児童虐待
対応マニュアル

みんなで守ろう子どもの権利
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近年、少子高齢化が進み、子どもたちの存在は、これからのまちづくりにかけ
がえのないものであり、地域の大切な宝です。平成２８年の児童福祉法の改正
により、全ての児童は適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障
される権利を有し、また、児童を中心に位置付けて、国・地方公共団体、保護
者や周りの方々が支えるという形で、その福祉が保障される旨が明記されまし
た。
しかしながら、残念なことに子どもたちに対する虐待が後を絶たない状況と
なっており、虐待により子どもが命を落とす痛ましい事件も起こっています。
子どもたちは、直接訴えることはなくても、関わる中でさまざまなサインを
送っています。この無言のサインに気づいてあげることが重要となります。
音更町と音更町要保護児童対策地域協議会ではこの度、児童虐待の未然防止、
発生時の迅速かつ的確な対応及び支援のため、児童虐待対応マニュアルを作成
しました。関係機関の皆様にご一読いただき、本マニュアルをご活用いただけ
ればと思います。
関係機関の皆様には、子どもたちが安心・安全に暮らせる地域を一緒に作り
上げるため、今後の更なる連携強化をお願い申し上げます。

令和３年２月
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第１章
１

児童虐待の基本理解

児童虐待とは

（１）児童虐待のとらえ方
児童虐待は、保護者（親権を行う者、未成年後見人やその他の者で、児童を現に監護・保護
するものをいいます。以下同じです。）が、子どもに対して身体的に危害を加えたり、適切な
保護や養育を行わないことなどによって、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達に大き
な影響を与えることは、子どもに対する最も重大な権利侵害です。虐待は力の差がある中で起
きる人権侵害であり、その対応に際しては、こうした認識に立ち、「子どもの権利擁護」を図
るよう努めることが求められます。
虐待であるかどうかは保護者の意図ではなく、子どもにとって有害かどうかで判断しなけれ
ばなりません。たとえ保護者がその子をかわいいと思い、しつけているつもりであっても、子
どもにとって有害な行為であれば、虐待となります。

（２）児童虐待の定義
児童虐待の防止等に関する法律（以下、「法」といいます。）の第２条で、「児童虐待」は、
保護者がその監護する児童（１８歳に満たない者をいいます。以下同じです。）に対し、次の
４つの行為をすることと定義しています。
① 身体的虐待

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 性的虐待

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 ネグレクト

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②又は④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 心理的虐待

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

令和２年７月に音更町子ども家庭総合支援拠点を設置しました。
音更町では、心身ともに健やかな子どもの成長を支援するため、子育てに関する相談を受
け、必要な情報提供や支援などを行う「音更町子ども家庭総合支援拠点」
（以下、
「支援拠点」
といいます。
）を子ども福祉課内に設置しました。
子育て中に起こる不安なことや疑問に感じたことなどの相談に応じるとともに、児童虐待

に関する通告・相談先になっています。
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（３）
（３）児童虐待の４つの類型
児童虐待の４つの類型
法で定義している
で定義している４つの類型に該当する児童
４つの類型に該当する児童
４つの類型に該当する児童虐待の具体的な行為は次のとおりです。
虐待の具体的な行為は次のとおりです。
虐待の具体的な行為は次のとおりです。これら
これら
は単独で起きるばかりではなく、重複していることが多く
は単独で起きるばかりではなく、重複していることが多く、厳密に分類することが難しい場合
、厳密に分類することが難しい場合
もあります。
身体的虐待

性的虐待

●殴る、蹴る、突き飛ばす
●殴る、蹴る、突き飛ばす、首を絞める
、首を絞める

●子どもへの性交や性的行為
子どもへの性交や性的行為

●たばこの火を押し付ける
たばこの火を押し付ける

●性器や性行為を子どもに見せる
性器や性行為を子どもに見せる

●冷水・
冷水・熱湯をかける
熱湯をかける

●ポルノグラフ
ポルノグラフィーの被写体にする
ポルノグラフィーの被写体にする

●戸外に締め出す
●閉じ込める、
込める、縛り付ける
縛り付ける

など
など

複合型
ネグレクト

心理的虐待

●遺棄、
遺棄、置き去り

●「おまえなんか生まれてこなければよかった」
「おまえなんか生まれてこなければよかった」、

●食事を与えない
食事を与えない

「死んだほうがいい」などの暴言

●汚れた衣類を着続けさせる
汚れた衣類を着続けさせる

●他のきょうだいと著しく差別的な扱いをする
他のきょうだいと著しく差別的な扱いをする

●登園、登校させない

●子どもを無視したり、拒否的な態度を示す
子どもを無視したり、拒否的な態度を示す

●病気でも受診させない

●子どもの目の前で家族に暴力をふるう
●子どもの目の前で家族に暴力をふるう

●同居人
同居人等の虐待行為を放置する
の虐待行為を放置する

など
など

≪パートナー
≪パートナー間の暴力
間の暴力や面前
面前ＤＶ≫
一般的に配偶者や恋人など親密な関係にあるパートナーから振るわれる暴力のこと
一般的に配偶者や恋人など親密な関係にあるパートナーから振るわれる暴力のことをドメス
ティック・バイオレンス（ＤＶ）とい
ティック・バイオレンス（ＤＶ）といいます。
暴力には、
暴力には、身体的、精神的、経済的、性的
身体的、精神的、経済的、性的
身体的、精神的、経済的、性的など、
、さまざまなものが
なものがあげられ
あげられ、長期間
長期間にわたっ
にわたっ
て継続することがあります。子どもの前で行われる
て継続することがあります。子どもの前で行われるものは「面前ＤＶ」
「面前ＤＶ」とい
といい、心理的
心理的虐待にあ
あ
たり
たり、子どもの心に深刻な影響を与えます。
、子どもの心に深刻な影響を与えます。
また、
また、DV 加害者の行為が子どもに向く可能性があるため、子どもの安全を念頭にした介入が
加害者の行為が子どもに向く可能性があるため、子どもの安全を念頭にした介入が
必要になります。

