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第１ はじめに

平成 30 年度 厚労省「市区町村等が行う児童虐待防止対策の先駆的取組に関する調査研究」

「市区町村子ども家庭総合支援拠点設置に向けて
スタートアップマニュアル
日本大学危機管理学部 鈴木秀洋

第１ はじめに
平成 28 年児童福祉法の改正により、第 10 条の２に自治体に「拠点」設置が義務付けられた（努力義
務）。この法的根拠を基に、国は 2022 年までに全市区町村に設置するとの方針を打ち出している。
これまで、鈴木研究室では、2017 年度には全自治体にアンケート調査を行うとともに先行して拠点整
備を行う自治体のヒアリング調査を行ってきた。更に本年度は、市区町村の現場における虐待対応調査を
行いながら、引き続き市区町村における「拠点」整備状況について都道府県・児童相談所・市区町村の子
ども部門のヒアリングを行ってきた。加えて、先行する自治体との間でどうしたら地域で子どもの命を守
っていけるのか検討会を行ってきた。こうしたこれまでの自治体現場担当とのやりとりを通じ、このスタ
ートアップマニュアルを作ってきた。
市区町村に求められる「拠点」設置とは、物理的な場所ではなく機能の設置である。それゆえ、客観的
な拠点認定制度があるわけではない。国からの補助金交付の有無は一つの目安とはなり得るものの補助金
の有無と拠点機能整備は一致するものではない。
では、機能設置とはどのような体制・常態をいうのか。自治体側からは認定制度類似の要件・具体例等
を示してほしいとの要望が高い。今回のスタートアップマニュアルはその要望に応えることを目的として
いる。このスタートアップマニュアルを参考に自らの組織体制の確認・検証を行ってほしい。詳述してい
る本編に加えて、
「拠点の機能について」簡便なチェック項目リストも挙げているので確認してみてほし
い。
その上で、自治体として支援拠点に関して、自治体内で法的な整理・位置付けをして、できるのであれ
ば、住民に対して、より敷居が低い、身近な相談が気軽にできる相談体制を構築してほしい。機能設置は
ゴールでなく住民への約束でありスタート地点である。国及び都道府県と連携して、普段に拠点機能を維
持し、発展・充実させることが求められる。
支援拠点を整備することで、目黒区虐待死事件・千葉県虐待死事件等が再び起きないようにできないか。
各自治体の制度設計及び運営にかかっている。
児童相談所中心主義（点支援）から市区町村中心主義（面支援）への幕開けである。
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第１ はじめに

［マニュアル利用に当たっての留意点］
(1) [項目・内容]
「市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱」（巻末第 8 参考資料 42 頁）に準拠している。
(2) [具体例][グレードアップ例]
平成 29 年度自治体ヒアリング、平成 30 年度自治体ヒアリング、マニュアル検討会議等による自治
体からの報告を基に参考として挙げている。
(3) 支援拠点とは何か
→定義・意義・役割を明示している。
(4) 支援拠点設置というためにはどんな業務を行うのか。
→後述する 4 業務（12 頁）。しかし、この業務は基本的には、どの自治体も行っているはずのもの。
→支援拠点は、その 4 業務のレベルを上げて行きましょうという話である。
※当初自治体の規模ごとのマニュアルを作成してほしいとの声あり。しかし、自治体の規模によっ
て、子どもの命を守るための仕事が変わるのはおかしい！ということで

統一マニュアルとなって

いる。
(5) どうやって支援拠点を作っていけばよいのか。
→自治体の現在おかれた状況・人材・地域資源が異なるので、1 年目、2 年目、3 年目等の方式はと
らずに、支援拠点としてのスタートラインを提示することとした。
（ⅰ）これから設置に向けた準備をする自治体→本編要件中心（足らない部分の補充）
（ⅱ）既に機能充足自治体→本編グレードアップ事例中心（更なる充実）
(6) 簡便なチェックリスト
巻末の簡便なチェック項目リストを使用してチェック！
(7) 都道府県による「市区町村への働きかけ」の例（山口県、岡山県・静岡県（後述ワーク例）・高知
県・愛媛県・鳥取県・沖縄県・宮城県・福島県・広島県等）
※静岡県の支援拠点推進ワークの例（第 4 支援拠点設置のための都道府県の取組 32 頁）を挙げてい
るので参考にしてほしい。
※また、県主催の①[市町への行政説明＋②支援拠点整備の講演会・意見交換会・グループワーク・
アドバイスとの形で今年度行ってきた研修一覧を掲載している（69 頁）
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第２ 支援拠点［総論・概要］

第２ 支援拠点［総論・概要］
１ 支援拠点（（参考）児童福祉法（以下「法」という）10 条の 2）の機能（定義・意義・役割）
(1) 地域の全ての子ども・家庭の相談に対応する子ども支援の専門性もった機関・体制（状態）
※

虐待対応のみでない。すべての子ども・家庭の相談を受ける。
→家児相設置自治体はその機関の充実が求められる。

※

子ども支援のための専門性を有する
→専門性を有するための人的配置基準（次頁）を参照

(2) 地域の資源を有機的につないで（ソーシャルワーク機能）在宅支援
※ 要対協の主担当機関としての役割・要対協を活用するとの視点
(3)

原則として 18 歳まで1のすべての子ども（とその家庭及び妊産婦等）を切れ目なく継続的に支援
※ 年齢による切れ目と支援機関・組織としての切れ目を生じさせないよう
→特に包括支援センター（母子保健部門）と子ども部門との一体性2の構築（ハード
面・ソフト面）

(4)

個人ではなく、チーム（組織）で支援する体制（人的資源等）の構築・運用（（参考）法 10 条 4 項）
※ チームにするための国の補助金や都道府県のバックアップによる体制整備

(5) 支援拠点が担う四つの業務内容（（参考）法 10 条 1 項 1 号～4 号等）
①子ども家庭支援業務にかかる業務
②要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
③関係機関との連絡調整
④その他の必要な支援
※ 詳細は［4 業務内容］12 頁参照
※ ほとんどの子どもに関する担当部署では行っている業務であり、そのレベルが問われるこ
とになろう。
(6) 支援拠点と児相との役割の相違
※ 支援拠点は上記役割を果たし、児相の下部機関ではない。役割が異なる対等機関である。
※ 児相を設置したから拠点の機能を包含していることにはならない。
→むしろ、支援拠点は、在宅・面支援であり、拠点設置（という土台）なしでの児相の一時保
護・介入強化では長期的に子どもと家庭を守ることは不可能であるとの視点を有することが重要で
ある。支援拠点と児相の役割とは子どもの命を守る車の両輪となる。
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２ 支援拠点に関して（想定されている人口規模と人員配置基準等モデル）

２ 支援拠点に関して（想定されている人口規模と人員配置基準等モデル）
自らの自治体の支援拠点としての規模を確認してみよう（詳細は本稿 25 頁）。
※（注）後述するように補助金受給要件であり、必ずしも下記人員配置基準がない限りは
拠点機能がないということではないが、まず自らの自治体の規模等を確認しておこう。

＜自分たちの類型は？＞
類型

該当する類
型に〇

人口規模
児童人口概ね 0.9 万人未満
（人口約 5.6 万人未満）
児童人口概ね 0.9 万人以上 1.8 万人未満
（人口約 5.6 万人以上約 11.3 万人未満）
児童人口概ね 1.8 万人以上 2.7 万人未満
（人口約 11.3 万人以上約 17 万人未満）
児童人口概ね 2.7 万人以上 7.2 万人未満
（人口約 17 万人以上約 45 万人未満）
児童人口概ね 7.2 万人以上
（人口約 45 万人以上）

小規模Ａ型
小規模Ｂ型
小規模Ｃ型
中規模型
【中規模市部】
大規模型
【大規模市部】

＜どのような職員を配置する？＞
該当類型に〇

子ども家庭支援員

小規模Ａ型
小規模Ｂ型
小規模Ｃ型
中規模型
大規模型

常時２名
（１名は非常勤可）
常時２名
（１名は非常勤可）
常時２名
（１名は非常勤可）
常時３名
（１名は非常勤可）
常時５名
（１名は非常勤可）

心理担当支援員

虐待対応専門員

合計

－

－

常時２名

常時１名
（非常勤可）
常時２名
（非常勤可）
常時２名
（非常勤可）
常時４名
（非常勤可）

－
－
常時１名
（非常勤可）
常時２名
（非常勤可）

常時３名
常時４名
常時６名
常時11名

※虐待加算あり
（子ども家庭支援員における常時配置の考え方の一例）

・配置基準２名の拠点に兼任職員４名（拠点業務 50％）を配置する場合

ＯＫ
A さん

B さん

ＮＧ
C さん

D さん

A さん

８ 時間

８ 時間

午前

B さん

C さん

D さん

午前

午後

午後

詳細は注を参照 13
⇒兼務職員だから NG ということではなく、拠点職員としての常時配置になっていない
兼任職員が結果的に専任・常勤 2 名分（80 時間）のはたらきをしているだけでは不十分
拠点で求めるのは、「拠点職員を常時〇名配置」なので、兼任職員を配置するということであれば、
あらかじめ拠点業務の専従時間を区切って、常時〇名という基準を満たすものであることが必要。
・なお他の具体的な例示（4 パターン）3については 28 頁参照
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３ 支援拠点を開設する場合の関係機関

３ 支援拠点を開設する場合の関係機関
包括支援センター（青）との関係、要対協（紫）の活用、児相（オレンジ）との関係

※厚労省作成（イメージ図）
※自治体ごとに上記図の構成は変わりうる。地域ごとに発展させることが望まれる。
※（参照）井上登生作成図

後述注4

次項以降で以下⑴～⑸について詳解する。
(1) 子育て世代包括支援センター(利用者支援事業(母子保健型))との関係

（6・7 頁）

(2) 要保護児童対策地域協議会の活用

（8 頁）

(3) 児童相談所との連携、協働

（9 頁）

(4) 地域の関係機関、地域における各種協議会等との連携

（10 頁）

(5) 家庭児童相談室との関係

（10 頁）

5
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(1) 子育て世代包括支援センター（利用者支援事業（母子保健型））との関係

(1) 子育て世代包括支援センター（利用者支援事業（母子保健型））との関係
(ガイドライン 81 頁、要綱 5(2)②)

要件

具体例

① 【原則】子育て支援施策と母子保健施策との連

下記①～④を総合考慮して一体性が確保されている

携、調整を図り、より効果的な支援につなげるた

かが判断される。

めに、同一の機関が、支援拠点と子育て世代包

① ハード面：同一建物・同一窓口（岩国市）

括支援センターの２つの機能を担い、一体的に

② ソフト面：指揮命令系統の統一

支援を実施することが求められる。

③ 法制面：内部要綱・要領等で一体化について明

② 【例外（別の機関が機能を担う場合）】適切な情報

記すること

共有、子どもの発達段階・家庭状況等に応じた連

④ 情報面：情報共有の定式化

携対応。継続支援が行える体制整備（漏れを防

例えば、月に２回以上ケース会議を行いケース共有

止のために担うべき機能を所掌事務等で明確化

する（その後の役割分担）等の定めを設けている。

するなど）すること。
（具体例）建物・窓口の面でも、また組織系統の面で
も健康福祉部内の組織として一体化連携を図る例
（加賀）、建物・窓口の面での一体性はないが、頻繁
に行き来して連携を行っている例（山口市、南房総
市、「共管制度を設ける例（米子市）、情報の閲覧制
度の例（東広島市、藤枝市）」）など。
◎
【子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を一体的に運営する際の役割分担や効果的な
連携方策】について、要綱記載事項を上記要件及び具体例にまとめている。
以下では、その後の関係閣僚会議決定（「効果的な連携方策や一体的に運営する際の役割分担」
（2018（Ｈ
30）年 7 月 20 日決定）及び「一体的運用ができるよう要件の明確化・支援の拡充により、母子保健分野
と子ども家庭福祉分野の連携を強化し、切れ目ない支援を行うことができる体制整備」
（2019（Ｈ31）年
3 月 19 日決定）をも踏まえて説明を加える。
1．【一体的に運営する際の役割分担】（考え方）
①包括支援センターと支援拠点については、まず、子どもや家庭に関する情報の把握方法に違いが見られ、
支援センターでは、妊娠の届出や健診などの母子保健分野における情報収集に強みがある一方、支援拠点
では、要保護児童対策地域協議会の調整機関としての機能を求めていることから、保育園や幼稚園、学校
等の子どもに関わる関係機関との連携に強みがあり、支援拠点は、こうした関係機関からの情報提供を受
けることにより、支援が必要な対象者を把握することが多くなっている。
支援センターと支援拠点を一体的に運営する場合、同一の機関（部署）の中でそれぞれの情報収集等を
行うこととなり、情報の共有がより円滑になるものと考えられるが、要保護児童、要支援児童、特定妊婦
に係る情報を把握した場合の対応については、速やかに、支援拠点に情報を集約することとし、支援拠点
は、要保護児童対策地域協議会へのケース登録を行い、当該地域協議会を活用し、関係者間で協議の上、
関係機関の適切な連携の下で対応していくことが重要である。
②[役割分担（例）]小規模自治体で包括支援センターと支援拠点を同一組織同一射程で捉える自治体も多
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(1) 子育て世代包括支援センター（利用者支援事業（母子保健型））との関係

いが、包括支援センターと支援拠点とで連携しつつ引き継ぐ形の制度設計を行う自治体は、
（ⅰ）年齢基
準と（ⅱ）虐待リスクの程度基準という、二つの基準の一方又は双方を総合的に考慮して役割分担を行い
引き継いでいる。どのように切れ目なく連携できる制度設計をするかは自治体の選択による。
③[設置過程]（ⅰ）包括支援センターをまず立ち上げて、保健師等専門職を確保し、その後この母子保健
部門を拡張して支援拠点を整備する手法や、
（ⅱ）包括支援センターと支援拠点を一体のものとして立ち
上げる手法、
（ⅲ）さらに、包括支援センターと支援拠点が行うべき業務を所掌事務（所掌規則・規程等）
に落とし込んで包括支援センターと支援拠点の重なる部分と引き継ぐ部分を明確にしつつ整備する手法等
があげられる。
それぞれ、包括拡充型（鳥取市、千歳市、岩国市等）、包括・拠点一体型（三沢市・広島県が進めよう
としている方式）、具体的組織所掌落とし込み型（涌谷町等）という形で参考になろう。
2．【効果的な連携方策】（具体例の補充）
①子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の連携を強化するための具体的方策としては、
同一の機関や同一の場所で実施することのほか、
（ⅰ）両機関を統括する責任者を配置すること、
（ⅱ）要
保護児童対策地域協議会における情報共有のほか、両機関の定期連絡会議を開催すること、
（ⅲ）ケース
に応じて、両機関が家庭訪問や面談等を共同して実施すること等が考えられる。こうした取組により、よ
り効果的・効率的で、かつ、リスクの程度に応じて適切に相談支援を行うことができる体制を構築してい
くことが必要である。
②[具体的な連携の工夫]制度化しておくことが望ましい。上記具体例において、ハード面、ソフト面、法
制面、情報面の四つの要件を掲げた。
③[情報面説明付加（具体例）]四つ目の情報面において、さらに説明を加えると、システム上相互に情報
閲覧ができるという自治体や、児童虐待部門からは保健部門の健康カルテ等を閲覧することが可能である
という自治体、紙ベースで定期的にケースのやり取りをしているなど、
自治体ごとに工夫がなされている。
ただし、「一体的運用」がなされているといえるのか否かは、常に支援が必要な子ども側（養育者側）
から評価する必要がある。子ども側（養育者側）からすれば、熱心な担当者の時だけでなく、常にアンテ
ナが張られ必要な支援が継続的になされることが望ましく、その意味では、情報連携に関しては、単に包
括支援センターと支援拠点とで会議をしているとか、要対協の構成メンバーであるというだけでは十分で
ない。その会議は、担当者が変わっても定例的に行われるというように「制度」として自治体内で位置付
けられている必要があろう。
④[ソフト面説明付加（具体例）]ソフト面の連携の具体例として追加説明をしておく。指揮命令系統を統
一することが連携としては明確であるが、必ずしも指揮命令が同一でなくとも、包括支援センターと支援
拠点とで、ケース対応で同行して一体的な業務遂行をする場合もあろう。しかし、果たして自分の仕事の
ど真ん中なのか、他の組織に引き継ぐべき案件（で手伝っているのか）等について組織間同士での共通認
識をチーム全体（全員）で有しておく必要があろう。そのために子ども福祉部門が母子保健部門に虐待の
見立ての研修を行ったり、逆に保健部門が子ども福祉部門に医学的な知見を伝えたりというような日常の
仕事や研修を通して、顔が見える関係を作っておくことが重要なポイントとなろう。
その他にも、人的交流の効果も大きなものがある。包括支援センター職員と支援拠点職員を定期的に異
動させるということをしている自治体がある。そうすることで、包括支援センター又は支援拠点の動き
方も想定できるので、バトンが渡しやすくなり、より連携が強固になったとの話を聞くことができた
（なお、このマニュアルは、ヒアリング報告書と一体のものであり、さらなる自治体の参考事例につい
ては、平成 29 年度・30 年度ヒアリング報告書参照のこと）
。
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(2) 要保護児童対策地域協議会の活用

（2） 要保護児童対策地域協議会5の活用(要綱 5(2)①

8 頁)

※要対協の意義につきガイドライン 22 頁参照
※要保護児童対策議会設置・運営指針（平成 17 年 2 月 25 日雇児発 0225001 号参照）
※地域の関係機関をどのようにして見つけ、どうしたら連携できるのか。地域ごとにその具体が重要！
※どのような要対協を作るかは自治体の裁量！（デザイン力）
要件
理念・方針

具体例

①支援拠点が要対協の連絡調整を行う機

・要対協を活用（要対協のガイドラインの 8 つ

関[要保護児童対策調整機関]を担う

の意義）を挙げておく

②関係機関の役割や責務を明確にし、調

・早期発見、迅速な支援開始、関係機関の情

整し、地域の総合力を高める。

報共有、役割分担の共通理解、それぞれの機
関の責任体制、支援受ける側のメリット、機関

連絡調整

※要対協のネットワークを活用するためには

間の限界・分かち合い

①作り込みのマネジメントと②運用のマネジメ

→これらについての共通認識をもつ機会を有

ントの両面があることを担当者が意識する。

する。

支援拠点が要対協関係機関との間で情報

単なる情報伝達のみではなく、個別ケースの

交換・共有や支援内容の協議等連絡調整

見立てや評価、役割分担と行動の具体につい

を密に行う調整機関（事務局）の役割を果

て話し合われているか。

たす。

・その司令塔としての役割を拠点が果たしてい
るか。

運営・マネジ

常に子どもの権利を意識したアセスメントや

子どもの権利を第一とした理念を共有できて

メント

支援計画を共有し、すべての機関におい

いるか。常にかかる理念に立ち戻る会議指針

て、子どもの権利擁護の考えを浸透させ、

を共有する工夫がなされているか。

それに基づく評価を行う。

※連携の具体的方法を学ぶことが必要（誰に連
絡すればよいのかを知っていることの重要性）
更なるグレードアップ

①要対協の構成員のメンバーの選定、拡大・充実等について見直しを行っているか。
※要対協の構成メンバーは変更できないと地域団体に誤った説明をしている自治体がある。
どの団体・機関を構成メンバーにするかは地域で考えるべき事項である（作り込みのマネジメント）。
[具体例]子育て支援センター部門の参加（予定）(藤枝市)、地域の弁護士加入により法的アドバイス有効
（玉野市）、地域の大学病院、医師会、歯科医師会等と医療ネットワーク部会設置（文京区）
②要対協でどのような案件を扱い、何を決めるのかについて、要綱等で明確にしているか。
③要対協における関係機関のレベルアップや相互理解を進めているか。要対協主催による教育部門（生徒
指導・養護等）との合同研修会の開催(藤枝市)
④情報共有の範囲及び限界についても関係機関間で協議しているか。
⑤毎年、年度替わりには新構成員に対して機能の周知をするため、研修の定例化ができるとよい（大田区）
⑥拠点による要対協の動かし方の明確化
[論点] 広げればよいのか？、民間を入れること、当事者を入れることは？
守秘義務の範囲の検討がなされているか？
※[市町村虐待対応担当窓口等の状況調査]（H29 年度）

全国で 106 市町村 114 か所に支援拠点が設置されてお

り、設置運営要綱の基準を満たす支援拠点（66 市町村 67 か所）のうち、兼任する機関（役割）は要保護児童対策
調整機関が最も多く（67 か所、100％）、次いで家庭児童相談室（46 か所、68.7％）となっている。(厚労省)
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(3) 児童相談所との連携、協働

(3) 児童相談所との連携、協働(要綱 4(3)②

6 頁)

※【重要な理解】
・児相と支援拠点は上下関係でなく、また児相が支援拠点に指揮命令をする関係にあるものではない。
・児相のケース終結が即支援拠点での支援終結とはならない。支援拠点として地域で継続的支援する理
由と手法がある。
要件
理念と方針

