保護児童

対策地域協議会）の児童虐待死亡事例等検証会議にて事例の検証を行うことと

した。 
 
区は、通常の妊婦と同様に、妊娠届を受理し、妊娠期面接や新生児訪問を実

施し、さらに訪問後の電話フォローを行ったものの、それ以上の関わりを持つ

ことが出来ず、本事例の母子は支援対象になっていなかった。 
検証会議では、本児の死を重く受け止め、事例の背景や虐待死が起きてしま

った状況について可能な限り情報収集を行い、何故、この母子に支援を届ける

ことができなかったのか、どうすれば母子の状況に気付き必要な支援を届ける

ことができたのかを中心に検討を行った。 
  
平成２９年５月末には、本事例についての公判が開始されておらず、事例の

背景等明確になっていない部分が多い中ではあったが、今後の児童虐待防止の

ために、区の妊婦や子育て家庭に対する支援の視点から、必要な再発防止策の

検討と方針の提案が必要であると判断し、検証会議の状況を報告した。 
 
その後、平成２９年１０月に本事件の公判が行われた。 
公判及び判決を傍聴して明らかになった事件の詳細をもとに、法曹の専門家

にオブザーバー委員として加わっていただき、再度検証を行った。支援対象と

なっていない母子ではあったが、区の関わりに、公判で明らかになった事実を

重ね合わせることで、複眼的に事例を捉えることができた。そこから、子ども

の命を守るために、区が支援を必要としている保護者や家庭にどのようにした

ら気付くことができ、どのようにしたら支援を届けることが出来るか等につい

て検討して、どのようなところに課題があるのかを明らかにした。 
提示された課題を元に、改善すべきこと、強化すべきこと等を本報告として

まとめた。 
   

 

 



- 2 - 
 

目   次 
 

はじめに             ・・・・・・・・・・・・・・・  1 

Ⅰ 検証について 
 １．検証の目的         ・・・・・・・・・・・・・・・  3 

 ２．検証の方法         ・・・・・・・・・・・・・・・  3 

 

Ⅱ 本事例の概要について   
 １．事件の概要         ・・・・・・・・・・・・・・・  4 

２．事件の経緯         ・・・・・・・・・・・・・・・  4 

 

Ⅲ 区の対応と課題 
１．その人を多面的・統合的に捉える ・・・・・・・・・・・・・  5 

（１）精神保健におけるアセスメントの充実 

（２）母子保健における切れ目のない支援体制の充実 

２．育児困難の把握と支援    ・・・・・・・・・・・・・・・  7 

（１）泣きに敏感になる母への対応 

（２）適切なサポート 

３．支援の継続性        ・・・・・・・・・・・・・・・   9 

４．職員の育成と体制強化    ・・・・・・・・・・・・・・・   9 

 ５．支援のネットワーク     ・・・・・・・・・・・・・・・  10 

 

Ⅳ 再発防止に向けて 
１．その人を多面的・統合的に捉える  

～一人ひとりの“生きる姿”の理解と寄り添い～・・・・・  12 

（１）精神保健におけるアセスメントの充実 

（２）母子保健における切れ目のない支援体制の充実 

２．育児困難の把握と支援    ・・・・・・・・・・・・・・・  14 

（１）泣きに敏感になる母への対応 

（２）適切なサポート 

３．支援の継続性        ・・・・・・・・・・・・・・・  15 

４．職員の育成と体制強化    ・・・・・・・・・・・・・・・  15 

 ５．支援のネットワーク     ・・・・・・・・・・・・・・・  16 

 

Ⅴ 結びとして        ・・・・・・・・・・・・・・・  17 
 
【資料編】 

１．世田谷区児童虐待死亡事例等検証会議委員名簿・・・・・・・・・・・  18 

２．世田谷区児童虐待死亡事例等検証会議開催経過・・・・・・・・・・・  19 

３．地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の検証について・・・・  20 
  



- 3 - 
 

Ⅰ 検証について 
 
１．検証の目的 
 本件証は、児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年５月２４日法律第

８２号）第４条第５項に基づき、また平成２３年７月２７日付厚生労働省雇

用均等・児童家庭局総務課長通知「地方公共団体における児童虐待による死

亡事例等の検証について」を参考に、区として速やかに事実の把握を行い、

子どもの視点に立って発生原因の分析や検証等を行うことにより必要な再

発防止策に資するため行うものである。 

 なお、本検証は特定の組織や個人の責任の追及、批判を目的とするもので

はなく、区が本事例にどのように関わったかあるいは関わるべきだったかを

検証して、結果を今後の子どもの福祉施策や関係機関の技能の向上などに活

かし、今後の虐待死等を防ぐことを目的とする。 

 

２．検証の方法 
世田谷区要保護児童支援協議会（児童福祉法第２５条の２に基づく要保護

児童対策地域協議会）の部会として、３名の外部有識委員と８名の庁内委員

のほか、法曹の専門家をオブザーバー委員として招き、以下のとおり事例の

検証を行った。 

  （１）関係部署を中心とした聞き取りによる事実関係の把握 

  （２）事例の発生原因の分析と検証 

（３）必要な再発防止策の検討と方針の提案 

 

＜参考＞ 

○児童虐待の防止等に関する法律第４条第５項 

  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。 

 

 

  



- 4 - 
 

Ⅱ 本事例の概要について 

 

１．事例の概要 
（１）事件の概要 

   平成２９年１月１３日（金）午前、女性の声で「赤ちゃんをお風呂につ

けた」という１１０番通報があった。警察署員が駆けつけたところ、浴槽

の中に生後３ヶ月の女児が発見された。女児は心肺停止状態で病院に搬送

され、搬送先の病院で死亡が確認された。 

 

 

（２）事件発生時の家族構成（事件当時） 

  [本児]  女児 生後３ヶ月 

  [母]   ３０代 主婦 

  [父]   ４０代 会社員 
 
 
 