子どもの命を最優先に考え、行動しましょう！
家庭内で大人から子どもが暴力を受けたり、食事を与え
大人から子どもが暴力を受けたり、食事を与え
られないな
られないなど、虐待を受けているにも関わらず、その矛先
ど、虐待を受けているにも関わらず、その矛先
が自分に向くことをおそれ見て見ぬふりした結果、子ども
が自分に向くことをおそれ見て見ぬふりした結果、子ども
の命が奪われてしまう事件も起きています。
虐待を見て見ぬふりし、通告しないことは
虐待を見て見ぬふりし、通告しないことはネグレクト
ネグレクトに
あたり、その人自身も責任を問われることになります。
大切な子どもの命や安全を守れるのは大人だけだと
大切な子どもの命や安全を守れるのは大人だけだという
ことを
ことを理解し、行動しましょう。
理解し、行動しましょう。
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出典：一般社団法人日本ケアラー連盟「こんな人がヤングケアラーです」

家事や家族の世話
家事や家族の世話を行うことにより、
を行うことにより、子どもの健やかな成長や生活、
子どもの健やかな成長や生活、教育への妨げとなってい
る場合には、
る場合には、ネグレクト
ネグレクトや
や心理的虐待
心理的虐待にあたります。
ります。子ども自身は、ヤングケアラーであると
子ども自身は、ヤングケアラーであると
認識していることが少ないため、周りの大人が気づき、介入することが重要です。

しつけと体罰は何が違うの？～体罰によらない子育てのために～
しつけとは、子どもの人格や才能などを伸ばし、社会において自立した生活を送れるよう
にすることなどの目的から、子どもをサポートして社会性を育む行為です。子どもと向き合
い、社会生活をしていく上で必要なことを、しっかりと教えていくことも必要です。
ただし、たとえしつけのためだと保護者が思っても、身体に、何らかの苦痛を引き起こし、
または不快感を意図的にもたらす行為（罰）である場合は、どんな軽いものであっても体罰
または不快感を意図的にもたらす行為（罰）である場合は、どんな軽いものであっても体罰
に該当し法第１４条
に該当し法第１４条で禁止され
で禁止されています。
ます。
こんなことしていませんか？ これらは「体罰」に該当します。
・言葉で３回注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた
・大切なものをいたずらしたので、長時間正座させた
・友だちを殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った
・他人のものを取ったので、お尻を叩いた
・宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった
・掃除をしないので、雑巾を顔に押し付けた
※道に飛び出しそうな子どもの手をつかむといった子どもを保護するための行為などは該当しません。

このほか子どもの心を傷つける行為
このほか子どもの心を傷つける行為や体罰によらない子育てのポイントは、
や体罰によらない子育てのポイントは、厚生労働省「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～」
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～」
（右上ＱＲコード）をご
をご確
認ください。
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２

児童虐待に至るリスク要因
児童虐待が生じる家庭には、保護者の成育歴や夫婦関係、経済状況、子ども側の要因などさま
ざまです。
児童虐待が生じる家庭に多くみられる要因を知ることで、虐待の予防・早期発見にもつながりま
す。

保護者側の要因
●望まない妊娠
●保護者自身が被虐待の体験者
●育児に対する不安やストレス
●身体的・精神的疾患による問題
●元来性格が攻撃的・衝動的
など

家庭環境の要因

子ども側の要因
●未熟児、慢性疾患、多胎児
●発達の遅れ・偏り、障がい、
問題行動
●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
など

●経済的に不安な家庭
●未婚を含むひとり親家庭
●夫婦の不仲
●地域コミュニティの希薄化
●離婚・再婚による複雑な家庭環境
など

※これらは虐待した家庭環境に多く見られる要因であり、これらの要因が多いからといって、必ず虐待が発生する
ということではありません。

３

児童虐待の影響
児童虐待は、子どもに対する最も重大な権利侵害です。虐待を受けることで、子どもの心身の成
長や人格形成に重大な影響を与え、身体に重大な後遺症を残したり、重篤な場合には、死に至った
り、重い障がいが残ることがあります。また、子どもの心にも大きな傷が残ります。
虐待を受けていた期間や子どもの年齢、性格等によりさまざまですが、心身や情緒、行動や人格
形成などの発達に深刻な影響となって現れることがあります。
一方で、その後の適切な養育や周囲の人々の支援により、悪影響を回復することや課題を乗り越
えて成長することも報告されています。社会全体で子どもが安心できる環境を整え、早期に必要な
ケアを行うことが重要です。

身体への影響

知的発達への影響

●暴力などによる外傷・骨折、脳の障がいや火傷などの後遺症、
時には死亡や恒久的障がい
●栄養不足などによる低身長、低体重（発達遅滞）
●肥満、皮膚病、第二次性徴の遅れ など

●栄養不足、感覚刺激の不足による発達障がいや発達の遅れ
●知覚、記憶、思考などの機能にゆがみや遅れ など
精神・心理面への影響
●大人や他人に対する被害妄想（危害を加える人の認識）
●自尊心・自己評価の低下（自分はダメ・悪い人）
●他者認識、自己認識に歪み
●虐待体験によるトラウマ・心的外傷後ストレス障がい（PTSD）
●対人恐怖、情緒不安、抑うつ状態などの精神症状、心理反応
など

