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第１ はじめに 

 

本検証の対象となる事案（以下、「本件事案」という。）は、右上腕部に骨折

が見られた生後５０日の乳児（以下、「本件児童」という。）について、県の児

童相談所（以下、「県児相」という。）が「保護者による虐待の疑いがある」と

して児童福祉法第３３条による一時保護を開始し、「虐待があった」として同法

第２８条による施設入所の本措置を家庭裁判所に申し立てた後（以下、この申

立てを「２８条申立て」という。）、本市の児童相談所（以下、「市児相」という。）

に引継ぎがなされたケースである。 

本件事案においては、本件児童が骨折している事実や、この点に着目して「虐

待である」とする医師の意見があったものの、保護者の側からは、その後、事

故の可能性を示唆する説明や、これを支えるような整形外科医の意見書、家庭

環境や本件児童の兄弟の養育状況に問題がない旨の主張等も提出されていた。 

このような状況で、２８条申立ての審判を担当する裁判官からは、審判を求

める以外の和解的な解決の可能性について打診があった。また、調査官からは、

親子の分離が長期にわたることによるデメリットが大きく、保護者への助言指

導により再発を防止できるのであれば、施設入所ではなく保護の解除を検討す

べきとの意見があった。 

しかし、児相側は、あくまでも児童の身の安全を優先すべきとの観点から、「保

護者が虐待を認め、施設入所を認めないかぎり、本件児童の家庭復帰に向けた

支援を行わない」との方針を曲げず、和解に応じなかった。 

その結果、２８条申立ては却下されたが、児相側は、なお従前の方針を曲げ

ず、却下審判に対して即時抗告を申し立てた。また、その間、親子の面会回数

を十分に確保する、一時的に本件児童を家庭に戻して様子を見る、親子を一緒

に保護する等の柔軟な対応をとることもできなかった。 

最終的に、この即時抗告も棄却され、「本件は保護者の虐待を理由として法２

８条の措置を行うべき事案ではない」という裁判所の判断が確定した。これに

より、一時保護は解除されることとなったが、この時点で一時保護の開始から

既に１年３か月もの期間が経過していた。 

本件では、このような経緯の下、生後５０日の乳児が長期間保護者から引き

離され、本件児童の愛着形成が阻害されるという重大な結果がもたらされるこ

とになった。 

 本検証は、このことを改めて認識し、真摯に反省するとともに、二度と同様

の被害を生じさせないための体制強化を目的として行うものである。 
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第２ 本件事案の経過 

 

県児相の動き 

平成 30年 8月 8日頃 

8月 16日 

8月 17日 

9月 20日 

10月 11日 

12月 25日 

平成 31年 2月 5日 

3月 1日 

 

 

市児相の動き 

4月 1日 

 

4月 5日 

 

 

4月 11日 

 

 

 令和元年 6月 3日 

 

 

 

8月 9日 

8月 27日 

10月 23日 

11月 15日 

11月 18日 

 令和２年 9月 10日 

 

本件児童が負傷（右上腕部骨折） 

県児相が虐待通告を受理 

県児相が本件児童の一時保護を開始 

乳児院にて初回面接 

県児相が家裁に児童福祉法第 28条の申立て 

第１回審問立会 

第２回審問立会 

第３回審問立会 

裁判官から、審判を求める以外の和解的な 

解決の余地はないのかとの打診あり。 

 

明石こどもセンター（市児相）開所 

県児相から市児相にケースを移管 

第４回審問立会 

 申立代理人より、受傷機転不明のままでは 

 和解的な解決は困難である旨回答。 

家庭裁判所調査官が乳児院を訪問 

 職員からの聴取、本件児童と父母の面会の 

様子の確認等を行う。 

調査官報告書を受領 

 助言指導によって受傷可能性の軽減が見込 

まれる場合は施設入所以外の措置が講じら 

れるべきとの意見。 

家裁が 28条申立て却下の審判 

市児相が大阪高裁に即時抗告の申立て 

援助方針会議で面会回数の増加を決定 

大阪高裁が抗告棄却の決定 

市児相が一時保護を解除（児童が家庭復帰） 

市長が保護者と面談し、謝罪の意を伝える 
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第３ 本件事案に関する検証 

