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－1－

Ⅰ．はじめに

　平成12年に「児童虐待の防止等に関する法律」（以下、虐待防止法）が制定・施行されてから、す

でに２度の改正が行われ、その間、児童福祉法も何度か大きく改正されてきた。これらは、わが国に

おける児童虐待への対応が、まだまだ試行錯誤の段階にあり、さまざまな実践を通じて鍛えられてい

る、まさにその途上にあることを示していると言えよう。

　そもそも児童虐待においては、人権侵害から子どもを保護し、自立に向けた適切な支援を行うこと

が求められると同時に、反面では、加害者である保護者の権利を制限しなければならない場合も多い

ため、具体的な実務に携わる児童相談所や市町村、児童福祉施設などは、法を正しく解釈し、適切か

つ適正に運用することが要請されている。

　子どもの虹情報研修センターでは、そうした課題に日々直面している援助機関等に対する支援策の

一つとして、平成15年度から「専門相談室」を立ち上げ、虐待問題等に関する福祉、心理、医療、法

律等についての相談を受け付けてきたが、相談件数は年々増加し、また相談内容も複雑なもの、ある

いは法律や制度の谷間で簡単には回答できないものなどが多く、児童虐待について専門的知見を有す

る弁護士の協力を得ながら応じてきた。

　本研究は、そうした相談の中で、法律問題にしぼって整理し、類似の問題を抱えている児童相談所

や児童福祉施設等へのサポートをより効果的に行うことを目的として実施したものである。

　報告書は、幅広く活用できるよう、またなるべくわかりやすく読めるよう、具体的な相談内容に関

してはＱ＆Ａ方式で記載しているが、他の自治体や援助機関等にも共通する、若しくは参考となると

思われる内容を抜粋して取り出した。またプライバシーに配慮して、相談のあった事例の詳細を個別

的具体的に記すのではなく、一般化できる質問に編集し直すなどの工夫をした。

　なお、虐待防止法や児童福祉法が改正されることで、それまでの解釈を変更したり、新たな手順が

求められることも出てきているが、そうした状況などもふまえて回答を作成している。

　本報告書が、今後の適切な児童虐待対応に資すれば幸いである。
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Ⅱ．研究方法等

１．研究方法

　子どもの虹情報研修センターの専門相談室が開設した初年度の平成15年度から平成20年度までの６

年間に受理した法律分野の相談（計160件）の中で、処遇・援助に関する法的対応についての相談事

例（計115件）を対象にして、頻度の高い相談や、頻度は高くないが児童相談等の現場の参考になる

と思われる相談事例（94件）を選択して、その参考回答例を作成した。

　

２．子どもの虹情報研修センターの専門相談事業について

子どもの虹情報研修センターは、深刻化する児童虐待問題や非行等思春期問題への対策の一環とし

て、インターネット等を利用した情報の収集・提供、児童相談所や児童家庭支援センターなどの専門

機関からの電話等による専門的な相談、虐待問題等対応機関職員の研修及び児童福祉施設における臨

床研究と連携した研究等を通じて、関係機関の専門性の向上を図ることを目的として平成14年度に開

設されたが、この中の専門相談については、翌、平成15年度に「専門相談室」を立上げて事業を開始

した。

専門相談の対象は、児童虐待等子どもの問題に関わっている児童相談所や児童家庭支援センター、

児童福祉施設、市町村の相談窓口等の機関及び職員としており、福祉、心理、保健・医療、法律等の

分野についての、処遇・援助に関する相談を受理している。

相談員は、専任の相談員を中心に当センターの職員で対応しているが、２名の弁護士を法律相談の

専門相談員として委嘱している。

なお、相談方法は、電話・Eメール・ＦＡＸ・面談等によって行っている。

（表１）専門相談の年度別受理件数

H15 H16 H17 H18 H19 H20 計

法的分野 6 15 21 30 35 53 160

保健・医療 7 7 8 10 15 10 57

心　理 15 17 19 34 29 35 149

福　祉 35 39 78 89 106 102 449

その他 13 27 53 30 23 8 154

計 76 105 179 193 208 208 969

全相談件数における「法律相談」の割合 7.9％ 14.3％ 11.7％ 15.5％ 16.8％ 25.5％ 16.5％

（全相談件数） （76） （105） （179） （193） （208） （208） （969）
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３．専門相談における法律相談について

１）法律相談の方法

 　法律相談の依頼者は、電話・Eメール・ＦＡＸ等で相談を申込み、これを受けて、相談員が必要

事項を依頼者から聴取、確認して、委嘱の弁護士の助言を受けながら回答している。しかし、現に

抱えている事例が複雑・困難であったり、正確で詳細な説明が求められるなど、弁護士による対応

が必要な場合には、依頼者から提出された事例概要や質問事項等と相談員が聴取し整理した資料を

弁護士に送付して相談を依頼し、後刻、依頼者側から、相談員が紹介した弁護士宛に直接電話して

相談してもらうという方法を採っている。

２）法律相談の状況

 　法律相談の件数は、相談が始まった平成15年度の６件から、平成20年度の53件と大幅に増加して

おり、全相談件数に占める割合も大きくなってきている。

 　平成15年度から平成20年度までの6年間の相談をみると、ケースの処遇・援助に関する相談が115

件と７割以上を占めており、大半が児童相談所からの相談となっている。

 　相談内容としては、面会・通信や接近禁止に関する相談（17件）、施設入所中の法律問題（16件）、

親権にまつわる問題（12件）等が比較的多くなっている。

専門相談における法的分野の相談

（表２）法律相談の年度別受理件数

H15 H16 H17 H18 H19 H20 計

ケースの処遇・援助に関する相談 5 7 12 24 27 40 115

ケースの処遇・援助以外の相談 1 3 7 3 6 9 29

情報提供に関する相談 5 2 3 2 4 16

計 6 15 21 30 35 53 160

全相談件数における「法律相談」の割合 7.9％ 14.3％ 11.7％ 15.5％ 16.8％ 25.5％ 16.5％

（全相談件数） （76） （105） （179） （193） （208） （208） （969）
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（表３）年度別法律相談の内容（ケースの処遇・援助に関する相談）

内容　　　　　　　　　　　年度 H15 H16 H17 H18 H19 H20 総計 ％

①通報・通告 1 　 　 　 　 　 1 0. 9

②介入、立入調査、出頭要求、臨検 　 　 　 2 1 5 8 7. 0

③職権一時保護 1 　 　 3 4 1 9 7. 8

④ 28 条関連 1 　 　 1 3 4 9 7. 8

⑤面会通信、　接近禁止　関係 　 　 4 4 4 5 17 14. 8

⑥施設入所中の法律問題 　 1 1 4 4 6 16 13. 9

⑦親権者変更等 親権にまつわる問題 2 2 1 1 2 4 12 10. 4

⑧親権喪失宣告、 親権者職務執行停止 　 　 　 2 　 1 3 2. 6

⑨情報開示請求 　 　 　 1 2 　 3 2. 6

⑩告発 　 2 　 　 　 　 2 1. 7

⑪後見人 　 　 2 　 1 1 4 3. 5

⑫入所先情報の非告知等 　 2 1 　 1 1 5 4. 3

⑬外国籍、無国籍等 1 1 1 1 4 3. 5

⑭その他 　 　 2 5 4 11 22 19. 1

総　　　計 5 7 12 24 27 40 115 100％

（表４）法律相談の経路（ケースの処遇・援助に関する相談）

相談機関種別 総　計

都道府県・市町村 8

児童相談所 101

児童養護施設等児童福祉施設 6

総　　　計 115

＊平成15年度から平成20年度までの合計
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Ⅲ．法律専門相談事例

注）本節では用語を以下のように省略して表記することがある。

　児童相談所　→　児相

　家庭裁判所　→　家裁

　児童虐待の防止等に関する法律　→　虐待防止法

　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律　→　DV防止法

　

１．通報・通告

Q1 　児童虐待の通告義務（虐待防止法６条）と名誉毀損の関係について

　中学生女子をもつ母親の友人Ａさんが、「女子中学生が母の男友達から性的虐待を受けてい

る」と学校に話し、学校が児相に通告した。このことを知った母の男友達が、Ａさんを名誉

毀損で訴えると圧力をかけている。虐待の通告義務は刑法上の免責があると聞いたがどのよ

うに考えたらよいか？

回  答

一般に「名誉毀損」と言った場合には、民事と刑事が考えられる。

まず刑事について。刑法の名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成

立するので、学校に対して言うだけでは「公然」にあたらないと考えられる。また、仮に「公然」に

あたるとしても、刑法230条の２は「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を

図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、

これを罰しない」と規定しており、「人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」

とされていることから、名誉毀損罪は成立しない。したがって、警察や検察庁に被害届を出されても

成立する見込みはとても少ない。なお、虐待防止法６条３項によって、守秘義務を負っている人が通

告しても守秘義務違反にならない。

次に、民事については、名誉毀損を理由とする慰謝料の請求が考えられる。しかし、刑法で正当と

される行為について民法で違法となる可能性はほとんどない。民事裁判は、誰でも訴えることができ

るので、裁判を起こされる可能性はゼロではないが、普通は勝ち目のない裁判をわざわざ起こす人は

いないので、あまり心配はいらない。
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２．立入調査、臨検・捜索

Q2 　隣家のベランダ越しに入って児童を保護する場合、不法侵入に当たらないか？

　小１の児童が一人残されて、さびしいためかマンション５階のベランダ越しに隣家に遊び

にきている。保護のため逆ルートから家庭に立ち入ることを考えているが、法的に問題はな

いか？

回  答

隣家の同意も得て、隣家越しに家庭に入ることは、立入調査として行うのであれば、不法侵入等に

当たらない。

Q3 　保護者が不在の場合も立入調査は可能か？

　近日中に、不動産会社の協力を得て解錠し、立入調査を予定しているが、所内では、保護

者が不在の場合の立ち入りは不法侵入に当たるのではないかとの懸念の声もあるので確認し

たい。本事例は、実母と子ども３人の母子家庭。近県を転々とした後に管内に移ってきた。

住民登録はしていない。再三家庭訪問をしているが面会できない。出頭要求も出したが母親

から「発熱のため行けない」との電話があった。

回  答

立入調査権（児童福祉法29条、虐待防止法９条）は、保護者の承諾を要件としていないので、児童

の保護に必要であれば、保護者不在時の立入調査も可能である。ただし、その後のケースワークのこ

とを考えると、緊急性と必要性を十分に検討した方がよい。

Q4 　夜間であっても立入調査を実施して問題ないか？

　父母ともに夜間就労している。４人の子どもの食事や入浴などが十分になされていない。

子どもは中学生を頭
かしら

に、小学生２人、乳児１人の４人きょうだい。小学生の２人は学校で職

権保護。保護者には連絡し、一度だけ接触できたが、以後は児相との接触を拒否している。

ライフラインも止まってしまい、児相は、家に残っている中学生と乳児の二人の子どもを早

急に保護したいと思っている。昼間は母親が在宅しているので、摩擦を避けるために、両親

が不在の夜間に調査をして二人の児童を職権保護したい。父方祖父母にも面会し協力を頼ん

でいる。
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回  答

夜間であっても立入調査は可能。　

解錠方法などには注意を要する。祖父母の協力を得て解錠し、入室する等の配慮は必要。

Q5 　長期に不登校状態にある児童の安否確認も出頭要求等の対象にできるか。

　児童は現在、中学３年生で、小学校６年生の頃から不登校状態となっている。昨年７月頃

に学校の先生が外で見かけたとのことだが、その後は誰も本児の姿を見ていない。母親は学

校の呼び出しには応じ、単身で来校して「子どもは元気でいる」と説明しているが、児相と

の接触は拒否し、家庭訪問しても拒絶されている。

回  答

基本的には出頭要求の対象にできる。児童相談所運営指針にも、保護者への出頭要求の対象となる

事例として、「特に児童相談所の家庭訪問等によっても長期間児童の姿を確認できない事例」とあり、

虐待防止法８条の２（出頭要求等）を「有効な安全確認の選択肢の一つ」として積極的に活用するこ

とをすすめている。

Q6 　登校禁止ケースは、虐待防止法９条の３の臨検・捜索の対象になるか？

　本世帯の生活状況のモニタリングを実施する中で、児童が元気に駐車場を走ったり、車に

乗り込む姿を確認している。①児童の生命又は身体に重大な危険が確認されない中で、虐待

防止法９条の３の規定による臨検・捜索が許可される可能性はあるか。②同条文の規定は、

父母の手から本児を強制的に引き離し一時保護するといった強制力を有しているものと解せ

るか。

回  答

① 基本的には臨検・捜索の対象にできる。虐待防止法９条の３の規定では、「児童虐待が行われて

いる疑いがあるとき」に臨検・捜索ができるとされており、子どもが元気そうに見えたとしても、

登校禁止の蓋然性が高いと考えられるのであれば、臨検・捜索の対象となる。

② 一時保護については、臨検・捜索の結果、子どもの安全確保や福祉のために必要と判断されれば、

その段階で行うことになる。強制力を行使する等の判断は、その時の具体的状況に基づいて行う。
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Q7 　立入調査と臨検・捜索の違いは？

　立入調査と臨検・捜索とでは、実施にあたって具体的にどのような違いがあるのか？

回  答

児童福祉法29条の立入調査は、法律の要件を満たしていれば「立ち入る」ことについて保護者の承

諾がなくてもよいという規定。ただし施錠されている鍵を開けたり（場合によっては）窓を壊したり

するのは、緊急やむを得ない場合を除いてできないのが原則。これに対して、臨検・捜索の場合は、「臨

検又は捜索をするに当たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることができる」

（虐待防止法９条の７）とされているので、鍵をはずす等の処分が可能。

Q8 　ひきこもり母子への対応

　知的障害（軽度）を持つ小５の男児を知的障害児施設に入所させたが、実母は正月の一時帰

省から帰園させないため措置停止中である。実父母は別居中（共同親権）。現在、本児は実母

のもとで生活しており、夜間は外出することもあるようだが、生活の大半は母子共にひきこも

り状態にある。①ひきこもり状態の母子が外部からの接触を完全に拒否している場合は、どの

ような法的対応が可能か？　②仮に、夜間の張り込みで外出してきた母子と接触できたが、子

ども自身が施設に帰ることを嫌がった場合、虐待を理由に法的介入（職権保護等）は可能か？

回  答

①出頭要求もしくは立入調査を実施し、必要があれば臨検・捜索を行うことができる。

② 子どもが拒否をしても、今のままの生活を続けることによって、子どもの発達や成長を妨げるこ

とが明らかであれば、児相の職務権限で一時保護を行うことは可能である。

Q9 　立入調査の妨害への対応

　立入調査の妨害に伴う児童福祉法61条の適用（罰則）について。適用事例があるか？

回  答

告発した例はあるが、起訴猶予になっている。その他、これまでに61条の５で罪に問われたケース

は見あたらない。

＊注：このようなケースでは、臨検・捜索の許可状を請求することが考えられる。
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３．一時保護

Q10　児童本人が一時保護を拒否している場合、一時保護はどこまで強制できるか？

　母子世帯で、母親は内夫宅に入り浸り、13歳の本児の養育を放棄している。母親は、児相

の指導に対しては「本児が言うことを聞かないので、どうしようもない！」と訴え、具体的

な行動を起こさない。本児は、生活費を実母からもらうこともあるが、ほとんど家に帰らず

友人宅を泊まり歩き、非行グループと一緒に夜間徘徊し、怠学を続けている状況。警察からは、

夜間に保護した場合、放置できないので身柄を伴う通告をすると言われている。しかし、本

児は一時保護に抵抗を示し、児相の関わりをかたくなに拒否しており、施設入所についても、

本児の同意が得られないので困難である。法的にどこまで一時保護を強制できるだろうか？

回  答

児童の意思に反して一時保護を強制することができるかどうかについては、児童の年齢・判断能力、

一時保護を必要とする要件の緊迫性・必然性等によって判断が分かれる。一般的には意思表明できる

能力を有している年長児童が、一時保護を強固に拒んだ場合には一時保護の実施が困難であろうし、

一時保護の実効性もない。

この事例では、身柄を伴う通告をされたとしても、一時保護の継続は困難となる可能性が高い。家

庭裁判所に送致する（審判を経ての施設措置を期する）等、別の方策を検討する方が現実的である。

Q11　同意書の郵送について

　職権で一時保護した後に、母親は児相からの連絡に梨の礫状態である。きちんと面談も出

来ないのでやむを得ず施設入所の同意書を郵送することにした。法的に問題ないか？

回  答

法的に問題はない。
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Q12　一時保護所から通学させたいが、児相長の権限だけで通学させてよいか？

　一時保護所に入所中の義務教育中の児童について、児童福祉法28条申し立てなどで保護の

期間が長期にわたることが予想されることから、児童の教育を受ける権利を保障するために

一時保護所から近くの学校へ通学させたい。

回  答

登校できない状況が長期化し、教育を受ける権利が長期に渡って損なわれる場合には、登校を確保

するために、通学させることは差し支えないと考えられる。

Q13　 一時保護に関して、父方祖母から不服申し立てが出されているが、審査請求人として
適格か？

　父方祖母は、父子家庭で父が逮捕された後、家庭に通いながら児童の食事の面倒などを見

てきた人物である。

回  答

行政処分として一時保護した場合、不服申し立て権者が「保護者」なのか「親権者」なのか、それ

とも「保護者と親権者」なのかについては、弁護士間でも見解が一致していない。したがって、審査

請求人の適格性で判断するよりも、不服申し立ての中身の審査をした方がよいと思われる。
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４．児童福祉法28条の申立て

Q14　措置開始はいつから可能か？

　28条が家庭裁判所で却下され、児童相談所が即時抗告して高等裁判所で承認されたが、保

護者側は不服申し立てをしている。この場合、児相は、高裁の決定によって児童を施設に措

置開始してよいか、あるいは、最高裁の決定がでるまで一時保護を継続して待つことになる

のか？

回  答

高裁の決定が告知されたら確定するので、最高裁の決定を待たずに措置してよい。

Q15　虐待事実が特定できないケースの児童福祉法28条申立て等について

　病院から通報があった大腿骨骨折の幼児を一時保護しているが、受傷原因は特定されず、

保護者も原因はわからないと述べている。受傷部位から、子ども本人の行動で起こる骨折で

はなく、（故意か過失かまではともかく）踏まれるなどの外力が加わっての骨折だというとこ

ろまでは、医師が述べている。いつ、どのようにして受傷したかについての母の証言はあい

まいで、母子が、母の交際している男性宅にいる時に気がついたとのことである。母も男性

も虐待は否定している。祖父母からは、「母の元に返せないなら祖父母宅に早く引き取らせて

欲しい」との要望が出されており、母もそれを望んでいる。このような虐待事実が特定でき

ないケースに関して　

　①虐待事実があいまいなままで28条の申し立てを行う場合の留意点は？

　②在宅指導（児童福祉司指導）とする場合の（法的）留意点は？

回  答

① 受傷原因が特定できなくとも、幼児に怪我が生じていることから、養育の不適切性がうかがわれ、

著しく福祉を害するものとして認定される可能性もある。虐待事実、行為者が明確でなくとも、

28条が認められた例もある。

② 現時点では一時保護を解除すべきではないと思うが、仮に解除し在宅支援とするなら、実母だけ

でなく祖父母も現に監護する者として、祖父母が養育監護するという点を誓約書（事実上のもの

ではなく、27条１項１号の誓約書）で約束してもらい、祖父母に対して２号措置をとるという方

法が考えられるのではないか。
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Q16　28条申立てに当たっての、対保護者、対家庭裁判所の対応について

　離婚による母子家庭で、実母による虐待のため、職権で一時保護中の小２の男児。

　過去に何度か一時保護しているが、今回は、本児が母にどなられたことで家を飛び出し、

学童保育所で帰宅したくないと訴えたことによる。また、本児には、あざや切り傷がみられ、

学校で本児は「母がやった」と言っている。

　児相は、情緒障害児短期治療施設への措置が適当と判断しているが、母の同意が得られず、

28条について家庭裁判所調査官と事前協議中である。家庭裁判所調査官からは心理的虐待と

は認めにくく、また、本児が児童精神科医からADHDと診断されていることも不利になると言

われている。本児は母からの虐待の事実を証言せず、現在は帰宅を拒否しているが、調査官

から聞かれれば帰りたいという可能性が高い。家庭裁判所からは、「児相の提出資料の全ては、

母もしくは代理人に公開する、非開示はありえない」と言われたので（以前の調査官の時は

開示されなかった）、関係した機関に配慮をしながらどの程度の資料を提出したらよいか？

回  答

開示しないでほしいとの上申書を提出すれば、添付する資料については開示をせずにすませてくれ

る場合が多いが、家庭裁判所によっては全てを開示してしまうところもある。また、家庭裁判所では

非開示とされても、抗告されて高裁の段階になると、開示されてしまうことがある。それ故、開示さ

れることを前提に提出資料を作成すること。特に、情報元の個人情報の扱いには慎重に対処すること

が必要である。

Q17　同意があっても28条申立ては可能か？

　保護者が施設入所に同意していても、翻意する可能性が高い場合の28条申し立てについて

どうしたらよいか？

回  答

形式的な同意があっても翻意の可能性が高い場合には、「親権者の意に反する」として28条が認め

られた判例がある。
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Q18　28条を承認されて２年後の更新（措置継続）の通知等の対応について

　28条で家庭裁判所の承認を得たケースで、里親委託を予定している。（現在は抗告期間中）

　①保護者に２年後の更新について当所より伝えなければならないか。

　②措置決定通知書に「期間は２年間」などと記入しなければならないか。

　③ ２年後に期間を延長するときは、改めて措置決定し、措置決定通知書で通知しなければ

ならないか。

　④ 現在は、一時保護委託中であり、保護者に面会・通信の制限を通知しているが、里親委

託になった場合、改めて面会・通信の制限の手続きをとらなければならないか。それとも、

一時保護委託中の面会・通信の制限が引き続き有効であると解し、改めて制限をする必

要はないと考えてよいか。（なお、現在は、措置予定の里親に一時保護委託している）

回  答

① 児相から伝えるべきである。児童相談所運営指針にも、「措置の期間の更新に際して行う本申立

てについては、保護者に十分な説明を行った上で行うことが望ましく……」とあり、措置の開始

時点でもきちんと説明しておくべきである。

② ２年後に見直すということであり、明記は必要ない。

③ 児相の実務では、新たに決定通知書を発行していない所も少なくないが（法律家の間でも必ずし

も一致していないのだが）、２年が過ぎた措置が家庭裁判所の承認に基づく適法な措置であるこ

とを明確にしておいた方が安全と思う。

④ 新たに委託措置を採るので、あらためて児相から通知することが必要となる。

Q19　措置変更開始日は？

　28条承認されたケースの措置開始日について、初日在籍に遡って措置できるか? 

