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１．はじめに 

 

本県において、平成 30（2018）年８月に当時生後２か月の男児（以下「本児」という。）

が児童虐待により死亡し、令和２（2020）年５月に本児を虐待し、死亡させたとして実

母が殺人容疑で逮捕・起訴される事例（以下「本事例」という。）が発生した。 

  児童虐待の防止に関する法律（平成 12年法律第 82号）第４条第５項に基づき、児童

虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行い、児童虐待

の防止のための再発防止策を検討している。 

栃木県では、栃木県子ども・子育て審議会児童処遇部会（児童福祉専門分科会）にお

いて検証を行うこととしており、本報告書は本事例について検証を行い、まとめたもの

である。 

 

（１）検証の目的 

本事例の事実関係を整理し、関係機関の対応における課題や背景要因等を明らかにし

た上で、関係機関による今後の迅速・適切な児童虐待相談対応に資することを目的として

おり、特定の組織や機関及び関係する個人の責任追及を目的とするものではない。 

 

（２）検証の方法 

本検証では、本事例に関与していたＡ市母子保健主管課（以下「Ａ市」という。）、Ｂ医

療機関（以下「Ｂ病院」という。）へのヒアリング、裁判の傍聴等による情報を基に、経

過や各関係機関の対応を整理した上で、課題等について分析及び検証を行った。 

なお、検証の趣旨を損なわない範囲で、個人を特定できる情報を削除する等、プライバ

シーに配慮した。 
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２．事例の概要と経過 

 

（１）事例概要 

平成 30（2018）年５月 30 日（水）、Ａ市内のＢ病院で本児出生。本児は早産に伴う低

出生体重等の状態であったため、そのままＢ病院に入院となり、同年７月 24 日（火）

に退院するが、約１週間後の同年８月２日（木）に死亡する。 

令和２（2020）年５月 27 日（水）、本児を虐待し、死亡させたとして実母が殺人容疑

で逮捕・起訴され、同年 12 月８日（火）に殺人罪で懲役９年の判決が出る。 

なお、その後、実母は控訴しているが、令和３（2021）年５月 28 日（金）付けで控訴が

棄却され、懲役９年が確定している。 

 
（２）家族の状況 

＜家族構成（ジェノグラム）＞※家族構成は事件発生当時 

本児：生後２か月（男児） 

実母：39歳 無職 

 実父：24 歳 派遣社員 外国籍 

 ※実母と実父は事件当時未婚 

 

 

 

 

 

実母21歳頃 実母28～29歳頃

他県在住

実母高校生頃の堕胎

24

2M

39 
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（３）事例の経過概要 

日 時 
対応機関 

出 来 事 
Ａ市 Ｂ病院 

H30(2018).5.15(火)  ◆ 実母は下肢のむくみがあったため、Ｂ病院の

内科を受診 

➡産婦人科の受診を勧められ、産婦人科を受

診したところ、妊娠していることがわかる。 

H30.5.16(水) ◆  実母がＡ市へ妊娠届を提出 

➡届出時期や未婚であること、パートナーが

外国籍、母子手帳に妊娠を知った時の気持ち

として“予想外で戸惑った”にチェックされ

ていた事等から、「要支援妊婦」としてフォロ

ーしていくこととした。 

H30.5.21(月)  ◆ 実母が定期健診でＢ病院を受診 

➡切迫早産のため、Ｂ病院へ入院となった。 

H30.5.30(水)  ◆ 本児出産（32週４日、1,774g） 

➡本児は小児科に入院 

H30.6.4(月)  ◆ 実母と面接し、Ａ市と連絡を取ることの同意

を得る。 

➡Ａ市へ支援を依頼し、以下の情報を共有し

た。 

・出産があったため、実父とは未入籍 

・実父は育児用品を揃えてくれ、仕事後に来

院している。 

・実父は自分の実家で父方祖母らと一緒に暮

らしたいが、実母はＡ市のアパートで暮ら

したいと希望 

◆  Ｂ病院より情報提供 

➡上記の内容について情報提供がある。 

 

 