具体例

個々のケースの状況等により、役

・連携の具体論を詰めているか。

割分担・連携を図りつつ、常に協

・下記定期的な報告の機会を双方設定しているか。

働して支援を行う

（例）要対協専門部会(月 1 回)において情報を共有
している。また、必要に応じて個別ケースについて
情報交換を行っている。

定例連絡

定例的に情報交換や連絡調整の

・案件の緊急度を見立てて連絡調整の日を決めている

調整

機会を設け、日頃から良好なコミュ

か。

ニケーションを図る

・次回日程を必ず決めているか。

主担当決め

必ず主担当機関を定め、責任を明

・どの機関が何をするかの具体論を決めているか。

責任の所在

確にする。緊密な連携のもとに援

・その決定は担当者が決めたことか、組織としての決定

助又は支援を行う（ケース対応に

なのか確認する（文京区）

関する共通理解や問題認識の共
有、円滑な情報共有）
見立ての

ケース対応で相互の意見が違った

・当初から見立ての食い違いが生じることを想定して見

見直し

ときに、ケースの客観的な見立て

直しの機会を設定しているか。

の見直しを行う。

・地域への復帰などの場合には、どの関係機関を支援
機関とするかについても現状の子どもの様子を共有し
て決めているか。
・見立ての相違がある場合は、双方の立場で判断した
安全最優先の支援を実行しながら、並行して協議をす
すめているか（大田区）

更なるグレードアップ
①情報の引継ぎの重要性を児相に伝え、その認識のもとで詳細かつ丁寧な地域での対応方針を共有しつ
つ、行動する。
②虐待対応マニュアルの活用や連携技術研修を企画し、各機関に向けて講師派遣するとよい（大田区）
③[児相との役割分担と連携]児相との連携強化については、（措置解除前も含めて）実施できていない
との自治体が相当数の基礎自治体からあげられる。児相側からの一方的な連絡・方針伝達だけでな
く、基礎自治体側の声を聞く機会を児相側が設ける必要があろう。
④市町と児相との間の共通の対応マニュアル（青森県、静岡県、奈良県等）
※市側はマニュアルをよしとして使えるものであるかがポイント
9
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(4) 地域の関係機関、地域における各種協議会等との連携
(5) 家庭児童相談室との関係

(4) 地域の関係機関、地域における各種協議会等との連携(要綱 4(3)③

7 頁)

支援拠点では、自らの自治体の様々な関係機関を子どもの命を救うためにつなげるソーシャルワーク機能
が求められる。
[問]

地域にどんな機関や資源があり、連絡先を知っているだろうか。
担当者をどれぐらい知っているだろうか。
拠点における日々の仕事の中で又は、研修等で確認し、顔見知りになっているだろうか

[問]

(5) 家庭児童相談室との関係(要綱 5(2)④

9 頁)

支援拠点は、福祉事務所の家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行う既存の
家庭児童相談室の機能を包含している。

→家児相を核とした拠点整備が想定される（（例）山口市、岩

国市、東広島市）。
関連機関

※具体的な機関としては次のような機関があげられる。
子どもの権利を守るための支援業務を円滑かつ効率的に実施するために、
保健所、市町村保健センター、民生委員・児童委員（主任児童委員）、教育委員会、学校、医療機
関、幼保連携型認定こども園、児童福祉施設・里親、養子縁組家庭、地域子ども・子育て支援事業
実施機関、障害児・者相談支援事業所、障害児通所支援事業所、発達障害者支援センター、子ど
も・若者総合相談センター、地域若者サポートステーション、警察、少年サポートセンター、子ども・
若者支援地域協議会、（地域自立支援）協議会その他地域の関係機関、地域における各種協議
会等

留意事項

特に民間団体との間においては、協定を締結する等にして、個人情報の管理の徹底について
意識しつつも、積極的な情報のやり取りを行うようにして支援の形の多様化を図っているか。

更なるグレードアップ
① 開拓し、それをネットワーク化6していくことが大切
[論点]支援拠点は、365 日、24 時間開設しているものではない。しかし、子どもが日常生活を送るということ
は、365 日、24 時間対応が必要であるということである。その視点を忘れてはならない。その意味では中津
市、別府市における児童養護施設と市の支援拠点との連携の取組に注目したい。
② 上記で掲げた関係機関の他にも当該地域の子どもに関わる機関や団体と積極的に連携を行ってい
るか。
③ 支援に必要なサービスについて、児童福祉に携わる市民と合同で勉強会を行い、実施団体となる
NPO 法人立ち上げを支援し（子ども育成支援事業）、また、社会福祉法人の社会貢献事業にメニ
ューを提供する（子ども食堂等）（藤枝市）。水道、新聞組合、東京ガス、地域 NPO 団体との間で
おせっかいネットワークを立ち上げて(要綱)、見守りと連絡会を設けている（文京区）
。
④ 障害児・者支援団体との連携（2019.3.19「児童虐待防止対策の抜本的強化について」２児童虐
待の発生予防・早期発見⑩障害のある子どもとその保護者への支援の強化）
⑤ ひとり親家庭支援団体との連携（世田谷区）
⑥ 相談対応メニューとして、カウンセリングだけでなく、アートと福祉の連携の例7など
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第３ 支援拠点［詳論（要件・具体例・グレードアップ例）］

第３ 支援拠点［詳論（要件・具体例・グレードアップ例）］
１ 拠点に関する自治体から寄せられる【問い】と【回答】
問１

支援拠点「整備」とはどういう状態をいうのか？

回答

①上記、支援拠点の機能（定義・意義・役割）
（3 頁参照）
②支援拠点の法的位置付けを明確にしておくことが望ましい（12 頁参照）。
③支援拠点の四業務を行っている（12 頁参照）

問２

支援拠点を整備するメリットはどこにあるのか？

回答

①メリットとは、子どもの視点、住民の視点から考える必要がある。現状の体制で子どもの命を
守れるのか、守れないとしたらどうやって組織を補充するかがポイント
②これまで基礎自治体の予算内でしか虐待対応の充実ができなかったが、国の補助金を活用し虐
待対応組織の充実が図れた（その分他の施策に支出できた。）。
③子どもの発達や虐待対応の知見を有するの専門家を確保することにより、専門的知見に基づく
支援対応ができ、それにより、チームの他の担当者の物理的・精神的負担が減り、全体が安心
して仕事ができるようになった。
④人的配置基準により、個人でなく、チーム支援ができるようになった（組織としての意思決定・
組織責任の強調）。

問３

支援拠点を整備する過程で役立ったこと？

回答

①包括支援センター設置が先行し有資格者等もそろっていたので速やかに設置（千歳市・岩国市）
②地域の医師会、医療機関、弁護士等の協力（総社市・中津市）
③市⻑のリーダーシップ（加賀市・杵築市・宗像市（子どもの命・権利擁護の意識））
④国の人員配置基準が通知され、それに基づく自治体が要綱制定することで人事部署に人員確保
を説明しやすくなった（藤枝市）
⑤要綱に拠点が明記されたことで職員体制の維持拡充（岩国市）
⑥国・都道府県からの繰り返しの働きかけ・バックアップ
⑦都道府県による講演会やワークショップの開催（静岡県、山口県、岡山県、沖縄県、宮城県、
福島県、広島県等）
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２ 実施主体
３ 対象
４ 業務内容

２ 実施主体
(1)【原則】市区町村
要件（補助金交付・機能の必要条件とはされていない）
条例・規則・要綱等による明確化が望ましい

要綱等の具体例
岩国市、藤枝市、南房総市、千歳市、越前市等

※各自治体の要綱の例については 29 年度・30 年度自治体ヒアリング報告書参照
※【ワンポイントアドバイス】

自治体名〇〇（設置）要綱

1条 [目的]児童福祉法 10 条の２に基づき、支援拠点を整備することを目的とする。
2条 [所掌事務]所掌事務については
一

（後述支援拠点の 4 業務）

二
3条 [人的配置等][設備]
4条 [事務局]

(2)【例外的形態】社会福祉法人等への一部委託など8（（例）福井市）

３ 対象
地域内の全ての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象とする。

４ 業務内容
支援拠点が担う機能(役割)としては次の４つの業務がある。
次の 4 つの業務：下記図の「緑の部分」9
(1)子ども家庭支援業務にかかる業務

ア：実情の把握

イ：情報提供

（参考）法 10 条 1 項 1 号～4 号（ア・イ・ウ・エ）

ウ：相談等への対応

エ：総合調整

(2)要支援児童及び要保護児童等並びに特

ア：相談・通告の受付

イ：受理会議

定妊婦等への支援業務

（緊急受理会議）

（ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク）

(3)関係機関との連絡調整
（ア・イ・ウ）
(4)その他の必要な支援

ウ：調査

エ：アセスメント

オ：支援計画の作成等

カ：支援及び指導等

キ：児童記録表の作成

ク：支援の終結

ア：要対協の活用

イ：児相との連携・協働

ウ：他の関係機関等との連携
里親支援等

12
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(1) 子ども家庭支援業務にかかる業務

一つ目の業務としては、

(1) 子ども家庭支援業務にかかる業務（ア・イ・ウ・エ）

ア 実情の把握（（参考）法 10 条 1 項 1 号
理念・方針

要綱 4（1）① 2 頁）

要件

具体例

養育環境全般について、家庭全

・子どもだけ又は母親だけと接触して、家庭全体（同居の

体の問題として捉えること。

有無にかかわらず、祖父母や兄弟を含む）（妙高市））の
背景や力学を見落とすことがないように。
・ジェノグラムの利用、家庭関係家族状況を調査した上
で、支援が必要な家庭か判断（越前市）

把握の方法

・関係機関等からの必要な情報

・情報収集項目・方法について、組織におけるマニュアル

を収集 【Q】何が必要情報か？

等を定めて共有しているか。

・情報収集には、インフォーマル

例えば、住民基本台帳の確認、保育園・幼稚園・認定

なリソースも含めた地域全体の社

こども園・小中学校等の在籍・状態確認、乳幼児健診

会資源の情報等の実情の把握を

の受診の有無（発達の状態や養育者の状態）等、要フ

継続的に行う。

ォローの有無等、父母や祖父母の疾患の有無等、こ
どもや家庭に関わる場合に、迅速かつ定型的に初期段
階に確認しておくべき事項が組織で共有されている。

留意事項

保育所・幼稚園、学校等に在籍

・居住実態が把握できない児童に関して（毎年の厚労省・

していない子どもや「居住実態が

文科省が全国調査を行っている）

把握できない児童」の把握に努

・情報の取り方や自らの組織でどこまでを行い、警察に依

める。

頼するか等、調査手続が定められているか協議している
（文京区）
・特に乳幼児健診等未受診の子ども注意（妙高市）
・家族のダイナミズムやパワーバランスを理解し、支援の
継続を前提とした調査方法を選定しているか（大田区）

更なるグレードアップ
初動調査は担当者だけではなく複数名でシステム的に同時調査を行うと、記録の随時作成と調査時間の短
縮が可能になる。（大田区）
[論点] 所得状況（生活力）の確認（妙高市）

13
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(1) 子ども家庭支援業務にかかる業務

(1) 子ども家庭支援業務にかかる業務（ア・イ・ウ・エ）

イ 情報の提供（（参考）法 10 条 1 項 2 号

要綱 4（1）② 2 頁）

要件
理念・方針

具体例

（子どもとその家庭に）

・子どもの年齢や発達段階、発達の特性等を理解した上

①利用しやすい社会資源に関す

で、子どもや家庭に受け入れられやすい形に情報を加工

る情報提供をすること

し、提供しているか。

②提供の仕方を工夫すること
[Q]子どもや保護者の傾向を把

例えば、口頭よりも文書や図画が有効である人には、そ
の方式で情報提供を行う。
・有効な提供の前提として、児相から情報・記録等を積極

握しているか？

的に受けておく姿勢も大切。
留意事項

個人情報の関係機関への提供

適切な共有範囲の設定

方法に注意

・関係機関への情報提供の手法については事前に詳細
な取り決めをしておく。
・扱う情報はセンシティブ情報であり、関係機関の構成員
すべてが情報にアクセスできる状態は好ましくない。

更なるグレードアップ
①相談受付啓発として「とよた急病・子育てコール 24」（コールセンターが医療機関に関する相談対応だけで
なく子育て相談も受け付ける）の周知のために小学 1 年から中学 3 年対象のポスター作品募集など（豊田
市）
②外国語にもできる限り対応する。タブレットの使用など（文京区）、「みんなとＫＩＤＳ」英語版、中国語版、ハ
ングル版（港区）
③[情報提供]（自治体の例）親子ふれあいサロンで保育士常駐相談対応（熱海市）。市区町村などが発行し
ている「たより」やチラシなどを手渡し、必要な個所にマーカーするなど、工夫した上で情報提供する（妙高
市）。子どもの成長とともに心構えや具体的対応掲載した親と子のあゆみ応援シート（1 歳・3 歳・5 歳・小学校
入学前）（枚方市）。出産・子育て応援メール（港区）
[論点] 医療機関への働きかけ（医療機関が守秘義務を根拠に提供しないことも多々ある）。
[論点]団体が要対協に入っている場合にどこまで情報共有する？
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(1) 子ども家庭支援業務にかかる業務

(1) 子ども家庭支援業務にかかる業務（ア・イ・ウ・エ）

ウ 相談等への対応（（参考）法 10 条 1 項 3 号

要綱 4(1)③ 2 頁）

要件
理念・方針

具体例

相談対応の場合には常に子ども

支援方針や支援計画を立てる場合の羅針盤

の権利保障という目的を意識す

→具体的一歩が「子どもの権利利益の向上」になる方法

ること

かチームで確認・検証。
※保護者との関係構築に重点を置きすぎない。

相談時の

①相談者のニーズを把握

相談者のニーズにあったメニューの提供等支援ができ

視点

→それに応じたカウンセリング等の

ている。

支援

気持ちを受け止める必要がある場合、継続的に通って

→子ども・子育て支援施策に係る

もらう必要がある場合、育児等の技術アドバイスが必要

市区町村事業の活用

な場合、自治体のサービス提供が必要な場合など。

相談対象

①[種類]一般子育てに関する相談

・左記相談全般を受けられる人的体制・能力を支援拠

種類と期間

から子ども虐待等に関する相談ま

点チーム全体で有している。

で全般（横軸）

・個人でなくチームとしての体制整備のために非常勤職

②妊娠期（胎児期）から子どもの自

員の雇用や専門的な他の機関との密接な連携による穴

立に至るまでの相談全般（縦軸）

埋めができている。

上記のための

・相談には複数人数で対応する。主担当とコーディネー

①相談を受けやすい体制

ターなど（文京区）。

②遅滞なく適切に対応する体制を

・面談間隔の長短について拠点チームで検証している。

整備

・相談を受けやすい体制として担当者とのマッチング

相談体制

（担当者の変更、継続について柔軟な協議）
関係機関の

【関係機関との密接連携の必要と

[例]

活用

活用】

・妊娠相談や子育て支援（自立まで）などを行う民間団

※17 頁
「繋ぐ支援」参照

①関係機関を知っていること

体等の社会資源の活用

（庁内・民間の関係機関どれだけ

・学齢期の子どもへの対応ではいじめ等の問題への取

知っているか）。

組や特別支援教育等の教育関連施策との連携

②どうやって繋ぐことができるか知

・（例）母子保健施策、障害児・者支援施策に係る市区

っていること。

町村事業、生活保護や高齢者等の福祉施策、民生委

③繋いだ後のフィードバックを継続

員・児童委員（主任児童委員）のつなぎ方

的に行うこと

・多様な社会的資源の利用により一つの機関の凸凹を

④つなぐ機関を場合によっては拡

埋めて、子どもや家庭のニーズに応えていく体制を作っ

充・変更していくこと。

ていく（変更していく）ことができているか。
・児童家庭センターとの連携ができている（中津市）。
・民間団体などのインフォーマルな社会資源に関する情
報（常に更新させていく）（越前市）。
・社会資源のハード面よりも人的資源といったソフト面の
情報把握が大切（文京区）
15
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(1) 子ども家庭支援業務にかかる業務

虐待対応の

①虐待通告及び関係機関等から

・どのような場合に児童相談所に連絡し、支援の援助を

役割分担

の情報提供を受け「総合調整」を

受けるのか、送致を行うのかについてルールを定めてお

行う。

く。

②児童相談所との連携・支援（送

・心理判定や医療的見立て、法的見立てにおける援助

致・通知（法 26 条 1 項③、⑤、

を求めるなど

⑧））を行う

・一時保護が必要であるとの見立てを共有することが大切

更なるグレードアップ
①一般の子育て相談には、育児や子どもの発達への不安なども含むこと留意（妙高市）
②いじめ・不登校・ひきこもり相談への対応も含まれる（妙高市）
③虐待対応ですぐに介入する場合と、一般的な育児相談・子育て等では関わり方が異なってくるので、初期
の危険に関するアセスメントは重要（子どもの虐待防止センター）。
④[個別の相談対応]相談に留まらず、必要に応じて同行する。また相談窓口への同行や、行政手続やサービ
ス利用のための手続をともに行う（文京区）
⑤相談対応充実のために
相談対応能力向上のために非常勤職員も含めて研修参加を推進。研修参加状況：H29：61 回 98 延
人、H30：65 回 95 延人（児童虐待・DV 対策等総合支援事業補助金、子ども・子育て支援交付金等を
活用）(藤枝市)
⑥市の責任体制が明確になっているかの検証は必要（越前市）
[論点]相談者と担当者との相性が合わない場合の変更についてチームで協議が出来ているか。
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(1) 子ども家庭支援業務にかかる業務

(1) 子ども家庭支援業務にかかる業務（ア・イ・ウ・エ）

エ 総合調整（（参考）法 10 条 1 項 4 号（その他「必要な支援」）要綱 4(1)④
要件
理念・方針
最善の方法

3 頁）

具体例

・常に子どもの権利が守られてい

・受理支援会議等で行った見立て

ること

（当該ケースの背景・特殊性についての調査を前提に随時

①個々のニーズ・家庭の状況等

評価し見立て直しを行っている。）

に応じた最善の方法の選択

※見守りの名の下に初期評価が放置されていないか10。

②子どもの権利が守られているか

・定型的に対応の検証が行われているか。

の評価を行い、支援を継続する
繋ぐ支援

①自らの組織における支援と関

・どんな関係機関があるか

※15 頁
「関係機関の
活用」参照

係機関等との連携

・その関係機関の誰に連絡すればよいのか

②地域社会資源を活用して調整

・関係機関間の得意分野・苦手分野を把握しているか

する

・関係機関をケースの状況に合わせた時系列で組み合わ

③包括的な支援に結びつける。

せていくことができているか。
・関係機関との間で情報循環できているか

責任分担の

支援拠点が中核となり、関係機関

・支援拠点が、要対協等を利用して関係機関間の情報共

司令塔

間による

有を行い、役割分担の指示を出せているか。

①役割分担

・関係機関間の動きを総合的かつ随時把握できているか。

②支援の責任の明確化

・要対協の個別ケース会議等を随時行い適宜役割分担の

→円滑なサービス提供を行う。

変更を行いつつ対応していくことができているか。

更なるグレードアップ
①専門性の強化
②要対協を必要に応じ迅速かつ随時開催する義務があることを認識
③個別検討会議を頻繁に開く
・必要によっては、関係機関と連携して地域の実情に合わせた支援メニューを作る。
・相談者の声を地域全体の子育て支援へ反映する意識を持つ
④進行管理の徹底
⑤-1 拠点と要対協との関係を十分理解（支援拠点が要対協を「活用」する関係にある）
⑤-2 市町＝拠点であり、拠点が実際の虐待対応（リスク評価・判断を含む）を行うものであり、要対協はその
評価・判断を多機関で多角的に評価するための組織という役割分担を理解（静岡県）
⑥総合調整の具体例
[藤枝市例]健康管理システム共用による情報共有（虐待・母子保健・発達）を行っている。障害担当
とのシステム共用を 31 年度開始予定（システム改修）。虐待部門に保健師を 2 名配置し、母子保健部
門との連携を強化。虐待部門と教育部門が同一フロアにあり、相互の情報交換を行っている。生活困
窮者自立相談支援機関(自立生活サポートセンター)が同一建物内(本庁内)にあり、相互の情報交換や
相談案内を行っている。ひとり親支援部門が虐待担当と同一課内にあり、相互の情報交換を行ってい
る。
【論点】指揮命令権がないとの法的限界に関して（現行法の下での理念や役割が課題）
・情報共有を行い、役割分担を関係機関でともに考える。
・関係機関に指示を出す→ともに考えるためのファシリテート的役割を担う。
・関係機関それぞれが主体的に考えられるように仕掛ける司令塔となる。
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(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
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(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
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(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
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(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他の必要な支援

(3) 関係機関との連絡調整（要綱 4(3)
ア

要対協の活用

8頁

イ

児相との関係

9頁

(4) その他の必要な支援（要綱 4(4)

