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 地域共生社会の実現には、市町村の役割が決定的である。そうだとすると、まずは市町

村に経験豊富な人材をあつめて専門性を高め、質量ともに、人的機能を強化する必要があ

ると思われる。 

 

 なお、今回の改正の地方自治法への影響に関してはないが、医療法42条、44条２項で、

新設された介護医療院ならびに介護老人保健施設を指定管理者として運営する場合につい

ての規定が置かれた。 

（かんばやし ようじ 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 
 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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児童福祉法及び児童虐待の防止等に 
関する法律の一部を改正する法律  

（平成29年６月21日法律第69号） 

 

 

下 山 憲 治 

 

 

 1. はじめに 
 

 ここでは、「児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」

（平成29年法律第69号。以下「改正法」という。）について取り扱う。改正法は、2017年

６月14日に成立し、同月21日に公布された。 

 2016年の「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第63号。以下「2016年

改正法」）では、児童が適切な養育を受け健やかな成長・発達や自立等を保障される権利

を有することを理念に、市町村の母子健康包括支援センターの設置等による児童虐待の発

生予防、市町村が設置する要保護児童対策地域協議会に専門職を配置、特別区の児童相談

所（以下「児相」）設置義務化、児相に児童心理士や児童福祉士を置くと共に、弁護士又

はこれに準じる者を配置すること等の児童虐待発生時の迅速な対応と児相の体制強化、そ

して、被虐待児童に対する自立支援などの改正が行われた。そして、2016年改正法附則に

おいて、施行後速やかに要保護児童の保護措置に係る手続における裁判所の関与の在り方

について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとされていた。

これを受けて、改正法の法案化が進められた。 

 改正法の中核は、虐待を受けている児童等の保護を図ることを目的に、里親委託・施設

入所の措置の承認の申立てがあった場合に、家庭裁判所が都道府県に対して保護者指導を

勧告することができるようにするなど、児童等の保護について司法関与を強化する等の措

置を講ずるものである。 
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 2. 法律制定の経緯 
 

(１) 所管変更と改正に向けた動向 

   従来、児童虐待防止対策の企画立案と総合調整は内閣官房が所管していたが、各府

省庁の政策調整機能の強化などを目指す「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについ

て」（平成27・１・27 閣議決定）の趣旨を踏まえ、「児童虐待防止対策に関する業

務の基本方針について」（平成28・３・29 閣議決定）により、2016（平成28）年４

月以降は、児童福祉法及び児童虐待防止法を所管し、児童虐待防止を所掌する厚労省

がその任に当たることとなった。 

   厚労省は、前記「児童虐待防止対策に関する業務の基本方針」に基づき、関係６府

省庁（内閣府、警察庁、総務省、法務省、文科省、厚労省）による「児童虐待防止対

策に関する関係府省庁連絡会議」（局長級会合）と「児童虐待防止対策に関する関係

府省庁連絡会議幹事会」（課長級会合）を開催している。そして、厚労省内では、大

臣を責任者とする「児童虐待防止対策推進本部」（平成28・４・25）を設置し、「児

童相談所強化プラン」により2016年度から2019年度までの間で、児童福祉士などの専

門職の配置増や資質向上などの児相体制強化と専門性向上を図ることとしている。 

   そして、次に見るとおり、厚労省内における法改正に向けた議論が進められた。 

 

(２) 社会保障審議会児童部会「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告

（提言）」2016（平成28）年３月10日 

   この報告の基本的な考え方において、司法関与と法的・制度的枠組みの強化として、

子ども虐待問題への対応過程において、強制力が行使される場合があり、その「強制

力を確保するために司法関与は重要」で、「分離保護」と「支援計画の実施」におけ

る「福祉行政の動きと司法判断が連鎖する制度的枠組みの構築」を検討する必要性が

指摘された（具体的には、一時保護、面会通信制限・接近禁止命令、臨検捜索、親権

停止制度の活用、28条措置に係る裁判所の承認等）。 
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(３) 児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する

検討会「児童虐待対応における司法関与の在り方について（これまでの議論の整理）」

2017（平成29）年１月16日 

   2016（平成28）年３月10日に取りまとめられた「新たな子ども家庭福祉のあり方に

関する専門委員会報告（提言）」、2016（平成28）年５月27日に成立した2016年改正

法附則第２条第２項で「この法律の施行後速やかに、児童福祉法第六条の三第八項に

規定する要保護児童……を適切に保護するための措置に係る手続における裁判所の関

与の在り方について、児童虐待の実態を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする」とされたこと、そして、「ニッポン一億総活躍プラ

ン」（平成28・６・２ 閣議決定）においても、「児童保護手続における裁判所の関

与の在り方について検討し、必要な措置を講ずる」とされた。以上を前提に、 

  １）子どもは、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切な養育を受け、健や

かな成長・発達や自立等を保障される権利を有することを位置づけたこと。 

  ２）家庭は、子どもの成長・発達にとって最も自然な環境であり、まずは、子どもが

家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、保護者を支援するといった、家

庭養育の原則が明記されたこと。 

  という2016年改正法の趣旨を踏まえ、「手続の適正性を一層確保し、在宅での養育環

境を改善し、できる限り子どもが家庭において養育されるよう、児童相談所や家庭裁

判所の体制整備と併せて、児童虐待対応における司法関与の在り方を見直す」ことと

された。なお、この報告書が「議論の整理」とされているように、司法関与の必要

性・有効性が必ずしも明らかではなく、現時点で司法関与を強化するべきという点に

ついて意見の一致が見られないとして見直しについて疑問を呈する意見があったよう

である。 

   提案された対応案の主要なものは、次のとおりである。 

  ａ）一時保護について 

    ● 一時保護の手続の適正性を一層担保する観点から、一時保護に家庭裁判所による

審査を導入する。 

    ● 緊急に児童の安全確保を図る必要がある場合があることから、行政の職権により

一時保護を行うこととする必要がある。 

    ● 家庭裁判所による審査の対象としては、現行の児童福祉法28条の措置と同様に、

親権者等の意に反する場合とすることが考えられる。 

－ 334 －



 

－ 2 － 

●－自治総研通巻4●●号 2018年●月号－● 

 

 2. 法律制定の経緯 
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月以降は、児童福祉法及び児童虐待防止法を所管し、児童虐待防止を所掌する厚労省

がその任に当たることとなった。 

   厚労省は、前記「児童虐待防止対策に関する業務の基本方針」に基づき、関係６府
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策に関する関係府省庁連絡会議」（局長級会合）と「児童虐待防止対策に関する関係

府省庁連絡会議幹事会」（課長級会合）を開催している。そして、厚労省内では、大

臣を責任者とする「児童虐待防止対策推進本部」（平成28・４・25）を設置し、「児

童相談所強化プラン」により2016年度から2019年度までの間で、児童福祉士などの専

門職の配置増や資質向上などの児相体制強化と専門性向上を図ることとしている。 

   そして、次に見るとおり、厚労省内における法改正に向けた議論が進められた。 

 

(２) 社会保障審議会児童部会「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告

（提言）」2016（平成28）年３月10日 

   この報告の基本的な考え方において、司法関与と法的・制度的枠組みの強化として、

子ども虐待問題への対応過程において、強制力が行使される場合があり、その「強制

力を確保するために司法関与は重要」で、「分離保護」と「支援計画の実施」におけ

る「福祉行政の動きと司法判断が連鎖する制度的枠組みの構築」を検討する必要性が

指摘された（具体的には、一時保護、面会通信制限・接近禁止命令、臨検捜索、親権
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(３) 児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する

検討会「児童虐待対応における司法関与の在り方について（これまでの議論の整理）」
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   2016（平成28）年３月10日に取りまとめられた「新たな子ども家庭福祉のあり方に

関する専門委員会報告（提言）」、2016（平成28）年５月27日に成立した2016年改正

法附則第２条第２項で「この法律の施行後速やかに、児童福祉法第六条の三第八項に

規定する要保護児童……を適切に保護するための措置に係る手続における裁判所の関

与の在り方について、児童虐待の実態を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする」とされたこと、そして、「ニッポン一億総活躍プラ

ン」（平成28・６・２ 閣議決定）においても、「児童保護手続における裁判所の関

与の在り方について検討し、必要な措置を講ずる」とされた。以上を前提に、 

  １）子どもは、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切な養育を受け、健や

かな成長・発達や自立等を保障される権利を有することを位置づけたこと。 

  ２）家庭は、子どもの成長・発達にとって最も自然な環境であり、まずは、子どもが

家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、保護者を支援するといった、家

庭養育の原則が明記されたこと。 

  という2016年改正法の趣旨を踏まえ、「手続の適正性を一層確保し、在宅での養育環

境を改善し、できる限り子どもが家庭において養育されるよう、児童相談所や家庭裁

判所の体制整備と併せて、児童虐待対応における司法関与の在り方を見直す」ことと

された。なお、この報告書が「議論の整理」とされているように、司法関与の必要

性・有効性が必ずしも明らかではなく、現時点で司法関与を強化するべきという点に

ついて意見の一致が見られないとして見直しについて疑問を呈する意見があったよう

である。 

   提案された対応案の主要なものは、次のとおりである。 

  ａ）一時保護について 

    ● 一時保護の手続の適正性を一層担保する観点から、一時保護に家庭裁判所による

審査を導入する。 

    ● 緊急に児童の安全確保を図る必要がある場合があることから、行政の職権により

一時保護を行うこととする必要がある。 

    ● 家庭裁判所による審査の対象としては、現行の児童福祉法28条の措置と同様に、

親権者等の意に反する場合とすることが考えられる。 
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    ● 一時保護を開始する際に、その必要性を審査するためには、家庭裁判所による一

定期間内の速やかな審査や事前審査の導入を目指すことが求められる。 

    ● 児相や家庭裁判所の体制整備と併せて段階的に司法審査を導入することとし、そ

の第一段階として、現行の一時保護の期間（２か月）を考慮し、一時保護が一定

期間を超える場合に司法審査を導入することが考えられる。 

    ● この場合、制度の実施後相当期間内に、その実態や効果を検証し、必要な見直し

を行う。 

  ｂ）裁判所命令について 

    ● 保護者指導の実効性を高める観点からは、まずは、福祉・医療・教育等の諸機関

の連携を通じた適切な保護者支援の実施や、児童虐待防止法11条４項に基づき、

指導・勧告に従わない場合には、一時保護等を行うなど、現行制度の活用の徹底

を図るなどの取組を行う。 

    ● 指導が、親権行使の態様への介入に該当するような場合には、親権の在り方につ

いて後見的な役割を担う家庭裁判所が関与する仕組みを導入し、児相所長等の申

立てにより、家庭裁判所が、児童虐待を行った保護者が従うべき事項を定めた養

育環境の改善計画を作成し、保護者に対してそれに従うよう命じることが考えら

れる。 

    ● 児童福祉法28条における家庭裁判所の審査の前段階として、家庭裁判所が関与す

る仕組みとすることが考えられる。 

    ● 保護者が当該措置に従わなかった場合には、その後、児童福祉法28条措置や親権

停止、親権喪失等の家庭裁判所の審判において考慮され、段階的に親権に対する

より強い制限を伴う措置に移行することとなる。 

    ● 保護者指導の実効性を高めることが必要な場面としては、在宅ケース（児童福祉

司指導）のほか、一時保護、同意による入所、28条審判（施設入所、里親委託）

の場合が考えられる。 

  ｃ）面会通信制限、接近禁止命令について 

    ● 面会通信制限、接近禁止命令については、親権者等の行動の自由の制限を伴うこ

とから、手続の適正性を一層確保するため、司法関与を強化することが考えられ

る。 

    ● 対象範囲の拡大については、接近禁止命令について、一時保護や同意入所の場合

に拡大することが考えられる。 
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  ｄ）親権停止制度の活用について 

    ● 児童福祉法28条措置や親権停止等について、両制度の趣旨や目的を勘案した上で、

必要に応じて、より適切に法的権限を使い分けられるよう、児童相談所運営指針

等において、明確にする。 

  ｅ）28条措置に係る裁判所の承認について 

    ● 児童福祉法28条に基づく裁判所の承認について、措置先を複数併記して承認を受

けることが可能である旨について、全国の児相等の関係機関に改めて周知するこ

ととする。 

    ● 併せて、措置種別が不適当であることを理由に却下の審判がなされた場合に、児

相が一時保護を解除することがないよう周知する。 

 

(４) 参考：日弁連「児童虐待対応における司法関与に関する意見書」2017（平成29）年

１月20日 

   厚労省内の議論とは別に、前記(３)の「児童虐待対応における司法関与の在り方に

ついて（これまでの議論の整理）」に対する意見書が、日弁連から出されている。参

考までに、その概要をまとめておく。 

  ａ）一時保護について 

   １ 一時保護に司法審査を導入するという方向性は支持できる。 

   ２ 実際の導入に当たっては、児童虐待防止・児童の救済に支障が出たり、児相の

ケースワーク機能が阻害されることのないように、児相及び家庭裁判所の体制整

備、児相の調査権限の強化が不可欠の前提である。また、立法趣旨を明確にした

上で、一時保護の要件や手続の検討が不可欠である。 

   ３ 一時保護に対する司法審査は原則として事後審査であるべきである。 

  ｂ）保護者指導について 

   １ 現行制度の活用の徹底を図るという方針については賛成である。 

   ２ 司法関与の導入に当たっては、多様性のある具体的な指導プログラムを家庭裁

判所が適切に作成できるのか、行政と司法の役割分担に照らし、本来行政を

チェックするべき司法が自ら具体的な指導に関して命令を発することが適切か、

そもそも児相の指導に従わない保護者が家庭裁判所の命令に従うのかといった点

について、十分な議論が尽くされる必要がある。 

   ３ 実効性の確保のために保護者が家庭裁判所の命令に従わない場合に直ちに一時
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    ● 一時保護を開始する際に、その必要性を審査するためには、家庭裁判所による一

