この議事速報は、正規の会議録が発行される
までの間、審議の参考に供するための未定稿
版で、一般への公開用ではありません。
後刻速記録を調査して処置することとされた
発言、理事会で協議することとされた発言等
は、原発言のまま掲載しています。
今後、訂正、削除が行われる場合があります
ので、審議の際の引用に当たっては正規の会
議録と受け取られることのないようお願いい
たします。

○丹羽委員長 次に、山下貴司君。
○山下委員 自由民主党の山下貴司でございます。
質問の機会をいただき、ありがとうございます。
今回、審議の対象となっている児童福祉法の一
部を改正する法律等、これは、昨年、児童福祉法
の改正案が全会一致で成立して、この四月から施
行されているところですが、司法関与ということ
に関して、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あり方という
ものを検討するという条項がついておりまして、
それを受けたものだと聞いております。
ただ、この法案というのは、大臣初め政務三役
の皆様の強いリーダーシップのもとで提出に至っ
たということも聞いております。そこで、まずは、
今回の改正についての副大臣の思いを伺いたいと
思います。
○古屋副大臣 山下委員にお答えをいたします。

大臣初め政務三役、いずれも、児童虐待や社会
的養護の問題など、子供に関する問題につきまし
ては、非常に重要な問題として力を入れて取り組
んでまいりました。
近年、塩崎厚生労働大臣の強いリーダーシップ
のもとで、政務も含めて、厚生労働省一丸となっ
て、これらの問題への対策をかつてないスピード
で進めてまいりました。
昨年、国会に提出をし、成立させていただきま
した児童福祉法等の一部を改正する法律では、子
供の権利を初めて法律上明確に位置づける抜本的
な改正を行いまして、家庭養育の原則を定め、特
別養子縁組や里親委託を優先することを盛り込み
ました。
また、昨年の改正法の附則におきまして、委員
おっしゃいましたように、法律の施行後速やかに
検討を加えて必要な措置を講ずることとされた児
童虐待対応における司法関与につきましても、塩
崎大臣の指示のもとでスピード感を持って取り組
んでまいりました。
具体的には、昨年の改正の施行を待たずに、昨
年七月から、児童虐待対応における司法関与及び
特別養子縁組の利用促進の在り方に関する検討会
におきまして検討を進め、今回、保護者に対する
指導や一時保護への司法関与を強化する改正法案
を提出させていただいたところでございます。
今回の改正法案によりまして、件数が増大をし
ております、また、深刻化をしている児童虐待へ
の対応につきまして、司法の関与を強化して、よ
り子供の命を守っていきたいと考えているので、

何とぞ御理解をいただきたいと思います。
○山下委員 非常に温かく、また強い決意、あり
がとうございました。
まず、そこで、そもそも児童虐待通報が近年増
加している現状について、本法の前提条件として
確認させていただきたいんですが、このパネルで
ございます。
パネル一として資料を配付させていただいてお
りますけれども、近年、非常に児童虐待相談対応
件数がふえている。この十六年で大体八倍、九倍
ぐらいになっているところであります。二十七年
に初めて十万件を突破したということでございま
すが、これは何も、親御さんが急に虐待をするよ
うになったということではなくて、今まで見つか
っていなかった、相談されていなかった、実は前
から虐待があったということも含まっての件数の
増加というふうにも思われるんですが、この件数
の増加の原因、そしてその分析について、当局と
してどのように分析しているのか、お答え願いま
す。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
委員、パネルでもお示しいただきましたように、
今の事実関係、また、自治体の方々からの御意見、
現場の意見なども踏まえますと、一つには、心理
的虐待がふえているという事実がございますし、
その要因といたしましては、子供さんが同居する
家庭における配偶者に対する暴力、いわゆる面前
ＤＶと言われるようなケースについて、警察から
の通告が増加している。
これにより、また、平成二十七年七月から、私