２．事例の経緯 
 

母は、平成２４年春頃から、音に対して過敏になるなど精神病症状が出現し、

父が区の精神保健相談に相談をしていた。医療機関にはつながらなかったが、

その後、精神病症状は消長がみられた。 

母は、平成２８年１０月長女を出産した。 

区は、妊娠届を受理し、妊娠期面接、乳児期家庭訪問及び電話フォローを行

った。 

母は、同年１２月頃から精神病症状が生じ、平成２９年１月上旬頃から、幻

聴等の精神病的体験が増悪し、長女を死なせてあげないといけないという妄想

的な確信が強くなり、追い詰められた状態となった。 

このような経緯のもと、母は同月１３日午前、浴室において、本児（当時生

後３ヶ月）の身体を浴槽内の水中に沈め、溺水による窒息により死亡させた。 

母は、事件当時、精神病症状のため心神耗弱
こうじゃく

の状態にあった。 
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Ⅲ 区の対応と課題 

 

 区が持っている妊娠期面接や相談等の情報と、公判で見えてきた母や父、家

族の状況を照らし合わせて本事例の検証を行った結果、以下のような課題が見

えてきた。 

 

 

１．その人を多面的・統合的に捉える 

 

妊娠、出産、子育てを、誰もが安心して安全に楽しく行えることが望ましい

姿ではあるが、様々な理由で困難な状況に陥ることも少なくない。専門職等の

支援者は、切れ目なく支援するという姿勢で家族・妊産婦に寄り添うことによ

って、どのような状況にあっても、例えリスクがあったとしても、より健康的

な、または予防的な支援をすることを基本としなければならない。親となるた

めには時間を要し、育児に困難さを抱える家族であればなおのこと、より安定

した子育てを自らが行えるよう、そのための支援が受けられることを母や家族

に伝えていく必要がある。 

そのために支援者は、常に目の前の情報だけでなく、育児が行われている家

族の関係性や成育環境、これまでの相談の状況などを含めた全体像や背景が把

握できるよう、細心の注意のもとに的確に情報を収集する力や、アセスメント

スキルを磨いていく必要がある。 

 

（１）精神保健におけるアセスメントの充実 

  事件発生の４年前の４月、本事例の母（当時は出産しておらず“妻”）が精

神的に不安定になったことで、父が区のこころの健康相談（精神保健相談）

を利用していた。保健師や医師から、本事例の母の精神疾患の可能性や、治

療の必要性を明確に伝えたものの、父にとっては、精神疾患やその治療につ

いての認識が十分でないこともあって精神科治療のハードルが高く、また、

その後、母は服薬しなくても一時的に実家に帰るなどの環境を変えたことに

よって、症状が悪化せず日常生活を送ることができていたため、受診には至

っていない。保健師は、相談後に電話で状況を確認しているが、未受診であ

りながらも安定したとの情報により、受診を勧める必要性は認識しつつも、

父の意思を尊重して再相談を待つこととした。 

 

精神保健の相談場面では、症状の見立てに加え、生活していく上での支障や

不安等の困りごとに焦点をあてながら、治療効果などの見通しを説明し、医療
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機関への受診を勧める。その際は、相談者の受け止め方や受け入れの状況を丁

寧に確認し、その人に合わせた支援計画を立てる必要がある。また、相談場面

では得られない、対象者（本人）自身の困り感や生活の状況あるいは病気の兆

候などを把握するため、本人との直接面接の可能性を積極的に探り、客観的情

報を集めることで、見立てや支援の具体性を高める対応が求められる。 

この事例では、父からの伝聞だけで終了しており、本人の状況や原家族の関

係性の把握と確認が不十分であったと考える。 

 

本事例は、相談場面での医師の見立てでは医療の必要があったが治療には至

らなかった。支援者は、精神疾患の症状は安定と不安定を繰り返すこと、妊娠・

出産・子育てが症状を悪化させる可能性があるということを理解し、その人を

多面的かつ統合的に捉え、継続して関わる必要があった。さらに、保健師は、

本人の状態が家族や地域の中で安定するまで、または本人を支援する家族等の

存在が確認できるまで、定期的なモニタリングの計画などを立てながら、しっ

かり支援する必要があった。 

しかし、そのために必要な精神保健相談の履歴の情報を継続して保持、活用

できるしくみがなかった。 

 

この時点で精神科医療機関を受診していれば、早期の段階で適切な治療を受

けて、その後の妊娠や出産についても公的な支援に結びついていた可能性が高

かったと考えられる。 

 

加えて、精神的な疾患で治療を受けながら、地域の中で暮らしていけること

を、身近な家族や友人を含め、より多くの人に広く知ってもらう必要がある。

妊娠の有無、精神疾患の有無に関わらず、人生の転機となる出来事や環境の変

化に関連して、潜在していた課題等が顕在化することや、心境にも変化が起こ

り得ることを認識した上で支援することが大事である。 

 

（２）母子保健における切れ目のない支援体制の充実 

  本事例の母は、妊娠届のアンケートや妊娠期面接でも要支援項目にチェッ

クはなく、気になることはなかった。医療機関でも１３回の妊婦健康診査を

受けており、順調に経過し、分娩出産も問題が無かった。１１月の乳児期家

庭訪問でも特に気になることはなく、多くの母子と同じく一般的な支援の対

象となっていた。その後、１２月頃から幻聴等の精神症状が急激に増悪して

いるものの、１２月の電話フォローでは、母の変化をキャッチすることが難

しかった。 
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 妊娠期面接の場面で、父との同席面接が実現していれば、以前の精神保健相

談でのエピソードを聞けた可能性はある。 

しかし、この事例の場合は、それは夫婦別々の面接を行ったとしても難しい

ことだと考えられる。父は、精神疾患やその治療についての認識が十分でない

こともあって、本人に精神不安定な時期があったことを伝える必要を感じては

いなかったと考えられる。 

 

