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Ⅰ

本研究事業目的

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 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総合支援拠点。以下「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。
また、平成 30 年 12 月 18 日に決定した「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（新プラ
ン）では、市町村の体制強化を図るため、子ども家庭総合支援拠点を 2022 年度までに全市町村
に設置することを目標とした。
こうした中、子ども家庭総合支援拠点を設置していない市町村は、地域や人口規模等が異なり、
抱えている課題も様々であると考えられることから、それぞれの市町村の実情に応じた支援を検
討していくことが必要となっている。
2019 年 4 月現在の厚労省調査統計によれば、283 自治体（2019 年 4 月）が支援拠点設置自治
体であると公表されている。本報告書は、アンケートヒアリングを通じて明らかになった現状に
ついて可能な限り多くの自治体の姿を明らかにし、これから設置を目指す自治体への参考にする
ことを目的とする。
もとより、支援拠点設置を目指す場合に忘れてはならないのは、なぜ支援拠点を設置するのか、
その思いを共有することが土台になる。そしてその思いの共有をしたのであれば、こどもの命を
守るためには、一つの機関だけでそれを担うことは不可能であるとの認識に至るはずであり、地
域資源をつないでソーシャルワーク機能を強化することが必要であり、それはすなわち、法が求
めたことである。市区町村が、支援拠点の設置をし、面で子どもと保護者を支えるたゆまざるレ
ベルアップと地域の網の目を細かくしていくということである。
そして、このことは、市区町村の取組のみでなく、都道府県に広域自治体としてのバックアッ
プの責任があることを明記しておきたい。そのために本報告書では、都道府県の責務としてかか
る取組を行っている都道府県の取組とセットでヒアリングを行いその成果をまとめることとし
た。
これから設置する自治体、また更なるレベルアップを行う基礎自治体にとって、全国の状況を
確認し、自らの組織を子どもの命を守るために役立ててほしい。

7

Ⅱ

本研究事業の実施内容（アンケート、現地調査、ヒアリング等成果に至るプロセス）
（研究事業手法）

第１
地域性や支援拠点規模を考慮し、厚労省支援拠点設置自治体表を基にすべての設置自治体に別紙
１（参考資料３）を送付し、支援拠点の設置経緯・課題・取組についてアンケート調査を行った
（回収率４７．７％。２８３自治体のうち、１３５自治体回答）。
第２
アンケート結果をもとに、平成 29 年度、平成 30 年度に訪問ヒアリングをしていない自治体を中
心に訪問ヒアリングを行うとともに、電話等を行い担当者と実体調査も行った（研修等で訪問す
る場合はその場で近隣自治体のヒアリングも行った。参考資料２。ヒアリング等訪問一覧）。
第３
支援拠点の設置促進に関しては都道府県のバックアップが不可欠であり、その観点から支援拠点
設置促進に関しての取組について、支援拠点設置の都道府県に対して、アンケート（参考資料
３別紙２）を行った（２０２０年３月１３日現在回収率６９．８％。４３都道府県のうち３０
自治体回答）。
アンケート調査では不明な部分等に関して、追加の現地訪問及び電話での追加ヒアリング等を
行った。
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Ⅲ

調査等の結果（都道府県事例集・市区町村事例集）

アンケート及びヒアリングを通じて、特に設置に至るまでの各市区町村が抱える課題を拾い、
より多様な地域別・人口別による支援拠点の立ち上げを調査した。設置を促進するうえで、30
年度研究の成果物である市区町村支援拠点マニュアルを活用した研修方法についての意見交換
もしてきた。本報告書は、都道府県と市町村の支援拠点の現状について、都道府県と市町村との
関係性にもフォーカスしつつ、より多様な形の事例紹介集であるとともに、支援拠点設置自治体
の支援拠点設置過程を時系列で辿れるように設置年度と現在を比較できる形での整理となって
いる。

第１ 都道府県の支援拠点設置の取組と市町村の取組
１．都道府県と支援拠点との連動の取組

岩手県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和２年３月まで）
年度当初に県が主催し、各市町村の福祉主管課長が集まる会議において、支援拠点設置に向け
た取組を促してきたところ。
また、平成 30 年度においては、県内で虐待による死亡事案が発生したことから検証を実施し、
再発防止策の一つとして提言した「市町村における相談支援体制の強化及び専門性の向上」の中
で、支援拠点の設置・強化の取組推進について検証報告書に明記した。
さらに、再発防止策を踏まえた児童虐待防止の取組の更なる推進に向けて、県と市町村が共通
認識の下、連携を図っていくことが必要との観点から、平成 31 年３月に市町村担当者会議を開催
し、支援拠点の設置も含めた取組の推進を促したところ。
２．県の取組（有効であったと考えているところ）
（※県の取組については、「１．経過」に記載のとおりであること。）

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年４月現在【（０）自治体】
平成 30 年４月現在【（１）自治体：盛岡市】
平成 31 年４月現在【（２）自治体：盛岡市、遠野市】

４．県としてのコメント
引き続き、未設置市町村の設置検討状況や課題を把握し、設置を支援する。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．盛岡市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制度・

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

業務・職員体制・設備等）

できたこと（解決してきた

やっていくこと・課題解決

こと）

後の具体的地域の姿など）

＜開設前＞

＜支援拠点＞

＜今後の支援拠点＞

・相談に対応しきれな

・常勤職員の専任配置，

・所長の専任配置

い職員体制

県との人事交流

⇒組織としての迅速な

専任：2 名
（非常勤 2）
兼任：2 名（常勤 2）

専任：９名

意思決定を目指す。

（常勤 3，非常勤 6）
兼任：7 名（常勤 7）

・どこに何を相談した

・支援拠点設置の周知

・児相や関係機関との

らいいか分からない保

⇒相談件数の大幅増

連携，役割分担の整理

護者，関係機関

・職員研修の強化

・相談への組織として

・支援拠点内でのケー

⇒支援拠点機能の周知

の対応検討が不十分

ス検討の定例化⇒職員

を行い，相談者にとっ

個々のアセスメント力

て相談しやすい支援拠

の向上

点を目指す。

・市内部（母子保健担

・子ども未来ステーシ

・市内部（教育，福祉

当課）との連携不十分

ョン（支援拠点＋子育

担当課）との連携強化

て世代包括支援センタ

・支援機関への後方支

ー）設置⇒緊密な連携

援，通所や心理的支援

・自立支援協議会子ど

機能の強化

も発達支援部会への参

⇒地域にとって有用な

画⇒支援機関との連携

支援拠点を目指す。

・発達特性をもつ児の
保護者支援が必要（初
診待機長期化）
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２．遠野市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制度・

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

業務・職員体制・設備等）

できたこと（解決してきた

やっていくこと・課題解決

こと）

後の具体的地域の姿など）

H14 年分娩施設が市内

平成 27 年 10 月子育て

妊娠届出時からの要

に無くなり、遠隔地へ

世代包括支援センター

支援者の情報収集が容

の通院を余儀なくされ

総合相談窓口とした。

易となっており、さら

た。H19 年 12 月助産師

平成 31 年 4 月こども家

に母子保健分野と児童

２名を市の職員として

庭総合支援拠点の開設

福祉分野の連携を深め

採用。妊産婦支援策と

し、助産師１名を配置

たい。

して遠野市助産院を開

した。

設。

担当課に保健師等の専

調整担当者職員の配置

アセスメント・支援プ

門職員が不在であっ

（各相談員・担当職員

ランを作成し、ケース

た。

取得）研修へ積極的に

を見立て、長期的・包

参加。

括的・予防的な支援を

家庭相談員１名
女性相談員１名
担当事務職員１名

H31 年４月医療専門

ソーシャルワークしな

職員の配置と調整担当

がらケース対応の充実

者資格の取得。

を図っていきたい。

ケース管理は家庭相談

月１回の児相地区担当

警察・学校等との関

員・女性相談員が主に

者との定例支援会議、

係づくりと、情報の共

担当していた。実務者

年 4 回要保護児童地域

有を図る場として活用

会議はケースの報告が

対策協議会を定期的に

しながら、各機関の役

主となっていた。

開催している。全ケー

割・目的・方法を明確

ス評価を行い、情報共

にし、地域での見守り

有、地域での見守り強

を強化していきたい。

化に役立っている。
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第３：紹介自治体の詳細（盛岡市、遠野市）

盛岡市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

盛岡市

②面積：886.47 ㎢
③人口：289,227（令和元年 5 月現在）
④児童数：44,185（令和元年 5 月現在）
⑤類型：中規模型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
子 ど も 未 来 部

子ども未来ステーション

母 子 健 康 課

子育て世代包括支援センター

母子保健担当

子育て世代包括支援センター

子ども青少年課

子ども家庭総合支援センター

少子化，健全育成，児童(扶養)手当担当

子ども家庭総合支援拠点

子育てあんしん課
保育所入所，保育所指導，幼保無償化担当

12

子ども未来ステーション（愛称）
妊娠期から切れ目なく継続的な相談・支援を行う「子育て世代包括支援センター」と「子ども
家庭総合支援センター」が，子どもと家庭に必要な社会資源をつなげることにより，子どもの
明るい未来を実現するためのプラットフォームとなることを意味する。
３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成 30 年 4 月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

養護（虐待）

91

54

176

養護（その他）

84

121

192

相談種別

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
① 実状の把握：地域については，関係機関訪問により状況聴取している。通告ケー

スについては，受理会議において必要な初期調査項目を確認している。
② 相談対応：通告ケースについては，職員 2 名体制で初期調査にあたる体制として

いる。
③ 総合調整：要対協個別ケース検討会議開催のほか，各支援分野（医療，教育，生

保，障がい，高齢，女性，生活困窮，被災者等）で主催するケース会議にも参画
し，家庭への包括的な支援検討を行っている。
④ 調査，支援及び指導等：定例会議(月 4 回)で新規ケースのアセスメントと支援方

針作成。継続ケースの進行管理。
⑤ 他関係機関との連携：教育員委員会の定例会議(月 1 回)参画。支援拠点は市保健

所庁舎内に設置されており，保健所所管業務との連携が良好。庁舎近隣に市社協
(民児協事務局)，フードバンク，子ども食堂があり，日ごろから連携がとれてい
る。
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（2） 開設前の取組と現状の取組について

①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携 〔マニュアル P.6～7 参照〕
※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

2019 年現在の取組・特徴

⇒

・定例会議（月 2 回）
：新規ケースのアセ
スメントと支援方針作成。

・定例会議（月 2 回）
：新規ケースのアセスメント
⇒
と支援方針作成。継続ケースの進行管理。
・子ども未来ステーションとして，日常的な情報
共有と協議。出産前から支援拠点でも支援。

②児童相談所との連携 〔マニュアル P.9 参照〕
開設前の取組

2019 年現在の取組・特徴

⇒

・市ケースへの随時助言依頼。

・児相からのケースの照会や同行訪問依頼

⇒ ・市支援拠点職員と県児相勤務経験職員との人事

に対応。

交流による連携強化。
・里親支援強化（訪問，広報，制度説明会）
。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組
・支援拠点が調整機関を担う。
・関係機関職員研修会の実施。

④人員配置

2019 年現在の取組・特徴

⇒

・開設時に同じ。
⇒

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

2019 年現在の取組・特徴

⇒

所長：1 名（課長補佐兼務）

所長：1 名（課長補佐兼務）

子ども家庭支援員：3 名（内非常勤 1 名）

子ども家庭支援員：4 名（内非常勤 1 名）心理担当

心理担当支援員：1 名（内非常勤 1 名）虐 ⇒

支援員：2 名（内非常勤 2 名）虐待対応専門員：3

待対応専門員：2 名（内非常勤 2 名）その

名（内非常勤 3 名）その他事務職員等：4 名（内兼

他事務職員等：7 名（内兼務 7 名）

務 4 名）

14

（3） 相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

【相談室】

【事務室】

４．拠点設置の効果及びメリット
市民，関係機関にとって「身近な市役所の児童相談窓口」の周知が図られ，今まで支援のなかった
家庭の相談につながっている。

遠野市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積 ：825.97 ㎢
③人口 ：26,899 人

（平成 31 年４月現在）

④児童数：3,349 人

（平成 31 年４月現在）

⑤類型（小規模等）：小規模 A

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
平 成 31 年 度 遠 野 市 行 政 組 織 図
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《元気わらすっこセンター内》
子ども家庭総合支援拠点

《遠野健康福祉の里内》
子育て世代包括支援拠点

子育て応援部

こども政策課

元気こども

スタッフ制

児童家庭

子ども家庭総合支援拠点

母子保健

母子安心課
スタッフ制

母子相談支援

子育て世代包括支援

遠野市助産院

総合相談窓口

総合食育課
スタッフ制

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成 31 年４月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
年度

① 相談件数

② 養護相談件数

③

②のうち児童虐待の件
数

平成 28 年

75

53

39

平成 29 年

68

45

24

平成 30 年

97

75

49

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
① 遠野市は行政機能により庁舎が分かれており、子ども家庭総合支援拠点であるこども政策
課は、遠野市教育委員会、遠野市保育協会と共に、元気わらすっこセンターにて、児童家庭業務・
発達支援業務並びに子育て支援に係る業務を担当している。子どもが所属する関係機関から実情
を把握しやすく、相互に情報共有を図ることができている。また、母子保健担当課とは月 1 回定
期カンファレンスをもち、特定妊婦・フォローが必要な家庭・療育支援が必要なケース等につい
て情報共有、支援方針等の検討を行っている。
② 相談対応は常時対応し、家庭相談員・女性相談員・保健師・助産師が内容等によっては複数
名で対応している。手続き・専門相談窓口への同行支援も行っている。
③ 遠野市要保護児童地域対策協議会を年４回開催し、ケース管理進行について関係機関と情
報共有を図っている。また事案発生時に関係者が集まり対応の方向性・役割分担を行い、各機
関の専門的なアドバイスをいただきながら対応している。
④ 現在県の様式をベースにアセスメント・プランニングシートを検討中である。複雑なケー
ス・支援に困難さを抱えるケース等に使用し課題や支援の方向の明確化に役立てている。個別
ケース会議を対象児童が所属する学校等（必要であれば保護者も出席）で開いている。
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⑤ 要対協のほかに、医療機関で開催するケース会議への参加、警察との定期情報交換会、児相
との定期支援会議、関係機関訪問を行い相談できる関係づくりに努めている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

平成 27 年 10 月子育て世代包括支援センタ

平成 31 年 4 月こども家庭総合支援拠点の設置

ーとして母子安心課(母子保健分野)内に設

に伴い、子育て世代包括支援センター(母子安心

置している遠野市助産院を総合相談窓口と

⇒

課)から非常勤保健師 1 名（子育て世代包括相談

して事業を開始していた。遠野市助産院は平

支援業務を継続したまま）正職員助産師１名を配

成 19 年 12 月より、分娩施設のない当市での

置し、妊娠届出時からの要支援者の情報を収集す

妊産婦支援として開設。妊娠・出産・乳幼児

ることが容易となった。また、母子保健分野と児

まで切れ目ない支援を実施しており、家庭相

童福祉分野との情報をつなぐ重要性を再認識し

談員・女性相談員と月 1 回定期カンファを行

ている。

い情報共有、虐待ケースへの訪問を一緒に行
っていた。

② 児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

月１回児相の地区担当者と定例支援会議

児童虐待等からの子どもの安全確保だけでな

を開き、情報共有し支援の方向性を確認しな

く、児童福祉分野に保健師・助産師の医療専門職

がらケース管理を行っていた。

⇒

が入ったことで、ケースの見立て、長期的かつ包
括的な支援が必要性と、予防するためにどう動く
かが見えてきた。
一時保護の決定から受け入れまでケースにご
との対応ができている。

③ 要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

地域での見守りを強化するため、遠野市社
会福祉協議会の相談員をメンバーに加えた。

関係機関との関係づくりと、情報の共有を図る
場として活用している。

また、協議会前に全ケースの評価を行ってい ⇒

警察との連携が図られてきている。

る。
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④ 人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：２名（内非常勤１名）
心理担当支援員： ０名（内非常勤０名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：２名（内非常勤１名）
⇒

心理担当支援員： ０名（内非常勤０名）

虐待対応専門員： ０名（内非常勤０名）

虐待対応専門員： ０名（内非常勤０名）

その他事務職員等：３名（内非常勤１名）

その他事務職員等：３名（内非常勤１名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
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４．拠点設置の効果及びメリット
子育て世代包括支援センターとして母子安心課(母子保健分野)内に設置している遠野市助産院（平
成 19 年 12 月より、分娩施設のない当市での妊産婦支援として開設）を総合相談窓口として、妊娠・
出産・乳幼児まで切れ目ない支援を実施しており、平成 31 年 4 月こども家庭総合支援拠点の設置に伴
い、子育て世代包括支援センター(母子安心課)から非常勤保健師 1 名（子育て世代包括相談支援業務
を継続したまま）正職員助産師１名が配置となり、妊娠届出からの要支援者情報を収集することが容
易となった。また、母子保健分野と児童福祉分野との情報をつなぐ重要性を再認識している。
児童虐待等からの子どもの安全確保だけでなく、児童福祉分野に保健師・助産師の医療専門職が入
ったことで、ケースの見立て、長期的かつ包括的な支援の必要性と、予防するためにどう動くかが見
えてきた。
一時保護の決定から受け入れまでケースごとの対応ができている
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宮城県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
平成 30 年度：宮城県子ども虐待対策連絡協議会研修会
「都道府県と市町村の連携・市町村の面支援の拡充について
－市区町村子ども家庭総合支援拠点スタートアップマニュアル(暫定版)をもとに」
講師

日本大学危機管理学部危機管理学科 鈴木 秀洋 准教授

令和元年度：宮城県子ども虐待対策連絡協議会研修会
「子ども家庭総合支援拠点の設置に向けて」
講師 日本大学危機管理学部危機管理学科

鈴木 秀洋 准教授

「涌谷町子ども家庭総合支援拠点の活動について」
講師 涌谷町福祉課子育て支援室

木村

朱

保健師

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
・スタートアップマニュアルを用いて説明を行うことで，市町村にマニュアルの詳細な解説を行う
ことができ，マニュアルをさらに有効に活用することが期待できた（平成 30 年度）
・県内の支援拠点の実例を紹介することで，未設置の市町村が支援拠点を身近に考えることができ
た（令和元年度）
３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【2 自治体：石巻市，涌谷町】
平成 30 年 4 月現在【2 自治体：石巻市，涌谷町】
平成 31 年 4 月現在【3 自治体：石巻市，大和町，涌谷町】
令和 2 年 3 月現在【4 自治体：石巻市，大崎市，大和町，涌谷町】
４．県としてのコメント
県内 34 市町村（政令市除く）のうち，支援拠点は４箇所（令和 2 年 3 月現在）しかなく，令和
4 年度までの全市町村設置に向けて厳しい状況である。
しかし，すでに支援拠点を設置している県内自治体について，拠点設置に至った経緯やそのメリ
ットを県から紹介してサポートしていくことで全県的に展開していくことが可能と見込まれる。
今後も，研修会を開催していくほか，適宜情報提供を行い，市町村に向けて拠点の普及啓発を進
めてまいりたい。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介
１

大崎市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

建物の老朽化等で新施

・子育て支援センター

令和元年 12 月に開

設建設が検討される。

・児童館

所。新施設に集結した

・放課後児童クラブ
・子ども家庭相談係

という施設ではなく，
支援拠点として，職員
一人一人が拠点の一員

それぞれ単独での事

として意識した子育て

業実施

支援をしていく。

様々な相談が様々な相

支援拠点で相談を受理

支援拠点として相談機

談機関に行く。児の成

し支援の方向性を検討

能強化が必要である

長過程で支援が途切れ

していく。

途切れに。住民に対す
る相談機関の周知も曖
昧である。

子どもを取り巻く環境

支援拠点（子育て支援

令和 2 年 4 月に子育

の整備について，母子

課），子育て世代包括

て包括支援センターが

保健分野と子育て支援

支援センター（健康推

開設し，相談支援体制

分野で計画策定，業務

進課）の担当者間で業

をシステムで一括管理

や支援ケース検討，定

務の方向性，連携につ

する。今後も業務連携

期的な会議は必要であ

いて協議していった

や支援ケースの検討に
ついての連携は必要で

る。

ある。
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２．大和町
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

・人員不足及び組織内
の理解不足
・平成 26 年度までは
2 名体制（行政職・非
常勤専門職各 1 名）
・平成 27 年度からは
2 名体制（常勤専門
職・非常勤専門職各 1
名）となったが，常勤
専門職は他業務との兼
務が多く，十分な相談
体制の構築は困難であ
った。
・児童福祉相談部署へ
の認識は，現職保健師
（保健福祉部署）の兼
務や異動などで対応す
ればいいという程度の
理解しか得られていな
かった。

・平成 31 年 4 月から
の拠点の設置に向け，
資料，要綱を作成し，
支援拠点の必要性を明
確化。
・規定の最低配置人員
に加え，精神保健福祉
士や社会福祉士の配置
が求められていること
を重要視し，組織内調
整を行った。
・相談業務に求められ
る責任と相談の質の確
保から正規専門職を配
置して人材育成してい
くことの必要性につい
ても庁内会議（人事部
署含む）における説明
の際に強調して，理解
を求めた。

・支援拠点は専門職 4
名（正規 3 名・非常勤
相談員 1 名）体制とな
り，専門職の役割を明
確化した上で，要対協
件数増にも対応出来る
よう，相談・連携体制
の強化を図っている。
・新規採用正規専門職
の相談技術，質の向上
が必要であり，子育て
世代包括支援センター
（母子保健担当課）と
週１回の定期母子カン
ファレンスを行い，支
援方針の確認，情報共
有を行いつつ，人材育
成の場としている。
・非常勤専門職の賃金
の補助金活用などを行
い財政的な理解も得な
がら，継続して人員確
保ができるよう調整し
ていく。

児童福祉分野に，専門
職だけでなく事務職の
適切な配置ができてお
らず，現場職員にとっ
て体制見直しに向けた
事務的作業へのハード
ルが高い状況となって
いた。

子育て世代包括支援セ
ンター（母子保健担当
課）と支援拠点（要対
協担当課）との連携を
図るため，同時期立ち
上げを検討。両課で庁
舎内検討をすることで
管理職，行政事務職の
協力を得られ，行政事
務職と専門職が役割分
担して設置準備に臨む
ことでき，理解，連携
強化も図ることができ
た。

要保護児童の情報共有
システムの導入など，
専門職が相談以外の業
務を行う中で，支援の
量・質が低下しないよ
う留意していく。
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３．涌谷町
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

・要対協の機能不全と

・支援拠点の要綱を作

・組織的な体制の強化

組織的な児童虐待対応

成し，法的位置づけを

・児童虐待予防意識の

体制の未整備状態

明確化

普及

・人材(専門職)不足

・組織内部へ児童虐待

・子どもは町の宝であ

対応急務の周知を図

る，子どもファースト

り，人材(専門職)確保

の視点の定着

・予防対応の重要性認
識不足

・啓発活動の活性化

関係機関との連携不足

・関係機関への周知を

・支援者，関係者の思

図り，顔の見える関係

いを一つに

づくりから連携へ

・対象者(世帯)にとっ

・庁舎内連携

ての切れ目のない支援

・要対協の活用による

・要対協のネットワー

ネットワーク支援の構

ク等による面支援

築

・専門的な知識と技術

・担当職員の研修受講

・職員の専門性の強化

の不足

により，専門的な知識

と引継ぎ

と技術のブラッシュア

・社会資源の充実

・社会資源の不足

ップ

・「みんなで育てよう

・子育てガイドブック

わくやっ子」を合言葉

作成による社会資源の

にした，子育てしやす

把握と発掘から開発へ

い町づくりの推進
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第３：紹介自治体の詳細（自治体アンケートの回答）

大崎市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：796.85ｋｍ
③人口： 66,016 人
（令和元年 12 月現在）
④児童数： 19,445 人
（令和元年 10 月現在）
⑤類型（小規模等）：小規模Ⅽ型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

民生部

社会福祉課

地域福祉係，生活支援係，障がい福祉係
地域包括ケア推進室

高齢介護課

高齢福祉係，介護審査係，介護給付係

健康推進課

保健・地域医療担当，成人保健担当，母子保健担当
夜間急患センター

保険給付課

国民健康保険担当，後期高齢者医療担当

市民課

戸籍係，窓口係，住民記録係，年金係

子育て支援課

児童福祉係，子ども給付係，児童館，放課後児童クラブ室
子育て支援拠点施設（児童館・子育てわくわくランド・放課後
児童クラブ・子ども家庭相談係）

子ども保育課

保育所係，各子育て支援総合施設（4 施設）
保育所（5 施設）

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月： 令和元年 12 月】

（1） 特徴
ア 児童虐待に係る相談件数等の推移（3 年分）
受理件数

内 虐待件数

内 養護相談

内

平成 28 年度

318

51

95

172

平成 29 年度

288

55

67

168

平成 30 年度

447

48

148

251

令和元年度（12 月

398

27

97

274

末）
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その他

イ

児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機関
との連携）遂行上の特徴
① 実情の把握
年度替わりに，学校や保育所等を訪問し，要保護児童対策地域協議会の関りを説明し顔の
見える関係づくりに努める。尚，気になることや相談等が電話報告いただきようにしてい
る。
要援護者児童等については，所属機関より月 1～2 回書面にて報告をもらう。要保護児童
等の定期報告の他，対応困難なケースは，個別支援会議等を開催し情報共有と対応方法の
検討を実施。
母子保健分野とは，月 1 回の母子保健打ち合わせを実施。母子健康手帳交付時の気に
なる妊婦の把握，特定妊婦の検討や新生児訪問等で気になる家庭の報告を受け支援体制を
検討。
乳幼児健診未受診者や学校不登校，保育園の長期で無断欠席等で目視確認ができない
家庭においては，随時関係機関からの情報提供を受理し対応。

② 相談対応
保育士，児童厚生員，家庭児童相談員，母子父子自立支援員兼婦人相談員，保健師が相談
対応する。来た相談についてはまず全て受理し，そこから関係機関等に発信や連携できる
体制強化を図る。

③ 総合調整
子育て支援拠点施設で情報発信と相談体制が全て網羅できるよう住民や関係機関に周知す
るとともに，施設内の拠点施設の相談体制の強化を図る。市全体の虐待予防活動の周知と
して関係機関に市の虐待対応マニュアル配布

④ 調査，支援及び指導等
相談受理→受理会議→情報収集・必要時個別支援会議→支援
虐待（疑いも含め）の場合は 48 時間以内に目視確認する

⑤ 他機関との連携
〇要保護児童対策地域協議会の主管課
代表者会議…(年 1 回）実務者会議の代表者の他，民生児童委員会長，法務局代表等が入
る。
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実務者会議…(年 3 回)県福祉事務所，児童相談所，警察，病院，教育委員会，母子保健担
当個別支援会議…(随時開催）
研修会企画，関係機関に虐待予防周知活動，要援護者の進行管理と支援計画の作成
関係機関に大崎市児童虐待対応マニュアル作成し配布

（2）開設時の課題と現状と今後の展望について
①子育て世代包括支援センターとの連携
開設時の課題と取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕
⇒ 2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含
む）

母子保健を担う健康推進課とは月 1 回，

令和 2 年 4 月に子育て世代包括支援センター

母子保健打ち合わせを開催し，母子健康

開所予定である。今後も妊娠期から切れ目な

手帳交付時や新生児訪問状況等の情報を
共有し気になる家庭の支援の方向性につ

⇒

いて検討した。

い支援を継続するとともに，早期に支援体制
が整えられるよう常に関係機関との連携を密
にしていく。対象者をシステム管理し一括管
理支援の方向性。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設時の課題と取組

⇒ 2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含
む）

要保護児童対策地域協議会の一員とし

様々な問題を抱えるケースが多くなり情報の

て，常に連携を取り合い，必要時同行訪

入り方も様々である。まずは子育て支援拠点

問等を実施しながら要援護児童の支援を
している。定期的に全支援ケースの支援

⇒

の方向性や児童相談所のみが支援してい

施設での情報を集約し関係機関との支援体制
を早期に整えられる体制づくりを強化した
い。

るケースの情報交換を行いながら連携し
ている。

③要保護児童対策地域協議会との連携
開設時の課題と取組

〔マニュアル P.8 参照〕
⇒ 2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含
む）

要保護児童対策地域協議会の主管課であ

要保護児童対策地域協議会の主管課であり，

り，代表者会議，実務者会議，個別支援

代表者会議，実務者会議，個別支援会議を実

会議を実施する

⇒

施する
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④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕

開設時の課題と取組

⇒ 2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含
む）

【子育て支援センター】

【子育て支援センター】

保育士：17 名（内非常勤 11 名）

保育士：17 名（内非常勤 11 名）

【児童館】

⇒ 【児童館】

児童厚生員：3 名（内非常勤 3 名）

児童厚生員：3 名（内非常勤 3 名）

放課後児童支援員：7 名（内非常勤 7 名）

放課後児童支援員：7 名（内非常勤 7 名）

【子育て支援課子ども家庭相談係】

【子育て支援課子ども家庭相談係】

保健師：1 名（内非常勤 0 名）

保健師：1 名（内非常勤 0 名）

子ども家庭支援員： 4 名（内非常勤 4

子ども家庭支援員： 3 名（内非常勤 3 名）

名）

母子父子自立支援員兼婦人相談員：2 名

母子父子自立支援員兼婦人相談員：2 名

（内非常勤 2 名）

（内非常勤 2 名）

清掃員：1 名（内非常勤 1 名）

清掃員：1 名（内非常勤 1 名）

（2） 相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
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４．拠点設置の効果及びメリット
①子どもが遊びを通じて学び合う施設
・異年齢の子どもたちとの交流や集団生活の体験により，社会性を学び，生きる力を身につけます。
②安心した子育てを実現する保護者のサポート施設
・一時預かり保育や放課後児童クラブなどの保育体制を整備し，働きながら子育てをする保護者を支援します。
③地域における子育て力を支援する施設
・サークル活動や保護者同士の交流の場を提供します。
④子育て中の保護者にやさしい施設
・育児に関する不安や悩みに専門の相談員が対応します。

① ～④の拠点設置の効果を目指し令和元年 12 月から開設。開設したばかりだが，利用人数の増加
がみられ認知度も高くなっている現状。子育て支援センター来所の家族が相談につながった
り，要保護支援の家族が，子育て支援センターに遊びに来たりと，拠点設置によってさまざま
な相談を受けるようになったことは大きい。
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大和町
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：225.49 k ㎡
③人口：28,513 人（令和元年 8 月末現在）
④児童数：5,273 人（令和元年 8 月末現在）
⑤類型（小規模等）：小規模 A 型

大和町
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

大和町 行政組織図
平成３１年４月１日現在
係名
総

務

課

総務法令係，職員係，広報係

係数
3係

人数
13人

町
町

長

長

副
町
長

財

危機対策室

危機対策係

1係

4人

政

財務係，管財契約係

2係

8人

政策企画係，まちづくり推進係

2係

8人

住民税係，固定資産税係

2係

14人

徴収対策係

1係

3人

3係

17人

課

吉岡コミュニティセンター，吉田コミュニティセンター，
南部コミュニティセンター，町民研修センター，鶴巣
防災センター，宮床基幹集落センター，ふるさとセン
ター2所

部
局

まちづくり政策課
税

務

課

徴収対策室
町民生活課

窓口サービス係，国保･年金係，生活環境係

杜の丘出張所
子育て支援課

3人

子育て支援係，保育支援係

2係

も み じ ケ 丘 保 育所

9人
22人

吉 岡 児 童 館

子育て支援課子育て支援係が

宮 床 児 童 館

子ども家庭総合支援拠点を担当

吉 田 児 童 館
鶴 巣 児 童 館

も み じ ケ 丘 児 童館
杜 の 丘 児 童 館
祉

課

2人
1人

落 合 児 童 館

福

1人

1人

健康支援課母子保健係が

子育て世代包括支援センターを担当

社会福祉係，高齢者福祉係

2係

12人

地域包括支援センター
保健福祉総合センター
健康支援課

障がい支援係，母子保健係，健康推進係

3係

14人

農林振興課

農政係，農地林務係

2係

11人

商工観光課

商工観光係，企業立地推進係

2係

8人

都市建設課

総務係，建設係，都市整備係
派遣：宮城県・宮城県建設センター

3係

13人
2人

会計係

1係

4人

上下水道課

経営企画係，施設整備係

2係

12人

事

議事庶務係

1係

3人

会計管理者
会
水道部局
議

会

計

務

課

局

32係
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185人

教
育
委
員
会

教育総務課
教
育
長

2係

総務係，学校教育係

小

学

校

中

学

校

10人

6校（吉岡，宮床，小野，吉田，
鶴巣，落合）

1人

2校（大和，宮床）

2人

学 校 給 食 セ ン ター
吉田教育ふれあいセンター
鶴巣教育ふれあいセンター
落合教育ふれあいセンター
生涯学習課

生涯学習係，スポーツ振興係，文化財係

3係

8人

1係

6人

2係

1人

総合運動公園
公

民

館

事業係

ふれあい文化創造センター

事業係，管理係

農 業 委 員 会

事

務

局

（農林振興課 併任）

監 査 委 員

事

務

局

（議会事務局 併任）

選挙管理委員会

事

務

局

（総務課 併任）

固定資産評価
審査委員会

事

務

局

（総務課 併任）

一般職員総数
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1人

（再任用含む）

8係

29人

40係

214人

課内の組織体制及び課の業務別職員配置図
子育て支援課

※朱書き：子ども家庭総合支援拠点の担当者（要対協対応兼務）
36 人

課長

1人

課長補佐

1人

子育て支援係

子育て支援課子育て支援係が
係長

1人（保健師）

主事
2人
社会福祉士
2人
（非常勤相談員 1人）

保育支援係

係長

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
所長

児童福祉に関すること。
母子・父子福祉に関すること。
子ども家庭総合支援拠点に関すること。
子ども・子育て支援事業に関すること。
児童手当に関すること。
児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
あんしん子育て医療に関すること。
母子・父子家庭医療に関すること。
未熟児療養医療に関すること。
児童虐待等及び家庭児童相談に関すること。

1人（事務職）

主任
1人
主事
1人

もみじケ丘保育所

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

子ども家庭総合支援拠点を担当

保育所に関すること。
地域における子育て支援に関すること。
子育て支援センターに関すること。
児童館に関すること。
放課後児童クラブに関すること。
幼稚園に関すること。
認可外保育施設に関すること。
児童遊園に関すること。

1人

○保育所に関すること

副所長

1人

副参事

1人

技術主幹

4人

技術主査

3人

技術主任

1人

保育士

11人

宮床児童館

館長

1人

○児童館に関すること

吉田児童館

館長

1人

○児童館に関すること

技術主任

1人

鶴巣児童館

館長

1人

○児童館に関すること

落合児童館

館長

1人

○児童館に関すること
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月： ２０１９年４月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
年度

養護相談件数（児童虐待件数）

平成２８年度

４０件

平成２９年度

３３件

平成３０年度

４１件

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴

※ 大和町子育て支援課の要対協事務局（調整機関）が「大和町子ども家庭総合支援拠点」の業
務を担っているので、児童虐待対応（疑い含む）が発生した場合は、要対協として対応して
いる状況。
① 実態の把握
・住基情報による家族構成、転出入状況等の確認
・健康支援課（母子保健係）の母子健康記録票等の乳幼児健診、保健師等のかかわりの確認
・学校、保育施設への登校（園・所）状況等の確認
② 相談対応
・２名以上での相談対応
・専門職等（保健師、社会福祉士、教員有資格者等）の相談経験のある職員での対応
③ 総合調整
・必要に応じて、虐待受理会議の開催【子育て支援課、健康支援課、教育総務課、総務課
（DV 担当課：男女共同参画担当部署）などの関係機関を招集】
・福祉課（生活保護担当課）
、学校、保育施設、児相、警察、福祉事務所、社会福祉協議会な
ど関係機関との役割分担調整など
④ 調査、支援及び指導等
・２名以上での対応
・状況確認や指導の視点にとらわれすぎず、対象家庭への改善に向けた「よりそい・支援」
を心がけている。
⑤ 他機関との連携
・③と同様
・子育て支援課（支援拠点）
、健康支援課（子育て世代包括支援センター）と週１回程度の母
子カンファレンスを開催して情報共有、連携体制、専門職の支援の質の向上を図っている。
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・要保護児童については、小中学校、保育施設からの月１回の定期情報提供を受け、子育て
支援課を中心とした教育総務課、健康支援課との定例報告会を開催

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組
・母子保健部門との連携については、大和
町では 2012（平成 24）年１０月に機構改革
により子育て支援課ができ、子育て支援課
に児童福祉部門（要対協含む）
、保健福祉課
（現：健康支援課母子保健部門）に母子保
健部門と分散された。
・子育て支援課が事務担当として要保護児
童の実務者会議（要対協）を年３回開催
し、要対協対象家庭の担当保健師（母子保
健部門）も出席をして情報共有を図った。
・また、要対協対象家庭個別事例の相談、
訪問、個別ケース検討会議等には状況に合
わせて同行訪問していた。
・専門職の人材育成、資質向上を目的とし
て、2018（平成 30）年 4 月から、保健福祉
課（現：健康支援課母子保健部門）保健師
主催の母子カンファレンスに、子育て支援
課（要対協部署）の保健師が参加し、母子
のケース対応検討にて情報共有した。
・2018（平成 30）年 11 月から要対協対象家
庭について、所属学校および保育施設から
月１回情報提供（報告）をもらい、子育て
支援課、教育委員会（教育総務課担当者）
と保健福祉課（現：健康支援課母子保健部
門）との定期連絡会を月１回開催した。

②児童相談所との連携

⇒

⇒

2019 年現在の取組・特徴
・大和町では、2019（平成 31）年４月１日か
ら、大和町子ども家庭総合支援拠点（子育て支
援課要対協部門）と大和町子育て世代包括支援
センター（健康支援課母子保健部門）を同時立
ち上げした。
・健康支援課母子保健部門（大和町子育て世代
包括支援センター）における母子手帳交付、乳
幼児健診、相談、訪問等で把握された児童家庭
について、要保護、要支援家庭の早期発見、早
期（予防）介入、情報共有、専門職の人材育成
や質の向上を目的として、健康支援課保健師が
主催する母子カンファレンスを週１回程度開催
として、子育て支援課専門職（保健師、社会福
祉士）も同席して協議を行っている。
・2018（平成 30）年 11 月から要対協対象家庭に
ついて、所属学校および保育施設から月１回情
報提供（報告）をもらい、子育て支援課、教育
委員会（教育総務課担当者）と健康支援課母子
保健部門との定期連絡会を月１回開催してい
る。

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組
・日常的に要対協ケース、児相への通告ケ
ースの支援介入状況の情報共有し、児童相
談所の支援方針の確認を行ってきた。
・要保護児童の実務者会議（年３回）実施
し、警察、福祉事務所、保健所、学校、保
健福祉課（現：健康支援課母子保健担当部
門）
、教育委員会（教育総務課）との対応を
共有しつつ、顔の見える関係の構築に留意
してきた。→緊急時には、直接、速やかに
関係機関から児童相談所に状況報告、相談
ができる環境の確保。
・必要に応じて、同行訪問、個別ケース会
議の開催などにより、実働的に連携するこ
とに努めてきた。

⇒

⇒

2019 年現在の取組・特徴
・開設前の取り組みを継続し、取り組んでい
る。
・2019（平成 31 年、令和元）年は、担当してく
れている児相のスーパーバイザーが判断力、技
術、関係機関との協議力の質が高く、相談体制
が安定している。
・地区担当のケースワーカーとの連携もとりや
すい状況である。
・地区担当のケースワーカーの担当ケース（他
市町の担当兼務含む）が多く、地区担当以外の
ケースワーカーから突然に電話連絡が入ること
もあるので、情報提供を求められても、児童相
談所職員であるのか把握しかねることがあった
ため、児童相談所の対応職員の一覧（席配置図
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・児相終結に伴い、継続支援が必要な場合
には同行訪問して、切れ目のない支援を行
うために連携を図ってきた。
・児童相談所への通告については、受理会
議、文書による送致をして、一担当の判断
ではなく、組織として対応することとして
いる。
・また、宮城県内児童相談所共通のチェッ
クシートにより、共通のツールでのリスク
アセスメントを行うようにしている。
・2018（平成 30 年）度は、大和町を担当し
た児童相談所のケースワーカーが、県警か
らの派遣の方（宮城県で初）であり、緊急
時の対応、日常の訪問、情報共有、支援連
携、支援方針などが迅速かつ明瞭で連携が
とりやすく、対象に的確な対応ができた。
※逆に課題としては、児童相談所の地区担
当ケースワーカーの経験年数、技術などに
より、支援方針の確認や情報共有がスムー
スに行えない時期もあり、波がある。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組
・2019（平成 31）年 4 月の拠点開設時前か
ら、すでに拠点を担当する子育て支援課が
要対協の事務局を行ってきた。
・代表者会議（年１回）にて高齢者、障が
い者等の施設関係機関の代表者にも出席し
てもらい、広く連携していけるよう働きか
けている。
・要保護児童の実務者会議（年３回）実施
し、警察、福祉事務所、保健所、学校、保
健福祉課（現：健康支援課母子保健担当部
門）
、教育委員会（教育総務課）との対応を
共有しつつ、顔の見える関係の構築に留意
している。
・虐待受理会議や個別ケース検討会議を通
して関係機関との情報共有、連携を図って
いる。

④人員配置

など既存のもの）をもらい、加害者側などから
の電話等による個人情報流出がないように留意
している。

⇒

2019 年現在の取組・特徴
・開設時の取組と同様。

⇒

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・2019（平成 31）年 4 月 1 日時点

・開設時の取組と同様。

子ども家庭支援員：３名（内非常勤１名）

子ども家庭支援員：３名（内非常勤１名）

心理担当支援員 ： 名（内非常勤 名）

⇒

心理担当支援員 ： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員 ：１名（内非常勤 名）

虐待対応専門員 ：１名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）
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※子ども家庭支援員３名のうち２名は、
2019（平成 31）年 4 月 1 日付け、新規正規
職員採用（社会福祉士２名、そのうち１名
は、精神保健福祉士の資格もあり）
。他の児
童福祉にかかる事業等を兼務している。
※虐待対応専門員１名は、係長業務を兼務
し、職種は保健師。

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
相談室

キッズスペース

事務室
子育て支援課（子育て支援係）：大和町子ども家庭支援拠点

子育て支援課（大和町子ども家庭支援
拠点）と健康支援課（大和町子育て世
代包括支援センター）は隣の課で、相
談の内容によっては、両職員が同席で
対応しやすい環境としている。

健康支援課（母子保健係）：大和町子育て世代包括支援センター
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４．拠点設置の効果及びメリット
・拠点設置の際の職員の最低配置人員が人口規模に合わせて提示されたことで、組織として、相談員
の正規職員新規採用を人事部署に要望を出す際に説明しやすかった。
→拠点設置をしなくても、社会福祉士の新規採用は決まっていたが、配属する人員確保の際に、人事
部署に多少の認識は高まり、メリットがあったのではないかと感じる。
・組織に対してや新規採用職員（今後は、職員異動など含め）に相談業務の内容を具体的に説明しや
すい。
（反面、スタートアップマニュアルには、様々な業務が明確化されていることで、規模の小さ
い町村には、責任の重さに拠点設置を躊躇する気持ちが発生する可能性もあると感じる。
）

涌谷町
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②

面積：82.08 ㎢

③ 人口：15,859 人（令和 2 年 3 月 1 日現在）
④ 児童数：1,937 人（令和 2 年 3 月 1 日現在）※18 歳未満の人口
⑤ 類型（小規模等）：小規模 A 型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
涌谷町町民医療福祉センター

随時相談連携

役場
教育委員会

同一フロア内で連携

・幼稚園
・就学支援
・小中学校
・心のケアハウス
・パワーアップ教室

子育て支援室
子ども家庭総合支援拠点窓口
・児童福祉、児童虐待に関すること
・要対協調整担当機関
・子育て支援の総合的な企画及び調整に
関すること（子ども・子育て支援計画）
※保健師（１）
社会福祉士（１）

その他

福祉班
・生活困窮（生活保護）
・障害児手帳の交付申請
・障害児福祉サービスの
利用に関すること
・DVに関すること
その他

町民生活課
・住民相談及びDV関係

税務課
・滞納関係

水道課
・滞納及び停栓関係

住宅担当

※保健師（０）
社会福祉士（０）

・入退居関係

健康課健康づくり班
（令和2年度開設予定）
・母子保健業務全般
・母子手帳交付（全数個室での面接実施）
・妊婦健診受診券配付と受診の確認
・特定妊婦の把握
・新生児訪問
・乳幼児健診
・予防接種
・育児相談
※保健師（６）
社会福祉士（０）
・養育支援訪問
栄養士（２）
その他

公民館

包括支援班

子育て世代包括支援センター

生涯学習担当

・障害児福祉サービスの
調査・調整に関すること
・療育手帳の調査
・障害者福祉に関すること
・高齢者福祉に関すること
その他

・放課後子ども教室

病院
地域連携室等
・受診時の発見や相談
・一時保護入院等

※保健師（３）
社会福祉士（４）

※保健師（１）
社会福祉士（２）

歯科衛生士（１）

※現在の専門職の配置数

３． 支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月： 平成 29 年 4 月】
（1） 特徴
※平成 30 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「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報告書」P28～36 参照

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

母子部門（健康課健康づくり班）同一フロ

母子部門（健康課健康づくり班）同一フロア

ア

（子育て包括は令和 2 年 4 月に設置予定）

・福祉課の事務職員と、健康課の保健師

⇒

・福祉課子育て支援室と健康課健康づくり班が

が、虐待ケースのみ情報共有し、同行対

配置されている医療福祉センターが、一体的

応等していた。

に、支援拠点と母子保健(子育て包括)の機能

・主に健康課の保健師が情報をまとめ、要

を担い、支援している。支援拠点の要綱にも

対協の会議資料を作成。進行は福祉課で

明記している。

実施していた。
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・毎月定例ケース会議を開催し、特定妊婦の把
握や新生児訪問の情報共有、支援計画の検
討。
・乳幼児健診に支援員が参加し、虐待予防啓発
や個別相談を実施。
・通告時は初期対応で母子保健の情報を収集。
・随時連携し、検討や同行訪問を実施。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・児相のケースを共有し同行訪問すること

・支援拠点設置直後、児相の職員より研修会を

は稀であり、主に児相と町は別々に対応

実施して貰い、初期対応やケースの見立て、

していた。

支援方針等の共通理解を図った。

⇒

＜児相・要対協同一受理ケース＞
・以後、児相ケースは要対協に受理し、同行訪
問を優先的に実施。それぞれで訪問や情報を
収集した際は、迅速な報告と対応の共有に努
めている。
＜児相不受理・要対協受理ケース＞
・児相の不受理ケースであっても、児相に情報
提供することが望ましいと判断した場合は報
告し、児相の介入が必要になった際の緊急対
応に備えている。
・転出以外の児相の終結後は、要対協で支援を
継続しモニタリングしているが、状況が変化
した際(悪化・改善両方)は児相へ報告してい
る。
・転入出の多いケースは広域支援が重要となる
ため、児相へ情報提供している。
＜その他＞
・児童虐待対応判断に迷った際は児相へ相談
し、スーパーバイズを受けている。
・ケース会議への出席を依頼し、受理ケースは
メンバーとして検討に参加、不受理ケースに
関してはスーパーバイズを受けている。
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③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・外部の主な連携機関である、学校、幼稚

・要保護児童等の定期的情報提供を所属医機関

園、保育園を訪問すると共に、民生委員
協議会へ参加し、調整機関の周知と顔の

より、受けている(教育委員会と共有)。
・個別ケース会議のみならず、その手前の主な

⇒

見える関係づくりを実施。

関係者同士の打ち合わせ(情報共有と状況判

・民生委員協議会児童部会への児童虐待予

断、ケースの見立てや支援方針と役割分担)を

防講話を実施。

頻回に実施し、迅速な対応に努めている。

・中学校とは教育委員会の SSW と共に毎月

・調整担当機関(当所)だけでなく、学校主催で

定例でケース会議を行い、要保護児童等

個別ケース会議を開催して貰い、出席してい

の情報共有と、対応の検討を実施。

る。

・初期対応時の情報収集は必ず母子保健分

・民生児童委員協議会定例会へ参加し、児童虐

野を通すと共に、地域包括支援班と連携

待予防キャンペーン活動の実施や、児相から

し、世帯情報を収集。

里親制度の説明等を実施。

・各種児童福祉手当担当者と連携し、世帯

・母子保健分野と毎月定例でケース会議を実施

の経済状況や、手続来所の有無を把握。

(詳細は①母子部門に記載）。

・実務者会議は年 1 回のみの開催。

・要対協構成員として警察が、乳幼児健診へ参

・代表者会議は未実施。

加し、児童虐待について講話を実施。その
後、当所より、予防や相談について等の説明
を実施し、個別相談を受けている。
・子育て支援サークルを訪問し、虐待予防講話
や個別相談等を実施。
・ファミリーサポートセンター事業を立ち上
げ、要保護児童等への優先的な活用を実施。
・県主催の貧困世帯を対象とした放課後学習支
援事業を、対象の要保護児童家庭に勧め、初
回同行することで利用しやすくしている。
・実務者研修会を年 3 回開催。
・実務者会議は年 3 回開催。
・代表者会議は年 1 回開催。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：２名（内非常勤０名）

子ども家庭支援員：３名（内非常勤１名）

心理担当支援員：０名（内非常勤 名）

心理担当支援員：０名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：０名（内非常勤 名）
その他事務職員等：０名（内非常勤 名）

⇒

虐待対応専門員：０名（内非常勤 名）
その他事務職員等：１名（内非常勤１名）
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（2） 相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
※平成 30 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「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報告書」P28～36 参照

４．拠点設置の効果及びメリット
（１）児童虐待予防の啓発活動を行いやすくなった。その効果として
・住民や関係機関からの通告や保護者からの相談が増加し、早期対応や予防に繋がった。
（２）連携しやすくなり、子どもを守るチームネットワークが構築できた。その効果として
・児相や警察と日常的な協働支援ができ、緊急対応がスムーズになった。
・学校等関係機関の児童虐待予防意識が高まり、悪化予防へ協働対応出来るようになった。
・市町に留まらず、広域的な資源の情報が入手でき、支援機関へ繋げることが可能になった。
・拠点を中心に、対象児童の家庭や世帯の情報収集が可能となり、世帯状況に応じて関係機関
と連携が図れ、世帯の世代間連鎖や、貧困問題も含めた総合的アセスメントと継続支援が可
能になった。
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秋田県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
・市町村担当課長会議における説明及び設置依頼（各年４月）
・県要保護児童対策地域協議会における説明及び設置依頼（平成 31 年３月）
・その他市町村を対象とした会議等における説明及び設置依頼（随時）

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
市町村とのやり取りのある場を捉えて、厚生労働省から示された各通知等に基づき、設置の必
要性を説明している。

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
令和元年４月現在

２自治体：秋田市、湯沢市

４．県としてのコメント
県内では、これまで上記２か所の設置であり、全２５市町村への設置につき、更なる働きかけ
を行っていく必要がある。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．秋田市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

専門職員の確保と専門

・専門職員の採用及び

・専門性の向上（維

性の向上

人事異動による増員

持）のため、研修会へ

・研修機会の確保

の参加
・母子保健担当課との
更なる連携強化
・体制維持のための人
事配慮

執務室の狭隘

執務室内のレイアウト
変更（大型キャビネッ
トの移設等）
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２．湯沢市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

児童福祉分野と母子保

子ども家庭総合支援拠

相談の多くは、多方面

健分野とのかかわり

点と子育て世代包括支

からの支援が必要であ

援センターが連携しや

り、関係機関とのネッ

すい体制づくりを行

トワーク体制のさらな

い、児童福祉分野と母

る強化を図る。

子保健分野からの円滑
なサポートにつながっ
た。

家庭児童相談室とのす

家庭相談員が子ども家

専門職員の資質向上に

みわけ

庭支援員を兼ねること

努め、体制強化に向け

で、子ども家庭相談室

たネットワークを通じ

を包含した体制を整備

て包括的な支援に結び

した。

つける。

要対協ケースにおい

要対協全ケースにおい

て、個別支援計画を作

て個別支援計画を作成

成した。

し、見直しを定期的に

個別支援計画の策定

行うことで、子ども・
保護者・家庭への適切
な支援につなげてい
く。
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第３：紹介自治体の詳細（秋田市）

秋田市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：９０６．０７平方キロメートル
③人口：３０５，９４４人

（H３１年４月現在）

④児童数：４２，４５１人

（H３１年４月現在）

⑤類型（小規模等）：中規模型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
子ども未来部

子ども総務課

子ども育成課

施設指導室

子ども健康課※母子保健担当

子ども未来センター※子ども家庭総合支援拠点
少年指導センター
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：H３１年４月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
H28

養護相談等４７４件（うち児童虐待４３件）

H29

養護相談等４４３件（うち児童虐待４９件）

H30

養護相談等４８２件（うち児童虐待１０２件）

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
・要保護児童対策地域協議会個別ケース検討会議を必要に応じ迅速かつ随時開催している。
・虐待受理時、４８時間以内の安全確認（関係機関の目視含む）

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

①健診未受診者の情報共有と必要に応じた

2019 年現在の取組・特徴
①～④継続中

支援の実施
②母子担当課と両課ケースの定期的な情報

⇒

共有
③母子保健担当職員と同行支援
④妊娠中からの子育て支援事業（産婦人科
医療機関からの情報提供等）や妊娠期から
の相談支援事業（秋田市版ネウボラ）との
連携による支援の実施

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

①要保護児童対策地域協議会（進行管理部
会）の定期的な会議を開催

2019 年現在の取組・特徴
①を継続中

⇒

・土曜、日曜日の住民基本台帳システムによる
情報提供
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③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

⇒

④人員配置

・支援拠点職員と兼任

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員： 名（内非常勤 名）
心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：５名（内非常勤２名）
⇒

心理担当支援員：４名（内非常勤３名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：５名（内非常勤３名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

４．拠点設置の効果及びメリット
・常時６名以上の専門職員が配置されているため、相談体制の充実が図られた。
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山形県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
・平成 31 年 2 月
都道府県社会的養育推進計画に係る市町村説明会において、子ども家庭総合支援拠点に関する説
明を実施
・令和元年 8 月
県内 4 地域において山形県社会的養育推進計画に係る市町村意見交換会において、県内市町村の
担当者と支援拠点設置に向けた意見交換を実施

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
・意見交換会で各市町村の取り組み状況の報告と質疑応答を実施したところ、支援拠点設置に向け
た問い合わせが増え、2022 年度までに設置する方向で具体的に取り組み始めた市町村が増えた。

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【０】
平成 30 年 4 月現在【 １ 自治体：庄内町】
平成 31 年 4 月現在【 ３ 自治体：庄内町、飯豊町、上山市】

４．県としてのコメント
2022 年度までに全市町村設置に向け、令和 2 年度は研修会を実施する予定である。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．庄内町
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制度・

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

業務・職員体制・設備等）

できたこと（解決してきた

やっていくこと・課題解決

こと）

後の具体的地域の姿など）

子ども家庭に係る、専

子ども家庭に係る相談

要対協の相談だけでな

門の相談窓口と相談員

に対応する、子ども家

く、様々な相談に対応

がいないため、連携が

庭支援員を配置し、相

できるスキルを身に付

とりにくいことがあっ

談窓口の周知を行って

けていきたい。

た。

いる。

２．飯豊町
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制度・

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

業務・職員体制・設備等）

できたこと（解決してきた

やっていくこと・課題解決

こと）

後の具体的地域の姿など）

子育て支援センター、

支援拠点として教育委

特定妊婦・母親による

子育て世代包括支援セ

員会に調整担当職員

低年齢児童への虐待ケ

ンターの設置はあった

（母子保健経験者）を

ースが増えているた

が、各関係機関との連

配置したことで、母子

め、より保健師や家庭

絡調整が難しかった。

関係、幼児施設・学校

相談員による対応が必

関係との連絡調整がし

要である。（健診時の

やすくなった。

子育てに関する指導や
相談の充実）
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３．上山市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制度・

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

業務・職員体制・設備等）

できたこと（解決してきた

やっていくこと・課題解決

こと）

後の具体的地域の姿など）

・福祉事務所の生活福

・それぞれの組織に分

・組織（機能）的には設

祉部門で家庭児童相談

割されて担っていたも

置したものの、ハード面

室、要対協事務局を、

のを同一の機関に統合

は未整備であるため、専

健康推進課で子育て世

し、拠点を設置した

用の相談室やプライバシ

代包括支援センター、

ーに配慮した窓口、気軽

母子保健担当を担って

に立ち寄っていただく雰

いた

囲気の交流スペース等を
整備していきたい

・それぞれの役割を分

・情報収集や情報共有

・子ども家庭支援員の常

担し連携していた

がよりスピーディーに

時配置や専門職員を確保

なり判断が迅速にでき

していきたいが、人員体

るようになった

制の整備については課題

・ケースの見立てを多

がある

角的にし、より細やか

・要対協部門と母子保健

で切れ目のない支援の

部門の連携は強化された

方法を探るようにして

が、これまでそれぞれが

いる

密接だった福祉部門（生
活保護、障がい等）、地
域保健部門地域担当や精
神担当）の保健師ともし
っかり連携していく必要
がある
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第３：紹介自治体の詳細（庄内町、飯豊町、上山市）

庄内町
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：２４９．２６平方キロメートル
③人口：２１,０５６人（令和元年８月現在）
④児童数：３,０５１人（平成３１年４月現在）
⑤類型（小規模等）：小規模Ａ型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

保

育

園

子
育
て
応
援
課

子育て支援センター
子育て支援係
子ども家庭
総合支援拠点

連
携

福

保
健
福
祉
課

祉

係

子育て世代
健康推進 係

包括支援センター

介護保険 係

高齢者支援係

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成３０年４月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
平成２８年

相談件数

８件

虐待認定件数 ３件

平成２９年

相談件数

２０件 虐待認定件数 ４件

平成３０年

相談件数 ２３件 虐待認定件数 ６件
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イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
① 住民基本台帳の確認、保育園・幼稚園・小中学校の在籍・状況確認、乳幼児健診の受診の有
無や発達の状態の確認等を行い実情の把握を行っている。
②子育てに関すること、ひとり親家庭支援について、子ども虐待等に関する相談について相談対
応を行っている。
③相談対応後、係内で受理会議を行い関係機関へ情報提供。必要に応じ、ケース会議を開催して
いる。
④⑤相談対応後、相談者のニーズに合わせ必要と思われる機関へつなぎ、継続的な支援・指導等
を行っている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

健診などで子育てや養育について心配のあ

これまでの連携に加え、要対協実務者会議の前に

る子育て家庭について連絡をもらい、連携し

要対協までにはあがらない要支援の児童につい

て支援を行っていた。

⇒

て情報を共有し、支援の方向性を決める要支援会
議の実施をはじめた。

② 児童相談所との連携
開設前の取組

〔マニュアル P.9 参照〕
⇒

2019 年現在の取組・特徴
３か月に一度、実務者会議での情報共有を行い、
主担当を明確にしている。またケースに応じ、関

⇒

わり方や指導の仕方について専門的助言をいた
だき、双方で関わったケースについては情報共有
をその都度行っている。
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③ 要保護児童対策地域協議会の活用
開設時の取組

〔マニュアル P.8 参照〕
⇒

2019 年現在の取組・特徴
代表者会議、実務者会議、ケース検討会議の三層
構造を基本に行っている。現在では、実務者会議

⇒

の前に要対協にあがらないような、要支援ケース
についての会議を担当課と開催し、情報共有に努
めている。

④ 人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：１名（内非常勤 名）
心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：２名（内非常勤１名）
・保健師 １名

⇒

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）
その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

・教職免許保有者 １名
心理担当支援員： 名（内非常勤 名）
虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）
その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

相談

親子交流スペース

４．拠点設置の効果及びメリット
拠点が設置されたので相談場所が明確化され、相談がしやすくなった。
しかし、拠点が設置されたことがあまり周知されていないため、今後は周知が必要と思われる。

57

飯豊町
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

＊山形県地図中、水色部分が飯豊町

②面積：329.41k ㎡
③人口：7014 人（令和元年 8 月現在）
④児童数：958（令和元年 8 月現在）
⑤ 類型（小規模等）：小規模
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

健康福祉課

教育総務課
《要保護児童策協議会》

子ども家庭総合支援拠点

【要保護児童対策調整機関】 相談所・警察・診療所・保

子育て世代包括支援センター
【母子保健事業担当】

施設・学校・民生委員児童

健所・ＮＰＯほっと・社会

連携
地域子育て支援拠点

福祉協議会等

【子育て支援事業担当】

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成３０年７月】

（2） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
平成 28 年度：4 件
平成 29 年度：16 件
平成 30 年度：7 件

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
拠点が教育委員会に所属するため、幼児施設・学校からの情報が収集しやすい。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

子育て世代包括支援センターが平成 30 年 6

2019 年現在の取組・特徴
開設前と同様。

月に開設されたが、それ以前より母子部門と ⇒
の情報共有を密に行い対応してきた。
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②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

関係機関から情報収集して取りまとめ、児童
相談所と連絡調整を行いながら対応してき

2019 年現在の取組・特徴
開設前と同様。

⇒

た。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

協議会で検討したことは即、拠点で対応して

2019 年現在の取組・特徴
開設前と同様。

いる。
⇒

⑥ 人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：２名（内非常勤 名）
心理担当支援員：０名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：２名（内非常勤 名）
⇒

心理担当支援員：０名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：０名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：０名（内非常勤 名）

その他事務職員等：４名（内非常勤２名）

その他事務職員等：４名（内非常勤２名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
相談は、役場庁舎内、又は庁舎と別棟ではあるが、健康福祉課内、地域子育て支援拠点のい
ずれか、相談の内容によって適したところで行う。

４．拠点設置の効果及びメリット
当町は規模小さい町のため、以前より各関係機関と連携を密にしてきたこともあり、拠点としてのシ
ステムがすでに出来上がっていたため、設置についてのメリットは改めてとなると無いが、拠点とす
ることで、専門的な知識をもつ職員を配置することを明確に示すことができるため、今後の人員配置
がしやすくなると思われる。
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上山市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：２４０．８３㎢
③人口：３０，１２０人（Ｒ１年９月現在）
④児童数：３，５７６人（Ｒ１年９月現在）１８歳未満
⑤類型（小規模等）：小規模Ａ型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成３１年４月】

（3） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
【相談取扱件数】

単位：件

養護相談
年 児
童
虐
待
度

そ
の
他

28

9

150

29

19

30

46

障がい相談
保

非行

育成相談
育
児
・
し
つ
け

そ
の
他
の
相
談

計

0

170

15

455

14

0

174

72

559

18

0

187

53

645

肢
体
不
自
由

視
聴
覚
障
が
い

言
語
発
達
障
が
い
等

重
症
心
身
障
が
い
等

知
的
障
が
い

発
達
障
が
い

ぐ
犯
行
為
等

触
法
行
為
等

性
格
行
動

不
登
校

適
性

19

1

0

0

0

21

46

0

0

2

22

131

0

0

0

0

32

45

41

0

0

31

237

0

0

0

0

26

38

28

6

1

5

健
相
談
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イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴

子ども子育て課の子育て支援係に要対協の事務局と子育て世代包括支援センターがあり、同一
係で母子保健業務を行い、母子父子自立支援員（ＤＶ担当）もおり、情報共有されている。また、
訪問などの際も連携がとれやすくなった。
他機関とは、要対協を活用し、庁内部署と児童相談所、警察等と連携して対応している。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

情報を共有し連携し支援していた

2019 年現在の取組・特徴
よりスピーディーに対応できるようになった

⇒

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

県のマニュアルにより、情報共有及び支援な
ど連携し円滑に行っていた

③要保護児童対策地域協議会の活用

特に変化はない
⇒

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

庁内の他部局及び児童相談所等田組織と連
携し取り組んでいた

2019 年現在の取組・特徴

2019 年現在の取組・特徴
特に変化はない

⇒

63

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：２名（内非常勤１名）
心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：２名（内非常勤１名）
⇒

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
ハード面の整備はしておりません

４．拠点設置の効果及びメリット
・子どもに関する相談の窓口が一本化され、情報の共有や支援の検討などがスピーディーに対応でき
るようになったことは効果としてあげられる。一方、それぞれの相談が一極集中してしまい、マンパ
ワー不足を感じる場面も生じている。また、母子保健法と児童福祉法などそれぞれの法律があり、そ
れぞれがケース記録などを作成していることもあり、同一の機関が支援拠点と支援センターの２つの
機能を担うことが求められているが、設置体制には課題がある。
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福島県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
平成３０年２月２２日 子ども家庭総合支援拠点に関する県内市町村向け研修を実施。厚生労働省
職員からの講義及び参加者のグループワークを実施。市町村３５名、児童相談所３名が参加。
平成３１年２月１５日

子ども家庭総合支援拠点に関する県内市町村向け研修を実施。日本大学

鈴木秀洋准教授からの講義及び参加者のグループワークを実施。市町村３６名、４児童相談所６
名、３保健福祉事務所３名が参加。
平成３１年３月２９日 「福島県子ども家庭総合支援拠点スタートアップ事業」（「２．県の取
組」参照。）の実施を各市町村に通知。
令和２年３月５日

子ども家庭総合支援拠点に関する県内市町村向け研修を実施予定。日本大学

鈴木秀洋准教授からの講義、子ども家庭総合支援拠点設置に向けた取組を行っている市町村から
の報告及び意見交換を実施予定。
２．県の取組（有効であったと考えているところ）
令和元年度より、子ども家庭総合支援拠点の設置にあたり、効果的な運営や支援を行うため、専
門家からの助言や研修等を行う市町村に対して県１０／１０負担で補助する「福島県子ども家庭総
合支援拠点スタートアップ事業」を実施している。
補助を受けた市町村が行う事業内容は以下のとおりである。
⑴ 支援拠点の設置及び効果的な運営、市町村における子どもの支援について、児童福祉の専門家等
のアドバイザーからの助言を受ける。
⑵ 支援拠点の設置及び効果的な運営、市町村における子どもの支援に関する研修の開催または受講
をする。
⑶ 支援拠点の設置及び効果的な運営、市町村における子どもの支援について、先進的な取組を行っ
ている市町村等への視察研修等を行う。
⑷ その他、支援拠点の設置及び効果的な運営、市町村における子どもの支援を充実させるために必
要な事項を行う。
令和元年度には２自治体に対して補助を行っており、それぞれの自治体が令和２年度当初までに子ど
も家庭総合支援拠点の機能を設置する予定となっている。

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【（２自治体：小野町、西会津町】
平成 30 年 4 月現在【（２自治体：小野町、西会津町】
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平成 31 年 4 月現在【４自治体：郡山市、小野町、西会津町、天栄村】

４．県としてのコメント
「福島県子ども家庭総合支援拠点スタートアップ事業」の実施により、本事業を活用した市町村
が子ども家庭総合支援拠点の制度・理念について深く理解し、これを踏まえた相談支援体制の整備
や専門的な相談支援の方法等について学んだ上で質の高い子ども家庭総合支援拠点を設置すること
が可能になったと考える。
今後は、本事業を活用して子ども家庭総合支援拠点を設置した市町村が、他市町村のモデルとし
て子ども家庭総合支援拠点の設置をさらに促進する役割を果たすことを期待している。
市においては、子ども家庭総合支援拠点設置に向けた取組が進んできている（令和２年度当初に
は、市の半数以上が子ども家庭総合支援拠点の機能を設置する見込み）が、町村、特に児童相談の
件数が限られる自治体においては取組が進みにくい印象がある。ついては、今後県が、子育て包括
支援センター（福島県においては、拠点に先だって多くの市町村に既に機能が設置されている）と
子ども家庭総合支援拠点を兼ねた拠点機能設置の在り方や、子ども家庭支援員の人材確保の方法
（児童福祉司任用前講習会への積極的な受講等）等を示し、町村における拠点機能設置を促してい
くことが必要であると考えている。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．郡山市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

心理担当支援員の条件

子ども家庭総合支援拠

今後においても必要な

を満たす職員が存在し

点の趣旨を人事当局並

人員を確保するため、

なかった。

びに財政当局に説明

人事当局並びに財政当

し、必要な人員を確保

局への働きかけを継続

することができた。

して実施する。

２．小野町
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

平成２８年４月から子

子育て世代包括支援セ

関係機関と連携を図り

育て支援課が出来たた

ンター、母子保健担

ながら、子育てに関す

め、支援拠点開設前か

当、児童福祉、保育所

る相談、支援の窓口と

ら、業務、職員体制、

等担当が、同じ子育て

して取り組んでいく。

設備が出来ていたた

支援課内にいるため、

め、開設前の課題はな

様々な場面での相談、

かった。

支援を行ってきた。
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第３：紹介自治体の詳細（郡山市、小野町）