定期間内の速やかな審査や事前審査の導入を目指すことが求められる。 

    ● 児相や家庭裁判所の体制整備と併せて段階的に司法審査を導入することとし、そ

の第一段階として、現行の一時保護の期間（２か月）を考慮し、一時保護が一定

期間を超える場合に司法審査を導入することが考えられる。 

    ● この場合、制度の実施後相当期間内に、その実態や効果を検証し、必要な見直し

を行う。 

  ｂ）裁判所命令について 

    ● 保護者指導の実効性を高める観点からは、まずは、福祉・医療・教育等の諸機関

の連携を通じた適切な保護者支援の実施や、児童虐待防止法11条４項に基づき、

指導・勧告に従わない場合には、一時保護等を行うなど、現行制度の活用の徹底

を図るなどの取組を行う。 

    ● 指導が、親権行使の態様への介入に該当するような場合には、親権の在り方につ

いて後見的な役割を担う家庭裁判所が関与する仕組みを導入し、児相所長等の申

立てにより、家庭裁判所が、児童虐待を行った保護者が従うべき事項を定めた養

育環境の改善計画を作成し、保護者に対してそれに従うよう命じることが考えら

れる。 

    ● 児童福祉法28条における家庭裁判所の審査の前段階として、家庭裁判所が関与す

る仕組みとすることが考えられる。 

    ● 保護者が当該措置に従わなかった場合には、その後、児童福祉法28条措置や親権

停止、親権喪失等の家庭裁判所の審判において考慮され、段階的に親権に対する

より強い制限を伴う措置に移行することとなる。 

    ● 保護者指導の実効性を高めることが必要な場面としては、在宅ケース（児童福祉

司指導）のほか、一時保護、同意による入所、28条審判（施設入所、里親委託）

の場合が考えられる。 

  ｃ）面会通信制限、接近禁止命令について 

    ● 面会通信制限、接近禁止命令については、親権者等の行動の自由の制限を伴うこ

とから、手続の適正性を一層確保するため、司法関与を強化することが考えられ

る。 

    ● 対象範囲の拡大については、接近禁止命令について、一時保護や同意入所の場合

に拡大することが考えられる。 
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  ｄ）親権停止制度の活用について 

    ● 児童福祉法28条措置や親権停止等について、両制度の趣旨や目的を勘案した上で、

必要に応じて、より適切に法的権限を使い分けられるよう、児童相談所運営指針

等において、明確にする。 

  ｅ）28条措置に係る裁判所の承認について 

    ● 児童福祉法28条に基づく裁判所の承認について、措置先を複数併記して承認を受

けることが可能である旨について、全国の児相等の関係機関に改めて周知するこ

ととする。 

    ● 併せて、措置種別が不適当であることを理由に却下の審判がなされた場合に、児

相が一時保護を解除することがないよう周知する。 

 

(４) 参考：日弁連「児童虐待対応における司法関与に関する意見書」2017（平成29）年

１月20日 

   厚労省内の議論とは別に、前記(３)の「児童虐待対応における司法関与の在り方に

ついて（これまでの議論の整理）」に対する意見書が、日弁連から出されている。参

考までに、その概要をまとめておく。 

  ａ）一時保護について 

   １ 一時保護に司法審査を導入するという方向性は支持できる。 

   ２ 実際の導入に当たっては、児童虐待防止・児童の救済に支障が出たり、児相の

ケースワーク機能が阻害されることのないように、児相及び家庭裁判所の体制整

備、児相の調査権限の強化が不可欠の前提である。また、立法趣旨を明確にした

上で、一時保護の要件や手続の検討が不可欠である。 

   ３ 一時保護に対する司法審査は原則として事後審査であるべきである。 

  ｂ）保護者指導について 

   １ 現行制度の活用の徹底を図るという方針については賛成である。 

   ２ 司法関与の導入に当たっては、多様性のある具体的な指導プログラムを家庭裁

判所が適切に作成できるのか、行政と司法の役割分担に照らし、本来行政を

チェックするべき司法が自ら具体的な指導に関して命令を発することが適切か、

そもそも児相の指導に従わない保護者が家庭裁判所の命令に従うのかといった点

について、十分な議論が尽くされる必要がある。 

   ３ 実効性の確保のために保護者が家庭裁判所の命令に従わない場合に直ちに一時
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保護を行うとの制度案は、一時保護の趣旨から大きく外れており賛成できない。 

  ｃ）面会通信制限・接近禁止命令 

   １ 面会通信制限への司法関与の導入に当たっては、その必要性を検討する必要が

あるとともに、虐待事案における面会交流の在り方についての十分な調査及び研

究を踏まえて行う必要がある。 

   ２ 接近禁止命令への司法関与の導入は支持できるが、その制度設計や要件につい

て十分検討する必要がある。 

   ３ 接近禁止命令の対象範囲を一時保護やいわゆる同意入所の場合に拡大すること

については賛成である。 

 

 

 3. 児童虐待防止における司法関与の必要性等について 
 

 前記(３)の検討会における議論の整理において、さまざまな議論が展開されたが、整理

で示した対応案の趣旨は、おおむね次のようにまとめられる。 

 

(１) 司法関与の必要性 

   児相における児童虐待対応件数は大幅な増加に伴い、対応困難なケースもふえてい

る。児童虐待対応について、施設や里親への委託は児童相談の５％程度。圧倒的多数

は、親子が同居したままの対応で、在宅指導、在宅支援といわれる。より実効性のあ

る在宅支援が問題になる。保護者へのカウンセリングや一定の行為を求めることにな

り、人権の配慮が必要になっている。そこで、児相の措置が適切かどうかを裁判所が

チェックしたり、児相と保護者の対立関係を調整したりする機能も必要になる。そこ

で中立的な判断機関である裁判所が関与して、客観的な立場から指導の適切性を

チェックし、保護者が指導に応じ、適切な環境で児童が養育されるのを目指すことに

なる。2016年改正法により、児童虐待対応の基本原則として子どもの権利保障と家庭

養育の原則が明記されたことから、保護者及び子どもの権利保障と手続の適正を確保

し、在宅での養育環境を改善して、できる限り子どもが家庭において養育されるよう

にすることが必要で、児童虐待対応において司法関与のあり方が見直すこととされた。

ただ、司法関与の強化は、児相と家庭裁判所の体制の整備が必要になるが、早急な実

現は困難であること、また、児童の迅速な保護という本来の目的に反しないように、
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現状で対応可能な制度を構築することが必要とされた。 

 

(２) 保護者指導に関する司法関与 

   前記のとおり、家庭養育の原則が明記されたものの、実際には、児相の指導に従わ

ない保護者もおり、子どもの安全が十分に確保されない場合の対応が必要となる。そ

こで裁判所が保護者指導に関して何らかの関与をするという制度が必要となるものの、

保護者の行動制限に関わるため、裁判所が指導の必要性を認めていることを明らかに

することで、保護者がそれに従う、それに応ずる可能性が出てくる。児相と保護者間

の対立関係を緩和することも目的に含められる。そこで、児童福祉法28条所定の施設

入所等の承認審判の前段階として、実際に施設入所をしなくても保護者と児童が同居

のままで児相の指導に従う仕組みが目指される。また、施設入所の必要性がないため

却下された場合であっても、裁判所から指導に従うよう都道府県に勧告する仕組みを

取り入れることで、その効果がこれによって高まるのではないかと考えられた。 

 

(３) 一時保護における司法関与 

   2017年改正前の一時保護制度では、保護者や子どもの同意がなくても職権で強制的

に保護することができる。ただ、この職権による一時保護では、就学児の場合には、

一時保護の間、学校に通えないという場合もあること、さらに、子どもの安全確保の

ために一時保護所内での行動が制限されることもある。それゆえ、子どもを養育する

保護者の権利と保護者に養育される子どもの権利の保障という視点から、第三者機関、

特に裁判所により、職権の一時保護をチェックする関与の必要が出てくる。あわせて、
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保護を行うとの制度案は、一時保護の趣旨から大きく外れており賛成できない。 

  ｃ）面会通信制限・接近禁止命令 

   １ 面会通信制限への司法関与の導入に当たっては、その必要性を検討する必要が

あるとともに、虐待事案における面会交流の在り方についての十分な調査及び研

究を踏まえて行う必要がある。 

   ２ 接近禁止命令への司法関与の導入は支持できるが、その制度設計や要件につい

て十分検討する必要がある。 

   ３ 接近禁止命令の対象範囲を一時保護やいわゆる同意入所の場合に拡大すること

については賛成である。 

 

 

 3. 児童虐待防止における司法関与の必要性等について 
 

 前記(３)の検討会における議論の整理において、さまざまな議論が展開されたが、整理

で示した対応案の趣旨は、おおむね次のようにまとめられる。 

 

(１) 司法関与の必要性 

   児相における児童虐待対応件数は大幅な増加に伴い、対応困難なケースもふえてい

る。児童虐待対応について、施設や里親への委託は児童相談の５％程度。圧倒的多数

は、親子が同居したままの対応で、在宅指導、在宅支援といわれる。より実効性のあ

る在宅支援が問題になる。保護者へのカウンセリングや一定の行為を求めることにな

り、人権の配慮が必要になっている。そこで、児相の措置が適切かどうかを裁判所が

チェックしたり、児相と保護者の対立関係を調整したりする機能も必要になる。そこ

で中立的な判断機関である裁判所が関与して、客観的な立場から指導の適切性を

チェックし、保護者が指導に応じ、適切な環境で児童が養育されるのを目指すことに

なる。2016年改正法により、児童虐待対応の基本原則として子どもの権利保障と家庭

養育の原則が明記されたことから、保護者及び子どもの権利保障と手続の適正を確保

し、在宅での養育環境を改善して、できる限り子どもが家庭において養育されるよう

にすることが必要で、児童虐待対応において司法関与のあり方が見直すこととされた。

ただ、司法関与の強化は、児相と家庭裁判所の体制の整備が必要になるが、早急な実

現は困難であること、また、児童の迅速な保護という本来の目的に反しないように、
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現状で対応可能な制度を構築することが必要とされた。 

 

(２) 保護者指導に関する司法関与 

   前記のとおり、家庭養育の原則が明記されたものの、実際には、児相の指導に従わ

ない保護者もおり、子どもの安全が十分に確保されない場合の対応が必要となる。そ

こで裁判所が保護者指導に関して何らかの関与をするという制度が必要となるものの、

保護者の行動制限に関わるため、裁判所が指導の必要性を認めていることを明らかに

することで、保護者がそれに従う、それに応ずる可能性が出てくる。児相と保護者間

の対立関係を緩和することも目的に含められる。そこで、児童福祉法28条所定の施設

入所等の承認審判の前段階として、実際に施設入所をしなくても保護者と児童が同居

のままで児相の指導に従う仕組みが目指される。また、施設入所の必要性がないため

却下された場合であっても、裁判所から指導に従うよう都道府県に勧告する仕組みを

取り入れることで、その効果がこれによって高まるのではないかと考えられた。 

 

(３) 一時保護における司法関与 

   2017年改正前の一時保護制度では、保護者や子どもの同意がなくても職権で強制的

に保護することができる。ただ、この職権による一時保護では、就学児の場合には、

一時保護の間、学校に通えないという場合もあること、さらに、子どもの安全確保の

ために一時保護所内での行動が制限されることもある。それゆえ、子どもを養育する

保護者の権利と保護者に養育される子どもの権利の保障という視点から、第三者機関、

特に裁判所により、職権の一時保護をチェックする関与の必要が出てくる。あわせて、
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国連の子どもの権利条約９条(１)の趣旨から、一時保護に司法審査を導入することが

望まれるとされた。 

   改正の方針として、一時保護によって子どもの保護に支障が生じないように、まず、

緊急の場合には裁判所の関与を必要としないこと、そして、現状の児相、家庭裁判所

の体制に即して、現在の一時保護の期間２カ月を考慮し、保護者が同意せず、２カ月

を超える場合には、家庭裁判所の審査を導入する。そして、その後、実情や効果を検

証しながらさらに見直しを加えていくことが改正法案の内容として妥当と考えられた。 

 

(４) 接近禁止命令を行うことができる場合の拡大 

   子どもが施設を出た後、または性的虐待を受けた子どもが親族方で暮らしていると

いうような場合に、親が強硬に引き取りを求めたり、接触を求めてきたりする場合を

考え、子どもの安全を図る必要がある。しかし、従前の児童福祉法・児童虐待防止法

では、施設入所措置が採られるという場合に即して接近禁止命令が発せられるものの、

実際には、同意で入所をしている場合であったり、一時保護の場合であったりという

場面でも接近禁止命令が必要な場合がある。そこで、幅広く子どもの保護を図るため、

接近禁止命令の対象を拡張する必要があるとされた。 

 

                                                                                 