Ａ市とＢ病院で情報共有しつつ、連携して

対応していくこととなる。 

H30.6.5(火)  ◆ Ａ市へ情報提供 

➡実母は、今回の妊娠を生理不順だと思って

いたとの情報があった。 
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◆  Ｂ病院より情報提供 

➡実母の希望で退院が明日に延長となった。

また、実父の方が本児をかわいがっている様

子があり、実母にかわいいかを聞くと、「実父

の方がかわいがっている」という反応であっ

たとのこと。 

H30.6.6（水） ◆ ◆ 実母退院 

➡Ａ市が実母に連絡するもつながらなかっ

た。 

H30.6.11（月） ◆  実母からＡ市に連絡がある。 

➡現在子どもに関する手続きをしており、初

めてのことであるため、わからないこともあ

るが、その都度聞いていきたいと話す。 

H30.6.15（金）  ◆ 両親で本児に面会 

H30.6.26（火）  ◆ 両親で本児に面会 

H30.6.27(水) ◆ ◆ 産後１か月健診 

➡退院後の生活場所について、実父は他県で

父方祖父母と一緒に暮らすことを希望する

が、実母はＡ市において３人（実父母・本児）

で生活することを希望 

➡生活場所の調整で実母はストレスを感じて

いる様子があるとＢ病院から情報提供があ

り、Ａ市は病院と連携して調整していくこと

とした。 

H30.7.2（月）  ◆ 両親で本児に面会 

H30.7.3（火）  ◆ 両親で本児に面会 

H30.7.4（水）  ◆ 両親で本児に面会 

H30.7.5（木）  ◆ 両親で本児に面会 

H30.7.6（金）  ◆ 母子面会 

H30.7.10（火）  ◆ 母子面会 

H30.7.11（水）  ◆ 両親で本児に面会 

H30.7.13(金)  ◆ 母子面会 

➡今後は育児用品等を自宅に運び、養育環境

を整えてもらうとともに、Ａ市が家庭訪問し、

確認することとなった。 

H30.7.14(土)  ◆ 母子面会 
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H30.7.15（日）  ◆ 両親で本児に面会 

H30.7.18(水)  ◆ 母子面会 

➡退院に向けて準備が進んでいることを確

認。また、実母はＡ市による家庭訪問の予定

を受容的に捉えている印象であった。 

H30.7.19(木) ◆  Ａ市が家庭訪問 

➡退院先の環境を確認した結果、育児用品等

も揃っており、問題なしと判断する。 

➡Ａ市からＢ病院へ情報提供 

H30.7.20(金)  ◆ 母子面会 

➡育児をする上で不安な事は看護師に質問で

きている様子が確認される。 

H30.7.21（土）  ◆ 母子面会 

H30.7.22（日）   実父母が同居開始 

H30.7.23（月）  ◆ 母子面会 

H30.7.24(火)   ◆ 本児退院 

➡実父母が予定時刻に遅れて来院。実母は実

父と同居を開始したが、「やっぱり仕事で忙し

いから・・・」と浮かない表情であった。退院

後も外来でフォローすることを説明し、退院

となる。 

H30.7.27(金)  ◆ 実母がＢ病院を受診 

➡実母は、本児の育児や家事は基本的に実母

がやっていること、外出もできないため気が

滅入っていると、少し疲れた様子で話してい

た。 

H30.8.2(木) 

 

同日 

 

 

◆ 

 事件発生 

 

Ａ市が乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃ

ん訪問）の予定（翌８月３日）を調整するため

に実母へ連絡をするも、留守番電話につなが

る。 
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３．検証から見える課題と提言 

＜Ａ市の課題１＞ 

係属初期から多角的な視点による情報収集やアセスメントが不十分であった。 

 

実母の妊娠の届出時にＡ市は実母と面接を行い、その内容等から「要支援妊婦」と判断を

したが、「特定妊婦」として検討することはなかった。 

また、インテークにおいて家族構成や居住地等の基本的事項は把握したが、それ以外の夫

婦関係や実母の成育歴、親族との関係性、周囲から得られる支援等を初期の段階で把握し、

それらの情報を基にしたアセスメント及びアプローチを行っていなかった。 

さらに、実母の入院後に、Ａ市はＢ病院と電話連絡により情報共有を行っていたが、実母

との直接的な接点はＢ病院が中心で、Ａ市による訪問や面接等による詳細な情報収集やア

セスメントの見直しという点は不十分であった。 

そして、担当者を介した情報等から、最終的に組織としての対応を決定していくことにな

るが、組織としての初期のアセスメントが不十分であった上に、その後の情報収集等による

見直しがされなかったことは、本事例のその後の経過やアプローチにも影響を及ぼしたと

言える。 

なお、調査において、Ａ市は経産婦の場合は過去の経過等から注意しようとする意識があ

るが、初産婦の場合はその意識が薄くなっていたかもしれないと言及している。経産婦と比

較すると、初産婦の方が支援者との関係性を一から築いていく必要性があることや情報が

限られることから、リスクは初産婦の方が高いと言える。 

 
 

