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基本目標１ 虐待・被害を根絶する   

 

 

 目標数値  

項 目 現 状 目 標 

市町村子ども家庭総合支援拠点(※１)の設置箇

所数 
６箇所 (R 元年度末)  35 箇所 (R４年度末) 

児童虐待死亡件数 ４件 (H30 年) ０件 (R６年) 

 

 

（１）虐待の予防と防止体制の整備 次世代 子・若 子育て  

 

 現状と課題  

○ 児童虐待の根絶 

児童虐待は、子どもへの重大な人権侵害です。「こどもの権利条約」の批准から既に 25 年が経過

し、「児童虐待防止法」第３条において、「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」と虐待の

禁止がうたわれていますが、未だに多数の事件が発生しています。 

児童虐待の根絶のためには、県民一人ひとりが子どもの命を守り、虐待を見逃さないという姿勢

を持つ必要があります。 

相次ぐ児童虐待事件で社会的な関心が高まっていることもあり、児童虐待に関する相談件数が増

えています。児童相談所の体制強化や、市町村・地域での取組など、児童虐待防止の取組を強力に

推進する必要があります。一方、平成 28 年児童福祉法の改正により全市町村に義務付けられた子

ども家庭総合支援拠点は、平成 31年４月時点で６市村の設置にとどまっています。 

 
 
 
 
 

（※１） 子ども家庭総合支援拠点 子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の把握、子ども等に関する相談全般から通所・

在宅支援を中心としたより専門的な相談対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワーク業務までを行う。 

基本方針Ⅲ 困難な状況を把握し子ども・若者やその家族を支える 

 子ども・若者が生き、育ち、守られることは、子どもの権利条約にもうたわれている、最も基本的で普遍的

な権利です。 

 子どもの権利実現のため、妊娠・出産から子育てまでの切れ目のない支援により、虐待を予防し根絶しま

す。万一、虐待が発生した場合又は虐待のおそれがある場合には、早期に発見し、安全確保等、早期に

対応する体制を整備します。 

 また、インターネットを利用した犯罪の増加等も踏まえ、子ども・若者が犯罪被害に遭わないよう、地域全

体で防止体制を整備するとともに、被害者やその家族に対して心理的サポート等を実施します。 
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児童虐待の種類(４種類)                      (出典)厚生労働省ホームーページ「児童虐待の定義」より 

身体的虐待 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄など

により一室に拘束する など 

性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体

にする など 

ネグレクト 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気にな

っても病院に連れて行かない など 

心理的虐待 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を

ふるう（ドメスティック・バイオレンス：ＤＶ） など 

 

○ 妊娠期からの早期発見及び適切な保護 

妊娠中から虐待を予防し、早期に発見するため、母子保健施策と児童虐待防止対策とのより一層

の連携が必要です。医療機関・市町村との連携のもと、妊娠中から育児不安を抱える場合には、早

期に子育て情報の提供や相談、保健指導等を行うことで、その後の継続した支援につなげることが

できます。 

   各市町村の母子保健担当課や、県の児童相談所、警察等において、各地域における子どもやその

家庭に関する情報が把握されます。早期発見及び適切な保護を図るためには、その情報を県内全市

町村で設置している要保護児童対策地域協議会で共有するなど、関係機関の円滑な連携・協力の確

保が必要です。 
 
  (市町村要保護児童対策地域協議会で共有される情報入手先の例) 

・妊娠届出時 

・子育て世代包括支援センターでの面接 

・育児不安やメンタルヘルスに不安を抱えている母親を対象とした保健福祉事務所での来所相談 

・特定妊婦等の情報に関する医療機関と市町村の間での「妊産婦支援連絡票」の活用 

・産後２週間での産婦健康診査や産後ケア事業 
 
 

 施策の方向と具体的施策  

 ○ 児童虐待防止条例の制定 

児童虐待防止条例を制定し、児童虐待の根絶と虐待を受けた子どもを支援します。 

 

○ 啓発活動、相談体制整備、市町村の支援 

児童虐待防止のための啓発活動を行うなど、県内に児童虐待根絶の意識を広めます。 

また、予期しない妊娠をした妊婦や育児不安を訴える保護者など、問題を抱える人と接触する機

会が多い市町村での取組を支援し、悩みを抱える人が相談しやすい体制を整備します。 

 