6 頁）

7 頁）

要件

具体例

①里親支援

里親、養子縁組里親の家庭や養子縁組家庭が、

等

地域において社会的につながりを持ち、孤立しな

・児童相談所から積極的に情報をもら
い、地域での里親支援に繋げる。

いために、支援拠点は、地域の社会資源の活用
や、役所の手続が円滑に進むよう、児童相談所や
関係機関と連携して必要な支援を行う。
・一時保護中の詳細な判定結果等を拠

②措置解除

①新しい環境への不安除去

後のアフター

②児相から支援拠点への情報提供を求める

ケアー

③子どもからの相談や定期的な訪問等

・定期的な相談・訪問等を行っている。

③非行相談

行動特性のアセスメントと子どもの生活関係のある

・支援のための関係機関からの情報を

場や機関との協働による孤立化防止のための支

点に渡す。

求める。
・連携機関をより多く見つける。

援

・環境を整える
留意事項

措置解除前の重要事項

・個別ケース検討会議を事前に開催。

解除前に児童相談所と支援拠点並びに関係機関

・必要な関係機関をみんな集めている

とで個別ケース検討会議を開催する必要がある。

・個別ケース会議で具体的役割分担を
決めている。

更なるグレードアップ
①支援拠点は、児童相談所が、解除前に支援拠点に十分な情報を提供しない場合、家庭復帰について協
議を怠る場合には、児童相談所に対して情報を積極的に求めていくことが必要となる。
②非行は家庭環境や虐待との因果関係に着目し、受理した種別にとらわれず総合的なアセスメントを丁寧に
実施する。より効果の高い低年齢時からの対応が望ましい（大田区）。
③子ども対応の経験値が高い施設との連携は、支援拠点にとって強力なパートナーとなっている（中津市・児
童家庭支援センターを運営する社会福祉法人清浄園との連携例）
④里親が社会的責任を感じ、がんばりすぎてしまう例は多い。里親のレスバイトや里親が育児相談ができるよ
うな里親同士の集まり・研修・ワークショップなど里親支援チームを地域で立ち上げている例（中野区・チャ
レンジ中野！Ｇrow Happy Project）
【論点】現状市区町村としては、里親支援に関しては啓発が主である。住民と常に接している市区町村に委
ねるべきものは委ねる。また市区町村と丁寧な協議を行いながら里親支援を行っていくべきである。
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５ 設置形態及び職員配置等

５ 設置形態及び職員配置等
(1) 類型及び配置人員等

（参）法 10 条 4 項（「必要な体制の整備」「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」）)

※具体例は平成 29 年度・30 年度ヒアリング一覧参照（HP 随時更新）

子ども家
心理担当

虐待対応

支援員

専門員

（非常勤可）

（非常勤可）

庭支援員
人口規模

具体例

合

計

（１名非常

調査協力自治体

勤可）

小
規
小規模
模

児童人口概ね 0.9 万

熱海市、玉野市、南房総市、

人未満（人口約 5.6 万

香南市、いの町、涌谷町、

人未満）

常時２名

―

―

常時２名

三宅村、千代田区、三沢市、

Ａ型
型

南風原町、妙高市、伊予市、
杵築市、田村市
児童人口概ね 0.9 万
人以上 1.8 万人未満

小規模

（人口約 5.6 万人以

Ｂ型

加賀市、総社市、千歳市、
宗像市、越前市、袋井市、

常時２名

―

常時１名

常時３名
中津市、神戸市

上約 11.3 万人未満）
児童人口概ね 1.8 万
人以上 2.7 万人未満

小規模

（人口約 11.3 万人以

Ｃ型

海老名市、彦根市、相模原

常時２名

―

常時２名

常時４名
市、藤枝市、焼津市、米子

上約 17 万人未満）

市、神戸市

児童人口概ね 2.7 万

福井市、豊橋市、枚方市、

人以上 7.2 万人未満
（人口約 17 万人以

中規模型

岩国市、大村市、

上約 45 万人未満）

松戸市、明石市、港区、相

常時３名
常時１名

常時２名

常時６名

模原市、山口市、文京区、

可
旭川市、奈良市、鳥取市、
松江市、東広島市

児童人口概ね 7.2 万
人以上（人口約 45 万 常時５名

大規模型

豊田市、船橋市、

常時２名

常時４名

常時 11 名 大分市、松山市

人以上）

※複数設置（予定）自治体あり
更なるグレードアップ
①スーパーバイザー確保の重要性（文京区では、臨床心理資格者確保及びその後精神科医の確保によりケース対応が全く
変わった。職員の負担も減った）。
②児童相談所経験者のプラスの例（千歳市ではコーディネーターとして関係機関との交渉等で活躍。職員のよりどころともなる。）
③虐待加算について
【論点】心理担当支援員の確保と拠点における働き方についての悩み
※次頁(3)「主な職務、資格等」「②心理担当支援員」の箇所参照
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(2)主な職員
(3)主な職務、資格等

(2)主な職員（要綱 6(1)

9 頁）

支援拠点には、原則として、①子ども家庭支援員、②心理担当支援員、③虐待対応専門員の職務を行う職員
を置くものとし、必要に応じて、④安全確認対応職員、⑤事務処理対応職員（※）を置くことができる。
※[自治体の工夫ポイント～事務処理対応職員との関係]
・支援拠点としての機能が十分発揮されるためには事務処理対応職員配置が重要であることは多くの自治体から
あげられる声であり、拠点の事務仕事と純粋相談対応とを分けてうまく機能している（三宅村）。
・相談が親の昼休み休憩中や仕事終了後の夕方の時間帯に多いことからシステム入力等は事務職員に任せるな
どの工夫（加賀市）
・事務職員が自治体の他課のサービスなどを熟知しており、チーム力を上げている（中津市）
調査・補助金等（厚労省）
① 平成 29 年度市町村虐待対応担当窓口等の状況調査によれば、設置運営要綱の基準を満たす支援拠点（66 市町村
67 か所）において心理担当支援員は 55 人配置されており、常勤職員が 28 人（50.9％）、非常勤職員が 27 人（49.1％）。
② 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金における市区町村子ども家庭総合支援拠点運営事業の基礎単価
の中で、心理担当支援員を含む主な職員の人件費等を補助しているほか、支援拠点の子ども家庭支援員のうち、常勤
配置を必須としている職員の人件費は地方交付税措置が行われる予定なので要活用。
③ また、平成 31 年度より子ども家庭総合支援拠点の設置を促進するため、これまでの運営費及び改修費等の補助に加
え、開設準備経費への補助を創設するとともに、土日・夜間の運営費などの補助を創設するので要検討。

(3)主な職務、資格等（要綱 6(2)

9 頁）

職員14のそれぞれの主な職務、資格等については、次のとおりで詳細は設置要綱に定めるとおりである。
① 子ども家庭支援員（資格）
社会福祉士、精神保健福祉士、医師、保健師、保育士等（要綱別表の１参照）
なお、当分の間、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修※を受けた者も認める。
※児童福祉司任用前講習会等
② 心理担当支援員
大学や大学院において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者等
※ （ア）心理担当支援員の確保
この点、多くの自治体から悩みが寄せられる。これに対して、県での説明会やワークを行う
中で出た意見等を記載しておく。例えば、自治体が心理学部を有する大学等と連携（訪問等）
をすることで継続的に自治体へのルートが出来てくるのではないか（福島）、また心理専攻学
生を自治体で研修で積極的に受け入れることが有効ではないか（福島）との意見。採用を児
童虐待部門と狭く募集するのではなく、子どもの心の発達等による枠組みでの採用をすること
で、幅広い心理専門職を確保することができるのではないか（静岡）との意見があげられた。
今後の課題・要望として、支援拠点と児相における心理担当（支援員）との仕事の相違を国が
明確に示すこと又は心理担当支援員必置を法定すべきとの意見（複数政令市）や心理職の
給与面等の待遇改善が必要との意見（複数自治体）が挙げられた。
（イ）心理担当支援員の拠点における働き方
この点については、自治体により求めるものが様々である。例えば、支援拠点は、児相とは
異なるのであるから、心理担当支援員を募集する時から、ケースワークを行ってもらうことを明
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(3)主な職務、資格等
(4)上記職員確保のための具体策（人材育成含む）

記し募集をかけており、実際に拠点での日々の仕事においては、心理的見立てもできつつケ
ースワークを行ってもらっておりうまく行っている（松戸）との報告がある。一方で心理職のバッ
クグランドはケースワークではないので、想像していた仕事に矛盾を感じてやめてしまう例も他
の自治体で報告されている。組織内で心理職が一人しかいないことでの不安から応募できな
いとの声もあった。
（ウ）提言
支援拠点に心理職がいることで、ケースの見立ての幅と深みがでて、それが子どもの命を
守ることにつながったとの複数の自治体からの感想が聞かれる。支援拠点と児相の見立て合
わせやスムーズな連携のためにも心理職の配置は不可欠であると考える。ただし、自治体に
よって地域資源や拠点の現時点での力量に差がある中で、心理担当に求めるものはおのず
と異なってくるのであり、自らの自治体拠点における凸凹を分析したうえで心理担当職に求め
ることを明記して募集及び実際の日常の仕事の仕方について協議を重ねる必要があろう。
また、一自治体において一人しか心理職がいない場合等の能力のレベルアップをどうする
のかという課題に対して、基本的には、当該自治体がどのようにバックアップできるのかを提
示できるのが原則とはなろうが、都道府県（国）の研修やアドバイスを受けられる制度等を構築
することが望まれよう。地域の専門職の協会との連携の方法もあろう。なお、近隣自治体で心
理職が横の連携を作って勉強会や相談をしあって緊急時に相談をしあったり、レベルを高め
あっている例もある。参考となる取組である。
③ 虐待対応専門員
社会福祉士、精神保健福祉士、医師、保健師等（要綱別表の２参照）
なお、当分の間、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けた者も認めることとする。

(4) 上記職員確保のための具体策（人材育成含む）
※子発 1221 第７号・平成 30 年 12 月 21 日付厚労省子ども家庭局長通知「「児童虐待防止対策体制総合
強化プラン」（新プラン）に係る 2019 年度予算案及び地方財政措置について」の各種メニュー参照15
ア「厚生労働大臣が定める基準に適合する研修」の増加
※児童福祉司任用前講習会
【ポイント】 都道府県による積極的な児童福祉司任用前研修等の実施
→市町職員の積極的参加働きかけが必要！
[課題]どこでやるか？いつやるか？連続でやるか？
イ

専門職の獲得が難しいことを前提に、工夫している自治体の例
（ア）事務職等に対して、保育士資格取得を勧奨（補助）する自治体

（豊橋市）

（イ）実務経験が少ない有資格者や、教員など多職種の有資格者などに対し保育士資格取得を促し、幅
広い人材の確保に努める（山口市）
ウ

要綱に定められている「子ども家庭支援員」
「虐待対応専門員」の資格等該当者を人事課が抽出して、

支援拠点となる子ども部門に異動させるなどを行い要件充足の工夫を行っている例
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(4)上記職員確保のための具体策（人材育成含む）
(5) 運営方法等
６ 設置・器具

教員資格者、保健師、看護師、保育士その他資格者等の抽出（南房総市、大村市、焼津市、山口市）
[具体例]
上記のうち、山口市は積極的に「保育士資格応援講座」や「保育士再チャレンジ講座」を開催し、保
育士育成をしている。
エ

人事ローテーションの工夫
包括支援センターと支援拠点との間の人事異動（中津市・涌谷町）、保育園との間の人事異動（文京
区）、教育委員会との間の人事異動（焼津市）
更なるグレードアップ
「なお、当分の間、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けた者も認める」研修につ
いて場所や開催時期や講師・内容について市区町村からの改善要望が多く出ている。
都道府県が、この研修のあり方を工夫し、市町村の人員体制援助する必要があろう。

(5) 運営方法等
地域の実情に応じた多様な運営方法等を工夫することができる。
ア

要保護児童対策地域協議会の活用（前述 8 頁）

イ

子育て世代包括支援センター（利用者支援事業（母子保健型））との一体性（前述 6 頁）

ウ

利用者支援事業（基本型）との関係（前述 4 つの業務の（1）ウ相談対応に同じ 15 頁）
一般子育てに関する相談などにも応じ、あらゆるサービスに有機的につないでいく役割を担う。

６ 設備・器具
実際の設備・器具がどの程度のものかについては、ヒアリング報告書に写真掲載しているのでご参照ください。
（１）設備等（標準）
相談室（相談の秘密が守られること）、親子の交流スペース、事務室、その他必要な設備
※一定の独立したスペースを確保が望ましい。ただし、既存設備を活用してもよい
・相談室と相談室との間の声がもれないよう仕切りを工夫する
・相談者同士が会わないように工夫する（焼津市、三沢市）
・執務室と親子交流スペースとの間のマジックミラー（文京区）
（２）器具等
記録や文書作成に必要な物品その他器具、調度品等を備えておく。
※文書記録の鍵のかかる書庫等への厳重な保管。
※廃棄する際にも、行政文書として適正な手続を経て、処分を行う。
※また、業務効率化のため、コンピューター等のＯＡ機器の設置が望ましく、虐待相談・通告受付票等の相談
記録等は電子ファイルとして整理を進めていくことが求められる。
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７脚注

７脚注
1

自立援助ホームの場合、22 歳の年度末までの間にある大学等就学中の者も対象

2

第１次から第 13 次報告までの児童虐待による死亡事例等の検証結果 【心中以外の虐待死 636 例、678 人】０歳児の

割合は 46.2％、中でも０日児の割合は 18.3％。さらに、３歳児以下の割合は 76.5％を占めている。
3

4
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７脚注

5

「市区町村子ども家庭支援指針（ガイドライン）
」21 頁、56 頁

6

新しい社会的養育ビジョン（
「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」平成 29 年８月２日とりまとめ公表）／都道

府県社会的養育推進計画の策定要領（３．都道府県推進計画の記載事項）（３）市区町村の子ども家庭支援体制の構築等
に向けた都道府県の取組 ①【市区町村の相談支援体制等の整備に向けた都道府県の支援・取組】
・子育て世代包括支援セ
ンター及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の普及、市区町村の支援メニュー（ショートステイ、トワイライトステイ）
の充実、⺟子⽣活支援施設の活用について、都道府県の行う支援・取組を盛り込んだ計画を策定すること。・子ども家庭
支援に携わる職員の人材育成支援策に関する計画（都道府県の行う取組）を策定すること。②【児童家庭支援センターの
機能強化および設置促進に向けた取組】・児童家庭支援センターの機能強化の計画および設置に向けた計画（設置時期・
設置する地域）を策定すること。
7

NPO 法人アーツイニシアティヴトウキョウ［AIT/エイト］の「福祉とアートラボ」の例

8

Ⅰ【例外的形態（Ⅰ）】
一部を社会福祉法人等に委託する場合
ア

要件
①委託先（社会福祉法人等）に適切かつ確実な業務遂行能力があること
②委託先が徹底した個人情報管理の体制整備を行っていること
③上記①②について自治体が十分な確認作業・認定を行っていること
④上記③を遂行するために条例・規則等を整備していること

イ

具体例（要綱の具体化）
① 委託先の社会福祉法人等の組織体制、指揮命令関係、財務・資産関係が明確かつ継続的であること（施設⻑
は、子ども相談・ケースワーク歴が〇年以上の経験を有すること等）
② 社会福祉法人等が他の事業を行っている場合等、その他の事業に個人情報が流れないようハード面・ソフト
面の対策がとられていること、個人情報の扱いに関する厳格な定め及び罰則等の定めが存在すること等
③ 自治体が行うべきことと委託先が行う業務について、その内容と相談・ケースワークの流れとが明確に定め
られ、疑義がない又は疑義を解消するシステムが存在すること。／ケース移管や情報共有に関して、常時相互に
バトンを渡しあえるシステムを構築していること、定期的ケース会議等が開かれ、ＰＤＣＡのサイクルによる改
善がなされるシステムとなっていること。
④ 委託先との連携不足は子どもの命に直結するものであり、委託に係る条例・規則等の法整備がなされている
こと、かつ、委託先との間で詳細な業務委託契約書等を締結していること

ウ

委託自治体の例

福井市が一部委託を行っている（H30 ヒアリング報告書 89 頁参照参考情報添付）。
Ⅱ【例外的形態（Ⅱ）】
複数の自治体による共同設置可能
ア

要件・具体例
小規模や児童人口が少ない市区町村において想定できる手法である。
※2018 年 12 月現在では調査の限りではこの形態の具体例（利用）はない。

9

藤枝市の支援拠点機能の基本的な考え方
支援拠点機能は、家庭児童相談室の機能を包含し、その機能を核として支援拠点として機能強化を図ったものと考える。
主な機能強化施策としては、○要保護児童対策地域協議会（専門部会）の活用

○教育機関（小中学校・幼保園等）との連携
挙げられる。

○児童相談所との連携・協働

○母子健康包括支援センターとの連携

○多機関連携

○相談対応能力の向上等が

特に、支援拠点機能としては、資格要件を満たした専門職の確保が第一歩（厚労省による当分の間、厚生

労働大臣が定める基準に適合する研修の早期開催が早道）であり、面談室等設備については同一建物内の共有面談室等の
優先利用（利用簿管理等）で代用できると考える。その上で、他市町の機能強化施策事例を参考に、各市町に合わせた施
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策展開を行うことで、支援拠点機能として強化が図れるものと考える。
10

藤枝市では、処遇検討会議を週 1 回開催（虐待担当全員）

11

南房総市の例

12

①

ア：相談・通告の受付→初動協議→初期調査→イ：受理会議（緊急受理会議）

②

ア：相談・通告の受付→初期調査（児童の目視確認や聞き取り等）→初動協議→イ：受理会議（緊急受理会議）

③

ア：相談・通告の受付→初動協議→初期調査・支援開始

虐待通告による情報収集が円滑にできるようにするためには、特に子どもの状況を把握できる（子どもと家庭に接点

がある）市内全ての小中学校、保育園、幼稚園、認定子ども園、子育て支援センター、放課後児童クラブに対して、通告
と要対協機能について訪問説明し、担当者と顔の見える関係を構築しておく（藤枝・文京）。各保育園等において出前講
座を開催し、園全体の意識を統一しておく (藤枝市)。園⻑会・校⻑会等を利用して説明を行う（文京区）。
13

指導措置委託パターン

[都道府県（児童相談所）の指導措置について委託を受けて対応するもの]
ア要件
①【理念の確認】都道府県（児童相談所） の措置という行政処分を背景に市区町村（支援拠点）が行う在宅での継続的に寄り添
い支援（市町村指導）
②【留意事項（ⅰ）】
児童福祉司指導という枠組みの中での委託。家庭を訪問し、家事援助等の支援や通所支援等の指導を実施する。児童相談所
との情報共有・役割を明確にした協働支援計画作成・共有
③【留意事項（ⅱ）】
頻回な児童相談所との情報共有による有効性の判断を行う。／当該支援等の趣旨徹底図るために児童相談所が当該家庭に対
して当該措置に関する理解を促す対応を行うよう児童相談所と協議。／児童相談所の介入的な対応と並行して市区町村による
支援等を行う。
④【留意事項（ⅲ）】
当該措置の解除又は変更に当たっては、事前に都道府県（児童相談所）と市 区町村（支援拠点）とが十分協議を行う。

イ具体例
指導委託は、児童相談所と市区町村の役割が交錯する制度であり、詳細な事前の取り決めが不可欠であること、及び状況変化
に対しては直ちに協議を行うことについて、双方が十分な取り決めと納得をして行う必要があり、その点の協議が事前に行われて
いるか。子ども及び保護者等との間に市区町村が指導委託を行うことについて、十分な理解がなされていることや市区町村との
間に信頼関係が築かれているのかについて、その見立て評価が事前になされているか。

ウ更なるグレードアップ
①指導委託については、市区町村側にも難しい舵取りが求められる。児童相談所に適宜状況を伝え、場合によっては措置解
除・変更を働きかける、積極的見立てを伝えることが必要である。
②課題：現在ヒアリングを行っている中で、児相と市との間での指導委託の利用についてのコンセンサス（協議・合
意）が十分なされていない状況であると認識している。ある自治体ではどんどん指導委託（と思われる案件）が一方
的に基礎自治体に委ねられるとの不満・不安、またある自治体では逆に全く指導委託についての依頼（意見交換）は
ないとの声も聞かれる。
14

