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ソーシャルワークの視点から
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区分 区分例 発表

マクロ 政策、国家間比較 本日はここです。

メゾ 地域など

ミクロ 当事者など



国は根拠のある政策を推進している（EBPM)
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参考：政策部門が、統計等を積極的に利用
して、証拠に基づく政策立案の推進（ＥＢＰＭ
：エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング）
（首相官邸：統計改革推進会議、2017）

政府、議員の皆様に必要なこと

・あなたにアクセスする人は、どの
レベルのエビデンスを基に、意見を
言っているのか？

・下位レベルの意見に反応してしま
うことを、「操作される」といいます。



本研究で使用した図表について

• 断りのない限り、すべて国で実施した調査（委託研究や補
助事業も含む）による「公開データ」のみで算出しています。

• データサイエンスを活用しています。

• 図表の算出方法等、今回発表以外でもデータや図表等が
必要な場合は、いつでもお尋ねいただけますと幸いです。
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はじめに

１．虐待はなぜいけないか？

２．わが国の児童虐待の現状

３．児童虐待のシステムの何が原因か？

４．データから見た政策提言

（時間があれば）

SNSのビッグデータを利用した統計的因果推論に基づく児童虐待通告数増加の決定要因および
シミュレーションに基づく虐待防止のための効果的な政策ランキング
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１．虐待はなぜいけないか？

• 司法：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、

• 医療・心理：トラウマ、傷病・・・

• 福祉：
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社会的コスト（お金）がかかるから



子どもの虐待の社会的コスト

名称 項目 費用
参考

（アメリカ）

直接費用
児童相談所や市町村の予算、児童養
護施設などの社会的養護の費用 0.1兆円 3兆円

間接費用
虐待における死亡、疾病、生産性損
失、離婚や犯罪、学歴、生活保護へ
の影響

1.5兆円 9兆円

合計 1.6兆円 12兆円

表 2012年度のわが国の虐待の社会的コスト

他国との比較で人口比を考えても直接費用が10倍以上異なるの
は、政策比較すると、教育と福祉の一部ぐらいである。



国内での政策評価

震災と異なり、虐待は毎年莫大な

社会的損失が発生している。

現在：最新版を計測中。

区分 直接費用 間接費用 説明

震災被害額
（福島県）

0.5兆円 1.9兆円 福島県の震災被害（地震、津波、原
発）死者1,481人、行方不明720人、
避難者90,260人、被災者比率
17.2％）
※被害額は低減していく。

児童虐待 0.1兆円 1.5兆円 毎年少なくともコストがかかる。



The social costs of child abuse in Japan
（2014）

• 内閣官房副長官議長の「児童虐待防止
対策に関する副大臣等会議」資料

• 参議院厚生労働委員会児童福祉法改正
質疑資料

• 議員説明（国、地方、議連含む）29回



子どもの貧困の社会的コスト

• 虐待と同じ2012年のデータ

• 貧困を相対的貧困率ではなく、ひとり
親家庭、生活保護受給家庭、児童養
護施設出身者に限定

• 貧困の再生産、早期婚・離婚・犯罪等
の影響を除外（データがない）。

• 学歴とその影響を総合して計算

10



子どもの貧困のコスト
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学歴のみで
この試算結果

ひとり親家庭、生活保
護受給家庭、児童養
護施設出身者

１５％

子ども



福祉は社会的コストを削減する

• 児童虐待は放置すると多額のコストがかかる

• ソーシャルワークにより未然防止、予防するのが福祉

• わが国最大の国難は少子化

• 少子化対策かつ,より良い成長をする子どもの割合を増や
す

• 社会のシステムの維持には少子化を防ぐことが絶対条件

• 国を破壊するには少子化が最も適切

→子ども政策+データサイエンスで復活できると確信している
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なぜ児童虐待が重要なのか
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虐待被害群 ここも幸せに！

子どもの数を増やすこと

・わが国がすべての分野で最
も政策投入すべき分野は
「子ども政策」→教育と福祉

①子どもの数を増やすとともに、幸
せにより良い人生を歩める子ども
の割合を上げること。
②子ども対策にわが国の存亡が
かかっている。
③社会保障への影響だけではな
い

④人口負の複利効果を防ぐ。

子どもへの教育と福祉は国の
根幹である。

②児童虐待防止対策

①少子化対策

①+②＝子ども政策

子ども



２．わが国の児童虐待の現状

児童相談所の役割

１．専門的な相談、診断、援助

２．一時保護

３．措置（社会的養護：里親や施設）
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児童相談所での児童虐待相談対応件数（種別）
件数