 

 

「要支援妊婦」や「特定妊婦」という判断に至るまでには、複雑な要因が関係しているこ

とから、家族関係、妊婦自身の成育歴等について、詳細に把握し、リスクアセスメントを含

む全体のアセスメントをすることが必須である。 

 また、初期のみではなく、状況の変化等に応じてカンファレンス等を行い、関係機関で情

報を共有し、それらの情報に基づいて必ず再評価を行うことが重要と言える。 

 そして、それら一連の対応においては、担当者だけではなく、担当者にスーパーバイズを

行う職員による進行管理や会議等において管理職等も参加し、多様な視点からアセスメン

トを行い、適宜修正する等の組織的対応があることが、よりよい支援のために必要である。 

 

 

 

 

提言１：組織として係属初期から継続的に多角的な視点による情報収集及びアセスメント

を行うだけでなく、必ず随時の再評価を行うこと。 
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＜Ａ市の課題２＞ 

児童福祉主管課との情報共有及び連携した対応ができなかった。 

 

本事例について、Ａ市の母子保健主管課は、児童福祉主管課に断片的な情報は伝えていた

が、それ以外の情報共有やケース検討には至っておらず、児童福祉主管課が係属した経過は

ない。 

 通常、「要支援妊婦」や「特定妊婦」等の気になる妊婦を認知した場合は、児童福祉主管

課と母子保健主管課の担当者等による会議にて、情報共有及び支援内容の検討等を行うが、

本事例では実施されず、一つの組織だけで対応する結果となった。 

 児童福祉主管課と情報を共有し、連携して継続的な相談対応をしつつ、母子の状況を把握

しながら、状況に応じて養育支援訪問事業や子育て短期支援事業（ショートステイ）等の利

用により負担軽減を図る必要があった。 

また、在宅において子育てが困難な状況であれば、児童福祉主管課と児童相談所が調整し、

里親委託や乳児院に措置し、一定の距離を置くという方法もあったと言える。 

 

 

 

 

 

 現在、地域における子育て家庭への支援体制として、各市区町村では母子保健の「子育て

世代包括支援センター（以下「包括支援センター」という。）」と児童福祉主管課の「市区町

村子ども家庭総合支援拠点（以下「支援拠点」という。）」の一体的な運営が求められている。 

同一部署による一体的な設置・運営が困難であっても、既に設置している市区町村によっ

ては、同じ建物や同じフロアに設置されたことで、設置前と比べると物理的な距離が近くな

り、連携がしやすくなったとの声もある。 

しかし、より重要なのは、組織として相互に連携する必要性を強く認識し、両者の担当者

が集まって定期的に会議を開催し、対象事例の支援方法等を検討することや相互の情報を

システム等で把握できる等の体制の構築である。 

それぞれが相手に期待することにズレが生じる場合もあることから、役割の違いや出来

ることと出来ないことを相互に理解し、重なり合って連携して対応できる部分を確認して

いくためにも、定期的に包括支援センターと支援拠点の職員が参加する研修を実施し、過去

に連携対応した好事例や振り返りが必要な事例等を検討するなども有効である。 

 

 

 

 

提言２：妊娠期から出産、子育て期までの切れ目のない支援のためには、児童福祉主管課

及び母子保健主管課が相互に役割を理解し、日頃より顔の見える関係を築き、重

なり合う部分を広げて支援を行う体制を構築すること。 
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＜Ａ市の課題３＞ 

関係機関のカンファレンス等による十分な情報共有やリスクアセスメント等ができてい

なかった。 

 

実母の退院から本児が退院するまで、約１か月半の期間があったが、その間にＢ病院は実

父母の本児への面会等から育児手技や母子の愛着関係、夫婦関係等について把握し、Ａ市は

家庭訪問等を行い、退院後の育児環境を確認するなど、役割を分担しつつ、相互に情報を共

有していた。 

しかし、その情報共有は電話連絡のみであり、カンファレンスを実施した経過がない。実

際に関係者が集まり、機微な部分を含めた十分な情報共有やリスクアセスメントを含めた

アセスメントのすり合わせ等が不十分であったと言える。 

なお、調査から、本児が退院する前にカンファレンスが実施されなかった理由として、Ａ

市はＢ病院と電話で情報を共有していたことや、夫婦が毎日面会に来ていること等から必

要性は低いと判断していた。一方のＢ病院は、必要性を感じていたものの、日程の理由等に

より最終的に実施されなかったということだが、そこにも認識のズレがあったと考えられ

る。 

 

