
ヒアリング調査報告　小規模Ｃ

・岩国市
・大村市



岩国市 ヒアリング調査報告 

ヒアリング実施日：2018 年 2 月 9 日

１．岩国市の概要

①面積

873.72 ㎢ 
②人口

137,153 人 
※外国人登録者数を含む

（平成 29 年 4 月現在）

③児童数

20,151 人 
（平成 29 年 4 月現在） 
※18 歳未満

※外国人登録者数を含む  ↑（図１）県内における岩国市の位置

④類型

小規模 C 型

⑤組織体制・人員配置（平成 29 年度）

 【職員体制】職員数８名

２．岩国市の子ども家庭総合支援拠点（家庭児童相談室）の概要

実施業務

・子ども家庭支援全般に係る業務

（窓口・電話・家庭訪問による相談）

・要保護児童等への支援業務

（児童相談所の指導措置委託を受けて市が行う指導等）

・要保護児童対策地域協議会事務局

・養育支援訪問事業の実施

（在宅支援のコーディネート等）



赤の点線部分が保健センター内に設置されている。相談自体は子育て世代包括支援セン

ターの電話番号を主にＰＲして窓口（ポピュレーションアプローチ）となり、ハイリスクな

ものは子ども家庭総合支援拠点で対応している。また、教育委員会や児童相談所等とも連携

体制はできている。岩国市内には相談・支援の専門機関である児童家庭支援センターがなか

ったため児童養護施設等を運営する社会福祉法人「はるか」の市内移転に伴い、児童家庭支

援センターの設置を県に要望し、平成 29 年 7 月に開設となり、相談対応等を連携しながら

支援を行っている。

「はるか」の写真等



３．支援拠点開設までの経緯

 子ども家庭総合支援拠点を設置する以前に、日常業務において、保健・福祉・教育の子育

て相談・支援を担当する部署との情報共有の面などで連携を取っていくことが難しい点も

あったことから、子育て世代包括支援センターの設置を計画するときから、どのような形で

連携を取っていくことがよいのかを協議していた。平成 27 年 10 月、子育て相談窓口の充

実と子育ての切れ目のない支援をおこなうため、先行して子育て世代包括支援センターを

設置した。その後、児童福祉法の改正により子ども家庭総合支援拠点の設置を合わせて協議

し、子育て世代包括支援センターと同一フロアにて業務を行えるよう、家庭児童相談室を保

健センターに移転し、子ども家庭総合支援拠点を設置した。

４．支援拠点開設に有効だった事柄

（１）施設面

保健センター内に設置という事で、相談室等は元からあったことから設備等の確保には

困らなかった。さらに同一フロア内に子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援

拠点が同居する形となり互いがどのように動いているのかを知ることが出来るとともに、

連携が取れやすい。教育委員会とは物理的には離れているが、以前から要保護児童対策地域

協議会の枠組みの中で連携が取れており、情報共有をするため適宜会議を行うなど担当者

の顔の見える連携を取っている。

（２）要綱の設置

要綱の写真添付



（３）人員配置

 ベテランと新人を組ませて、対応をさせている。多職種（保健師・保育士・精神保健福祉

士・社会福祉士）の人材を配置し、各分野の専門的な視点から支援を検討できる体制として

いる。

（４）児童相談所との連携

 個別ケース検討会議（要保護児童対策地域協議会、学校主催）に参加してもらっている。

また、毎週１回、児童相談所で行っている援助方針会議に市職員も参加している（岩国市の

ケースの箇所のみ）。普段から対応に苦慮しているケースについてもどのように対応してい

けばいいのかを相談し、アドバイスを受けることができる関係が構築されている。

  ← 岩国市保健センター

岩国市子育て世代包括支援センター →

  （家庭児童相談室を含む）



５．設置したことの利点

 子育ての相談・支援体制を充実しようとしていく中で、子育て世代包括支援センターでも

考えていたステップアップの形で活用することが出来た。『皆が一緒になって考え対応して

いけるようになればいいと考えていたことから』、後押しになった。子育て世代包括支援セ

ンターや子ども家庭総合支援拠点の意味がきちんと示されることで、ステップを進めてい

く中での動きやすさや財政等確保の話をしていく中での根拠にはなる。要綱を設置したこ