行動面への影響
●自分より弱い立場に、粗暴な言動
●身辺自立（食事、排泄）の遅れ（暴力に怯える）
●対人関係障がい（緊張、攻撃性、引きこもり）
●感情の押さえ込みからの大暴れ（パニック）
●自傷行為や食行動の異常（拒食、過食、偏食）
●万引き、薬物依存
●極端な人に対する甘え（追いすがり、寂しさ解消など） など

世代間連鎖
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●虐待を受けた子どもが大人になり、無意識のうちに自分の子に
対しても虐待を行う など

第２章

児童虐待の早期発見と対応

子どもを虐待から守るためには、その状況を早期に発見することが重要です。発見が遅れることで
深刻な状況になることも少なくありません。子どもや家族、家庭の様子に虐待を疑う状況があった場
合には、支援拠点又は児童相談所への通告・相談を検討してください。なお、通告を判断する際に参
考となるチェックリスト（１２～１４ページ）を掲載していますので、ご確認ください。

１

児童虐待の対応・支援

（１）発見したとき
① 通告義務と組織対応
・学校や保育園、病院など（以下、
「関係機関等」といいます。）は、虐待の早期発見に努め
なければならないこととされています（法第５条第１項）
。
・虐待を発見した人には通告の義務（法第６条第１項）があります。なお、通告後の調査で
虐待の事実はなかったとしても、責任を問われることはありません。
・虐待対応については、組織で行うことが重要です。まず、発見者は所属する組織の長（園
長、学校長など）に報告し、関係者で組織としての対応を協議してください。
② 虐待が疑われる場合の子どもへの関わり方
・子どもに話を聞くときには以下の点に気をつけてください。
１）子どもが安心して安全に話せる場所で聞いてください。
２）他の子どもに聞かれないよう配慮してください。
３）無理に聞き出そうとしたり、同じ質問を繰り返したり、問い詰めたりしないように注
意してください。
・基本的には通告受付票（１６ページ）の内容に沿って、質問してください。
・聞き取りは誘導にならないよう尋ねることが大切です。「お父さん（お母さん）に叩かれ
たんでしょ？」などの質問は事実をゆがめてしまうことも考えられます。可能なかぎり、
子ども自身の言葉を待ちましょう。また、子どもの表情などもよく観察してください。
・子どもから「誰にも言わないで」と言われたときには、「できない場合がある」ことを伝
え、「あなたを守るために専門機関に相談することがある」ことを伝えてください。
・複数の人が子どもに聞くことは避けてください。
※子どもが安心して話せる人が聞き、その情報を関係者で共有するようにします。
・性的虐待について、子どもから開示された場合には、それ以上は、子どもに質問を行わず
に支援拠点もしくは児童相談所にすぐ連絡してください。
③ 子どもに傷やあざが見られたら
・まず、子どもの傷やあざを心配する声かけ（「痛そうだね」など）が必要です。それから
事実を確認します。「どんなふうに、けがをしたの？」などと子どもに聞きながら、可能
な範囲で他の箇所（衣服で隠れている部分など）の確認をしてください。
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・傷やあざの確認は、
あざの確認は、発見初期に複数で行います。
あざの確認は、発見初期に複数で行います。虐待の証拠となることから、子どもに十
発見初期に複数で行います。虐待の証拠となることから、子どもに十
分説明した上で、写真撮影をしてください。
分説明した上で、写真撮影をしてください。また、スケッチや
スケッチやメモで傷の状況を詳細に記
メモで傷の状況を詳細に記
録にしてください（どのような傷・あざが、いつ、どの箇所にあったかを具体的に記録す
る）。
・虐待を発見した関係機関等では、
・虐待を発見した関係機関
は、事実を記録します。具体的には『「このケガどうし
「このケガどうしたの？」
たの？」
と尋ねたら、
「○○○」と答えた。』等、子どもの話した言葉及びその時の子どもの表情や
子どもの話した言葉及びその時の子どもの表情や
態度、傷の部位、程度などについて記録してください。
【虐待発見の
虐待発見のポイント】
ポイント】
ア

外傷の部位
不慮の事故による外傷は骨張っているところ、例えば、額・鼻・あご・ひじ・膝など脂
不慮の事故による外傷は骨張っているところ、例えば、額・鼻・あご・ひじ・膝など脂肪
肪

組織が少ない場所に生じやすく、児童虐待による外傷は臀部やふともも内側など脂肪組織が
豊富で柔らかいところ、首やわきの下
豊富で柔らかいところ、首やわきの下などの引っ込んでいるところなど隠れたところに起こ
などの引っ込んでいるところなど隠れたところに起こ
りやすくなります。
また、本人や保護者の受傷原因の説
また、本人や保護者の受傷原因の説明と矛盾する外傷は、身体的虐待を強く疑う必要があ
明と矛盾する外傷は、身体的虐待を強く疑う必要があ
ります。