１ 検証を行うに当たって 

本件事案は、県児相が一時保護を開始し、「保護を継続すべき虐待事案で

ある」との判断から２８条申立てを行い、家庭裁判所に同審判が係属した後

に市児相がこれを引き継いだケースである。 

本件では、後述するように、ケースに対する見立てやケース対応の方針ま

で含めて県児相から市児相に引継ぎがなされたともみられるような状況が

あった。このため、本件事案の全体像を正確に掴むためには、ケース移管前

の県児相の対応まで含めて検証がなされる必要がある。 

この点、市としては、県児相の対応について直接的に検証を行い得る立場

にはなく、本検証は、あくまでも、市の立場から、ケース移管後の市児相の

対応の妥当性や問題点を論じるに留まるものである。県児相の対応まで含め

た全体的な評価については、県がこれから行うとされている検証の結果も踏

まえて行われる必要がある。 

もっとも、本件は、「法２８条の措置は必要なかった」とする裁判所の判

断が既に確定しているケースである。また、市児相が県児相からケースを引

き継いだのは、裁判所から和解的解決を検討するよう打診があった後であり、

裁判所は、この時点で既に、児相側とは異なる見立てを抱いていた可能性が

高い。 

とすれば、市児相としても、ケース移管を受けた当初の段階から、裁判所

と同様に「法２８条の措置までは必要ないのでは」と判断する余地もあり得

たというべきであり、なぜそのような結論に至らなかったのか、ケース対応

の方針を決めるに当たってどのような点に不足があったのかを、ケース移管

当初の時点まで遡って検証しなければならない。 

本報告書は、このような視点から、ケース移管後の市児相の対応について

検証を行うものである。 

２ 市児相の対応の問題点 

（１）ケース移管時の２８条措置の必要性に関する検討が不十分であったこと 

市児相は、２８条申立て後に県児相からケース移管を受けたものであり、

県児相が裁判所に提出した「虐待を裏付ける証拠」及び保護者から提出さ

れた「虐待を否定する証拠」一式をそのまま引き継いでいる。 

引継ぎに際しては、県児相の担当者から、資料一式の引渡しとともに、

一時保護開始及び２８条申立ての経緯や本件に対する県児相の見立て（２

８条措置を要する虐待事案であること）、面会等の保護者対応の経過につ

いて説明があった。 

また、市児相の開設に当たっては、国が作成したマニュアル・ガイドラ
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インのほか、県児相から、県の家族対応の基本方針をまとめた「家族支援