※①〜③再任用職員の活用（妙⾼市）

15

「児童虐待防止対策研修事業（要保護児童対策地域 協議会調整機関調整担当者研修）
」のほか、次の①〜④につい
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て、2019 年度予算案に盛り込んでいるのでお知らせする。 ① 児童虐待防止対策研修事業（市町村向け研修会）【拡充】
子ども家庭総合支援拠点の設置促進や市町村職員の専門性の向上 を図ることを目的とし、都道府県が実施する市町村向
け研修会について、実施回数の増加を図るため、補助単価を拡充。（補助単価：年４回 分→年 12 回分） 【補助基準額
（案）】１か所当たり 1,511 千円 ② 市区町村子ども家庭総合支援拠点運営事業 ＜運営費補助＞【拡充】 ○ 子ども家
庭総合支援拠点の子ども家庭支援員のうち、常勤配置を必須としている職員の人件費は地方交付税措置が行われる予定。
その他の子ども家庭総合支援拠点の運営に必要な費用として、非常勤職員の人件費等を補助。 【補助基準額（案）
】（直
営の場合） 小規模Ａ型（児童人口概ね 0.9 万人未満）
： 3,725 千円 小規模Ｂ型（児童人口概ね 0.9 万人以上 1.8 万人
未満）： 9,502 千円 小規模Ｃ型（児童人口概ね 1.8 万人以上 2.7 万人未満）
： 15,781 千円 中規模型（児童人口概ね
2.7 万人以上 7.2 万人未満）： 21,053 千円 大規模型（児童人口概ね 7.2 万人以上）： 39,057 千円 ○ 上記に加え、子
ども家庭総合支援拠点において、法的・医学的な知見を踏まえた対応ができるよう弁護士や医師等の嘱託費用の補助を創
設。 【補助基準額（案）
】１か所当たり 360 千円 ＜開設準備経費＞【新規】 子ども家庭総合支援拠点の開設に必要な
改修費や開設準備期間における非常勤職員の人件費を補助。 【補助基準額（案）
】１か所当たり 7,678 千円 ③ 虐待・
思春期問題情報研修センター事業【再掲・拡充】 児童相談所、市町村、児童福祉施設などの虐待問題等対応機関職員の
研修等を実施する研修センターについて、子どもの虹情報研修センター（横浜市）に加え、⻄日本においても研修を実施
する拠点を設けることができるよう、虐待・思春期問題情報研修センター事業を拡充。 【実施主体】⻄日本で事業を適
切に実施することができる自治体 【補助基準額（案）
】72,944 千円 【補助率】定額 ④子どもを守る地域ネットワーク
機能強化事業 調整機関の職員や要保護児童対策地域協議会の構成員の専門性の向上を図るための研修受講費用等を補
助。 【補助基準額（案）
】・調整機関職員の専門性強化を図るための取組 （受講人数×80 千円）・地域ネットワーク構成
員の専門性向上を図る取組（１市町村当たり 660 千円）／ また、子ども家庭総合支援拠点の立ち上げに当たって、学識
経験者等のアドバイザーが自治体に赴き、立ち上げ支援マニュアル等を活用した技術的助言を行う取組を開始する予定と
している。各都道府県におかれては、主催する市町村向け研修会・説明会等の機会を通じて、積極的に本アドバイザー制
度を活用していただくようお願いする。本アドバイザー制度の詳細については、後日改めてお知らせする。
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第４ 支援拠点設置のための都道府県の取組（静岡県の先進的な取組等）

１．市区町村子ども家庭総合支援拠点研修会（静岡県）
【研修概要】
○主催：静岡県健康福祉部こども未来局こども家庭課
○実施日・会場：
東部地区：２月５日（火） プラサヴェルデ（静岡県沼津市）
中部地区：２月７日（木） 静岡県男女共同参画センターあざれあ（静岡県静岡市）
西部地区：２月 13 日（水） 静岡県浜松総合庁舎（静岡県浜松市）
○研修参加者：合計 68 人
（県内外市町職員、児童相談所職員、健康福祉センター職員、本庁職員）
○研修内容：
（１）グループワーク①（本日の研修会で学びたいことを共有するワーク） 20 分
（２）「市区町村子ども総合支援拠点」について講義 70 分
（３）既設置市の取組紹介、質疑応答 60 分
（４）グループワーク②（拠点を設置、運営することをイメージするワーク） 120 分
（５）補助金制度説明 40 分

研修開催に至る経緯
 平成 30 年 11 月現在、静岡県内の市区町村子ども家庭総合支援拠点（以下「拠点」という。）は、６市に留ま
っていた。
 市町職員からは、「そもそも拠点が何かよくわからない」「今と何が変わるのか」という声が多く聞かれていた。
 まずは「拠点」として求められる役割、具体的な運営方法について理解を深める機会が必要と考え、「拠点」
の設置促進及び市町の相談支援体制の一層の充実を図ることを目的に研修を開催することとした。
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第４ 支援拠点設置のための都道府県の取組（静岡県先進的な取組）

研修企画における狙いと実際の効果
 研修には、「拠点」の運営に携わる職員だけでなく、設置に携わる職員（課長クラス）の参加を呼びかけた。
→効果）多くの市町が、複数の職員（管理職と一般職員等）で参加。自分の自治体の強み・弱みについて議
論し、今後に向けた材料として持ち帰ることが出来ていた。
 多くの市町職員に参加していただけるよう、県内３か所で実施した。参加者が主体的に研修に参加し、積極
的に意見交換ができる規模（20～30 人規模）であることを重視した。
→効果）質疑応答、グループ内での意見交換が活発に行われ、参加者全員が発言していた。
 ただ「拠点」について学ぶだけでなく、現在の市町の相談支援体制と結びつけながら、これからのあり方を考
えることを目的に、講義＋グループワークで構成した。
→効果）拠点を設置した際の自分たちの業務を具体的にイメージし、主体的に考える姿が見られていた。
 県内 33 市町は財源、人口規模に差があるため、同じ人口規模の自治体を同じグループに配置した。
→効果）自分たちが参考に出来そうな取組、拠点を設置・運営していく際の困難さをグループ内で議論し、
共有することが出来ていた。
 研修の内容、それぞれの意図は、下記表のとおり。研修企画前に、「拠点」設置に向けて、どのような支援が
あると有効かを調査し、そのニーズに応える内容とした。
研修内容

意図
研修で学びたいこと、知りたいことを自ら明確にす

（１）グループワーク①

る。

（２）「拠点」についての講義

「拠点」の概論を学ぶ。
「拠点」としての業務について、イメージを持つ。先

（３）既設置市の取組紹介

進的な自治体の取組を参考にする。
「拠点」を設置するための人員配置（採用計画）、
設備・機能を具体的に考える。
「拠点」として求められる業務について自己採点
し、自分の市町の現状を振り返る。今の体制で満た

（４）グループワーク②

していること、足りないこと＝改善が必要なことにつ
いて考える。
グループ内で情報交換し、他市町の取組を参考と
する。
「拠点」の設置・運営に使える補助金について知

（５）補助金制度説明

る。
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２．他の都道府県等における支援拠点設置のための研修等一覧（30 年度）

２．他の都道府県等における支援拠点設置のための研修等一覧（30 年度）
2018 年
8 月 30 日(木)

厚生労働省

全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議

9 月 7 日(金)

岡山県

児童虐待防止等ネットワークの研修会

10 月 4 日(木)

愛媛県

児童虐待防止に関する自治体の取組調査・意見交換

10 月 17 日(水)

沖縄県

市町村研修会

11 月 6 日(火)

鳥取県

市町村児童福祉担当課長等会議及び研修会

11 月 29 日(木)

高知県

市町村向け子ども家庭総合支援拠点説明会

11 月 30 日(金)

日本子ども虐待防止学会 第 24 回学術集会おかやま大会

2019 年
1 月 29 日(火)

厚生労働省

市町村セミナー

1 月 30 日(水)

宮城県

子ども虐待対策連絡協議会研修会

2 月 5 日(火)

静岡県東部

市区町村子ども家庭総合支援拠点研修会

2 月 6 日(水)

文京区

要対協実務担当者会議（子ども家庭総合支援拠点に関する研修）

2 月 7 日(木)

静岡県西部

市区町村子ども家庭総合支援拠点研修会

2 月 11 日(月)

「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポジウム

2 月 13 日(水)

静岡県中部

市区町村子ども家庭総合支援拠点研修会

2 月 15 日(金)

福島県

子ども家庭総合支援拠点に関する研修会

3 月 4 日(月)

広島県

市町職員講習会

3 月 9 日(土)

大分県中津市 母子保健事業・養育支援訪問事業研究会

2018 宗像
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第５ 拠点設置確認チェックリスト
設置運営要綱の支援拠点の 4 業務について行っていますか。

１

⑴ 子ども家庭支援全般に係る業務（実情の把握、情報の提供、相談等への対応、総合調整）

① 実情の把握
② 情報の提供
③ 相談等への対応
④ 総合調整
【レベル１・２・３・４・５ 】
⑵ 要支援児童及び要保護児童等への支援業務（危機判断とその対応、調査、アセスメント、支援計画の作成
等、支援及び指導等、都道府県（児童相談所）による指導措置の委託を受けて市区町村が行う指導）
① 相談・通告の受付（危機判断とその対応）
② 受理会議（緊急受理会議）（危機判断とその対応）
③ 調査
④ アセスメント
⑤ 支援計画の作成等
⑥ 支援及び指導等
⑦ 都道府県(児童相談所)による指導措置の委託を受けて市区町村が行う指導
【レベル１・２・３・４・５ 】
⑶ 関係機関との連絡調整（要保護児童対策地域協議会、児童相談所、各種協議会との連携）
① 要保護児童対策地域協議会の活用
② 児童相談所
③ 各種協議会との連携
【レベル１・２・３・４・５ 】
⑷ その他の必要な支援（解除前の関係機関との個別ケース検討会議の開催等、子どもや家族の定期訪
問等、里親への支援等）
① 解除前の関係機関との個別ケース検討会議の開催等
② 子どもや家族の定期訪問等
③ 里親への支援等
【レベル１・２・３・４・５ 】
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第５ 拠点設置確認チェックリスト

支援拠点（法 10 条の２）が、自治体の要綱等で明記されていますか。

２

（例）要綱、要領、処務規程、その他
【レベル１・２・３・４・５ 】
保健部門と子ども福祉部門との一体性・連携は出来ていますか。

３

【レベル１・２・３・４・５ 】
（例）① ハード面

同一建物・同一窓口

② ソフト面

指揮命令系統の統一

③ 情報面

情報共有の定式化
（例）[月に２回以上のケース会議・ケース共有する定めあり]
[虐待担当が保健部門の情報を見ることができる]など

人員配置基準の要件を充たしていますか。

４

【レベル１・２・３・４・５ 】
⑴児童人口に応じて配置【小規模 A 型・小規模 B 型・小規模 C 型・中規模型・大規模型】
⑵人員配置基準
子ども家庭支援員

心理担当支援員

虐待対応専門員

合

計

小規模型
小規模Ａ型

常時２名（１名は非常勤可）

―

―

常時２名

小規模Ｂ型

常時２名（１名は非常勤可）

―

常時１名（非常勤可）

常時３名

小規模Ｃ型

常時２名（１名は非常勤可）

―

常時２名（非常勤可）

常時４名

中規模型

常時３名（１名は非常勤可） 常時１名（非常勤可） 常時２名（非常勤可）

常時６名

大規模型

常時５名（１名は非常勤可） 常時２名（非常勤可） 常時４名（非常勤可）

常時 11 名

５

業務遂行基準（1 の⑴～⑷の業務について）の確認

(1)

児童相談所との間のケースの見立ての食い違いが起こらないような見立て評価シートの共有がなさ
れている。

(2)

一時保護処分をすべきかどうかの判断ができる（すなわち児童相談所の権限行使前までの活動がで
きる。拠点が手放す事案の見立てができる）

(3)

要対協（地域資源）を使って、適宜関係機関間の役割分担を決めることができる。

(4)

設備（相談室・親子交流スペース・事務室等）・器具（記録等を厳重保管できるもの等）の整備
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第６ ヒアリング一覧

第６ ヒアリング一覧

ヒアリング市区町村

規模別一覧

規模

平成29年度報告書

平成30年度報告書
杵築市（p.220）、南風原町（p.254）、香南市

小規模A

熱海市（p.22)、玉野市（p.27）、南房総市

（p.208）、いの町（p.214）、三沢市（p.20）、涌

（p.32）

谷町（p.28）、伊予市（p.192）、田村市
（p.46）、三宅村（p.54）、妙高市（p.74）

小規模B

加賀市（p.41）、総社市（p.46）、千歳市

神⼾市（p.136）、越前市（p.82）、中津市

（p.50）、宗像市（p.58）、山口市（p.64）

（p.230）、袋井市（p.106）
焼津市（p.100）、⽶⼦市（p.166）、神⼾市

小規模C

岩国市（p.74）、大村市（p.80）

（p.136）、相模原市（p.60）、彦根市（p.124）、
海老名市（p.68）、藤枝市（p.110）
那覇市（p.262）、福井市（p.90）、鳥取市

明石市（p.86）、豊橋市（p.95）、枚方市

中規模

（p.106）、松⼾市（p.116）、港区（p.127）

（p.142）、福島市（p.38）、松江市（p.172）、旭
川市（p.8）、奈良市（p.130）、神⼾市
（p.136）、相模原市（p.60）、富士市（p.118）、
東広島市（p.182）

大規模

豊田市（p.134）、船橋市（p.140）

松山市（p.200）、大分市（p.224）

＊なお、ヒアリング当時の組織体制を前提にしている
＊政令市において行政区毎に置かれる例が多い
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第７ おわりに

第７ おわりに
スタートアップマニュアル策定に関して、基本的に、支援拠点設置運営要綱が求めている基準を客観的
にまとめることを第一義的に重視した。その上で、実際の自治体での運用例を参考に具体例を示し、さら
にスタート後のグレードアップを想定して研究者や自治体担当者からのコメント等を付すよう工夫した。
子どもの命を守るための拠点整備のために利用してほしい。
各自治体ごとに、人的体制や地域資源は様々であろう。どこが足らないのか、どこを補充すれば子どもの
命を守れるのか、
この検討マニュアル及び全国のヒアリング報告書を参考に検証をしてみていただきたい。
2022 年までに子どもを守るための体制が、
全国で整えられるよう、
このマニュアルが役立つことを願う。
なお、このマニュアル策定に際しては、ここに記載した検討会以外にも、全国の自治体担当者の方と多
大な時間をかけて意見交換をさせていただいた。この場を借りてお礼を申し上げたい。
今後、支援拠点整備に関して、疑問やアドバイスが必要であれば、この研究をまとめた支援拠点に詳し
い研究者（鈴木、井上等）・実務者（拠点設置自治体担当者）とでアドバイザーチーム体制を構築してい
るので（虐待防止室と協議中）、お問い合わせいただきたい。
最後に、市区町村の虐待担当部署の皆さんにエールを送らせていただきます。
【参考リンク先】
1.「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000161700.pdf
2. FAQ
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000174845.pdf
3. ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000161704.pdf
[参考]
鈴木秀洋研究室 http://suzukihidehiro.com/

（報告書参照）
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殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
（公印省略）

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

都 道 府 県 知 事
指 定 都 市 市 長
中 核 市 市 長

対策調整機関との関係整理や児童相談所との連携、協働のあり方など、適切な運営が

援拠点に係る条例や規則等で定め、委託先の社会福祉法人等が適切に業務を行うことが

ある。その際、市区町村は、支援内容の役割分担や個人情報の取扱いなどについて、支

とがないように守秘義務の徹底等を図る体制が整備されている委託先を選定する必要が

情報を取り扱うことになるため、徹底した情報の管理や知り得た内容を外部に漏らすこ

また、委託先の選定に当たっては、支援拠点が子どもとその家庭及び妊産婦等の個人

にその一部を委託することができる。

ただし、市区町村が適切かつ確実に業務を行うことができると認めた社会福祉法人等

支援拠点の実施主体は、市区町村（一部事務組合を含む。以下同じ。）とする。

２．実施主体

行われるようにするための基本的考え方を示すものである。

援センターや要保護児童対策地域協議会（以下「地域協議会」という。）・要保護児童

基づく技術的な助言である。

がら、責任を持って必要な支援を行うことを明確化するとともに、子育て世代包括支

（４）本設置運営要綱は、支援拠点が、福祉、保健・医療、教育等の関係機関と連携しな

以下「支援拠点」という。）の設置に努めるものとする。

ソーシャルワークを中心とした機能を担う拠点（市区町村子ども家庭総合支援拠点。

このため、市区町村は、地域のリソースや必要なサービスと有機的につないでいく

訪問等による継続的なソーシャルワーク業務までを行うことが求められている。

する相談全般から通所・在宅支援を中心としたより専門的な相談対応や必要な調査、

ことを踏まえ、子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の把握、子ども等に関

おける子どもの福祉に関する支援等に係る業務を行うことが役割・責務とされている

（３）市区町村は、すべての子どもの権利を擁護するために、子どもの最も身近な場所に

町村を中心とした在宅支援の強化を図ることが盛り込まれている。

り添って継続的に支援し、子ども虐待の発生を防止することが重要であるため、市区

護者（親権を行う者、未成年後見人その他子どもを現に監護する者。以下同じ。）に寄

が生じる場合が少なくない実態がある。市区町村が、身近な場所で、子どもやその保

施設入所等の措置を採るに至らず在宅支援となっているが、その後に重篤な虐待事例

（２）また、都道府県（児童相談所）が虐待相談を受けて対応したケースのうち多くは、

なければならないことが明確化された。

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わ

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

身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団体として、子ども及び妊産婦

以下「平成 28 年児童福祉法等改正法」という。）において、市区町村は、子どもが心

（１）平成 28 年に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 63 号。

１．趣旨・目的

「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱

する。
なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に

また、「市町村における児童等に対する必要な支援を行うための拠点の整備について」
（平成
28 年 12 月 16 日付け雇児発 1216 第３号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）は廃止

「支援拠点」という。）の整備に努めなければならないと規定された。当該支援拠点におけ
る運営に関する基準及び設備について、別添のとおり「市区町村子ども家庭総合支援拠点設
置運営要綱」を定め、平成 29 年４月１日から実施することとしたので、その適正かつ、円
滑な実施を期されたく通知する。
ついては、各都道府県知事におかれては、貴管内市町村長（指定都市市長及び中核市市
長を除き、特別区を含む。）への周知につきご配慮願いたい。

れ、子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の把握、子ども等に関する相談全般か
ら通所・在宅支援を中心としたより専門的な相談対応や必要な調査、訪問等による継続的
なソーシャルワーク業務までを行う機能を担う拠点（市区町村子ども家庭支援拠点。以下

号）において、基礎的な地方公共団体である市町村は、子どもの最も身近な場所における
子ども及び妊産婦の福祉に関する支援業務を適切に行わなければならないことが明確化さ

平成 28 年５月に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第 63

各

雇児発０３３１ 第４９ 号
平成 ２ ９ 年 ３ 月 ３ １ 日

第８ 参考資料

第８ 参考資料
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象

る業務全般を行う。

項に基づく要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等と思われる者を把握した

一方、関係機関への個人情報の提供に関しては、法律を遵守するとともに、④の

③ 相談等への対応
子どもとその家庭及び妊産婦等や関係機関等から、一般子育てに関する相談から

総合調整を行う際にも、その方法について工夫する必要がある。

議を行い、受理会議で検討された、当該ケースについての事実関係を整理するための

流れ（全体像）としては、相談・通告を受け、事前の情報収集を基に（緊急）受理会

要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援における子ども家庭相談の

（２）要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

任を明確にして、円滑なサービス提供を行う。

祉に関する資源や支援等に関する情報の提供を行う。特に、子ども自身が利用しや

すいような社会資源に関する情報の提供の仕方を工夫するべきである。

特に、要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等に関しては、支援拠点が中
核となって必要な支援を行うとともに、関係機関でサービスを分担する際には、責

社会資源等に関する情報の提供を行うとともに、関係機関にも連携に資するその福

援を継続することが求められる。

との連携においても、常に子どもの権利が守られているかの評価を常に怠らずに支

② 情報の提供
子どもとその家庭及び妊産婦等が自主的に活用できるように、当該地域の実情や

きない児童」にも留意して把握に努める。

ビスの調整を行い、包括的な支援に結び付けていく適切な支援を行う。関係機関等

な社会資源を活用して、適切な支援に有機的につないでいくため、支援内容やサー

の実情の把握を継続的に行う。

その際、保育所・幼稚園、学校等に在籍していない子どもや「居住実態が把握で

個々のニーズ、家庭の状況等に応じて最善の方法で課題解決が図られるよう、支
援を行うことと併せ、関係機関等と緊密に連携し、地域における子育て支援の様々

集するとともに、インフォーマルなリソースも含めた地域全体の社会資源の情報等

④ 総合調整

機関と連携して、必要な支援等を行う。

１項第５号及び第８号に基づく通知を受け、その場合には、児童相談所を含む関係

さらに、法第 26 条第１項第３号に基づく児童相談所からの送致や、法第 26 条第

関係機関等からの情報の提供を受け、その場合には、（２）の対応を行う。

育環境全般について、家庭全体の問題として捉え、関係機関等から必要な情報を収

だい関係、家庭の環境及び経済状況、保護者の心身の状態、子どもの特性などの養

庭及び妊産婦等に関し、母子保健事業に基づく状況、親子関係、夫婦関係、きょう

子どもの権利を保障するためには、市区町村に在住するすべての子どもとその家

① 実情の把握

（１）子ども家庭支援全般に係る業務

待を受けたと思われる子どもを発見した者からの通告や、法第 21 条の 10 の５第１

年法律第 82 号。以下「児童虐待防止法」という。）第６条第１項に基づく子ども虐

う。）を対象とした、
「
（２）
要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務」

について強化を図る。

また、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）第 25 条に基づ
く要保護児童を発見した者からの通告及び児童虐待の防止等に関する法律（平成 12