＜事故でけがをしやすい部位＞

＜虐待によるけがが多い部位＞

イ 時間経過に伴うあざの色調変化

時間経過

あざの色調変化

受傷直後

赤みがかった青色

にもかけ離れているときには、
にもかけ離れているとき は、虐待を疑う必要が

１～５日後

黒っぽい青から紫色

あります。

５～７日後

緑色

７～１０日後

緑がかった黄色

１０日以上

黄色っぽい茶色

２～４週間

消退

外傷の発生時期の説明が右記の目安とあまり
外傷の発生時期の説明が右記の目安とあまり

④ 関係機関等
等における保護者への対応の仕方
における保護者への対応の仕方
・子どもと保護者の説明を照らし合わせ、内容が明らかに異なる場合や関係機関
・子どもと保護者の説明を照らし合わせ、内容が明らかに異なる場合や関係機関等
等に強い反発
に強い反発
が向けられる場合は、「虐待が疑われるときは、
「虐待が疑われるときは、音更町や児童相談所に通告しなければなら
町や児童相談所に通告しなければなら
ないことが法律で定められています。
ないことが法律で定められています。」と毅然とした態度で伝えてください。
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（２）対応の流れ
児童虐待が疑われる場合は、下記の図の流れになります。また、緊急度アセスメントシート
（１５ページ）を活用し、対応について判断することにしています。

発

見

※１２～１４ページのチェックリストを参照してください

緊急時

●関係機関から通告する時は、
子どもを下校、帰宅させない
でください。

生
命
に
危
険

【通告・相談】
音更町子ども家庭総合支援拠点
（子ども福祉課内）
℡ 0155（42）2111

帯広警察署
℡ 0155（25）0110
緊急は110番

受付時間 月～金 8：45～17：30

非該当

受理会議、安全確認
調査（原則24時間以内）

帯広児童相談所
℡ 0155（22）5100
受付時間 月～金 8：45～17：30

℡ 189（全国共通ダイヤル）
24時間・365日（通話料無料）

子どもと家庭の地域支援
音更町子ども家庭総合支援拠点
音更町要保護児童対策地域協議会
（事務局：子ども福祉課）
●関係機関等から情報収集
●関係機関への連絡
●関係機関の役割分担・情報共有
●ケース検討会議
●家庭訪問、来所相談

一時保護

家庭復帰

施設入所など
終結

チェックリスト（１２～１４ページ）を参考に、

虐待が疑われる場合には支援拠点もしくは児童相談所に連絡してください。
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（３）通告するとき
① 通告はためらわずに
・虐待が疑われる場合には、保護者に連絡する前に支援拠点もしくは児童相談所に連絡してく
ださい。通告はためらわず、通告をしなくても良い理由を探してはいけません。
・通告することを保護者に許可をとる必要はありません。関係機関等においては、「通告する
と保護者との関係が壊れてしまうのではないか」と心配されることもあると思いますが、子
どもの生命と安全の確保は、保護者との信頼関係や援助関係より優先されます。また、支援
拠点や児童相談所は、通告した者を特定させる情報を漏らしてはならないことになっていま
す。ただし、通告した機関が特定されてしまう場合があることは理解してください。
② 関係機関等からの通告は、組織の長が行う
関係機関等からの通告は、原則として組織の長（園長、学校長など）が行います。事情によ
りできない場合はどなたからの通告も受け付けます。通告の際は、通告受付票（１６ページ）
を参考に内容を伝えてください。

通告へのためらい
「 確 証 」 が な い こ とへ の 不 安

通告の実行性への不安

●疑いを大切に
・疑いをもつことが虐待発見の第一歩
・虐待の判断は通告を受けた機関が行う
●確証を求めない
・確証がなくても早期対応することで、
結果として子どもを守ることになる
●ひとりで抱え込まない
・関係者や知人に相談して判断する

●他人任せにしない
・通告後の子どもや保護者との関わりが大切
・サインを受け取ってくれた人こそが、子ども
にとっての「命の綱」
・専門機関と連携を図りながら、子どもを守る
努力を続ける

保 護 者 との 関 係 悪 化 へ の 不 安

子 ども へ の 被 害 増 大 へ の 不 安

●通告者は特定されない
・通告者について関係機関の職員等が
保護者に漏らすことはない
●最優先は子どもの安全と健全な成長
・児童の心と身体に大きな傷跡を残さない
●保護者も悩んでいる
・保護者の良き相談相手となる

●虐待は親子関係の不健全性
・虐待は保護者と児童の利害対立ではない
・通告後のよりきめ細かい観察と支援に
より、親子関係の改善をめざす
●通告は全ての人を救う
・通告は保護者と子どもの双方を救う行為

組織で対応すること、組織の長の判断が重要
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（４）受理会議、安全確認、調査について
① 受理会議について
支援拠点にて、通告・相談を受けると、子どもの置かれている状況について情報を収集し、
初期対応を協議するため、受理会議を開きます。会議では、子どもの安全確認方法について検
討し、児童相談所への通告送致（一時保護）の必要性について判断します。児童相談所への通
告送致が必要な場合には、児童相談所と連携し、対応を行います。
② 安全確認、調査について
通告のあったケースについて、全国ルールでは、原則４８時間以内に子どもの安全確認を行
うこととなっていますが、音更町では、支援拠点が原則２４時間以内に安全確認を行います。
なお、状況に応じて、関係機関等に安全確認の依頼をする場合もあります。安全確認と同時に、
関係機関等の協力を得て、面接や聞き取り、電話やその他の手段による調査を行います。
③ 個人情報の交換
法第６条では、虐待通告は守秘義務等に優先することが規定されていますので、通告の際に
個人情報を伝えることに問題はありません。また、子どもを支援するために必要な場合は、音
更町が設置している要保護児童対策地域協議会で、子どもや保護者の同意がなくても、個人情
報の交換が行えます。同時に、正当な理由なく秘密を漏らした場合は刑罰の対象となります。