郡山市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：757.20 ㎡
③人口：332,146 人（令和元年９月１日現在）
④児童数：52,574 人（平成３１年４月１日現在）
⑤類型（小規模等）：中規模型

２．自治体の組織図
●子ども家庭総合支援拠点の所管部署
【部局等】こども部
【課

等】こども支援課

【係

等】こども家庭相談センター
※子ども家庭総合支援拠点以外の所掌事務
●家庭児童相談室
●要保護児童対策調整機関
●配偶者暴力相談支援センター
●母子・父子福祉センター
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成 31 年４月１日】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
年

度

平成 28 年度

相談延べ件数

平成 29 年度

平成 30 年度

3,131 件

2,631 件

2,522 件

574 件

516 件

515 件

上期の内、児童
虐待相談延べ件
数

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
●女性相談部門とひとり親支援部門が子ども家庭総合支援拠点部門と同一係内にあり、相互
の情報交換を行っている。
●教育部門と子ども家庭総合支援拠点部門が同一フロアーにあり、相互の情報交換を行って
いる。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組
●ハード面：同一建物、同一課

⇒
⇒

2019 年現在の取組・特徴
※特に開設前の取組と変更はありません。

●ソフト面：指揮命令系統の統一

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組
●要対協実務者会議（年４回）において情

⇒
⇒

2019 年現在の取組・特徴
※特に開設前の取組と変更はありません。

報共有を行っている。
●必要に応じて個別ケース検討会議を行っ
ている。
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③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組
●要対協のメンバーの拡大

⇒

2019 年現在の取組・特徴
●構成メンバーに歯科医師会を追加

⇒

●実務者会議に庁内の障がい部門と保育部門を
追加

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

子ども家庭支援員：４名（内非常勤３名）

⇒
⇒

2019 年現在の取組・特徴
子ども家庭支援員：５名（内非常勤４名）

心理担当支援員 ：０名（内非常勤０名）

心理担当支援員 ：１名（内非常勤０名）

虐待対応専門員 ：４名（内非常勤４名）

虐待対応専門員 ：４名（内非常勤４名）

その他事務職員等：６名（内非常勤２名）

その他事務職員等：６名（内非常勤２名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

【施設外観】

【事務室】

【相談室１】

【相談室２】
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【親子交流スペース１】

【親子交流スペース２】

４．拠点設置の効果及びメリット
●子ども家庭総合支援拠点を設置したことにより、設置前に比べ「子育て世代包括支援センター」
、
「要保護児童対策地域協議会」
、
「児童相談所」、「家庭児童相談室」などの相談機関の連携がより一
層強化されたことにより、すべての子どもとその家庭の相談に対応する包括的な支援か可能となっ
た。

小野町
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）
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②面積：１２５．１８平方キロメートル
③人口：９，７５３（令和元年８月現在）
④児童数：１，０６７（令和元年８月現在）
⑤類型（小規模等）：小規模Ａ

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

子育て支援課

幼児教育担当

子育て担当
（子ども家庭総合支援拠点）

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成２９年４月】

（2） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
・平成２８年度： ０件（児童虐待：０件）
・平成２９年度：１１件（児童虐待：５件）
・平成３０年度：１５件（児童虐待：８件）

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴

子ども家庭総合支援拠点が子育て支援課あるので、母子保健、児童福祉、幼児教育の担当
と連携が取りやすく、その他の関係機関とも密に連絡を取り合い、情報の把握や調整、対応
している。
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（2）開設前の取組と現状の取組について

①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

子育て世代包括支援センターと児童福祉担

2019 年現在の取組・特徴

⇒

開設前に同じ。

当が同じ担当内にあり常に連携可能。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

必要時は連絡等しているが、定期的な連絡

2019 年現在の取組・特徴

⇒

開設前に同じ。

調整の機会は設けていない。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組
ケース会議等を開催し、情報の共有、共通

⇒

2019 年現在の取組・特徴

⇒

開設前に同じ。

理解や支援の役割の確認を実施。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：２名（内非常勤 名）
心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：２名（内非常勤 名）
⇒

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

（相談室）

（親子の交流スペース）

（事務室）

４．拠点設置の効果及びメリット
拠点設置以前から同体制だったため、拠点設置による効果及びメリットはなし。
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茨城県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
平成 30 年度
・ ２月 15 日

新プランで 2022 年度までに全市町村での支援拠点の設置が目標となったことか

ら，市町村主管課長会議を開催し，支援拠点の機能等について説明を行った。
令和元年度
・ ５月～６月 児童相談所ごとに管内市町村を集めた会議の場で，支援拠点設置に関する説明を
本課から行った。
・ ２月 19 日

児童虐待防止に関する研修会で，日本大学危機管理学部 鈴木先生から支援拠点の

設置に向けた講演をしていただいた。
２．県の取組（有効であったと考えているところ）
・ 令和元年度２月の児童虐待防止に関する研修会で，支援拠点アドバイザーの鈴木先生から講演
をしていただいたが，市町村から「枠組みと連携について理解できたので，来年度早い段階で
立ち上げを行いたい」との感想が多くあり，支援拠点アドバイザーを活用した支援拠点立ち上
げの研修会等を行うことが，支援拠点の設置に向けて有効であると考える。

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 30 年 4 月現在【１自治体：水戸市】
平成 31 年 4 月現在【３自治体：水戸市、つくばみらい市、境町】
令和元年６月現在【４自治体：水戸市、つくばみらい市、境町、筑西市】

４．県としてのコメント
2022 年度の全市町村への設置に向けて，研修会の開催などにより，市町村への支援を行ってい
きたい。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．水戸市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

・国の支援拠点設置運

・スーパーバイズ研修

・心理担当支援員を配

営要綱の基準を満たす

や外部研修への積極的

置し，支援が必要な子

職員体制になっていな

な参加により，職員の

どもや保護者に心理的

い。

スキルアップに努め

な側面からの支援がで

た。

きるようになること。

・職員の専門性を維持
することが困難
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２．筑西市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

拠点概念がわかりにく

疑問点はスタートアッ

他の自治体との情報交

い。

プマニュアルや県担当

換や研修会へ参加し、

者、既に拠点を開設し

新しい情報を得て内容

ている他県の自治体へ

を充実させていく。ま

確認した。市民に対し

た市民に対しては、関

ては広報誌やチラシを

係団体等へ周知する機

作成し周知を図った。

会を作る等、まずは存
在を知らせていく。

子育て世代包括支援セ

子育て包括支援センタ

2 つの機関が併設され

ンターとの違いが分か

ーと支援拠点を同じ課

ることで、連携がスム

りにくい。

内（母子保健課）に併

ーズで早期の対応が可

設し、妊娠期から切れ

能である。内部で定期

目なく一体的に支援で

的に会議や検討会を実

きるようにする。

施する等、更に課内の
連携を深めていきた
い。

家庭児童相談室との違

支援拠点は、家庭児童

妊娠から出産、子育て

いが分かりにくい。

相談室の実施内容を包

に関する様々な相談内

含するものとし、常に

容に最も適したスタッ

連携してケース対応に

フが対応し、必要時速

あたっている。

やかに連携していく。
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３．つくばみらい市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

■専門職（保健師）が１名
その他、週３日の非常勤相談
員が２名の体制であった。

■児童福祉法改正（１０条の

■ケースワークに終始せず、

２）により自治体に「拠点」

ソーシャルワークとしての活

設置が義務付けられ２０２２

動を行う。

年までに全市区町村に支援拠
■要対協の進行管理・実務者
会議などの体制が不十分であ

点設置という国の方針をうけ
て上司に説明

ったうえ、体制を整備する人
材も不足していた。
■設備は新庁舎設立により

■虐待予防の視点での事業等
を進める（ペアレント・トレ
ーニング事業等を用いながら

■児童相談の部分を手厚くす

地域の親育てを行うと共に関

る必要があるという説明を要

係機関の質の向上を行ってい

対協代表者会議内において、

く）

相談室や交流スペースなどは

児童相談所長から市長に対し

確保できていた。

て説明をもらった⇒人員増へ

■切れ目のない支援を行うた
めに関係機関のネットワーク

■当市の規模は小規模Ａ型で

作りを行う（保育所・学校・

あるため、要対協・家庭児童

地域子育て支援拠点等との顔

相談業務を包含した子ども家

の見える関係作りと信頼関係

庭総合支援拠点を設置すべ

作りに努める）

く、家庭児童相談員設置規
則・母子・父子自立支援員設
置規則を廃止し、こども家庭
支援室設置規則を作成した。

■ソーシャル・キャピタルの
醸成を行い、地域力をつける
（地域住民のボランティアや
地域子育て支援拠点職員、地

■虐待予防までもを考えた動

域の協議体等との協働活動を

きが必要なため、課内の係か

通して関係を築く）

ら室に格上げした。

■専門職（保健師）
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４．境町
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

職員の最低配置人員を

資格者を募集している

今後も資格者を募集す

満たしていない。

が、解決できていな

るとともに、業務の見

い。

直しを行っていく。
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第３：紹介自治体の詳細（水戸市、筑西市、境町）

水戸市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：２１７．３２ｋ㎡
③人口：２６９，６７７人（令和元年７月１日現在）
④児童数：４１，２１３人（令和元年７月１日現在）
⑤類型（小規模等）：中規模

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成 29 年４月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）

・平成 28 年度相談実件数 ６８７件（うち児童虐待６５件）
・平成 29 年度相談実件数 ８７２件（うち児童虐待８０件）
・平成 30 年度相談実件数 ８４１件（うち児童虐待９５件）

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴

・支援拠点の担当部署が要対協の調整機関も担っているため，関係機関との連携も円滑に行
うことができている。
・支援拠点の担当部署がＤＶ相談対応の窓口でもあるため，児童虐待とＤＶ，それぞれの視
点を持って対応している。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

・支援拠点とは異なる機関が担当してお

2019 年現在の取組・特徴
同左

り，建物も異なっているが，それぞれが把
握した情報を要対協の会議の場等で定期的

⇒

に共有している。その中で，それぞれの機
関で役割分担をしながら相談支援を行って
いる。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

・要対協の会議の場等で定期的に情報共有

2019 年現在の取組・特徴
同左

を行っている。
・措置解除や一時保護解除により家庭引取

⇒

りとなるケースについては，事前に要対協
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の個別ケース検討会議を開催し，情報共有
と役割分担を行っている。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

支援拠点の職員は要対協調整機関も兼ねて

同左

いるため，スムースに要対協の構成機関と
の連携を取ることができる。

④人員配置

⇒

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：４名（内非常勤２名）
心理担当支援員：０名（内非常勤０名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：４名（内非常勤２名）
⇒

心理担当支援員：０名（内非常勤０名）

虐待対応専門員：２名（内非常勤０名）

虐待対応専門員：２名（内非常勤０名）

その他事務職員等：１名（内非常勤０名）

その他事務職員等：１名（内非常勤０名）
上記職員は要対協調整機関と家庭児童相談室の
職員も兼ねている。

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

４．拠点設置の効果及びメリット
・拠点設置前と設置後で大きな体制の変化や取組みの変化はない。
・現状では，国の拠点設置運営要綱の職員配置基準を満たしていないため，心理担当支援員を配置
することができれば，より子どもとその家庭への支援の充実を図ることができる。
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筑西市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：205.30 平方キロメートル
③人口：104,246 人（令和元年 9 月 1 日現在）
④児童数（0～17 歳）：14,734 人（令和元年 9 月 1 日現在）
⑤類型（小規模等）：小規模Ｂ型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
筑西市 ― こども部

福祉事務所

こども課

こども政策グループ
保育グループ
子育て支援グループ

こども課認定こども園せきじょう
こども課協和保育所

母子保健課

母子保健グループ（子育て世代包括支援センター）
妊産婦支援グループ
相談支援グループ（こども家庭総合支援拠点）
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：令和元年６月】

（1）特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
相談件数
年

度

28 年度

29 年度

３０年度

実件数

66 件

81 件

102 件

延件数

384 件

558 件

504 件

10 件

12 件

10 件

児童虐待件
数（新規）

イ

児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他
関係機関との連携）遂行上の特徴
児童相談所とは随時の情報交換の他、2 か月に 1 回会議を持ち、情報共有、ケース対応につい
ての相談、検討をしている。また、個別ケース会議を実施し役割分担を明らかにするととも
に、児童相談所や民生委員、主任児童員との同行訪問等を行っている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

母子保健担当者と必要時連絡を取り、連携

同一課・同一窓口のため、タイムリーに相談者

を図っていた。

の面接に同席したり、母子健診等での確認やそ
⇒

②児童相談所との連携

の後の継続支援がスムーズにできる。

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

情報共有（定例会議、必要時随時連絡）
、ケ
ース会議を行って役割分担を行い、ケース

2019 年現在の取組・特徴
ケース会議でアセスメントシートを共有し、ケ

⇒

ースの客観的な見立てを共有した。

対応を実施。
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③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

要保護児童対策地域協議会の調整機関とし

実務者会議の内容が進行管理のみであることか

て、会議（代表者会議、実務者会議、ケー

ら、地域の関係機関がどのようにしたらスムー

ス会議）の招集・進行・調整等を実施。

ズに連携が取れるようになるかを考え、会議の

⇒

内容を検討中。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

開設時（2019 年 6 月）

現在（2019 年 9 月）…開設時より変更なし

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 0 名）
心理担当支援員：0 名（内非常勤 0 名）

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 0 名）
⇒

心理担当支援員：0 名（内非常勤 0 名）

虐待対応専門員：1 名（内非常勤 0 名）

虐待対応専門員：1 名（内非常勤 0 名）

その他事務職員等：0 名（内非常勤 0 名）

その他事務職員等：0 名（内非常勤 0 名）

※家庭児童相談員２名（非常勤・週３日勤

※家庭児童相談員２名（非常勤・週３日勤務）

務）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

相談室

親子交流スペース（子育て世代包括支援セ
ンター相談コーナーを利用

事務室

85

）

４．拠点設置の効果及びメリット
人的配置基準により、昨年度（拠点設置前）より職員が増員され、個人ではなくチームで対応できる
ようになった。

境町
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：４６．５９㎢
③人口： ２４，１３６人（2019 年７月現在）
④児童数： 4,080 人 （2019 年 7 月現在）
⑤類型（小規模等）：小規模 A 型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

←子育て支援拠点機能
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：H31 年 4 月】

（１）特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
H28 年度

36 件（そのうち虐待 16 件）

H29 年度

22 件（そのうち虐待 12 件）

H30 年度

30 件（そのうち虐待 22 件）

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
① 保健センター、保育園、小中学校で虐待が疑われる児童がいる場合は、すぐ連絡をもらえ
るよう、お知らせをしている。
（学校訪問 年 2 回）
② 一般子育てに関する相談から養育困難な状況や虐待に関する相談まで受けている。
③ 保健センター、保育園、小中学校、教育委員会と密に連携をしている。
④ 支援には、電話、面接等の適切な方法による助言指導や訪問等で継続的な支援を行ってい
る。
⑤ 要保護児童対策地域協議会や緊急ケース会等で他関係機関と連携している。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

健康推進室（保健センター）と連携してい

2019 年現在の取組・特徴
健康推進室（保健センター）と連携している。

る。
⇒

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

児童の一時保護解除前には、支援拠点に連

児童の一時保護解除前に児童相談所と支援拠点

絡してほしいと児童相談所へお願いをして

並びに関係機関とで個別ケース検討会議を開催

いる。

⇒

している。
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③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

要保護児童対策地域協議会 年 10 回

要保護児童対策地域協議会 年 10 回

その他緊急ケース会議

その他緊急ケース会議
⇒

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：２名（内非常勤 0 名）
※他業務と兼務

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 0 名）
⇒

※他業務と兼務

心理担当支援員： 0 名（内非常勤 0 名）

心理担当支援員： 0 名（内非常勤 0 名）

虐待対応専門員： 0 名（内非常勤 0 名）

虐待対応専門員： 0 名（内非常勤 0 名）

その他事務職員等：１名（内非常勤 0 名）

その他事務職員等：１名（内非常勤 0 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
相談室

親子交流スペース

４．拠点設置の効果及びメリット
従来からの体制と変わりない。
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事務室

栃木県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和２年 3 月まで）
本県では、例年、各市町の児童福祉及び母子保健担当者等を対象に、「児童虐待対策関係市町児
童福祉・母子保健担当者合同会議・研修会」を行っている。その中で、これまでに「新しい社会的
教育ビジョン」や「社会的養育推進計画」の策定、子ども家庭総合支援拠点についての説明等を行
い、併せて、児童虐待に関する実務研修会を実施してきた。
また、要対協巡回訪問指導において、各市町における子ども家庭総合支援拠点の取り組み状況の
確認や、拠点設置に向けての助言等を行った。

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
この会議及び研修会において、市町の児童福祉担当者のみならず、母子保健担当者にも国や県の
取り組み、子ども家庭総合支援拠点について、共通理解を図ることができたことは、子育て世代包
括支援センターとの連携や一体的な運営の促進等という観点からも有効であったと思われる。

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【（１）自治体：矢板市】
平成 30 年 4 月現在【（１）自治体：矢板市】
平成 31 年 4 月現在【（２）自治体：宇都宮市、矢板市】

４．県としてのコメント
今年度策定する「栃木県社会的養育推進計画」では、子ども家庭総合支援拠点の設置促進を掲げ
ている。
令和２年４月には、新たに県内５市町において子ども家庭総合支援拠点が開設予定となってお
り、また、本計画の指標では令和 4 年度までに全市町における支援拠点の設置を目標としている。
県では本計画を基に、今後も市町の子ども家庭総合支援拠点の設置に向け支援していく。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．宇都宮市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

専門性の強化

専門性の強化

専門性の強化

心理面に関し，専門

新たに心理職２名を

心理担当職員の安定

的な見地からのアセス

配置し，「子ども家庭

的な確保やスキルアッ

メントや虐待を受けた

総合支援拠点」として

プ，知識・ノウハウの

児童に対する直接的な

位置づけ

継承のため，心理担当

心理ケアを行うための

職員の正規職員化を目

体制整備

指す

2.矢板市

【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

要保護児童対策地域

支援拠点の役割を周知

今後、職員体制や設備

協議会や子育て世代包

徹底することで、各関

において、機能強化を

括支援センター等との

係機関との連携体制の

図り、要保護児童対策

連携に当たり、役割が

構築ができた。

地域協議会や子育て世

明確になっておらず、

代包括支援センターと

連携不十分なところが

の連携強化を図ってい

あった。

く。
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第３：紹介自治体の詳細（宇都宮市、矢板市）

宇都宮市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：４１６．８５平方キロメートル
③人口：５１９，３４３人（令和元年９月現在）
④児童数：８４，７６７（平成３１年３月現在）
⑤類型（小規模等）：大規模
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

92

子ども家庭総合支援拠点

93

94

95

96

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成３１年４月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
相談件数
年度

Ｈ２８

Ｈ２９

Ｈ３０

相談指導実数

3,971 件

4,064 件

4,582 件

相談指導回数

10,624 件

10,824 件

13,177 件

・相談指導実数：月毎の相談対象となった児童の実人数（件数）を 12 か月積み上げたもの
・相談指導回数：月毎の相談延件数を 12 か月積み上げたもの

児童虐待相談件数（通告）
区分

Ｈ２８

Ｈ２９

Ｈ３０

身体的虐待

41 件

43 件

44 件

性的虐待

0件

0件

2件

ネグレクト

10 件

8件

62 件

心理的虐待

48 件

48 件

171 件

計

99 件

99 件

279 件

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
①

実状の把握
子どもが所属する保育園・幼稚園や小中学校等及び乳幼児検診の受診状況等を把握して
いる母子保健担当部署などと連携し，子どもの状態や家庭環境の全体像の把握に努めてい
る。

②

相談対応
保健師や保育士，教員，警察ＯＢなど幅広い知識や経験を保有する専門職を配置してい
る。市内を５地区に分け，職員と相談員（非常勤）がペアとなり，地区担当として関係性
を構築しながら継続的な支援を行っている。

③

総合調整
要対協の実務者会議（年４回開催）や個別ケース会議（随時開催，年１００回程度）を

開催し，関係機関での情報共有や役割分担の調整等を行っている。特に，専門的な支援が
必要なケースについては，児童相談所や医療機関，子どもの発達に関する専門部署などに
繋ぎながら，関係機関が連携して対応している。
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④

調査、支援及び指導等
①～③の回答と同じ

⑤

他関係機関との連携
① ，③の回答と同じ。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組
・

⇒

同じ課内に子育て世代包括支援センタ

2019 年現在の取組・特徴
開設前と同様

ーを所管する係があり，日常的に連携を
行っている。
・

⇒

市内５か所に設置している子育て世代
包括支援センターとは，年４回の実務者
会議において定期的な情報共有を行うと
とともに，個別ケースごとに随時情報交
換を行いながら連携して対応している。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組
・

⇒

本市が重篤な児童虐待事案を認知した

2019 年現在の取組・特徴
開設前と同様

場合や継続的な支援を行う中で改善が見
られないケースなどでは，県とともに作

⇒

成した「共通リスクアセスメントツー
ル」に基づき重症度を評価し，児童の保
護が必要と判断されるような重篤な事案
については，速やかに児童相談所と連携
を図り，迅速かつ確実な対応を行ってい
る。
・ 児童相談所が受けた通告事案のうち，
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「共通リスクアセスメントツール」に基
づく評価により，市が対応すべき事案に
ついては児童相談所からの送致を受け，
市が初期介入から対応している。

② 要保護児童対策地域協議会の活用
開設時の取組

〔マニュアル P.8 参照〕
⇒

要対協を中心に，虐待を受けている児

2019 年現在の取組・特徴
開設時と同様

童，特定妊婦に関する情報交換及び児童虐
待に関する関係機関，関係団体及び児童の

⇒

福祉に関連する職務に従事する者その他の
関係者の連携の推進に関する協議等を行っ
ている。
・代表者会議（年１～２回開催）
→ 児童虐待の対応等に係る市の体制や
方策，関係機関との連携策等
・実務者会議（年４回開催）
→ すべてのケースに係る定期的な情報
共有，援助方針の見直し等
・個別ケース会議（随時開催，年１００回
程度）
→ 個別の事案に係る現状の把握，問題
点の確認，評価，支援方針，役割分担
の整理等

③ 人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕

開設時の取組

⇒

室長（管理職）
：１名

2019 年現在の取組・特徴
開設時と同様

子ども家庭支援員：５名（内非常勤０名）
心理担当支援員：２名（内非常勤２名）

⇒

虐待対応専門員：４名（内非常勤３名）
その他
安全確認対応職員：２名（内非常勤２
名）
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養育支援訪問員：１名（内非常勤１名）
事務職員等：３名（内非常勤１名）
※開設に合わせて，新たに心理担当支援員
２名を配置

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
・相談室

・親子交流スペース

・事務室

４．拠点設置の効果及びメリット
新たに心理担当支援員を配置したことで，アウトリーチ型で心理アセスメントや心理的ケア等が可
能となり，虐待事案のアセスメントやソーシャルワーク機能の充実強化が図れた。
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矢板市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：170.5Ｋｍ²
③人口：32,199 人
④児童数：4,751 人

（

Ｒ1 年
（

8 月現在）

Ｒ1 年

9 月現在）

⑤類型（小規模等）：小規模Ａ型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

【健康福祉部】
部長

高

社

健

子

齢

会

康

ど

対

福

増

も

策

祉

進

課

課

課

課

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月： Ｈ31 年 4 月】

（1）特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
養護相談

身体的虐待

ネグレクト

心理的虐待

性的虐待

Ｈ28 年度

59 件

3件

2件

1件

0件

Ｈ29 年度

116 件

5件

3件

3件

0件

Ｈ30 年度

81 件

11 件

14 件

15 件

0件

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
毎月定例の会議を開催し、児相との連携強化を図っている。
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（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

同一建物・同一窓口、指揮系統も同一であ

現在のところ開設前と変わらないが、建物・窓

った。

口を分け、より専門性を持った組織作りを検討
している。

⇒

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

定例の会議を開催し、連携の強化を図り、

開設前と変わらず。

ケース進行についての共通認識を持って、
ケースの対応にあたっていた。

④ 要保護児童対策地域協議会の活用
開設時の取組

⇒

〔マニュアル P.8 参照〕
⇒

2019 年現在の取組・特徴

要対協関係機関との間で、情報共有・伝達

要対協関係機関との情報共有・伝達の効率化を

のみならず、ケース進行の中で各機関が必

図るため、要対協実務者会議の中で、関係機関

要とする情報を得られるよう、個別ケース

の発言を促せるよう、内容の充実を図ってい

⇒

検討会議を充実させる。

④人員配置

る。

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 1 名）
心理担当支援員：0 名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 0 名）
⇒

心理担当支援員：0 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：0 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：0 名（内非常勤 名）

その他事務職員等：0 名（内非常勤 名）

その他事務職員等：0 名（内非常勤 名）
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

交流スペース

相談室

相談室前

４．拠点設置の効果及びメリット
要対協だけでは網羅できていなかった情報の集約と共有がスムーズに行えて、ケース進行管理を支
援者が共通認識を持って対応できる。
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千葉県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．

経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）

「子ども家庭総合支援拠点」については、平成 29 年度から市町村等を対象にした各種事業の行
政説明会の場や研修会において、周知を図ってきたところです。（下表参照）
また、常時、県では「子ども家庭総合支援拠点」の設置に関する市町村からの相談を受けていま
す。
年

度

平成 29 年度

平成 30 年度

会議・研修会名

内

容

担 当

市町村等児童虐

１ 行政説明

１

県職員

待担当課長会議

２ 講演

２

講師

「児童福祉法改正に伴う市町村での対

厚生労働省 家庭福祉課虐

応について（市区町村子ども家庭総合

待防止対策推進室

支援拠点の設置運営等について）」

室長補佐 百瀬 秀 氏

市町村等管理職

１

講演

１

外部講師

研修会

２

行政説明

２

国職員

３

実践発表

３

発表者

「子ども家庭総合支援拠点の設置につ

松戸市及び南房総市の職員

いて」
平成 31 年度

市町村等児童虐

１ 行政説明

１

県職員

待担当課長会議

２ 講演

２

講師

「虐待防止と子ども家庭総合支援拠点

日本大学危機管理学部

について」

准教授 鈴木 秀洋 氏

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
明らかな効果はわからないが、本拠点設置については、人事、財政に係ることなので、管理職へ
の理解を促すことが重要と考え、管理職向けの会議等の場を活用し、本拠点について周知を図って
きました。
３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【（３）自治体：松戸市、船橋市、南房総市】
平成 30 年 4 月現在【（６）自治体：浦安市、柏市、山武市、館山市、鴨川市、木更津市】
平成 31 年 4 月現在【（４）自治体：八千代市、我孫子市、香取市、いすみ市】
４．県としてのコメント
千葉県では、平成 18 年度から「市町村児童虐待防止ネットワーク機能強化事業」として、市町村
にアドバイザーを派遣し、市町村の要対協設置の促進及びその機能強化に力を入れて取り組んでき
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ました。平成 30 年度において、県下全市町村に要対協を設置するに至り、機能強化については、現
在も継続的に実施しているところです。また、要対協の運営の在り方などに関することをテーマに
した会議や研修会を開催してきています。要するに、「子ども家庭総合支援拠点」と関係の深い要
対協の機能強化を中心に取り組んできました。
最近は、国における 2022 年までに子ども家庭総合拠点を全国展開するとの方針に向け、県内市町
村の関心が高まり、それに向けての取り組みが増加してきている状況にあるため、県としては、引
き続き、市町村に対し、子ども家庭総合拠点に関する情報提供および市町村からの相談に応じてい
きたいと考えています。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介
１．南房総市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

【組織・職員体制】

【組織・職員体制】

【組織・職員体制】

子ども教育課支援係の

支援係を支援拠点化。

次の事項の工夫。

所掌する担当者ごとに

「家庭児童相談」「発

・基軸業務のさらなる

業務遂行。業務のひと

達」「適応指導」が基

連携と融合推進

つの要対協は常勤１

軸業務，全１５名。業

名，非常勤３名で構

務間で積極的連携。子

成。業務間の積極的連

ども家庭支援員４名，

携なし。

心理担当支援員１名。
虐待対応専門員３名。

・職員の異動に伴う機
能維持
・支援サービス事業の
拡大

【関係機関連携】

【関係機関連携】

【関係機関連携】

常勤１名が主として連

基軸３業務のすべてで

連携機関の拡大。とり

携業務を担当。連携量

連携業務。連携する機

わけ医療及び療育機

及び内容，児相との情

関が増加。連携体制の

関。

報共有が限定的。児童

向上。児相とはほぼ毎

子育て世代包括支援セ

の所属との連携不十

日情報交換。児童の所

ンター（令和３年度設

分。

属との連携体制大きく

置予定）との連携体制

向上。

の構築。

【情報管理】

【情報管理】

【情報管理】

ネットワークから遮断

データを階層化。検索

システムを導入し，母

された２台のＰＣで記

や活用が大きく改善。

子及びＤＶ，福祉部門

録・資料を管理。複数

１０台のＰＣからアク

との情報共有推進。

人での入力不可。デー

セス可。掲示板機能に

タの未階層化。検索や

より情報共有。進行管

活用に課題。

理状況の確認が容易
に。システム未導入。
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２．船橋市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

【職員体制】

【職員体制】

【職員体制】

開設前より、大規模型

心理担当支援員に、常

児童虐待等の相談件数

の要件を満たす人員を

勤の心理職を配置し

は増加傾向にあるた

配置していた。

た。また、児童相談所

め、引き続き職員体制

OB をスーパーバイザ

の整備を図る。

ーとして配置した。

【情報共有】

【情報共有】

【情報共有】

児童相談所が関わりの

要保護児童対策地域協

母子保健分野、教育分

ある家庭で、市の家庭

議会において、児童相

野等で抱えている要支

児童相談室が関わりの

談所で継続指導中の在

援児童等について、情

ないケースについて

宅、施設入所ケースの

報共有方法の調整を図

は、把握する機会がな

リスト管理を開始し

る。

かった。

た。

【情報管理】

【情報管理】

【情報管理】

要保護児童対策調整機

要保護児童対策調整機

要保護児童対策地域協

関の調整担当者は、ケ

関の調整担当者を専任

議会における要支援児

ースワーカーが兼務し

で配置した。

童等について、情報管

ていた。

理方法の検討を行う。
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３．松戸市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

【職員体制】

【職員体制】

【職員体制】

専門職が十分に確保で

開設以降、要件を満た

非常勤職員の割合が多

きていなかった。

す専門職を確保した。

く、研修等を充実させ

（平成 28 年度現在）

（令和元年度現在）

継続的に職員を確保す

家庭児童相談室 12 人

虐待対応専門員 13 人

（婦人担当 2 人）※同

心理担当支援員 2 人

一課内にあり

子ども家庭支援員 4 人

ーとしての指導力向上

安全確認対応職員 1 人

に取り組む。

ると共に、正規職員の
定数増に努める。正規
職員はスーパーバイザ

（婦人担当 4 人）

【業務】

【業務】

【業務】

組織決定を行う体制の

受理会議、定例会議

受理会議や定例会議を

構築が不十分であっ

（対応方針決定、見直

効果的に進めること

た。

し等）におけるフロー

で、個人が抱え込まな

や確認事項を整理し、

いようにし、早期対応

併せて見直し時期や終

と組織としての対応力

結基準を明確にした。

強化を図っていく。

【情報共有】

【情報共有】

【情報共有】

子育て世代包括支援セ

子育て世代包括支援セ

特定妊婦への対応等、

ンターでは、当課とは

ンター内に、当課と同

虐待予防の観点からも

別の母子保健システム

じシステムを設置し、

同一課内にある子育て

を使用している。

職員が閲覧できるよう

世代包括支援センター

にした。

と更なる連携強化を図
っていく。
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第３：紹介自治体の詳細（南房総市、船橋市、松戸市）

南房総市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積： ２３０㎢
③人口： ３８０８１人

（平成３１年 ４月現在）

④児童数：４３４１人

（平成３１年 ４月現在）

⑤類型（小規模等）：小規模Ａ

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
教育委員会

教育総務課

子ども教育課

保健福祉部

生涯学習課

健康支援課

教育係

↑
支援拠点
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社会福祉課

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月： 平成２９年４月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
相談件数

虐待件数

平成２８年度

１０６

５４

平成２９年度

８２

７４

平成３０年度

４７

４０

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
① 通告や受理以前の所属からの相談や情報提供、保健福祉部局からの諸情報を集積し、リス
クや状況をひとまず整理している。このことは通告や受理の際の初期調査や初期支援等、
初動に効果的である。
② 本市の支援拠点は発達や（不登校などの）適応指導業務も行っている。これらの相談者に
は、背景に虐待等の不適切養育があることが多い。支援拠点内の職員で連携して対応にあ
たることができる。また、教育委員会内に設置されているため、児童の所属との連携がと
りやすい。
③ 本市の場合、支援拠点内の業務ごと（家庭児童相談、発達、適応指導）の連携と調整が必
要である。日常的に情報交換を行う一方、毎週水曜日の朝に定例会議を行い、情報共有や
共通理解の場にしている。関係機関とは、円滑な調整・連携のために、お互いが顔の見え
る関係づくりに力を入れている。そのために各機関との連絡を密にすることは当然である
が、各機関をこまめに訪問する、一緒に対応する等を意識して行っている。
④ 上記①②③を生かし、ケースを多面的にとらえ各関係機関の方針を踏まえた支援を進めて
いる。
⑤ ③に同じ。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

平成２５年度から２８年度まで、要対協業

子育て世代包括支援センター未設置。

務は教育委員会子ども教育課（現支援拠

健康支援課が母子保健を担当している状況は変

点）で、母子保健は保健福祉部健康支援課
で担当。要対協では配置された保健師が主

⇒

化なし。支援拠点（子ども教育課）との連携
は、これまでの業務連携の成果もあり、開設時
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として健康支援課と情報交換や支援方針の

よりもかなり円滑になった。共有する情報の量

共有を図っていた。情報提供や支援方針の

が増えたり、家庭訪問等の支援業務を一緒に行

共有が必ずしも円滑に行えてはいなかっ

ったりすること等が具体的にあげられる部分で

た。

ある。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

主として要対協の担当保健師が情報交換や

児相と直接連絡を取る職員が３～４名に増え、

支援対応を担っていた。おのずと連携には

連携量が大幅に増えた。また、児相が多用のた

限りがあり、児相と融合した連携体制を構

め訪問がままならない家庭を市が訪問してフォ

⇒

築できていたとは言い難い。

ローすることや市が得た情報をほぼ連日児相に
提供する等の対応が進められている。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

開設時には要対協業務が支援拠点の中心に

支援拠点は発達や（不登校などの）適応指導業

なっていた。拠点開設と同時に要対協担当

務も担っている。要対協で取り扱う児童に対し

職員数も増えたため、開設以前よりも円滑

てそれらの業務が連携して対応にあたってい

⇒

な業務を遂行できるようになった。

る。要対協は発達に関する関係機関や小児科・
精神科等の医療機関との連携が図れるようにな
った。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：２名（内非常勤０名）

子ども家庭支援員：４名（内非常勤０名）

心理担当支援員：０名（内非常勤０名）

心理担当支援員：１名（内非常勤１名）

虐待対応専門員：３名（内非常勤２名）
その他事務職員等：０名（内非常勤０名）

⇒

虐待対応専門員：３名（内非常勤２名）
その他事務職員等：０名（内非常勤０名）
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

相談室

交流スペース

事務室

４．拠点設置の効果及びメリット
○要対協単独で業務していた期間と比べ、記録や情報の管理、支援までの手続き、支援業務が組織的
に展開できるようになった。
○児童や保護者の多様な問題に対応できるようになった。
○関係機関との連携が深まった。
○児童の所属機関への啓発や所属機関との連携が進んだ。
○関係機関に対する市の支援機関の認知度が高まった。
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船橋市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：85.62 ㎡
③人口：640,012 人（平成３１年４月現在）
④児童数：99,948 人（平成３１年４月現在）
⑤類型（小規模等）：大規模型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：

２９年

４月】

（2） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
平成２８年度：１，０４８件（児童虐待５０６件）
平成２９年度：１，１６５件（児童虐待５８４件）
平成３０年度：１，３３８件（児童虐待６２５件）

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
① 初期調査の段階で情報収集に努めている（世帯状況、所属、関係機関情報、税情報、転入の
場合は前市情報等、事前に可能な限り情報収集）
。
② 初動や支援方針は会議にて決定し、実際の相談対応は２名（うち１名が主担当）で行って
いる。必要に応じ、心理職を同席させている。
③ 定期的に支援方針に係る会議を開催し、進捗状況の確認や支援方針を見直している。関係
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機関間において情報共有を行うと共に、必要に応じ個別ケース検討会議を開催し役割分担
を確認している。
④ 調査については①に準じる。支援や指導については、直接介入を原則とし、家庭訪問を行
うなど直接保護者との面談を重ねている。
外国人への対応も多く、タブレットや通訳の利用により対応している。また必要に応じ、
児との面談も行っている。
行政サービスの導入支援や関係機関への繋ぎも行う（手続きへの同行や事前調整等）
。
⑤ 情報共有のための電話のみではなく、直接関係機関に出向き説明を行い、連携強化に努め
ている。役割分担を行い、同行訪問や両機関で隔週訪問する等の連携をとる場合もある。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・母子保健部門の定例会議に出席し、情報

・2020 年 1 月に開設された包括支援センターと

共有や情報交換。

の業務連携や情報共有方法等について、適宜話

・母子保健部門対象の研修会を開催。

⇒

・初期調査の段階で、母子保健部門の情報

し合いを行う。
その他、開設前からの取組については継続。

（健診や関わりの状況）を収集。
・特定妊婦や乳幼児に関しては情報共有を
密にし、役割分担を行い支援。
（同行訪問や交替で訪問を行う等）

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・主担当を決め、個々のケースの状況によ

・ワーキングチームを設置し、児相との話し合

り役割分担・連携。

いを適宜設けている。連携等双方のメリットと

・ケースワーカーごとに情報共有をおこな
うなど、適宜連携。

⇒

なるような議題を取り上げ、改善に努めてい
る。
・要対協調整担当者を専任し、児相ケースの管
理や効果的な情報共有等についても検討中。
その他、開設前からの取組については継続
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③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・個別のケースワークを中心にネットワー

・専任の調整担当者を置き、ネットワークの強

クを構築し、支援を行った。

化を図っている。

・要対協の構成員である関係機関への啓発

その他、開設前からの取組については継続

⇒

活動を行った（研修会、個別の説明等）
。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：5 名（内非常勤 1 名）
心理担当支援員：2 名（内非常勤 1 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：5 名（内非常勤 0 名）
⇒

心理担当支援員：2 名（内非常勤 0 名）

虐待対応専門員：11 名（内非常勤 6 名）

虐待対応専門員：10 名（内非常勤 6 名）

その他事務職員等：7 名（内非常勤 4 名）

その他事務職員等：12 名（内非常勤 8 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
・相談室

・親子交流スペース

・事務室
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４．拠点設置の効果及びメリット
船橋市では、従前より虐待相談対応の強化を図っており、その中で担当する部署（家庭児童相談
室）の体制整備、取り組み内容の拡充を行い、ケースワーク上の必要から既に要件を満たす体制を
構築していた。
スーパーバイザー（児童相談所ＯＢ）の配置など職員体制の整備や、関係機関との連携強化を行
い、引き続き、拠点としての体制強化を図っていく。

松戸市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：61.38ｋ㎡
③人口：491,265 人（平成３１年４月１日現在）
④児童数：71,252 人（平成３１年３月３１日現在）
⑤類型（小規模等）：中規模型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成２９年４月】

（3） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）

平成２８年度

９６６件（うち虐待相談件数６８５件）

平成２９年度 １，０４５件（うち虐待相談件数６２１件）
平成３０年度 １，３１１件（うち虐待相談件数８２８件）

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
・通告を受理した場合には、管理職を含めて受理会議を行い、初動の方針等を決定してい
る。
・週一回、定例会議を開催し、支援方針を決定している。
・正副担当者を決め、どちらでも対応が出来るようにしている。
・市内を３地区に分け、各地区に１名ずつスーパーバイザー役の職員を配置している。また
学校長経験者を配置しており、学校との連携をとることができている。
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（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

2016 年に子育て世代包括支援センターが設

子ども家庭総合支援拠点を担当する課内に、子

置されたことにより、母子保健部門との連

育て世代包括支援センターを管轄する母子保健

携が取れるようになった。

⇒

担当室があり、特定妊婦から乳幼児までの把握
ができ、連携して情報交換や訪問を行ってい
る。養育支援訪問事業の定例会議にもお互いが
参加し、連携を図っている。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

従来から児童相談所との連携は取れてお

要保護児童対策地域協議会のすべての会議に児

り、関係は良好であった。

童相談所が構成員として出席しており、情報交
⇒

換や協議を行っている。また、一時保護だけで
なく立ち入り調査や施設入所、高い専門性（心
理判定等）が必要な場合に児童相談所に送致を
行っている。また市のみで対応が困難な場合に
は助言や同行訪問を依頼している。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・2016 年 10 月に会議の構成を見直すなど連

・継続して左記の会議を実施しており、
「ケース

携体制の強化をはかり、機関の代表者で構

進行管理会議」については、より密に関係機関

成される「ネットワーク会議」
、実務者で構

⇒

間の情報共有等を行うため、平成２９年度の年

成される「運営会議」
、個別ケースの定期的

２回から今年度は９回に開催回数を増やした。

なフォローや支援方針の確認を行う「ケー

・専門職研修会、医療機関ネットワーク研修

ス進行管理会議」を実施。

会、子育て講演会を実施。

・専門職研修会、医療機関ネットワーク研
修会を実施。
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④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：３名（内非常勤１名）
心理担当支援員：２名（内非常勤２名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：４名（内非常勤０名）
⇒

心理担当支援員：２名（内非常勤２名）

虐待対応専門員：１０名（内非常勤８名）

虐待対応専門員：１３名（内非常勤１１名）

その他事務職員等：２名（内非常勤２名）

その他事務職員等：２名（内非常勤２名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

４．拠点設置の効果及びメリット
・社会福祉士や心理士等の専門職を配置し、他機関との連携を密に図れるよう体制の整備を行うこと
ができた。
・職員や相談員の専門的知識や経験を生かし、児童とその保護者に寄り添った、きめ細やかな支援に
努め、訪問や面談、関係機関との連携に係る電話連絡等を行った行動件数は、拠点設置前の平成２
８年度の 10,209 件から平成 30 年度は 18,133 件と増加した。
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富山県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和２年 3 月まで）
・平成 31 年３月に作成された厚生労働省調査研究事業報告書「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」を各市町村へ配布。
・令和元年５月に各市町村へ支援拠点設置に関する調査を実施。（設置済みの市へは、クリアが難
しかった要綱の項目・基準、緩和が必要な項目・基準等を調査。未設置市町村へは、検討状況や
設置に向けて課題や障害となっている項目・基準、必要な支援等を調査）
・説明会・研修等は未実施。

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
・各市町村の調査を実施し、現状と課題を把握した。

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
・平成 31 年 4 月現在【２市：富山市、滑川市】

４．県としてのコメント
・各市町村の現状と課題、設置済み市の取組・実施状況をふまえ、今後説明会の実施を行うことを
検討中。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．富山市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

子ども家庭総合支援拠

平成 31 年 4 月から、

引き続き、職員の対応

点の設置にあたり、専

心理担当職員１名と虐

力の強化を図るととも

門職員の配置基準に、

待対応専門員として看

に、要保護児童対策地

心理担当職員１名と虐

護師１名を新たに配置

域協議会の調整機関と

待対応専門員１名の計

し、専門性の向上を図

して、児童相談所や関

２名が不足していた。

った。

係機関等と相互に連携
し、対応していく。

児童虐待等に関する相

児童虐待相談の情報と

子ども家庭総合支援拠

談対応や支援経過の記

気がかりな妊産婦等に

点と市内７か所の子育

録等を管理するシステ

関する母子保健の情報

て世代包括支援センタ

ムがなく、管理の方法

を一元管理するシステ

ーとが、要保護児童等

も電子記録や紙媒体

ムを導入する。（令和

に関する必要な情報共

等、統一されていなか

２年３月～）

有を行い、相互に連携
を図りながら、対応し

った。

ていく。
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２．滑川市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

母子健康包括支援セン

健康センターに母子健

システムの共有、定期

ター、子ども家庭総合

康包括支援センター、

的なミーティングによ

支援拠点ともに未設置

子ども課に子ども家庭

る情報共有と連携した

総合支援拠点を設置

対応を行うことで、妊

し、「子ども未来サポ

娠期から子育て期まで

ートセンター」として

の切れ目のない支援を

連携。

行う。

母子・父子自立支援

母子・父子自立支援

子どもや家庭の状態を

員、家庭児童相談員を

員、家庭児童相談員に

多方面から把握するこ

１名ずつ配置

加え、子どもの発達に

とで、適切な支援につ

かかる相談、支援に対

なげる。

応できる言語聴覚士を
配置。
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第３：紹介自治体の詳細（富山市・滑川市）

富山市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）
※著作権の確認が取れていないため省略します。
②面積：1,241.77 ㎢
③人口：415,904 人（平成 31 年 3 月末現在）
④児童数：62,168 人（平成 31 年 3 月末現在）
⑤類型（小規模等）
：中規模型
２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成 31 年４月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
・養護相談
児童虐待相談

その他の相談

H28 年度

206 件

115 件

H29 年度

210 件

372 件

H30 年度

214 件

341 件
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イ

児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
要保護児童等に関する児童相談の情報と気がかりな妊産婦等に関する母子保健の情報を一元
管理するシステムの今年度内の導入に向け、更なる対応の強化に努めている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・ 平成 27 年 10 月に、市内 7 か所の保健福

同左

祉センターに「子育て世代包括支援セン
ター」を設置。

（平成 31 年 4 月に設置したため、開設時と現在
に変更はありません。）

⇒

・ 平成 29 年 4 月に、こども政策の一元化
や、妊娠から出産、乳幼児、青少年まで、
切れ目ない子育て支援を行うこと等を目
的に「こども家庭部」を新設。
・ 平成 31 年 4 月に、こども育成健康課に
「子ども家庭総合支援拠点」を設置。こ
ども育成健康課は、平成 29 年 4 月の組織
再編により、母子保健に関する事項につ
いても所管しており、市内 7 か所の「子
育て世代包括支援センター」と、情報を
共有し、相互に連携を図る体制ができて
いる。
②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

一時保護や立ち入り調査が必要と判断され

2019 年現在の取組・特徴
同左

る事案については、児童相談所に相談・協
力を求めるなど、相互に連携し、対応して

⇒

いる。
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③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

平成 31 年 4 月に「子ども家庭総合支援拠

2019 年現在の取組・特徴
同左

点」を設置したこども育成健康課は、拠点
設置前から引き続き、要保護児童対策地域

⇒

協議会の調整機関としての役割を担ってお
り、関係機関等との連絡調整等を行ってい
る。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 1 名）

2019 年現在の取組・特徴
同左

心理担当支援員：1 名（内非常勤 0 名）
虐待対応専門員：2 名（内非常勤 1 名）

⇒

その他事務職員等：1 名（内非常勤 0 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
・相談室

・親子交流スペース

４．拠点設置の効果及びメリット
拠点の設置にあたり、不足していた心理担当職員 1 名と虐待対応専門員として看護師 1 名を新たに配
置し、専門職を計 2 名増員したことにより、専門性の向上が図られたと同時に、よりきめ細かな対応
が可能となっている。特に、気がかりな児童や母親等に対する心理面のケアが必要な事案や医療機関
の連携が必要な事案への対応の強化を図ることができている。
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滑川市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：54.62km2
③人口：33,263 人（R1 年 10 月現在）
④児童数：5,446 人（R1 年 10 月現在）
⑤類型（小規模等）
：小規模 A

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
教育委員会事務局―学務課
生涯学習課
スポーツ課
子ども課（子ども家庭総合支援拠点）
総務部
産業民生部―市民課―市民健康センター（母子健康包括支援センター）
３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：H31 年 4 月】
（1）特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
H29 31 件（うち虐待対応件数 13 件）
H30 49 件（うち虐待対応件数 27 件）
R1 集計中
イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
市民健康センターに母子健康包括支援センターを、子ども課に子ども家庭総合支援拠点を設
置し、2 拠点が連携し「子ども未来サポートセンター」として切れ目のない相談、支援体制を
構築している。
子ども家庭総合支援拠点の子ども家庭支援員としては、母子父子自立支援員、家庭児童相談
員、言語聴覚士が対応しており、内 2 名が要対協調整担当者講習を受講済みである。
「子ども未来サポートセンター」の設置により、母子保健分野と子ども家庭福祉分野の連携
が強化され、虐待、発達、母子保健に対して一体的に対応することができる。

128

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

要対協における情報共有

左記に加え、定期的な連絡会議の実施

ケースに応じて家庭訪問や面談を共同で実

健康管理システムの共有

施

⇒

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

定例的な情報共有

左記に同じ

必要に応じて個別ケース会議を実施
③要保護児童対策地域協議会の活用

2019 年現在の取組・特徴

⇒
〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

子ども家庭総合支援拠点が要対協調整機関
を担う

2019 年現在の取組・特徴
左記に同じ

⇒

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：4 名（内非常勤 3 名）
心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：4 名（内非常勤 3 名）
⇒

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
既存設備を利用
・事務室 市庁舎子ども課内
・相談室 市庁舎会議室、市民健康センター（母子健康包括支援センター） 等
４．拠点設置の効果及びメリット
「子ども未来サポートセンター」の設置により、母子保健分野と子ども家庭福祉分野の連携が強化さ
れ、一体的な業務遂行を行うことができる。
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石川県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
平成 29 年

市区町村子ども家庭総合支援拠点に関する説明会
内容：支援拠点の設置における要件、子育て世代包括支援センターとの関係、
支援拠点に対する財政支援について

平成 30 年

市区町村子ども家庭総合支援拠点に関する研修会
内容：全国初の支援拠点を設置した千葉県松戸市からの報告

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
市町が支援拠点を設置するにあたり、財政面での検討は必須であり、厚生労働省の方から、支援
拠点に対する財政支援等について、直接説明を頂いたことや、実際の支援の拠点の運営について具
体的に検討していくために、他自治体の実例を踏まえた研修の機会を設けたことは有効であったと
考えている。

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【０自治体】
平成 30 年 4 月現在【３自治体：七尾市、加賀市、能美市】
平成 31 年 4 月現在【５自治体：七尾市、小松市、輪島市、加賀市、能美市】
令和元年 10 月現在【６自治体：七尾市、小松市、輪島市、加賀市、かほく市、能美市】

４．県としてのコメント
県内の市町に支援拠点の設置を促進していくにあたり、各市町の実情に合わせた対応をしていく
必要があり、同程度の人口規模の自治体における設置状況等の情報の提供や他自治体との情報共有
を図っていくことが有効であると考えている。
また、支援拠点を設置した後も、支援拠点の運営や相談支援、他機関との連携の在り方等につい
て、質の向上を図っていくことは重要であり、継続的な研修や他自治体との情報共有の場を設けて
いくことが必要であると考えている。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．七尾市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

・虐待予防の観点から

・虐待予防として、発

・虐待対応・予防事業

の事業の不足。

達支援の充実。

の強化。

・3 歳児健診以降の発

・4 歳児(年中児)巡回

・保育園・認定子ども

達に関するチェック機

相談事業を新設、支援

園に入園している児の

能が無かった。

が必要と思われる児の

保健・医療・福祉に関

保護者との面談等を行

する情報のデーターベ

った。

ース化。

・①福祉課の巡回相談

・拠点職員の資質の向

(2 歳児・年少児)、②

上及び発達検査等評価

特別支援学校の専門相

できる人材や専門機関

談、③4 歳児(年中児)

の確保。

・保健・福祉との情報
共有が不充分だった。
・保育園や認定子ども
園に入園している“気
になる子”や“発達に
支援が必要な子”の情
報を就学に繋げること
が難しかった。

巡回相談、等の情報を
一元化。
・“発育発達等に支援
が必要と思われる年長
児”や“巡回就学相談
等の対象児”につい
て、教育委員会との情
報共有を行った。
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・“支援が必要な子”
の就学に向けた支援体
制の整備。

２．小松市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

・親子で一緒に相談が

・こどもの遊び場のあ

・時間にとらわれず、

出来る相談ルームがな

る相談室の設置によ

いつも相談できるよ

かった。

り、プライベートな空

う、相談ルームを活用

間で相談業務が出来る

していく。

ようになった。

・庁舎内にあることか
ら、他の関係機関と連
携し相談に関われる。

・家庭相談員が４人で

・家庭相談員５名に増

・専門性を生かして更

業務にあたっていた。

員された。

に決め細やかな相談業
務を行っていく。

・子育て支援の相談業

・小松市子育て相談ア

・他市や他県の動向を

務を電話や面談で行っ

ドレスを開設し、メー

見ながら今後の相談業

てきた。

ルでの相談窓口を開設

務のあり方を検討して

した。

いきたい。
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3．加賀市 平成 29 年度に現在の体制を整え、拠点としては平成 30 年度～
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

・母子保健で気になる

・平成 28 年 10 月母

・18 歳以降も子ども

ケースは、学童期以降

子保健と一体的に子育

の社会的自立支援が必

に学校から相談があ

て包括支援センター開

要であれば、関係機関

る。（切れ目ない支援

所し、母子保健との連

に引き継ぐ。18 歳以

の必要性）

携強化

降も切れ目ないよう

・同じ事務所でタイム

に。（就労支援や相談

リーに情報共有するこ

支援専門員等）

とで、妊娠期からの全
数把握、要支援者や要
保護家庭の早期発見

・家庭相談員非常勤 2

・家庭相談員の専門性

・臨床心理士等の配置

名（内、児童福祉司任

の強化として、児童福

により、こども自身へ

用 1 名）であり、虐待

祉司任用前研修（県

の相談支援の強化

相談等負担の大きい業

外）、社会福祉士通信

務を非常勤職員が担う

受講
・保健師、保育士、社
会福祉士等の専門職の
配置

・相談室は庁舎内にあ

・子育て応援ステーシ

・気軽に相談できるよ

るが、必要時に利用で

ョンを開設し、子ども

うに、住民にとって、

きないことがあり、子

を遊ばせながら相談で

ここがあるから育てや

どもを遊ばせながら相

きる個室やスペースを

すいといわれるよう

談できる個室がない。

設けた。

に、気軽さの向上
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4．かほく市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

・虐待等の児童相談件

・これまでの保育士２

・「母子健康包括支援

数が増え、対応には専

名に加え、今年度から

センター」とも連携を

門的なスキルや適切な

社会福祉士１名を配置

強化し、妊娠期から出

関係機関との連携等が

し、きめ細やかな相談

産後までの継続的な支

より求められるように

体制を強化した

援を行っていく

・複雑な家庭問題が絡

・支援拠点設置にあわ

・個別事例の相談だけ

む事例が増加してお

せて、弁護士会と「被

ではなく、研修会やケ

り、それに伴い、法律

虐待児童等の法的支援

ース検討会も通して、

の知識が必要な相談も

に関する協定」を締結

司法分野との連携を、

増加している

した

さらに強化していきた

なった

い

・児童が医療的な課題

・市障がい担当（子ど

・医師会等も通じて、

を抱える事例も多く、

も発達相談支援センタ

小児科医等の連携を強

これまで以上に医療機

ー）を通じて、必要に

化していく必要がある

関との連携が求められ

応じて、地元の精神科

るようになった

医（石川県立高松病
院）による個別相談会
につなげる等、連携を
はかっている
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山梨県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
○県では、児童福祉法第２５条の２第８項に規定する「要保護児童対策調整機関の調整担当者
（市町村職員）研修」について、市町村の子ども家庭支援力を底上げするため、調整担当者だ
けでなく、児童養護部門、母子保健部門、子育て支援部門など受講希望者を広げて実施してい
る。
○当該研修では、家庭において子どもが安全に安心して生活できるよう、市町村の子ども家庭支
援がとても重要であることを再認識し、実際の業務に生かせるよう、ファミリーソーシャルワ
ークの在り方や的確なアセスメント方法、面談相談の技術、要対協と関係機関の効果的な連携
などを学ぶこととしている。
○令和元年度の研修では、市町村子ども家庭総合支援拠点（以下「支援拠点」という。）の役割
や効果、設置を進めるための課題などについて、日本大学鈴木准教授に講義いただき、今後の
設置促進を図った。

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
○厚生労働省平成 30 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業にて、日本大学鈴木准教授がま
とめた「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～」「市
区町村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報告書」を研修を通じて、市町
村に配布できたことは、今後、設置を検討する市町村にとって、大変有意義な情報提供ができ
た。

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【１自治体：甲府市】
平成 30 年 4 月現在【１自治体：甲府市】
平成 31 年 4 月現在【１自治体：甲府市】

４．県としてのコメント
子ども家庭が多い、児童虐待相談件数が多いなど、子ども家庭支援を最重要課題として取り組む
自治体は、既存の支援体制とうまく調整して支援拠点の設置を進める必要がある。また、人口など
において小規模な自治体は、そもそも支援拠点の必要性から検討することとなる。このため、本県
では、令和 2 年度から、支援拠点の設置に向けた協議検討の場を設置する予定である。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

第３：紹介自治体の詳細（甲府市）

甲府市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

本市は山梨県の中央に位置し、南北に細長い形をしています。
市街地は甲府盆地の中心にあり、市内一円からは、北に八ヶ岳、南に富士山、西に南アルプス連
峰を望みます。

②面積：２１２.４７k ㎡
③人口：１８７，８６８人（平成３１年４月現在）
④児童数：２７，６０１人（平成３１年４月現在）
⑤類型（小規模等）：中規模型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成２８年４月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
養護相談
種別
児童虐待

障がい相談
保健相談

＊1
その他

肢体不自由

視聴覚

言語発達

重症心身

知的

発達

平成 28 年度

115

1,327

267

0

0

5

1

1

22

平成 29 年度

115

952

212

2

2

4

0

4

35

平成 30 年度

76

786

251

0

2

3

0

0

6

非行相談

育成相談
不登校

適正

育児・しつけ

＊2
その他

合計

ぐ犯行為等

触法行為等

性格行動

4

0

39

96

2

41

1,538

3,458

8

3

10

43

3

50

1,545

2,988

0

0

2

18

0

11

1,159

2,314

＊1 その他：養育者の病気や入院等による養育困難、経済的困窮など「児童虐待」以外の「養育相談」
＊2 その他：妊婦相談、児童相談所・警察からの対応状況紹介対応など

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
令和元年度から、支援計画として資料を作成する業務量を考慮し、経過記録の中に情報・ア
セスメント・目標・プランを記載している。
特定妊婦への支援は、アセスメント会議を月２回実施するとともに、マイ保健師（母子保健
課地区担当保健師）と同伴で訪問することが多い。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

母子保健課・子ども支援課連携会議

子育て世代包括支援センター（マイ保健師）と

役割・連携方法・配置について等
支援方針確認会議 年３回実施
特定妊婦アセスメント会議 月２回実施

2019 年現在の取組・特徴

の連携強化
⇒

支援方針確認会議 年３回実施
特定妊婦アセスメント会議 月２回実施
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②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

支援方針確認会議 年 3 回実施

2019 年現在の取組・特徴

⇒

県共通の共通アセスメントシートの活用
支援方針確認会議 年 3 回実施

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

５つの分科会があり開催回数が多く、職員

令和元年度、少年鑑別所を新たに委員に加え

１～２名で運営することに苦慮した。

た。

（①居住実態が把握できない児童に関する

平成２９年度に４分科会にまとめ、令和元年度

⇒

分科会②児童虐待（ＤＶ）分科会③育児

は各分科会の担当者を決めた（事務局対応）
。今

支援分科会④不登校（非行）分科会⑤ケ

後は担当者を中心に運営していく。
（①居住実態が把握できない児童に関する分科会

ース進行管理分科会）

②児童虐待（ＤＶ）分科会・育児支援分科会③
不登校（非行）分科会④ケース進行管理分科
会）
個別ケース検討会議は活発に行われているが、
実務者会議は情報提供や研修が多かった。
令和元年度は、個別ケース検討会議で課題が
残ったり、更に広域的な支援が必要なケース
などを話し合う場を設定する。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

平成２８年４月現在

令和元年９月現在

子ども家庭支援員：１０名（内非常勤０

子ども家庭支援員：８名（内非常勤０名・嘱託

名・嘱託職員７名）
心理担当支援員：１名（内非常勤０名・嘱
託職員１名）
（子ども家庭支援員と兼

職員４名）

⇒

心理担当支援員：０名（内非常勤 名）
虐待対応専門員：８名（内非常勤０名・嘱託職

任）
虐待対応専門員：１０名（内非常勤０名・

員４名）
（子ども家庭支援員と兼任）
その他事務職員等：２名（内非常勤０名）

嘱託職員７名）
（子ども家庭支援員と兼
任）
その他事務職員等：０名（内非常勤 名）

心理担当職員の確保が難しい。
虐待対応の経験が浅い職員がほとんど。
比較的経験がある職員が、新人等の指導がで
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平成２８年度は事務職の配置がなかったた

きるよう、受持ちケース数を調整している。

め、地域を担当している職員が、事務の業

係長職は地域を担当せず、全体を掌握し指導

務も担当していた。

的役割を担っている。

平成２９年度まで、心理担当職員含め退職

元児童相談所所長にスーパーバイズを依頼

者が多く相談員が定着しなかった。

し、年６回事例を通してなどアドバイスをい
ただいている。

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

４．拠点設置の効果及びメリット
子育て全般にかかる相談窓口としてワンストップ機能を果たし、また家庭支援として、保健、保育、
生活福祉、障がい福祉、教育分野など、連携が必要な各関係部署と相談者とをタイムリーにつなぐ調
整機能を果たしている。
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長野県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和２年 3 月まで）
平成 29 年度及び平成 30 年度については、すでに子ども家庭総合支援拠点を設置した自治体に対
してヒアリングを実施し、県としての設置促進に関するサポートを検討した。
令和元年度については、県内拠点設置自治体のヒアリング結果を事例集にして、年度末に市町村
に配布する予定。
また、７月に日本大学危機管理学部

鈴木秀洋准教授に子ども家庭総合支援拠点のスタートアッ

プマニュアルについて解説いただいた。また、11 月には日本福祉大学社会福祉学部

平野隆之教

授に県職員向けには市町村支援について、市町村職員向けには県内の子ども家庭総合支援拠点の実
践発表会をとおして、市町村行政における庁内外の連携促進等について講義いただいた。

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
令和元年度については、各自治体にヒアリングを行い、取り組みの具体例を他市町村に波及する
べく事例集を作成した。また、ヒアリングの結果から、子ども家庭総合支援拠点を設置することの
サポート（国の要綱の解釈など）の他に、各市町村に対して、それぞれの実態を踏まえた他機関連
携や庁内連携体制、社会資源開発、人材育成などの方法をオーダーメイドで提案できる体制が必要
であることがわかった。
そのため、令和２年度からは各児童相談所に地域養育支援担当者を配置し、各市町村支援を丁寧
に行い、地域全体で子育て家庭や子どもを支えられるよう地域の支援力の強化を図る予定。
子ども家庭総合支援拠点設置のための研修会及び実践発表会は、子ども家庭総合支援拠点の基礎
的な知識を得る機会になったとともに、他市町村の先進的取り組みを知る機会となり、他市町村の
刺激となったようである。また、県職員の市町村支援力の強化を目的に福祉を専門とする県職員に
対し研修を行ったことも、職員への刺激となった。

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在
５自治体
自治体：飯田市、伊那市、塩尻市、辰野町、箕輪町
平成 30 年 4 月現在
10 自治体
自治体：飯田市、伊那市、中野市、茅野市、塩尻市、辰野町、箕輪町、阿智村、木曽町、池田町
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平成 31 年 4 月現在
15 自治体
自治体：飯田市、諏訪市、伊那市、駒ケ根市、中野市、茅野市、塩尻市、千曲市、辰野町、箕輪
町、阿智村、木曽町、生坂村、池田町、白馬村

４．県としてのコメント
子ども家庭総合支援拠点は設置するだけではなく、中身が大切だと思っています。拠点未設置市
町村に対しては、拠点設置について支援を行い、拠点設置済の市町村については、拠点の充実の支
援を行うように考えています。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．伊那市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

総合的な相談窓口がな

・伊那市子ども相談室

令和２年度から国の市

く、各機関がそれぞれ

設置要綱を制定し、子

区町村子ども家庭総合

に対応していた。

どもに関する相談窓口

支援拠点機能強化事業

を集約し、

を利用し、民間 NPO

(1)家庭児童相談・教

団体に委託し、レスパ

育相談に関すること。

イト事業を開始予定。

(2)要保護児童対策地

これにより、保護者の

域協議会の運営

養育への不安感等の軽

(3)教育支援委員会の

減を図り、虐待防止や

運営
(4)指定特定相談支援
事業所及び指定障害児
相談支援事業所の運営
(5)幼稚園・保育園・
小学校・中学校の巡回
相談
(6)関係機関との連携
に関すること。
(7)子どもや保護者の
支援に関すること。
の事業を行っている。
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虐待案件の重篤化を予
防する。
また、里親や、レスパ
イト事業への協力家庭
を増やし、地域全体で
の子育て支援体制を整
備していきたい。
あわせて、児童相談所
と協力して、里親制度
の周知を図り、増加に
つなげたい。

第３：紹介自治体の詳細（伊那市）

伊那市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：667.93 ㎢
③人口：67,876 人

（ 令和元年 ９月現在）

④児童数：10,668 人

（ 令和元年 ９月現在）

⑤類型（小規模等）
：小規模Ｂ型
２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

教育委員会

学校教育課

教育総務係

教育委員

学校施設係

教育長

学務係
保健給食係

事務局

給食センター

子ども相談係
（支援拠点）
小学校 15 校
中学校 6 校
生涯学習課
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月： 平成２９ 年 ４ 月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
平成２８年度

6,018 件 うち児童虐待件数 336 件

平成２９年度

4,978 件 うち児童虐待件数 209

平成３９年度

4,919 件 うち児童虐待件数 149

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
（１）子ども家庭支援業務にかかる業務
ア 実情の把握
・子どもや家族・同居以外の親族について、養育環境全般について関係機関（Ｐ１３の具
体例やインフォーマル含む）から必要な情報を収集している。所得や滞納状況、各種手
当や手帳の取得の有無についても把握している。情報収集後、支援拠点で対応した方が
良いケースか否かを要対協事務局で検討する。支援拠点の対応でない場合は、母子保健
や在籍機関（小中学校・保育園）等にお願いする場合もある。その時は理由と支援方針
について検討し、状況の変化（具体的に検討しておく）があればいつでも情報をいただ
くことの確認をしておく。
・初期段階で確認しておく情報収集の内容は組織で共有できている。
・個別のケース支援会議をできる限り開催（Ｈ３０年度は２５２回開催）し、経時的に変
化する実状の把握に努めている。
・支援拠点の中に保健・医療・福祉・教育の職員がいるので、０歳から１５歳までの子ど
もは繋がっており家庭環境や発達状況の把握はしやすい。
・進行管理をしている子ども全員について、在籍する機関（保育園・幼稚園・子ども園・
小中学校・高校・母子保健）から４ヶ月に１回文書で情報をいただく。心配な状況ある
ときは随時情報をいただく。
・居住実態が把握できない子どもは母子保健や小中学校から情報をいただき、支援拠点で
対応を検討する。必要に応じて警察等とも連絡を取り合う。
イ 情報提供
・相談者の理解度等状況に応じて渡す資料等にマーカーを引いたり、付け加えたりするな
どしている
・関係機関への情報提供については、誰にどんな内容を伝えるかについて、相談者の許可
を得て行う場合が多いが、許可がない場合は情報提供の手法について詳細に協議する。
ウ

相談対応
・子どもの最善の利益や権利の保障という目的からずれないよう意識はしているものの、
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対応する機関や職員により温度差があったり、保護者との関係構築が難しくなかなか介
入が困難であったりするケースはある。
・相談者のニーズを把握しそれに応じた支援について情報提供し、相談者が決定できる支
援を心掛けている。子どもが健やかに育つ課題等について相談者のニーズが異なる場合
は、相談者自身が気づける支援を心掛けている。
・支援拠点の中に保健・医療・福祉・教育の職員がおり、０歳から１８歳までの子どもに
ついて、様々な相談に応じられる体制にある。相談内容により、有効な相談ができる職
種に繋いでいる。人的体制や能力は支援拠点全体で共有している。
・担当者とのマッチングの問題も起こることがあり、担当者の変更はある。
・１相談者につきできる限り２人体制で対応している。内容に応じて母子保健の保健師や
生活保護のＣＷ等と同伴で行う場合もある。要対協事務局の４人で毎週１回、その週の
相談者について情報共有や支援方針等について協議し、担当者がいない時でも相談でき
る体制を整えている。面談間隔は担当者に任されているが、週１回の会議時に協議され
る時もある。
・民間含めて多様な関係機関や担当者とは繋がっており、連携がとりやすい状況にある。
市役所以外の関係機関の社会資源の更新ができていない。
・繋いだ後のフィードバックについては、重症度によりする場合と関係機関に任せる場合
とある。
・児童相談所への連絡・相談や送致を行うルールは定めてある。緊急度や重症度が高いと
判断した事例についてはすぐに児相に通告している。困難事例について、専門的な見立
てや支援方針への援助を求めている。
・自助・共助が乏しい相談者については、相談窓口や学校・病院等に同行したり、サービ
ス利用の手続きの応援をしたりしている。
エ

