
1　飯塚市3児童死亡事例検証報告書で指摘された課題に対する今後の取り組み

既に取り組んだ点
（令和4年7月現在）

今後取り組んでいく点

1 子育て支援課 組織体制

（検証報告書　P19）
　重篤な案件や対応件数の増加により市
の負担が多くなっている状況において、
会計年度任用職員である家庭児童相談
員による状況判断に依存していた。マン
パワーや業務効率的に厳しい面があり、
組織的取り組みを発揮できず、上司等の
チェック体制も不十分であった。

　社会福祉士などの専門職の職員を家
庭児童相談室に配置して、ケースの状
況判断や児童相談所などの関係機関と
のやり取りを行う必要があった。

　マンパワーの不足や事務の効率化が
進んでいないため、全体的にケース記
録を課内で回覧するスピードが遅く、
ケースの状況について上司のチェックが
遅くなり、リアルタイムでの上司の指示
ができず、組織的な対応ができなかっ
た。

　命令系統明確化のための体制整備が
不十分であった。

　令和4年4月に飯塚市子ども家庭総合支援拠点
を設置し、児童虐待防止対応チームとして重点的
な機能を持ち、社会福祉士・臨床心理士・弁護
士・医師などの専門職を配置し、組織的対応と
ソーシャルワーク機能の充実を図っている。

　厚生労働省が示す「子ども虐待対応の手引き」
や「市町村子ども家庭支援指針（ガイドライン）」な
どの指針に沿って、通告等があった場合、管理職
を含めて緊急受理会議を開催して組織的対応を
行っている。また、上記の専門職を含めて、週1回
程度、拠点会議と称して、ケースの情報共有や対
応を協議する会議を行っている。

　事務の効率化については、令和3年度に母子保
健係が使用している「健康かるてシステム」に、児
童相談情報を入力できるようシステム改修を行っ
た。

　ケース記録の回覧についても、マンパワーの不
足の解消により速やかに回覧し、上司等の指示
を受け組織的な対応ができている。

　左記の事項を継続していく。

　社会福祉士や精神保健福祉士などの専門職を
継続的に子ども家庭総合支援拠点に配置できる
よう人事部局に要望していく。また、定期的に組
織体制の見直しを行っていく。

　健康かるてシステムを活用し、庁内の児童虐待
防止関係部署との情報共有を図る。また、子育て
支援課内の相談員や支援員の事務の効率化に
取り組んでいく。

2 子育て支援課 再アセスメント

（検証報告書　P19）
　本事例は転入ケースであり、前の住所
地自治体からのアセスメントシート等によ
る情報提供があったものの、転入後の再
アセスメントについては不十分であり、生
活環境の変化があったその都度アセスメ
ントする必要があった。

　転入時にしかアセスメント出来ていな
かったため、生活環境の変化があった
際には再アセスメントする必要があっ
た。

　福岡県が示すリスクアセスメントツール（「子ども
の安全確認チェックリスト」及び「緊急度アセスメ
ントシート」）を活用し、生活環境の変化があった
時や世帯構成が変わったときなどには必ず再ア
セスメントを行っている。

　居住地を転々としている世帯は要注意世帯とし
て、前住所地の担当部署の担当者にケース情報
の聞き取りを行っている。

　左記の事項を継続していく。

3 子育て支援課
医療機関の受診
勧奨

（検証報告書　P19）
　2月の長男がジャングルジム落下につ
いての情報を得た際に、腰の目視だけで
済ますのではなく、外傷評価や虐待等の
鑑別を含め、医療機関受診を強く勧める
ことが必要であった。仮に医療機関受診
ができていた場合、より正確な医学的評
価が行われた可能性があった。

　不自然な傷やあざがあった場合、児童
相談所や市の担当者の目視等だけで
あったため、虐待による怪我かどうか医
師の判断が仰げるように、虐待防止拠
点病院などの医療機関受診を強く勧め
る必要があった。

　過去に身体的虐待があった事例につ
いては傷を見つけた場合、必ず受診と
詳細な聞き取りが必要であった。

　不自然な傷やあざがあった場合は、必ず保護
者等へ詳細な聞き取りと医療機関受診勧奨を
行っている。
　特に、過去に身体的虐待があった事例につい
ては、虐待の疑いがあることを念頭に調査を行っ
ている。

　左記の事項を継続していく。

　令和4年7月から配置した専門職の医師（非常
勤特別職）の意見をもとに、職権での一時保護等
の対応が必要と判断した場合、市から児童相談
所に強く要望していく。

№ 担当課 項目 検証報告書で指摘された課題

担当課又は他関係課が捉えた課題
（担当課又は他関係課から見て、
こうした方が良かったと思う点や

関与ができたと思われる点）

今後の取り組み
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4 子育て支援課 父との関係

（検証報告書　P19）
　父からの頻回な連絡により安心感を
もっていたことや、これまでの通告等の積
み重ねにより、支援者側にはその事態が
この家庭にとって“日常の範囲内”という
意識が働きやすい状態にあった可能性
があり、実際よりもリスクを小さく捉えてい
た。そのため、父の頻回な連絡などの行
動に対する心理的分析を行い、性格的な
特性や行動特性の見立てをしたうえで、
対応策について検討することができな
かった。

　父から頻回に連絡があっている安心
感はあった。なぜ、父が頻回に連絡して
くるのか行動に対する心理的分析がで
きていなかった。また、関係機関と父親
に関する情報共有が不十分であった。

