
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

子どもたちの笑顔のために… 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちへの虐待をなくすために、児童虐待防止全国ネットワークでは

オレンジリボンキャンペーンを推進しています。当市におきましても、虐待

防止の啓発などにキャンペーンカラーであるオレンジ色を使用しています。 

子ども虐待防止のオレンジリボン 



 

 

 

上越市子どもの虐待防止ハンドブックについて 

 

 

 

虐待は深刻な人権侵害であり、子どもの心身を傷つけ健全な成長に影響を及ぼし、時にその

命さえも奪ってしまうものです。 

 

 

児童虐待は、家庭環境や経済問題等、様々な要因が重なり合って生じると考えられています

が、共通して見られるのは、育児に対する不安、養育者の孤立、ストレスといった問題です。 

「疲れている時」「忙しい時」「ついつい」「ふとした瞬間に」子どもに対してきつく当たって

しまうということもあるでしょう。児童虐待は、特別な人が行ってしまうことではなく、誰も

が当事者となる可能性を秘めたものなのです。 

 

 

この「上越市子どもの虐待防止ハンドブック」は、増加する児童虐待の予防・早期発見・早

期対応のための意識統一を目的に作成しました。日々の業務の中で、広くご活用いただければ

幸いです。 

そして、上越市が安心して子育てを行える地域として発展し、すべての子どもたちが健やか

に成長できることを、心から願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

上越市要保護児童対策地域協議会 
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１ 児童虐待とは？ 

 

(1)児童虐待の定義 

「児童虐待の防止等に関する法律」（以下、「児童虐待防止法」とする）では、18歳未満の子

どもに対して、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者）

が以下の行為を行うことをいい、４つのタイプに定義されています。（児童虐待防止法第 2条） 

 

  

 

ネグレクト（法第2条第3号） 

（保護の怠慢、養育拒否） 

「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」 

・外傷…打撲傷、骨折、頭蓋内出血などの頭 

部外傷、たばこによる火傷 

・殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる
 ※ 1

、

熱湯をかける、冬に戸外に締め出す、一室

に拘束する 

・意図的に子どもを病気にさせる
  ※ 2

 

等  

 

「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」 

・子どもへの性交、性的暴行 

・性器を触る又は触らせるなどの性的暴力、 

性的行為の強要、教唆 

・性器や性交を見せる 

・ポルノグラフィーの被写体などに子ども

を強要する  

等 

「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

同居人による身体的虐待と性的虐待、又は

心理的虐待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」 

・(子どもの意思に反して)園や学校に通わせ

ない 

・病気になっても病院に連れて行かない 

・乳幼児を家に残したまま度々外出する 

・乳幼児を車の中に放置する 

・子どもにとって必要な情緒的欲求に応えて

いない 

・食事、衣服、住居などが極端に不適切で、

健康状態を損なうほどの無関心・怠慢 

等 

※1、2…関連用語集 P37参照 

 

「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」 

・言葉による脅かし、脅迫 

・子どもを無視したり、拒否的な態度を示し

たりすること 

・子どもの心を傷つけることを繰り返し言う 

・子どもの自尊心を傷つけるような言動 

・他のきょうだいとは著しく差別的な扱いを

する 

・配偶者やその他の家族に対し暴力を振るう 

等 

性的虐待（法第2条第2号） 

 

 

心理的虐待（法第2条第4号） 

 

身体的虐待（法第2条第1号） 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%80%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%A8%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E4%BA%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%A3%E8%AD%B7
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(2)虐待が子どもに及ぼす影響 

  虐待を受ける子どもたちは、安心して生きることができるはずの家庭の中に居場所を与え

てもらえず、心身の発達を阻害するばかりか、幼少期に受けた心理的ストレスにより思春期

以降の人格形成にも影響を及ぼすことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※3～7…関連用語集 P37、38参照 

 

 

  

【身体的な影響】 

暴行によるアザ、出血、骨折や、火のついたたばこを押し付けられた際の火傷等。身体

的な影響は暴力によってのみ現れるのではなく、心理的虐待による継続的なストレス、

ネグレクト(育児放棄)の結果、発育不全(低身長、低体重)になることもあります。 

【行動面への影響】 

感情のコントロールができずにパニックや衝動的な行動を示し、集団生活に適応できな

いケースが見られます。抑えつけられてきた感情が爆発し、時に破壊行為や自傷行為に

及ぶこともあります。また自己コントロールや社会的規範意識の発育不全、あるいは空

虚感を満たすために、万引き等の非行やアルコール・薬物の乱用といった行為へ走るこ

ともあります。 

【精神面・心理面への影響】 

乳幼児期から不安になった時に親に甘えられなかったり、スキンシップ等の情緒的な関

わりが不足したりすることで愛着の形成不全が起こり、適切な人間関係を築くのが困難

な愛着障害
※3

を生じることがあります。また虐待を受け続けることで自尊心や自己肯定感

の低下が生じます。強い自己否定により、自殺企図や摂食障害といった症状につながる

こともあります。また、ＰＴＳＤ
※4

、解離性障害
※5

などの症状や、ＡＤＨＤ
※6

や自閉症スペク

トラム
※7

などのような発達障害様の症状を示すこともあります。 

【知的発達への影響】 

暴力を受けた際の頭部への衝撃により、脳組織に障害を受け、知的発達を阻害すること

があります。また、脅されたり無視されたりする不適切な環境下に置かれることでも、

脳の発達に影響を及ぼすことが推測されています。 

 

＊しつけ：何をしたら誉められ、何をしたら罰せられるのか、子どもにも理解し、予測で

きること 

＊虐 待：大人の気分や理解しがたい理由で罰せられること 

★２つを見極めるポイントは、子ども側でコントロールができるかどうかです。多くの場

合、親は自分の行為を「しつけ」と主張します。しかし、それが子どもの心身を傷つけ

る行為であれば「虐待」なのです。また「放任主義」も子どもを支える環境にあって成

り立つものであり、単に子どもが放置されているのは育児の怠慢に過ぎません。 

「しつけ」と「虐待」の違い  体罰=愛情？ 育児怠慢=放任主義？ 
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(3)虐待に至るおそれのある要因・虐待のリスクとして留意すべき点 

児童虐待は、社会・家庭・身体的・精神的などの様々な要因に加え、育児に対する不安や孤

独が複雑に絡み合って起こると考えられています。児童虐待がどこの家庭にも起こりうるとい

う認識を持ち、何らかの支援を必要としている家庭かどうかを判断し、早期の対応につなげる

ことが大切です。

 

 

  

 

子ども側のリスク要因＊ 

 

 

その他虐待のリスクが高いと想定される場合＊ 

・望まぬ妊娠や若年の妊娠 

・マタニティーブルーズ
※8

や産後うつ
※9

等 

で精神的に不安定 

・性格が攻撃的・衝動的、人格障害 

・精神障害、知的障害、慢性疾患等 

・体罰容認などの暴力への親和性 等 

・経済的に不安定な家庭 

・親族や地域社会から孤立した家庭 

・未婚を含むひとり親家庭 

・内縁者や同居人がいる家庭 

・子連れの再婚家庭 

・転居を繰り返す家庭 

・夫婦間不和、ＤＶ等不安定な状況 等 

・乳児期の子どもや、未熟児、障害児、

多胎児 

・保護者にとって何らかの育てにくさを

持っている子ども 等 

 

・妊娠の届出が遅い、母子健康手帳未

交付、各健診未受診 

・飛び込み出産、自宅分娩 

・きょうだいへの虐待歴 等 

※8、9…関連用語集 P38参照 

 

＊…子ども虐待対応の手引き（厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 

平成 25年 8月改正版）から 

保護者側のリスク要因＊ 養育環境のリスク要因＊ 

 

 

体罰は法律で禁止されている、許されない行為です。 

  全ての子どもは、健やかに成長・発達することが権利として保障されており、体罰は

子どもの権利を侵害します。 

罰を与えることを目的としない、子どもを保護するための行為（道に飛び出しそうな

子どもの手をつかむ等）や、第三者に被害を及ぼすような行為を制止する行為（他の子

どもに暴力を振るうのを制止する等）等は、体罰には該当しません。 

体罰の禁止は法律で定められています 

 

子どもの前で配偶者に暴力をふるったり、著しい暴言や著しく拒絶的な対応をしたりす

ることを、面前（めんぜん）ＤＶと言います。 

 面前ＤＶは、心理的虐待になります。 

面前（めんぜん）ＤＶとは？ 
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２ 児童虐待の早期発見 

 

(1)子どもや保護者のサイン 

 子どもや保護者が発する虐待のサインは、様々な機会や場面の中で見られます。 

＜子どもについて＞ 

・いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする 

・不自然な傷や打撲のあとがある 

・衣類やからだがいつも汚れている 

・落ち着きがなく乱暴である 

・表情が乏しい、活気がない 

・夜遅くまで一人で遊んでいる 

＜保護者について＞ 

・地域などと交流が少なく孤立している 

・小さい子どもを家においたまま外出している 

・子どもの養育に関して拒否的、無関心である 

・子どものけがについて不自然な説明をする 

  

 

 

(2)通告について 

  子どもは虐待をされていても、なかなか自分で助けを求めることができません。子どもの様

子が「おかしいな」「心配だな」と感じたら、周囲にいる大人が代わりになって助けを求め

ることが必要となってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 本の電話で救われる子どもがいます。疑いのある家庭への介入時には、通告者が特定さ

れないように細心の注意を払います。 

 

＊参考・・・実務編 別添 1～4（P23～26） 

○虐待じゃなかったらどうしよう… 

「虐待を受けたと思われる児童」を発見した者には通告義務があります。調査の結果、 

虐待ではないと判断されても、通告者が責任を問われることはありません。 

(児童虐待防止法第 6条第 1項・第 2項) 

○守秘義務違反じゃないの？！ 

  児童虐待の通告は、守秘義務違反には当たりません。(児童虐待防止法第 6条第 3項) 

○私が通告したのが知られたらどうしよう… 

  通告者や連絡内容に関する秘密は守られます。(児童虐待防止法第 7条) 

児童相談所全国共通の３桁のダイヤルです。連絡すると最寄りの児童相

談所に繋がります。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。 189
いちはやく
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３ 関係法令・通知 

(1)児童虐待に関する法律ミニ知識 

●児童虐待は、子どもの人権や生命を脅かすもの 

▶児童虐待の防止等に関する法律第１条（目的） 

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。 

 

●児童虐待は、保護者が監護する１８歳未満の子どもに対して行うこと 

▶児童虐待の防止等に関する法律第２条（児童虐待の定義） 

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（１８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。 

１ 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。 

２ 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。 

３ 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２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。 

４ 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。 

 

●児童虐待は法律で禁止されている 

▶児童虐待の防止等に関する法律第３条（児童に対する虐待の禁止） 

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は、虐待の早期発見、保護、自立への支援に努める 

▶児童虐待の防止等に関する法律第４条（国及び地方公共団体の責務） 

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１８歳となった者に対する自立の支援を含む。第３

項及び次条第２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家庭（家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好

な家庭的環境を含む。）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、歯科医師、保健師、助産師、看護師、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
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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、家庭（家庭における養育環境と同様の養育環境及び良

好な家庭的環境を含む。）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。 

 

●児童の福祉に職務上関係のある学校や施設等の職員は、虐待の早期発見に努める 

▶児童虐待の防止等に関する法律第５条（児童虐待の早期発見） 

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、歯科医師、保健師、助産師、看護師、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。 

 

●要保護児童・要支援児童等の定義 

▶児童福祉法第６条の３ 

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８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２７条第１項第３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。 

 