妊娠期面接が第一に備えるべき機能は、「妊婦が安心して何でも話せる場」

である。妊娠に関しての否定的感情や家族内の問題についても聞く用意がある

こと、プライバシーが守られる安心できる場であることを伝え、まずは、妊婦

がどのように感じているのかを聞き取り、希望があれば夫婦の面接も可能な

「相談の場」であることを周知していく必要がある。 

 

母子保健事業は、月齢を追ってすべての子ども、すべての保護者と出会うこ

とが可能な仕組みであり、スクリーニングには適しているが、その精度を維持

するために、スタッフのアセスメント力を上げていく必要がある。  

また、妊娠期面接は、母（妊婦）だけでなく、父や家族も受けられること、

身近な地域にも子育て支援の資源があり、いつでも気軽に利用できることを周

知していく必要がある。 

 

 

２．育児困難の把握と支援 

 

  赤ちゃんの泣き声だけでも、母親は自分が責められていると感じることが

ある。それに加え、本事例の母は、幻聴等の精神症状の悪化により、本児が

泣くことで、周囲に迷惑をかけているのではないかと思い悩んでいた。 

 本事例では、産後の母子を支える身近な存在である父や家族が、母の様子の

変化に気付き心配していたものの、どこにも相談していなかった。母に加え、

父や家族にも区の窓口や子育て支援機関等の情報や、精神的に不安定さを抱え

ながら子育てすることの大変さ、その場合、積極的に支援することの重要性に

ついての情報を十分に周知する必要があった。 

 

（１）泣きに敏感になる母への対応 

児の泣き声については、どんな母親でも対応に悩むことがあるが、本事例の

母が、赤ちゃんが泣くことで周囲に迷惑をかけていると思ってしまう背景に、

精神疾患を抱えていたことが指摘されている。泣きの受け止めの許容は、人に
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よって違うが、この事例の母の場合は、精神症状の悪化により許容範囲を超え、

事件となってしまった。泣きに敏感になる母親の場合、母子保健の視点からだ

けでなく、精神保健の視点からもアプローチする必要がある親がいることを支

援者が理解して対応する必要があった。 

 

本事例の母から聞き取った「泣いたとき何をしたら良いかわからない。何を

しても泣く」ということをネガティブメッセージとして支援者がきちんと受け

止める必要がある。また、一般的な情報提供に留まらず、その人ができる泣き

への具体的な対応を説明するとともに、母の認識する協力者がいるのかどうか

を把握しておく必要がある。 

 

また、産後のメンタルヘルスに関する十分な知識と経験を元に、母の困りご

とを丁寧に聞き取る必要がある。アンケートの記載や妊産婦のうつ質問票（以

下、ＥＰＤＳ）の点数では分からなくても、困りごとをきっかけに対話を続け

ることで母の変化の気付きにつながる。 

 

（２）適切なサポート 

乳児期家庭訪問では、ＥＰＤＳの点数が低く、本児への対応も良く、特段の

課題はないと支援者は判断していたが、振り返ってみると、妊娠届出時や妊娠

期面接時には「協力が得られている」と答えていた協力者については、「現在

はサポートが無い」と答えており、本事例の母の訴えは変化していた。 

家族などから援助が受けられない母子への支援として産後ケア事業がある

が、本事例の母は、利用しなかった。祖父母が同居近居であっても、サポート

を得られない場合があることなどを、支援者側が考慮して、必要性の判断を行

い、利用を促していく必要がある。 

 

また、区は、妊娠出産に伴う母の心身の変化や、子育てに関する困りごとの

相談ができることを、母を取り巻く家族（特にパートナー）に向けても、十分

に周知していくべきであったが、認知されていない可能性があった。 

区や医療機関などに相談することはハードルが高いと感じている区民や、孤

立しがちな方に対しては、その窓口につながるまでの伴走ができる地域子育て

支援コーディネーター（利用者支援基本型）などの存在を周知する必要がある。 

 

さらに、本事例の母だけでなく、子育て中の母が子どもの泣き声や行動につ

いて過剰に周囲を意識し、自責の念や自己批判等が強化されてしまう背景には、

地域の関係性の希薄さや、母が孤立してしまいがちな社会状況がある。子ども
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が泣いているときに手を差し伸べることができるような地域づくりのための

機運の醸成を行っていくことが大事である。 

 

 

３．支援の継続性 

  

精神保健相談がこの家庭との最初の接点となったものの、妊娠届以降の支援

に引き継がれなかった。また、妊娠届後の母と区との接点は複数回あったが、

それぞれの場面で得た情報が十分につながっていなかった。 

 

本事例は、妊娠届や妊娠期面接、乳児期家庭訪問などの個々の場面で見る 

と、アンケートやＥＰＤＳなどに特段の問題がなく、区の精神保健相談歴も把

握できなかったため、事件の前にリスクをキャッチすることが難しかったケー

スである。 

前項でも触れたように、乳児期家庭訪問では、サポートがないことや本児の

泣きに困っていることなどを聞き取っており、精神保健相談の利用歴があるこ

とがわかっていれば、支援の必要性の判断は違っていた可能性がある。 

 

乳児期家庭訪問後の電話フォローでは、体重の増え方を確認しているが、リ

スクと考えられるサポートなしの状況や泣きへの対応の困り感、母の泣きの捉

え方については確認していなかった。精神保健相談歴など、必要な情報が把握

できず、リスクについて正確なアセスメントができなかった。 

母の状態やリスク等の気づきの精度を上げるため、これまでの情報と、改め

て得た情報をもとに、複数の目で見て検討できる体制を作る必要がある。精神

疾患と診断されて支援しているケースだけでなく、要支援ケースにまだなって

いない場合にも、どのように必要な情報をつないでいくか検討する必要がある。 

 

 

４．職員の育成と体制強化 

 