　虐待歴のある保護者との対応について、常に虐
待を行っていないか、心理担当支援員の意見を
もとに性格的な特性や行動特性の見立てをした
上で対応している。

　左記の事項を継続していく。

　犯罪歴などの情報共有を広げられない場合、警
察介入ケースは児相を含め、特別案件として限ら
れたスタッフでチーム編成し対応していく。

5 子育て支援課 危機意識の共有

（検証報告書　P19）
　父と連絡が取れていたため、父が体調
不良の際に「親戚のところにいる」との話
を聞いても、その親戚についての情報を
得ようとはしていなかった。経過の中で、
どの機関も父の言う事に振り回されてお
り、状況判断が不十分であった。仮に連
絡先を聞くことができていたとしたら、父
への心理的ブレーキになっていたのでは
ないか。また、父が発していたサインや感
情の起伏について、その受け止めが不十
分であった。子どもを守るためには、丁寧
な聞き取りが必要であった。

　父の話を信じ、親戚の情報について、
父から聞き取ることができず、親戚の氏
名や住所を特定する必要性を感じてい
なかった。

　父が発していたサインや、父に感情の
起伏が激しい面があることの情報共有
が不十分であった。

　子どもの居所が不明な場合は、保護者への聞
き取りをしっかりと行い、発言の裏付けをとる。一
機関だけでは、裏付けがとれない場合は、警察な
どに協力を要請するなど関係機関が協力して対
応している。

　関係機関内で、保護者の性格などの情報共有
を行っている。

　経済的な背景は支援の展開に大きく影響する
ので、収入源や借金に関しては徹底的に調査す
る。

　聞き取りや受け止めなどの対応力を向上させる
ため、研修を受講するなど職員の資質向上に努
める。

6 子育て支援課 父からのSOS

（検証報告書　P19）
　3人の幼い児童の世話が大変であった
ことは十分想像されるが、一歩踏み込ん
だフォローができていたとは言えない。ま
た、父との会話から本音を聞き出し、家族
全体における問題の本質を捉える必要
があった。2月に父が体調不良など頻回
な連絡をしたときは、父からのSOSであっ
たのかもしれないが、それを見逃してい
た。

　両親の心理的状況の分析や人格的捉
えが不十分であったため、家族全体の
問題の本質を捉えることができなかっ
た。

　専門職の心理担当支援員のアドバイスを基に
ケース対応している。

　左記の事項を継続していく。

　専門職の心理担当支援員に心理の視点からの
アセスメントを行ってもらい、支援の方向性にとり
こんでいく。

　大人の発達障害や知的なレベル等を把握し、ペ
アレントトレーニングなどにつなげていく必要があ
る。

7 子育て支援課
個別面談・家庭訪
問

（検証報告書　P19）
　父母からの頻回な連絡はあったが、長
男に直接面談した回数は少なく、目視で
の確認が不十分であった。長男に対して
は月に1、2回程度の本人確認が必要で
あったと思われる。特に学校を休みだし
た1月以降は、早期に個別面談を行う必
要があった。

　学校での見守りに頼っていたところが
ある。学校や教育委員会は、長男が「要
保護児童」に登録されているという認識
が少なく、子育て支援課に欠席が続い
ているという連絡が遅くなった。転入後、
学校生活に大きな問題がなかったた
め、子育て支援課による子どもの面談
があまりなかった。

　欠席が続く場合は、速やかに子育て支援課へ
連絡するよう、学校と密に連携を図っている。

　左記の事項を継続していく。

　家庭や子どもの状況に応じて、学校等の見守り
だけではなく、直接、子育て支援課の職員が個別
面談などを行っていく。

　定期面談のルールや学校等を休み始めた時の
対応ルールを決める。

　面談の頻度や誰が面接を行うかなど学校で具
体的に役割を決めておく。

2



既に取り組んだ点
（令和4年7月現在）

今後取り組んでいく点

№ 担当課 項目 検証報告書で指摘された課題

担当課又は他関係課が捉えた課題
（担当課又は他関係課から見て、
こうした方が良かったと思う点や

関与ができたと思われる点）

今後の取り組み

8 子育て支援課
DV問題意識の欠
如

（検証報告書　P19）
　面前DVや夫婦喧嘩で警察出動を複数
回把握していたことから、DVという側面か
らの支援を検討するため、DV問題の担
当課や関係機関との連携が必要であっ
た。

　警察や児相が関わっており、要保護児
童がいる世帯として子育て支援課と児
童相談所が中心となって支援や対応を
行っていたため、DV問題を担当する男
女共同参画推進課と連携をするという
意識がなかった。

　DVが絡むケースについては、男女共同参画推
進課と即連携し、情報共有や対応を行っていく。

　左記の事項を継続していく。

9 学校・教育委員会
長男に対する学
校・教育委員会の
対応

（検証報告書　P20）
　学校は、個別ケース検討会議、校内で
の情報共有、欠席対応などにおいて、長
男に対してリスクを大きく捉えていなかっ
たと言える。このことは、学校側の本ケー
スへのアプローチの少なさからも明らか
である。
また、教育委員会では、「教職員のため
の虐待対応ガイドライン」を策定し、児童
虐待における迅速で組織的な対応を市
内全学校に求めているが、当該ガイドラ
インに沿った対応ができていなかった。