01 心理的虐待 02 03 ネグレクト 04 性的虐待身体的虐待

10年で6.1倍

10年で3.7倍

２．わが国の児童虐待の現状

6,942

422,664

159,850



増加に最も寄与しているもの
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10年で3.7倍（総数）

16倍（警察DV）

2.2倍（警察除く）

児童
虐待



データからの視点

• 児童相談所への通告増加・・・半分は警察（DV）

• 警察はリスクアセスメントなしに全ケースを通告
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他の種別 DV通告

児相対応 28% 8%

他機関対応 65% 80%

訪問せず 7% 12%

合計 100% 100%

表 児相への通告受理後、対応した機関

（論点）

• DV通告の92％は児相は対応しない



データからの視点
• DV通告の重症度
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DV通告ケース
面接2回以内終結 96.5%
年度内終結 99.5%
通告4か月後のリスクあり
ケース 0.6%

想定されるリスクありDV
ケース数（年間）

0.05%
（300-400件）

表 DV通告の重症度

（論点）

• 児相は0.05％のケースに特化すべき手法を考える。

• 児童相談所は専門機関である。



100%

4%

0.6%

0.1%

0.01%

0.002%

子どもの総人口

児童相談所に通告される割合

一時保護

社会的養護

虐待による死亡.

自治体による死亡事例検証

わが国の児童虐待被害のシミュレーション



各国の社会的養護率
国名 社会的養護率

ドイツ １％

デンマーク １％

ルーマニア １％

アメリカ 0.6％

韓国 １％

日本 0.1％
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他国に比べ低い社会的養護率
他国からの厳しい指摘



児相関与死亡事例
0.01%

4%

100% 児童虐待通告数

0.015%

安全学その他とぜひ比較検討してほしい。

児童相談所はさぼっているのか？

児童相談所における児童虐待死亡率



0.01%

4%

100% DV通告数

児相関与死亡事例
0.0002%

他の分野、事故率とぜひ比較させてください。

児童相談所の職員は仕事をしていないのか？

児童相談所におけるDV対応死亡率



児童虐待はしばらく増加する

〇国のデータ以外の研究成果

研究1：人口の5％は児童虐待の被害が少なくともある。

研究2.3：通告数は20-30万件/年が予測される。

〇今回のシミュレーション4％→5％だと20万件

※それでも他国よりは割合が低い状況である。



２．児相のシステムについて

課題

〇厚生労働省のみのシステム改革では限界→不可能

（例）大きな事件後、1日で改革プラン

・児童福祉法、児童虐待防止法改正くらいしか手立てがない。

・お願いのみしかできない（技術的助言）

→どうすればいいか？
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児童虐待防止対策体制総合強化プラン
（新プラン）

• 児相に権限を集中するので人員増加が必要

25



国のデータのみを使用した
児童福祉司必要人数の予測（保守的）
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2017 2022国目標 2022予想
児童福祉司数（1） 3,253 3,240 5,260
不足人数（2） 2,688 2,020 1,830 

必要児童福祉司数(1)+(2) 5,941 5,260 7,090

• 2017年度において既に人員不足

• 法改正前（DV）の質を保つには、2017年度で14.6時間/日勤務必要

• プランを達成しても大幅な残業orシステム崩壊

• 他国の比較では2万人必要

表 児童福祉司の必要人数のシミュレーション



児童虐待防止政策の失敗

１．厚労省のみで政策立案

（財務、総務、法務、警察、文科、内閣府・・・は？）

２．エビデンスに基づかない（児相職員増加のみは適切か？）

３．情報共有という児相からの情報吸収、下請け化

①児相→司法100%、司法→児相17％

②児相の判断への介入（司法と福祉、独立の侵害）
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児相に権限を集中させたシステムの失敗



３．児童虐待のシステムの何が原因か？

政策の課題

①情報共有

②通告システム

③親子の分離方法

④逆トリアージ
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政策の課題：①情報共有

• 日本以外のすべての国では情報の共有を厳格化（区分化）

• 全件通告情報共有は効果なし

• 情報共有から役割分担へ世界はシフトしている。

（例）

・自治体は協定のみで警察に全通告データを渡していいのか？

・共有ならばきちんと児相はデータをもらっているか？
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政策の課題：②通告システム

• 通告、受理、対応、一時保護、措置、支援をすべて一つの
機関がやっているのは日本だけである。

〇アメリカ：区分対応（DR）システムなどで分離

• 日本のパイロット事業の課題：自治体だけでやろうとしてい
る
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通告受理
スクリーニ
ング