回  答

家事審判法には「確定しなければその効力を生じない」とあるので、措置開始は確定後になり、遡っ

て初日付の措置をとることはできない。
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５．面会・通信・接近の制限

Q20　非親権者の面会希望を拒否できるか？

　未婚母子。父親は認知している。乳児院に措置したが、母親は父親の面会を拒否して欲し

いと希望している。児相も同様の考えだが、法律上はどうか?

回  答

措置されている児童への面会をどうするかは、基本的にケースワークをベースにし、子どもの権利

を第一に考えて判断する。

子どもの福祉の観点から考えて、必要があると判断されるのであれば、親権者の意思に反して第三

者を子どもに会わせることは、必ずしも許されないことではない。ただ本件のような場合であれば、

母親の意思に反して会わせることは難しく、父親に対して母親の了解をとるように求め、それが困難

な場合には、家庭裁判所に面接交渉の申し立てをする等の対応をとることをうながすことも考えられ

る。

Q21　非親権者の面会希望への対応

　実父母は、実母が親権者となって離婚。実母は再婚して夫と本児は養子縁組をしている。

その実母が急死したため、養父からの相談で本児は児童養護施設に入所し現在に至っている。

今回、実父が児童養護施設入所中の児童への面会を求めてきている。児相からは、現在の親

権者である養父の承諾を得て欲しいと伝えたところ、実父から「自分は児童の実父なのでそ

の必要はない」と反論されているが、どのように対応すればよいか？ なお、養父の話では、

亡くなった実母から「自分の死後は養父が本児を育てて欲しい」と言われたということである

（遺言書はない）。

回  答

相手の主張がどうであれ、今回の面会の是非については、施設長、児相長が判断して対応すればよい。

場合によっては実父に対して、面接交渉の申立てを促すことも考えられる。

そもそも親権者の意思に反して会わせることもケースワーク上十分ありうる話である。ただ、基本

的には実父が養父に承諾をしてもらったり、その承諾がとれない場合には面接交渉の申し立てをうな

がすことも考えられる。
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Q22　28条で入所中の児童への、非親権者からの面会希望への対応

　父のＤＶで離婚し非親権者となった実母が、児童養護施設入所中の長女との面会外泊等を

希望している。長女は父（親権者）の虐待により、28条で施設入所している。

　児童相談所としては、母子の関係を大事にしながら支援を進めていきたいし、子どももそ

れを望んでいる。

○児相は母の面会・外泊の受け入れを許可できるか？

○面会させる場合、父に知らせる必要があるか？　父が反対した場合はどうか？

回  答

○ 非親権者の親からの面会要求に対しては、それが子の利益にかなうかどうかという視点から検討

し、面会の是非を判断する。

○父に知らせる必要はない。

Q23　離婚して親権者でなくなった親の児童養護施設での面接交渉権について

　父母は数年前に父親を親権者として離婚。中２と小５の姉妹は父からの相談により児童養

護施設へ入所し、現在に至っている。しかし、最近になって母が、親権者の変更を家庭裁判

所に申し立てるとともに、面接交渉権に基づいて本児たちへの面会を求めてきた。これに対

して父親は反対し、母親には会わせないでほしいと言っている。離婚原因は不明。母は父に

よるDVがあったとも言っているが、父は母が勝手に子どもを置いて出て行ったのだから、今

更会いたいというのは母の身勝手と話している。児相では、父母の話し合いをすすめてきたが、

双方ともに頑なになって調整が困難になっている。児相としては、子ども達を混乱させない

ことを第一に考えたいが、このような場合、法的にはどのようになっているのかについて教

えていただきたい。

回  答

一般的に面接交渉権は親権のない親にも認められているが、子の福祉のために認められているもの

であり、非親権者が児童養護施設や児童相談所に対して権利として主張するようなものではない。本

件のように親権者変更で家庭裁判所に申し立てていれば、審判結果を待ってから対応するのがよいの

ではないか。
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Q24　裁判で決定した非親権者の面接交渉権を拒否（制限）出来るか？

　児童（13歳）は児童養護施設入所中。親権者は実父で、別に妻子あり。実母は非親権者で

ある。父母の間で本児を月１回、母親の許に外泊させることにしたことを、施設側は後で知っ

た。非親権者である実母の面会（外泊）を児童自身は拒否したい意向を示しており、学園と

しても守りたい。児童は、施設の心理療法士との面接の中で、これまでの母の（そして父の）

身勝手な態度に辟易しているが、母が怖くて（外泊を）拒否できないと述べており、施設も

こうした母から本児を守るためにどのような対抗手段が取れるかを検討している。

回  答

○ 実母の面接交渉権は、施設入所前に実父との関係で認められたもので、児相や施設がそれに従う

必要はない。

○ 現在は、親権者実父の同意による入所と考えられるので、外泊については、実父が求めなければ

実施の必要はない（非親権者の実母の要求は児童福祉法47条２項で拒否できる）。

○ 問題は、実父が実母の要求に負けて外泊を求めてきた場合だが、その場合は、一時保護に切り替

えて、虐待防止法12条１項に基づき面会通信制限が可能。

Q25　一時保護中の児童の信書の取り扱いについて

　不登校、家内暴力のため母親が児童（16歳）を私塾に住み込ませたが、そこから逃げ出し

てきて、現在、児相に一時保護中のところに、女友達から本人あてに手紙が届いた。

　児相は実母からその女友達との交信は止めて欲しい旨、強く要求されている。

　友達との通信を禁止して欲しいとの親の強い意向に児相はどう対応できるか？

回  答

一時保護中に、誰と会わせるかや手紙のやりとりを認めるかは、日常の監護の範囲内のことであり、

保護者の意向にかかわらず児相が判断してよい。ただし、ケースワーク上は、実母が強く反対してい

る通信を認めることは、今後、実母との信頼関係を築く上でマイナスになることも考慮する必要があ

る。

Q26　同意入所の場合の面会通信制限について　

　同意入所中の児童に保護者からの郵便がきたが、本児に不安を抱かせるような内容であり、

これを見せないようにしたいがどうしたものか。
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回  答

保護者を説得し、保護者の理解を得るような努力が、まず必要になる。

保護者が説得に応じないとしても、同意入所の場合は、施設の監護養育についても同意していると

考えればよく、保護者が面会や通信の制限に反対して引き取りを求めるなら、一時保護→28条申し立

てに切り替えればよいので、見せなくてもよい。ただし、保護者に同意を撤回するか否かの判断材料

を与えるという意味で、手紙を見せないということ自体は、保護者に伝える必要がある。

また、子どもには見ない自由もあるので、子どもの意見も聞くことも考慮する。子どもの福祉の観

点から、虐待やそれに類するようなものであれば、交付を控えてよい。

※現在では、虐待防止法12条１項で制限可能。

Q27　有効な接近禁止の方法は？

　継父の虐待が理由で両親（実母、継父）が別居し母子家庭となった。虐待者（継父）を児

童に接近させないためのＤＶ防止法以外の法的対応があれば教えて欲しい。

回  答

現状では、DV防止法の保護命令が有効性のある接近禁止の方法である。

Q28　保護委託中の病院内への立ち入り制限に関して

　病院と保護者間の話し合いで、「保護者は病院側の了解なく子どもへの面会、接近はしない」

「この約束が破棄されるおそれがあるときは、児相に通告して一時保護（病院への委託一時保

護）に切り替える」との約束をして現在、児童は入院扱いとなっている。

　今後、一時保護に切り替えた場合に予想されることについて。

①病院に一時保護委託した場合の面会・通信・接近の制限の範囲について

　例えば、保護者が病院内（あるいは病院の敷地内）に立ち入ることも制限できるのか？

② この場合、行政手続法第13条には「弁明の機会を付与すること、しかし緊急の場合はこの

限りではない」とあるが、ここでいう「緊急」とはどのような場合をいうのか？

回  答

① 子どもへの面会については制限することができる。正当な理由があれば、病院への立ち入りを禁

じることまではできないが、病院の管理権の範囲で、病院として制限してもらうことはできる。

② 「緊急」とは、夜間に突然に面会を要求される等のように、弁明の機会を設けているほどの時間

的な猶予がない場合。
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Q29　面会・通信 制限の手続きや方法について

　28条で児童養護施設に入所中の小６の男児。家庭復帰に向けて面会・外出等の母子交流を

進めてきたが、母は本児の言葉を鵜呑みにして施設を非難し、児童は母の力を傘にきて園内

で職員や他児へ威圧的な態度をとるようになり、どうせ退園するなら何をしてもよいという

ような態度がみられた。

　母子の交流を有害なものと判断して虐待防止法12条により交流を中断したが、それでよい

のか？　それとも手続きが必要なものなのか？

回  答

本当に虐待防止法12条にあたるような状況があれば、虐待防止法12条を根拠にしてよいだろうが、

本件でそのような状況があるのかは慎重に判断すべきと思う。家庭復帰に向けての交流の仕方などを、

母と十分に話し合うことが望ましい。

Q30　面会・通信制限の範囲

　児童福祉法28条で施設入所させたケースの面会通信の制限は、学校などの場面にもおよぶ

のだろうか？

回  答

基本的には、制限できるものと考えられる。虐待防止法12条１項には、面会・通信の制限が施設内

に限定されるといった文言もないので、施設外にも適用されると考えることができる。

Q31　一時保護や同意での施設入所中の面会・通信制限

　一時保護中の児童への面会・通信の制限が出来る根拠は何か？また、保護者の同意で施設

入所した場合に、通信・面会の制限をする方法があるか？

回  答

虐待防止法12条１項を根拠にして対応する。
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Q32　18歳以上でも親権喪失の申し立てはできるか？

　児童養護施設を退所後、自活しながら通学している19歳女子短大生。虐待していた両親が

現在もつきまとって来るので、本児は安定した生活が送れない。法的なことも含めて対応で

きる方法があれば教えてほしい。　

　なお、児童福祉法の改正で、18歳以上20歳未満の子どもについて、児相長による親権喪失

の申し立てができるようになったが、今回のような事例において親の不当な干渉を排除し、

安全確保、福祉確保をはかるために申し立てることは可能か？

回  答

○親権喪失宣告請求の申し立てを活用すべき事例と思う。

○具体的には弁護士会の子どもの権利擁護関係の相談窓口に相談することが考えられる。

　弁護士費用は日弁連の子ども法律援助事業から出してもらえることもある。

Q33　28条申し立て中のケースで親権者が面会を求めてきている。拒否できる根拠は？

　一時保護中の児童への面会を要求して親権者の父が来所している。面会を拒否できる根拠

等について教えてほしい。本ケースは28条承認されたが、親が抗告し高裁で審理中である。

回  答

虐待防止法12条１項が根拠となる。
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６．施設入所（一時保護）中の問題

Q34　親権者が行方不明の場合の対応は？

　離婚父子家庭で、親権者である実父が行方不明。児童養護施設入所中の児童の帰省先を実

母（非親権者）としたいが法的に問題はないか？

　親権変更や未成年後見人の選任申し立ては可能か？

　また、非親権者である母が申し立てを行わない時に、児童相談所長が申し立てすることは

可能か？

回  答

外泊については、短期間の外泊なら47条２項で可能。

親権者が行方不明でも、親権者変更や未成年後見人選任の申し立ては可能。

親権者変更の申し立てができるのは親族（実母を含む）のみであり、児相には申し立て権はない。

現在の状況は、親権者が親権を行使し得ないときにあたるので、未成年後見人選任の申し立てなら児

相が申し立て権者になれる。しかし、家庭裁判所からは、どうして母親が親権者変更を申し立てない

のか、それほどに消極的な母親が未成年後見人として適切なのかという点を訊いてくると思う。

Q35　児童養護施設に入所中の児童の予防接種について

　保護者が行方不明の場合には、インフルエンザ予防接種等については施設長の権限で実行

可能か？

回  答

未成年者の予防接種実施には保護者の同意が必要とされるが、保護者が行方不明の場合には、施設

長の判断で予防接種を受けさせることが可能。

Q36　医療行為の同意について

　職権による一時保護中の児童だが、自傷・他害が強く一時保護所での対応が困難。

　精神病院に入院させたいが、親権者の同意が得られない。

　厚労省は精神病院への一時保護委託については可能だとの見解を示しているが、ある弁護

士からは親権喪失請求で対応すべきと聞いている。どのように考えればよいだろうか？

回  答

任意入院が難しい場合は、医療保護入院となるが、親権者の同意が得られないと、現行法上入院は

困難。入院させるためには、親権喪失宣告請求の申し立てが必要となる可能性が高い。
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Q37　保護者が拒否する精神病院入院について

　両親から暴力と心理的虐待を受けていた中学生女子を、職権で一時保護している。

　入所前にも見られたリストカットが入所後も頻発し、情緒が極めて不安定で、壁を叩いたり、

ひどくはしゃいで騒ぎ、周囲への配慮ができないという状態である。他児に対しても粗暴な

言動や一見わがまま勝手なことをするので、集団内では浮いてしまっている。児童養護施設

へ一時保護委託してみたが、生活になじめずに一時保護所に戻っている。このため、精神病

院への入院を検討中。

　しかし両親は、一時保護自体に不服申立てをしており、入院への同意は拒否している。精

神病院への一時保護委託も考えたが、病院側は精神保健福祉法により、医療保護入院で保護

者の同意が必要であるとして、暗礁に乗り上げている。もし本人の同意のみで任意入院でき

たとしても、おそらく数日で飛び出してしまうであろうし、措置入院のレベルとは思えない。

　家庭裁判所に申し立て、祖父母等に保護者の順位を繰り上げる方法もあるようだが、この

ような場合、どのような手だてが可能か？

回  答

○祖父母等の協力を得て、精神保健福祉法上の保護者の順位の変更をする。

○親権喪失＋保全処分で職務代行者を選任し、職務代行者が保護者として同意する。

Q38　小学生を精神保健福祉法で入院させたいが、親の同意が得られない場合の対応について

　母子家庭で生活保護受給中。実母は統合失調症。児童は小学３年生の女児。不登校。

　母親の監護に欠けるため、これまで民生児童委員の協力を得て対応してきた。

　しかし、火遊びなどの行動化が激しくなり、児童委員も対応できなくなくなってきている。

児相も家庭からの分離が必要だと考え、一時保護する予定でいるが、医師からは、当面は医

療保護入院（精神科）が必要だとの見解が出されている。しかし、母親が強く反対すること

は明らかであり、その場合どのような対応方法があるだろうか？

回  答

親権喪失宣告の請求を行うか、実父に協力してもらっての親権者変更か、祖父母等の協力を得て精

神保健福祉法上の保護者の順位を変更するといった手段で対応することなどが考えられる。

また、母の病状が重く、意思能力がなく、親権が行使できない状況であれば、未成年後見開始事由

となるので、後見人選任の上で対応するということもあり得る。
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Q39　共同親権者の相反する要求にどう対応するか？

　離婚調停中の父母双方から、里親委託中の児童をめぐって、異なる要求がなされている。

　父のＤＶにより母が家を出て別居中。父は子どもの養育に困り、児童相談所に相談。里親

委託となる。

　父からは、父が親権をとる形の離婚届が出されていたが、母は了解しておらず、改めて離

婚調停となっている。そういった状況の中で、父親は引き取りを要求してきており、母親は

家庭裁判所の判断が出されるまで里親委託を継続してほしいと希望している。

　このような共同親権者の相反する要求に法的にはどう判断できるのか？

回  答

このような事例の場合、弁護士の見解は必ずしも一致していない。一般的には、（共同親権者の）

どちらかが反対した場合は措置の継続は困難になり、預かった時の状況に戻ることになるので、本件

も、まず父に返すということを考える。しかし、実父のＤＶや、虚偽の離婚届提出などの問題があっ

たので慎重にならざるを得ない。

母としては家庭裁判所に監護権の指定、身柄引き渡しの保全処分を申し立てることが出来る。この

ことを母に伝え、家庭裁判所に判断を委ねたらどうか。母が動かない時は父に戻すことになろう。児

相は、必要なら一時保護に切り替える。

Q40　未成年後見申し立てについて

　離婚母子家庭。児童養護施設に３人の児童を一時保護しているが、親権者である実母が死亡

した。弁護士を未成年後見人とする申し立てを児相長が行う予定だが、このことを非親権者で

ある実父（服役中）に知らせる必要があるか？　また、知らせる場合には文書通知が必要か？

回  答

未成年後見人が管理することになる財産がないか、極めて少額の場合は、児相長や施設長が身上監

護権等で対応できるため、家庭裁判所から未成年後見人を立てる理由を問われることになる。このた

め、申し立て理由を整理しておく必要がある。

法的には、実父に知らせる必要はないと考えられる。
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Q41　施設入所中の児童との国際養子縁組希望への対応

　児童養護施設入所中の児童との国際養子縁組を希望して、実親との話し合い等、手続きを

進めている米国人がいる。今後の経過によっては、縁組みが成立する可能性がある。

　一方的ともいえる手続きを進めている米国人への対応についてどうしたらよいか？

回  答

養子縁組が成立したからといって、措置解除しなければならないわけではない。児相として、子ど

もを養親に引き渡すのがよいかどうかを調査してから判断すればよく、それ以前に引き取り要求があ

れば、一時保護に切り替えればよい。

Q42　児童養護施設で子どもが怪我をした場合の管理責任はどうなるか？

　児童養護施設に入所中の３歳の女児が、施設内で子ども同士のけんかで額に４針縫う怪我

を負った。すぐに、施設長が家庭に出向いて保護者に謝罪したが、保護者は、措置した児相

長にも責任があるとして弁護士にも相談し、事実経過等の説明と謝罪の文書を児相長からも

らっておくよう助言されたとのことで、児相に要求してきている。

①児相長は道義的な責任は感じているが、実際に児相長の責任問題が発生するのか？

② 児相から文書を出す場合、対応が難しい保護者でもあり、文書を作成するにあたって注意

すべきことは何か？

回  答

① 施設内事故について、施設には管理責任があり、これを怠ったことと事故との間に因果関係があ

れば、国賠法により措置をした都道府県が損害賠償責任を負うというのが、暁学園の最高裁判決

の論理構成。

　 施設の責任とは別に児相が責任を負う場合というのは、たとえば、施設が管理責任を果たしてい

ないことを知っていたとか、当該施設の管理体制では問題が発生すると思っていたのにあえて措

置したというような場合ぐらいであり、きわめて稀ではないか。

② 事実経過の文書は客観的かつ正確に記載した方がよい（不確かなことを記載すると、後で虚偽報

告と言われかねない）。謝罪の文言を入れるとしたら、上記①の基準に照らして、児相長に責任

があるかどうかを判断した上で、記載した方がよい。
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Q43　 児童自立支援施設入所中の児童が無断外出して、盗んだ車で事故を起こしたことに
対する損害賠償責任は? 

　この事件に関し、被害者側から損害賠償の話が県に持ち込まれている。

　県の弁護士の意見では、施設は監督責任を果たしているので、県に損害賠償の責任はなく、

保護者に責任があるとしている。しかし、当該児童の保護者には支払い能力はない。

①児童自立支援施設は監督責任を果たしていると言えるか?

②措置権を行使した児童相談所に責任はないのか?