（子育て支援課）
　世帯の生活環境に変化が生じた際
に、子育て支援課が主となって個別ケー
ス検討会議を開催することができなかっ
た。

　学校の要対協ケースの把握、組織的
対応、記録の管理などが不十分であっ
た。

（学校・教育委員会）
　虐待等問題のある家庭への支援に関
して、学校は教育委員会と連携を取りな
がら家庭へのアプローチを継続的に行
う必要があった。

　「教職員のための虐待対応ガイドライ
ン」については、周知の指示は行ってい
たが、教職員へ浸透させる手立てを十
分に講じることができていなかった。

（子育て支援課）
　要保護児童等に係る個別ケース検討会議は、
子育て支援課がイニシアチブをとって開催してい
る。

（学校・教育委員会）
　「教職員のための虐待対応ガイドライン」の改善
と内容の周知徹底を図った。
　具体的には、虐待発生時の対応について、子
育て支援課、児童相談所、教育委員会への速や
かな通告と組織的対応を促すものとし、教職員の
研修の充実を図る。

（子育て支援課）
　左記の事項を継続していく。

（学校・教育委員会）
　左記の事項を継続していく。

10 学校・教育委員会
個別ケース検討
会議

（検証報告書　P20）
　転入当初に行われた個別ケース検討
会議では、会議録を作成していなかっ
た。また、クラス担任教師が会議に参加し
ておらず、学校として、参加は必要ないと
判断している。しかし、当該家庭のリスク
要因など、事前に情報が得られていたは
ずであり、集中的な観察を要する事案で
ある。
　転入時からの変化等を観察するため、
クラス担任も含めて状況把握をする必要
があったと思われ、リスクマネジメント不
十分であったと言わざるを得ない。

（子育て支援課）
　個別ケース検討会議の開催について
は、学校に任せていたところがあった。

（学校・教育委員会）
　児童相談所からの引継ぎがあったり虐
待が少しでも疑われたりする子どもにつ
いて、会議等の場には、クラス担任を含
め子どもに関わりの深い職員は必ず参
加させるなど、情報共有と対応の確認を
徹底させるべきであった。また、そのこと
を記録として残す必要があった。

（子育て支援課）
　要保護児童等に係る個別ケース検討会議は、
子育て支援課がイニシアチブをとって開催してい
る。

（子育て支援課）
　左記の事項を継続していく。

　要保護児童等に係る個別ケース検討会議の会
議録の作成の徹底や担任の先生など関係者へ
の会議参加を促す。

（学校・教育委員会）
　個別ケース検討会議が必要とされる場合は、子
育て支援課と積極的に連携を取っていく。また、
会議のメンバーには、関係する教職員の他ス
クールソーシャルワーカーや地域関係者（民生委
員、主任児童委員等）の積極的な参加を促す。
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11 学校・教育委員会
学校内の情報共
有

（検証報告書　P20）
　転入前に通っていた小学校から児童虐
待に関する引継ぎがあった児童であった
ため、転入時には職員会議等ですべての
教員との情報共有を行っていた。しかしな
がら、その後、生活指導や不登校に関し
て毎月開催している児童支援のための会
議において、長男については継続した情
報共有がなされていなかったのは不適切
な対応であったと言わざるを得ない。

（学校・教育委員会）
　要保護・要支援対象児童等、児童虐
待に関する引継ぎがあったり少しでも虐
待が疑われたりする子どもに関しては、
会議等の場で必ず情報共有させる仕組
み作りを行っておくべきであった。

（学校・教育委員会）
　要保護・要支援対象児童については、生徒指導
委員会等の校内会議での状況報告を義務付け、
校内での情報共有を図っている。

（学校・教育委員会）
　左記の事項を継続していく。

12 学校・教育委員会 欠席対応

（検証報告書　P20）
　冬休み明けから欠席が多くなっている
が、欠席の日の朝に父から「体調が悪い
ため学校を休む」等といった連絡があっ
たことから、欠席が続いていることについ
て、特に問題視せず、家庭児童相談室に
は知らせていなかった。
　上述のとおり、本件はハイリスク家庭で
あることは明らかであり、欠席が続いた段
階で、速やかに家庭児童相談室等関係
機関と連携をとり、早急に対応すべきで
あった。

（子育て支援課）
　文部科学省の指針にもあるように、理
由があったとしても欠席が続く場合に
は、学校から市や児相へ連絡が必要で
あった。

　欠席が続いた時点で、学校はすぐに
訪問し児童を確認する必要があった。

（学校・教育委員会）
　要保護児童・要支援児童等の家庭に
対しては、遅刻・欠席が続いた際の潜在
的リスクや関係機関への報告等につい
ての教職員の意識を高めておく必要が
あった。

（子育て支援課）
　ケースの家庭環境に変化があった際は、定期
的に学校や保育施設など子どもと直接関わって
いる関係機関に、子どもの状況の聞き取りなどを
行っている。

（学校・教育委員会）
　要保護・要支援対象児童の欠席が続く場合の
対応として、目視による安全確認までの期間短縮
及び関係機関への報告の明確化を図っている。

（子育て支援課）
　左記の事項を継続していく。

（学校・教育委員会）
　左記の事項を継続していく。

13 学校・教育委員会 カウンセリング

　学校の認識として、スクールカウンセ
ラーによるカウンセリングは親からの依
頼が必要と捉えていたこともあり、長男に
対してはカウンセリングを行っていない。
また、学校は、11月18日には長男の状態
を気にかけているが、11月20日に家庭児
童相談室が父に長男の学校でのカウン
セリングの了承を得ているにも関わらず、
実施に結びつけられていない。