総合調整
・虐待リスクの高い事例等は個別検討会議を頻繁に開いているので、情報共有や課題につ
いての役割分担ができている。次回の会議で対応の検証と支援方針の見直しを行う等、
ＰＤＣＡサイクルによる支援を継続している。経時的に様々な課題が発生するので、そ
の状況により関係機関を組み合わせている。個別検討会議の合間に発生した情報につい
て、必要なことは関係機関へ情報の発信を行う。
・保護者が難しかったり貧困家庭であったりすると、子どもの権利が守られていない事例
も多い。特に前者の場合は支援をどう組み立てるかが難しい。
・療育部門（発達支援部門）
、虐待部門、教育部門が同一係であるので、相互の情報交換は
しやすい。療育部門が母子保健分野の健診や発達支援事業に関わったり、保育園を巡回
したりして虐待のリスクを含めて子どもの発達を把握している。
・母子保健や生活困窮者、障がい関係、一人親関係などは虐待部門と同一敷地内ではない
が実務者会で月１回は全ケースについて情報共有等行っている。また月に１回、母子保
健担当者と一人親担当者、虐待部門の保健師等と健診や訪問、母子手帳交付時等に虐待

146

のリスクが心配されるケースについて情報共有と支援方針について協議している。
・月１回実務者会を実施し、２ケ月で全ケースの進行管理ができるようにしている。進行
管理表は、在籍機関からの情報をいただくのに合わせて４ヶ月に１回更新している。
困難ケースの検討や、新規虐待通告の報告、進行管理を終了とするケースの提案も合わ
せて行っている。
●実務者会構成メンバー
市役所関係（子育て支援係長、一人親担当者、障害福祉係ＣＷ、保健師、学校教育課
指導主事）
、弁護士、児童相談所、警察署、要対協の事務局全員
（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
ア 相談・通告の受付
・要対協の対象の児童が支援拠点につながってくるよう、虐待通告や対応の流れ等につ
いて研修会を、関係機関に対して行っている。
・ＳＯＳを受け止めたり引き出せるような研修は対応する職員ができるかぎり受講して
いる。
・情報収集項目はある程度は統一されている。
・関係機関、リスクが高く心配される家庭からは、時間外でも２４時間３６５日相談が
できるような体制を整えている。職員が携帯電話を常に持ち対応。家庭状況により保
護者と子どもにＳＯＳを出せるよう携帯電話番号を教えておく。
イ

受理会議
・随時その場にいるメンバーで暫定的に緊急受理会議を行っている。管理職にはあとか
ら報告する場合も多い。
・緊急度や重症度が高い場合は、一時保護の有無等の簡単なアセスメントを行い、情報
が不十分でも児相に通報する。

ウ

調査
・通告後、早期にできる限り傷痣の確認や子どもから話を聞けるよう努めている。
子どものニーズが支援に生かされるよう努めている。
在籍機関からここに至る経過、保護者の養育状況、保護者や子ども・在籍機関との関
係性、保護者の人となり、協力者の有無や関係性の良い人の有無等把握してくる。
・関係する幅広い機関から多角的な情報を集める（１）のア参照。緊急度が低い場合は
後日、必要に応じて個別ケース検討会議を開き足りない情報を収集し支援のためのニ
ーズの把握に努めている。児相との共有アセスメントシート（Ａ３一枚のもの）を使
うことを心掛けている。
・保健、医療、福祉、教育のスタッフが同一係内にいるので多方面からの調査はしやす
い。

エ

アセスメント
・個別ケース支援会議では共通アセスメントシートを活用し緊急度やリスク判断、課題
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や支援内容の検討を行うよう努めているが、支援の評価など支援の途中で何回も活用
は難しい。
・個別ケース支援会議は進行管理対象家族の７割は開催している。開催頻度は月１回か
ら３か月に１回などケースの状況により異なる。保護者や子ども本人にも参加してい
ただき意見を聞く場合もある。
・医師・弁護士に相談するルートはできている。弁護士の相談料を予算化している。
オ

支援計画の作成等
・上記アセスメントに基づき、個別支援会議にて支援計画を作成している。支援の過程
で緊急事態が生じる可能性の高いケースについて起こりうることを出し、具体的な対
応を決めている。
・保護者や子どもが参加する場合は、関係者が終了後、時間差で行う。子どもや保護者
の意見を聞きながら白板に記入し印刷して保護者に渡す。
・進行管理目標と見直しは個別ケース支援会議の内容に基づき、担当者が中心にしてい
る。組織的に確認はしていない。

カ

支援及び指導等
・本人だけでなく保護者や家族、別居の親族についても必要に応じて支援をしている。
・ジェノグラムや支援マップをできる限り作成している。
・子どもや家庭の状況に合わせた支援方法を保護者とも相談して選択している。
・行政の様々なサービスや地域の資源、産前産後事業や子ども食堂等は熟知して提供し
ている。
・こういう社会資源が欲しいと思っても作るまでする余裕がないが、民間の方の協力を
得て、要保護児童のファミリーサポート、レスパイト事業を試験的に実施している。
・情報の記録はしているが、現場対応に追われて落ちていることもある。児童家庭相談
システムは導入されていない。
・家庭復帰に当たり、必要な関係機関と連携し支援継続のためのコーデイネートはでき
ている。

キ

児童記録票の作成
・担当者の不在時でも対応できるように子どもごと作成し、あいうえお順に保管・管理
している。
・妊婦については受理段階から作成し妊婦自身の記録を残している。
・特別養子縁組についての情報も提供しているが、相談の経過については簡単に記録し
ている。

ク

支援の終結
・支援の終結については、方針決定前に担当者間で協議する。
・終結理由・根拠、日時、次への支援をお願いする機関を明記し一覧表にして実務者会
で提案し、承認されれば終結とする。
・見守り等支援をお願いする機関へは事前に相談し承諾を得ておく。
・再発や特定妊婦に繋がる事例があるので、記録を長期保存している。
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（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕

⇒

（１）
（２）に記載した内容はすでに取り
組んでいた。

2019 年現在の取組
開設前と同じ

⇒

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

・月に１回の実務者会にて、全体の半分の

2019 年現在の取組
開設前に同じ

ケースについて情報共有している。２か
月で全ケース情報共有をしている。
・必要に応じて個別ケースについて情報交
換や役割の分担をしている。
・コミュニケーションが円滑にでき連携は
良く協働している。
・年に１～２回全ケースについて主担当や

⇒

ケースの見立て、援助方針・ランクの見
直し等協議し組織として決定している。
・児相が終結しても、支援拠点として支援
を関係機関と連携して継続しているケー
スは多い。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

・要対協の活用については代表者会・実務

開設前に同じ

者会・関係機関の構成員研修会等で周知
している
・個別ケース検討会議では、ケースの見立
てや役割分担、具体的行動をいつごろま
でに、詳細にわたって協議されている。

2019 年現在の取組

⇒

その司令塔としての役割を要対協が果た
している。
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④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組

⇒
子ども家庭支援員：４名（内非常勤３名）

子ども家庭支援員：４名（内非常勤３名）

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等：１名（内非常勤 名）

その他事務職員等：１名（内非常勤 名）

※子ども家庭支援員は虐待対応専門員を兼務

※子ども家庭支援員は虐待対応専門員を兼務

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
事務室

相談室１

児童発達支援事業所内にあり、上記のほかに施設内の相談室４、会議室１が使用可能。

４．拠点設置の効果及びメリット
・支援拠点設置以前から伊那市子ども相談室として同様の業務を行ってきており、現状では大き
な変化はない。
・今後、拠点設置の周知が市職員や関係機関に広がることで、今以上に関係者の意識の向上を図
りたい。
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岐阜県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
令和元年１０月１６日
厚生労働省による、子ども・子育て支援推進調査研究事業（子ども家庭総合支援拠点の設置促進に
関する調査研究）によるアドバイザー派遣を活用し、県内市町村職員向けに研修会を実施した。

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
支援拠点とは何か、設置が義務化されたこと等の初歩的な内容から実際に拠点を立ち上げた事例を
踏まえた話をすることで、参加者に拠点設置の意識付けを行うことができた。

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【１（数）自治体：高山市】
平成 30 年 4 月現在【２（数）自治体：高山市、岐南町】
平成 31 年 4 月現在 【５（数）自治体：岐阜市、高山市、岐南町、北方町、白川町】

４．県としてのコメント
アドバイザーの派遣については、次年度以降も継続を予定している。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．北方町
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

母子部門で、以下のよう

妊娠届出時に把握した情

な対応を実施している。

報を基に、継続支援の必

機関との連携及び情報共

・妊娠届出時の個別面接

要性について判断するこ

有が不足していた。

・乳幼児健診・相談での

課題
継続支援について、関係

育児相談

とができる。
結果として、早期介入・
支援に繋がっている。

２．白川町
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

課題
有資格者２名かつ常勤の
職員体制が整わない。

支援拠点の設置前か

支援拠点として名称を正

ら、保健・福祉・教育

式に掲げたことにより、

がそれぞれの立場で連

従来の業務連携が具体的

携し、要保護児童への

に位置づけられたことと

対応にあたっていた。

なり、より円滑なケース

また拠点の整備に伴い

管理、情報集約等の実施

必要な職員体制を整え

が見込める。

ることができた。
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第３：紹介自治体の詳細（北方町、白川町）

北方町
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：5.18km2
③人口：18,380 人（2019 年 8 月末現在）
④児童数：3,145 人（2019 年 8 月末現在）
⑤類型（小規模等）：小規模Ａ型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

組織図への位置づけ無し

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：2018 年 7 月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
北方町福祉健康課相談窓口にて
平成３０年度養護相談のうち
児童虐待相談 ３０件

その他の相談 １０件
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イ

児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴

・児童虐待対応の主の相談窓口及び関係機関との調整役として役場にある福祉健康課が担っ
ている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

妊娠届出時の個別面接

妊娠届出時に把握した情報を基に、継続支援の

乳幼児健診・相談での育児相談

必要性について判断し早期に介入・支援してい

⇒

る。
子育てに関する社会資源の情報発信。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

虐待等の相談（情報）が入った場合、児童
相談所へ連絡し対応について相談を行って

変更無し
⇒

いる。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

虐待等の相談（情報）があった児について
随時、進行管理会議等において情報の共有

変更無し
⇒

や要対協での管理などを行っている。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

子ども家庭支援員：２名（内非常勤１名）

⇒

⇒

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：３名（内非常勤２名）
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等

〔マニュアル P.27 参照〕

（親子交流スペース）
（相談室）

４．拠点設置の効果及びメリット
・相談窓口の明確化により情報集約ができ、切れ目のない支援が行える。

白川町
１． 自治体の概要

岐阜県

白川町

①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：２３７．８９ｋ㎡
③人口：８，１１６人 （R 元年９月現在）
④児童数：９１７人 （R 元年９月現在）
⑤類型（小規模等）：小規模Ａ型
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２． 自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

子育て世代包括支援センター

児童虐待・DV等
予防対策
地域協議会

保健センター

関係機関

地域住民

こども発達支援教室
子育て支援センター

相談

通告

１．事態の危険度や
緊急度の判断

白川町児童虐待・DV等
予防対策地域協議会事務局
（要保護児童対策調整機関）

教育委員会 子育て支援係

通報
連絡
相談

民生児童委員
主任児童委員
個
別
ケ

中濃子ども相談センター

ー

２．緊急でなくとも検
討を要する場合の個
別ケース会議開催の
判断

小・中学校

子ども家庭支援センター

３．会議の招集メン
バー（機関）の決定
．

ス
会
議

医療機関

中濃子ど も 相談セン タ ー
緊急を要する場合、子どもの安全確保を行う。

警察
家族・親戚
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う ども個
も と別
とにケ
そ各
の関 ス
家係 会
族機 議
に関に
対 ・ て
し職話
て種 し
適が 合
切役 わ
な割れ
支分 た
援担 方
をし向
行子 性
を

ー

子ども家庭総合支援拠点

。

代
表
者
会
議

保育園

連関
携係
に機
よ関
る と
支の
援

実
務
者
会
議

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：Ｈ３１年４月】

（2） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
Ｈ２８ １０９件（内虐待３２件）
Ｈ２９

７８件（内虐待３０件）

Ｈ３０

９３件（内虐待３１件）

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
教育委員会内の子育て支援係が子ども家庭総合支援拠点とし機能している。また、１つの
部署として子育て世代包括支援センターが存在するわけでなく、保健センターと子育て支援
係の職員が連携して業務を行うシステムとなっている。特に平成１１年４月から、保育園を
含む子育て支援関係の業務が教育委員会に入り、更に保健センターの健診や福祉部門の療育
関係の業務にも、保健・福祉・教育がそれぞれの立場で連携し、０歳～１８歳までを一貫し
た目で見るシステムを続けている。ケース管理、情報集約、連携会議等、拠点の４業務は教
育委員会子育て支援係の子育て支援専門監が中心となって行っている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

⇒

〔マニュアル P.6～7 参照〕
2019 年現在の取組

以前から保健・福祉・教育の連携は取られ

２０１９年から子育て世代包括支援センターを

ていた。

正式に立ち上げたことから、同時に子ども家庭
⇒

②児童相談所との連携

総合支援拠点も一体的に取り組むこととした。

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

以前から連携は密にしている。

2019 年現在の取組
連携の取り方に特に変わりはない。

⇒

③要保護児童対策地域協議会の活用
開設時の取組

〔マニュアル P.8 参照〕
⇒

連携を密にしケースに応じて活用してい
る。

2019 年現在の取組
連携の取り方に特に変わりはない。

⇒
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④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：２名（内非常勤０名）

2019 年現在の取組
子ども家庭支援員：３名（内非常勤１名）

保育士１名、教員１名
心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

保育士１名、教員２名（内非常勤１名）
⇒

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

４．拠点設置の効果及びメリット
子ども家庭総合支援拠点、子育て世代包括支援センターという名称を正式に掲げたことにより、今
までの業務が具体的に位置づけられた。
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静岡県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
市町職員が「市区町村子ども家庭総合支援拠点」に求められる役割、具体的な運営方法について理
解を深めること、「市区町村子ども家庭総合支援拠点」の設置を促進し、市町の相談支援体制の一層
の充実を図ることを目的に、平成３０年度から市町向け研修を実施している。
年度

内容

参加者

日時

平成３１年２月５日（火）
市町児童福祉主管
平成 30 年度

会場

プラザ・ヴェルデ（沼
津市）

市区町村子ども家庭 課職員、児童相談
総合支援拠点研修会

所職員、県健康福
祉センター職員等

平成３１年２月７日（木）

平成３１年２月１３日（水）

男女協働参画センタ
ーあざれあ（静岡市）
浜松総合庁舎（浜松
市）

市町児童福祉主管
市区町村子ども家庭 課職員、市町母子保
総合支援拠点研修会 健主管課職員、児童
（母子保健セミナー 相談所職員、県健康
合同開催）

令和２年１月２１日（火）

静岡産業経済会館（静
岡市）

福祉センター職員
等
森町児童福祉主管
課職員、母子保健 令和元年９月１９日（木） 森町保健福祉センター

令和元年度

主管課職員
市町向け個別学習会

掛川市児童福祉主
管課職員、母子保
健主管課職員、人

令和元年１１月２５日（月） 掛川市役所

事・企画担当職員
地区別研修会

市町児童福祉主管

（児童相談所管轄ごと） 課職員、児童相談
所職員

令和元年 12 月 26 日（木）

中央児童相談所会議
室（藤枝市）

※３月に予定していた東部・富士児童相談所、西部児童相談所における地区別研修会は延期
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２．県の取組（有効であったと考えているところ）
○開催場所の配慮・効果
・多くの市町職員に参加していただけるよう、平成３０年度の研修会は県内３か所で実施した。令
和元年度は静岡市内での「全体研修」に加え、「児童相談所管轄単位での地区別研修会」、「各
市町に出向いての学習会」を実施している。
・「児童相談所管轄単位での地区別研修会」を実施することで、身近な市町との横の繋がりが深ま
るとともに、児童相談所職員も多く研修に参加することが出来、児童相談所職員の支援拠点への
理解が進むこと期待される。
・また、「各市町に出向いての学習会」では、児童福祉主管課職員だけでなく、母子保健主管課職
員、人事や企画を担当する職員等も参加している。各市町において支援拠点（組織体制）をどの
ように作っていくのか議論を始めるきっかけ作りとなっていると考えられる。
○参加者の構成・効果
・平成３０年度の研修会では、支援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。人事、予算要求を行う立場にある人の参加により、各市町におい
て支援拠点設置への意識が高まることが期待される。
・令和元年度は、支援拠点との関係が深い「子育て世代包括支援センターとの連携」「児童相談所
との連携」をテーマに研修会を企画した。母子保健セミナーとの合同開催とし、母子保健主管課
職員の参加を呼びかけた。母子保健主管課職員にも支援拠点を知ってもらうことで、各市町にお
ける支援拠点と子育て世代包括との連携や、特に小規模自治体における子育て世代包括を主体と
する支援拠点の設置について考える機会となったと思われる。
○研修会の構成・効果
・支援拠点について説明を聞く、学ぶのみではなく、現在の市町の相談支援体制と結びつけながら、
強みや弱み・今後のあり方について市町職員が主体的に考えることを目的に、研修会は講義＋グ
ループワークで構成している。

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【４市 自治体：熱海市、藤枝市、焼津市、袋井市】
平成 30 年 4 月現在【５市 自治体：熱海市、藤枝市、焼津市、袋井市、富士市】
平成 31 年 4 月現在【10 市

自治体：熱海市、藤枝市、焼津市、袋井市、富士市、伊東市、伊豆市、
富士宮市、島田市、磐田市】

４．県としてのコメント
支援拠点の設置が目標ではなく、静岡県内に「支援拠点」が増え、地域における児童相談支援
体制がより充実していくことが大切である。県内の３５市町の人口、財政規模、組織体制は様々
であり、必要な情報や支援も異なるため、市町の現状を把握すること、市町のニーズを把握する
こと、ニーズに合わせた支援を行うこと意識し、今後も取り組んでいきたい。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介
１．焼津市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制度・

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

業務・職員体制・設備等）

できたこと（解決してきた

やっていくこと・課題解決

こと）

後の具体的地域の姿など）

相談者が市役所のどの

子どもに関する相談

保健センター、青少年

窓口に相談したら良い

は、支援拠点である「こ

教育相談センター等と

か迷いがあった。

ども相談センター」を

の役割分担の整理を行

総合的な窓口とした。

う。

相談室等が不足してい

相談室を 2 部屋増設、

人員増による執務スペ

た。また、相談するに

親子交流スペース、相

ースの拡張。

は執務室のドアを開け

談窓口カウンターを新

て入らなければならな

設した。

かった。

子どもに関する総合相

子どもの健康相談に対

相談件数の増加に対応

談窓口として、多職種

応するため、支援拠点

するための人員配置体

の配置体制が必要であ

である「こども相談セ

制の強化を進める。

った。

ンター」に保健師を配
置した。
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２．藤枝市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制度・

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

業務・職員体制・設備等）

できたこと（解決してきた

やっていくこと・課題解決

こと）

後の具体的地域の姿など）

●専門職が未配置。実

●人的配置基準によ

●関係機関（ネットワ

務経験のある事務職や

り、支援拠点に専門性

ーク構成員）の専門性

非常勤職員等（相談員）

が求められていること

の更なる向上が課題で

の経験に頼っていた部

が明確になり、定員全

ある。子どもの命を守

分が多いく、“見守り”

てが有資格者となる

るためには、早期発見･

という名の支援が多

も、専門性の維持･向上

早期対応が必要であ

い。

は必須。限られた人員

り、関係機関への継続

の中で、迅速かつ的確･

的な周知活動や教育が

適切に対応できるよ

必要と考える。

う、積極的な研修参加

※事件があってからで

と OJT の徹底に努めて

は遅い！！

いる。

●家庭児童相談という

●支援拠点の業務が明

●常に課題を明確に

相談業務が主とされて

確になり、必要な事業

し、PDCA サイクルに

いたため、児童虐待や

を予算化しやすくなっ

よる事業展開を心がけ

DV 予防、およびそれ

た。また、法や制度の

る。そのためには、ス

らの世代間連鎖の防止

改正にも、組織として

タッフの意識改革も重

等の支援策や啓発事業

対応しやすくなった。

要！

は、市の独自事業とさ

※事業は書ききれない

れていた。
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●児童虐待において

●「支援拠点は児相の

●支援拠点のスーパー

は、児相の下部組織が

下部組織ではなく、役

バイズを他機関に求

市町村という認識が主

割が異なる対応機関で

め、確立していく。

であり、上下関係の中

ある」との位置づけか

での協議はほとんどな

ら、役割分担を強く意

かった。ケース対応で

識した、地域支援にお

も、児相の指示待ちが

ける強みを生かしたチ

多く、協議による対応

ーム対応に心掛けてい

や支援計画の立案はで

る。機会があるごとに、

きていなかった。当日

児相とのケース協議

や事後の退所連絡や報

や、支援拠点へのケー

告は当たり前で、児相

ス指導委託や児童福祉

の終結判断に意見を述

事務所送致を提案して

べることはできなかっ

いる。
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３．磐田市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制度・

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

業務・職員体制・設備等）

できたこと（解決してきた

やっていくこと・課題解決

こと）

後の具体的地域の姿など）

●組織体制の確立
・トップの理解を得る

・特に母子保健関係での

・専門の係が存在しない

・人事部局や教育委員会

・他業務との兼務で対応

との専門員配置の交渉

（子育て世代包括支援

・専門職でなく、事務職

・専門部署の稼働、教員

センター⇔地区担当

員が対応（人事異動の

や保健師等専門職員の

保健師⇔支援拠点）

スパンも早い）

配置、支援員の増員

連携の円滑化

・就園、就学時に支援の
切れ目を作らない連携

（体制を整えた上で）
●職員のスキルアップ

・対応する職員の専門性

・職員の各種研修会への

をより高め、多角的な

積極的な参加
・職員相互による知識の
共有

視点から支援したい
・問題が大きくなる前か
ら支援できる体制をよ
り強化していきたい

●関係機関との連携の
弱さ

・人事異動があっても、

・関係機関（主に学校や

・児相経験のある教員、

や園）からの信頼性が

母子保健経験のある保

薄く、情報が寄せられ

健師、保育園勤務経

ない状況
・児相との関係性に悩む

現在の職種の職員を維
持していく
・やはり“人”が勝負な

・各機関をマメに訪問し

ので専門員、支援員の

動きを理解し共通認識

人選には注力が不可欠

を持ている
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第３：紹介自治体の詳細（焼津市、藤枝市、磐田市）

焼津市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：70.31Ｋ㎡
③人口： 139,499 人 （2019 年 6 月現在）
④児童数：21,375 人 （2019 年 6 月現在）
⑤類型（小規模等）
：小規模Ｃ型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：29 年 4 月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
H28 年度
養護相談（児童虐待） 356 件（205 件）
イ 児童虐待対応として工夫している事項

H29 年度

H30 年度

322 件（139 件）

390 件（155 件）

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
①と⑤
小学校教諭をケースワーカーにすることで、市内公立小中学校との連携を強化している。
民生委員、主任児童委員の会合に出席し地域との連携を強化している。
保健師を配置することで、保健センターとの連携を強化している。
②
相談者が人目につかずに来所できるようプライバシーに配慮した場所に窓口を設置した。
全職員が情報共有するため、また支援方針を検討するために、毎朝前日の対応について協議や
報告を行っている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕

⇒

2019 年現在の取組

拠点の設置後に子育て世代包括支援センタ

月一定期連絡会の実施

ーが設置されたため、開設前の取組なし

ケースに関する情報共有と協働
⇒

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組

虐待対応における協働と連携

虐待対応における協働と連携

要対協実務者会議や個別ケース検討会議へ

要対協実務者会議や個別ケース検討会議への参

の参加依頼

⇒

加依頼
児相による児童虐待対応のスキルアップのため
の研修会の実施
総合会議への出席によるケース対応の研修、連携
の強化
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③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組

ケース検討と関係機関の役割分担の確認

ケース検討と関係機関の役割分担の確認

専門家からの助言

専門家からの助言

進行管理

④人員配置

⇒

進行管理

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：3 名（内非常勤 名）
心理担当支援員：1 名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組

子ども家庭支援員：3 名（内非常勤 名）
⇒

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：3 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：3 名（内非常勤 名）

その他事務職員等：1 名（内非常勤 1 名）

その他事務職員等：1 名（内非常勤 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

４．拠点設置の効果及びメリット

①支援拠点としての職員配置人数が定められているため、職員確保の根拠として人事当局に
要求ができる。結果として、職員が増え、かつ教諭、保健師、保育士、心理士、社会福祉士
等、多職種の職員が配置されることとなれば、多角的な視点での支援が行えることとなり、
惹いては支援拠点でのワンストップサービスにつなげることができる。
②支援拠点として、相談室、親子の交流スペース、事務室等の設備を設けることが定められ
ているため、施設整備要求の根拠となる。結果として、専用の相談室が確保できれば、相談
者の相談時間のニーズにも多分に対応できることとなり、市民サービスの向上や相談業務の
効率化につなげることができる。
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藤枝市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：１９４．１ｋ㎡
③人口：１４４，９００人 （令和元年８月現在）
④児童数：１８歳未満２２，９４３人 （令和元年８月現在）
⑤類型（小規模等）
：小規模Ｃ型
２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
「藤枝市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱」
（平成２９年４月１日制定）に定める事業は、健康福
祉部子ども家庭課にて実施する。
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成２９年 ４月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
児童虐待対応（ケース登録）件数の推移
年度

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度

新規

４６

１０３

９３

継続

１５２

１１１

１５７

合計

１９８

２１４

２５０

児童虐待相談件数の推移
年度

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度

件数

１，１５６

２，０３７

２，４２７

割合

１４．９％

２４．１％

３１．７％

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機関
との連携）遂行上の特徴
①
・虐待通告の意識を高めるため、特に子どもの状況を把握できる（子どもと家族に接点がある）市
内全ての小中学校、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、地区担当者と顔の見える関係を構築しておく。
（令和元年
度は１２２施設実施）
・虐待初期対応について「出前講座」という形で研修を行い、関係機関（保育園等）の虐待発見時
の対応能力向上を図る。関係機関との連携強化と情報提供元の対応能力向上により、早期に正確
な状況を把握できると考えている。
②
・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している。
研修参加状況：H２９：４６回１１９延人、H３０：５０回１１７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）
③
・健康管理システムの共用（虐待・母子保健・発達）による情報共有。
H３０年度より、教育・障害担当とのシステム共用開始。
・要対協専門部会（３部会）への虐待担当職員の参加。
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④
・ケース対応時には、県作成の「市町村職員のための子ども虐待対応マニュアル」に沿った共通
アセスメントシートを用いその後の調査で、今ある情報・必要な情報、リスクを整理し、対応に
活かしている。
・傷痣撮影の際に客観的な資料とするために、スケールを導入している。
・処遇検討会議を週１回開催（虐待担当全員）
。
・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。
・子育て支援施策担当（児童課）が虐待担当課の隣にあり子育て支援センター・保育園・放課後児
童クラブ等に係る情報交換を行っている。
⑤
・子ども育成支援事業（＝具体的支援手段の一つとして、ネグレクト児を対象に『子どもの第３の
※

居場所』として、送迎付きで宿題・遊び・食事等を提供する世代間連鎖防止事業）を NPO 法 人
に委託で行っている。
※平成２９年度に行った、ネグレクト家庭への支援調査事業をきっかけに、主任児童委員・こ
ども食堂運営団体等福祉活動を行う市民を主体として、平成３０年度、子ども育成支援事業検
討会を発足。先進地視察や子どもへの直接的支援及び親に対する支援を実証事業として行い、
また、子どもの居場所事業交流会の開催等、官民協働による事業実施に向け検討を重ねた結果、
平成３１年２月、子ども育成支援事業を主たる活動目的とした NPO 法人が認証された。
・虐待の予防対策として、支援を要する子ども達（貧困家庭やひとり親など）に対する地域におけ
る居場所事業（子ども食堂等）へ補助金を交付。
（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・健康管理システムにより虐待部門と保健部

・システムは、虐待・母子保健・発達支援にて共

門が双方の情報を共有する。

用。H30 より教育・障害にも拡大。

・要対協専門部会（月１回）を虐待・DV 部門

・継続している。

と特定妊婦・要支援児部門で一体運営してい
る。
（児童虐待・DV 部会として運営）
・虐待部門に保健師を２名配置し、母子保健

・
「藤枝市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱」

部門との連携を強化。

を制定し、支援拠点としての資格要件が明確化さ
れているため、人事課との交渉根拠としている。

・虐待担当と母子保健担当により月１回アセ

・継続している。

スメント会議（特定妊婦・要保護児童・養育
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支援訪問対象）を実施。
・児童虐待の加害者となるリスクが高い『精

・H30 より子育て支援センター職員を対象に加え

神的な問題を有する母親』を支援する多機関

継続している。

多職種の人材（母子保健に関わる保健師等、
家庭児童相談に関わる保健師と家庭児童相
談員、養育支援訪問事業および育児サポート
派遣事業に関わる保育士）が、その状況を共
通理解し、より適切な対応方法を学ぶため合
同専門職研修会を年３回実施。
②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

・要対協専門部会（月１回）において情報を

2019 年現在の取組・特徴
・継続している。

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。
・市からの要望で、児相による通告受理・情報収
集・ケース検討・処遇に関して、市町訪問研修が
H30 より年１回実施されている。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

・支援拠点は要対協調整機関を担う。

2019 年現在の取組・特徴
・子育て支援センター部門の参加（令和元年～）
・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。
・H31～児相が警察から通告があった児童のリス
トを情報提供してくれるようになった。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 0 名）

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 0 名）

心理担当支援員：0 名（内非常勤 名）

心理担当支援員：0 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：2 名（内非常勤 0 名）

虐待対応専門員：2 名（内非常勤 0 名）

その他事務職員等：0 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 1 名（内非常勤１名）

171

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
※平成２９年度組織改革に伴う庁内移転（平成２８年度末）に併せて必要な設備を整備
① 親子面談室

②面談室１（４名）

② 面談室２（８名～１０名） 処遇会議・ケース会議等にて利用

４．拠点設置の効果及びメリット
・支援拠点のマニュアルに沿い、ケース対応の体制を整備した。
・支援拠点と児相の役割が明確化され、児相と対等な機関として意見交換できるようになった。
・
「藤枝市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱」を制定し、支援拠点としての資格要件が明確化され
ているため、人事課との交渉根拠としている。
・支援拠点職員の人材育成に十分な予算配当がある。そのため、対応能力向上のために、積極的に研
修に参加し、業務に還元している。また、全国レベルでの先進情報等を参考に事業等の見直しができ
ている。
・児童虐待への対応強化が共通認識され、情報収集がより迅速にできるようになった。
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磐田市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：163.45 ㎢ （東西約 11.5km 南北 27.1km）
③人口： 169,873 人 （令和元年 8 月現在）
④児童数： 27,241 人 （令和元年 8 月現在）
⑤類型（小規模等）：小規模Ｃ型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

＊赤枠内が拠点
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３．

支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成 31 年 4 月】

（1） 特徴
ア

養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）

家庭児童相談員相談受

会議への新規提案件数

付件数(延）

イ

要保護児童対策協議会実務者

平成 28 年

669 件

41 件

平成 29 年

692 件

38 件

平成 30 年

938 件

42 件

児童虐待対応として工夫している事項 〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機関
との連携）遂行上の特徴
・教員かつ児童相談所経験者を配置することにより、児相、学校との連携を強化
・「子ども虐待対応の手引き」「子ども家庭支援指針」に基づき様式を活用してアセスメント実施

（2） 開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携 〔マニュアル P.6～7 参照〕
※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴
変化なし

・母子保健福祉検討会を 1 回/月開催。児相、
県、子育て世代包括「支援センターと情報共
有する。

⇒

・子育て世代包括支援センターが要保護児童
等対策協議会に参加する。
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②児童相談所との連携 〔マニュアル P.9 参照〕
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴
・児相ケースの全件の情報共有を実施。児相ケー

・児相ケース全件の情報共有は無かった。

ス終結時、支援拠点としての対応検討を実施。
⇒

③要保護児童対策地域協議会の活用 〔マニュアル P.8 参照〕
開設時の取組

⇒

右記のような取り組みの徹底がなかった。

2019 年現在の取組・特徴
・支援方針を毎回検討
・事前に行動記録の記載を徹底。各機関で対応を

⇒

理解の上、協議会へ参加してもらう。

④人員配置 〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組
子ども家庭支援員：0 名（内非常勤 0 名）

⇒
⇒

2019 年現在の取組・特徴
子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 0 名）

心理担当支援員：0 名（内非常勤 0 名）

心理担当支援員：0 名（内非常勤 0 名）

虐待対応専門員：0 名（内非常勤 0 名）

虐待対応専門員：2 名（内非常勤 0 名）

その他事務職員等： 3 名（内非常勤 0 名）

その他事務職員等：0 名（内非常勤 0 名）

＊上記内容は開設時ではなく、開設前の人数
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

【事務室】
・ケース記録等については壁側面の書庫（鍵付）に保管。

４．拠点設置の効果及びメリット
・教員、保育士等の有資格者を配置することにより専門性を深めた対応が可能。
・学校、幼稚園・保育園との連携が強化された。

176

大阪府
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
【平成 29 年度】
①支援拠点の制度等（業務内容、最低配置人員や補助金、運営の工夫）について、府内市町村児童
福祉主管課長及び母子保健主管課長会議や子ども家庭センター（児童相談所）管内市町村ブロック
会議にて説明。
②大阪府要保護児童対策調整機関の調整担当者研修兼大阪府市町村児童家庭相談担当者スキルアッ
プ研修の実施。（支援拠点専門職養成のための研修ではないが、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は、本研修受講により支援拠点の虐待対応専門員の資格を有
することができる）⇒平成 29 年度以降、本研修は毎年度実施。
③府内市町村へのアンケート調査の実施。（支援拠点設置が困難な場合の理由や市町村の課題等を
確認。）
【平成 30 年度】
①支援拠点の制度等（業務内容、最低配置人員や補助金、運営の工夫）について、府内市町村児童
福祉主管課長及び母子保健主管課長会議や子ども家庭センター管内市町村ブロック会議にて説明。
また、府内市町村児童福祉主管課及び母子保健主管課長会議において、設置自治体からの事例報告
や厚生労働省子ども家庭局通知（児童虐待防止対策体制総合強化プラン）について周知。
②府内市町村へのアンケート調査の実施。（児童虐待・DV 対策等総合支援事業費補助金や府の補
助金・交付金の利用を確認。）
③支援拠点設置自治体・未設置の中規模自治体等、11 市町へのヒアリング調査を実施。
【令和元年度】
①支援拠点の制度等（業務内容、最低配置人員や補助金、支援拠点設置自治体が設置にあたり工夫
した点）について、府内市町村児童福祉主管課長及び母子保健主管課長会議にて説明し、設置自治
体からの事例報告会を実施。
②府内市町村へのアンケート調査の実施。（支援拠点設置にあたり工夫した点や設置したことによ
るメリット・デメリット等について確認。）
③厚生労働省子ども・子育て支援推進調査研究事業による自治体へのヒアリング調査への協力。
④厚生労働省から支援拠点の立ち上げ支援を行うアドバイザーが派遣された自治体の研修に府担当
者が参加。
⑤今年度、支援拠点を設置した自治体へ未設置自治体担当職員とともに、ヒアリング調査を実施。
⑥次年度以降設置予定自治体へのヒアリング調査を実施。
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２．府の取組（有効であったと考えているところ）
〇府内市町村児童福祉主管課長及び母子保健主管課長会議で、支援拠点の説明の際には、自治体か
らの問い合わせが多い内容（最低配置人員の算定式や人員の資格等）を盛り込むようにしている。
〇府内市町村へのアンケート調査を実施することで、各自治体の支援拠点に対する課題等の把握が
可能となり、研修での説明等に活かすようにしている。
〇ヒアリング調査を実施することで、アンケート調査では把握できなかった、設置にあたっての課
題や設置後のメリット・デメリット等を確認することができ、未設置自治体への支援等に活かして
いる。

３．府内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧（政令市を除く）
平成 29 年 4 月現在【1 自治体：能勢町】
平成 30 年 4 月現在【7 自治体：能勢町、枚方市、寝屋川市、門真市、池田市、摂津市、熊取町】
平成 31 年 4 月現在【13 自治体：能勢町、枚方市、寝屋川市、門真市、池田市、摂津市、熊取町、
豊中市、大東市、箕面市、藤井寺市、河南町、河内長野市】

４．府としてのコメント
大阪府において、制度発足当初は市町村から「支援拠点がどのようなものかが分からない」との
意見もあったが、研修等での周知により、支援拠点の機能や役割についての理解は進んでいる。独
自の取組み等を実施している自治体も多く、自治体間での情報交換も活発に行われている。
また、アンケート調査等において、依然として財源の確保や配置基準の人員確保等の設置の課題
が多く挙がっている。府として、配置基準の人員確保ができていない段階でも活用できる補助金等
の活用を促し、加えて設置自治体の事例報告会で設置自治体がどのように課題を解決しているか等
の共有を図る機会を設けているが、引き続き、2022 年度までに府内全市町村に市区町村子ども家
庭総合支援拠点の設置がなされるよう可能な支援を行っていく。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．池田市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

＊児童家庭相談員の不

＊専門職員の確保

＊教育委員会、子育て

足。

＊相談員の増加により

世代包括支援センター

対象者に対してきめ細

（母子保健）との連携

やかな支援ができるよ
うになった。

2．寝屋川市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

職員体制の構築につ
いて、本市では上乗
せ人員の必要数が多
く、虐待対応専門員
の確保が主な課題だ
った。

緊急対策の調査につ
いて、関係機関を招
集し、情報共有を行
い、迅速に対応でき
た。
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関係機関と情報共有
及び連携して対応し
たケースについて
は、その後の所属、
親の変化等を見守
り、支援を継続して
いく。

3．熊取町
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

（課題だったというわけ

発達相談、教育相談を拠

あらゆる資源（補助金

ではないが）教育委員会

点事業の 1 つの機能とし

等）を活用して、引き続

で実施していた発達相

て捉え、児童虐待 DV 対

き相談機能の充実に努め

談、教育相談は町の単独

策等総合支援事業費補助

ていく

予算で実施していた

金を活用した

要保護児童対策地域協議
会の要支援家庭数が府内
でも際だって多く、町内
外から問われていた
（「多すぎないか？」）

経過として、要保護児童対策
地域協議会のモニタリングと
して関係機関巡回をする中
で、顔が見える関係性の構築
に取り組んだことで、些細な
気づきでも共有するしくみ
（気になったらすぐ連絡をく
れる関係）ができ、おのずと
要支援家庭数が増えてきた。

虐待対応だけでなく、
“予防”の視点も重視
し、要支援家庭数の増減
や比較にとらわれず、つ
ながったケースの支援を
丁寧に積み重ねていく

4．藤井寺市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

・配置人員に対する職

・設置に向けた職員の

・今後設置する子育て

員の不足

配置及び予算の要求

世代包括支援センター

・ケース数増加に伴う

含め、他機関との連携

上乗せ人員の確保の問

強化による地域の支援

題

体制強化
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5．河南町
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

いじめ問題を取り扱う

拠点の設置により、い

河南町全域にわたり、

体制がなかった。

じめ問題の相談の窓口

虐待、いじめ問題等、

（各学校等でしてい

にもなった。

総合的な相談の拠点と
なるよう努力する。

た）

6．豊中市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

子ども家庭総合支援拠点の

こども相談課の当係は、家

これまで以上に、各々の機

開設にあたり、職員体制に

児相と要対協の調整機関を

関（子ども家庭総合支援拠

おいて、専門職の確保・財

担っており、同課内には利

点・要対協調整機関・包括

政的な負担が大きな課題で

用者支援事業の事務局を担

支援センター）と相互連携

あった。

っている係もある。包括支

を図り、出産前の保護者か

援センター（保健センタ

ら 18 歳までの切れ目のな

ー）も同じ建物内にあり、

い支援を実施していく。

相互に連携をとっている。
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7．大東市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

【職員体制】

子育て世代包括支援セ

現時点では正職員が少な

正職員 3 人

ンターと家庭児童相談

く、非常勤職員・臨時職

室が一体化し、拠点に

員で体制を組んでいる状

必要な人員を確保。

態。

臨時職員 2 人
ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ 1 人

人材育成の観点から、正
職員での採用をめざし、
体制強化を図りたい。

家庭児童相談室で、虐

子育て世代包括支援セ

将来的には、拠点にお

待及び家庭児童相談を

ンターで全数把握を行

いて全数把握を行うと

受けてきた。

い、虐待以外の全般的

で、妊娠期から 18 歳

な相談を受け、リスク

に至るまで、名実共に

の高低で拠点内での相

切れ目のない支援体制

談の役割分担を進めて

を目指す。

いる。
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8．箕面市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

相談・通告の受付、対応にあた

相談・通告の対応を専門的に行う部署

横断的に解決すべき課題に対し

り、主担課と庁内の関係課の長が

（子ども家庭総合支援拠点）を新たに立

て、情報共有と綿密な連携を行い

同じ職階であり、横断的に解決す

ち上げ、課長より上位の副部長級の職員

ながら、必要に応じて、指示・命

べき課題に対して、指示・命令機

を配置し、関係課の長を担当室長として

令を機能させながら、対応を行

能が不足しており、連携に隙間が

兼務させることで、子育て、教育、生活

う。

生まれ、確実な支援を行えない場

援護、市民安全のあらゆる観点から保護

合があった。

や支援を必要とする児童の発見と支援を

行うこととした。

保護や支援を要する家庭のリスク

相談・通告の対応を専門的に行う

相談・通告の対応を専門的に行う

判断を過去の時系列を含めて総合

部署（子ども家庭総合支援拠点）

ために、常勤職員や非常勤職員の

的に判断する視点や、経過にとら

において、社会福祉士、保育士、

適正な配置や計画的な育成に努

われず各ポイントごとに適切に評

教員、保健師、看護師、精神保健

め、ケースワークの専門性を維

価し対応することが十分にできて

福祉士等の資格を有する非常勤職

持、継続していく。

いなかった。

員を配置し、保護や支援が必要な
家庭のケースワークを強化した。

母子保健施策、子育て支援施策と

相談・通告の対応を専門的に行う

支援にあたり、子どもの自立を保

連携は行っていたが庁舎が別であ

部署（子ども家庭総合支援拠点）

障する観点から、妊娠期から子ど

り、物理的に連携しにくい構造と

を、母子保健施策、子育て支援施

もの社会的自立に至るまでの包括

なっていた。

策を配置しているフロアに配置

的、継続的な支援を行う。

し、子育て世代包括支援センター
との一体的な支援を開始した。
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9．河内長野市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

・それぞれの担当ごとが支援の充
実を図っており、連携や情報の
共有などにおいて課題があった。
・虐待の対応だけはでなく、虐待
予防として地域のすべての子ども
や家庭へそれぞれのニーズに応
じた丁寧な支援が必要。
・妊娠期から１８歳まで切れ目の
ない支援が必要であるが、担当
部署がそれぞれ対応しており、切
れ目のない支援がスムーズにで
きていない場合がある。
・虐待対応件数は増えているが、
虐待対応に従事するための専門
的な知識を持った職員が不足し
ている。

・組織として点ではなく面で切れ
目のない支援が必要であるた
め、関係課（健康推進課）と調整
会議を開催し、共通認識の確認
などを行った。
・関係機関の担当者が集まりスー
パーバイズを受けることにより、一
体的な支援に向け、担当者のス
キルアップと体制強化を図った。
・役割分担の明確化と業務の効
率化を図るため、現状の業務の
整理、改善策の検討

・データ管理のシステム化
・援助の組織的な、統一的な対
応を目指したフローの作成
・地域社会資源どうまわしていく
か、情報を収集、整理し、包括的
な支援につなげる
・チームでの相談体制の整備
・専門性強化のためにケースを
見たてる力をつける。
スキルアップ研修、スーパーバイ
ズ研修等の実施
・弁護士など相談先の確保

・事務局の担当職員数は増えな
いが関係機関の各担当者が見守
りの当事者という意識を持って対
応することでスムーズに連携が取
れるようになっている。
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第３：紹介自治体の詳細（池田市、寝屋川市、門真市、摂津市、能勢町、熊取町、藤井寺市、河南町）

池田市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積： 22.14km
③人口：
④児童数：

103,692 人
16,178 人

（ 令和元年８月末日現在 ）
（ 令和元年８月末日現在 ）

⑤類型（小規模等）
： 小規模 B 型
２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
子ども・健康部 子育て支援課内要保護児童対策地域協議会に子ども家庭総合支援拠点
を位置付けている。
３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月： 平成 30 年 4 月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
平成 28 年度 １３５（うち児童虐待相談件数１３２）
平成 29 年度 ２１２（うち児童虐待相談件数２０９）
平成 30 年度 ２４０（うち児童虐待相談件数２３６）
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イ

児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
＊子ども家庭支援員間でその都度迅速に情報共有・検討できる体制をとり、組織判断ができる
ようにしている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

１．ケース会議や同行訪問をおこない、顔
の見える関係を構築している。

１．開設前と同様
２．定期的にケースの情報共有会議を持つ等

⇒

検討中

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

１．ケース会議や同行訪問をおこない、顔
の見える関係を構築している。
③要保護児童対策地域協議会の活用

2019 年現在の取組・特徴
１．開設前と同様

⇒
〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

同組織であるため取組なし
⇒
④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：２名（内非常勤０名）
心理担当支援員： ０名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：２名（内非常勤０名）
⇒

心理担当支援員： ０名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： ３名（内非常勤２名）

虐待対応専門員： ４名（内非常勤２名）

その他事務職員等：０名（内非常勤 名）

その他事務職員等：０名（内非常勤 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
市庁舎内相談室を利用している。
４．拠点設置の効果及びメリット
子ども家庭支援員の確保がしやすい
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寝屋川市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）
寝屋川市は、大阪府の東北部、淀川左岸（上流から下流を見て左側）に位置し、大阪市域の中心から
15 キロメートル、京都市域の中心から 35 キロメートルの距離にあります。南北は 7.22 キロメートル、
東西は 6.89 キロメートルに広がり、面積は 24.70 平方キロメートルになります。
寝屋川市の東部は交野市、西部は淀川を境にして高槻市、摂津市に接し、南部は守口市と門真市、大
東市、四條畷市、北部は枚方市に隣接し、北河内地域の中心に位置しています。

②面積：24.70 平方キロメートル
③人口：232,097 人（令和元年９月現在）
④児童数：33,439 人（令和元年９月現在）
⑤類型（小規模等）
：中規模型
２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
・寝屋川市ホームページ(参照)

https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/index.html
３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成 30 年４月】
（2） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
実
身体的虐待

ネグレクト

数

援

心理的虐待

性的虐待

合 計

助

その他の

延件数

養護相談

Ｈ２８

240

803

332

13

1,388

10,123

199

Ｈ２９

248

782

367

2

1,399

11,752

141

Ｈ３０

285

792

329

3

1,409

13,473
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イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
「寝屋川市子ども家庭総合支援拠点関係課会議設置要綱」を制定し、関係課に対し、設置の
趣旨等を説明し、虐待対応専門員を推薦してもらい、実務者会議を開催。実務者間で、お互い
の業務内容を知り、情報共有・連携を行うことで、早期発見・早期対応、未然防止に取組んで
いる。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕

⇒

2019 年現在の取組

妊娠届等の普段の業務の中で、子どもの様

子育て世代地域包括支援センターの設置によ

子を見、保護者の方との面談等で必要な支援

り、妊娠届等の交付を集約し、保健師が対応す

につなげている。そして、報告が必要なこと

ることにより、妊娠期からの情報を得られるこ

⇒

があれば連携して対応している。

とで、リスクや必要な支援を把握することがで
き、迅速に支援につなげている。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組

児童相談所とは、
「支援」と「介入」とい

支援拠点の設置により、支援等が必要な家庭

うそれぞれの役割を果たしながら、常に情
報の連携・共有を行っている。

児を把握することができるため、必要な情報は
⇒

共有し、引続き、児童相談所とは、
「支援」と
「介入」というそれぞれの役割を果たしなが
ら、常に情報の連携・共有を行っている。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組

子どもに関わる担当課や教育現場等から

子ども家庭総合支援拠点事業との情報交換・

虐待が疑われる場合、通告として内容把握。

共有を行うことで、要保護児童対策地域協議会

通告内容に基づき、調査。

⇒

で迅速なリスク判断を行い、台帳計上等が必要

調査内容に基づき、情報共有を行い、関係

な場合には、モニタリングのポイント等を共有

部署と連携し、必要な支援等につなげてい

している。

る。
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④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組

子ども家庭支援員：４名（内非常勤２名）

子ども家庭支援員：５名（内非常勤２名）

心理担当支援員：４名（内非常勤４名）

心理担当支援員：４名（内非常勤４名）

虐待対応専門員：４名（内非常勤２名）
その他事務職員等：１名（内非常勤０名）

⇒

虐待対応専門員：４名（内非常勤２名）
その他事務職員等：１名（内非常勤０名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
４．拠点設置の効果及びメリット
子ども家庭総合支援拠点の設置をきっかけに関係課の役割をお互い理解し、顔の見える関係の中、
今まで以上に子どもたちの命を守る現場の最前線にいることを自覚しあい、共に児童虐待等を未然に
防ぐ意識を持ち、小さなことでも僅かな兆しがあれば、それを見逃さず適切な支援へつなげることが
虐待の未然防止に重要であるという意識を実務者会議で醸成を図ることができ、関係機関から事前に
相談があるなどの未然防止に対する意識が高まっている。

門真市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積： 12.30 ㎢
③人口： １２１，８６５人（令和元年９月現在）
④児童数： １５，８４６人（令和元年９月現在）
⑤類型（小規模等）： 小規模 C 型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
門

真

市

機

構

図
平成31年4月1日

企画財政部

秘 書 課
企 画 課

（企画グループ、IT推進グループ）

財 政 課
魅力発信課
総 務 部

総 務 課

（文書法規グループ、契約グループ）

人 事 課

（人事研修グループ、給与厚生グループ）

管財統計課

（管理検査グループ、統計グループ）

危機管理課

市民生活部

課 税 課

（市民税グループ、資産税グループ）

納 税 課

（管理グループ、納税グループ）

地域政策課
文化・自治振興課
消費生活センター
産業振興課
市 民 課

（戸籍住民グループ、窓口グループ、国民年金グループ）

南部市民センター
人権女性政策課
女性サポートステーション
市

長

環境政策課

副市長

浄化センター
環境対策課

保健福祉部
（福祉事務所）
※印の課は福祉事務所長が
権限（全部又は一部）を行
使する課

クリーンセンター業務課

（管理グループ、収集グループ）

クリーンセンター施設課

（施設グループ、資源化グループ）

福祉政策課

（政策グループ、地域福祉グループ）

健康増進課

（管理・医療グループ、健康増進グループ）

保護総務課※
保 護 課※

（保護第１Ｇ、保護第２Ｇ、保護第３Ｇ、保護第４Ｇ）

障がい福祉課※

（給付・医療グループ、支援グループ）

高齢福祉課※

こども部

健康保険課

（管理グループ、保険窓口グループ）

保険収納課

（収納グループ、滞納整理グループ）

こども政策課

（政策グループ、給付グループ）

子育て支援課
家庭児童相談センター (内に門真市子ども総合支援拠点を開設）
保育幼稚園課
保 育 園
こども園
こども発達支援センター

（通園グループ、地域支援グループ）

幼 稚 園
まちづくり部

都市政策課

（都市政策グループ、公営住宅グループ）

地域整備課

（地域整備グループ、交通政策グループ）

土 木 課

（管理グループ、維持補修グループ、整備グループ）

公共建築課

（建築営繕グループ、住宅整備グループ）

建築指導課

（審査指導グループ、開発安全グループ）

経営総務課
上下水道事業管理者

上下水道局

工 務 課

（建設・管理グループ、配水施設グループ）

お客さまセンター

（料金グループ、給水・排水グループ）

下水道整備課
会計管理者

会 計 課
教育総務課

（総務・企画グループ、施設・給食グループ）

学校教育課

（学務・保健グループ、指導・人権教育グループ）

教育センター
教育委員会

事務局

教 育 部

社会教育課

（社会教育グループ、スポーツ推進グループ）

歴史資料館
旧第六中学校運動広場
図 書 館
図書館門真市民プラザ分館
小学校・中学校・幼稚園
選挙管理委員会

事 務 局

固定資産評価審査委員会

事 務 局

監査委員

事 務 局

公平委員会

事 務 局

農業委員会

事 務 局

（産業振興課関係職員併任）

市 議 会

事 務 局

（総務グループ、議事グループ）
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成 30 年４月】

（3） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）

平成 28 年度

相談件数 1,032 件

児童虐待（通告件数） 364 件

平成 29 年度

相談件数 1,258 件

児童虐待（通告件数） 280 件

平成 30 年度

相談件数 1,259 件

児童虐待（通告件数） 359 件

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴

①

実状の把握
要保護児童連絡調整会議の事務局も兼ねている子育て支援課にて集約できるように
努めている。

②相談対応
各課に虐待対応専門員を配置し、児童虐待相談の早期発見に努めている。
③総合調整 ④調査、支援及び指導等 ⑤他関係機関との連携
要保護児童連絡調整会議の事務局も兼ねている子育て支援課にて調整等を行っている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

要保護児童連絡調整会議の実務者機関とし
ての連携（健康増進課）

②児童相談所との連携

包括支援センターとの連携について図れるよう
⇒

に努める。

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

要保護児童連絡調整会議の実務者機関とし
ての連携

2019 年現在の取組・特徴

2019 年現在の取組・特徴
要保護児童連絡調整会議の実務者機関としての

⇒

連携の継続
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③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

実務者機関との連携を図れるように努めて

2019 年現在の取組・特徴

⇒

虐待対応専門員を各課に配置することで、要保

いる

護児童連絡調整会議の実務者機関に保育園・幼
稚園の主管課である保育幼稚園課が加わり連携
強化に努めることに繋がった。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：２名（内非常勤１名）
心理担当支援員：０名（内非常勤０名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：２名（内非常勤０名）
⇒

心理担当支援員：０名（内非常勤０名）

虐待対応専門員：２名（内非常勤２名）

虐待対応専門員：２名（内非常勤２名）

その他事務職員等：０名（内非常勤０名）

その他事務職員等：０名（内非常勤０名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

本センター内には、親子交流スペースがございません。
状況により、本市にて開設した門真市地域子育て支援センタ
ーひよこる～む・なかよし広場などを紹介。

（相談室 本センターには３室）

４．拠点設置の効果及びメリット
拠点設置の効果
これまで連携が図れていなかった関係各課と、拠点の開設に向けて協議を重ね、
各課に虐待対応専門員の配置することで、情報連携を図れるようになった。
メリット（今後の拠点運用について）
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これまで要保護児童連絡調整会議を中心として関係機関との連携を図ってきましたが、
拠点の設置をすることで、幅広い子育て相談などの相談・ニーズに対応できるように
なり、児童虐待の早期発見・防止にもつながるものと考えております。

摂津市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：14.87 ㎢
③人口：84,940 人

（令和元年 8 月現在）

④児童数：14,325 人

（令和元年 8 月現在）

⑤類型（小規模等）：小規模 B 型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成 30 年 4 月】

（4） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
・養護相談件数
平成２８年度

４８９件

平成２９年度

３４５件

平成３０年度

３３３件

平成２８年度

３４５件

平成２９年度

４３１件

平成３０年度

５７２件

・虐待件数
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イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
①実情の把握にあたって、新規ケースは毎月１回新規受理会議を開催し、関係機関で情報共
有を実施している。
②他業種連携を図りながら、保護者等からの相談に対応している。
③関係機関から通告が入り、課内で受理会議を実施し、アセスメントをした上で支援計画を
策定する。
④ケース対応に応じて、要対協機関や児童相談所と連携を実施している。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

⇒

ケース協議を実施している。

⇒

〔マニュアル P.6～7 参照〕
2019 年現在の取組

ケースに応じて、両機関が家庭訪問や面談等を
共同して実施している。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組

・一時保護解除前に子家センから市へ情報
を提供してもらっている。

・一時保護解除前にはケース会議を実施し、市
や関係機関との円滑な連携ができるようにし

⇒

ている。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組

市内公立小中学校を訪問し、支援拠点にな

訪問の際の要望を受け、虐待対応マニュアルを

ったことやケース情報共有を行い、事務局

改訂し、初任者でも手に取ってもらえるような

としての役割を果たした。

④人員配置

必要な項目を中心に精査した。

⇒

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組

子ども家庭支援員：４名（内非常勤０名）

子ども家庭支援員：５名（内非常勤１名）

心理担当支援員：２名（内非常勤２名）

心理担当支援員：３名（内非常勤３名）

虐待対応専門員：２名（内非常勤２名）
その他事務職員等：１名（内非常勤０名）

⇒

虐待対応専門員：２名（内非常勤２名）
その他事務職員等：１名（内非常勤０名）
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

４．拠点設置の効果及びメリット
・家庭児童相談に関する組織体制を一本化することができた。
・大阪府新子育て支援交付金の活用ができた。

能勢町
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：98.75 ㎢
③人口：10,044 人（Ｈ31 年
④児童数：924 人（Ｈ31 年

4 月現在）
4 月現在）

⑤類型（小規模等）
：小規模Ａ型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
組

織

図
平成31年4月

議会

町長

議会事務局

副町長

総務部

総務課

秘書人事係
政策推進係
人権総務係

住民課

住民係

住民ＳＣ

財政係

自治防災課

税務係

保健福祉Ｃ

徴収係

保育所

自治防災係

高齢者ＤＳＣ
ふれあいＣ

健康福祉部

福祉課

健康増進課

福祉係

総合相談Ｃ

包括支援係

地域包括支援Ｃ

健康管理係

診療所

保険医療係
子どもの未来応援センター

環境創造部

観光文化課

観光文化係

淨るりＴ

地域振興課

産業振興係

観光物産Ｃ

美化衛生係
地域整備課

土木建築係

下水道係

浄化Ｃ
し尿処理施設

会計管理者
出納室

教育委員会

教育長

教育次長

生涯教育課

学校教育課

教育総務係
生涯教育係

生涯学習Ｃ

学校指導係

けやき資料館

Ｂ＆Ｇ海洋Ｃ
水道事業
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地域整備課
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水道係

３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：Ｈ29 年

4 月】

（１）特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
養護相談

保健相談

非行相談

育成相談

その他

合計

平成 28 年度

13

0

0

0

3

16

平成 29 年度

10

0

0

3

0

13

平成 30 年度

14

0

0

0

0

14

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
①実情の把握
・家庭教育支援チームを配置し、学期に 1 回、訪問対象家庭(令和元年度は 5 歳児(年長児)か
ら小学 5 年生)を全戸訪問し、支援が必要な家庭の早期発見に努めている。
・学校にて実施する学校版スクリーニングと拠点にて実施する福祉版スクリーニングを突合し
た突合版スクリーニングにより、支援が必要な子どもや家庭を早期発見する仕組みづくりに
努めている。
②相談対応
・相談窓口をワンストップ化（一本化）し、相談対応を行っている。
・家庭教育支援チームを配置し、学期に 1 回、訪問対象家庭(令和元年度は 5 歳児(年長児)か
ら小学 5 年生)を全戸訪問し、相談を受けた時は、地域と学校、行政をつなぐ橋渡し役として
活動している。
・一般子育てに関する相談から養育困難な家庭、虐待に関する相談など、妊娠期から子育て全
般に関する相談に対応している。
③総合調整
・子どもの未来応援センター担当者連絡会議（出席者：福祉課（要保護児童対策調整機関担当・
児童福祉担当・家庭教育専門員）母子保健担当課、子育て支援センター）を月 1 回開催し、
新規ケースや対応困難ケースについて情報共有し、虐待の未然防止に努めている。
・要対協事務局として、関係機関からの情報を集約、アセスメントし、個別ケース検討会議の
開催や直接的な対応を実施。必要な機関へのつなぎなどを行っている。
④調査、支援及び指導等
・大阪府市町村児童家庭相談援助指針～相談担当者のためのガイドライン～を活用し、子ども
家庭センターの助言を得ながらケース対応を行っている。
・子どもや保護者と信頼関係のある学校や民生委員に見守りを依頼するなど、関係機関と連携
しながら継続的に支援を行っている。
⑤他関係機関との連携
・福祉と教育、学校等がつながる仕組みづくりとして各事業に関連する会議体を全体レベルと
現場レベルの 2 層に整理し、連携を図っている。
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（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

支援拠点と子育て世代包括支援センターの 2

支援拠点と子育て世代包括支援センターの 2 つ

つの機能を担う「子どもの未来応援センタ

の機能を担う「子どもの未来応援センター」を

ー」を設置し、相談窓口を一本化。妊娠期

設置し、相談窓口を一本化。妊娠期から学齢期

⇒

から学齢期にわたり切れ目ない支援を行っ

にわたり切れ目ない支援を行っている。

ている。

人材の確保が課題。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

大阪府市町村児童家庭相談援助指針～相談

大阪府市町村児童家庭相談援助指針～相談担当

担当者のためのガイドライン～に基づい

者のためのガイドライン～に基づいて、児童相

て、児童相談所と情報の共有・協議を行っ

⇒

談所と情報の共有・協議を行っている。

ている。

学期に 1 回の要対協実務者会議で児童相談所や

学期に 1 回の要対協実務者会議で児童相談

町が対応したケースについて情報共有を行って

所や町が対応したケースについて情報共有

いる。

を行っている。

児童相談所の担当者が不在であることが多く、
スムーズに連絡がとれないことが課題。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

支援拠点が要保護児童対策調整機関を担っ

支援拠点が要保護児童対策調整機関を担ってい

ている。

る。
⇒

④人員配置

人材の確保が課題。

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 名）
心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 名）
⇒

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
(相談室)

(親子交流スペース)

(事務室)
４．拠点設置の効果及びメリット
・支援拠点設置に伴い、会議体の位置づけを明確に整理したことで、連携がさらに進むようになった。
・担当者レベルの定期的な会議を設けることで、多面的に家族を見れるようになった。
・多職種の視点でアセスメント・プランニングができるようになった。
・気になるケースを早期発見し、早期支援につなぐことができるようになった。
・教育と福祉の連携の仕組みづくりにより、個別支援からファミリー支援になった。
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熊取町
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：17.24 ㎢
③人口：43,685 人 （ H31 年 4 月現在）
④児童数：7,379 人（ H31 年 4 月現在）
⑤類型（小規模等）
：小規模 A 型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

子育て支援課組織図
子育て支援課長
子育て支援参事 （学校指導参事兼任）
子ども健康参事（健康・いきいき高齢課長兼任）
子育て支援課課長補佐（保健師）

子育て・母子支援グループグループ長
（※課長補佐兼務）
母子保健事業
（利用者支援事業母子保健型）
正職保健師3名
嘱託保健師3名
正職事務職1名

すこやか推進グルー プ
グループ長（保育士）

児童相談・子育て支援事業
（子ども家庭総合支援拠点）
正職社会福祉士1名
嘱託子ども家庭支援員（社会福祉士）1名
嘱託子ども家庭支援員1名
正職事務職1名
非常勤SV2名
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子育て支援・療育事業
正職保育士2名

３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月： 平成３０年４月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
児童虐待相談

その他の相談

H28

７７

４０６

H29

４８

４４９

H30

８６

５１９

イ 児童虐待対応として工夫している事項

（福祉行政報告例より）

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
・支援拠点が、要保護児童対策地域協議会事務局を担う。
・①において、組織的に同課・同施設・同事務室に配属されており、乳幼児期から学齢期ま
での情報収集が比較的スムーズである。
・①②③において、要保護児童対策地域協議会の機能を活用して、詳細な情報収集とアセ
スメントを行うよう心がけている。医療機関との連携においては、できるだけ出向いて情
報共有している。
・④⑤において、発達支援を要する場合、
「きずなシート」という名称のシートを保護者と保
育士と保健師とで作成し、乳幼児期の発達や支援経過を就学先へ申し送りしている。
・⑤において、日常連携を円滑にし、互いのスキルアップも目的として、
「豊かな子どもの育
ちネット」を開催し、子育てに関わるあらゆる機関（学校・保育所・幼稚園・NPO 等団体・
行政・障がい療育機関等）が集まり、研修を受けたりグループワークする取り組みを行っ
ている。
（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

開設 1 年前から、同課「子育て支援課」と

同課であり、さらに、同グループ「子育て・母

なり、グループとして「母子保健グルー

子支援グループ」となる。事務所も同じ、常に

プ」
「子育て支援グループ」となる。
（それ
までは「健康課（保健ｾﾝﾀｰ部門）
」と「子ど

⇒

連携をとり、対象が乳幼児の場合は、児童相談
員と保健師が、ペアで支援を行っている。

も家庭課（児童福祉部門）
」に別れていた。

202

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

要保護児童対策地域協議会実務者会議で、

左記と同様の連携と併せ、児童相談所を中心と

定期的に会議を実施することと併せ、日常

した管内市町村の連絡会議が管理職級および実

的に、情報交換や連絡調整に心がけてい

⇒

た。

務者の 2 段階で開催され、より重層的に連携を
とれるようになった。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

支援拠点が、要保護児童対策地域協議会事

2019 年現在の取組・特徴
左記と同様

務局を担う。要保護児童対策地域協議会
で、町内保育所・幼稚園・小中学校・学童

⇒

を巡回し、現地でモニタリングに係る情報
交換を行い、顔の見える関係づくりに努め
ていた。
④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：４名（内非常勤２名）

子ども家庭支援員：４名（内非常勤２名）

心理担当支援員：０名（内非常勤０名）

（内訳）専任１＋専任・非常勤 2＋兼任・常勤 1

虐待対応専門員：０名（内非常勤０名）

⇒

心理担当支援員：０名（内非常勤０名）

その他事務職員等：5 名（内非常勤 2 名）※

虐待対応専門員：０名（内非常勤０名）

下記

その他事務職員等：5 名※（内非常勤 2 名）※下
記

本町の特徴

本町の特徴

※印の職員 5 名中

※印の職員 5 名中

①スーパーバイザー：2 名（内非常勤 2 名）

①スーパーバイザー：2 名（内非常勤 2 名）

②2 名は、健康づくり部門の課長級保健師

②2 名は、健康づくり部門の課長級保健師と、教

と、教育委員会部門の課長級指導主事が兼

育委員会部門の課長級指導主事が兼務する体制

務する体制をとっている

をとっている
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
窓口

相談室

事務室

４．拠点設置の効果及びメリット
・設置以前から、スーパーバイザーを含む人員が配置されており、拠点設置を機に増員等変化があっ
たわけではないので、現在のところ大きなメリットは感じられない。
（今までどおりの人員体制で、今
までどおりの相談業務を行っている認識である）

藤井寺市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積： 8.89 ㎢
③人口： 64,102 人（平成 31 年 4 月現在）
④児童数： 10,709 人（平成 31 年 4 月現在）
⑤類型（小規模等）
：小規模 B 型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
市長

こども・健康部

こども政策課
子育て支援課（子ども家庭総合支援拠点）
保育幼稚園課
健康課

３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月： 平成 31 年 4 月】
（5） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
平成 28 年度： 養護相談 131 件（うち、児童虐待相談 70 件）
平成 29 年度： 養護相談 183 件（うち、児童虐待相談 109 件）
平成 30 年度： 養護相談 248 件（うち、児童虐待相談 143 件）
イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
① 大阪府作成のアセスメントシートを活用し、管理職を交えて組織判断をする。
②地区担当を定めず、相談員でチーム対応をする。
③要対協会議を活用し、複数機関の視点から進行管理を行う
④ケース会議等で情報収集し指導・支援の見直しを定期的に行う。必要に応じて、児童相談所
の指導委託措置も活用する。
⑤要対協会議で、各構成機関の業務を学ぶ機会をつくり、それぞれの専門性を活かした連携を
目指している。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