子どもを虐待から守るための５か条             (出典) 厚生労働省資料より 

1.「おかしい」と感じたら迷わず市町村・児童相談所へ連絡 （通告しましょう） 

2.「しつけのつもり」は言い訳 （子どもの立場で判断しましょう） 

3.ひとりで抱え込まない （あなたにできることから即実行しましょう） 

4.親の立場より子どもの立場 （子どもの命が最優先です） 

5.虐待はあなたの周りでも起こりうる （特別なことではありません） 
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ア 虐待の予防・防止 

① 児童虐待防止条例の

制定 

 

○児童虐待防止条例を制定し、本県の特徴的な取組や、医療機関等

関係機関との連携強化を推進します。また、子どもが家庭におい

て健やかに養育されるよう、保護者を支援します。 

② 県民運動の高揚 

 

 

○オレンジリボンキャンペーンとして児童虐待防止月間（毎年 11

月）における広報啓発活動をはじめ、出前なんでも講座や就学時

健診等における説明、保育所等での啓発を行います。 

③ 妊娠期からの虐待予

防 

 

 

○妊娠期から虐待予防の体制強化を図るため、妊娠に特化した相談

窓口「ぐんま妊娠ＳＯＳ」を実施します。また、必要に応じて受

診同行等を行う、「妊娠ＳＯＳサポート事業」を実施し、関係機関

との連携強化を図ります。 

④ 地域での見守り・相談

体制の整備 

○民生委員・児童委員、主任児童委員に対し、児童虐待対応ハンド

ブックの配布や研修により、虐待予防の活動を推進します。 

⑤ 相談しやすい窓口の

整備 

 

○児童相談所における相談をはじめ、24 時間・365 日の子育て電話

相談「こどもホットライン 24」などで子育て相談を受け付けます。

また、ＬＩＮＥによる相談を行います。 

 

イ 市町村における虐待予防・防止の取組への支援 

① 子ども家庭総合支援

拠点の設置支援 

○子どもとその家庭及び妊産婦等が身近な場所で支援を受けられる

よう、市町村における設置を促進します。 

② 妊産婦支援事業の推

進 

 

○医療機関等と市町村母子保健担当部署との連携を図るため、「妊産

婦支援連絡票」の活用を推進し、妊産婦の支援体制整備に努めま

す。 

③ 人材の育成 

 

○市町村職員を対象とした要保護児童対策地域協議会調整機関担当

者研修や、児童福祉司(※３)任用資格認定等講習などにより、虐

待予防・防止に取り組む人材を育成します。 

 

ウ 親子関係の再構築   

① 子育てトレーナー養

成講座（ほめて育てるコ

ミュニケーショントレ

ーニング） 

○県内各地域で「ほめトレ」を使った子育て講座開催を支援します。

そのため、市町村職員等を対象に講座を開催する「トレーナー」

の養成講座を実施します。【連動施策：Ⅱ-1-(3)親育ち支援】 

② 母と子の関係を考え

る会（Ｍother＆Ｃhild 

Ｇroup）の運営・普及 

○子育てに悩んでいる母親たちが、グループで語ることにより、自

分自身と向き合い、自分自身の心の傷を癒やし、新たな親子関係

を築けるよう支援します。 

 

 
 

 
(※２) 児童福祉司 児童相談所の職員として、子ども、保護者から子どもの福祉に関する相談に応じるほか、子ども、保護者、関

係者に必要な支援・指導等を行う。 

◆主な連動施策   Ⅱ－１－(２)妊娠・出産支援 

Ⅲ－４－(５)社会的養育体制の整備 
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（２）虐待の早期発見・早期対応 次世代 子・若 子育て   

 

 現状と課題  

児童虐待は早期発見と早期対応が重要です。 

 平成 30 年 12 月に、国の児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議において、「児童虐待防止