のガイドライン」等の資料の提供も受けていた。 

本件では、一時保護開始当初に、「保護者が児童の骨折後すぐに病院に

受診させておらず、ネグレクトである」とする医師の意見や、本件児童が

骨折している状況から「１００％虐待」とするアドバイザー医師（内科医）

の意見があった。また、児童の骨折の原因について、当初の保護者の説明

は、「心当たりがない」というものであり、虐待事案であるとする児相側

の主張は、主にこれらの証拠に依拠していた。 

一方、保護者側からは、その後（審判においても）、児童が負傷した可

能性のある家庭内でのエピソードに関する説明がなされていた。また、偶

発的な負傷の可能性を示唆する整形外科医の意見書や、本件児童の家庭環

境に問題がなく保護者が子育てを頑張っている旨を記載した友人知人ら

の陳述書等も提出されていた。 

加えて、一時保護開始後の調査によっても、本件児童の身体に繰り返し

虐待を受けていたと疑われるような負傷痕等は見られなかった。また、同

じく保護者が養育する児童の兄についても、家庭内での虐待を疑わせるよ

うな事情は見られなかった。 

このように、本件の証拠関係は、一時保護開始当初と２８条申立て当初、

また、市児相がケースを引き継いだ時点とで、それぞれ異なっていた。こ

のため、市児相としては、裁判所からの和解の打診の有無にかかわらず、

４月５日の第４回審問期日に先立つケース会議の場で、あるいは、これと

は別に改めてケース会議を開催するなどして、当初からの証拠関係の変化

も踏まえた上で、改めて方針を見直す必要があるのではないかといった議

論をすべきであった。 

しかし、実際には、４月１日の市児相開設に伴う県児相からの引継ぎ作

業の中で、本件の審判対応及び保護者対応については従来の県児相の方針

をそのまま引き継ぐとの方針を決めてしまい、改めて方針見直しのための

会議を開催する等の対応ができていなかった。 

（２）裁判官からの和解の打診を契機として方針を再検討することができなか

ったこと 

県児相から市児相へのケース移管に先立つ第３回審問期日において、裁

判官から、審判を求める以外の和解的な解決の余地がないのかの打診があ

った。これに対する回答は、ケース移管後の第４回審問期日において行う

こととなったため、和解の提案に応じるか否かの判断は、市児相に委ねら

れる形となった。 

ところで、金銭的な利益と早期解決のメリットを秤にかけるような民事

事件（交通事故や貸金返還請求など）であればともかく、法２８条の審判

事件は、児相から裁判所に対して、虐待等を理由として児童を保護するこ
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とについて承認を求めるものであるから、通常の流れとして裁判官が双方

に和解を打診するものではない。すなわち、裁判官としては、保護の必要

性があると判断する場合には、そのまま申立認容の審判を言い渡せばよい

のであって、あえて児相側に和解の検討を促すということは、裁判官が保

護継続の必要性について疑問に思っているであろうことを意味する。 

このため、児相側としては、このような和解の打診を受けた時点で、裁

判所が児相の判断のどの部分に違和感を感じているのかをよく検討し、事

実認定の妥当性のみならず、ケース対応の基本方針の妥当性まで含めて、

慎重に検討すべきであった。 

本件において、児相側と裁判所の結論が分かれることとなった最大の要

因は、「児童の受傷の経緯を明確に特定できない状況であっても児童を家

庭に戻すことができるか」についての考え方の違いであろうと思われる。 

この点、県児相の方針は、「受傷機転が不明なままでは児童の身の安全

が確保できるとはいえない。保護者が虐待を認め、施設入所を認めないか

ぎり、家族の再統合（児童の家庭復帰）に向けた支援を開始できない。」

というものであり、市児相もこの方針は妥当であると考えていた。 

しかし、この考え方は、「虐待があった」とする児相の認定に誤りがな

いことを前提とするものであり、現実には児相が認定を誤る可能性も否定

できないのであるから、前提において妥当性を欠くといわざるを得ない。 

また、調査官の指摘（後述）にもあるように、たとえ保護者が不注意で

児童を負傷させたり、児童の負傷を見落としたりした事案であったとして

も、そのことから直ちに施設入所の結論を導くのは妥当でなく、まず、家

庭内で再発を防ぐことはできないのかを十分に検討する必要がある。本件

では、この部分についても検討が不十分であったといわざるを得ない。 

 （３）調査官意見で指摘された問題点についても検討が十分でなかったこと 

また、その後に提出された調査官報告書では、「乳幼児期における心の

発達には、特定の監護者との強固で安定した愛着関係の形成が重要であ」

り、「施設生活が長じれば長じるほど、家族関係の再統合や円滑な家庭復

帰がますます困難になることが危惧される」といった問題点が指摘されて

いた。その上で、助言指導によって受傷可能性の軽減が見込まれる場合は

施設入所以外の措置が講じられるべきというのが調査官意見の結論であ

った。 

本件のような審判手続きにおいて、調査官は、単に専門性を有するとい

うだけでなく、裁判官と問題意識を共有して各種の調査に当たるという意

味でも重要な役割を果たすものである。このことは児相側においても当然

認識していたのであるから、調査官からこのような指摘があったのであれ

ば、たとえ、一時保護を継続するという結論をとるのだとしても、速やか

に面会の回数を増やしたり、児童の家庭復帰に向けたプロセスを見直した
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りするなどして、児童への悪影響を軽減できるような手当てを講じるべき