- 1 -

山下委員
衆議院厚生労働委員会速記録（議事速報）
平成29年5月26日

ども、全国の児童相談所、全国の共通ダイヤルと
して「いちはやく」という三桁の相談ダイヤルを
設置させていただいておりますし、そのような動
きについて、また、昨今の虐待の状況について、
マスコミなど、いろいろな事件報道などもありま
すことから、国民の方々あるいは関係機関のこの
虐待問題に対する意識が高まって通告が増加した。
そういう意味では、初期段階での相談につながっ
ているというふうに考えております。
○山下委員 ありがとうございました。
通告がしやすくなったということで、多くなっ
たということにはお答えいただいたんですけれど
も、そもそも、やはりちょっと子供に対する虐待
というのが実態としてふえているのではないかと
いう考えもございます。
この表を見ていただければおわかりのように、
相談の内容別割合ということで、数がふえている
ものというのを見ると、例えば身体的虐待とか心
理的虐待、面前ＤＶとかがあるんですが、これは、
実は私は最初赤丸をしていなかったんですが、指
摘させていただいたのは、やはり見逃しちゃだめ
なのはネグレクトなんですね。身体的虐待という
のは、外見上、学校がわかるということもある。
心理的虐待も、やはり何かトラウマを抱えてとい
う部分があるんですが、ネグレクトにつきまして
は、かなり子供が我慢していたりとか、あるいは、
ちょっと痩せているなというふうに思うんだけれ
どもなかなか気づかない、そういったこともあろ
うかと思います。
それで、最近、やはりこういったネグレクトが、

この表も見ると二三％ということで、ふえている
ように思うんですが、そのことについて、もしお
考え等があれば。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
委員まさにパネルで御指摘いただきましたよう
に、ネグレクトにつきましても、全体のケースの
中における一定比率を占めておりますし、ネグレ
クトが結果的に、親御さんの養育技術というので
しょうか、養育意欲あるいは養育意識、あるいは
手法というものについて十分伝承されていない、
あるいは、いわゆる養育に当たって親御さん自身
がいろいろな困難を抱えておられるケースもあり、
結果的にネグレクトというケースがあるというの
も現場の声として承っておりますので、私ども、
その点についても十分注目してまいりたいと思っ
ております。
○山下委員 ありがとうございます。
そういった現状分析を受けて、虐待ももちろん、
ネグレクトに関しても適切な指導等ができるよう
にということもあって、今回の司法関与があった
と思うんですが、これはちょっとパネルではなく
て、配付資料の「児童虐待対応の基本的な流れ」
ということで、改正後のイメージを書かせていた
だいております。
児童虐待の通告があった場合、これがどう流れ
るかということで、まず、通告があった場合に、
一時保護に至る場合というのもあるんだろう、あ
るいは、通告がそのまま家庭復帰や在宅指導とい
うこともあり得るでしょうし、また、甚だしい場
合には、家庭裁判所の承認、審判申し立ても、一