(１) 第９条 

  １ 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。た

だし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従い

その分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。この

ような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居

住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。 

  ２ すべての関係当事者は、１の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しか

つ自己の意見を述べる機会を有する。 

  ３ 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離され

ている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重す

る。 

  ４ ３の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去

強制、死亡（その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じ

た死亡を含む。）等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、

児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に

関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この

限りでない。締約国は、さらに、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを

確保する。 
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 4. 法律の概要 
 

(１) 虐待を受けている児童等の保護者に対する指導への司法関与 

  ① 家庭裁判所は、里親委託・施設入所等の措置に関する承認の申立てがあった場合

は、都道府県等に対し、期限を定めて、保護者に対する指導措置を採るよう勧告す

ることができることとし、都道府県等は、当該指導措置の結果を家庭裁判所に報告

することとする（児童福祉法28条４項関係）。 

  ② 家庭裁判所は、①による勧告を行った上で、上記申立てを却下する審判をする場

合に、当該勧告に係る保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めると

きは、都道府県等に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができることとす

る（児童福祉法28条７項関係）。 

  ③ 家庭裁判所は、①または②による勧告を行ったときは、その旨を当該保護者に通

知するものとする（児童福祉法28条５項及び８項関係）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省作成資料より） 

 

(２) 家庭裁判所による一時保護の審査の導入 

  ① ２ヶ月を超えて引き続き一時保護を行うことが親権者等の意に反する場合には、

児相所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き

一時保護を行った後２ヶ月を超えて引き続き一時保護を行おうとするときごとに、

児相所長又は都道府県知事は家庭裁判所の承認を得なければならないこととする

（児童福祉法33条５項関係）。 
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国連の子どもの権利条約９条(１)の趣旨から、一時保護に司法審査を導入することが

望まれるとされた。 

   改正の方針として、一時保護によって子どもの保護に支障が生じないように、まず、

緊急の場合には裁判所の関与を必要としないこと、そして、現状の児相、家庭裁判所

の体制に即して、現在の一時保護の期間２カ月を考慮し、保護者が同意せず、２カ月

を超える場合には、家庭裁判所の審査を導入する。そして、その後、実情や効果を検

証しながらさらに見直しを加えていくことが改正法案の内容として妥当と考えられた。 

 

(４) 接近禁止命令を行うことができる場合の拡大 

   子どもが施設を出た後、または性的虐待を受けた子どもが親族方で暮らしていると

いうような場合に、親が強硬に引き取りを求めたり、接触を求めてきたりする場合を

考え、子どもの安全を図る必要がある。しかし、従前の児童福祉法・児童虐待防止法

では、施設入所措置が採られるという場合に即して接近禁止命令が発せられるものの、

実際には、同意で入所をしている場合であったり、一時保護の場合であったりという

場面でも接近禁止命令が必要な場合がある。そこで、幅広く子どもの保護を図るため、

接近禁止命令の対象を拡張する必要があるとされた。 

 

                                                                                 

(１) 第９条 

  １ 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。た

だし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従い

その分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。この

ような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居

住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。 

  ２ すべての関係当事者は、１の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しか

つ自己の意見を述べる機会を有する。 

  ３ 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離され

ている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重す

る。 

  ４ ３の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去

強制、死亡（その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じ

た死亡を含む。）等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、

児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に

関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この

限りでない。締約国は、さらに、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを

確保する。 
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 4. 法律の概要 
 

(１) 虐待を受けている児童等の保護者に対する指導への司法関与 

  ① 家庭裁判所は、里親委託・施設入所等の措置に関する承認の申立てがあった場合

は、都道府県等に対し、期限を定めて、保護者に対する指導措置を採るよう勧告す

ることができることとし、都道府県等は、当該指導措置の結果を家庭裁判所に報告

することとする（児童福祉法28条４項関係）。 

  ② 家庭裁判所は、①による勧告を行った上で、上記申立てを却下する審判をする場

合に、当該勧告に係る保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めると

きは、都道府県等に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができることとす

る（児童福祉法28条７項関係）。 

  ③ 家庭裁判所は、①または②による勧告を行ったときは、その旨を当該保護者に通

知するものとする（児童福祉法28条５項及び８項関係）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省作成資料より） 

 

(２) 家庭裁判所による一時保護の審査の導入 

  ① ２ヶ月を超えて引き続き一時保護を行うことが親権者等の意に反する場合には、

児相所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き

一時保護を行った後２ヶ月を超えて引き続き一時保護を行おうとするときごとに、

児相所長又は都道府県知事は家庭裁判所の承認を得なければならないこととする

（児童福祉法33条５項関係）。 
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  ② 家庭裁判所の承認の手続については、家事事件手続法第234条から第238条までの

規定によることとする（同法234条から238条まで及び別表第一の128の２の項関

係）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省作成資料より） 

 

(３) 接近禁止命令を行うことができる場合の拡大 

   親権者等の意に反して施設入所等の措置が採られている場合に加え、児童虐待を受

けた児童について、保護者の同意の下で施設入所等の措置が採られ、又は一時保護が

行われている場合にも、児相所長又は都道府県知事は接近禁止命令を行うことができ

ることとする（児童虐待の防止等に関する法律12条の４第１項関係）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省作成資料より） 
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(４) その他所要の規定の整備 

   医療関係職種を例示している規定について、歯科医師、保健師、助産師、看護師を

例示に追加する（児童福祉法21条の10の５第１項並びに児童虐待の防止等に関する法

律４条２項、５条１項及び13条の４関係）。 

 

(５) 検討規定（附則） 

   政府は、この法律の施行後３年を目途として、児相の体制の整備の状況、家庭裁判

所の関与の下での児童福祉法６条の３第８項に規定する要保護児童を適切に保護する

ために都道府県及び児相が採る措置の実施状況その他のこの法律による改正後のそれ

ぞれの法律の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定

について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする（附則４条

関係）。 

 

 

 5. 国会における審議 
 

(１) 審議経過と施行日 

   児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案は、第193

回国会衆議院に、内閣提出法案（閣法）48号として、2017（平成29）年５月16日に提

出され、下記のような審議を経て、同年６月14日に成立した。 

 
審議した院 会議名 開催日 審  議  状  況 

衆議院 本会議 平29. 5.16 趣旨説明、質疑 

衆議院 厚生労働委員会 平29. 5.24 趣旨説明 

衆議院 厚生労働委員会 平29. 5.26 質疑 

衆議院 厚生労働委員会 平29. 5.30 参考人招致、参考人質疑 

衆議院 厚生労働委員会 平29. 5.31 質疑、採決（賛成・全会一致）、附帯決議 

衆議院 本会議 平29. 6. 1 委員長報告、採決（賛成・全会一致） 

参議院 厚生労働委員会 平29. 6. 8 趣旨説明 

参議院 厚生労働委員会 平29. 6.13 質疑、採決（賛成・全会一致）、附帯決議 

参議院 本会議 平29. 6.14 委員長報告、採決（賛成・全会一致） 
 

 

(２) 審議の内容 

   ここでは、次のような論点ごとに、審議内容をまとめる。 
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  ② 家庭裁判所の承認の手続については、家事事件手続法第234条から第238条までの

規定によることとする（同法234条から238条まで及び別表第一の128の２の項関

係）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省作成資料より） 

 

(３) 接近禁止命令を行うことができる場合の拡大 

   親権者等の意に反して施設入所等の措置が採られている場合に加え、児童虐待を受

けた児童について、保護者の同意の下で施設入所等の措置が採られ、又は一時保護が

行われている場合にも、児相所長又は都道府県知事は接近禁止命令を行うことができ

ることとする（児童虐待の防止等に関する法律12条の４第１項関係）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省作成資料より） 
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(４) その他所要の規定の整備 

   医療関係職種を例示している規定について、歯科医師、保健師、助産師、看護師を

例示に追加する（児童福祉法21条の10の５第１項並びに児童虐待の防止等に関する法

律４条２項、５条１項及び13条の４関係）。 

 

(５) 検討規定（附則） 

   政府は、この法律の施行後３年を目途として、児相の体制の整備の状況、家庭裁判

所の関与の下での児童福祉法６条の３第８項に規定する要保護児童を適切に保護する

ために都道府県及び児相が採る措置の実施状況その他のこの法律による改正後のそれ

ぞれの法律の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定

について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする（附則４条

関係）。 

 

 

 5. 国会における審議 
 

(１) 審議経過と施行日 

   児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案は、第193

回国会衆議院に、内閣提出法案（閣法）48号として、2017（平成29）年５月16日に提

出され、下記のような審議を経て、同年６月14日に成立した。 

 
審議した院 会議名 開催日 審  議  状  況 

衆議院 本会議 平29. 5.16 趣旨説明、質疑 

衆議院 厚生労働委員会 平29. 5.24 趣旨説明 

衆議院 厚生労働委員会 平29. 5.26 質疑 

衆議院 厚生労働委員会 平29. 5.30 参考人招致、参考人質疑 

衆議院 厚生労働委員会 平29. 5.31 質疑、採決（賛成・全会一致）、附帯決議 

衆議院 本会議 平29. 6. 1 委員長報告、採決（賛成・全会一致） 

参議院 厚生労働委員会 平29. 6. 8 趣旨説明 

参議院 厚生労働委員会 平29. 6.13 質疑、採決（賛成・全会一致）、附帯決議 

参議院 本会議 平29. 6.14 委員長報告、採決（賛成・全会一致） 
 

 

(２) 審議の内容 

   ここでは、次のような論点ごとに、審議内容をまとめる。 

－ 343 －



 

－ 12 － 

●－自治総研通巻4●●号 2018年●月号－● 

  ① 提案理由・内容の概要 

   ○ 国務大臣（塩崎恭久君） 「児童虐待防止対策に関しましては、平成二十八年

五月に成立をした児童福祉法等の一部を改正する法律において、子供の権利を初

めて法律上明確に位置づけるなどの抜本的な見直しを行いましたが、この法律の

附則第二条第二項において、要保護児童を適切に保護するための措置に係る手続

における裁判所の関与のあり方について、検討を加え、その結果に基づいて必要

な措置を講ずるものとされました。 

     この規定を踏まえ、児童の保護についての司法関与の強化等を行い、虐待を受

けている児童等の保護を図るため、この法律案を提出いたしました。 

     以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

     第一に、虐待を受けている児童等の保護者に対する指導への司法関与でありま

す。 

     家庭裁判所は、里親委託、施設入所等の措置に関する承認の申し立てがあった

場合は、都道府県等に対し、保護者に対する指導措置をとるよう勧告することが

できることとするとともに、勧告を行った上で申し立てを却下する審判をする場

合においても、家庭裁判所は、都道府県等に対し、当該指導措置をとるよう勧告

することができることとしています。また、家庭裁判所がこれらの勧告を行った

ときは、その旨を保護者に通知するものとしています。 

     第二に、一時保護に対する司法審査の導入であります。 

     二月を超えて引き続き一時保護を行うことが親権者等の意に反する場合は、都

道府県知事等は、家庭裁判所の承認を得なければならないこととしています。 

     第三に、接近禁止命令を行うことができる場合の拡大であります。 

     都道府県知事等は、保護者の同意のもとで里親委託、施設入所等の措置がとら

れ、または一時保護が行われている場合にも、児童虐待を行った保護者が児童の

身辺につきまとってはならないこと等を命ずることができることとしています。 

     この法律の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超え

ない範囲内において政令で定める日としています。 

     政府は、この法律の施行後三年を目途として、児童相談所の体制の整備の状況、

家庭裁判所の関与のもとでの要保護児童を適切に保護するために児童相談所等が

とる措置の実施状況等を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果
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に基づいて必要な措置を講ずるものとしています(２)」。 

  ② 個別規定に関する質疑 

    ● 児相設置状況（伊佐） 

    ○ 古屋範子副大臣 「中核市における児童相談所の設置につきましては、昨年

の児童福祉法等の改正案の附則を踏まえまして、改正法の施行後五年を目途に、

全ての中核市において児童相談所を設置できるよう必要な支援を行っていくこ

とといたしております」。「このため、厚生労働省といたしましては、平成二

十九年度予算におきまして、児童相談所設置に係る事務量の増加に対する職員

配置への新たな補助を創設するとともに、児童相談所の設置準備から開設まで

に必要な事項をまとめたマニュアルを作成いたしました。また、各都道府県等

に対しまして、児童相談所設置自治体の拡大に向けた協力を依頼する等、支援

策を講じているところでございます」。「さらに、今月の九日でございますが、

開催をされた中核市長会総会におきまして、塩崎厚生労働大臣から直接、市長

の皆様に対しまして、中核市に児童相談所を設置することの意義等を説明させ

ていただき、前向きに検討いただくようお願いをさせていただいたところでご

ざいます」。「中核市市長会においても、児童相談所設置に向けた検討などを

行うプロジェクトを今年度立ち上げて、活動を開始していると承知をいたして

おります」。「今後、厚生労働省といたしましても、現在行っている支援策の

効果を見きわめつつ、中核市の御意見も伺いながら、引き続き、中核市におけ

る検討が深まるよう働きをかけてまいります(３)」。 

    ● 児相の体制強化（阿部） 

    ○ 国務大臣（塩崎恭久君） 「児童相談所において、保護者への指導等を担う

児童福祉司は、一人当たり平均約四十件の児童虐待相談事案を担当していると

承知をしております」。「児童相談所については、昨年の児童福祉法の改正に

より、児童心理司等の専門職の配置を新たに法律上に位置づけるとともに、職

員に対する専門的な研修の受講を義務づけました」。「さらに、昨年四月に策

定をした児童相談所強化プランに基づき、児童福祉司などの専門職を平成三十

一年度までの四年間で千百二十人増員することを目指すこととしております」。

                                                                                 

(２) 第193回国会衆議院本会議録第25号４頁（平成29年５月16日）。 

(３) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号11頁（平成29年５月26日）。 

－ 344 －



 