対策体制総合強化プラン(新プラン)」が策定されました。これは、虐待予防のための早期対応から発

生時の迅速な対応、虐待を受けた子どもの自立支援等に至るまで、切れ目のない支援を受けられる体

制の構築を目指したものです。 
 

 ○ 早期発見のための対応 

児童虐待の第一発見者となり得る学校等の教職員(＊)、児童福祉施設の職員、医療従事者、配偶

者暴力相談支援センターの職員等が、児童虐待が疑われる子どもへの対応を身につける必要があり

ます。  (＊ 保育関係者、幼稚園・小・中・高校・特別支援学校の教職員) 

 

 ○ 発生時の対応 

児童虐待に関する通告は、児童相談所にも警察にも寄せられます。そのため、それぞれが持つ児

童虐待事案に関する情報を共有することで、多角的に危機管理を行う必要があります。 

児童相談所が通告を受けた児童虐待事案については、子どもの安全確認を確実かつ早急に実施す

ることが重要です。また、子どもの安全確保が必要な場合には、ためらうことなく一時保護を行う

必要があります。 

 
 

 ○ 児童相談所の体制強化 

新プランにより、児童相談所の体制強化を図ることとなり、児童福祉司は従来の児童相談所の管

轄区域の人口４万人に１人から、令和４年度までに、人口３万人に１人の配置となりました。また、

令和６年度までに、児童福祉司２人につき児童心理司(※１)１人を配置することとなりました。 
 

○ 自立に向けた長期的な支援 

  虐待を受けた子どもへの長期的な支援や、虐待に至った社会的背景などについても、県民の関心

を高める必要があります。 

 

 

(※１) 児童心理司 児童相談所の職員として、子ども、保護者等の相談に応じ、心理診断を行うほか、心理療法、カウンセリング、

助言等を行う。 

警察等 372件(27%) 

近隣・知人 309件( 22%)

学校等 172件(13%)

家族 120件(9%)

市町村 106件(8%)

医療機関等

68件(5%)

児童福祉施設等 42件(3%)

児童本人 19件(1%)
その他 166件(12%)

経路別の虐待通告件数(平成30年度：1,374件) (群馬県)

(出典)県児童福祉課集計(R1年)
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 施策の方向と具体的施策  

 ○ 虐待を見逃さないための取組 

学校等の教職員、児童福祉施設の職員、医療機関従事者、配偶者暴力相談支援センターの職員等

を対象に、児童虐待に関する研修を実施します。 

虐待の見逃しを防ぐため、児童相談所と警察との間で、虐待事案に関する情報の連携を行います。 

 

○ 早期の安全確認・保護と長期的な支援 

児童虐待に関する通告を受けた場合には、早急に子どもの安全確認を行うとともに、必要な場合

には一時保護を行います。 
市町村、医療機関、民間団体などと連携し、親子関係の再構築や社会的養育などにより、子ども

が負った心の傷の回復に努めます。 
  
 ○ 児童相談所の体制強化 

児童虐待発生時の迅速・的確な対応を確保するとともに、子どもや保護者等への指導を充実させ

るため、児童相談所に配置する児童福祉司を増員します。 

また、児童虐待により心に傷を負った子どもへのカウンセリング等の充実を図るため、児童心理

司を増員します。 

 

 

ア 学校や医療関係機関等との連携強化 

① 学校や医療機関との

連携 

 

○群馬大学病院において、地域の医療機関への助言、虐待の早期発

見・対応に係る研修等を実施します(群馬県児童虐待防止医療ネッ

トワーク事業)。これにより、地域の中核病院の虐待対応力を強化

します。 

相

談

・

通

告 

児

童

福

祉

司

に
よ
る

調

査 

援

助

方

針

の

決

定 

○ 面接指導 〈1,005 件〉 

○ 児童福祉司による在宅指導 〈49 件〉 

○ 児童養護施設などの施設入所 〈59 件〉 

○ 里親委託 〈4 件〉 

○ その他(市町村による見守りなど) 〈224 件〉 

児童虐待の対応状況(平成 30 年度) 

相談・通告から援助方針決定までの間、必要に応じて一時保護を実施  〈234 人〉 

＊〈 〉内は平成 30 年度の対応件数 
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○学校等の教職員、児童福祉施設の職員、医療機関従事者、配偶者

