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●虐待に関する相談

電話番号 開設日・時間

0276-31-3721

児童相談所全国共通ダイヤル 189 365日24時間対応

桐生市子育て相談課子育て相談係 0277-43-2000
土日祝日年末年始除く

午前8時30分～午後5時15分

0277-43-0110
平日午前8時30分～午後5時15分
夜間・土日祝日は、当直体制（事件事
故対応）緊急の事件事故は「110番」

0503383-5399
祝日・年末年始を除く

月～金曜日：午前9時～午後5時

0570-079714
祝日・年末年始を除く

月～金曜日：午前9時～午後9時
土曜日：午前9時～午後5時

●子育てに関する相談

0277-47-1152

子育て相談係

母子保健係

子育て支援センター 0277-46-5031

新里町保健文化センター 0277-74-5550

黒保根町保健センター 0277-96-2266

桐生市新里支所 0277-74-2904

桐生市黒保根支所 0277-96-2112

0277-46-1111

0277-22-6327

月～金曜日：午前9時～午後5時

第2・4土曜日：午前9時～午後3時

市民生活課

市民生活課

学校教育課

桐生市立教育研究所

0277-43-2000

子
育
て
相
談
課

子育て支援課

健

康

長

寿

課

桐生市保健福祉部

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ
0120-783-884
携帯電話からは、
027-263-1100

こどもホットライン24

相談機関一覧表

東部児童相談所

機　関　名

桐生市教育委員会

土日祝日年末年始除く
午前8時30分～午後5時15分

法テラス群馬

法テラス・犯罪被害者支援ダイヤル

365日24時間対応

0270-26-9200子どもの発達相談（総合教育センター）

桐生警察署生活安全課

桐生市子どもすこ
やか部



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●DV等その他関係相談

月～金曜日：午前9時～午後８時

土日・祝日：午後1時～午後5時

桐生市 0277-46-1111
土日祝日年末年始除く

午前8時30分～午後5時15分

027-263-0459
毎月第2水曜日・第4水曜日

正午～午後1時30分

027-224-8080 365日24時間対応

027-221-7777 月～金曜日：午前8時30分～午後5時15分

027-224-4356 月～金曜日：午前8時30分～午後5時15分

027-243-0110 月～金曜日：午前8時30分～午後5時15分

前橋地方法務局 0570-070-810 月～金曜日：午前8時30分～午後5時15分

0503383-5399
祝日・年末年始を除く

月～金曜日：午前9時～午後5時

祝日・年末年始を除く
月～金曜日：午前9時～午後9時
土曜日：午前9時～午後5時

男性DV被害者相談電話

027-261-4466
群馬県女性相談センター
（DVに関する女性からの相談）

法テラス群馬

0570-079714法テラス・犯罪被害者支援ダイヤル

群馬県警察本部

警察安全相談室

犯罪被害者相談

女性相談者専用窓口

ｽﾄｰｶｰ・DV相談

女性の人権ホットライン

市民生活課
男女共同参画推進・生活係



○桐生市子ども家庭総合支援拠点設置運営に関する要綱 

(平成 30 年 4月 1日施行) 
 

(設置) 

第 1条 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164号)第 10条の 2及び市区町村子

ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成 29年 3月 31日付雇児

発 0331 第 49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「運営指

針」という。)に基づき、全ての子どもとその家庭及び妊産婦等の福祉に

関し、必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの

相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、その他の必要な支援に係る

業務を適切に行うことを目的として、桐生市子ども家庭総合支援拠点(以

下「支援拠点」という。)を設置する。 

(実施主体) 

第 2条 この事業の実施主体は、桐生市とする。ただし、事業の運営の一

部を市長が適当と認める団体に委託することができる。 

(支援対象) 

第 3条 支援拠点における支援の対象者(以下「ケース」という。)は、市

内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。 

(事業内容) 

第 4条 支援拠点における主な業務は、次のとおりとする。 

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務 

(2) 要支援児童又は要保護児童及びその家庭並びに特定妊婦等への支援

業務 

(3) 前 2号を行うための関係機関との連絡調整 

(設置場所) 

第 5条 支援拠点の設置場所は、次のとおりとする。 

桐生市末広町 13番地の 4 桐生市保健福祉会館内 

(開設時間) 

第 6条 支援拠点の開設時間は、午前 8 時 30分から午後 5 時 15分までと

する。ただし、緊急的な支援等を必要とする場合にはこの限りでない。 

(休日) 

第 7条 支援拠点の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 17

8号)に規定する休日、年末年始(12 月 29 日から翌年 1月 3日まで)並び

に土曜日及び日曜日とする。ただし、緊急的な支援等を必要とする場合

にはこの限りでない。 

(職員の配置) 

