
☆各行政から公表されている虐待関係報告書を検索し、まとめました。

整理番号 都道府県名 報告年月日 概要

A-1 青森県 平成21年12月：青森県検証報告書 5歳女児死亡事例・生後5日女児死亡事例

A-2 平成21年 7 月：宮城県検証報告書 3か月男児死亡事例

A-3 平成22年 2 月：　〃 2か月女児死亡事例

A-4 山形県 平成22年 3 月：山形県検証報告書 山形県母子（10歳男児）心中事例

A-5 福島県 平成18年10月：福島県検証報告書 3歳男児死亡事例

A-6 栃木県 平成23年 7 月：栃木県検証報告書 2歳女児死亡事例

A-7 平成22年 9 月：埼玉県検証報告書 蕨市4歳男児死亡事例

A-8 平成24年 5 月：　〃 新座市9歳男児死亡事例

A-9 平成24年 5 月：　〃 春日部市5歳男児死亡事例

A-10 平成17年11月：千葉県検証報告書 14歳男児死亡事例・3歳女児死亡事例

A-11 平成20年 2 月：　〃 1歳男児死亡事例・2歳女児死亡事例

A-12 平成21年 4 月：東京都検証報告書 6事例に対する報告

A-13 平成22年 4 月：　〃 平成21年度の事例に対する報告

A-14 平成22年 5 月：　〃 江戸川区7歳男児死亡事例(岡本海渡さん事件)

A-15 江戸川区7歳男児死亡事例概要版

A-16 平成23年 5 月：東京都検証報告書 平成22年度報告書

A-17 平成22年度報告書(概要版）

A-18 平成24年 1 月：東京都検証中間まとめ 杉並区3歳児死亡事例(里親事例)中間まとめ

A-19 杉並区3歳児死亡事例(里親事例)概要版

A-20 平成24年 5 月：東京都検証報告書 平成23年度報告書

A-21 福井県 平成20年 3 月：福井県検証報告書 3か月児死亡事例

A-22 静岡県 平成23年 9 月：静岡県検証報告書 1歳女児死亡事例

A-23 三重県 平成22年 9 月：三重県検証報告書 鈴鹿市6歳男児虐待重大事例

A-24 平成18年 9 月：滋賀県検証報告書 高島市2歳児死亡事例

A-25 平成23年10月：　〃 湖南市6か月児死亡事例（SBS）

A-26 平成24年 3 月：京都府検証報告書 宇治市11歳男児事例

A-27 同例概要版

A-28 平成22年10月：大阪府検証報告書 寝屋川市1歳女児・門真市2歳男児死亡事例

A-29 平成24年 3 月：　〃 門真市3か月女児死亡事例

A-30 同例概要版

A-31 平成21年 2 月：兵庫県検証報告書 伊丹市5歳女児死亡事例

A-32 平成22年 9 月：　〃 三田市5歳女児死亡事例

A-33 平成23年12月：　〃 姫路市2歳児虐待重大事例

A-34 奈良県 平成23年 6 月：奈良県検証報告書 桜井市5歳男児死亡事例

A-35 和歌山県 平成20年 3 月：和歌山県検証報告書 2歳男児死亡事例

A-36 岡山県 平成23年 3 月：岡山県検証報告書 生後36日男児死亡事例

A-37 平成22年12月：広島県検証報告書 2歳女児死亡事例

A-38 同例概要版

A-39 山口県 平成24年 7 月：山口県検証報告書 2か月女児死亡事例

A-40 平成20年 6 月：高知県検証報告書 南国市11歳男児死亡事例

A-41 同例概要版

A-42 佐賀県 平成20年12月：佐賀県検証報告書 1歳児死亡事例

A-43 熊本県 平成22年 9 月：熊本県検証報告書 福岡県福岡市3歳女児虐待重大事例

A-44 平成22年：大分県検証報告書 平成22年3月～10月検証実施分（概要版）

A-45 平成24年 2 月：　〃 2歳女児および5歳女児無理心中事例（概要版）

A-46 平成24年 3 月：　〃 0歳女児虐待重大事例（概要版）

A-47 平成24年 3 月：　〃 平成24年1月〜3月検証実施分（概要版）

A-48 宮崎県 平成22年 3 月：宮崎県検証報告書 11か月女児死亡事例・2か月男児死亡事例

A-49 鹿児島県 平成21年 5 月：鹿児島県検証報告書 児童虐待事例検証報告書

A-50 沖縄県 平成22年11月：沖縄県検証報告書 沖縄市3か月男児死亡事例

29.国・地方行政で発表されている虐待関係報告書

各事例の事例概要と報告書をハイパーリンクさせており、事例概要をクリックすることで、該当する報告書を参照すること
ができます。(印刷された手引きからリンクを参照するために、別紙にリンク先一覧もまとめて表示しています)