介入型対応

支援型対応

除外：または予防

少なくとも

4機関

DRシステム



政策の課題：②通告システム

• 実現可能なモデル案（韓国型：和田,2019）
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通告受理
（警察）

スクリー
ニング
（警察）

介入型対応（警察） 30％

支援型対応（児相） 47％

除外（スクリーンアウト）
または予防的対応（市町村）

23％

課題③へ

ビッグデータを利用した
予測モデルの学術レベル

警察＞（越えられない壁）＞福祉

情報の流れと区分化の徹底



政策の課題：③親子分離

（親子分離）

• 子どもの権利条約（第9条）：児童福祉法1条

• 親子は、司法の介入なしに分離されない。

• 司法なしに分離しているのは日本のみ。

• 国連からも勧告を受けている。

（例外）

• 虐待やDVに関しては、緊急対応の観点から分離を認められている。

• 「福祉機関」では最大72時間制限の国が多い（またはそれ以下）。

• 制限後は事実かどうか、分離が必要かは裁判所が決定し判断する。
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政策の課題：③親子分離
（わが国の課題）

• 一時保護2か月を超える場合で、親が同意しない場合のみ家庭裁判所
が判断する。

〇しかし子どもの権利条約では

• 親の同意不同意は一切関係ない。

• 権限のある当局（児童相談所）が司法の審査に従うことを条件として適
用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために
必要であると決定する場合は・・・。

• 一時保護、その後の措置（施設や里親に行くこと）について、司法はこれ
まで政策として子どもや家族のために動いてこなかった。
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政策の課題：③親子分離
（今後適用すべきモデル：通告システム現行の場合）
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警察が要保護児童発見

児相が要保護児童発見

市町村が要保護児童発見

一時保護が必要な子ど
もを見つけたら・・・

福祉支援：児相
（一時保護所、委託）

最大72時間制限

家
庭
裁
判
所

措置

一時保護所、委託

在宅指導

送致

児童一時保護（福祉）中に

送致

子どもの人権を侵害する可能性があれば、司法が審査すべきである。



政策の課題：④逆トリアージ

• どんな分野でもトリアージがある。

• 現在の資源の中で最適な効率化、適正、援助の行動をする。

• 失敗の検証について（死亡検証の不備、別分野：出産など）

• しかし福祉だけは逆トリアージなのである。
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項目 死亡率

児相が関与した死亡例 0.015％
児相が関与したDV死亡例 0.0002%

・逆トリアージ→困難ケースから対応していく。

~死亡事例検証委員会やメディアの罪~

〇ベストエフォートしか考えない
・救える命だった。
・1つのミスもしてはいけない、命を落としてはいけない
・連携大切、研修も大切。その科学的根拠はないです
が。あと責任は負いません。

あの極小リソースでこの死亡割合でもたたかれる
児童相談所

うまくいったことは闇の中
うまくいかないことが報道される。



虐待死は誰に責任があるのか？
マルチレベルで考える。（国が地方に予算・法で媒介している）

レベル4

レベル3

レベル2

レベル１ 国

児相設置
自治体

児童相談
所

福祉司 心理司 一保

児童相談
所

福祉司 心理司 一保

児相設置
自治体

児童相談
所

福祉司 心理司 一保
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責任度合

国＞地方自治体（政策）＞児童相談所＞職員



本当に虐待死をなくしたいならば

• 虐待死あり/なし群（グッドプラクティス）分析→群で考える

※データではすでに明らか。お金で解決する。
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虐待死あり自治体群 虐待死なし自治体群

１児相当たりの管轄人口 60万人以上 40万人以下

児童福祉司1人当たり年間虐待ケース数 50以上 30以下

一時保護所の定員 人口10万人当たり5人未満 人口10万人当たり5人以上

一時保護所における子ども定員：職員数 １：１以下 １：２以上

一時保護所年間入所率 70%以上 40%未満

児童養護施設余力 人口10万人当たり30人未満 人口10万人当たり30人以上

グッドプラクティス自治体のレベルが児童福祉法最低基準となった場合のコストと
子どもがそれでどのくらい幸せになるか（コストが減って便益が増える）、冷静に議論



虐待死：やることははっきりしている。

責任の順番 現状 対策

国
（厚労省ではない）

児福法改正、通知
微々たる予算

児福法以外の法改正、
予算

児相設置自治体
（政策）

予測モデルを使ったの
は2自治体

児相数、職員数、
社会的養育推進計画

児童相談所 多忙で対応不可 通知等厳守できる体制

職員 効果なく意味がない。 効果がある科学的な研修
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死亡事例でメディアはなぜ児相に行くのか？