子育て世代包括支援センター未設置

子育て世代包括支援センター未設置

担当課：こども・健康部健康課

担当課：こども・健康部健康課

・ 同一組織内（部長が同じ）

⇒

・ 同一組織内（部長が同じ）

・ 同一建物、同一フロアにある

・ 同一建物、同一フロアにある

・ 要保護児童等対策地域協議会の事務局機

・ 要保護児童等対策地域協議会の事務局機関の

関の一員を担う（月 1 回会議に参加）

一員を担う（月 1 回会議に参加）
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②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

・ 要保護児童等対策地域協議会の事務局機
関の一員を担う（月 1 回会議に参加）

③要保護児童対策地域協議会の活用

2019 年現在の取組・特徴
・ 要保護児童等対策地域協議会の事務局機関の

⇒

一員を担う（月 1 回会議に参加）

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

・

2019 年現在の取組・特徴
・ 支援拠点が、要対協調整機関を兼任
・ 代表者会議、実務者会議等で機関連携の機会
を設ける

⇒

・ 年 1 回、機関向けの研修会を実施
④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：3 名（内非常勤 1 名）
心理担当支援員：0 名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 0 名）
⇒

心理担当支援員：0 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：0 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：1 名（内非常勤 1 名）

その他事務職員等：0 名（内非常勤 名）

その他事務職員等：0 名（内非常勤 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

４．拠点設置の効果及びメリット
平成 31 年 4 月設置のため、現時点で効果・メリットを検証できていない。
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河南町
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

大阪府南河内郡河南町

②面積：25.26ｋ㎡
③人口：15,558 人

（令和元年 7 月 31 日現在）

④児童数：2,231 人

（令和元年 7 月 31 日現在）

⑤類型（小規模等）
： 小規模Ａ型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

●河南町子ども家庭総合支援拠点
河南町子ども家庭総合支援センター（拠点）

河南町子育て世代包括支援センター

利用者支援

おやこ園・こども１ばん課

母子保健

健康づくり推進課

要保護児童対策調整機関
こども１ばん課

３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成 29 年 4 月】
（6） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
Ｈ28

養護相談

119 件

虐待相談

69 件

Ｈ29

養護相談

114 件

虐待相談

75 件

Ｈ30

養護相談

125 件

虐待相談

78 件

計

養護相談

358 件

虐待相談

222 件

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
相談や通告を受け付け、調査や家庭訪問、情報提供、児童相談所（子ども家庭センター）
との連携等、迅速に行うようにしている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴
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・健康づくり推進課、保健師等との連携

同じ

特定妊婦、乳幼児健診等での情報共有と
支援

・第 2 子出産によるショートステイ事業
・新生児訪問

⇒

・要対協の連絡会への参加

・要対協の連絡会

・ケース会議
② 児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭センター

同じ

・個々のケース状況等により役割分担、連
携を図り、協働して支援を行う。

・要対協の連絡会
・ケース会議

⇒

・要対協見直し会議や子育てネットワーク
の部会等で情報交換を行っている。また
必要に応じて個別ケース会議を行ってい
る。
③ 要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・要対協で要保護、要支援児の早期発見、
迅速な支援、情報共有を行う。

④ 人員配置

・要対協の連絡会
・ケース会議

⇒

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 1 名）
心理担当支援員：0 名（内非常勤 0 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 1 名）
⇒

心理担当支援員：0 名（内非常勤 0 名）

虐待対応専門員：0 名（内非常勤 0 名）

虐待対応専門員：0 名（内非常勤 0 名）

その他事務職員等：0 名（内非常勤 0 名

その他事務職員等：0 名（内非常勤 0 名）
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

４．拠点設置の効果及びメリット
・今までも協力し合っていたが、より連携が取りやすく、迅速に行えるようになった。
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兵庫県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和２年 3 月まで）
厚生労働省による令和元年度子ども家庭総合支援拠点に関するアドバイザーの派遣制度を利用し、
令和２年２月６日「児童虐待への対応力向上に向けた県・市町合同研修会」にて日本大学危機管理
学部 鈴木秀洋准教授を講師としてお招きして、子ども家庭総合支援拠点の立ち上げ、運営等につい
ての講演を実施。
２．県の取組（有効であったと考えているところ）
○

県内各市町へ子ども家庭総合支援拠点に関するアンケートを実施。アンケートの取りまとめ結
果を県内市町に提供して情報共有を行った。
アンケート項目は「設置の有無」「設置時期」「設置規模」「職員配置」「正規・非正規人員」
「新規採用の有無」「子育て包括支援センターとの兼ね合い」「要保護児童対策地域協議会との
兼ね合い」「（設置市に対して）支援拠点設置に当たっての課題となった点」「（未設置市に対
して）支援拠点設置にあたっての課題」。

○

「１.経過」記載のとおり、研修に日本大学危機管理学部 鈴木准教授を講師としてお招きして、

他自治体の事例等も交えながら、子ども家庭総合支援拠点の立ち上げ、運営等に関して講演を実
施。実施後、各市町から参考となったとの声が多く聞かれた。
３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 30 年 4 月現在【６自治体：姫路市、明石市、川西市、養父市、宍粟市、たつの市】
平成 31 年 4 月現在【10 自治体：姫路市、明石市、西脇市、川西市、小野市、三田市、養父市、
宍粟市、たつの市、福崎町】
令和元年 10 月現在【12 自治体：姫路市、尼崎市、明石市、西脇市、三木市、川西市、小野市、
三田市、養父市、宍粟市、たつの市、福崎町】
※下線自治体は新設した自治体。
４．県としてのコメント
児童虐待防止対策体制総合強化プラン（平成 30 年 12 月 18 日付け児童虐待防止対策に関する関係
府省庁連絡会議決定）により、2022 年度までに子ども家庭総合支援拠点を全市町村に設置する国の
方針が決定されたことを受けて、支援拠点を設置していない県内各自治体から県への問い合わせが
増加傾向にあった。問い合わせには、個別に応対してきたが、市町向けの研修を実施することによ
り、支援拠点設置・運営のイメージを持つ事ができたと思われる。今後も支援拠点設置に向けた支
援を行っていきたい。
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２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介
１．姫路市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制度・

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

業務・職員体制・設備等）

できたこと（解決してきた

やっていくこと・課題解決

こと）

後の具体的地域の姿など）

職員体制（H29.4.1）
・係長（１名）

職員体制（H31.4.1）

職員体制（今後）

・主幹（1 名）

・拠点の設置前は保健師
と家庭児童相談員のみで
あった専門職が、社会福
祉士、精神保健福祉士、
心理士等が増員されて、
専門性の強化及び多様性
を図ることができた。

・課長補佐（2 名）

・保健師（4 名）

・保健師（4 名）

・家庭児童相談員（5 名）

・社会福祉士（2 名）

・安全確認員（1 名）

・精神保健福祉士（2 名）
・心理士（2 名）
・再任用（2 名）
・家庭児童相談員（6 名）

・今後は拠点の配置基準
を満たすため、より一層
の体制強化を図りたい。

・安全確認員（1 名）
・事務処理担当（1 名）

２.明石市

児童相談所の業務（都
道府県業務）と子ども
家庭総合支援拠点の業
務（市町村業務）を一
体的に担い、子ども虐
待の発生予防、早期支
援、子どもの保護・家
庭復帰支援、さらには、
地域における社会的養
育といった子ども家庭
支援を一貫して行って
いる

母子保健施策とのさら
なる連携の強化を図る
ことで、要支援児童等の
より効果的な支援に繋
げる

・家庭児童相談のうち、

・資格を有する者の配

・相談支援体制の強化

虐待を含む養護相談の

置

・保健、福祉、教育部門

件数が増加

・支援拠点業務を要保

との連携

本市では子ども家庭総
合支援拠点を要綱によ
り設置する以前から、
拠点で実施すべき必要
な業務を行っていた
（拠点となる要件を備
えていた）ため、拠点
設置のための課題は特
になかった

３．西脇市

護児童対策地域協議会
の調整機関が担う。
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４．小野市
増加する要支援ケース

職員の増員は不可だっ

庁内連携や市民・他団

に対し、従前の職員体

たが、係内での事務分

体との繋がりを深め、

制では一部職員に賦課

担を見直した。また、

様々なケースに対し適

が大きくかかった。

一部事業を拡張し、応

確な見守りと早期の支

援体制を充実した。

援を行う。

５．三田市
必要な情報共有、支援体

・特定妊婦の整理

・妊娠期から支援が必

制ができていなかった。

・会議に保健師も同席

要なケースの早期介入

・児童家庭相談システム
を母子保健担当課に設置

・要支援世帯の早期把

乳幼児健診の情報が得
られにくい

・家庭児童相談員と保健
師が一緒に家庭訪問を行
う

握

・対象者リストを保健師
に渡す

・未受診者の早期把握

・対象者については、健
診結果は保健師がシステ
ムに入力

・システムの活用（予
防接種状況、成長曲線
などの共有）

・乳幼児健診に家庭児童
相談員も同席

６．たつの市

人員確保

平成 29 年度から子育

それぞれの業務、位置

同じ課内の相談係で、

て世代包括支援センタ

づけの明確化をする。

要保護児童対策地域協

ーとして子育て応援セ

支援が必要なケースが

議会の運営、家庭児童

ンター「すくすく」開

スムーズな相談につな

相談室を実施してお

設にて人員確保した。

がるよう連携、体制を

り、業務等のすみ分け

母子保健分野について

整備する。

が難しい。

は健康課と連携し取り
組んできた。
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第３：紹介自治体の詳細（姫路市、明石市、三田市）

姫路市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：534.35 ㎢
③人口：530,309（平成 31 年 4 月現在）
④児童数：88,263（平成 31 年 4 月現在）
⑤類型（小規模等）：大規模

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
健康福祉局→こども育成部→こども家庭総合支援室（拠点機能）
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：30 年 4 月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
平成２８年：1,170 件（内児童虐待相談：426 件）
平成２９年：1,371 件（内児童虐待相談：721 件）
平成３０年：1,624 件（内児童虐待相談：759 件）

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
支援拠点開設で体制強化され人員増となったため、虐待通告初期対応と要保護児童対策地域協
議会ケース進行管理の担当者を分けた。虐待通告はタイムリーに対応できるようになり、ケース
進行管理もしやすくなった。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組

連絡票や電話による情報提供を元に当課
主体で判断していた。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

毎月定例の会議を開催し、妊婦及び乳幼児に関
⇒

する情報・支援方針の共有を行っている。

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組

要保護児童対策地域協議会の各会議、特に

開設前同様。

個別ケース検討会議において、役割分担や情
報・支援方針の共有を図っている。また、日

⇒

常的にアセスメントや技術的助言を求めた
り、同行・同席による支援を行っている。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組

代表者会議を年に１回、実務者会議を毎

毎月の実務者会議に加え、保健センター４か所

月、必要に応じて個別ケース検討会議を開催
し、各関係機関の役割分担、情報・支援方針

毎の部会を毎月開催している。
⇒

の共有を行っている。
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④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：5 名（内非常勤 0 名）
心理担当支援員：2 名（内非常勤 0 名）

2019 年現在の取組

子ども家庭支援員：6 名（内非常勤 2 名）
⇒

心理担当支援員：2 名（内非常勤 0 名）

虐待対応専門員：6 名（内非常勤 5 名）

虐待対応専門員：10 名（内非常勤 6 名）

その他事務職員等：2 名（内非常勤 1 名）

その他事務職員等：2 名（内非常勤 1 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

相談室

親子交流スペース

事務室

４．拠点設置の効果及びメリット
配置基準に專門職が指定されているため、本市の場合は、新たに臨床心理士や精神保健福祉士、社
会福祉士等の職種が増え、多角的なアセスメントや支援につながっている。
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明石市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

明石市

②面積：４９．４２㎢
③人口：２９８，３９９人 （２０１９年４月現在）
④児童数：５２，７０９人

（２０１９年４月現在）

⑤類型（小規模等）：中規模

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：2017 年４月】

（1）特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
養護

計

虐待

その他養護

平成２８年度

２０３

１１０

３１３

平成２９年度

２３４

１１３

３４７

平成３０年度

３８２

１４０

５２２

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
① 児童の安全を迅速に確認するため、通告を受けて４８時間以内に安全確認を行うことをルー
ルとしている。それと当時に関係部署、児童の所属機関への聴き取りをしながら児童の情報
を出来る限り取集していく。
②虐待の内容や原因など、見立てを行う際には担当者の独断ではなく、保護者等との面接で得た
情報や児童の所属機関からの情報を元に会議により客観的に行う。
③関係部署、関係機関と十分に協議をしながら、支援方針を固めていく。
④支援方針に沿って、訪問等によりさらに児童の状況や家庭状況を調査し、必要な支援・指導を
行う。
⑤児童が所属している学校園等からの情報提供依頼だけでなく、市から学校園へ見守りの依頼を
行うなど、関係機関と相互に連携しながら支援を行う。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

⇒

担当の保健師とは特定妊婦にかかる定期的

〔マニュアル P.6～7 参照〕
2019 年現在の取組

現状も左記と同様である。

な連絡会の実施をはじめ、組織上も同一の局
内で特に緊密な連携のもと取組んでいた。

② 児童相談所との連携

⇒

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組

県の児童相談所が本市にあることもあり、頻

本市に児童相談所が設置され、そこに子ども家庭

繁に本市職員が県の児童相談所に行き、児相

総合支援拠点機能を含んでいるため、特段児相と

ケースワーカーと直接協議等を行いながら

⇒

の連携への取組といえるものはない。

連携を図っていた。
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③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

月に１度支援策検討実務者会議として、庁

2019 年現在の取組
現状も左記と同様である。

内関係部署および小学校園、保育所、警察等
が集まり、児童の情報交換や支援方針の検討 ⇒
を行っていた。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：３名（内非常勤１名）
心理担当支援員：２名（内非常勤０名）

2019 年現在の取組

子ども家庭支援員： 名（内非常勤 名）
⇒

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：５名（内非常勤３名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等：１名（内非常勤０名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）
※児童相談所の中に子ども家庭総合支援拠点機
能を含み一体的に運用しているため、明確な人数
を算出することが難しい。

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
以下の明石こどもセンター（児童相談所・子育て支援センター）の写真です。
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４．拠点設置の効果及びメリット
本市では子ども家庭総合支援拠点を要綱により設置する以前から、拠点で実施すべき必要な業務を
行っていた（拠点となる要件を備えていた）ため、拠点設置のための専任職員の採用や特段のハード
整備を行っていない。したがって拠点設置前後の効果について特段の変化はない。

三田市
１．自治体の概要
①県内地図（兵庫県内の市等の位置）

②面積：２１０．３２㎢
③人口：１１２,５９２人

（平成３１年４月現在）

④児童数：１９,０６３人

（平成３１年４月現在）

⑤類型（小規模等）：小規模Ｃ型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

子ども・未来部の中に子ども政策課（子育て世代包括支援センター（チャッピーサポートセンター）
と子どもに関する様々な政策の制定）と、子ども家庭課（児童手当、ひとり親家庭支援、家庭児童相
談室）がある。
子ども・未来部
子ども・未来部
子ども未来室

子育て応援室

子ども政策課

子ども家庭課
家庭児童相談室

子育て世代包括支援センター（チャッ

手当・ひとり親支援

ピーサポートセンター）
・妊産婦等の支援に必要な実情の把握

児童虐待など児童家庭相談対応 児童、ひとり親家庭への支援

・妊娠・出産・育児に関する相談

・家庭児童相談

必要な情報提供・助言・保健指導
・関係機関との連絡調整
・支援プランの作成
健康増進課兼務の
課長補佐１名
主任１名

係長１名

・児童手当、児童扶養手当支給

・要保護児童対策地域協議会の事務局 ・ひとり親相談
・子ども家庭総合支援拠点の事務局
係長2名（母子自立支援員）

SV1名
家庭児童相談員5名

主任１名
就労支援員１名
事務補助１名

事務職員１名
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成３０年９月】

（1）特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）

2. 家庭児童相談室相談内容別件数
【相談種別】
平成 28 年度
区

平成 29 年度

平成 30 年度

分
相談人数

相談回数

相談人数

相談回数

相談人数

相談回数

養護

児童虐待

218

3,320

248

6,352

287

7,621

相談

その他

144

2,948

145

3,056

170

3,043

保

健

0

0

0

0

0

0

障

害

58

83

116

205

83

106

非行

ぐ犯行為等

5

48

6

50

4

33

相談

触法行為等

0

0

0

0

0

0

性格行動

13

191

12

89

11

87

育成

不登校

8

104

10

105

8

45

相談

適

3

75

1

42

1

5

162

246

220

257

192

576

3

24

0

0

0

0

614

7,039

758

10,156

756

11,516

性

育児・しつけ
その他
合計

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
母子保健事業担当課の保健師と連携することで、虐待が起きる前の段階から関わることができ
ており、虐待の未然防止や予防につながっている。
また、当課が家庭児童相談室であり、要保護児童対策地域協議会の事務局を担っており、虐待
が起きた時には、県児童相談所等との連携が容易である。
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（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕

⇒

2019 年現在の取組

健診未受診者家庭の実態把握のため、同行し

相談システムを使用し、タイムリーな情報共有が

て家庭訪問を実施。

できている。

特定妊婦の情報提供

⇒

特定妊婦へ保健師と協同しての支援

③ 児童相談所との連携

特定妊婦や乳幼児への支援方針が共有でき、連携
した支援が実施できている。

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

要保護児童対策地域協議会の調整機関であ
ったので、常に連携してきている。

③要保護児童対策地域協議会の活用

2019 年現在の取組
特にかわらず。

⇒

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

要保護児童対策地域協議会の調整機関を兼

2019 年現在の取組
左に同じ。

ねているため、ケースの状況により関係機関 ⇒
とも連絡調整を行い、役割分担して対応にあ
たっている。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：３名（内非常勤２名）
心理担当支援員：０名（内非常勤０名）

2019 年現在の取組

子ども家庭支援員：４名（内非常勤２名）
⇒

心理担当支援員：０名（内非常勤０名）

虐待対応専門員：５名（内非常勤４名）

虐待対応専門員：５名（内非常勤４名）

その他事務職員等：３名（内非常勤１名）

その他事務職員等：３名（内非常勤１名）
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
親子の交流スペース

相談室

４．拠点設置の効果及びメリット
虐待が起きる前から養育支援の必要な家庭が把握でき、虐待予防を兼ねてケース支援ができる。
要保護児童の家庭に対し、母子保健関係部署との連携により、細やかな支援が可能となった。
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奈良県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成２９年度～令和２年３月まで）
・平成 29 年度以降、毎年度、県内市町村の児童福祉担当課を集めた「市町村児童虐待対策主管課
長会議」において、支援拠点設置についての行政説明を実施。
・令和元年度には、児童虐待の発生予防や地域における子育て支援体制の強化を図る観点から、
市町村における「子どもと家庭を支援する体制づくり」を支援する新規事業として「市町村児童
虐待対応力・体制強化支援事業」を立ち上げ、同事業の取組の１つとして「市町村子ども家庭総
合支援拠点設置推進研修」を下記のとおり実施。
◯目 的：地域で生活する子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、その実態の把握や相談支
援を専門的に行い継続的なソーシャルワーク業務機能を担う拠点の整備を市町村が
推進できるよう研修会を開催する。

◯対 象：市町村職員要対協調整担当職員、母子保健担当課職員 等
◯取 組：「市町村子ども家庭総合支援拠点設置推進研修」の実施
・第 1 回 令和元年 8 月 9 日 実施

参加者 73 名（33 市町村及び 4 機関）

① 外部講師（日本大学 危機管理学部 鈴木秀洋 准教授）を招いての講義、

② 県内の支援拠点設置済市町村からの報告、③行政説明
・第 2 回 令和２年１月 31 日 実施

等

参加者数 50 名（28 市町村及び 1 機関）

① 外部講師（日本大学 危機管理学部 鈴木秀洋 准教授）を招いての講義、

② 他府県の先進事例報告（講師による説明）、③グループワーク

等

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
・研修会の開催を通じ、「市区町村子ども家庭総合支援拠点」に求められる機能や、設置の必要性
と意義について、市町村と県との共通理解を図ることができた。県が実施したアンケートでは、
未設置の３２市町村のうち６割にあたる１９市町村で拠点設置に向けた検討がなされている。

224

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【 １自治体：明日香村 】
平成 30 年 4 月現在【 ２自治体：奈良市、明日香村

】

平成 31 年 4 月現在【 ６自治体：奈良市、桜井市、葛城市、三宅町、田原本町、明日香村 】
令和 ２年 3 月現在【 ７自治体：奈良市、桜井市、生駒市、葛城市、三宅町、田原本町、
明日香村 】

４．県としてのコメント
【県の特徴と課題について】
・本県には県内３９の市町村があり、他の都道府県と比較すると市町村数が多く、地域差が大きい
特徴がある。県北部地域には、奈良市をはじめとする比較的人口規模の大きい市部が多く、児童
虐待対応件数や要対協の進行管理ケース数も多い。その一方で、県南部地域には、人口規模が小
さく過疎化や高齢化が進んでいる町村部が複数あり、年間出生数や児童人口が少なく、児童虐待
対応件数もほとんどないような町村が比較的多い状況にある。
児童福祉を担当する部署が単独であり複数の職員配置がなされている都市部と、児童福祉だけで
なく高齢者福祉や障害福祉の業務も担う部署で１名しか職員配置がなされていない町村部とが混
在している状況である。人口規模が小さい町村部では、子どもと保護者の顔や様子を常に把握し
ながら地域全体で密着型の支援を行うことができるメリットもあるが、一方で市部に比べると児
童福祉を専任で担う職員や専門職の人材確保が難しいという課題も抱えている。

【取組効果と今後について】
・すべての子どもを虐待から守り、大切にはぐくんでいくためには、地域において、妊娠期から切
れ目なく、子育て家庭を支えることが必要である。特に、母子保健の担当部署と子育て家庭の情
報を共有しながら、専門職が必要な支援につなぐ「子ども家庭総合支援拠点」の役割が重要であ
ると認識している。県では、令和元年度に、子ども家庭総合支援拠点の設置促進に向けた国のア
ドバイザーとして活動されている鈴木先生を講師にお迎えして、市町村を対象とした拠点設置を
促進するための研修会を２回開催した。その結果、新たに拠点を開設する１市を含め、現在、７
市町村で設置されている状況である。研修前後に実施したアンケートによると、今後の開設を検
討している市町村は１９にのぼるものの、設置要件となっている子ども家庭支援員の確保が課題
となっていることが明らかになった。拠点の専門職には通常、保健師や社会福祉士が配置される
が、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られることから、人
材確保が困難な市町村においては、県が実施する児童福祉司任用前研修の受講対象者に市町村職
員を含めることを検討するなど、県としても積極的に支援していきたいと考える。
・今後は、研修会の継続とともに、拠点設置を目指しておられる市町村の課題に対し個別助言を行
うことにより、市町村の｢子ども家庭総合支援拠点」の設置促進を図っていく。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．桜井市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

【妊娠期からの切れ目
ない支援体制づくり】
・妊婦検討会や乳児全
戸訪問事業、事例報告
会等の定例会議を位置
付け実施

【妊娠期からの切れ目
ない支援体制】
・妊婦検討会や乳児全
戸訪問事業、事例報告
会等の定例会議を位置
付け継続実施

・職員が異動しても主
旨を理解しながら実施
できるような体制づく
り
・要綱作成

・新しい担当者に研修
会を開催

【専門性の向上】

・スーパーバイズ事業

・拠点相談員の専門性

・拠点職員向け、スー

対象を他機関に拡大

の向上

パーバイズ事業

・研修会の継続実施

・関係機関の職員によ

・要対協マニュアル作

・新規採用者（特に教

り、理解等に差がある

成配布及び各所属にて

育職）の研修体制

状況

先生方への研修会開催

【関係機関との連携に
よる未然防止対策】
・養育力向上プログラ
ムの実施
・思春期保健対策事業
【相談しやすさ】
・所属を通じて拠点の
案内を保護者に周知
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【拠点に支援の必要な
家庭の情報が集まり、
連携による支援強化】
・関係機関への拠点機
能の理解促進
・幼児健診にて拠点相
談員が対応し、保護者
と積極的につながる

２．葛城市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

職員が他の業務も兼務

家庭相談員が 2 名増員

職員が増員されたの

しており、人員の確保

された。

で、子育てのワンスト
ップ窓口として、相談

が課題。

しやすい体制づくりの
強化。

保健センターの母子担

支援拠点を設置するこ

支援拠点として、情報

当と当センターの保健

とで、情報共有の必要

共有の体制づくりの強

師と家庭相談員が月 1

性が明確化され、情報

化。

回の情報共有会議を行

共有がしやすくなっ

うにあたり、情報共有

た。

の同意を対象者に得て

月 1 回の会議では子育

いる。

て世代包括支援センタ
ーを担う子育て支援セ
ンターの職員も参加し
てもらえるようになっ
た。

各課の役割分担が課

教育委員会との兼任辞

支援拠点として、各機

題。

令がある職員が教育委

関の役割分担を明確化

員会との調整を行って

し、切れ目のない支援

いる。

のため、調整してい

保健センターとは月 1

く。

回の会議などで役割分
担を調整している。
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３．三宅町
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

拠点設置後、心理職と福
祉職 2 名が子ども家庭支
援員として配置。各々の
視点で把握したケースの
課題を、支援員間で共有
することができ、また、
拠点が設置されたことで
課題解決に向け、関係機
関との連携を図りやすく
なった。

スーパーバイザーを招

同一課内に福祉職と母
子保健担当保健師が配
置されていたため、必
要に応じて情報共有す
ることは出来ていた
が、日常業務の中で情
報共有のための時間を
確保することが困難で
あった。

子育て世代包括支援セン
ターと子ども家庭支援拠
点の機能が一体となり、
心理職と福祉職、保健師
の三職種が常に情報共有
することが可能となり、
専門分野を活かしながら
相談に応じ、関係機関に
繋ぐ役割を担っている。
又、必要時スムーズに関
係機関と繋がるよう事前
調整を行ってきた。

２つの機能を一体的に
運用することにより、
職種間連携をスムーズ
にし、個々のニーズに
応じた支援を整え、妊
娠期から切れ目のない
支援を行う。

常勤の心理職がいなか

子育て支援拠点に心理職
が配置され、発達検査、
心理判定などの発達相談
業務について課内のみで
なく幼児園や小中学校と
連携して対応することが
可能となった。そのこと
により、虐待のハイリス
ク家庭を早期に把握出来
るようになり、支援体制
について検討し、早い段
階で体制整備する事が出
来るようになった。

発達相談などの事業を
介して、保護者や関係
機関が相談しやすい環
境を整え、ハイリスク
家庭を早期に発見し、
支援を開始できる仕組
みをつくり、虐待の未
然防止に努める。

要対協調整支援員 1 名
の配置であり、他の児
童福祉業務（児童３手
当など）を兼任し、業
務負担が大きかった。

ったため、外部機関や
雇い上げにより対応し
ていたため、ライフサ
イクルに沿った継続し
た支援が困難であり、
フォローを十分に行う
ことが出来なかった。
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集し、子ども家庭支援
員及び関係機関を対象
に事例検討を行い、
各々の資質向上と、要
対協構成機関の連携を
より強化する。

第 3：紹介自治体の詳細（桜井市、葛城市、三宅町）

桜井市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置） 奈良県

桜井市

②面積：98.91 平方キロメートル
③人口：56,956 人（令和元年 8 月現在）
④児童数：8,261 人（令和元年 8 月現在）

＊18 歳未満人口

⑤類型（小規模等）：小規模Ａ型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成 30 年 6 月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
平成 28 年度：524 件（虐待対応件数：506 件）
平成 29 年度：531 件（待対応件数：507 件）
平成 30 年度：499 件（虐待対応件数：465 件）

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
①実状の把握
・住民基本台帳や税情報、保育所・幼稚園等の所属先や入所退所年月、予防接種情報や
乳幼児健診の受診状況や結果等の情報をシステムで把握
・対象児童が在籍する保育所、小学校、中学校等と連携した情報収集
・母子保健担当や子育て支援担当との連携による情報収集
・国保や生保、障害、保育や各種手当て担当係や教育委員会との情報収集
・必要に応じて民生委員への聞き取りの実施
・乳幼児健診未把握者や就学児健診未把握時の拠点への連絡とそれに基づき調査の実施
・出入国管理局への調査依頼
・事務担当者と支援員が把握内容によって手分けして実情の把握を行う
②相談対応
・常に子どもの権利保障という目的意識をもった対応を心がける
・組織的対応となるように、毎日朝の会を開催し、ケースについての共有と支援方針の検討
を実施（課の方針としての支援）
・主担当と副担当を決め、複数での相談支援を実施
・対象者就労時間等を考慮し、時間外や必要に応じて休日対応を実施
・母子保健の保健師と一緒に支援（特に妊婦や DV ケースや育てにくさのあるケース等）
・相談対応で必要があれば、生活保護や国保、児童家庭支援センターや障害担当や事業所、
医療機関と連携、時には同行支援を実施
・相談員の専門性の向上のために、研修会の積極的参加やスーパーバイズの機会を１回/月設
定
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③総合調整
・個別ケース検討会議の開催
・担当課や担当係によって途切れがちな情報をつなぐための会議を開催し、その会議の拠点
職員が参加することで、拠点が持っているネットワークや視点などを未然防止や支援にいか
すためのとりくみ
→妊娠届出された全ケースのリスクアセスメントを行い、特定妊婦やハイリスク妊婦の決定
及び当面の支援方針の決定を行う「妊婦検討会」を１～２回/月開催（母子保健保健師と拠点
職員が参加）
→「乳児全戸訪問事業会議」に拠点職員が参加（訪問結果から今後の支援の検討を行う会
議）
→「母子保健の継続支援ケースの事例検討会」に児童虐待の早期発見、未然防止目的に拠点
職員も参加
・全ケースの進行管理会議の実施（原則重症度で期間を決めている）
④調査、支援及び指導等
・要対協代表者会議における研修
・受理会議にて、リスクアセスメント表を活用して見立てた上で、緊急度重症度を判定。ま
た、受理会議には、教育委員会指導主事や児童福祉課指導主事、母子保健（けんこう増進
課）保健師も参加。どこの機関がいつまでに何をするのかを、短期の支援方針を決める
・日々の支援内容は、朝の会にて課内で共有し検討し、記録は課長と係長が確認
・記録はシステム入力とともに個別ファイルに印刷して紙面でも管理し、終結しても保管
・終結は、所属等に確認した上で進行管理会議において検討
⑤他関係機関との連携
・地域社会資源を活用した支援につなげる
・特定妊婦は、全ケース産科医療機関と書面で連携依頼すると共に、精神疾患合併妊婦は必
要に応じて精神科医療機関とも連携実施。要保護児童・要支援児童も必要に応じて医療機関
と連携実施
・消防救急課と、墜落出産の危険性の事例や救急搬送が予測される事例等は拠点から連携。
また救急課からも、こどものいる家庭で気になる案件については連絡あり
・警察とは、ＤＶ事例や通報事例や緊急性がある事例など、日常的に連携を実施（要対協の
名簿を 50 音順にしたものを提供）
・民生委員に見守り依頼
・庁内では、上記以外に高齢福祉課等、庁外では「学童くらぶ」や放課後等デイサービス事
業所、訪問看護やヘルパーサービス事業所等家庭に関わる機関との連携
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（2）開設前の取組と現状の取組について
① 子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕

⇒

2019 年現在の取組

・同一建物で同じフロアで職員同士日常的

日常的なケースを通しての連携は密に行ってい

に顔が見える関係である

る（同行訪問や、ケース支援方針の検討等）

・日常的なケースを通しての連携は密に行

⇒

・妊婦検討会や事例検討会、乳児全戸訪問事業

っている（同行訪問や、ケース支援方針の

の会議等会議を設定して、連携できる体制の継

検討等）

続実施

・妊婦検討会や事例検討会、乳児全戸訪問
事業の会議等会議を設定して、連携できる
体制の継続実施

② 児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組

・中度以上事例の進行管理会議（実務者会

・中度以上事例の進行管理会議（実務者会議）

議）に児童相談所職員が出席

に 1 回/月 児童相談所職員が出席

・必要に応じて個別ケース検討会議に児童

⇒

・必要に応じて個別ケース検討会議に児童相談

相談所職員が出席

所職員が出席

・電話での情報共有や検討が困難な場合

・電話での情報共有や検討が困難な場合は、で

は、できるだけ出向くなどして、対面で双

きるだけ出向くなどして、対面で双方複数での

方複数での検討を実施している

検討を実施している

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組

・受理会議に教育部局や児童福祉部局・母

・受理会議に教育部局や児童福祉部局・母子保

子保健部局が参加するなどの連携

健部局が参加するなどの連携

・関係機関による積極的な情報交換及び連

⇒

・関係機関による積極的な情報交換及び連携

携

・要対協以外の機関にも、必要があれば積極的

・要対協以外の機関にも、必要があれば積

に情報収集を実施し、ケースの見立てを共有し

極的に情報収集を実施し、ケースの見立て

たうえで支援をしてもらうために連携を実施

を共有したうえで支援をしてもらうために
連携を実施
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④ 人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：5 名（内非常勤 0 名）
心理担当支援員：0 名（内非常勤 0 名）

2019 年現在の取組

子ども家庭支援員：4 名（内非常勤 0 名）
⇒

心理担当支援員：0 名（内非常勤 0 名）

虐待対応専門員：1 名（内非常勤 0 名）

虐待対応専門員：1 名（内非常勤 0 名）

その他事務職員等：2 名（内非常勤 0 名）

その他事務職員等：3 名（内非常勤 0 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
①相談室

②親子交流室

③事務室等

４．拠点設置の効果及びメリット
補助金を活用し、予算を有効活用
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葛城市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：

33.72 ｋ㎡

③人口：

37,391 人

（ 令和元年１０月現在 ）

6,791 人

（ 令和元年１０月現在 ）

④児童数：

⑤類型（小規模等）：小規模Ａ型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成３１年 ４月】

（2） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）(※児童虐待の件数も明記)

年度

養護相談件数

要対協管理数

平成 28 年度

100

73

平成 29 年度

67

62

平成 30 年度

88

71

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
子ども家庭総合支援拠点を、要保護児童対策地域協議会及び子ども若者支援地域協議会の
担当課に設置し、拠点としての 4 業務の遂行をしやすくしている。
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（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕

⇒

2019 年現在の取組

・母子保健担当者で定期的に母子会議を開
催していた。

母子保健担当者で定期的に開催する母子会議に
子ども家庭総合支援拠点の担当者も出席し、情

⇒

報の共有を行なっている。

② 児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組

・要保護児童対策地域協議会が連携を担っ

・子ども家庭総合支援拠点の職員が児童相談所

ていた。

の実施する専門職員研修を受講し、要保護児童
対策地域協議会の業務と一体運用できるように

⇒

している。

③要保護児童対策地域協議会の活用
開設時の取組

〔マニュアル P.8 参照〕
⇒

2019 年現在の取組

・平成 31 年度開設

・要保護児童対策地域協議会に子ども家庭総合
支援拠点の担当者も参加し、情報の共有と連続
した支援を実施している。

⇒

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

・平成 31 年度開設

2019 年現在の取組
子ども家庭支援員：６名（内非常勤２名）
心理担当支援員：７名（内非常勤６名）

⇒

虐待対応専門員：３名（内非常勤１名）
その他事務職員等：１名（内非常勤０名）

237

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
相談室

プレイルーム

検査室

研修・会議室

４．拠点設置の効果及びメリット
今年度、こども未来創造部こども・若者サポートセンター（以下センター）に、子ども家庭総合支
援拠点を設置した。センターは-1 歳から 40 歳までの困難を有する子ども・若者とその家族を、福祉
と教育の壁を越えて支援するための部署として、臨床心理士・保健師・保育士・教員・社会福祉士等
の専門職を配置し活動している。
センターは、子ども・若者支援地域協議会と、要保護児童対策地域協議会を担当すると共に、乳児
家庭全戸訪問事業等も担当している。センターが子ども家庭総合支援拠点を担当することで、多職種
の連携による支援に子ども家庭支援員や虐待対応職員が加わり、センター内で情報を共有しながら妊
娠期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ことができつつある。
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三宅町
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

③ 面積：4.06ｋｍ
③人口：

6,971 人

④ 児童数： 920 人

（2018 年 10 月現在）
（2018 年 10 月現在）

⑤ 類型（小規模等）：小規模Ａ
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

子ども家庭総合相談窓口（支援拠点）
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：2018 年 11 月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）

指

標

算式

単位

H28 実績

H29 実績

H30 実績

H31 実績

１

家庭児童相談件数

件数/年

件数

実績

3

4

8

2

２

児童虐待件数

件数/年

件数

実績

14

10

7

3

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
妊娠届時や新生児訪問、乳幼児健診などで気になるケースなどの情報を共有することができ
ている。心理職と福祉職、保健師とで連携し、相談を受け付け、それぞれの専門分野で対応
できている。必要に応じて関連機関などにつなぐなど調整を行っている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

⇒

同一課内にあり、必要に応じて連携をとる
ことができていた。

〔マニュアル P.6～7 参照〕
2019 年現在の取組

子育て世代包括支援センターと子ども家庭支援
⇒

拠点の機能が、一体となっている。そのため、
日頃より情報共有がスムーズに行えている。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組

児童相談所との連携が必要な場合は、相談

児童相談所との連携が必要だと判断する上で、

やケース会議の参加依頼など対応すること

課内でアセスメントを実施したり、他職種で協

ができている。

⇒

議することができるようになった。
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③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組

要保護児童対策地域協議会の調整機関を担

要保護児童対策地域協議会の調整機関を担って

っているため、要対協の構成機関と連携で

いるため、要対協の構成機関と連携できてい

きている。ケース会議などを通じて、役割

る。ケース会議などを通じて、役割分担や支援

⇒

分担や支援の方針や方法を確認している。

④人員配置

の方針や方法を確認している。

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：１名（内非常勤１名）
心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組

子ども家庭支援員：２名（内非常勤１名）
⇒

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
【事務室】

【相談室】

【親子交流スペース】
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４．拠点設置の効果及びメリット
子ども家庭支援拠点の心理職と福祉職、子育て世代包括支援センターの保健師が、それぞれの視点か
らアセスメントを行い、ケースの把握や支援方法の決定、役割分担ができるようになった。
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鳥取県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
〇平成２９年度は、市町村要対協調整担当者研修等を通じて、支援拠点の概要等を説明するのみに
留まっていたが、平成３０年度に、支援拠点設置促進に関する市町村向けの研修会を開催した上
で、以後、随時、市町村から個別の相談に応じる形態で、支援拠点の設置促進に取組んでいる。
〇現在は、令和元年７月に中央児童相談所に配置した市町村支援児童福祉司と本庁の支援拠点担当
者が中心となり、市町村を訪問しながら、要対協の活性化等を含め、支援拠点設置に向けた市町
村支援を実施している。
〇また、令和元年度には、県幹部（担当局長）が市町村を訪問し、市町村に対し、支援拠点の設置
促進をお願いした。
２．県の取組（有効であったと考えているところ）
〇市町村により、組織体制等が異なるため、個別に相談に応じる形態で、市町村と一緒になり、支
援拠点のあり方等を議論していくことが有効と考えている。

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【１自治体：鳥取市】
平成 30 年 4 月現在【３自治体：鳥取市、米子市、琴浦町】
平成 31 年 4 月現在【１１自治体：鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、若桜町、智頭町、三朝町、琴
浦町、北栄町、大山町、日野町】

４．県としてのコメント
〇本県においては、例えば、子育て世代包括支援センターについては、既に全市町村が設置済など、
支援拠点設置に向けた基盤が整っていることもあり、支援拠点設置に関する市町村の理解は得ら
れやすいと考えている。
〇課題としては、支援拠点設置後の円滑な運営や人材育成等があり、引き続き、市町村の実情に応
じた市町村支援が必要と考えている。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．倉吉市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制度・

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

業務・職員体制・設備等）

できたこと（解決してきた

やっていくこと・課題解決

こと）

後の具体的地域の姿など）

子育て世代包括支援セ

2020 年 1 月から母子保

2020 年 4 月からは同一

ンターとの連携におい

健担当が支援拠点と同

課内に母子保健担当と

て、部署が同一施設に

一フロアに配置とな

支援拠点を配置し一体

ないため連絡に少々時

り、情報共有がしやす

的な支援を行うことと

間がかかる場合があっ

くなった。

している。

た。
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２．鳥取市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制度・

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

業務・職員体制・設備等）

できたこと（解決してきた

やっていくこと・課題解決

こと）

後の具体的地域の姿など）

児相とのケースの共有

児相とのケースの共有

通告等があった場合の

において、児相の全ケ

において、児相の全ケ

迅速な対応や、関係機

ースと市の要対協ケー

ースと市の要対協全ケ

関等の明確化が図られ

スで特に必要と思われ

ースの共有を行ったこ

た。今後もより丁寧な

るものだけを共有して

とにより、市のケース

情報共有を行い、虐待

いたため、市のケース

の全体像が把握され、

防止の支援につなげて

の全体像の把握が求め

タイムリーな情報共有

いく。

られていた。

が可能となった。

児童虐待と DV の特性

平成 30 年 5 月に、こ

こども家庭相談センタ

や、これらが相互に重

ども家庭相談センター

ーに家庭・女性相談員

複して発生している現

（子ども家庭総合支援

を配置したことによ

状を踏まえ、家庭・女

拠点）に、家庭・女性

り、相互に連携した取

性相談員と、児童虐待

相談員 2 名を配置し、

組が行えるようになっ

防止の取組との連携が

児童虐待防止の取組と

た。今後も相互に連携

求められていた。

の連携を強化した。

し、児童虐待や DV 防
止に取り組んでいく。

教育現場や保育現場に

公私立園長会と市立小

今後も、あらゆる機会

おいて、「要対協」の

中学校校長会で「要対

を捉えて、教育現場や

意義が十分認知されて

協」の説明を行うとと

保育現場への説明を行

おらず、個別支援会議

もに、小・中学校へ出

い、「要対協」への認

での意識のズレや通告

向き、各学校のケース

知を深め、児童虐待防

が遅れるなどの課題が

について共有を行い、

止への迅速な対応がで

あった。

教育現場や保育現場と

きるよう努めていく。

の連携を強化した

246

第３：紹介自治体の詳細（倉吉市、鳥取市）

倉吉市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

鳥取県倉吉市

②面積：272.06 平方キロメートル
③人口：46,668 人（2020 年 1 月末現在）
④児童数：7,506 人（2020 年 1 月末現在）
⑤類型（小規模等）：小規模 A

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

市長－副市長－健康福祉部（福祉事務所）－子ども家庭課（拠点機能）
－子育て支援係
－家庭支援係 （拠点機能の中心）
－子育て総合支援センター
－保育園
－児童館・児童センター
機構図
３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：2019 年 4 月】

（1） 特徴
ア 児童虐待に係る相談件数等の推移（3 年分）

平成 28 年度 62 件
平成 29 年度

47 件

平成 30 年度

56 件

247

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 5 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
家庭支援係を中心として同部局内の関係部署（母子保健、保育園、生活困窮）と連携を密にし
ている。また、教育委員会とも頻繁な情報共有を行い対応している。
要保護児童対策地域協議会の連絡調整においては、地域資源となる民生委員からの協力も得て
調整を図っている。

（2）開設時の課題と現状と今後の展望について
①子育て世代包括支援センターとの連携
開設時の課題と取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕
⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

必要な母子保健情報などの情報共有を図っ

2020 年 1 月から母子保健担当が支援拠点と同一フ

た。部署が同一施設にないため連絡に少々時

ロアに配置となり、情報共有がしやすくなる。さ

間がかかる場合があった。

⇒

らに 4 月からは同一課内に母子保健担当と支援拠
点を配置し一体的な支援を行うこととしている。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設時の課題と取組
実務者会議や定期的な意見交換会を行って

⇒
⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）
左同

いる

③要保護児童対策地域協議会との連携
開設時の課題と取組

〔マニュアル P.8 参照〕
⇒

支援拠点の中枢となる家庭支援係において

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）
左同

要保護児童対策協議会事務局を担い、調整機
関として機能している。

④人員配置

⇒

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の課題と取組

⇒

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 0 名）
心理担当支援員： 0 名（内非常勤 0 名）

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 0 名）
⇒

心理担当支援員： 0 名（内非常勤 0 名）

虐待対応専門員： 0 名（内非常勤 0 名）

虐待対応専門員： 0 名（内非常勤 0 名）

その他事務職員等：8 名（内非常勤 3 名）

その他事務職員等：8 名（内非常勤 3 名）
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

交流スペース

相談室

事務室

（4）拠点設置の効果及びメリット

拠点設置をきっかけとして、要保護児童等の対応がしやすい環境となった。
子育て世代包括支援センターとの連携をすることで、子育ての総合窓口として機能するようになっ
た。

鳥取市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：765.31 平方キロメートル
③人口：187,226 人（令和元年 9 月 1 日現在）
④児童数：29,879 人（令和元年 8 月 31 日現在）
⑤類型（小規模等）：中規模
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成３０年５月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
虐待として対応した件数の内訳

内 虐待と

相談件数

して対応

身体的

心理的

性的

ネグレクト

平成２８年度

２４９

０

０

０

０

０

平成２９年度

２４９

８

０

２

０

６

平成３０年度

３４３

２１

１０

２

０

９

＊平成３０年度は、関係機関や近所からの通告件数が増加している。
＊全国で相次ぐ児童虐待事案の影響もあり、相談件数の増加につながったものと思われる。

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
①実状の把握
（1）子育て世代包括支援センターとの連携
・特定妊婦を含めたフォロー妊婦の把握と支援を妊娠早期から行っている。支援が必要な妊婦
は、妊娠期から訪問や電話で支援し、新生児訪問指導とこんにちは赤ちゃん訪問を保健センタ
ーと子ども家庭総合支援拠点の職員が２人で家庭訪問を行っている。
・新生児訪問指導を辞退又は拒否する家庭には、乳児一般健康診査受診票（３～４か月）を持
参するという名目で必ず児童の確認をするようにしている。
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・鳥取市は、６か月児健康診査・１歳６か月児健康診査・３歳児健康診査は集団健診を行って
おり、子ども家庭総合支援拠点の支援員が健診のスタッフとなり参加し、不適切な養育や虐待
項目に○がついている子どもには地区担当保健師と共同で相談支援を行っている。
・乳幼児集団健診の未受診者で地区担当保健師が状況把握できないときは、要対協と共同で児
童の状況確認を行っている。
・妊婦と３歳児までの転入者は、子育て世代包括支援センターに手続きに来るようになってお
り、週に１回、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２者で会議を行い、
フォローが必要な妊婦と養育が心配な保護者の情報を共有し、支援方針を立てている。事前に
他市町村の要対協から情報提供がある場合もあるが、ない場合は、元の自治体に確認を取り情
報提供を受け支援を行っている。
（2）鳥取県東部の産科医療機関・助産所との連携
・県東部の産科医療機関（７箇所）と助産所（２箇所）から、タイムリーな情報が入る仕組み
が定着しており、連携が取りやすくなっている。
（3）児童養護施設、乳児院、自立援助ホーム、里親等、児童家庭支援センターとの連携
・子育て短期支援事業（ショートステイ）を利用している児童で必要に応じ観察記録の報告が
ある。また、児童家庭支援センター職員が実務者会議に参加しスーパーバイズが可能となって
いる。
②相談対応
子どもやその家庭及び妊産婦等や関係機関等から、妊娠期に関する相談、一般子育てに関する
相談、養育困難な状況や子ども虐待等に関する相談全般に応じる体制を構築しており、相談内容
について情報共有を行いながら関係機関とも連携し、必要な支援・対応につなげている。
（1）家庭・婦人相談事業
・面接、電話、訪問等による各種家庭・女性相談を実施する。
（2）こども家庭相談事業
・子ども虐待の未然防止・早期発見、早期対応のため、家庭、関係機関などからの通告・相談
を受理する。
・子育ての不安や悩みの相談を受け付ける「子育て相談ダイヤル」を開設する。
（3）養育支援訪問事業
・NPO 法人子どもの虐待防止ネットワーク鳥取に委託し、継続的な支援が必要な家庭に対する
養育相談・支援を実施する
・支援が必要な家庭の養育者及び児童等を対象に、カウンセリングによる心理相談を実施する。
（4）妊娠・出産包括支援事業
・妊娠に悩む方に必要な情報を提供するとともに、他の相談窓口や適切なサービスを紹介。
③総合調整
個々のニーズ、家庭の状況等に応じて課題解決が図れるよう、関係部署・関係機関と緊密に連
携し、情報共有及び支援内容やサービスの調整を行い、地域における様々な社会資源を活用して
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包括的な支援につなげている。
④調査、支援及び指導等
家庭の生活状況などの情報に関する事実把握を行った上で、支援が必要な子どもとその家庭及
び妊産婦に対して、子どもの状況、保護者の状況、家庭環境、地域との関係等に関する情報や現
在の状況に至った経緯の把握等を行い、必要な支援・指導等につなげている。
（1）子育て短期支援事業
・仕事、疾病、家庭の事情等で子育てができない保護者の負担軽減を図るため、ショートステ
イ、平日日帰りステイ、トワイライトステイを行い、児童の健全育成の環境を確保する。
（2）養育支援訪問事業（再掲）
・NPO 法人子どもの虐待防止ネットワーク鳥取に委託し、継続的な支援が必要な家庭に対する
養育相談・支援を実施する。
・支援が必要な家庭の養育者及び児童等を対象に、カウンセリングによる心理相談を実施する。
（3）妊娠・出産包括支援事業
・産後ケア事業として、家族等から十分な援助が得られず、かつ、体調不良や育児不安等があ
る母子を対象に、ショートステイ、乳児一時預かり、デイサービスを行い、保健指導や育児相
談等のケアを提供する。
⑤他関係機関との連携
要保護児童対策地域協議会の実務者会議、個別支援会議等を通じて、関係部署・関係機関とと
もに、支援が必要な子どもとその家庭及び妊産婦等に関する情報共有や支援内容の協議等を行っ
ている。個別支援会議を２８年度１７２回、２９年度１５３回、３０年度２０１回開催し、タイ
ムリーな関係機関との情報共有、アセスメント、支援検討を行い日頃から顔の見える関係作りが
可能となっている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組
平成 29 年に子育て世代包括支援センター

⇒

2019 年現在の取組
左記の取り組みと同様。

⇒

を開設し、中央保健センターとこども家庭相
談センターが共同で包括支援連絡会を開催
することとなった。
（1）目的
①母子健康手帳交付時の面談・アンケート結
果等をもとにフォロー妊婦のピックアッ
プと支援方針の検討を行う。
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②転入妊婦や転入乳幼児の面談・妊婦アンケ
ート結果等をもとにフォローが必要な妊
婦とリスクの高い児童の把握を行い支援
の検討を行う。
（2）メンバー
包括支援センター助産師 1 名 拠点の保健
師 2 名の計 3 名
（3）内容
概ね妊婦３０人から５０人を確認しフォ
ロー妊婦の支援方針の検討を行う。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

・要対協の実務者会議を（5 月～翌年 3 月ま

2019 年現在の取組

⇒ ・要対協の実務者会議を（5 月～翌年 3 月までの）

での）隔月基本第 4 水曜日 年 6 回実施して

隔月基本第 4 水曜日 年 6 回実施しており、児童

おり、児童相談所が関わっている養護と非行

相談所が関わっている養護と非行の全ケースと

の全ケースと市の要対協で特に共有が必要

市の要対協全ケースを共有し支援方針を確認し

と思われるものを共有し支援方針を確認し

ている。2 か月分の新規受理ケースを毎回情報共

ている。

有し確認することでタイムリーに両機関が把握
できている。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組

・鳥取市のこども家庭相談センターは要保護

・鳥取市のこども家庭相談センター（子ども家庭

児童対策地域協議会調整機関を担っている。

総合支援拠点）は要保護児童対策地域協議会調整

・要対協の関係機関職員の研修会を年３回実 ⇒

機関を担っている。

施している。

・平成 30 年度より、家庭児童相談室の一部（家

・公私立園長会と市立小中学校校長会で要対

庭・女性相談員を配置 3 名）を担っており、要対

協について説明している。

協との連携も強化されている。

・11 月虐待防止月間オレンジリボンキャンペ

・要対協の関係機関職員の研修会を年３回実施し

ーンでは多くの市民が集まる場で要対協関

ている。

係機関職員が市民啓発を行っている。

・公私立園長会と市立小中学校校長会で要体協に

・鳥取県の社会的養護は先進的と感じてい

ついて説明するとともに、小・中学校へ出向き、

る。また、要対協の関係機関でもある子ども

各学校のケースについて共有を行うこととした。

家庭支援センターの職員は児童相談所所長

・11 月虐待防止月間オレンジリボンキャンペーン

歴を有しており、実務者会議・個別支援会議

では多くの市民が集まる場で要対協関係機関

等でのスーパーバイズが可能となっている。

職員が市民啓発を行っている。
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・鳥取県の社会的養護は先進的と感じている。ま
た、要対協の関係機関でもある子ども家庭支援セ
ンターの職員は児童相談所所長歴を有しており、
実務者会議・個別支援会議等でのスーパーバイズ
が可能となっている。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：3 名（内非常勤 2 名）
心理担当支援員：1 名（内非常勤 0 名）

2019 年現在の取組

子ども家庭支援員：3 名（内非常勤 2 名）
⇒

心理担当支援員：1 名（内非常勤 0 名）

虐待対応専門員：2 名（内非常勤 1 名）

虐待対応専門員：2 名（内非常勤 1 名）

その他事務職員等：0 名（内非常勤 0 名）

その他事務職員等：0 名（内非常勤 0 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

執務室内各事業受付コーナー
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こども家庭相談センター
相談室兼会議室

４．拠点設置の効果及びメリット
鳥取市では、子育て世代包括支援センターとの連携、相談業務・各種支援事業など、妊娠期から子
育て期まで切れ目のない支援を行うとともに、要保護児童対策地域協議会の実務者会議、個別支援会
議等を通じて、関係部署・関係機関との情報共有、支援策の検討などを行い、子ども虐待に至らない
よう取組を進めてきた。
この度、
「子ども家庭総合支援拠点」を設置したことにより、関係機関との情報共有の強化、市町村
の行うべき役割や業務手順の再認識、関係部署、関係機関も含む職員等への意識づけなどが図られた
ものと考えている。今後も、取組の改善・強化を図り、迅速・丁寧な支援に努めることで子ども虐待
の防止を図っていく。
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島根県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
①H29 年度
・市町村子ども家庭支援に関して、先進地より講師を招き市町村職員対象に研修会実施。
・県内の児童相談所管内（４）＋離島（１）＝（５圏域）にて、H28 年度児福法改正内容及び、
子ども家庭総合支援拠点等に関する説明会を実施。
②H30 年度
・上半期：市町村訪問等実施。実情把握及び意見交換。
（全 19 市町村中、15 市町訪問。4 町村電話等での状況聴取）
・下半期：市町村訪問等で把握した事を元に、下記内容の市町村職員研修実施。
（ア）ファミリーホームを活用した子育て短期支援事業実施自治体より、計画段階から
実施に至る状況を発表 ＋ 市町村同士の意見交換
（イ）市町村子ども家庭支援におけるスーパーバイザー制度を活用している自治体から
実施状況を発表 ＋ 市町村同士の意見交換
（ウ）里親より、活動状況について紹介

＋ 市町村と里親の意見交換

・希望のあった自治体へ、スーパーバイザー候補者を紹介。
③R 元年度
・「市町村子ども家庭総合支援拠点の役割と児童相談所との連携」について、西南学院大学
安部計彦教授を招いて市町村職員等を対象とした研修（講義＋グループ討議）実施。
２．県の取組（有効であったと考えているところ）
①「市町村実施例の紹介＋意見交換」方法に関して、市町村からの実施ニーズが大きく、有効。
② 先進地の具体例を知ることができて有効であったとの意見が多かった（研修アンケート）
３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【（１）自治体：邑南町】
平成 30 年 4 月現在【（３）自治体：邑南町、松江市、益田市】
平成 31 年 4 月現在【（４）自治体：邑南町、松江市、益田市、出雲市】
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４．県としてのコメント
・島根県内では、早期から全市町村に要保護児童対策地域協議会が設置されており、調整機能のみ
ならず、ソーシャルワーク機能も担ってきている。
・令和 2 年度中に全市町村へ子育て世代包括支援センターが設置される。
・子ども家庭総合支援拠点未設置の市町村においては、要保護児童対策地域協議会及び子育て世代
包括支援センターの機能と、今後更にどのような支援機能が求められるか、どのように有機
的連携を図るか等を整理しつつ、拠点設置に向け、具体的な検討を行っている段階。
・県では今年度、健康福祉部内の複数課合同の市町村訪問を実施し、子育て支援について意見交換
等を行った。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介
１．松江市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

相談件数・管理件数も

支援拠点設置により、

今後も、国からの財源

年々多くなる中、職員

国からの交付税措置、

を継続活用し、より迅

数は変わらず、迅速な

補助金の活用により財

速で丁寧な支援が実施

対応が困難であった。

源が確保され、職員の

できるような体制で業

財源も一般財源のみで

増員や備品購入、研修

務を行う。

あり、少額の消耗品費

費用等を確保すること

等での運営をせざるを

ができ、負担軽減につ

得なかった。

ながっている。

心理職の職員配置はし

心理担当支援員が配置

人事ローテーション等を

ておらず、限られた職

されたことで、ケース

考慮し、心理職が複数採

種によるケース対応で

の見立ての幅と深みが

用されるよう人事担当と

あった。担当者の物理

できつつある。

検討をしていく。心理職

的・精神的負担もあっ

の人材育成に関しては、

た。

心理職のいる児童相談所
との共同研修など方法を
検討していく

子育て世代包括支援セ

ケースに応じて、こま

将来的には、子育て世

ンターと組織系統の面

めに子育て世代包括支

代包括支援センターと

でも、物理的な面でも

援センターと連絡を取

一体的に運営する体制

一体的に運営する体制

り合い、家庭訪問や面

となるよう協議を重ね

ではなかった。

談等を共同で実施して

ていく。

いる。保健師は母子保
健担当と人的交流をす
ることで、連携がスム
ーズにできている。
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２．出雲市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

相談受理後、支援方針

毎週の定例会議におい

システムの随時の見直

決定や支援終了等のプ

てメンバーで相談・対

し、システムの関係部

ロセスが明確化されて

応状況の共有や支援方

署との共有化の促進

いない

針、支援計画等協議
し、組織で対応できる
ようシステム化した。

子どもの発達の問題

子ども家庭総合支援拠

予防的事業の実施等、

（育てにくさ）からの

点に幼児発達支援業務

支援の充実のための、

アプローチ

も含め、発達支援も含

ニーズの吸い上げと施

めた総合的な支援がで

策化

きるようにした。

人員の不足

拠点開設を目指すこと

人員のスキルを活かせ

が予算的根拠となり、

る体制づくり

人員の確保ができた。
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３．益田市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

正規職員の専任配置が

専門職正規職員の専任

様々な相談、支援を実

出来ていなかった。

配置が出来、相談支援

施をするため、職員の

体制の充実が図れた。

研修受講等により、ス
キルアップを図る。

児童虐待対応をはじ

支援拠点として位置づ

要対協事務局、支援拠

め、様々な相談には対

けることにより、内に

点として、関係機関等

応していたが、役割が

も外にも役割や業務が

をつなぎ、地域のネッ

不明確な部分があっ

明確になった。

トワークを強化する。

た。
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４．邑南町
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

保健と福祉の連携

・福祉サイドも予防的

・関係機関のみなら

・要保護・要支援の報

視点を持つことがで

ず、地域からの情報の

告から連携することが

き、早期の情報共有が

把握や共有ができやす

多く、そのため予防的

可能となった。

い体制づくり

相談窓口の一本化と職

・子育て世代包括支援

・子育て世代だけでな

員体制

センターと同一窓口に

く、地域全体で子ども

なり、住民からの相談

を見守り、子育て支援

窓口がわかりやすく、

に関する意識を高めて

また、ワンストップで

いく。

視点での情報共有が出
来にくかった。

・子育てに関する窓口
が保健と福祉にあった
こと、また分庁方式を
とっているため住民か

対応が可能となった。

ら相談窓口がわかりに

・「子育て支援ハンド

くかった。

ブック」を作成し、周
知している。

環境整備
・役場庁舎には妊産婦
や乳幼児連れの保護者
が落ち着いて相談でき
る場所がなかった。

・本庁ロビーにキッズ

・子育てバリアフリー

スペースを設置するこ

環境の町内への広がり

とで乳幼児連れでも相
談しやすい環境となっ
た。また支援拠点への
相談だけでなく、他課
の手続き等でも利用さ
れている。
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第３：紹介自治体の詳細（松江市、邑南町）

松江市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：５７２．９９ ㎢
③人口：２０２，５１１人（Ｈ３１．４月末現在）
④児童数：３５，０１０人（Ｈ３１．４月末現在）
⑤類型（小規模等）：中規模型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
組織図は、次ページ参照
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成３０年４月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）

新規要保護児童等の相談種別件数
H30 年度
相

談 種

H29 年度

H28 年度

別
件数

a

虐待

58

55

79

b

その他の養護相談

10

11

17

c

保健相談

1

1

8

養護相談
保健相談

ｄ

肢体不自由相談

0

0

0

ｅ

視聴覚相談

0

0

0

ｆ

言語発達障害等相談

0

0

4

ｇ

重症心身障害相談

0

0

0

ｈ

知的障害相談

0

0

2

ｉ

発達障害等相談

0

1

1

ｊ

ぐ犯行為等相談

0

2

2

ｋ

触法行為等相談

0

0

1

ｌ

性格行動相談

3

2

4

ｍ

不登校相談

0

1

3

ｎ

適正相談

0

0

0

ｏ

育児・しつけ相談

27

14

28

ｐ

その他の相談

24

26

21

123

113

170

障害相談

非行相談

育成相談

その他

合

計

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
・家庭相談課において、
「子ども家庭総合支援拠点」
「要保護児童対策協議会」を兼ね備える
部署として、児童虐待対応、要保護児童対応、相談対応を行っている。
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・これまでは調整機関としてのウエイトが大きかったが、平成 28 年児童福祉法改正により、
在宅支援は市町村が中心に担うこととなったこともあり、相談や面接、保護者指導など、
直接的な関わりが多くなっている。
・要保護児童対策協議会を活用し、調査や情報共有、役割分担を行い、児童と保護者への虐
待対応と支援を行っている。
・関係機関との連携については、要保護児童対策協議会での代表者会議、実務者会議、個別
事例検討会議、庁内連絡会議等の各種会議や、日々の業務のなかで連携を図っている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

⇒

・検診未受診者の調査協力。

2019 年現在の取組
・開設前の取組を引き続き実施している。

・虐待や不適切な養育を発見した場合は、家庭
相談課が連絡を受け付け、調査により児童の

〔マニュアル P.6～7 参照〕

⇒

安全を確保するとともに「要保護児童」とし
て登録し、関係機関と連携して一体的に支援
を行う。
・母子保健部署から、出産後の養育について、
出産前から保健福祉医療で連携して支援が特
に必要と認められる妊婦について連絡を受け
た場合は、
「特定妊婦」として登録し、連携
して支援を行っている。
・年度初めには、家庭相談課地区担当と地区担
当保健師で要保護児童の確認を行っている。
・要保護児童対策協議会を活用した連携（庁内
連絡会議、実務者会議、個別事例検討会議、
要保護児童対策連絡会）を行っている。
・保健師連絡会に出向いて、家庭相談課の業務
と関係機関との連携など、協議・確認を行っ
た年度もある。
・子育て支援センター・健康推進課の地区担当
保健師とは常時情報共有を行うとともに、同
伴訪問による個別ケース対応も行っている。
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②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

・年度初めの打ち合わせ、要保護児童対策協議

・開設前の取組を引き続き実施している。

会の各種会議（代表者会議・実務者会議・個
別事例検討会議等）の活用、実務者会議後の

2019 年現在の取組

・平成２８年度の児童福祉法改正により、児
⇒

童相談所からの事案送致や指導委託も行わ

児童相談所と市での振り返り、平素のケース

れることとなり、在宅支援は市町村が中心

対応や協議、年度末には申し合わせ事項の確

となって担うことが明記されたが、相互理

認などを実施している。

解や連携の仕方、役割分担にはまだまだ課

・虐待案件については、児童相談所と松江市で

題がある。

申し合わせを行い、重症度により管理区分を
定めて役割分担を行っている。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

・代表者会議、実務者会議、個別事例検討会

・開設時の取組を引き続き実施している。

議、庁内連絡会議などの各種会議において、
連携の強化を確認するとともに、子どもと家

2019 年現在の取組

⇒

庭支援の役割分担等を行っている。
・保育所長会、小中学校校長会等での説明。
・児童虐待防止セミナーの実施。
（参加者：保
育所・幼稚園・小学校・中学校・高校・保健
師）
・児童虐待防止月間の取り組み。
（啓発ポスタ
ー・リーフレット配布、街頭活動、関係窓口
へのオレンジリボン配布・着用、庁舎正面玄
関にてパネル展示）
・出前講座の実施。
（幼稚園・公民館・民生委
員研修等）
・啓発チラシ配布（幼稚園・保育所・小学校・
中学校・高校）
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④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組

子ども家庭支援員：４名（内非常勤２名）

子ども家庭支援員：４名（内非常勤２名）

心理担当支援員：１名（内非常勤０名）

心理担当支援員：１名（内非常勤０名）

虐待対応専門員：２名（内非常勤０名）
その他事務職員等：１名（内非常勤０名）

⇒

虐待対応専門員：３名（内非常勤０名）
その他事務職員等：２名（内非常勤０名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
＜事務室＞

＜相談室 1＞

＜相談室 2＞

４．拠点設置の効果及びメリット
支援拠点としての機能を発揮するため、家庭相談課の体制強化を行った。国・県等の各種研修会へ
の参加や、課内での研修なども行いながら、職員の専門性を高めて業務にあたっている。
設置前は要保護児童対策協議会の調整機関としてのウエイトが大きかったが、相談や面接、保護者
指導など、直接的な関わりを多く持つようになり、児童相談所や母子保健担当とは違う目線で、直接
的な支援や指導を行えるようになった。
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邑南町
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：419.2 ㎢
③人口：10,629 人

（令和元年 8 月末現在）

④児童数：1,417 人 （令和元年 8 月末現在）
⑤類型（小規模等）： 小規模Ａ型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成 29 年 4 月】

（2） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
・相談件数の数字把握を行っていません。
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イ

児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
・邑南町では「子どもまるごと相談室」として「子ども家庭総合支援拠点」機能と「子育て
世代包括支援センター」機能を備えており、
「要保護児童対策地域協議会」と連携をとってい
る。
また、サテライトとして、各支所にも相談窓口を置いている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・要保護児童対策地域協議会の実務者会議

・
「子どもまるごと相談室」として「子ども家庭

で連携をとっていた。

総合支援拠点」機能と「子育て世代包括支援セ
⇒

ンター」機能を備えており、母子手帳発行時や
健診などで養育や家庭状況等について、要対協
管理ケースまでにあがらない支援のケースにつ
いても、早期に情報共有するようになった。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

・要保護児童対策地域協議会の実務者会議

2019 年現在の取組・特徴
・開設時の取組みを継続している。

や個別ケース検討会議において、役割分担
や情報・支援方針の共有を図っている。ま

⇒

た、日頃から技術的助言も行ってもらって
いる。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組
・代表者会議・実務者会議・必要に応じて
個別ケース検討会議を開催し、各関係機関

⇒
⇒

2019 年現在の取組・特徴
・開設時の取組みを継続している。
・関係機関への研修会を開催した。

との情報・支援方針の共有や役割分担を行
っていた。
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④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：１名（内非常勤０名）
心理担当支援員：０名（内非常勤０名）
虐待対応専門員：０名（内非常勤０名）

同左のとおり
⇒

その他事務職員等：２名（内非常勤０名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

キッズスペース

看板

４．拠点設置の効果及びメリット
・邑南町では「子どもまるごと相談室」として「子ども家庭総合支援拠点」機能と「子育て世代包括
支援センター」機能を備えており、
「要保護児童対策地域協議会」と連携をとることで、チームで対
応することができる。
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岡山県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和２年３月まで）
（１）平成 29 年度の取組
〇市町村向けの研修会（「児童虐待防止における体制づくり推進会議」）の開催
・ 厚生労働省虐待防止対策推進室より市町村における支援拠点の整備と要保護児童対策調整
機関における専門職の配置、新しい社会的養育ビジョンの概要等について、ご講義いただい
た。
〇「子ども家庭総合支援拠点の整備に係るヒアリング調査」への協力
・ 日本大学准教授鈴木秀洋研究室によるヒアリング調査に協力した。
（２）平成 30 年度の取組
〇市町村向けの研修会 （「児童虐待防止における体制づくり推進研修会」）の開催
・