－ 12 － 

●－自治総研通巻4●●号 2018年●月号－● 

  ① 提案理由・内容の概要 

   ○ 国務大臣（塩崎恭久君） 「児童虐待防止対策に関しましては、平成二十八年

五月に成立をした児童福祉法等の一部を改正する法律において、子供の権利を初

めて法律上明確に位置づけるなどの抜本的な見直しを行いましたが、この法律の

附則第二条第二項において、要保護児童を適切に保護するための措置に係る手続

における裁判所の関与のあり方について、検討を加え、その結果に基づいて必要

な措置を講ずるものとされました。 

     この規定を踏まえ、児童の保護についての司法関与の強化等を行い、虐待を受

けている児童等の保護を図るため、この法律案を提出いたしました。 

     以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

     第一に、虐待を受けている児童等の保護者に対する指導への司法関与でありま

す。 

     家庭裁判所は、里親委託、施設入所等の措置に関する承認の申し立てがあった

場合は、都道府県等に対し、保護者に対する指導措置をとるよう勧告することが

できることとするとともに、勧告を行った上で申し立てを却下する審判をする場

合においても、家庭裁判所は、都道府県等に対し、当該指導措置をとるよう勧告

することができることとしています。また、家庭裁判所がこれらの勧告を行った

ときは、その旨を保護者に通知するものとしています。 

     第二に、一時保護に対する司法審査の導入であります。 

     二月を超えて引き続き一時保護を行うことが親権者等の意に反する場合は、都

道府県知事等は、家庭裁判所の承認を得なければならないこととしています。 

     第三に、接近禁止命令を行うことができる場合の拡大であります。 

     都道府県知事等は、保護者の同意のもとで里親委託、施設入所等の措置がとら

れ、または一時保護が行われている場合にも、児童虐待を行った保護者が児童の

身辺につきまとってはならないこと等を命ずることができることとしています。 

     この法律の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超え

ない範囲内において政令で定める日としています。 

     政府は、この法律の施行後三年を目途として、児童相談所の体制の整備の状況、

家庭裁判所の関与のもとでの要保護児童を適切に保護するために児童相談所等が

とる措置の実施状況等を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果
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に基づいて必要な措置を講ずるものとしています(２)」。 

  ② 個別規定に関する質疑 

    ● 児相設置状況（伊佐） 

    ○ 古屋範子副大臣 「中核市における児童相談所の設置につきましては、昨年

の児童福祉法等の改正案の附則を踏まえまして、改正法の施行後五年を目途に、

全ての中核市において児童相談所を設置できるよう必要な支援を行っていくこ

とといたしております」。「このため、厚生労働省といたしましては、平成二

十九年度予算におきまして、児童相談所設置に係る事務量の増加に対する職員

配置への新たな補助を創設するとともに、児童相談所の設置準備から開設まで

に必要な事項をまとめたマニュアルを作成いたしました。また、各都道府県等

に対しまして、児童相談所設置自治体の拡大に向けた協力を依頼する等、支援

策を講じているところでございます」。「さらに、今月の九日でございますが、

開催をされた中核市長会総会におきまして、塩崎厚生労働大臣から直接、市長

の皆様に対しまして、中核市に児童相談所を設置することの意義等を説明させ

ていただき、前向きに検討いただくようお願いをさせていただいたところでご

ざいます」。「中核市市長会においても、児童相談所設置に向けた検討などを

行うプロジェクトを今年度立ち上げて、活動を開始していると承知をいたして

おります」。「今後、厚生労働省といたしましても、現在行っている支援策の

効果を見きわめつつ、中核市の御意見も伺いながら、引き続き、中核市におけ

る検討が深まるよう働きをかけてまいります(３)」。 

    ● 児相の体制強化（阿部） 

    ○ 国務大臣（塩崎恭久君） 「児童相談所において、保護者への指導等を担う

児童福祉司は、一人当たり平均約四十件の児童虐待相談事案を担当していると

承知をしております」。「児童相談所については、昨年の児童福祉法の改正に

より、児童心理司等の専門職の配置を新たに法律上に位置づけるとともに、職

員に対する専門的な研修の受講を義務づけました」。「さらに、昨年四月に策

定をした児童相談所強化プランに基づき、児童福祉司などの専門職を平成三十

一年度までの四年間で千百二十人増員することを目指すこととしております」。

                                                                                 

(２) 第193回国会衆議院本会議録第25号４頁（平成29年５月16日）。 

(３) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号11頁（平成29年５月26日）。 

－ 345 －
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「今後も、引き続き、児童相談所の体制や専門性を着実かつ計画的に強化して

まいります(４)」。 

    ● 児相と警察との連携強化（岡本（充）） 

    ○ 吉田政府参考人 「警察との共有につきましては、昨年四月に、警察庁との

間で、私ども厚生労働省、十分調整をさせていただいて、警察サイド、また厚

生労働省、都道府県サイド、それぞれについて、関係する情報を把握した場合

に迅速かつ確実に共有されることを、それぞれのラインからも通知という形で

徹底をし、共有をしております」。 

    ○ 小田部耕治政府参考人（警察庁長官官房審議官） 「警察では、警察職員が

現場臨場を行いまして、児童の安全確認を行い、児童の言動、外傷その他の周

囲の事情から児童虐待を受けたと判断される場合には、確実に通告を実施する

こととしておるところでございます」。「また、その時点においては通告の必

要がないと判断された場合におきましても、児童相談所等に対しまして当該児

童に係る取り扱い状況等について照会を実施いたしまして、それにより得られ

た情報について十分勘案した上で、当該児童に係る通告の要否について総合的

に判断をして対応しているところでございます」。「警察といたしましては、

今後とも、こういった関係機関との情報共有を徹底し、連携を一層強化しなが

ら、通告も含め、児童虐待の早期発見と児童の安全確保に取り組んでまいりた

いと考えております(５)」。 

    ● 児相の調査権限強化について（倉林） 

    ○ 国務大臣（塩崎恭久君） 「関係者に応答義務を課すことについては、捜査

機関ではない児童相談所の調査に対する応答義務をどういうような事案におい

てどういった機関に課すのかというような課題が多いのではないかと考えてい

ます」。「一方で、児童相談所による関係機関から情報収集をするということ

に関しましては、昨年の児童福祉法などの一部改正において、民間の医療機関、

それから児童福祉施設、学校などの関係機関も、児童相談所長からの児童虐待

防止等に関する資料又は情報の提供を求められるという場合にはこれを提供す

ることができるという、先ほどできる規定というのがありましたが、できるこ

                                                                                 

(４) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号６頁（平成29年５月26日）。 

(５) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号４頁（平成29年５月26日）。 
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ととしておりまして、引き続いて関係者から必要な資料や情報の提供が受けら

れるようにこうした規定等について周知を行ってまいりたいというふうに考え

ております(６)」。 

    ● 保護者に対する指導への司法関与（山下、河野（正）、岡本（充）） 

    ○ 古屋副大臣 「今回の改正法案では、里親委託や施設入所等の措置の承認の

申し立てがあった場合に、家庭裁判所が都道府県等に対して保護者指導を勧告

することができることといたしまして、家庭裁判所は、その結果を踏まえて審

判を行うことといたしております」。「保護者が家庭裁判所の勧告のもとでの

指導に従ったかどうか、里親委託や施設入所等の措置に関する審判において重

要な判断要素の一つとして考慮をされることから、保護者に対して一定の効果

が見込まれると考えております」。「加えて、今回の改正法案では、家庭裁判

所が勧告をした場合には、保護者に対して勧告をした旨を通知することとして

おりまして、裁判所が勧告した事実が保護者に直接伝わることで、指導の実効

性が高まると考えております」。「また、家庭裁判所の勧告の活用が期待され

る事案といたしましては、例えば、保護者によるネグレクトが長期化をしてい

る、必ずしも緊急性は高くないものの、子供にとって不適切な養育が続いてい

るといった事案で、家庭裁判所の関与のもとでの実効性ある保護者指導が行わ

れれば、引き続き家庭養育の可能性があると考えられる場合などを想定いたし

ております｣(７)。 

    ○ 吉田政府参考人 「家裁からの指導措置をとるべき旨の勧告というのは、都

道府県に対して、法律に基づいて行われるものということではございますけれ

ども、これ自身をもって、都道府県等に保護者指導を義務づけるという意味で

の法的拘束力というものはないというふうに思っております」。「ただ、結果、

都道府県等がこの勧告を、都道府県にとってみれば受けますと、それを踏まえ

て、保護者に対する指導措置を適切に実施につなげていくということが、私ど

もとしては想定しております(８)」。 

    ○ 吉田政府参考人 「家庭裁判所は、今回の仕組みにおきましても、申し立て

のあった事案全てに勧告を行うというわけではございません。例えば、親子分

                                                                                 

(６) 第193回国会参議院厚生労働委員会会議録第24号32頁（平成29年６月13日）。 

(７) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号８頁（平成29年５月26日）。 

(８) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第25号５頁（平成29年５月31日）。 

－ 346 －
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「今後も、引き続き、児童相談所の体制や専門性を着実かつ計画的に強化して

まいります(４)」。 

    ● 児相と警察との連携強化（岡本（充）） 

    ○ 吉田政府参考人 「警察との共有につきましては、昨年四月に、警察庁との

間で、私ども厚生労働省、十分調整をさせていただいて、警察サイド、また厚

生労働省、都道府県サイド、それぞれについて、関係する情報を把握した場合

に迅速かつ確実に共有されることを、それぞれのラインからも通知という形で

徹底をし、共有をしております」。 

    ○ 小田部耕治政府参考人（警察庁長官官房審議官） 「警察では、警察職員が

現場臨場を行いまして、児童の安全確認を行い、児童の言動、外傷その他の周

囲の事情から児童虐待を受けたと判断される場合には、確実に通告を実施する

こととしておるところでございます」。「また、その時点においては通告の必

要がないと判断された場合におきましても、児童相談所等に対しまして当該児

童に係る取り扱い状況等について照会を実施いたしまして、それにより得られ

た情報について十分勘案した上で、当該児童に係る通告の要否について総合的

に判断をして対応しているところでございます」。「警察といたしましては、

今後とも、こういった関係機関との情報共有を徹底し、連携を一層強化しなが

ら、通告も含め、児童虐待の早期発見と児童の安全確保に取り組んでまいりた

いと考えております(５)」。 

    ● 児相の調査権限強化について（倉林） 

    ○ 国務大臣（塩崎恭久君） 「関係者に応答義務を課すことについては、捜査

機関ではない児童相談所の調査に対する応答義務をどういうような事案におい

てどういった機関に課すのかというような課題が多いのではないかと考えてい

ます」。「一方で、児童相談所による関係機関から情報収集をするということ

に関しましては、昨年の児童福祉法などの一部改正において、民間の医療機関、

それから児童福祉施設、学校などの関係機関も、児童相談所長からの児童虐待

防止等に関する資料又は情報の提供を求められるという場合にはこれを提供す

ることができるという、先ほどできる規定というのがありましたが、できるこ

                                                                                 

(４) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号６頁（平成29年５月26日）。 

(５) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号４頁（平成29年５月26日）。 
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ととしておりまして、引き続いて関係者から必要な資料や情報の提供が受けら

れるようにこうした規定等について周知を行ってまいりたいというふうに考え

ております(６)」。 

    ● 保護者に対する指導への司法関与（山下、河野（正）、岡本（充）） 

    ○ 古屋副大臣 「今回の改正法案では、里親委託や施設入所等の措置の承認の

申し立てがあった場合に、家庭裁判所が都道府県等に対して保護者指導を勧告

することができることといたしまして、家庭裁判所は、その結果を踏まえて審

判を行うことといたしております」。「保護者が家庭裁判所の勧告のもとでの

指導に従ったかどうか、里親委託や施設入所等の措置に関する審判において重

要な判断要素の一つとして考慮をされることから、保護者に対して一定の効果

が見込まれると考えております」。「加えて、今回の改正法案では、家庭裁判

所が勧告をした場合には、保護者に対して勧告をした旨を通知することとして

おりまして、裁判所が勧告した事実が保護者に直接伝わることで、指導の実効

性が高まると考えております」。「また、家庭裁判所の勧告の活用が期待され

る事案といたしましては、例えば、保護者によるネグレクトが長期化をしてい

る、必ずしも緊急性は高くないものの、子供にとって不適切な養育が続いてい

るといった事案で、家庭裁判所の関与のもとでの実効性ある保護者指導が行わ

れれば、引き続き家庭養育の可能性があると考えられる場合などを想定いたし

ております｣(７)。 

    ○ 吉田政府参考人 「家裁からの指導措置をとるべき旨の勧告というのは、都

道府県に対して、法律に基づいて行われるものということではございますけれ

ども、これ自身をもって、都道府県等に保護者指導を義務づけるという意味で

の法的拘束力というものはないというふうに思っております」。「ただ、結果、

都道府県等がこの勧告を、都道府県にとってみれば受けますと、それを踏まえ

て、保護者に対する指導措置を適切に実施につなげていくということが、私ど

もとしては想定しております(８)」。 

    ○ 吉田政府参考人 「家庭裁判所は、今回の仕組みにおきましても、申し立て

のあった事案全てに勧告を行うというわけではございません。例えば、親子分

                                                                                 

(６) 第193回国会参議院厚生労働委員会会議録第24号32頁（平成29年６月13日）。 

(７) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号８頁（平成29年５月26日）。 

(８) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第25号５頁（平成29年５月31日）。 
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離が避けられないほど深刻な虐待の場合など迅速な審判が必要と考えられる事

