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高齢者虐待：親族らによる虐待、４２件増え１９４件－－昨年度の県内市町 ／石川
毎日新聞  - 10 時間前
県内市町が０８年度に把握した親族らによる高齢者虐待は、前年より４２件多い１９４件に上ったことが
明らかになった。在宅介護の高齢者が被害に遭う傾向がうかがわれた。調査した県は「家族内の虐待は密
室化する。介護疲れが虐待につながるケースもある」と指摘。 ...

乳児にアイロン当てやけど、傷害容疑の２６歳母逮捕
読売新聞  - 16 時間前
宮崎県警延岡署は３日、生後まもない長女を虐待したとして、同県延岡市浜砂２、無職磯田夏紀容疑者
（２６）を傷害容疑で逮捕した。 発表によると、磯田容疑者は７月１８日、自宅で長女の 静流 ( しずる
) ちゃん（１１か月）の肩に加熱したアイロンを押し当て、やけどを ...
１１カ月女児にアイロン、やけど負わせた疑いで母親逮捕  朝日新聞
乳児にアイロン当てやけど ２６歳母親を傷害容疑で逮捕  47NEWS
乳児にアイロン当てた容疑で母親逮捕  TBS News
財経新聞 - 時事通信 関連記事 33 件 »

４歳虐待容疑で父逮捕 長男重体、名古屋
中日新聞  - 2009年7月30日
名古屋市港区で男児が頭部や腹部にけがを負い意識不明の重体で病院に運ばれた事件で、
港署は３１日、長男（４つ）を虐待したとして、傷害の疑いで、父親の無職浅野隼也
（じゅんや）容疑者（２５）を逮捕した。 逮捕容疑では、２８日午後５時ごろから３０
日午後６時ごろ、 ...
傷害：４歳長男に暴行、意識不明 容疑の父親逮捕 名古屋  毎日新聞
４歳長男に暴行の父親、傷害容疑で逮捕  読売新聞
4歳長男が暴行受け重体、傷害容疑で25歳父親を逮捕-名古屋  財経新聞
朝日新聞 - 時事通信 関連記事 36 件 »

乳児虐待容疑で父親逮捕 広島、「泣きやまずいらいら」
中国新聞  - 2009年8月1日
生後５カ月の長男の頭を殴って虐待し頭の骨を折るなどの重傷を負わせたとして、広島中央署は１日、広
島市西区大宮、無職太田雅士被告（33）＝窃盗罪で起訴＝を殺人未遂の疑いで再逮捕した。 広島中央署
の調べでは、太田容疑者は６月３日ごろから６日ごろまでの間、自宅 ...
【速報】長男虐待の父親を殺人未遂容疑で逮捕 広島  中国新聞
関連記事 37 件 »

被害児童を一時保護 津の虐待事件
中日新聞  - 2009年7月30日
津市で、内縁の妻の息子である小学４年の男児（９つ）に暴力を振るい、無職浅井真太郎容疑者（２１）
が逮捕された事件で、中勢児童相談所（同市一身田大古曽）が男児の通う学校側との連携で逮捕前に虐
待を把握し、施設に男児を保護していたことが分かった。 ...
傷害：同居９歳男児、腕の骨折る 津署、容疑で男逮捕 ／三重  毎日新聞
関連記事 2 件 »

立ち入り権限の拡大を 高齢者虐待の防止
中日新聞  - 2009年7月29日
高齢者虐待防止法が施行されて三年。お年寄りへの暴力や介護放棄などをなくすために、地域包括支援セ
ンターを中心に市町村が取り組んでいるが、援助の難しいケースも多い。二十五日に名古屋市で開かれた
日本高齢者虐待防止学会の報告から、課題と取り組みを紹介する。 ...

昨年度の児童虐待、過去最多４万件超す ０歳児が５割弱
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中国新聞

朝日新聞  - 2009年7月13日
全国の児童相談所が０８年度に対応した児童虐待は、過去最多の４万２６６２件（速報
値）に上ると、厚生労働省が１４日、発表した。前年度より２０２３件増えた。子どもの
安全確認のため、児童相談所は０８年度から強制的に立ち入り調査できるようになった
が、相談職員には ...
虐待最悪４万２６６２件、強制立ち入り２件  読売新聞
児童虐待相談、最多４万2662件 強制立ち入りは２件  日本経済新聞
児童虐待：相談、前年度比２３％減 府３カ所で３７０件 ／京都  毎日新聞
毎日新聞 - 毎日新聞 関連記事 62 件 »

施設入所の子、５割が父母からの虐待経験 厚労省調査
朝日新聞  - 2009年7月13日
親と離れて児童養護施設などで暮らす子どものうち、約５割が父母らに虐待された経験があることが１３
日、厚生労働省の児童養護施設入所児童等調査でわかった。５年ごとの調査で、虐待経験を調べたのは初
めて。 ０８年２月１日現在、入所や里親委託の児童は全国で４ ...
「父母の虐待」３４％…児童の養護施設入所理由  読売新聞
施設入所児童ら、４万人超す＝「虐待のため」３割超に－厚労省調査  時事通信
厚労省調査：里子・施設の子４万人、前回比８．５％増 虐待経験５０．９％  毎日新聞
日本経済新聞 - 財経新聞 関連記事 48 件 »

児童虐待：母親への育児支援必要 防止講演会
毎日新聞  - 2009年7月26日
【うるま】うるま市児童虐待防止講演会（主催・うるま市保護児童対策地域協議会）が２３日、うるま市
民芸術劇場で開かれた。県コザ児童相談所の宮城伸吉所長が講師に招かれ、「地域からのＳＯＳ－手を添
え、心を添え、つながる支援の輪」をテーマに育児支援の必要性などを ...
児童虐待／子育て力の再構築を急げ  世界日報 (会員登録) (会員登録)
追跡京都２００９：虐待防止へ苦闘する児童相談所 難しい親子の「再統合」 ／京都  毎日新聞
関連記事 4 件 »

西淀川虐待事件「女児死亡防げた可能性」 有識者会議
朝日新聞  - 2009年7月8日
大阪市西淀川区の小学４年の女児が虐待を受け死亡した事件について、有識者でつくる市児童虐待防止支
援委員会（座長＝梶谷健二・大阪府臨床心理士会長）は９日、再発防止の提言を市教育委員会に提出し
た。児童相談所への早期通告などがあれば女児の死亡が防げた可能性が ...
児童虐待 専門の相談窓口設置を 大阪市教委に提言  MSN産経ニュース
市教委に専門的な相談窓口を＝虐待死事件で大阪市専門委  時事通信
小４虐待死「防げた可能性」 専門委が提言  47NEWS
読売新聞 - 毎日新聞 関連記事 31 件 »
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