保健師や子ども家庭支援センターのケースワーカーなどは、相談者を多面

的・統合的に捉え、その人の人生のつながりを見ていくようなスキルを持つこ

とが求められる。保健師活動やソーシャルワークの中で様々な情報を活かすこ

とが大事である。 

また、母子保健の専門職と子ども・子育て支援に関わる職員について、精神

疾患や児童虐待についての知識を深めるため、相互に連携を図り研修などを計
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画的に実施して行く必要がある。 

 

  多面的･統合的に把握することを、実感として身につけるためは、専門職と

しての技術的研修もさることながら、通常業務の中で、常に支援者としての

視点を確認するためのバックアップ体制が不可欠である。 

 

  母子保健に関わる支援者は、精神疾患の知識や視点を持つことが重要であ

る。 

ＥＰＤＳやアタッチメントの点数などのスケールについても、点数で判断す

る面とともに、ツールを用いて行うインタビューそのものから、リスクを拾い

上げることを研修でおさえる必要がある。 

 

  相談者に関わる職員が交代することで状況の変化の把握ができないことの

ないよう、個々にキャッチしたことを加味したアセスメントがいつでもでき

るような環境づくりを進める必要がある。また、定期的に対応の振り返りや

方向性の見直しをチームで行い、さらには職員が燃え尽きることのないよう

にエンパワーメントできる体制を整えることが望ましい。  

  

  対象者を多面的･統合的に把握して支援していくためには、職員の体制強化

を図ることが必要である。 

また、地区活動を充実させてこそ、このような事例をなくすことにつながる

といえるのではないか。 

 

 

５．支援のネットワーク 

  

  区では世田谷版ネウボラを開始し、区だけで切れ目なく母子を支えるので

はなく、区と医療機関や地域の子育て支援団体など、関係機関が連携して支

える重層的なネットワークを充実させることで、子育て世代を切れ目なく支

援することを目指している。 

 

特に、妊娠中から産後まもなくは、区と医療機関との連携を密にして、双方

の情報を持ち寄ることで、母の変化に気付きやすく、アプローチしやすくなる。 

要保護児童対策地域協議会（世田谷区では要保護児童支援協議会）は、要保

護児童や要支援児童に加えて、特定妊婦についても対象としており、区と医療

機関が要保護児童対策地域協議会の枠を活かして、適切に情報を共有するよう
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努めているが、現状ではその理念を十分に浸透させるなどの課題がある。 

 

妊婦や乳幼児、子育て家庭を支えるためには、日常の生活の延長線上にある

地域の中で孤立しないような見守りの視点と、具体的な生活支援を整える必要

がある。世田谷区の中では妊娠や子育てには周囲の協力や支援を得られること

が当たり前になるように、機運の醸成など、環境を整備していく必要がある。 
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Ⅳ 再発防止に向けて 
 

 検証会議で見えてきた課題を、前章「Ⅲ 区の対応と課題」に記載した。 

 その課題を元に、再発防止に向けた具体的な取り組みについて検討した結果

を以下に示す。 

なお、事件が発生した地域の総合支所健康づくり課では、事件発生後、自ら

の業務を見直し、再発を防止するための改善策に取り組んでいる（●印）。その

総合支所の取り組みについても、区全体の改善策とするため、あわせてここに

記すこととした。 

 

●：事件のあった地域の総合支所の取り組み 

   ◎：すぐに取り組むもの、すでに取り組んでいるもの 

   ○：近い将来の取り組みに向けて検討するもの 

  

 

１．その人を多面的･統合的に捉える  

～一人ひとりの“生きる姿”の理解と寄り添い～ 
  

（１）精神保健におけるアセスメントの充実 

 

◎精神保健の相談では、精神疾患の可能性や治療の必要性について、相談者 

の受容が難しいケースがあることを前提に、症状の見立てに加え、生活して

行く上での支障や不安時の困りごとに焦点をあてながら、治療効果などの見

通しを説明し、医療機関への受診を丁寧に勧める。 

 

◎相談者が本人以外の場合には、相談者の主訴だけでなく、可能な限り本人に

直接会って本人の状態を確認する。また、本人だけでなく、周囲の家族のサ

ポート力や関係性を把握する。 

 

◎医師による相談を実施した際は、相談終了後に、相談者が医師の説明等をど

のように受け止めたかを確認する。 

 

◎相談の様子や把握した情報をチームで共有し、適切にアセスメントを行う。 

 

◎アセスメントにより、チームで支援の計画を共有した後は、地区担当保健師

が単独で管理するのではなく、その後の支援の状況をチームで共有･点検し、

モニタリングを実施する。 

 

●相談のあったケースの対応の経過について、係内で定期的に振返りを行い、

複数で見直しと再アセスメントを行う。 

 



- 13 - 
 

◎上記の取り組みにより、個人の資質のみに頼らない、経験を共有できる体制

を強化する。 

 

◎精神保健の相談窓口が区役所にあることが浸透するよう、学校や地域のほか、

企業などにも幅広く周知する。 

 

◎精神障害の有無に関わらず、女性は妊娠出産に伴う精神面の変化が大きいこ

とや、子育てに重大な影響を及ぼすおそれがあることを、妊婦だけでなく周

囲の人にも情報として伝える。 

 

 ○相談後の支援に関するモニタリングや再アプローチの判断基準を作成する。 

 

（２）母子保健における切れ目のない支援体制の充実 

 

◎妊娠届・母子健康手帳交付を、専門職が行う妊娠期面接に確実につなげてい

く。 

 

●妊娠期面接の実施後は、面接を行った母子保健コーディネーターと保健師な

ど、複数の視点でアセスメントを行う。また、アセスメントや情報を、次の

支援者に適切に伝える。 

 

◎妊娠期面接から乳児期家庭訪問、その後の電話フォローまで、必要な情報が

引き継がれていく仕組みをつくる。 

 

◎母子保健事業は、必要な時には父や家族が同席できることを周知する。区の

ホームページ等の従来の方法以外に、区民に届く効果的な周知方法を検討す

る。 

 