第 8条 支援拠点には、第 4 条の事業を実施するため、運営指針に基づ

き、子ども家庭支援員、虐待対応専門員等の専門職を配置するものとす

る。 



(個人情報の取扱い) 

第 9条 市は、事業の実施に当たり、桐生市個人情報保護条例(平成 27年

桐生市条例第 28号)に基づき、ケースに関する情報は必要な関係機関と

共有するとともに、適切に管理するものとする。 

附 則 

この要綱は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○桐生市要保護児童対策地域協議会の設置及び運営に関する要綱 

(平成 17 年 6 月 13 日施行) 

改正 平成 23年 4 月 1日 平成 26年 4 月 1日 

平成 28年 4 月 1日 平成 29年 4 月 1日 

平成 30年 4 月 1日 平成 31年 4 月 1日 

令和 2年 4月 1 日 
 

 

(設置) 

第 1条 児童虐待が児童の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与え

ることを鑑み、虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童の早期

発見若しくは適切な保護及び支援又は特定妊婦への適切な支援を図るた

め、桐生市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置

する。 

(活動) 

第 2条 協議会は、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164号)第 25条の 2 第 2

項に基づく業務のほか、次に掲げる活動を行う。 

(1) 要保護児童等又は特定妊婦に関する各機関の連携及び協力活動 

(2) 児童虐待防止に関する啓発活動 

(協議会の構成) 

第 3条 協議会は、別表に定める行政機関、関係団体及び児童福祉に関連

する職務に従事する者で構成する。 

(要保護児童対策調整機関) 

第 4条 この協議会に要保護児童対策調整機関を設置し、協議会に関する

事務の総括、支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整等の協

議会の事務局としての業務その他協議会運営に関して必要な業務を行

う。 

2 要保護児童対策調整機関は、子どもすこやか部子育て相談課が担当す

る。 

(会議の招集) 

第 5条 協議会に代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を設

け、会議の開催は、要保護児童対策調整機関が招集する。 

(代表者会議) 

第 6条 代表者会議の代表者は、別表の構成機関から推薦のあった者を市

長が委嘱又は任命する。 

2 代表者の任期は委嘱及び任命された年度から翌年度末までの 2年間とす

る。ただし、代表者が欠けた場合における補欠代表者の任期は、前任者

の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第 7条 協議会に会長及び副会長を置き、代表委員の互選により定める。 



2 会長は、会務を総務し、協議会を代表する。 

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

(実務者会議) 

第 8条 実務者会議の実務者は、別表の構成機関から推薦のあった者を充

てる。 

2 実務者の任期は 2年間とする。ただし、実務者が欠けた場合における補

欠実務者の任期は、前任者の残任期間とする。 

(実務者会議の座長及び副座長) 

第 9条 実務者会議に座長及び副座長を置き、実務者の互選により定め

る。 

2 座長は会務を総務し、実務者会議を代表する。 

3 副座長は座長を補佐し、座長に事故ある時はその業務を代理する。 

(個別ケース検討会議) 

第 10条 個別ケース検討会議については、対象とするケースの性質に応じ

て参加機関等を選定することができる。 

2 個別ケース検討会議の進行は、子どもすこやか部子育て相談課が担当す

る。 

(秘密の保持) 

第 11条 協議会の構成員は、正当な理由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。 

(補則) 

第 12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項

は、会長が代表者会議に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成 17年 6月 13日から施行する。 

附 則(平成 23 年 4 月 1日) 
 

この要綱は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 26 年 4 月 1日) 
 

この要綱は、平成 26年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 28 年 4 月 1日) 
 

この要綱は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 29 年 4 月 1日) 
 

この要綱は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 30 年 4 月 1日) 
 



この要綱は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 31 年 4 月 1日) 
 

この要綱は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 2 年 4 月 1日) 
 

この要綱は、令和 2 年 4月 1 日から施行する。 

別表(第 3条関係) 

構成機関 

東部児童相談所 

桐生保健福祉事務所 

桐生警察署 

前橋地方法務局桐生支局  

桐生市医師会 

桐生厚生総合病院 

桐生人権擁護委員 

桐生市民生委員児童委員 

桐生市母子保健推進員 

桐生市立小学校 

桐生市立中学校 

桐生市立幼稚園 

桐生市立保育園 

桐生市私立認定こども園 

桐生市私立保育園 

桐生市教育委員会教育部学校教育課 

桐生市保健福祉部福祉課 

桐生市新里支所市民生活課 

桐生市黒保根支所市民生活課  

桐生市子どもすこやか部子育て相談課 

 
 

 

 

 

 



○桐生市家庭児童相談室設置要綱 

(昭和 63 年 4 月 1 日施行) 

改正 平成 26年 10月 1日 平成 28年 1 月 1日 

平成 29年 4 月 1日 
 

 