●地方公共団体は、要保護児童対策地域協議会の設置に努める 

▶児童福祉法第２５条の２ 

地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童（第３１条第４項に規定する延長者及び第

３３条第１０項に規定する保護延長者（次項において「延長者等」という。）を含む。次項におい
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て同じ。）の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、

関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者（以下「関係機関等」とい

う。）により構成される要保護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。 

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。 

 

●虐待を受けたと思われる児童を発見したら速やかに通告しなければならない 

▶児童福祉法第２５条（要保護児童発見者の通告義務） 

  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１４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。 

▶児童虐待の防止等に関する法律第６条（児童虐待に係る通告義務） 

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２２年法律第１６４号）第２５条第１項の規定

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４０年法律第４５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１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。 

 

●通告した人の秘密を守る 

▶児童虐待の防止等に関する法律第７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１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。 

 

●体罰は法律で禁止されている 

▶児童福祉法第３３条の２ 

② 児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものにつ

いても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置を採ることができる。

ただし、体罰を加えることはできない。 

 

▶児童福祉法第４７条 

③ 児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第６条の３第８項に規定する厚生労働省令

で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるも

のについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることが

できる。ただし、体罰を加えることはできない。 

 

▶児童虐待の防止等に関する法律第１４条（親権の行使に関する配慮等） 

 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることその他民法（明治２９年法

律第８９号）第８２０条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を

懲戒してはならず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。 



8 

(2)虐待の通告と守秘義務・個人情報保護に関わる法令 

 

（通告義務は守秘義務に優先します） 

●児童虐待の防止等に関する法律 第６条 

３ 刑法（明治４０年法律第４５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。 

 

（個人情報の利用目的による制限） 

●個人情報の保護に関する法律 第１５条 

 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（以下「利用目的」

という。）をできる限り特定しなければならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると

合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

●個人情報の保護に関する法律 第１６条 

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用

目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継す

ることに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における

当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 

３ 前２項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

１ 法令に基づく場合 

２ 人の生命、身体又は財産の保護のため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。 

  ３ 公衆衛生の向上又は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。 

  ４ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行するこ

とに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂

行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 

（個人情報の第三者提供の制限） 

●個人情報の保護に関する法律 第２３条 

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人

データを第三者に提供してはならない。 

１ 法令に基づく場合 

２ 人の生命、身体又は財産の保護のため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。 

    ３ 公衆衛生の向上又は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。 

    ４ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行するこ

とに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行

に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 

   児童虐待の防止等に関する法律・個人情報の保護に関する法律（抜粋） 
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(3)関係通知 

「居住実態が把握できない児童への対応について」（概要） 

（平成 27年 3月 16日付け 総行住第 33号、26初初企 第 53号及び雇児総発 0316第 1号） 

 

１ 居住実態が把握できない児童の範囲 

  次の①～③のいずれかに該当し、当該児童が記録されている住民基本台帳を備える市町 

村（住所地市町村）において、所在及び安全の確認が必要と判断した児童。 

① 乳幼児等を対象とする保健・福祉サービスを受けておらず、電話や家庭訪問等による勧

奨を行ったにもかかわらず、連絡・接触ができない家庭に属する児童 

② 児童家庭相談や児童手当など児童福祉行政の実施事務の過程で把握されている児童の

いる家庭のうち、電話や家庭訪問等による勧奨を行ったにもかかわらず、連絡接触がで

きないため、必要な各手続を行っていない家庭に属する児童 

③ 教育委員会が就学等に係る事務の過程で把握した児童のうち、電話や家庭訪問等により

連絡・接触ができない家庭に属する児童 

 

２ 居住実態が把握できない児童の所在等の確認 

  次のア～ウのいずれかにより確認することが必要である。所在が確認できた児童につい

て、支援が必要な場合は関係機関で連携して引き続き支援を行う。 

 ア 東京入国管理局への照会により得た当該児童に係る出入国記録から、当該児童の出国 

の事実を確認 

 イ 住所地市町村の要対協の構成員などが当該児童を目視により確認 

 ウ ア及びイのほか、住所地市町村が得た情報の信頼性に確信が持てると判断した場合 

 

３ 虐待リスクが把握されている児童の対応 

  市町村による情報収集の結果、虐待のおそれがあり、児童相談所の対応が必要と考えら

れる場合には対応を求め、緊急の対応が必要と考えられる場合には、速やかに警察に相談

されたい。 

  なお、警察に相談等を行った場合でも、引き続き居住実態が把握できない児童の所在等

の確認に努めることが必要である。 

 

４ 地方公共団体間等の情報提供・共有と守秘義務及び個人情報保護との関係 

  今回行う調査や情報提供、情報共有については、必要かつ社会通念上相当と認められる 

範囲で行われる限り正当な行為に当たることから守秘義務や個人情報保護に係る規定違反 

とはならないため、積極的かつ適切な情報提供・共有に取り組まれたい。 

 



 

 

 

 

実務編 
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１ 上越市の児童虐待防止体制 

 

(1)支援の仕組み  

上越市では、関係機関の連携による児童虐待防止ネットワークを構築し、児童福祉法にの

っとり、以下の協議会を設けています。 

○組織  

上越市要保護児童対策地域協議会 

○構成機関 

 【構 成 員】  新潟地方法務局上越支局／上越保健所／上越児童相談所／上越教育 

事務所／上越警察署／妙高警察署／上越市民生委員児童委員協議会 

連合会／新潟県高等学校長会／上越市中学校長会／上越市小学校長 

会／上越市小中学校ＰＴＡ連絡協議会／幼稚園／保育園／認定こど 

も園／上越市子ども会連合会／上越市町内会長連絡協議会／上越医   

師会／上越助産師会／子育て支援団体／上越市教育委員会／上越市

自治・市民環境部／上越市福祉部 

【オ ブ ザ ー バ ー】 新潟家庭裁判所高田支部  

【調 整 機 関】 すこやかなくらし包括支援センター 

  

 ①要 保 護 児 童：保護者のない児童または保護者に監護させることが不適当と認めら 

れる児童をいいます。 

②要 支 援 児 童：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をいいます。 

③特 定 妊 婦：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

められる妊婦をいいます。 

※ 「非行児童」については、厚生労働省「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」（平

成 19 年 1 月 23 日雇児発第 0123002 号改正）にて対象者に含まれるとされていますが、当

市では対象に含まず、学校教育課の対応としています。 

  

 

支援対象児童等に関する情報の交換や支援内容の協議を行い、支援対象児童等の適切

な保護や支援を図ります。 

 

 

 

 

○要保護児童対策地域協議会の対象者 

○要保護児童対策地域協議会の役割 

＜共同守秘義務＞ 

要保護児童対策地域協議会を構成する関係機関等は、正当な理由なく、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とされています。（秘密保持/児童福祉法第 25条の 5） 



 ＪＡＳＴ(じょうえつあんしんサポートチーム)

○児童虐待情報の集約、総合的管理、関係機関との連携・調整

上越市要保護児童対策地域協議会調整機関

○子どもの育ちに関する相談に対応（子どもの総合相談窓口）

(2)上越市要保護児童対策地域協議会　関係機関と役割
　関係機関 主な機能・役割

新潟地方法務局上越支局

男女共同参画推進センター（女性相談）

○放課後児童クラブ事業等

○人権についての広報啓発

○児童虐待の予防、啓発

○児童、生徒及び保護者の相談受理、状況把握

○いじめ、不登校等のカウンセリング、教育相談

○地域でのケース状況把握、見守り、生活支援

○関係機関との連携、情報提供、通告

○ケースの見守り、経過観察、子どもと保護者への支援

○関係機関への通告、報告、連携

○関係機関との連携、情報共有、検討会への協力

上越人権擁護委員協議会

上越医師会

○地域での児童虐待発見、通告、相談受理

上越保健所

助産師会

上越警察署

妙高警察署

新潟家庭裁判所高田支部

○子育て相談で発見、状況把握、ケース支援

○関係機関との連携、情報共有

○こどもセンター事業

上越市　すこやかなくらし包括支援センター

○母子保健事業を通して児童虐待予防、早期発見、支援

○子育てひろば事業

上越市　福祉課

上越市　健康づくり推進課

上越市　こども課

○地域での子育て支援

○情報交換の場を提供

○子育て支援を通して児童虐待の発見、情報把握、通告

○親権喪失宣告等の法的措置

○女性相談（DV・離婚等）を通して児童虐待の発見、通告

上越児童相談所

(上越児童・障害者相談センター)

上越市民生委員児童委員協議会連合会

上越市町内会長連絡協議会

上越市小中学校ＰＴＡ連絡協議会

高等学校、中学校、小学校

上越教育事務所

上越市　学校教育課、保育課

子育て支援団体

上越市子ども会連合会

幼稚園、保育園、認定こども園

＜オブザーバー＞

上記以外の業務

○複合的課題を抱えるケースの支援

○訪問、面談、各種行政サービス紹介、運用等でケース支援

○親権者の同意を得られないケースの施設入所承認

○人権問題（虐待、いじめ、体罰）の相談受理

○相談を通して虐待発見、通告

○児童虐待の発見、相談受理、通告

○事件捜査、措置

○ケースの調査、保護に際しての安全確保への協力

○地域での子育て支援

○児童虐待に家事事件として対応

○関係機関との連携

○児童虐待の通告受理、調査、評価

○児童の一時保護、施設入所の判断、法的措置

○関係機関への指導

○関係機関との連携、情報共有、検討会への協力

○ケースの医療的保護、支援

○予防啓発事業の推進

○要保護児童対策地域協議会の開催、運営

○実務者研修会、ケース検討会の設定、運営

○児童相談所へのケース送致、情報交換

○こども発達支援センター運営

医療機関

上越市教育委員会

○福祉援護世帯の支援を通して児童虐待の発見、通告

○福祉サービスの紹介、運用

○乳幼児健診での虐待発見、相談受理

○母子手帳交付で周産期からのケース把握、継続支援

上越市　共生まちづくり課

○児童虐待の相談受理、発見、情報集約

○ケースの見守り、子育て支援

○診療での児童虐待発見、評価、通告

○関係機関との連携、情報共有

○児童養護施設若竹寮指定管理者・関係機関との連携、情報共有

 11
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(3)上越市児童虐待対応体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

すこやかなくらし包括支援センター、13 区総合事務所 

■業務内容 

・上越市要保護児童対策地域協議会調整機関 

・情報収集、集約   

・支援策の協議 

・ケース検討会の開催  

・進行管理 

・関係機関との調整   

・ケース移管・送致 

・保護者や児童からの相談 

・研修会等の開催と啓発活動等 

・複合的課題を抱えるケースを家族単位で支援 

健康づくり推進課健診・相談係 

・乳幼児健診 ・母子手帳交付 
・妊産婦、新生児訪問 
・子育て、女性、思春期事業等 
     ↓ 
・健康チェック ・家庭訪問 
・子育て支援相談 

こども発達支援センター 

・親子教室 ・発達相談 
・園訪問   ・たんぽぽひろば 
    ↓ 

・親子支援・個別小集団支援 

連 携 

連 携 

関係機関   

医療機関、民生委員・児童委員等 

ＪＡＳＴ：児童虐待を始め、いじめや不登校等、学校だけでは 

解決が困難な事例の解決に向けて学校をサポート 

する専門チーム。 

構成員：指導主事・学校訪問カウンセラー・ソーシャルワーカー 

・共生まちづくり課（女性相談） 

・福祉課 

・保育課 

・こども課 

・若竹寮  等 

 

連 携 

連 携 

 

関係機関の代表者等による会議。実務の担当者で運営される実務者会議を円滑に行うための環境

整備と、全ての子どもに対する虐待の防止と適切な支援の実施を目的として開催します。  

 

  