都道府県報告

宮城県

埼玉県

広島県

高知県

大分県

千葉県

東京都

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県
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http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/aomori2112.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/miyagi2107.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/miyagi2202.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/yamagata2010.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/29539.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/tochigi2011_07.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/saitama2009a.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/saitama2012_05_02.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/saitama2012_05.pdf
http://www.pref.chiba.lg.jp/jika/gyakutai/jidou/sankou/documents/siboujirei.pdf
http://www.pref.chiba.lg.jp/jika/kenriyougo/toushin/documents/siboujirei2.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/tokyo2104.pdf
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2010/04/DATA/40k4s201.pdf
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2010/05/DATA/40k5b301.pdf
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2010/05/DATA/40k5b300.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/tokyo2011_01.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/tokyo2011_02.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/tokyo2012_01_02.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/tokyo2012_01.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/tokyo2012_05.pdf
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/0/f0214698c53536eb4925746e000c13a5/$FILE/20080620_1shiryou_all_5.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/shizuoka2011_09.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/mie2009.pdf
http://www.pref.shiga.lg.jp/e/kodomokatei/kosodatehomepage/child-abuse/files/jido_jirei.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/shiga2011_10.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/kyoto2012_03.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/kyoto_gaiyo2012_03.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/osaka2009.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/osaka_f_2012_03.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/osaka_f_gaiyo2012_03.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/hyogo2102.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/hyogo2009.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/hyogo2011_12.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/nara2011.pdf
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/0/f0214698c53536eb4925746e000c13a5/$FILE/20080620_1shiryou_all_5.pdf
http://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/9328.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/hiroshima2009.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/hiroshima2009a.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/yamaguchi2012_07.pdf
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060401/files/2009010700229/2009010700229_www_pref_kochi_lg_jp_uploaded_attachment_35119.pdf
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060401/files/2009010700229/2009010700229_www_pref_kochi_lg_jp_uploaded_attachment_35120.pdf
http://www.pref.saga.lg.jp/web/var/rev0/0019/1327/shokoku.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/kumamoto2009.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/ooita2009.pdf
http://www.pref.oita.jp/uploaded/life/252845_268654_misc.pdf
http://www.pref.oita.jp/uploaded/life/252845_268655_misc.pdf
http://www.pref.oita.jp/uploaded/life/252845_267776_misc.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/miyazaki2010.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/kagoshima2105.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/okinawa2009.pdf


整理番号 市区町村名 報告年月日 概要

B-1 北海道稚内市 平成21年 9 月：稚内市検証報告書 4歳男児死亡事例

B-2 宮城県仙台市 平成22年 3 月：仙台市検証報告書 仙台市2歳女児死亡事例

B-3 平成21年 3 月：さいたま市検証報告書 さいたま市1歳女児死亡事例

B-4 平成22年 5 月：さいたま市検証報告書 さいたま市1歳女児死亡事例

B-5 平成24年 9 月：さいたま市検証報告書 さいたま市1歳男児死亡事例

B-6 千葉県柏市 平成24年 4 月：柏市検証報告書 柏市2歳男児死亡事例

B-7 東京都江戸川区 平成22年 3 月：江戸川区検証報告書 江戸川区7歳男児死亡事例(岡本海渡さん事件)

B-8 平成23年 3 月：横浜市検証報告書 横浜市1歳女児死亡事例

B-9 平成23年 2 月：横浜市検証報告書 戸塚区11歳男児虐待重大事例

B-10 平成24年 5 月：横浜市検証報告書 横浜市4か月男児死亡・9か月男児死亡事例

B-11 同例概要版

B-12 神奈川県横須賀市 平成21年 3 月：横須賀市検証報告書 横須賀市4歳男児死亡事例

B-13 神奈川県相模原市 平成24年 3 月：相模原市検証報告書 相模原市心中未遂事例(概要版)