(設置) 

第 1条 福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、

もって家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉の向上を図る

ため、福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置す

る。 

(業務) 

第 2条 相談室は、次に掲げる児童に関する業務を行う。 

(1) 性格及び生活習慣に関する相談 

(2) 知能及び言語に関する相談 

(3) 学校生活等に関する相談 

(4) 非行に関する相談 

(5) 虐待等家族関係に関する相談及び要保護児童対策地域協議会の運営

に関すること。 

(6) 環境福祉に関する相談 

(7) 心身障害に関する相談 

(8) 母子・父子自立支援に関する相談 

(9) ＤＶに関する相談 

(10) その他児童養育及び児童福祉の向上に関する相談 

(開設日時) 

第 3条 相談室は、桐生市の休日を定める条例(平成 4 年桐生市条例第 18

号)に基づき開設し、執務時間については、桐生市の執務時間を定める規

則(平成 4年桐生市規則第 21号)によるものとする。 

2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長は必要があると認めるときは、

開設日時を変更することができる。 

(職員) 

第 4条 相談室には、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする業務

を行う職員として家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(以

下「相談員」という。)を配置するものとする。 

(職員の資格) 

第 5条 相談員は、人格円満で、社会的信望があり、健康で、児童福祉、

母子福祉の増進に熱意を有する者であって、次のいずれかに該当する者

の中から従事させるものとする。 

(1) 児童福祉事業に 2年以上従事した経験を有する者 

(2) 社会福祉士 



(3) 前 2号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有する

もの 

(運営) 

第 6条 相談室の運営については、次のとおり留意するものとする。 

(1) 相談室の効率的な運営を図るため、地域の家庭児童福祉の実態に対

応する運営計画の策定及び関係職員の充足等に十分配意するものとす

る。 

(2) 相談室の運営に当たっては、児童相談所、保健福祉事務所、学校、

警察署及び児童委員等との連絡協調を緊密にするものとする。 

(3) 相談室が地域住民に十分に活用されるように、その設置場所、業務

内容等に関する広報活動を積極的に行うものとする。なお、家庭児童

相談が円滑に行われるように地域住民との通報体制の確立を図るもの

とする。 

(補則) 

第 7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、昭和 63年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 26 年 10月 1日) 
 

この要綱は、平成 26年 10 月 1日から施行する。 

附 則(平成 28 年 1 月 1日) 
 

この要綱は、平成 28年 1月 1日から施行する。 

附 則(平成 29 年 4 月 1日) 
 

この要綱は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



児童虐待の防止等に関する法律（抜粋） 

（目的） 

第一条 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） 

第二条 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。第十六条において同じ。）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） 

第三条 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） 

第四条 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家庭（家庭における養育環境と同様の

養育環境及び良好な家庭的環境を含む。）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、歯科医師、保健師、助産師、看護師、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、家庭（家庭における養育環境と同様の養育環境及び

良好な家庭的環境を含む。）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） 

第五条 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、歯科医師、保健師、助産師、看護師、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） 

第六条 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）第二十五条第一

項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。 

第七条 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） 

第八条 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若しく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、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。 

一 児童福祉法第三十三条第一項の規定により当該児童の一時保護を行い、又は適当な者に委

託して、当該一時保護を行わせること。 

二 児童福祉法第二十六条第一項第三号の規定により当該児童のうち第六条第一項の規定に

よる通告を受けたものを市町村に送致すること。 

三 当該児童のうち児童福祉法第二十五条の八第三号に規定する保育の利用等（以下この号に

おいて「保育の利用等」という。）が適当であると認めるものをその保育の利用等に係る都道

府県又は市町村の長へ報告し、又は通知すること。 

四 当該児童のうち児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第

三項に規定する子育て短期支援事業、同条第五項に規定する養育支援訪問事業、同条第六項に

規定する地域子育て支援拠点事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業、子ど

も・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第五十九条第一号に掲げる事業その他市町

村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認めるものをその事業の

実施に係る市町村の長へ通知すること。 

３ 前二項の児童の安全の確認を行うための措置、市町村若しくは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。 

（児童虐待を受けた児童等に対する支援） 

第十三条の三 市町村は、子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育

施設（次項において「特定教育・保育施設」という。）又は同法第四十三条第三項に規定する

特定地域型保育事業（次項において「特定地域型保育事業」という。）の利用について、同法

第四十二条第一項若しくは第五十四条第一項の規定により相談、助言若しくはあっせん若しく

は要請を行う場合又は児童福祉法第二十四条第三項の規定により調整若しくは要請を行う場

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 特定教育・保育施設の設置者又は子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定