（子育て支援課）
　父に長男の学校でのカウンセリングの
了承を学校に伝えた後に、カウンセリン
グを受けたか逐一確認する必要があっ
た。カウンセリングを受けていないので
あれば、子育て支援課から学校に実施
してもらうよう伝える必要があった。

（学校・教育委員会）
　周囲の関係者が必要と判断した場合
や本人が望む場合には、スクールカウ
ンセラーに繋ぐ動きを積極的に作るな
ど、子ども本人がSOSを出せるような機
会の確保を行うべきであった。

（子育て支援課）
　カウンセリングが必要な子どもがいる場合、学
校やスクールカウンセラーと連携してカウンセリン
グ実施につなげ、実施されたか確認を行ってい
る。

（学校・教育委員会）
　虐待を受けた児童自身がSOSを出す機会を確
保するため、スクールカウンセラーへの相談体制
を充実させるとともに、児童に向けたチラシを定
期的に配付し相談先等の周知を図っている。

（子育て支援課）
　左記の事項を継続していく。

（学校・教育委員会）
　左記の事項を継続していく。
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既に取り組んだ点
（令和4年7月現在）

今後取り組んでいく点

№ 担当課 項目 検証報告書で指摘された課題

担当課又は他関係課が捉えた課題
（担当課又は他関係課から見て、
こうした方が良かったと思う点や

関与ができたと思われる点）

今後の取り組み

14 子育て支援課 会議体制

（検証報告書　P20）
　本市の要保護児童連絡協議会は、代
表者会議、部会、実務者会議、個別ケー
ス検討会議の4つで構成されている。
　実務者会議、部会については、事務局
が約70件のケースに関して、個別内容や
支援方針を説明したのち委員の了承を得
るといった、報告自体が目的となった会
議であった。そのため、ケースの緊急度
や重症度等について委員間で協議をした
うえで、主たる担当機関や支援方針を判
断するなどの意思決定をする会議体制と
なっていなかった。従って、本事案のリス
ク共有についても不十分であった。

　１回の会議で検討するケース件数が
多く、ケースの緊急度や重症度等につ
いて委員間で十分に協議できず、本事
案のリスク共有及び援助方針が不十分
であった。

　各会議においては児相をはじめ警察・
医療機関の出席もあるため、処遇困難
ケースについて具体的役割分担などす
ぐに支援に繋げられるような協議が不
十分であった。

　拠点会議にてリスクが高いケースを選別して、
実務者会議で集中的に協議ができるようにしてい
る。

　飯塚市要保護児童連絡協議会をより実効性の
ある会議体にするための体制再編作業部会を4
月から6月にかけて全3回開催し、体制を再編す
るための協議を行った。

　リスクが高いケースが発生した場合、個別ケー
ス検討会議をタイムリーに開催している。

　左記の事項を継続していく。

　
　体制再編作業部会で協議された意見をもとに、
本協議会の体制の再編を行い、より実効性のあ
る会議体にする。

15 子育て支援課
会議等の開催基
準

（検証報告書　P21）
　要保護児童連絡協議会の中で明確な
規定やマニュアルがなく、個別ケース検
討会議を開催するかどうかの判断は担当
者に委ねられており、責任の所在が不明
確となっている。
　本事案についての個別ケース検討会議
は、長男転入時の１回行われただけで
あった。飯塚市要保護児童連絡協議会
要綱によると、個別ケース検討会議を開
催する基準は、「児童を取り巻く生活環境
に変化が見られる時期」となっている。本
事案においては、警察の介入や離婚な
ど、生活状況が大きく変わることがあっ
た。しかし、関係機関が集まって個別ケー
ス検討会議を開催することはなく、各機関
の役割分担や具体的な支援策について
の再協議がなされていない。

　個別ケース検討会議を誰が主催する
か明確化されておらず、個別ケース検
討会議の開催の判断は、担当の相談員
や学校の判断に委ねていた。

　子育て支援課が主となりイニシアチブをとって、
タイムリーに個別ケース検討会議の開催を行い、
各機関の役割分担や具体的な支援策について
の協議を行っている。

　個別ケース検討会議の開催について具体的な
開催基準をまとめたマニュアルを整備していく。

16 子育て支援課
個別ケース検討
会議の機能

（検証報告書　P21）
　本市の個別ケース検討会議について
は、国が示す「関係機関が現に対応して
いる虐待事例についての危険度や緊急
度の判断」「ケースの主担当機関と主た
る支援機関の決定」をする場とはなって
いなかった。
　また、「地域協議会による支援＝個別
ケース検討会議にて話し合われた方向
性をもとに各関係機関・業種が役割分担
をし、子どもと親に対して適切な支援を行
う」という重要な位置づけの会議のはずで
あるが、同様に機能していなかった。
　このように、本会議体が形骸化している
側面も否定できない。今後、より一層、実
態に沿った議論を行える場となるよう、体
制整備の必要性を強く感じる。