 

 

 

複雑な背景のある事案に対して、一つの機関で対応することは困難であり、多様な機関が

関わることで、多角的な情報収集やアセスメントが可能となる。 

しかし、それは同時に情報が散逸し、方針等にズレが生じることにもなり、電話等の間接

的な方法による情報共有では、細かなニュアンスが伝わらなかったり、担当者のみとのやり

とりになりがちであるため、よりその可能性が高くなる。 

そのため、生活状況に大きな変化がある（あった）場合や、支援方針を判断する状況にお

いては、より正確な情報やアセスメントの共有、役割分担等が可能となるよう、小規模であ

っても相互に顔の見える形でのカンファレンスを実施することを基本とすることが重要で

ある。 

 また、カンファレンスにあたっては、特定の意見や視点で評価や判断がされてしまう可能

性が高まることから、担当者だけでなく、スーパーバイザーや管理的立場の職員、もしくは

それが難しい場合でも複数の職員で参加し、多角的な視点から検討する体制があることが、

よりよい支援につながると言える。 

なお、そのような調整については、各市町の要保護児童対策調整機関の調整担当者が担う

ことになるため、要対協の枠組みを活用することが、情報共有や他機関連携という点でも有

効である。 

提言３：生活状況に大きな変化がある場合や方針を判断する際には、関係機関によるカン

ファレンスを行うことを基本とすること。 
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＜Ａ市の課題４＞ 

表面的なアセスメントや支援が中心となり、本質部分のアセスメントや支援が不十分で

あった。 

 

本児が退院するまでの期間において、Ａ市とＢ病院の支援方針として、本児の退院先及び

退院先における養育環境が課題と判断された。 

また、その養育環境の把握のため、Ａ市が家庭訪問により確認した結果、育児用品等につ

いては準備が整っており、環境としては問題なしと判断している。 

育児用品等の準備は必要な部分ではあるが、本事案については、そのような部分よりも、

実母の育児不安や夫婦関係、親族によるサポートが実際どこまで得られるか等、養育者であ

る実母をいかに支援できる体制があるのかという点が重要であり、その視点が不十分であ

った。 

 

 

 

 

 

事案に対してどのような支援が必要か、どのようなアプローチをしていくかについては、

アセスメントに基づくものであることから、そこが不十分ではどのような支援をしてもニ

ーズや実際の課題とのズレが生じ、支援の効果がないどころか、また新たな課題が生まれる

可能性もある。 

本事例については、出産に伴い、実母の心身に大きな変化があっただけでなく、実母の子

育てに対する否定的感情と肯定的感情の相反する感情、そして、養育環境として夫婦関係に

おける見解の相違や親族との関係性、サポート体制の不足等が影響を及ぼしていたことが

示唆される。 

家庭での養育が本当に可能なのかどうか、親族等と面接を行い、直接確認をするなど慎重

な判断をする必要があったと言える。 

親族等による支援が難しい場合であっても、本児が退院後に母子の距離が密接になった

状況において、Ａ市やＢ病院のアフターフォローだけでなく、養育支援訪問事業による家事

や育児支援の活用等によって在宅での生活を支援しつつ、見守る体制も検討できたと言え

る。 

 

 

 

 

 

提言４：家庭の養育力のアセスメントにおいては、表面的な部分だけでなく、夫婦関係を

含む家族関係や親族との関係、支援体制を含めて、包括的に実施し、それに基づ

く支援を行うこと。 
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４．おわりに 

 