案につきましては、従来どおり、勧告を経ずに審判が行われるものだというふ

うに考えてございます」。「勧告が行われる事案につきましても、勧告や審判

までの期間は、個々の事案ごとに家裁の判断で決まるものだというふうに思っ

ておりますが、必ずしも最終的な保護者指導の効果を見きわめるまで待たずに、

その勧告の結果が出る前に、待たずに審判がなされることもあるというふうに

考えております」。「こういう今回の改正法案、勧告に基づく指導を行った後、

却下の審判がなされた場合にも、勧告のもとでの指導ができる仕組みというふ

うに考えておりますので、この仕組みを活用することで、保護者に対する指導

の効果が認められ、親子分離が必要でないケースにつきまして、必要以上の審

判の長期化を防ぐことができるというふうに思っております」。「いろいろ今

回の仕組みで選択肢がふえるという形になりますので、私ども厚生労働省とし

ましては、こうした勧告の仕組みの活用方法について、児童相談所、都道府県

サイドからきちっと理解をして、それぞれの仕組みが勧告に適した事案に活用

されるように､都道府県が理解をする､そして結果的に審判が必要以上に長期化

することのないようにつなげてまいりたいというふうに思っております(９)」。 

    ○ 吉田政府参考人 「裁判所サイドにおける勧告の内容でございますので、必

要に応じて最高裁判所の方からお答えいただくのかと思いますが、私どもとし

ては、この勧告、事案によって、非常に幅の大きい、つまり非常に抽象的な勧

告である場合や、個々具体的な保護者に対する指導というものが出るような場

合、それぞれ幅のあるものだと思います」。「私ども、児童相談所、子供の福

祉を考える立場から申し上げると、ここでいただく勧告が、次に実際の保護者

指導、在宅におけるお子さんの適切な養育につながるという意味では、できる

だけ具体的に勧告をいただくということが現場においては望ましいというふう

に思っておりますので、それにつながるためには、勧告が具体的にいただける

ように、そこの承認を申請するに当たっての、児童相談所から、上申書のよう

な形で、いろいろなケースをなるべく正しく、細かく、細かくといいましょう

か、具体的に御報告を申し上げて、家庭裁判所のいただく御判断、勧告に資す

るように協力する必要がある、そのような形で、児童相談所サイドについても、

                                                                                 

(９) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号31頁（平成29年５月26日）。 
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これから取り組むよう考えてまいりたいと思っております(10)。 

    ● 一時保護制度改正の趣旨と専門性（阿部、中島） 

    ○ 塩崎国務大臣 「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利

用促進の在り方に関する検討会というワーキンググループをつくっていたわけ

でありますが、そこで議論が百出しまして、一時保護を開始する際には、その

必要性を審査するために、家庭裁判所による一定期間内の速やかな審査や事前

審査の導入を目指すべきであるという提案があった一方で、緊急時の対応に支

障が生じたり、児童相談所が必要な一時保護をためらったりすることがないよ

うにすべきであるというような指摘もなされまして、第一段階として、一時保

護の期間二カ月を考慮して、一時保護が一定期間を超える場合に司法審査を導

入するということが考えられるという対応案として、提案がこの検討会から出

てきたところでございまして、その中では、短いものも大事だという意見も

あったように私は理解をしております」。「今回の改正法案では、この検討会

における取りまとめを踏まえて、親権者などの意に反して二カ月を超えて行う

一時保護に司法審査を導入するということで今回法改正をお願いしようという

ことにまとまったわけでございますが、子供の安全確保を図る観点からは、全

ての一時保護、これでいきますと年間三万件余りあるようでございますが、こ

こへの司法審査を導入することは数の上からいってもなかなか現実的ではない

のではないかと考えるわけで、さらなる審査対象の拡大については、今回の改

正法案の附則の検討規定に基づいて、施行の状況や児童相談所の体制整備、こ

ういった状況などもよく勘案しながら今後検討をしていくべきではないのかと

いうふうに考えております｣(11)。 

    ○ 吉田政府参考人 「一時保護、委員も御指摘いただきましたように、迅速に

お子さんの安全を確保する、あるいはアセスメントをするとはいえ、やはり、

親権者の意に反している場合であっても行政の判断で行うという行為でござい

ます」。「そういう意味で、暫定的とはいえ、強制的な親子分離ということを

考えますと、あるいはまた、残念ながら長期化しているという実態もあること

を考えますと、手続の適正性というのはやはり非常に重要であろうというのが、

                                                                                 

(10) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第25号31頁（平成29年５月31日）。 

(11) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第25号22頁（平成29年５月31日）。 
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離が避けられないほど深刻な虐待の場合など迅速な審判が必要と考えられる事

案につきましては、従来どおり、勧告を経ずに審判が行われるものだというふ

うに考えてございます」。「勧告が行われる事案につきましても、勧告や審判

までの期間は、個々の事案ごとに家裁の判断で決まるものだというふうに思っ

ておりますが、必ずしも最終的な保護者指導の効果を見きわめるまで待たずに、

その勧告の結果が出る前に、待たずに審判がなされることもあるというふうに

考えております」。「こういう今回の改正法案、勧告に基づく指導を行った後、

却下の審判がなされた場合にも、勧告のもとでの指導ができる仕組みというふ

うに考えておりますので、この仕組みを活用することで、保護者に対する指導

の効果が認められ、親子分離が必要でないケースにつきまして、必要以上の審

判の長期化を防ぐことができるというふうに思っております」。「いろいろ今

回の仕組みで選択肢がふえるという形になりますので、私ども厚生労働省とし

ましては、こうした勧告の仕組みの活用方法について、児童相談所、都道府県

サイドからきちっと理解をして、それぞれの仕組みが勧告に適した事案に活用

されるように､都道府県が理解をする､そして結果的に審判が必要以上に長期化

することのないようにつなげてまいりたいというふうに思っております(９)」。 

    ○ 吉田政府参考人 「裁判所サイドにおける勧告の内容でございますので、必

要に応じて最高裁判所の方からお答えいただくのかと思いますが、私どもとし

ては、この勧告、事案によって、非常に幅の大きい、つまり非常に抽象的な勧

告である場合や、個々具体的な保護者に対する指導というものが出るような場

合、それぞれ幅のあるものだと思います」。「私ども、児童相談所、子供の福

祉を考える立場から申し上げると、ここでいただく勧告が、次に実際の保護者

指導、在宅におけるお子さんの適切な養育につながるという意味では、できる

だけ具体的に勧告をいただくということが現場においては望ましいというふう

に思っておりますので、それにつながるためには、勧告が具体的にいただける

ように、そこの承認を申請するに当たっての、児童相談所から、上申書のよう

な形で、いろいろなケースをなるべく正しく、細かく、細かくといいましょう

か、具体的に御報告を申し上げて、家庭裁判所のいただく御判断、勧告に資す

るように協力する必要がある、そのような形で、児童相談所サイドについても、

                                                                                 

(９) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号31頁（平成29年５月26日）。 
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これから取り組むよう考えてまいりたいと思っております(10)。 

    ● 一時保護制度改正の趣旨と専門性（阿部、中島） 

    ○ 塩崎国務大臣 「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利

用促進の在り方に関する検討会というワーキンググループをつくっていたわけ

でありますが、そこで議論が百出しまして、一時保護を開始する際には、その

必要性を審査するために、家庭裁判所による一定期間内の速やかな審査や事前

審査の導入を目指すべきであるという提案があった一方で、緊急時の対応に支

障が生じたり、児童相談所が必要な一時保護をためらったりすることがないよ

うにすべきであるというような指摘もなされまして、第一段階として、一時保

護の期間二カ月を考慮して、一時保護が一定期間を超える場合に司法審査を導

入するということが考えられるという対応案として、提案がこの検討会から出

てきたところでございまして、その中では、短いものも大事だという意見も

あったように私は理解をしております」。「今回の改正法案では、この検討会

における取りまとめを踏まえて、親権者などの意に反して二カ月を超えて行う

一時保護に司法審査を導入するということで今回法改正をお願いしようという

ことにまとまったわけでございますが、子供の安全確保を図る観点からは、全

ての一時保護、これでいきますと年間三万件余りあるようでございますが、こ

こへの司法審査を導入することは数の上からいってもなかなか現実的ではない

のではないかと考えるわけで、さらなる審査対象の拡大については、今回の改

正法案の附則の検討規定に基づいて、施行の状況や児童相談所の体制整備、こ

ういった状況などもよく勘案しながら今後検討をしていくべきではないのかと

いうふうに考えております｣(11)。 

    ○ 吉田政府参考人 「一時保護、委員も御指摘いただきましたように、迅速に

お子さんの安全を確保する、あるいはアセスメントをするとはいえ、やはり、

親権者の意に反している場合であっても行政の判断で行うという行為でござい

ます」。「そういう意味で、暫定的とはいえ、強制的な親子分離ということを

考えますと、あるいはまた、残念ながら長期化しているという実態もあること

を考えますと、手続の適正性というのはやはり非常に重要であろうというのが、

                                                                                 

(10) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第25号31頁（平成29年５月31日）。 

(11) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第25号22頁（平成29年５月31日）。 
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今回改正の我々の一つのスタンスでございまして、それを踏まえて司法の関与、

昨年の法改正も含め、またそれに至る議論の中でも関係者の方々の御指摘をい

ただきましたので、それを踏まえて対応させていただいたというふうに思いま

す」。「確かに、現状は、都道府県の児童福祉審議会の意見を聴取するという

形になってございますけれども、私ども、今回の改正検討に当たりまして、全

国の児童相談所にいろいろと調査をさせていただきました。限られた期間ある

いは対象かもしれませんけれども、延長を認める上で、今の現実では、二カ月

超えに意見を付された事案はあるものの、延長そのものが認められなかったと

いう御判断をされた児童福祉審議会はないという現場からの実態も伺っており

ます」。「こういうことも含めて、手続の適正性、あるいは、そういう形を通

じたお子さんの権利擁護ということを考えた際に、今回は、現行の児童福祉審

議会意見聴取にかえて、家裁による審査を導入させていただきたいということ

を御提案させていただいております」。 

    ○ 村田斉志最高裁判所長官代理者（最高裁判所事務総局家庭局長） 「家庭裁

判所では、家事事件の事件数が増加傾向にございまして、特に成年後見関係事

件の申し立てが増加しているというような状況にあることも踏まえまして、こ

れまでにも、家事事件への対応を充実強化するため、事件処理にたけた判事や

家事事件を担当する裁判所書記官を相当数増員するといった必要な人的体制の

整備を図ってきたところでございます」。「委員から御指摘のございました、

今回、一時保護の審査に家庭裁判所が関与するということになりました場合に

は、それによる業務量の増加につきまして、もちろん、国会での御審議の結果

を踏まえまして、どの程度増加するか、そして、その増加にどのように対応し

ていくかということについて検討してまいりたいと考えておりますが、まずは、

今申し上げましたように､これまで増員をしてきておりますので､これによる現

有人員の有効活用を図りつつ、新たに導入されることになる制度が円滑に運用

されるよう、必要な人的体制の整備に努めてまいりたいと考えております｣(12)。 

    ● 保護者が指導に従わなかった場合の対応（三原） 

    ○ 政府参考人（吉田学君） 「却下の際の勧告の下での指導に保護者が従わな

かった場合という御質問をいただいております。児童相談所としましては、再

                                                                                 

(12) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第25号６頁（平成29年５月31日）。 
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度、児童福祉法第二十八条の措置の承認の審判の申立てを行うかどうかという

ことを現場では検討することになろうと思います。その上で、実際に家庭裁判

所に対して再度の申立てが行われた場合には、勧告の下での指導に保護者が従

わなかった点も踏まえて、今度は家庭裁判所において審判が行われることにな

るだろうというふうに想定しております｣(13)。 

    ● 一時保護の例外（三原） 

    ○ 政府参考人（吉田学君） 「今回の改正案では、家庭裁判所による一時保護

の審査を導入することとしてございますけれども、御指摘のとおりに、幾つか

の必要な例外規定を設けているところでございます」。「御指摘の例外的に一

時保護の審査が不要となる場合に関しましては、一時保護とは別の家庭裁判所

の審査が既に行われている場合に一時保護の審査を不要としてございます。具

体的には、里親委託、施設入所等の措置の申立てや親権喪失の請求など、親子

関係に関するより重大な判断を既に司法に委ねている場合には、家庭裁判所に

よる審査の重複を防ぐため、一時保護の審査を不要としているところでござい

ます」。 

    ○ 政府参考人（吉田学君） 「二か月経過前に家庭裁判所に承認の申立てが

行っているけれども審判がまだ確定していない場合でやむを得ない事情がある

場合には、二か月経過後も、審判が確定するまでの間、一時保護を継続するこ

とができるという規定にしてございます｣。｢具体的には、二か月経過前に家庭

裁判所に承認の申立てをしたけれども、二か月経過時点で家庭裁判所の審判が

なされていない場合、まあ審査中、審理中。また、家庭裁判所の審判がなされ

た後、いまだ即時抗告の期間、これ二週間でございますが、の即時抗告期間が

満了していない場合、これは即時抗告期間中。それから三つ目として、家庭裁

判所の審判がなされた後、即時抗告が行われた場合、これは即時抗告から審判

確定までの期間につきましては、児童の安全を確保する必要があるなどやむを

得ない事情がある場合には、審判が確定するまでの間、一時保護を継続するこ

とができることとさせていただいております｣。｢なお、家庭裁判所による却下

の審判がなされた場合には、家庭裁判所の判断を尊重すべきでありまして、児

童相談所による恣意的な判断を排除する趣旨から、児童の安全を確保する必要

                                                                                 