「子ども家庭総合支援拠点の設置促進を図るための課題と展望」と題して、日本大学准教
鈴木准教授よりご講義いただいた。

〇「備中県民局管内市町児童虐待防止担当者会議」を実施
・

備中県民局管内の市町村に対して、支援拠点の設置促進に向けての説明会を実施した。

（３）令和元年度の取組
〇「子ども家庭総合支援拠点整備促進事業」の開始
・

市町村等を対象としたヒアリングや研修会、財政的支援を行うことにより、支援拠点の設
置促進及び機能強化を図った。

・ 「令和元年度岡山県子ども家庭総合支援拠点スタートアップ研修会」を開催
（5 月実施分）日本大学准教鈴木准教授に「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」を用いてご講義いただいた。
（12 月実施分）伊予市子ども総合センター長 土井和博（厚生労働省指定アドバイザー）
に「子ども家庭総合支援拠点の運営について」と題してご講演いただい
た。
・ 支援拠点の開設を目指す市町村に対して開設準備のための備品購入に要する費用を補助し
た。（500 千円（上限）、補助率 1/2）※令和元年度の補助対象自治体数：１
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２．県の取組（有効であったと考えているところ）
・

厚生労働省指定アドバイザー等有識者による市町村向け研修会は、支援拠点の設置に向けた福
祉や保健、教育部門等との具体的な連携方法や組織編制等について考える機会となり、大変有効
であった。

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【（0）】
平成 30 年 4 月現在【（２）自治体：倉敷市、備前市】
平成 31 年 4 月現在【（４）自治体：倉敷市、津山市、総社市、備前市】

４．県としてのコメント
・

支援拠点の設置が法令上の義務付けがないため、市町村内で早期設置のコンセンサスを得づら
い状況があるように思われる（必置でなければ後回しとなる。）。

・

現状、通常的に支援レベルの低いケースを支援している市町村に、新たに最低配置要件を満た
すよう職員を兼務で配置するだけでは、十分な児童虐待の相談支援ができないように思われる。

・

市町村子ども家庭総合支援拠点の現行の最低配置人員は、人材確保の困難性等が考慮され、拠
点設置のハードルを下げるものとなっているが、ケース管理にとどまることなく、市町村に求め
られているきめ細やかな支援を行っていくためには、さらなる体制整備が必要である。

・ 岡山県では、令和元年度より開始した「子ども家庭総合支援拠点整備促進事業」を軸に、引き続
き、管内市町村に支援拠点の設置を力強くバックアップしていきたい。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．倉敷市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

運営要綱に準ずるため

正規職員として、心理

児童福祉司、社会福祉

の職員の確保

士を採用

士等の専門職の正規職

嘱託職員の新規採用募

員の採用を行い、継続

集

して勤務できる職員の
増員を図る
引き続き、嘱託職員の
募集を行う

相談室やプレイルーム

現存のスペースを利用

プライバシーに配慮し

の確保

した、相談室の設置

た相談室ができるよ
う、庁舎管理部署等へ
の働きかけを行う

広報の不足により、子

啓発パンフレットを作

ども相談センターの存

成し、より市民が利用

在や役割が、市民にあ

しやすい環境を整える

まり知られていない

出前講座等で、子ども
家庭総合支援拠点とし
ての役割を説明し、理
解を促進する
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引き続き、広報を行う

２．津山市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

市では、こども保健部健

支援拠点の開設に合わせ

電算システムを改修し、

康増進課が子育て世代包括

て、国の交付金事業を活用

児童虐待の情報を電子的に

支援センターを担い、同部

し、子育て世代包括支援セ

共有できるようになった

こども子育て相談室が要対

ンターの業務に使われてい

が、端末数が限られている

協を担っており、互いに連

る電算システム「健康かる

ため、今後、相談記録の効

携して業務に取り組んでい

て」を改修し、児童虐待の

果的なアップロード等その

るが、情報共有は紙媒体等

情報も電子的にも共有でき

運用方法の検討を進める。

アナログであった。

るよう取り組んでいる。

要対協の構成機関間でそ

県の支援事業を活用し

共通認識や対応力の維持

れぞれの役割分担や初期対

て、要対協の構成機関に参

のためには定期的な研修の

応について、その認識にず

加してもらっての研修会を

開催（継続）も必要と思わ

れが見られることがある。

開催し、共通認識の醸成、

れるため、今後の研修の在

対応力の向上を図った。

り方の検討を進める。

275

３．総社市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

人員確保の面で，基準

こども課内に設置する

人事異動があったとし

の３名のうち，嘱託職

子育て世代包括支援セ

ても常時継続して対応

員が２名で１名虐待対

ンターと一体的・効率

できる人材育成と体制

応専門員となれる正規

的に対応する体制をと

づくりが必要。

職員が１名いたが，兼

っているが，配置人員

職員を対象とした研修

務での対応が可能なの

の３名のうち２名は嘱

等を実施することによ

かが課題。

託だが，１名は正規職

り，虐待に関する知

員で他の業務との兼務

識・対応についてのス

がかかっている状態で

キルアップを図る必要

ある。

がある。

財政面で人員を新たに

専門職の配置が必須で

嘱託職員の人件費につ

雇うことが難しい。

あるため，人事異動に

いては，補助金を活用

ついては，職員の保有

することにより，財政

資格等の要件につい

的な負担を軽減する。

て，人事担当部署と調
整する。
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４．備前市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

備前市の相談体制が弱

正職員の資格職員の配

人員配置の拡充の検討

い。

置、非常勤職員での資

他の職種の専門職の配

格職員の配置。

置の検討。

母子保健部門との連携

子育て包括支援センタ

母子保健部門以外の部

強化を図る必要があ

ー（母子保健部門）と

署（教育委員会、学

る。

一体となった運営を実

校、保育園・こども

施。

園、福祉部署など）と
のさらなる連携強化、
子育て・虐待以外の相
談ができる場所へのつ
なぎの充実。

要保護児童対策協議会

調整担当者が主体とな

受理支援会議に限ら

の充実

り、月 1 回受理支援会

ず、ケース会議、実務

議を開催し、新規通告

者会議などを通じ、情

ケースの情報整理、課

報整理、課題の共有、

題を共有し、検討し、

支援方法を具体的に決

支援方法を具体的に決

め、支援できるよう役

め、支援を実施。

割分担をする。
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第３：紹介自治体の詳細（倉敷市、津山市、総社市、備前市）

倉敷市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：３５４．７㎢
③人口：４８２，５３０人

（平成３０年９月現在）

④児童数：８１，４３４人

（平成３０年９月現在）

⑤類型（小規模等）：大規模

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
保健福祉局

主

保健福祉推進課
指導監査課

倉敷社会福祉事務所
所長は社会福祉部長が兼務

社会福祉部

福祉援護課

被災者生活支援室

生活福祉課

保護１係
保護２係
保護３係
保護４係

障がい福祉課

総合療育相談センター

事業所指導室
子ども未来部

子育て支援課
子ども相談センター

倉敷家庭児童相談室

保育・幼稚園課

管理係
運営支援係
認定係
保育・幼稚園支援室
保育園(14)・分園(1)・認定こ
ど も園(5)
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成３０年４月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
平成２８年 ６４７件（２７５件）
平成２９年 ４９９件（１５３件）
平成３０年 ４４１件（ ９７件）
※（

）内は児童虐待の件数

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
① 虐待相談という窓口だけでなく、それ以外のさまざまな相談（子育て相談・子どもからの
相談専用ダイヤル等）を受ける中でリスクの高い家庭を早期発見している。
② アセスメントの視点を工夫することで、子どもの立場に立った支援に繋がっている。
③ 進行管理会議を２倍に増やし、現場の職員等より多く参加をしてもらっている。
④ 見守りの様式を記入しやすいように変更した。
⓹

連携の必要性を理解してもらうために、関係機関等を対象とした研修等を重ねている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・出産後すでに問題が起きた後の対応が多

・本市は平成２９年７月に保健所内に開設した

かった。（介入がより難しく、改善に時間が

が、妊娠期から保健所と連携し、特定妊婦の支

かかる傾向にあった）

⇒

援をすることにより、虐待の早期予防に繋がっ
ている。
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②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・役割分担が曖昧で、児相に対して受動的

・毎月１回児童相談所長が受理会議に出席して

だった。

もらい、助言・指導をいただく。
⇒

・毎週、児童相談所の支援援助会議に参加し、
情報共有する。
・一時保護解除・家庭引き取り等、児相と連携
し、支援をする。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・要対協の代表者会議を通じて情報の共

・要対協のメンバーを見直し、新規の関係機関

有・連携を図る。

に参加してもらった。
⇒

・要対協の、研修会や講演会等を通じて情報の
共有化を図り、相互理解を深めることにより、
より良い支援に繋ぐ。

⑤ 人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：５名（内非常勤 名）
心理担当支援員： １名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：５名（内非常勤 名）
⇒

心理担当支援員： ２名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： ６名（内非常勤６名）

虐待対応専門員： ７名（内非常勤６名）

その他事務職員等：２名（内非常勤 名）

その他事務職員等：１名（内非常勤 名）
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

４．拠点設置の効果及びメリット
・拠点を設置し、職員がすべての子どもの相談を受ける意識が高まったことにより、虐待だけを意識
せずに相談を受け、介入もし易くなった。
より市民に身近な市が拠点を設置することは、虐待の早期発見・早期解決につながることを実感して
いる。

津山市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）
下図参照ください

②面積： 506.33 k ㎡
③人口： 100,863 人（ H31 年 4 月現在）
④ 児童数： 16,333 人（ H31 年

4 月現在）

⑤類型（小規模等）：小規模 B 型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
下図のこども保健部こども子育て相談室が拠点の事務局

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成３１年 ４月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
要保護（虐待）

要支援(ﾊｲﾘｽｸ)

非該当

児童相談

H28

87

91

18

81

H29

117

89

32

131

H30

80

99

33

224

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
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岡山県作成の「市町村子ども虐待対応ガイドライン」及び県主催の研修会などを活用して
業務にあたっている。
「拠点として」特段の特徴はなし。
以前からの児童虐待（相談含む）対応（要対協）と変わりなく実施

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

市では、こども保健部健康増進課が子育

H31.4 月よりこども子育て相談室に支援拠点を

て世代包括支援センターを担い、同部こど
も子育て相談室が要対協を担っていた。

開設し、要対協と合わせて担っている。
また、子育て世代包括支援センターの業務に

⇒

互いに連携して業務に取り組んでいた。

使われている電算システム「健康かるて」を改
修し、児童虐待の情報も電子的にも共有できる
よう取り組んでいる。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

要対協として従来から連携している。良

要対協としての従来からの連携はあるが、「拠

好なコミュニケーションが取れているか

点」として特段の連携の取り決め等はしていな

は、その年々の担当者間の主観の問題があ

⇒

るので不明。

い（協議・申し合わせはしていないが、実質要
対協と一体であり、同様の連携となる）
。
なお、県・児相の協力を得て、学校等関係機
関の担当者を対象とした研修会を開催し、児童
虐待への共通認識の醸成や対応力の向上を図る
ことを目指している。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

要対協の構成機関に参加してもらっての研
修会を開催（予定）し、共通認識の醸成、

2019 年現在の取組・特徴
今年度開設。左に同じ

⇒

対応力の向上を図る
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④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

H31.4

R1.10

子ども家庭支援員：２名（内非常勤０名）

子ども家庭支援員：２名（内非常勤１名）

心理担当支援員：０名（内非常勤 名）

⇒

心理担当支援員：０名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：２名（内非常勤２名）

虐待対応専門員：２名（内非常勤２名）

その他事務職員等：２名（内非常勤０名）

その他事務職員等：２名（内非常勤０名）
※子ども家庭支援員の保健師（正職員）が産休
（育休）に入り、替わりの嘱託員採用となって
いる。

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

４．拠点設置の効果及びメリット
・
「新しく」設置したことを広報することで、市民への新たな通告・相談のきっかけとなるのではな
「拠点」
いかと期待しているが、H31.4 月に設置して以降、前年比で相談件数は増えているものの、
を知ったからと相談等してきた事例は確認できてない。
・相談しやすいよう多くのアンテナ・機会を設ける必要・意義はあるだろうとは思うが、市民にとっ
てはむしろ情報過多になっていないか心配される。
・支援拠点と子育て世代包括支援センターとの連携強化のために電算システムの改修を実施するが、
子ども子育て支援交付金を活用することで市の費用負担を抑えられることはメリットであった。
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総社市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：211.9 ㎢
③人口： 68,994 人

（平成 31 年 4 月現在）

④児童数：11,719 人

（平成 31 年 4 月現在）

⑤ 類型（小規模等）：小規模 B 型

285

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

児童虐待防止・家庭児童相談室に関するこ

子育て支援係

と
（子ども家庭総合支援拠点に関すること）
児童福祉法に基づく事務・相談業務
こども課

母子保健法に基づく業務

母子保健係

地域子ども・子育て支援事業に関すること
子育て世代包括支援センター業務

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成 31 年 4 月】

（1）特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）

平成 28 年度：91 件，平成 29 年度 111 件，平成 30 年度 73 件

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
・定期的に学校を訪問し，気になる児童等の情報収集をしている。
・同じフロアに保育・教育部門があるため，手続きに来庁した保護者に対し，声かけするな
ど相談しやすい関係性を構築している。
・個別ケース会議では関係機関を交えて積極的な情報交換・支援方針の検討を行っている。
・社会福祉協議会など必要に応じて適宜連携をとって支援している。
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（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

各々収集した情報について，連携をとりな
がら支援にあたっている。

②児童相談所との連携

各々収集した情報について，連携をとりながら
支援にあたっている。

⇒

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

把握している情報について，連携をとりな
がら支援している。

③要保護児童対策地域協議会の活用

訪問に同席するなど，連携をとっている。
⇒

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

関係機関との間で情報交換・共有を行って

関係機関との間で情報交換・共有を行っていく

いる。

なかで，地域の代表者（民生委員等）にも参画
していただくことした。

⇒

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：２名（内非常勤１名）
心理担当支援員：０名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：２名（内非常勤１名）
⇒

心理担当支援員：０名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：２名（内非常勤１名）

虐待対応専門員：２名（内非常勤１名）

その他事務職員等：０名（内非常勤 名）

その他事務職員等：０名（内非常勤 名）
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

４．拠点設置の効果及びメリット
役割が明確化された。

備前市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：２５８．１４平方メートル
③人口： ３４，４８６人（平成３１年３月３１日現在）
④児童数： ４，０５９人（平成３１年３月３１日現在）
⑤類型（小規模等）：小規模Ａ型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

市長部局
┃
保健福祉部
┃
子育て支援課
┃
┏━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┓
子育て支援係

すこやか相談係

┃

┃

子ども家庭総合支援拠点

子育て世代包括支援センター

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成３０年４月】

（2） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
相談件数

（うち虐待）

H30

77

11

H29

176

28

H28

119

26

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
①

市の通報窓口として実情の把握を行っている。

②

市の相談窓口として相談業務を行っている。

③

①②の内容を踏まえ、要保護児童対策地域協議会による会合等で対応を検討し、各関係

課へのつなぎを実施している。
④

要保護児童対策地域協議会に限らず、児童相談所や県民局などとも連携し、情報共有を

行っている。
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（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

保健課で母子部門全般を対応。

子育て世代包括支援センターを子育て支援課

必要に応じて子育て支援課と情報交換を
行っている。

内に設置。拠点と一体的に支援を実施してい
る。

⇒

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

調整担当者により、必要に応じて連絡、
連携をしている。

③要保護児童対策地域協議会の活用

調整担当者が主体となって、緊密に連絡、連携
をしている。

⇒

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

調整担当者により、必要に応じて協議会

調整担当者が主体となり、月 1 回協議会を開

を開催している。

催し、新規通告ケースの情報整理、課題の共
有、検討し支援方法を具体的に決め、支援でき

⇒

るよう役割分担をする。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：２名（内非常勤０名）
心理担当支援員：０名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：３名（内非常勤１名）
⇒

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：０名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等：５名（内非常勤１名）

その他事務職員等：５名（内非常勤１名）
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
相談室・交流スペース

事務室

４．拠点設置の効果及びメリット
拠点と子育て世代包括支援センターが一体的に設置され、相互の連絡調整がしやすい。
妊娠期からのハイリスク・特定妊婦の情報共有ができることで、産後の支援のつなぎがスムーズにな
る。
子育てに関する相談を、その場で終えるのではなく、ワンストップで受け、対応できる。
関係者との協議の中で予防的な役割、関係者へのつなぎ、必要なネットワークを作ること、拠点の役
割や存在を理解してもらうことができた。
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広島県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
【平成 30 年度 研修会】
実施日・会場：平成 31 年３月４日 広島県西部こども家庭センター（広島市）
参加者：県内 22 市町（広島市を含む）職員
こども家庭センター（児童相談所）職員 等
内 容：講演 演題 「市区町村子ども家庭総合支援拠点」の設置促進に向けて
講師 日本大学危機管理学部 准教授 鈴木 秀洋 氏

【令和元年度 研修会】
実施日・場所：①令和元年８月６日 広島県福山庁舎（福山市）
②令和元年８月７日 広島県庁（広島市）
参加者：県内市町 21 市町（①７市町，②14 市町（広島市を含む））職員
※児童福祉主管課長等の管理的立場にある職員と，子ども家庭相談支援の実務を担う
職員の両方が参加
こども家庭センター（児童相談所）職員
内

等

容：講義 講師 日本大学危機管理学部 准教授 鈴木 秀洋 氏
行政説明
広島県健康福祉局こども家庭課（子ども家庭総合支援拠点担当課）
広島県健康福祉局子育て・少子化対策課（子育て世代包括支援センター担当課）
演習 各市町から子ども家庭総合支援拠点設置に向けた取組の発表

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
令和元年度の研修会は，多くの市町職員が参加できるよう県の東部（福山市）と西部（広島市）
の２か所で開催するとともに，施策の実行性を高めるため，支援拠点の必要性について組織の幹
部が理解するよう相談員等の実務者だけでなく，管理職的立場にある職員にも参加してもらった。
また，演習形式により，市町職員が主体的に自らの市町の取組みを整理し，発表することによ
り，他市町の状況を知るとともに，自身の市町の状況の振り返りにもなり，子ども家庭総合支援
拠点の設置に向けて，より実際的に考える機会となった。
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３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【０自治体】
平成 30 年 4 月現在【１自治体：東広島市】
平成 31 年 4 月現在【１自治体：東広島市】

４．県としてのコメント
県としては，研修開催等により支援拠点の設置促進を図るとともに，設置後の機能強化も見据
えて，次のような取り組みを行っている。
①支援拠点とひろしま版ネウボラ（子育て世代包括支援センター）との一体的運営
県では，子育て世代包括支援センターを拡充した「ひろしま版ネウボラ」を推進しており（図
１），「ひろしま版ネウボラ」と支援拠点とを一体的な運営を図るよう，各市町に働きかけてい
る（図２）。
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②未然防止の取組
ひろしま版ネウボラの取組に加え，令和元年度から，モデル市町において，福祉や教育などの
子供の育ちに関係する様々な情報を収集，分析することで，子供の育ちにつながるリスク（虐待・
育児放棄，不登校，問題行動，社会的孤立など）を早期に把握し，適切な予防的支援を届ける仕
組みを構築する取組を始めている。

③人材の確保・育成
多くの市町では，対人援助業務を担う専門職が質・量ともに不足しているため，県において，
市町やこども家庭センターの専門職の人材育成・確保のあり方について，検討し，仕組みづくり
を行うとともに，こども家庭センター（児童相談所）による積極的な助言，市町へのこども家庭
センターＯＢの配置や人事交流，要保護児童対策地域協議会関係者への研修等を実施し，市町の
機能強化の支援を行うこととしている。
また，現在，市町における家庭への相談援助は主に家庭相談員が担っており，経験豊富で，ス
キル，熱意の高い職員が多いため，引き続き，家庭相談員の強化も図っていく。

294

第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．東広島市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制度・

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

業務・職員体制・設備等）

できたこと（解決してきた

やっていくこと・課題解決

こと）

後の具体的地域の姿など）

【職員体制】

【職員体制】

【職員体制】

要件を満たす人員が確

平成３０年度以降、人

DV 相談、児童虐待の

保できていなかった。

員を確保した。

面前 DV のケース数が

（平成 29 年度現在）

（令和元年度現在）

増加したことに伴い、

虐待対応専門員 6 人

虐待対応専門員８人

心理担当支援員 2 人

心理担当支援員 3 人

子ども家庭支援員 5 人

子ども家庭支援員 5 人

図る。

【情報共有】

【情報共有】

【情報共有】

家庭児童相談部門と母

平成３０年度から、毎

家庭訪問や面談等の

子保健部門が一つの課

週月曜日の 10:30～

際、各専門員が連携を

となっていたが、同一

12:00 まで、支援拠点

図ることにより、初期

世帯への対応を別々に

メンバーが参加するミ

段階から重層的な支援

行っていることもあっ

ーティングを開催し、

体制を築いていく。

た。

情報共有を図るように

令和２年度から DV 担
当の相談員１人を増員
し、更なる体制強化を

なった。

【情報管理】

【情報管理】

【情報管理】

児童虐待、DV、家庭児

平成３０年度から支援

令和２年度から、児童

童相談ケースの記録は

拠点メンバーがケース

虐待、DV、家庭児童相

家庭児童相談部門の

記録、「健康かるて」

談ケースの記録を管理

み、「健康かるて」は

の両方を閲覧できるよ

するシステム導入を検

母子保健部門の専門員

うにした。

討しており、併せて「健

しか閲覧できなかっ

康かるて」との情報連

た。

携も検討する。
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第３：紹介自治体の詳細（東広島市）

東広島市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：635.16 ㎢
③人口：188,015 人（令和元年８月末現在 住民基本台帳から）
④児童数：32,684 人（令和元年８月末現在 17 歳以下人口 住民基本台帳から）
⑤類型（小規模等）
：中規模型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

下図の「家庭児童相談室」を所掌

下図の「出産・育児サポートセンターすくすく」を所掌
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：２０１８（平成３０）年４月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
種別内訳（件数）

虐待通告
受理件数

年度

（対象世帯数）
241 件

H28

（101 世帯）
216 件

H29

（98 世帯）
214 件

H30

（108 世帯）

ネグ

一時保護

施設入所

児童数

児童数

身体的

性的

心理的

145 件

0件

68 件

28 件

27 人

3人

97 件

0件

89 件

30 件

20 人

6人

80 件

0件

108 件

26 件

19 人

3人

イ 児童虐待対応として工夫している事項

レクト

家庭児童
相談件数
（対象世帯数）
439 件
（228 世帯）
517 件
（265 世帯）
639 件
（315 世帯）

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
① 実情の把握
児童虐待の通告があった際には、児童の所属に安否確認を依頼する。市立小中学校に在籍する
児童は、教育委員会青少年育成課を介し、各学校へ依頼し、その他の機関に所属している場合は、
その機関に直接依頼し、安否確認を行っている。
また、生活保護世帯については、社会福祉課と、障害サービスを利用している世帯は、障害福
祉課あるいは東広島市子育て・障害総合支援センター（はあとふる）との連携を図っている。
所属がない児童については、児童手当・乳幼児等医療費や健診等の情報管理を担うシステム等
により情報を共有するとともに、母子保健係の職員に健診時等の聴き取りを行って、情報を収集
している。
また、家庭相談員が、必要に応じて、保健師とともに家庭訪問を実施し、安否確認や家庭の養
育状況を聴き取りしている。
②

相談対応
要支援児童、要保護児童及びその家庭、特定妊婦等の家庭を訪問する際や面談を行う際に、家

庭相談員と保健師や母子保健コーディネーターが組む、または家庭相談員と心理相談員が組んで
対応することにより、初期段階から重層的な支援体制を築くことができ、また、心理相談員によ
る個別面談が必要なケースについては、円滑な引き継ぎがなされている。
③ 総合調整
家庭相談員が中心となり、児童が所属する保育所・小中学校と緊密に連携し、情報共有を図っ
ている。また、児童に関係する機関が集まり、個別ケース会議を開催し、関係機関が共通認識を
持ち、具体的な援助方針と役割分担を決定している。
③

調査、支援及び指導等
受理会議には、子育て支援係・母子保健係の両係の職員が出席して情報共有を行う。その際に
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は、「在宅支援共通アセスメント・プランニングシート」を活用しながら、今後の支援方針等に
ついて、協議を行う。
⑤

他関係機関との連携
年度当初に行われる私立保育園園長会及び公立保育所所長会に出席、また、民生委員児童委員

協議会の会議に出席し、通告・相談の流れについて周知を図っている。
加えて、保育所、幼稚園、民生委員児童委員の地区協議会等の求めに応じ、児童虐待をテーマ
とした出前講座を開催し、本市の児童虐待の現状等について周知を図っている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴
ア

平成３０年度から月曜ミーティングに保健
師、母子保健コーディネーター、心理相談員が

ア

平成２９年度までは、月曜ミーティング ⇒

参加するようになり、児童虐待に関する情報、
要支援児童、要保護児童及びその家庭、特定妊

育て支援係の担当職員及び家庭相談員の

婦に関する現在進行中の情報を共有している。

みが参加していた。

また、対応に苦慮するケースについては、それ

イ

（週１回、毎週月曜日 10:30～12:00）に子

相談対応については、子育て支援係と母

ぞれの専門知識やこれまでの経験に基づき、新

子保健係が同じ世帯に対し、別々に対応す
ることもあった。

たな対応方法等を検討できるようになった。
イ

要支援児童、要保護児童及びその家庭、特定
妊婦等の家庭を訪問する際や面談を行う際に、
家庭相談員と保健師や母子保健コーディネー
ターが組む、または家庭相談員と心理相談員が
組んで対応することにより、初期段階から重層
的な支援体制を築くことができ、また、心理相
談員による個別面談が必要なケースについて
は、円滑な引き継ぎがなされている。
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②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

年４回（６・９・12・３月）の東広島市要

実務者会議の開催月以外の月は、児童相談所の

保護児童対策地域協議会の実務者会議を中
心に情報共有を図っている。

担当者と市の虐待対応専門員の月例ミーティン
⇒

グを開催し、児童相談所や市が対応した個別ケー
スの進捗について、情報共有を図っている。

③要保護児童対策地域協議会の活用
開設時の取組

〔マニュアル P.8 参照〕
⇒

2019 年現在の取組・特徴
東広島市要保護児童対策地域協議会の実務者
会議には、次の機関が出席しており、個別ケース

⇒

への関わりについて、各機関から報告を行ってい
る。


広島県西部こども家庭センター（児童虐待対
応課及び相談援助課）

（開設前後で大きな変化はない）

④人員配置



広島県東広島警察署（生活安全課）



広島県西部東保健所（保健課）



東広島市教育委員会青少年育成課



東広島市社会福祉課



東広島市障害福祉課



東広島市保育課



東広島市こども家庭課

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：６名（内非常勤３名）
（開設前後で大きな変化はない）

⇒

心理担当支援員：３名（内非常勤３名）
虐待対応専門員：８名（内非常勤５名）
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(3) 相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

206 相談室（すくすくルーム）※他にも長机を設置している相談室がこども家庭課付近に複数ある。

親子交流スペース（キッズスペース）

事務室（子育て支援係側）

事務室（母子保健係側）

301

４．拠点設置の効果及びメリット
平成２０年度までは、児童福祉課（子育て支援係）と保健センター（母子保健係）と別の所属であ
り、執務室も離れた場所にあったが、平成２１年度の組織機構改革により、両係が一体化し、
「こども
家庭課」となったことから、児童福祉部門と母子保健部門の職員が連携しやすい体制が整っていた。
こども家庭総合支援拠点の設置にあたり、平成３０年度から心理担当支援員（非常勤職員の心理相
談員）及び虐待対応専門員（非常勤職員の家庭相談員）を１名ずつ増員し、また、常勤職員について
も、虐待対応専門員を平成３０年度から、子ども家庭支援員を平成３１年度から１名ずつ増員し、拠
点運営に必要な人員を整えることができた。
また、拠点設置により、相互の業務内容への理解を深め、児童虐待ケースに限らず、多種多様な課
題を抱える児童やその家庭の支援という視点を持って、課題解決に向け、協力しあえる体制ができた
ことがメリットしてあげられる。
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香川県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
開催日：平成 29 年 6 月 7 日
「平成 29 年度市町児童家庭相談・母子保健担当者説明会及び情報交換会」
子ども家庭総合支援拠点をはじめ、児童福祉法改正、子育て世代包括支援センター等について、
市町向けの説明会を実施。
２．県の取組（有効であったと考えているところ）
市町から県に対して拠点設置のための要件等について質問があった際には、スタートアップマニ
ュアル等を参考に、助言を行っている。
また、子ども家庭総合支援拠点の役割等について、要保護児童対策調整機関調整担当者研修の中
で説明する機会を作るなど、周知に努めている。

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【０自治体】
平成 30 年 4 月現在【３自治体：高松市、丸亀市、善通寺市】
平成 31 年 4 月現在【４自治体：高松市、丸亀市、善通寺市、さぬき市】

４．県としてのコメント
今後も拠点の設置促進のため、国の設置基準や財政支援策、設置に向けたアドバイザー派遣事業
等の情報を各市町に提供するとともに、助言等、必要に応じた支援を行う。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．高松市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

中規模型に設置が必要

本市では、心理担当支援

対応できる子どもの数を

な、心理担当支援員の活

員の業務の中に、子ども

増やしていき、地域の中

用方法について。（設置

の理解のため、発達・心

で、子どもの発達や特徴

要綱中の、心理担当支援

理状況を把握する必要が

への理解につなげる支援

員の役割が不透明）

あると判断し、香川県児

をしていきたい。

童相談所内の地域連携支
援室の指導助言を受けな
がら、スキルアップに努
めている。

当課及び児童相談所とも

平成 29 年度より、県の

本市でも、児童虐待にお

に、児童虐待の相談対応

地域連携支援室と連携し

ける、職員のスキルアッ

件数が増加する中で、役

ながら、香川県からの

プや、地域の資源を整

割分担や良好な信頼関係

中・軽度の事案送致を順

理、ネットワークの構築

の構築について。

次受入れしている。また

を進めながら、組織とし

以前から行っている、児

ての対応力を向上させた

相との人事交流も継続

い。

し、本市の職員の児童虐
待における対応のスキル
アップにつなげている。

304

２．丸亀市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

支援拠点に関する業務の

それぞれの機関で把握し

多岐にわたる関係機関と

一部を NPO 法人に委託

ている情報を、要対協等

の連携が必要とされてい

しており、子育てに関す

を活用しながら共有する

るケースが増えており、

る総合的な相談や専門相

ことで、対象者の把握、

要対協、支援拠点、包括

談を行う機関としての役

対応の検討を行ってい

支援センターとの連携を

割、要保護児童対策地域

る。

より強化していくため、

協議会の事務局としての

連絡協議会を開催するこ

定期的に事例検討会等を

役割を担う機関が別とな

とで、各関係機関の動

通じてさらなる情報共

っている。そのため、支

向、連携のあり方につい

有、連携強化を図ってい

援拠点内での連携、さら

て協議している。

く。

に子育て世代包括支援セ
ンター(母子部門)との連
携のあり方について課題

警察とさらなる連携強化
を図るために、協定を締
結した。

があった。

３．善通寺市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

・職員体制（連携不足）

・他職種間の情報共有、

・庁内福祉部門との連携

情報連携

・地域との連携強化
・管外関係機関との情報
共有
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４．さぬき市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

・正規職員の配置が１名

・正規職員を２名に増員

・正規職員と臨時職員で

であり、臨時職員に時間

をして、業務の負担を軽

の業務を整理し、拠点と

外勤務が多くなってい

減している。

しての動きができるよう

た。

・時間外勤務は正規職員

に組織化していく。

が可能な限りになること
にしている。

・業務の内容に問わず正

・それぞれの専門領域別

・専門性が活かされるよ

規職員と臨時職員とで一

に相談内容を分けて担当

うな体制にしていく。

緒に動いていた。

をするようにしている。
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第３：紹介自治体の詳細（高松市、丸亀市、善通寺市、さぬき市）

高松市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

土庄町
小豆島町
直島町

宇多津町

坂出市
高松市
さぬき市

丸亀市

多度津町

三木町
綾川町

善通寺市

東かがわ市

琴平町

まんのう町
三豊市

観音寺市

②面積：

375.17 ㎢

③人口：

（Ｈ３１年４月現在）425,949 人

④児童数：

（Ｈ３１年４月現在）69,499 人

⑤類型（小規模等）：

中規模型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成３０年４月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
Ｈ30
進行管理台帳記載人数

Ｈ29

Ｈ28

628

452

369

うち児童虐待

301

200

155

うち養護ケース

123

125

123

うちその他

204

127

91

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
① 個別ケース検討会の弾力的な活用
② 児相や子育て世代包括支援センターとの連携
③ 要保護児童対策地域協議会個別ケース検討会の開催
④ これまでの相談履歴等の蓄積、児童相談所の地域連携支援室からの指導助言
⑤ 個別ケース検討会の弾力的な活用

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕

⇒

2019 年現在の取組

〇妊婦時や乳幼児全戸訪問事業、各種健診

〇妊婦時や乳幼児全戸訪問事業、各種健診等で

等で把握した支援の必要な家庭について

把握した支援の必要な家庭については、当課が

は、当課が担当している養育支援訪問事業
につなげる

⇒

担当している養育支援訪問事業につなげる
（毎月、養育支援訪問事業受理会を開催）

（毎月、養育支援訪問事業受理会を開催）
〇毎月、個別ケースの進捗状況を報告する情報
〇毎月、個別ケースの進捗状況を報告する

交換会に参加

情報交換会に参加
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②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組

〇児童相談所への当課職員の派遣

〇事案送致等により、役割分担の実施

〇3 か月に 1 回の進行管理登録児童の進捗状

〇児童相談所への当課職員の派遣

況の確認及び児童相談所のケースの共有

〇3 か月に 1 回の進行管理登録児童の進捗状況の

⇒

確認及び児童相談所のケースの共有

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組

〇毎月 1 回定例で要保護児童対策地域協議

〇毎月 1 回定例で要保護児童対策地域協議会実

会実務者会議（児童の所属のある行政機関

務者会議（児童の所属のある行政機関が中心）

が中心）を開催し、ケースの進行管理や関

を開催し、ケースの進行管理や関係機関での情

⇒

係機関での情報共有を行う

報共有を行う

〇実務者会議での研修会（年 1 回）

〇実務者会議での研修会（年 1 回）

〇困難事例等の対応に向けた意見交換

〇虐待通告の本市の傾向の要因を分析し、今後
の取組みについて検討

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：６名（内非常勤３名）
心理担当支援員： １名（内非常勤０名）

2019 年現在の取組

子ども家庭支援員：６名（内非常勤４名）
⇒

心理担当支援員： １名（内非常勤０名）

虐待対応専門員： ３名（内非常勤１名）

虐待対応専門員： ３名（内非常勤１名）

その他事務職員等：３名（内非常勤２名）

その他事務職員等：３名（内非常勤２名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
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４．拠点設置の効果及びメリット
〇心理職職員の採用に伴う保護者及び児童への心理的側面からのケアが可能
〇財政的な面（設置前よりも補助対象が広がった）

丸亀市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

土庄町
小豆島町
直島町

宇多津町

坂出市
高松市
さぬき市

丸亀市

多度津町

三木町
綾川町

善通寺市

東かがわ市

琴平町

まんのう町
三豊市

観音寺市

②面積：111.83k ㎡ うち島しょ部は約 23 k ㎡
③人口：112,833
④ 児童数：20,084

（

H31 年 4 月 1 日現在
（

H31 年 4 月 1 日現在

⑤類型（小規模等）：C 型
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）
）

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：H30 年 4 月】

（2） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）

H30 年度 528 件（うち児童虐待 149 件）

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴

・子育てに関して総合的な相談や専門相談を行う機関と要保護児童対策地域協議会（以下要対協）
の事務局が別機関となっている。
・それぞれの機関で把握している情報を、要対協等を活用しながら共有することで、対象者の把握、
対応の検討を行っている。要対協の事務局がケースの進行管理を行っている。
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・必要に応じて個別ケース会議を開催し、関係機関で連携の強化、虐待の早期発見・対応に努めて
いる。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕

⇒

2019 年現在の取組

・子ども家庭の状況に応じた連携、情報共有。

・子ども家庭の状況に応じた連携、情報共有。

・ケースに応じて家庭訪問や面接を共同で実

・ケースに応じて家庭訪問や面接を共同で実施。

施。

⇒

・要対協における情報共有。定期連絡会の開催。

・要対協における情報共有。定期連絡会の開

・上記連絡会に加え、参加者をより特化した連絡会

催。

の開催。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組

・連絡協議会への参加要請

・連絡協議会への参加要請

・要対協を通じての連携。

・要対協を通じての連携。
⇒

・総合相談窓口の担当者と児相、要対協担当者とで
個別ケース検討会を実施。
・要対協において、主担、共同、役割分担の明確化
を図っている。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組

・毎月 1 回定例で要保護児童対策地域協議会

・実務者会議において、個別ケースで課題となった

実務者会議を開催し、ケースの進行管理や関

事項について協議し、システム的な課題に取り組ん

係機関での情報共有を行う。

⇒

でいる。
・警察とさらなる連携強化を図るために、協定を締結
した。
・配偶者暴力相談支援センターを構成メンバーに追
加した。
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④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組

子ども家庭支援員：6 名（内非常勤 3 名）

子ども家庭支援員：7 名（内非常勤 4 名）

※常勤 3 名となるようシフト制でローテーション

※常勤 3 名となるようシフト制でローテーションして

している。

⇒

いる。

心理担当支援員：12 名（内非常勤 12 名）

心理担当支援員：12 名（内非常勤 12 名）

※心理士に関しては週 1 回常駐。その他に関

※心理士に関しては週 1 回常駐。その他に関しては

しては事前予約が必要。

事前予約が必要。

虐待対応専門員：4 名（内非常勤 3 名）

虐待対応専門員：6 名（内非常勤 4 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

４．拠点設置の効果及びメリット
相談者が抱える悩みや不安など、最終的に解決すべき問題点を探り、そして、その根底にある要因を取り除
くため、状況によっては関係者によるケース会を開催しながら、必要な支援プランの作成や相談者に寄り添っ
た継続的な支援、また、各専門機関への繋ぎや継続的見守りを行うなど、相談者に対し切れ目のない支援を
行うことができる。
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善通寺市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

土庄町
小豆島町
直島町

坂出市

宇多津町

高松市
さぬき市
丸亀市

多度津町

三木町
綾川町

善通寺市

東かがわ市

琴平町

まんのう町
三豊市

観音寺市

②面積：39.93 ㎢
③人口：32,011 人（令和元年 9 月現在）
④児童数：5,192 人（令和元年 9 月現在）
⑤類型（小規模等）：小規模 A 型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

保健福祉部

保健課

社会福祉課

子ども課

児童福祉係

高齢者課

母子保健係

（要対協調整機関）

子ども家庭総合支援拠点
子育て世代包括支援センター

善通寺市福祉事務所

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成 30 年 4 月】

（1）特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

10

13

19

0

2

0

心理的虐待

27

22

16

ネグレクト

14

11

25

養護相談その他

68

43

42

119

91

102

身体的虐待
性的虐待

合計
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イ

児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

①実状の把握
平成 28 年の児童福祉法改正に伴い、子ども家庭総合支援拠点の整備について規定されたこ
とから、家庭児童相談員や助産師等との市内部における連携を強化するため、平成 30 年度より
拠点を設置し、実情の把握や相談支援体制の構築に努めている。
②相談対応
総合的な相談の窓口として、子どもと女性に関する相談に対応している。
③総合調整
子ども課の業務として、児童福祉業務全般と母子保健業務を統括し、総合相談窓口、要保護児
童対策地域協議会、発達障がい等の巡回相談、子育て世代包括支援センター等の業務を全て
所掌しているため、総合調整の機能は十分である。
④調査、支援及び指導等
拠点の総合調整機能に加え、教育委員会等からの情報共有からケース会議等を経て、適切な
支援や指導をしている。
⑤他関係機関との連携
学校との連携は、スクールソーシャルワーカーや教育委員会事務局と常に情報連携できるほ
か、発達障がい児童の支援も行っていることから、幼稚園や小学校との情報共有もできる体制と
なっている。
民生委員との連携は要保護児童対策地域協議会の構成員として、ケース会議等を通じて情報
連携している。
県との連携については、児童相談所や警察、保健所等と要保護児童対策地域協議会の構成員
として情報連携するほか、本年 5 月より地元の警察署と児童虐待の情報連携の強化のための協
定を締結し、一層の情報連携強化に努めている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

⇒

〔マニュアル P.6～7 参照〕
2019 年現在の取組

子育て世代包括支援センターからの情報を、要

子育て世代包括支援センターの支援会議（月 1～2

保護児童対策地域協議会の協議に合わせて共

回）で、要支援妊婦・児童の支援の方向性を協議し、

有していた。また、重篤化した後は、保健師と児
童相談員が一緒に対応していた。

⇒

その情報を速やかに支援拠点と情報共有している。
その結果、重篤化する前に、母子保健担当と児童相
談員が一緒に対応することができる。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕
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開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組

ケース対応で相互の意見が違った時には、児
童相談所の意見に順っていた。

ケース対応で見立ての相違がある場合は、双方の
⇒

立場で判断した安全優先の支援を実行しながら、並
行して協議を進めている。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組

対象児童の情報共有としての機能がほとんど
であった。

単なる情報共有の場ではなく、ケース対応の見立て
⇒

や評価、役割分担等の具体的な話し合いの機能を
持つことができる。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 0 名）
心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 0 名）
⇒

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

子ども・家庭支援センター玄関

事務室
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児童センター

相談室

４．拠点設置の効果及びメリット
子育て世代包括支援センターとしての役割では、支援の方向性や見守りの役割分担の判断が十分ではな
かった。支援拠点を同じ部署で統括することにより、迅速に情報を把握することができ、それぞれの見方での
アセスメントを検証することにより、支援の方向性も広がった。児童が地域に戻る場合の見守り等の役割分担
も明確にできるようになった。

さぬき市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

土庄町
小豆島町
直島町

宇多津町

坂出市
高松市
さぬき市

丸亀市

多度津町

三木町
綾川町

善通寺市

東かがわ市

琴平町

まんのう町
三豊市

観音寺市
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②面積：158.90 平方キロメートル
③人口：48,318 人 （令和元年８月現在）
④児童数：6,190 人 （令和元年８月現在）
⑤類型（小規模等）： 小規模 A 型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

子育て支援課内に子ども家庭総合支援拠点を設置
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成３１年４月】

（3） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
平成 28 年度 相談件数 233 人 （内 児童虐待件数 21 件）
平成 29 年度 相談件数 197 人 （内 児童虐待件数 30 件）
平成 30 年度 相談件数 179 件 （内 児童虐待件数 33 件）

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴

特になし

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

⇒

・月１回の情報共有会の実施

〔マニュアル P.6～7 参照〕
2019 年現在の取組

左記の取り組みを引き続き行っている。

・特定妊産婦等の同行訪問の実施

⇒

・同一フロアでの設置

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

・虐待受理時には児相への通告および助言指
導を依頼する。

2019 年現在の取組
左記の取り組みを引き続き行っている。

⇒

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

・要対協での関係機関の機能を共通認識できる
ように確認をする

2019 年現在の取組
左記の取り組みを引き続き行っている。

⇒

・研修会の実施
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④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員： 名（内非常勤 名）
心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 1 名）
⇒

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

相談室

親子交流スペース（キッズスペース）
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事務室（執務室）

４．拠点設置の効果及びメリット

特定妊産婦の情報が早期に入手でき、早期介入が可能になった
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愛媛県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
平成 30 年９月 13 日 児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策等に関する説明会の開催
（社会的養育推進計画に関連して、子ども家庭総合支援拠点についても説明）
平成 30 年 10 月４日 子ども家庭総合支援拠点に係る市町意見交換会の開催
令和２年３月（予定） 愛媛県社会的養育推進計画の策定

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
愛媛県社会的養育推進計画の目標の一つとして、令和６年度末までに、県内全 20 市町に子ども
家庭総合支援拠を設置することを設定予定（計画は令和２年３月策定予定）

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 30 年 4 月現在【０自治体】
平成 31 年 4 月現在【２自治体：松山市、伊予市】

４．県としてのコメント
子ども家庭総合支援拠点は、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担い、児童虐待の予防はもとより、早期発見・対応に繋が
る機能でもあることから、令和６年度末までに県内全 20 市町に設置することを推進したいと考え
ている。
既に設置している松山市及び伊予市においては、妊産婦や児童への切れ目のない支援を継続して
実施することとしており、既存の施設や人員も活用しながら、関係機関と連携して、拠点の運営に
努めており、今後、これらの事例の周知等により、各市町に設置を促していきたいと考えている。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

１．松山市

人員配置について、心理担

心理担当支援員を 1 つの係

今後も、多様な職種で支援

当支援員の基準人数は満た

に集約し、原則通告対応や

を行うことで、それぞれの

していたが、他の職員同

家庭支援の担当を担わせ

専門性を生かし、虐待、育

様、通告対応や家庭支援の

ず、フリーの状態とするこ

児、発達、非行、不登校、

担当を担っていたため常時

とで、あらゆる相談に必要

いじめ、妊娠･出産など、

の人員配置基準が満たせて

に応じて対応できる体制を

あらゆる相談に対応し、切

いない可能性があった。

整え常時の配置基準を満た

れ目ない家庭支援の実施に

せるよう調整した。

努めていく。

関係機関との更なる連携強
化を図り、より迅速かつ適
切な支援の実施に努めると
ともに、職員及び関係機関
の対応力の更なる強化に努
める。

2．伊予市

平成２５年度まで子育て

平成２８年度より、支援

さらに、関係機関（医師

支援課内に家庭児童相談

拠点（子ども総合センタ

会・警察・児相・保育

員を２人配置。平成２５

ー）が開設され、０歳か

所・園・小中学校・養護

年度より福祉事務所内に

ら１８歳までの子どもと

施設・里親・民生委児童

伊予市家庭児童相談室を

その家庭及び妊産婦等を

委員・各行政機関等）と

設置し家庭児童相談員１

切れ目なく継続的に支援

の連携を深めながら、子

人、家庭相談員２人態勢

する体制が整い、要保護

どもの権利が守られ、誰

で、児童問題の対応にあ

児童・要支援児童等の見

も置き去りにされない、

たっていた。

守りをしてきた。

きめ細やかな支援を目指
す。
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第３：紹介自治体の詳細（松山市、伊予市）

松山市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面 積： 429.4 ㎢
③人 口：511,310 人（令和 2 年 1 月 1 日現在）
④児童数： 84,720 人（令和 2 年 1 月 1 日現在）
⑤類型（小規模等）：大規模型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

325

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成 31 年 4 月】

（1） 特徴
ア 児童虐待に係る相談件数等の推移（3 年分）
身体的

性的

心理的

ネグレクト

合計

平成 28 年度

168 件

1件

218 件

151 件

538 件

平成 29 年度

209 件

3件

358 件

154 件

724 件

平成 30 年度

245 件

1件

393 件

159 件

798 件

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
松山市では、子ども総合相談センター事務所が課としての位置づけとなった平成 26 年度か
ら、保育士・保健師をはじめとする様々な専門職を配置し、家庭総合支援拠点としての役割
を担うとともに、要保護児童対策地域協議会（以下、「要対協」という。）の調整機関を兼
ね、相談受付から継続した支援まで一体的に実施している。
児童虐待対応としては、通告受付から原則 48 時間以内での安全確認の実施や、虐待の有無
にかかわらず、要対協対象とした支援対象児童等はすべて養育支援訪問事業の対象と捉える
など、訪問を中心とした継続的な家庭支援を行うことにより、虐待の重症化の防止、未然防
止等につなげている。要対協調整機関が家庭への主たる支援機関を兼ねることにより、児童
相談所、警察、医療機関をはじめとする関係機関と密に連携が取れ、頻繁な情報共有や協働
の実施等、より効果的な家庭支援が行えている。
子ども総合相談センター事務所は、現在、築山事務所、萱町事務所、余土事務所の市内 3
か所で業務を行っており、前述の相談業務等に加え、相談ダイヤルの設置、地域子育て支援
拠点事業を直営で実施し、子育て親子の交流の場の提供、医師等による講話やカウンセリン
グ等の事業を行うなど、市民にとってより敷居が低い身近な相談が気軽にできる相談支援体
制を構築している。
開庁時間は平日 8:30～21:00、年末年始を除く土日祝日は 8:30～17:00 としており、幅広い
時間帯での通告受付対応や、家庭の都合や状況に応じた曜日、時間帯に訪問や電話、来所等
による相談受付や支援が行える体制を構築することで、保護者の負担を減らすなど、寄り添

った支援を実施できるよう努めている。
なお、松山市は、児童福祉法改正により拠点設置が法的に義務付けられる以前から拠点と
しての基準・機能・人員配置等の要件を満たし業務を行っていたが、心理職の職員も虐待対
応や家庭支援の担当を担っていたため、心理担当支援員の常時の人員配置基準を満せていな
い可能性があった。課内の配置を見直すことで対応し、平成 31 年 4 月付けでの子ども家庭総
合支援拠点開設とした。
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＜参考＞
子ども総合相談センター事務所の組織図及び事務所ごとの業務分担

（2）開設時の課題と現状と今後の展望について
①子育て世代包括支援センターとの連携
開設時の課題と取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕
⇒

子ども総合相談センター事務所（家庭総合支
援拠点）が要対協の調整機関を兼ねており、子

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

左記のとおり。

⇒

育て世代包括支援センターは要対協の構成機関

今後も更なる連携強化を図り、より迅速かつ適
切な支援の実施に努める。

として常に連携している。
健康診査、全戸訪問、妊娠届出など、母子保
健に係る業務にて、支援を要する児童や妊産婦
を発見した場合は、通告又は支援依頼があり、
要対協対象として、子ども総合相談センター事
務所にて支援を実施。
また、子ども総合相談センター事務所には、
人事異動により母子保健主管課との人的交流が
ある保健師が配置されていることから、母子保
健に係る業務も一部対応可能。保健指導等、妊
産婦や乳幼児への支援も子ども総合相談センタ
ー事務所にて直接対応している。
その他、健診未受診者や未婚の妊婦等につい
ては、要対協での支援が必要かどうかの検討会
議を毎月持ち、必要に応じて要対協対象とし継
続した家庭支援を実施している。
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②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設時の課題と取組

⇒

原則、それぞれの機関で受け付けた通告等に
はそれぞれの機関が責任を持って対応する。子

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

左記のとおり。

⇒

ども総合相談センター事務所が対応した家庭に

今後も更なる連携強化を図り、より迅速かつ適
切な支援の実施に努める。

ついて、一時保護の検討など介入的なかかわり
が必要な場合は児童相談所に協働対応を依頼
し、反対に、児童相談所が対応した家庭につい
て、保護者の困り感に応じたサービスの活用
等、地域における継続した支援が必要な場合に
は児童相談所からの支援依頼があるなど、支援
と介入の役割分担により、連携、協働の体制を
構築している。
双方が継続してかかわる世帯もあり、電話や
会議等にて日々情報交換を行い、共通理解のも
と支援を実施している。
なお、愛媛県福祉総合支援センター（児童相
談所）との協議により、
「送致書」や「援助依
頼」等は要せず、都度、電話連絡や会議等によ
り協議し、協働対応等行っている。
その他、通告等があった場合には、警察も含
め、それぞれの機関でのかかわりの有無や状況
確認、情報交換のため電話連絡を行うなど、密
に連携し、良好な関係を構築している。

③要保護児童対策地域協議会との連携

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の課題と取組

⇒

子ども総合相談センター事務所（家庭総合支
援拠点）が要対協の調整機関を兼ねている。

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

左記のとおり。

⇒

直接家庭への継続した支援を実施する機関が要

関係機関との更なる連携強化を図り、より迅速
かつ適切な支援の実施に努める。

対協調整機関を兼ねることで、日頃から電話や

啓発の強化、関係機関を対象とした研修等を継

会議等にて状況確認や支援方針の検討を行うな

続し、今後も職員及び関係機関の対応力の強化に

ど、関係機関と密に連携が取れ、頻繁な情報共

努める。

有や協働の実施等、より効果的な家庭支援が行
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えるとともに、支援の一体性、連続性を確保す
ることができている。

要対協の会議としては、関係機関の長で構成
される『代表者会議』を年 1 回、21 機関で開
催、関係機関の実務担当者で構成される『実務
者会議』を年 2 回、23 機関で開催、実務者会議
の構成機関のうち児童にかかわることが特に多
い 7 機関で構成される『進行管理会議』を事務
所ごとに年 3 回（計 9 回）開催、実際に児童や
保護者等にかかわる担当者が集まり支援方針の
検討や情報共有を行う『個別ケース検討会議』
を年 100 回以上随時開催している。
その他、複数機関が集まる個別ケース検討会
議とは別に、随時、関係機関との電話連絡や
個々に行う会議等にて情報交換・協議等を行
い、共通理解のもと、滞りなく家庭への支援を
行えるように努めている。

＜参考＞
●各会議を構成する機関
代表者会議【21 機関】
（松山地方法務局,愛媛県福祉総合支援センタ
ー［児童相談所］,愛媛県警察本部,愛媛県心と
体の健康センター,松山市福祉事務所,松山市保
健所,松山市消防局,松山市教育委員会,松山市
医師会,松山市歯科医師会,愛媛県人権擁護委員
連合会/松山人権擁護委員協議会/子ども人権委
員会,愛媛弁護士会,松山市小学校長会,松山市
中学校長会,松山市小中学校 PTA 連合会 ,松山
市私立保育園・認定こども園連合会,松山市地
域保育所連絡会,中予私立幼稚園連盟,松山市障
がい者総合支援協議会,愛媛児童福祉施設連合
会,松山市民生委員児童委員協議会）

実務者会議【23 機関】
（松山地方法務局人権擁護課,松山少年鑑別所,
愛媛県福祉総合支援センター［児童相談所］,
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愛媛県警察本部生活安全部少年課,松山東警察
署,松山西警察署,松山南警察署,松山市障がい
福祉課,松山市生活福祉業務第 1 課,松山市生活
福祉業務第 2 課,松山市子育て支援課,松山市保
育・幼稚園課,松山市保健所健康づくり推進課,
松山市保健所保健予防課,松山市教育委員会学
校教育課,松山市教育委員会保健体育課,松山市
教育委員会教育支援センター事務所,松山小児
科会,松山産婦人科医会,松山市精神神経科医
会,松山市民生委員児童委員協議会,松山市子ど
も総合相談センター事務所［松山市要対協調整
機関］,愛媛法律事務所［オブザーバー］
）

進行管理会議【7 機関】
（愛媛県福祉総合支援センター［児童相談
所］,松山東警察署,松山西警察署,松山南警察
署,松山市保健所健康づくり推進課,松山市教育
委員会学校教育課,松山市子ども総合相談セン
ター事務所［松山市要対協調整機関］
）

個別ケース検討会議
（実際に対象の児童や妊産婦にかかわる機関）

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の課題と取組

⇒

子ども家庭支援員：14 名（内非常勤 0 名）
心理担当支援員

： 5 名（内非常勤 0 名）

虐待対応専門員

：24 名（内非常勤 0 名）

その他事務職員等： 2 名（内非常勤 0 名）

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

子ども家庭支援員：14 名（内非常勤 0 名）

⇒

心理担当支援員

： 6 名（内非常勤 1 名）

虐待対応専門員

：21 名（内非常勤 0 名）

その他事務職員等： 2 名（内非常勤 0 名）

＜参考＞
正規職員【32 名】
保育士：13 名、保健師：10 名、
事務職（社会福祉主事）
：4 名、
心理判定員：2 名、社会福祉士：2 名、
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精神保健福祉士：1 名、
※保育士 1 名は地域子育て支援拠点事業専任

任期付職員【2 名】
保健師：1 名、心理判定員：1 名

臨時職員【1 名】
一般事務：1 名

非正規職員（常勤）【9 名】
校長 OB：2 名、社会福祉士：2 名、
社会福祉主事：2 名、
公認心理師：1 名、心理専攻：1 名、
保育士資格：1 名、
※保育士資格 1 名は地域子育て支援拠点事業専任

日々雇用職員（非常勤）【1 名】
心理判定員：1 名

※うち、児童福祉司任用資格取得者：20 名
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
①子ども総合相談センター事務所（築山事務所）：松山市青少年センター内
築山事務所には、0～18 歳までの児童又は妊娠出産等に関する相談ダイヤルや、いじめ相談専用
ダイヤル／専用メールを設置し、平日は 8:30～21:00 まで、年末年始を除く土日祝日は 8:30～
17:00 まで、様々な相談を受け付け、対応している。
松山市青少年センターは、市教育委員会の所管する施設であり、教育支援センター事務所も併
設。不登校、問題行動に関する相談等、必要に応じて教育との即時の連携が可能となっている。

＜外観（松山市青少年センター側：正面）＞

＜外観（子ども総合相談センター事務所側：背面）＞

＜平面図＞
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②子ども総合相談センター事務所（萱町事務所）：松山市保健所・消防合同庁舎 2 階
萱町事務所では、地域子育て支援拠点事業を直営で実施しており、子育て親子の交流の場である
「ほっと HOT ひろば」を設置しているほか、カウンセリングや医師等による講話、育児相談等の事
業を行っている。
市保健所内にあることから、健診等で訪れた乳幼児の保護者や妊産婦等が気軽に相談できる体制
を構築しているほか、必要に応じて母子保健との即時の連携が可能となっている。

＜外観＞

＜平面図＞
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③子ども総合相談センター事務所（余土事務所）：余土子ども・子育て施設３階
宅地化が進み多くの人口を擁する市西部及び南部地域の子育て支援の拠点として、移転後の中学
校旧校舎を改修し、平成 29 年度に余土子ども・子育て施設を開設した。
同施設には、子ども総合相談センター事務所（余土事務所）のほか、児童クラブ、保育所が併設
されており、保護者等が気軽に相談できる体制を構築している。
また、萱町事務所と分担し、地域子育て支援拠点事業のカウンセリング等も一部実施している。

＜外観＞

子ども総合相談センター事務所
余土事務所（3 階）

余土児童クラブ（2 階）

余土保育園

＜平面図＞

マジックミラー
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伊予市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

松山市から西南 約 10km

②面積：194.4 ㎢
③人口：36,902 人

（

2020 年

1 月末現在）

④児童数：5,475 人

（

2020 年

1 月末現在）

⑤類型（小規模等）：小規模Ａ型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：H28 年 4 月】

（2） 特徴
ア 児童虐待に係る相談件数等の推移（3 年分）
項目

28 年度

29 年度

30 年度

養護相談（虐待）

109（62）

134（130）

498（12）

保健相談

79

13

5

障害相談

254

264

344

非行相談

36

５

10

育成相談

404

363

160

計

882

779

1017

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
①実状の把握
１ 訪問による実態把握
〇家庭訪問を実施し実態把握をする。
〇保育所・幼稚園への巡回訪問による聞き取り及び実態を把握する。
２ 保健センター事業参加による把握
〇定期健診・カンファレンス・各種相談や教室に参加し実態把握をする。
３ 住民基本台帳での把握
〇家族の状況など不明な時は、住民基本台帳にアクセスし把握する。
〇平成 26 年に児童殺人の事件が起こり、センターを立ち上げることとなった。当初は家庭
相談員を中心にした人員配置となっていた。平成 28 年のセンター設置に伴い専門職の人
員配置を行った。
②相談対応
１ 相談窓口の対応
〇相談者のニーズに沿って、気軽に相談できるような窓口対応を行う。
２ 相談者への情報・アドバイスの提供
〇相談者に必要な情報やアドバイスができるよう、資質の向上を図る職員研修を行う。
〇子どもに関する相談について、総合的に対応することとしており、虐待、非行、不登校、
発達障がいなど分野を問わず対応している。
③総合調整
１ 要保護児童対策地域協議会（代表者会・実務者会・個別ケース検討会議）における調整
〇具体的な支援について、子どもと直接関係のある組織や機関が集まり、それぞれの役割
分担・支援について審議し調整を行う。
２ 各行政機関との調整
〇支援の具体的な手立てについて、関係機関で調整し、適切な支援につなげる。
〇子ども総合センターは、子育て支援課・福祉課・学校教育課の三課から組織を構成してい
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ることと、子どもに関する総合相談窓口、要保護児童対策地域協議会調整機関、発達障が
い等の巡回相談、適応指導教室、スクールソーシャルワーカーの機能を有していることか
ら、総合的な支援と調整を実現している。
④調査、支援及び指導等
１ 支援の継続及び変更
〇対象の子どもの現状を訪問や報告等で把握し、現在の支援や指導が適切か職員会等で判
断し継続及び変更を随時行う。
〇子ども総合センターの総合調整機能と他の機関（母子包括支援センター等）からの情報共
有から、受理会議、個別ケース検討会議等を経て、適切な支援や指導を実施している。
⑤他関係機関との連携
１ 顔をあわせての直接対話
〇関係機関とはできるだけ直接顔を合わせて話をし、具体的な情報共有に努める。特に
「移管」については、県内では必ず市町の担当者を訪ね、情報を伝えるとともに、時には
一緒に訪問をするなど丁寧な引継ぎをする。
２

学校等との連携
設立の年から 2 年間子ども家庭総合支援拠点にあった人員配置（社会福祉司や保健師資
格）等を行っていたが、学校との連携が取れないと難しい点もあったため、30 年度から市
内中学校の元校長にセンター長を行ってもらい、学校との連携強化を図っている。
年度初めには、すべての学校等に訪問し、校長等と子ども総合センター職員との顔合せを
行い、人間関係の構築、定期的な巡回相談員の訪問、要対協児童の説明、報告などのお願
いをしている。
さらに参観日や学校行事にあわせるなど、随時の訪問も実施している。
また子ども総合センターの機能として発達障がい等の巡回相談員を配置しており、保育所
や児童クラブなど各施設を巡回して情報収集や支援の助言等を行っている。
さらに、学校教育課のスクールソーシャルワーカーではあるが、子ども総合センターに席
をおき一層の情報共有が図れている。

３

専門性の向上に向けての連携
子ども総合センターの研修会では全職員を対象に、専門的な分野の研修会を行っている。
令和元年度は 4 回実施した。また、県等が実施している研修会にも参加し、専門性の向上
に努めている。

４ 民生委員（主任児童委員）との連携
要保護児童対策地域協議会の構成員として、地域の実情に詳しい民生委員（主任児童委員）
との連携や情報交換など実務者会や個別のケース検討会議で実施している。また、民生委
員（主任児童委員）の勉強会や意見交換会に出向いて講師等を行うなど、児童虐待に対す
る理解や連携の強化に努めている。
５ 他市との連携
松山市の子ども総合相談センターを参考にして伊予市の子ども総合センターを設置した
ことから、現在も情報交換や勉強会等を年に数回行っており、専門性の向上や自治体を超
えた支援体制の構築に繋がっている。
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移管について県内では、書面だけでなく、直接転出先の市町に出向き、担当者と綿密な引継
ぎをし、場合によっては、一緒に家庭訪問をするなど連携を図っている。
６

県との連携
子ども総合センターは、要保護児童対策地域協議会の調整機関として、県の児童相談所や保
健所等と連携して、子ども家庭に対する支援や情報交換を行っている。また、県子育て支援
課が実施している、ひとり親の子どもを対象にした学習支援事業を取入れ、年間を通して学
習支援と家庭支援を行っている。市内の小学・中学生が対象となっている。また、月に 1 回
実施している食事会（子ども食堂）は、地域ボランティアと市職員等の協力で実施しており、
それによって先生と児童の垣根を無くすことができ、学習支援だけでなく家庭環境の相談や
子ども達の心の相談に繋がる楽しい食事会となっている。

７

適応指導教室との連携
適応指導教室もあり、学校教育課が人件費を出しているが、運営に関しては、子ども総合セ
ンターで行っている。市内小中学校の不登校児童が在籍している。

（2）開設時の課題と現状と今後の展望について
①子育て世代包括支援センターとの連携
開設時の課題と取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕
⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

情報共有が、お互いどこまでするべきか

特定妊婦など細やかな情報共有と、保健師と

自信暗記であったが、定期的な情報交換会
「子育て支援連絡会」を継続して、情報共
有が軌道に乗った。

ともに家庭訪問するなど連携がとれている。
課題として、お互いの情報システムがつなが

⇒

ってなくて、情報は、もっぱら紙媒体でのやり
取りとなっている。情報共有できるものを精査
し、システムの一部供用ができるとよい。

〇母子健康包括支援センターとして、設置している。子ども総合センターを設置した当初の平成 28 年度
の人員配置で保健師等を置いていたが、現在は母子健康包括支援センターに在籍しており、連携を密に
取っている。
〇連携は、同建物内にある 1 階の母子健康包括支援センターと「子育て支援連絡会」という連絡会を構
築して毎週開催している。３階の児童センターともサークル等を通じて連携を取っている。健康増進
課、子育て支援課、福祉課、教育委員会で連携を取って運営をしており、中核を要保護児童対策地域協
議会の地域協議会が担っているがその枠を超えてサポートをしていきたいと考えている。

338

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設時の課題と取組

⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

支援拠点開設時から、連携がとれていて

要保護児童対策地域協議会のそれぞれの会や

一緒に家庭訪問するなど、子どもや家庭の

個別のケースにも参加するなど引き続き連携が

支援につながっている。

とれている。

⇒

課題として、どうしても一時保護や解除、施
設入所への市の思いと児相との思いがずれるこ
とがある。
〇子ども総合センターで見守っている要保護児童対策地域協議会世帯のうち 7 ケースで児相もかかわり、
要保護児童対策地域協議会の代表者・実務者・個別のケース検討会議には必ず児相も出席し、日常的な
情報交換や連絡調整も図れている。

③要保護児童対策地域協議会との連携
開設時の課題と取組

〔マニュアル P.8 参照〕
⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

支援拠点開設時から、代表者会、実務者

要保護児童対策地域協議会の会は引き続き実施

会、個別のケース会議を計画的に開催し、

している。特に最近は、具体的な支援につなげ

各関係機関と連携しながら支援につなげて

るために、関係者に集まっていただく個別のケ

⇒

いた。

ース検討会議を開催することが多くなった。小

課題として、特に学校との思いや考えに

児科医より、代表者会だけでなく、実務者会や

多少の違いが見られることがあった。

個別のケース検討会議にも出席したいとの申し
出がありありがたく思っている。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の課題と取組

⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

センター長：１名

センター長：１名

家庭児童相談員：１名

家庭児童相談員：１名

家庭相談員：３名（内非常勤２名）

⇒

家庭相談員：３名（内非常勤２名）

心理担当支援員：１名（内非常勤 名）

心理担当支援員：１名（内非常勤 名）

虐待対応専門員５名（内非常勤３名）

虐待対応専門員５名（内非常勤３名）

その他事務職員等：１名（内非常勤 名）

その他事務職員等：１名（内非常勤 名）

〇人員配置等（家庭支援員、心理担当、虐待対応専門員）
家庭支援員や心理判定員は定期的にサークル等に出向き、相談を行なうことで、情報の収集と指導、助
言を行っている。心理カウンセラーについては、各施設への訪問や来所による相談により、児童とその
保護者に対してカウンセリングを行い、家庭環境の把握や児童の心理判定等を実施している。
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
（事務室）

※他の施設は、専用ではない。
子ども総合センターは、伊予市総合保健福祉センターの２階に設置しており、施設には、児童セ
ンター、健康増進課（母子包括支援センター）
、伊予市社会福祉協議会（ボランティアセンター）
が有り、児童福祉について連携が取りやすい施設となっている。また、施設内には、体育館、遊
戯室、会議室、活動室、調理実習室、相談室、集いの場などがあり充実した施設内容となってい
る。

４.