であった。 

しかし、市児相は、この点についても、「面会は２週間に１回程度」（実

際には日程調整の結果、それよりも少ない頻度になることもあり得る）と

いう県児相の方針をそのまま引き継ぎ、十分な対応を行えていなかった。 

（４）裁判所から指摘された問題点への手当てを十分に行わないまま即時抗告

を申し立ててしまったこと 

申立却下の結論は、上記のような裁判官の対応や調査官意見により、予

め予想されたものではあった。しかし、実際に申立却下の審判が言い渡さ

れ、審判書においても、児相側の主張の問題点が明確に指摘されたわけで

あるから、遅くともこの時点で、対応の方針を改めて見直し、家裁の判断

に従って児童を家庭に復帰させる方向で着地を図ることはできないのか

を慎重に検討すべきであった。 

特に、本件のように、既に児相側と裁判所とで結論が分かれているよう

なケースであれば、１回２回のケース会議で性急に結論を決めるのではな

く、児相側・保護者側・裁判所側で役割を分けてディベートを行うなど、

意識的に視点を変える工夫が必要と考えられるが、特段そのような対応は

なされていなかった。 

また、たとえ即時抗告して一時保護を継続するのだとしても、調査官意

見や審判で指摘されたように、親子分離が長期化すればするほど、児童の

成育への悪影響は深刻化していくのであるから、最低限、直ちに親子の面

会の頻度を大幅に引き上げるなどの措置は講じておくべきであった。しか

し、市児相において親子の面会回数の引き上げを決定したのは、即時抗告

から２か月近く経過した後であり、対応としては明らかに不十分であった。 

 （５）一時保護開始後の経過や保護者側に有利な事情をバランスよく評価で

きなかったこと 

前述のとおり、児相側は、本件について、「児童の負傷の経緯が不明な

事案」であると考えていたが、保護者からは、一時保護の開始後、児童

が負傷した可能性のある家庭内でのエピソードの説明や、偶発的な負傷

の可能性を示唆する整形外科医の意見書等が提出されていた。 

また、周辺事情として、児童の身体には、繰り返し虐待を受けていた

と疑われるような負傷痕は見られず、児童の兄についても、殊更家庭内

での虐待を疑わせるような事情は見られなかった。 

裁判所は、これらの事情を総合的に考慮した上で、児童の受傷の経緯

が必ずしも明らかでないとしても、少なくとも本件は保護者が故意に児

童を暴行するような事案ではなく、児相の助言指導も受けながら保護者

において適切に注意をしておけば、家庭内においても事故の再発防止は
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十分に可能であると判断したものと考えられる。 