児童虐待防止業務に携わる実務者で構成され、定期的な進行管理を目的に開催します。それぞれ

の実情に合わせて合併前上越市は 2か月に 1回、13区は各ブロックに分かれ、年 3回開催します。 

 

子どもとその世帯に直接関わる関係機関等で、新規に通告があった場合や、支援を行っている世

帯で子どもを取り巻く環境に変化があった場合、また新たな情報による当該児童に対する具体的

な情報交換や支援方法等を確認する場合など、必要に応じて開催します。 

 

 

代表者会議…毎年開催 

上越市要保護児童対策地域協議会 

実務者会議…定期的に開催 

個別ケース検討会議…随時開催 

事務局 
認定こども園 

児童相談所 幼稚園 

学 校 

保育園 

教育委員会 
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２ 児童虐待の対応 

 

(1)上越市における児童虐待の防止策 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

    

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

母子手帳交付時の面接や乳幼児健診等の母子保健事業を通して、母子の健康状態や養

育環境の把握を行います。また子育てひろば、保育園等へ出向いて子育てに関する情

報を提供し、養育者の不安やストレスを受け止め、養育支援が必要な場合は、関係機

関と連携して虐待の防止に努めます。 

 

 

こども発達支援センターは、小学校低学年までの子どもの発達を保護者とともに考え

ていく場所です。ことばの遅れや日常生活での心配ごとなどの個別相談を行っていま

す。保育士との個別・小集団でのやり取りを通して子どものことばや心、体の発達を

促す活動も行っています。 

 

小・中学校では、「上越市子どもの権利学習テキスト」を用い、幸せに生きるための

「子どもの権利」に関する学習に力を入れています。 

保育士や幼稚園・小中学校の教職員等を対象に、研修会の実施や説明会での指導等、

関係職員の資質向上を図っています。 

行政と定期的な連絡を取り合いながら、園や学校で気になる子どもや家庭の見守り・

支援を行うとともに、ＪＡＳＴを中心とした学校へのサポート体制をとっています。 

 

子どもや妊産婦について、保健や福祉に関するサービスを適切に利用するために必要

な情報の提供、その他援助等に努めています。さらに、保護を必要とする子どもの把

握に努めるとともに、そうした子どもを発見した近隣住民等からの通告を市役所や児

童相談所に仲介します。 

 

児童虐待に対応するため、保健・福祉・心理・保育等の専門職を配置しています。学

校や園訪問などの実施により、母子保健・福祉サービス・学校・園といった各専門分

野において関係機関との連携や、地域への周知活動等を行い、児童虐待の予防に努め

ています。 

 
保健分野での取組 

発達支援分野での取組 

園・学校での取組 

地域での見守り 

すこやかなくらし包括支援センターでの取組 

 

親子のより良い関係づくりに向けて「親子コミュニケーション支援」を実施していま

す。親に対して、子どもの発達や親子の適切な関わり方について説明し、親にも子に

も寄り添いながら、家庭が子どもを育てる力を高められるよう支援します。また、関

係課等が、早期から、切れ目のない支援を行うよう取り組んでいます。 

 

 

 

すこやかな子どもの育ちのための親支援 
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（2）虐待の発見から支援までの流れ 

①虐待の疑い・発見

②事実の整理・記録

③通告

○写真による記録
○通告者が持っている情報をまとめる
・虐待の具体的な情報 ・登園・登校状況
・世帯状況 ・子どもの様子(衛生状態や発育状態等)

子どもに生命の危険がある
親子分離が必要等緊急の場合

虐待の疑い
虐待が認められる場合

児童相談所 連携 上越市すこやかなくらし包括支援センター・13区
(市立の小中学校に限り、学校教育課を経由する)

④各機関への発信・情報収集 ○関係機関への発信
・学校・幼稚園・保育園・認定こども園等
○情報収集
・学校や園での様子 ・世帯状況
・健診等の受診状況

○関係機関の連携や
家族支援で解決が
図られる場合

・定期訪問・面接
・福祉サービスの提供
・各種相談機関の紹介
・家庭環境の整備

○状況の確認方法・対応の検討

○子どもの安全確認・保護者の状況確認

○関係機関が集まり、情報共有
○今後の支援方針の決定
○役割分担の決定(コーディネーター等)

○児童虐待の客観的
な事実が認められな
い場合

・地域・保育園・幼稚園・
認定こども園・学校に
おける見守り

・家庭生活の見守り

児童相談所一時保護
施設への措置

○虐待による危険度・
緊急度が高い場合

○養育者が不在のため
子どもの保護が必要な場合

・児童相談所での一時保護
・児童養護施設への措置入所
・里親委託

⑤受理会議

⑥安全確認

⑦方針の決定

⑧家庭支援 ⑧経過観察

実務者会議・個別ケース検討会等による定期的な評価

48時間以内

 

学
校
・
園
・
地
域
な
ど
か
ら
発
信 

要
対
協
調
整
機
関
・
関
係
機
関
が
主
導 
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①虐待の疑い・発見 

   児童虐待を発見したり、疑いがあったりしたら、児童相談所や市役所の相談窓口へ連絡をし

てください。一人で抱え込まず、「何だか心配」「何か引っかかる」という段階で、まずは相談

をしてください。 

また、子どもに関係する機関において虐待の疑いや発見をした場合は、組織内で話し合える

体制を作っておくなど、職員が一人で抱え込まないようにするための工夫が必要です。 

   園、学校、地域での観察の観点については、児童虐待早期発見のためのチェックリスト、 

チェックポイント（別添 1～4、P23～26）を参照してください。 

 

 

②事実の整理・記録 

・記録 

  虐待を疑った時から、記録を残しておくことが重要です。 

記録を残す時のポイント 

○いつ、どこで、誰が、誰に、何を、どのようにということを、できるだけ正確に詳しく記

録しましょう。「子どもに落ち着きがなかった」等の印象だけよりも、どんな言葉を使って

いて、どんな様子を見てそう感じたかを事実を基に具体的に記しておきましょう。 

○子どもの傷やあざは治りやすいので、気付いた時に写真で残しておきましょう。 

  

 

 

  

 

 

 

・情報収集（子ども、保護者からの聞き取り） 

虐待の内容、経過、虐待行為に対する子どもや保護者の思い、考えについて確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傷の大きさが分かるように、定規等と一緒に撮影します。 

○○○○ 

通告者が特定されるのを防ぐため、背景から撮影場所が

特定できないようにします。 

撮影場所・日付を忘れずに入れましょう。 

○子どもがケガなどをしたことを確認することは自然なことです。意識し過ぎず、何気な

く聞きましょう。「傷があったけど、どうされました？」 

○虐待事実を認めた場合、子育ての大変さを十分ねぎらいましょう。保護者の困り感が大

きいようであれば、相談機関として児童相談所等を紹介します。 

○認めない場合、通告する義務があることを伝えましょう。通告はするが、園、学校等は

保護者の協力者・味方であることを伝えます。 

【保護者から聞き取る際の注意点】 
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③通告(上越市すこやかなくらし包括支援センター、学校教育課、児童相談所への連絡) 

通告時に把握する情報 

○子どもの現在の状況（子どもの生命への影響等） 

○子どもと保護者の氏名、生年月日、住所、学校等、家族状況 

○虐待の内容と経過 

○援助等に関する子どもと保護者の意向  

 

 

④関係機関への発信・情報収集 

  子どもの安全確認と合わせて、関係機関から子ども及び世帯の情報を収集します。 

○市役所： 

世帯情報、収入、生活保護受給の有無、母子保健関係(健診、予防接種等)の情報、 

各種サービスの利用状況、市立の相談機関への相談歴 など 

○学校、保育園等： 

子どもの生活状況、保護者・家族に関する情報、費用滞納等に関する情報 など 

○民生委員・児童委員： 

世帯の生活状況、近所付合いの情報 など 

○医療機関： 

受診状況の情報 など 

○児童相談所： 

利用歴・対応歴の情報 など 

○子どもが安心して話ができるよう静かで落ち着いた場所で行いましょう。 

○詰問になってしまわないように十分に気をつけ、無理をさせないようにしましょう。 

○子どもが家庭内の虐待の事実を話すことは勇気がいります。まずは、話してくれた行

為を「話してくれてありがとう」「痛かったね」「つらかったね」としっかりと受け止

めることが大切です。 

○話を聞くことは調査ではありません。矛盾点等があったとしても、話してくれたこと

を信じるという姿勢を示し、「信じるよ」というメッセージを子どもに伝えましょう。 

○虐待を受けた時など、子どもからＳＯＳが出せるように普段から関係作りに努め、「困

った時は助けを求めてよい」ことを繰り返し伝えましょう。そして、子どもが助けを

求めてきた時にはしっかりと受け止め、責任を持って対応するようにしましょう。 

○約束を守ることは信頼につながりますが、「誰にも言わないで」と言われた時に、でき

ない場合があることを説明する必要があります。「必要な時には、子どもを大切に思い、

守ってくれる人に相談することがある」ことをきちんと伝えます。 

 

【子どもから聞き取る際の注意点】 
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⑤受理会議 

・上越市子ども虐待（疑）の通告・把握受理記録（別添 5、P27）を基に所属内での複数職員

と情報を共有し、初期対応を協議します。 

・緊急度アセスメントシート（別添 6、P28）を活用し確認することで共通理解が図られます。 

受理会議の検討事項 

○緊急性の判断：子どもの被虐待状況（症状・程度）や生命への危険等、緊急保護の必要性 

について、関係機関との連携も考慮しながら判断します。 

○担当者の決定：原則として複数体制とします。 

○安全確認の方法：いつ、誰が、どこで、どのように安全確認を行うか検討します。 

 

⑥安全確認 

・通告内容から虐待が明確に判断できない場合でも、子どもの安全確認のための調査を行いま 

す。 

・直接目視確認を原則とします。 

・緊急性に乏しいと判断されるケースを除き、通告から 48時間以内に行います。 

安全確認で把握・確認する項目 

○虐待の種類やレベル：「虐待」と断定できなくても、親子関係の様子やエピソード等 

○虐待の事実と経過：日時やその時の様子等、具体的に細かく 

○子どもの安全確認と身体・心理・生活環境の把握 

・子どもの安全確認 

・子どもの身体的、心理的状況 

・子どもが置かれている生活環境 

○家族関係の把握 

・親権者、養子縁組等の法的関係 

・子どもや保護者（きょうだい、同居人等）の人間関係の全体像（ＤＶの有無等） 

・家族全員の年齢や職業、性格、虐待との関わり 

・必要に応じて、親族等家族以外でキーパーソン、援助や介入の窓口になりそうな人 

 

⑦方針の決定 

集めた情報を基に、支援の方針を組み立てます。 

・緊急度アセスメントシート（別添 6、P28）等を活用し、必ず複数の職員で検討し、組織とし

て総合的な判断をすることが大切です。 

・重症度が高い場合は、児童相談所の一時保護や施設への措置等を検討します。 

・緊急の保護や立入調査等、強制的な措置が必要な場合は速やかに児童相談所へ送致します。 

・事件性がある場合は警察へ、また受診や入院が必要な場合は医療機関へ連絡する等必要に応

じ関係機関に連絡します。 

・判断が難しい場合や対応に苦慮する場合は、まず児童相談所に相談します。 

・重症度が低い場合は、市や関係機関等が連携し、在宅における支援方針や内容、役割分担
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を決定します。 

・支援内容として、保護者や子ども等との定期的な面談や訪問の実施や、乳幼児健診等の場で

の面談の活用、利用可能な福祉サービスや制度等の検討を行います。 

・学校や園など、恒常的に子どもとの関わりがある関係機関には、子どもや保護者等について

の見守りなどを依頼します。 

 