　学校主体の個別ケース検討会議と
なっていたため、国が示す個別ケース検
討会議となっていない部分があった。

　子育て支援課が主となりイニシアチブをとって、
タイムリーに個別ケース検討会議の開催を行い、
各機関の役割分担や具体的な支援策について
の協議を行っている。

　弁護士、心理担当支援員、医師などの専門職
から意見や助言をもらい、可能であれば専門職を
含めた個別ケース検討会議を行う。
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関係機関との連携について

17
子育て支援課

学校・教育委員会
欠席対応

（検証報告書　P21）
　長男の１月からの出欠状況について学
校からの連絡はなく、子育て支援課が欠
席の状況を把握したのは、父から聞き取
りを行った児童相談所からの情報提供に
よるものであった。欠席が続いた場合に、
児童相談所もしくは家庭児童相談室へ連
絡するという基本事項の周知徹底ができ
ていなかった。

　子育て支援課と学校・教育委員会と間
で、登校状況などの情報共有が上手く
できていなかった。

　欠席が続いている児童がいる場合、速やかに
学校・教育委員会から子育て支援課に報告が入
る体制をつくっている。

　左記の事項を継続していく。

18
子育て支援課
生活支援課

父との関係

（検証報告書　P21）
　父は、普段、子育てをはじめとした生活
全般において、懸命に取り組んでいるよ
うに思わせる言動が多かった。しかし、自
分の意にそぐわないときに激昂するよう
な一面もあった。そのように、様々な問題
を内包していたが、生活支援課ではよく
頑張っているという印象を持っていたた
め、父の性格に関する情報を他の関係機
関と情報共有していなかった。

（子育て支援課）
　父が懸命に子育てを頑張っていたの
は事実であるが、一方、子育て支援課
や生活支援課などの機関が、父の子育
てへの疲れやSOS等を察知できなかっ
た面もある。

（生活支援課）
　家庭訪問時の状況（CWとして気づい
た点等）を一部の関係機関との情報共
有は行ったが、全体での共有とならな
かった。

（子育て支援課）
　問題のある家庭については、内部・外部関係機
関で問題点などの情報共有を徹底している。

（子育て支援課）
　左記の事項を継続していく。

　保護者のSOSなどを察知して支援できるよう、
専門職の心理担当支援員に心理の視点からの
アセスメントを行ってもらい、支援の方向性にとり
こんでいく。また、印象では分からないこともあり、
過去の状況の徹底調査を行うことにより事実確
認を行う。

（生活支援課）
　問題のある世帯について、協議を行う世帯の選
定基準を設け、関係者協議等を行う。

19
子育て支援課
保健センター

父との関係

（検証報告書　P21）
　父の育児に関する相談には適切に対
応しているが、家族全体の問題として捉
えれば、他の部署との連携も必要であっ
た。家庭児童相談室とはそのような認識
の共有ができていなかった。

　家族全体の問題を他の部署と共有し
て、連携して対応することが不十分で
あった。

　父が仕事をしていないかもしれないと
感じながら事実確認できていない。

　問題のある家庭については、内部・外部関係機
関で問題点などの情報共有を徹底している。ま
た、就労などの生活状況について、可能な限り事
実確認を行って家族支援にあたっている。

　子どもの発育や発達を中心に関わるが、発育
等の課題を他部署にしっかり伝えている。

20
子育て支援課

男女共同参画推進
課

DV問題意識の欠
如

（検証報告書　P21）
　DVなどの問題がある場合、男女共同参
画推進課が所管する諸問題を扱っている
機関との連携など、できることがあったと
思われるが、体制として、情報を共有する
システムが構築されていない。

（子育て支援課）
　面前DVなどのDVがあった際に、DV問
題を所管する男女共同参画推進課との
連携が不十分であった。

（男女共同参画推進課）
　DVは被害者からの相談があって初め
てその内容を把握できることから、事前
に把握することは困難である。しかしな
がら、相談のあった事案については、各
課と連携をとりながら問題解決にむけた
協議が必要であると考える。

（子育て支援課）
　DV事案が発生した際には、必ずDV問題を所管
する男女共同参画推進課と連携して対応にあた
る。

（男女共同参画推進課）
　DV相談内容の状況を把握し、他課と連携した
体制づくりが必要と思われる。子育て支援課とは
相談者に児童がいる場合は情報を共有し、連携
を行っているが、今後は問題解決にむけた協議
の方法について検討を行う。

21
子育て支援課

（田川児童相談所）
再アセスメント

（検証報告書　P22）
　情報共有については、父母からの生活
状況等聞き取った内容を相互に連絡し
合っていたが、警察が介入した後や、生
活環境が変化した後に、再アセスメントや
事実調査、具体的な支援方針に関する
協議には至っていない。

　警察が介入した後や、生活環境が変
化した後に、再アセスメントや事実調
査、具体的な支援方針に関する協議が
不十分であり、リスク共有や効果的な支
援ができなかった。

　警察や児相が介入した後や、生活環境が変化
した後は、必ず再アセスメントや事実調査、具体
的な支援方針に関する協議を行い、リスク共有や
効果的な支援を行っている。

　市は児相や警察の動きを逐一把握し、対応に
不備があれば意見できる体制をつくる必要があ
る。
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22
子育て支援課