◎母子保健事業で面接や面会がある際、事前に過去の相談歴等の情報を確認す

る。 

 

◎子育て応援ブックや子育て利用券ガイドブックなどを活用して、支所の窓口

のほか、より身近な地域で子育て支援を行っている場所や団体をしっかりと

伝える。 

 

○父親や家族が一緒に面接に来所した際には、同席面接や個別面接など、来所

者が面接の形態を選択できるよう、場所や時間（人員の確保）の工夫を行う。 
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２．育児困難の把握と支援 
 

（１）泣きに敏感になる母への対応 

 

◎母親学級や両親学級で、出生後に起きる育児困難の状況、特に「泣き」や乳

幼児ゆさぶられっ子症候群（ＳＢＳ）の対応についての情報提供を充実する。 

 

◎乳児期家庭訪問や相談等で、母が気になること、困っていることを丁寧に聞

き取り、チームで共有して、継続支援の必要性の判断をより丁寧に行う。 

 

◎母親が赤ちゃんの泣き声のことで、必要以上に周囲に気を遣うことがないよ

う、地域で子育てを応援する機運を醸成するための普及啓発等の取り組みを

行う。 

 

（２）適切なサポート 

 
◎妊娠や出産は、母親（妊婦）の心身に様々な変化をもたらす大きな出来事で

あり、精神的に不安定になる場合があること、それは誰にでも起こり得るこ

とから、母親のメンタルヘルスの重要性や、子育てにおいて支援は必要であ

ることを父や家族に周知する。 

 
◎妊娠期だけでなく、出産後も機会を捉えて地域資源（おでかけひろばや子育

てサロンなど）の情報を伝え、身近な地域にも子育て支援の相談窓口がある

ことを周知する。 
 
○新たな家族を迎えることで、家族内の関係性が変化することの知識や父親･

母親としての心構えやスキルを学ぶ場として、両親学級の充実や地域の資源

の開拓を行う。また、自主的な活動への支援を充実させる。 
 
◎子育て応援アプリやリーフレット等、様々な媒体を活用して、父親への知識

の普及を図る。 
 
◎産後ケアセンターは、精神的な困難さを抱える母への対応力を強化するため

の体制を整える。また、支援の必要性の高い母子が確実に利用できるような

仕組みを作る。 

 

◎伴走型の支援を切れ目なくつなぐため、地域の中での生活密着型サポートを

している地域子育てコーディネーターなどの地域資源との協働を充実する。 
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３．支援の継続性 
 

◎必要な人を地区担当保健師の支援対象として継続的に支援していくため、母

子健康手帳交付の機会を捉え、保健師等の専門職と確実につながる仕組みを

検討する。 

 

○母子健康手帳交付、妊娠期面接、乳児期家庭訪問などの情報が担当者間で切

れ目なく引き継がれ、次の展開でも、子どもの命を守るための視点で総合的

に判断できるよう情報の引継ぎのしくみを検討する。 
 
○妊婦や子育て家庭の変化や、変化の原因となったリスクに気づくため、チー

ムでのアセスメントやモニタリングを定期的に行い、地区担当保健師ひとり

で抱え込まない体制を作る。 

 

○精神保健相談を利用した方をはじめ、精神疾患を抱える方や、不安･不調の

ある方の継続的支援についても、生活や環境の変化に対応して、地区担当保

健師の単独の判断に任せず、係内でモニタリングを行う体制を作る。 

 

 

４． 職員の育成と体制強化 
 

○妊婦や父とその原家族がどのような関係性を持っているかなど、その家族の

抱える課題等を経時的にとらえるために必要な情報を把握する。あらゆる場

面でその視点が持てる支援者を目指し、職場内ＯＪＴや研修を通じて育成す

る。 

 
●相談のあったケースのアセスメントと対応の経過について、係内で定期的に

振返りを行い、複数の目で見直し、組織として対応する。 

 
◎母子保健・子育て支援に関わる職員や、窓口で対応する職員を対象とした精

神保健や子ども虐待に関する研修を充実する。 
 
○相談者と保健師が信頼できる関係を築いて、精神面・家族問題など包括的に

相談できるように、地区担当保健師の体制を強化する。 
 
○定期的にスーパービジョンを受ける機会を持ち、困難事例検討会を実施する

など、保健師などの職員のフォロー体制を作り、職員の情報収集力や統合的

に判断する力量等のスキルアップを図る。 
 
○医療機関と、世田谷版ネウボラや要保護児童対策地域協議会（要保護児童支

援協議会）の理念を共有し、適切な情報交換等による連携を進める。 
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 ○再発防止のための本報告書を活用した研修（職員向け）を実施する。 
 
 
５．支援のネットワーク 
 

○中高生の段階から、命の大切さ、父親が子育ての責任を果たすことの大切さ

を伝えていくため、学校教育との連携した取り組みを検討する。 

 

○区と地域をつなぎ切れ目なく支援するため、地域子育て支援コーディネータ

ーとの協働を充実する。 
 
○ライフサイクルの中で、女性は妊娠・出産を契機に心身共に大きな変化があ

ること、周産期のメンタルヘルスについては、周囲の理解や支援が必要であ

ることを、すべての世代に向けて積極的に普及啓発する。 
 

◎要保護児童対策地域協議会（要保護児童支援協議会）のしくみを活かして、

医療機関との情報連携を充実する。 

  

 

 

 

 

  



- 17 - 
 

Ⅴ 結びとして 
  

 区は、亡くなった本児の死を悼み、危機的な状況に追い込まれていた母親･家

族に対して十分な援助ができなかったことを反省し、二度と同様の死亡事例を

発生させないという思いから検証会議を開催した。 

 検証会議では、複数の支援者が関わる利点を十分に活用して、妊婦や子育て

家庭からの相談に寄り添い、切れ目なくつないでいく取り組みを本報告のとお

りまとめた。 

 