※ 一時保護とは
単に生命の危機にとどまらず、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、
又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、原則２
か月まで一時保護所などに入所させることです。
一時保護中には、子どもの行動分析や医学診断、心理判定等を行い、援助方針を決
定します。援助方針によって、施設入所や里親委託、家庭復帰し地域で支援を続ける
こともあります。
一時保護に関する決定は児童相談所の権限において行われます。
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第３章

要保護児童対策地域協議会

児童虐待に携わる機関は、福祉、保健、医療、教育、警察など多岐にわたることから、適切な援助
を行うためには、関係機関
を行うためには、関係機関（要保護児童対策地域協議会を構成する機関
要保護児童対策地域協議会を構成する機関をいいます。以下同じです。
要保護児童対策地域協議会を構成する機関 をいいます。以下同じです。）
の連携・協力が不可欠です。それぞれの機関の役割を明確にし、お互いに理解しあいながら対応する
ことが重要になります。

１

要保護児童対策地域協議会とは

（１）設置の目的
設置の目的
虐待を受けている子ども等の早期発見や適切な保護や支援を図るためには、関係機関がその子
どもや保護者に関する情報や考え方を共有し、適切な
どもや保護者に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要です
方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要です
連携の下で対応していくことが重要です。
。
そこで、児童福祉法第２５条の２第１項の規定に基づき、
そこで、児童福祉法第２５条の２第１項の規定に基づき、音更
音更町では、
町では、
「音更町要保護児童対策
地域協議会」
（以下、「要対協」といいます
「要対協」といいます。）を設置し、
を設置し、子ども等に適切な支援を図るために
子ども等に適切な支援を図るために
子ども等に適切な支援を図るために関
関
係機関が
係機関が必要な情報の交換を行うとともに、支援の内容に関する協議を行い、適切な連携のもと
必要な情報の交換を行うとともに、支援の内容に関する協議を行い、適切な連携のもと
で対応しています。
音更町
要保護児童対策地域協議会
民生委員
民生委員・児童委員
児童委員

教育委員会
地域
近所
学校

家族・親族
家族
対象となる
となる

保育園 幼稚園

家庭

認定こども園
認定
園

地域団体

塾・習い
い事
人権擁護委員

児童通所施設
医療機関
児童相談所

警察

（２）対象となる子ども等
要保護児童

保護者の無い児童又は保護者に監護させることが不適当と認められる児童

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

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
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（３）要対協の構成
要対協は３つの会議体で構成され、その役割に応じ、要保護児童等に関わる情報交換や適切な
支援を図るための協議、関係機関の連携協力体制の推進、啓発活動を行っています。
なお、要対協は、構成する機関の中から、要保護児童等に対する支援の実施状況の把握や関係
機関との連絡調整を行う「要保護児童対策調整機関」を指定することとされており、音更町では、
「保健福祉部子ども福祉課」がその役割を担っています。

代表者会議
関係機関の代表者が出席し、要保護児童等の
支援に関する総合的な取組についての協議を
行い、活動状況の報告及び評価を行います。

実務者会議

ケース検討会議

関係機関の実務者が出席し、要保護児童等の

個別ケースに関わる実務担当者が出席し、支

実態及び支援状況の情報交換を行い、要保護

援経過の確認、今後の方向性や機関ごとの役

児童等に関する具体的施策の実施状況等につ

割分担を協議します。

いて協議します。

（４）構成員の守秘義務等について
要対協は、構成する関係機関に対して守秘義務を課すとともに（児童福祉法第２５条の５）、
要保護児童等に関する情報の交換や支援内容の協議を行うために必要があると認めるときは、関
係機関に対して資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができることと
なっています（児童福祉法第２５条の３）。要対協の虐待対応においては、子どもの安全が優先
され、守秘義務違反や個人情報保護法の法令違反とはなりません。
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第４章
１