これを踏まえて省みるに、市児相としても、医師の意見等の一時保護

開始当初の事情だけでなく、その後明らかになった事情や保護者側の主

張も十分に考慮しつつ、ニュートラルな視点に立ち戻って２８条措置の

必要性を総合的に判断すべきであった。特に、児童の受傷の経緯につい

ては、実際に現場に行って保護者から詳細な説明を聴いたり、意見書の

提出のあった整形外科医から直接説明を受ける、あるいは更に別の医師

に意見を聴くなどの対応も可能であったと考えられる。 

３ 方針を見直すことができなかった要因 

（１）「児童の身の安全」の観点に過度に寄ってしまい、親子分離の継続によ

る児童の成育への悪影響の評価が不十分であったこと 

わが国の児相の実務においては、過去の悲惨な虐待事案の経験から、

虐待の疑いがあるときは、児童の身の安全を確保するため、躊躇なく一

時保護を開始するものとされている。 

本件においても、児相側は、児童が家庭内で骨折しており、その受傷

機転が不明と判断されたこと、また、骨折が発生したとみられる時点で

保護者が直ちに病院を受診させていなかったこと等から、一時保護を開

始・継続したものである。 

その一方、一時保護による親子の分離が長引けば長引くほど、親子の

愛着形成に支障をもたらす程度は大きくなる。特に、乳幼児段階の児童

についてはその影響が大きいと考えられるのであり、本件のように生後

５０日の段階で児童と保護者を分離する場合には、一旦一時保護を開始

するとしても、初期の段階から面会の頻度を十分に確保する、あるいは、

親子を一緒に保護する等の方法により、児童に与える悪影響を最小化で

きるような措置を講じておくべきであった。 

わが国の一時保護制度については、国連のこどもの権利委員会からも、

実務慣行を改めるよう勧告がなされており、「児童の身の安全の確保」を

意識するあまり、保護した後のデメリットの軽減の部分が見落とされが

ちになっている可能性がある。本件事案を省みるに際しては、このよう

な点まで意識した上で、体制強化のあり方を考える必要がある。 

 （２）「一旦児童を家庭に戻して様子を見る」等の柔軟な発想が不十分であっ

たこと 

一口に「虐待の疑い」といっても、その態様は様々であり、児童を家

庭に戻した際に同様の負傷事案が発生するリスクも、ケースによって

様々である。 

本件では、児童が骨折した事案ではあるものの、保護者が自ら病院を

受診させていることや、児童が保護者から度々暴行を受けているとみら
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れるような状況ではなかったこと、児童の兄弟の養育状況についても殊

更虐待が疑われるような状況ではなかったこと等の事情が存在した。 

このため、本件については、児童を家庭に戻すと保護者が故意に児童

を虐待するリスクがあるような事案とは異なり、試行的に児童を家庭に

戻して様子を見るような対応を比較的とりやすいケースであったと考え

られる。 

市児相は、このような事情も十分に検討した上で、「保護者が虐待を認

めないかぎり児童を家庭に戻せない」という方針に固執することなく、

柔軟な対応を検討すべきであった。 

 （３）基本方針を定めるに当たって、児相が見立てを誤らないことが前提と

されていること 

家族再統合に向けた支援に関して、市児相が県児相から引き継いだ方

針は、「保護者が虐待を認め、施設入所を認めないかぎり、家族の再統合

に向けた支援（プログラム）を開始しない」というものであり、このよ

うな考え方は、全国の児相に共通するものと思われる。 

しかし、この考え方は、前述のとおり、「保護者が虐待したこと」や「施

設入所が必要であること」について、児相の見立てに誤りがないことを

前提とするものである。 

実際には、児相の見立てが 100％正しい保障はないのであり、基本方針

を定めるに当たっては、結果的に児相の見立てが妥当でなかった場合の

リスクへの備えも考えておくべきであった。 

特に、わが国の一時保護制度は、他の先進諸国とは異なり、一時保護

の開始当初から裁判所が関与するような仕組みにはなっておらず、児相

の見立てが妥当でなかった場合のリスクが大きい。今後の体制強化のあ

り方を検討する際には、このような問題点についても十分に意識してお

く必要がある。 

 

第４ 体制強化における課題 

１ ケース対応の方針を決定する際のアセスメント力の強化 

一口に「虐待の疑い」といっても、その内容は様々である。また、一時

保護をいつまで継続すべきか、施設入所の本措置まで行う必要があるかにつ

いては、「虐待があった」「なかった」という判断のみから単純に結論を導き

得るものではない。 

児相実務においては、これらの点について、専門的かつ高度な判断を迫

られるものであり、負傷が大きい・小さいといった単純な指標や、当初の医

師の意見のみに頼るのではなく、一時保護開始後に明らかになった事情や、

保護者側から提出された説明及び資料、他の医師の意見等をバランスよく検
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討しながら、親子分離を継続すべき期間やその間の親子の交流、保護者への