(13) 第193回国会参議院厚生労働委員会会議録第24号８頁（平成29年６月13日）。 
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今回改正の我々の一つのスタンスでございまして、それを踏まえて司法の関与、

昨年の法改正も含め、またそれに至る議論の中でも関係者の方々の御指摘をい

ただきましたので、それを踏まえて対応させていただいたというふうに思いま

す」。「確かに、現状は、都道府県の児童福祉審議会の意見を聴取するという

形になってございますけれども、私ども、今回の改正検討に当たりまして、全

国の児童相談所にいろいろと調査をさせていただきました。限られた期間ある

いは対象かもしれませんけれども、延長を認める上で、今の現実では、二カ月

超えに意見を付された事案はあるものの、延長そのものが認められなかったと

いう御判断をされた児童福祉審議会はないという現場からの実態も伺っており

ます」。「こういうことも含めて、手続の適正性、あるいは、そういう形を通

じたお子さんの権利擁護ということを考えた際に、今回は、現行の児童福祉審

議会意見聴取にかえて、家裁による審査を導入させていただきたいということ

を御提案させていただいております」。 

    ○ 村田斉志最高裁判所長官代理者（最高裁判所事務総局家庭局長） 「家庭裁

判所では、家事事件の事件数が増加傾向にございまして、特に成年後見関係事

件の申し立てが増加しているというような状況にあることも踏まえまして、こ

れまでにも、家事事件への対応を充実強化するため、事件処理にたけた判事や

家事事件を担当する裁判所書記官を相当数増員するといった必要な人的体制の

整備を図ってきたところでございます」。「委員から御指摘のございました、

今回、一時保護の審査に家庭裁判所が関与するということになりました場合に

は、それによる業務量の増加につきまして、もちろん、国会での御審議の結果

を踏まえまして、どの程度増加するか、そして、その増加にどのように対応し

ていくかということについて検討してまいりたいと考えておりますが、まずは、

今申し上げましたように､これまで増員をしてきておりますので､これによる現

有人員の有効活用を図りつつ、新たに導入されることになる制度が円滑に運用

されるよう、必要な人的体制の整備に努めてまいりたいと考えております｣(12)。 

    ● 保護者が指導に従わなかった場合の対応（三原） 

    ○ 政府参考人（吉田学君） 「却下の際の勧告の下での指導に保護者が従わな

かった場合という御質問をいただいております。児童相談所としましては、再

                                                                                 

(12) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第25号６頁（平成29年５月31日）。 
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度、児童福祉法第二十八条の措置の承認の審判の申立てを行うかどうかという

ことを現場では検討することになろうと思います。その上で、実際に家庭裁判

所に対して再度の申立てが行われた場合には、勧告の下での指導に保護者が従

わなかった点も踏まえて、今度は家庭裁判所において審判が行われることにな

るだろうというふうに想定しております｣(13)。 

    ● 一時保護の例外（三原） 

    ○ 政府参考人（吉田学君） 「今回の改正案では、家庭裁判所による一時保護

の審査を導入することとしてございますけれども、御指摘のとおりに、幾つか

の必要な例外規定を設けているところでございます」。「御指摘の例外的に一

時保護の審査が不要となる場合に関しましては、一時保護とは別の家庭裁判所

の審査が既に行われている場合に一時保護の審査を不要としてございます。具

体的には、里親委託、施設入所等の措置の申立てや親権喪失の請求など、親子

関係に関するより重大な判断を既に司法に委ねている場合には、家庭裁判所に

よる審査の重複を防ぐため、一時保護の審査を不要としているところでござい

ます」。 

    ○ 政府参考人（吉田学君） 「二か月経過前に家庭裁判所に承認の申立てが

行っているけれども審判がまだ確定していない場合でやむを得ない事情がある

場合には、二か月経過後も、審判が確定するまでの間、一時保護を継続するこ

とができるという規定にしてございます｣。｢具体的には、二か月経過前に家庭

裁判所に承認の申立てをしたけれども、二か月経過時点で家庭裁判所の審判が

なされていない場合、まあ審査中、審理中。また、家庭裁判所の審判がなされ

た後、いまだ即時抗告の期間、これ二週間でございますが、の即時抗告期間が

満了していない場合、これは即時抗告期間中。それから三つ目として、家庭裁

判所の審判がなされた後、即時抗告が行われた場合、これは即時抗告から審判

確定までの期間につきましては、児童の安全を確保する必要があるなどやむを

得ない事情がある場合には、審判が確定するまでの間、一時保護を継続するこ

とができることとさせていただいております｣。｢なお、家庭裁判所による却下

の審判がなされた場合には、家庭裁判所の判断を尊重すべきでありまして、児

童相談所による恣意的な判断を排除する趣旨から、児童の安全を確保する必要

                                                                                 

(13) 第193回国会参議院厚生労働委員会会議録第24号８頁（平成29年６月13日）。 
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があるため、即時抗告が行われる場合を想定しているところでございます｣(14)。 

    ● 児相と裁判所との連携（山本） 

    ○ 最高裁判所長官代理者（村田斉志君） 「今回の改正法案が成立した場合に、

家庭裁判所と児童相談所の連携が一層重要になるということはそのとおりであ

ろうかと思っております」。「各家庭裁判所におきましては、……各地の実情

に応じて児童相談所を含む関係機関との協議会を開催しております。これは年

一回に限っているものではございませんで、各裁判所の判断で年一回から数回

開催するということも地域によっては行っております」。「また、こうした正

式な協議会というもののほかにも、必要に応じて、家庭裁判所調査官を窓口と

して、児童相談所との間で極めて実務的な意見交換を行っている例も少なくな

いというふうに承知をしているところでございます」。「最高裁といたしまし

ては、今後とも、このような取組を通じて、家庭裁判所と児童相談所との連携

が十分に図られるよう、必要な支援をしてまいりたいと考えております｣(15)。 

    ● 一時保護所の配置基準（堀内（照）） 

    ○ 塩崎国務大臣 「児童相談所の一時保護所において、子供が適切なる処遇を

受けて、そして子供の心に寄り添う支援を行うことができるようにするために

は、保育士であったり、あるいは心理担当職員であったり、さまざまな専門職

の配置が必要ではないかというふうに思います。場合によっては、看護師さん

のような医療がわかった人がいる方が便利なときもあるかもわからない」。

「一時保護所にこうした職員を配置するための財政支援を厚労省として行って

いるわけでありまして、今、児童相談所一カ所当たりの人件費として、保育士

一人、それから心理担当職員一人、主任児童指導員一人、調理員一人、こうい

うことを定めているわけであります」。「一時保護所における職員の配置基準

につきましては、現行、児童養護施設の基準を、これも準用する形で定められ

ておりますが、今後、先ほど来出ている新たな社会的養育の在り方に関する検

討会において、一時保護のあり方について検討もしていただくということに

なっていますので、その中で、専門職の位置づけを含めて、一時保護所の職員

の配置基準についてもしっかり検討してまいりたいというふうに思います｣(16)。 

                                                                                 

(14) 第193回国会参議院厚生労働委員会会議録第24号８頁（平成29年６月13日）。 

(15) 第193回国会参議院厚生労働委員会会議録第24号27頁（平成29年６月13日）。 

(16) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号27頁（平成29年５月26日）。 
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    ● 一時保護と通学（大西（健）） 

    ○ 塩崎国務大臣 「去年の児童福祉法の改正で、第一条に、『全て児童は、児

童の権利に関する条約の精神にのつとり、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その他福祉を等しく保障される権利を有する。』

と。子供の権利として、健全な養育を受ける、心身の健やかな成長及び発達並

びにその自立を図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有すると

いうことでありますから、教育も、当然のことながらその中に含まれているわ

けで、当然の権利として子供さんは、教育、学校に行く、あるいは学校に行け

ない場合には、それにかわる手段で同じ権利を行使できるようにしなければい

けないのではないかというふうに考えております」。「厚生労働省としては、

児童相談所運営指針において、一時保護期間が長期化する子供については、特

段の配慮が必要であって、教育委員会等と連携協力を図って、就学機会の確保

に努める旨を定めて、都道府県等に示しているわけであります」。「昨年三月

に取りまとめられました新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会の

提言におきましては、一時保護期間中に子供が学校教育を受けられていないと

いうことから、通学時の送迎を保障するなどして、できる限り学校教育を受け

ることができるように尽力すべきである、そして、その際には、子供の学校生

活の連続性を保障するために、もともとの所属している学校への通学の可能性

をまず検討すべきである、こういった指摘がなされているわけであります」。

「こうした課題を含めて、一時保護のあり方につきましては、今後、厚生労働

省の新たな社会的養育の在り方に関する検討会、ここで検討することとしてお

りまして、その議論などを踏まえて、子供の権利擁護を図る観点から、御指摘

の点についても検討してまいりたいと考えているところでございます」。 

    ○ 吉田政府参考人 「児童福祉法第四十八条の規定によりまして、児童養護施

設等の長あるいは里親に対しましては、学校教育法に規定する保護者に準じて、

その施設に入所中または受託中の児童を就学させなければならないという明確

な規定がある一方で、児童保護所については当該規定の適用になってございま

せん」。「私ども、今回いろいろと改めて整理をさせていただきました。私ど

もの考えといたしましては、一時保護所の目的あるいは一時保護所という性格

づけを踏まえてということでございますけれども、児童相談所が行う一時保護
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があるため、即時抗告が行われる場合を想定しているところでございます｣(14)。 

    ● 児相と裁判所との連携（山本） 

    ○ 最高裁判所長官代理者（村田斉志君） 「今回の改正法案が成立した場合に、

家庭裁判所と児童相談所の連携が一層重要になるということはそのとおりであ

ろうかと思っております」。「各家庭裁判所におきましては、……各地の実情

に応じて児童相談所を含む関係機関との協議会を開催しております。これは年

一回に限っているものではございませんで、各裁判所の判断で年一回から数回

開催するということも地域によっては行っております」。「また、こうした正

式な協議会というもののほかにも、必要に応じて、家庭裁判所調査官を窓口と

して、児童相談所との間で極めて実務的な意見交換を行っている例も少なくな

いというふうに承知をしているところでございます」。「最高裁といたしまし

ては、今後とも、このような取組を通じて、家庭裁判所と児童相談所との連携

が十分に図られるよう、必要な支援をしてまいりたいと考えております｣(15)。 

    ● 一時保護所の配置基準（堀内（照）） 

    ○ 塩崎国務大臣 「児童相談所の一時保護所において、子供が適切なる処遇を

受けて、そして子供の心に寄り添う支援を行うことができるようにするために

は、保育士であったり、あるいは心理担当職員であったり、さまざまな専門職

の配置が必要ではないかというふうに思います。場合によっては、看護師さん

のような医療がわかった人がいる方が便利なときもあるかもわからない」。

「一時保護所にこうした職員を配置するための財政支援を厚労省として行って

いるわけでありまして、今、児童相談所一カ所当たりの人件費として、保育士

一人、それから心理担当職員一人、主任児童指導員一人、調理員一人、こうい

うことを定めているわけであります」。「一時保護所における職員の配置基準

につきましては、現行、児童養護施設の基準を、これも準用する形で定められ

ておりますが、今後、先ほど来出ている新たな社会的養育の在り方に関する検

討会において、一時保護のあり方について検討もしていただくということに

なっていますので、その中で、専門職の位置づけを含めて、一時保護所の職員

の配置基準についてもしっかり検討してまいりたいというふうに思います｣(16)。 

                                                                                 

(14) 第193回国会参議院厚生労働委員会会議録第24号８頁（平成29年６月13日）。 

(15) 第193回国会参議院厚生労働委員会会議録第24号27頁（平成29年６月13日）。 

(16) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号27頁（平成29年５月26日）。 
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    ● 一時保護と通学（大西（健）） 

    ○ 塩崎国務大臣 「去年の児童福祉法の改正で、第一条に、『全て児童は、児

童の権利に関する条約の精神にのつとり、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その他福祉を等しく保障される権利を有する。』

と。子供の権利として、健全な養育を受ける、心身の健やかな成長及び発達並

びにその自立を図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有すると

いうことでありますから、教育も、当然のことながらその中に含まれているわ

けで、当然の権利として子供さんは、教育、学校に行く、あるいは学校に行け

ない場合には、それにかわる手段で同じ権利を行使できるようにしなければい

けないのではないかというふうに考えております」。「厚生労働省としては、

児童相談所運営指針において、一時保護期間が長期化する子供については、特

段の配慮が必要であって、教育委員会等と連携協力を図って、就学機会の確保

に努める旨を定めて、都道府県等に示しているわけであります」。「昨年三月

に取りまとめられました新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会の

提言におきましては、一時保護期間中に子供が学校教育を受けられていないと

いうことから、通学時の送迎を保障するなどして、できる限り学校教育を受け

ることができるように尽力すべきである、そして、その際には、子供の学校生

活の連続性を保障するために、もともとの所属している学校への通学の可能性

をまず検討すべきである、こういった指摘がなされているわけであります」。

「こうした課題を含めて、一時保護のあり方につきましては、今後、厚生労働

省の新たな社会的養育の在り方に関する検討会、ここで検討することとしてお

りまして、その議論などを踏まえて、子供の権利擁護を図る観点から、御指摘

の点についても検討してまいりたいと考えているところでございます」。 

    ○ 吉田政府参考人 「児童福祉法第四十八条の規定によりまして、児童養護施

設等の長あるいは里親に対しましては、学校教育法に規定する保護者に準じて、

その施設に入所中または受託中の児童を就学させなければならないという明確

な規定がある一方で、児童保護所については当該規定の適用になってございま

せん」。「私ども、今回いろいろと改めて整理をさせていただきました。私ど

もの考えといたしましては、一時保護所の目的あるいは一時保護所という性格

づけを踏まえてということでございますけれども、児童相談所が行う一時保護
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の、子供の安全確保、心身の状況、その置かれている環境等を適切に把握する