保育課
保育施設との連
携

（検証報告書　P22）
　保育施設では父とのやりとりなど、適
宜、家庭児童相談室に報告がなされてい
た。

（子育て支援課）
　保育施設で子どもの見守りを依頼しているケー
スについて、定期的に情報交換を行うなど、情報
共有を確実に行っている。

（保育課）
　適宜、子育て支援課に報告を行っている。

（子育て支援課）
　左記の事項を継続していく。

（保育課）
　左記の事項を継続していく。

23
子育て支援課
（飯塚警察署）

警察との連携

（検証報告書　P22）
　面前DVがあった数日後には警察署か
ら本家庭についての情報照会があってお
り、面前DVの状況は把握できていた。

　面前DVの情報は把握していたが、そ
の後の対応に不十分な点があった。

　DV問題を所管する男女共同参画推進課と連携
した対応や、事実確認、親子との面談などをしっ
かり行っている。

　左記の事項を継続していく。

24
子育て支援課

（民生委員・児童委
員）

民生委員・児童委
員との連携

（検証報告書　P22）
　要保護児童連絡協議会の一員ではあ
るが、時間的制約等があり、地域におけ
る相談・支援の観点から、民生委員・児
童委員と情報共有ができていなかった。

　民生委員児童委員や自治会長など地
域の方との情報共有や連携した支援が
不十分であった。

　支援対象児童等見守り強化事業を活用し、民
生委員児童委員と連携して地域の子どもの見守
り活動を行っている。

　個別ケース検討会議において、必要があれば
民生委員児童委員の参加を求めている。

地区の自治会長会などの機会に児童虐待の通
告先を周知するなど、地域の力を活用して連携し
て対応していく。
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2　飯塚市3児童死亡事例検証報告書にて指摘された課題以外で、再発防止に向けた課題や今後の取り組み

№ 担当課 項目 担当課又は他関係課が捉えた課題 今後の取り組み

1 子育て支援課 児童相談所の対応

　児童相談所の対応（家庭引き取りや職権保護のタイミングなど）について、適切な
対応ができているかどうか市は判断できず、市が組織的対応として児童相談所に意
見することができなかった。

　児童相談所の対応（家庭引き取りや職権保護のタイミングなど）について、新たに
配置された専門職の意見を聞いて、市が組織的な対応として児童相談所に意見が
言えるような体制をつくる。

2
学校・教育委員会

（教育総務課）
就学援助

　本児例に関して、転入時における就学援助の説明は行っているが、全ての学校に
おいて同様の対応がなされているかどうかの確認が不十分であった。

　就学援助申請の案内について、入学時や年度初めだけでなく転入時にも必ず文
書にて案内するよう担当者への徹底を図る。

3
学校・教育委員会

（学校給食課）
給食費の滞納

　滞納給食費の督促等に際して、家庭の経済状況や様々な観点から虐待などの恐
れがないかなど、きめ細かな対応が必要である。

　給食費の滞納が続くなど家庭の状況に変化を感じた際は、個人情報の取り扱いに
配慮しながら関係課との連携をとり対応にあたっていく。

4 社会・障がい者福祉課
障がい児通所支援事業所

からの虐待通告

　障がい児通所支援事業所を利用している場合の想定として、各事業所及び計画
相談支援事業所からの虐待通告が徹底されていないおそれがある。

　障がい児通所支援事業所を利用している場合の想定として、各事業所、計画相談
支援事業所に虐待防止に関する啓発チラシを配布し、アザ等の身体チェックの協力
を要請する。また、家庭内での虐待が疑われる場合には、児童相談所虐待対応ダ
イヤルに通告していただくように協力を要請する。

5 生活支援課 個別ケース検討会議

　問題のある家庭についての個別協議を行う場合、どのような基準で協議が必要と
するのか、また、その協議をどの課が主となるのか。

　要保護児童等に係る個別ケース検討会議の開催基準を設け、子育て支援課がイ
ニシアチブをとって、問題のある家庭の個別ケース検討会議を開催する。

6 保育課 連絡体制

　上司が不在の場合の連絡体制が不十分であった。 　上司が不在の場合の連絡体制を整備し、虐待が疑われるケースは、保育所・こど
も園から、迅速に子育て支援課・保育課に連絡を入れる。また、子育て支援課が主
催し、保育士対象の研修会を開催する。
　虐待を受けた子どもなど特別の支援や見守りを要する子どもについて、保育所等
の優先入所に今後も協力していく。

7 まちづくり推進課 地域との連携

①地域の方々から見た場合、どのようなケースが児童虐待となるのか、といった情
報が少ないため、疑わしき児童をみかけたとしても虐待か否かの判断ができないの
ではないか。そのため、通告を躊躇している可能性があるのではないか。また疑わ
しいケース等があったとしても、どこに通告したらよいのか、その通告先が知られて
いないのではないか。

②児童虐待の未然の防止のためには、より地域と密接に連携していく必要があると
思われるが、どの程度の情報の共有が地域の方（自治会長等）と可能であるのか
検討が必要。

③地域の方々（自治会長）から、通告（情報共有等）をしていただくためには、担当
部署と地域の方との人間関係の構築が必須である。自治会長が気兼ねなく担当部
署と話ができるような関係性が構築できていると、地域からの通告や相談が受けや
すいと考える。

①より具体的な事例等を紹介するとともに、虐待の通告先及び通告者の情報は必
ず保護されるということを、定期的に周知していく。

②自治会長には行政協力員としての守秘義務（飯塚市行政事務の一部を委嘱する
規則　第5条）があるため、一定の情報を与えることによって、地域での見守りを強
化することが可能。
　→生命に関わるレベルの個人情報であるため、どの程度まで情報を開示するか
は、慎重な判断が求められる。