資料編

関係様式

（１） チェックシート（通告を判断する際に参考となるポイント）
Ⅰ 虐待の対応が必要なもの
Ⅱ 虐待が疑われるもの
Ⅲ 虐待という視点で気をつけるもの

左記の３つに分類して、子どもや保護者、家
庭の注意すべき項目をあげています。また、そ
の他として虐待のリスクを高める要因項目もあ
げています。

状況
□保護を求めている

内容（具体例）
子ども自身が保護・救済を求めている

子ども の様 子

□生命の危険があるようなケガ
骨折、打撲傷、裂傷、火傷、出血など
（頭や顔のケガ、腹のケガなど）
新旧複数の傷やあざ、骨折、打撲、やけど

□自殺未遂

自殺を企てる、ほのめかす

□性的な被害

性交、性行為の強要、妊娠、性感染症罹患

□低栄養を疑わせる症状

低身長、低体重、衰弱している

□不自然な長期の欠席

長期間まったく確認できない状況にある

□生命の危険があるような
加害行為

差し迫った状況があり、子どもの緊急保護を求めてい
る
蹴る、殴る、乳幼児を強くゆする、首を絞める、戸外
放置、溺れさせる など

□虐待の認識、自覚がない

「しつけとして行っている」と主張し、罪悪感がない

□子どものけがの不自然な説明

けがの説明が不自然で一貫しない

□性的虐待

性的虐待を疑わせるような訴え

□子どもを放置

乳幼児だけを家に置き外出、車内に置き去りにする

□子どもを監禁

監禁、登校などを禁止する

□医療ネグレクト

必要な診察、治療を受けさせない

□養育拒否の言動

「殺してしまいそう」
「叩くのを止められない」
「死に
たい」などの訴え

□異常な音や声

助けを求める悲鳴や泣き声、叫び声が聞こえる

□家族状況を確認できない

家族の状況が全くわからない

□ライフラインの停止等

食事がとれない、電気、水道、ガスが止まっている

□子どもの保護を求める

保護者 の様 子

Ⅰ 虐待 の対応が 必 要なも の

□繰り返される不自然なケガ

家庭 の様 子

12

状況

内容（具体例）

子ども の様 子
保護者 の様 子

Ⅱ 虐待が 疑われるも の

家庭 の様 子

□繰り返される事故

不自然な事故が繰り返し起きている

□けがを隠そうとする

けがの理由の説明が不自然、脱衣を拒否する

□性的興味が強い

年齢に不相応な性的言動

□強い不安

衣類を着替える際など異常な不安を見せる

□異常な食欲

給食などをむさぼるように食べる、際限なくおかわり
する

□治癒しないけが、虫歯

治療をしていないため治癒しない、治癒が不自然に

□恒常的な不衛生

不潔な衣類、異臭、季節にそぐわない服装

□保護者への拒否感

おそれ、おびえ、不安を示すような態度

□抑制的な行動が強い

無表情、凍りつくような凝視

□過去の介入歴

複数の通告、相談歴、一時保護歴など

□偏った養育方針

体罰を正当化するような訴え

□必要な支援の拒否

保護者自身が必要な治療や支援を受けたがらない

□子どもへの過度な要求

理想の押しつけ、年齢不相応な要求

□育児への拒否的な言動

「かわいくない」「憎い」など差別的な言動

□ＤＶ・面前ＤＶがある

日常的にパートナー間の口論やＤＶがある

□子どもへの愚弄

繰り返し自分の子どもを愚弄する

□きょうだいとの差別

きょうだい間の差別的な言動がある

□経済的な困窮

教材費などの滞納、頻繁な借金の取り立て

□不衛生

家の中がごみだらけ、異臭、放置された多数の動物

□生活リズムの乱れ

昼夜逆転など生活リズムが乱れている
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状況

内容（具体例）

子ども の様 子
保護者 の様 子

Ⅲ 虐待と いう視点 で気を つけるも の

家庭 の様 子
虐待 のリ スクを

高め る要因

そ の他

□攻撃性が強い

他児へのいじめや暴力、動物虐待

□孤立

他児と一緒に遊べない、孤立している

□体調不良を訴える

原因がはっきりしない体調不良の訴えがある

□過度の甘え行動が強い

年齢不相応な幼稚さ、担任などを独占したがる

□精神的に不安定

精神的、情緒的に不安定な言動がある

□嘘が多い

繰り返し嘘をつく

□保護者の態度を窺う様子

保護者の顔色をうかがう、意図を察知して行動、保護
者と離れると笑顔を見せる

□攻撃性が強い

一方的な関係機関への非難、脅迫行為

□精神状態

育児の悩みやストレスなど不安を抱えている

□育児が辛そうな様子

被害的な訴え、偏った思い込み、衝動的

□交流の拒否

行事などの不参加、連絡をとることが困難

□アルコール、薬物等の問題

現在常用している、過去に経験がある、依存

□近隣からの孤立

近隣との付き合いを拒否

□関係機関に拒否的

理由なく関わりを拒む

□子どもを守る人の不在

日常的に子どもを守る人がいない

□乳幼児

就学前の幼い子ども

□子どもの育てにくさ

子どもの生来の気質などの育てにくさ

□保護者の生育歴

保護者自身の被虐待歴、心理的外傷を抱えている

□望まない妊娠、出産

予期しない、不本意な妊娠・出産、祝福されない妊娠・
出産

□若年での妊娠、出産

１０代の妊娠、親としての心構えが整う前の出産

【通告・相談先】
○生命に危険がある場合

110 番通報
⇒ 帯広警察署（0155-25-0110）

○安全確保のための一時保護など、
専門的な支援を要する場合

通告・相談
⇒ 北海道帯広児童相談所（0155-25-5100）
⇒ 「１８９」
“いちはやく”
（全国共通ダイヤル）
24 時間・365 日（通話料無料）

○通告・相談先を迷う場合

通告・相談
⇒ 音更町子ども家庭総合支援拠点
（0155-42-2111）

上記Ⅰ～Ⅲの項目に当てはまる場合には、ためらわずにご連絡ください。
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（２） 緊急度アセスメントシート

緊急度アセスメントシート
子どもの名前：

（生年月日：

（

歳）

作成日：

年

月

日

参考：厚生労働省「子ども虐待対応の手引き」

①当事者が保護を求めている

□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

YES
NO

②当事者の訴える状
況がさし迫っている

□確認には至らないものの性的虐待の疑い濃厚
□「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

緊急度ＡＡ

YES

分離を前提とした
緊急介入

NO
③すでに虐待により
重大な結果が生じている

□性的虐待（性交、性的行為の強要、妊娠、性感染症罹患）
□致命的な外傷、内臓破裂、頭蓋骨骨折、火傷など
□ネグレクト（栄養失調・衰弱・脱水症状・医療放棄等）

緊急一時保護
を検討

YES

NO
□乳幼児・多胎児・低出生体重児・衰弱児である
□生命に危険な行為（頭部・顔面打撲、首絞め、戸外放置、
溺れさせる、シェーキング）
□性行為に至らない性的虐待