暴力相談支援センターの職員等を対象に、児童虐待を発見した際

の初期対応研修を実施します。 

○児童虐待に知見のある医師を「児童虐待防止医療アドバイザー」

として委嘱し、専門的助言を得ながら対応します。 

② 児童相談所と警察と

の連携 

○児童相談所と警察との間で、それぞれが持つ児童虐待事案に関す

る情報の全件共有や、立入調査の合同訓練を実施します。 

③ 市町村要保護児童対

策地域協議会への支援 

 

○各児童相談所に児童家庭相談アドバイザーを置くほか、各市町村

の調整担当者の研修を実施するなど、市町村要保護児童対策地域

協議会の運営を支援します。また、関係機関の連携と協力により、

虐待の早期発見及び子どもへの迅速な支援を行います。 

 

イ 被虐待児童の早期保護 

① 子どもの早期安全確

認 

 

○児童相談所全国共通ダイヤル(電話局番なし１８９(いちはやく))

を周知します。（通話料無料） 

○児童虐待通告を受けた場合には、原則 24 時間以内(国基準 48 時

間以内)に安全確認を行います。 

② 児童相談所の体制強

化 

 

○児童福祉司、児童心理司などの専門職の増員を図ります。 

○指導及び教育を行う児童福祉司(スーパーバイザー)を置き、児童

福祉司の業務の質向上を図ります。 

○弁護士や警察官との連携を強化し、助言を得ながら困難な事案に

対応します。 

○親子分離が必要な場合には、児童相談所長が親権を代行するほか、

親権者等のある児童についても、児童相談所長が子どもの福祉の

ために必要な監護・教育等を行います。 

③ 虐待を受けた子ども

の心理的ケア 

 

○母と子の関係を考える会(Ｍother ＆ Ｃhild Ｇroup)の運営・普

及を図ります。 

○実親による養育が困難な場合は、里親委託などの社会的養育によ

り子どもの健全育成を図ります。子どもを受け入れる施設では、

小規模グループケアや個別対応職員等を配置し、きめ細かなケア

を行います。児童養護施設においても、小規模グループケアや個

別対応職員等を配置し、きめ細かなケアを行います。 

 

 
◆主な連動施策  Ⅲ－４－(５)社会的養育体制の整備 
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（３）子ども・若者の犯罪被害の防止と被害者支援 次世代 子・若   

 

 現状と課題  

  ○ 登下校時等の子どもの安全 

登下校時の児童が被害者となる事件事故が全国的に発生し社会問題となっており、県内において

も不審者が子どもに声をかけるなどの「声かけ事案」が後を絶ちません。 

保護者への不審者情報の迅速な発信と安全・安心な地域づくりが求められています。 

 

 

   

○ ＤＶ(ドメスティックバイオレンス) 

県内のＤＶ、ストーカーの相談件数は減少傾向

にあるものの、子どもの目の前で家族に対して暴

力をふるう「面前ＤＶ」は、子どもの心に深い傷を

残す心理的な虐待の一つです。児童虐待の背後に

はＤＶがある場合もあります。 
 

 ○ インターネット等を介した子どもの被害 

 スマートフォンが普及し、子ども・若者の所持率も非常に高まっています。 

インターネット等を利用した児童買春や児童ポルノ、青少年健全育成条例違反等の犯罪被害が発

生しています。子どもがＳＮＳを通じて知り合った相手から犯罪被害を受ける事件も全国各地で起

きています。 

また、スマートフォンやオンラインゲームの過度な使用がやめられなくなるインターネット依存

の問題が顕在化してきています。ＷＨＯ(世界保健機関)は、ゲームの過度な使用で日常生活に支障

を来す「ゲーム障害」を精神疾患の一つに位置付けました。 

児童生徒のインターネット利用状況は把握しづらいことから、保護者を巻き込んだスマートフォ

ン利用のルールづくりや、子どものパソコンやスマートフォンなどの利用を、親がコントロールす

るペアレンタルコントロール(※１)への意識啓発が必要です。また、違法・有害情報へのアクセス

を制限するフィルタリング(※２)の必要性を周知することも必要です。 

 
(※１) ペアレンタルコントロール 子どもによるスマートフォンなどの情報通信機器の利用を、保護者が把握・安全管理を行う仕組 

み。 

(※２) フィルタリング 子どもがインターネットを利用する際、犯罪に関するサイトなど不適切なサイトやアプリを利用できないように

ブロックする機能。 

子どもを対象とする犯罪予兆事案（群馬県） 
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ＤＶ事案件数（群馬県）