回  答

① 無断外出中の児童の加害行為については、その児童に責任能力がある場合には、児童が全ての損

害賠償責任を負うことになる。

②児童相談所が責任を負うことはない。

Q44　 18歳を超えて児童養護施設の入所措置を延長している者について、施設長は親権者
たり得るか？

　本人は現在18歳。措置延長して17歳の弟とともに児童養護施設に在籍中である。

　実母は、再婚相手の義父と本人ら兄弟との養子縁組を予定していたが、果たせずに死亡した。

その後、義父も死亡してしまったが、死亡した義父は亡き本児の実母の意向を尊重して、子

どもたちに自分の財産の大部分（マンション等）を贈る旨の遺言書を残していた。この件に

ついて、行政書士から連絡が入る。

　これに対し、施設長が親権代行者の立場で、施設長のみが単独で会う旨を回答したところ、

行政書士から、本人は18歳を超えており、施設長が親権を代行するのはおかしいと反論された。

回  答

児童福祉法第47条１項・２項が、18歳を超えて措置延長した子どもに及ぶかどうかという点につい

て言及した解説や判例は見あたらないが、施設長に親権代行権がないとしたら、財産管理のための後

見人を選任することになるので、どちらにしても、直接に子どもに話すという申し出は断ってよいと

思う。

また、遺産に関する話を施設長からすることについては、施設長に親権代行権がある・なしにかか

わらず、本人である子どもには話した方がよいと思う。
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Q45　措置延長により知的障害児施設に入所中の18歳女子の「入籍届」の手続きについて

　父の受刑中に母親が親権者となって、父母離婚。父親は出所後に親権変更の申し立てをし

たが却下されている。しかし、本児との接触をはかり、携帯電話を買い与えたり、帰省時に

受け入れたりしてきた。

　今回、本児が高等部を卒業し措置解除になった後の引取先として、父方ではなく、母方を

選んだことで父親が怒り、それならば自分の戸籍から本児を抜くように主張して、役所の「入

籍届」用紙を児相に持参し、本児に記入させるように迫った。

　後日、父から本児が記入したかとの問い合わせの電話があり、児相は、この手続きは親権

者である母親が行うのが適当と判断し、用紙を母親宛に転送した旨を伝えたところ、父はな

ぜ母親に送付したのかと激怒して、執拗に児相攻撃を繰り返し、本庁にも強く抗議している。

本庁からは児相に、父親から渡された手続き書類を児相が母親に送付出来る法的根拠は何か

を問い合わせてきている。

　児相は上記のように母親が親権者であることで、問題はないと判断したが適当ではなかっ

たのだろうか？　他に法的根拠というものがあるのだろうか？

回  答

知的障害のある18歳の女子の意思能力については、裁判所や医師の判断が必要かもしれないが、今

回、児相が母親に手続き書類を送付したことについては、親権者は未成年者の生活全般をみる権限を

有しており、あらかじめ父が母に渡して欲しくないといっていない限り、児相が母親に情報提供する

こと自体は悪いことではなく、児相は責任を負う必要はない。
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Q46　措置延長により知的障害児施設に入所中の18歳女子の病院受診について

　母子家庭。児童は知的障害児施設に同意入所し、18歳となり在所期間延長措置をとっている。

これまで、月４～５回だったてんかん発作が、月30～40回に急増したため、施設の医師から

専門医を受診するようにとの指示あり。このことを母親に話し、専門医の診断を受けること

への同意を得ようとしたが拒否される。施設医師との関係が良かったので、他の医師に変わ

ることへの抵抗感がある様子。

①母親の意思に反して専門医への受診はできるか？

② 強引に家庭引き取りをすることも考えられる。この場合、どのような法的対応措置がとれ

るか？

回  答

① 診断させること自体には違法性がないので、母親が訴えても問題にはならない。治療については、

リスク、効果、親の反対する理由等を考慮して対応することになる。治療方法が侵襲性の高い治

療である場合は問題だが、通常に行われていてリスクも少ない方法であれば、必ずしも親の同意

が必要とは限らない。親権喪失宣告請求を構えながら話し合うのも一つの手法。

② 例はないが、児童福祉法が20歳までの措置延長を定めている精神からも、28条の対象になる可能

性もある。28条申し立てをしてみる価値はある。

Q47　28条入所ケース。退園し就労する際に親権者に就労先、勤務先を知らせたくない。

　本人は現在18歳。28条により児童養護施設に入所（18歳に達し入所措置を延長中）。

　本人は、施設退所にあたり親権者の許に帰ることを拒否して、就職自立を希望している。

　また、就労後の生活が安定するまで、保護者の不当な干渉を防ぎたい。

　①施設長の監護権により正規就労させて法的に問題はないか？

　② 本人は保護者と会いたくない、居所を知られたくないと述べているが、親が承認しない

場合に、入所措置解除の上、本児の居所を教えないことができるか？

回  答

① 施設長の就業許可については、事前に親に考える機会を与えなかったからといって、損害を与え

たわけではないので問題にならないと思う。むしろ就業許可においては、会社側が親権者の同意

を求めているかどうかが問題となるが、特別な求めがなければよいと思う。

②措置解除されると親権の居所指定権との関係が出てくる。

　 本人が親に知られたくないと訴えるのであれば、個人情報保護の観点から、守秘義務により親へ

の情報開示を拒否することができると思われる。



－27－

Q48　職権一時保護中の児童への警察の参考人聴取の際に、親権者の同意が必要か？

　乳児の死亡事例が発生し、加害者の疑いのある母親は精神科に措置入院になり、中学生と

小学生のきょうだいを職権一時保護した。父親は、加害者は母親ではなく外部の人間の可能

性もあるとして職権保護に反対で、警察の捜査にも非協力的な態度をとっている。　

　この事件に関して、警察から児相に一時保護中のきょうだいへの事情聴取の申し入れがあっ

たが、受理する場合、児相は父親に通知する（父親の同意）必要があるか？

回  答

一時保護中の児童への警察の参考人聴取は、親の同意を得ずとも児相長の権限でその是非を決めて

よい。受理する場合は児相職員の同席を条件にする。

なお、警察の聴取のことを親に知らせるかどうかについては、捜査にかかわる警察の意見、子ども

の福祉、親の利益等を考慮して、慎重に判断する必要がある。

Q49　検察官による児童本人への参考人聴取における児相の対応について

　心中未遂に巻き込まれた13歳女子を児相に一時保護しているが、検察官から児童と面接・

事情聴取させて欲しいとの依頼の電話が児相にあった。 しかし、児童は怖い夢にうなされ不

眠状態も続いていて不安定のため、児相としては、現時点ではこの依頼を拒否、または延期

を申し入れたいと考えている。

　検察官からのこのような依頼は児相として初めてなので、このような対応ができるかどう

かを確認させて欲しい。

回  答

児相の対応は、相手側が、警察と検察で区別する必要はない。

児童の状態によって児相が必要と判断すれば、今回の検察の要求を断ったり、延期したりすること

は問題ない。ただし検察は、一定の期間内に調書を作成したいと考えるので、延期するにしても再度

の要求が出てくるだろう。受け入れる場合は、担当の福祉司や心理司が同席し、必要なら事情聴取を

中止させることもある旨を伝えておく。

裁判で、検察の調書が証拠採用されれば問題ないが、そうでない場合は児童の証言を求められるこ

ともあり得る。その場合は、衝立の設置やビデオによる証言とすることなどの工夫を求めること。



－28－

Q50　児童養護施設入所中の児童に対する、警察の事情聴取への対応

　児童養護施設に入所している児童の弟が、虐待で死亡したため、保護者が身柄拘束中である。

施設入所中の児童に対して、警察から事情聴取の要望がある。警察が直接、児童へ面接聴取

したいと要求してきた場合、施設長はこれを断る事が出来るか？　同様に弁護士や検察官か

らの要求の場合はどうか？

　その他留意すべき事柄を教えて欲しい

回  答

本件では、施設長は親権代行者であり、児童は参考人であるので、警察の依頼を断ることが出来る。

断る場合の理由は、たとえば児童の精神的安定に悪影響を及ぼす等実態に合わせた説明をすること。

受け入れる場合は、必要な条件をつけることが出来る。

上記は弁護士や検察官の場合についても同様。ただし、裁判所から証人として要請があるときは、

出頭せざるを得ない。この場合でも、子どもを守る立場で意見書を出した方がよいし、また、出頭に

あたって、衝立をおいて直接に顔をあわせないようにしてほしいというような要望を提出した方がよ

いだろう。

Q51　性的虐待で一時保護中の児童に対する、加害者側弁護人の接見を断ることができるか？

　児童は14歳（中学２年女子）。養父、実母との３人世帯。

　児童には発達障害の疑いがあり、現実吟味が不十分な面や集団不適応傾向あり。

　保護中に警察が実父の強制捜査を実施（児童は任意の事情聴取を受ける）。

　現状において、実母、児童ともども養父の服役を望んでいない。

　虐待加害者である養父の弁護士から、児童との面会希望があるが、児童相談所長として断

ることはできるだろうか？

回  答

児童の意思を確認すること。児童が会いたいと言っても、児相として会わせるべきではないという

判断もあり得る（本児の心理面への配慮など）。

養父の弁護士が公判を有利に運ぶため、材料集めをしているということも考えられる。仮に会わせ

ることになったとしても、児相立ち会いの下に時間を区切って会わせるべき。
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Q52　施設入所中の児童を、保護者の同意なく一時保護や精神科での治療は可能か？

　児童養護施設入所中の小学４年生。行動化が激しく学校で危険行動があるため、１週間の

登校制限をした。児相への一時保護、精神科受診・治療を受けさせることなどについて、保

護者の同意が得にくいが、同意がなくても実行可能か？

　家族は父と兄の３人世帯で、兄と共に入所中。入所のきっかけは父から暴力を受けた兄が

警察へ駆け込み保護され、父が逮捕、拘留されたことによるもので、兄弟で入所になった。

父は拘留中という事情のためやむなく施設入所に同意しており、現在も同意入所の形が継続

している。

　施設からの一時保護の依頼を受け、当所は父に本児の状況を伝え、了解を得る努力を重ね

ているが、父は学校不適応の原因は学校の対応が悪いからだと考えており、また、これまで

の児相の対応にも不満を示し同意しない。そのため一時保護しての行動観察が出来ない状況

が続いている。学校は施設に対し、本児の登校を控えるように申し入れ、施設もそれを受け

１週間程登校を控えさせた。困り果てた施設は、地元の医療機関（精神科）に受診させ、今

後医師の指示で服薬（衝動性コントロールのため）を開始しようとしている。

　そこで、上記のようなケースの場合

① 児童養護施設入所児が医療機関を受診する場合、親権者の了解を得ずに施設長の権限で行

えるか？ 　　

② 児童養護施設入所児が医療機関を受診し服薬を開始する場合、親権者の了解を得ずに施設

長の権限で行えるか？　

③施設入所児を行動観察のため一時保護をする場合、職権保護で行うことは可能か？ 

　 また、児相としては本児が登校できなかった事実（実質的には登校禁止であるが、通知等

はないままに、学校と施設の間で話し合われ実行された）を父に知らせ、事の深刻さを理

解してもらわなければ一時保護の同意は得られないと考えているが、施設は父との関係悪

化を恐れ、父には事実を伝えて欲しくないと要望している。この件に関して、

④ 児相として、本児自身の意に反して登校できなかった事実を把握しながら父に伝えなくて

よいか？

回  答

①医療機関受診は、施設長の監護権の範囲であり、親権者の了解なく可能。

② 薬物治療を行う場合には、児童福祉法47条２項により、親権者の同意がなくとも服薬は可能と考

えられる。

③一時保護は、児童相談所長が必要と判断すれば可能。

④ケースワークを進めるために必要と判断すれば知らせる。
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Q53　施設入所中の児童を、保護者の同意なく手術することは可能か？

　児童養護施設入所中の小６の女児。側湾症があり、今のままでは症状が進行し、日常生活

に支障が生じると医師から言われている。手術が必要だが、親が行方不明で連絡がつかない。

施設長の同意で手術できるか。

回  答

親権者が行方不明で連絡が取れないときには、施設長が監護権を行使し、手術への同意が可能。

Q54　保育園長が被虐待の疑いのある園児を受診させることができる独自の権限はあるか？

　５歳の保育園児、毎日のように顔に傷、あざなどが見られ虐待の疑いがあるため、今月初

めに、児相、保健センター、保育園、当該市町村窓口担当で協議した。

　その際に、保育園が本児の臀部に火傷跡があることを説明したところ、児相から保育園長

に対して、本児を受診させて診断書（医師の意見書）を取るようにとの依頼が出された。

　しかし、このやけどを負ったのは約１年前のことであり、現在は痕は残っているが医療機

関での治療は行っていない。その当時は、痛がってお座りも出来ない状態であったため、園

から母親に病院受診を勧めたところ、母親は、「自分も父親も看護師であり、自分達で手当て

をしているので受診は不要」「園が勝手に受診させることもしないで欲しい」と拒否されたい

きさつがある。

　このような状況下で、保育園長が受診をさせることができるのだろうか（保育園長が園児を

受診させることが出来る法的な権限はあるのか）。保育園長がしなければならないことだろうか？

回  答

保育園が、独自の権限で保護者の意思に反して受診させることができるとしたら、その根拠は、保

育所保育指針に書かれている、「子どもの健康状態の把握」に該当する可能性ぐらいしかない。したがっ

て、本事例の場合には、受診させることができる法的な権限というのは、原則としては見当たらない

と思う。

このケースの場合は、児相の権限と責任で（児相の指示があればその補助機関として実際に受診さ

せるのが保育園でもよいとは思うが）虐待調査の一環として受診させるべきと考えられる。
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Q55　里親委託中の児童の引き取り要求への対応

　里親委託中の児童を母親（親権者）が強引に引き取ろうとしている。母親が強引に児童と

接触し、家に連れ帰ることを阻止するために、どのような法的対応策があるか？

回  答

①虐待防止法12条１項の面会通信制限を行う。

②一時保護に切り替えて児童福祉法28条申し立てを行う。

③28条で措置後に、防止法12条の４の接近禁止命令を活用する。

Q56　里親委託中の児童の引き取り要求への対応

　16歳の児童を里親委託した措置は、児相が父親である自分の養育能力の欠如を指摘したも

ので自分を否定したとして児相に謝罪要求し、不服申し立てをしている事例。

　当初は父親の引き取り要求などの動きは見られなかったが、その後の経過の中で引き取り

要求が出されている。

　実父には精神疾患あり、実母もアルコール依存症。家庭内での諍いが絶えない状況。児童は、

家庭内での両親のトラブルにいたたまれず、家を出て補導され児相ケースとなる。実父は「育

てたくない」と養育拒否の態度を示し、児童も帰宅を望まないことから児相は家庭からの分

離の方針としたもの。その後、実父から引き取り要求が出されている。

　児相は、どの時点で一時保護に切り替える必要があるか？

回  答

引き取り要求が出た時点で、一時保護に切り替えるのが本来の手順。措置を続けるためには、今か

らでも一時保護に切り替えて、28条を申し立てることが必要になる。
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Q57　施設入所児童の性的被害を知ったときの対応

　児童養護施設の心理職が、高校３年生（18歳）の女子児童と面接中に、性的被害について

打ち明けられた。加害者はボランティアで学習指導に入っている大学生で、児童に熱心に勉

強を教えているうちにお互いに好意をもつようになり、性的な身体接触（キスや身体を触る）

に至っているようだ。児童は、大学生とこれからも交際を続けていきたいと思っているようだ。

①未成年者への性行為の疑いを知った心理職はこれを警察等に通報する責任・義務を持つのか？

②相手側から事実を否定され、心理職が逆に侮辱罪等で逆告訴される可能性はないか？

回  答

① 18歳以上であり、青少年育成保護条例の対象とはならないし、お互いに好意をもっていることか

らして合意の上であるため、強制わいせつ罪等の刑事罰にもあたらない。したがって刑事事件に

なる可能性はかなり低いので、警察へ通報する責任・義務はないものと考えられる。

② 大学生と児童から話を聞き、事実の解明に努める。事実と認められれば、ボランティアを辞めて

もらう。

Q58　自立援助ホームに入所させたいが、親の同意が得られない場合の対応は？

　親権者の意に反して自立援助ホームに入所させることは可能か？　または、入所先を自立

援助ホームとする28条の申し立てが出来るか？

回  答

自立援助ホームは、児童自立生活援助事業（児童福祉法33条の６）に該当するところ、これについ

ては児童の申込によって入所させることができ、親権者等の意思に反して措置してはならないとする

児童福祉法27条４項の適用がないから、親権者の意思に反しても入所させることができる。
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７．親権者変更等親権にまつわる問題

Q59　特別養子に出す場合に父親の同意が必要になるか?

　未婚母子で母親単独親権の子どもを特別養子に出す場合、父親の同意が必要になるか?　父

親は胎児認知をしている。父親は乳児院入所および里親委託には反対しないが、特別養子縁

組については、縁を切らせたくないとして現時点では反対の意思を示している。今後母親だ

けの意向に沿って特別養子縁組を成立させることは可能か？

回  答

特別養子縁組については、民法817条の６が「親権者」ではなく「父母」の同意を必要としている

ことから、親権者でなくても実父の同意が原則として必要。ただし、「虐待、悪意の遺棄、その他養

子となる者の利益を著しく害する事由」がある場合には、同意は不要となるので、そうした事情の有

無を調査した上で判断する。

Q60　親権者変更等に関して

　離婚母子家庭の子どもから非親権者の父親に「母親と暮らすのは嫌、父親に引き取って欲

しい」とメールがきた。父が母に話したが、親権を盾に拒否。警察からも無理に連れて行け

ば誘拐に当たると警告された。親権者変更の申し立てをしたが、家庭裁判所からは、親権変

更の結論がでるまでに数か月以上かかると言われた。

　母親は精神的に不安定な人。子どもたちは、小学生２人と幼児の３人きょうだい。母から

の子どもたちへの暴力等はないが、保育園児を３ヶ月くらい登園させていない。

①この父親が親権変更を待たずに子どもと生活できるようにする法的な方法は？

②母親の行為は虐待に当たらないか。

③子どもの意思のみで父親の許にいくことの法的問題は？

回  答

① 審判前の保全処分（子どもの引き渡し、親権者の職務執行停止、職務代行者の選任等）を申し立

てる。

② 保育園に登園させていないというだけで虐待とは認められない。家庭内において、どういった養

育が行われているかの現況確認をして判断すること。

③ 子どもの意思で父の元に行ったとしても、母から子どもの引き渡しを請求されるため、①の法的

手続きが必要となる。
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Q61　施設入所同意の委任

　離婚父子家庭の児童を非行問題で施設入所させることを検討しているが、親権者であるは

ずの父は非親権者である母を代理人とし、児童相談所との話し合いにのってこない。

　一方、母は暴力的で、入所を拒否している。児童相談所は母との話し合いを拒否し、父と

の話し合いを求めることができるか？

回  答

施設入所をめぐる親権者との話し合いはケースワークそのものであり、委任にはなじまないと考え

られる。したがって、児童相談所はあくまで父との話し合いを求めてよい。本件においては、父自身

から施設入所について意思に反する旨の話が出ない限り、母の主張にかかわらず施設入所措置をして

よいであろう。後に、父から明確な反対が示された場合は、児童福祉法28条の承認申し立て等を行う。

Q62　一時保護中の児童を、母方親族に引き取らせることの可否について

　養父、実母、本児（小学６年）の３人世帯であったところ、実母が養父のＤＶで死亡した。

養父は傷害致死容疑で起訴され収監中。本児は一時保護中。本児には、他県に祖父母、伯母

夫婦の親族がいる。親族は養父と離縁させて本児を引き取りたいと希望している。親族は未

成年後見人の申し立て後、養父の同意がなければ訴訟を考えている。本児の身分関係が定ま

るのに時間を要する見込みのため、児相は親族の意向に沿い本児を親族のもとに返そうと思

うが、法的に問題ないか？　なお、養父は離縁に反対し、接見を拒否しているので話し合え

ない状態である。

回  答

15歳未満の養子の離縁については、離縁後に法定代理人となるべきものが訴訟等を行うことになる

が、本件の場合、実母が死亡しているため、該当する者がいない。その場合、家庭裁判所は親族等の

請求によって離縁後に未成年後見人となるべき者を選任する（民法811条５項。家事審判法９条１項

甲類７の２）。その後に、離縁の調停（まとまらなければ訴訟）を提起することになる。

児童相談所が親族に子を引き渡す場合、養父の親権が問題になる。しかし、離縁訴訟において保全

処分として親権を停止することは困難だと思われる。そこで、親権喪失宣告及び保全処分を申し立て、

養父の親権を止めた上で、親族に引き渡すことが考えられる。
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Q63　一時保護中の児童を実母に引き取らせることの可否

　母子が父親のDVから逃げて、児童は一時保護となる。その後、母から監護権の指定と保護

命令の申し立てが行なわれる。その結果、監護権、配偶者暴力に関する保護命令については

認められたが、父が即時抗告し、保全処分に対して執行停止の申し立てをしている。母の弁

護士からは、一時保護期間が長期化している（３か月）こともあり、早急に子どもを母の許

に戻せと迫られている。このような状況で児相は一時保護を解除して母の許に引き取らせて

よいか。

回  答

本件では、母を仮に監護者とする保全処分が認められ、これに対し父が執行停止の申し立てをして

いるようであるが（家事審判規則15条の３第２項）、執行停止の裁判がなされるまで保全処分の効力

は妨げられない。よって、その間に、児童相談所が母に子を引き渡すことは差し支えないと考える。

Q64　DV加害者からも措置の同意が必要か？

　父親のＤＶから逃げてきた母子ケース。ＤＶの保護命令が出ている。

　母は身体障害者の施設に入所することになり、本児は児童養護施設に委託一時保護してい

るが、入所措置する場合、母親の同意だけでよいか。あえて父親の同意を得る必要があるか？

回  答

やや意見が分かれるところである。本来、共同親権である以上、父の了解を得るべきとも考えられる。

一方、児童福祉法27条１項３号の措置は親権者の意思に反していなければ採ることができ、一般的

には親権者の明示的な意思に反しなければよいと解されているところ、現段階で父の意思に反してい

ることは明らかではないから、措置を採ることに支障はないとも考えられる。

悩ましいところであるが、本件はDVの保護命令も発令されており、裁判所がDVの存在を認定して

いることに鑑みると、さらに母からの聴取や母子関係から特段疑念が生じないのであれば、あえて父

に同意をとる必要はないのではなかろうか。
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Q65　高校側から相談のあった在宅の児童（17歳）への医療行為の可否

　17歳の児童が統合失調症の初期段階と診断され、服薬の必要ありと言われているが、母は

拒否する。児童は精神科受診を望むが、実母（非親権者）が反対している。これを医療ネグ

レクトとして法的対応が可能か?