会資源の機能を的確に把握し、十分な連携を図りながら相談対応、支援を行う。

の家庭又は特定妊婦等（以下「要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等」とい

さらに、平成 28 年児童福祉法等改正法を踏まえ、要支援児童若しくは要保護児童及びそ

から子どもの社会的自立に至るまでの包括的・継続的な支援に努める。

も視野に相談対応を行うなど、妊娠期（胎児期）から子どもの自立までに関わる社

会資源も活用して、相談者のニーズに応じた支援を行うとともに、学齢期の子ども
への対応では、いじめ等の問題への取組や特別支援教育等の教育関連施策との連携

すべての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象として、その福祉に関し必要な支援に係

また、その支援に当たっては、子どもの自立を保障する観点から、妊娠期（胎児期）

委員・児童委員（主任児童委員）、妊娠相談や子育て支援などを行う民間団体等の社

れる。当該家庭に関わる場合には、生活保護や高齢者等の福祉施策との連携、民生

母子保健施策や障害児・者支援施策に係る市区町村事業の活用を図ることが求めら

型）など）を十分に活用することが必要であり、さらに密接に連携する必要がある

うとともに、子ども・子育て支援施策に係る市区町村事業（利用者支援事業（基本

ため、適切に相談者のニーズを把握し、それに応じたカウンセリング等の支援を行

相談対応に当たっては、常に子どもの権利保障という目的を意識する必要がある

る。

すい体制や遅滞なく適切に対応する体制を整備して、相談に応じることが必要であ

市区町村（支援拠点）は、コミュニティを基盤にしたソーシャルワークの機能を担い、

４．業務内容

縁組を含む。以下同じ。）及び妊産婦等を対象とする。

市区町村（支援拠点）は、管内に所在するすべての子どもとその家庭（里親及び養子

３．対

置することも可能である。

また、小規模や児童人口が少ない市区町村においては、複数の地方自治体が共同で設

その対応に際して、まずは、子どもとその家庭及び妊産婦等からの相談を受けや

もの自立に至るまでの子ども家庭等に関する相談全般に応じる。

務を適正に行う責任及び最終的に判断を行う責任は市区町村にあるため、委託先と緊密

に連携し、信頼関係を構築する必要がある。

養育困難な状況や子ども虐待等に関する相談まで、また妊娠期（胎児期）から子ど

できるよう援助する必要がある。さらに、委託先が行った業務の結果の把握と管理など、業
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支援の内容
支援計画に基づき、支援は、子どもへの支援、保護者への支援、家族への支援、周

の措置という行政処分を背景に行うものであり、都道府県（児童相談所）から委
託を受けた市区町村（支援拠点）では、以下の事項に留意し、児童相談所と常に

参加を求め、保護者に左右されずに子どもの意見を聞く配慮が必要である。

村による支援等」という。）を実施する。また、児童相談所と情報を共有し、参

保護者に支援計画に関して説明しない方が良いと考えられる場合には、関係機関間

でその点についての合意形成を図る必要がある。

さらに、⑥の支援及び指導等を行いながら、必要に応じて、定期的（３か月に１

指導という枠組みの中で委託を受けて、子どもや保護者等の家庭を訪問し、家
事援助等の支援や必要に応じ通所による支援等の市区町村指導（以下「市区町

くなっている時の対応を定めておく必要がある。なお、支援を有効に行うために、

（ア）市区町村（支援拠点）は、都道府県（児童相談所）の措置による児童福祉司

常に念頭に置き、子どもの心身の安全が脅かされている、若しくはその可能性が高

協働して市区町村指導を実施する。

継続的に寄り添った支援が適当と考えられる事例に対し、都道府県（児童相談所）

ための支援目標を設定する。その際、可能な限り子ども、保護者及び妊婦の意見や

また、支援計画を立てる際に、支援の過程で危機状態に至る可能性があることを

行き届いていない子ども、支援を適切に受け入れられない保護者又は家庭等や、

導措置について、委託先として市町村が追加され、法第 26 条第１項第２号及び法

協議会の個別ケース検討会議を開催し、情報を共有する。

ては、④のアセスメントに基づき、問題に至ったプロセスを考え、それを改善する

を中心とした在宅支援を強化する一環として、都道府県（児童相談所）による指

的かつ複数の職員による多角的なアセスメントを行う。また、必要に応じて、地域

受けて市区町村が行う指導（以下「市区町村指導」という。）は、在宅での支援が

に大きく分かれる。その中で、平成 28 年児童福祉法等改正法において、市区町村

を的確に把握することはその後の対応に重要であり、支援計画の作成に資する総合

支援の内容を具体的に実施していくための支援計画を作成する。その作成に当たっ

び都道府県（児童相談所）の指導措置について委託を受けて対応するものの３つ

は、特に、子どもの心身の安全に関する緊急度とリスク及び子どもと家庭のニーズ

第 27 条第 1 項第２号に基づき、都道府県（児童相談所）による指導措置の委託を

村自らが中心となって対応するもの、児童相談所等にケースを送致するもの、及

地域との関係及び支援の状況等の評価を行い、要支援児童及び要保護児童等の場合

⑤ 支援計画の作成等
必要に応じた関係機関等との連携を行い、子どもの権利を守るための支援方針や

イ 都道府県（児童相談所）の指導措置について委託を受けて対応するもの
市区町村（支援拠点）の子どもに関する相談・通告への対応としては、市区町

相談所と連携しながら対応する。

る子どもの保護者やその家庭の支援についても、家庭復帰支援の一環として児童

④ アセスメント
③の調査によって得られた情報を基に、家庭、子ども、保護者、妊婦、親子関係、

意識して調査を行う。

子どもの安全に関する緊急度やリスク、支援のためのニーズなどを把握することを

また、必要に応じて、児童相談所で対応している施設入所等の措置を行ってい

過や関係機関間の情報のやり取りなどの記録を作成し、管理・保管する。

境、家庭とその支援体制の状況及び地域との関係等に関する情報や要支援児童及び

要保護児童等並びに特定妊婦等に至った経緯の把握等の必要な調査を行う。特に、

さらに、相談対応から支援及び指導等に至る一連の過程が理解でき、継続的に
支援できるよう、要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等に関する支援経

家庭及び妊産婦等に関しては、子どもの状況、保護者の状況、親子関係等の家庭環

宅支援を行う。

のサービスを活用するとともに、身近で利用しやすい社会資源を活用して効果的な在

ンター事業）等）の提供や、障害児・者施策、生活困窮者施策、ひとり親支援施策等

業、保育所、一時預かり事業、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・セ

並びに特定妊婦等への在宅支援サービス（養育支援訪問事業、ショートスティ事

また、必要に応じて関係機関と協議、調整した上で、要支援児童及び要保護児童等

等の方法による継続的な養育支援やカウンセリング、ソーシャルワーク等がある。

による助言指導や継続的な支援、関係機関と役割分担して行う支援、通所、訪問

の支援、周囲への支援を行う必要がある。支援には、電話、面接等の適切な方法

囲を含めた社会への支援を行う。妊産婦の場合も、妊産婦本人への支援、家族へ

ア

った上で、要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等と判断した子どもとその

③ 調
査
関係機関等に協力を求め、家庭の生活状況や得られた情報に関する事実把握を行

ては速やかに児童相談所に送致する。

受理会議（緊急受理会議）の結果、緊急に児童相談所へ送致すべきケースについ

する必要がある場合には、随時、緊急受理会議を開催する。

面の方針や主たる担当者、調査の範囲等を決定する。また、緊急に受理会議を開催

受け付けたケースのうち、継続的な関与が必要なケースなどについて協議を行い、当

② 受理会議（緊急受理会議）

指導、助言を行う。

相談・通告を受け、問題の内容など必要な情報を把握する。また、必要に応じて

① 相談・通告の受付

行うというものであり、具体的な対応は以下のとおりである。

⑥ 支援及び指導等

とめたもの）を基に、ケース検討会議（支援方針会議）による支援方針の決定、支援

計画の作成を行い、支援を実行し、その後のケースの進行管理及び支援終結の判断を

回程度）にケースの変化や支援目標の到達状況について、組織的に確認し、支援内

調査等を実施し、当該調査等の結果を踏まえたアセスメント（情報を分析し見解をま
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所と認識を共有しながら、相互の意見が違ったときに、ケースの客観的な見立て
の見直しを行う。

必要がある場合には、児童相談所が当該家庭に対して当該措置に関する理解を

促す対応を行うよう、児童相談所と協議を行うとともに、児童相談所の介入的

も・子育て支援事業実施機関、障害児・者相談支援事業所、障害児通所支援事業所、発達

援等の結果、市区町村（支援拠点）が当該措置の解除又は変更を適当と認めた

場合にも、児童相談所と協議を行い、措置の解除又は変更を促す。

段階から、支援拠点に必要な情報を提供するとともに、家庭復帰について協議する

支援を受けながら生活が続けられるよう、関係機関が連動できるように、市区町村
は積極的に支援する必要がある。

や支援内容の協議等を行う地域協議会を構成する関係機関等との連絡調整を密に行

を設けるなど、日頃から良好なコミュニケーションを図る必要がある。

りつつ、常に協働して支援を行うこととし、定例的に情報交換や連絡調整の機会

ア 小規模Ａ型：児童人口概ね 0.9 万人未満（人口約 5.6 万人未満）

① 小規模型【小規模市・町村部】

支援拠点は、児童人口規模に応じて、

型

（１）類

れに基づく評価を行うことが求められる。

② 児童相談所との連携、協働
ア 支援拠点と児童相談所は、個々のケースの状況等により、役割分担・連携を図

５．設置形態等

援計画を共有し、すべての機関において、子どもの権利擁護の考えを浸透させ、そ

う。特に、多機関連携においては、常に子どもの権利を意識したアセスメントや支

協働が重要である。さらに、子どもとその保護者が地域において孤立することなく

じて、要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等に関する情報の交換及び共有

セスメントとともに、家族、学校、警察、子どもの生活と関係のある場や機関との

③ 不良行為に関する相談など非行相談の対応に当たっては、子どもの行動特性のア

地域協議会の対象ケースに関しては、進行管理を行う会議など実務者会議等を通

① 要保護児童対策地域協議会の活用

（３）関係機関との連絡調整

用や、役所の手続が円滑に進むよう、児童相談所や関係機関と連携して必要な支援
を行う。

て社会的につながりを持ち、孤立しないために、支援拠点は、地域の社会資源の活

た、地域協議会の実務者会議を通じて、関係機関に漏れなく終結することを報告す

る。

相談や定期的な訪問等を行うなどのアフターケアを行う。
② 子どもを養育している里親、養子縁組里親の家庭や養子縁組家庭が、地域におい

機関が連携して対応していたケースの場合は、終結の方針を決定する前に、担当者

間で遅延なく連絡・協議するなど、情報を共有し合意形成を図ることが重要である。ま

また、支援拠点は、児童相談所と十分に連携を図り、必要に応じて、地域協議会
（進行管理を行う会議など実務者会議等）の活用などにより、子どもや家族からの

個別ケース検討会議を開催する必要がある。

しておく（日時、構成員、終結理由・根拠等）とともに、児童相談所を含めた関係

⑧ 支援の終結
市区町村（支援拠点）は、相談を終結する場合、その理由を明確にし、記録に残

ことが必要である。このため、解除前に児童相談所と支援拠点並びに関係機関とで

生活環境の下で安定した生活を継続していくために、児童相談所は、解除前の早い

身に関する記録を残し、子どもが出生した段階で子どもに関する記録を加えること

とし、一貫した支援の経過を残す。

① 児童相談所が一時保護又は施設入所等の措置を解除した後の子ども等が、新しい

ての支援の必要が見込まれる場合は、受理した段階で児童記録票を作成し、妊婦自

（４）その他の必要な支援

協議会その他地域の関係機関、地域における各種協議会等との連携の確保に努める。

ョン、警察、少年サポートセンター、子ども・若者支援地域協議会、
（地域自立支援）

妊婦に関する相談・通告のうち子どもが出生後に要支援児童又は要保護児童とし

記録票を作成し、管理・保管することが必要である。

や支援過程が理解できるよう、世帯ごとではなく相談を受理した子どもごとに児童

など、そのケースに関する記録がないと適切な対応ができないため、ケースの概要

障害者支援センター、子ども・若者総合相談センター、地域若者サポートステーシ

機関、幼保連携型認定こども園、児童福祉施設・里親、養子縁組家庭、地域子ど

区町村（支援拠点）とが十分協議を行う必要がある。また、市区町村による支

⑦ 児童記録票の作成
支援の方針や見直し、あるいは子ども家庭支援員等の不在時の対応や異動の場合

子どもの権利を守るための支援業務を円滑かつ効率的に実施するために、保健所、
市町村保健センター、民生委員・児童委員（主任児童委員）
、教育委員会、学校、医療

（ウ）当該措置の解除又は変更に当たっては、事前に都道府県（児童相談所）と市

③ 他関係機関、地域における各種協議会等との連携

延なく初期対応に当たる必要がある。その後のケース対応においても、児童相談

し、その有効性を判断する。また、市区町村による支援等の趣旨の徹底を図る

な対応と並行して市区町村による支援等を行う。

際、ケース対応に関する共通理解や問題認識の共有、円滑な情報共有を図り、遅

ぐため、必ず主担当機関を定め、緊密な連携のもとに援助又は支援を行う。その

イ また、ケースが関係機関の隙間に落ちたり、責任の所在が曖昧になることを防

（イ）市区町村による支援等を行うに当たっては、頻回に児童相談所と情報を共有

にし、協働して支援計画を作成し、共有する。

考となる事項を詳細に把握するとともに、児童相談所と市区町村の役割を明確
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窮者自立支援制度、母子福祉、地域福祉、高齢者福祉）、青少年担当部局（青少年育
成、若者支援）
、総務担当部局（住民基本台帳、戸籍担当）とは、情報の共有を含む

区ごとに設置することが求められる。

(ウ) 総合調整

担い、一体的に支援を実施することが求められる。

なお、当分の間、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けた者も認め

(ア) 心理アセスメント
(イ) 子どもや保護者等の心理的側面からのケア
イ 資格等

第 59 条に規定する地域子ども・子育て支援事業やその他の子ども・子育て支援を円滑

ともに、子どもの発達段階や家庭の状況等に応じて連携して対応し、継続した支援

が行えるよう、有効な社会資源の一つとして活用することが求められる。

大学や大学院において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修め

ア 主な職務

いでいく役割も担っているため、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）

に利用できるようにするには、利用者支援事業実施機関と適切に情報を共有すると

② 心理担当支援員

③ 利用者支援事業（基本型）との関係
支援拠点は、一般子育てに関する相談などにも応じ、適切な支援に有機的につな

ることとする。

社会福祉士、精神保健福祉士、医師、保健師、保育士等（別表の１参照）

じて連携して対応し、継続した支援が行えるような体制を整備（それぞれ別の機関

するなど）することが必要である。

イ 資格等

場合には、適切に情報を共有するとともに、子どもの発達段階や家庭の状況等に応

が機能を担うことによる漏れを防止するため、担うべき機能を所掌事務等で明確化

(エ) 調査、支援及び指導等
(オ) 他関係機関等との連携

また、支援拠点と子育て世代包括支援センターをそれぞれ別の機関が機能を担う

るために、同一の機関が、支援拠点と子育て世代包括支援センターの２つの機能を

(ア) 実情の把握
(イ) 相談対応

ア 主な職務

① 子ども家庭支援員

職員のそれぞれの主な職務、資格等については、以下のとおりとする。

（２）主な職務、資格等

務処理対応職員を置くことができる。

子育て支援施策と母子保健施策との連携、調整を図り、より効果的な支援につなげ

）との関係
② 子育て世代包括支援センター（利用者支援事業（母子保健型）
支援拠点は、特定妊婦等を対象とした相談支援等を行う役割も担っているため、

整機関」を担うことが求められる。

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「要保護児童対策調

づく、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、児童相談所、養育

り、具体的な支援に結び付けていく役割も担っているため、法第 25 条の２第５項に基

支援拠点には、原則として、①子ども家庭支援員、②心理担当支援員、③虐待対応
専門員の職務を行う職員を置くものとし、必要に応じて、④安全確認対応職員、⑤事

を高めていくことが求められている。また、関係機関相互の円滑な連携・協力を図

（１）主な職員

６．職員配置等

なることが求められる。

の機能を最大限に発揮できるよう、あらゆる場面で調整力を発揮し、地域の総合力

支援拠点は、地域協議会に参加する多くの関係機関の役割や責務を明確にし、そ

① 要保護児童対策地域協議会との関係

地域の実情に応じた多様な運営方法等を工夫することができる。

緊密な連携が不可欠であり、これらを相互に結び付けるネットワークの中核機関と

局（生徒指導、特別支援教育）、福祉担当部局（障害児・者福祉、生活保護、生活困

て複数の支援拠点の設置などの方法も考えられる。特に、指定都市においては、行政

（２）運営方法等

内の関係部局、特に、保健担当部局（母子保健、精神保健、地域保健）、教育担当部

また、地域の実情に応じて、小規模型の小規模市・町村部においては、２次医療圏

活用して、有機的につなげ、包括的な支援に結び付けていく役割も担っているため、庁

支援拠点は、子どもとその家庭及び妊産婦等の状況に応じて、様々な社会資源を

⑤ 庁内の関係部局との関係

室の機能を核として支援拠点の機能を拡充していくことも想定される。

務を行う既存の家庭児童相談室の機能を包含することにもなるため、家庭児童相談

っており、福祉事務所の家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業

支援拠点は、通所・在宅支援を中心としたより専門的な相談対応を行う役割も担

④ 家庭児童相談室との関係

を単位とした広域での設置、中規模型及び大規模型の市部においては、区域等に応じ

の５類型に区分する。

③ 大規模型【大規模市部】：児童人口概ね 7.2 万人以上（人口約 45 万人以上）

人以上約 45 万人未満）

② 中規模型【中規模市部】：児童人口概ね 2.7 万人以上 7.2 万人未満（人口約 17 万

17 万人未満）

ウ 小規模Ｃ型：児童人口概ね 1.8 万人以上 2.7 万人未満（人口約 11.3 万人以上約

11.3 万人未満）

イ 小規模Ｂ型：児童人口概ね 0.9 万人以上 1.8 万人未満（人口約 5.6 万人以上約
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を併用して、すべての子どもが適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障
され、その持てる力を最大限に発揮することができるよう子ども及びその家庭を支援す