支援等の方針を総合に判断する必要がある。 

特に、受傷の状況に関する医学的な分析については、専門的な知見を要

するものであり、医師の意見に拠るところが大きい。一方で、医師による診

断・意見は、児童の身体の状況から、どのような態様で受傷した可能性があ

るかを示すものに過ぎず、真に「虐待」と評価し得るのかや、家庭内で再発

防止が可能であるかの判断は、あくまでも児相の責任で行わなければならな

い。 

市児相の体制強化に当たっては、本件への反省も踏まえつつ、上記のよ

うな判断を組織的に行うとともに、第三者的な視点からその妥当性を随時確

認できるような仕組みを設けることが重要である。 

２ 結論を急がず、いつでも方針を見直せる柔軟な体制づくり 

家庭内で児童が負傷したケースの多くは、当事者以外の目撃者がおらず、

監視カメラの映像のような客観的な証拠も存在しないのであり、特に本件の

ように児童本人が当時の状況を説明できない場合には、受傷の経緯を直ちに

明らかにすることは困難である。 

このような場合に、「いずれにせよ、すぐに病院に連れて行かず、そのま

ま放置していたのであるからネグレクトである」というのは簡単であるが、

これはある種の論点の単純化であって、かえって事案の本質を見誤らせるお

それがある。 

児相としては、事案の全容がいまだ明らかにならず、結論を決めかねる

状況であれば、無理に結論を決め打ちするのではなく、いずれの方向に進ん

でも児童に対する悪影響を最小化できるような方法を検討すべきであり、そ

のような対応を行うことで、一度決めた方針を見直すことも容易になる。 

体制強化に当たっては、このような観点からマニュアルやガイドライン

の見直しを行う必要がある。 

３ 一時保護中の面会対応や親子再統合支援の基本方針の根本的な見直し 

前述のとおり、従来の児相の実務慣行は、「児童の身の安全」という点を

重視するあまり、親子分離により保護者との愛着形成が阻害されるといった

一時保護の負の側面への配慮がおろそかになるリスクを抱えている。 

本件当時の児童と保護者の面会対応の基本方針は、県児相の「２週間に

１回程度」という目安をそのまま引き継いだものであり、実際には、日程調

整等の結果、月に１～２回しか面会できない状態が続いていた。 

児童にとっては、常に親とともにあり、親のもとで養育される状態こそ

が本来あるべき姿であり、こどもの権利条約においても、児童が「できる限

りその父母を知りかつその父母によって養育される権利」（同第７条第１項）
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や、一時保護中であっても「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」（同第９条第３項）を有することが明記されている。 