③担当部署の担当者や関係者が、各支部の自治会長会などに出席し顔つなぎや
情報の伝達を定期的に行ったり、通告があった自治会長等とは、密な連絡のやりと
りができる体制を構築できることが望ましい。
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子育て支援課

　本事例については、日々、父母への対応や児相・生活支援課などの関係機関と連携して支援を行っていたが、組織体制、リスクアセスメント、小学校との情報共有、状況変化への対応
能力、個別ケース検討会議を含めた要保護児童連絡協議会の活用、父の行動分析・心理分析、子どもからのSOSの聞き出し方、DV問題意識、地域（民生委員主任児童委員や自治会
など）との連携など不十分な点もあった。飯塚市3児童死亡事例検証委員会や市内部検証で指摘された問題点について、真摯に受け止め改善していく。
　改善すべき点は多岐にわたるが、主な改善項目として、①組織体制の整備、②リスクアセスメントの強化、③職員の専門性の強化、④要保護児童連絡協議会の抜本的見直し及び積
極的な活用、⑤調整機関として子育て支援課のマネジメント機能の強化、⑥庁内内部機関、外部の専門機関、学校・保育施設など子どもと直接接する機関、民生委員児童委員や自治
会など地域との連携強化などの項目について、確実に実施し、二度とこのような事案が起こらないよう取り組んでいく。

学校・教育委員会

　虐待疑い事案等への対応として「教職員のための虐待対応ガイドライン」を作成し周知していたが、教職員への浸透が不十分であり、ガイドラインに沿った対応が徹底されていなかっ
た。ガイドラインについては内容を改善し、教職員への周知徹底を図っていく。
　具体的には、①虐待の認知や通告に関する周知、②虐待リスクのある児童の個別ケース検討会議における、関係職員やスクールソーシャルワーカー等の参加体制づくりと積極的情
報共有、③要保護・要支援対象児童について校内会議における状況報告と情報共有の義務付け、④要保護・要支援対象児童の遅刻・欠席が続いた際の安全確認や関係機関への報告
の徹底、⑤スクールカウンセラーへの相談機会の確保や相談案内チラシの定期的配布により、子ども本人がSOSを出せるような機会を確保、⑥転入時の就学援助案内の徹底などにつ
いて取り組んでいく。

保育課

　虐待が疑われるケースは、保育所・こども園から迅速に子育て支援課・保育課に連絡を入れることとし、上司が不在の場合の連絡体制を作ることとする。今後も、保育所・こども園から
の虐待に関する報告を迅速に行うとともに、保育士対象の虐待防止に関する研修会を受講するなど、虐待の早期発見に努める。

生活支援課

　虐待の疑いのあるケースにおいて、訪問は世帯の問題点を把握したうえで訪問の頻度をあげ、活動時に養育環境の変化を把握した場合は、適時、子育て支援課担当者と情報共有し
対応を協議して状況の改善を図る。特に養育環境の悪化がみられる場合は、早急に関係機関と協議のうえ同行訪問を行う等の連携を強化していくことを課内全職員に周知徹底し対応
していく。

社会・障がい者福祉課

　障がい児通所支援事業所を利用している場合の想定として、各事業所、計画相談支援事業所に虐待防止に関する啓発チラシを配布し、アザ等の身体チェックの協力を要請する。ま
た、家庭内での虐待が疑われる場合には、児童相談所虐待対応ダイヤルに通報していただくように協力を要請する。
　子育て支援課と連携を図り、民生委員・児童委員に対する情報提供を受けた際には、見守りの協力を要請する。

まちづくり推進課

　地域の方々が、虐待かと思われるような異変を感じた場合、こういった場合はどこに通報したら良いのかといった情報が不足していると考えられる。また、通報したとしても、その後関係
機関が何かしら対応したのか分からないと、通告しただけで行政は何も動いていないという認識になられると思われる。どのような運用とするのかについては個人情報保護の関係もあ
り、十分に検討する必要があるが、地域全体で子どもの見守りを行い、子どもたちを守っていく体制を作っていく必要がある。
　また、地域の方々（自治会長等）から、通報（情報共有）をしていただくためには、行政の各関係機関は、地域の方々との人間関係の構築が必須であるため、各支部の自治会長会など
に出席し顔つなぎや情報の伝達を定期的に行ったり、通報があった自治会長等とは、密な連絡のやりとりができる体制を構築できることが望ましい。

男女共同参画推進課

　相談者の相談内容は様々な案件があり、相談を受けて初めてその内容がDV等の被害であることを把握することができる状況であり、事前に被害の内容を把握することは困難である。
DVであることが解っても、個人情報保護の観点から、知り得た情報を本人の許可なしに、庁内で情報を共有することは難しい状況ではあるが、相談者に庁内関係課や関係機関の連携
を説明し、相談内容の情報共有について、本人の承諾を得られた場合は、関係課及び関係機関と連携し、支援を行う。特に１８歳未満の子どもがいる場合は、子育て支援課との連携を
図る。

3　飯塚市3児童死亡事例を受けて各課ごとの内部検証総括
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4　子どもの家庭支援に関わる主管課の役割と支援内容
区分 担当課 役割