B-14 神奈川県川崎市 平成21年 2 月：川崎市検証報告書 川崎市3歳女児死亡事例

B-15 新潟県新潟市 平成23年 3 月：新潟市検証報告書 新潟市1か月男児死亡事例

B-16 静岡県静岡市 平成23年 3 月：静岡市検証報告書 静岡市虐待死亡3事例検証報告

B-17 愛知県名古屋市 平成24年 5 月：名古屋市検証報告書 14歳男子死亡事例

B-18 京都府京都市 平成21年 1 月：京都市検証報告書 京都市乳児遺体遺棄事件

B-19 平成22年12月：大阪市検証報告書 西区3歳女児及び1歳男児死亡事例

B-20 同例概要版

B-21 平成23年10月：大阪市検証報告書 住之江区2か月児死亡事例

B-22 同例概要版

B-23 平成24年 3 月：大阪市検証報告書 西淀川区7歳男児死亡事例

B-24 同例概要版

B-25 平成23年 8 月：堺市検証報告書 堺市虐待死亡3事例（1次）

B-26 平成23年12月：堺市検証報告書 堺市虐待死亡3事例（2次）

B-27 平成24年 2 月：岡山市検証報告書 岡山市16歳女子死亡事例

B-28 平成24年 3 月：岡山市検証報告書 岡山市1歳児女児死亡事例

B-29 広島県広島市 平成23年 3 月：広島市検証報告書 広島市一家心中事例

B-30 平成22年12月：福岡市検証報告書 福岡市3歳女児虐待重大事例

B-31 平成22年 6 月：福岡市検証報告書 福岡市7か月児死亡事例

B-32 平成22年 5 月：福岡市検証報告書 福岡市4歳男児死亡事例

B-33 平成23年 3 月：福岡市検証報告書 福岡市5歳児及び2歳児死亡事例

B-34 平成24年 6 月：福岡市検証報告書 福岡市6歳児死亡事例

B-35 平成24年 6 月：福岡市検証報告書 福岡市1歳児死亡事例

B-36 福岡県久留米市 平成22年11月：久留米市検証報告書 久留米市5歳女児死亡事例

http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h22_jirei.pdf

3歳女児死亡事例：平成12年

6歳男児死亡事例：平成13年

6歳男児死亡事例：平成15年

4歳男児死亡事例：平成15年

15歳男児虐待重大事例：平成16年

4歳男児・3歳男児死亡事例：平成16年

18歳女性虐待重大事例：平成17年

3歳男児死亡事例：平成18年

9歳女児死亡事例：平成18年

3歳男児死亡事例：平成18年

3歳男児死亡事例：平成18年

愛知県名古屋市

福岡県福岡市

神奈川県横浜市

埼玉県さいたま市

大阪府堺市

愛知県武豊町

兵庫県尼崎市

市区町村報告

平成18年以前の虐待重大事例

*下記事例に関しては下記社会福祉法人子どもの虹情報研修センター増沢らによる文献研究を参照ください

山形県村山市

岡山県岡山市

大阪府大阪市

京都府長岡京市

秋田県藤里町

福島県泉崎村

大阪府岸和田市

栃木県小山市

福岡県福岡市

群馬県渋川市
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http://wakkanai.info/wks/wp-content/uploads/虐待防止検証報告書1.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/sendai2203.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/saitama2103.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/saitama2009.pdf
http://www.city.saitama.jp/003/001/0011/p020056_d/fil/houkokusyo_h24_9.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/kashiwa2012_04.pdf
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kosodate/kosodate/kosodate/jidogyakutaisodan.files/kenshohokoku2203.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/yokohama2011.pdf
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/file/jireikensyou22.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/yokohama_2012_05_02.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/yokohama_2012_05.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/yokosuka2103.pdf
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/dbps_data/_material_/localhost/kodomo-ikusei/330500/pdf/h2402_jidou_gyakutai.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/kawasaki2102.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/nigata2010.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/shizuoka2011.pdf
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/cmsfiles/contents/0000048/48333/kensyouhoukokusyo.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/kyoto2101.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/osaka2009a.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/osaka2009b.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/osaka2011_09_02.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/osaka2011_09.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/osaka_s_2012_03.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/osaka_s_gaiyo2012_03.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/sakai2009.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/sakai2011_12.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/okayama2012_02.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/okayama2012_03.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/hiroshima200903.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/fukuoka2009_06.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/fukuoka2009_05.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/fukuoka2010_03.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/fukuoka2012_06_02.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/fukuoka2012_06.pdf
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9047kosodate/3010oshirase/files/2010-1122-1721.pdf
http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h22_jirei.pdf