⑧具体的な支援について（家庭支援と経過観察の場合） 

①家庭支援 

・家庭支援にて虐待の再発防止等に努めます。 

・支援目標は、あくまで支援を終えてよい段階を想定することです。必ずしも家族が抱えてい

る問題の全てを解決するという捉え方ではありません。 

・調整機関が関係者から定期的に状況を確認し、その後必要に応じて再度個別ケース検討会議

を開いて評価を行い、状況の変化や支援方法について再確認します。 

・安定している状態だからといって長期間放置することがないよう定期的に確認し、ケース進

行管理表（別添 9、P31）に記録を残しておくことが大切です。最低でも 2～3か月に 1回は、

ケースの状況を確認します。 

 

＜参考＞進行管理における状況確認の連絡体制 

 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

※調整機関で把握している継続ケースは年度当初に、新規に虐待が疑われるケースは随時情報提供を実施 

事務局で把握して 

いる子どもの情報交換 

 

新たに虐待が疑われる 

子どもの報告、状況照会、

回答(随時) 

市立幼稚園・小・中学校の場合 

すこやかなくらし包括支

援センターで訪問(随時) 
児童相談所 

幼稚園、保育園、認定こども園、県立学校、高等学校等の場合 

連携 

園、学校等 
調整機関 

(すこやかなくらし包括支援センター)  

情報提供 

(随時) 

新たに虐待が疑われる

子どもの報告、状況 

照会、回答(随時) 

学校教育課、 

すこやかなくらし包括支

援センターで訪問(随時) 

事務局で把握して 

いる子どもの情報交換 

 

連携 

児童相談所 

事務局で把握して 

いる子どもの情報交換 

 
調整機関 

(すこやかな くらし包括支 援センター ) 
学校教育課 学校等 

13区総合事務所 
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○保護者との面接 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保護者の話をよく聞く中で、保護者の教育方針や倫理観、さらには苦悩している内容が

出てきます。全てを改善しようとせず、整理することが必要です。 

・保護者の理論を改善することは簡単ではありません。苦悩している部分に焦点を当て、

共感し、これまでの努力を認めながら一緒に相談していくような言葉掛けが必要です。 

・子どもに対して行っていたしつけ（言動）が、虐待（の疑い）であると判断される場合、

子どもに与える影響等を丁寧に説明することが大切です。状況によっては虐待であると

伝えることも必要です。 

＊保護者の養育に対する姿勢を真っ向から否定せず、まずは具体的な状況等を丁寧に聞き

取り、問題点を整理しましょう。 

＊保護者が話してくれたことに対してねぎらいの言葉を掛けましょう。 

＜問題点の整理＞ 

 

・保護者が安心して相談してくれる信頼関係を築くことが大切です。 

・最初の段階では、保護者の話をよく聞き、思いを受け入れてあげることが大切です。 

＊保護者の不安を和らげ、話のしやすい関係作りに努めましょう。 

＜信頼関係の構築＞ 

 

・これまでの保護者が行ってきた行為と現状における問題点の整理ができたら、保護者と

一緒に改善方法を検討しましょう。 

・具体的な方法を提案する姿勢で進めることが大切です。 

・関係機関の機能等も説明し、保護者が無理なく利用できる方法を提案してみましょう。 

・支援者との関わり方についても、どのような方法がよいか相談して決めましょう。 

・相談窓口の担当者以外でも、保護者とつながりが持てるようにすることが大切です。 

＊保護者とのつながりが切れないように心がけましょう。 

＊保護者を支援するという受け止め方が大切です。 

＜改善に向けての相談＞ 

 

・その後の変化について、保護者に対して肯定的な評価を伝えていくことが大切です。 

・「関係者とのつながりが保てている」、「いろいろ話をしてくれる」、「提案した社会資源を

利用している」等明らかに改善された事柄がなくても、保護者なりに行っている取組を

評価してあげることが大切です。 

＊一度話ができたことで終わることがないように心掛けましょう。いろいろ話をしてくれ

たことで安心してしまい、評価が中途半端になることがないよう注意が必要です。 

＊関わる頻度は、保護者の性格や支援者との関係性からの判断になります。 

＜具体的な取組の評価＞ 
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○子どもとの面接 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・面接の目的を伝えることで、面接者に対して信頼感が生まれるとともに、子ども自身が何

を話せばよいのか整理することができます。 

・面接者を含め、話を聞く大人が子どもの味方であること、心配していることなどを伝える

ことも大切です。 

 

＜面接の目的＞ 

 

・最初の面接は、子どもにとって緊張と不安が一番大きい時です。大人への不信感が強い場

合もあります。 

・面接者がどういう人なのか、子どもに合った分かりやすい言葉で説明することが大切です。 

・子どもが安心できる大人（担任の先生、保健師など顔見知りの人）についてもらう等の工

夫もよいでしょう。面接をする場所にも気を配りましょう。 

＜安心感＞ 

 

・子どもが家族関係等、虐待を疑わせるような内容を話し始めても誘導的にならないよう

注意しましょう。 

・「はい」「いいえ」で答えるような聞き方よりも、子どもの言葉で話せる聞き方をするよ

う心がけましょう。 

・「なぜ」「どうして」という聞き方は、責められているような印象を受けるので、注意し

ましょう。 

・一度に複数の質問をすることは避け、一つずつゆっくり聞いてあげましょう。 

・子どもは言葉での表現が上手にできません。事実確認をする上で面接者の質問意図とは

違う話をすることがあります。否定せずに聞いてあげましょう。 

・同じような質問をしつこく繰り返すことは子どもにとって苦痛です。質問の仕方には工

夫が必要になります。 

・小さな子どもと話をする時には、絵を描きながら話をすることも有効です。 

 

＜事実の聞き取り＞ 

 

・子どもが話をしてくれたことに感謝の気持ちを伝えましょう。 

・子どもは自分が話したことに不安を感じています。子どもが不利益を被らないことを伝え

ることが大切です。 

・子ども自身からも質問や心配なことはないか聞いてあげましょう。 

・今後、相談者がどのような関わりをしていくのかなども説明するとよいでしょう。 

＜面接の終了＞ 

 

・いきなり虐待の事実確認をすると、子どもは緊張し警戒を強めることになります。 

・まずは、子どもが話しやすい内容から聞いてみるとよいでしょう。好きな食べ物、好きな

遊び、好きなテレビ番組等、日常的な話題がよいでしょう。 

・保育園や学校のこと、家庭での過ごし方、家族のことなど子どもの表情や話し方を観察し

ながら聞いていきましょう。 

 

＜面接の導入＞ 
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○精神保健の問題を抱える養育者との面接 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・精神状態を把握し判断… 

 育児ができているかどうか、日常生活はどうか、ミルクを作る動作や子の抱き方等の観

察から精神症状（薬物や飲酒の影響、アルコール依存の状況等も含めて）を判断してい

きます。 

・育児軽減を図る等の支援… 

 焦らず身体を休め治療に専念することで、今後の育児負担が軽減されることにつながる

等、見通しを伝え安心感を醸成します。 

・生育歴の把握… 

 機会をとらえ、「子育てについてどのように思っているのか」、「親にどのように育てら

れたのか」、「病気になる前の状況はどうだったのか」、「病気になる前の育児能力はどう

だったか」等、話してもらうようにします。 

＜初期に把握、支援すること＞ 

 

・子どもの様子や養育者の状況の変化、養育の困難さをもたらしている要因の変化等に

ついて評価します。 

・特に支援の効果については、親子関係の変化、子どもの情緒発達を重視して評価を行

います。 

 

＜親子関係の評価＞ 

 

・身近に育児の応援者を確保できない時は、特に気をつけて子どもを観察します。 

・子どもに重大な影響が生じている場合は児童相談所に直ちに連絡し、子どもを分離する

ことも検討します。 

 

＜子どもの様子の確認と支援＞ 

 

・祖父母、配偶者等育児の協力者の把握、親との関係、夫婦関係等、家族関係を把握し、

誰が支援できるのかを判断します。 

・キーとなる人に、病気を正しく理解し支援に協力してもらうよう働き掛けます。 

 

＜家族関係・家族の健康問題の把握と支援＞ 

 

・治療が長期的になると、治療の中断や中止をしてしまうことがあります。 

・今何が大事なことなのか、といった点について、必要に応じて随時相談に乗りながら

服薬内容や薬の効果、副作用等について、考えや感じていることをよく聞きます。 

＜長期的な支援＞ 
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②経過観察 

○幼稚園・保育園・認定こども園・学校等、地域における見守り 

見守り等の留意点 

・幼稚園、保育園、認定こども園、学校、放課後児童クラブ、民生委員・児童委員等、子ども

が所属し直接関わっている機関が中心となります。 

・過去に虐待のあった、または疑われた家庭であることを認識しておくことが重要です。 

・普段の関わりの中で、生活状況を注意深く確認するよう意識しておくことが必要です。 

・家庭状況の変化（父母の離婚・結婚、転居等）や保護者の就職状況などの変更についても、

子どもの生活状況に関わる重要な情報です。 

・「監視」ではなく、相談支援という関わりを意識することが大切です。 

・虐待の未然防止や再発防止という観点に立ち、子育て支援等を行うことが大切です。 

・関係機関としての役割を明確にして具体的に何を行うか確認し、全体で共通認識を持つこ

とが重要です。 

・見守りを行っている機関と、市及び児童相談所で定期的に情報交換をし、一つの機関で抱え

込むのではなく、関係機関全体で見守りを行っていくことが大切です。 

※学校及び保育園等から市または児童相談所への定期的な情報提供については、通知が出され

ています（→P9関係通知）。（上越市における運用については P18参照） 

○定期的な支援評価 

在宅支援を行う場合、個別ケース検討会議等で決定した方針に対して、必ず評価し必要に応

じて修正していくことが大切です。 

・具体的な関わりをする中で、新たな事実が分かることもあります。 

・保護者の反応や子どもの変化等、周囲の関わり方により何らかの変化がありますので、必ず記

録をしておくことが大切です。 

・次回評価の時期等目安を決めておくことが大切です。支援体制が安定しない初期の段階では、

短期間での再評価が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○世帯の転出に伴う引継ぎ 

・支援、見守りを継続している世帯が他市町村に転出する場合、速やかに（できれば転出前に）

転出先の市町村に情報提供を行う必要があります。 

・転出先市町村の担当課に転出する旨を伝え、情報提供様式（別添 10、P32）を送付します。 

・予想していたものとは違う新たな事実や重要な情報が得られた場合は、早めに情報の

共有化に努め、必要であれば方針を変更することになります。 

・一定期間の実践経過を見て、改善の期待が薄い場合は支援方法に工夫が必要になりま

す。実践してきた内容を基に再度検討を行います。 

・ある程度、改善がみられる状態でも、上手くいっている事実を共有化しておく必要が

ありますので、定期的に再評価することを心掛けましょう。 



　　    