ために行う一時的かつ限定的なものとしての位置づけということからいたしま

すと、子供の安全確保あるいは心身の安定のためには、外部との通信手段をあ

る程度遮断することなど一定のルールを設けることが許容されるのではないか

という整理かと思います」。「もちろん、一方で、御指摘いただいております

ように、一時保護されているお子さんにも子供の権利というものは可能な限り

擁護される必要があるというふうに考えておりまして、私ども、子供の個々の

学力に応じた学習支援というものにこれまで取り組み、教員ＯＢの方など学習

指導協力員の配置などを進めることによって、学習の機会の確保にはこれまで

図らせていただいております｣(17)。 

    ● 接近禁止命令の拡大（山下） 

    ○ 吉田政府参考人 「今回の改正案に盛り込ませていただきました接近禁止命

令の拡大につきましては、まさに、通告件数のふえている児童相談所、現場の

方々の御意見を踏まえて対応させていただいております」。「全国の児童相談

所からの調査をさせていただきましたところ、今回の拡大による活用機会ケー

スというので、例えばでございますけれども、性的虐待を受けたお子さんを一

時保護して高校に通学させていたけれども、虐待を行った保護者自身が学校に

あらわれて接触を持つおそれがある事例に対応していきたい、あるいは、父親

が身体的虐待を行って逮捕、勾留されていたというケースで、お子さんが母親

の同意を得て施設に入っていた、それで、お父さんが出所後に当該施設にあら

われて子供たちにつきまとったりするおそれがあるケース、あるいは、一時保

護中にお子さんを病院に受診させたいということがあるんだけれども、保護者

などにより連れ去りのおそれがあるようなケースに対して何とかできないかと

いうような声、また、今回の拡大により対応したいということを私ども考えさ

せていただいております」。 

    ○ 吉田政府参考人 「今回提案させていただいている内容につきましては、接

近禁止命令の主体は行政とさせていただきながら、その対象は一時保護や同意

入所の場合への拡大までということで提案をさせていただいております」。

「御指摘いただいておりますように、親族宅に子供がいるというようなケース

                                                                                 

(17) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号15頁（平成29年５月26日）。 
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につきましては、確かに、虐待を行った保護者によるつきまといなどによる児

童の安全が確保できない場合ということもあろうかと思います」。「その場合、

児相がきっちりかかわることが必要であります。その際には、必要に応じて、

当該親族、親族に対しての一時保護の委託という形をとって、その上で接近禁

止命令を行うというようなケースもあり得るかなと思っておりますが、いろい

ろなケースの中、適正手続という観点、あるいは現場の必要性の中、いろいろ

な手続の活用について、私どもも整理をさせていただき、現場とも意見交換を

し、適切にお子さんの保護を図れるように取り組んでまいりたいと思っており

ます｣(18)。 

    ● 歯科医師、助産師、看護師の追加規定の趣旨（河野（正）） 

    ○ 吉田政府参考人 「児童虐待防止法第五条におきましては、児童虐待の早期

発見に係る責務を有する者ということで、例示として医師、保健師等が示され

てございます」。「その上で、昨年の児童福祉法改正案の国会審議などにおき

まして、同様に子の虐待の早期発見に非常に重要な役割を果たしておられる方

の中の例示として、歯科医師も追加すべきではないかという御意見もあったと

ころでございます」。「こういう御指摘なども踏まえまして、私ども、今般の

改正に当たりましては、医療関係職種、例示ではございますが改めて整理をし

て、歯科医師などなど、保健師、助産師、看護師をあわせて例示に追加すると

いう規定の整備をさせていただいております｣(19)。 

    ● 附則：検討規定について（河野（正）） 

    ○ 塩崎国務大臣 「今回の改正法案では、家庭裁判所の関与のもとでの要保護

児童を適切に保護するための措置の実施状況などを踏まえて、今回の改正事項

について、施行後三年をめどとして検討を行う旨の規定を設けているわけであ

りますが、今回のこの規定に基づきまして、裁判所による保護者指導の勧告に

ついても、その施行状況をよく踏まえて、制度の見直しが将来的に必要かどう

かということを検討することとしているわけで、当然、先ほど来もお話が出て

いるように、家裁としても、初めてこういうものを正式に、言ってみれば在宅

保護者指導のもとになる勧告、通知を行っていただけるわけで、一義的に児童

相談所が対応するにせよ、それぞれ人材育成をもう一回やり直さなきゃいけな

                                                                                 

(18) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号13頁（平成29年５月26日）。 

(19) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号30頁（平成29年５月26日）。 
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の、子供の安全確保、心身の状況、その置かれている環境等を適切に把握する

ために行う一時的かつ限定的なものとしての位置づけということからいたしま

すと、子供の安全確保あるいは心身の安定のためには、外部との通信手段をあ

る程度遮断することなど一定のルールを設けることが許容されるのではないか

という整理かと思います」。「もちろん、一方で、御指摘いただいております

ように、一時保護されているお子さんにも子供の権利というものは可能な限り

擁護される必要があるというふうに考えておりまして、私ども、子供の個々の

学力に応じた学習支援というものにこれまで取り組み、教員ＯＢの方など学習

指導協力員の配置などを進めることによって、学習の機会の確保にはこれまで

図らせていただいております｣(17)。 

    ● 接近禁止命令の拡大（山下） 

    ○ 吉田政府参考人 「今回の改正案に盛り込ませていただきました接近禁止命

令の拡大につきましては、まさに、通告件数のふえている児童相談所、現場の

方々の御意見を踏まえて対応させていただいております」。「全国の児童相談

所からの調査をさせていただきましたところ、今回の拡大による活用機会ケー

スというので、例えばでございますけれども、性的虐待を受けたお子さんを一

時保護して高校に通学させていたけれども、虐待を行った保護者自身が学校に

あらわれて接触を持つおそれがある事例に対応していきたい、あるいは、父親

が身体的虐待を行って逮捕、勾留されていたというケースで、お子さんが母親

の同意を得て施設に入っていた、それで、お父さんが出所後に当該施設にあら

われて子供たちにつきまとったりするおそれがあるケース、あるいは、一時保

護中にお子さんを病院に受診させたいということがあるんだけれども、保護者

などにより連れ去りのおそれがあるようなケースに対して何とかできないかと

いうような声、また、今回の拡大により対応したいということを私ども考えさ

せていただいております」。 

    ○ 吉田政府参考人 「今回提案させていただいている内容につきましては、接

近禁止命令の主体は行政とさせていただきながら、その対象は一時保護や同意

入所の場合への拡大までということで提案をさせていただいております」。

「御指摘いただいておりますように、親族宅に子供がいるというようなケース

                                                                                 

(17) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号15頁（平成29年５月26日）。 
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につきましては、確かに、虐待を行った保護者によるつきまといなどによる児

童の安全が確保できない場合ということもあろうかと思います」。「その場合、

児相がきっちりかかわることが必要であります。その際には、必要に応じて、

当該親族、親族に対しての一時保護の委託という形をとって、その上で接近禁

止命令を行うというようなケースもあり得るかなと思っておりますが、いろい

ろなケースの中、適正手続という観点、あるいは現場の必要性の中、いろいろ

な手続の活用について、私どもも整理をさせていただき、現場とも意見交換を

し、適切にお子さんの保護を図れるように取り組んでまいりたいと思っており

ます｣(18)。 

    ● 歯科医師、助産師、看護師の追加規定の趣旨（河野（正）） 

    ○ 吉田政府参考人 「児童虐待防止法第五条におきましては、児童虐待の早期

発見に係る責務を有する者ということで、例示として医師、保健師等が示され

てございます」。「その上で、昨年の児童福祉法改正案の国会審議などにおき

まして、同様に子の虐待の早期発見に非常に重要な役割を果たしておられる方

の中の例示として、歯科医師も追加すべきではないかという御意見もあったと

ころでございます」。「こういう御指摘なども踏まえまして、私ども、今般の

改正に当たりましては、医療関係職種、例示ではございますが改めて整理をし

て、歯科医師などなど、保健師、助産師、看護師をあわせて例示に追加すると

いう規定の整備をさせていただいております｣(19)。 

    ● 附則：検討規定について（河野（正）） 

    ○ 塩崎国務大臣 「今回の改正法案では、家庭裁判所の関与のもとでの要保護

児童を適切に保護するための措置の実施状況などを踏まえて、今回の改正事項

について、施行後三年をめどとして検討を行う旨の規定を設けているわけであ

りますが、今回のこの規定に基づきまして、裁判所による保護者指導の勧告に

ついても、その施行状況をよく踏まえて、制度の見直しが将来的に必要かどう

かということを検討することとしているわけで、当然、先ほど来もお話が出て

いるように、家裁としても、初めてこういうものを正式に、言ってみれば在宅

保護者指導のもとになる勧告、通知を行っていただけるわけで、一義的に児童

相談所が対応するにせよ、それぞれ人材育成をもう一回やり直さなきゃいけな

                                                                                 

(18) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号13頁（平成29年５月26日）。 

(19) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号30頁（平成29年５月26日）。 
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いぐらい、体制強化をしなければいけないんだろうというふうに思います」。

「運用状況の検証に当たりましては、この仕組みが子供の健やかな成長、発達

に資するものとなっているかどうかという視点も重要であると思いますので、

そうした視点を持ちながら、しっかりと施行状況を把握した上で、今回、三年

後の見直しというものを入れております……｣(20)。 

 

(３) 附帯決議 

   衆議院厚生労働委員会附帯決議 

   児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附

帯決議 

   政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ず

るべきである。 

  一 家庭裁判所の研修内容に、子どもの権利や児童福祉についてのソーシャルワーク

の研修を組み込む等、人材育成に努めること。 

  二 一時保護所においては、多様な背景を持つ児童の心の安定が保たれ、プライバ

シーに関して十分な配慮が払われるよう、個室化等の環境の改善を図ること。また、

一時保護所への入所時における教育を受ける権利の保障、教員等の配置を充実させ

ること。 

  三 より適切な一時保護の在り方として、里親や民間ＮＰＯ等への一時保護委託の活

用を進めること。 

  四 親子の再統合を支援するため、児童相談所の体制整備を進めるとともに、保護者

に対するカウンセリング、依存症等の必要な治療、家庭内の子どもに係る衣食住を

含む日常生活についての指導など、養育環境の計画的な改善を図ること。 

  五 ＤＶ被害者が子どもを連れて婦人相談所に来た場合は、子どもに対する直接的な

虐待がないとされる場合も面前ＤＶの疑いについて児童相談所に連絡し、その後の

対応について、一時保護委託先として取り扱うことも含めて検討し、連携を図るこ

と。 

  六 虐待死の防止に資するよう、あらゆる子どもの死亡事例について死因を究明する

チャイルド・デス・レビュー制度の導入を検討すること。 

                                                                                 

(20) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号32頁（平成29年５月26日）。 
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  七 児童心理治療施設については、各都道府県一施設を早期に実現するとともに、児

童の良好な成育環境を提供できる人材の育成と専門職の確保に努めること。 

  八 児童相談所、婦人保護施設、ＮＰＯ等の支援団体等が相互に連携する体制につい

て検討を加え、適切な措置を講じること。 

  九 予期せぬ妊娠をした妊婦や養育困難と見込まれる妊婦に対する支援については、

妊娠中から特別養子縁組も視野に入れて児童相談所や民間団体との連携を深めるこ

と。 

  十 児童虐待対応が必要な家庭に関する情報について、児童相談所と警察や医療機関

等が全件共有できるよう必要な検討を行うとともに、転居時の対応や今後の政策立

案にも活用すること。 

  以上 

 

   参議院厚生労働委員会附帯決議 

   児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附

帯決議 

   政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべ

きである。 

  一、家庭裁判所の研修内容に、子どもの権利や児童福祉についてのソーシャルワーク

の研修を組み込む等、人材育成に努めるとともに、業務量の増加に対応できるよう

家庭裁判所の人員を含めた体制強化に努めること。 

  二、児童の社会的養護については、障害等のある児童が増加している状況を踏まえ、

職員の研修など支援のための取組を強化すること。また、性的マイノリティーの入

所者の存在を考慮し、適切な対応について研究を進めること。 

  三、一時保護所においては、多様な背景を持つ子どもの心の安定が保たれ、プライバ

シーに関して十分な配慮が払われるよう、個室化等の環境の改善を図るとともに、

入所時における教育を受ける権利の保障、教員等の配置を充実させること。また、

在所日数など、各都道府県等における一時保護所の実態について継続的に調査を行

い公表するとともに、里親や民間ＮＰＯ等への一時保護委託の活用を進めること。 

  四、児童虐待の発生予防・早期発見が重要であることに鑑み、乳幼児健康診査等にお

ける医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師や児童の福祉に関係のある者が、相

互に連携を図りながら、より一層協力できるよう支援すること。 
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いぐらい、体制強化をしなければいけないんだろうというふうに思います」。