とによって、組織体制の維持等ができている。

設置したことの利点は、市と児童相談所のリスクに応じた役割分担を考えるきっかけと

なった。加えて、市の子育て相談・支援においてハイリスクケースについては子ども家庭総

合支援拠点が中核となり支援方針等の決定や関係機関への役割分担の依頼、在宅での支援

を必要とする児童等への積極的な支援を実施することが可能となったことと考えられる。

６．今後の方針

人員として保健師資格を持つ臨時職員を 1 名増員するため募集しているが応募はなく人

材の確保が課題となっている。補助金では給料、職員手当等は対象経費とされていないため

正規職員での募集をかけることが出来ず、新社会人になる人が選択してくれないのではな

いかと思う。有資格者の職員ＯＢに声をかけてはいるものの、なかなか人材を確保すること

が出来ない。事案が増えて難しいケースも多い中で子どもたちの事を考えて対策をしてい

くためには、やはり専門職の人を増やしたい。特定妊婦等も増えていることから、切れ目な

くきめ細かい対応をしていくにはマンパワーや専門性が必要になってくる。

 現在、福祉部門と保健部門との連携が取れているが、教育部門ともさらに強く連携を結ん

でいきたいと考えている。今後は、家庭教育の部門からも幅広く子どもの支援を検討してい

きたい。

７．全体の感想

ハード面とソフト面から少しは先に進んだが、さらなる関係性を築きより良くするため

に努力しているとのことである。小規模 C 型のなかで先進的に取り組んでおり、他地域の

見本となる取り組みを行っているといえる。



８．支援拠点の概要（写真）

↑ヘルパー事業

↑相談室（和室）

（図１）Map Fan より引用 
URL：https://mapfan.com/pref/35（閲覧日：2018 年 2 月 10 日） 

ヒアリング調査報告

鈴木秀洋

黒田佳祐

木森麻紀

井上玲亜

↑相談室（洋室）

https://mapfan.com/pref/35


大村市 ヒアリング調査報告 

ヒアリング実施日：2018 年 2 月 19 日

１．大村市の概要（H29.4.1 現在） 
①面積

127 ㎢ 
②人口

93,342 人 
③児童数

18,651 人 ※18 歳未満 
④類型

小規模 C 型 ※児童人口で考える

↑（図１）長崎県における大村市の位置

⑤組織体制・人員配置

こども未来部の中にこども政策課（児童手当、保育園等、こどもに関する様々な政策の制

定）とこども家庭課がある。

・要保護児童実態把握員

1 歳 6 か月児健診と、3 歳児健診の未受診者に対して、調査・訪問等で安全確認及び実態

把握を行っている。

こども家庭課

こども家庭

支援室

ひとり親家庭

支援グループ

ひとり親家庭支援を行う。

・課長補佐1名
（児童家庭相談対応兼務）

・母子父子自立支援員1名

こども家庭

支援グループ

児童虐待など児童家庭相談対
応。

・係長1名（行政職・教員免許）

・社会福祉士1名
・家庭相談員2名

（看護師、社会福祉士）

・要保護児童実態把握員2名
・事務補助1名

主に係長、社会福祉士、家庭
相談員で相談対応をしている。

親子けんこう

グループ

母子保健

（予防接種、健診事業等）
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２．支援拠点開設までの経緯

長崎県として児童相談所の資料によると虐待相談対応件数が増えており、ここ 3 年間で

急激に増えている。大村市の虐待件数は横ばいとなっている。

人口減少傾向にある長崎県において、大村市は人口が増加している。県の中心部に位置し

交通の便が良く都市部と比較して地価が低いこと、また自衛隊 3 部隊（陸上 2、海上１）が

あること等から、転勤世帯が多く人口が増加していると考えられる。

人口の増加と保育士不足によって、待機児童等の問題も発生している。

ハード面、ソフト面ともに、平成 29 年 4 月 1 日時点において、既に児童虐待・ＤＶ対策

等総合支援事業費国庫補助金（市区町村こども家庭総合支援拠点運営事業・小規模Ｃ型）の

設置要件を満たしていたため、本年度交付申請を行った。元々、一般財源で行っていた事業

の財源を組み替えた形になっただけのため、申請することに特に問題は生じなかった。

３．支援拠点の設置状況

現在、大村市では「大村市こどもセンター」の 1 か所を子育て支援拠点としている。こど