項目

※本チェックリストは地域、学校、保健、医療などに共通する項目を示している。

参考：新潟県福祉保健部「乳幼児健康診査の手引き　改訂第5版」（平成26年3月）

深夜徘徊、喫煙、窃盗、シンナー吸引、不純異性交遊

繰り返し嘘をつく、空想的言動が増える。

養育者の顔色を窺う、養育者の意図を察知し行動、養育者と離れると笑顔をみ

せる。

年齢不相応な幼稚さ、担任などを独占したがるなど、過度のスキンシップ

年齢不相応の言葉遣い、態度、過剰適応

豊富な性知識、性体験の告白、セクシーな雰囲気

不特定多数を相手にした性交渉、性的暴力、性的いじめ

精神的、情緒的に不安定な言動がある。

子

ど

も

の

様

子

虐待の視点

を持つ必要

のあるもの

□攻撃性が強い

□孤立

□体調の不調を訴える

□睡眠の障害

□不安

いじめ、動物虐待、他児への暴力

友達と一緒に遊べなかったり、孤立する。

不定愁訴※11、反復する腹痛、便通などの異常

暗がりやトイレを怖がるようになる。

夜驚、悪夢、不眠、夜尿（学童期以降に発現する夜尿は注意）

□過度の甘え行動が強い

□丁寧すぎる態度

□性的関心が高い

□性的逸脱

□精神的に不安定である

□反社会的な行動（非行）

□嘘が多い

□養育者の態度を窺う様子

□不自然なケガやアザ

　理由が把握できない

□低栄養を疑わせる症状

□性的被害

□自殺未遂

□不自然な長期の欠席

ボーッとしている、話をしなくなる、鬱々とする。

治療をしていないため治癒しない、治療が不自然に遅い。

膀胱炎症状の反復、尿路感染や膣炎（性的虐待を疑う）

不自然な事故が繰り返し起きている。

年齢不相応な性知識、自慰行為、他児の性器を触る、自分の性器をみせる。

複数の通告、相談歴、一時保護歴、施設入所歴、入院歴がある。

恐れ、おびえ、不安を示す、大人に対しての執拗な警戒心がある。

無表情、凍り付くような凝視がある。

不潔な衣服、異臭、シラミなどによる湿疹が多くみられる。

児童虐待早期発見のためのチェックリスト

虐待の疑い

がある

□ケガを隠そうとする

□異常に食欲がある

□強い不安

□突然の行動の変化

□治癒しないケガ、虫歯

□繰り返される症状

□繰り返される事故

□性的興味が強い

□過去の介入歴

□保護者への拒否感

□抑制的な行動が強い

　子ども、養育者、家庭の様子について、それぞれ『緊急に支援が必要』『虐待の疑いがある』『虐待の視点を持つ必要のあるも

の』に分類し、チェック項目を示しています。『緊急に支援が必要』については、特に注意が必要な項目として児童相談所への通告

を考えて下さい。ここに示してある項目は、虐待以外の理由によっても起こりうるものも含まれていますが、虐待の原因、兆候で

あったり、虐待の影響として起こる可能性が高い事項なので、注意深く見守って下さい。

状況 内容（具体例）

緊急に支援

が必要

□保護を求めている 差し迫った事情が認められ、子ども自身が保護、救済を求めている。

□恒常的な不衛生

話をしない、一貫しない説明、脱衣の拒否、夏に長袖

給食などむさぼるように食べ、際限なくおかわりをする、異食

衣類を着替える際など異常な不安をみせる。

※10～11・・関連用語集P37参照

複数新旧の傷やアザ、骨折、打撲傷、入院歴、乳幼児揺さぶられ症候群

（シェイクンベビーシンドローム）入院加療が必要等な状態

低身長、低体重（-2DS以下※10）、栄養失調、衰弱、脱水症状、医療放棄

治療拒否※特に乳児は注意を要する。

性交、性行為の強要、妊娠、性感染症に罹患している。

自殺を企てる、ほのめかす。

長期間全く確認できない状況にある、家庭訪問の際会ったことがない。



項目

昼夜逆転など生活リズムが乱れている。

近隣との付き合いを拒否されたり、非難されている。

家族、同居者の間に暴力、不和がある。

理由の分からない頻繁な転居がある。

理由なく関わりを拒否する。

日常的に子どもを守る人がいない。

食事がとれない、電気、水道、ガスが止まっている。

助けを求める悲鳴、叫び声が聞こえる。

家庭の状況が全く分からない。

□継続的な夫婦間の問題

□不衛生

□経済的な困窮

虐待を疑わ

せるもの

日常的に夫婦間の口論、言い争いがある。

家中ゴミだらけ、異臭、シラミがわく、放置された多数の動物がいる。

頻繁な借金の取り立てがある。

原因不明の長期の留守、夜逃げの可能性がある。

就学前の幼い子ども

子どもの生来的な気質などの育てにくさ

盗み、虚言、他害、自傷行為がみられる。

未熟児、慢性疾患、しょうがい、発育、発達の遅れ

親族外の同居人や、不安定な婚姻状況

無計画な出産による多子

養

育

者

の

様

子

家

庭

の

様

子

緊急に支援

が必要

□ライフラインの停止等

□異常な音や声

□家族が現認できない

□確認できない長期の不在

虐待の視点

を持つ必要

のあるもの

□近隣からの孤立

□家族間の暴力、不和

□頻繁な転居

□関係機関に拒否的

□子どもを守る人の不在

□生活リズムの乱れ

□子どものケガの不自然な

　説明

□偏った養育方針（しつけ）

養育者自身の治療拒否、必要な社会資源の活用拒否

虐待の視点

を持つ必要

のあるもの

□精神状態

□性格的問題

□攻撃性が強い

□交流の拒否

□アルコール、薬物等の問題

うつ的、不安定、妊娠・出産のストレス、育児ノイローゼがある。

一方的被害感、偏った思い込み、衝動的、未熟である。

一方的な学校などへの非難、脅迫行為、他児の養育者との対立

行事などへの不参加、連絡を取ることが困難

現在常用している、過去に経験がある、依存性が高い。

理想の押しつけ、年齢不相応な要求がある。

『かわいくない』『憎い』など差別的言動がある。

激しい夫婦間暴力の繰り返しが認められる。

繰り返し自分の子どもを愚弄する。

きょうだいに対しての差別的な言動、特定の子どもへの拒否がある。

緊急に支援

が必要

虐待の疑い

がある

□子どもへの過度の要求

□育児への拒否的な言動

□DVがある

□子どもへの愚弄（ぐろう）

□きょうだいとの差別

□必要な支援の拒否

『しつけとして行っている』と主張し、罪悪感がない。

一貫しない説明、症状とは明らかな食い違い、詐病（代理によるミュンヒハウ

ゼン症候群）

体罰の正当化、非常識な養育観がある。

□養育能力の著しく低い 著しく不適切な生活状況となっている。

性器挿入に至らない性的虐待も含む。

『殺してしまいそう』『叩くのを止められない』など差し迫った訴え

診察、治療が必要だが受診しない、個人的な考えや心情などによる治療拒否

乳幼児を家に置き外出、車内に置き去りにする。

継続的な拘束、監禁、登校禁止

□虐待の認識、自覚無し

状況 内容（具体例）

□子どもの保護を求めている

□生命に関わる危険な行為

□性的虐待

□養育拒否の言動

□医療ネグレクト

□放置

□子どもを監禁

差し迫った事情が認められ、子どもの緊急の保護を求めている。

頭部打撲、顔面打撲、首絞め、シェイキング、道具を使った体罰、逆さ吊り、

戸外放置、溺れさせる。

□若年の妊娠、出産

養育者が虐待された経験がある。何らかの心理的な外傷を持っている。

知識不足、家事・育児能力が低い。

親族や友人などの養育支援、協力者が近くにいない。

予期しない妊娠・出産、祝福されない妊娠・出産

親としての自覚、心構えのない出産

そ

の

他

虐待のリス

クを高める

要因

□乳幼児

□子どもの育てにくさ

□子どもの問題行動

□生育上の問題

□複雑な家族構成

□きょうだいが著しく多い

□養育者の成育歴

□養育技術の不足

□養育に協力する人の不在

□望まない妊娠、出産
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～幼稚園・保育園・認定こども園での気付きから支援まで  園での１日のチェックポイント～ 

お 迎 え 

＜子どもの様子を確認＞ 

・機嫌はどうか 

・表情はどうか 

・けがややけど、あざの有無 

・服装 着替えているか、汚れの

程度、異臭がする、季節に合わ

ないなど 

・保護者と別れるときの様子、大

人に異常にベタベタするなど 

○例えば… 

・頬が赤く腫れている。「どうし

たの？」と聞くと、「転んだ」

と言う。親がいる間は親と目を

合わさず、おどおどしている。 

＜保護者の様子を確認＞ 

・表情はどうか 

・子どもへの態度、会話はどうか 

・子どもの方を見ない 

・服装はどうか  

・連絡なしに休ませることがある

など 

○例えば… 

 子どもの頬のことを保育士が

聞くまで話をしない。また、つ

じつまの合わないような理由

を言う。 

＜子どもの様子を確認＞ 

・食事をとってきたか 

・感情表現の仕方で不自然

な様子はないか 

・遊び方が攻撃的ではない 

 か 

・衝動的な行動はないか 

・虫歯の本数が多く、食べ

づらい様子はないか 

○例えば… 

・おなかを空かしている様

子で元気がない。 

・すぐにカッとして、友達

とトラブルを起こす。 

・イライラした様子で物を

投げるなど言動が乱暴で

ある。 

・保育士から離れようとし

ない。 

＜子どもの様子を確認＞ 

・見えない所に傷ややけど 

はないか 

 

○例えば… 

背中やお尻にあざや傷

がある。古いやけどの痕

がある。 

＜子どもの様子を確認＞ 

・食事の食べ方はどうか 

・お弁当やコップ、箸が汚

れている 

○例えば… 

ガツガツ食べ、何度もお

かわりをする。 

持ち物が洗われていな

い、虫等が入っている。 

＜子どもの様子を確認＞ 

入眠の時の様子 

 

○例えば… 

なかなか寝付けない。し

くしく泣いている。暗く

なるのを怖がるなどい

つもと違う様子がある。 

＜保護者の様子を確認＞ 

連絡帳の内容はどうか 

○例えば… 

連絡帳に「かわいくない」

「イライラして叩いてし

まった」など、子どもに

対して否定的なことが書

いてある。もしくは、何

も書かれていない。 

＜子どもの様子を確認＞ 

・保護者が迎えに来たとき

の態度はどうか 

○例えば… 

保護者の姿を見たとた

ん、緊張して傍に寄らな

い。なかなか帰りたがら

ないで保育士にすがりつ

く。 

＜保護者の様子を確認＞ 

・子どもへの態度はどうか 

・子どもの方を見ない 

・会話はどうか 

・子どもの話を聞かない 

○例えば… 

「いい加減にしなさい」

など、子どもに厳しい言

葉を言う。 

気になることが続いたり、親に伝え

ても改善されない場合などは、園内で

相談して、すこやかなくらし包括支援

センターへ連絡してください。 

登  園 
排泄・おむつ交換 

着替え 
おやつ・遊び お昼ご飯 お昼寝 連絡帳の記入 

全体の様子を見て、日

頃の様子と違う変化を

見落とさず、情報を整

理し、総合的に判断し 

  ましょう。 

＜子どもへの対応＞ 

◎不審な傷やあざ、子どもからの気になる発言があった場合 

・子どもが話せる雰囲気を作り、さりげなく子どもの話を聞く。 

・必要な場合はけがの手当てをする。 

・虐待が疑われる場合は必ず写真などで記録をとっておく。 

・子どもから聞く話を否定しないで「よく話してくれたね」と

いう姿勢で聞く。 

・子どもが悪いのではないことを伝え、親を否定することを言

わないようにする。 

◎普段の子どもの様子と考え合わせ、行動や感情表現の理由を

考えてみる。 

◎子どもが安心できるようにそばに付き添い話を聞く。 

＜保護者への対応＞ 

◎不審な傷やあざ、子どもや保護者からの気になる発言があった場合 

・傷などについて、その場で確認できなかった場合はお迎えの時や連

絡帳で必ず確認する。 

・子どもや保護者の気になる発言もまずは聞く。内容が深刻な場合は

園長に相談し、返事は複数の視点で検討してからにする。 

・言葉の裏にある保護者の思いを受容しつつ、その日子どもがどんな

ことを頑張ったかなど子どもの様子を細かく伝え、子どもの成長を

喜ぶ気持ちを親と共有していく。 

◎連絡なく子どもが登園しない場合はすぐに電話をして事情を確認

する。 

◎食事や睡眠など生活習慣に関する話は立ち話や連絡帳でさりげな

く伝える。 

◎忙しさ、大変さをねぎらう。 

＜基本的な対応＞ 

１ 担任ひとりで抱え込むことがないようにする。気

づいたらすぐに園長などに相談する。 

２ 虐待の疑いを感じたときから、子どもに関係する

ことを記録に残す。 

３ 子どもにあざ、外傷、やけど、日常生活の過ごし

方について確認する。 

４ 保護者にも３の内容について確認する。 

 
そ の 他 

 ＜家庭との連絡等＞ 

・提出物を出さない、持ち

物が揃わない、忘れ物が

多い。 

・諸費の滞納がある。 

○例えば… 

提出物を依頼しても忘れ

ていて、保護者が確認し

ている様子が見られな

い。また、保育料が数か

月分滞納されていて、払

う様子がない。 
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緊急性のある時や判断に不安がある 

ときは早い時間（午前中）に連絡を！ 

上越児童相談所  TEL (025)524-3355 

すこやかなくらし包括支援センター 

         TEL (025)526-5623 

保育課   TEL (025)526-5111(代表) 
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～小学校・中学校での気付きから支援まで  学校生活での１日のチェックポイント～ 