「運用状況の検証に当たりましては、この仕組みが子供の健やかな成長、発達

に資するものとなっているかどうかという視点も重要であると思いますので、

そうした視点を持ちながら、しっかりと施行状況を把握した上で、今回、三年

後の見直しというものを入れております……｣(20)。 

 

(３) 附帯決議 

   衆議院厚生労働委員会附帯決議 

   児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附

帯決議 

   政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ず

るべきである。 

  一 家庭裁判所の研修内容に、子どもの権利や児童福祉についてのソーシャルワーク

の研修を組み込む等、人材育成に努めること。 

  二 一時保護所においては、多様な背景を持つ児童の心の安定が保たれ、プライバ

シーに関して十分な配慮が払われるよう、個室化等の環境の改善を図ること。また、

一時保護所への入所時における教育を受ける権利の保障、教員等の配置を充実させ

ること。 

  三 より適切な一時保護の在り方として、里親や民間ＮＰＯ等への一時保護委託の活

用を進めること。 

  四 親子の再統合を支援するため、児童相談所の体制整備を進めるとともに、保護者

に対するカウンセリング、依存症等の必要な治療、家庭内の子どもに係る衣食住を

含む日常生活についての指導など、養育環境の計画的な改善を図ること。 

  五 ＤＶ被害者が子どもを連れて婦人相談所に来た場合は、子どもに対する直接的な

虐待がないとされる場合も面前ＤＶの疑いについて児童相談所に連絡し、その後の

対応について、一時保護委託先として取り扱うことも含めて検討し、連携を図るこ

と。 

  六 虐待死の防止に資するよう、あらゆる子どもの死亡事例について死因を究明する

チャイルド・デス・レビュー制度の導入を検討すること。 

                                                                                 

(20) 第193回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号32頁（平成29年５月26日）。 
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  七 児童心理治療施設については、各都道府県一施設を早期に実現するとともに、児

童の良好な成育環境を提供できる人材の育成と専門職の確保に努めること。 

  八 児童相談所、婦人保護施設、ＮＰＯ等の支援団体等が相互に連携する体制につい

て検討を加え、適切な措置を講じること。 

  九 予期せぬ妊娠をした妊婦や養育困難と見込まれる妊婦に対する支援については、

妊娠中から特別養子縁組も視野に入れて児童相談所や民間団体との連携を深めるこ

と。 

  十 児童虐待対応が必要な家庭に関する情報について、児童相談所と警察や医療機関

等が全件共有できるよう必要な検討を行うとともに、転居時の対応や今後の政策立

案にも活用すること。 

  以上 

 

   参議院厚生労働委員会附帯決議 

   児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附

帯決議 

   政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべ

きである。 

  一、家庭裁判所の研修内容に、子どもの権利や児童福祉についてのソーシャルワーク

の研修を組み込む等、人材育成に努めるとともに、業務量の増加に対応できるよう

家庭裁判所の人員を含めた体制強化に努めること。 

  二、児童の社会的養護については、障害等のある児童が増加している状況を踏まえ、

職員の研修など支援のための取組を強化すること。また、性的マイノリティーの入

所者の存在を考慮し、適切な対応について研究を進めること。 

  三、一時保護所においては、多様な背景を持つ子どもの心の安定が保たれ、プライバ

シーに関して十分な配慮が払われるよう、個室化等の環境の改善を図るとともに、

入所時における教育を受ける権利の保障、教員等の配置を充実させること。また、

在所日数など、各都道府県等における一時保護所の実態について継続的に調査を行

い公表するとともに、里親や民間ＮＰＯ等への一時保護委託の活用を進めること。 

  四、児童虐待の発生予防・早期発見が重要であることに鑑み、乳幼児健康診査等にお

ける医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師や児童の福祉に関係のある者が、相

互に連携を図りながら、より一層協力できるよう支援すること。 
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  五、子どもに対して永続的な家庭を保障することの重要性に鑑み、特別養子縁組の利

用拡大のための制度的枠組みについて速やかに検討を加え、その結果を踏まえ、必

要な法的措置を講ずること。 

  六、予期せぬ妊娠をした妊婦や養育困難と見込まれる妊婦に対する支援については、

妊娠中から特別養子縁組も視野に入れて児童相談所や民間団体との連携を深めるこ

と。また、妊娠を他者に知られたくない女性に対する相談支援の方策について検討

すること。 

  七、親子の再統合を支援するため、児童相談所の体制整備を進めるとともに、保護者

に対するカウンセリング、依存症等の必要な治療、家庭内の子どもに係る衣食住を

含む日常生活についての指導など、養育環境の計画的な改善を図ること。 

  八、ＤＶ被害者が子どもを連れて婦人相談所に来た場合は、子どもに対する直接的な

虐待がないとされる場合も面前ＤＶの疑いについて児童相談所に連絡し、その後の

対応について、一時保護委託先として取り扱うことも含めて検討し、連携を図るこ

と。 

  九、児童心理治療施設については、各都道府県一施設を早期に実現するとともに、子

どもの良好な成育環境を提供できる人材の育成と専門職の確保に努めること。 

  十、児童相談所、婦人保護施設、ＮＰＯ等の支援団体等が相互に連携する体制につい

て検討を加え、適切な措置を講ずること。 

  右決議する。 

 

 

 6. 法改正の意義と課題 
 

 以下、地方自治との関係で主要と思われる論点に限定して検討を進める。なお、改正法

だけでは全体像がつかみづらいため、2016年改正法の主要部分を含めて言及する。 

 本改正法では、里親委託・施設入所の措置の承認の申立てがあった場合に、家庭裁判所

が都道府県に対して保護者指導を勧告することができることとする等、児童虐待の防止等

に向けて2016年改正時には留保された裁判所の関与の強化とともに、2016年改正時に国会

で児相所長から児童虐待に関する資料・情報等の提供の要求対象者の例示として医師・児
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童福祉施設職員等に加え、歯科医師､保健師､助産師､看護師も明示されることとされた(21)。 

 2016年改正法では、①子どもの権利の位置付けを明確化、②家庭支援の強化、すなわち

子ども虐待の予防的観点の明確化、③国・都道府県・市区町村の責任と役割の明確化、④

基礎自治体（市区町村）の基盤強化と地域における支援機能の拡大、児童虐待対策を推進

するための児相強化、⑤強制的な権限ではない部分での各関係機関の役割の明確化と機能

強化、⑥継続的な支援と自立の保障、⑦司法関与と法的・制度的枠組みの強化、そして、

⑧職員の専門性の確保・向上と配置数の増加（専門職の配置とともに、法的問題への対処

のため弁護士又はそれに準ずるものの配置の義務付け）が「社会保障審議会児童部会 新

たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告（提言）」の取りまとめ（2016（平

成28）年３月10日）で示されたうち、主に⑦が検討課題として残され、今回の改正法に

至ったものである(22)。また、2016年改正法案審査にあたって参議院厚生労働委員会にお

ける附帯決議では、「子どもの権利擁護に係る第三者機関の設置を含めた実効的な方策を

検討すること」、「一時保護については、子どもを取り巻く背景が様々であることに配慮

し、個別の事情に応じた一時保護の在り方について検討するとともに、一時保護所の適切

な運営を確保するために必要な措置を講ずること」などが指摘されており、改正法では、

この点への対応も含まれているものと考えられる。 

 本改正法では、司法関与が注目されるが、その主たる理由は、手続における公正・権利

保障の確保という側面と、ある意味で裁判所という第三者機関を介した虐待防止対策の実

効性の向上にあるといえる。その一方、本改正前、２か月を超えて一時保護を継続する場

合には都道府県児童福祉審議会に諮ることとされていたが、それが家庭裁判所の承認を得

ることに変更された。児童福祉審議会は、児相による対応の専門性の向上と客観性の確保

を目的に1997（平成９）年の児童福祉法改正で導入されたものである。本改正後において

も、一時保護について児相と保護者等の意見が大きく対立している場合、都道府県児童福 

  

                                                                                 

(21) 谷嶋弘修「虐待を受けている児童等の保護についての司法関与の強化等を推進：児童福祉法

及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律（平成29年法律第69号）平29・６・

21公布 公布後１年以内施行」時の法令2040号４頁（2017年）、橋本捷太「児童福祉法及び児

童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律 平成29年６月21日法律第69号」法令解説

資料総覧433号28頁（2018年）。 

(22) 以上の2016年改正法については、拙稿「児童福祉法等の改正について」自治総研463号79頁

以下（2017年）参照。 
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  五、子どもに対して永続的な家庭を保障することの重要性に鑑み、特別養子縁組の利

用拡大のための制度的枠組みについて速やかに検討を加え、その結果を踏まえ、必

要な法的措置を講ずること。 
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と。また、妊娠を他者に知られたくない女性に対する相談支援の方策について検討
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含む日常生活についての指導など、養育環境の計画的な改善を図ること。 

  八、ＤＶ被害者が子どもを連れて婦人相談所に来た場合は、子どもに対する直接的な

虐待がないとされる場合も面前ＤＶの疑いについて児童相談所に連絡し、その後の

対応について、一時保護委託先として取り扱うことも含めて検討し、連携を図るこ

と。 

  九、児童心理治療施設については、各都道府県一施設を早期に実現するとともに、子

どもの良好な成育環境を提供できる人材の育成と専門職の確保に努めること。 

  十、児童相談所、婦人保護施設、ＮＰＯ等の支援団体等が相互に連携する体制につい

て検討を加え、適切な措置を講ずること。 

  右決議する。 
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 本改正法では、里親委託・施設入所の措置の承認の申立てがあった場合に、家庭裁判所

が都道府県に対して保護者指導を勧告することができることとする等、児童虐待の防止等

に向けて2016年改正時には留保された裁判所の関与の強化とともに、2016年改正時に国会
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童福祉施設職員等に加え、歯科医師､保健師､助産師､看護師も明示されることとされた(21)。 

 2016年改正法では、①子どもの権利の位置付けを明確化、②家庭支援の強化、すなわち

子ども虐待の予防的観点の明確化、③国・都道府県・市区町村の責任と役割の明確化、④

基礎自治体（市区町村）の基盤強化と地域における支援機能の拡大、児童虐待対策を推進

するための児相強化、⑤強制的な権限ではない部分での各関係機関の役割の明確化と機能

強化、⑥継続的な支援と自立の保障、⑦司法関与と法的・制度的枠組みの強化、そして、

⑧職員の専門性の確保・向上と配置数の増加（専門職の配置とともに、法的問題への対処

のため弁護士又はそれに準ずるものの配置の義務付け）が「社会保障審議会児童部会 新

たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告（提言）」の取りまとめ（2016（平

成28）年３月10日）で示されたうち、主に⑦が検討課題として残され、今回の改正法に

至ったものである(22)。また、2016年改正法案審査にあたって参議院厚生労働委員会にお

ける附帯決議では、「子どもの権利擁護に係る第三者機関の設置を含めた実効的な方策を

検討すること」、「一時保護については、子どもを取り巻く背景が様々であることに配慮

し、個別の事情に応じた一時保護の在り方について検討するとともに、一時保護所の適切

な運営を確保するために必要な措置を講ずること」などが指摘されており、改正法では、

この点への対応も含まれているものと考えられる。 

 本改正法では、司法関与が注目されるが、その主たる理由は、手続における公正・権利

保障の確保という側面と、ある意味で裁判所という第三者機関を介した虐待防止対策の実

効性の向上にあるといえる。その一方、本改正前、２か月を超えて一時保護を継続する場

合には都道府県児童福祉審議会に諮ることとされていたが、それが家庭裁判所の承認を得

ることに変更された。児童福祉審議会は、児相による対応の専門性の向上と客観性の確保

を目的に1997（平成９）年の児童福祉法改正で導入されたものである。本改正後において

も、一時保護について児相と保護者等の意見が大きく対立している場合、都道府県児童福 

  

                                                                                 

(21) 谷嶋弘修「虐待を受けている児童等の保護についての司法関与の強化等を推進：児童福祉法

及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律（平成29年法律第69号）平29・６・

21公布 公布後１年以内施行」時の法令2040号４頁（2017年）、橋本捷太「児童福祉法及び児

童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律 平成29年６月21日法律第69号」法令解説

資料総覧433号28頁（2018年）。 

(22) 以上の2016年改正法については、拙稿「児童福祉法等の改正について」自治総研463号79頁

以下（2017年）参照。 
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祉審議会に意見聴取することの有用性が否定されたわけではない(23)。今回の一連の法改

正では、児相自身の体制強化の一方で、この審議会の位置づけが明確ではなかったように

思われる。 

 さらに、2016年改正を受け、子どもの権利保障のあり方と関連して、児相と家庭裁判所

の関係の整理、専門性の向上と支援体制の整備、一時保護における家庭裁判所の関与のあ

り方やその法的評価方法（審査方法・基準など）などはさらに今後の検討課題として残る

ものと思われる。 

 なお、改正法を受けて、児童相談所運営指針（地方自治法245条の４第１項の規定に基

づく技術的助言）も、裁判所に向けた対応など具体的に改正されている（都道府県知事・

指定都市市長・児童相談所設置市市長宛 厚生労働省子ども家庭局長「児童相談所運営指

針の改正について」（2018（平成30）年１月12日、子発0112第１号））。 

（しもやま けんじ 名古屋大学大学院法学研究科教授） 

 

                                                                                 

(23) 「児童相談所運営指針」（子発0330第５号平成30年３月30日）第３章７節２「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事例について」(３)エを参照。 
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