虐待死：やることははっきりしている。
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（分析結果：おおよそこのパターン）

知識
（保護が必要）

一時保護
（保護先がない）
逆トリアージ

社会的養護
（行き先がない）
逆トリアージ

誰かを入れるには
誰かを出す。

誰かを出すための手続きの間に、在宅で
被害が拡大。

本来保護必要だが
自宅復帰して再被害

誰かを入れるには
誰かを出す。

誰かを出すための手続きの間に、入所待ちの
子どもは長期保護：子どもの権利侵害

本来措置必要だが
自宅復帰して再被害

研修は無駄である。
知識が役立たない。

リソースにあわせた対応
優先、経験

保護リソース絶対不足

医療保護・措置入院、こう
留・鑑別などのルートを司
法は回避させている。

社会的養護リソース絶対不足

施設数、里親数、予算、法
制度は誰が決めるのか？

知識＜リソース

リソースの整備不足が虐待死の要因

保護したいけどもっと深刻な子
から対応するので保護できない。

被害
拡大

45%

25%



0.01%

4%

100% 一時保護総数

司法：勾留、鑑別
司法：医療保護・措置30%

児童相談所の一時保護は本来は7割程度

司法が全く子ども支援をしない。

一時保護児童属性から見た適正保護先(保守的)



虐待死：やることははっきりしている。

ベストエフォートしか考えない

死亡検証委員会

• 救えた命である。

• 研修しっかりやれば救える。

• 各機関連携して対応すれば救
える。

• 職員の分析をしていない。

• 数値化ができない。

• 研修は学術的に意味がない。
41

最も効果的なことから政策導入する。

リソースの増加→政策

１．社会的養護の資源を増やす。

２．一時保護の資源を増やす。

３．家裁職員数を増やす（2011）

４．職員数を増やす。（やること）

国 ：法、予算

地方：社会的養育推進計画

すべて数値化できる。



皆様ご協力を

〇わが国児童福祉の悪しき慣習

• 虐待死亡事例→児童相談所謝罪会見

• 検証結果が出ないのに謝罪会見（しかも部課長レベル）

• 恐ろしくレベルが低いメディア（そして学がない）

• 検証結果が出てもそのころには忘れ提言が適切か科学的か意見で
きない。

• そもそも提言は実行されない。改革が頓挫し、現場は疲弊のまま

42

データをもとにしっかり判断して
子どもに社会資源を投入していただきたいです。



児相職員がなぜ高い精神疾患を持つか？
• ベストエフォート思考による現場
を見ない非科学的な死亡事例検
証によるハラスメント

• 重大事例によりシステム変更さ
れると、人員や予算などのリソー
スが追い付かないために、結果
として現場が疲弊、破壊される。

→子どもに損害を与える。

43https://mainichi.jp/articles/20191126/k00/00m/040/302000c

データやエビデンスに

基づいた政策を



子どもの視点から子どもへの人権侵害を防ぐ

ケース数 子どもの視点

日本 100ケース以上 ・入所時しか会ったことがない。
・コロコロ担当者が変わり、自分の意見が言えない。
・そもそも全く関わりがない。相談できない。

先進国 20ケース未満

44

（古い視点）：職員の精神疾患・・・

大量のケースを持つのは、子どもに適切にケアできないという、

子どもの視点からの子どもへの人権侵害である。

※児相側の視点で主張しているのではない。



５．データから見た政策提言
〇これだけで変わる（政治の責任）

１．虐待通告を警察に一元化（189など）

２．スクリーンアウトの導入（研究者にも責任を）

３．親子分離を法制化（児童相談所は福祉機関：子どもの権利を守る）

４．児童相談所や社会的養護の人員確保は「人材確保法」を参考に導入

５．ベストエフォートからグッドプラクティスによる職員数や資源の確保

45

つまりすべて司法なのです。

もう福祉から司法の段階に入ったのです（30年遅れ）。

児童虐待は司法というのが世界の潮流です。

児童相談所が虐待対応すべて行うのは非科学的です。



皆様のご協力を
• 当面、児相に科学的根拠に基づくアセスメントでスクリーンアウトをさ
せてください。

• 研究者がモデルを作り、失敗したら責任も取る気概があります。

• 大事件後の全件確認や全件48時間以内対応、研修の増加などエビ
デンスが全くなく意味がありません。 （例）児相のDV対応

• ハラスメントをする研究者→虐待とDVを一体化して対応（ぜんぶやれ）

• 現場：もう余力がない、退職、療養休暇、バーンアウト、志望者減・・・

46

児相が対応するDVケース 効果とリスク

これまで 80,000 より重大ケースに導入できる余力の確保