(出典) 県警察本部調べ
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○ 犯罪被害者等の支援 

犯罪等の被害に遭った子どもの心身の負担を軽減し、立ち直りを支援するため、県、市町村、

警察及び関係団体が連携して対応していますが、支援施策の更なる周知や、体制整備等を図る必

要があります。 
 
 

 施策の方向と具体的施策  

○ 地域での防犯活動の推進 

不審者情報等について、保護者や防犯ボランティア団体等へのタイムリーな情報提供を行うほか、

小学生が安全・安心に学校生活を送れるよう、登下校を含む安全管理体制を整備します。 

警察と学校の間で、きめ細かい情報、緊急性が高い情報、危険箇所等に関する情報の共有が図れ

るように体制の構築に努めます。 
また、防犯講話や研修会の開催により、犯罪の発生しにくい地域づくりのための啓発活動を行い

ます。 
 
○ ＤＶ対策 

関係者会議で情報交換を行うなど、警察や配偶者暴力相談支援センター等の関係機関との協力体

制を保持します。 

 
 ○ 有害環境から子どもを守る取組の推進 

セーフネット標語「おぜのかみさま」を活用し、ネットリテラシー(※３)の向上など、児童生徒、

教職員、保護者に対し、インターネットに潜む危険性に係る正しい認識の普及を図ります。 

また、警察において、少年の健全育成を阻害する犯罪の徹底検挙に努めます。 

 
 
 
(※３) ネットリテラシー インターネットの便利さと脅威、ルールを理解し、適確な情報を利用して、正しく使いこなすための知識や

能力。 
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○ 犯罪被害者等の支援 

第３次群馬県犯罪被害者等基本計画（計画期間：平成 29 年度～令和３年度）に基づき、関係機関

が連携し、犯罪被害者等の支援を推進します。 

 
 

  ア 犯罪被害に遭いにくい地域づくり 

① 安全に関する情報の

提供 

 

○住民の自主防犯意識高揚のための情報発信に努めます。 

（｢上州くん安全安心メール｣、｢群馬県警察公式ツイッター｣、市町

村防災無線の活用） 

○県内で発生した声かけ事案情報をまとめ、保育所等、小・中・高

校、特別支援学校、各教育事務所に対してメールで配信します。 

② 地域での防犯活動推

進 

 

 

○犯罪が起こりやすい場所、安全な場所を見分ける能力を身につけ

させる学習プログラム「地域安全マップづくり」に取り組む小学

校等に対し、指導員を派遣します。 

○スクールガード･リーダー(※４)を中心に学校、地域、ボランティ

ア等が連携をして、子どもの安全を図ります。 

○日常生活・事業活動を行いながら、防犯の視点を持って見守りを

行う「ながら見守り」活動への協力依頼に努めます。 

○自主防犯活動に対し、青パト(青色回転灯装備車)講習会、物品貸

与、保険加入等の支援を行います。また、事業者等が行う防犯Ｃ

ＳＲ活動(※５)や、「子ども１１０番の家・車」などの防犯ボラン

ティア活動等を支援します。【関連施策：Ⅳ-1-(1) 子ども・若者

の支援者の確保】 

③ 子ども・若者向けの被

害防止講座等の開催 

 

 

○保育所等、小学校、放課後児童クラブ、子ども会等で、防犯標語

「いかのおすし」(「いかない、のらない、おおごえでさけぶ、す

ぐにげる、しらせる」)等の紙芝居を使用して、誘拐・連れ去り防

止の説明やロールプレイを行います。 

○県内の高校、大学、専門学校、企業等に対して防犯講話や研修を

実施し、防犯意識向上に努めます。 

○幼児に対し、警察署に配置されたスクールサポーターによる防犯

教室を充実します。 

④ 近隣都県と連携した

意識啓発 

 