も家庭支援員として係長 1 名及び社会福祉士 1 名の 2 名（どちらも正規職員）を配置して

いる。虐待対応専門員は、家庭相談員（看護師 1 名、社会福祉士 1 名）の 2 名を配置、嘱

託職員であるが、時間的にフルタイムとなっており常時要件を満たしている。

平成 28 年度 大村市の児童相談処理件数 
児童相談の受付総数 228 件 
児童虐待相談 17 件（平成 27 年度 14 件） 
家族・親戚からの相談 25 件 
学校からの相談 23 件 
近隣・知人からの相談 14 件 

児童虐待 養護相談 保健相談 障害相談 非行相談 育成相談 その他

H26年度（219件） 17 72 0 2 3 35 90
H27年度（242件） 14 105 1 3 1 16 102
H28年度（228件） 17 99 1 5 2 12 92
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平成28年度 大村市の児童相談処理件数



・その他

健診未受診児の安全確認や泣き声通報で訪問したものの、特に問題が見られなかったケ

ースを含んでいる。

相談の経路としては、市の母子保健からが多い。また児童相談所、県のその他の機関、市

の福祉事務所、市のその他の機関、保育園、認定こども園、児童福祉施設、警察、医療機関、

幼稚園、学校、教育委員会、児童委員、家族、近隣、本人などから幅広く相談を受けている。

５．支援拠点開設に有効だった事柄

（１）人材育成について

相談対応は、基本的に 2 人体制で行い、新人職員とベテラン職員とで対応している。相談

受付票や受理から対応の仕方等の相談対応マニュアルを整備しているが、昨年の児童福祉

法の大幅な改正に基づき、現在、修正を行っている。

5
32

7

大村市の児童虐待相談

対応の相談種別

身体的虐待 心理的虐待

性的虐待 ネグレクト

3

4
6

3
1

大村市の児童虐待相談対応

の被虐待者の年齢

0～3歳未満 3～学齢前児童

小学生 中学生

高校生・その他

4

1
1

4
1

1

2

2
1

大村市の児童虐待相談

対応の経路

保育所 認定こども園 医療機関 学校 教育委員会等

母親 親戚 近隣・知人 その他



 また、専門性が要求される職種のため、必要と思われる研修については積極的に参加し、

自己研鑽できるように努めている。児童福祉法の改正を受け、県こども家庭課が開催してい

る専門研修（児童福祉司任用前後研修、要対協調整機関担当者研修等）にも積極的に参加し

ている。

（２）人員の確保

 専門職として、家庭相談員には保

健師と同等の報酬の額を設定してい

る。

（３）保健部門との連携

 家庭児童相談窓口であるこども家庭支援

室と母子保健部門は、同じこども家庭課内

に所属しており、連携が取りやすい。

また、大村市こどもセンターでは、子ども

に関する手続き（妊娠届、母子手帳の発行、児童手当、児童扶養手当、こども園等の就園等）

は、ワンストップで対応出来る体制を取っている。

子育て世代包括支援センター設置については検討中の段階である。

（４）教育部門との連携

ケースに応じて、大村市教育委員会に所属するスクールソーシャルワーカーと連携した

支援を行っている。必要時には同行訪問を行うこともあり、互いに情報共有や支援方針の確

認等を行う体制ができている。

（５）児童家庭支援センターとの連携

大村市には児童家庭支援センターが 1 か所あり、社会福祉士及び心理士が配置されてい

る。児童養護施設内に設置されており、必要時には情報共有等を行っている。

６．今後の方針

 職員の異動等に伴い支援拠点としての体制が取れなくなることのないよう、職員配置へ

の配慮が必要と考えられる。



7．支援拠点の概要（写真） 

↑ 相談室

（パーティションで区切れるようになっている）

↑ 授乳室

↑ プレイルーム ↑ 大村市こどもセンターの外観



（図１）Map Fan より引用 
URL：https://mapfan.com/pref/42（閲覧日：2018 年 2 月 21 日） 

ヒアリング調査報告

鈴木秀洋

松本美紀

井上玲亜

https://mapfan.com/pref/42
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