地域型保育事業者は、同法第三十三条第二項又は第四十五条第二項の規定により当該特定教

育・保育施設を利用する児童（同法第十九条第一項第二号又は第三号に該当する児童に限る。

以下この項において同じ。）又は当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を利用

する児童を選考するときは、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。 

３ 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。 

４ 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） 

第十三条の四 地方公共団体の機関及び病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童の医療、

福祉又は教育に関係する機関（地方公共団体の機関を除く。）並びに医師、歯科医師、保健師、

助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童の医療、福祉又は教育に関連

する職務に従事する者は、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。 

 

 

 

 

 

 

 



児童福祉法（抜粋） 

 

（児童福祉の理念） 

第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、そ

の生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びに

その自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 

（児童育成の責任） 

第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、

児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮さ

れ、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 

２ 児童の保護者は、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負う。 

３ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任

を負う。 

（児童福祉原理の尊重） 

第三条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、

すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならない。  

（児童） 

第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 

一 乳児 満一歳に満たない者 

二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 

三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者 

２ この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のあ

る児童（発達障害者支援法（平成十六年法律第百六十七号）第二条第二項に規定する発達障害

児を含む。）又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第四条第一項

の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。 

（妊産婦） 

第五条 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。 

（保護者） 

第六条 この法律で、保護者とは、第十九条の三、第五十七条の三第二項、第五十七条の三の

三第二項及び第五十七条の四第二項を除き、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。て国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよ

う努めなければならない。 

 （要保護児童発見者の通告義務） 

第二十五条 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。 



２ 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、前項の規定による通告

をすることを妨げるものと解釈してはならない。 

（要保護児童対策地域協議会の設置） 

第二十五条の二 地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童（第三十一条第四項に規

定する延長者及び第三十三条第十項に規定する保護延長者（次項において「延長者等」という。）

を含む。次項において同じ。）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（延長者等の親権を行う者、未

成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。）又は特定妊婦（以下この項及

び第五項において「支援対象児童等」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、支援対象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、支援対象児童等に

対する支援が適切に実施されるよう、厚生労働省令で定めるところにより、支援対象児童等に

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、母子保健法第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センターその他の関係機関等と

の連絡調整を行うものとする。 

６ 市町村の設置した協議会（市町村が地方公共団体（市町村を除く。）と共同して設置した

ものを含む。）に係る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、専門

的な知識及び技術に基づき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（次項及び第八項において「調整担当者」という。）を置くものとする。 

７ 地方公共団体（市町村を除く。）の設置した協議会（当該地方公共団体が市町村と共同し

て設置したものを除く。）に係る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、調整担当者を置くように努めなければならない。 

８ 要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者は、厚生労働大臣が定める基準に適合する

研修を受けなければならない。 

第二十五条の三 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。 

第二十五条の四 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協

議会が定める。 

（守秘義務） 

第二十五条の五 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 

第二十五条の六 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、第二十五条第一

項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。 

（要保護児童の保護措置等） 

第二十五条の七 市町村（次項に規定する町村を除く。）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（次項において「要保護児童等」という。）に対する支援の実施

状況を的確に把握するものとし、第二十五条第一項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）第九条第六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。 

三 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。 

四 児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若し

くは質問、第二十九条若しくは同法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者は、

これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。 

第二十五条の八 都道府県の設置する福祉事務所の長は、第二十五条第一項の規定による通

告又は前条第二項第二号若しくは次条第一項第四号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 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こと。 

二 児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させ

ること。 

三 保育の利用等（助産の実施、母子保護の実施又は保育の利用若しくは第二十四条第五項の

規定による措置をいう。以下同じ。）が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の

利用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。 

四 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。 

五 第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町

村の長に報告し、又は通知すること。 



〔保護者の児童虐待等の場合の措置〕 

第二十八条  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後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は後見人に引

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。 

（立ち入り調査） 

 第二十九条 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。  

（児童の一時保護） 

第三十三条 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採るに

至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置

かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託し

て、当該一時保護を行わせることができる。 

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（第二

十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。）を採るに至るまで、児童の安

全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その

他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当

該一時保護を行う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。 

第三十三条の七 児童等の親権者に係る民法第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一

項、第八百三十五条又は第八百三十六条の規定による親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失

の審判の請求又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談

所長も、これを行うことができる。 

（親権喪失宣言の請求） 

第三十三条の七 児童等の親権者に係る民法第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一

項、第八百三十五条又は第八百三十六条の規定による親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失

の審判の請求又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談



所長も、これを行うことができる。 

（未成年者後見人選任の請求） 

第三十三条の八 児童相談所長は、親権を行う者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（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中若しくは児童福祉施設に入所中の児童等又は

一時保護中の児童を除く。）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。 

 

（未成年後見人解任の請求） 

第三十三条の九 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。 

 