気にあり得ることもある。
ただ、一時保護に行った場合に、その後、施設
入所のラインに流れるか、あるいは家庭復帰、在
宅指導ということに流れるかということをまず判
断しなければならないんですが、この一時保護に
おいて、今回の法改正において、この一時保護が
親権者の意に反して二カ月を超える場合、これに
ついては家庭裁判所の承認が必要になったという
ことで、二カ月ごとにチェックが入っていくとい
う法制になったということでございます。
そして、施設入所が必要ではないかと判断され
る場合に、残念ながら、親御さんが、もう施設で
預かってくれ、あるいは里親に委託してくれとい
う場合には、一番上の、親権者等の意に反しない
場合ということで、里親委託、施設入所等という
ことで、児童福祉法二十七条の流れに流れる。
親権者の意に反する場合、これについては家庭
裁判所の承認の審判の申し立てということになり、
これはもう一発アウトだということにおいては承
認ということで、そのまま、意に反していても施
設入所、里親委託がなされるということでありま
す。これまでは、そうじゃない場合には却下とい
うことで、いきなり家庭復帰、在宅指導というこ
とだったんですが、今回の法改正で、その中間項
として、家庭裁判所による保護者指導の勧告とい
う手続ができたということでございます。これが
今回の改正の具体的な流れでございます。
こういった、先ほど言ったように、児童虐待を
行った保護者については、児童相談所がこれまで
も指導を行うということがございました。そんな
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場合、児童相談所と保護者の対立がある場合とい
うのは、やはり現実にあると思います。それで、
実効性が上げられないケースもあるというふうに
聞いております。
今回、こういった先ほど申し上げた改正をする
ということで、どういった指導の実効性、あるい
は親御さんへの働きかけ、虐待あるいはネグレク
トその他があるとお考えなのか、裁判所の勧告の
活用が期待されるのか、古屋副大臣に御回答願い
ます。
○古屋副大臣 保護者に対する指導への司法関与
について御質問いただきました。
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。
○山下委員 ありがとうございます。
今までは児童相談所が保護者指導をしていたと
いうところではあるんですけれども、今回、勧告
という家庭裁判所のいわば権限、それに裏打ちさ
れたものがあるということで、その勧告に基づく
指導ということで、保護者の指導も実効性が高ま
るのではないかと思われるところでございます。
指導に従わなければ報告をするよとか、あるいは、
勧告した内容が保護者に届いて、家庭裁判所とし
てはこういうことが必要だからということで伝わ
る、こういうことで、これまで行われてきた児童
相談所の指導、これが非常に実効性が高まるもの
と期待されるわけでございますけれども、残念な
がら、それでも保護者、もう従わないという方も
おられようかと思いますけれども、こういった勧
告のもとで保護者が従わない場合、これはどうい
う対応がなされるのでしょうか。当局に伺います。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
家庭裁判所は、保護者指導の勧告が家庭裁判所
から勧告された場合、この勧告のもとでの保護者
指導の結果について、今委員御指摘のように、都
道府県等から報告を受けるという立場に家裁は立
ちます。その内容を踏まえて審判をするというこ
とでございます。
審判の内容自身は、それぞれ個々の事案に応じ

て判断されるということでございますけれども、
保護者が勧告のもとでの指導に従わないというよ
うなケースの場合においては、里親委託あるいは
施設入所等の措置を承認するという、その道に行
く重要な考慮要素になるのではないかというふう
に思っております。
○山下委員 ありがとうございました。
勧告に従わない場合にはやむを得ないというこ
とではあるんですが、これは逆に、こういう手続
を設けることによって勧告に従うということで、
ネグレクトというのは、わざとという、まあ、わ
ざとではあるんですけれども、余り強い自覚なく
やられている場合も多い。そういったことで、裁
判所も加わっての勧告ということで、親子がやり
直しをする、そういったチャンスを与えるという
機会でもあろうかと思います。そうしたことを、
今回、塩崎大臣、古屋副大臣、堀内政務官の強い
リーダーシップで行われた、非常に重要なことで
あろうかと思います。
以上が勧告ということでございますけれども、
ちょっと時系列的には、先ほどの配付資料のとお
り、さかのぼるわけでございますけれども、一時
保護の場合において審査が導入されるということ
になります。つまり、一時保護、これは児童福祉
法三十三条でございますけれども、ここに、二カ
月を超える場合には家庭裁判所による審査を導入
する。これは、司法審査は、やはり長いものにつ
いては必要でございます。これは評価したいと思
うわけでございます。
ただ一方で、こういう審査、手続が複雑になる、
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そういったことで、こういう言い方はちょっと家
庭裁判所に失礼なんですが、そういう手続が加わ
ることによって、ただでさえ忙しい児童相談所の
必要な権限が逆に抑制されたり、あるいは児童の
安全確保、保護がないがしろにされるようなこと
があってはならないというのは当然のことでござ
います。
そこで、この家庭裁判所による審査、これを導
入することで、児童相談所の必要な権限行使が抑
制されることがないのか、そうしたことについて
当局から御説明願います。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
今回の改正法案で、家庭裁判所による審査を導
入する部分につきましては、先ほど来委員御説明
いただいておりますように、一時保護全てのケー
スではございませんで、親権者等の意に反して二
カ月を超えて引き続き一時保護を行う場合という
ことでございまして、その狙いとしては、手続の
適正性を一層確保しようということでございます。
ということは、一時保護自体は、従来どおり、
行政の判断で行うことができるということでござ
いますので、今回の改正により、児童相談所が必
要な一時保護をちゅうちょするなど、必要な権限
行使が抑制されるようなことがあってはいけない
というのが私ども基本的なスタンスでございます。
こういうことから、昨年、児童相談所の運営指
針というものを見直させていただいて、一時保護
を行う場合には、子供の安全の確保などが必要な
場面があれば、親御さん、保護者の方々の同意の
有無にかかわらず、一時保護をちゅうちょなく行