すなわち、児童（特に保護者との面会を嫌がっていない児童）にとって

は、「自由に親と面会できる状態」こそが本来のあり方であって、一時保護

に伴う面会回数の制限は、児童本人に対する関係でも、権利の制約に当たる。 

一時保護中の面会対応の基本方針については、このような観点を踏まえ

て、面会制限の必要性に関する判断の妥当性を担保できるような方向で、改

めて考え直さなければならない。 

また、前述のとおり、「保護者が虐待や施設入所を認めないかぎり再統合

に向けた支援を行うべきでない」とする考え方にも、大きなリスクが潜んで

いるのであり、このような考え方に基づくマニュアルやガイドラインは、根

本的に改める必要がある。 

加えて、児相と保護者が一時保護の必要性について争っている場合には、

一時保護を担当する職員のみが保護者への対応を行うよりも、担当を分けて

面会対応や児童の家庭復帰に向けた支援を行うことで、保護者とのコミュニ

ケーションが取りやすくなり、無用なトラブルも回避できると考えられる。 

 ４ 第三者チェックの必要性 

自分達で決めた方針を自分達だけで見直すことは、誰にとっても容易では

ない。この問題について、根本的な解決を図るためには、専門性を有する第

三者が児相の見立てや対応方針について適宜チェックし、必要に応じて改善

を求めたり、中立的な視点から助言や提案を行なったりすることができる体

制を整える必要がある。 

また、チェックを行う第三者は、児相側の情報のみに依拠して判断を行う

のではなく、児童本人や保護者側の言い分もきちんと聴取した上で、一時保

護の継続やその間の処遇（保護者との面会の制限等）の妥当性を検討すべき

である。 

５ 児童の立場からその権利を擁護する支援機関の必要性 

一時保護は、虐待があったと疑われる児童本人を保護者から引き離し、そ

の行動の自由を制限するものであり、児童本人との関係においても不利益処

分としての側面を有する。 

すなわち、ケースの状況によっては、児童本人の利益が、保護者とも児相

とも相反する場合があり得るのであり、児童の権利を十分に擁護するために

は、児相や保護者とは別に、専ら児童本人の立場に立ってその声を聴き、意

見を述べる支援機関が必要になると考えられる。 
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第５ 検証結果を踏まえた体制強化案 

 １ 面会等を専門的に支援する部門の創設（実施済み） 

本市児童相談所（明石こどもセンター）の基本方針として、児童は、一時

保護下においても、「児童本人が保護者との面会を拒絶している」「面会時に

保護者が児童に危害を加えるおそれがある」等の例外的な事情がある場合を

除いて、原則、自由に保護者と面会できることを確認する。 

また、明石こどもセンター内に「こども通学・面会等支援課」を設置し、

一時保護等の措置とは別系統の担当職員が、児童と保護者との面会等を支援

する。 

２ 第三者委員による全件面会制度の創設 

明石市社会福祉審議会児童福祉専門分科会の中に「こどもの権利擁護部

会」（通称「こどものための第三者委員会」）を設置し、同部会員（第三者委

員）に選任された法曹実務家（弁護士・元裁判官）や専門有識者（児相所長

経験者等）が、「こどもの権利擁護専門員」として一時保護された児童と、

全件（乳幼児も含めて）、速やかに面会し、その様子を確認するとともに、

児童から相談や苦情を聴き、必要に応じて児相側に対応を求めるものとする。 

３ 第三者委員会による早期のチェック制度の創設 

第三者委員会は、①委員と面会した児童から申出があったとき、②児童

と面会した委員が必要と判断したとき、③保護者から申出があったとき、④

児相から申出があったときは、一時保護の継続やその間の処遇（面会・通学

の制限等）について調査を行い、各当事者に対して意見を通知するものとす

る。また、上記の各申出は、一時保護開始直後から行うことができるものと

する。 

４ こどもの意見表明支援員制度の創設 

第三者委員とは別に、児童の要請に応じて、法テラスや弁護士会から派

遣された弁護士が「こどもの意見表明支援員」として一時保護中の児童と面

会し、児童から相談や苦情を聴き、児童の立場から意見を述べる制度を創設

する。 

 

第６ まとめにかえて 

本件事案における児相側の対応の妥当性については、県においても検証を

行うとの発表がなされたところである。 

本市としても、本報告書をもって全ての検証を終えるということではなく、
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県の検証の状況も見守りながら、児相や第三者委員会等の関係機関において、

更に本件についての振返りを行い、今後の児相実務の改善の糧としていかな

ければならない。 

また、一時保護のあり方については、現在、国の方でも体制強化に向けた

議論が進められているところである。 

現在本市が検討している上記第５のような体制強化案は、決して完全なも

のではなく、一時保護開始当初から司法が関与するような新たな制度が実現

されるまでの「繋ぎ」的なものであるから、この点についても、引き続き検

討を進めていく必要がある。 

以上 
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