準用した算式（別紙の２参照）で算定された人数を、虐待対応専門員の類型ごとの最

低配置人員に上乗せして配置することを標準とする。

質の低下を招くことがないよう、効果的かつ計画的なローテーションに配慮しつつ、

市区町村は、支援拠点に配置する職員の計画的な育成に努め、人事異動等によって

（４）人材育成

談員）
）と兼務することも可能である。

する社会福祉主事及び家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員（家庭相

お、福祉事務所に設置している家庭児童相談室の職員（家庭児童福祉の業務に従 事

一層の体制強化を図り、現行の水準を下回ることがないように努める必要がある。な

用

施について（
」平成 17 年５月２日付け雇児発第 0502001 号本職通知）
等のとおりとする。

ところにより補助するものとし、その内容については、「児童虐待防止対策支援事業の実

支援拠点の運営に要する費用の一部について、国は予算の範囲内において別に定める

９．費

もの最善の利益を優先して考慮し、行われることが必要である。

ることを目的とし、常に子どもの安全の確保を念頭に置くことはもちろんのこと、子ど

家庭支援指針」
（ガイドライン）
（平成 29 年３月 31 日付け雇児発 0331 第 47 号本職通知）

平均を上回る市区町村（支援拠点）は、児童相談所の児童福祉司の配置基準の算定を

また、平成 28 年児童福祉法等改正法の趣旨を踏まえ、市区町村の虐待対応担当窓口の

方や求められる専門性、支援業務の具体的な内容等を網羅的にまとめた「市町村子ども

支援拠点の運営には、支援拠点を含む市区町村における子ども家庭支援の基本的考え

８．留意事項

れる。

談・通告受付票等の相談記録等は電子ファイルとして整理を進めていくことが求めら

なお、廃棄する際にも、行政文書として適正な手続を経て、処分を行う。
また、業務効率化のため、コンピューター等のＯＡ機器の設置が望ましく、虐待相

る。

期保存とすることも想定し、鍵のかかる書庫等に厳重に保管しておくことが必要であ

類であるとともに、ケースとして終結した後も再び対応することもあり得るため、長

含まれ、特に子どもや保護者等の支援経過などプライバシーに関わる極めて重要な書

特に、虐待相談・通告受付票、支援計画及び児童記録票などは、多くの個人情報が

るために必要な器具、調度品等を備えておく。

支援拠点には、記録や文書作成に必要な物品のほか、各部屋にはその目的を達成す

（２）器具等

能を活用して実施することも可能である。

ただし、新たに施設を設置（整備）するのではなく、既存のサービス提供機関の機

スを確保することが望ましい。

なお、支援拠点としての機能を効果的に発揮するためには、一定の独立したスペー

その他必要な設備を設けることを標準とする。

を配置するなどを標準とする。（別紙の１参照）
ただし、小規模Ｂ型以上の類型かつ児童千人当たりの児童虐待相談対応件数が全国

常勤形態でも可）の常時計 11 名以上

援員を常時２名（非常勤形態でも可）、虐待対応専門員を常時４名（非

③ 大規模型：子ども家庭支援員を常時５名（１名は非常勤形態でも可）
、心理担当支

常勤形態でも可）の常時計６名以上

援員を常時１名（非常勤形態でも可）、虐待対応専門員を常時２名（非

② 中規模型：子ども家庭支援員を常時３名（１名は非常勤形態でも可）
、心理担当支

応専門員を常時２名（非常勤形態でも可）の常時計４名以上

ウ 小規模Ｃ型：子ども家庭支援員を常時２名（１名は非常勤形態でも可）
、虐待対

応専門員を常時１名（非常勤形態でも可）の常時計３名以上

イ 小規模Ｂ型：子ども家庭支援員を常時２名（１名は非常勤形態でも可）
、虐待対

計２名以上

ア 小規模Ａ型：子ども家庭支援員を常時２名（１名は非常勤形態でも可）の常時

① 小規模型

５（１）の類型ごとに、主な職員のそれぞれの最低配置人員等を定めることとし、

（３）配置人員等

ることとする。

なお、当分の間、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けた者も認め

社会福祉士、精神保健福祉士、医師、保健師等（別表の２参照）

イ 資格等

支援拠点には、相談室（相談の秘密が守られること）、親子の交流スペース、事務室、

（１）設備等

(ウ) 児童相談所、保健所、市町村保健センターなど関係機関との連携及び調整

７．設備・器具

(イ) 虐待が認められる家庭等への支援

職員に対する必要な支援など、職員の資質の向上に努めることが求められる。

社会福祉士等の資格等の取得や、研修受講やスキルアップのための自己研鑽等を行う

(ア) 虐待相談

ア 主な職務

③ 虐待対応専門員
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厚生労働省令で定める施設において１年以上相談援助業務に従事したもの

これらに相当する課程を修めて卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設にお

行う業務（以下「相談援助業務」という。）に従事したもの

（14） 保育士であって、指定施設において２年以上相談援助業務に従事したものであり、

６項に規定する児童指導員

（18） 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23 年厚生省令第 63 号）第 21 条第

る者を除く。）

（17） 社会福祉主事たる資格を得た後３年以上児童福祉事業に従事した者（
（16）に規定す

② 児童相談所の所員として勤務した期間

① 社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間

て、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの

（18） 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第 21 条第６項に規定する児童指導員

る者を除く。）

（17） 社会福祉主事たる資格を得た後３年以上児童福祉事業に従事した者（
（16）に規定す

① 社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
② 児童相談所の所員として勤務した期間

て、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの

（16） 社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が２年以上である者であっ

（15） 教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）に規定する普通免許状を有する者

（16） 社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が２年以上である者であっ

（15） 教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者

（14） 保育士

かつ、指定講習会の課程を修了したもの

（13） 看護師

（12） 助産師

（13） 看護師

（12） 助産師

（11） 保健師

（11） 保健師

（９）社会福祉士となる資格を有する者（（４）に規定する者を除く。）
（10） 精神保健福祉士となる資格を有する者

に従事したもの

相当する課程を修めて卒業した者であって、指定施設において１年以上相談援助業務

（８）外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに

上相談援助業務に従事したもの

科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、指定施設において１年以

（７）学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究

て１年以上相談援助業務に従事したもの

102 条第２項の規定により大学院への入学を認められた者であって、指定施設におい

はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第

（６）学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又

定める講習会の課程を修了したもの

（５）社会福祉主事として２年以上児童福祉事業に従事した者であって、厚生労働大臣が

（９）社会福祉士となる資格を有する者（（４）に規定する者を除く。）
（10） 精神保健福祉士となる資格を有する者

に従事したもの

相当する課程を修めて卒業した者であって、指定施設において１年以上相談援助業務

（８）外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに

上相談援助業務に従事したもの

科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、指定施設において１年以

（７）学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究

て１年以上相談援助業務に従事したもの

102 条第２項の規定により大学院への入学を認められた者であって、指定施設におい

はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第

（６）学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又

定める講習会の課程を修了したもの

（５）社会福祉主事として２年以上児童福祉事業に従事した者であって、厚生労働大臣が

（３）医師
（４）社会福祉士

（３）医師
（４）社会福祉士

くは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、

388 号）に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又は

いて１年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を

の他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
（２）学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若し

（２）学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に基づく大学又は旧大学令（大正７年勅令第

（１）都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校そ

（１）都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校そ

の他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者

２．「虐待対応専門員」の資格等

１．「子ども家庭支援員」の資格等

（別表）
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常時５名

常時２名

常時１名

―

―

―

心理担当支援員

常時４名

常時２名

常時２名

常時１名

―

虐待対応専門員

常時６名

常時４名

常時３名

常時２名

計

常時 11 名

合

÷ 40

― 各市区町村管轄地域の児童人口

×

）を踏まえたもの。
ケース（雇用均等・児童家庭局総務課調）

（※３）「40」は、平均的な児童相談所の児童福祉司の虐待相談に係る持ちケース数（年間約 40

虐待相談対応件数は前々年度の福祉行政報告例の数値を用いて算定。

（※２）各年度における上乗せ人員は、児童人口は直近の国勢調査（平成 27 年）の数値を、児童

（※１）市区町村内に複数の支援拠点を設置する場合には、支援拠点単位で算定。

全国の児童人口

全国の児童虐待相談対応件数

○ 各市区町村の児童虐待相談対応件数

２．虐待対応専門員の上乗せ配置の算定式

することが望ましい。

（※）この他、支援拠点には、必要に応じて、安全確認対応職員、事務処理対応職員等の職員を配置

大規模型

常時２名

小規模Ｃ型
常時３名

常時２名

中規模型

常時２名

小規模Ｂ型

子ども家庭支援員

小規模Ａ型

小規模型

１．主な職員の最低配置人員

（別紙）
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平成２９年８月１７日

自治体向け FAQ

厚⽣労働省 子ども家庭局
家庭福祉課 児童相談係
虐待防止対策推進室
「平成 29 年児童福祉法等改正法」に関するＦＡＱ
問番号

問

答

《虐待を受けている児童等の保護者に対する指導への司法関与に関する事項》
問１
今般、虐待を受けている児童等の保護者に対する指導への司
施⾏に向けた⼿続の詳細等については、現在、法務省及び最
法関与が導⼊されるが、その施⾏に向けた⼿続の詳細等を⽰し 高裁判所と協議中であり、後日、児童相談所運営指針を改訂す
ていただきたい。
る等の方法によりお示ししてまいりたい。
《家庭裁判所における一時保護の審査の導入に関する事項》
問２
今般、家庭裁判所における一時保護の審査が導入されるが、
その施⾏に向けた⼿続の詳細等を⽰していただきたい。

問３

施⾏に向けた⼿続の詳細等については、現在、法務省及び最
高裁判所と協議中であり、後日、児童相談所運営指針を改訂す
る等の方法によりお示ししてまいりたい。

児童相談所⻑等が、⼀時保護に係る承認の申⽴てをした場合
「やむを得ない事情」とは、親権者等が２か月経過する直前
において、やむを得ない事情があるときは、申⽴てに対する審 で同意を撤回したなどの事情により、２か月経過前に申⽴てを
判が確定するまでの間、引き続き⼀時保護を⾏うことができる ⾏ったが、審判がなされていない場合等を想定している。
こととなるが、この場合の「やむを得ない事情」とはどういう
場合を想定しているのか。
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「児童相談所」に関するＦＡＱ
問番号

問

答

《中核市・特別区における児童相談所設置に関する事項》
問１
平成 28 年５⽉に成⽴した改正児童福祉法の附則に規定され
た、国の中核市・特別区の児童相談所設置に係る支援の具体的
な検討状況、今後の⽀援予定（５年経過後を含む。
）をご教⽰い
ただきたい。

厚⽣労働省における児童相談所設置に係る⽀援として、①平
成 29 年度予算において，児童相談所設置による事務量の増加に
対する職員配置への新たな補助を創設②設置準備から開設まで
に必要な事項をまとめたマニュアル作成③各都道府県等に対
し、設置⾃治体の拡⼤に向けた協⼒を依頼する等を講じている。
また、現時点で５年経過後の具体的な方針は未定であるが、
中核市等における児童相談所設置の進捗状況等を踏まえ検討が
必要と考える。
今後も、⾃治体からの意⾒等を参考にしながら、引き続き児童
相談所設置促進のための支援策の拡大に向けた検討をしていき
たい。

《児童相談所から市町村への送致に関する事項》
問２
児童相談所から市町村への事案の送致について、今後、事案
児童相談所から市町村への事案送致を⾏う事例としては、児
送致が増えることが予想されるが、どのような体制強化を図っ 童相談所で受理したケースのうち、児童相談所による指導より
ていけばよいのか計画を⽴てる必要があるため、出来るだけ具 も、市町村による在宅⽀援サービス等を活⽤した⽀援が適切で
体的に市町村に送致される内容等を示してほしい。
あるものを想定している。
（児童相談所運営指針・市町村子ども
家庭支援指針参照）
各都道府県等におかれては、事案送致に係る円滑な調整が速
やかに図られるよう、平素から市町村と児童相談所との間で、
当該送致に係る基本的な考え⽅を共有するなど、適切な連携を
図られたい。
なお、当該送致に当たっては、あらかじめ児童相談所と市町村
の役割分担を明確化し、効果的な指導・支援の実施やケースの
対応漏れを防⽌する必要があることから、
「児童虐待に係る児童
相談所と市町村の共通リスクアセスメントツールについて」
（平
成 29 年３⽉ 31 日付け雇児総発 0331 第 10 号厚⽣労働省雇⽤
均等・児童家庭局総務課⻑通知）を活用されたい。

-2問番号

問

答

問３

児童虐待に係る児童相談所と市町村の共通リスクアセスメン
質問にあるニーズアセスメントの視点を盛り込んだ共通リス
トツールについて（平成 29 年３⽉ 31 日付け雇児総発 0331 第 クアセスメントツールの検討は、平成 29 年度調査研究事業とし
10 号厚⽣労働省雇⽤均等・児童家庭局総務課⻑通知）の通知中 て実施する予定である。
の記載にニーズアセスメントの視点を盛り込んだ共通のツール
を平成２９年度以降に検討予定と記載されていたが、具体的に
は、どのような予定となっているのか。

問４

全国の児童相談所から市町村への「事案送致」及び「指導措
「事案送致」
「指導措置委託」については、今後、実施状況を
置委託」についての、実施・委託状況を今後把握する予定があ 把握し事例を周知していきたいと考えている。
るか。また、今後「事案送致」
「指導措置委託」を拡大するため、
児童相談所から市町村への事案送致については、実施の前提
厚⽣労働省における各都道府県及び市町村への支援策があれ として、児童相談所と市町村が協議の上で、地域の実情に応じ
ば、御教示願いたい。
た役割分担を明確化するための共通リスクアセスメントツール
の作成が必要であり、厚⽣労働省として、虐待リスク情報の把
握と評価に係る共通アセスメントツールの例を⽰している。ま
た、⼦どもや保護者のニーズ等を含めた評価を⾏うための視点
を盛り込んだ共通シートの検討について、平成 29 年度調査研究
事業として実施する予定である。
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「市区町村子ども家庭総合支援拠点」に関するＦＡＱ
問番号

問

答

問１

「市区町村子ども家庭総合支援拠点（以下「支援拠点」とい
う。
）
」とは何か。

平成 28 年改正児童福祉法において、市町村が、児童等に関す
る支援（実情の把握、情報提供、調査、指導、関係機関との連
絡調整）を一体的に担うための機能を有する拠点の整備に努め
ることとされた、当該支援拠点を指す。
（児童福祉法第 10 条の
２）
なお、支援拠点の設置運営については、
「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
け雇児発 0331 第 49 号厚⽣労働省雇⽤均等・児童家庭局⻑通知）
（以下「設置運営要綱」という。）を参照されたい。

問２

支援拠点の設置については、児童福祉法第 10 条の２において
努⼒義務となっているが、⼦育て世代包括⽀援センターのよう
な国としての設置目標は設けられているのか。

支援拠点の設置目標については、現時点において定めていな
いが、平成 28 年改正児童福祉法の趣旨に鑑み、市区町村の⼦ど
も家庭支援の体制強化を図るため、補助⾦等を活⽤しながら積
極的に設置していただきたい。

《運営に関する事項》
問３
支援拠点の運営費に対しての補助はあるのか。

問４

平成２９年度予算において、⼈件費や事業費といった、運営
に必要な経費を計上している。

支援拠点の設置手続について、国・都道府県への届け出が必
要か。また、条例等を制定する必要があるのか。

支援拠点は、児童福祉法に基づく市町村の業務を⾏うに当た
り、必要な⽀援を⾏うための拠点として位置付けられており、
都道府県に届け出る必要はない。
また、支援拠点は、いわゆる施設ではなく機能なので、市直
営で⾏う場合でも、必ずしも⽀援拠点⾃体を条例で定める必要
はない。
ただし、業務の一部を委託する場合には、委託先との関係に
おいて、個人情報の取扱などを適正に実施する必要があるため、
設置運営要綱において、
「⽀援拠点に係る条例や規則等で定め、
委託先の社会福祉法⼈等が適切に業務を⾏うことができるよう
援助する必要がある。
」と規定している。

-4問番号

問

答

問５

現⾏組織で業務内容を概ね実施している場合は、これを⽀援
拠点として補助⾦の対象としてよいか。

設置運営要綱に定める支援拠点の業務内容を実施しており、
人員配置基準を満たしている場合、支援拠点として、国庫補助
の対象とすることは可能である。

問６

委託可とされているが、具体的にイメージしている委託先は。

市区町村が適切かつ確実に業務を⾏うことができると認めた
社会福祉法人や特定⾮営利活動法⼈等が考えられるが、情報管
理や守秘義務の徹底等を図る体制が整備されていることを前提
として、委託先を選定されたい。

問７

１市町村において、複数の支援拠点を設置することは可能か。
必要に応じて、複数の支援拠点を設置することが可能である。
また、その場合は設置か所数分の補助を受けることができるの
また、国庫補助についても、設置か所数分の補助を受けるこ
か。
とが可能である。
なお、複数の市町村による支援拠点の整備や、一部事務組合
による支援拠点の整備も可能としているが、支援拠点は、市町
村における支援を一体的に担うものであるため、その趣旨を踏
まえた整備計画に基づき整備する必要がある。

問８

小規模や児童人口が少ない市区町村においては、複数の地方
複数の地方自治体で１つの支援拠点を共同設置する場合は、
自治体が共同で設置することも可能とあるが、複数の地方公共 自治体間で協議の上、１つの自治体から申請することも、それ
団体が共同設置する場合、どのように補助⾦を申請するのか。 ぞれの自治体から申請することも可能である。なお、複数自治
体が申請した場合であっても、一つの支援拠点にかかる国庫補
助の合計額は、一つの支援拠点にかかる補助基準額を超えられ
ない。

問９

業務内容に、
「福祉に関し必要な⽀援に係る業務全般を⾏う」
とあるが、貧困対策も含むのか。

業務内容に含まれるものと考えている。

問 10

支援拠点の類型について、児童人口規模と人口規模について
の併記があるが、どちらが優先されるのか。

類型については、児童人口規模で判断していただきたい。
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問番号

問

答

問 11

児童人口規模が小規模 A 型に該当するが、小規模 B 型の人員
配置を満たした場合、小規模 B 型の補助基準額が適用されるの
か。

児童人口規模によって類型が決まるため、児童人口規模が小
規模 A 型であれば、小規模 A 型の補助基準額が適用される。
ただし、虐待対応専門員を配置する場合には、人数分の補助
基準額を加算（上限５人まで）して算定することができる。

問 12

支援拠点が子育て世代包括支援センターを兼ねることも可能
支援拠点は、多くの関係機関の役割や責務を明確にし、関係
とされているが、要保護児童対策調整機関も兼ねることは可能 機関相互の円滑な連携・協⼒を図り、具体的な⽀援に結び付け
か。
ていく役割も担っているため、法第 25 条の２第５項に基づく
「要保護児童対策調整機関」を兼ねることも可能である。

問 13

子育て世代包括支援センターと支援拠点との役割の違いは。

子育て世代包括支援センターは、主として妊産婦及び乳幼児
並びにその保護者を対象とし、妊娠期から子育て期にわたり、
⺟⼦保健施策と⼦育て⽀援施策を切れ⽬なく提供するため、実
情を把握し、妊娠・出産・育児に関する各種の相談に応じ、必
要に応じて⽀援プランの策定を⾏う。
支援拠点は、管内に所在するすべての子どもとその家庭及び
妊産婦等を対象とし、その福祉に関し、必要な支援に係る業務
を⾏い、特に要⽀援児童及び要保護児童等への⽀援業務の強化
を図るものである。
このため、子育て世代包括支援センターにおいて把握した要
⽀援児童及び要保護児童等に対して、切れ⽬ない⽀援を提供し、
かつ⼦育て⽀援施策と⺟⼦保健施策との連携、調整を図り、よ
り効果的な支援につなげるために、同一の主担当機関が、支援
拠点と子育て世代包括支援センターの２つの機能を担い、一体
的に支援を実施することが求められる。

-6問番号

問

答

問 14

設置運営要綱に、
「同一の主担当機関が、支援拠点と子育て世
代包括支援センターの２つの機能を担い、一体的に支援を実施
することが求められる」とあるが、子育て世代包括支援センタ
ーを⺟⼦保健担当課が担っている場合、⽀援拠点も⺟⼦保健担
当課が担うべきということか。

支援拠点と子育て世代包括支援センターの両機能を考慮した
際に、同一の主担当機関が担うことがより効果的であるとの観
点で、一体的な支援の実施を求めており、いずれの課（⺟⼦保
健担当課又は子育て支援（児童福祉）担当課）を中心として担
うのかも含め、どのような体制であれば適切に機能を果たすこ
とができるのかを市区町村において検討された上で、担当課を
定められたい。場所や組織変更等の⾯で困難な場合には、⺟⼦
保健担当課と子育て支援（児童福祉）担当課がそれぞれ機能を
担うことも差し支えない。
ただし、その際には適切に情報を共有するとともに、⼦ども
の発達段階や家庭の状況等に応じて連携して対応し、継続した
⽀援が⾏えるような体制を整備（それぞれ別の主担当機関が機
能を担うことによる漏れを防⽌するため、担うべき機能を所掌
事務等で明確化するなど）することが必要である。

問 15

子育て世代包括支援センターを委託している法人等に支援拠
点を委託先に委託することは可能か。

同じ委託先への委託は可能であるが、情報管理や守秘義務の
徹底のほか、委託業務の管理・把握の視点からも緊密な連携を
構築できる委託先を選定していただくよう留意していただきた
い。

問 16

支援拠点と、家庭児童相談室はどのような位置付けになるの
か。
また、家庭児童相談員は、他の職務（例：⽀援拠点における
⼼理担当⽀援員・虐待対応専⾨員・安全確認対応職員・事務処
理職員等）を兼務することが可能か。

⽀援拠点は、通所・在宅⽀援を中⼼としたより専⾨的な相談
対応を⾏う役割も担っており、福祉事務所の家庭児童福祉に関
する専⾨的技術を必要とする相談指導業務を⾏う既存の家庭児
童相談室の機能を包含することにもなるため、家庭児童相談室
の機能を核として支援拠点の機能を拡充していくことも想定さ
れる。
（設置運営要綱５（２）④参照）
なお、家庭児童相談室を包含する形で支援拠点を設置する場
合において、家庭児童相談員が支援拠点の職員を兼ねることは
可能である。
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問番号

問

答

問 17

「家庭児童相談室」及び「子育て世代包括支援センター」を
支援拠点は建物を指すものではなく、機能を指すことから、
機能統合や拡充をして「子ども家庭総合支援拠点」として運営 既存の「家庭児童相談室」や「子育て世代包括支援センター」
する場合、従来どおり「家庭児童相談室」、「子育て世代包括支 を機能統合や拡充をして支援拠点を運営する場合、従来どおり
援センター」の看板を掲げることはできないのか。
の看板を掲げても差し支えない。

問 18

子ども家庭支援員及び虐待対応専門員の資格について、
「教育
職員免許法に規定する普通免許状を有する者」とあるが、一種
免許、二種免許の区分は問わないか。
また、
「社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合
計が 2 年以上である者であって、厚⽣労働⼤⾂が定める講習会
の課程を修了したもの」とあるが、この厚⽣労働⼤⾂が定める
講習会とは、具体的にどの講習会を指すのか。