うべきということを明記しておりますので、この
点につきましても、今回の改正、お認めいただい
た後におきましても、都道府県等に対して周知徹
底をさせていただきたいと思っております。
○山下委員 ありがとうございます。
一時保護というのは、一旦保護して、その後、
最終的に施設入所ということにするのか、家庭に
戻すのかということで、その判断をする期間でも
あるんですが、これが余り長引いてはいかぬと思
うんですね。二カ月ごとに家庭裁判所の診断が入
るからといって、それを前提に、それを繰り返せ
ばいいんだということがあってはならないと思い
ます。
一時保護ではなくて、ちょっと先ほど御紹介し
た家庭裁判所の承認の審判の申し立て、これは二
十八条、この審判、これについては、審判までに
二カ月から四カ月を要することが多いというふう
にも聞いておりますけれども、その前段階の一時
保護、これが次の段階の二十八条審判のように長
引くということが余りあってはならぬだろう。だ
から、そういった、二カ月を超えることが前提で
ということであってはならない。
この一時保護については迅速な手続の処理をや
っていただきたいんですが、その点については、
当局のお考えはどうでしょうか。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
今回、新たな審判事項となります一時保護の審
査期間につきましては、もちろん、個々の事案に
応じてさまざまではございますけれども、今御指
摘いただきましたように、そもそも、一時保護が

二カ月を超えて行われるたびごとに審査というも
のが申し立てられるということからいたしまして
も、できる限り迅速な審査が必要だというふうに
思っております。
そのためには、今回の法律案、認めていただい
た施行までの間に、裁判所において審理手続の詳
細など必要な検討が行われるというふうに承知を
しておりますけれども、迅速な審理が行われるた
めに、児童相談所から必要な書類が適切に提出さ
れるということも重要であるというふうに思って
おりますので、私ども厚生労働省といたしまして
は、法務省などと連携させていただいて、必要な
検討を行った上で、手続の具体的な内容について
都道府県に周知して、全体としての審査期間が迅
速に行われるように取り組ませていただきたいと
思っております。
○山下委員 そうですね。一層の取り組みを期待
したいところでございます。
先ほど申し上げたように、一時保護においても
家庭裁判所の承認というのが入る。あるいは、そ
のほか二十八条審判、家庭裁判所の承認の審判の
申し立てにおいても、家庭裁判所による保護者指
導の勧告という新たな手続が入るということで、
ある意味、家庭裁判所の関与する機会がふえると
いうことでございます、一時保護と二十八条審判
においてですね。そうなると、やはり家庭裁判所
が関与する業務というのが一定程度増加すると思
われるんですけれども、これについて、まず、ど
れぐらい増加するというふうに厚生労働省が見込
んでいるのか、お答えいただければと思います。
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○吉田政府参考人 私ども、今回の改正案を検討
するに当たりまして、全国の児童相談所に対して
行いました調査結果によれば、親権者等の意に反
して二カ月を超える一時保護の件数が年間四百六
十八件程度というふうに推計をさせていただいて
おりますので、今回の部分につきましても、おお
むね同程度の件数が対象になるのかなというふう
に考えておりまして、このようなケースについて、
なかなか、では、どれぐらいの、個々、現場にお
いて事務負担になるかということについては、一
律ではないと思いますけれども、そのあたり、児
童相談所側の体制整備もきちっと進めながら、今
後注視してまいりたいと思っております。
○山下委員 ありがとうございます。
一時保護について、二カ月ごとの承認というの
は五百件弱であろうというお答えがあったんです
けれども、家庭裁判所もこれに対してしっかり対
応していただく必要もありますし、先ほどお話し
した二十八条審判で、新たな勧告をするためには
やはりそれなりの調査が必要で、報告を受けてと
いうことで、ワークロードというか負担が、家裁
の裁判官においても、あるいは職員においても負
担がふえると思うんですよね。それについて、や
はり家庭裁判所においてしっかり体制整備をして
いただくということが重要であろうと思いますが、
家庭裁判所として、最高裁としてどのようにお考
えなのか、その点、お話をいただきたいと思いま
す。
○村田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げま
す。