○若者を対象として、関東甲信越各都県、政令市及び国民生活セン

ターと共同で、悪質商法被害に遭わないための被害防止キャンペ

ーンを実施します。 

 
 
 
 
(※４) スクールガード・リーダー 学校の防犯体制及び学校安全ボランティア（スクールガード）の活動に対して専門的な指導を行

う者。警察官ＯＢ等に委嘱して実施。 

(※５) ＣＳＲ活動 CSR：Corporate Social Responsibility。企業の社会的責任。企業が自社の利益のみを追求するだけではなく、経

済・環境・社会など幅広い分野で経済全体の活性化やより良い社会づくりを目指す自発的な取組。 
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⑤ 有害環境から子ども

を守る取組推進 

○少年の福祉を害する犯罪の徹底検挙に努めるほか、関係団体や防

犯ボランティアとの連携、青少年に有害な図書等の指定など、有

害環境浄化対策に取り組みます。 

○インターネット等の普及による有害環境から子どもを守るため、

セーフネット標語「おぜのかみさま」の普及啓発や情報モラル講

習会等を開催し、ネットリテラシーの向上に取り組みます。 

○携帯電話販売事業者等に対し、フィルタリングの普及促進を要請

します。 

○県内全小・中学校の生徒指導担当者が参加する「小学校及び中学

校生徒指導対策協議会」において、携帯インターネット問題講習

会を開催し、学校での児童生徒や保護者を対象とした指導を充実

させます。 

 
イ 被害者及びその家族への支援 

① 犯罪被害者等の支援 

 

 

○犯罪被害者の経済的負担の軽減を図るため、被害により医療機関

を受診する際等の初診料等の公費支出を行います。また、心理的

負担軽減のため、警察部内の臨床心理士によるカウンセリングや、

必要に応じて精神科等の受診を促します（公費支出）。 

○再被害のおそれのある犯罪被害者に対しては、再被害防止対象者

に指定し、組織的な保護対策を行います。また、再被害防止対象

者に長時間録画装置等の保護対策機材を貸与して、再被害の防止

を図ります。 

○群馬県性暴力被害者サポートセンターで被害者からの相談に応じ

るとともに、第３次犯罪被害者等基本計画に基づき、関係機関と

連携し、犯罪被害者等を支援します。 

② 犯罪被害者への配慮

意識の醸成 

 

 

○中学生・高校生に対する、犯罪被害者や犯罪被害者遺族等による

「命の大切さを学ぶ教室」が、多くの学校で開催されるように、

学校への働きかけを行います。また、犯罪被害者等に対する理解

を更に深めるため、受講者に警察庁主催の「大切な命を守る全国

中学・高校生作文コンクール」への応募を促します。 

○大学生に対し、犯罪被害者支援について周知するための講義を積

極的に実施します。また、犯罪被害者支援の広報啓発活動にボラ

ンティアとして参加を募り、犯罪被害者に対する意識向上を図り

ます。 
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おぜのかみさま  

 

県民に親しみのある『尾瀬』をモチーフにした、子どもをネット犯罪から守る 

７つの約束。 

 

お：おくらない（ 写真 ）「児童ポルノの被害から」 

ぜ：ぜったい会わない「性犯罪の被害から」 

の：のせない（個人情報）「個人情報の漏洩から」 

か：かきこまない（悪口等）「ネット上のいじめから」 

み：みない（有害サイト）「有害サイトから」 

さ：さがさない（出会い）「出会い系サイトから」 

ま・まもる（ルール）「ネット依存から」 

 

 

 

 
 

 2019 年５月、ＷＨＯ(世界保健機関)は、オンラインゲームなどへ

の依存で日常生活に深刻な影響が出る「ゲーム障害」を国際疾病と

して正式に認定しました。 

 スマートフォンなどの普及に伴い、オンラインゲームやインター

ネットの過剰な使用により、睡眠障害や対人関係のトラブルなどの

悪影響が懸念されています。 

 厚生労働省の調査によると、病的なインターネット依存が疑われる

中高生は 93 万人(2017 年)いると推計されており、インターネットや

ゲームと上手に付き合うことが求められています。 

 

 

インターネット依存 コラム 