各々の立場を活かした子ども家庭支援内容
（虐待予防・継続支援）

子育て支援課
　（こども家庭相談係）

※子ども家庭総合支援拠点

①子ども家庭の相談支援全般
②児童虐待に関する通告受理機関として、児童虐待相談対応
（児童相談所など関係機関との連携）
③要保護児童地域対策協議会の調整・運営
④子育て支援事業、ひとり親家庭支援事業の実施　など

・家庭児童相談、児童虐待通告受理及び対応、児童虐待防止啓発
・要保護児童地域対策協議会の調整・運営
・支援対象児童等見守り強化事業、子どもの居場所づくり支援事業
・子育て支援事業（産前・産後生活支援事業、子育て短期支援事業など）
・ひとり親家庭支援事業（ひとり親日常生活支援事業、自立支援給付金事業、養育費確
保補助金事業など）
・助産施設、母子生活支援施設の措置

子育て支援課
　（子育て支援・政策係）

新たな子育て支援策立案や児童手当、児童扶養手当など経済
的支援を行う。

・新たな子育て支援策立案、子ども・子育て会議
・計画策定・管理（子ども・子育て支援事業支援計画、子どもの貧困対策推進計画など）
・児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給
・ファミリーサポートセンター事業、婚活事業 など
・青少年対策、青少年健全育成及び青少年健全育成会、飯塚市少年相談センターとの
情報交換や連携

子育て支援課
　（母子保健係）

※子育て世代包括支援セン
ター

母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊
娠、出産又は育児に関する支援を行う。
※母子保健施策が母の支援や児の発育発達の確認等を行うこ
とから、乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資
するものであることに留意すること。

・ 妊婦健診、妊婦訪問、親子教室
・ 新生児訪問
・ 乳幼児健診
・ 遊びの教室、離乳食教室
・ 相談対応･保健指導、情報提供

保育主管課 保育課

保育所・こども園・子育て支援センターからの虐待に関する情報
を適宜子育て支援課へ報告する。

・育児相談（保育所・こども園・子育て支援センター）
・関係機関との情報交換
・虐待研修の参加要請（保育所・こども園・子育て支援センター）

生活困窮者支援主管課 生活支援課

生活困窮者の最低限度の生活の保障及び自立の促進を図るた
め、生活困窮世帯への支援を行う。

・ 生活保護の手続
・ 生活保護受給世帯への生活面の支援･指導
・ 生活困窮者自立支援の提供
・ 就労支援
・ 訪問活動における世帯の状況把握

社会・障がい福祉主管課 社会・障がい者福祉課

障がい者及び障がい児が日常生活又は社会生活を営むため、
障がい者及び障がい児、その家族等への支援を行う。
民生委員・児童委員との情報共有

・ 障がい児通所支援の提供･利用調整（放課後デイサービス等）
・民生委員・児童委員との情報共有

＜保護者等に障がいがある場合＞
・ 障がい福祉サービスの提供･利用調整
・ 医療機関の紹介･相談対応

DV相談主管課 男女共同参画推進課

配偶者等からの暴力の防止及び被害者への的確な支援を行
う。

・相談対応と情報提供
・DV被害者の支援方法の検討
・関係課及び関係機関との連絡調整

教育委員会 学校教育課

公立小中学校及び児童クラブを管理し、学校教育に関する教育
事務や教育相談、児童クラブに関する入所や運営事務等を行
う。

・ 学校や児童クラブ等への指導･助言
・ 保護者からの教育相談
・ 相談体制の充実･周知
・ 虐待を受けた児童・生徒が、年齢や能力に応じた十分な教育を受けられるよう、必要
な措置
・ 児童クラブの提供･利用調整

市民協働主管課 まちづくり推進課

地域と行政との連携強化のため、各関係機関と地域（自治会長
等）との連絡調整を行い、円滑な情報共有のための体制を作
り、児童虐待の早期発見に繋げる。

・ 関係機関と地域との連絡調整

児童福祉主管課
虐待対応主管課
母子保健主管課
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生活支援課
・生活保護の手続き
・生活保護受給世帯への生活面
の支援、指導

・就労支援 など

学校・教育委員会
・虐待対応に関する学校や
児童クラブへの指導・助言

・保護者からの教育相談
・児童や保護者の見守り
・就学援助 など

男女共同参画推進課
・DV被害者への支援
・相談対応、情報提供
・関係課及び関係機関との
連絡調整 など

まちづくり推進課
・地域との連携や見守り強化
など

児童虐待防止庁内連携図

子育て支援課（母子保健係）
※子育て世代地域包括センター
・母子手帳交付、妊婦健診
・新生児訪問、産後ケア事業
・乳幼児健診 育児相談 など

子育て支援課
（子育て支援・政策係）

・児童手当、児童扶養手当等の支給
・児童虐待防止政策の立案 など

保育課
・保育入所の手続き
・子どもや保護者の見守り など

住宅課
・公営住宅の提供

市民課
・住民基本台帳事務にお
ける支援措置の手続き

医療保険課
・子ども医療証の発行

連携 連携

連携

連携

連携

連携

相談・支援 相談・支援

相談 支援

相談 支援

子育て支援課
（こども家庭相談係）

※子ども家庭総合支援拠点
・家庭児童相談、児童虐待対応
・要保護児童地域対策協議会
・子育て支援事業
・ひとり親家庭支援 など

社会・障がい者福祉課
・障がい者通所支援の提供・利用調整
（放課後デイサービス等）
・障がい福祉サービスの提供
・民生委員児童委員との情報共有 など