④重大な結果が生じる
可能性が高い

緊急度Ａ

YES
NO

⑤虐待が繰り返され
る可能性が高い

□新旧混在した傷、入院歴
□過去に、通告、一時保護歴、施設入所歴
□保護者に虐待の認識・自覚なし
□保護者の精神的不安定さ、判断力の衰弱

YES

発生（再発）防止の
ための緊急支援
発生前の
一時保護を検討

NO
⑥子どもに虐待の影響が
明らかに出ている

□保護者への拒否感、恐れ、おびえ、不安が強い
□無表情、表情が暗い、過度のスキンシップを大人に求める
□虐待に起因する身体的症状（発育・発達の遅れ・腹痛等）

YES

緊急度Ｂ
集中的
支援の実施

NO
集中的支援
場合によっては
一時保護を検討

YES
⑦保護者に虐待につながる
リスク要因がある

NO

⑧虐待の発生につながる
可能性の高い家庭環境等

□子どもへの拒否的感情、態度
□精神状態の問題がある（うつ的・育児ノイローゼ等）
□性格的問題（衝動的・攻撃的・未熟性等）
□アルコール、薬物等の問題がある
□行政機関からの援助に拒否的、あるいは改善が見られない
□家族や同居者間での暴力（ＤＶ等）、不和
□日常的に子どもを守る人がいない

緊急度Ｃ
□虐待によるのではない子どもの生育上の問題
（発達の遅れ・障がい・未熟児・慢性疾患等）
□子どもの問題行動（攻撃的・盗み・家出・徘徊・自傷行為等）
□保護者の成育歴（被虐待歴・愛されなかった思い等）
□養育態度、知識の問題（意欲の欠如・知識不足・期待過剰等）
□家族状況（祖父母を含む保護者の死亡・失踪・離婚・妊娠・
出産・ひとり親家庭等）

継続的総合的
支援の実施

YES

継続的・総合的な支援、
場合によっては
一時保護を検討

※判断にあたっては、各項目を参考にする。１つでも□にチェックがあればＹＥＳに、無ければＮＯに進む。
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（３）通告受付票
NO．

通告受付票
受理年月日

被
虐
待
児
童

令和

年

月

日（ ） 午前・午後

（ふりがな）
氏 名

時

分

電話 ・来所 ・その他（
平成・令和
男・女

生年月日
性
別

年

）
月

（

日生
歳）

住所・電話番号
電話
就学等状況

未就学 /
出席状況：

良好

（保・認・幼・小・中・高）
欠席がち 不登校状態

（ふりがな）
氏 名
保
護
者

－

音更町子ども家庭総合支援拠点
聴取者（
）

（
年

）

組 担任名（

続
柄
生年月日

）

子どもとの続柄（
）
昭和・平成 年 月 日生（ 歳）

職業・勤務先等
住居状況
家族構成及び
特 記 事 項

リスク要因
又は
虐待内容

虐待の種類
子どもの状況

戸建 ・ 借家 ・マンション ・アパート ・公営住宅 ・間賃

階建

室

・いつから
・どこで
・だれから
・どのように（身体部位、程度等）
・頻度は
・保護者はどのように感じているのか？

（ 主◎ 従○ ： 身体的 / 性的 / ネグレクト / 心理的 ）
・現在の子どもの居場所
・保育所等の通園状況

家族に関する状況
相談歴
情報源と
保護者の了解

有（
年
月
日
種別：
） 無
子ども
有（
年
月
日
種別：
） 無
大人
・通告者は
実際に目撃している
・悲鳴や音等を聞いて推測した
・通告者は
関係者（
）から聞いた
・保護者は
この通告を（ 承知・拒否・知らせていない ）

氏名
通
告
者

匿名希望

住所・電話番号
被虐待児童
との関係

電話

（ 有 ・無 ）
（

）

家族・親族・近隣・知人・学校・保育所・幼稚園・病院・保健所・市町村保健センター
福祉事務所・児童委員・警察・被虐待児本人・被虐待者本人・（
）

通告意図

・子どもの保護

調査協力

協力 （ 承諾・否 ）

・調査依頼

・相談

・情報提供

・その他（

）

当課からの連絡（ 承諾・否 ）

通告者への対応
受理会議

令和 年
午前・午後

月 日（ ）
時
分

出席者

部長
係長

課長
主任

子育て援助対応 ・ 子ども虐待対応 ・ その他
緊急度ＡＡ ・ 緊急度Ａ ・緊急度Ｂ ・緊急度Ｃ

課
内
対
応

□子どもの安全確認について
対応方針
（緊急度の理由）

「いつ」、「どこで」、「だれが」、「どんな体制で」、「どのような目的で」、「どのように行うか」

□関係機関との連携について
緊急保護
送
致

要
送致年月日（

否
年

16

月

日）

担当

主査
主事

２

関係法令等

■児童福祉法（抜粋）
（児童の権利）
第１条

全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、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
れることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
（市町村が行う業務）
第 10 条 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一

児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。

二

児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。

三

児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を
行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。

四

前３号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行
うこと。

（②～⑤は省略）
（福祉事務所等への通告）
第 25 条

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。
②

刑法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、前項の規定による通告をするこ
とを妨げるものと解釈してはならない。

（要保護児童対策地域協議会の設置）
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。
②

協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者（延長者等の親権を行う者、未成年後見
人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。）又は特定妊婦（以下この項及び第５項において
「支援対象児童等」という。）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。
（③～⑧は省略）
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（資料又は情報の提供等の協力）
第 25 条の３

協議会は、前条第２項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めると

きは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
（②は省略）
（秘密を守る義務）
第 25 条の５