この事例では、精神疾患の病理が最終的なトリガーであったことが指摘され

ている。経過の中では直接支援が行われることはなかったが、相談があった事

例のモニタリング等経過を追って支援する仕組みがあれば「特定妊婦」として

把握することができたはずである。場面ごとの情報だけではリスクの把握が難

しかったが、地域において、精神保健と母子保健のつながりの中で、より細や

かに相談や支援を継続的に実施することによって、緊急の事態を未然に防ぐこ

とができたのではないかと考え、その対策をとることを柱として検討を進めて

きた。 

精神保健や母子保健、子ども家庭福祉の分野では、母親を取り巻くメンタル

ヘルス（または精神保健）の重要性などの地域への普及啓発や、職員のスキル

アップに取り組んでいくことが、ひいては地域の子育て支援の充実、孤立しな

い育児を可能とすると考えた。今回の事例を契機に、母子保健の基礎として、

親子･家族の関係性の課題に精神保健の視点を持って向き合っていくことの大

事さ、地域の中で関係者が協力し合うことの必要性を改めて考えさせられた。 

また、行政の取り組みだけでなく、地域や関係機関を含め、広く区全体とし

て取り組んでいく課題についても検討し、「世田谷版ネウボラ」や「要保護児童

支援協議会（要保護児童対策地域協議会）」の充実の方向として整理することが

できた。 

 

平成２８年に改正された児童福祉法にあるとおり、適切に養育されること、

その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成

長及び発達並びにその自立が図られること等の子どもの権利の保障は、第一義

的な責任者である保護者や、国及び地方公共団体の責任のみならず、国民全て

の責務である。区民一人ひとりが子どもの権利を守り、地域全体で子どもやそ

の保護者を支えていけるような機運の醸成や地域づくりが求められている。 

 

今回の検証を活かし、区は再発防止策に取り組んでいく。さらに、区と区民

とが力をあわせて、子どもと子育てにあたたかい地域社会を築いていくことが、

子育ての孤立化を防ぎ、虐待による痛ましい事故を防ぐことになると信じ結び

とする。 
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世田谷区児童虐待死亡事例検証会議委員名簿 
 

（１）外部有識者委員          （順不同、敬称略） 

 氏   名 所  属  

1 福島 富士子 東邦大学看護学部学部長  

2 中板 育美 
前 公益社団法人日本看護協会常任理事 
現 武蔵野大学看護学部看護学科教授 

 

3 川松 亮 子どもの虹情報研修センター研究部長  

（２）オブザーバー委員 

 氏   名 所  属  

1 池田 清貴 世田谷区法曹会 弁護士 平成30年1月より 

（３）庁内委員 

 氏  名 所  属  

1 
澁田 景子 

世田谷総合支所副支所長 
平成29年6月まで 

皆川 健一 平成29年7月より 

2 辻 佳織 世田谷保健所長  

3 
柳原 典子 

世田谷保健所副所長 
平成28年度まで 

伊藤 美和子 平成29年度より 

4 
中村 哲也 

子ども・若者部長 
平成29年6月まで 

澁田 景子 平成29年7月より 

5 
藤原 彰子 玉川総合支所生活支援課長 平成30年3月まで 

瀬川 卓良 玉川総合支所保健福祉センター副参事 平成30年4月より 

6 
新保 信 

世田谷総合支所健康づくり課長 
平成28年度まで 

河島 貴子 平成29年度より 

7 鵜飼 健行 世田谷保健所健康推進課長  

8 松本 幸夫 子ども・若者部子ども家庭課長 事務局 
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世田谷区児童虐待死亡事例等検証会議開催経過 

 

 

回数 開催日時 主な内容 

第１回 平成２９年２月２８日 ・検証の目的、スケジュールについて 

・世田谷区の母子保健、子ども・子育て施策につ

いて 

・事例の概要について 

・意見交換 

第２回 平成２９年３月 ９日 ・第１回検証会議で出された課題について 

第３回 平成２９年６月２１日 ・第２回までの検証会議で出された課題について 

・関係機関と課題、再発防止に向けた対応につい

ての検討 

第４回 平成３０年１月１６日 ・事例概要について（公判傍聴報告） 

・今後の取組等の方向性について（意見交換） 

第５回 平成３０年７月 ４日 

 

・判決文について 

・区の対応と課題について 

・再発防止に向けた今後の取り組み等について 

（意見交換） 

・報告書（案）全体について 

第６回 平成３０年８月 ２日 ・区の対応と課題について 

・再発防止に向けて 
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雇 児 総 発 第 0314002号 

平 成 20年 ３ 月 14日 

（改正経過）  

雇 児 総 発 0727第 ７ 号 

平 成 23年 ７ 月 27日 

都 道 府 県 

各 指 定 都 市 児童福祉主管部（局）長 殿 

児童相談所設置市 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長 

 

 

地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の検証について 

 

 

「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」（平成19年法

律第73号。以下「改正法」という。）については、本年４月１日から施行されるところ、

その内容については、「「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正す

る法律」の施行について」（平成20年３月14日雇児発第0314001 号厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長通知）でお示ししたとおりであるが、改正法による改正後の児童虐待の防 

止等に関する法律第４条において、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害

を受けた事例について、国・地方公共団体双方についての分析の責務が規定されることと

なったところである。 

今後、国及び地方公共団体それぞれにおいては、当該責務を踏まえ、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検証作業を行うことにより、児童虐待

防止対策が進展することが期待されるが、地方公共団体における事例の検証作業の参考と

なるよう、今般、その基本的な考え方、検証の進め方等について通知するものである。 

ついては、別紙の内容を御了知の上、管内の市町村並びに関係機関等に周知いただくと 

ともに、その運用に遺漏のないようお願いする。 

なお、この通知は、地方自治法（昭和22 年法律第67号）第245条の４第１項の規定に 

基づく技術的な助言である。 
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別紙 

地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の検証について 

 