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
てが増加している状況にあるというようなことも
踏まえまして、これまで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ですとか
家事事件を担当する裁判所書記官、これを相当数
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。
御質問をいただきました、今回の法改正を踏ま
えた人的体制の整備につきましては、まずは今回
でのこの御審議の結果を踏まえて対応を考えてま
いりたいというふうには考えておりますけれども、
家庭裁判所による一時保護の審査など、新たに導
入される制度ということになりました場合には、
これが円滑に運用されますよう、これまで増員し
てきた現有人員の有効活用を図るほか、法改正の
趣旨を踏まえまして必要な人的体制の強化に努め
てまいりたいと考えております。
○山下委員 ありがとうございます。
今回、本当に家庭裁判所の判断というのが、あ
る意味、セーフティーネット、人権においてもな
るということで、やはりきめ細やかな対応が家庭
裁判所においても求められると思います。そうい
った意味で、最高裁におかれては、必要な人員そ
して予算の確保、これにぜひ努めていただきたい
と思いますし、私たちも本当にそれは応援したい
と思っております。
あと一つ、今回の改正につきましては、接近禁
止命令を行うことができる場合の拡大というのが
ございます。

この接近禁止命令というのは、従来は、親権者
の意に反して施設入所等の措置がとられている場
合、これについては、親の意に反して施設入所等
をやっている、親が子供懐かしさの余り子供に会
いに来る、でも、それが不測の事態をもたらすと
も限らないということで接近禁止命令を行うとい
うことになっているんですが、今回それを拡大し
たということでございます。
これは現場の意見を踏まえた対応だということ
でございますけれども、今回の接近禁止命令の拡
大について、どういった理由で拡大し、活用につ
いてどういうふうに期待されるのかについて、当
局の御説明をいただきたいと思います。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
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
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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。
○山下委員 ありがとうございました。
同意があってもやはり会いたい、特に性的虐待
の加害者であるような場合もありますし、また、
一時保護ということで判断がまだついていない場
合でも、やはり保護の必要性はあるわけですね。
そういった意味で、今までの穴が塞がれたという
ことで大変有意義な改正であろうと思います。
このように、司法の関与というのが広がってき
たわけでございますけれども、配付資料の②を見
ていただきたいんですが、こういう裁判所の関与
が強化される、これに伴って、やはり児童相談所
における法的な知識が必要な業務がより一層増加
すると考えられるわけでございます。
そういった意味で、配付資料の②で「児童相談
所における弁護士の活用状況等」、これは去年の
十月一日のデータではあるんですけれども、常勤
の職員として弁護士を配置するところであるとか、
あるいは非常勤職員として弁護士を配置する場所
であるとか、あるいは、職員として配置はしてい
ないけれども、弁護士事務所や県弁護士会推薦の
弁護士との契約というところがどんどんふえてい
るというところでございます。
弁護士の活用状況というのが全国二百十カ所と
いうことで、進んでいるというふうに考えており
ますが、この取り組み状況、活用状況を踏まえて、