次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、

正当な理由がなく、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。
一

国又は地方公共団体の機関

二

法人

三

前２号に掲げる者以外の者

当該機関の職員又は職員であつた者

当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
協議会を構成する者又はその職にあつた者

（児童の状況の把握）
第 25 条の６

市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所は、第 25 条第１項の規定によ

る通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うも
のとする。
（一時保護）
第 33 条

児童相談所長は、必要があると認めるときは、*第 26 条第１項の措置を採るに至るまで、児

童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その
他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせ
ることができる。
（②～⑫は省略）
*

通所、在宅における指導措置等
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■児童虐待の防止等に関する法律（抜粋）
（児童虐待の定義）
第２条

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。
一

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。

二

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。

三

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。
四

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。第 16 条において同じ。
）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。
（児童に対する虐待の禁止）
第３条

何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。

（児童虐待の早期発見等）
第５条

学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、婦人相談所、教育委員会、配偶者暴力相談支援セ

ンター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、警察官、婦人相談員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に努めなければならない。

３

第１項に規定する者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われ
る児童に関する秘密を漏らしてはならない。

４

前項の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前２項の規定による国及び地方公共団体の施
策に協力するように努める義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。

５

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。

（児童虐待に係る通告）
第６条

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
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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。

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、
所員その他の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。
（資料又は情報の提供）
第 13 条の４

地方公共団体の機関及び病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童の医療、福祉又

は教育に関係する機関（地方公共団体の機関を除く。）並びに医師、歯科医師、保健師、助産師、看
護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童の医療、福祉又は教育に関連する職務に従事す
る者は、市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長から児童虐待に係る児童又
はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、
その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は情報につ
いて、当該市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長が児童虐待の防止等に関
する事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、こ
れを提供することができる。ただし、当該資料又は情報を提供することによって、当該資料又は情報
に係る児童、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認め
られるときは、この限りではない。
（親権の行使に関する配慮等）
第 14 条 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。
２ 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を
行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。
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■音更町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の規定に基づき、

要保護児童（法第６条の３第８項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。）の適切な保護又は要支
援児童（同条第５項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。）若しくは特定妊婦（同項に規定する
特定妊婦をいう。以下同じ。）への適切な支援を図るため、音更町要保護児童対策地域協議会（以下
「協議会」という。）を設置する。
（所掌事項）
第２条

協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

（１）要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦（以下「要保護児童等」という。）
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
（２）要保護児童等に対する支援の内容に関する協議
（３）関係機関との連携に関すること。
（４）前各号に掲げるもののほか、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事項
（組織）
第３条

協議会は、別表に掲げる関係機関（以下「関係機関」という。）で構成する。

２

協議会に会長を置き、会長は音更町保健福祉部の代表者とする。

３

会長は協議会を代表し、会務を総理する。

４

会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理す
る。
（調整機関）

第４条

法第２５条の２第４項に規定する要保護児童対策調整機関（以下「調整機関」という。）は、

音更町保健福祉部子ども福祉課とし、事務局長は音更町保健福祉部子ども福祉課長をもって充てる。
２

調整機関は、次に掲げる業務を行う。

（１）協議会に関する事務の総括
（２）要保護児童等に対する支援の実施状況の把握
（３）児童相談所その他の関係機関との連絡調整
（会議）
第５条
２

協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及びケース検討会議とする。

協議会の会議は、原則非公開とする。
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（代表者会議）
第６条

代表者会議は、次に掲げる事項を協議する。

（１）要保護児童等に関する実態把握等の情報収集及び情報の共有化に関すること。
（２）要保護児童等の早期発見、適切な対応等の検討に関すること。
２

代表者会議は、関係機関の代表者をもって構成する。

３

代表者会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

４

代表者会議は、その半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

５

会長は、代表者会議で必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は資
料の提出を求めることができる。
（実務者会議）

第７条

実務者会議は、次に掲げる事項を協議する。

（１）支援を行っているケースの定期的な状況確認及び対応方針の見直しに関すること。
（２）ケース検討会議で課題となった点の検討に関すること。
（３）要保護児童等対策を推進するための啓発活動に関すること。
２

実務者会議は、関係機関に属する実務者をもって構成する。

３

実務者会議は、必要に応じて調整機関の長が招集する。
（ケース検討会議）

第８条

ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容を検討するため、次に掲

げる事項を協議する。
（１）個別の要保護児童等の状況把握に関すること。
（２）個別の要保護児童等の対応方針の検討に関すること。
（３）個別の要保護児童等の問題解決の支援活動に関すること。
２

ケース検討会議は、関係機関のうち、個別の要保護児童等に関する機関に属する担当者をもって構
成する。

３

ケース検討会議は、必要に応じて調整機関の長が招集する。
（守秘義務）

第９条

協議会を構成する者又はその職にあった者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り

得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
（その他）
第１０条

この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、代表者会議にお

いて定める。
附

則

（施行期日）
１

この要綱は、平成１８年１０月１９日から施行する。
（音更町児童虐待防止ネットワーク会議設置要綱の廃止）

２

音更町児童虐待防止ネットワーク会議設置要綱は、廃止する。
附

則
22

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。
附

則

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。
附

則

この要綱は、平成２７年６月１１日から施行する。
別表（第３条・第６条関係）
区分

関係機関

国又は地方公共団体の 十勝保健福祉事務所（児童相談部を除く。）、帯広児童相談所、帯広警
機関（法第２５条の５ 察署、音更町人権擁護委員、音更町教育委員会、音更町保健福祉部
第１号）
その他の者（法第２５ 音更町校長会、音更町合同園長会議、音更町民生児童委員協議会、町長
条の５第３号）

が必要と認める者
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