問 19

⼼理担当⽀援員の資格に「⼤学や⼤学院において、⼼理学を
⽀援拠点に配置される⼼理担当⽀援員は、相談や⾯接を通じ
専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者等」 ての⼼理的側⾯からの⼦どもや保護者へのケアに重点が置かれ
とあるが、
「等」はどのような者を想定しているのか。
ることが考えられるので、必ずしも⼼理学科を卒業した者でな
また、精神保健福祉士を含んでよいか。
ければならないというわけではなく、関連分野（教育、福祉等）
の学科を卒業した後、⼼理に関する実務経験や研究実績等があ
る者を想定して、「等」を付けている。
例えば、社会福祉⼠等のソーシャルワーカーでありながら、
⼼理に関する実務経験を積んでいて、⼼理的なケアも担うこと
ができる者などを想定している。よって、精神保健福祉士資格
取得後に、⼼理に関する実務経験や研究実績等があれば、「等」
に該当するとして構わないが、精神保健福祉士資格の取得のみ
をもって、資格要件に該当することにはならない。

教育職員免許法に規定する普通免許状については、一種免許、
二種免許の種類は問わない。
なお、教育職員免許法に基づく普通免許状を有していればよ
く、免許の有効期間内であることは、要件ではない。
また、
「厚⽣労働⼤⾂が定める講習会の課程を修了したもの」
については「児童福祉司任用前研修」のことを指す。

-8問番号

問

答

問 20

安全確認対応職員とはどのような業務を⾏うことを想定して
いるのか。
また、配置した場合に補助を受けることができるのか。

「児童虐待防止対策支援事業の実施について」（平成 17 年５
月２日雇児発第 0502001 号厚⽣労働省雇⽤均等・児童家庭局⻑
通知）の別紙第３の 10 の（２）の①安全確認対応職員を参照さ
れたい。
また、配置した場合の補助を平成 29 年度予算に計上してい
る。（児童の安全確認等のための体制強化事業）

問 21

最低配置人員等に「常時」とあるが、どういう意味か。

「常時」とは、支援拠点の開設時間帯において、常にその人
数以上、業務に従事している状態を指しており、例えば、⾮常
勤形態の職員を配置する場合には、複数でローテーションを組
んで、最低配置人員以上の状態を確保しなければならない。

問 22

支援拠点の開設時間についての制限はあるか。
開設時間について制限はない。
また、例えば週 6 日で支援拠点を開設した場合、常に「常時」
また、支援拠点の開設時間中については最低配置人員以上の
配置の職員数を満たさなければならないか。
状態を確保しなければならないため、週６日開設する場合であ
れば、その開設時間中は最低配置人員以上の人員配置が必要と
なる。

問 23

最低配置人員しか配置していない場合、他の機関（生活保護、
最低配置人員の考え方は、支援拠点の業務を担うために必要
各種手当支給等）の業務を兼ねることは可能か。
な人員を「常時」配置することを目的として設定したものであ
り、生活保護等の他の業務を兼ねることはできない。
なお、最低配置人員を超えて配置している場合には、当該職
員が、他の機関の業務を兼ねることは差し支えない。

問 24

最低配置⼈員に加えて統括する職員（例えば課⻑）を置く必
要があるか。

問 25

支援拠点における設備・器具の整備について相談室、親子交
相談室、親⼦交流スペース等については設けることを標準と
流スペース等の整備とあるが、必置なのか。必置の場合、⾯積 し、面積要件は定めていない。また、離れた場所に相談室等を
要件はあるのか。また、事務室から離れた別の場所に設けるこ 設けることについては差し支えないが、可能な限り事務室と近
とで差し支えないか。
い場所に設置していただくことが望ましい。

統括する職員の配置は必要ではないが、地域の実情に応じて
統括する職員を配置して差し支えない。
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《整備に関する事項》
問 26
⽀援拠点の整備に対しての補助⾦はあるのか。

次世代育成⽀援対策施設整備交付⾦において、整備に必要な
経費を計上している。

問 27

当該支援拠点について、「次世代育成支援対策施設整備交付
次世代育成⽀援対策施設整備交付⾦は、次世代育成⽀援対策
⾦」の交付を受ける場合は、次世代育成支援対策推進法に基づ を推進するために、市町村が策定する⾏動計画に基づき実施さ
く市町村⾏動計画に位置づける事が必要か。必要な場合、⾏動 れる施設整備事業を対象としているため、当該支援拠点に関す
計画には、具体的な整備スケジュールの記載が必要か。
ることが、市町村⾏動計画に記載されていることが必要である。
なお、⾏動計画の内容については、具体的な整備スケジュー
ル等の記載は必要なく、市町村における相談体制の強化を図る
等、支援拠点を整備するための目的等が記載されていれば差し
支えない。

問 28

次世代育成⽀援対策施設整備交付⾦の対象となる整備は、新
たな建物の建設のみか。既存の建物を改築・修繕等した場合に
ついても交付対象となるのか。

問 29

修繕については、
「次世代育成⽀援対策施設整備交付⾦におけ
支援拠点として整備するものは、すべて整備区分が「創設」
る大規模修繕等の取扱いについて（平成 20 年 6 月 12 日 雇用 になることから、既存の建物を修繕し、支援拠点とする場合も
均等・児童家庭局⻑通知）
」に基づき、交付基礎点数 2,500 点未 「次世代育成⽀援対策施設整備交付⾦における⼤規模修繕等の
満の整備は交付対象とならないのか。
取扱いについて（平成 20 年 6 月 12 ⽇雇⽤均等・児童家庭局⻑
通知）
」を適用するものではなく、「創設」整備となる。
よって、交付基礎点数 2,500 点未満の整備についても、交付
対象となる。

問 30

既存の建物の間取りを変更する修繕や、パーティションの購
入についても交付対象となるか。

新たに建物を建設する場合のほか、既存の建物を改築・修繕
し、支援拠点とする場合も交付対象となる。
なお、支援拠点については、平成 29 年４⽉から施⾏される新
たな制度のため、既存の建物を改築・修繕する場合であっても
整備区分は「創設」になる。

間取りを変更する修繕については交付対象となる。また、い
わゆるローパーティションのような簡易設置型の購⼊費につい
ては交付対象とならないが、可動間仕切りのような設置⼯事が
必要となるものについては交付対象となる。

- 10 問番号
問 31

問 32

問

答

支援拠点を整備するに当たり、設備基準はあるか。

設備基準については、設置運営要綱の７．施設・設備におい
て、以下の通り規定している。
相談室（相談の秘密が守られること）、親⼦の交流スペース、
事務室、その他必要な設備を設けることを標準とする。
なお、支援拠点としての機能を効果的に発揮するためには、
⼀定の独⽴したスペースを確保することが望ましい。
ただし、新たに施設を設置（整備）するのではなく、既存の
サービス提供機関の機能を活用して実施することも可能であ
る。

支援拠点の運営に必要な机や椅子、パソコン等の設備や備品
次世代育成⽀援対策施設整備交付⾦については、施設の整備
の購⼊に係る費⽤は次世代育成⽀援対策施設整備交付⾦の交付 に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費を対象経費とし
対象となるか。
ており、設備や備品の購入に係る費用については交付対象とし
ていない。
ただし、間取りの変更に併せて間仕切りとしての機能を有す
る収納設備を設置するなど、支援拠点の整備と一体的に整備さ
れるものであって、設置工事が必要となる設備については交付
対象となる。
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問 33

次世代育成⽀援対策施設整備交付⾦により整備した⽀援拠点
が設備基準を満たさなかった場合、交付⾦の返還等が必要か。
また、法令違反等に当たるのか。

平成 28 年度第⼆次補正予算における⽀援拠点の整備は、
「市
町村における児童等に対する必要な⽀援を⾏うための拠点の整
備について」
（平成 28 年 12 月 16 日雇児発 1216 第 3 号雇用均
等・児童家庭局⻑通知）に基づく施設整備を対象としているた
め、今後⽰す基準等を満たさない場合であっても、交付⾦の返
還が生じるものではない。
ただし、支援拠点を目的以外に使用した場合については、こ
の限りでない。
また、現在策定中の「市区町村子ども家庭総合支援拠点設置
運営要綱」通知については、地方自治法に基づく技術的助言で
あり、法律等で定めるものではないため、法令違反には当たら
ない。
なお、今後「市町村における児童等に対する必要な⽀援を⾏
うための拠点の整備について」を廃止し、
「市区町村子ども家庭
総合支援拠点設置運営要綱」通知を発出する予定であるため、
平成 29 年度以降はこの通知を参照し、整備すること。

問 34

当該支援拠点の運営を社会福祉法人等へ委託して実施する場
合については、次世代育成⽀援対策施設整備交付⾦の交付対象
となるか。

当該支援拠点は、市町村において整備するものであり、社会
福祉法人等に運営を委託する場合においても、支援拠点の整備
については、交付要綱１０の（１）
「都道府県、指定都市、中核
市及び市町村が事業を実施する場合」に基づき交付対象となる。

- 12 問番号

問

答

問 35

例えば、児童家庭⽀援センターなどの他の施設を修繕し、⽀
支援拠点を創設することを目的とした施設整備であれば、基
援拠点と位置づける場合の整備区分はどのようになるか。
となる建物の種別を問わず、支援拠点の創設となる。
また、１つの児童家庭支援センターにおいて防犯対策強化整
また、１つの児童家庭支援センターにおいて防犯対策強化整
備を⾏い、さらに⼀部を拡張して⽀援拠点の創設を⾏う場合、 備を⾏い、さらに一部を拡張して支援拠点を創設する場合につ
どのように申請すべきか。
いては、児童家庭支援センターの防犯対策強化整備と、支援拠
点の創設とで、それぞれ申請が必要となる。
なお、児童家庭支援センターなどの既存施設を転用する場合
には、
「厚⽣労働省所管⼀般会計補助⾦等に係る財産処分につい
て」
（平成 20 年４⽉ 17 日雇児発第 0417001 号厚⽣労働省雇⽤
均等・児童家庭局⻑通知）に基づく承認が必要となる場合があ
るので、ご留意いただきたい。

問 36

平成２８年度及び平成２９年度の２か年で整備を実施するこ
とは可能か。

問 37

交付⾦を繰越することは可能なのか。

２か年による整備は可能であるが、年度毎に協議及び交付申
請が必要となる。
ただし、その場合であっても、次年度の交付⾦の交付を約束
するものではない。

次世代育成支援対策施設整備交付⾦は、繰越明許費として計
上されているので、平成 28 年度中に⼯事に着⼿し、当該年度内
の完了がやむを得ず困難となった場合において、繰越すること
は可能である。
ただし、繰越については事前に協議が必要となる。

《補助⾦に関する事項》
問 38
「同一の主担当機関が支援拠点と子育て世代包括支援センタ
支援拠点と子育て世代包括支援センターを同一機関で担った
ーの２つの機能を担い、一体的に支援を実施することが求めら 場合、補助⾦の⼆重交付にならないよう、どちらか⼀⽅の申請、
れる」とあるが、支援拠点と子育て世代包括支援センターが同 もしくは支援拠点及び子育て世代包括支援センターごとに対象
一機関で担った場合、国庫補助の申請はどのように申請すれば 経費を申請いただきたい。
よいか。
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問 39

支援拠点における子ども家庭支援員を家庭相談員が兼務した
家庭相談員においては、非常勤職員 1 名分の人件費が交付税
場合、家庭相談員に関する費用は地方交付税措置されているが、 措置されている。交付税措置されている家庭相談員が支援拠点
補助⾦を受けることはできるのか。
の子ども家庭支援員を兼務した場合、地方交付税と補助⾦の⼆
重交付となるため、補助の対象とはならない。

問 40

ただし書きの要件までを含めて最低配置人員であることか
設置運営要綱で最低配置人員が示されているが、ただし書き
に「小規模Ｂ型以上の類型かつ児童千人当たりの児童虐待相談 ら、ただし書きの要件を満たしていない場合、（ア）基礎単価、
対応件数が全国平均を上回る市区町村（支援拠点）は、児童相 （イ）最低配置人員を満たすための虐待対応専門員の上乗せ加
談所の児童福祉司の配置基準の算定を準用した算式（別紙の２ 算ともに、補助を受けることはできない。
参照）で算定された人数を、虐待対応専門員の類型ごとの最低
配置人員に上乗せして配置することを標準とする。
」と書かれて
いるが、これを満たさなくても補助⾦を受けることができるの
か。

問 41

支援拠点の補助単価について、
（ア）基礎単価に常勤職員分の
人件費の補助は含まれるのか。
また、安全確認対応職員、事務処理対応職員を配置した際の
人件費等については、
（ア）基礎単価の対象経費となるのか。

問 42
問 43

机や椅子などの購入費用に対する補助はあるのか。

支援拠点の基礎単価について、直営の場合、常勤職員分の人
件費は含まれない。
また、安全確認対応職員、事務処理対応職員を配置した際の
人件費については、支援拠点の基礎単価の対象経費ではないこ
とから、
「児童の安全確認等のための体制強化事業」を活用され
たい。
補助はない。

電⼦ファイルで管理するためのシステム導⼊については、拠
市区町村子ども家庭総合支援拠点運営事業においては補助対
点整備の２年⽬以降、順次導⼊していくことなどが規定される 象にならないが、支援拠点が要保護児童対策調整機関を兼ねる
が設備・器具に対する補助⾦は、初年度のみの対象となるのか。 場合、
「子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業」を活用さ
れたい。
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「市町村の要保護児童対策調整機関における調整担当者の配置等」に関するＦＡＱ
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問１

要保護児童対策調整機関に調整担当者の配置が義務付けされ
たが、調整担当者の要件はどのようなものか。

現在、調整担当者の要件については、児童福祉法施⾏規則第
25 条の 28 に規定されている。
なお、児童福祉法等の⼀部を改正する法律の施⾏に伴う厚⽣
労働省関係省令の整備に関する省令により、当分の間、児童福
祉司任⽤前講習会の課程を修了した者も調整担当者とすること
ができる旨を規定している。
（参考：児童福祉法施⾏規則（抄）
）
第 25 条の 28 市町村の設置した要保護児童対策地域協議会（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、法第 25 条の２第６
項の規定に基づき、職員の能⼒の向上のための研修の機会の確保
に努めるとともに、専⾨的な知識及び技術に基づき同条第５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第３項に規
定する者（以下この条において「調整担当者」という。）を置く
ものとする。
② 地方公共団体（市町村を除く。）の設置した要保護児童対策地
域協議会（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、法第 25 条の２第７項
の規定に基づき、職員の能⼒の向上のための研修の機会の確保に
努めるとともに、調整担当者を置くように努めなければならな
い。
③ 法第 25 条の２第６項に規定する厚⽣労働省令で定めるもの
は、児童福祉司たる資格を有する者又はこれに準ずる者として次
の各号のいずれかに該当する者とする。
一 保健師
二 助産師
三 看護師
四 保育士（特区法第 12 条の４第５項に規定する事業実施区域
内にある要保護児童対策調整機関にあっては、保育士又は当該
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事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育⼠）
五 教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者
六 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第 21 第６項に規
定する児童指導員
（参考：児童福祉法等の⼀部を改正する法律の施⾏に伴う厚⽣労働
省関係省令の整備に関する省令（抄）
）
第４条 法第 25 条の２第６項に規定する調整担当者については、
第１条による改正後の児童福祉法施⾏規則第 25 条の 28 第１項
及び第２項の規定にかかわらず、当分の間、法第 13 条第３項第
５号に規定する厚⽣労働⼤⾂が定める講習会の課程を修了した
者を調整担当者とすることができる。

問２

調整担当者について、教員、保育士等の資格保有者は非常勤
調整担当者については、原則として常勤・専任での配置と考
職員での配置も可能か。
えているが、人員の確保が困難な場合や専任とした場合の業務
さらに、家庭児童相談室には、家庭相談員が雇用されている 量が少ない場合等、地域の実情に応じて⾮常勤職員、兼務等で
が、その者を調整担当者としてカウントしてもよいか。
あっても差し支えない。
なお、家庭児童相談室等の他の機関と兼務する場合において、
調整機関に常駐していない者については、調整担当者としてカ
ウントできない。

問３

調整担当者に非常勤職員を配置した場合に、補助を受けるこ
とができるのか。

調整担当者を配置するための費用に関する補助はないが、調
整担当者に非常勤職員を配置し、
「子どもを守る地域ネットワー
ク機能強化事業の実施について」（平成 27 年５⽉ 21 日雇児初
0521 第 12 号雇⽤均等・児童家庭局⻑通知）３のいずれかの事
業を実施する場合には、非常勤職員の人件費を対象経費として
算定することができる。
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「平成 28 年児童福祉法等改正法による義務研修通知」に関するＦＡＱ

任用前講習
会について

問番号

問

答

問１

「児童福祉司任用前講習会」の対象者は、「法第１
３条第３項第５号⼜は児童福祉司施⾏規則第６条１
１号若しくは同条第１２号に規定する者のうち、児童
福祉司に任⽤予定の者。」とされ、児童福祉司発令が
可能となる当該年度中の講習会の受講義務が課せら
れているが、受講対象者⾒込みとなる「社会福祉主事
として２年以上児童福祉事業に従事した者」となる前
の職員（従事２年⽬の者）が、講習会の全ての科⽬を
受講した場合も、翌年度に児童福祉司として任用する
ことは可能か。

任用前講習会の趣旨は、児童福祉司に任用される者の専
門性を高めるためであることから、最新の児童虐待の状況
等を理解するため、任⽤直前の受講が基本と考える。
しかしながら、人材確保等の事情に鑑み、社会福祉主事
として従事中の者を任用予定者として受講することを妨げ
るものではない。

問２

任⽤前講習会を４⽉以降に開催した場合、社会福祉
任用前講習会を受講しなければ、児童福祉司としては任
主事から任用する者は、４月１日時点では児童福祉司 用することはできないが、相談員等の職員として配置し、
に任用できないということか。
その後講習会を受講すれば、児童福祉司として任用するこ
とも可能である。

問３

過去に社会福祉主事から児童福祉司として任用さ
社会福祉主事から児童福祉司に任用された経験がある者
れ、児童相談所で業務を⾏っていた経験がある者が、 については、平成 29 年４⽉以降、再度、児童福祉司に任⽤
他の部署（本庁の児童福祉主管課他）での業務を経験 する場合には、任用前講習会の受講が必須である。
した後、平成 29 年４⽉以降、児童相談所に異動とな
なお、それ以外の資格要件（社会福祉士資格取得者、大
った場合、任用前講習会の受講は必須か。
学において⼼理学、教育学、社会学を専修し卒業した後、
指定施設で１年以上相談援助業務に従事した者等）で児童
福祉司に任用された経験がある者は、任用前講習会の受講
義務はないが、子どもの取り巻く最新の状況等を再認識す
るため、任用前講習会を受講することが望ましい。

- 17 -
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問番号

問

答

児童福祉司
任用後研修
について

問４

児童福祉司、ＳＶの任用後研修は、任用後いつまで
に受講する必要があるのか。

法令上受講期限はないが、スキルアップのためなるべく
早期に受講することが必要であり、既に任用されている者
については、任用された年度内に受講するよう努めていた
だきたい。

児童福祉司
ＳＶ研修に
ついて

問５

⼦どもの虹情報研修センターで実施するほか、⻄⽇
⻄⽇本エリアでの児童福祉司スーパーバイザー研修の実
本エリアでも実施することを予定しているとのこと 施については、現在事業者選定中である。開催等、決定次
であったが、平成 29 年度中に⻄⽇本エリアで開催さ 第、案内させていただく予定である。
れる⾒込みがあるのか。

要保護児童
対策調整機
関の調整担
当者研修に
ついて
その他全般

問６

調整担当者が、調整担当者研修を受講する間、要保
護児童対策調整機関の中で調整担当者が不在となる
が、その間に国からの何らかの支援はあるのか。

問７

各研修の対象者以外の者が研修を受講することは
各研修の対象者以外の者が、研修を受講することは差し
可能か。
支えない。
また、対象者以外が受講した際に修了証を発⾏する
特に、児童福祉司任用前講習会については、児童福祉司
ことは可能か。
としての業務の遂⾏に当たり必要な知識に関する内容が多
く含まれているため、新たに児童相談所に配置される者、
調整担当者研修については、市町村の子ども家庭支援に携
わる者（支援拠点の職員等）についても、積極的に受講す
ることが望ましい。
なお、対象者以外の者が受講した際も修了証を発⾏する
ことは差し支えない。
「研修等の一部の科目を欠席等により受講できな
児童相談所における虐待相談対応件数、複雑・困難なケ
かった場合には、当該科⽬について年度内または次年 ースが増加していることから、児童相談所の専門性を強化
度において再度受講することで、研修等を修了したこ する一環として研修を義務化した趣旨から、速やかに研修
ととする。
」とされているが、やむを得ない事情で 2 を受講していただくよう努めていただきたい。
年以内に全科⽬受講できなかった場合の猶予はない
のか。