朝  授業中 休み時間 給 食 放課後 

＜子どもの様子を確認＞ 

・表情はどうか 

・けがややけど、あざの有無 

・洋服を着替えていない、汚れが

ひどい、異臭がする、季節に合

わない服装をしている。 

・落ち着きがない、はしゃぎすぎ

る。 など 

 

☆欠席のとき…欠席の理由がは

っきりしない。保護者からの連

絡が不自然。 

＜個別に指導しているときや、最近の様子から＞ 

・話がきちんと聞けない。まるで他人事のような態度を取る。 

・以前に比べ落ち着きがない、嘘をつくことが多くなった。 

・万引き、家出などの問題行動を起こすことがある。 

・性的なことに極端に興味を持ったり、極端に嫌う。 

・大人に異常にベタベタする。 

・自分の殻に閉じこもることがある。  など 

＜保護者の様子：家庭との連絡・個人面談などの学校行事＞ 

１ 子どものマイナス面ばかり口にすると感じることがある。 

２ 親子関係が不安定な様子がある。 

３ 連絡や約束をしても、面談を拒むことが多い。 

４ 電話や家庭訪問をした時、いつも子どもだけで家にいるようである。 

５ 保護者の表情が硬かったり、教職員と目を合わさないなどの変化や不自然さがある。 

６ 大きな声で怒鳴ったり、暴力行為がある。 

７ 子どもの状態に対して、説明が不自然であったり矛盾していたりする。 

８ 体罰を肯定的にとらえていると感じることがある。 

９ 病気や薬物への依存があると感じることがある。 

10 近隣との付き合いがなく、孤立している様子がある。 

11 諸費の滞納があり、支払いを促しても反応がない。 

＜子どもの様子を確認＞ 

・わざと逆なでするような

言動等の有無。 

・教職員の顔色を極端にう

かがう、接触を避けよう

とする。 など 

・極端に協調性がない。周

囲から孤立している。 

・提出物を出さない、忘れ

物が多い。 

 

＜基本的な対応＞ 

１ 担任ひとりで抱え込むことがないようにする。気づいたら

すぐに管理職などに相談する。 

２ 虐待の疑いを感じたときから、子どもに関係することを記

録に残す。 

３ 子どもにあざ、外傷、やけど、日常生活の過ごし方につい

て確認する。 

４ 保護者にも３の内容について確認する。 

              

＜子どもへの対応＞ 

◎ 子どもから虐待の事実を聞いたとき 

・子どもから聞く話を否定しないで「よく話してくれたね」と

いう姿勢で聞く。 

・子どもが悪いのではないことを伝え、親を否定することを言

わないようにする。 

◎子どもから虐待の事実を聞いたが「言わないで」と口止めさ

れたとき 

・子ども（あなた）を守るためにどうしても言わなくてはなら

ない場合もあることを、子どもが納得できるように丁寧に説

明する。 

＜子どもの様子を確認＞ 

・友達との付き合い方がい 

つもと違う。楽しそうに 

していない。無表情で、 

周囲から孤立している。 

・友達との会話の中に虐待 

につながる内容がある。 

・周りの子どもに対する乱

暴な言動が多い。 

 

☆体育の着替えの時 

・体に不自然なあざや外傷

がある。 

・汚れた服を着ている、 

着替えていない、体がい

つも汚れている。 

＜子どもの様子を確認＞ 

１ 最近保健室に来る頻度が多くなっていないか 

２ 病気が疑われていないのに、体の不調を訴えていないか 

３ 体重の極端な増減など不自然な変化はないか 

４ 体に不自然な傷やあざはないか 

５ 生活習慣の養育がされているか 

＜子どもの様子を確認＞ 

食事の食べ方。 

 

○例えば… 

ガツガツ食べ、何度もおか

わりをするなど食べ物へ

の強い執着がある。 

＜子どもの様子を確認＞ 

・家に帰ろうとしない。 

・クラブ活動をよく休む。

普段と違う表情や行動

がある。 

全体の様子を見て、日

頃の様子と違う変化を

見落とさず、情報を整

理し、総合的に判断 

  しましょう。 

保健室 

連絡の後は、原則４８時間以内に子どもの状

況を確認し、今後の対応・支援の方法などに

ついて一緒に相談させていただきます。 

別添 3 

緊急性のある時や判断に不安がある 

ときは早い時間（午前中）に連絡を！ 

 

上越児童相談所  TEL (025)524-3355 

すこやかなくらし包括支援センター 

          TEL (025)526-5623 

学校教育課     TEL (025)545-9244 
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児童虐待の背景は様々ですが、育児不安や養育上の困難が高まると虐待につながる可能性が高くなると言われています。援助が必要な人達に、適切な支援やサービスをしていくことが虐待の予防につながります。 

また、気になる様子に気付いて適切な機関に連絡することが、虐待の早期発見にもつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～地域での気付きから支援まで  地域の中でのチェックポイント～ 

・頻繁に子どものひどい泣き声や、大人の怒鳴る声が

聞こえてくる。また、叩くような音が聞こえてくる。 

・家の中や外が不衛生である。 

・雨戸やカーテンが閉め切ったまま。 

・育児援助をしてくれる人がいない。 

 ex. 母子・父子家庭、核家族など 

・家族内の人間関係が複雑。 

 ex 子連れ再婚家庭、内縁関係など 

・夫婦仲・家族仲がよくない。 

 ex DVがある、嫁姑問題など 

・経済的に困窮している。 

 ex 失業している、町内会費を滞納しているなど 

・近隣との付き合いがなく、孤立している様子がある。町内行事に参加しない。 

・他者に攻撃的であったり、執拗な被害者意識を見せる。また、第三者の介入

を拒否する。 

・精神疾患もしくは、アルコール依存症や薬物依存症などがある。 

・小さい子どもを置いたまま頻繁に外出している。 

・子どもの扱いが不自然（泣いてもあやさない。関わりが少ない。） 

・養育について拒否的であったり、食事をきちんとさせないなど放置している

様子がある。 

・人前で平気で子どもに手を上げるなど、体罰を肯定的に捉えていると感じる

ことがある。 

・声をかけても表情が硬い、決して目を合わさないなど不自然な点がある。 

・不自然な外傷やあざがある。また、適切な治療をした様子がない。 

・季節にそぐわない服装、汚れた衣服で着替えた様子がない。 

・顔、手足がいつも汚れている。臭う。 

・表情が乏しい。 

・発達の著しい遅れがある。（低身長・低体重・栄養失調など） 

・夜遅くまで外で遊んでいたり、徘徊している。外に出されている。 

・家に帰りたがらない。 

・言葉や行動が乱暴である。 

・頻繁に問題行動を起こす。 

・理由もなく、園や学校を休んでいる。 

・あいさつ等基本的なことがしつけられていない。 

・食事に執着心がある。 

 

児童虐待防止・早期発見のためにできること 

 

1 連絡（通告） 

・虐待と思われるような行為を目撃したとき、虐待が疑われる怒鳴り

声、泣き声、叩く音などを聞いたとき 

・虐待が疑われる、気になる親子がいたとき 等 

 左記のチェックポイントを参考に、気になる家庭があれば一人で 

悩まず、相談（通告）を。 

小さな気付きが早期発見、そして家族支援のスタートになります。 

 

2 声かけ 

・登下校時のあいさつ 等 

 

3 見守り 

・登下校時などでの確認。左記のチェックポイントに該当する子ども

はいないか。 

・気になる親子に変わった様子はないか 等 

 

4 積極的につなぐ 

・気になっていた家庭から実際に相談を受けたら一人で抱え込まず、

専門の機関を紹介しましょう。 

 

家庭環境 

子どもの様子 

子どもの立場で考えて 

「あれ？」と感じる場

面に出会ったり、子ど

もにとって好ましくな

いと感じたら連絡しま

しょう。 

別添 4 

保護者の様子 

緊急性のある時や判断に不安がある 

ときは早い時間（午前中）に連絡を！ 

 

上越児童相談所  TEL (025)524-3355 

全国児童相談所  TEL 189(共通ダイヤル) 

すこやかなくらし包括支援センター 

TEL (025)526-5623 

26 



27 

 

 

様式１       上越市子ども虐待（疑）の通告・把握受理記録  

受付年月日時  年 月 日（ ）午前・午後  時  分 担当者  

通告(把握)形態 電話・文書・来所・その他（            ） 

被
虐
待(

疑)

児
童 

氏名
ふりがな

 

・性別 

・生年月日 

・所属 

 
男 

女 

年   月   日生・   歳  ヶ月 

在宅・幼・保・認・小・中・高（名：     ） 

 
男 

女 

年   月   日生・   歳  ヶ月 

在宅・幼・保・認・小・中・高（名：     ） 

住所     －   －     

現在の居場所  

保

護

者 

氏名
ふりがな

 

・続柄 

・生年月日 

・職業 

（実・養・継）父・他 (  歳) 

  生 職

業 

 
 

（実・養・継）母・他 

 

(     歳) 

     生 
 

主な虐待者（疑）  

虐待の状況・内容 ●情報源：目撃・音等からの推測・その他（       ） 

●虐待の種別：身体的・性的・ネグレクト・心理的（DV家庭） 

●具体的な内容：  

 

家族構成（図示） 

男□（本児□□） 

女○（本児◎） 

（例） ＜備考＞ 

関係機関連携  

受 理 会 議 
 年 月 日（ ） 

： 

出席者：  

会議結果 

今後の対応・ 

方針等 

今後のコーディネート担当  

 

安
否
確
認 

確認日時  年 月 日（ ） 午前・午後  時  分 

確認者 氏名         所属： 

状況  

別添 5 

安全確認の 48 時間ルー

ルを徹底するため、時間

を忘れずに記入 

きょうだいによって

変わる場合があるの

で要注意 

家族構成、家族

歴等で気になる

事柄を記入 



緊急度アセスメントシート 

                                   

                                        

 

                                                                                     

 

                                                                                                                          

 

                                                                      

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

  

   

  

   