その他（地域の発信）
「明日もしあわせ通信」
毎月情報誌を発行している。各家庭に回覧という形で、目に入るようにしている。
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高知県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和２年 3 月まで）
平成 30 年 11 月 29 日

子ども家庭総合支援拠点に関する市町村向け説明会
（日本大学危機管理学部の鈴木秀洋准教授を招き、子ども家庭
総合支援拠点についての講演を実施。計 23 市町村参加）

平成 31 年２月

子ども家庭総合支援拠点設置に向けた取組状況等についてヒア
リングを実施（計 11 市町村）

令和元年５月～９月

各市町村児童家庭相談担当部署の管理職等を対象に、子ども家
庭総合支援拠点設置に向けた課題や取組について意見交換を実
施（計 27 市町村）

令和元年 10 月～11 月

各市町村児童家庭相談担当部署及び母子保健担当部署の管理職
等を対象に、子ども家庭総合支援拠点及び子育て世代包括支援
センターの機能について説明するとともに、両部署の連携等に
ついての聴き取り、ディスカッションを実施（計 34 市町村）

令和２年１月 16 日

子ども家庭総合支援拠点に関する市町村向け説明会
（子ども家庭総合支援拠点設置促進に向けた令和２年度におけ
る高知県の支援等について説明。計 29 市町村参加）

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
高知県においては、平成 28 年度から「子どもの見守り体制推進交付金」を創設し、庁内外の関
係機関との連携強化を担う職員を配置する市町村に財政支援を行うことで、各市町村の人員体制強
化を支援してきた。
また、各市町村を対象とした説明会の開催に加え、市町村訪問による聴き取りや説明も行い、子
ども家庭総合支援拠点設置に向けた各市町村への働き掛けや地域ごとの課題の把握をきめ細かく行
った。

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【０自治体】
平成 30 年 4 月現在【２自治体：香南市、いの町】
平成 31 年 4 月現在【２自治体：香南市、いの町】
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４．県としてのコメント
これまでの取組により、令和２年度からは複数の自治体において子ども家庭総合支援拠点が設置
される見込みである反面、小規模な自治体では必要な人員確保が難しいことから設置の目途が立っ
ていないところも多い。
高知県としては、住んでいる地域に関わらず必要な支援が行き届くよう、県独自の市町村への財
政支援を継続するとともに、市町村の人材確保・育成への支援を積極的に行い、令和４年度までに
全市町村で子ども家庭総合支援拠点が設置されることを目指す。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．香南市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

専門職(保健師)1 名、

拠点設置時に調整担当

虐待対応力をチームで

家庭相談員 2 名、虐待

者を専任で配置し相談

高めていくために研修

防止ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 1 名の

員 1 名増員。翌年に子

に参加する。また、児

職員体制で、相談員が

ども家庭相談係を創設

童虐待防止対策コーデ

主にケース対応し、定

し係長と保健師を各 1

ィネーターを中心に、

期的な全ケースの進行

名増員。毎月定例支援

民生委員と連携を強化

管理は年 3 回の実務者

会議を開催し組織的に

していく。

会議で行っていた。

ケース管理している。

支援をしている家庭や

年 3 回の会に追加し

支援対象妊婦について

要対協の登録児童、気

て、月に 2 回母子保健

妊娠 37 週頃に支援プ

になる児童と妊婦につ

部署で行う妊婦検討会

ランの振り返りの会を

いて、母子保健と福祉

へ調整担当者及び児童

開き、母子保健部署と

事務所で情報交換会を

虐待防止対策コーディ

福祉事務所の意見を集

年に 3 回している。

ネーターが参加して、

約して産後 1 ヶ月の支

虐待の視点で妊婦の問

援プランを作成する。

題や課題を見る。

要対協で終結後も支援

左記のようなケースを

拠点対応児童の名簿を

が必要な児童や家庭、

拠点対応児童として、

作成し、経過観察等に

要対協に登録しないが

ケース担当が支援や経

ついて組織的な進捗管

相談員が相談や訪問を

過を朝会等で報告し、

理の方法や体制を確立

行う児童や家庭を、児

組織的に協議してい

していく。

童家庭相談部署対応と

る。

し管理や対応がケース
担当に任されていた。
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２．いの町
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

平成 30 年までに２名

体制強化により、園・

職）１名でケースワーク

の専門職を配置（社会

学校への訪問、関係機

対応をしていたため、職

福祉士、児童指導

関との蜜な連携が可能

員への負担が大きく、専

員）、令和元年 10 月

となった。今後は、職

門性を持った支援や関係

に１名（保育士）を配

員の専門性を強化する

機関との情報共有などの

置して体制の強化を図

などしてケースへの的

連携に困難な面があっ

った。

確で効果的な支援を実

開設前は行政職（事務

施して行く。

た。
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第３：紹介自治体の詳細（香南市、いの町）

香南市
１

自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）
香南市は、県都高知市の東部約 17
㎞に位置します。市の南部地域は、
太平洋に面する自然豊かな景観の海
岸部と肥よくな平野部が東西に広が
り中部地域は低山が連なる中に里山
環境が広がっています。また北部地
域は標高 300~600ｍの四国山地の一
部を構成しており、これらの山々を
源流とする物部川など、水と緑が豊
かな地域です。

②面積：126.48 ㎡
③人口：33,333 人

（東西約 20 ㎞、南北約 15 ㎞）
14,993 世帯 （Ｒ1.8 月末現在）

④児童数：5,145 人
⑤類型（小規模等）：小規模Ａ型

２

自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成３０年４月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
①実情の把握
・住民基本台帳により住所や世帯構成等を把握
・児童の所属する機関を把握
・母子保健事業（予防接種・乳幼児健診の受診状況）との関わりを把握
・その他生活保護やひとり親家庭等の制度の関わりがないか確認
・税情報、民生委員児童委員、前居住地等
②相談対応
・虐待通告に対しては、要対協の調整担当者が初期対応を行う
・その他の相談については、担当地区の家庭相談員が初期対応から調査、家庭支援を担当
・関係機関との関わりや生活実態、成育歴等を調査し、相談内容や課題に応じて支援を行
う
・職員同士の情報共有会「朝会」を行う
③総合調整
・要対協の調整機関の機能として、関係機関との連携が重要であり、ケース会議や定例支
援会で話し合った役割分担や支援の方向性をもとに日々関係機関と情報共有、情報連携を行
っている。
④調査、支援及び指導
・児童福祉法に基づき必要な調査を行う
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・「定例支援会議（月 2 回実施）」で直近の児童、家庭の状況や支援の効果等を協議し、
問題点、課題に対して支援内容やリスクランクの見直し、検討を行い支援プランを作成
している。
・リスクランクに応じて毎月又は隔月でリスクアセスメントシートを使って組織的に重症
度緊急度の確認を行っている。
⑤他関係機関との連携
・母子保健の主管課である健康対策課との連携では、要対協に登録されている児童や母子
保健事業のなかで気になる児童についての情報交換を年 3 回行い、特定妊婦については健
康対策課の妊婦検討会に要対協の調整担当者や児童虐待防止対策コーディネーターが参加
して虐待対応の視点で特定妊婦の把握や意見交換を行っている。
・市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、その他登録児童が所属している託児所、高等
学校、養護学校等に年３回訪問し、要対協に登録している児童の状況や家庭の状況につい
て情報交換をして共有し、気になる児童についても聞き取りを行い早期発見早期対応に努
めている。
・医療機関との連携では、個別ケースの支援において必要に応じて医療機関への情報提供
や病状調査を行い、情報収集や共有をして支援に繋げている。また、産科医療機関（3 か
所）との妊産婦の情報交換会に母子保健部署とともに参加し、早期発見や支援に努めてい
る。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

・子育て世代包括支援センターは、平成 28
年 4 月設置し、児童虐待防止対策コーディ

2019 年現在の取組・特徴
・今までの取り組みの他、平成 30 年度から母子

⇒

保健部署で行われている妊婦検討会へ調整担当

ネーターを平成 28 年 5 月に配置。子育て世

者及び児童虐待防止対策コーディネーターが参

代包括支援センターの母子保健コーディネ

加して虐待の視点で妊婦の問題や課題を見るよ

ーターと児童虐待防止対策コーディネータ

うにしている。

ーが母子保健と福祉の窓口となり情報連携
を密にしている。
・年に 3 回、母子保健で特に支援を行って
いる家庭と要対協の登録児童及び気になる
児童について情報交換を行っている。
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②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・個別ケースについて、適宜、連絡、相談

・個別ケースについて、適宜、連絡、相談し、

し、助言を得る等、日々の連携に努めてい

助言を得る等、日々の連携に努めている。児童

る。

相談所が作成した「リスクアセスメントシー

⇒

ト」を市が共通して使うことにより、ケースの
重症度や緊急度を共通理解できている。
・年に数回、児童相談所の市町村支援専門監等
が定例支援会議等へ参加し、市の対応（見立て
や支援内容等）について助言、指導を行うこと
により、市職員のスキルアップにつながってい
る。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・児童福祉の担当部署が要対協調整機関を

・「子育て３課連絡会」として、こども課（保育

担っていたため、支援拠点も児童福祉の担

所、幼稚園、子育て支援センターを所管）、健

当部署に設置。

康対策課（母子保健事業、子育て世代包括支

⇒

・要対協を終結した児童のうち引き続き家

援センターを所管）
、福祉事務所（子育て家庭

庭相談員の支援が必要な児童、家庭や要対

支援拠点、要対協調整機関を所管）の子ども

協の登録とはしなかった児童、家庭のう

に関わる３課の管理職を含めた担当職員が集

ち、家庭相談員が相談や訪問を行う児童、

まり、各課の取り組みや課題等を共有し、共

家庭を拠点対応として支援することとし

通認識を図りながら３課の事業連携や合同事

た。

業を実施している。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：3 名（内非常勤 3 名）

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 2 名）

保健師 ： 1 名（内非常勤 0 名）

*１名雇用予定

児童虐待防止対策コーディネーター：1 名
（内非常勤 1 名）

⇒

保健師 ： 2 名（内非常勤 0 名）
児童虐待防止対策コーディネーター：1 名（内非
常勤 1 名）
係長：１名（内非常勤 0 名）
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

のいちふれあいセンター外観

子育て家庭総合支援拠点事務室（福祉事務所）

授乳室を兼ねた交流スペース

相談室

４．拠点設置の効果及びメリット
・補助金を活用して、専門的な資格のある人員を増やすことにより体制を強化し、より迅速で丁
寧な対応や支援を行うことができている。
・要対協の管理ケース以外に児童家庭相談部署で対応や支援（主に家庭相談員が相談や訪問によ
り支援）を行っていたケースについて、拠点の設置により「拠点対応」とすることになったため
支援内容の確認等、管理の方法について改めて検討するようになった。
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いの町
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：470.97 ㎢
③人口：22,840 人（Ｈ３１年４月現在）
④児童数：2,712 人（Ｈ３１年４月現在）
⑤類型（小規模等）：小規模 A 型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
いの町教育委員会相談体制組織図
教育委員会

事務局

学
校
教
育
係

総
務
係

幼
保
支
援
係

生
涯
学
習
係

連携

子育て支援センター
「ぐりぐらひろば」

連絡調整・情報共有

教育支援センター
「のぞみ教室」

教育指導員

相
談
支
援
チ

教育相談員兼ＳＳＷ

連絡調整・情報共有

保育士

ー

幼
保
指
導
員

教育研究所

連絡調整・情報共有

ム
親と子の相談員
必要に応じ訪問

ＳＳＷ

ほけん福祉課
子育て世代包括支援
センター 「どんぐり」

訪問

ＫＳＷ
のぞみ教室専任指導員

研究主事
訪問

健診等

家 庭

保・幼・学校には、必要に応じ訪問

幼稚園

保育園

学 校

家 庭

少年安全対策係
※市町村子ども家庭
支援拠点

※ ＫＳＷ・・・子育てソーシャルワーカー

※ ＳＳＷ・・・スクールソーシャルワーカー

※要保護児童対策地
域協議会調整機関

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：Ｈ３０年４月】

（１）特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）

相談
件数

左記のう
ち虐待と
判断され
た件数

虐待と判断された件数の内訳
身体的

心理的

性的

児相へ

ネグレ

の送致

クト

ケース

一時保
護

Ｈ２８

32

8

6

2

0

0

1

1

Ｈ２９

36

11

7

2

0

2

4

4

Ｈ３０

89

17

9

6

0

2

3

3

40

8

1

6

0

1

0

0

令和元年
(８末現在)
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イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
① 実状の把握②相談対応③総合調整
・各園、学校へ相談支援チーム、子育てスクールソーシャルワーカー、要対協が定期的に
訪問を実施して、児童等の様子を観察することや、保育士、教諭との情報共有から児童の
変化に応じた即時の対応に努めている。
・主任児童委員と随時、情報共有、連携を実施している。
・支援が必要な児童や家庭等については、随時、関係機関によるケース会を開催して、支
援方針の協議を実施している。
④調査、支援及び指導等
・受理会議後、必要な調査を実施して、アセスメントシートを活用したリスク判定を行
い、在宅支援を実施するのか、一時保護を念頭に置いた対応を実施するのか、児童相談所
と協議しながら対応をしている。
⑤他関係機関との連携
・母子保健担当部署
月１回定例会を開催して、情報共有を実施しており、特定妊婦や支援が必要な家庭の、
現況確認、支援方針等を協議している。
・相談支援チーム、子育て支援センター
月２回程度、情報共有の場を設けており、支援が必要な児童の把握に努めている。
・グループウェアを利用して関係部署と横断的な情報共有をしている。
グループウェアでは、ケース毎に共有する担当者を制限し、担当者の書き込みを可能と
することで、個人情報の漏えいを防ぐと共に、タイムリーな情報を共有することで必要
な支援に繋げることができる。
・面談、家庭訪問は、家庭の状況に応じて、要対協のみでなく、保健師やスクールソーシ
ャルワーカーと協力して実施するなどして、適切な関係機関に引き継ぐよう努めている。
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（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

月１回定例会を開催して、情報共有を実

（変更なし）

施しており、特定妊婦や支援が必要な家庭
の、現況確認、支援方針等を協議してい

月１回定例会を開催して、情報共有を実施し
ており、特定妊婦や支援が必要な家庭の、現況

⇒

る。

確認、支援方針等を協議している。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・日頃から、情報共有、協議、助言などの

（変更なし）

協力体制を築いている。

・日頃から、情報共有、協議、助言などの協力

・児童相談所で、２週間の実務研修を実施

体制を築いている。

⇒

している。

・児童相談所で、２週間の実務研修を実施して
いる。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・支援拠点が要対協調整機関、家庭児童相

（変更なし）

談室を担っている。

・支援拠点が要対協調整機関、家庭児童相談室

・いの町要保護児童対策地域協議会運営要

を担っている。

⇒

綱により実施している。

・いの町要保護児童対策地域協議会運営要綱に
より実施している。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：２名（内非常勤０名）
その他事務職員等：２名（内非常勤０名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：２名（内非常勤０名）
⇒

その他事務職員等：２名（内非常勤０名）
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
○いの町 フロア（相談室等）

４．拠点設置の効果及びメリット
既存の連携体制を基に支援拠点を設置したため、支援体制など違和感なく受け入れることが出来て
いる。また、支援体制が改めて定義されたことにより、心機一転、モチベーションのアップに繋がっ
ている。
なお、支援体制については、引き続き、母子保健、子育て包括支援センター、ＳＳＷ、教育委員
会、幼保学校がチームとして機能し、日常のスクリーニングや虐待の早期発見、妊産期からの早期対
応に取り組むことが出来ている。
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長崎県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
（１）説明会の開催
平成２８年の児童福祉法改正で、子どもが権利の主体であることが位置づけられるととも
に、子どもの家庭養育優先原則が明記され、本県においても、子どもの最善の利益を念頭に、
子どもの家庭養育優先原則の実現に向けて、平成 26 年度に策定した「長崎県家庭的養護推進
計画」を全面的に見直し、新たに「長崎県社会的養育推進計画」を定め、社会的養育の体制整
備を推進することとなった。
平成３０年１２月、市町、里親・ファミリーホーム、児童福祉施設、児童相談所を対象に開
催した「長崎県社会的養育推進計画関係者説明会」の中で、子ども家庭総合支援拠点に関し
て、拠点の概要、既設置自治体の取組等を紹介した。

（２）研修の実施
要保護児童対策地域協議会調整担当研修を前期と後期で全５日間、児童福祉司任用前と任用
後研修を全７日間実施している。

（３）ヒアリング調査
平成 28 年度に各市町との個別協議の中で、拠点設置の課題と整備予定を確認した。令和元
年度は、各市町への訪問やテレビ会議により、拠点設置に必要な職員配置、設備等の情報を共
有し、各市町の設置に向けた検討状況や設置にあたって解決すべき課題等を聞き取り、必要な
助言等を行った。

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
令和元年度は、スタートアップマニュアル（厚生労働省平成 30 年度子ども・子育て支援推
進調査研究事業）を活用することで、設置に向け必要な取組について、市町とより具体的に共
有することができた。

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【3 自治体：佐世保市、大村市、長与町】
平成 30 年 4 月現在【1 自治体：諫早市】
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平成３１年 4 月現在【1 自治体：時津町】
令和元年 11 月現在【1 自治体：長崎市】

４．県としてのコメント
「家庭養育優先原則」を実現するため、まずは、子どもが家庭において健やかに養育されるよ
う、保護者を支援することが必要である。そのために、地域の子どもや家庭を対象に、子育ての
悩みや困りごと、児童虐待等について、専門の相談員が対応する「子ども家庭総合支援拠点」の
全市町設置に向けて、今後も支援を行う。

第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．大村市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

開設前に、人員確保、

相談員の雇用について

相談員について、市人

保健部門等との連携、

は、市人事課に有資格

事課に有資格者の配置

人材育成等について特

者の採用を依頼してい

を継続的に要求してい

に課題はなかった。

る。また、積極的に研

くとともに、積極的な

修を受講し知識及びス

研修への受講を継続し

キルの向上に努めてい

人材育成に努めてい

る。

く。

今後も、要綱に定めら
れている資格等該当者
の継続的な確保が必要
である。
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熊本県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和２年 3 月まで）
平成 29 年度 児童虐待防止に係る市町村担当課長研修会
講師：厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室
平成 30 年度 児童虐待防止に係る市町村担当課長研修会
講師：西南学院大学 教授 安部 計彦氏
平成 31 年度

①児童虐待防止に係る市町村担当課長研修会
講師：厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課
②市町村要保護児童対策地域協議会における担当者フォローアップ研修
講師：厚生労働省子ども家庭総合支援拠点設置に向けたアドバイザー
医療法人井上小児科医院 院長 井上 登生氏
③児童虐待防止トップセミナー（市町村長対象）
講師：厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
同上

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【（１）自治体：玉東町】
平成 30 年 4 月現在【（２）自治体：合志市、多良木町】
令和 31 年 4 月現在【（１）自治体：宇城市】

４．県としてのコメント
熊本市を除く県内 44 市町村のうち、支援拠点を設置している市町村は 4 自治体。
令和 2 年度中の開設を予定している市町村が 5 自治体。
県の取組みとして、令和 2 年度を支援拠点設置促進における重点期間と位置づけ、国の新プラン
で目標とされた 2022 年度までの各市町村への子ども家庭総合支援拠点設置に向けて、各市町村児
童福祉及び保健担当課を対象に研修を行うほか、児童相談所と連携し、各市町村を訪問の上、個別
の支援を行うこととしている。
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．玉東町
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

玉東町においては、母子保

子育て世代包括支援センタ

子育て世代のニーズに対応

健事業や発達支援事業に加

ーと拠点を一体的に実施。

し、子どもの育ちをサポー

え、Ｈ２７年 4 月に子育て

保健師・助産師・心理士・

トするためには、専門職の

世代包括支援センターを設

社会福祉士等の専門職を配

力だけではなく、地域全体

置。保健師による妊娠期か

置し、相談支援ケースにつ

で支えていく体制（地域づ

らの相談支援や児童家庭相

いて定期的な報告会により

くり）が必要である。地域

談での虐待対応を実施。そ

ケース管理を実施。その中

住民や関係団体・民間事業

の中で子育て世代のニーズ

で、多職種によるケースへ

所等と子育て課題を共有し

多様化・課題が複雑に混在

のアセスメント（課題整

子育てサポートする社会資

（貧困や障がい等）する家

理）ができるようになり、

源として機能できるよう地

庭を支援するために専門職

役割分担しながらより専門

域全体のマネジメントを行

の配置及び子どもの成長に

的な支援が子育て家庭にで

いながら子どもから高齢者

応じたつながりある支援体

きるようになった。

までが暮らしやすい共生社

制の構築が課題となってい

また、教育担当課との情報

会の実現を目指す。

たため、Ｈ２９．４月に支

共有も定例化することがで

援拠点を設置。

きた。
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第３：紹介自治体の詳細（玉東町）

玉東町
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：２４．３３Ｋｍ2
③人口：５，２６６人（ 令和元年５月末 現在）
④児童数：８４３人 （ 令和元年５月末 現在）
⑤類型（小規模等）：小規模 A

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

町長

総務課
税務課
町民福祉課
保健介護課
子育て世代包括支援センター
子ども家庭総合支援拠点
地域包括支援センター

産業振興課
建設課
企画財政課
会計管理者

教育長
議長

会計室
教育委員会
議会事務局
農業委員会
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成２９年 ４月】

（1） 特徴
ア 児童虐待に係る相談件数等の推移（3 年分）
年度

平成２８年度

件数

平成２９年度

６

平成３０年度

１１

イ 児童虐待対応として工夫している事項

３

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
① 実情の把握：家庭に関する客観的かつ正確な情報を収集するために複数のスタッフで可能
な限り対応する。また、関係機関からの情報収集を分担して行っている。
② 相談対応：精神保健福祉士をスーパーバイザーとして雇用し、スタッフの相談対応の向上
を図っている。
③ 支援及び指導等：支援・介入の強弱を意識しスタッフの役割分担を行う。また、必要に応じ
て心理職もチームとして支援を行う。

（2）開設時の課題と現状と今後の展望について
①子育て世代包括支援センターとの連携
開設時の課題と取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕
⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

同じ保健介護課内に拠点とセンターを設

妊娠期・新生児期から幼児期へと切れ目なく支

置。相談の入口、情報の入口がどちらなの

援していくための制度設計の明確化・システム

かでそれじれに対応し多問題を有する家庭

⇒

化が課題。年齢だけではなく、拠点として妊娠

が混在している状況もあった。家庭の状況

期から介入の必要性の高い家庭の把握と支援の

等の情報共有を行い、支援の緊急性や重症

開始ができるように共通のリスクアセスメント

度を判断していくための定期的（月１回）

の点数化により判断していく。

会議を継続して行っている。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設時の課題と取組

⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

児童相談所への送致後の役割分担が難しい

送致という形で最終的には児童相談所へ機能的

ケースがあった。送致後も家庭の現状や拠

な介入を求めていたが、ケースによっては、情

点の役割を把握するために児童相談所へ声
をかけケース検討会議を実施した。

⇒

報提供もかねたリスクアセスメント（見立て）
支援がほしい場合もある。ケース検討を通じ
て、児童相談所との機能分担による支援も必要
だが、つながりながらケースの状況に柔軟に対
応していく体制づくりを行う。
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③要保護児童対策地域協議会との連携
開設時の課題と取組

〔マニュアル P.8 参照〕
⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

要保護児童に関する調査・支援において要

双方向での情報共有を図ることで、リスクアセ

対協との連携は必須であり、常に双方向で

スメントの見直しやそれに基づく支援方針の決

の情報共有が必要であるが、調整機関が動

定につながる。ケース検討会議で役割分担等を

⇒

きながら情報提供・情報収集を行ってい

行っているが、状況報告等を主担当機関に集約

る。

するような流れを作っていく。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の課題と取組

⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

子ども家庭支援員：３名（内非常勤１名）

子ども家庭支援員：４名（内非常勤１名）

心理担当支援員：０名（内非常勤 名）

心理担当支援員：０名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：０名（内非常勤 名）

⇒

虐待対応専門員：１名（内非常勤１名）

その他事務職員等：０名（内非常勤 名）

その他事務職員等：０名（内非常勤 名）

専門性の確保が課題となり、常勤の保健師

子育て世代包括支援センター及び発達相談業務

が他業務との兼務により配置基準を満たし

と一体的に実施することにより、専門性の確保

ながら実施。

及び効果的な事業展開が可能となる。

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
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宮崎県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和２年 3 月まで）
平成 31 年４月

市町村担当者会議にて支援拠点の説明を実施

４月 市町村に対し、支援拠点設置に係る意向調査を実施
令和元年８月

支援拠点未設置である自治体（一部）にヒアリングを実施

令和２年１月

市町村子ども家庭総合支援拠点設置に向けた研修会
・子ども家庭総合支援拠点の設置促進に向けたアドバイザーである山口県岩国
市の職員を講師に招き、同市の先進的な取組を紹介
・県内で設置している３自治体より取組を紹介
・グループワークにて、「支援拠点を設置したことによる相談支援のメリッ
ト」をテーマに議論
・支援拠点に関する補助金等の説明

令和２年１月

令和２年４月１日より支援拠点を開設する自治体に、子ども家庭総合支援拠点
の設置促進に向けたアドバイザーを派遣し、児童福祉担当部署のみならず、母
子保健、人事課、町民課、税務課等の職員に対し、支援拠点の役割等を説明
し、開設に向け具体的なアドバイスをしていただいた。

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
１．に同じ

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【１自治体：高鍋町】
平成 30 年 4 月現在【２自治体：高鍋町、都城市】
平成 31 年 4 月現在【３自治体：高鍋町、都城市、串間市】
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第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．串間市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

・関係機関との連携

子育て世代包括支援セ
ンター：母子保健コー
ディネーター（看護

・職員体制として、設

師）と毎日、情報共有

・学校との連携につい
て情報共有などが十
分でないという課題

置要綱に沿った専門

を行う場ができた。

があるため、今後検

職が継続的に配置で

相談窓口を一本化した

討予定。

きるが不透明であ

ことで情報が入りやす

る。

く、関係機関との連携
も図りやすくなった。

・職員体制について、
継続的に専門職の配
置ができるよう、計

地域子育て支援センタ

画的な採用等を含め

ー：直営の地域子育て

人事担当課に要望を

支援センターが同一施

行って行く。

設内にあり、親子関係
や保護者の表情が気に
なる点などがあれば情
報提供してもらうよう
になった。

社会福祉協議会：同一
施設内にあるので、貧
困家庭へのセーフティ
事業や就労支援等の相
談等の繋ぎが早急に対
応できるようになっ
た。
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第３：紹介自治体の詳細（串間市）

串間市
１．自治体の概要

串間市

①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：295.16 ㎢
③人口：17,393 人

（

令和元年 ９月現在）

④児童数：2,411 人

（

令和元年 ９月現在）

⑤類型（小規模等）：小規模 A 型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
社会福祉係

福祉事務所

自立支援係

こども対策室

こども政策係
子育て支援センター
子育て支援係
子育て世代包括支援センター

子ども家庭総合支援拠点
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成３１年 ４月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
H28 34 件
H29 49 件
H30 31 件

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴

同一部署において子ども家庭総合支援拠点及び子育て世代包括支援センターを実施してお
り、従来から設置している家庭児童相談室も同じ施設内あるため、連携しやすい。この３者
については、毎日、情報共有を行い、母子保健及び子育て支援双方の支援検討を幅広く行っ
ている。
また、月に１回行政の教育担当者・保育施設担当者・ひとり親担当者を交えての子育て支
援会議を実施し情報共有及び各機関での調査・支援を検討している。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

以前より同一部署において母子保健と子育

上記で述べているように、開設後も同一部署に

て支援業務を行っていたので、双方間での

おいて実施しているので、情報共有等連携は図

情報共有は図られていた。ケースの相談内

⇒

られている。

容によって業務を振り分けており、ケース
によっては、双方で支援を行うケースもあ
る。
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②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

ケースによって情報共有

開設後は支援拠点が要保護児童対策地域協議会
調整機関を担うようになったが、元々同一部署
⇒

で行っていたので、児童相談所の連携体制は以
前と変わらない。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

支援拠点が調整機関を担っている。

同左
⇒

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：3 名（内非常勤 1 名）
心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：３名（内非常勤１名）
⇒

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
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４．拠点設置の効果及びメリット
設置以前から、子育て支援部門と母子保健部門との連携は図られており、かつ他機関との情報
共有等の連携を図っていたが、より明確に支援等の調整が図られるようになった。
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沖縄県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
平成 30 年度
①

北部・中部・南部・宮古・八重山の５圏域にて、子ども家庭総合支援拠点の役割や活用でき

る国庫補助制度等についての行政説明会を実施した。（母子健康包括支援センター説明会との
合同開催）
②

県外から専門の講師を招聘し、各市町村の要対協担当職員等を対象として支援拠点の意義や

役割について研修を実施した。
③

市町村児童福祉主管課長会議を開催し、支援拠点の整備に努めるよう周知した。

平成 31 年度
①

各市町村長が出席した沖縄振興拡大会議において、子ども家庭総合支援拠点の説明を行い、

設置を促した。
②

市町村職員との連絡会議において子ども家庭総合支援拠点の説明を行った。

③

個別の市町村訪問を行い、首長等に対し支援拠点の早期設置を促した。

④

前年度に引き続き、県外から講師を招聘し、各市町村の要対協担当職員等を対象として支援

拠点の意義や役割について研修を実施した。

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
現場の職員に対し研修や連絡会により支援拠点の説明を行うと同時に、首長に対しても様々な
手法で説明を行うことにより、市町村全体の理解が深まり、早期の設置につながると考えてい
る。

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【０】
平成 30 年 4 月現在【０】
平成 31 年 4 月現在【１ 自治体：那覇市】
（令和元年 10 月に宜野湾市が設置）
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４．県としてのコメント
現時点（令和２年２月現在）では、まだ設置自治体は２市のみだが、県に対する相談や問い合わ
せはこれまでの取組の効果もあり増えてきている。県としては、支援拠点がすべての市町村におい
て早期に設置されるよう、今後も引き続き支援していきたい。

第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介

１．那覇市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

・子育て包括支援セン

・地域保健課、地域包

・連絡協議会で出され

ターとの連携

括支援センター（母子

た課題への対策につい

型、基本型）と連絡会

て今後も協議を継続し

議を定期的に開始し、

ていく。

支援連携体制について
協議した。

・育児専門支援員の人

・委託先の社会福祉協議会

・令和 2 年度に養成講

材を確保し、支援を要

と人材確保のための養成講

座を実施し、人材を確

する世帯の養育支援の

座の実施について検討し

保する。

ノウハウを継承する。

た。

・支援員向けのスキル

・支援員向けのスキルアッ

アップ研修を継続開

プ研修を開催し、支援のス

催。

キルアップを図った。
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２．宜野湾市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

度・業務・職員体制・設

できたこと（解決してき

やっていくこと・課題解決

備等）

たこと）

後の具体的地域の姿など）

平成 21 年度に組織編

相談件数増加に伴い、

・令和２年度より係に

成で児童家庭係が組織

職員体制の見直しが行

課長級職員を配置し、

された。係長 1 名・主

われた。

組織体制の強化に取り

事 1 名の体制で組織さ

平成 29 年度：係長１

組む。

れ、同体制は平成 28

名・主査１名・主事１

・支援拠点最低配置人

年度まで続いた。

名

員を満たす職員配置を

令和１年度：係長１

継続する

名・主査１名・主事２
名

中学校区を単位とした

平成 25 年度より各中

児童人口や児童相談件

ケース担当ではなかっ

学校区（4 校区）に家

数等の地域性に合わせ

たため、家庭相談員と

庭相談員を配置した。

て、家庭相談員増員配
置をすすめる。

学校・地域との連携方
法に混乱が生じてい
た。
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第３：紹介自治体の詳細（那覇市、宜野湾市）

那覇市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

↑（図 1）沖縄県内における那覇市の位置
②面積：39.98 ㎢
③人口：321,920 人（令和元年 10 月現在）
④児童数：61,979（令和元年 10 月現在）
⑤類型（小規模等）：中規模

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
児童館

こ
ど
も
み
ら
い
部

こども政策課

保育対策・企画Ｇ
育成環境Ｇ

こどもみらい課

保育Ｇ
支援Ｇ
療育センターＧ

子育て応援課

児童手当Ｇ
児童家庭Ｇ
医療費支援Ｇ
子育て支援室Ｇ（子
ども家庭総合支援拠
点）

那覇市石嶺記念児童遊園

那覇市母子父子福祉センター
那覇市母子生活支援センター

幼保連携型認定こども園（公立型）
那覇市立保育所
こども教育保育課

管理Ｇ
那覇市こども発達支援センター
指導Ｇ
那覇市保育所給食センター
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：平成 31 年 4 月】

（1） 特徴
ア 児童虐待に係る相談件数等の推移（3 年分）

平成 28 年度

241

平成 29 年度

249

平成 30 年度

292

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
① 通報ケース等緊急を要するケースの場合は、速やかに緊急受理会議を行い、会議の中で情
報収集の役割分担を行い、複数で速やかな情報収集と整理を行う。
② 週４日インテーク会議を行い、インテーク受理後、速やかに複数で対応について協議する
体制を取っている。
③ 進行管理会議を年５回から年６回に増やし、要保護登録されている児童全ての進行管理を
行っている。会議開催前に参加機関へ対象世帯の台帳を送付し、関係機関で把握している
状況を事前に確認させ、参加してもらっている。
④ 拒否が強いケースへの介入について、通院先の医療機関と連携し、状況把握や顔つなぎを
依頼している。
⑤ 子育て包括支援センター（母子、基本型）が離れているため、定期的に連絡会議を行い、
連携についての課題を共有・検討している。

（2）開設時の課題と現状と今後の展望について
①子育て世代包括支援センターとの連携
開設時の課題と取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕
⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

母子型、基本型、拠点が物理的に離れてい

連携してケース支援を重ねる毎に包括と拠点の

るため、ケース支援の連携（情報共有や役

間で速やかにケース相談がされるようになった

割分担等）について課題があった。

⇒

が、それでもケースを共有するまでに若干のタ

特定妊婦ケースの場合、共通のリスクアセ

イムラグが生じている。今後は常時互いの情報

スメント票を用い、リスクの共有を図り、

が共有できるよう相談システムの共有化等が必
要。
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要対協個別支援会議を重ね、支援の役割分
担を円滑に図ってきた。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設時の課題と取組

⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

ケース支援において、児相との間にリスク

児相や拠点の役割について互いに認識の共有が

（緊急性）の判断にズレがあり、連携のや

できていない。そのため、役割分担がスムーズ

りづらさがあった。できる限り児相に出向

にいかない。児相とは個別事例の相談だけでな

⇒

き、ケースの見立てや方向性の共有を図っ

く、支援全体の連携の課題について意見交換を

た。

行う必要がある。

③要保護児童対策地域協議会との連携
開設時の課題と取組

〔マニュアル P.8 参照〕
⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

・実務者会議、代表者会議において、参加

・今後も参加者全員が積極的に参加できるよう

者全員が積極的に参加する議題の選定が難

な会議の仕掛けを考えていく。

しい。参加者全員が参加・発言できるよう

・個別支援会議の開催依頼を受けた際に依頼機

⇒

グループワーク形式で意見交換を行った。

関へ会議開催の目的・必要性について確認して

・個別支援会議において、関係機関より情

いく。

報収集目的での開催依頼が多く、要対協本
来の目的である支援方針や役割分担の共有
化が図られていない。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の課題と取組

⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

子ども家庭支援員：7 名（内非常勤 6 名）

子ども家庭支援員：7 名（内非常勤 6 名）

心理担当支援員：1 名（内非常勤 0 名）

心理担当支援員：1 名（内非常勤 0 名）

虐待対応専門員：3 名（内非常勤 2 名）

⇒

虐待対応専門員：3 名（内非常勤 2 名）

安全確認対応職員：1 名（内非常勤 1 名）

安全確認対応職員：1 名（内非常勤 1 名）

その他事務職員等：1 名（内非常勤 0 名）

その他事務職員等：1 名（内非常勤 0 名）
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

↓（写真 2）個別相談室

↑（写真 1）子育て支援

←（写真 3）個別相談室内の
キッズスペース

４．拠点設置の効果及びメリット
拠点設置に伴い、相談員が２名増員できた。それにより、各相談員の担当地区が細分化でき、地域の
関係機関（学校、保育所、医療機関等）との連携が今まで以上に図れるようになってきた。その結
果、那覇市の子育て相談機関としても認知され、虐待等の気になる子育て世帯の相談が早期につなが
るようになり、早い段階から支援ができるようになった。その分、相談対応が増え、マンパワー不足
の課題も出てきたが、今後はさらなる人員の拡充と関係機関との連携や役割分担を行い、身近な地域
での子育て相談機関としての役割を果たしていけるよう取り組んでいきたい。
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宜野湾市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

宜野湾市

②面積：19.80 ㎢
③人口：98,502 人（平成 31 年 3 月現在）
④児童数：19,491 人（平成 31 年 3 月現在）
⑤類型（小規模等）：小規模 C 型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

福祉推進部

児童家庭課

子育て支援課

健康推進部

こども企画課

他３課

ファミリーサポ
ートセンター

児童家庭係

子ども家庭支援拠点

健康増進課

予防係

健康増進係

すこやか親子係

375

他２課

地
区
保
健
師

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：令和元年１０月】

（2） 特徴
ア 児童虐待に係る相談件数等の推移（3 年分）
年度
平成28年度

平成29年度

平成30年度

虐待の種類

身体的虐待

43

28

20

ネグレクト

51

22

17

性的虐待

0

1

0

心理的虐待

69

28

32

合計

163

79

69

＊当該年度の新規相談受付のみの件数

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関
係機関との連携）遂行上の特徴
①実情の把握 ②相談対応 ③総合調整 ④調査、支援及び指導等
・市内４中学校区に各１名ずつ地区相談員を配置して、年度初めには全幼小中学校を訪問
し、学校長や担当職員との顔合わせによる連携強化を行うとともに、児童虐待通告への意
識向上を目的に沖縄県発行の手引き書を用いての説明を実施している。
・一般市民や関係機関からの新規相談対応については、初期対応相談員２名を配置し初期社
会調査（住基確認、学校等への在籍状況・状態確認、健診受診状況確認、福祉情報確認、
児童相談・女性相談歴の確認等）を速やかに実施している。
・新規受理の相談については、定例処理会議もしくは緊急処理会議にて支援方針を決定し、
初期対応相談員から地区相談員へのケース引継ぎが行われる。地区相談員ケースで複雑な
課題を抱え、高度な支援を要する世帯については社会福祉士資格を有する主任主事による
バックアップを行いながら支援している。
・要対協ネットワークによるケース会議が必要な場合は、個別支援会議を開催し関係機関で
の情報共有、援助方針の策定と役割分担の決定を行っている。
・児童相談所児童福祉司継続指導ケースについては、事前に役割分担等を協議し、地区相談
員との同行訪問等、適切な指導・支援を実施している。
・地区担当員ケースについては、定期的に見直し会議を開催し、ケース支援の進捗確認、援
助方針の見直し、ケース支援の終結可否確認を実施している。
⑤他機関との連携
・母子保健担当課とは、乳幼児健診や訪問事業で気になる世帯についての情報共有を随時行
うとともに、三カ月毎に情報共有会議を開催し連携を図るようにしている。
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・教育委員会主催の学校支援連絡会に初期対応相談員、地区相談員が出席し新規ケース・継
続ケースに関する情報共有を実施している。
・児童家庭係内に要対協の事務局が設置されている。必要に応じて事務局を通した連携（定
期情報提供書、個別支援会議、進行管理会議）を実施している。

（2）開設時の課題と現状と今後の展望について
①子育て世代包括支援センターとの連携
開設時の課題と取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕
⇒

・母子保健担当課（健康増進課）と児童福

・2020 年度に子育て世代包括支援センター設置

祉担当課（児童家庭課）の建物が 7 キロ
程離れている。また、健康増進課は健康

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

を予定している。
⇒

・同一場所での執務・両機能を統括する組織編

推進部、児童家庭課は福祉推進部と組織

成等、効果的で効率の良い体制作りについての

も分かれている。

検討が必要。

・保健師、地区相談員間での情報共有は日

・現在の連携方法で取りこぼしなく連携が取れ

常的に電話等で行っているが、連携強化

ているかの検証が必要である。検証結果に応

目的にて、三カ月毎に情報共有会議を実

じ、三カ月毎の情報共有会議の頻度を増やす等

施している。

の連携方法の見直しが必要。

・母子保健関係の情報管理システムを児童
家庭課が閲覧することで情報共有を図っ
ている

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設時の課題と取組

⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

・ケース支援の連携に際し、援助方針の違

・課題の解決には至っていない。市の取組とし

いを認識しながらも互いに修正すること

ては児童家庭課職員のレベルアップと、連携

なく、市担当者が納得しないまま児相の

強化目的にて児相での現場研修を実施した

⇒

援助方針を遵守する風潮がある。

い。
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③要保護児童対策地域協議会との連携
開設時の課題と取組

〔マニュアル P.8 参照〕
⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

・児童家庭課内に要対協事務局も設置され

・要対協ケースの進捗状況についての組織的管

ている。連携等十分に行われている。
・個別支援会議の開催依頼が増加傾向にあ

理に工夫が必要。
⇒

る。会議で取り決めた支援方針の実施状
況確認と評価を適切に行うことが必要。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の課題と取組

⇒

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 名）
・主任主事（社福士）2 名を配置

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 名）
⇒

・主任主事（社福士）2 名を配置

心理担当支援員：0 名（内非常勤 名）

心理担当支援員：0 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：2 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：2 名（内非常勤 名）

・係長級職員（社福士）2 名を配置

・係長級職員（社福士）2 名を配置

その他事務職員等：0 名（内非常勤 名）

その他事務職員等：0 名（内非常勤 名）

＊地区担当家庭相談員（嘱託員 4 名）を中

＊地区担当家庭相談員（嘱託員 4 名）を中学校

学校区毎に配置
＊初期対応家庭相談員（嘱託員 2 名）配置

区毎に配置
＊初期対応家庭相談員（嘱託員 2 名）配置
・中学校区によってケース数に偏りがある。ケ
ース分担の工夫、相談員増員等の検討を要
す。
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

４．拠点設置の効果及びメリット
・拠点最低人員配置に基づく有資格者配置について
係長級職員・主事の配置に際し、有資格者の配置を継続する根拠となり、人事異動があっても専門
性の継続が期待できること。人員配置基準が明確になったことは、組織再編等があったとしても、組
織としての専門性維持につながると考える。
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２．その他都道府県の取組

東京都
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
東京都では平成７年度から都独自に「子供家庭支援センター事業」を開始し、現在、都内６０区
市町村７７箇所において、設置・運営しております。（残りの２村については、島しょのため、児
童人口が非常に少なく、児童虐待防止ネットワークで対応しております）
子供家庭支援センターは、区市町村における身近な相談機関として、子供と家庭に関するあらゆ
る相談（虐待相談も含む）に、一義的かつ総合的に対応しており、子供家庭支援ワーカーや虐待対
策ワーカーなどの専門性を有する職員が相談をはじめ、調査、指導・支援等を行っております。さ
らに、要保護児童対策地域協議会の調整機関として、地域の関係機関との連携・調整等も担うほ
か、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業などの子育て支援サービス
（都独自や区市町村独自の子育て支援サービスを含む）の提供や調整も行っております。
以上のことから、国は、平成 28 年の児童福祉法改正の際に、都の子供家庭支援センターを「子
ども家庭総合支援拠点」のモデルとしており、都においては、既にほぼ全ての区市町村が、子ども
家庭総合支援拠点としての機能を有していると認識しております。
そのため、東京都においては、
「子ども家庭総合支援拠点」の設置を目的とした説明会や研修等は

行っておりません。
しかしながら、年々複雑化する子供家庭相談（虐待相談を含む）に的確に対応できる専門性の高
い人材を育成するため、子供家庭支援センター、地域子育て支援拠点（子育てひろば）等、地域に
おける子育て支援・相談業務等に係る職員を対象に、子育て支援をめぐる相談業務に必要な技術・
知識の付与、意識啓発と更なる専門性の向上を目的に、子供家庭支援センター職員向けとして年２
９回、地域の子育て支援機関向けとして年２回の研修を実施しております。この中では、児童相談
所や様々な地域の関係機関との連携がさらに密となるよう合同での研修や、要保護児童対策地域協
議会の調整機関として、より困難な事例等にも対応できるよう、実践的な演習等を含む質の高い研
修を行っています。
また、毎年、子供家庭支援センターの現状や課題の共有、更なる機能強化等を目指し、全区市町
村の子供家庭支援センターとの意見交換も実施しております。

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
上記１のとおり
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３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成２９年度：３８区市町村
平成３０年度：５０区市町村
平成３１（令和元）年度：５１区市町村

４．県としてのコメント
「子ども家庭総合支援拠点」として公言するか否かの判断は、区市町村に委ねられているため、
公言している拠点数は、上記３のとおりとなります。しかし、上記１のとおり、都としては、子供
家庭支援センターを設置・運営している区市町村は、従前より、子ども家庭総合支援拠点としての
機能を有していると認識しております。
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滋賀県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
子ども家庭総合支援拠点に関する研修会
実施日・会場：令和元年 10 月 21 日（月） 滋賀県庁東館７階大会議室
研修参加者：市町職員、児童相談所職員、健康福祉事務所職員 計 41 名
講師：日本大学危機管理学部

准教授

鈴木秀洋

氏

研修内容：「市区町村子ども家庭総合支援拠点」ついて講義
拠点設置に関する各市町の取組状況報告と質疑応答
２．県の取組（有効であったと考えているところ）
子ども家庭総合支援拠点は、物理的な場所ではなく機能の設置とされていることや、すでに県内
各市町においては、拠点設置に関わらず、家庭児童相談室と母子保健部局が要保護児童対策地域協
議会等で連携して対応をしていることから、具体的な「設置」のイメージがわかりづらい部分があ
った。
今回の研修では、スタートアップマニュアルをベースに拠点に求められる役割、具体的な運営方
法、他府県の事例等について講義いただき、設置に向けた理解を深めることができたと考えてい
る。

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【（0 市）】
平成 30 年 4 月現在【（４市）自治体：大津市、彦根市、長浜市、東近江市】
平成 31 年 4 月現在【（５市）自治体：大津市、彦根市、長浜市、甲賀市、東近江市】

４．県としてのコメント
市町からは、子ども家庭総合支援拠点の設置に必要な子ども家庭支援員等の確保が困難との声が
多く聞かれている。県では子ども家庭支援員の資格要件を満たすための講習会の実施や、必要な情
報の提供等により、2022 年度までに県内全市町において拠点が設置されるよう支援をしていくこ
ととしている。
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第２

基礎自治体の取組（第 1 を除く）

北海道安平町
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：237.13ｋ㎡
③人口：７，８５８人（令和元年８月現在）
④児童数：１，０１１人（令和元年８月現在）
⑤類型（小規模等）
：小規模
２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成 31 年４月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
平成２８年度 養護相談４ 不登校相談１
平成２９年度 児童虐待相談３ ぐ犯行為等相談１ 性格行動相談２ 育児・しつけ相談３
平成３０年度 児童虐待相談１ 性格行動相談１ 不登校相談１

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
①実情の把握～保健師、こども園、小学校、中学校、高等学校、医療機関、民生委員等の児童
の属する各機関より情報提供を受け、実情を把握。
②相談対応～実情の把握、対象者又は家族等からの相談に担当職員が対応。
③総合調整～相談対応を元に、各機関からの詳細確認のため、コア会議を実施。
④調査、支援及び指導等～コア会議により、児童相談所と連携を図り、支援方針の決定及び役
割分担を実施。
⑤他関係機関との連携～実情の把握における協力機関と支援情報を連携し、役割分担に応じた
連携支援を行う。
（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

相談に応じた保健師への協力依頼。

・子育て世代包括支援センターと子ども家庭総
合支援拠点を同一課内（健康福祉課）に設置。
・子育て世代包括支援センターにおける要支援

⇒

者（発達課題のある児童、特定妊婦）の情報を
共有する会議を月１回実施。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・虐待相談受理後、児童相談所へ相談。

・虐待相談受理後、児童相談所へ相談。

・発達検査を主とした児童相談所の巡回相

・発達検査を主とした児童相談所の巡回相談の

談の実施。

⇒

実施。
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③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・各機関の代表者を収集した「代表者会

・各機関の代表者を収集した「代表者会議」を

議」を年１回開催、進捗状況を報告。

年１回開催、進捗状況を報告。居所不明児童の

・虐待通告受理後、
「実務者会議（コア会

⇒

有無について、住民基本台帳に基づき調査し、

議）
」を開催し、支援方針及び役割分担を決

調査内容について報告。

定。

・虐待通告受理後、
「実務者会議（コア会議）
」
を開催し、支援方針及び役割分担を決定。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：１名（内非常勤０名）
心理担当支援員：０名（内非常勤０名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：１名（内非常勤０名）
⇒

心理担当支援員：１名（内非常勤０名）

虐待対応専門員：０名（内非常勤０名）

虐待対応専門員：１名（内非常勤０名）

その他事務職員等：０名（内非常勤０名）

その他事務職員等：０名（内非常勤０名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

無し

４．拠点設置の効果及びメリット
これまで、要保護児童対策地域協議会事務局、児童虐待相談対応は教育委員会所管にて対応してき
たが、保健師との連携強化が課題であった。また、福祉的な制度活用の専門的知識の取得も課題にあ
り、ソーシャルワークの実践を一般事務職が対応してきた。
今回、所管を健康福祉課へ移したことで、保健師との連携強化が図られた。また、心理分野の理解の
深い保育士を虐待対応専門員、心理分野の理解も深い子ども発達支援センターの言語聴覚士を心理担
当職員に配置し、福祉的な制度理解のある社会福祉士も子ども家庭支援員としたことで、要保護児童
に対して効果的なソーシャルワークの実践を行っている。
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青森県三沢市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

当市は青森県の南東部に位置してお
り、東は太平洋に面し、西は小川原湖に臨
んでいる。ラムサール条約に登録された
「仏沼」をはじめとする豊かな自然に恵
まれ三沢米軍基地があり、米軍人や軍属
及びその家族が暮らす国際都市として発
展している。また航空自衛隊もあり、全国
有数の航空施設がある大空のまちであ
る。

②面積：119.87 平方キロメートル
③人口：39,743 人

（平成３１年４月３０日現在）

④児童数：6,514 人

（平成３１年４月３０日現在）

⑤類型（小規模等）
：小規模 A 型
２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月： 平成３１年 ４

月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
相談件数

左記のうち
虐待と判断

虐待と判断された件数の内訳
身体的

心理的

性的

児相への送

ネグレクト

致ケース

された件数

平成２７年

70 件

5件

4件

１件

0件

0件

0件

平成２８年

63 件

14 件

5件

２件

0件

7件

３件

平成２９年

50 件

11 件

6件

４件

0件

１件

１件

平成３０年

131 件

69 件

32 件

７件

0件

30 件

14 件

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機関との連
携）遂行上の特徴
◎当市の特徴として、青森県が作成した市町村と児童相談所の機関連携対応方針に基づき、常に児童
相談所と情報共有・協議しながら対応している。
① 実情の把握
・住民基本台帳の照会や所属（学校・保育所・認定こども園等）の状況を確認している。そのほか
に関係課（母子保健担当課、生活福祉課、教育委員会等）に情報提供を依頼し、生育歴、生活歴、
家族構成、健診の受診の有無、発達や過去の相談歴等を確認し、児童を取り巻く家庭状況を把握し
ている。
・年 1 回、教育と福祉の効果的な連携を図る学校等訪問事業を実施し、母子保健担当課と役割分
担しながら学校や保育所・認定こども園等の訪問を行い、養育面や発達面で心配な児童について
把握し、児童が在籍する機関との情報共有、対応の協議を行っている。
② 相談対応
・当市は、
「三沢キッズセンターそらいえ」の中に地域の子育て支援拠点、子育て世代包括支援セ
ンター、支援拠点（要保護児童対策協議会調整機関兼務）の機能があるため、妊娠期から子育て期
までの総合相談窓口として、一般的な子育て相談から児童虐待に関する相談までの対応が可能とな
っている。遊び場や一時預かり等のスタッフが対応した相談の中で専門性が高いもの、虐待が疑わ
れる家庭があれば、子育て世代包括支援センターや支援拠点に相談という流れができている。
・ひとり親家庭等の相談の中で児童虐待や支援が必要な家庭を把握することも多く、面接前に介
入方法について支援拠点で検討し、複数の職員で対応している。
③ 総合調整
・受理会議や個別ケース検討会議の開催などやケースの状況に合わせて、母子保健担当課、教育委
員会、地域、福祉事務所等と連携をとりながら会議の調整や支援方針について検討をしている。
・転入・転出時には、自治体間の連携をとりながら、情報提供や対応方法について協議し、早期に
必要な支援につなげている。
④ 調査、支援及び指導等
・受理会議後、児童相談所と対応について協議の上、児童や保護者に対して訪問や聞き取り調査を
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行い、保護者の子育ての困り感に対し、助言指導や必要な支援を行っている。また随時児童相談所と
協議し、ケースの状況に合わせて、対応の方針を見直している。市の指導後も改善がみられない場合
は、児童相談所と協議の上、ケース送致を行っている。
・支援拠点がすべて対応するのではなく、ケースの状況に合わせて、関係課との同行訪問、関係機関
による調査等を依頼している場合もある。
⑤ 他関係機関との連携
・児童に発達面や行動上の問題、不登校傾向、保護者の精神疾患などから虐待や養育不全につなが
っている場合は、保健師と子ども家庭支援員が一緒に面接に入り、保護者の困り感を確認しながら、
助言を行い、市のサービスにつなげている。
・生活困窮者については助成制度等を紹介し、必要時は、生活保護 CW につなげている。
・長期欠席等により、学校で児童の安否確認ができない場合は、支援拠点が安否確認を行い、結果
を学校に伝えている。
・月 1 回の要対協実務者会議に児童相談所、保健部門、教育部門の他に今年度より新たに子育て
世代包括支援センター、警察、SSW も加わり、特定妊婦や要支援児童の情報提供や要保護児童への
対応について連携が円滑にできている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕
⇒

2019 年現在の取組

・特定妊婦について、母子保健担当課が実務者

・4 月に支援拠点内に母子保健業務の一部を

会議で情報提供し、必要時、産科医療機関など

移管し、子育て世代包括支援センターを設

を入れて個別ケース検討会議を行っている。支

⇒

置した。専門職を増員し、母子健康手帳の

援拠点で把握した場合は、母子保健担当課に情

交付や初回面接のアセスメントを強化した

報提供し、協議しながら対応している。

ことで、特定妊婦について早期に把握でき

・児童に発達面や行動上の問題、不登校傾向が

るようになり、母子保健と支援拠点の情報

ある場合、保護者の育児負担感が強く、虐待や

共有や一体的な対応が可能になった。

養育不全につながっている場合等は、保健師と

・月 1 回の要対協実務者会議で特定妊婦の

子ども家庭支援員が一緒に面接に入るように

情報提供を行い、関係機関で情報共有を行

し、保護者の困り感を確認しながら、対応につ

っている。

いて助言等を行い、母子保健や子育て支援に関

・母子保健担当課と健康管理システムを連

する市町村事業につないでいる。

動できるようにした結果、妊娠時の状況や
健診等の経過を情報共有することが可能に
なり、妊娠期から子育て期までの妊産婦や
乳幼児の継続的な状況の把握できるように
なった。
・学校等訪問事業で学校・保育所・認定こ
ども園等訪問を母子保健担当課の保健師と
行い、発達や養育面で心配な家庭について
把握し、必要な支援につなげている。
・早急に対応が必要なケースについて、随
388

時個別ケース検討会議を開催し、対応につ
いて検討している。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組

・市町村と児童相談所の機関連携対応方針に基

・青森県が作成した市町村と児童相談所の

づいて、児童相談所と情報の共有・協議をしな

機関連携対応方針に基づき、常に児童相談

がら対応している。

⇒

所と情報共有・協議し、主担当機関を決

・月 1 回要対協実務者会議で児童相談所や市が

め、対応している。

対応したケースについて情報の共有を行ってい

・月 1 回要対協実務者会議で児童相談所や

る。

市が対応した全てのケースについて情報共
有を行っている。
・随時、個別ケース検討会議を開催し、情
報共有・支援の方向性について検討してい
る。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組

・三沢市では、支援拠点が要対協調整機関、家

・月 1 回の要対協実務者会議に児童相談所、

庭児童相談室を担っている。

保健部門、教育部門の他に今年度より新たに

・要保護児童対策協議会設置要綱に加え、新た

⇒

子育て世代包括支援センター、警察、SSW も

に三沢市子ども家庭総合支援拠点設置要綱を作

加わり、特定妊婦の情報提供や対応方針つい

成し、運営している。

て共有できるようになり、連携が円滑にでき
ている。
・困難ケースについては、要対協のネットワ
ークを活用しながら個別ケース検討会議を随
時開催している。

389

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：２名（内非常勤 名）
心理担当支援員：

名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：

名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組

子ども家庭支援員：２名（内非常勤 名）
⇒

心理担当支援員：

名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：

名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
②-1

① 相談室

②-２

③

乳幼児エリア

親子の交流スペース

事務室

４．拠点設置の効果及びメリット
・支援拠点の設置により、要保護児童対策協議会、児童相談所、地域の関係機関等との連携がより一層
図られ、支援方針・計画の作成、支援の一体性と連続性を確保し、連携・協働して支援を実施できてい
る。
・子育て世代包括支援センターを併設したことにより、特定妊婦など妊娠期からの支援の一体性、連
続性が確保できる。
・要保護児童対策協議会の調整機関として、ケースに応じ関係機関間の調整や協力の要請など、迅速
な対応が可能となった。
・子ども子育て支援に係る窓口が一本化（ワンストップ）され、関係機関との連携はもちろん、子育
て世帯のそれぞれのニーズに応じた支援の提供が可能となった。
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群馬県みどり市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：208.42 ㎢
③人口：50,408 人

（R1 年 8 月現在）

④児童数：4,008 人

（R1 年 8 月現在）
（小学生 2,614 人、中学 1,394 人）

⑤類型（小規模等）
：A 型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

みどり市保健福祉部（福祉事務所長）

社会福祉課（次長）
こども課（家庭児童相談室）
（子ども家庭総合支援拠点設置）
※家庭児童相談員と子ども家庭支援員は兼務
介護高齢課
健康管理課（保健センター）
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成 30 年 4 月 】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）

内

容

Ｈ３０年度

相談件数
Ｈ２９年度

相談件数
Ｈ２８年度

相談件数

虐 待

養育問題

不登校

非 行

（含疑い）

(含 疑い)

(含登校渋り)

（含 ぐ犯）

９６

２０３

６７

１９

１３７

１８１

４４

７０

１９６

４５

障がい

その他

合 計

２５

２０７

６１７

２６

２２

１２６

５３６

１１

２６

１６３

５１１

関

係

その他：生活相談、家庭不和、学校不信、友人関係
イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
・地域の民生委員児童委員、主任児童委員とともに、保育所、認定こども園、幼稚園、小・中
学校への定期的な訪問により、子どもの様子について情報共有しながら、実状の把握や他関係
機関との連携を行い対応している。
（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組

子育て世代包括支援センターは未設置

子育て世代包括支援センターの設置に向けて
⇒

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

検討中

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組
児童相談所と市の役割について取り決めを

⇒
⇒

2019 年現在の取組
継続中。

交わす。
一時保護には至らない、軽度から中等度の
ケースについて、児相と連携しながら、市
が対応を担当する。

392

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

代表者会議と実務者会議で児童相談所や警
察の講演会を実施して、虐待防止に関する

「いのち輝くとき」の DVD 購入により、実務者
⇒

資質向上を図った。

④人員配置

2019 年現在の取組

会議で上映し、地域での見守り活動の強化を図
った。

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：３名（内非常勤２名）
心理担当支援員： ０名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組

子ども家庭支援員：３名（内非常勤２名）
⇒

心理担当支援員： ０名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： ０名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： ０名（内非常勤 名）

その他事務職員等：１名（内非常勤０名）

その他事務職員等：１名（内非常勤０名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
・写真
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４．拠点設置の効果及びメリット
・国から１／２の補助金が受けられる。
・人員が 3 人体制から 4 人体制に増員になった。
・こども課の全職員（こども福祉係、子育て支援係、家庭児童相談室）がコンシェルジュとなり
課内及び他課との連携をとりながら対応するようにしている。
・温かさを感じてもらえるように手作りの看板、靴箱等を設置し、拠点や交流の場の PR をしている。
・親子の交流の場を設置したことで、子どもと一緒に窓口に来ている方への相談で
親子の関わりを見ながら対応することが出来るようになった。
・拠点として情報を集約することで、関係機関との連携を強化し、継続的に支援しやすくなった。
・家庭児童相談室と兼務であるが、相談件数が増加しており、相談しやすい場となっていると考えて
いる。
・相談室は既存の各課共通の相談室で対応している。
・専門的に関わりながら対応しているが、必要に応じて、さらに心理やリハビリ等の専門機関へつ
なぎ、切れ目のない支援が受けられるように、より一層、意識して取り組むようにしている。
・要保護児童対策地域協議会の質の向上のため、児童相談所や警察からの講演を取り入れ、今まで
以上に、虐待防止について強化を図っている。
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群馬県富岡市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：122.90ｋ㎡
③人口 ：48,425

（ 令和元年 ９月現在）

④児童数： 7,733

（ 令和元年 ９月現在）

⑤類型（小規模等）
：小規模Ａ型
２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
富岡市役所 →

健康福祉部 →

こども課 →

子ども家庭総合支援拠点（家庭児童相談室
を含む）

３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月： 平成 31 年 4 月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
平成 28 年度

相談件数

873 件（内 虐待相談 116 件）

平成 29 年度

相談件数

683 件（内 虐待相談 162 件）

平成 30 年度

相談件数 1596 件（内 虐待相談 400 件）
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イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
① 実状の把握
・住民基本台帳の確認、学校、園、保健センター等への状況確認による家族を含めた実状の把
握
・チーム内での情報共有
② 相談対応
・子どもの権利保障を優先に、相談者のニーズに合った様々な支援方法を検討
・相談者が相談しやすい環境作りやそれぞれの相談者に合った関わり方をしていく
・相談には基本を２名とし、複数人数で対応している
③ 総合調整
・各関係機関の役割を理解し、情報交換等を行いながら連携する
・会議にてケースの状況に合わせた各関係機関での役割分担を決定
④ 調査、支援及び指導等
・子どもと直接会い目視で傷や痣を確認する、通告機関と可能ならば子ども本人に話を聞くな
ど、正確な状況を把握し、リスク判断を行う
・関係機関などから子どもの様子や家庭環境等、詳細情報を確認する
・必要に応じた地域資源の活用
・家庭訪問、来庁面談等を行いながら継続的な支援をし、状況変化にも対応していく
⑤ 他関係機関との連携
・児童相談所との情報共有やリスク判断、対応方法の確認など、密に連携していく

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕

⇒

・こども課から、保健センターへの情報照

2019 年現在の取組
・要保護児童、要支援児童、特定妊婦等の情報

会をかけることがほとんどであった。

共有の中で、保健センターでの健診、予防接
種時等において、こども課が母子に接触でき

⇒

る機会が増えた。
・保健センターからこども課への情報発信が増
えた。
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②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組

・児童相談所からの照会等が主であった。

・情報共有が密になり、個別ケース会議、今後

・市での支援をする必要があるのかの判断

の支援について等の相談が出来るようになっ

が難しかった。
③要保護児童対策地域協議会の活用

た。

⇒

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

・こども課からの情報発信が主であった。

2019 年現在の取組
・各機関からの情報収集、取りまとめを行い、
要対協での情報共有、今後の支援について共
通理解できるようになった。

⇒

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

家庭児童相談員： 2 名（内非常勤 2 名）

2019 年現在の取組

家庭児童相談員：
⇒

2 名（内非常勤 2 名）

子ども家庭支援員： 2 名（内非常勤 1 名）
その他事務職員等： 1 名（内非常勤 1 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
・富岡市役所本庁 こども課内に事務室をおく
・相談室は、４～６人程度入れるスペースがあり、個別に相談を受けることが出来る。

４．拠点設置の効果及びメリット
・市内各機関との連携強化につながり、情報が入手しやすくなった。また、今後の支援についても、共
通理解しながら、スムーズに行えるようになってきた。
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千葉県柏市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：
③人口：４２６，２２４人（平成３１年４月現在）
④児童数：６５，９９０人（平成３１年４月現在）
⑤類型（小規模等）
：中規模
２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

こ

ど

も

部

子 育 て 支 援 課

子育て支援担当

こ ど も 福 祉 課

給付・支援担当/家庭児童相談担当/児童相談所設置調査担当

学 童 保 育 課

企画整備担当/管理運営担当

保 育 整 備 課

整備担当/給付担当

保 育 運 営 課

企画運営担当/入園担当/給食担当

保

育

園

こども発達センター

キ ッ ズ ル ー ム

桜台/若葉/あけぼの/富勢/東中新宿/豊四季/増尾/豊住/土南部/豊四季乳児/西原
/豊町/富士見/酒井根/名戸ケ谷/田中/旭町/東町/高野台/しこだ/松葉/高柳/高柳
相談支援担当
キッズルームひまわり担当/キッズルームこすもす担当/保育所等訪問支援担当

こども福祉課の家庭児童相談担当を拠点として位置付けている。
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成３０年４月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）

相談種別
養護相談

H28
217

217

711

その他

361

422

252

0

2

0

肢体

1

0

1

視聴覚

0

0

0

言語発達

4

1

1

重症心身

0

0

0

知的

0

2

1

自閉症等

4

22

38

ぐ犯

2

2

0

触法

0

0

8

性格行動

22

21

26

不登校

14

20

19

適性相談

1

3

1

育児しつけ

54

111

112

調査依頼

348

337

非行

育成

他

H30

児童虐待
保健相談

障害

H29

その他
合 計

189
1,028

1,160

1,359

※H30 は，H29 までの「調査依頼」が「児童虐待」に含まれる。
イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
市内を南北のエリアに分け，さらに南北毎に３つの地域に分けて，１つの地域ごとに正職員の
ケースワーカーを配置し，拠点の４業務について一貫して対応する体制をとっている。
（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

・要対協の実務者会議（進行管理部会）を
概ね２か月毎に開催し，ケース進行管理を

2019 年現在の取組・特徴
・2019 年度から実務者会議を毎月に変更した。

⇒

・「保健所連絡会」も毎月継続し，実務者会議と

実施。

内容が重複しない内容で実施。通告や情報提供

・上記とは別に毎月「保健所連絡会」を開

の手順や要対協登録後の連絡調整についてお互

399

催し，保健所地域保健課とこども福祉課

いの地区（地域）担当が共通認識を持てるよう

（拠点）でケースの情報共有を実施。

に調整している。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・要対協の実務者会議（進行管理部会）を

・2019 年度から実務者会議（進行管理部会）を

概ね２か月毎に開催し，ケース進行管理を

毎月に変更した。

実施。

⇒

・児童相談所連絡会としては実施していない

・上記とは別に「児童相談所連絡会」を年

が，2019 年度は 10～11 月にかけて，拠点の職員

に５～６回開催し，勉強会的な内容を中心

が児童相談所の受理会議・援助方針会議を視察

に実施していた。

する。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

(1) 代表者会議(毎年５月に開催。構成機関

・2019 年度からの主な変更点は(3)の実務者会議

の代表者による年間活動計画の承認。)

（進行管理部会）を毎月に変更した。

(2) 実務者会議(毎年５月，１０月に開催。５

⇒

月は代表者会議と合同。１０月は児童虐
待防止推進月間の取り組み等を協議。)
(3) 実務者会議(進行管理部会：ケースの支
援状況の進行管理。) （概ね２か月毎）
(4) 個別ケース検討会議(個別支援会議：ケ
ース毎に関わる機関による個別の協議。)
(5) 定期的情報提供依頼(子どもが所属する
学校，幼稚園，保育園，こども園から毎月
の生活状況の情報提供。)
(6) 児童虐待防止推進啓発活動(啓発品の配
布。市の広報やＨＰ。ポスター掲示。)
(7) 研修会 (児童虐待への対応等に関する
研修会。)
④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：５名（内非常勤０名）

子ども家庭支援員：６名（内非常勤０名）

心理担当支援員：１名（内非常勤０名）

心理担当支援員：１名（内非常勤０名）

虐待対応専門員：８名（内非常勤６名）

⇒

虐待対応専門員：８名（内非常勤６名）

※８名とは別に子ども家庭支援員，心理担

※８名とは別に子ども家庭支援員，心理担当支

当支援員も虐待対応専門員を兼ねている。

援員も虐待対応専門員を兼ねている。
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その他事務職員等：４名（内非常勤４名）

その他事務職員等：４名（内非常勤４名）

※初期相談対応職員：２名（社会福祉士）

※初期相談対応職員：２名（社会福祉士・精神

※ペアレントトレーニングファシリテータ

保健福祉士）

ー：１名

※ペアレントトレーニングファシリテーター：

※家庭児童相談スーパーバイザー：１名

１名

（児童相談所長ＯＢ）

※家庭児童相談スーパーバイザー：１名（児童
相談所長ＯＢ）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
相談室１

相談室２

親子交流スペース

事務室

４．拠点設置の効果及びメリット
心理担当職員の配置が正職員で可能となったことで，ペアレントトレーニング等の心理職の特性が活
かせる支援が中長期的に検討できるようになった。2018～2019 年は心理職も現場を知るために，地区
担当を兼務していたが，心理担当職員を地区担当と兼務せずに専任として活用する場合の業務の全体
像や拠点の中での役割分担は今後更に検討する必要がある。
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東京都文京区
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：11.29 平方キロメートル
③人口：225,304 人（2019 年 10 月現在）
④児童数：32,354 人（18 歳未満）（2019 年 10 月現在）
⑤類型（小規模等）
：中規模型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
【組織図】
区長－副区長－企画政策部（以下省略）
－総務部（以下省略）
－区民部（以下省略）
－アカデミー推進部（以下省略）
－福祉部（以下省略）
－子ども家庭部－子育て支援課
幼児保育課
子ども施設担当課長
子ども家庭支援センター
児童相談所準備担当課長
－保健衛生部（以下省略）
－都市計画部（以下省略）
－土木部（以下省略）
－資源環境部（以下省略）
－施設管理部（以下省略）
－会計管理者（以下省略）