本事例は、生後２か月の男児が実母から暴行を受けて亡くなった重大な事例である。 

公判（第一審）の判決時に、実母が行為に至った背景の一つとして、育児ストレスに耐

えられなかったということはあるものの、本児を邪魔な存在として見ており、自己中心的

であったと指摘があった。一方、今後悩みがあれば周囲に相談して欲しいという旨を伝え

られている。 

重大な結果に至る前に実母が周囲に相談ができていたとしたら、異なる結果になって

いた可能性はあるだろう。しかし、裁判において実母が語った内容だけでは、全ての事実

が分かるわけではないことから、関係機関が関わりつつも、実母が深い部分まで相談でき

なかった心情や背景については、推察することしかできない。 

 実母が行った行為は決して許されるものではないが、本事例と同じような背景を抱え

ている家庭は他にもあり、同様の事例の再発を防止するためには、本事例を特殊な個別の

事例として見るのではなく、同様の背景があれば誰しも同じような状況に陥る可能性が

あるという視点が必要だろう。 

そして、その視点を関係機関が共有し、現在よりも更により良い支援のための工夫をす

ることが再発防止につながることから、関係機関においては本検証報告書を活用いただ

きたい。 
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【参考】 

１ 栃木県子ども・子育て審議会児童処遇部会運営要領 

児童処遇部会運営要領 

 
（趣旨） 
第１ この要領は、児童処遇部会の運営に関し、栃木県子ども・子育て審議会運営要領

に定めるもののほか、必要な事項を定める。 
   
（所掌事務） 
第２ 部会の所掌事務は、次のとおりとする。 
  
（１）児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 27 条第６項の規定により、栃木県知

事から諮問を受けた措置に係る意見の申し出に関する事項の答申。 
  
（２）児童福祉法第 33 条の 12 第１項及び第３項並びに第 33 条の 15 第１項、第２

項、第３項及び第４項に規定する被措置児童等の虐待にかかる通告・届出の受理
及び県への通知を行うとともに、都道府県の講じた措置等について報告を受け、
必要に応じ県の対応方針等について意見を述べ、関係者から意見の聴取や資料の
提供を求めること。 

 
（３）児童虐待の防止等に関する法律（平成 12年法律第 82 号）第４条第５項に規定

する、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析
及び検証。 

 
（４）その他、部会長が必要とする事項。 
 

（組織） 
第２ 部会は、６人以内で組織する。 
 
（委員の任期） 
第３ 部会の委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 
  ２ 補欠のため就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
  ３ 委員の任期が満了した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を

行うものとする。 
 
（部会） 
第４ 部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。 
  ２ 部会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 
  ３ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは部会長の決す

るところによる。 
 
（雑則） 
第５ この要領に定めるもののほか、部会の議事の手続きその他部会の運営に関し必要

な事項は、部会長が定める。 
 
 
 
（附則） 
    この要領は、平成２５年１０月２１日から施行する。 
    この要領は、平成３０（２０１８）年４月２日から施行する。 
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２ 栃木県子ども・子育て審議会児童処遇部会委員名簿 

 

氏 名 職   名 

◎ 渡辺 和枝 元栃木県県民生活部参事 

奥村 美佐子 栃木県民生委員・児童委員協議会（理事） 

福田 雅章 栃木県児童養護施設等連絡協議会（会長） 

山形 崇倫 自治医科大学教授（医師） 

渡邉 昭彦 財団法人栃木県精神衛生協会（医師） 

石井 信行 栃木県弁護士会（弁護士） 

                           ◎・・・部会長 

 

３ 主な検証経過 

 

 日 時 内 容 

第１回 令和２（2020）年６月 23日 事例の概要説明 

 令和２（2020）年９月 Ａ市への書面調査 

令和２（2020）年 10 月～11 月 Ｂ病院への書面調査 

令和２（2020）年 12 月１日 公判傍聴 

令和２（2020）年 12 月２日 公判傍聴 

令和２（2020）年 12 月７日 公判傍聴 

第２回 令和３（2021）年１月 26日 事例の概要説明 

今後の調査内容等の確認 

 令和３（2021）年３月 17日 Ａ市へのヒアリング調査 

第３回 令和３（2021）年３月 23日 ヒアリング調査結果の報告 

今後の調査内容等の確認 

 令和３（2021）年７月５日 Ｂ病院へのヒアリング調査 

第４回 令和３（2021）年８月 24日 ヒアリング調査結果の報告 

課題等の検討 

第５回 令和４（2022）年 1月 25 日 課題等の検討 

報告書案の確認 

第６回 令和４（2022）年３月 22日 報告書案の最終確認 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
栃木県保健福祉部こども政策課 

〒320－8501 
栃木県宇都宮市塙田１－１－20 

TEL：028－623－3061 
FAX：028－623－3070 

E-mail：jidokateishien@pref.tochigi.lg.jp 