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

①子どもや保護者が

訴えている／置か

れている状況が切

迫している 

□ 子ども自身が保護・救済を求めている 

□ 保護者が子どもの保護を求めている 

□ 明らかな性的行為がある、又は確認には至らないものの性的虐待

の疑いが濃厚 

□ 保護者が「このままでは何をするかわからない」「殺してしまいそ

う」などの訴えがある 

□ 虐待を受けているのが、乳幼児である 

②子どもの生命に危

険が「ありうる」

「危惧する」もの 

③今すぐ生命の危

険はないが、現

に子どもの健康

や成長等に影響

がある。子ども

と家族の指導等

必要 

□ 医療を必要とするほどの外傷（乳児や歩けない幼児で打撲傷があ

る。骨折・裂傷・目や目の周囲の外傷。広範囲の火傷）があるか、

最近や過去にあった（繰り返されている） 

□ 怪我の説明に一貫性がない、症状と明らかな食い違いがある(歩け

ないのに歩いて転んだと言う、寝返りを打てないのにベッドから

落ちたなど) 

□ 成長障害や発達遅滞が顕著であるが、適切な養育が受けられていない  

□ 家から出してもらえない（学校にも）。一室に閉じ込められている 

□ 子どもの成長に必要な食事、衣類、住居が与えられていない 

□ 過去に通告、一時保護、施設入所歴、きょうだいの虐待歴がある  

④長期的に見ると

子どもの人格形

成に重い問題を

残す危険性があ

る。誰かの介入

がないと自発的

な改善は難しい 

□ 今まで慢性的に痣や傷痕ができるような暴力を受けていた。非偶

発的な外傷がある（親は否定しているが、不自然な外傷がある） 

□ 長期にわたって激しい叱責や暴言を受けていた 

□ きょうだい間の過度な差別を受け続けている 

□ 養育条件が極度に不良なために、自発的な改善が（改善を期待す

ることが）難しい（多くの問題を抱えている、被虐待歴のある親

等、夫婦関係が険悪で子どもにも反映している） 

□ 保護者に慢性の精神疾患があり（統合失調症、うつ病、知的障害、

アルコール・薬物中毒等）、子どものケアができない 

□ 子どもを長時間大人の監護なく家に置いている（長時間の放置、

夜間放置） 

□ きわめて不衛生、不潔（家中ゴミだらけ、異臭、シラミがわく、放

置された多数の動物がいる等） 

□ 家族や同居者間での暴力、DVを目の当たりにしている 

⑤実際に子どもへの

暴力があり、親や周

囲が虐待と感じてい

る（一時的なもの） 

□ 医療行為の必要がなく、外傷が残るほどではない暴力がある（親

が虐待と認識している） 

□ 子どもに健康問題を起こすほどではないが、ネグレクト的である。 

⑥虐待行為はない

が、養育の不安な

ど訴えあり、虐待

が危惧されるもの 

□ ＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ以外のもの。 

□ 不安はあるものの、おおむね安定しており、不調時には自ら積極

的に援助を求める。 

□ 子どもに対して、必要な衣食住の世話ができる。 

緊急度 AA 

《緊急通告》 

・  

・児相への通

告・送致 

・  

緊急度 A 

《通告・相談》 

・発生（再発）

防止のため

の緊急支援 

・児相直接介

入の必要性

高い 

緊急度 B 

《相談・支援》 

・状況に応じて

児相へ通告 

・関係者の継続

的な支援・指

導 

緊急度Ｃ 

《個別支援・

子育て支援》 

・総合的な支

援の実施 

・育児相談等 

 

緊急度 D 

《見守り状

態把握》 

要支援 

※該当するものすべてに☑をする。緊急度の区分は始めに☑がついたところの「YES」に進む。 

NO 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

厚生労働省「子ども虐待対応の手引き」（平成 25年 8月改定版）、市町村子ども虐待対応ガイドライン（平成 21年）を参考に作成 

NO 

YES 

該当なし NO 

□ 頭部外傷（頭部打撃、顔面打撃等）、胸部外傷、窒息する可能性が

ある行為（首絞め、溺れさせる等）、腹部打撃（内臓への損傷など） 

□ 頭部や胸部に怪我を生じさせうるような行為（揺さぶり、逆さづ

りなど）がある 

□ 親子心中、子どもへの危害を考えている 

□ 過去に生命の危険がある虐待歴があるもので、再発の可能性があるもの 

□ 乳幼児に脱水症状、栄養不足のための衰弱が起きている 

□ 乳幼児で、すぐに医療が必要な状態であるにも関わらず、医療機

関への受診ができていない 

□ 危険な放置等（乳幼児を家に置いて外出する・車内放置等） 

受理なし 

別添 6 

28 

 



　児童虐待の重症度判断と対応の目安

区分 頻度 ランク

緊急通告
・緊急介入の必要あり。
・児童相談所への通告・送致。
・警察への通報。

通告・相談
・緊急に、状況について詳しく調査・把握し対応が必要
・立入調査や緊急保護等、児童相談所の直接介入の必要性が高いと思われる。
・児童相談所への通告・相談による連携が必要。

相談・支援
(通告も視野)

・状況について詳しく調査・把握し対応が必要。
・誰かの援助により改善を図るなど関係機関の継続的な支援・指導が必要。
・状況に応じて児童相談所への通告を考慮した連携を図る。

個別支援
子育て支援

・緊急を要しないが、何らかの援助が必要。
・育児相談等、保護者支援による対応。

見守り状態把握
・緊急を要しないが、引き続き様子を見守る必要がある。
・継続的に状況を把握し見守りを行うことが必要。
・見守りの主たる機関を明確にしておくこと。

参考：市町村子ども虐待対応ガイドライン（新潟県　中央児童相談所　平成21年）

要
支
援
児
童

月
1
回
程
度
の
関
わ
り

2
～

3
か
月
に
1
回

程
度
の
関
わ
り

半
年
に
1
回
程
度
の

関
わ
り

要
保
護
児
童

緊
急
度
が
高
い

対応の目安

Ｃ

（
軽
度

）

Ｄ

（
危
惧

）

実際に子どもへの暴力があり、親や周囲の者が虐待だと感じている。しかし、一定の制御があり、
一時的なものと考えられ、親子関係には重篤な病理が見られないもの。ただし親への相談は必要
である。

暴力やネグレクトの虐待行為はないが、養育の不安などの訴えがあり虐待を危惧するもの。

今すぐに生命の危険はないと考えられるが、現に子どもの健康や成長、発達に重要な影響が生じ
ているか、その可能性があるもの。子どもと家族の指導や子どもを保護するために、誰かの介入が
必要である。（訪問指導、一時分離、入院など）

今は入院するほどの外傷や栄養障害はないが、長期的に見ると子どもの人格形成に重い問題を
残すことが危惧されるもの。誰かの援助介入がないと自然経過ではこれ以上の改善が見込めない
もの。

Ａ

（
重
度

）

Ｂ

（
中
度

）

A
A

（
生
命
の
危
険

）

子どもの生命に危険が「ありうる」「危惧する」もの

上
越
市
に
よ
る
在
宅
支
援

児
相
の
行
政
措
置

児
相
に
よ
る
後
方
支
援
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要対協終結の評価シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

必要な右記の項目

を全て満たし、受

理時の虐待状況が

解消した 

□受理時の虐待状況（チェックした項目）が解消した 

 ＜虐待解消に至った経過（理由）＞ 

  □虐待者が家族やその他関係機関等に相談できるようになった 

  □新たに相談・支援可能な家族ができた 

  □虐待者が虐待を認めることができ、福祉や子育てなどのサービスの利

用につながった 

  □虐待者が（相談を通じ）、虐待について認識し、思考・行動を改めた 

  □関係機関が役割を理解し、見守り体制が整った 

□受理時の虐待状況以外で、対応すべき虐待状況にないことを確認した  

※緊急度アセスメントシートの要保護児童欄にチェックがつかない 

□調整機関以外の機関で対応可能 YES 

 
NO 

 
受理時に判断した「児童」（「要保護児童」又は、

「要支援児童」）として進行管理を継続 

YES 

 

NO 

 

３か月後の調査で３か月間 

問題がないことを確認 

要対協としては終結 

 

YES 

 

アセスメントシートの要保護児童以外

の項目に該当 

種別を変更し、「要支援児童」として対応継続 

◆終結するにあたって 

・要対協として終結しても、各関係機関は状況に合わせて見守りを継続する。 

・個別ケース検討会議（または会議参加機関と）次の点を確認した。 

 ①虐待が再発した際の通告先、②通告以外の情報交換は保護者の同意が必要なこと 

・上記の＜虐待解消に至った経緯（理由）＞にチェックした項目に変化があった場合は、見守りに

おいて要注意。 

・一度終結したケースでも、緊急アセスメントシートに該当する場合は、再受理を検討する。 

※３か月に１回程度、ケースの状況確認を実施する 

NO 
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4・5月 6・7月 8・9月 10・11月 12・1月 2・3月 今後の方針

1
継続

終結

2
継続

終結

次
年
度

住所・
所属

年齢
性
別

担当

ケ
ー

ス
№

虐待
種別

対応状況（訪問・電話・ケース会議等）

世帯概要通報者
家
族

生年月日
ラ
ン
ク

氏 名 虐待者

 

ケース進行管理表 

 

＜進行管理表 イメージ図＞ 

 

○上越市要保護児童対策地域協議会の進行管理表 主な項目 

 

 

 

 

 

 

 

○進行管理について 

定期的に訪問や電話連絡、ケース会議等と開催し、ケースの状況について確認します。最低

でも 2～3か月に 1回は、関係機関等へケースの状況確認を行います。 

別添 9 

ケースナンバー ／ 受理年月日 ／ 終結年月日 ／ 年齢区分 ／ 氏名 ／ 性別 ／ 

家族（構成） ／ ランク ／ 担当 ／ 生年月日 ／ 年齢 ／ 住所 ／所属 ／地区 ／ 

虐待種別 ／ 虐待者 ／ 主な情報提供者（初回通報経路） ／ 世帯概要 ／対応状況

（訪問・電話・ケース会議等） ／ 次年度の継続の有無 
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上す第       号 

       ○ 年 ○ 月 ○ 日 

○○市長様 

上越市長   ○○  ○○ 

(福祉部すこやかなくらし包括支援センター) 

 

情報提供について 

 

下記の家族が、○○年○月○日付けで貴市へ転出いたしました。 つきましては、当

市で支援しておりました経過について報告いたします。なお、当市担当の上越児童相談

所から貴市担当児童相談所へも情報提供される予定です。 

 

記 

 

家族状況   世帯主(父) 氏名 ○○ ○○  ○年○月○日生（○歳） 

(母) 氏名 ○○ ○○  ○年○月○日生（○歳） 

児 童   氏名 ○○ ○○  ○年○月○日生（○歳） 

 

  ○人家族 

住所     旧)住 所 新潟県上越市○○町○番地 

       新)住 所 ○○県○○市○○町○丁目○番地 

 

今までの経過  

 

※急な転出であったため、○○市に情報提供するにあたり○○家から同意を得ておりませ

んので、資料の取り扱い及び対応等にご注意をお願いいたします。 

※○○家から同意がありましたので、ご指導・ご支援よろしくお願いいたします。 

⇒状況に合わせて上記文章を記載する。 

 

                                                                

年月日 内   容 

Ｈ○.○.○ ケース会議⇒詳細は別紙①参照 

Ｒ○.○.○ ケース会議⇒詳細は別紙②参照 

 電話・訪問で児の状況確認 

 その後は大きな問題無く経過 

  

  

問合せ先 

 

新潟県上越市 すこやかなくらし包括支援センター 

〒943-0892 新潟県上越市寺町 2丁目 20番 1号  

福祉交流プラザ 2階 

TEL 025－526－5623（内線○○○○） 

別添 10 

記入例 

（例） 



 

 

 

 

資料編 
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上越市要保護児童対策地域協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第２５条の２第１

項の規定に基づき、支援対象児童等に対する支援の内容を検討し、支援対象児童等の適切

な保護又は支援を図り、もって児童の健全な育成に資するため、上越市要保護児童対策地

域協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 支援対象児童等 要保護児童、要支援児童及びその保護者又は特定妊婦をいう。 