 

第１ 基本的な考え方 

１ 目的 

検証は、虐待による児童の死亡事例等について、事実の把握を行い、死亡した児童の視点に立

って発生原因の分析等を行い、必要な再発防止策を検討するために行う。 

 

２ 実施主体 

都道府県（指定都市、児童相談所設置市を含む。以下同じ。）が実施することとし、検証の対

象となった事例に関係する市町村は当該検証作業に参加・協力するものとする。 

なお、児童相談所、市町村（要保護児童対策地域協議会）その他の機関が独自に検証を行うこ

とも望ましい。 

 

３ 検証組織 

検証組織は、その客観性を担保するため、都道府県児童福祉審議会（児童福祉法第８条第1 項

に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会。以下同じ。）の下に部会等を設置する。

なお、検証組織は、地域の実情に応じて事例ごとに随時設置することも考えられるが、常設する

ことがより望ましい。事務局は、当該事例に直接に関与した、ないし直接関与すべきであった組

織以外の部局に置くものとする。 

 

４ 検証委員の構成 

検証委員は外部の者（当該事例に直接関与した、ないし直接関与すべきであった組織の者以外

の者）で構成することとする。また、会議の開催に当たっては、必要に応じて、教育委員会や警

察の関係者の参加を求めるものとする。 

 

５ 検証対象の範囲 

検証の対象は、虐待による死亡事例（心中を含む）全てを検証の対象とすることが望ましい。

また、死亡に至らない事例であっても検証が必要と認められる事例については、併せて対象とす

る。 

なお、児童相談所、福祉事務所又は市町村が関与していない事例については、情報量が少ない

ために十分に検証が行えない可能性もあるが、関与しなかった事情も含め、その地域の保健・福

祉等の体制を検証することも必要である。 

 

６ 会議の開催 

死亡事例等が発生した場合、準備が整い次第速やかに開催することが望ましいが、年間に複数

例発生している地域等、随時開催することが困難な場合には、複数例を合わせて検証する方法も

考えられる。 

 

７ 検証方法 
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（１）事例ごとに行う。なお、検証に当たっては、その目的が再発防止策を検討するためのもの

であり、関係者の処罰を目的とするものでないことを明確にする。 

（２）検証に係る調査等については、委員の意見を尊重して進めるとともに討議時間を十分確保

して行う。 

（３）都道府県は、市町村、関係機関等から事例に関する情報の提供を求めるとともに、関係者

からヒアリング等を行い、情報の収集及び整理を行う。その情報を基に、検証組織は関係機

関ごとのヒアリング、現地調査その他の必要な調査を実施し、事実関係を明らかにするとと

もに発生原因の分析等を行う。 

（４）検証組織は、調査結果に基づき、スタッフ、組織などの体制面の課題、対応・支援のあり

方など運営面の課題、地域の児童福祉の提供体制及び当該事例の家族の要因等を明らかにし、

再発防止のために必要な施策の見直しを検討する。 

（５）プライバシー保護の観点から、会議は非公開とすることができるが、審議の概要及び提言

を含む報告書は公表するものとする。 

（６）関係行政機関からの情報提供については、児童福祉法第８条第５項において、「都道府県

児童福祉審議会（略）は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員

の出席説明及び資料の提出を求めることができる」とされている。 

また、民間の関係機関からの情報提供については、個人情報の保護に関する法律第23条に
定める第三者提供の制限の適用除外に該当する。これは、同適用除外の場合として、同条第

１項第３号において「児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人

の同意を得ることが困難であるとき」が規定されているが、「児童の健全な育成の推進」に

は児童虐待の防止等も含まれるため、検証作業のために民間機関が個人情報を提供すること

は同号に該当することによる。 

 

８ 報告等 

（１）検証組織は、検証結果とともに、再発防止のための提言をまとめ、また、提言に対する都

道府県の取組状況の報告を基に評価を行い、都道府県に報告するものとする。 

（２）都道府県は、検証組織の報告を公表するとともに、報告を踏まえた措置の内容及び当該措

置の実施状況について、検証組織（都道府県児童福祉審議会）に報告するものとする。 

（３）都道府県は、検証組織の報告を踏まえ、必要に応じ、関係機関に対し指導を行うとともに、

市町村に対して技術的助言を行う。 

（４）都道府県においては、検証結果について、国に報告するものとする。 

なお、国においては、社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門

委員会において検証作業を行っているが、児童福祉法第８条第６項においては「社会保障審

議会及び児童福祉審議会（都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会）は、必要に

応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない」とされている。 

 

９ 児童相談所又は市町村等による検証 

（１）検証の対象となった事例に直接関係する児童相談所や市町村等は、当該検証作業に参加・

協力するものとするが、児童相談所、市町村（要保護児童対策地域協議会）その他の関係機

関がそれぞれの再発防止策を検討する観点から独自に検証を実施することも重要である。こ

の場合、都道府県が当該検証作業に参加・協力することも必要である。 

（２）児童相談所や市町村等が実施する検証は、事例に直接関係していた当事者間による内部検 
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証であり、事例を通じて自己点検を行い、機関内における再発防止策を検討したり、都道府

県の検証結果を受けて具体的に実施すべき改善策を検討したりするものであることから、第

三者による外部検証を念頭に置いた検証とは性質を異にするものであるが、７の検証方法等

については、その趣旨に沿って、検証が実施されるのが望ましい。 

 