402

教育委員会（以下省略）
監査委員（以下省略）
選挙管理委員会（以下省略）
区議会（以下省略）
※「子供家庭支援センターは、児童福祉法第 10 条の 2 に定められた機能を有しているため、子供家
庭支援センターを設置している自治体については、平成 29 年 4 月時点で児童福祉法に基づく支援拠
点を設置している。
」
、
「条例・要綱等で定めることや届出等は必要ない。」との東京都見解により、組
織規則等に支援拠点は記載されていない。

３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：2017（平成 29）年 4 月】
（1） 相談件数の推移及び特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）(※児童虐待の件数も明記)
2018 年 相談件数（延） 12,625 回（うち児童虐待 7,909 回）
2017 年 相談件数（延） 10,125 回（うち児童虐待 6,435 回）
2016 年 相談件数（延） 10,771 回（うち児童虐待 7,233 回）
※相談員の行動回数（訪問、面接、電話等）の集計数
イ

特徴（児童虐待対応として工夫している点、事項を具体的に） 〔マニュアル P.12 参照〕
拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
⑤区内に大学付属病院等があることから、要保護児童対策地域協議会に医療関係者会議を設置
しており、児童虐待に対する医療機関の取り組みや体制、ケース事例の検討等について、区内
大学病院や医師会、保健サービスセンターとの情報共有や連携を図っている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
平成 28 年 3 月までの取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴
大幅な変更なし

保健サービスセンターとの連絡会（年 10 回）

保健師合同研究会（年 6 回）
養育支援訪問事業での連携等

⇒

※平成 27 年度実績
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②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

平成 28 年 3 月までの取組

⇒

児童相談センターとの連絡会（年 12 回）
等、
「東京ルール」に基づく連携
③要保護児童対策地域協議会の活用

2019 年現在の取組・特徴
大幅な変更なし

⇒
〔マニュアル P.8 参照〕

※庁内組織及び地域資源を結び付けた役割分担と連携の工夫等
平成 28 年 3 月までの取組

⇒

代表者会議（年 1 回）

2019 年現在の取組・特徴
大幅な変更なし

実務者会議（年 5 回）
（講師を招いての研修
等により構成機関のレベルアップを図る。
）

⇒

医療関係者会議（年 2 回）
個別ケース会議（年 81 回）
※平成 27 年度実績

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
平成 28 年 3 月までの取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

センター長：1 名

センター長：1 名

子供家庭支援ワーカー：6 名（内非常勤 2 名）

子供家庭支援ワーカー：12 名（内非常勤 5 名）

虐待対策ワーカー：3 名（内非常勤 1 名）

⇒

虐待対策ワーカー：3 名

虐待対策コーディネーター：1 名

虐待対策コーディネーター：1 名

専門相談員：4 名（内非常勤 4 名）

専門相談員：6 名（内非常勤 6 名）

その他事務職員等：9 名（内非常勤 5 名）

その他事務職員等：10 名（内非常勤 6 名）

※東京都／子供家庭支援センター事業実施要綱職員配置による

※東京都／子供家庭支援センター事業実施要綱職員配置による
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
【相談室】

【親子交流室】

【子ども家庭支援センター入口（事務スペースは他の区組織と同様】

４．拠点設置の意義、効果及びメリット
拠点設置が明記された児童福祉法改正前より、子ども家庭支援センターを設置し、同様の機能を有し
ていたため、大きな変更はない。
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東京都大田区
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

大田区

②面積：60.83 ㎢
③人口：734,954 人（令和元（2019）年 12 月１日現在）
④児童数：0 歳～17 歳 95,862 人 （平成 31 年（2019）年４月１日現在）
⑤類型（大規模）
：
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
経営計画担当係長
こども家庭部
子育て支援課

子育て支援担当係長
児童相談所開設準備担当係長

こどもサポート担当係長
施設担当係長
児童相談所開設準備担当課長

こども医療係
児童育成係
児童館

地域子育て推進係
子ども家庭支援センター
相談調整担当係長
キッズな洗足池担当係長

※支援拠点機能

キッズな蒲田担当係長

管理係
保育サービス課
指導検査担当係長
保育指導担当係長
保育職員担当係長
保育サービス推進担当課長
保育利用支援担当係長
保育園
保育政策担当係長
保育サービス基盤担当係長

こども家庭部副参事
（放課後居場所づくり担当）

こども家庭部副参事
（保育基盤整備担当）

※令和元年７月１日現在
３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成 20 年２月】
（1） 相談件数の推移及び特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）

年度

虐待

その他の養護相談

合計

平成 28 年度

７７６

５７８

１，３５４

平成 29 年度

９５２

６３５

１，５８７

平成 30 年度

１，００７

８６２

１，８６９

イ 特徴（児童虐待対応として工夫している点、事項を具体的に） 〔マニュアル P.12 参照〕
拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
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〇当区の子ども家庭支援センター（キッズな大森）を子ども家庭総合支援拠点に位置づけ、キッ
ズな洗足池をはじめとして３か所のサテライトを設置しています。すべての「キッズな」に子育
てひろばを設けるとともに心理職や看護師などの専門職を配置し、子育てや発育の不安などを幅
広く相談できる環境を整えています。
〇要保護児童対策地域協議会の児童虐待対応力を強化のため、代表者会議に加え、地域別に実務
者会議、個別ケース会議などを開催し、ケースの状況に応じたきめ細やかな対応ができるよう連
携を深めています。更に区独自に「児童虐待対応マニュアル」を作成し関係機関に配布するとと
もに当センター職員が関係機関に出向きマニュアルの説明などを行いながら各機関が抱えてい
る情報を共有し、早期に必要な支援につなげる巡回支援事業を平成 30 年度から実施しています。
〇児童虐待防止ネットワークを強化するため、養育家庭体験発表会や児童虐待防止の啓発に加
え、今年度は「叩かない・どならない子育て」について、区内保育園や児童館等の施設長向け研
修会を行い、施設長が施設職員だけでなく保護者に向けた心構えなどをチラシなどを活用して幅
広く啓発活動を行いました。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
平成 28 年 3 月までの取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援センターにも保健師を配置
し、定期的な会議の開催や特定妊婦、産後

・包括支援センターは健康政策部健康づくり
課、４か所の各地域健康課が機能を担っていま

⇒

ケア訪問に同行するなどの連携をしていま

す。

す。
②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

平成 28 年 3 月までの取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・虐待対策コーディネーターや虐待対応強

本年 10 月からは「児童虐待相談等の連絡・調整

化員を配置して連携するとともに児童相談

に関する基本ルール（東京ルール）
」に基づき児

所での研修などの人事交流を行い、相互理
解を深めています。

⇒

童相談所からの送致・指導委託が加わり、児童
相談所が受理した泣き声通告や面前ＤＶ等のう
ち区の支援が適切と判断されたケースは、当セ
ンターが調査や指導を行うようになりました。
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③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

※庁内組織及び地域資源を結び付けた役割分担と連携の工夫等
平成 28 年 3 月までの取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

代表者会議年 2 回、実務者会議年 8 回、庁

配偶者暴力対策のため、人権男女平等推進課を

内の関係機関と児相が参加する子ども家庭

要保護児童対策地域協議会の構成員に加えまし

支援センター会議年 12 回開催の他、個別ケ

⇒

た。

ース検討会議（平成 27 年度 135 回）を必要
に応じて開催し、柔軟な対応をしていま
す。
④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕

平成 28 年 3 月までの取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：４名（内非常勤０名）

子ども家庭支援員：５名（内非常勤０名）

心理担当支援員：３名（内非常勤３名）

心理担当支援員：３名（内非常勤３名）

虐待対応専門員：１０名（内非常勤０名）
その他事務職員等：１名（内非常勤１名）

⇒

虐待対応専門員：１７名（内非常勤３名）
その他事務職員等：７名（内非常勤１名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

４．拠点設置の意義、効果及びメリット
子どもと家庭に関するあらゆる相談に対応できる環境を整え、要保護児童への対応のみならず、子
育ての不安や悩みを抱える保護者に対し、子育て相談や支援を行い、子どもたちの健やかな成長のた
めの総合的な家庭支援ができる体制を整備しました。
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東京都葛飾区
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）
②面積：34.80 平方キロメートル
③人口：464,667 人

（令和元年 12 月現在）

④児童数：64,703 人

(令和元年 12 月現在）

⑤類型（小規模等）
：中規模型
２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
子育て支援部
育成課
子育て推進担当課
子育て支援課
保育課
子ども家庭支援課（子ども家庭係、金町子どもセンター担当係、母子保健係、発達相談担当係）
児童相談所設置準備担当課
子ども応援課
３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成２９年４月】
（1） 相談件数の推移及び特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
平成 28 年度

平成 30 年度

虐 待 相 談

２１４

２９７

３０６

養 護 相 談

７４１

９９６

１，０４８

そ

他

２１９

２０２

２３５

計

１，１７４

１，４９５

１，５８９

合

イ

平成 29 年度

の

特徴（児童虐待対応として工夫している点、事項を具体的に） 〔マニュアル P.12 参照〕
拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
◎母子手帳発行、妊婦面接、妊娠後期訪問、新生児訪問、乳幼児健診、また、就学前の発達相
談や５歳児健診を、総合支援拠点の職員と同一の課で担当している。そのため、それらの情報
をいち早く収集し、児童虐待の対応に活かしている。
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（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
平成 28 年 3 月までの取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・すべての「包括支援センター」ではない

・同様の取り組みを継続している。

が、
「包括支援センター」と「総合支援拠
点」が同一建物、同一フロアであるため、

⇒

頻繁に行き来をしている。要保護と判断さ
れる際は、情報が入り次第、情報を共有し
対応協議を行っている。こうした連携機能
は、平成 23 年度から先駆的に実施。
②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

平成 28 年 3 月までの取組

⇒

・児相との部会を月１回開き、双方の見立

2019 年現在の取組・特徴
・同様の取り組みを継続している。

てを伝え、支援に活かしてきた。
・緊急度の高い案件については、受傷の写

⇒

真を児相へ直接持参し、対応の協議を行っ
てきた。
③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

※庁内組織及び地域資源を結び付けた役割分担と連携の工夫等
平成 28 年 3 月までの取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・児相との連携以上に、庁内組織の連携も

・新たに二つの部会を設置。教育委員会指導主

重要との考えから、保健センターとの部会

事、児相司とで構成する部会では、虐待ケース

を早期から設けてきた。その後、母子手帳

⇒

の情報共有を実施。

発行業務を担う母子保健、未就学児の発達

・警察署少年係とで構成する部会では、警察が

相談担当が加わり、情報の共有を円滑に行

認知した虐待ケースの歴照会や身柄保護となり

ってきた。

得るケースに係る対応を協議。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕

平成 28 年 3 月までの取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：４名（内非常勤０名）

子ども家庭支援員： ４名（内非常勤 ０名）

心理担当支援員：２名（内非常勤 ２名）

心理担当支援員： ６名（内非常勤４ 名）

虐待対応専門員： ２名（内非常勤０名）
その他事務職員等：２名（内非常勤０名）

⇒

虐待対応専門員： ３名（内非常勤 １名）
その他事務職員等： ２名（内非常勤 ０名）
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
相談室

相談風景（イメージ）

「包括支援センター」側の事務室から「総合支援拠点」の事務室を望む

４．拠点設置の意義、効果及びメリット
◎要対協の枠組みでは、情報共有の定式化が行われ、
「顔の見える」関係を作る点で効果があった。さ
らに拠点設置によって、瞬時に適切な情報を共有し、地区担当保健師と子育て支援職員が同行訪問等、
一体となって対応できる意義がある。枠組みという土台の上に、ハード面、体制面とが両輪となり、拠
点設置のメリットを生み出していると考えている。
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東京都立川市
１．自治体の概要
①市の特徴
立川市は東京都のほぼ中央に位置する都市である。まちの玄関口であるＪＲ立川駅は、東西を３路線が
乗り入れ、南北を多摩モノレールやバス路線で結び、多摩地域の交通の要となっている。その為駅周辺
には大型な商業施設やオフィスビルがあり、多くの賑わいを見せている。一方広大な国営昭和記念公園
や北部には玉川上水などにより都内有数の農業地帯が広がり、水と緑に囲まれたやすらぎのある生活
環境も整っている。
「にぎわい」と「やすらぎ」のバランスが取れた都市である。
②面積：２４．３６㎢
③人口：１８３，９２３人（平成３１年４月１日現在）
④児童数：１８歳未満人口 ２６，９６４人 （平成３１年４月１日現在）
）
⑤類型（小規模等）
：小規模 C
２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
市長部局 － 子ども家庭部 ― 子ども家庭支援センター（専任のセンター長配置）
子ども家庭センター係（課の庶務、総合相談、ファミリーサポー
トセンター、啓発事業、ブックスタート、地域組織化等）
子ども家庭相談係（子ども家庭相談全般、虐待対応・虐待予防、
要対協調整、子どもショートステイ、育児支援ヘルパー、養育支
援訪問事業、叱りすぎ講座、ファミリーフレンド事業、ひとり親
家庭訪問）
※４つの拠点機能①実情把握 ②情報提供 ③相談等対応 ④総
合調整はここで担っている
※教育委員会の就学相談と教育相談を担う課が同じ室内にある
発達相談係（未就学児の発達相談、グループ活動、巡回相談）
ドリーム学園（公設公営の児童発達支援）
３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成２９年４月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（5 年分）
① 年度別相談件数
1,000

252

11,129 15,000
8,642
10,000

459

532

5,000

H29

H30

児童虐待

9,473 9,125 9,651

176

500

122

147

504

516

H26

H27

230
727

0

0
H28

H26

新規受理件数

H27

H28

H29

延べ活動件数
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H30

② 相談内容（平成３０年度）
区
養護
相談

分

新規受理件数

252
259

児童虐待相談
その他の相談

3

保健相談

障害
相談

非行
相談
育成
相談

肢体不自由相談
視聴覚相談
言語発達障害等相談
重症心身障害者相談
知的障害相談
自閉症等相談
ぐ犯行為等相談
触法行為等相談
性格行動相談
不登校相談
適性相談
育児・しつけ相談

10

2

58
200

その他の相談

784

合 計
再掲

0
0

いじめ相談
児童買春等被害相談

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
〇要対協に地区別会議（ブロック会議）を設け、エリアごとに年５回会議を開催し顔の見え
る関係づくり、情報共有を進めている。
〇ひとり親で行政等と繋がりのない家庭をリスク要因ととらえ調査、訪問を関係課と実施
〇母子保健との連携を深めるため月１回赤ちゃん訪問や妊娠届、妊婦サポート面接で気になる
家庭の情報共有を実施
〇小中学校の生活指導主任会へ参加
〇庁内の虐待対応担当者連絡会（高齢、障害、DV 担当課等）に参加
〇子ども・若者自立支援ネットワークに参加
〇多重債務対策庁内連絡会に参加
〇DV 防止庁内連絡会に参加
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（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

健康センター（県推進課）の母子保健とこ

平成 30 年度に開始した妊婦サポート面接も検討

んにちは赤ちゃん訪問や妊娠届で気になる

対象とした。情報共有が支援と連動するよう、

家庭の情報共有、ケース検討を行う会議を

より特定妊婦の判断や養育支援訪問事業の導入

⇒

毎月実施

をセンターの保健師が意識している。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

〇代表者会議、実務者会議、虐待進行管理

2019 年現在の取組・特徴
大きな変更なし

に児童相談所が参加
〇児童相談所と協働で養育家庭体験発表会

⇒

開催
〇児童相談所と協働で児童虐待防止推進月
間の啓発事業実施
〇管内子ども家庭支援センター連絡会に参
加
〇家庭復帰前のケース会議の開催
〇センターの支援方針会議に児童相談所が
年 10 回程度参加し意見や助言をもらった
③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

〇実務者会議の下に地区別会議（ブロック

2019 年現在の取組・特徴
大きな変更なし

会議）を設置している。地区の保育園、小
中学校、児童館、主任児童委員、人権擁護

⇒

委員、保護司、健康推進課地区担当保健
師、生保の地区担当等が参加している。
エリア設定は民生委員・児童委員協議会の
地区割、地域包括支援支援センターの地区
割、社会福祉協議会の地区担当（地域福祉
コーディネーター）の地区割に一致させて
いる。

415

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員： 4 名（内非常勤 名）
心理担当支援員：

0 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：

4 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 0 名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員： 5 名（内非常勤 名）
⇒

心理担当支援員：

0 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：

4 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 1 名（内非常勤 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

（相談室）

（交流スペース）

（事務室）
４．拠点設置の効果及びメリット
東京都の場合国に先行して、平成 7 年から子供家庭支援センターの設置促進を進め、現在拠点と同
等の機能を満たしたセンターが全都で展開されている事情はあるが、子ども家庭支援を一義的・総合
的に対応する仕組みがあることで、ニーズを拾いやすく、俯瞰しやすく、途切れたりすき間に落ちてい
くことを防止することに一定の効果がある。
一方で、相談内容や情報も多種多様で領域も広範囲に及ぶため、個人の知識や経験など資格では捉
えきれない資質やコミュニケーション能力が求められ、かなり経験を積んだ者でも身動きが取れなく
なる場面もあり、無理のない役割分担を考えることや、お互いが手を取り合ったり、信頼関係のとれて
いるところから手を指し伸ばすような、動的で柔軟なシステムが望ましいと考えている。
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神奈川県相模原市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

(出典：神奈川県ホームページ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ie2/cnt/f530001/p780102.html)
※平成 31 年 2 月 12 日検索

【相模原市について】
・本市は首都圏南西部、神奈川県の北部に位置する政令指定都市です。市内には、６つの鉄道路線が通り、近年は首都
圏中央連絡自動車道のインターチェンジが開通するなど、交通アクセスの良さを背景に、大きく発展を続けてきまし
た。市の真ん中には相模川が横断し、東側には相模原台地、西側には丹沢山地・秩父山地が広がっており、また、市
内には大規模な公園も多く点在しており。都心まで１時間という利便性の高さを持ちながらも、川や山を身近に感じ
ることができる自然豊かなまちです。

②面 積：３２８．９１㎢
③人 口：７１７，４１４人（平成３１年４月１日）
④児童数：１０５，７３６人(平成３１年４月１日)
⑤類型（小規模等）
：中央区・南区（中規模型）、緑区（小規模Ｃ型）
２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
・平成２９年度にこども・若者未来局を設置し、各区に子育て支援センターを設置。
・子育て支援センターは、子育て世代包括支援センター及び子ども家庭総合支援拠点の機能を有する
とともに、同時に、要保護児童対策地域協議会（以下、
「要対協」という。
）の調整機関の役割も担
っている。
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成２９年４月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
養護相談
児童虐待

その他の

相談

相談

保健相談

障害相談

非行相談

育成相談

その他
相談

平成 28 年度

910

689

6

10

4

285

54

平成 29 年度

972

684

0

14

3

215

46

平成 30 年度

1,050

751

5

15

5

218

39

※福祉行政報告例 45 表「児童相談種類別対応件数」より
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イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
① 子育て支援センターは子育て世代の総合相談窓口として、児童家庭相談や母子保健、保育園入所申請、療育
相談、母子・父子家庭相談、女性相談等の妊娠期から子育て期にわたる相談を受け付けている。また、行政機
関、公立小中学校、保育園、幼稚園等に対し、児童虐待の一義的通告窓口であることを周知し、児童虐待の通
告や相談を受け、その後の安全確認や早期対応に努めている。
② 相談対応に関しては、資格を有する職員配置を行い、要対協構成員や関係機関との連携の中で、児童虐待の
通告への対応やケース管理を行っている。個人情報の取り扱いについては要対協を活用している。
③ 関係機関との相互理解に基づく連携体制の構築に向けて、関係機関（教育委員会、病院、警察、主任児童委
員等）との会議や要対協代表者会議（年１回）を行っている。
④ 虐待相談や通告があった場合、子育て支援センターでは随時緊急受理会議を行い、要保護児童等として受理
したものは、家庭や所属、地域に対する調査及びその後の週１回の支援検討会議において支援方針の検討、
家庭の状況とリスクのアセスメント、支援方針に基づく家庭への支援、指導、介入を行っている。また、要対協構
成員や関係機関との連携の中で、個別ケース検討会議を開催し、家庭状況を確認し、役割分担の下で支援を
している。３か月に１回の頻度で、全件のケース進行管理を行っている。
⑤ 子育て支援センターでは、教育委員会との人事交流により、指導主事を配置し、虐待相談や通告、その後の支
援について、福祉と教育との連携強化を図っている。また、子育て支援センターは要対協の調整機関の機能を
兼ねているため、要対協構成員を中心に、情報共有及び個別ケース検討会議の参加を依頼し、子どもや家庭
への支援に役立てている。また、児童相談所との連携体制を明確化し、送致等の手続きを明文化している。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕

⇒

2019 年現在の取組

・平成 28 年度までは、区の児童福祉相談担

・児童福祉相談担当課と母子保健部門が「子育

当課である「こども家庭相談課」と母子保

て支援センター」として一つの組織となったこ

健担当課である「保健センター」が組織上

⇒

とで、児童虐待の通告や相談、その後の支援に

分かれていた。母子保健担当課は健診等で

おいて、より円滑な連携が図られるようになっ

の児童虐待の発見やその後の通告、要対協

た。

の構成員として、児童福祉相談担当課との

・現在も継続して、子育て支援センターにおい

連携を図っていた。

て切れ目のない支援を目指し、母子保健分野と

・平成 29 年度の組織改編において、
「こど

連携している。母子保健部門との役割分担等を

も家庭相談課」と「保健センター」の母子

明確にする検討の機会を多く持ち、より市民に

保健機能を一体化して、子育て世代包括支

有益な支援を行うよう努めている。

援センター機能も兼ね備えた「子育て支援
センター」を開設した。
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②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組

・市児童相談所とは、班長級の連絡調整会

・開設前の取組を継続するとともに、児童相談

議（実務者レベル）を月 1 回、区ごとに担

所が主催する研修への相互参加や、児童相談所

当者間での情報交換会を２か月に１回実施

⇒

するなど、密に連携している。

業務の経験者が人事異動により子育て支援セン
ターに配置されるようになっている。

・リスクアセスメントにおいては共通のア
セスメントシートを使用しているほか、連
携等の取決めを共有し、送致や連携等の判
断が同水準でできるように工夫している。
③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組
・要対協の調整機関の機能を兼ねている。
④人員配置

⇒
⇒

2019 年現在の取組
・現状は開設時と変わらない。

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組

・子ども家庭支援員：3 名（内非常勤 0 名）

・子ども家庭支援員：3 名（内非常勤 0 名）

・心理担当支援員：0 名（内非常勤 0 名）

・心理担当支援員：1 名（内非常勤 0 名）

・虐待対応専門員：3 名（内非常勤 0 名）
・その他事務職員等：0 名（内非常勤 0 名）

⇒

・虐待対応専門員：3 名（内非常勤 0 名）
・その他事務職員等：0 名（内非常勤 0 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
平成 30 年度調査研究報告書 P63～65 参照
４．拠点設置の効果及びメリット
本市では平成 22 年度の政令指定都市移行時に、各区に要対協機能を備えた市区町村の児童虐待対応
部署の整備を図った。当時から保健師、保育士、社会福祉職の配置を行っており、拠点機能が備わって
いたといえる。現在、拠点機能をより強化するために、心理担当支援員を担う職員の定数化を目指して
いる。
拠点機能の強化により、市民に近しい親しみのある窓口として子育て相談を受け、家庭それぞれの
特徴を見立てる中で、早期に支援を行うことで、児童虐待の未然防止につながると認識している。
当市が構築してきた職員体制や組織的対応、専門性は、拠点設置前後で変化がないため、効果やメリ
ットを感じにくいが、心理担当支援員の強化については当市の課題として、配属された際にはその効
果とメリットは研究していきたい。
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神奈川県海老名市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）
神奈川県のほぼ中央に位置し、南北に長い地形で、西は相模川を隔てて厚木市に、北は座間市、東は
大和市・綾瀬市、南は藤沢市・高座郡寒川町に接しています。南北に長い地形の中央には、通称「相模
横山九里の土手」といわれる相模丘陵の西崖が縦断し、西部の平地と東部の丘陵地帯に大きく二分され
ています。水田地帯は、温暖な気候と肥沃な土地に恵まれた穀倉地帯であり、丘陵地帯は年々宅地開発
が進み、著しい変貌を見せています。

②面積：26.59 平方キロメートル
③人口：130,692 人
④児童数：22,458 人

（平成 31 年１月１日現在）
（平成 31 年１月１日現在）

⑤類型（小規模等）
：Ｃ型
２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
子育て相談課

子育て支援センター
・ファミリー・サポート・セ
ンター
・地域版子育て支援センター
（３か所委託）

・市町村子ども家庭総合支援拠点

こども家庭相談室
・子育て相談
・児童虐待対応
・児童虐待予防等
・養育支援訪問事業
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・要対協調整機関

３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成２９年４月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
（件）
相談
件数

左記のうち
虐待と判断
された件数

虐待と判断された件数の内訳
身体的

心理

ﾈｸﾞﾚｸﾄ

児相への
送致ｹｰｽ

性的

一時保護

平成28年度

148

110

33

33

43

1

1

1

平成29年度

165

80

19

25

36

0

7

7

平成30年度

232

127

45

56

26

0

4

10

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
① 実状の把握
・
「虐待と思われる子を見つけた時の流れ」の職員向け紙芝居を作成し、平成 28 年度公立・
私立保育園、私立幼稚園、平成 29 年度小学校、平成 30 年度中学校、児童通所支援事業所、
新設保育園に出向き、発見から通告までの流れを周知している。
・海老名市独自のリスクアセスメントシートを作成し、市内保育園、幼稚園、小学校、中学
校、要対協関係機関に配布し、リスクアセスメントの統一を図っている。
・子どもの自らの気づきを促すことを目的に、毎年１１月の虐待防止月間に市内公立小学
校全児童へ「親・かぞくからこんなことがあったらそうだんしてね」ポケットティッシュ
を配布している。
・居所不明児の早期発見のため、要保護児童対策地域協議会の下部組織として、「居所不
明児対応連絡会」を年２回実施している。また、庁内用として「海老名市居所不明児確認
シート」を作成し、関係各課の役割を一目で判るようにしている。
② 相談対応
・電話相談、来所相談等に保健師、心理士、こども相談員が相談内容により対応している。
・地域版子育て支援センターへ月１回保健師と心理士が巡回し各相談に対応している。
③総合調整
・要対協事務局として、各機関の連携をとるため、ケースの状況によりケース会議を実施して
いる。
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④調査、支援及び指導等
・受理会議、調査、支援方針等決定後、ソリューションフォーカスとアプローチを基に児童相
談所が作成の「訪問・面接の手帳」及び「安全を探すセリフ集」を参考にセリフを作成し、練
習実施後、訪問することとしている。
⑤他関係機関との連携
・年３回、教育支援センター相談業務従事職員とこども家庭相談室職員の「切れ目のない相談
支援のための専門職等連絡会」を実施し、お互いの業務内容についての情報交換、研修等を行
い、相談技術の向上及び相談業務における切れ目のない支援のための連携強化を図っている。
・主任児童委員会議に年２回出席し、情報交換等を実施している。
・毎年、新任の小学校、中学校の校長先生及び新設の保育園園長先生を訪問し、虐待発見から
通告までのリーフレット及びリスクアセスメントシートについての説明を実施している。
・特定妊婦については、要対協の管理とし、母子保健担当課の保健師が主となり、妊婦のケア
ー等を実施している。また、必要に応じて病院へ要対協協力依頼をし、病院とも連携を行って
妊婦が無事に出産し、育児が行えるよう支援をしている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕

⇒

① ハード面：別の建物（要件がある時に行

2019 年現在の取組・特徴
① ハード面：こどもセンター内にこども育成課

き来していた）
②ソフト面：養育支援訪問事業の進行管理

（子育て世代包括支援センター）が設置とな
り、子育て相談課（子ども家庭支援拠点）と

⇒

月１回実施

同じ建物内になり連携が取り易くなった。
② 養育支援訪問事業の進行管理を月１回実施。
③ 子育て世代包括支援センターと子ども家庭支
援拠点との連携会議月１回実施。
④ 各ケースの打ち合わせ、各担当随時実施。
⑤ 専門職対象研修実施時に、母子保健が参加し
やすくなった。
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②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・毎月１回児相と実務者会議実施

・毎月１回児相と実務者会議実施

・要保護児童対策地域協議会（未就学）

・要保護児童対策地域協議会（未就学）

年６回

年６回

⇒

・要保護児童対策地域協議会（就学）

・要保護児童対策地域協議会（就学）

年２回研修形式で実施

年２回研修形式で実施

・随時ケース会議実施（主担当、役割分

・随時ケース会議実施（主担当、役割分担）

担）

・児相から市への送致の検討

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

・要対協として年２回関係機関対象の研修

2019 年現在の取組・特徴
・要対協として年２回関係機関対象の研修を実

を実施

施

・要対協として平成 28 年度より保育園、幼

⇒

稚園、小中学校、放課後デイの職員を対

・要対協として平成 28 年度より保育園、幼稚

象に、虐待を発見した時の対応について

園、小中学校、放課後デイの職員を対象に、

紙芝居で啓発

虐待を発見した時の対応について紙芝居で啓

・関係機関と連携が必要な時は、協力依頼

発

書
により、依頼。

・関係機関と連携が必要な時は、協力依頼書

・海老名市のリスクアセスメントシートを

により、依頼。

各機関に配布し、共通認識を持てるよう

・海老名市のリスクアセスメントシートを各機

にしている。

関に配布し、共通認識を持てるようにしてい
る。
・上記についての PR 及び啓発活動の継続
・令和元年度は、紙芝居による啓発活動は、学
童保育所を対象。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：３名（内非常勤３名）
心理担当支援員 ：１名（内非常勤１名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：３名（内非常勤３名）
⇒

心理担当支援員 ：１名（内非常勤１名）

虐待対応専門員 ：３名（内非常勤０名）

虐待対応専門員 ：３名（内非常勤０名）

その他事務職員等：０名（内非常勤０名）

その他事務職員等：１名（内非常勤０名）
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

こども家庭総合支援拠点事務室（３階）

えびなこどもセンター外観

相談室（３階）

親子交流スペース（３階）

４．拠点設置の効果及びメリット
・H29 拠点設置、H30 こどもセンター開所となり、1F が保育・幼稚園関係、母子保健関係、2F 教育委員
会が入り、子どもの関係部署が１つになり、連携が取り易くなった。
・拠点となるにあたって、人員配置面で充実することが出来た。
・拠点となる前から関係機関研修の実施や虐待予防のための講座を実施してきたが、今後拠点として
の意識を職員が持ち、実施継続することが出来る。
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神奈川県厚木市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：93.84 ㎢
③人口：224,675 人（令和元年９月現在）※人口速報（令和元年９月１日現在）から
④児童数：33,784 人（令和元年９月現在）※住民基本台帳人口（令和元年９月１日現在）から
⑤類型（小規模等）
：中規模型
２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
※当市ではこども未来部家庭相談課（児童相談係）が拠点としての役割を担っている。

３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成 31 年４月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
【平成 28 年度】養護相談等に係る相談件数(7 件)、児童虐待相談件数(112 件)
【平成 29 年度】養護相談等に係る相談件数(19 件)、児童虐待相談件数(169 件)
【平成 30 年度】養護相談等に係る相談件数(12 件)、児童虐待相談件数(263 件)
イ 児童虐待対応として工夫している事項
〔マニュアル P.12 参照〕
拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
○拠点の設置に併せて、乳幼児担当と学齢担当に分けた。乳幼児担当には保育士・保健師を、
学齢担当には社会福祉士を配置し、各事案に対してこれまで以上に専門性の高い支援を進め
られるようにした。また、乳幼児事案の件数が学齢児件数よりも多く、死亡を含めたリスク
も高い傾向があることから、乳幼児担当の人員数を多くした。
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〇毎朝、事案の支援状況について情報共有を図っている。また、毎月１回、支援方針会議を行
い、支援方針の見直しが必要なケースについて協議している。加えて、３ヶ月に１回を目安
に、事案全件について進行管理会議を行い、進捗状況等を確認している。
○小・中学校からの相談の中には、児童虐待事案として取り扱うべき不登校事案なのかはっき
りしないケースがあるが、基本的には拠点として対応し、関係機関がそれぞれの業務として
支援が進められるものなのか、児童虐待事案として取り扱う必要のあるものなのかを判断し
ている。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
〔マニュアル P.6～7 参照〕
※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴
特定妊婦を始め、各事案が複雑多様化している
ことから、これまで以上に丁寧に支援を進めて
いく必要があるため、母子保健業務担当課が把
握しているリスクのある妊婦全件について、毎
月、定例的に事案の検証を行い、要保護児童対
策地域協議会のケースとして受理すべき事案の
有無を検証する機会を作り、対応している。
また、児童相談所、母子保健業務担当課、児童
虐待業務担当課で、支援の考え方や方法等につ
いて情報共有等をするための会議を行ってい
る。

特定妊婦については、様々なリスクを抱え
ている妊婦一人ひとりについて、必要に応
じて随時、母子保健業務担当課から受理

⇒

し、対応してきた。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

月例で児童相談所との会議を開催し、当市
が要対協で受理したケースの情報共有を行
い、児童相談所からスーパーバイズを受け
ている。
③要保護児童対策地域協議会の活用
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴
月例での児童相談所との会議に併せ、新たに母
子保健業務担当課を加えて、支援の考え方や方
法等について情報共有等をするための会議を行
っている。

〔マニュアル P.8 参照〕
⇒
2019 年現在の取組・特徴

人事異動等で体制が変わった小・中学校
や、ケース対応の経験がない保育園や新設
の保育園に対しては、直接訪問し、要保護
児童対策地域協議会に関する基本的な説明
はもとより、ケースへの支援方法や役割を
丁寧に話合い、共通認識に努めることとし
た。また、ケースに対して支援が必要とな
る関係機関には協力を積極的にお願いする
こととした。

左に同じ
⇒
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④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組
⇒

子ども家庭支援員：３名（内非常勤０名）
心理担当支援員：２名（内非常勤２名）
虐待対応専門員：４名（内非常勤４名）
その他事務職員：２名（内非常勤０名）

2019 年現在の取組・特徴
左に同じ

⇒

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
相談室

親子交流スペース

事務室
事務室

４．拠点設置の効果及びメリット
①専門職を配置して体制を強化したことにより、事案に対してより丁寧にきめ細かく支援が進められ
るようになった。
②心理担当支援員として、臨床心理士等の資格を有する者を配置したことで、従来できなかった、心理
的な見立てが可能となり、より専門的な見地に立った支援が可能となった。
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神奈川県葉山町
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：
③人口：33,045 人（令和元年 9 月 1 日現在）
④児童数：5,234 人（令和元年 9 月 1 日現在）
⑤類型（小規模等）
：小規模 A 型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成 31 年４月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）

要保護児童新規受理の虐待種別内訳

（

）内は世帯数

年度

身体的虐待

性的虐待

心理的虐待

ネグレクト

平成30年度

2

0

4

2

25.0%
平成29年度

2

0%
0

33.3%
平成28年度

6

50.0%
2

0%

24.0%

2

19
0%

イ 児童虐待対応として工夫している事項

8

(4)

6

(5)

25

(7)

25.0%

33.3%

0

計

33.3%
0

76.0%

0%

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
・拠点業務を行っている課が母子保健および要対協担当課であるため、情報共有・他機関連携
をしやすい。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

担当課が同じであるため、健診や訪問等で

従来の取組みを継続すると共に、支援拠点に配

気になるケースについては課内で情報共有

置された臨床心理士の面接に繋げている。

し、必要に応じ、要対協ケースとする等の

⇒

対応をとる。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

毎月１回定例会を行い、要対協ケースや要

2019 年現在の取組・特徴
従来の取組みを継続している。

フォローケースについての情報共有を行
う。

⇒

隔月で、困難ケースの支援についての児相
コンサルテーションを行う。
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③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

要対協調整担当課が同じ課であるため、必

2019 年現在の取組・特徴
従来の取組みを継続している。

要時にすぐに関係各機関から情報の収集を
行うことができ、情報共有ができる。

④人員配置

⇒

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：２名（内非常勤０名）
心理担当支援員：１名（内非常勤１名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：２名（内非常勤０名）
⇒

心理担当支援員：１名（内非常勤１名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

４．拠点設置の効果及びメリット
・従来行っていた相談業務を改めて周知することで、潜在していた相談ニーズを引き出すことにつな
がった。
・配置基準を超えて心理担当支援員を配置したことで、より多角的な視点からケースの見立てができ
るようになった。
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新潟県上越市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

新潟県
新潟市

上越市

②面積：973.89 平方キロメートル
③人口：192,068 人 （平成 31 年 4 月 1 日現在）
④児童数：28,725 人 （平成 31 年 4 月 1 日現在）
⑤類型（小規模等）
：中規模型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
企

● こ

ど

画

管

理

係

も 課

● す こ や か なく らし
包括支援 セン ター
（子 ども家庭 総合
支 援 拠 点 ）

こども発達
支援センター

○子育て支援施策の企画及び調整に関すること。
○子ども・子育て支援事業計画に関すること。
○家庭児童施策の実施に関すること。
○所管する施設に関すること。
○児童館の認可手続に関すること。
○課の庶務に関すること。

家 庭 福 祉 ・給 付係

○妊産婦及び子どもの医療費助成に関すること。
○児童手当に関すること。
○児童扶養手当に関すること。
○ひとり親家庭等医療費助成に関すること。
○母子生活支援施設への入所に関すること。
○未熟児養育医療に関すること。
○若竹寮に関すること。
○その他児童並びに母子家庭及び父子家庭の福祉に関すること。

支

援

係

○上越市版地域包括ケアシステムの構築及び推進に関すること。
○福祉に係る総合的な相談支援に関すること。
○虐待に関すること。
○子どものすこやかな育ちに係る包括的な支援に関すること。
○所管する事務に係るこども発達支援センターとの連携調整に関すること。
○認知症の相談に関すること。
○地域包括支援センターに関すること。
○精神福祉に関すること。

総

務

係

○すこやかなくらし包括支援センター及びこども発達支援センターの事務の処理
に関すること。
○すこやかなくらし包括支援センター及びこども発達支援センターの庶務に関す
ること。
○所管する事務に係るこども発達支援センターとの連携調整に関すること。

療

育

係

○子どもの療育支援に関すること。
○児童発達支援事業所に関すること。

相

談

係

○子どもの発達相談に関すること。
○障害児相談支援事業所に関すること。
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成 30 年 4 月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
＜相談件数＞
年度

家庭訪問

施設面談

電話相談

学校等

ケース

訪問

会議

講座等

（参考）

合計

人員体制

平成 28 年

283( 87) 334(115)

992( 545) 157(58)

104(20) 187( 69) 2057( 894)

7（3）

平成 29 年

380(131) 441(165) 2165(1240) 199(74)

147(26) 237( 61) 3569(1697)

7（3）

平成 30 年

397(153) 562(222) 2269(1186) 246(82)

159(26) 192( 45) 3825(1714)

7（3）

社会福祉士等専門職を含めた件数 （ ）内数字：家庭相談員による件数
＜児童虐待の件数＞
H28 年度(年間)

H29 年度(年間)

H30 年度(年間)

153 世帯

205 世帯

230 世帯

3 歳以下

66 人

119 人

127 人(26.5%)

4 歳～就学前

58 人

53 人

69 人(14.4%)

小学生

122 人

144 人

155 人(32.4%)

中学生

48 人

65 人

71 人(14.8%)

高校相当年齢(～18 歳)

35 人

47 人

57 人(11.9%)

329 人

428 人

479 人

要支援児童

不明

26 世帯 41 人

35 世帯 62 人

特定妊婦

75 世帯 75 人

61 世帯 61 人

56 世帯 56 人

支援計(人数)

228 世帯 404 人

292 世帯 530 人

321 世帯 597 人

要保護(世帯)

要保護児童

計

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
・ 情報収集項目・方法については、所定の様式を用いてもれなく実施した上で、週 1 回の支
援検討会議で多職種を交えて協議しながら今後の支援方針、主担当機関・担当者、関係機
関との連携、モニタリング時期等を決定している。
・ 支援拠点の担当者が調整機関における総合調整役となり、母子保健担当部門担当者や各地
区担当保健師、各保育園、幼稚園、学校等と密に連携しながら、特定妊婦から開始される地
域における切れ目ない支援を実施している。
・ 2 か月に 1 回の定期的なモニタリングの他、調整機関として最低でも年 1 回、全ての保育
園、幼稚園、学校等に巡回訪問を行い、支援機関の実情の把握を行い、現場担当者に必要な
研修企画に活用している。
・ 保護者が、自身の障害、子どもの発達特性、経済困窮などの問題を抱えていることもある
ため、福祉や医療など必要なサービスへの繋ぎを行うなど、家族全体を立て直すよう支援
し、虐待の原因となっている根源の問題を解決するよう取り組んでいる。保護者とは敵対
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関係になるのではなく、一支援者として関われるような関係づくりに努めている。
（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

2017 年度から健康づくり推進課と 13 区総合

2019 年度からすこやかなくらし包括支援センタ

事務所に子育て世代包括支援センター（母

ーが子育て世代包括支援センターと子ども家庭

子部門）を設置し、健康づくり推進課の主

総合支援拠点の 2 つの機能を担い、これまでと

⇒

担当者が対象者を台帳で進捗管理しなが

同様に対象者を台帳で管理しながら、健康づく

ら、子どもの発達段階・家庭状況等に応じ

り推進課及び 13 区総合事務所の各地区担当保健

て、各地区担当保健師を中心に庁内の関係

師を中心とした庁内の関係機関と適切に連携し

各課と適切に連携して支援を実施。

て支援を実施。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

市が対応したケースは全て児童相談所に報

連携会議を年 4 回に増やし、体制の確保につい

告し、日常的に密に連携を取りつつ、個々

ての意見交換を行うとともに、それぞれが抱え

のケースの状況により役割分担・連携を図

⇒

る課題を基に具体的な解決策に向かうような協

り支援を行っている。2018 年度は年 2 回の

議を行っている（例えば要対協構成機関に属す

連携会議を実施し、体制の確保についての

る現場担当者に現状から今、どのような研修が

意見交換を行っている。

必要か協議し企画・実施するなど）
。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

支援拠点が要対協の調整機関を担い、要対

調整機関と要対協構成機関との支援ネットワー

協構成機関と情報共有を密に行いながら、

クをより密にするため、構成機関に所属する一

支援対象児童の早期発見、支援、課題の共

⇒

有化を図ってきた。

人一人が要対協の目的や自分の役割を意識して
動けるようになるための人材育成が大切。その
ため当市版「子どもの虐待防止ハンドブック」
に基づき具体的に現場で対応する際のマニュア
ルや共通様式を作成し、それらの活用について
の研修を継続して行っていく予定。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：3 名（内非常勤 名）

子ども家庭支援員：6 名（内非常勤 3 名）

心理担当支援員：1 名（内非常勤 名）

心理担当支援員：3 名（内非常勤 名）
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虐待対応専門員：2 名（内非常勤 名）
その他事務職員等：1 名（内非常勤 名）

⇒

虐待対応専門員：2 名（内非常勤 名）
その他事務職員等：1 名（内非常勤 名）
2019 年 4 月から当市の相談機能の一元化を図
り、社会福祉士、保健師、臨床心理士を集約し
た。このため、上記支援員の他に児童虐待に対
して 9 名（内非常勤 2 名）による対応が可能に
なった。
また、未就学児童等の療育・相談業務を担うこ
ども発達支援センターが当センターの機関組織
と位置づけ、こども発達支援センター利用児童
との連携がより密になった。

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

事務室

親子交流スペース

相談室（防音機能あり）

相談スペース
４．拠点設置の効果及びメリット

効果：拠点として設置前から、児童相談所や園・学校、関係機関と連携を密に行い、児童虐待に対
応していたが、相談機能の一元化を図った今年度初めに『市区町村子ども家庭総合支援拠
点』として課内職員に児童虐待に関する研修を行った。このことにより課内職員が児童虐
待早期発見・予防が重要であることについて意識が高まった。
メリット：補助事業による家庭相談員賃金の財源確保。
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新潟県十日町市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：590.39 ㎢
③人口：52,578 人（平成 31 年４月現在）
④児童数：7,076 人（平成 31 年４月現在）
⑤類型（小規模等）
：小規模Ａ
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
十日町市の行政組織

議会
市長

議会事務局
副市長

企画政策課
総務課
財政課
防災安全課
税務課
福祉課
市民生活課

総務部

市民福祉部

健康づくり推進

医療介護課
子育て支援課
発達支援センター
産業政策課
農林課
観光交流課
建設課
都市計画課
エネルギー政策課
環境衛生課
上下水道局

市民福祉部
（子育て支援担
産業観光部
建設部
環境エネルギー部

母子保健課係
【十日町市子育て世代包括支援センター】
【十日町市子ども家庭総合支援拠点】
・十日町市要保護児童対策地域協
・十日町市家庭相談室
成人保健係

会計管理者（会計課）

（支所）

教育委員会

教育長

子育て教育部
文化スポーツ部

川西支所
中里支所
松代支所
松之山支所
教育総務課
学校教育課
生涯学習課
文化財課
スポーツ振興課

選挙管理委員会

選挙管理委員会

監査委員

監査委員事務局

農業委員会

農業委員会事務

水道事業

上下水道局

３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成 30 年３月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）(※児童虐待の件数も明記)
養護相談件数は、平成 28 年度は 198 件（うち、児童虐待相談件数は 106 件）
、平成 29 年度は 176
件（うち児童虐待相談件数は 80 件）
、平成 30 年度は 194 件（うち児童虐待相談件数は 88 件）とな
っている。
平成 29 年度に虐待としてフォローする基準と期間を見直したため、平成 28 年度から平成 29 年度
の件数が減少している。
イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
同課、同係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を設置し、一体的
に運営をしている。
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① 実態把握：住民基本台帳から家族員の年齢構成、乳幼児健診などからわかる両親の就労
状況、介護サービス利用状況、地区担当保健師の把握状況から家族全体の情報を把握し
ている。
② 相談等への対応：妊娠期からの把握により、早期に支援を開始できる。乳幼児健診、育児
相談（子育て支援センター）訪問等で支援を継続していく。また、保育園や学校を通して
18 歳までの支援を実施。子どもや家庭のニーズに合わせて福祉サービスや関係機関への
支援をつなぐ。
③ 総合調整：実務者会議を通して情報を把握し、緊急度に合わせて個別ケース会議を行う
ことにより、関係機関との情報共有や支援を連携して行うなどの調整的な役割を行って
いる。
④ 調査、支援及び指導等:地区担当保健師や関係機関等の協力を得ながら緊急リスクの判断
をできるように調査を行い、緊急受理会議で緊急性の判断や支援の方向性を決定してい
る。
その支援の方向性・計画について児童相談所にも報告及び相談を行いながら電話や面接
等による助言指導や、個別ケース会議を行い役割分担を明確にしながら継続的な支援を
行っていく。
⑤ 関係機関との連携
児童相談所、教育委員会と年 10 回の実務者会議の他、適宜個別ケース会議等を行いなが
ら情報共有、見立てや評価、役割分担を行っている。
（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

平成 27 年度に母子保健係に要保護児童対策

平成 30 年３月に子育て世代包括支援センターと

地域協議会を組込み、母子保健分野からの

拠点を同時に設置。一体性を確保し取組を行っ

情報を把握しやすい体制としていた。

ている。

⇒

切れ目のない支援を行う他、ハイリスクの情報
を拠点に集約し、要保護児童対策地域協議会の
ケース登録を行う他、１回/月の定期連絡会の開
催、ケースに応じて両機関が家庭訪問や面談を
共同し、実施している。
②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

年１回の代表者会議の他、年４～５回の実

年１回の代表者会議の他、年 10 回の実務者会議

務者会議で情報共有やケースの客観的な見

で情報共有やケースの客観的な見立ての協議や

立ての協議や見直しの機会としていた。

⇒

見直しの機会としている。同時に特定妊産婦
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（年４回）や要支援児童（年３回）についての
検討を
行っている。また、ケース関係者連絡会などで
随時、役割分担などの具体論を決定している。
③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

平成 27 年度に母子保健係に要保護児童対策
地域協議会を組込み、母子保健分野からの

妊産婦から 18 歳未満までの児童に対して、子ど
⇒

情報を把握しやすい体制としていた。
④人員配置

2019 年現在の取組・特徴

もの安全や権利を意識したアセスメントや支援
計画を関係機関と共有し、評価をしている。

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：２名（内非常勤２名）
心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：２名（内非常勤２名）
⇒

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：２名（内非常勤１名）

虐待対応専門員：２名（内非常勤１名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

相談室

親子交流スペース

事務室

４．拠点設置の効果及びメリット
妊娠期から関係機関等と児童虐待予防の視点について共有していることで情報共有がタイムリーにで
きる。そのため切れ目のない支援が行え、児童虐待予防の取組が行える。
また、家庭相談員等がすべての乳幼児健診に従事するほか、定期的に子育て支援センターでの育児相
談や保育園・こども園での巡回相談などに参加することで子どもやその家庭の状況の把握、また顔の見
える関係ができることで、連携がスムーズである。
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福井県越前市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）
②面積：230.75ｋ㎡ （内森林が 62％）
③人口：82,754 人（内外国人 4,268 人）
（平成 31 年 4 月現在）
④児童数：13,046 人（平成 31 年 4 月現在）
⑤類型（小規模等）
：Ｂ型
本市は、平成１７年１０月１日に武生市と今
立町が合併して誕生した都市です。昔からモノ
づくりが盛んで、今日でも越前和紙、越前打刃
物、越前箪笥などの伝統的工芸品の産地となっ
ています。近年は、電子・自動車・家電製品産
業やニットアパレル産業などが盛んで、県下第
一の製造品出荷額を誇る「ものづくり都市」で
す。これらの工場には、日系ブラジル人が派遣
社員として多く働いており、居住しています。
日系ブラジル人の方は、多くが家族で居住して
いるので、当然のことながら子どもたちもたく
さん市内で暮らしています。そのため、就学前
教育施設や小学校、中学校などでの子どもたち
への支援が大切です。

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
市民福祉部（福祉事務所）
子ども福祉課

子ども・子育て総合相談室※市設置規則
※支援へのワンストップサービスとパーソナルサポートを実施
・子ども相談Ｇ（児童・家庭相談、ひとり親家庭相談、ＤＶ相談）
要保護児童対策地域協議会調整機関、子ども家庭総合支援拠点、
子育て世代包括支援センターの一部の機能
・発達支援Ｇ（障がい児相談、発達支援相談）
児童発達支援センター機能、障がい児通所事業（療育）

健康増進課

母子保健Ｇ

子育て世代包括支援センターの一部の機能

※子ども・子育て総合相談室及び健康増進課の保健師、社会福祉士等には相互に兼務
辞令が発令
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成２９年４月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
相談件数

左記のうち
虐待と判断

虐待と判断された件数の内訳
身体的

心理的

性的

された件数

ネグレ
クト

平成２８年

２４１件

１１０件

２３件

６１件

２件

２４件

平成２９年

１３０件

３１件

９件

２１件

０件

１件

平成３０年

１４４件

４６件

１０件

３４件

０件

２件

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
①実状の把握
ａ）要保護児童対策地域協議会構成機関である庁内関係課へ調査を行う
・家族構成（ジェノグラム作成）
・子どもの所属機関
・家族の勤務先（必要に応じて所得を確認）
・祖父母の介護保険サービス利用状況
・必要に応じて障害者手帳、自立支援医療利用状況
・必要に応じて母子管理台帳で乳幼児健康診査等の情報を確認
※母子管理台帳には、保健師の支援記録や乳幼児健診受診時の様子、母子手帳交付時の
アンケート項目などに重要な記録が残されている。相談対象が未就学児や発達特性のあ
る場合は必ずチェックする
ｂ）要保護児童対策地域協議会構成機関である保育園等、幼稚園、小中学校に調査を行う。
・対象児童や兄弟の登校状況等を確認
※子どもの所属機関からの情報は重要。当市は、拠点職員及び保健師が地区担当制をと
っている。日頃から、保育園等の園長や小中学校の教頭や教育相談担当教諭と顔の見え
る関係を築いておくことでスムーズな連携につながる
②相談対応
・一般的な子育てに関する相談から児童虐待等に関する相談まで専門職がワンストップで対
応。ケースを見立て、必要な支援（部署）につなげる
・妊娠期から子どもが自立するまでの相談全般に対応
・多問題家庭では、複合的な課題が絡み合っていることが多いので、一つ一つを丁寧に聞き
取る
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③総合調整
ａ）主訴を整理
・主訴（初回の聞き取り内容）と調査結果を整理しケースを見立てる
・県作成の共通リスクアセスメントシートを活用する
・アセスメントした結果、必要な支援を考える
ｂ）ＳＶ会議(受理会議)の開催（週１回程度）
・ＳＶ会議にて、ケースの見立てやアセスメントの結果を報告し、チームで確認ののち、
援助方針を決定。また、スーパーバイザーに助言をもらう
・児童相談所への連絡の判断をする
・担当地区以外のケースの情報も共有する
・緊急なケースの場合は、相談を受理した段階で会議を行う
ｃ）必要に応じて個別ケース会議を開催（※関係機関による個別ケース会議が重要）
・関係機関によるケース会議が必要と判断すればケース会議を実施。
① 要保護児童対策地域協議会ケース会議の宣言（子どもの支援のために開催する会議で
あることや守秘義務の徹底についての宣言）
② 関係機関が必要な情報を提供し情報共有する
③ 援助方針を決定し、必要な支援を確認する
④ 役割分担を決める
④調査、支援及び指導等
・ケース会議やＳＶ会議で決まった援助方針に基づいて支援を行う
・必要に応じて関係機関からの情報を収集し提供する。こども・子育て総合相談室に情報が
集約される
・ケースに関する情報や支援記録は、児童自立支援システム（子どもの情報データベースシ
ステム）にて管理。職員間の情報共有。
⑤他関係機関との連携
ａ）ケース進行管理会議（毎月）
要保護児童対策地域協議会構成機関の内の社会福祉課、健康増進課、教育振興課、スクー
ルソーシャルワーカー、児童家庭支援センターの５機関が出席。情報共有と援助方針の確
認会議を行う。運営は、拠点担当職員が調整役。
ｂ）寄り添い支援実施団体との連携
※子ども・子育て総合相談室がすべてのケースにきめ細やかな寄り添い支援を行うには限
界がある。保育園、幼稚園、小中学校の見守りを始め、地域における社会資源を発掘し活
用することが重要。
① 児童養護施設（ショートステイ、トワイライトステイ）
② 児童家庭支援センター（心理士によるカウンセリング、生活困窮家庭（個別型）学習支援
事業）
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③ 地域子育て支援センター
④ 放課後等デイサービス事業所
⑤ 児童センター（学童保育事業）
⑥ 地域学習支援事業（越前市では、家庭学習支援を前提とした子どもの居場所づくりを推
進している。子どもの生活圏域に、地域ボランテイアと教員ＯＢ、学生ボランテイアが
協力し合い事業を実施）
⑦ 子ども食堂

（2）開設前の取組と現状の取組について
※当市は、平成１８年度から子ども福祉課家庭支援グループが設置され、児童虐待の第一義的窓口とし
て、また、要対協調整機関として対応。平成２１年度には、課内室として「家庭児童相談室」が設置され、
室長が配置される。同時期にケース進行管理を開始。その後、平成２４年に制定した「越前市子ども条例」
に基づき、平成２５年度より子どもに関する相談のワンストップ窓口として「子ども・子育て総合相談
室」を設置。専門職を配置し、母子保健部門や教育部門との兼務辞令も発令し、一般的な子育てに関する
相談から発達障害に関する相談、児童虐待等に関する相談に対応できる体制を整備（システム化）
。
開設前の取組については「子ども・子育て総合相談室」設置前として記載しています。
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕

⇒

2019 年現在の取組

母子保健グループと家庭児童相談グループ

特定妊婦や養育支援が必要な家庭を中心に連携。

が必要に応じ連携。が、システム化されてい

母子保健部門と児童福祉部門は相互に兼務辞令

なかったため、個人の判断に任されていた。 ⇒

が発令されており、情報共有もスムーズである。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組
・児童相談所との連携マニュアルに基づき対応。
主に下記のケースについて児相と連携。

ケースに応じて、児相と連携して支援。

⇒

１）児童福祉施設への入所が必要なケース
２）重篤なケース（専門的な判断）
３）一時保護が必要なケース
・市主催のケース進行管理会議への定期的な参加。

445

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組

子ども家庭総合支援拠点が、家庭児童相談
室、要保護児童対策地域協議会調整機関、子
育て世代包括支援センターの一部の機能を

⇒

変化なし

担う。
④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：２名（内非常勤 名）
心理担当支援員：

子ども家庭支援員：２名（内非常勤 名）

名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： １名（内非常勤 名）
その他事務職員等：３名（内非常勤３名）

2019 年現在の取組

心理担当支援員：
⇒

名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： １名（内非常勤 名）
その他事務職員等：３名（内非常勤３名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
子ども・子育て総合相談窓口

事務所配置図（平成３１年４月現在）
※令和元年１１月よりセンター内で事務所移転予定

子ども・子育て総合相談室

相談室
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４．拠点設置の効果及びメリット
子ども家庭総合支援拠点としてのメリットは、要保護児童対策地域協議会の調整機関も担っている
ため、通告や相談があった場合、庁内や要対協関係機関からの情報収集や調整がしやすい。また、ワン
ストップ窓口として、子どもに関する情報を集約しているため、支援の緊急性や支援対象者への効果
的なアプローチ方法を判断、決定することができている。
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和歌山県有田川町
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：351.84 ㎢
③人口：26,446 人

（令和元年 8 月 1 日現在）

④児童数：18 歳未満の人口 4,099 人

（令和元年 8 月 1 日現在）

⑤類型（小規模等）
：小規模 A 型（※設置要綱の基準は満たしていない支援拠点として）
２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

健康推進課内に設置
「家庭支援総合センター」
（子ども家庭総合支援拠点）
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月： 平成 29 年 4 月】
（1） 特徴
【特徴】
平成 26 年 5 月、複合的な問題に対応できるよう、他課同士の連携を目的として、家庭支援総合センタ
ー（以下、家支総）を設立する。当初、家支総は、教育委員会内にあり、保育所事務担当が兼務していた
が、平成 27 年から専任の職員を 1 名配置し、その職員が、教育委員会と町長部局両方からの辞令を拝し、
教育と福祉の橋渡しとしての役割を担うようになる。専任職員を中心に対応を担っていたが、より一層
の福祉との連携の重要性を考慮し、平成 28 年度から福祉保健部内に家支総を配置し直すこととなる。
平成 29 年度より、ケース対応業務が増えたことから専任職員を 2 名に増員し、現在の形となる。家支
総も健康推進課内に設置されたことで、母子保健との情報連携を密に行うことが可能となっている。ま
た、各関係課に協力職員が配置されており、福祉部門、教育部門、保育部門などからの情報連携も容易と
なっている。
子ども家庭総合支援拠点について、H29.3 月に要綱が発表された時点で、親子交流スペース以外は人員
も実際に行っている業務も該当していたため、設置要綱の基準を満たさない拠点としている。
【人員】
健康推進課長

健康推進課長

１名

専任センター長

福祉保健部 兼 教育委員会

１名

専任相談員

社会福祉士・精神保健福祉士

保育士

子育て支援センター長(兼務)

１名

指導主事

教育委員会

１名

保健師

健康推進課(協力)

相談員

資格保有

１名

こども教育課(兼務)

やすらぎ福祉課

１名
生活困窮担当(協力)

２名

元教員（臨時職員）

ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）(※児童虐待の件数も明記)
（単位：人）
左記の内、
相談件数

虐待件数の内訳

虐待と判断

一時保護

された件数

身体的

性的

心理的

ネグレクト

平成 28 年度

39

36

15

0

15

6

0

平成 29 年度

51

44

17

0

23

4

2

平成 30 年度

58

56

12

1

31

12

4
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イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
① 実状の把握
新規の相談については、
・住民基本台帳より、住所や世帯構成、祖父母等の親族情報も含めて把握
・子どもの所属機関の有無を把握。所属先有の場合、所属先からの情報収集を行う
・母子保健事業（予防接種・乳幼児健診の受診状況、発達相談等）との関わりを把握
・その他福祉制度の関わり、ひとり親家庭等の制度、精神疾患等障害関係、生活困窮や生活
保護などの関わりがないか確認
・税情報や水道料金の支払い状況等の確認
関係個所からの情報を出来る限り迅速に情報を収集する。
継続ケースについて
・一度取り扱った子どもに関係する情報は、家庭支援総合センターへ集約されるように、各
関係機関へ周知
・毎年 4～5 月に継続ケースについては、所属先へ回り、所属している子どもの情報を共有し
ている
②相談対応
家庭支援総合センターでは、総合相談業務も担っているが、現時点、子どものことで相談を
・やすらぎ福祉
受ける部署が、子ども教育課・健康推進課（子育て世代包括支援センター含む）
課・子育て支援センターとあり、それぞれの機関が受けた相談の中で、家庭的な背景も含め気
になるものや虐待案件について、報告を受けたり、もしくは直接家庭支援総合センターへ相談
するように案内してもらったりしている。
③総合調整 ④調査、支援及び指導等
要対協の調整担当者研修を受講し、要対協の事務局として、必要に応じ個別ケース会議、毎
月の新規ケースや継続ケースの整理のために実務者会議、ケースの放置を防ぐために半年に一
回進行管理会議を開催し、支援方針や役割の再確認を行う。
①の実状把握に基づき関係機関からの情報を得ながら調査をし、必要な場合は、個別ケース
会議や、実務者会議にて役割を分担し、各機関の対応方針を決め、支援や指導を行う。
⑤他関係機関との連携
福祉・教育だけでなく、必要に応じて、要対協機能を活かし医療機関やハローワーク、児童
委員や主任児童委員などにも連携し、子どもと保護者の支援を行っている。
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（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

拠点の設置以前には、子育て包括自体が無

従来の対応に加え、家支総の所属課である健康

く、要対協担当課と、母子保健担当課（健

推進課内に H29.10 月～子育て世代包括支援セン

康推進課）が別々の部署であったため、必

ターが設置されたため、担当は別であるが、特

要に応じて、健診や赤ちゃん訪問時の様子

に支援の必要な妊婦から乳児にかけての情報を

を聞いたり、発達の状況などを確認したり

共有し、協働で対応している。また、特定妊婦

⇒

していた。

については、子育て包括の助産師の訪問対応の

また、虐待と疑われる場合に、保健師から

様子や、妊婦からの話、家庭状況などの情報を

通告をくれることもあった。

元に、ケースの方向性を共に考えていくことと
している。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

虐待ケースについては、基本的に、重症度

和歌山県では独自に、県と市町村間で、見守り

をつけていなかったため、その都度担当の

協定を結び、共通のリスクアセスメントツール

判断で必要なものについて児相へ報告し、

⇒

を用いることで、ハイリスクなものは児相、軽

対応方法について確認しつつ支援をしてい

度なものについては市町村と、役割を明確に

た。

し、対応している。判断の難しいものについて
は、協議したうえで対応することとなってい
る。
また、有田川町で毎月開催の実務者会議には必
ず児相職員に参加してもらい、助言を得るよう
にしている。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

家支総が要対協の事務局は務めているが、

平成 30 年度以降は、スーパーバイザーに入って

H27 年度までは、実務者会議については年に

もらい、重症度の設定、要対協の会議資料の様

一回の開催であり、ケースの管理も不十分

⇒

式などを整備し、対応している。今年度は、学

で活用出来ているとは言い難い状況であっ

校関係者の理解促進のため、町内小中学校の養

た。平成 28 年度から、他市の例を参考に、

護教諭向けに虐待や要対協についての説明を行

要対協の体制を整え、毎月の実務者会議を

った。また、今年度より町内のすべての保育

開催することとなった。

所・小中学校に要対協で取り扱っている児童の
情報集約したシートを持って引き継ぎに出向く
こととしている。
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④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 0 名）

子ども家庭支援員：2 名（内非常勤 0 名）

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）
その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

⇒

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）
その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
相談室の様子

４．拠点設置の効果及びメリット
拠点としての効果ではないが、家庭支援総合センターがあることで、保育所や小中学校などの所属機
関からも声を上げやすくなり、虐待まではいかなくとも、気になったケースについては、情報を入れて
くれるようになってきている。情報を集約する場所が明確化されたことで、安心して連絡することが
出来るようになっている様子である。
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山口県岩国市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：873.72 k ㎡
③人口：134,197 人（H31 年４月現在）
④児童数：19,273 人（H31 年４月現在）
⑤類型（小規模等）
：小規模Ｃ型

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
岩国市子ども家庭総合支援拠点

【健康福祉部】

（所管：こども支援課）

福祉事務所

－ こども支援課

－

こども相談室

保健担当

－ 保健センター

－

子育て世代包括支援センター

３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月： H29 年 ４月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
H28 年度

相談件数 418 件

虐待件数 58 件

H29 年度

相談件数 454 件

虐待件数 57 件

H30 年度

相談件数 534 件

虐待件数 99 件
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イ

児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
子育て世代包括支援センターと同一フロアにて相談業務を行っていることから、非常に連携が取
りやすい。特に保育園等に所属する前の児童の状況は、保健部局の健診の受診情報や、医療機関
と連携した情報把握ができている。また、きょうだいケースでは保育園等に所属することも多い
ため、登園情報などの福祉部門の情報は相談室の強みを生かし、社会福祉士・保育士・保健師の
専門職の相互に連携した支援が可能となっている。また、要対協のケース会議への児童相談所や
児童擁護施設の出席、教育委員会や学校関係者の出席を要請し、他機関との情報共有に努めてい
る。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

開設前は福祉事務所（本庁）と保健部局（保

開設と同時に福祉部門のこども相談室が保健セ

健センター）と離れた場所で相談業務を行っ

ンターに移動し、子育て世代包括支援センターと

ていた。

⇒

同一フロアにて相談業務を行っていることから、
非常に連携が取りやすくなっている。

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

開設前は福祉事務所（本庁）と保健部局（保

同一フロアにいるため児童相談所からの虐待情

健センター）とで別々に対応を行っていた。

報等の情報共有を迅速に行えることや、乳幼児健
⇒

診等の気になる情報を適時適切に児童相談所に
情報提供が可能であり、一体的な対応ができてい
る。
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③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

ケース会議等に出席し、連携を図る。

2019 年現在の取組・特徴
同一フロアにいるため、会議前に必要な支援につ
いて協議し、体制を整えたうえで要対協会議に出

⇒

席。また会議で確認された支援事項に対して、相
互に協力し役割分担により支援を効率よく実施
できるようになっている。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：3 名（内非常勤 名）
心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員：3 名（内非常勤 名）
⇒

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：3 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：4 名（内非常勤 名）

その他事務職員等：2 名（内非常勤 2 名）

その他事務職員等：2 名（内非常勤 1 名）
（虐待対応専門員は兼務職員３名含む）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

４．拠点設置の効果及びメリット
岩国市では拠点設置と同時に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っていることか
ら、養護相談をはじめ、相談室の社会福祉士や保育士と保健部局の保健師との連携により、幅広い相
談対応、支援が可能となっている。
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福岡県北九州市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

北 九 州 市

福岡県ホームページより

②面積：４９１.９５ K㎡
③人口： ９５０，１８２人

（平成３１年３月末現在） ※住民基本台帳を電算集計

④児童数：１４３，６６９人

（平成３１年３月末現在） ※住民基本台帳を電算集計

⑤類型（小規模等）
：大規模
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）
（1） 特徴
ア 児童虐待に係る相談件数等の推移（3 年分）

H２８
1,391

H２９
1,479

H３０
1,804

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
・平成 14 年に、各区役所保健福祉課に「子ども・家庭相談コーナー」を設置し、子どもと家庭
に関するあらゆる相談をワンストップで受け付け、各種支援制度を適用したり、関係機関へつ
なぐなど、相談内容に応じた支援を実施している（現在、支援拠点として位置付け）
。コーナー
には、児童相談所の児童虐待防止担当係長を兼務する職員をはじめ、社会福祉士や保育士等の
資格を有する相談員、小学校校長ＯＢを配置しており、また、同課内には、保健師が配置され
た地域保健係があることから、支援拠点、児童相談所、母子保健部門、教育部門がスムーズに
情報共有、連携できる仕組みが整っている。
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（2）開設時の課題と現状と今後の展望について
①子育て世代包括支援センターとの連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