整理番号

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

A-9

A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

A-15

A-16

A-17

A-18

A-19

A-20

A-21

A-22

A-23

A-24

A-25

A-26

A-27

A-28

A-29

A-30

A-31

A-32

A-33

A-34

A-35

A-36

A-37

A-38

A-39

A-40

A-41

A-42

A-43

A-44

A-45

A-46

A-47

A-48

A-49

A-50

報告書リンク先一覧
都道府県報告

ハイパーリンク先アドレス

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/aomori2112.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/miyagi2107.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/miyagi2202.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/yamagata2010.pdf

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/29539.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/tochigi2011_07.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/saitama2009a.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/saitama2012_05_02.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/saitama2012_05.pdf

http://www.pref.chiba.lg.jp/jika/gyakutai/jidou/sankou/documents/siboujirei.pdf

http://www.pref.chiba.lg.jp/jika/kenriyougo/toushin/documents/siboujirei2.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/tokyo2104.pdf

http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2010/04/DATA/40k4s201.pdf

http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2010/05/DATA/40k5b301.pdf

http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2010/05/DATA/40k5b300.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/tokyo2011_01.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/tokyo2011_02.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/tokyo2012_01_02.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/tokyo2012_01.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/tokyo2012_05.pdf

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/0/f0214698c53536eb4925746e000c13a5/$FILE/20080620_1s
hiryou_all_5.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/shizuoka2011_09.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/mie2009.pdf

http://www.pref.shiga.lg.jp/e/kodomokatei/kosodatehomepage/child-abuse/files/jido_jirei.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/shiga2011_10.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/kyoto2012_03.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/hiroshima2009a.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/kyoto_gaiyo2012_03.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/osaka2009.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/osaka_f_2012_03.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/osaka_f_gaiyo2012_03.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/hyogo2102.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/hyogo2009.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/okinawa2009.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/ooita2009.pdf

http://www.pref.oita.jp/uploaded/life/252845_268654_misc.pdf

http://www.pref.oita.jp/uploaded/life/252845_268655_misc.pdf

http://www.pref.oita.jp/uploaded/life/252845_267776_misc.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/hyogo2011_12.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/nara2011.pdf

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/0/f0214698c53536eb4925746e000c13a5/$FILE/20080620_1s
hiryou_all_5.pdf

http://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/9328.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/hiroshima2009.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/miyazaki2010.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/kagoshima2105.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/yamaguchi2012_07.pdf

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060401/files/2009010700229/2009010700229_www_pref_kochi_lg_jp_uploa
ded_attachment_35119.pdf

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060401/files/2009010700229/2009010700229_www_pref_kochi_lg_jp_uploa
ded_attachment_35120.pdf

http://www.pref.saga.lg.jp/web/var/rev0/0019/1327/shokoku.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/kumamoto2009.pdf
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整理番号

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

B-6

B-7

B-8

B-9

B-10

B-11

B-12

B-13

B-14

B-15

B-16

B-17

B-18

B-19

B-20

B-21

B-22

B-23

B-24

B-25

B-26

B-27

B-28

B-29

B-30

B-31

B-32

B-33

B-34

B-35

B-36

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/fukuoka2012_06.pdf

http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9047kosodate/3010oshirase/files/2010-1122-1721.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/okayama2012_02.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/okayama2012_03.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/hiroshima200903.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/fukuoka2009_12.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/fukuoka2009_06.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/fukuoka2009_05.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/osaka_s_2012_03.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/osaka_s_gaiyo2012_03.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/sakai2009.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/sakai2011_12.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/fukuoka2010_03.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/fukuoka2012_06_02.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/kyoto2101.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/osaka2009a.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/osaka2009b.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/osaka2011_09_02.pdf

http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/cmsfiles/contents/0000048/48333/kensyouhoukokusyo.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/osaka2011_09.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/yokohama_2012_05.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/yokosuka2103.pdf

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/dbps_data/_material_/localhost/kodomo-
ikusei/330500/pdf/h2402_jidou_gyakutai.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/kawasaki2102.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/nigata2010.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/shizuoka2011.pdf

http://www.city.saitama.jp/003/001/0011/p020056_d/fil/houkokusyo_h24_9.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/kashiwa2012_04.pdf

http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kosodate/kosodate/kosodate/jidogyakutaisodan.files/kenshohokoku2203.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/yokohama2011.pdf

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/file/jireikensyou22.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/yokohama_2012_05_02.pdf

市区町村報告

ハイパーリンク先アドレス

http://wakkanai.info/wks/wp-content/uploads/虐待防止検証報告書1.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/sendai2203.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/saitama2103.pdf

http://www.crc-japan.net/contents/verification/pdf/saitama2009.pdf
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