問８

調整担当者が、調整担当者研修を受講する間に、調整機
関の業務を⾏う、代替職員を配置するための費用に係る補
助を平成 29 年度予算に計上しており、積極的に活用いただ
きたい。（市町村相談体制整備事業）

- 18 問番号

問

答

問９

義務研修の研修資料について、⼦どもの虹情報研修
義務化された研修のテキスト作成に係る調査研究事業を
センターから、一部公開されているところであるが、 平成 29 年度実施予定である。
全国である一定の研修水準を確保するため、国として
研修の参考資料を示さないのか。

問 10

研修等の実施主体は、都道府県、指定都市及び児童
研修等の実施主体が、研修等を実施するための費用に係
相談所設置市であるが、実施主体への財政支援はある る補助を平成 29 年度予算に計上しており、積極的に活用い
のか。
ただきたい。（児童虐待防止対策研修事業）

問 11

調整担当者が調整担当者研修を受講する費用につ
調整担当者が、調整担当者研修を受講する際に係る費用
いて、財政支援はあるのか。
について、補助⾦を充てることができる。
（児童虐待防止対
策研修事業）
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殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
（公印省略）

「市町村子ども家庭支援指針」（ガイドライン）について

都 道 府 県 知 事
指 定 都 市 市 長
中 核 市 市 長

- 1 -

従来、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）においては、あらゆる子ども家庭相談につ
いて児童相談所が対応することとされてきたが、すべての子どもの権利を擁護するために、
子どもと家庭への支援を行うに当たっては、本来子どもとその家庭に最も身近な基礎自治
体である市町村（特別区を含む。以下同じ。）がその責務を負うことが望ましいと考えられ
るようになった。一方、児童相談所は、児童虐待相談対応件数の急増等により、緊急かつ
より高度な専門的対応が求められ、市町村を中心として、多様な機関によるきめ細やかな
対応が求められている。
こうした状況を踏まえ、平成 16 年の児童福祉法改正により、平成 17 年４月から、子ど
も家庭相談に応じることが市町村の業務として明確に規定され、市町村は、子どもに関す
る各般の問題につき、家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子どもの真
のニーズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもやその家庭に最も
効果的な支援を行い、もって子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護すること（以
下「子ども家庭支援」という。）となった。
さらに、平成 28 年に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 63
号）において、すべての子どもが健全に育成されるよう、児童の権利に関する条約に基づ
き、子ども虐待について発生予防から自立支援までの一連の対策の更なる強化等を図るた
め、児童福祉法の理念を明確化するとともに、市町村及び児童相談所の体制の強化、代替
を含めた家庭での養育の原則等の措置を講ずることが盛り込まれた。
このうち、児童福祉法の理念規定は、昭和 22 年の制定当時から見直されておらず、子ど
もが権利の主体であること、子どもの最善の利益が優先されること等が明確でなかったた
め、子どもは、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られること等を保障さ
れる権利を有することを総則の冒頭（第１条）に位置付け、その上で、国民、保護者、国・
地方公共団体がそれぞれこれを支える形で、児童福祉が保障される旨が明確化された。
市町村における子ども家庭支援は、こうした理念に基づき、常に子どもの安心・安全の
確保を念頭に置くことはもちろんのこと、子どもの最善の利益を優先して考慮し、行われ
ることが必要である。その実施に当たっては、市町村が中心となって、子どもの権利を守
るための責務を果たしていくことが重要であるため、都道府県（児童相談所など）、その他
の関係機関と緊密な連携を図ることなくしては、十分な支援は期待しえないことに留意し、

各

雇児発０３３１第４７号
平成２９年３月３１日

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000161704.pdf
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都道府県（児童相談所）との関係ではあくまでも対等な協働関係を基本としつつ、その上
で、他の関係機関との連携及び役割分担について具体的項目を明示的に確認し合って支援
を継続的に行っていくことが重要である。
また、子ども家庭相談については、子どもに対する支援だけではなく、子どもの健やか
な成長・発達・自立のためには、保護者ごと支える視点が不可欠であり、その観点から、
保護者に対する助言、指導等を行い寄り添い続ける支援が必要となる。
このため、各市町村において、すべての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象として、
その福祉に関し必要な支援に係る業務全般が適切に実施されるよう、今般、
「市町村子ども
家庭支援指針」
（ガイドライン）を別添のとおり新たに策定したので、本指針（ガイドライ
ン）を踏まえつつ、地域の実情に応じて適切に子ども家庭支援が実施されるよう、管内の
市町村並びに関係機関及び関係団体等に周知を図られたい。
また、「市町村児童家庭相談援助指針」（平成 17 年２月 14 日付け雇児発 0214002 号厚生
労働省雇用均等・児童家庭局長通知）は廃止する。
なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に
基づく技術的な助言であることを申し添える。

「市町村子ども家庭支援指針」（ガイドライン）抜粋

60
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61

児童福祉法の理念及び子ども家庭支援

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

２．要保護児童対策地域協議会の活用

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57

４．ネットワークにおける支援

要保護児童対策地域協議会の役割・機能

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24

３．子育て期の相談
育成相談

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63

障害相談

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65

１．所掌事務
２．設置状況

児童相談所の概要
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都道府県（児童相談所）との関係

10．支援の終結

第１節

９．児童記録票の作成

８．支援及び指導等

７．支援計画の作成等

第４章

２．非行問題の理解

５．調査

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67
１．非行相談の分類

非行相談

養護相談

４．受理会議（緊急受理会議）

第５節

３．障害のある保護者への支援

２．障害相談の考え方と支援のあり方

１．障害児の定義・支援内容

第３節

４．いじめ

３．ひきこもり

２．不登校

１．子育て相談（育児・しつけ相談）

第２節

４．乳児家庭全戸訪問事業における継続訪問事例と教育委員会等との連携

３．相談・通告直後の対応

６．アセスメント

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62

２．出産直後より発生する相談

第４節
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保健相談

相談種別ごとの対応のあり方

１．妊娠期より発生する相談

第１節

２．相談・通告の受付

１．子ども家庭相談の流れ

要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務 ‥‥‥‥‥ 29
要支援児童及び要保護児童等

２．子ども家庭支援全般に係る業務

１．虐待予防・早期発見に視点を置いた支援

子ども家庭支援全般に係る業務

第２節

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23

支援対象

第３節

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21

子ども家庭支援における市町村（支援拠点）
子ども家庭支援における市町村（支援拠点）の具体的な業務
‥‥‥‥‥‥ 23

第１節

第２章

２．要保護児童対策地域協議会の意義

１．要保護児童対策地域協議会とは

第５節

２．支援拠点の実施主体

１．支援拠点の設置趣旨

第４節 市区町村子ども家庭総合支援拠点の整備

第３章

３．「居住実態が把握できない児童」への対応

３．子ども虐待対応
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20

その他の必要な支援

１．一時保護又は施設入所等の措置解除前後の支援（アフターケア）
２．里親、養子縁組家庭への支援

‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17

２．子ども家庭相談

市町村における子ども家庭支援に求められる専門性

節
第６節

１．基本的考え方

第３節

３．市町村と都道府県の協働・連携・役割分担の基本的考え方

４．他関係機関、地域における各種協議会等との連携

9
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４．医療機関との連携
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市町村における子ども家庭支援の基本
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第２節

２．児童の権利に関する条約と子ども家庭支援のあり方

１．児童福祉法の理念

第１節

３．特定妊婦への具体的な支援

6

２．特定妊婦への支援の留意点

市町村における子ども家庭支援の基本

第１章

１．特定妊婦の把握
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※厚生省

作成資料

市区町村子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターの実施状況について
（調査結果の概要）
調査対象
・ 市区町村子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターの両方を運営している自治体（※）を対象とし、
それぞれの相談の内容、情報共有の方法等について、平成30年７月に調査を実施。
（※） 23自治体 （【 】内の数値は平成30年1月１日現在の人口（総務省調べ））
（北海道） 旭川市【34.0万人】、千歳市【9.7万人】、 （千葉県） 松戸市【49.4万人】、
（東京都） 千代田区【6.1万人】、葛飾区【46.0万人】、昭島市【11.3万人】、町田市【42.9万人】、羽村市【5.6万人】、
（神奈川県） 相模原市【71.8万人】、 （新潟県） 妙高市【3.3万人】、 （長野県） 塩尻市【6.7万人】、辰野町【2.0万人】、
（静岡県） 熱海市【3.8万人】、藤枝市【14.6万人】、 （愛知県） 豊橋市【37.8万人】、津島市【6.3万人】、豊田市【42.5万人】、
（滋賀県） 彦根市【11.3万人】、東近江市【11.5万人】、 （大阪府） 枚方市【40.4万人】、
（兵庫県） 明石市【30.1万人】、養父市【2.4万人】、 （山口県） 岩国市【13.7万人】

調査結果の概要
１． 主担当部局と実施場所

同一場所で実施

別々の場所で実施

同一機関が主担当

別々の機関が主担当

３自治体（13％）

２自治体（９％）

（旭川市、相模原市、豊田市）

（葛飾区、岩国市）

４自治体（17％）
（松戸市、千代田区、羽村市、津島市）

１４自治体（61％）
（千歳市、昭島市、町田市、妙高市、塩尻市、辰野町、
熱海市、藤枝市、豊橋市、彦根市、東近江市、
枚方市、明石市、養父市）

２． 支援拠点及び包括支援センターを統括する責任者の有無
有 ： ７自治体（30％）

無 ： １６自治体（70％）
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調査結果の概要（続き）
３． 要保護児童（要支援児童）に関する情報の把握方法 ※最も多いもの
【市区町村子ども家庭総合支援拠点】

【子育て世代包括支援センター】
① 妊娠の届出を通じた情報収集 ： 16自治体（70％）
② 母子保健事業（乳児健診、予防接種等）を
通じた情報収集
： ６自治体（26％）

① 保育園・幼稚園・学校等の関係者からの
情報提供 ： 13自治体（57％）
② 妊産婦・保護者等からの相談 ： ３自治体（13％）
等 ② 児童相談所からの情報提供 ： ３自治体（13％）
等

４． 包括支援センターで要保護（要支援）児童、特定妊婦を把握した場合の支援拠点への伝達・情報共有方法 （複数回答可）
①要保護児童対策地域協議会の場を活用して情報共有している

： 18自治体（78％）

②両機関による定期的な連絡会議で情報共有している

： 17自治体（74％）

③書面により連絡している

： 15自治体（65％）

④児童記録をデータベース化するなどシステムにより情報共有している

：

７自治体（30％）

⑤両機関を兼務する職員（保健師等）が情報を管理・把握し、関係者へ情報共有している

：

３自治体（13％）

５． 支援拠点と包括センターの連携を進めるための方策 （複数回答可）
①ケースに応じて、両機関が一緒に家庭訪問や面談等を行っている

： 22自治体（96％）

②人材育成のため、両機関合同による定期的な勉強会・研修会を開催している ：

７自治体（30％）

③両機関に対して専門的な助言指導等を行うアドバイザーを配置・委嘱している ：

６自治体（22％）

支援拠点と包括支援センターとの円滑な情報共有に関する連携方策について
◎ 子育て世代包括支援センターが把握した情報の中から、特に要保護児童・要支援児童・特定妊婦に係る情報については、
速やかに、かつ円滑に子ども家庭総合支援拠点につなげていくことが重要。
◎ そのための具体的方策としては、
① 同一機関を主担当とすること（統括する責任者がいること）や同一場所で実施する
② 要保護児童対策地域協議会や定期連絡会議等を活用して情報共有を行う
③ ケースに応じて、両機関が家庭訪問や面談等を共同して実施する
といった対応が行われている。
◎ 上記の方策のほか、電子システムによる情報連携として、母子保健情報（乳幼児の相談記録・健診結果、予防接種、訪問
記録等）から成人期における検診の記録までを一貫して記録管理するシステム（健康かるて）を導入し、子育て世代包括支援
センターが日々入力する母子保健情報を子ども家庭総合支援拠点で確認することで円滑な情報連携を図っている事例もあっ
た。（長野県辰野町）

（参考）児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策（平成30年7月20日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）（抜粋）
≪児童虐待防止のための総合対策≫
○子ども家庭総合支援拠点の設置促進等による市町村における相談支援体制・専門性の強化
・市町村において、効果的・効率的に、かつリスクの程度に応じて適切に相談支援ができる体制を構築するため、子育て世代包括支援セ
ンターと子ども家庭総合支援拠点との効果的な連携方策や一体的に運営する際の役割分担などを整理するとともに、先行事例を盛り
込んだ市町村向けの立ち上げ支援マニュアル等を年度内に作成する。
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【平成 30 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業】
【タイトル】市区町村等が行う児童虐待防止対策の先駆的取組に関する調査研究
【実施主体】日本大学（研究代表者

危機管理学部准教授

鈴木秀洋）

【調査研究報告書概要（サマリー）
】（2 本の報告書）
１．[目的・内容]：市区町村における児童虐待防止対策は、平成 28 年改正児童福祉法を踏
まえれば、市区町村子ども家庭総合支援拠点の整備とそのレベル維持・向上にかかっている
といえる。その意味で、どのようにして、現在 114 か所（106 自治体）の支援拠点（平成 30
年 2 月時点）を 2022 年までに全市区町村に整備することができるのか、その具体的方策の
提示が求められている。本研究は、①支援拠点の現状に関してヒアリング調査を行うととも
に②スタートアップマニュアルを提示し、拠点設置を推進するものである。
2．[ヒアリング調査研究（手法）]：①地域性や支援拠点規模を考慮し、全国の 31 市町村を
抽出し、②統一質問項目を事前送付し、子育て世代包括支援センターとの役割分担・連携、
要対協や児相等の関係についてヒアリングを行った（県も同席）。[調査結果の分析・考察]：
①支援拠点に関する担当部署及び自治体全体の理解不足、②母子保健部門その他関係機関
との役割分担・連携への悩みが出された。こうした問題に対して、①支援拠点の重要性を自
治体組織全体で共有し、人員配置・運用（採用・異動・資格取得促進等）を行う例、②包括
支援センターの妊娠期からの保健・医療・地域資源との繋がりの強みと支援拠点の要対協を
通じた連携の強みを一体化するような体制作り・運用として、要綱整備、指揮命令の統一、
情報の相互閲覧、定例連絡会議、家庭訪問同行、人事交流等の工夫例がある。
3．[マニュアルの作成](1)手法：上記ヒアリング、全国 16 か所で行った説明会、マニュアル
検討会（県・市区町村担当者等意見交換）を通じ、拠点整備のために自治体が求めている情
報（①支援拠点の機能・要件詳解、②日常の相談の流れポイント解説等の要望）を抽出し、
マニュアル構成・項目立てを行った。(2)内容：①法体系として「市町村子ども家庭支援指
針」・
「市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱」の内容抜粋し、
「要件」として項目
（（例）四業務内容や相談・通告後の流れ等）ごとに記述（客観性）
。②加えて、要件の解説や自治

体で実際に行われている「具体例」
（（例）要対協の活用例等）を提示し、他自治体の取組を採用
可能な形で提示。③更に、支援拠点の体制維持・発展のための工夫として先進事例・論点等
を「グレードアップ例」
（（例）医療ネットワーク拡大）として提示した。
4．[今後の整備拡大の考察・提言（研究成果）]拠点促進には、都道府県のバックアップが
重要であり、静岡県の先進的な取組を掲載した。行政・研究者等アドバイザー説明・先行自
治体の発表・小人数グループワーク・複数担当者（管理職・事務担当者・相談担当）参加を促す
開催手法等担当者が自治体に戻った後の組織体制作りに資する画期的ワーク工夫が参考と
なる（説明会アンケート満足度高評価（報告書未掲載））。なお、16 か所（報告書一覧添付）での説明
研修会でもこのマニュアルを既に使用しフィードバック（高評価）を得ており、このマニュ
アル利用、HP でのマニュアル等情報発信、研修会（アドバイザー利用）開催等様々なチャ
ンネルによる拠点啓発・個別の説明会実施等の有効性について提言を行った（研究成果）。
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参考資料（マニュアル検討会一覧）

マニュアル検討会一覧
8月24日
山口県

こども・子育て応援局

こども家庭課

児童環境班

多田基哉

山口県岩国市

健康福祉部

こども支援課

こども相談室

静岡県

健康福祉部

こども未来局

こども家庭課

静岡県

健康福祉部

こども未来局

こども家庭課

静岡県藤枝市

子ども家庭課

⻑野県塩尻市

子ども教育部

新潟県妙高市

教育委員会

子ども教育課

神奈川県海老名市

健康福祉部

子育て相談課

課⻑

金指芳子

千葉県南房総市

教育委員会

子ども教育課

主査

鈴木智

東京都千代田区

児童・家庭支援センター

室⻑

吉本和彦

こども家庭班

班⻑

鈴木淳

こども家庭班

主任

伊東沙季

課⻑

岡村英志

次⻑兼課⻑

百瀬公章

家庭支援課
子育て支援係

高橋勉

松村秀一

1月19日
子どもの虐待防止センター

片倉昭子

子どもの虐待防止センター

高田真規子

子どもの虐待防止センター

山川玲子

2月6日
千葉県南房総市

教育委員会子ども教育課

主査

鈴木智

愛媛県伊予市

子ども総合センター

センター⻑

土居和博

愛媛県伊予市

市⺠福祉部子育て支援課

課⻑補佐

川本英人

大分県

福祉保健部こども・家庭支援課

大分県杵築市

子ども子育て支援課

文京区

子ども家庭支援センター

宮城県涌谷町

子育て支援室

アドバイザー

松⼾市⽴総合医療センター

⼩児科

山口県岩国市

健康福祉部

こども支援課

こども相談室

新潟県妙高市

教育委員会

こども教育課子育て支援係

静岡県

健康福祉部

こども家庭課

こども家庭班

班⻑

鈴木淳

静岡県

健康福祉部

こども家庭課

こども家庭班

主任

伊東沙季

鳥取県

福祉保健部子育て王国推進局

課⻑補佐

⻄村耕一

鳥取県鳥取市

健康こども部(兼こども家庭相談センター）

次⻑(所⻑)

山中八寿子

沖縄県

子ども⽣活福祉部

沖縄県南風原町

⺠⽣部こども課

課⻑

前城充

高知県香南市

福祉事務所

副所⻑

坂本充子

福井県越前市

市⺠福祉部子ども福祉課

室⻑

笹田和子

千葉県松⼾市

子ども部子ども家庭相談課

課⻑補佐

秋田敦子

宮城県涌谷町

子育て支援室

室⻑

木村智香子

⻘森県三沢市

福祉部家庭福祉課

参事兼課⻑

園芳彦

アドバイザー

大分県中津市

院⻑

井上登⽣

こども育成支援班

児童相談係

中村康一
主査

岡田陽一

係⻑

石樵さゆり

主任

木村朱
⼩橋孝介

2月12日
室⻑

高橋勉

⻘少年・家庭課

⻘少年・子ども家庭課

児童育成班

子ども・子育て総合相談室

医療法人井上⼩児科医院

吉本和彦

又吉朋隆
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【研究体制】
【研究代表】
日本大学危機管理学部准教授

鈴木秀洋

【研究協力（アドバイザー）】
井上登生、山川玲子、小橋孝介
【研究協力（マニュアル作成検討・拠点整備推進）】
宮城県

鈴木優花

福島県

熊坂和美

静岡県

鈴木淳

静岡県

伊東沙季

鳥取県

高橋智鶴

鳥取県

西村耕一

岡山県

井上五月

広島県

川本出

山口県

多田基哉

高知県

村山真一

高知県

西尾敏

大分県

中村康一

沖縄県

又吉朋隆

青森県三沢市

園芳彦

宮城県涌谷町

木村智香子

新潟県妙高市

高橋勉

福井県越前市

笹田和子

鈴木智

千葉県松戸市

秋田敦子

静岡県藤枝市

岡村英志

鳥取県鳥取市

山中八寿子

山口県岩国市

吉本和彦

愛媛県伊予市

土居和博

高知県香南市

坂本充子

大分県杵築市

岡田陽一

大分県中津市

竹下将人

沖縄県南風原町

東京都大田区

小島美樹

千葉県南房総市

【その他協力
川口千香子
金井啓起
文京区

宮城県涌谷町

愛媛県伊予市

木村朱

川本英人

前城充

鈴木秀洋研究室ほか】
土橋絵理

野口晴海
二島克良

井上玲亜

木森麻紀

金菜々子

植村万波

渡部枝里香

保坂光輝
文京区

子ども虐待防止センター

衣斐光

片倉昭子

高田真規子

山川玲子

【編集・発行】
日本大学危機管理学部鈴木秀洋研究室
〒154-8513
（印刷）

世田谷区下馬 3-34-1 電話 03-6453-1730
株式会社

サンワ

2019 年 3 月 25 日発行
【当該報告書（成果）の公表方法】
当該報告書（成果）については、日本大学危機管理学部のホームページに掲載して行う。
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