スクリーンアウト後 400（0.05％）に特化 スクリーンアウトした重大ケースの責任
→研究者も責任を負う(裁判で説明責任）



社会的コストを削減する児童福祉に関わる
人々をデータサイエンスで支援する

47

（現状）

少ない人数で

責任を負う

（これから）

研究者やAIを使って

みんなで支える。



この分野に興味を持っていただいた皆様へ

48

この分野における陳情、ロビ
イングはほとんどここである。

最近のトレンド
子どものことやっていると

批判されにくいし何より金になる。



児童虐待対策の新たな課題

〇子どもを利用して儲けようとする方々

• 効果が明らかでない、むしろ害の可能性がある活動（プロ
グラム、NPO・一般社団法人等）に税金が使われている。

• 事業評価、研究をしていないので全く予後が予測できない。
効果が不明なのに、害があるかもしれないものに税金を投
入している。

• ふるさと納税などの多額の税金が使われている。
49



「やる偽善よりもやらない偽善が正しい」のが福祉
• 一般のがれき処理などのボランティア→人格＜効果

• 人対象（子どもや被害者）はむしろ害になるものがある。

（人にかかわる援助者に注意すべきこと）

１．熱意があり能力がある。→有効

２．熱意がなく能力がある。→実践しないので無害

３．熱意がなく能力がない。→実践しないので無害

４．熱意があり能力がない。→最も害悪

（やっている自分凄い：キラキラNPO）
50



「熱意があり能力がない」のはどういうことか？

（世界のNPOやプログラム実践者、メディア）

• 1ドル→7ドル

• これだけ回復して〇のコスト削減

• 〇％がこの事業のみの効果で表すことができる。

• 社会的意義を必ず表す。

• 子どもの視点からの有効度を科学的に説明できる。

• 日本でも研究者NPO等がエビデンスを出してきている。

• 科学的に数値化できない→「熱意があり能力がない」
51

良い実践は必ず数値化できる。



ところがわが国でも問題が・・・
通常の評価

52

行政

ふるさと納
税、税金

委託、補助
NPO

プログラム実施者

依頼
研究機関
研究者

評価
利害関係なし
客観的評価



ところがわが国でも問題が・・・

ある評価：数値がすごいことを出すために不正をする。
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行政

ふるさと納
税、税金

委託、補助
NPO

プログラム
実施者

研究機関
研究者

依頼

数か月に1回の援助なのに、毎週アウトリーチしているプログラムよりも、
治験（薬）よりも素晴らしい効果が出てしまう。→データを読み解く力が必要

金銭



「熱意があり能力がない」のはどういうことか？

〇当事者支援

• 当事者活動（アドボカシー）の重要性と適切な当事者参画は
全く別物である。

• 代表制の問題（良い事例：研究者が支援する団体）

• ケアの課題（NPO,メディアやライターの罪：非専門家の曝露）

• 当事者として利用された人々の末路

• 操作されずに、自分の意志で行われる当事者活動の支援

54

当事者や支援者が出てきたら気を付けましょう。



児童福祉分野へのロビイング
：あなたは代表制があるの？

１．あなたにのやっていることが価値があるか数値で説明してください。

２．あなた方はわが国のその課題に対して意見を言う代表制があるの？

３．援助者は関わる方の属性を全体化する傾向にどう答えますか？

４．子どもを支援することによって、支援者自身の自己評価を上げようとし
たり、自らの育ちの不足部分を補う承認欲求のための活動は次の弊害を
招きますが、あなたはないのですか？

①思い通りにいかないと相手を批判（対象者への攻撃、SNS）。

②相手を支援ではなく支配する。利用する。操作する。

５．対人援助職は、情熱や熱意の前に、知識とスキル、特に数学や統計を

駆使したデータサイエンスが必須。

まとめ：社会を操作しようとするロビイング相手には気を付けましょう。
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まとめとして

みなさまへ

〇票にならないこの貧しい分野に着目してくださりありがとうございます。

〇研究者としてみなさまへ（政策秘書の皆様へ）

• 議員が社会に操作されないようにエビデンスをあつめませんか？

• どんなデータも計算方法も提供します（そもそも公開データです）

• 図表・モデル・推定など根拠をもとに何でもやります（しかも無料）

• 一緒に勉強会もぜひ（京都ですが）

※ぜひこの光の当たらない分野にご支援お願いします。
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