第２ 検証の進め方 

１ 事前準備 

（１）情報収集 

検証の対象事例について、事務局は児童記録票等を通じて、下記の事項に関する情報収集を

行う。この場合、事務局は、必要に応じて関係機関等からヒアリングを行う。 

・ 死亡した児童及び家族の状況や特性、死亡時点における家族関係及び家族の歴史、経済状

況等（特に乳幼児の事例については、妊娠期からの情報やきょうだいの妊娠期の情報） 

・ 死亡に至った経緯 

・ 児童相談所の関与状況等（児童記録票の写し等） 

・ 市町村の関与状況等 

・ その他の関係機関の関与状況等 

（２）資料準備 

ア（１）で収集した情報に基づき、事実関係を時系列及び関係機関別にまとめ、上記の内容

を含む「事例の概要」を作成する。 

「事例の概要」には、検証委員からの関係機関ごとのヒアリング等により明らかになった

事実を随時追記していき、問題点・課題を抽出するための基礎資料とする。 

イ 現行の児童相談体制に関する以下の内容を含む資料を作成する。（乳幼児の事例につい

ては、母子保健体制に関するものも含む。） 

・ 各児童相談所、市町村児童福祉担当等の組織図 

・ 職種別スタッフ数 

・ 相談件数 

・ 相談対応等の概要 

・ その他必要な資料 

ウ 検証の方法、スケジュールについて計画を立て資料を作成する。 

エ その他（検証組織の設置要綱、委員名簿、報道記事等）の資料を準備する。 

 

２ 事例の概要把握 

会議初回には、その目的が再発防止策を検討するためのものであり、関係者の処罰を目的とす

るものでないことを検証委員全員で確認した上で、検証の対象となる事例の概要を把握する。 

（１）確認事項 

ア 検証の目的 

イ 検証方法（関係機関ごとのヒアリング、現地調査等による事実関係の確認、問題点・課

題の抽出、提案事項の検討、報告書の作成等） 

ウ 検証スケジュール 

（２）事例の概要把握 

ア 事前に収集された情報から事例の概要を把握する。 

イ 疑問点や不明な点を整理する。 
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３ 事実関係の明確化 

事例への関係機関の関与状況について、関係機関ごとのヒアリング等を実施することにより、

事実をさらに詳細に確認していく。 

（１）関係機関ごとのヒアリング 

ア ヒアリングには、検証委員の一部あるいは全員が参加することを原則とし、当該事例に

直接関与した、ないし直接関与すべきであった組織の者以外の者が実施する。 

イ ヒアリングの対象者は、関係機関の所属長あるいはそれに準ずる者とし、必要と状況に

応じて、事例を直接担当していた職員を対象とする。転居している事例の場合は、転居前

の住所地の関係者も対象とする。 

ウ ヒアリングは、状況に応じて本庁等で実施するか、あるいは、検証委員及び事務局が現

地に赴き実施する。 

エ ヒアリングでは、それまでに確認した事例の概要では不明な点や、事例に直接関わった

機関の所属長あるいは担当職員の意見を客観的に聴取し、事例の全体像及び関係機関との

関与状況をさらに詳細に把握していく。 

オ 事務局は、ヒアリングの内容について記録を作成するとともに、当初作成した「事例の

概要」に、追記していく。 

カ ヒアリングは、個人の責任追及や批判を行うためのものではなく、再発防止に資する改

善策を見いだすために行うものである。また、事例を担当していた職員の心理的支援につ

いて必要に応じて組織的に取り組むことも必要である。 

（２）現地調査 

ア 児童の生活環境等を把握するために、必要に応じて検証委員による現地調査を実施する。 

イ 事務局は、現地調査の結果について記録を作成する。 

（３）その他 

保護者が起訴された事件については、裁判の傍聴や訴訟の記録を閲覧請求することも必要で

ある。 

 

４ 問題点・課題の抽出 

関係機関ごとのヒアリング等により、事例の事実関係が明確になった段階で、それを基に、な

ぜ検証対象の死亡事例が発生してしまったのか、事例が発生した背景（家族の状況を含む。）、

対応方法、関係機関の連携、組織の体制、その他の問題点・課題を抽出する。 

この作業を徹底して行うことが、その後の具体的な提言につながることから、特に時間をかけて 

検討を行うとともに、検討に当たっては、客観的な事実、データに基づき建設的な議論を行うこ

とが期待される。 

 

５ 提言 

事例が発生した背景、対応方法、関係機関の連携、組織上の問題等、抽出された問題点・課題

を踏まえ、その解決に向けて実行可能性を勘案しつつ、実行する機関名や提言への取組開始時期、

評価方法等を明記するなど、具体的な対策を提言する。 

なお、行政機関の対応など早急に改善策を講じる必要がある場合、検証の経過において、まず

早急に講ずべき改善策について提言し、検証の全体の終結を待たずに、必要な施策を講じること

も考える必要がある。 
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６ 報告書（問題点・課題の抽出以降並行作業） 

（１）報告書の作成 

ア 報告書の骨子について検討する。 

イ 報告書に盛り込むべき下記内容例を参考に、それまでの検証組織における審議結果を踏

まえ報告書の素案を作成する。盛り込むべき内容例としては、次のものが考えられる。 

・ 検証の目的 

・ 検証の方法 

・ 事例の概要 

・ 明らかとなった問題点・課題 

・ 問題点・課題に対する提案（提言） 

・ 今後の課題 

・ 会議開催経過 

・ 検証組織の委員名簿 

・ 参考資料 

ウ 検証組織において、報告書の内容を検討、精査する。 

エ 検証組織は報告書を都道府県に提出する。 

（２）公表 

児童虐待による死亡事例の検証を行うことは、その後の児童虐待防止対策に密接に関連する

ものであり、児童虐待防止法第４条において国及び地方公共団体の検証に係る責務が規定され

ていることから、検証結果は公表すべきである。公表にあたっては、個人が特定される情報は

削除する等、プライバシー保護について十分配慮する。なお、公表の際には厚生労働省に報告

書を提出する。 

（３）提言の実施状況 

事務局は、報告書の提言を受けて、速やかに、具体的な措置を講じるとともに講じた措置及

びその実施状況について検証組織（都道府県児童福祉審議会）に定期的に報告し、検証組織は、

報告を受けた内容について評価する。 

 

 

 

 