　家族は、母、本児、弟の３人家族。しかし親権者は実父である。児童が不安定な状況なので、

学校は保護者に受診を勧めたが、保護者は拒否。

　その後、学校が精神科を受診させ、その結果を母に伝えて受診を勧めるが、母は曖昧な言

葉で拒否している。母は、児相の指導に対しても、自身の信念で本児の病気を治すと主張し、

医療機関受診については拒否している。本児は受診を希望している。

　学校は、本児の状態に不安を持っており、児童相談所に対して早急な対応を求めている。

回  答

17歳という年齢を考えれば（治療費の問題を除くと）、本人が自分で精神科に受診しようとすれば

受診可能だと思う。ただし、親権者（父）の意思確認は、可能であればとった方がよい。

Q66　手術が必要だが、保護者の同意が得られない場合の対応

　病院からの通告。生後１週間のダウン症児。十二指腸閉鎖症の手術を緊急に行う必要があ

るが、保護者は自然死を望み、手術に同意しない。

　法令解釈上の問題点はあると聞いているが、病院に一時保護委託して、児童相談所長ある

いは病院長の同意による手術を行うことは如何なものか？

回  答

緊急行為として法的には違法性がないと思われるので、病院さえＯＫしてくれれば可能。病院が保

護者同意にこだわるようであれば、親権喪失宣告請求で対応しなければならない。
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Q67　必要な手術を拒否しているケースへの対応

　現在、36週の胎児について、小児病院の診断では、手術の必要な心臓疾患とのこと。

　病院の意向としては、通常分娩では死産の可能性があるため、帝王切開により出産させ、

速やかに手術したい。そうすれば通常の生活が可能（走ったりする運動は不可）。

　最初の手術の成功率は50％、その後も数回の手術が必要だが、この成功率はかなり高い。

しかし、親は通常分娩を希望（死産を望む）。通常分娩で出産し、生きていても手術を受けさ

せたくないとの意向である。

　①帝王切開を拒否することは虐待にあたるか？

　②出産後に、親が子どもの手術を拒否した場合、その親は罪に問われることがあるか？

　③親が拒否したため、手術ができなかった場合、医師が罪に問われることはあるか？

　④親の意向を無視して手術を行った場合、医師は罪に問われることがあるか？

　⑤児相が病院に職権一時保護を行い、児相から手術を依頼することはいかがなものか？

回  答

① お腹を殴ったりした場合は胎児虐待の可能性があるが、帝王切開を拒否しているだけでは、虐待

とは言えない。

② 親が子どもの手術を拒否し、子どもが死亡した場合、考えられるものとして「保護責任者遺棄致

死罪」がある。

③ 親が拒否したため、手術ができなかった場合、医師よりも親の方が罪に問われる可能性が高い。

④ 親の意向を無視して手術を行った場合、放っておけば死に至るケースであり、生命を守るための

行為であるから、医師が罪に問われる可能性はほとんどない。

⑤ 出生後は、独立した人格であり、一刻を争う状況ならば、人命救助の観点から民法上の緊急避難

に当たり手術は可能と考えられる。時間的余裕がある場合は、親権喪失、保全処分の手続きをとっ

て対応することになるが、その余裕がなく、即時対応が求められる状況であれば上記の対応は可

能。
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Q68　親が検査や治療を拒否する医療ネグレクトの事例

　病院からの通報で、３歳児を職権で一時保護した。麻酔の必要な検査もあるため、病院か

らは保護者の同意を求められている。児童の検査・治療に関して病院に提出する同意書につ

いて、児相長が同意することで法的に問題はないか？

回  答

児童相談所長も、一時保護中の児童について監護等に関し権限を有しているものと考えられる（児

童福祉法47条２項の類推適用）。従って、医療行為について同意することは可能ではある。

しかし、第一に、医療機関から親権者の同意を求められることがある。第二に、親権者が反対した

場合、それを無視して医療行為に同意した場合、児童相談所長の権限濫用とされるおそれもある。そ

こで、親権者の意思に反して重大な医療行為を行う場合で、裁判手続を行うだけの時間的余裕がある

ときは、親権喪失宣告及び保全処分を申し立て、裁判所において医療行為の正当性について判断して

もらうことが望ましい。

麻酔についても、全身麻酔の場合はそれなりにリスクがあると思われるので、慎重な対応が望まし

い。

Q69　親が適切な治療を拒否する医療ネグレクトへの対応

　生後４か月の乳児が重度のアトピーのため実母と母方祖母が連れてきて受診したが、出生

後の体重の増加が遅れていることも判明し入院となる。

　ところが、実父は、実母が勝手に受診させたと激怒して退院を強く要求、病院側の説得の

結果で入院は継続した。しかし、実父は信仰している宗教の影響で、現在の病院の治療を拒

否しており、自分の信用しているクリニックに通院させたいと退院を要求している。

　児相は通告を受けて病院に一時保護委託の措置をとっているが、「医療ネグレクト」として、

親権喪失宣告請求や母方祖父母へ監護権を移すこと、28条で対応することなども検討したい

と考えている。しかし、実父方は、現在の主治医の治療方法は拒否するが、自分の信用する

医師の意見に従って通院するといっているので（実行性は疑われるが）、「医療ネグレクト」

として上記のような法的対応をとることが妥当か。あるいは、他に対応する手立てがあるか？

回  答

親権の制限については、今後の法改正で新制度が導入されることとなったが、それまでは親権喪失

宣告の請求＋保全処分で対応せざるをえない。

28条の申し立てについては、治療開始のリミットが１か月くらいの間ということなので、28条審判

の一般的な審理期間からして、時間的に間に合わない。28条の保全処分についても、従前は28条に一
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般的な（家事審判法の）保全の申し立てが可能か否かについて裁判所によって判断が分かれており、

埼玉や横浜で認めたケースもあった。しかし、その後、特別家事審判規則で28条の保全が規定され、

そこに「面会又は通信の制限」と書かれたことから、これ以外の保全処分は難しくなっている。

母方祖父母の監護者指定の申し立てについては、28条より調査の対象が広がるので、28条より審理

期間が延びることから勧められない。

本件では、治療行為といっても、身体への侵襲の度合いが低い医療行為なので（肌に何か塗る程度）、

親が反対していても一時保護の児相長の権限で治療にＯＫしてしまうという手段もあるのではない

か。

Q70　 児童の施設措置に当たり、生物学的な父ではない「戸籍上の実父」の同意を採る
必要があるか?

　夫婦別居中に、妻が別の男性との間で本児（現在３歳）を出産。本児は、夫の子として戸

籍に載り、親子関係不存在の手続きがなされないまま、現在まで実母、内夫、本児の三人の

生活をしてきた。

　今回、内夫が入院したため、実母が就労することになり、本児を施設入所させて欲しいと

の訴えがだされた。ついては、施設措置を採るにあたり、児相は戸籍上の父の同意を得る必

要があるだろうか？

回  答

やや意見の分かれるところである。

まず、母によれば、戸籍上の父は本児の実父ではないとのことだが、公的機関としては親子関係不

存在等の手続がとられていない以上、戸籍上の父を父と認めざるを得ない。

そのうえで、いまだ離婚していないならば戸籍上の父は親権者であるから、共同親権の原則に立ち

返ると、父に連絡して了解を得る努力が必要とも思われる。

一方で、父は実際に監護に関わっていないことからすると、児童福祉法27条１項３号の措置が父の

意思に反しているわけではないため、措置を採った上で、後に父が異議を述べてきた段階で一時保護

に切り替え、28条の申し立てをするかどうか検討することも考えられる。
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Q71　家庭裁判所の調査への対応

　服役中に親権喪失された父親が、子どもを取り戻したいと家庭裁判所に復権を求めている

ケース。児相は家庭裁判所から調査を受けることになるが、情報が少しでも父に伝わると、

児童（施設入所中）の後見人になった父方祖母の安全が危惧される。この家庭裁判所の調査

にどのように対応すればよいか？

回  答

調査官も子どもの福祉のために動くので、家庭裁判所には、心配している事情を説明した上で、最

低限必要な情報を伝えればよい。

Q72　一時保護についての保護者への告知

　性的虐待で一時保護した児童の父親から人身保護請求が出されたケースについて、地裁の

裁判官より、本件の一時保護とその延長に関して手続き上の瑕疵があるのではないかと問わ

れている。児童福祉法33条１項により一時保護を開始したが、同条２項に変更となった場合、

このことを新たな処分として保護者に文書通知する必要があるか?　同じく、同条第４項によ

り一時保護期間が２か月を超えて保護する場合の文書による通知の必要性は？

　児相の見解としては、いずれも児相長権限に属するものであり、新たな処分ではないと考

えている。仮に新たな処分と解したにせよ、父に面接した際に口頭ではあるが施設入所につ

いて伝えたこと、決定まで一時保護を継続することを伝えており、児福法33条２項及び同条

４項による一時保護を行う点は伝えており、法的にも手続きを踏んでいると考えている。

回  答

児童福祉法33条１項から、同条２項による保護へと行政処分が変更され、さらに４項の行政処分も

実施されているので、何らかの説明は必要となる。　

本事例では、父親と面接した際に施設入所の方針を伝え、期間も施設入所までであることを説明し

ているので、裁判所への説明としては、父親と面接した日に33条２項の行政処分をしたこと、書面の

交付はしていないが、口頭告知したという説明がよいのではないか。
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Q73　児童虐待で逮捕、拘留中の親権者の意向の扱い等について

　実母が２歳の児童（非嫡出子）を虐待したとして逮捕・拘留されている事例で、子どもは

重症の後遺症のため、児相は退院後に障害児施設等への入所が必要になると考えている。

　今後の処遇を検討するにあたってのキーパーソンとして、児相側は母方祖父・継祖母が望

ましいと考えている。しかし、実母はこの考え方に拒否的で、継父（実母逮捕後に婚姻・入籍）

と児相が話し合うことを望んでいる。継父は、事件の目撃者として参考人の扱いとなってい

るものの、事件への関与の疑いも晴れていないし、素性もわからない。継父は、入院中の本

児へ毎日面会するなどしており、実母にも「早く罪を償って二人で本児を育てよう」と話し

ている様子。実母から継父に、本児の在宅ケアを頼みたいとの意向が伝えられる可能性がある。

①親権者の実母が、継父に引き取らせたいと言った場合はどう対応できるか。

　継父からの引取り要求を拒めるか？　

② 今回の事件を起こしたことを理由に、実母の親権喪失を申し立てることが出来るか、また、

実母が子どもの施設入所に反対し、あくまでも継父に養育させるという意向を示した場合

28条申し立てができるか？

③養育者として、継父よりも祖父を優先させることができる法的根拠があるか？

④法的に継父を児童福祉法上の「保護者」として扱わざるを得ないか？

回  答

①引き取りを拒否し、一時保護委託で対応する。

②親権喪失が認められる可能性はある。28条は認められると思われる。

③ 祖父が監護者の指定の申し立てをして、監護者として指定されれば、継父より優先させることが

できる。

④ 病院への面会実績だけでは、「現に監護する者」とは言えないと考えられるので、「保護者」とし

て扱わないことは可能であると考えられる。
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８．情報開示請求

Q74　児相に相談したことの証明等の資料を求められていることへの対応

　母親は、現在、離婚裁判で係争中。この中で父親の虐待のことを証明したいので、過去に

相談したことを児相が証明して欲しいと代理人弁護士を通じて言ってきている。

　過去の相談は、「父親が娘をかわいがらない。暴力もある、離婚も考えている」とのことだっ

たが、その後母親の方から、また何かあったら相談するといってきたことにより「助言」で

終結している。

母親側の弁護士からの要望への対応について。

①相談があったことそのものを証明してよいか？

②当時の相談内容を伝えてよいかどうか？

③離婚の裁判に影響をもたらすことについて、児相から情報を提供してよいかどうか？

回  答

①母が相談したこと及びその内容については、母の求めに応じて証明しても差し支えない。

②上記の通り。

③ 差し支えない。なお、母から児童相談所に対する請求の方法としては、個人情報保護条例に基づ

く開示請求、弁護士法23条の２の照会請求、家庭裁判所からの調査嘱託等による方法が考えられる。

Q75　保育園で撮った写真を、親に要求された場合の対応は？

　保育園在園の児童に虐待の疑いがあり、保育園に依頼して撮影してもらった児童の写真を

保護者が渡せと言ってきている。渡さなければならないか？

回  答

初期調査の資料として児相が保有しているものであり、親が要求したからといって渡す必要はない。
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Q76　 親権者（父）が親権を盾に、児相に対して監護権者（実母）の許にいる子どもの情報
提供を求めてくる場合の法的対応について

　転居による他の児相からの移管ケース。実母は、実父のＤＶから逃れるべく家出したが、

その際本児（０歳）を連れ出せなかった。元の児相は、実父からの相談で本児を一時保護し

ていたが、その間に両親は離婚裁判を起こしている。

　実母は審判で監護権者となり、本児を一時保護先から引取って当児相管内に転入して来た。

実父は親権を盾にして、児相に対して子どもの情報を要求してきている。

　児相は母子のためにはこの要求を拒みたいと思っているが、実父が法的根拠を示せと迫っ

てくることが予想されるので、この点について教えてほしい。なお、実父には、DV防止法に

基づき母に対する接近禁止命令が出されている。

回  答

親権者といっても父親は「保護者＝現に監護する者（児童福祉法６条）」にはあたらないので、情

報を開示する必要はない。

親権に基づき、子ども本人の情報を、法定代理人として、個人情報保護条例に基づき開示請求して

きた場合には、次のような対応となる。

① 東京都等の条例に入っているような、「法定代理人による請求であっても本人と利益相反の場合

は非開示」という条項が入っていれば、それで非開示にできる、

② その条項がない場合でも、審査会で類型的に非開示にできるケースとして同様の場合をあげてい

れば、それで非開示にできる、

③ どちらもない場合は、一般条項で、「生命身体に危険が及ぶ場合」というようなものが入ってい

るはずなので、それを使うことになる。
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９．告発

Q77　虐待通告の受理に伴う、児相からの警察への告発について

　痣などが見られた身体的虐待のおそれのある小学生を、職権で一時保護した上で保護者（継

母）に通知した。継母は、本児があまりにもしつけができていないためにやったと率直に事

実を認め、児相の指導に従い自らの対応を改善したいと言っている。父親にも連絡し、今夕

面接することになっている。この段階での父の態度も特に問題はなかった。

　このような状況でも、直ちに児相から警察に告発しなければならないのだろうか。

　なお、整形外科、小児科を受診させたが著患はみられなかった。

回  答

公務員には告発義務があるが（刑事訴訟法239条２項）、告発することにより本来の業務に支障をき

たすような場合までも、絶対に告発しなければならないというほどの強い意味ではないと解される。

したがって、児相の場合、ケースワークに資するか否かという観点で、告発の是非を判断すればよく、

本件で告発がケースワーク上マイナスと判断したら、告発しないことも可能。

10．未成年後見人

Q78　離婚父子家庭で父が死亡した小学生の未成年後見人等について

　父方祖母・離婚した母が未成年後見人候補に上っている。なお、父は生前、ＣＷには本児

の父ではない旨を打明けているが、父方祖母は知らされておらず、本当の孫だと思っている。

未成年後見人選任をどう進めたらよいか？

回  答

唯一の親権者である実父が死亡した場合、当然に母の親権が回復するわけではなく、未成年後見が

開始するというのが実務である。そこで、児童相談所長として、①自ら未成年後見人選任申し立てを

する、②親族に未成年後見人選任申し立てを促す、③母に親権者変更申し立てを促す、という対応が

考えられる。どの対応が適当かは事案によると思われる。

Q79　未成年後見人の選定について

　児童養護施設に入所中の児童。離婚母子家庭で親権者の母が死亡したため後見人をつけた
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い。実父は居所不明。親族は未成年後見人となることを拒否。児相から施設長に後見人をお

願いしたが断られた。今後の児童の財産管理等を含め、どう対応したらよいか？

　①施設長は本児の財産に関し親権代行者たり得るか？

　②金融機関に対し、親権代行者であることを証明するにはどのようなものを示すとよいか？

回  答

①施設長が親権代行するのは問題ない。

②銀行には、児童の「在籍証明」を示すことが考えられる。

Q80　未成年後見人の後任の選定

　未成年後見人が、児童を虐待したため解任され、そのままになっているが、後任者の選定

をしなければならないだろうか？

　このケースは施設入所中の高２の女子。父母が行方不明となり、叔父が未成年後見人となっ

たが、この叔父からの性的虐待が発覚したため解任され、後任者がいないままの状態になっ

ている。

回  答

未成年後見人が解任されたままの状態というのは不自然。通常は家庭裁判所から後任についての働

きかけがあると思う。また、本児の損害賠償請求権のこともあり、後任の選定をすべきと考える。申

し立ては児童相談所長も可能。

11．入所先情報の告知等

Q81　入所先の通知は必要か？

　強引な引き取りが予想されるケースで、一時保護先や措置した施設名（28条で入所）を保

護者に教えないことが出来るか？

回  答

虐待防止法12条で面会・通信の制限が出来ることが示されているが、親が取り戻す危険性があると

きは、12条の趣旨を担保するためにも、親に施設を教えないことができると解するべきである。

（＊現行法では12条３項によって可能となる）
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Q82　委託里親名を保護者に通知しないことは可能か？

　保護者の同意を得て里親委託したが、里親宅を知らせると、親が嫌がらせをするおそれが

あり、また、別の事例では、こどもを取り戻しにかかるおそれがあるため、それぞれの保護

者には委託先里親の住所氏名を伏せた決定通知書を渡し、同時に口頭で記載しない理由を説

明したが、この方法について法的に問題ないか？

回  答

児童相談所運営指針には、施設入所等の措置の場合には、児童福祉施設等の名称・住所等を保護者

に連絡するよう書かれているが、28条の場合には、措置先を伝えなくてもよいことが法律で明記され

ている。逆に考えれば、同意入所の場合の規定はないのだから、同意入所では措置先を伝えなければ

いけないと解釈されることになる。

しかし、保護者には、施設名や里親名を教えてもらえないなら措置に同意しないという選択も可能

である（その場合、児相は28条の申し立てをするか、措置を諦めて子どもを返すか判断することになる）

が、保護者が、施設名や里親名を教えてもらえなくても入所に同意しているという状態なのであれば、

措置通知書に施設名や里親名を書く必要はないと考えられる。また、措置決定通知書の趣旨は当該行

政処分に対する不服申し立ての機会を与える点にあり、その趣旨からすれば施設名や里親名を記載し

ていなくても問題はない。

Q83　措置変更先の施設名を通知しないことは可能か？

　児童は現在14歳。父親によるネグレクト「登校禁止」があり、小学校低学年より児童養護

施設に入所（同意入所）したが、父親は、児童に対して、「父が虐待した」と言ったことを取

り消すよう迫り、再三にわたって面会を強要するようになったため、児童を一時保護の上、

入所施設を変更する方針。

　父は、施設入所の継続には反対しておらず、引き取り要求もなかったが、施設を変更する

ことには反対している。児相が施設変更にあたり変更後の施設を父に告知しないことついて

（父親宛の公文書―施設変更―に施設名を省略することも含めて）法的に問題ないか？

回  答

父親は、施設を代えることには絶対同意しないということなので、それならば、同意に基づき施設

を変更することは無理なので、28条による施設変更しかない。

28条で家庭裁判所の承認を得た場合、その後の措置にあたって入所先施設を教えなくてもよいのか

という点については、防止法12条で面会通信制限が認められていることから、面会の前提となる施設

の場所を教えないことも可能という解釈が一般的であり、実務的にも28条ケースの場合、入所先施設
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を教えていないことはある。