⑵ 要保護児童 法第６条の３第８項に規定する要保護児童（法第３１条第４項に規定す

る延長者及び法第３３条第８項に規定する保護延長者を含む。）をいう。 

⑶ 要支援児童 法第６条の３第５項に規定する要支援児童をいう。 

⑷ 特定妊婦 法第６条の３第５項に規定する特定妊婦をいう。 

（所掌事項） 

第３条 協議会は、支援対象児童等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、支

援対象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。 

 （組織） 

第４条 協議会は、本市並びに次に掲げる機関及び団体（以下「関係機関等」という。）を

もって組織する。 

 ⑴ 新潟地方法務局上越支局 

 ⑵ 上越保健所 

 ⑶ 上越児童相談所 

 ⑷ 上越教育事務所 

 ⑸ 上越警察署 

 ⑹ 妙高警察署 

 ⑺ 上越市民生委員児童委員協議会連合会 

 ⑻ 新潟県高等学校長会 

 ⑼ 上越市中学校長会 

 ⑽ 上越市小学校長会 

 ⑾ 上越市小中学校ＰＴＡ連絡協議会 
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 ⑿ 市内に存する私立幼稚園及び認定こども園 

 ⒀ 市内に存する私立保育園 

 ⒁ 上越市子ども会連合会 

 ⒂ 上越市町内会長連絡協議会 

 ⒃ 上越医師会 

 ⒄ 上越助産師会 

 ⒅ 子育て支援団体 

 （会長） 

第５条 協議会に会長を置く。 

２ 会長は、上越市福祉部長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定した人がその職

務を代理する。 

 （調整機関） 

第６条 法第２５条の２第４項の規定により指定する要保護児童対策調整機関（以下「調整

機関」という。）は、すこやかなくらし包括支援センターとする。 

２ 調整機関に法第２５条の２第６項に規定する調整担当者を置く。 

 （会議） 

第７条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。 

２ 代表者会議は、関係機関等の代表者をもって組織し、次に掲げる事項について審議する

ものとする。 

 ⑴ 協議会の運営に関すること。 

 ⑵ 協議会の活動状況の評価に関すること。 

 ⑶ 支援対象児童等の支援に係る施策に関すること。 

３ 実務者会議は、関係機関等において支援対象児童等に関する実務を行う人をもって組織

し、次に掲げる事項について協議するものとする。 

 ⑴ 個別ケース検討会議で協議した事例の評価に関すること。 

 ⑵ 支援対象児童等に対し支援を行っている事例の状況に関すること。 

 ⑶ 支援対象児童等の支援を推進するための啓発活動に関すること。 

 ⑷ 協議会の年間活動方針の策定に関すること。 

４ 個別ケース検討会議は、関係機関等において直接支援対象児童等の支援を行う人をもっ

て組織し、次に掲げる事項について協議するものとする。 
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 ⑴ 支援対象児童等の状況及びその問題点に関すること。 

 ⑵ 支援対象児童等に対する支援の方針及び役割分担に関すること。 

 ⑶ 支援を行っている事例の経過及びその評価に関すること。 

５ 代表者会議は会長が招集し、実務者会議及び個別ケース検討会議は調整機関の長が招集

する。 

 （関係者の出席等） 

第８条 協議会は、審議又は協議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見

若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。 

 （守秘義務） 

第９条 協議会の会議の出席者は、当該会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 （庶務） 

第１０条 協議会の庶務は、すこやかなくらし包括支援センターにおいて処理する。 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。 

   附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は、平成１９年３月２９日から実施する。 

 （上越市子どもの虐待防止連絡会設置要綱の廃止） 

２ 上越市子どもの虐待防止連絡会設置要綱（平成１２年１０月１９日実施）は、廃止する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。 
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附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 

 



 

37 

関連用語集 

 

※1 激しく揺さぶる・・・揺さぶられ症候群（Shaken Baby Syndrome:ＳＢＳ） 

 首が据わっておらず、骨の形成も不十分な新生児の身体を激しく揺さぶることで発生する、

内出血等の外傷。眼底出血や頭蓋内出血・脳挫傷を伴うこともある。 

 次のような行動によって発生する恐れがある。 

・泣きやまない幼児をあやしているうちに苛立って暴力的に揺さぶる 

・サイズの大きなチャイルドシートに座らせて車移動を行う 

・「高い高い」で空中に投げてキャッチを繰り返す、喜ばせようとして豪快に振り回す 等 

 

※2 意図的に子どもを病気にさせる・・・ 

代理ミュンヒハウゼン症候群（Münchhausen Syndrome by Proxy:ＭＳＢＰ） 

   周囲の関心を引き寄せるため、自分の身近な者に代理させてケガや病気を捏造する精神疾患。

傷つける対象の多くは自分の子どもであり、懸命な子育てを演じて周囲の同情を引こうとする

もの。 

 

※3 愛着障害（反応性愛着障害） 

  虐待等の不適切な養育、あるいは愛着対象の突然の喪失や関係の断絶等に起因する対人関係

の障害。「脱抑制型」（愛着行動に対する抑制がなくなる）と「抑制型」（愛着行動に対する制

御が過剰に抑制される）の 2つに分類される。乳幼児期からの愛着の形成不全によって自己コ

ントロールがききにくくなり、共感性の乏しさを示すケースもみられる。 

 

※4 ＰＴＳＤ・・・心的外傷後ストレス障害（Post traumatic stress disorder:ＰＴＳＤ） 

過去の辛い体験が突然よみがえるフラッシュバック（侵入・再体験症状）や、それに繋がる

言葉や場所を避けようとする回避性の症状（回避・麻痺症状）、些細な刺激への過敏な反応や

神経の高ぶりによる睡眠障害等の症状（過覚醒症状）がみられる。 

 

※5 解離性障害 

  トラウマになるような出来事や、強いストレス等による心の傷から自分を守るために、過去

の辛い記憶を失う（解離性健忘）、突然放浪しその間の記憶を失う（解離性とん走）、自分自身

の意識や身体から遊離している（夢の中にいるような）感覚になる（離人性障害）、複数の人

格が存在しそれらが繰り返し自分の行動をコントロールする（解離性同一性障害）等といった

症状を示す。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B3%E6%8C%AB%E5%82%B7
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※6 ＡＤＨＤ・・・ 

注意欠如/多動性障害（Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder：ＡＤＨＤ） 

不注意（集中力が続かない、忘れっぽい等）、多動性（じっとしていられない、いつまでも

しゃべり続ける等）、衝動性（思いついた行動を考える前に実行してしまう等）の 3 つを特徴

とする、年齢に不釣り合いな注意力、多動性、衝動性を特徴とする発達障害。 

ＡＤＨＤの診断をされた子どもの多くが被虐待児童という報告もあり、本当にＡＤＨＤなの

か、あるいは虐待の影響で類似した症状が現れているのか、診断が難しいとされている。 

 

※7 自閉症スペクトラム（Autism Spectrum Disorder：ＡＳＤ） 

 社会性の質的障害（視線が合わない、楽しみを共有しない等）、コミュニケーションの質的

障害（あいまいな表現が理解できない、相手の感情や状況が読めない、独特な話し方等）、想

像力の障害（こだわり、限定的な興味、環境の変化への弱さ等）を中核とする発達障害。その

他、感覚の過敏さや不器用さ、多動性を併せ持つことも多い。 

 

※8 マタニティーブルーズ（マタニティーブルー） 

  出産直後から数日後までの一時的な気分の変調で、約 25～30％の人が経験するといわれてい

る。イライラする、ちょっとしたことで涙が出る、気分が変わりやすい等。2 週間程で自然に

落ち着いてくることが多く特に治療も必要ないが、中には「産後うつ病」を発症する例もある。 

 

※9 産後うつ（産後うつ病） 

  産後に発症するうつ病で、10～20％に生じるとされている。1 日中気分が沈む、日常生活の

中で興味や喜びが感じられない、赤ちゃんに何の感情も湧いてこない、食欲がなく体重が減る、

不眠／睡眠過多などがサインとなる。マタニティーブルー（ズ）とは異なり、治療を必要とす

る。 

 

※10 －2SD以下 

  標準成長曲線に示される値（SD＝標準偏差）。－2SDは出現率 2.3％の低い値。 

 

※11 不定愁訴 

  からだのあらゆる部分のだるさ、気持ち悪さなど、違和感の持続的訴え。家庭の不和、悩み

などの心理的要因が背景にある場合がある。 



 

主な参考文献 

 

子ども虐待対応の手引き（厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 平成 25年 8月 23日改訂版） 

市町村のための子ども虐待対応マニュアル（山形県 子ども政策室子ども家庭課 平成22年） 

市町村子ども虐待対応ガイドライン（新潟県 中央児童相談所 平成 21年） 

子ども虐待対応マニュアル-子どもの健やかな成長のために-（新潟市 こども未来課 平成 22年） 

児童虐待予防のための早期発見・対応ブック（三条市子どもの虐待防止ネットワーク事務局・

三条市教育委員会子育て支援課） 

長岡市児童虐待防止ＢＯＯＫ（長岡市子ども家庭センター 平成 19年 12月） 

子ども虐待（西澤 哲著 講談社） 

DSM-Ⅳ-TR 精神疾患の分類と診断の手引き（高橋三郎・大野裕・染矢俊幸訳 医学書院） 

乳幼児健康診査の手引き 改定第 5版 （新潟県福祉保健部 平成 26年 3月） 

平成 29年度要保護児童対策調整機関の調整担当者研修資料（平成 29年 8月 1，2，7，8，30，

31日実施） 

平成 28年度市町村児童家庭相談業務担当者会議資料（平成 28年 12月 8日実施） 

体罰等によらない子育てのために ～みんなで育児を支える社会に～（厚生労働省「体罰等

によらない子育ての推進に関する検討会」 令和 2年 2月） 
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相談窓口・問合せ先一覧 

上越市 

すこやかなくらし包括支援センター 

TEL(０２５)５２６-５６２３ 

安塚区 

安塚区総合事務所 

市民生活・福祉グループ 

TEL(０２５)５９２-２００３ 

名立区 

名立区総合事務所 

市民生活・福祉グループ 

TEL(０２５)５３７-２１２１ 

中郷区 

中郷区総合事務所 

市民生活・福祉グループ（直通） 

TEL(０２５５)７４-２６９１ 

大潟区 

大潟区総合事務所 

市民生活・福祉グループ 

TEL(０２５)５３４-６８０５ 

吉川区 

吉川区総合事務所 

市民生活・福祉グループ 

TEL(０２５)５４８-２３１１ 

柿崎区 

柿崎区総合事務所 

市民生活・福祉グループ（直通） 

TEL(０２５)５３６-６７０４ 

三和区 

三和区総合事務所 

市民生活・福祉グループ 

TEL(０２５)５３２-２３２３ 

頸城区 

頸城区総合事務所 

市民生活・福祉グループ（直通） 

TEL(０２５)５３０-４５４８ 

牧区 

牧区総合事務所 

市民生活・福祉グループ 

TEL(０２５)５３３-５１４１ 

大島区 

大島区総合事務所 

市民生活・福祉グループ 

TEL(０２５)５９４-３１０１ 

清里区 

清里区総合事務所 

市民生活・福祉グループ 

TEL(０２５)５２８-３１１１ 

板倉区 

板倉区総合事務所 

市民生活・福祉グループ 

TEL(０２５５)７８-２１４１ 

浦川原区 

浦川原区総合事務所 

市民生活・福祉グループ 

TEL(０２５)５９９-２３０１ 

上越児童相談所 

TEL(０２５)５２４-３３５５ 

全国児童相談所 

TEL１８９（共通ダイヤル） 
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