児童相談所職員の法的な専門性を向上していくと
いうための取り組み、これについて副大臣から御
意見があればお願いしたいと思います。
○古屋副大臣 児童虐待の相談対応件数が増加を
しまして、複雑困難なケースも増加をする中で、
児童相談所においては、親権者等の意に反する里
親委託や施設入所等の承認の審判の手続、また、
親権停止、喪失の審判の手続等、法律に関する専
門的な知識経験を要する業務が増加をいたしてお
ります。
こうした業務を迅速に、的確に行っていくため
に、昨年の児童福祉法改正によりまして、今委員
から御指摘がございましたように、児童相談所に
弁護士の配置またはこれに準ずる措置を行うもの
といたしまして、児童福祉司とスーパーバイザー
に、司法手続に関する科目を含む研修受講を義務
づけることとしたところでございます。
今回の改正による司法関与の強化によりまして、
家庭裁判所による一時保護の審査など、法律に関
する専門的な知識経験を要する業務がより一層増
加をすることから、引き続き、弁護士配置の促進
や研修の実施を通じて、児童相談所職員の法的な
専門性の向上に努めてまいりたいと考えておりま
す。
○山下委員 ありがとうございます。
そういったことで、こういった協力関係もやる
ことによって、弁護士会としても人権擁護の観点
から非常にありがたいですし、また、児童相談所
の職員の方もやはり心強いと思います。こういっ
た取り組みをどんどん進めていただきたいと思っ

ております。
以上、制度論についていろいろ伺ったんですが、
例えば我が党でも、虐待に関する特命委員会とい
うことで、児童に限らず、さまざまな虐待につい
て課題を整理するとともに議論を行っているわけ
でございますけれども、その中で、児童虐待につ
いて、やはり、今申し上げたのは起きてしまった
話なんですね。でも、そもそも虐待が起きないよ
うにする、子供と子育てに優しい社会、これが虐
待のない社会につながるということが、我が党で
呼んだ有識者も主張されているところでございま
す。
そしてまた、堀内政務官からも、日ごろ、そう
いったお話を伺っているわけでございますけれど
も、今回、児童虐待という事案の対症療法でなく、
そもそも虐待の起こりにくい社会を実現するため
に、児童虐待の発生予防のための取り組みが重要
と考えますが、その点について、古屋副大臣の思
いを教えていただきたいと思います。
○古屋副大臣 残念ながら起きてしまった児童虐
待に対して迅速的確に対応することに加えて、児
童虐待の発生予防の取り組みを進めることは極め
て重要でありまして、そのためには、子育て家庭
の不安を早期に発見し、解消していくことが必要
であります。
このため、昨年の児童福祉法等の改正によりま
して、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支
援を実施する子育て世代包括支援センターを法律
に位置づけ、今、全国展開を目指しております。
さらに、市町村におきまして、生後四カ月まで
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の乳児のいる全ての家庭を訪問し、養育環境等の
把握を行う乳児家庭全戸訪問事業、こんにちは赤
ちゃん事業や、その中で養育支援が特に必要な家
庭への養育支援訪問事業を実施いたしまして、孤
立しがちな子育て家庭のアウトリーチ支援に取り
組んでいるところでございます。
また、児童虐待による死亡事例等について、国
の専門委員会で毎年度分析、検証を行いまして、
その検証結果を踏まえて対策の改善につなげてお
ります。
今後とも、児童虐待の発生予防に取り組んで、
児童虐待のない社会の実現を目指してまいります。
○山下委員 時間が参りましたので、終わります。
この問題は、もう与野党を超えての取り組みで
ございますので、しっかりと力を合わせて頑張り
たいと思います。ありがとうございました。
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