（＊現行法では12条３項によって可能となる）

Q84　ＤＶケースで一時保護した場合の通知は？

　ＤＶケース（母と三人の子ども）が他県より母方実家のある当該県に逃げてきた。しかし、

母方実家での生活もままならなくなり実家を出ることになった。母は、父と離婚し自立した

いと思っており、その間、子どもたちを施設に預けたいとしている。

①児童を一時保護した場合、通知を父に出さねばならないか？

②出さねばならないとすると、保護している場所の住所や名称を伏せることでよいか？

③ 実際は当所の一時保護所で保護することになるが、父が来所し、引き取りや面会等を要求

した場合の対応は？

回  答

① 一時保護を行う際に通知する相手方が親権者か、それとも保護者かについては、議論があるとこ

ろである。保護者であると解すると、父は現に監護していないため保護者に該当しないと考えら

れ、父に通知をする必要はないと考えられる。一方、親権者に対しては通知すべきと解するとし

ても、事情により適当でない場合は、そもそも通知がなくても一時保護の効力に影響はないため、

通知を見合わせる運用もあながち否定されるべきではないと考える。

② 父に通知を出すとしても、虐待防止法12条３項の要件を満たせば、一時保護先を知らせないこと

は可能。

③父が引き取りや面会を要求してきても、応じる必要はない。
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12．外国籍（無国籍）の問題

Q85　日本人夫と離婚した外国人妻と連れ子の滞在資格はどうなるのか？

　フィリピン国籍の母親の連れ子を、継父方祖母が（心理的）虐待をしており、ますますひ

どくなってきている。児相は、児童を施設入所させることも検討して28条の申し立ても考え

ている。継父は家を出て、父母は別居状態にあるが、継父は離婚を希望しており、離婚届の

用紙も送られて来ている

回  答

連れ子に日本国籍がなく、実母にも定住者等の在留資格がないとすれば、継父と実母が離婚したら、

実母も子どももフィリピンに帰らなければならなくなる。

28条（に基づく27条１項３号）は在留資格とは別の行政処分（措置）だが、入管が児童に退去強制

処分をすれば、国外退去となる。

Q86　外国人母子が強制送還されないための手だてについて

  日本人の父とフィリピン人の母との内縁関係で生まれ、現在、乳児院に措置中のフィリピン

国籍の児童。母は覚醒剤所持などで現在収監中だが、今秋にも出所予定である。

　入国管理局から、母子は強制送還の対象と言われているが、児童養護施設に入所中の実兄（日

本国籍）もいるので、強制送還は避けたい。強制送還されずに済む手だてはないか？

回  答

日本人の実父がどこの誰かわかるなら、認知してもらうことで、本児の在留資格が得られる可能性

がある。（平成20年の国籍法改正により、本児の日本国籍が得られる可能性が生じている）。実母の在

留資格は、本児または兄と同居の事実がないと難しい。

きょうだいが別れ別れになることも問題だが、実母が強制送還されて、児童だけが日本に残るとい

うのもマイナスだと思うので、かならずしも「強制送還は避けたい」という状況とは言えないのでは

ないか。

Q87　外国籍児童の在留資格は？

　外国籍児童を知人に預けて両親が帰国してしまった。この児童を、日本国内で生活できる

ようにしたい。どうしたらよいか？
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回  答

法務大臣の「在留特別許可」が必要となる。

13．就籍問題

Q88　未就籍児童について

　母がある既婚男性との間で生んだ子どもを一時保護している。しかし出生届が出されてい

ないままになっている。届けをするにはどのような手だてがあるか？

回  答

母親は出生届を出す義務があるので、まずはそれを促す。母が出生届を出さないようなら、戸籍法

52条３項により、（1）同居者、（2）出産に立ち会った医師、助産師又はその他の者の順序で届出を促す

ことができる。

Q89　未就籍児童について、母親は就籍手続きを実行しない。どうしたらよいか？

　母子家庭。出産後乳児院措置で現在２歳。措置変更の時期でもあり、今後の対応として特

別養子縁組の途を選択したい。母親も了承している。

　児童は、離婚後300日以内に生まれた子で、出生届が出されていない。母親は元夫の戸籍に

は入れたくないので出生届は出さないとのこと。弁護士に相談したところ、親子関係不存在

の申し立てを行い、家庭裁判所から承認されれば母親籍での出生届が認められるとのこと。

法律的なことを含め、他によい方法はないか？

回  答

① 「親権喪失宣告の請求、親権者の職務執行停止及び親権代行者選任の保全処分の申し立てを行い、

親権を一時的に停止し親権代行者が出生届を出す。

② 生物学上の父を特定し、協力が得られればDNA鑑定をやってもらい、親子関係認知調停を申し

立てる。親子関係が確定された上で出生届を提出する。　

　 母が届けを出さないならば、以上のような法的手続きに入ることを母に伝えて、届出を行うよう

に働きかけてはどうか。
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14．その他

Q90　養子縁組を希望している知人への対応

　覚醒剤で服役中の母に代わって小学生の児童を養育している男性が、本児との養子縁組を希

望しているが、母はこれを拒否して本児を児童養護施設入所させて欲しいと訴えている事例。

　母親と同居していた男性は、覚せい剤で逮捕されるような母親には、母親の資格がないので、

自分が本児と養子縁組し親権者になるといっている。母親は本児を施設入所させたい意向。

児相の対応への法的留意点について教えて欲しい。

回  答

①児童を養育している男性が、児童と養子縁組をするためには、母親の承諾が必要となる。

② 男性は元々、母親の委託を受けて児童を養育することになった経過があり、「児童を現に監護す

る者」にあたるが、母親が引き渡しを要求した場合には、母親の意向が優越すると考えられる。

③ 母親は児相に、施設入所に向けた動きをとることを要求しているが、児相は現在の養育状況や児

童自身の意思などを調査した上で判断することになる。

Q91　婚姻関係にある16歳の母親を児童養護施設に入所させることは可能か？

　乳児を養育している16歳の母。父親は生活費を渡してくれず、家にもほとんど寄りつかな

い状態で、母子の生活が成り立たなくなってきている。できれば、母子共に施設を利用したい。

① 婚姻した場合、民法上では成人の扱いをすることになると思うが、その場合、母について

児童福祉法上の措置（児童養護施設への入所等）は可能か？

②母の子ども（乳児）の入所措置については、誰の同意を得るべきか？

③ また、「口語民法」（自由国民社　1996）の753条注解に、未成年で結婚した場合について「こ

れらの者が後に離婚しても成人扱いのままである」との文言があったがこの点はどのよう

に考えればよいか？

回  答

①婚姻による成年擬制の場合でも27条１項３号の措置は可能か？

　 　民法の婚姻による成年擬制の効果は、私法上の関係にとどまるというのが通説となっている。

また、児童福祉法６条は、「未成年」ではなく、「満18歳に満たない者」と規定しているので、18

歳未満であれば結婚していても児童福祉法の対象になると考えられるので、施設入所措置も可能

と思う。ただし、その場合には、誰の意思に反したら28条で家庭裁判所の承認が必要になるのか、

という点が問題になる。

　 　刑事訴訟法の判例で、民法の成年擬制の効果は刑事訴訟法には及ばないが、「法定代理人」の
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解釈は民法によるしかないので、結局、結婚している未成年には法定代理人は存在しないという

内容のものがあるので、法的解釈だけで言えば、誰の同意も必要ないということになるかと思う。

しかし、こういう事態は児童福祉法が本来予定していない状況だと思うので、裁判になった場合

の結論は未知数。

　 　措置に対する不服申し立てをされた場合の行政処分としての効力にも、疑問がないとは言えな

い。それ故、実務上は、16歳の児童の親権者と夫の両方の同意を得ておくことが安全かと思う。

　 　婚姻関係が続いている場合と離婚した場合で異なる点は、上記の通り、いずれの場合でも入所

措置は可能と考えられるが、離婚すると未成年者として親権者の親権に服することになるので、

入所措置に親権者が反対した場合には家庭裁判所の審判が必要になると思う。

②乳児の入所措置について

　 　婚姻していれば親権者は16歳の母であり、離婚したら親権代行者は16歳の母の親権者となるの

で、それぞれの場合で、同意を得るべき人が変わってくる。実務上は、母と母の親権者の両方の

同意を得ておくことがよいと思う。

③離婚した場合の扱い　　

　 　注釈民法という一般的な解説本によると、離婚したら未成年に戻るという考え方と、戻らない

という考え方の両説があるようだが、どちらかと言えば、未成年には戻らないという説の方が有

力なようだ。

　 　なお、法務省は昭和23年の先例回答で未成年には戻らないという見解をとっているが、判例は

ない。

　 　民法753条の趣旨から考えると、未成年に戻ると解するのが一般的かと思い、先の回答をして

いる。また、児童福祉法に、753条の成年擬制を念頭に置いた規定がないことからすると、少な

くとも離婚したケースでは（元？）親権者の同意をとった方がよいのではないかと思う。

Q92　きょうだいによる性虐待の法的対応について

　外で就労していた兄（19歳）が帰省した折に、知的障害を持っている妹（16歳）へ性的な

加害を与えた｡ 妹が、養護学校の担任に打ち明けて発覚し、学校から児相へ虐待通告があった。

兄に対して再発防止の指導をするために、違法行為の法的根拠を知りたい。（抑止力として法

的対応を使いたい）

回  答

①親が承知していれば親の「ネグレクト」として対応する。

②暴行・脅迫行為があれば強姦罪又は強制わいせつ罪となる（親告罪なので立件が難しい）

③児童福祉法（34条１項６号）違反として対応することも可能。

④19歳であるので少年法の適用になる。
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Q93　一時保護中の児童の所有する遺産を養父が使い込んだので、損害賠償請求したい

　児童は現在17歳（高校生）。一時保護中。実母と養父が離婚し、養父が親権者となる。本児

は養父とその内縁の女性と共に生活してきたが、関係が悪化して家出。家出中に補導され、

警察から身柄通告され一時保護となっている。養父から養子縁組解消の申出があり児童養護

施設入所の方針である。実母は児童と関係を持つことを嫌っている。

　児童には労災で死亡した実父の遺産があり、養父がこれを管理したが、使い込んでいる可

能性が高い。養子縁組の解消にあたり、事実であればその返還の請求ができるだろうか？　

また、親権者である養父との養子縁組が解消されると、誰が親権者となるのか？

回  答

①養父と離縁した場合、誰が親権者となるか？

　 　離縁した場合は実親が親権者になるとした裁判例等があるが、法律上明確ではなく、未成年後

見開始事由とする考え方もある。前者の場合、母が親権者となり、後者の場合、新たに後見人を

選任することになる。

②養父に損害賠償を請求できるか？

　 　理論的には、親権者が親権（管理権）を濫用し、子の財産を使い込んだ場合、子は返還を求め

ることが可能。しかし、使い込みの証明と、誰を請求者とするかが課題となる。

　 　使い込みの証明にあたっては、民法828条は子が成人になった時の親の計算義務を定めており、

その計算結果がひとつの根拠になる（成人する前に管理権を喪失した場合に計算義務があるかど

うかについては議論がある）。誰が請求するかについては、新たに親権者となった者、又は未成

年後見人が代理人として請求することになる。

　 　請求には期間制限があり、親権者（養父）が管理権を喪失してから５年以内にしなければなら

ない。未成年者に親権者も未成年後見人もいないときは、成人になってから、または未成年後見

人が就任してから起算される。

Q94　親族里親の認定について

　親族里親は３親等以内という条件がある。３親等以内に親族不在の場合、３親等以外でも

親族里親を認めることは可能か？

回  答

親族里親は３親等以内なので親族里親として認定することは不可能だが、養育里親の要件を満たせ

ば養育里親として認定することは可能であり、その里親に親族の子どもを措置するかどうかは、児童

相談所の判断次第だと思う。
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法令集

１．児童福祉法（抜粋）

（昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号）

最終改正：平成二二年一二月一〇日法律第七一号

〔保護者〕

第6条　この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後

見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 

第6条の3　この法律で、里親とは、養育里親及び厚生労働

省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希

望する者であつて、養子縁組によつて養親となることを

希望するものその他のこれに類する者として厚生労働省

令で定めるもののうち、都道府県知事が第二十七条第一

項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認

めるものをいう。 

第10条　市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業

務を行わなければならない。 

一　 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努

めること。 

二　 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行

うこと。 

三　 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談

に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれら

に付随する業務を行うこと。 

②　 市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な

知識及び技術を必要とするものについては、児童相談

所の技術的援助及び助言を求めなければならない。 

③　 市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当た

つて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精

神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の

判定を求めなければならない。 

④　 市町村は、この法律による事務を適切に行うために必

要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事す

る職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措

置を講じなければならない。 

第11条　都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる

業務を行わなければならない。 

一　前条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、

市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、

市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれ

らに付随する業務を行うこと。 

二　児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業

務を行うこと。 

イ　 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把

握に努めること。

ロ　 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な

知識及び技術を必要とするものに応ずること。

ハ　 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、

心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定

を行うこと。

ニ　 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づ

いて必要な指導を行うこと。

ホ　 児童の一時保護を行うこと。

ヘ　 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、

研修その他の援助を行うこと。

②　 都道府県知事は、市町村の前条第一項各号に掲げる業

務の適切な実施を確保するため必要があると認めると

きは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。 

③　 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府

県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁

に委任することができる。 

④　 都道府県知事は、第一項第二号ヘに掲げる業務に係る

事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託

することができる。 

⑤　 前項の規定により行われる第一項第二号ヘに掲げる業

務に係る事務に従事する者又は従事していた者は、そ

の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

第12条　都道府県は、児童相談所を設置しなければならな

い。 

②　 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一

項第一号に掲げる業務（市町村職員の研修を除く。）及

び同項第二号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者

自立支援法 （平成十七年法律第百二十三号）第二十二

条第二項 及び第三項 並びに第二十六条第一項 に規定

する業務を行うものとする。 

③　 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定す

る業務（前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。）を

行うことができる。 

④　 児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法 に規定

する福祉に関する事務所（以下「福祉事務所」という。）

の長（以下「福祉事務所長」という。）に必要な調査を

委嘱することができる。 

〔乳児・幼児等の保育〕

第24条　市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で

定める基準に従い条例で定める事由により、その監護す

べき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の

保育に欠けるところがある場合において、保護者から申

込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保

育しなければならない。ただし、保育に対する需要の増大、

児童の数の減少等やむを得ない事由があるときは、家庭

的保育事業による保育を行うことその他の適切な保護を

しなければならない。 

②　 前項に規定する児童について保育所における保育を行

うことを希望する保護者は、厚生労働省令の定めると

ころにより、入所を希望する保育所その他厚生労働省

令の定める事項を記載した申込書を市町村に提出しな

ければならない。この場合において、保育所は、厚生
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労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を

受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができ

る。

③　 市町村は、一の保育所について、当該保育所への入所

を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のす

べてが入所する場合には当該保育所における適切な保

育を行うことが困難となることその他のやむを得ない

事由がある場合においては、当該保育所に入所する児

童を公正な方法で選考することができる。 

④　 市町村は、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一

項第四号の規定による報告又は通知を受けた児童につ

いて、必要があると認めるときは、その保護者に対し、

保育所における保育を行うこと又は家庭的保育事業に

よる保育を行うこと（以下「保育の実施」という。）の

申込みを勧奨しなければならない。 

⑤　 市町村は、第一項に規定する児童の保護者の保育所の

選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、厚

生労働省令の定めるところにより、その区域内におけ

る保育所の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生

労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなけれ

ばならない。 

〔福祉事務所等への通告〕

第25条　要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道

府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童

委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若

しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、

罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りで

ない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告し

なければならない。 

第25条の2　地方公共団体は、単独で又は共同して、要保

護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦へ

の適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童

の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者（以

下「関係機関等」という。）により構成される要保護児童

対策地域協議会（以下「協議会」という。）を置くように

努めなければならない。 

②　 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保

護者又は特定妊婦（以下「要保護児童等」という。）に

関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援

児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必

要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対す

る支援の内容に関する協議を行うものとする。 

③　 地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、厚生

労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなけ

ればならない。 

④　 協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成

する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策

調整機関を指定する。 

⑤　 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総

括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に

実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状

況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育

支援訪問事業を行う者その他の関係機関等との連絡調

整を行うものとする。 

⑥　 要保護児童対策調整機関は、厚生労働省令で定めると

ころにより、前項の業務に係る事務を適切に行うこと

ができる者として厚生労働省令で定めるものを置くよ

うに努めなければならない。 

第25条の3　協議会は、前条第二項に規定する情報の交換

及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機

関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必

要な協力を求めることができる。 

第25条の5　次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関

等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由が

なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしては

ならない。 

一　国又は地方公共団体の機関　当該機関の職員又は職員

であつた者 

二　法人　当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職に

あつた者 

三　前二号に掲げる者以外の者　協議会を構成する者又は

その職にあつた者 

第25条の6　市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は

児童相談所は、第二十五条の規定による通告を受けた場

合において必要があると認めるときは、速やかに、当該

児童の状況の把握を行うものとする。 

第25条の7　市町村（次項に規定する町村を除く。）は、要

保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するも

のとし、第二十五条の規定による通告を受けた児童及び

相談に応じた児童又はその保護者（以下「通告児童等」

という。）について、必要があると認めたときは、次の各

号のいずれかの措置を採らなければならない。 

一　 第27条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理

学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要

すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。 

二　 通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的

障害者福祉法 （昭和三十五年法律第三十七号）第九条

第五項 に規定する知的障害者福祉司（以下「知的障害

者福祉司」という。）又は社会福祉主事に指導させるこ

と。 

②　 福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に

対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通

告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたと

きは、次の各号のいずれかの措置を採らなければなら

ない。 

一　 第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、

心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定

を要すると認める者は、これを児童相談所に送致する
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こと。 

二　 次条第二号の措置が適当であると認める者は、これを

当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に送

致すること。 

三　 助産の実施又は母子保護の実施が適当であると認める

者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事に

報告すること。 

〔児童相談所長の措置〕

第26条　児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を

受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二

項第一号、前条第一号又は少年法 （昭和二十三年法律第

百六十八号）第六条の六第一項 若しくは第十八条第一項 

の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、

その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたと

きは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならな

い。 

一　 次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知

事に報告すること。 

二　 児童又はその保護者を児童福祉司若しくは児童委員に

指導させ、又は都道府県以外の者の設置する児童家庭

支援センター若しくは都道府県以外の障害者自立支援

法第五条第十七項 に規定する相談支援事業（次条第一

項第二号及び第三十四条の六において「相談支援事業」

という。）を行う者その他当該指導を適切に行うことが

できる者として厚生労働省令で定めるものに指導を委

託すること。 

三　 第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が

適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致す

ること。 

四　 保育の実施等が適当であると認める者は、これをそれ

ぞれその保育の実施等に係る都道府県又は市町村の長

に報告し、又は通知すること。 

五　 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、

これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。 

②　 前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、

年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規

定する措置についての当該児童及びその保護者の意向

その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載

しなければならない。 

〔都道府県の措置〕

第27条　都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告

又は少年法第十八条第二項 の規定による送致のあつた児

童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければな

らない。 

一　 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出

させること。 

二　 児童又はその保護者を児童福祉司、知的障害者福祉司、

社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置

する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行

う相談支援事業に係る職員に指導させ、又は当該都道

府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該

都道府県以外の相談支援事業を行う者若しくは前条第

一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に指導

を委託すること。 

三　 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里

親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、知的障害児

施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不

自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治

療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。 

四　 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める

児童は、これを家庭裁判所に送致すること。 

②　 都道府県は、第四十三条の三又は第四十三条の四に規

定する児童については、前項第三号の措置に代えて、

指定医療機関に対し、これらの児童を入院させて肢体

不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様

な治療等を行うことを委託することができる。 

③　 都道府県知事は、少年法第十八条第二項 の規定による

送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあた

つては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければ

ならない。 

④　 第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う

者（第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福

祉施設の長を除く。以下同じ。）又は未成年後見人があ

るときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者

又は未成年後見人の意に反して、これを採ることがで

きない。 

⑤　 都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しく

は第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変

更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければ

ならない。 

⑥　 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項

第一号から第三号までの措置（第三項の規定により採

るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし

書の規定により採るものを除く。）若しくは第二項の措

置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しく

は第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置

に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見

を聴かなければならない。 

第27条の2　都道府県は、少年法第二十四条第一項 又は第

二十六条の四第一項 の規定により同法第二十四条第一項

第二号 の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定

に従つて児童自立支援施設に入所させる措置（保護者の

下から通わせて行うものを除く。）又は児童養護施設に入

所させる措置を採らなければならない。 

②　 前項に規定する措置は、この法律の適用については、

前条第一項第三号の児童自立支援施設又は児童養護施

設に入所させる措置とみなす。ただし、同条第四項及

び第六項（措置を解除し、停止し、又は他の措置に変
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更する場合に係る部分を除く。）並びに第二十八条の規

定の適用については、この限りでない。 

第27条の3　都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由

を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要

とするときは、第三十三条及び第四十七条の規定により

認められる場合を除き、事件を家庭裁判所に送致しなけ

ればならない。 

第27条の4　第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一

項第二号の規定により行われる指導（委託に係るものに

限る。）の事務に従事する者又は従事していた者は、その

事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

〔保護者からの隔離措置〕

第28条　保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を

怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童

の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号

の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見

人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を

採ることができる。 

一　 保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、

家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の

措置を採ること。 

二　 保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、

その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡す

こと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後

見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当である

と認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七

条第一項第三号の措置を採ること。 

②　 前項第一号及び第二号ただし書の規定による措置の期

間は、当該措置を開始した日から二年を超えてはなら

ない。ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措

置（第二十七条第一項第二号の措置をいう。以下この

条において同じ。）の効果等に照らし、当該措置を継続

しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監

護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそ

れがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の

承認を得て、当該期間を更新することができる。 

③　 第一項及び前項の承認（以下「措置に関する承認」と

いう。）は、家事審判法 の適用に関しては、これを同

法第九条第一項 甲類に掲げる事項とみなす。 

④　 都道府県は、第二項の規定による更新に係る承認の申

し立ててをした場合において、やむを得ない事情があ

るときは、当該措置の期間が満了した後も、当該申し

立ててに対する審判が確定するまでの間、引き続き当

該措置を採ることができる。ただし、当該申し立てて

を却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考

慮してもなお当該措置を採る必要があると認めるとき

に限る。 

⑤　 家庭裁判所は、措置に関する承認の申し立ててがあつ

た場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申し

立ててに係る保護者に対する指導措置に関し報告及び

意見を求め、又は当該申し立ててに係る児童及びその

保護者に関する必要な資料の提出を求めることができ

る。 

⑥　 家庭裁判所は、措置に関する承認の審判をする場合に

おいて、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整

を行うため当該保護者に対し指導措置を採ることが相

当であると認めるときは、当該保護者に対し、指導措

置を採るべき旨を都道府県に勧告することができる。 

〔立入調査〕

第29条　都道府県知事は、前条の規定による措置をとるた

め、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福

祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若し

くは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調

査又は質問をさせることができる。この場合においては、

その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があ

つたときは、これを提示させなければならない。 

〔児童の同居届出〕

第30条　四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者

又は未成年後見人から離して、自己の家庭（単身の世帯

を含む。）に、三月（乳児については、一月）を超えて同

居させる意思をもつて同居させた者又は継続して二月以

上（乳児については、二十日以上）同居させた者（法令

の定めるところにより児童を委託された者及び児童を単

に下宿させた者を除く。）は、同居を始めた日から三月以

内（乳児については、一月以内）に、市町村長を経て、

都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その

届出期間内に同居をやめたときは、この限りでない。 

②　 前項に規定する届出をした者が、その同居をやめたと

きは、同居をやめた日から一月以内に、市町村長を経て、

都道府県知事に届け出なければならない。 

③　 保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにお

いて養育しがたいときは、市町村、都道府県の設置す

る福祉事務所、児童相談所、児童福祉司又は児童委員

に相談しなければならない。 

〔在所年齢の延長等〕

第31条　都道府県等は、第二十三条第一項本文の規定によ

り母子生活支援施設に入所した児童については、その保

護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、

満二十歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援

施設において保護することができる。 

②　 都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により小

規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託

され、又は児童養護施設、知的障害児施設（国の設置

する知的障害児施設を除く。）、盲ろうあ児施設、情緒

障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所

した児童については満二十歳に達するまで、同号の規

定により国の設置する知的障害児施設に入所した児童

についてはその者が社会生活に順応することができる
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ようになるまで、引き続き同号の規定による委託を継

続し、又はその者をこれらの児童福祉施設に在所させ

る措置を採ることができる。 

③　 都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により肢

体不自由児施設に入所した児童又は同条第二項の規定

による委託により指定医療機関に入院した第四十三条

の三に規定する児童については満二十歳に達するまで、

第二十七条第一項第三号の規定により重症心身障害児

施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託

により指定医療機関に入院した第四十三条の四に規定

する児童についてはその者が社会生活に順応すること

ができるようになるまで、引き続きその者をこれらの

児童福祉施設に在所させ、若しくは第二十七条第二項

の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互

に変更する措置を採ることができる。 

④　 前三項に規定する保護又は措置は、この法律の適用に

ついては、母子保護の実施又は第二十七条第一項第三

号若しくは第二項に規定する措置とみなす。 

⑤　 第二項又は第三項の場合においては、都道府県知事は、

児童相談所長の意見を聴かなければならない。 

〔権限の委任〕

第32条　都道府県知事は、第二十七条第一項若しくは第二

項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限

の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。 

②　 都道府県知事又は市町村長は、第二十一条の六の措置

を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施の

権限、第二十三条第一項ただし書に規定する保護の権

限並びに第二十四条の二から第二十四条の七まで及び

第二十四条の二十の規定による権限の全部又は一部を、

それぞれその管理する福祉事務所の長に委任すること

ができる。 

③　 市町村長は、保育所における保育を行うことの権限及

び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の権限の

全部又は一部を、その管理する福祉事務所の長又は当

該市町村に置かれる教育委員会に委任することができ

る。 

〔一時保護〕

第33条　児童相談所長は、必要があると認めるときは、第

二十六条第一項の措置をとるに至るまで、児童に一時保

護を加え、又は適当な者に委託して、一時保護を加えさ

せることができる。 

②　 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第

二十七条第一項又は第二項の措置をとるに至るまで、

児童相談所長をして、児童に一時保護を加えさせ、又

は適当な者に、一時保護を加えることを委託させるこ

とができる。 

③　 前二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護

を開始した日から二月を超えてはならない。 

④　 前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県

知事は、必要があると認めるときは、引き続き第一項

又は第二項の規定による一時保護を行うことができる。 

第33条の6　都道府県は、その区域内における義務教育終

了児童等の自立を図るため必要がある場合において、そ

の義務教育終了児童等から申込みがあつたときは、自ら

又は児童自立生活援助事業を行う者（都道府県を除く。

次項において同じ。）に委託して、その義務教育終了児童

等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、義務教

育終了児童等が共同生活を営むべき住居において相談そ

の他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援

を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由が

あるときは、その他の適切な援助を行わなければならな

い。 

〔児童相談所長の親権喪失宣告の請求〕

第33条の7　児童又は児童以外の満二十歳に満たない者（次

条及び第三十三条の九において「児童等」という。）の親

権者が、その親権を濫用し、又は著しく不行跡であると

きは、民法 （明治二十九年法律第八十九号）第

八百三十四条 の規定による親権喪失の宣告の請求は、同

条 に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うこと

ができる。 

〔児童相談所長の未成年後見人選任の請求〕

第33条の8　児童相談所長は、親権を行う者及び未成年後

見人のない児童等について、その福祉のため必要がある

ときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求し

なければならない。 

②　 児童相談所長は、前項の規定による未成年後見人の選

任の請求に係る児童等（児童福祉施設に入所中の児童

を除く。）に対し、親権を行う者又は未成年後見人があ

るに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第

七百九十七条 の規定による縁組の承諾をするには、厚

生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許

可を得なければならない。 

第33条の9　児童等の未成年後見人に、不正な行為、著し

い不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、

民法第八百四十六条 の規定による未成年後見人の解任の

請求は、同条 に定める者のほか、児童相談所長も、これ

を行うことができる。 

第六節　被措置児童等虐待の防止等 

第33条の10　この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模

住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくはその同

居人、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設等、情緒

障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設の長、そ

の職員その他の従業者、指定医療機関の管理者その他の

従業者、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施

設を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その

他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託

を受けて児童に一時保護を加える業務に従事する者（以

下「施設職員等」と総称する。）が、委託された児童、入
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所する児童又は一時保護を加え、若しくは加えることを

委託された児童（以下「被措置児童等」という。）につい

て行う次に掲げる行為をいう。 

一　被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれ

のある暴行を加えること。 

二　被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置

児童等をしてわいせつな行為をさせること。 

三　被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著し

い減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にす

る他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置そ

の他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠るこ

と。

四　被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な

対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える

言動を行うこと。 

第33条の11　施設職員等は、被措置児童等虐待その他被措

置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはなら

ない。

第33条の12　被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を

発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福

祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項若しく

は第二項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県

の行政機関（以下この節において「都道府県の行政機関」

という。）、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は

児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児

童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議

会若しくは市町村に通告しなければならない。 

②　 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した

者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童

が、児童虐待の防止等に関する法律第二条 に規定する

児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合に

おいて、前項の規定による通告をしたときは、同法第

六条第一項 の規定による通告をすることを要しない。 

③　 被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、

その旨を児童相談所、都道府県の行政機関又は都道府

県児童福祉審議会に届け出ることができる。 

④　 刑法 の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法

律の規定は、第一項の規定による通告（虚偽であるも

の及び過失によるものを除く。次項において同じ。）を

することを妨げるものと解釈してはならない。 

⑤　 施設職員等は、第一項の規定による通告をしたことを

理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。 

第33条の13　都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、

都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会又は市町

村が前条第一項の規定による通告又は同条第三項の規定

による届出を受けた場合においては、当該通告若しくは

届出を受けた都道府県の設置する福祉事務所若しくは児

童相談所の所長、所員その他の職員、都道府県の行政機

関若しくは市町村の職員、都道府県児童福祉審議会の委

員若しくは臨時委員又は当該通告を仲介した児童委員は、

その職務上知り得た事項であつて当該通告又は届出をし

た者を特定させるものを漏らしてはならない。 

第33条の14　都道府県は、第三十三条の十二第一項の規定

による通告、同条第三項の規定による届出若しくは第三

項若しくは次条第一項の規定による通知を受けたとき又

は相談に応じた児童について必要があると認めるときは、

速やかに、当該被措置児童等の状況の把握その他当該通

告、届出、通知又は相談に係る事実について確認するた

めの措置を講ずるものとする。 

②　 都道府県は、前項に規定する措置を講じた場合におい

て、必要があると認めるときは、小規模住居型児童養

育事業、里親、乳児院、児童養護施設、知的障害児施

設等、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、

指定医療機関、第十二条の四に規定する児童を一時保

護する施設又は第三十三条第一項若しくは第二項の委

託を受けて一時保護を加える者における事業若しくは

業務の適正な運営又は適切な養育を確保することによ

り、当該通告、届出、通知又は相談に係る被措置児童

等に対する被措置児童等虐待の防止並びに当該被措置

児童等及び当該被措置児童等と生活を共にする他の被

措置児童等の保護を図るため、適切な措置を講ずるも

のとする。 

③　 都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所又は市町

村が第三十三条の十二第一項の規定による通告若しく

は同条第三項の規定による届出を受けたとき、又は児

童虐待の防止等に関する法律 に基づく措置を講じた場

合において、第一項の措置が必要であると認めるとき

は、都道府県の設置する福祉事務所の長、児童相談所

の所長又は市町村の長は、速やかに、都道府県知事に

通知しなければならない。 

第33条の15　都道府県児童福祉審議会は、第三十三条の

十二第一項の規定による通告又は同条第三項の規定によ

る届出を受けたときは、速やかに、その旨を都道府県知

事に通知しなければならない。 

②　 都道府県知事は、前条第一項又は第二項に規定する措

置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容、当該

被措置児童等の状況その他の厚生労働省令で定める事

項を都道府県児童福祉審議会に報告しなければならな

い。 

③　 都道府県児童福祉審議会は、前項の規定による報告を

受けたときは、その報告に係る事項について、都道府

県知事に対し、意見を述べることができる。 

④　 都道府県児童福祉審議会は、前項に規定する事務を遂

行するため特に必要があると認めるときは、施設職員

等その他の関係者に対し、出席説明及び資料の提出を

求めることができる。 

第33条の16　都道府県知事は、毎年度、被措置児童等虐待

の状況、被措置児童等虐待があつた場合に講じた措置そ
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の他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。 

第33条の17　国は、被措置児童等虐待の事例の分析を行う

とともに、被措置児童等虐待の予防及び早期発見のため

の方策並びに被措置児童等虐待があつた場合の適切な対

応方法に資する事項についての調査及び研究を行うもの

とする。

〔禁止行為〕

第34条　何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 

一　身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧

に供する行為 

二　児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをす

る行為 

三　公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童に

かるわざ又は曲馬をさせる行為 

四　満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路そ

の他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務

としてさせる行為 

四の二　児童に午後十時から午前三時までの間、戸々につ

いて、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、

配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさ

せる行為 

四の三　戸々について、又は道路その他これに準ずる場所

で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供

を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務

を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律 （昭和二十三年法律第百二十二号）第二条第

四項 の接待飲食等営業、同条第六項 の店舗型性風俗特

殊営業及び同条第九項 の店舗型電話異性紹介営業に該当

する営業を営む場所に立ち入らせる行為 

五　満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務と

してさせる行為 

六　児童に淫行をさせる行為 

七　前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童

に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、

情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為の

なされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き

渡す行為 

八　成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者

が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為 

九　児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的を

もつて、これを自己の支配下に置く行為 

②　 児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、

盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は児童自立支援

施設においては、それぞれ第四十一条から第四十三条

の三まで及び第四十四条に規定する目的に反して、入

所した児童を酷使してはならない。 

〔乳児院〕

第37条　乳児院は、乳児（保健上、安定した生活環境の確

保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を

含む。）を入院させて、これを養育し、あわせて退院した

者について相談その他の援助を行うことを目的とする施

設とする。

〔母子生活支援施設〕

第38条　母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれ

に準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を

入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの

者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退

所した者について相談その他の援助を行うことを目的と

する施設とする。

〔児童養護施設〕

第41条　児童養護施設は、保護者のない児童（乳児を除く。

ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特

に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条におい

て同じ。）、虐待されている児童その他環境上養護を要す

る児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した

者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを

目的とする施設とする。

〔知的障害児施設〕

第42条　知的障害児施設は、知的障害のある児童を入所さ

せて、これを保護し、又は治療するとともに、独立自活

に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。

〔情緒障害児短期治療施設〕

第43条の5　情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害

を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下か

ら通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者

について相談その他の援助を行うことを目的とする施設

とする。

〔児童自立支援施設〕 

第44条　児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなす

おそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由に

より生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の

下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導

を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者につい

て相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 

〔児童福祉施設の長の親権の行使〕

第47条　児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う

者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又

は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。た

だし、民法第七百九十七条 の規定による縁組の承諾をす

るには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県

知事の許可を得なければならない。 

②　 児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六

条の二第八項に規定する厚生労働省令で定める者又は

里親は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は

未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び

懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとる

ことができる。 
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〔罰則〕

第60条　第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、

十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又

はこれを併科する。 

②　 第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号か

ら第九号までの規定に違反した者は、三年以下の懲役

若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す

る。

③　 第三十四条第二項の規定に違反した者は、一年以下の

懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

④　 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理

由として、前三項の規定による処罰を免れることがで

きない。ただし、過失のないときは、この限りでない。 

⑤　 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ

の他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第

一項から第三項までの違反行為をしたときは、行為者

を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項

の罰金刑を科する。 

第61条　児童相談所において、相談、調査及び判定に従事

した者が、正当の理由なく、その職務上取り扱つたこと

について知得した人の秘密を漏らしたときは、これを一

年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

第61条の3　第十一条第五項、第十八条の八第四項、第十八

条の十二第一項、第二十一条の十の二第四項、第二十一

条の十二、第二十五条の五又は第二十七条の四の規定に

違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

に処する。 

第61条の5　正当の理由がないのに、第二十九条の規定に

よる児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に従事す

る職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又

はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁を

し、若しくは児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁

をさせた者は、五十万円以下の罰金に処する。

第62条　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以

下の罰金に処する。 

一　 第十八条の十九第二項の規定により保育士の名称の使

用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期

間中に、保育士の名称を使用したもの 

二　 第十八条の二十三の規定に違反した者 

三　 正当の理由がないのに、第二十一条の十四第一項の規

定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項

の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽

の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

四　 正当の理由がないのに、第二十四条の十五第一項の規

定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、

若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しく

は提示をし、同項の規定による質問に対して答弁をせ

ず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による

立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した

者

五　 第三十条第一項に規定する届出を怠つた者 

六　 正当の理由がないのに、第五十九条第一項の規定によ

る報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定

による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は

同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは

虚偽の答弁をした者 

〔在所年齢延長の特例〕　 

第63条の2　都道府県は、第三十一条第二項の規定にかか

わらず、当分の間、第二十七条第一項第三号の規定によ

り知的障害児施設（国の設置する知的障害児施設を除く。）

に入所した児童であつてその障害の程度が重度であるも

のについて、引き続いて入所させておかなければその者

の福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満二十歳

に達した後においても、引き続きその者をその施設に在

所させる措置を採ることができる。 

②　 都道府県は、第三十一条第三項の規定にかかわらず、

当分の間、第二十七条第一項第三号の規定により肢体

不自由児施設に入所した児童又は同条第二項の規定に

よる委託により指定医療機関に入所した第四十三条の

三に規定する児童であつてその障害の程度が重度であ

るものについて、引き続いて入所又は入院させておか

なければその者の福祉を損なうおそれがあると認める

ときは、満二十歳に達した後においても、引き続きそ

の者を肢体不自由児施設に在所させ、若しくは第

二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれ

らの措置を相互に変更する措置を採ることができる。 

③　 前二項に規定する措置は、この法律の適用については、

第二十七条第一項第三号又は第二項に規定する措置と

みなす。 

④　 第一項又は第二項の場合においては、都道府県知事は、

児童相談所長の意見を聴かなければならない。 

第63条の3　都道府県は、当分の間、必要があると認める

ときは、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複し

ている満十八歳以上の者について、その者を重症心身障

害児施設に入所させ、又は指定医療機関に対し、その者

を入院させて治療等を行うことを委託することができる。 

②　 前項に規定する措置は、この法律の適用については、

第二十七条第一項第三号又は同条第二項に規定する措

置とみなす。

２．児童虐待の防止等に関する法律

（平成十二年法律第八十二号）

最終改正：平成十九年六月一日法律第七十三号

（目的）

第1条　この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、

その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えると

ともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及
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ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐

待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する

国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保

護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、

児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の

権利利益の擁護に資することを目的とする。

（児童虐待の定義）

第2条　この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親

権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監

護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（十八

歳に満たない者をいう。以下同じ。）について行う次に掲

げる行為をいう。

一　 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴

行を加えること。

二　 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわい

せつな行為をさせること。

三　 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又

は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又

は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護

者としての監護を著しく怠ること。

四　 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児

童が同居する家庭における配偶者に対する暴力（配偶

者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含む。）の身体に対する不法な攻撃

であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに

準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他

の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

（児童に対する虐待の禁止）

第3条　何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。

（国及び地方公共団体の責務等）

第4条　国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発

見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自

立の支援（児童虐待を受けた後十八歳となった者に対す

る自立の支援を含む。第三項及び次条第二項において同

じ。）並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統

合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好

な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な

指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機

関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援、医

療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために必

要な体制の整備に努めなければならない。

２　国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員

及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、

弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐

待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与するこ

とができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。

３　国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護

及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことが

できるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、

児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護

及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質

の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとす

る。

４　国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、

児童の人権、児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐待に

係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に

努めなければならない。

５　国及び地方公共団体は、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うとと

もに、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童

虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者

の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施

設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童

虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及

び検証を行うものとする。

６　児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育

成することについて第一義的責任を有するものであって、

親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重

するよう努めなければならない。

７　何人も、児童の健全な成長のために、良好な家庭的環

境及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しな

ければならない。

（児童虐待の早期発見等）

第5条　学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務

上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職

員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関

係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあること

を自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。

２　前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐

待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の

支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう

努めなければならない。

３　学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、

児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければな

らない。

（児童虐待に係る通告）

第6条　児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、

速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務

所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都

道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告

しなければならない。

２　前項の規定による通告は、児童福祉法（昭和二十二年

法律第百六十四号）第二十五条の規定による通告とみな

して、同法の規定を適用する。

３　刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規

定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規

定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈して

はならない。
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第7条　市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相

談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合におい

ては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福

祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び

当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事

項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らし

てはならない。

（通告又は送致を受けた場合の措置）

第8条　市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条

第一項の規定による通告を受けたときは、市町村又は福

祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、

児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児

童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための

措置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採

るものとする。

一　児童福祉法第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二

項第一号 又は第二十五条の八第一号の規定により当該児

童を児童相談所に送致すること。

二　当該児童のうち次条第一項の規定による出頭の求め及

び調査若しくは質問、第九条第一項の規定による立入り

及び調査若しくは質問又は児童福祉法第三十三条第一項 

若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であ

ると認めるものを都道府県知事又は児童相談所長へ通知

すること。

２　児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童

福祉法第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二項第一

号又は第二十五条の八第一号 の規定による送致を受けた

ときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の

教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、

当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行う

ための措置を講ずるとともに、必要に応じ同法第三十三

条第一項の規定による一時保護を行うものとする。

３　前二項の児童の安全の確認を行うための措置、児童相

談所への送致又は一時保護を行う者は、速やかにこれを

行うものとする。

（出頭要求等）

第8条の2　都道府県知事は、児童虐待が行われているおそ

れがあると認めるときは、当該児童の保護者に対し、当

該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児

童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調

査又は質問をさせることができる。この場合においては、

その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があっ

たときは、これを提示させなければならない。

２　都道府県知事は、前項の規定により当該児童の保護者

の出頭を求めようとするときは、厚生労働省令で定める

ところにより、当該保護者に対し、出頭を求める理由と

なった事実の内容、出頭を求める日時及び場所、同伴す

べき児童の氏名その他必要な事項を記載した書面により

告知しなければならない。

３　都道府県知事は、第一項の保護者が同項の規定による

出頭の求めに応じない場合は、次条第一項の規定による

児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の

立入り及び調査又は質問その他の必要な措置を講ずるも

のとする。

（立入調査等）

第9条　都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれが

あると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する

事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち

入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この

場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、

関係者の請求があったときは、これを提示させなければ

ならない。

２　前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事

務に従事する職員の立入り及び調査又は質問は、児童福

祉法第二十九条 の規定による児童委員又は児童の福祉に

関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問と

みなして、同法第六十一条の五 の規定を適用する。

（再出頭要求等）

第9条の2　都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又

は前条第一項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規

定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事す

る職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場

合において、児童虐待が行われているおそれがあると認

めるときは、当該保護者に対し、当該児童を同伴して出

頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事

務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせる

ことができる。この場合においては、その身分を証明す

る証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これ

を提示させなければならない。

２　第八条の二第二項の規定は、前項の規定による出頭の

求めについて準用する。

（臨検、捜索等）

第9条の3　都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又

は第九条第一項の児童の保護者が前条第一項の規定によ

る出頭の求めに応じない場合において、児童虐待が行わ

れている疑いがあるときは、当該児童の安全の確認を行

い又はその安全を確保するため、児童の福祉に関する事

務に従事する職員をして、当該児童の住所又は居所の所

在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所

の裁判官があらかじめ発する許可状により、当該児童の

住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児童を捜索させ

ることができる。

２　都道府県知事は、前項の規定による臨検又は捜索をさ

せるときは、児童の福祉に関する事務に従事する職員を

して、必要な調査又は質問をさせることができる。

３　都道府県知事は、第一項の許可状（以下「許可状」と

いう。）を請求する場合においては、児童虐待が行われて

いる疑いがあると認められる資料、臨検させようとする
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住所又は居所に当該児童が現在すると認められる資料並

びに当該児童の保護者が第九条第一項の規定による立入

り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したこと及び前条第

一項の規定による出頭の求めに応じなかったことを証す

る資料を提出しなければならない。

４　前項の請求があった場合においては、地方裁判所、家

庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所又

は捜索すべき児童の氏名並びに有効期間、その期間経過

後は執行に着手することができずこれを返還しなければ

ならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己

の記名押印した許可状を都道府県知事に交付しなければ

ならない。

５　都道府県知事は、許可状を児童の福祉に関する事務に

従事する職員に交付して、第一項の規定による臨検又は

捜索をさせるものとする。

６　第一項の規定による臨検又は捜索に係る制度は、児童

虐待が保護者がその監護する児童に対して行うものであ

るために他人から認知されること及び児童がその被害か

ら自ら逃れることが困難である等の特別の事情から児童

の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある

ことにかんがみ特に設けられたものであることを十分に

踏まえた上で、適切に運用されなければならない。

（臨検又は捜索の夜間執行の制限）

第9条の4　前条第一項の規定による臨検又は捜索は、許可

状に夜間でもすることができる旨の記載がなければ、日

没から日の出までの間には、してはならない。

２　日没前に開始した前条第一項の規定による臨検又は捜

索は、必要があると認めるときは、日没後まで継続する

ことができる。

（許可状の提示）

第9条の5　第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索の

許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければな

らない。

（身分の証明）

第9条の6　児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第

九条の三第一項の規定による臨検若しくは捜索又は同条

第二項の規定による調査若しくは質問（以下「臨検等」

という。）をするときは、その身分を示す証票を携帯し、

関係者の請求があったときは、これを提示しなければな

らない。

（臨検又は捜索に際しての必要な処分）

第9条の7　児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第

九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をするに当

たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処

分をすることができる。

（臨検等をする間の出入りの禁止）

第9条の8　児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨

検等をする間は、何人に対しても、許可を受けないでそ

の場所に出入りすることを禁止することができる。

（責任者等の立会い）

第9条の9　児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第

九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をするときは、

当該児童の住所若しくは居所の所有者若しくは管理者（こ

れらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべ

き者を含む。）又は同居の親族で成年に達した者を立ち会

わせなければならない。

２　前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせ

ることができないときは、その隣人で成年に達した者又

はその地の地方公共団体の職員を立ち会わせなければな

らない。

（警察署長に対する援助要請等）

第10条　児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確

認又は一時保護を行おうとする場合において、これらの

職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童

の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助

を求めることができる。都道府県知事が、第九条第一項

の規定による立入り及び調査若しくは質問をさせ、又は

臨検等をさせようとする場合についても、同様とする。

２　児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認

及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ迅

速かつ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を

求めなければならない。

３　警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた

場合において、児童の生命又は身体の安全を確認し、又

は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の

警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要な警

察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その

他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努

めなければならない。

（調書）

第10条の2　児童の福祉に関する事務に従事する職員は、

第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をしたとき

は、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した

調書を作成し、立会人に示し、当該立会人とともにこれ

に署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名

押印をせず、又は署名押印することができないときは、

その旨を付記すれば足りる。

（都道府県知事への報告）

第10条の3　児童の福祉に関する事務に従事する職員は、

臨検等を終えたときは、その結果を都道府県知事に報告

しなければならない。

（行政手続法の適用除外）

第10条の4　臨検等に係る処分については、行政手続法（平

成五年法律第八十八号）第三章の規定は、適用しない。

（不服申し立てての制限）

第10条の5　臨検等に係る処分については、行政不服審査

法（昭和三十七年法律第百六十号）による不服申し立て

てをすることができない。
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（行政事件訴訟の制限）

第10条の6　臨検等に係る処分については、行政事件訴訟

法（昭和三十七年法律第百三十九号）第三十七条の四 の

規定による差止めの訴えを提起することができない。

（児童虐待を行った保護者に対する指導等）

第11条　児童虐待を行った保護者について児童福祉法第

二十七条第一項第二号の規定により行われる指導は、親

子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良

好な家庭的環境で生活するために必要な配慮の下に適切

に行われなければならない。

２　児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七

条第一項第二号の措置が採られた場合においては、当該

保護者は、同号の指導を受けなければならない。

３　前項の場合において保護者が同項の指導を受けないと

きは、都道府県知事は、当該保護者に対し、同項の指導

を受けるよう勧告することができる。

４　都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた保護

者が当該勧告に従わない場合において必要があると認め

るときは、児童福祉法第三十三条第二項 の規定により児

童相談所長をして児童虐待を受けた児童に一時保護を加

えさせ又は適当な者に一時保護を加えることを委託させ、

同法第二十七条第一項第三号 又は第二十八条第一項の規

定による措置を採る等の必要な措置を講ずるものとする。

５　児童相談所長は、第三項の規定による勧告を受けた保

護者が当該勧告に従わず、その監護する児童に対し親権

を行わせることが著しく当該児童の福祉を害する場合に

は、必要に応じて、適切に、児童福祉法第三十三条の六

の規定による請求を行うものとする。

（面会等の制限等）

第12条　児童虐待を受けた児童について児童福祉法第

二十七条第一項第三号の措置（以下「施設入所等の措置」

という。）が採られ、又は同法第三十三条第一項若しくは

第二項の規定による一時保護が行われた場合において、

児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため

必要があると認めるときは、児童相談所長及び当該児童

について施設入所等の措置が採られている場合における

当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、

厚生労働省令で定めるところにより、当該児童虐待を行っ

た保護者について、次に掲げる行為の全部又は一部を制

限することができる。

一　当該児童との面会

二　当該児童との通信

２　前項の施設の長は、同項の規定による制限を行った場

合又は行わなくなった場合は、その旨を児童相談所長に

通知するものとする。

３　児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置（児

童福祉法第二十八条の規定によるものに限る。）が採られ、

又は同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による

一時保護が行われた場合において、当該児童虐待を行っ

た保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにした

とすれば、当該保護者が当該児童を連れ戻すおそれがあ

る等再び児童虐待が行われるおそれがあり、又は当該児

童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長

は、当該保護者に対し、当該児童の住所又は居所を明ら

かにしないものとする。

第12条の2　児童虐待を受けた児童について施設入所等の

措置（児童福祉法第二十八条の規定によるものを除く。

以下この項において同じ。）が採られた場合において、当

該児童虐待を行った保護者に当該児童を引き渡した場合

には再び児童虐待が行われるおそれがあると認められる

にもかかわらず、当該保護者が当該児童の引渡しを求め

ること、当該保護者が前条第一項の規定による制限に従

わないことその他の事情から当該児童について当該施設

入所等の措置を採ることが当該保護者の意に反し、これ

を継続することが困難であると認めるときは、児童相談

所長は、次項の報告を行うに至るまで、同法第三十三条

第一項の規定により当該児童に一時保護を行うことがで

きる。

２　児童相談所長は、前項の一時保護を行った場合には、

速やかに、児童福祉法第二十六条第一項第一号の規定に

基づき、同法第二十八条の規定による施設入所等の措置

を要する旨を都道府県知事に報告しなければならない。

第12条の3　児童相談所長は、児童福祉法第三十三条第一

項 の規定により児童虐待を受けた児童について一時保護

を行っている場合（前条第一項の一時保護を行っている

場合を除く。）において、当該児童について施設入所等の

措置を要すると認めるときであって、当該児童虐待を行っ

た保護者に当該児童を引き渡した場合には再び児童虐待

が行われるおそれがあると認められるにもかかわらず、

当該保護者が当該児童の引渡しを求めること、当該保護

者が第十二条第一項の規定による制限に従わないことそ

の他の事情から当該児童について施設入所等の措置を採

ることが当該保護者の意に反すると認めるときは、速や

かに、同法第二十六条第一項第一号 の規定に基づき、同

法第二十八条の規定による施設入所等の措置を要する旨

を都道府県知事に報告しなければならない。

第12条の4　都道府県知事は、児童虐待を受けた児童につ

いて施設入所等の措置（児童福祉法第二十八条 の規定に

よるものに限る。）が採られ、かつ、第十二条第一項の規

定により、当該児童虐待を行った保護者について、同項

各号に掲げる行為の全部が制限されている場合において、

児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため

特に必要があると認めるときは、厚生労働省令で定める

ところにより、六月を超えない期間を定めて、当該保護

者に対し、当該児童の住所若しくは居所、就学する学校

その他の場所において当該児童の身辺につきまとい、又

は当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他そ

の通常所在する場所（通学路その他の当該児童が日常生
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活又は社会生活を営むために通常移動する経路を含む。）

の付近をはいかいしてはならないことを命ずることがで

きる。

２　都道府県知事は、前項に規定する場合において、引き

続き児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の

ため特に必要があると認めるときは、六月を超えない期

間を定めて、同項の規定による命令に係る期間を更新す

ることができる。

３　都道府県知事は、第一項の規定による命令をしようと

するとき（前項の規定により第一項の規定による命令に

係る期間を更新しようとするときを含む。）は、行政手続

法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の

区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

４　第一項の規定による命令をするとき（第二項の規定に

より第一項の規定による命令に係る期間を更新するとき

を含む。）は、厚生労働省令で定める事項を記載した命令

書を交付しなければならない。

５　第一項の規定による命令が発せられた後に児童福祉法

第二十八条 の規定による施設入所等の措置が解除され、

停止され、若しくは他の措置に変更された場合又は第

十二条第一項の規定による制限の全部又は一部が行われ

なくなった場合は、当該命令は、その効力を失う。同法

第二十八条第四項 の規定により引き続き施設入所等の措

置が採られている場合において、第一項の規定による命

令が発せられたときであって、当該命令に係る期間が経

過する前に同条第二項の規定による当該施設入所等の措

置の期間の更新に係る承認の申し立ててに対する審判が

確定したときも、同様とする。

６　都道府県知事は、第一項の規定による命令をした場合

において、その必要がなくなったと認めるときは、厚生

労働省令で定めるところにより、その命令を取り消さな

ければならない。

（施設入所等の措置の解除）

第13条　都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について

施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者につ

いて児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られ

た場合において、当該児童について採られた施設入所等

の措置を解除しようとするときは、当該児童の保護者に

ついて同号の指導を行うこととされた児童福祉司等の意

見を聴くとともに、当該児童の保護者に対し採られた当

該指導の効果、当該児童に対し再び児童虐待が行われる

ことを予防するために採られる措置について見込まれる

効果その他厚生労働省令で定める事項を勘案しなければ

ならない。

（児童虐待を受けた児童等に対する支援）

第13条の2　市町村は、児童福祉法第二十四条第三項の規

定により保育所に入所する児童を選考する場合には、児

童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭

の福祉に配慮をしなければならない。

２　国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその

年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにする

ため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要

な施策を講じなければならない。

３　国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は

就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援の

ための施策を講じなければならない。

（資料又は情報の提供）

第13条の3　地方公共団体の機関は、市町村長、都道府県

の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長から児童虐

待に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者

の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該

児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情報

の提供を求められたときは、当該資料又は情報について、

当該市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は

児童相談所長が児童虐待の防止等に関する事務又は業務

の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相

当の理由があるときは、これを提供することができる。

ただし、当該資料又は情報を提供することによって、当

該資料又は情報に係る児童、その保護者その他の関係者

又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると

認められるときは、この限りでない。

（都道府県児童福祉審議会等への報告）

第13条の4　都道府県知事は、児童福祉法第八条第二項 に

規定する都道府県児童福祉審議会（同条第一項 ただし書

に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会）に、

第九条第一項の規定による立入り及び調査又は質問、臨

検等並びに児童虐待を受けた児童に行われた同法第

三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護の実施

状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐

待の事例その他の厚生労働省令で定める事項を報告しな

ければならない。

（親権の行使に関する配慮等）

第14条　児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、

その適切な行使に配慮しなければならない。

２　児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害

罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であ

ることを理由として、その責めを免れることはない。

（親権の喪失の制度の適切な運用）

第15条　民法（明治二十九年法律第八十九号）に規定する

親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受

けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければ

ならない。

（大都市等の特例）

第16条　この法律中都道府県が処理することとされている

事務で政令で定めるものは、地方自治法（昭和二十二年

法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指定都

市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条

の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）並び
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に児童福祉法第五十九条の四第一項 に規定する児童相談

所設置市においては、政令で定めるところにより、指定

都市若しくは中核市又は児童相談所設置市（以下「指定

都市等」という。）が処理するものとする。この場合にお

いては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市

等に関する規定として指定都市等に適用があるものとす

る。

（罰則）

第17条　第十二条の四第一項の規定による命令（同条第二

項の規定により同条第一項の規定による命令に係る期間

が更新された場合における当該命令を含む。）に違反した

者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

附　則（平成一九年六月一日法律第七三号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

（検討）

第二条　政府は、この法律の施行後三年以内に、児童虐待

の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から親

権に係る制度の見直しについて検討を行い、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるものとする。

２　政府は、児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し、

里親及び児童養護施設等の量的拡充に係る方策、児童養

護施設等における虐待の防止を含む児童養護施設等の運

営の質的向上に係る方策、児童養護施設等に入所した児

童に対する教育及び自立の支援の更なる充実に係る方策

その他必要な事項について速やかに検討を行い、その結

果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

３．配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
　　に関する法律

（平成十三年法律第三十一号）

（平成十三年法律第三十一号）

最終改正：平成十九年七月十一日法律第百十三号

　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取

組が行われている。

　ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含

む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が

必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの

暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困

難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人

の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。

　このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現

を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保

護するための施策を講ずることが必要である。このことは、

女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会にお

ける取組にも沿うものである。

　ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自

立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。

第1章　総則

（定義）

第1条　この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶

者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃で

あって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同

じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以

下この項において「身体に対する暴力等」と総称する。）

をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、

その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合に

あっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身

体に対する暴力等を含むものとする。

②　 この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力

を受けた者をいう。

③　 この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしてい

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、

「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関

係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様

の事情に入ることを含むものとする。

（国及び地方公共団体の責務）

第2条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止す

るとともに、被害者の自立を支援することを含め、その

適切な保護を図る責務を有する。

第一章の二　基本方針及び都道府県基本計画等

（基本方針）

第2条の2　内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び

厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において「主

務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策に関する基本的な方針（以下この

条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」と

いう。）を定めなければならない。

②　 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第

一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本

計画の指針となるべきものを定めるものとする。

　一　 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

基本的な事項 

　二　 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の内容に関する事項 

　三　 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する重要事項 

③　 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しよう

とするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議

しなければならない。

④　 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

（都道府県基本計画等）

第2条の3　都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県
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における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策の実施に関する基本的な計画（以下この条にお

いて「都道府県基本計画」という。）を定めなければなら

ない。

②　 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。

　一　 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

基本的な方針 

　二　 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施内容に関する事項 

　三　 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する重要事項 

③　 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即

し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村

における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条

において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努

めなければならない。

④　 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村

基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。

⑤　 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基

本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言

その他の援助を行うよう努めなければならない。

第二章　配偶者暴力相談支援センター等

（配偶者暴力相談支援センター）

第3条　都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所そ

の他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相

談支援センターとしての機能を果たすようにするものと

する。

②　 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、

当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機

能を果たすようにするよう努めるものとする。

③　 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行う

ものとする。

　一　 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずる

こと又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介

すること。 

　二　 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は

心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

　三　 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあって

は、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、

第五条及び第八条の三において同じ。）の緊急時にお

ける安全の確保及び一時保護を行うこと。 

　四　 被害者が自立して生活することを促進するため、就

業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用

等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡

調整その他の援助を行うこと。 

　五　 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情

報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を

行うこと。 

　六　 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情

報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援

助を行うこと。 

④　 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、

又は厚生労働大臣が定める基準を満たす　者に委託し

て行うものとする。

⑤　 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当

たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との

連携に努めるものとする。

（婦人相談員による相談等）

第4条　婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を

行うことができる。

（婦人保護施設における保護）

第5条　都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を

行うことができる。

第三章　被害者の保護

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）

第6条　配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者か

らの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。）

を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相

談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければ

ならない。

②　 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、

配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかった

と認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴

力相談支援センター又は警察官に通報することができ

る。この場合において、その者の意思を尊重するよう

努めるものとする。

③　 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規

定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の

規定により通報することを妨げるものと解釈してはな

らない。

④　 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、

配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかった

と認められる者を発見したときは、その者に対し、配

偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有

する情報を提供するよう努めなければならない。

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等）

第7条　配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通

報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、

第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センター

が行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、

必要な保護を受けることを勧奨するものとする。

（警察官による被害の防止）

第8条　警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われ
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ていると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律第

百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第

百三十六号）その他の法令の定めるところにより、暴力

の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による

被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。

（警察本部長等の援助）

第8条の2　警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本

部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面

本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、

配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴

力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の

申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶

者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規

則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するため

の措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生

を防止するために必要な援助を行うものとする。

（福祉事務所による自立支援）

第8条の3　社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に

定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」

という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四

号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母

子及び寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）そ

の他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援

するために必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）

第9条　配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉

事務所等都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機

関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保

護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよ

う努めるものとする。

（苦情の適切かつ迅速な処理）

第9条の2　前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の

職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたとき

は、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとす

る。

第四章　保護命令

（保護命令）

第10条　被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加え

る旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同

じ。）を受けた者に限る。以下この章において同じ。）が、

配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合に

あっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者

からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚を

し、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該

配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。

第十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶者か

らの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあって

は配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生

命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又

はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者

であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号

において同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害

を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申

立てにより、その生命又は身体に危害が加えられること

を防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者。

　　以下この条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第

一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命

ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、

申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠

を共にする場合に限る。

　一　 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者

の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住

居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所

において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の

住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近を

はいかいしてはならないこと。 

　二　 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者

と共に生活の本拠としている住居から退去すること

及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

②　 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定

による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害

者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えら

れることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の

効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が

生じた日から起算して六月を経過する日までの間、被

害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしては

ならないことを命ずるものとする。

　一　 面会を要求すること。 

　二　 その行動を監視していると思わせるような事項を告

げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

　三　 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

　四　 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場

合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装

置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信する

こと。 

　五　 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六

時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用

いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

　六　 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情

を催させるような物を送付し、又はその知り得る状

態に置くこと。 

　七　 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状
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態に置くこと。 

　八　 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその

知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する

文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り

得る状態に置くこと。 

③　 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成

年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二条

第一項第三号において単に「子」という。）と同居して

いるときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑

うに足りる言動を行っていることその他の事情がある

ことから被害者がその同居している子に関して配偶者

と面会することを余儀なくされることを防止するため

必要があると認めるときは、第一項第一号の規定によ

る命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の

申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられる

ことを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力

が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じ

た日から起算して六月を経過する日までの間、当該子

の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居

を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校そ

の他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は

当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する

場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるも

のとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、

その同意がある場合に限る。

④　 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者

の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を

有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居

している者を除く。以下この項及び次項並びに第十二

条第一項第四号において「親族等」という。）の住居に

押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っているこ

とその他の事情があることから被害者がその親族等に

関して配偶者と面会することを余儀なくされることを

防止するため必要があると認めるときは、第一項第一

号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害

が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、

命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の

効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの

間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠

としている住居を除く。以下この項において同じ。）そ

の他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、

又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在す

る場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる

ものとする。

⑤　 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の

子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親

族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合に

あっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、

することができる。

（管轄裁判所）

第11条　前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件

は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所

が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所

の管轄に属する。

②　 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に

掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。

　一　 申立人の住所又は居所の所在地 

　二　 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て）

第12条　第十条第一項から第四項までの規定による命令

（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げる事

項を記載した書面でしなければならない。

　一　 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する

脅迫を受けた状況 

　二　 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者か

らの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受

ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大

な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申

立ての時における事情 

　三　 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合

にあっては、被害者が当該同居している子に関して

配偶者と面会することを余儀なくされることを防止

するため当該命令を発する必要があると認めるに足

りる申立ての時における事情 

　四　 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合

にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と

面会することを余儀なくされることを防止するため

当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立

ての時における事情 

　五　 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に

対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援

助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実が

あるときは、次に掲げる事項 

　　イ　 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職

員の所属官署の名称 

　　ロ　 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び

場所 

　　ハ　 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

　　ニ　 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内

容 

②　 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イ

からニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立

書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項につ

いての申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治

四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認

証を受けたものを添付しなければならない。
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い。

③　 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの

原因となることが明らかな事情があることにつき疎明

があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、

即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保

護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記

録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を

命ずることができる。

④　 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命

令の効力の停止を命ずる場合において、同条第二項か

ら第四項までの規定による命令が発せられているとき

は、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなけれ

ばならない。

⑤　 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立て

ることができない。

⑥　 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を

取り消す場合において、同条第二項から第四項までの

規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所

は、当該命令をも取り消さなければならない。

⑦　 前条第四項の規定による通知がされている保護命令に

ついて、第三項若しくは第四項の規定によりその効力

の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消し

たときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びそ

の内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センター

の長に通知するものとする。

⑧　 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに

抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用

する。

（保護命令の取消し）

第17条　保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立

てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命令を

取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第

二項から第四項までの規定による命令にあっては同号の

規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経

過した後において、同条第一項第二号の規定による命令

にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二週

間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申

し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に

異議がないことを確認したときも、同様とする。

②　 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定によ

る命令を発した裁判所が前項の規定により当該命令を

取り消す場合について準用する。

③　 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場

合について準用する。

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て）

第18条　第十条第一項第二号の規定による命令が発せられ

た後に当該発せられた命令の申立ての理由となった身体

に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理

由とする同号の規定による命令の再度の申立てがあった

（迅速な裁判）

第13条　裁判所は、保護命令の申立てに係る事件について

は、速やかに裁判をするものとする。

（保護命令事件の審理の方法）

第14条　保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うこと

ができる審尋の期日を経なければ、これを発することが

できない。ただし、その期日を経ることにより保護命令

の申立ての目的を達することができない事情があるとき

は、この限りでない。

②　 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる

事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴

力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申

立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況

及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面

の提出を求めるものとする。この場合において、当該

配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、

これに速やかに応ずるものとする。

③　 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶

者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申

立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求

められた職員に対し、同項の規定により書面の提出を

求めた事項に関して更に説明を求めることができる。

（保護命令の申立てについての決定等）

第15条　保護命令の申立てについての決定には、理由を付

さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定

をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。

②　 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方

が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡

しによって、その効力を生ずる。

③　 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにそ

の旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する

警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。

④　 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力

相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若し

くは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事

実に係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる

事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、

保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名

称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申

立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター

が二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対

し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も

遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するも

のとする。

⑤　 保護命令は、執行力を有しない。

（即時抗告）

第16条　保護命令の申立てについての裁判に対しては、即

時抗告をすることができる。

②　 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさな
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ときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている

住居から転居しようとする被害者がその責めに帰するこ

とのできない事由により当該発せられた命令の効力が生

ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居か

らの転居を完了することができないことその他の同号の

規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事

情があるときに限り、当該命令を発するものとする。た

だし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に

特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を発

しないことができる。

②　 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適

用については、同条第一項各号列記以外の部分中「次

に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五

号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、

同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第

一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本

文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号

までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二

号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と

する。

（事件の記録の閲覧等）

第19条　保護命令に関する手続について、当事者は、裁判

所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その

正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の

証明書の交付を請求することができる。ただし、相手方

にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは

相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方

に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りで

ない。

（法務事務官による宣誓認証）

第20条　法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区

域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行う

ことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若し

くは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務官に第

十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）の認証を行わせることができる。

（民事訴訟法の準用）

第21条　この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命

令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、

民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。

（最高裁判所規則）

第22条　この法律に定めるもののほか、保護命令に関する

手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第五章　雑則

（職務関係者による配慮等）

第23条　配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁

判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係者」

という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の

状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、

障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、そ

の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければ

ならない。

②　 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の

人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深め

るために必要な研修及び啓発を行うものとする。

（教育及び啓発）

第24条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止

に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努め

るものとする。

（調査研究の推進等）

第25条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための

指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方

法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る

人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。

（民間の団体に対する援助）

第26条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に

対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。

（都道府県及び市の支弁）

第27条　都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなけ

ればならない。

　一　 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行

う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費

用を除く。） 

　二　 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行

う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が

定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）

に要する費用 

　三　 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人

相談員が行う業務に要する費用 

　四　 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、

社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う

場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費

用

②　 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相

談員が行う業務に要する費用を支弁しなければならな

い。

（国の負担及び補助）

第28条　国は、政令の定めるところにより、都道府県が前

条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号

及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負

担するものとする。

②　 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用

の十分の五以内を補助することができる。

　一　 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用の

うち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

　二　 市が前条第二項の規定により支弁した費用 
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第六章　罰則

第29条　保護命令に違反した者は、一年以下の懲役又は

百万円以下の罰金に処する。

第30条　第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき

事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の

申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。

４．民法（抜粋）

（明治二十九年四月二十七日法律第八十九号）

最終改正：平成一八年六月二一日法律第七八号

〔未成年者の行為能力の制限〕

第5条　未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の

同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又

は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 

２　前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができ

る。 

〔後見開始の審判〕

第7条　精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況

にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四

親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、

保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、

後見開始の審判をすることができる。

〔成年被後見人及び成年後見人〕

第8条　後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、

これに成年後見人を付する。

〔保佐開始の審判〕

第11条　精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく

不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、

四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監

督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をするこ

とができる。ただし、第七条に規定する原因がある者に

ついては、この限りでない。

〔債務不履行による損害賠償の請求〕

第415条　債務者がその債務の本旨に従った履行をしない

ときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請

求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によっ

て履行をすることができなくなったときも、同様とする。

〔事務管理の要件及び事務管理者の義務〕

第697条　義務なく他人のために事務の管理を始めた者（以

下この章において「管理者」という。）は、その事務の性

質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、そ

の事務の管理（以下「事務管理」という。）をしなければ

ならない。 

２　管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを

推知することができるときは、その意思に従って事務管

理をしなければならない。

〔不法行為の要件〕

第709条　故意又は過失によって他人の権利又は法律上保

護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害

を賠償する責任を負う。

〔未成年者の責任能力〕

第712条　未成年者は、他人に損害を加えた場合において、

自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていな

かったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 

〔責任無能力者の監督義務者の責任〕

第714条　前二条の規定により責任無能力者がその責任を

負わない場合において、その責任無能力者を監督する法

定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加え

た損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がそ

の義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくて

も損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 

２　監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、

前項の責任を負う。 

〔正当防衛及び緊急避難〕 

第720条　他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利

又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず

加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、

被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を

妨げない。 

２　前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避け

るためその物を損傷した場合について準用する。

〔婚姻は成年を成すことの原則〕

第753条　未成年者が婚姻をしたときは、これによって成

年に達したものとみなす。

〔離婚の場合における子の監護者等の決定〕

第766条　父母が協議上の離婚をするときは、子の監護を

すべき者その他監護について必要な事項は、その協議で

定める。協議が調わないとき、又は協議をすることがで

きないときは、家庭裁判所が、これを定める。 

２　子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判

所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護につい

て相当な処分を命ずることができる。 

３　前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の

権利義務に変更を生じない。

〔15歳未満の者の縁組みの代諾〕

第797条　養子となる者が十五歳未満であるときは、その

法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすること

ができる。 

２　法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の

父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、

その同意を得なければならない。

〔未成年者を養子とする縁組〕 

第798条　未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可

を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系

卑属を養子とする場合は、この限りでない。

〔協議上の離縁等〕 

第811条　縁組の当事者は、その協議で、離縁をすること
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ができる。 

２　養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と

養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議で

これをする。 

３　前項の場合において、養子の父母が離婚しているとき

は、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者

となるべき者と定めなければならない。 

４　前項の協議が調わないとき、又は協議をすることがで

きないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は

養親の請求によって、協議に代わる審判をすることがで

きる。 

５　第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭

裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によっ

て、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選

任する。

〔父母の同意〕 

第817条の6　特別養子縁組の成立には、養子となる者の父

母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思

を表示することができない場合又は父母による虐待、悪

意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由

がある場合は、この限りでない。

〔財産の管理の計算〕 

第828条　子が成年に達したときは、親権を行った者は、

遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、

その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の

収益と相殺したものとみなす。

５．家事審判法（抜粋）

（昭和22年12月6日法律第152号）

最終改正：平成16年12月3日法律第152号

第2章　審判

第9条　家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。

甲類

七　民法第七百九十四条 又は第七百九十八条 の規定によ

る養子をするについての許可

七の二　民法第八百十一条第五項 の規定による未成年後見

人となるべき者の選任

第13条　審判は、これを受ける者に告知することによつて

その効力を生ずる。但し、即時抗告をすることのできる

審判は、確定しなければその効力を生じない。 

第14条　審判に対しては、最高裁判所の定めるところによ

り、即時抗告のみをすることができる。その期間は、こ

れを二週間とする。

第15条の3　第九条の審判の申立てがあつた場合において

は、家庭裁判所は、最高裁判所の定めるところにより、

仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な

保全処分を命ずることができる。 

②　 前項の規定による審判（以下「審判前の保全処分」と

いう。）が確定した後に、その理由が消滅し、その他事

情が変更したときは、家庭裁判所は、その審判を取り

消すことができる。 

③　 前二項の規定による審判は、疎明に基づいてする。 

④　 前項の審判は、これを受ける者に告知することによつ

てその効力を生ずる。 

⑤　 第九条に規定する審判事件が高等裁判所に係属する場

合には、当該高等裁判所が、第三項の審判に代わる裁

判を行う。 

⑥　 審判前の保全処分（前項の裁判を含む。次項において

同じ。）の執行及び効力は、民事保全法 （平成元年法律

第九十一号）その他の仮差押え及び仮処分の執行及び

効力に関する法令の規定に従う。この場合において、

同法第四十五条 中「仮に差し押さえるべき物又は係争

物の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは、「本案

の審判事件が係属している家庭裁判所（その審判事件

が高等裁判所に係属しているときは、原裁判所）」とす

る。

⑦　 民事保全法第四条 、第十四条、第十五条及び第二十条

から第二十四条までの規定は審判前の保全処分につい

て、同法第三十三条 及び第三十四条 の規定は審判前

の保全処分を取り消す審判について準用する。

６．家事審判規則（抜粋）

（昭和22年12月29日最高裁判所規則第15号）

最終改正：平成17年2月7日

第１章　総則

第4条　家庭裁判所は、その管轄に属しない事件について申

立を受けた場合には、これを管轄家庭裁判所に移送しな

ければならない。但し、事件を処理するために特に必要

があると認めるときは、これを他の家庭裁判所に移送し、

又はみずから処理することができる。

２　家庭裁判所は、その管轄に属する事件について申立を

受けた場合においても、事件を処理するために適当であ

ると認めるときは、これを他の家庭裁判所に移送するこ

とができる。

（昭二三最裁規三八・一部改正）

第4条の2　前条の規定による移送の審判に対しては、当事

者は、即時抗告をすることができる。

（昭二六最裁規一〇・追加）

第4条の3　裁判所職員の除斥、忌避及び回避に関する民事

訴訟規則（平成八年最高裁判所規則第五号）の規定で、

裁判官に関するものは家事審判官及び参与員について、

裁判所書記官に関するものは家庭裁判所の裁判所書記官

について準用する。　　　　　　（平八最裁規六・追加）

第4条の4　審判の期日における手続は、裁判長が指揮する。

（平一三最裁規一・追加）

第15条の3　審判前の保全処分の申立人は、申立て（次に

掲げる申立てを除く。）を却下する審判に対し、即時抗告

をすることができる。
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一　第二十三条第一項（第百六条第一項（第四十七条及び

第四十八条第三項において準用する場合を含む。）におい

て準用する場合を含む。）、第三十条第一項及び第三十条

の八第一項の規定による保全処分の申立て

二　第六十四条の五第一項（第六十四条の十二において準

用する場合を含む。）及び第七十四条第一項（第七十条、

第七十二条、第八十六条、第九十二条第二項、第九十三

条第三項及び第百二十六条第一項において準用する場合

を含む。）の規定により職務代行者を選任する保全処分の

申立て

２　本案の申立てを認める審判に対し即時抗告をすること

ができる者は、審判前の保全処分（前項各号に規定する

保全処分を除く。）に対し、即時抗告をすることができる。

３　前項の規定により即時抗告が提起された場合において、

原審判の取消しの原因となることが明らかな事情及び原

審判の執行により回復の困難な損害が生ずべきことにつ

いて疎明があつたときは、高等裁判所は、申立てにより、

即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、担保

を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として、

若しくは担保を立てさせないで原審判の執行の停止を命

じ、又は担保を立てさせて、若しくは担保を立てること

を条件として既にした執行処分の取消しを命ずることが

できる。事件の記録が家庭裁判所に存する間は、家庭裁

判所も、これらの処分を命ずることができる。

４　前条第二項及び第三項の規定は前項の疎明について、

民事保全法（平成元年法律第九十一号）第四条の規定は

前項の担保について準用する。

７．特別家事審判規則

（昭和22年12月29日最高裁判所規則第16号）

最終改正：平成20年3月12日同第4号

第4章　児童福祉法に規定する事件

（管轄）

第18条　児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第

二十八条第一項各号に掲げる措置についての承認及び同

条第二項ただし書の規定による当該措置の期間の更新に

ついての承認に関する審判事件は、児童の住所地の家庭

裁判所の管轄とする。

（昭二三最裁規三八・平一七最裁規五・一部改正）

（審判前の保全処分）

第18条の2　児童福祉法第三十三条第二項の規定による一

時保護が加えられている児童について同法第二十八条第

一項各号に掲げる措置についての承認の申立てがあり、

かつ、児童虐待の防止等に関する法律（平成十二年法律

第八十二号）第十二条第一項の規定により、当該児童の

保護者について、同項各号に掲げる行為の全部が制限さ

れている場合において、当該児童の保護のため必要があ

るときは、家庭裁判所は、当該申立てをした者の申立て

により、当該承認の申立てについての審判が効力を生ず

るまでの間、当該保護者に対し、当該児童の住所若しく

は居所、就学する学校その他の場所において当該児童の

身辺につきまとい、又は当該児童の住所若しくは居所、

就学する学校その他その通常所在する場所（通学路その

他の当該児童が日常生活又は社会生活を営むために通常

移動する経路を含む。）の付近をはいかいしてはならない

ことを命ずることができる。

（平一七最裁規五・追加、平二〇最裁規一・一部改正）

（陳述及び意見の聴取）

第19条　家庭裁判所は、第十八条に規定する承認に関する

審判をするには、当該児童を現に監護する者及び親権者

（親権者のないときは、未成年後見人）の陳述を聴かなけ

ればならない。この場合において、家庭裁判所は、申立

人に対し、当該陳述に関する意見を求めることができる。

２　当該児童が満十五歳以上であるときは、家庭裁判所は、

当該児童の陳述をも聴かなければならない。

（昭二三最裁規三八・平一七最裁規五・一部改正）

（即時抗告）

第20条　第三条の五の規定は、第十八条に規定する承認の

申立を却下する審判について準用する。

２　前条第一項前段に規定する者は、第十八条に規定する

承認の審判に対し即時抗告をすることができる。

（昭二五最裁規一五・平一七最裁規五・一部改正）

８．精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（抜粋）

（昭和二十五年五月一日法律第百二十三号）

最終改正：平成二二年一二月一〇日法律第七一号

（保護者）

第20条　精神障害者については、その後見人、配偶者、親

権を行う者及び扶養義務者が保護者となる。ただし、次

の各号の一に該当する者は保護者とならない。

　一　行方の知れない者

　二　 当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はし

た者並びにその配偶者及び直系 血族

　三　家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は補佐人

　四　破産者

　五　禁治産者及び準禁治産者

　六　未成年者

２　保護者が数人ある場合において、その義務を行うべき

順位は、次のとおりとする。ただし、本人の保護のため

特に必要があると認める場合には、後見人以外の者につ

いて家庭裁判所は利害関係人の申立てによりその順位を

変更することができる。

　一　後見人

　二　配偶者

　三　親権を行う者

　四　 前２号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所
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が選任した者

３　前項ただし書の規定による順位の変更及び同項第４号

の規定による選任は家事審判法 （昭和22年法律第152号）

の適用については、同法第９条第１項甲類に掲げる事項

とみなす。

第21条　前条第２項各号の保護者がないとき又はこれらの

保護者がその義務を行うことができないときはその精神

障害者の居住地を管轄する市町村長（特別区の長を含む。

以下 同じ。）、居住地がないか又は明らかでないときはそ

の精神障害者の現在地を管轄する市町村長が保護者とな

る。

第22条　保護者は、精神障害者に治療を受けさせるととも

に、精神障害者が自身を傷つけ又は他人に害を及ぼさな

いように監督し、かつ、精神障害者の財産上の利益を保

護しなければならない。

２　保護者は、精神障害者の診断が正しく行われるよう医

師に協力しなければならない。

３　保護者は、精神障害者に医療を受けさせるに当たって

は、医師の指示に従わなければならない。

第22条の２　保護者は、第41条の規定による義務（第29条

の３又は第29条の４第１項の規定により退院する者の引

取りに係るものに限る｡）を行うに当たり必要があるとき

は、当該精神病院若しくは指定病院の管理者又は当該精

神病院若しくは指定病院と関連する精神障害者社会復帰

施設の長に対し、当該精神障害者の社会復帰の促進に関

し、相談し、及び必要な援助を求めることができる。

９．行政手続法（抜粋）

（平成五年十一月十二日法律第八十八号）

最終改正：平成一八年六月一四日法律第六六号

（不利益処分をしようとする場合の手続） 

第13条　行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、

次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、

当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該

各号に定める意見陳述のための手続を執らなければなら

ない。 

　一　 次のいずれかに該当するとき　聴聞 

　　イ　 許認可等を取り消す不利益処分をしようとすると

き。

　　ロ　 イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地

位を直接にはく奪する不利益処分をしようとする

とき。

　　ハ　 名あて人が法人である場合におけるその役員の解

任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事す

る者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会

員である者の除名を命ずる不利益処分をしようと

するとき。

　　ニ　 イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行

政庁が相当と認めるとき。

　二　 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき　弁

明の機会の付与 

２　次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、

適用しない。 

　一　 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、

前項に規定する意見陳述のための手続を執ることが

できないとき。 

　二　 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われ

るに至ったことが判明した場合に必ずすることとさ

れている不利益処分であって、その資格の不存在又

は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の

職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他

の客観的な資料により直接証明されたものをしよう

とするとき。 

　三　 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物

の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事

項が法令において技術的な基準をもって明確にされ

ている場合において、専ら当該基準が充足されてい

ないことを理由として当該基準に従うべきことを命

ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、

実験その他客観的な認定方法によって確認されたも

のをしようとするとき。 

　四　 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納

付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金

銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。 

　五　 当該不利益処分の性質上、それによって課される義

務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人と

なるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しない

ものとして政令で定める処分をしようとするとき。

10．刑法（抜粋）

（明治四十年四月二十四日法律第四十五号）

最終改正：平成二二年四月二七日法律第二六号

（親告罪） 

第232条　この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起する

ことができない。 

２　告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、

皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君

主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代

わって告訴を行う。

11．弁護士法（抜粋）

（秘密保持の権利及び義務）

第23条　弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り

得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法

律に別段の定めがある場合は、この限りでない。（報告の

請求）

第23条の２　弁護士は、受任している事件について、所属
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弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要

な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申

出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が

適当でないと認めるときは、これを拒絶することができ

る。

２　弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又

は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること

ができる。

12．刑事訴訟法（抜粋）

（昭和二十三年七月十日法律第百三十一号）

最終改正：平成二二年四月二七日法律第二六号

第239条　何人でも、犯罪があると思料するときは、告発

をすることができる。 

②　 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があ

ると思料するときは、告発をしなければならない。

13．国籍法（抜粋）

（昭和二十五年五月四日法律第百四十七号）

最終改正：平成二〇年一二月一二日法律第八八号

（この法律の目的） 

第1条　日本国民たる要件は、この法律の定めるところによ

る。 

（出生による国籍の取得） 

第2条　子は、次の場合には、日本国民とする。 

　一　出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 

　二　 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつた

とき。 

　三　 日本で生まれた場合において、父母がともに知れな

いとき、又は国籍を有しないとき。 

（認知された子の国籍の取得） 

第3条　父又は母が認知した子で二十歳未満のもの（日本国

民であつた者を除く。）は、認知をした父又は母が子の出

生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母

が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国

民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、

日本の国籍を取得することができる。 

②　 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日

本の国籍を取得する。

14．戸籍法（抜粋）

第52条　嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の

出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなけ

ればならない。

②　 嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければ

ならない。

③　 前２項の規定によつて届出をすべき者が届出をするこ

とができない場合には、左の者は、その順序に従つて、

届出をしなければならない。

　　第１同居者

　　第２出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者

４　第１項又は第２項の規定によつて届出をすべき者が届

出をすることができない場合には、その者以外の法定代

理人も、届出をすることができる。

《改正》平13法153
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