開設時の課題と取組

⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

本市では包括支援センター内に支援拠点が

今後、支援拠点の体制を見直すにあたり、包括

あるため（一体運営型）
、情報の共有は円滑

支援センターとの関係性や役割分担等を整理す

であり。

る必要があると思われる。

⇒

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設時の課題と取組

⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

本市では、平成 19 年に、コーナーの子ど

昨今、比較的軽微な虐待通告案件が増えつつあ

も・家庭相談担当係長について、児童相談

り、児童相談所が本来対応すべき重度な案件に

所である「子ども総合センター」の児童虐

⇒

対応できなくなる懸念がある。そのため、本市

待防止担当係長を兼務し、要対協の実務者

においては令和元年度から、面前ＤＶについ

会議を開催するなど、児童相談所と連携を

て、子ども・家庭相談コーナーで対応すること

図ってきた。

となったが、人員体制の確保、経験・知識等の
スキル向上等の課題があると思われる。

③要保護児童対策地域協議会との連携

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の課題と取組

⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

要対協の代表者会議は児童相談所が、実務

現在は、代表者会議（年２回）を子ども家庭局

者会議は子ども・家庭相談コーナーが実施

子育て支援課が、実務者会議（年３回）を各区

してきた。

⇒

の子ども・家庭相談コーナーが調整機関を担っ
ている（個別検討会議は随時実施）
。

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の課題と取組

⇒

2019 年現在の課題と取組（今後の展望を含む）

子ども家庭支援員：42 名（内非常勤 19 名）

子ども家庭支援員：42 名（内非常勤 19 名）

心理担当支援員：0 名

心理担当支援員：0 名（内非常勤 0 名）

虐待対応専門員：10 名（内非常勤 10 名）

⇒

虐待対応専門員：10 名（内非常勤 10 名）

その他事務職員等：7 名（内非常勤 7 名）

その他事務職員等：7 名（内非常勤 7 名）

・資格条件を満たしていない者がいる。

・虐待対応専門員＋2 名予定
・資格条件を満たしていない者がいる。
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
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福岡県小郡市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：４５．５１平方キロメートル
③人口：59,732 名

（令和元年９月現在）

④児童数：10,894 名

（令和元年８月末現在）

⑤類型（小規模等）
：小規模 B 型
２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

子ども総合相談センター（拠点）

母子包括支援センター
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３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月： 平成３０年

７月】

（1） 特徴
ア 用語相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
【開設後の件数の為、平成３０年度分】
●述べ件数
養育相談：１２２７件
非行相談：２７件
不登校相談：４５件
●実件数
・児童虐待件数：４６件

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
●月に１回の進行管理のため、学校訪問する。
●特定妊産婦は、赤ちゃん訪問時に健康課と子育て支援課で訪問する。
●養育支援訪問事業の実施の計画策定については、健康課と協議する。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

〔マニュアル P.6～7 参照〕

⇒

2019 年現在の取組
同時期に子ども・健康部健康課内に子育て世代
包括支援センターの設置をし、同一建物のため

子育て世代包括支援センターの設置なし

頻繁に行き来し情報交換を実施。

⇒

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

密に児相との連携を進めていた。

2019 年現在の取組
児相との連携は、これまで同様に情報共有しケ
ースの見守り等を進めている。

⇒
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③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組

代表者会を年に１回

開設時の取組と同様の取り組み

実務者会議を年に３回実施

来年度はケースの多様性及び、複雑化に対応す
⇒

④人員配置

るため、会議の持ち方を検討する予定。

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員：２名（内非常勤 名）
心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組

子ども家庭支援員：２ 名（内非常勤 名）
⇒

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： １名（内非常勤 名）

虐待対応専門員：１名（内非常勤 名）

その他事務職員等： ２名（内非常勤

その他事務職員等：２名（内非常勤 名）

名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
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４．拠点設置の効果及びメリット
・拠点設置を福祉センターに設置したことにより、健康課との連携がスムーズにできるようになった。
また、乳幼児健康診査の発達確認を担当することで、乳幼児の様子の確認及び保護者との接触も可能
となった。
・巡回専門員整備事業の実施により、市内保育所及び幼稚園を定期的に訪問し、園での乳幼児の様子を
確認することができる。また、発達障害の早期発見をすることにより、要支援児童の把握、確認する
ことが可能となる。
・広く市民への周知ができ、相談件数が増えた。
・今後も、関係機関と広く深く連携するシステムを構築し、ケースの検討及び見守り、児童虐待防止啓
発などを進めていきたい。
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福岡県宗像市
１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：119.92ｋｍ2
③人口：96,944 人

（2019 年 9 月現在）

④児童数：16,361 人

（2019 年 4 月現在）

⑤類型（小規模等）
：小規模 B 型
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２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）

教育子ども部
図書課

学校管理課

教育政策課

（子ども支援課）

子ども育成課

子ども家庭課

子ども相談支援センター

子ども家庭係

子ども保健係

教育サポート室

発達支援室
エール

子ども家庭相談室

（スクールソーシャルワーカー）

子どもの権利相談室
「ハッピークローバー」

３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：H29 年 4 月】
（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）

相談種類
養護相談（児童虐待相談）
養護相談（その他養護）

H28 年

H29 年

H30 年

903

1,611

2,399

6,147

5,279

5,060

イ 児童虐待対応として工夫している事項

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
通告が入り次第、その場にいる関係職員で協議し、今後の対応について検討。48 時間以内に職員
が現認を行い、安否確認を行う。安否確認の結果、キズアザ等があれば、児童相談所に連絡し、
今後の対応について、協議を行う。
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（2）開設前の取組と現状の取組につい
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・母子手帳交付時や検診時に気になる家庭の

・母子手帳交付時や検診時に気になる家庭の情報

情報共有

共有

・対象の乳幼児のいる世帯に共同で家庭訪問 ⇒

・対象の乳幼児のいる世帯に共同で家庭訪問

・月に 2 回の情報共有の会議

・週に１回の情報共有の会議

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・虐待ケースの情報共有

・虐待ケースの情報共有

・虐待通告があり、キズアザが現認された際

・虐待通告があり、キズアザが現認された際の対

の対応についての緊急協議

⇒

応についての緊急協議
・月 1 回の要保護児童対策地域協議会実務者会議
によるケースの進行管理。

③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

・年 1 回の代表者会議

・年 1 回の代表者会議

・年 1 回の実務者会議

・月 1 回の実務者会議（予定）

・年３０～５０回程度の個別ケース検討会議 ⇒

・必要に応じ個別ケース検討会議

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員： 6 名（内非常勤 4 名）
心理担当支援員： 1 名（内非常勤 1 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員： 5 名（内非常勤 1 名）
⇒

心理担当支援員： 1 名（内非常勤 1 名）

虐待対応専門員： 1 名（内非常勤 1 名）

虐待対応専門員： 1 名（内非常勤 0 名）

その他事務職員等： 1 名（内非常勤 1 名）

その他事務職員等： 1 名（内非常勤 1 名）
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（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕

４．拠点設置の効果及びメリット
元々の人員配置が設置基準を満たしていたため、子ども家庭総合支援拠点となった。そのため、設置
したことによる業務上の大きな違いは見受けられない。
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大分県中津市
１．自治体の概要
① 県内地図（県内の市等の位置）
中津市は、大分県の西北端に位置し、中
津市民病院を核とした福岡県京築地区を含
む４市３町村の２次診療圏の中心的な役割
を果たしている。また、大分県北部地域の
中核都市として、県内で唯一県庁所在地以
外に児童相談所が配置されている。
豊かな自然や文化を背景に、新日本三景
及び日本遺産に選ばれた「名勝耶馬溪」や、
福沢諭吉をはじめ多くの偉人を輩出した
「城下町中津」など観光資源も豊富で、近
年では、ダイハツ九州株式会社の操業と自
動車関連企業の進出により、
「カーアイラン
ド九州」の一翼を担う工集積エリアとして
発展し、若者を雇用する企業も多いことか
ら、平成 29 年の合計特殊出生率は 1.95 と
高い水準にある。

② 面積：491.53k ㎡（東西約 33 ㎞、南北約 30 ㎞、北緯 33 度 35 分、東経 131 度 11 分）
③ 人口：84,094 人（男 40,641 人／女 43,453 人）
39,847 世帯（R1.8 月末現在）
④ 児童数：13,729 人（男 6,972 人／女 6,757 人）
⑤ 類型（小規模等）：Ｂ型
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（R1.8 月末現在）

２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
【子育て支援課】

【地域医療対策課】

[相談支援係]

[市民健康推進係]

・子ども家庭総合支援拠点

・子育て世代包括支援センター

（H30.4.1～）

（H29.4.1～）

・母子保健、子ども医療等

・要保護児童対策地域協議会調整機関

【社会福祉課】

・家庭児童相談

[障害福祉係]

・母子父子自立支援、DV 相談

・障がい児、障がい者の支援

・利用者支援事業

[保護係]

・子育て支援事業

・生活保護

（養育支援訪問、ショートステイ、地域子育て支援拠点）

【教育委員会】

[子ども家庭係]
・ひとり親家庭支援

[学校教育課]

・子どもの貧困対策

・小中学校

[子育て支援係]

・公立幼稚園

・放課後児童健全育成（児童クラブ）
・その他の支援（ファミサポ、病児保育等）
[保育施設運営室]
・保育所、こども園

３．支援拠点としての説明（特徴・機能） 【開設年月：平成３０年

４月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）
内

受理件数

① 虐待相談

訳

② 養護(その他)

③ その他

平成 28 年度

239 件

66 件

163 件

10 件

平成 29 年度

259 件

78 件

174 件

9件

平成 30 年度

332 件

134 件

196 件

2件

平成 30 年度の詳細
① 虐待相談 について
身体的虐待
計

32

心

理 的 虐 待

心理

面前ＤＶ

面前兄弟虐待

11

39

29

ネグレクト

総計

23

134

※夫婦ケンカ等面前ＤＶの警察から児童相談所への通告を、市が送致を受け対応するケースが
多い。
心理：言葉により脅かす、兄弟間で差別的な扱いをする
面前ＤＶ：子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう
面前兄弟児虐待：子どもの目の前で兄弟児に対し暴力をふるう
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②養護その他 について

「家族背景」の内訳

養護（その他）の内訳

件数（１９６件）

家出・死亡

４件

保護者の精神疾患

５６件

保護者の性格上の問題

５３件

家族背景

８３件

イ 児童虐待対応として工夫している事項

（８３件中）

ｽﾃｯﾌﾟﾌｧﾐﾘｰ

１１件

若年ｼﾝｸﾞﾙ

５件

ｼﾝｸﾞﾙ

１３件

若年夫婦

７件

祖母曾祖母が養育

８件

経済苦

６件

自然派

２件

兄弟児死亡

８件

その他

２３件

合計

８３件

〔マニュアル P.12 参照〕

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴
【中津市の顔のみえる切れ目のない連携】
中津市は、人口 8 万人の小規模都市の強みを活かし、地域の関係機関と密接な関係が構築し、
「顔
のみえる切れ目のない連携」を目指し、詳細な家庭実情を把握し家族支援を行っている。
関係機関とは異なる立場ではあるが、勉強会や現場でともに協力し家庭支援を行うことで、それ
ぞれの立場を理解し、その役割を決めることができる。
主な関係機関として
・重篤な児童虐待に関わっている児童相談所
・就学前児童のいる家庭と赤ちゃん訪問から関係を築いている保健師が属す地域医療対策課
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・長年教育の現場で教諭として課題を抱える児童と接し、児童のみならず、保護者の学生時代
からのひととなりを把握している指導主事や、学校と随時連携しているスクールソーシャル
ワーカーが属す教育委員会
・子どもの発達や貧困全般に関しては社会福祉課が中心となるが、他に生活困窮者を支援する
社会福祉協議会、子どもの発達や保護者の障がいに関する支援を行う医療型児童発達支援セ
ンターや障がい者等基幹相談支援センター
中津市の特色は、児童福祉に精通した民間の専門家の方々による支援体制が構築され、官民が一
体となって『子育て地域は「大きな家族」』をスローガンに児童虐待の未然防止に取り組んでいる。
・長年幼児教育に携わり、大分県教育委員委員長をなされた松田東九州短期大学教授
・小児科の医師として長年に渡り児童虐待未然防止に取り組んでいる井上小児科医院長
・戦後より社会的養護に関わっている２つの児童養護施設と社会的養護に至る前の家族支援を
行うため児童養護施設が起ち上げた児童家庭支援センター「和（やわらぎ）
」
また、松田教授と井上医師には要保護児童対策地域協議会のスーパーバイザーとして、個別
ケースの支援の在り方について助言を頂き家族支援に繋がっている。
中津市には、様々な他職種との勉強会がある。一次予防から三次予防に携わる職員が、その勉強会に
参加することで、顔のみえる関係づくりが行えている。

「顔の見える連携」
①一次予防・二次予防・三次予防を担う支援者たちが集う勉強会
スペシャルケア研究会
（児童家庭支援センター）
分野

家族支援研修会（児童相談所）

参加施設／機関

月1回

分野

参加施設／機関

月１回

児童養護施設、母子生活支援施設、
児童心理治療施設、児童家庭支援センター
地域子育て支援センター、障害児支援施設、
市児童福祉《子育て支援課》、児相

福祉

保健
医療

小児科医【井上小児科医院長】
保健所、市母子保健

保健

中津児相管内母子保健 保健師

教育

教育委員会、高校養護教諭
学校スクールカウンセラー、ソーシャルワーカー

教育

教育委員会、学校スクールカウンセラー
ソーシャルワーカー、高校養護教諭

福祉

ＳＶ

自立支援協議会 子ども部会
（障害福祉）

母子保健研究会（母子保健）
分野

参加施設／機関

中津児相
児童養護施設（管理職、保育士、心理士、ＦＳＷ）
児童家庭支援センター
市児童福祉《子育て支援課》

分野

３か月毎

医療

小児科医【井上小児科医院長】
市民病院医師
産科助産師、在宅助産師

保健

市母子保健
保健所、市民病院小児科保健師
近隣町村保健師

福祉

中津児相、児童家庭支援センター
市児童福祉《子育て支援課》

ＳＶ

福祉

参加施設／機関

３か月毎

中津児相、児童家庭支援センター
市児童福祉《子育て支援課》、保育所
障がい児 福祉サービス事業所
障がい児 親の会（代表者）

保健

市母子保健、保健所

教育

教育委員会、学校スクールカウンセラー
ソーシャルワーカー、特別支援学校

出典：井上登生、上村祥子、古屋康博（2017）.小規模市町村における子ども虐待予防活動 大分県中津市における取り組み Ⅱ：児童福祉 子育て支援課・児童
1
家庭支援センター編 .子ども虐待医学（2017.8 ）を引用し改変.

471

① 実情の把握
・実情の継続的把握に関しては

それぞれの担当が実情把握し、問題があれば、上記のとおり

連携体制の構築により支援拠点に情報提供がある。
居住実態が不明の子どもについての対応についても、具体的には下記の場合の情報共有する
ことで、未然防止に努めている。
保育所担当 ・・・長期欠席、退所児童の家庭
児童手当担当・・・現況届未届け家庭
生活保護担当・・・児童がいる中津市内に住民票がない家庭
教育委員会 ・・・就学前健診等で連絡が取れない家庭
母子保健

・・・健診未受診者

居住実態が不明の子どもの連絡があれば、他の関係機関の情報を確認し、確認出来ない場合は、
入国管理局への照会、児童相談所から全国児童相談所を通し全国市町村への安否確認（ＣＡ情
報）
、警察と情報提供を行う。
・相談名簿を平成 30 年より作成。利用者支援事業や母子父子自立支援員で対応したケース、
情報照会があったケースなどを名簿化し、係内（子ども家庭総合支援拠点）で週 1 度会議を
することで情報共有し、実状を把握する。
・保育所、学校への通告に対しての理解の周知
保育所園長会議での研修会（通告義務、痣の写真、対応方法など）
・未就学児童で所属のない児童については母子保健担当課の乳幼児健診等の受診歴・直近の保
健師の関わりが大きな役割を果たす。また、子育て支援センター(地域子育て支援拠点施設)
も未就学児童の親子の集う場として大きな役割がある。
・子育て支援センターは、中津市の直営する大型の屋内施設（いきいきプレイルーム）や小規模
な屋内施設（桜っこ広場）など、利用者が自分に合った場所を選べるようになっている。また、
専門的な立場で実情の把握の必要性を理解している井上小児科医院が運営する「木もれび」
、児
童家庭支援センター「和（やわらぎ）」にも委託し、気になる家庭の早期発見に努めている。
＜例＞和を遊び場として利用していた児、発達特性があり、児が母の養育に疲弊していると情
報あり。関係機関に調査し、母の精神既往がわかり、要対協で受理。母子保健や和、療育機関
で支援の役割分担を行った。
②相談対応
・原則、相談内容に応じて、対応者を決める。
子育て相談サービスの提供・・・利用者支援員
ひとり親、ＤＶ相談、離婚相談・・・母子父子自立支援員
虐待通告、子育て相談（育児不安など）
、妊婦、障がい相談・・・保健師
経済苦・・・社会福祉主事を持つ職員
不登校、学校生活での相談・・・小学校教員の経験のある家庭児童相談員
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③総合調整
・ケースに応じて、どの機関が主に支援を行うことが最善の方法かをケース会議で協議し、
各機関での役割分担を行う。
＜例＞精神疾患を抱え、シングルで養育しているも、児が不登校傾向のケース
・児の不登校支援は学校が中心に行い、父の精神不安定な訴えについては、支援拠点が対応。

④調査、支援及び指導等

通告 住基、所属確認→係内会議

30 分以内に情報を取
ることができる！

母子保健情報
赤ちゃん訪問記録（母のタイプ、既往歴の有無、家族関係）
家

乳幼児健診記録（健診カードの確認）

庭

予防接種状況、子ども医療
保育園担当も同じフロア。
就

調

労状況も把握できる。

査
学校、保育園 ※面談にて聞き取り
・児の特性の有無、児の発育発達の確認

・保護者の状況（児の持ち物、提出分、集金などの状況）
・愛着関係

児相、母子保健

アセスメント
ケース会議
家庭訪問
支
援
・

・情報共有と役割分担
・相談支援係へのつなぎ

学校教育
（担任、ＳＣ、ＳＳＷ）
障害福祉（相談支援事業
所）

実務者会議（ケース対応の方針決定）
・相談支援係が訪問支援を行うか所属見守り支援かを協議

指
導

共同管理台帳に登載し、ケース管理を行う。所属見守りの場合は、見守りの視点を
伝え、定期確認を行う。
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⑤他機関との連携
＜保育担当課との連携＞
・保育所の認定変更通知、長期欠席名簿の回覧。
→所属見守りで問題なく終結したケースが、就労証明未提出で認定変更が必要になった場合、
相談支援係で保護者面談を行い、保育園継続が行えるように支援を行う。また、長期欠席で
理由が不透明な場合は、母子保健情報を確認したり、対応歴がないか等の確認を行う。
＜児童手当、児童扶養手当係との連携＞
・家庭調査のときの情報共有
・現況調査時に相談支援係が対応したい人のリストを作成し、声をかけてもらう。また、相談
支援係との面談が困難なケースについては、詳しい聞き取りを担当職員より行ってもらう。
※１フロアに児童福祉、生活保護、障害福祉が集っていることで、ケースの状況だけでなく、社
会資源の実情の把握も行える。
※母子保健については、フロアは別でも、人事交流があるため、互いの立場や制度理解ができて
おり、連携が取りやすい。
※社会福祉協議会とは、ケースを通じて、生活困窮支援などの助言をもらい、同伴訪問等で対
応を行っている。社協より、気になる家庭についての情報提供や拠点への相談につながること
もある。
＜その他機関との連携について＞ ※前段の【中津市の顔のみえる切れ目のない連携】参照。

（2） 保健部門との一体性・連携
ア

子育て世代包括支援センターの設置について
平成 29 年度に地域医療対策課内（母子保健部門）に新たな建物・組織を起ち上げることでは
なく、機能の充実を目的に設置。

イ

一体性・連携についての工夫・具体例

・子育て世代包括支援センターの保健師が、実務者会議、児相連絡会に参加し、情報共有を行っ
ている。重篤なケースは、子育て世代包括支援センター保健師が担当し、それ以外のケースでも
直接対応する地区担当保健師への支援、指導は包括支援センター保健師が行う。
・要対協で受理したケースについては、母への対応を母子保健が行うか、要対協保健師が行うか
をケース毎に決める。ハイリスクケースは、虐待対応保健師が主で行い、ケースによっては同伴
訪問を行ったり、母対応と家族対応との役割分担を行う。
・産科との連携
母子保健では、産科との連絡会が定期的に行われており、ハイリスクの把握や支援必要な情報
交換が双方で密に行われている。そこから特定妊婦として要対協に上がってくるケースも多い。
・精神科との連携
精神科医とのケース連絡票のやり取りが行われている。（市内精神科）
市外の精神科で情報連携が困難な場合は、要対協を通じて行い、それも難しい場合は、保健所
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や児相の協力のもと行っている。
※精神疾患のある妊婦で、産後のリスクが予測される場合は、精神科と連携し、出産前に、産
科を交えてケース会議を行う。
＜具体例＞
人格障がいの特定妊婦、出産１か月前に精神不安定になる。精神科と情報共有し、児相、産科
等とケース会議。出産入院中に、母子保健、要対協保健師で同伴面接。産後の精神科受診を拒否。
児相と要対協保健師で家族と面談、協議。家族、産科医の協力で、精神科受診につながる。母対
応は母子保健が行い、家族への状況確認や家族支援を要対協保健師が行い、双方の情報を共有し
双方の支援につなげた。
・常日頃から、担当部署を行き来し、対面での情報共有を行い、双方の負担にならないよう、役
割分担を行っている。
（3） 児童相談所との連携
※児童相談所との連携についての課題と具体的工夫
・中津市内に中津児童相談所があり、実務者会議など月２回の定例会議と併せて、緊急に協議が
必要な場合も、対面で相談が行える関係にある。
・一時保護や措置の解除に際しての「かるがもステイ」(注１)や「家族応援会議」(注２)には市も
参加し、家庭引き取り後の訪問にも同伴することで、市のケースとしても対応がスムーズに行
える。
＜課題＞
・平成２９年度より、面前ＤＶや泣き声通告のケースが市に送致されるようになり、市の専門性
も求められるようになってきた。そのための人材確保が必要。
・一時保護の児童の家庭で、在宅の兄弟児をどちらが主担当でケース支援を行うか等の課題も
生じている。
・市が支援していた家庭で、児相へ通告しなくてはならない状況が発生、担当していた市職員
と保護者との関係が悪化。一時保護後には、在宅ケースとなり、再度市が支援しなくてはなら
ない場合、関係の再構築が困難な場合がある。
・市は他の市民との子育てサービスの公平性も考えなくてはならない。保育所入所調整や
ショートステイ利用など調整が困難な場合もある。
(注１)かるがもステイ
親子分離がされているケースを対象に、施設から自宅に帰る前に児童家庭支援センターに
て支援宿泊等をしながらの生活訓練や親子関係改善のためのプログラムを行うとともに、行
動観察を行い、必要な情報の提供と家庭復帰の可否等の適切な判断を行う。
(注２)家庭復帰後の支援のつなぎ②～家族応援会議～
「３つの家」を使った「家族応援会議」を行い、
「心配なこと」
「うまくいっていること」
「これからの希望」の３つの項目について整理して、
「外出」
「外泊」
「家庭引き取り」に向けて
保護者も含めた関係機関が一緒になって情報整理と情報共有を行い、今後について話しあっ
ていく。
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「３つの家」は、問題の当事者である子どもや家族を中心において、家族側と援助者側が一
緒に状況のアセスメントやプランニングを行う手法
※出典：大分県中津児童相談所（家族支援チーム「奏」
；かなで）作成（2017）
：
家族支援チームが奏でる家族支援の手引き～家族の笑顔をふやす支援のために～.
(5) 要保護児童対策地域協議会等との関係
ア

「支援拠点は要対協調整機関を担う」との定めとの関係
・中津市では、支援拠点が要対協調整機関を担っている。
・要保護児童対策地域協議会設置要綱を作成し、運営している。
同様に子ども家庭総合支援拠点設置要綱を現在作成中。

イ

要対協その他関係機関との連携等の具体的工夫
・要保護児童対策地域協議会実務者会議の参加メンバーは、スーパーバイザー(以下、SV)

2

名 (幼児教育専門、小児科医)、児童相談所 2 名(SV：1 名) 県警生活安全部少年課 1 名、学校
教育課 2 名、スクールカウンセラー2 名、児童家庭支援センター(以下、児家セン)1 名、児童発
達支援センター1 名、基幹病院小児科付け保健師 1 名、保険所保健師 1 名、母子保健主管課 1
名、社会福祉課長 1 名、子育て支援課 10 名で、このメンバーが各主管課の開催する要対協以外
の会合において各々中心となり、今度はそこに他のメンバーが必要に応じて参加する。
・スーパーバイザーとして、松田順子東九州短期大学教授、井上登生小児科医院長には要保護
児童対策地域協議会の代表者会議(年２回)のみならず、実務者会議（毎月１回）と、状況に応じ
個別ケース検討会議に参加していただき専門的な視点からケースの支援についてご助言を頂い
ている。また、虐待事案で関係したことのない機関との橋渡し役になっていただいた。

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携
開設前の取組

⇒

〔マニュアル P.6～7 参照〕
2019 年現在の取組

同一フロアーだが、別部署の子育て世代包括

組織等の変りがないが、今年度より支援拠点の保

支援センターの保健師と児童福祉の保健師

健師を 1 名増員し 2 名体制となった。2 名の保健

で妊娠期から連携し、一体的な支援を行う。 ⇒

師は母子保健経験者であり、支援拠点と母子保健
の役割を理解し、総合的な視点で、より一層一体
的に親子支援を行う。
母に寄り添った支援は母子保健が担う。（母子
保健が母子に寄り添うことで、児の健やかな成
長、母が母として成長する手助けができる）しか
し、時にハイリスクである特定妊婦や既に虐待の
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リスクがある母子に遭遇する機会があるのも母
子保健が多い。そこで、母子に寄り添った支援に
片寄ってしまうと、時に児の安心安全が脅かされ
る可能性もある。
児童福祉を担う保健師としての役割は、児を中
心に考え、ソーシャルワークの視点を持ち児にと
って最善の利益を考えることで、児の成長、母の
精神面、愛着面など保健師として母子支援に必要
な視点を持ち支援していくと共に、ソーシャルワ
ークの視点を持ち、児にとって、時には母子分離
の判断をしていくことも必要。
母子に寄り添った支援と児の支援、その間を取っ
てそのケースに取って何が一番良い支援なのか
を決める。
② 児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組

毎月の児童相談所参加の実務者会議、児相

支援拠点開設前と取組みは同様だが、平成 29

連絡会を開催し、共同管理台帳にて相互の受

年度より大分県内は泣き声通告、面前ＤＶは児童

理ケースの情報共有と役割分担を確認し、家 ⇒

相談所より市町村にケース送致される等、児童相

庭支援にあたる。

談所と市町村の役割が明確化している。

特に家庭復帰する児童は、施設退所前に児

その中で虐待に繋がる可能性のある家庭につ

童相談所とともに市の児童福祉・母子保健・

いては、再度児童相談所と共に支援体制を構築す

教育委員会等関係機関で前述の「かるがもス

るようにしています。

ティ」等を通し、情報共有・役割分担を決め、
家庭復帰後の支援体制を構築に心懸けてい
る。
③ 要保護児童対策地域協議会の活用
開設時の取組

〔マニュアル P.8 参照〕
⇒

2019 年現在の取組

中津市では地域による社会的資源と支援

支援拠点が要保護児童対策地域協議会調整機

体制が充実しており、要保護児童対策地域協

関を担い、より強固な支援体制を目指します。

議会事務局である当課が連絡・調整し切れ目

また、要保護児童対策地域協議会 代表者会議

⇒

のない連携を行いした。また、地域の全ての

にて支援拠点の報告を行い、情報の周知を行い、

子ども・家庭の相談に対応する子ども支援の

一層の連携に努めます。

専門性を持った体制を構築し、支援拠点の機
能を備えていた。

477

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員等の名称はないものの、

2019 年現在の取組
子ども家庭支援員：３名（内非常勤２名）

母子父子自立支援員、利用者支援員と家庭児
童相談員と伴に、保健師が、地域の全ての子

（内常勤の保健師１名）
⇒

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

ども・家庭の相談に対応する子ども支援の専

虐待対応専門員：１名（内常勤の保健師１名）

門性を持った体制を構築した。

その他事務職員等：５名（内非常勤３名）
母子父子自立支援員、家庭児童相談員、利用者
支援員等を配置に加え、保健師を 1 名増員し 2 名
体制にて、相談支援体制の強化を図りました。

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
・位置図

中津市役所 本庁庁舎 １階フロア
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・写真

・事務室（こども家庭総合支援拠点）

相談室（こども家庭総合支援拠点）

事務室及び相談交流スペース（子育て世代包括支援センター）
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事務室及び相談交流スペース（子育て世代包括支援センター）

相談室（子育て世代包括支援センター）

授乳室兼親子休養室
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親子交流スペース（別館いきいきプレイルーム）
※親子交流スペースは近隣の商業施設内を使用し
親子で集えるスペースです。

４．拠点設置の効果及びメリット
支援拠点として全ての子どもに関する相談を受付支援するなかで、要対協にあがっていくケースが
あります。相談受付をし、当初は、要対協に上げるケースではないと判断し、担当機関に支援依頼し
たケースでも、数か月後に、他機関より心配な情報があり、過去の情報と新しく入ってきた情報を合
わせると、要支援要保護家庭として支援が必要と判断することがあります。
これは、子どもに関する情報が多機関より集まり、それを調査整理し、明確化することでできるこ
とです。以前は、要対協に受理するかどうかが主になっていましたが、支援拠点の業務の主軸となる
相談業務を可視化したことで、要対協との役割分担（違い）を明確にすることができたと考えます。
支援拠点が支援の全てを担う必要はなく、関係機関との連携により、そのケースにとって一番良い
支援方法を導きだすことが支援拠点の役割だと考えます。市には住基情報があり、子育て事業や保育
園の担当課があり、福祉担当課があり、教育委員会があり、市民病院や医師会などの医療にも通じて
います。支援拠点を市町村が担うことで、それら関係機関との情報連携や支援の役割分担もスムーズ
に行える現状にあります。
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Ⅳ

分析・考察（成果）

第１

課題・取組

今回の研究においては、これまでの 29 年度研究調査、及び 30 年度研究調査を踏まえて、都道府
県と市区町村との支援拠点設置に向けてのそれぞれの取組（連携）にフォーカ

スしてアンケート

及びヒアリング（対面及び電話）を進めてきた。以下分析考察を行う。
ちなみに、平成 30 年度研究報告書においては、支援拠点設置に向けての課題として、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ていた。こうした課題は今年度においても全国で同じような自治体からの悩み
として継続的に挙げられている。
そのため、29 年度調査に加え、30 年度調査、そして今年度の調査により、相当数の課題に対す
る取組事例を収集し、こうして提示する意義は非常に大きいものと考える。
30 年度報告書に示したように、こうした自治体の悩みや課題へに対して、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）を行う自治体の取組
事例を追加すること、②包括支援センター（妊娠期からの保健・医療・地域資源との繋がり）と支
援拠点（要対協を活用した地域資源の連携の強み）を一体化するような体制作り・運用を行う必要
があるとして、要綱の整備や、指揮命令等の統一化、包括支援センターと支援拠点との情報の相互
閲覧等の情報連携・定例連絡会議・家庭訪問同行・人事交流等の工夫例を提示することができたも
のと考える。
本報告書は、こうした 29 年度研究調査、30 年度研究調査に加えて、支援拠点及び都道府県に対
する全国アンケート及びヒアリングを重ねたことにより、現状の取組と今後に向けての道筋が相当
程度明らかにされたものと考える。
特にこれまでになかった都道府県に対して市区町村との関係において取組と課題を浮き彫りにす
ることができた。

１．都道府県の課題・取組について
（1）都道府県の課題
都道府県による市区町村の支援拠点設置支援については、平成 28 年児童福祉法等改正後、29 年
調査、30 年調査と続けてきたが、令和元年度調査においても、都道府県が主体的にその役割を果
たす意識が薄い自治体が未だに多い状況である。
今回支援拠点を設置している市区町村が存在する都道府県４３自治体にアンケートを送り、結果
として３０都道府県から取組ついて回答を得た。この回答分析についてこれから言及していく。
なお、回答がなかった都道府県については、回答がないことが一定の回答を物語っているといえ
る。それは追加の電話等でヒアリングを行う中で明らかとなる。
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その回答の主なものは、①支援拠点は市区町村の仕事であるからとの回答、②担当者個人任せで
あり、当該担当者が支援拠点に関して十分な知識を有しておらず、どのような設置促進支援を行う
べきなのか逡巡しているとの回答（従前からの要保護児童対策地域協議会と子ども家庭総合支援拠
点の関係の理解が十分でないこと、機能設置であることの理解が十分でないこと、補助金要件を有
しない限りは拠点とは宣言できないと理解していることなど市町村に誤った指示回答を行っている
例も見受けられた。）等が挙げられる。
付記事項としては、個別の県の事情であるが、和歌山県においては新型コロナ対策の対応が生じ
予定原稿が報告書作成に間に合わなかった。県の取組としては支援拠点アドバイザーを呼んでの県
の説明会と設置自治体の報告を行っている。
また三重県においては、和歌山県同様、市町村向けの県による支援拠点アドバイザー講師を呼ん
での研修も行っているが 2019 年 4 月時点で県下に支援拠点設置市区町村がないということで今回
掲載は見送ったことを付記しておく。

（2）都道府県の責務の再確認の必要性
平成 30 年 7 月 6 日付け子発 706 号第１厚生労働省子ども家庭局通知「「都道府県社会的養育推
進計画」の策定について」において、都道府県は、既存の都道府県推進計画を全面的に見直し、新
たな都道府県社会的養育推進計画を策定することが求められている。
そして、その項目には、「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」と
して「市区町村子ども家庭総合支援拠点の普及について」が挙げられている。
この観点からすれば、市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置促進は、都道府県の責務ともなっ
ている。
本報告書では、都道府県の取組についてまとめているので詳細は個々の都道府県の頁を参照して
もらうこととして、ここでは、全体の総括としての分析・考察を行う。

（3）都道府県における課題
都道府県が支援拠点設置の支援を行う場合にいくつかの課題が挙げられる。
アンケート及びヒアリングから浮かび上がってきた課題分析をし、提言に結び付ける。
ア

市区町村への支援拠点の制度説明手法の課題

市町村等へのヒアリングによると、国の通知をそのまま市区町村に配布しているとの回答があ
る。市町村側からは通知が来たのみで、制度設計等の詳細がわからないとの不満が挙げられる。
それゆえ、都道府県が市町村へ支援拠点制度の説明会等を十分行っていない都道府県下では、
支援拠点は特別に市町村の意識が高い場合を除き進んでいない（都は当初から設置済みとの認識
のため除く）。また、市町村側からヒアリングをしてみると、都道府県からの十分な説明もな
く、自治体として支援拠点宣言はしたがこれで良いのかわからず、曖昧なまま担当者レベルでの
対応となっているとのコメントが寄せられた（自らの異動により継続的な支援拠点継続は難しい
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との吐露）。組織として支援拠点を理解している者が複数いないので、担当者が変われば支援拠
点がどういったものだったのか曖昧になるのではないかと思うと述べる担当者もいた）。
それゆえ、都道府県に対しては、支援拠点の意義や制度設計について説明を求める声が挙げら
れている。
さらに、説明会等のやり方について、県担当者が説明するだけでは十分でなく、支援拠点を十
分理解しているアドバイザーや実際に設置した自治体の発表や地域ごとの意見交換やワーキング
等が必要であるとの声が挙げられる。
そもそも、子ども家庭総合支援拠点制度は、①制度設計の側面と②相談・ソーシャルワーク機
能の向上という 2 つの側面が求められる点で、①制度設計を行う部署の職員（企画・人事・財政
等）の理解と子どもセクションの管理職の理解と取組が不可欠となる。それとともに②現場の相
談担当の力量・能力の向上が求められる。その意味で、どちらかの担当職員のみでは設置促進が
進まないところに難しさがある。その点を踏まえた市区町村への説明の工夫が必要となる。
イ

支援拠点の説明テキスト等の課題

支援拠点ついては国が要綱を示しており、その要綱に沿いつつも、その内容を具体化したテキ
スト資料が必要となる。この点については、すでに 30 年度厚労省子ども・子育て支援推進調査
研究事業「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」を策定
しており、このマニュアルが標準テキストとして有効であるとの声が相当数挙げられてる一方、
都道府県がこのスタートアップマニュアルの周知を行っていない自治体においては、市町村側が
支援拠点の設置の意義を十分なし得ておらず、単に補助金申請の事務作業や支援拠点という形式
のみ整えることに関心が行ってしまっているようである。

（4）小規模自治体へのアプローチの課題（専門職等人員配置の課題含む）
小規模自治体においては、支援拠点の人員配置基準を満たすことは難しいとの声が挙げられる。①地域
の少子化等から、高齢者への対応を重視せざるを得ず、子どもにお金を投資することがそもそも難しいこと、
②児童虐待件数が少なく、児童虐待担当等の子ども対応を専任でおく必要性がないこと、③上記とも関連
して財源確保が難しく補助メニューの拡大・弾力化等が挙げられる。
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第２

展望－支援拠点設置促進に向けて

１．都道府県による市町村向け説明会等の工夫
（1） 説明会等の形式について
都道府県が市区町村向けに支援拠点がどういう制度でどのように設置促進していけばよいのかに
ついて説明会の機会を設けることが有用である。
この手法については、いくつかの手法に段階的に整理することができる。
ア

説明会等の段階的工夫

（ア） 県主体の市町村担当者会議等において都道府県担当者が説明する手法
（岩手県・山形・秋田・茨城、香川、愛媛、長崎）、（児童相談所ごと（茨城））
（イ） 支援拠点について外部講師を招いて概要説明・理解促進のための研修
（茨城県、岐阜、※広島地域ごと、高知、）
（ウ） 上記イに加え、先行する支援拠点設置自治体の発表を行う
（宮城、茨城、千葉、石川、大阪、奈良県、島根、岡山、宮崎、沖縄）
、ワーク（奈良、広島）
（エ） 更に個別の地域割りや規模に応じたグループワーキング方式など（全体とは別）
（静岡方式…第一段階の全体研修に加え、第二段階としての地域ブロックご

との研

修・ワーキング、そして第三段階としてさらに児童相談所の管轄地域ごとの地区研修
により児童相談所職員と市町村職員とが一緒に行うワーク等に基づく研修（児相職員
も支援拠点を理解）、さらに個別に市町に出向いて行う説明等のアウトリーチ研修を
組み合わせる）、
上記の段階的な説明会等の工夫においては、未だ国が行う説明資料を市区町村に配布する程度
にとどまっている都道府県もあるようであるが、アンケート回答自治体においては、ア～エのよ
うな工夫があり、特に外部のアドバイザー制度を利用することの有効性や先行する支援設置自治
体の事例発表等が有効であるとの言及が多い。基本的にはアの段階から初めて、ウ、エの段階を
目指して繰り返し、個別の要求に応えていくことが有効であるようである。
イ

その他の手法工夫（組み合わせ）

上記に加えて、市町村からの問い合わせ・相談を個別に受けていること、問い合わせが多い事
項について集中的に説明を行うようにしている、事前事後のアンケート調査を詳細に行っている
などの手法の工夫が有効であるとされる。
関連して、都道府県と市町村との意見交換会が有効であるとの回答が複数なされている（山
梨、静岡、愛媛、高知、長崎（訪問・テレビ会議を用いていること）、沖縄など）。
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県やアドバイザーと市町村との間で議論をする（キャッチボール）の中で、市町村自身の強み
と弱みを発見・現状分析を行い、必要な体制づくりについて議論できるようになるのが有効であ
る（鳥取）。
・現相談体制と結び付けながら強み弱み主体的に考えていく研修（静岡）
・意見交換有効（島根）

（2）頻度
上記に関連して、説明会等の頻度が問題となる。
この点、市町村側のコメントを拾うと、当然のことながら、一度しか行っていない都道府県よ
りも、毎年さらに年に何度か、繰り返し説明会等を行っている都道府県の方が市区町村側の理解
度が高まったとの感想が寄せられている。
なお、頻度と関連して、熊本県では令和 2 年度を重点期間と設定して働きかけ促進を図ってい
くとのことである。
ア 一度（今年度に至るまで）
イ

毎年

ウ

年に何度か、さらに地域ごとなど

（3） 参加職員の問題
上記の課題で分析されたように、市区町村子ども家庭総合支援拠点制度は、制度設計の側面と
相談・ソーシャルワーク機能の向上という 2 つの側面が求められる点で、①制度設計を行う部署
の職員（企画・人事・財政等）の理解及び子どもセクションの管理職の理解と取組が不可欠とな
る。それとともに②現場の相談担当の力量・能力の向上が求められる点で、どちらかの担当職員
のみでは設置促進が進まないところに難しさがある。という点に関し、説明会等を行う場合に
も、以下のように、ア～エの取組が重要になってくる。
なお、ア～エの視点に加え、そもそも自治体の制度設計の問題であるとして、市町村長対象の
トップセミナーや沖縄振興拡大会議という形での市町村長向けに直接市区町村子ども家庭総合支
援拠点の促進を働き掛けることを行い有効であったとする取り組みも参考になろう（奈良県、熊
本県、沖縄県等）
ア 児童福祉分野の職員のみ
イ

児童福祉分野と母子保健担当と合同
（茨城、静岡、奈良、高知では非常に有効だったとコメント）

ウ

人事・企画担当者同席

エ

組織作りできる幹部級職員（広島、静岡、）
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（４）

アドバイザー制度の利用・活用

上記と関連するが、県主催の説明会等に組み合わせて、個別対応として、個別市町へのアドバ
イザー派遣制度を利用することが有用であるようである（大阪、宮崎、福島、茨城、岡山な
ど）。有効性を実感し、積極的活用したいと言及している自治体がある。

２．都道府県による市町村向け説明テキスト等の工夫＝スタートアップマニュアルの活用
説明会等を開いて市区町村に支援拠点設置促進を行う場合に、どのような資料を用いて説明して
いるのかについては、スタートアップマニュアルを活用し、それが非常に有効であるとの回答が多
くなされている（山梨、長野、滋賀、静岡、兵庫、茨城、奈良県、長崎等）。
なお、スタートアップマニュアルに関しては、研究代表である鈴木秀洋及び井上登生を中心に厚
労省子ども家庭総合支援拠点設置アドバイザーとして登録している者で、今後の設置促進のための
会議を何度か行っており、スタートアップマニュアルの追補版を鈴木秀洋研究室ＨＰにおいてアッ
プする予定である。
さらなるスタートアップマニュアル活用のための工夫としては、以下のグレードアップを行って
いるので参照されたい。

（1） スタートアップマニュアル要約版・追補版
現在全市区町村に配布しているスタートアップマニュアルは、大きく 7 つの項目で解説してい
るが、下線部分の追記を行う予定である。参照されたい。鈴木秀洋研究室ＨＰ
（http://suzukihidehiro.com/）

※ スタートアップマニュアル追補（項目要約）
１

２

根拠・要件
1－2

設置にあたっての自治体アセスメント

1－3

支援拠点運営指針

包括との連携
2－２

３

教育との連携

要対協の活用
3－2

要対協ガイドライン具体追記

４

児相との関係

５

その他（家児相との関係、地域資源との関係）

６

人員配置の工夫

７

施設等の標準基準
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今回のアンケート及びヒアリングを通じ、支援拠点について、後述するが、①そもそも自
治体の現状分析がなされていないと支援拠点設置に向けてどうしたらわからないということ
が生じており、まずは、「自治体アセスメント」を行うことが必要であること、②野田市の
虐待死事件の報告書も踏まえ、学校・教育委員会との連携の提示が求められること、③要対
協については会議の開催ルールが定型で強調されるが、平成 28 年改正を踏まえた場合に、
支援拠点を司令塔と位置付けそのためのネットワークにおける連携はより実質的・具体的な
在り方が問われており、その意味での追記が必要（後述）となるとの意見を踏まえている。
④上記と関連するが、支援拠点運用指針を掲げることの有効性についても提言があった。

（2） スタートアップマニュアル動画配信
鈴木秀洋研究室ＨＰ（http://suzukihidehiro.com/）にて一部配信中であり、スタートアップ
マニュアルの解説をしており、子ども家庭総合支援拠点について、各自治体担当者が個人でもチ
ームでも学べるコンテンツを策定し発信している。今後さらなる充実を図り、支援拠点の理解を
深めることができよう。
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３．アドバイザー育成
スタートアップマニュアルを説明でき、さらに市区町村の実情を知り制度設計をアドバイスで
きる人材としてのアドバイザーの育成については、制度設計として国が制度設計として財政的支援
や全国的な研修体制としてさらなる推進体制支援が必要になってこよう。アドバイザーを増やして
いく仕組みづくりが必要となろう。

４．都道府県による経済的支援
これについては、独自のアドバイザー制度（要綱・補助金等）を創設している都道府県がある
（福島、大阪、岡山、高知県（見守り体制推進交付金）など）

５．小規模自治体へのアプローチ
小規模自治体については、多くの都道府県から悩みが寄せられる。また小規模自治体自身からの
制度設計に関する問題提起も多い。前述したように、①地域の少子化等から、高齢者への対応を重
視せざるを得ず、子どもにお金を投資することがそもそも難しいこと、②児童虐待件数が少なく、
児童虐待担当等の子ども対応を専任でおく必要性がないこと、③上記とも関連して財源確保が難し
いなどである。
これらに対しては、国及び都道府県が特別の対策・対応を講じていく必要があろう。現状の法制
度設計（要綱）を前提にしたうえでの工夫とすれば、上述した「３都道府県による経済的支援」の
工夫、また、後述の「５その他県の参考になる取組例」が参考になろう。特に、人材育成に関して
県がバックアップすることが有効であろう。
さらにアドバイザー同士の会議における意見交換の機会を設けたのであるが、そこで出た意見と
して、県内一律に小規模自治体への設置促進を形式的に進めるのではなくて、小規模自治体の現状
に合わせて個別のメニューでの働きかけが必要であろうとの提言がなされた。例えば県内の大規模
自治体・中規模自治体設置の後に、それらの力も借りて設置するなどである（時期や支援度合いの
グラデーション）。またアドバイザーの井上先生が小規模自治体を回った時の、医療圏域等既存の
地域のまとまりを生かしつついくつかの自治体で支援拠点を作っていく試みを推奨している（後述
アドバイザーからのコメント参照）が、こうした協議を行っていくことも有用であろう。

６．その他県の参考になる取組例
(1)市町村支援担当職員の配置と実行化
県（本庁）の市町村支援担当職員・児相の支援拠点担当職員による市町村訪問による要対
協・支援拠点支援（鳥取）。県の市町村支援の地域養育支援担当配置（長野）など
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(2)県内の設置自治体事例集等の情報共有
県内の設置事例集作成（長野）、県内のアンケート結果を市町に配布して情報共有を図る
（兵庫）。
(3)任用前研修の受講促進
市町村の人員配置基準の満たす工夫として任用前研修を積極的に受講してもらう（福島）
(4)社会的養育推進計画に目標として明記
計画にきちんと位置付けることにより促進が進む（愛媛）

７．支援拠点設置市区町村の分析・展望
個々の支援拠点に関する設置及び取組状況については、Ⅲにおいて詳細な事例集としてまとめて
いるので、自治体の規模に応じて参照してほしい。
今後設置に取り組む自治体の参考なるメリット等として特徴的なものを挙げておく。

(1) 自治体の組織アセスメントの視点
この点、支援拠点未設置自治体にヒアリングを行うと、消極的な意見として、拠点は機能設置
であるためどのように組織を変えるべきなのか明確でないからできないという意見などがある。
しかし、設置自治体においては、逆に現状どのような組織構成・所掌となっており、現状はど
のような相談等に対してはどの機関がどこまで対応しているのか、隙間はないのか、今後はどう
したらよいかなど、既存の自治体の組織・所掌を再度アセスし見直すきっかけとなったという意
見が多くあげられる。例えば、保健部署と福祉と教育の関係等含めて。また家庭児童相談室の位
置づけを含めて、今後の自分たちのチームの現状の弱点を知り、強化策ロードマップを描く契機
にしているとのことである。組織作りには、異動はつきものであり、それも見据えた組織づくり
の契機となっていると評価できる。
（2） 宣言による好循環の効果の視点
支援拠点を設置・明確化し、宣言することで、業務内容が庁内に周知され、関係課から情報収
集がしやすくなり、情報が集まりやすくなったことがあげられる。
また、住民に向けて周知をすることで、地域に認知度が高まり、相談件数が増加することとな
った。このことは住民側からはより相談しやすくなったということもあげられ、虐待予防効果が
上がっていると考えられるとの分析ができる。
相談件数の増加は、短期的には現状の体制に負荷をかけることになるが、そのエビデンスによ
り、体制のさらなる整備が議論（課題が可視化）されて、体制が徐々に強化されていくことにつ
ながり、長期的に良い循環が生まれるとの声があげられている。
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(３)

個別具体業務における対応の向上の視点

ア

母子保健部門と児童福祉部門との一体化
支援拠点の要綱が強調しているように、母子保健部門と児童福祉部門との一体化・連動が議

論され、その方向性が模索される中で、一体化を目指し、早期から切れ目ない支援ができるよ
うになったとのメリットがあげられる。
イ

要保護児童対策地域協議会の活用の視点（※）
支援拠点設置前は、要対協が相談部門と乖離し、会議等の運営や研修に偏っていたが、支援

拠点設置により、支援拠点が司令塔となり要対協を活用していくとの視点となり、相談受付か
ら支援までが一体的にできるようになったとのメリットがあげられる。
平成 28 年改正の支援拠点設置の趣旨に合致した対応といえる。
この点は厚労省平成 30 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「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」（鈴木秀洋研究代表）8 頁において強
調してきたことである。
（※）現行「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について」が定められているが、
「児童虐待防止対策の抜本的強化について」（平成 31 年 3 月 19 日児童虐待防止対策に関する関係
閣僚会議決定）において、「要対協の充実・強化」が求められ、「要保護児童対策地域協議会の効
果的な運営ができるよう、ガイドラインを作成する」と定められている。
要対協の充実・強化は、支援拠点の設置・運営と一体のものである。そして、本報告書の中で
も、多くの自治体が、模索しつつも要対協の充実・活用を目指している。
それゆえ、本報告書では、自治体からのアンケート調査及びヒアリング調査結果を踏まえ、上記
ガイドラインについて、「要保護児童対策地域協議会の効果的な運営のためのガイドライン（鈴木
試案）」として、後述添付して提示することとする。

（４） 支援拠点の姿が要綱やマニュアルで示されることによる組織力の向上
①支援拠点について、自治体の要綱等で明記することで、位置づけが法的にかつ継続的に図ら
れることになったこと。②国の要綱で各種専門職が必要だと明記されたことで、自治体内でも専
門職が必要であるとの意識づけが図られるようになったこと、③他機関との連携を行ううえで、
具体的に情報共有のシステム化・あり方が議論され、現状拡充につながっているなどの声があげ
られた。支援拠点は到達点ではなく、子供や保護者を守るという目的のための制度設計であるこ
とからすると好ましい歩みといえる。

８．総括
以上本報告書においては、まずは支援拠点設置に向けての都道府県との連動の視点から都道府県
の取組と市町村の設置についての事例集をあげ、その次に都道府県との連動にかかわりなく市区
町村として設置に向けて取り組んできた支援拠点等の事例集も組むこととした。
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分析結果としては、都道府県が積極的に説明会、質問会を行っているところでは確実に設置準備
が進んでいる。それは設置自治体の数の増加という形で表れている。なお、数という形では直接
表れてはいないが、今後のロードマップが描けるようになったということが、市区町村からのヒ
アリングを行う中で、そうした多くのコメントを拾うことができた。
その意味では、都道府県は自らの責務として総合支援拠点の整備支援を行っていくことが求めら
れている。
また、都道府県との連動にかかわらず、市区町村として平成 28 年改正に伴い支援拠点設置を宣
言している自治体も紹介した。この報告書は先進的な取り組みのみでなく、以前からの取組が支
援拠点と評価できるのであり、あえて現状変更はないという市区町村もあり、あえてそのような
市区町村も掲載することとした。こうした自治体の中には、従前から支援拠点が求める最低限の
機能以上の取組をして自治体もあれば、情報が少ない中で模索しながら現状の機能を評価した自
治体もある。より多くの支援拠点の姿を参照し、自らの自治体の参考とすることができよう。
最後に、重要な点を述べておきたい。支援拠点は目的ではない、数合わせであってはならない。
もう一度法改正の制度趣旨にさかのぼり、全面改訂されたガイドライン、要綱、スタートアップ
マニュアルに目を通してほしい。その意味で本報告書に記載があるが、兼務体制、最低限体制で
は児童虐待支援ができないとの意見（岡山）、設置後を含めた意見交換が必要であるとの意見
（石川）、設置後に円滑な運営や人材育成につき引き続き個別支援が必要となってくるとの意見
（鳥取）を常に頭に置いた制度設計が求められる。また、児童相談所を設置する自治体も生じて
こよう。しかしその場合でも児童相談所を設置したことが支援拠点を設置したことにはならない
ことは重ねて述べておきたい。支援拠点には地域の子どもと保護者をポピュレーションアプロー
チで支え続けていく機能が求められていて、児童相談所の機能と包含関係にあるものではない。
子どもの視点から今の相談体制・ソーシャルワーク体制をより向上させていくことが求められて
いる。その意味で地域の司令塔としてのマネジメントが求められている。
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Ⅴ

アドバイザーからのコメント

医療法人 井上小児科医院理事長 井上登生
2019 年度は、「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置促進に向けた支援手法に関する調査研究
報告書」、「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報告書」、「市区町村
子ども家庭総合支援拠点設置スタートアップマニュアル」を用いて、各自治体で行われている市区
町村子ども家庭総合支援拠点（以後、支援拠点）の設置促進に向けたアドバイザーとして活動を行
なった。活動の主な内容は、各自治体の中津市視察の受け入れや私自身が自治体訪問をした際に、
講義形式で支援拠点の設置促進に向けた考え方や実際の取組事例の紹介をし、ついで各自治体の現
時点までの取組のあり方を確認した上で、各自治体の強みを活かして、さらに進むべく方向につい
て質疑応答形式で検討を行なった。加えて、各自治体からの個別の相談にも対応してきたので、こ
れらの経験から得たものを報告する。

１．市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置促進の考え方での気づき
・

支援拠点の設置の根拠として、平成 28 年児童福祉法等改正により、法律に支援「拠点」が明

記（第 10 条の２）されていることは知っている。平成 28 年児童福祉法等改正法（以後、平成 28
年改正法）そのものが、昭和 22 年の発行以来、理念そのものから改正された、いわば抜本改正で
あることの意義、ならびに第１〜３条までの確認・認知が研修参加者においてもできていないこと
がわかった。会場ごとの人数や講義受講者の経験年数による集団の違いはあるが、それでも多いと
ころで半数、少ないところでは２割程度しか、挙手による確認であったが、平成 28 年改正法につ
き理念から読み解いている人はいなかった。
対策：改めて、子どもの権利条約制定、我が国の批准後から平成 28 年改正法が成立するまでの
経緯、平成 28 年改正法以後の改正の動向を丁寧に説明する。
研修後のアンケートで、「気づきの多い研修であった」、「改めてスタートアップマニュアルを
読み返してみようと思った」、「この様な視点を自治体内部で共有したい、すべきであると思っ
た」、「この様なことがわかると、自治体の担当職員としてやるべきこと、やらなければならない
こととしての自覚が倍増した」等、多くの前向きの意見をいただいた。
鈴木も述べているが、ビデオにより繰り返して見ることができる様な資料の提供が必要である。

２．都道府県による各市町村における子育て世代包括支援センターと支援拠点の設置状況の確認と
市町村からの設置促進に向けた意見
・

正式に県としての取組に関わったのは、熊本県（令和元年 11 月６日）、佐賀県（令和２年２

月５日）である。その際、県の担当を通して事前に、①スタートアップマニュアルを読んで来るこ
と、②各市町村の人口、児童人口、出生数、子育て世代包括支援センター（以後、支援センター）
の有無と設置予定年月日、支援拠点の有無と設置予定年月日、加えて各市町村における母子保健主
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管課、子ども・子育て主管課、児童虐待防止主管課、障害福祉主管課、学校教育主管課の設置状況
が単独であるか、合同であるか、今後合同になる場合はその予定について、確認した。
・

研修当日は、これらの資料を県の許可を得た上で、集まってくれた多くの市町村の担当皆で共

有し、周辺市町村や県内各エリアの動向を確認した。

成果：「同じ県内でもエリアが離れているとどの様になっているか知らないことがあったが、現
時点での県内の動向を知ることができて参考になった」などの意見があり、各自治体間の顔の見え
る交流と県の担当者との交流などが、同じ課題に取り組んでいる仲間として共有された。（その後
の個人メールでの意見）

対策：熊本県は 14 市 28 町８村（計 45）、佐賀県は 10 市 10 町（計 20）であるが、両方とも小規
模 A 型、特に出生数が 30 人以下の自治体もある中で、「現時点で国から示されている支援センタ
ーや支援拠点の話を聞いても、職員ひとりで子どもから高齢者の事業を担当しているところなど、
何をどうして良いかイメージがわかない」、「最初の頃、研修を受けたが、自分の自治体で使える
話はなかったので、その後研修には参加していなかった。今回、自分と同じ様な気持ちのいる人た
ちと率直に話せてよかった」等の意見が多くあった。
鈴木も多くの自治体研修を繰り返す中で、この様な実態を早くより把握しており、今後の対策を
検討しているところだが、これらの問題に障害児対策等ですでに前例のある広域での対応などが、
社会的養育・養護対策では前例がないことを指摘している。今後、これらの認識があり、積極的に
取り組みたいと考えている都道府県をピックアップして先駆的取組のモデル県の認定を国が行い、
それに向けた支援に取り組むべきと考える。

対策：熊本県と佐賀県は当日使用したこれらの資料をこの意見書で使用することを許可してくれ
ている。いくつかの都道府県で、この様なモデル事業を地域の強みを活かしながら、前向きに取り
組んでいる例として掲げ、来年度の取組の一つとしてほしい。
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熊本県健康福祉部

⼦ども・障がい福祉局

⼦ども家庭福祉課

⼦ども家庭総合⽀援拠点
マニュアル改訂検討会議
（2020.02.25）
資

⼦ども福祉班主催

熊本県市町村要対協調整担当者研修修了者のフォローアップ研修

熊本県全市町村の⽀援拠点
設置に向けた取り組みに向けて
⽇時︓令和元年11⽉6⽇（⽔）13:30〜16:30
場所︓熊本市城南公⺠館（⽕の君⽂化センター内）

料

演者︓医療法⼈井上⼩児科医院

井上登⽣（⼤分県中津市）

井上登⽣

厚⽣労働省社会保障審議会
児童部会社会的養育専⾨委員会
専⾨委員
⽇本⼦ども虐待医学会副理事⻑

1

2

佐賀県健康福祉部
こども家庭課

2019年度 ⻄⽇本こども研修センターあかし

男⼥参画・こども局

市区町村⼦ども家庭相談⽀援指導者研修

児童福祉班主催

テーマ︓地域包括的・継続的⽀援を可能にする地域づくり
~⼦ども家庭総合⽀援拠点・中核市等における児童相談所の可能性~

市区町村⼦ども家庭総合⽀援拠点に関する研修会

佐賀県全市町の⽀援拠点
設置に向けた取り組みに向けて

【講義1】

市区町村が担う包括的な⽀援１
<在宅⽀援>

⽇時︓令和２年２⽉５⽇（⽔）13:00〜16:00
場所︓ホテルマリターレ創世 ４階アテナ

⽇時︓令和２年２⽉18⽇（⽕）12:45〜14:45
場所︓ウィズあかし ７階会議室

演者︓医療法⼈井上⼩児科医院
（⼤分県中津市）

演者︓医療法⼈井上⼩児科医院 井上登⽣
（⼤分県中津市）
厚⽣労働省社会保障審議会
児童部会社会的養育専⾨委員会
専⾨委員
⽇本⼦ども虐待医学会副理事⻑
4

井上登⽣

厚⽣労働省社会保障審議会
児童部会社会的養育専⾨委員会
専⾨委員
⽇本⼦ども虐待医学会副理事⻑

3

3

4

本⽇の研修課題

市区町村⼦ども家庭総合⽀援拠点の
設置促進に向けた⽀援

（１）⼦ども家庭総合⽀援拠点設置の背景と経緯

参考資料

（２）市区町村における⽀援について
① ⼦育て世代包括⽀援センター（以後、⽀援センター）

研究代表 ⽇本⼤学危機管理学部准教授 鈴⽊秀洋

② ⼦ども家庭相談の流れと
要⽀援・要保護の⽀援段階について

1. 厚⽣労働省

⺟⼦保健から始まる切れ⽬のない・顔の⾒える⽀援について

平成 29 年度 ⼦ども・⼦育て⽀援推進調査研究事業

市区町村⼦ども家庭総合⽀援拠点の設置促進に向けた⽀援
⼿法に関する調査研究報告書（平成 30 年 3 ⽉）

③ 市区町村⼦ども家庭総合⽀援拠点（以後、⽀援拠点）

https://www.nihon-u.ac.jp/risk_management/pdf/rm_180424_2.pdf

2. 厚⽣労働省

④ ⼦育てセンター、⽀援拠点、利⽤者⽀援事業の位置関係

平成 30 年度 ⼦ども・⼦育て⽀援推進調査研究事業

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

（３）官⺠⼀体の⽀援体制作りのポイント（⼤分県中津市での実践から）

3. 厚⽣労働省

平成 30 年度 ⼦ども・⼦育て⽀援推進調査研究事業

市区町村等が⾏う児童虐待防⽌対策の先駆的取り組みに関する調査研究報告書

5

5

6
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市区町村⼦ども家庭総合⽀援拠点の
設置促進に向けた⽀援
医療法⼈井上⼩児科医院
1. 厚⽣労働省

参考資料

井上登⽣

⾏政の区割りについて

市町村⼦ども家庭⽀援指針（ガイドライン）︓平成29年３⽉31⽇︓座⻑代理

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000161704.pdf

2. 井上登⽣．児童福祉法改正と児童虐待発⽣予防.教育と医学:2017:65:388-397.
3. 井上登⽣、他．⼩規模市町村における⼦ども虐待予防活動︓⼤分県中津市における取り組み．I︓⺟
⼦保健・医療編、II︓児童福祉 ⼦育て⽀援課・児童家庭⽀援センター編．⼦ども虐待医学︓2017︓
１︓21-31．注︓鈴⽊の⽂献３に参考資料として掲載あり。

熊本県

4. 井上登⽣︓市区町村の⽀援業務のあり⽅について．厚⽣労働省︓第３回市区町村の⽀援業務のあり⽅
に関する検討ワーキンググループ︓資料３構成員提出資料．Pp.7〜13，2016
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/img-X21211238.pdf

5. 井上登⽣．ゼロ歳児からの⼦ども虐待予防．⼩児科臨床︓69︓2755〜2759，2016
6. 井上登⽣．児童虐待防⽌に向けて、⾃治体現場に⾜りなかったもの．鈴⽊秀洋編︓⼦を、親を、児童
虐待から救う︔先達32⼈ 現場の知恵． 公職研，2019
7. 井上登⽣．虐待を防⽌する地域づくりと医療の役割（⼦ども家庭総合⽀援拠点・要対協・⺟⼦保健含
む）．⼩児科臨床︓72︓投稿中，2019

7

8

熊本県⾏政区域図

熊本県の市町村図
と
児童相談所の管轄地区

③

熊本県の２次医療圏
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

➀

➁

14市23町８村
（計45）

名 称

熊本県地域医療再⽣計画
平成26年２⽉改訂版より

電話番号

➀ 熊本県中央児童相談所 096-381-4451
➁ 熊本県八代児童相談所 0965-33-3247
③ 熊本市児童相談所
096-366-8181

9

熊本
宇城
有明
⿅本
菊池
阿蘇
上益城
⼋代
芦北
球磨
天草

04
05

03

06

01
02

07

08
11
09

10

10

熊本県⾏政区域図

14市23町８村
（計45）

⾏政の区割りごとの
⼦育て世代包括⽀援センター
⼦ども家庭相談総合⽀援拠点
市町村各部署のあり⽅

熊本県教育事務所⼀覧

熊本県14市について
事前調査へのご協力、ありがとうございました！！

11

12
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令和元年5月1日現在

熊本県内１４市
市名

13

人口

児童
人口

支援
拠点
類型

熊本市

740,822

八代市

127,472 19,916 小C

子育て世代包括支援センター 子ども家庭相談支援拠点
設置年月
予定年月

あり・なし

なし

R2.4.1

なし

あり・なし

保健部局

児童福祉部局

教育委員会部局

①母子保健主管課

②子ども・子育て主管課

③児童虐待防止主管課

④障害福祉主管課

⑤学校教育主管課

単独・合同

単独・合同

単独・合同

単独・合同

単独・合同

単独

単独

単独

単独

単独

単独

合同：②③④

合同：②③④

合同：②③④

単独

R2.4.1

合同①③

単独

単独

単独

設置年月
予定年月

大
R4.4.1

人吉市

33,880

4,943 小A

あり

H29.4.1

なし

荒尾市

53,407

8,141 小A

なし

R2.4.1

なし

水俣市

25,411

3,414 小A

なし

Ｒ3.4

なし

Ｒ3.4

単独

合同：①②③

玉名市

66,782 10,719 小B

あり

H29.10.1

なし

R2.4.1

単独

合同②③

天草市

82,739 11,054 小B

なし

R2.4

なし

R2.4

単独

単独

山鹿市

52,264

なし

令和2年予定

なし

未定

単独

単独

合同④

単独

合同②③

合同②③

単独

単独

単独

合同：②③

合同

合同：福祉政策，生活保護，復興支援と

単独

合同②③④

合同②③④

合同②③④

単独

単独

単独

7,956 小Ａ

菊池市

48,167

7,714 小A

あり

H31年4月

なし

宇土市

37,026

6,633 小A

あり

令和２年４月

あり

R2.4

上天草市

27,006

3,380 小A

なし

R3年3月31日

なし

R5.3.31

単独

宇城市

59,756

9,173 小B

あり

H31.4

あり

H31.4

単独

阿蘇市

26,153

3,938 小A

なし

R2.4.1

合志市

62,459 13,569 小B

なし

なし
あり

H30.4.2

単独
合同②③

合同（子育て支援課 合同（子育て支援課

単独

単独

単独

単独

合同③

単独

合同：②③④

合同：②③④

合同：②③④

単独

単独

単独

単独

単独

単独

14

市区町村における児童等に対する必要な⽀援を⾏う体制の関係整理（イメージ図）
低

⼦育て世代包括⽀援センター（⺟⼦健康包括⽀援センター）
○妊娠期から⼦育て期にわたる総合的相談や⽀援を実施
・妊産婦等の⽀援に必要な実情の把握 ・妊娠・出産・育児に関する相談に応じ、必要な情報提供・助⾔・保健指導
・関係機関との連絡調整
・⽀援プランの策定
同⼀の主担当機関が、２つの機能を担い⼀体的に⽀援を実施

※ただし、⼤規模市部等では、それぞれ別の主担当機関が機能を担い、適切に情報
を共有しながら、⼦どもの発達段階や家庭の状況等に応じて⽀援を継続して実施

○関係機関が情報を共有し、連携して対応
保健機関

医療機関

市区 町村

地域⼦育て⽀援拠点・児童館

リ
ス
ク
の
程
度

市区町村⼦ども家庭総合⽀援拠点

要保護児童対策調整機関

○その他の必要な⽀援
・⼀時保護⼜は措置解除後の児童等が安定した⽣活を継続していくための⽀援 他

・責任をもって対応すべき
⽀援機関を選定
→主担当機関が中⼼となっ
て⽀援⽅針・計画を作成
・⽀援の進⾏状況確認等を
管理・評価
・関係機関間の調整、協⼒
要請 等

都道府県

⾥親

児童相談所（⼀時保護所）

⾼

熊本県31町村について

⺠間団体

⺠⽣児童委員

○相談、養育環境等の調査、専⾨診断等（児童や家族への援助⽅針の検討・決定）
○⼀時保護、措置（⾥親委託、施設⼊所、在宅指導等）
○市区町村援助（市区町村相互間の連絡調整、情報提供等必要な援助）
等

⼦育て世代包括⽀援センター
⼦ども家庭相談総合⽀援拠点
市町村各部署のあり⽅

保育所・幼稚園
学校・教育委員会

利⽤者⽀援機関

○⼦ども家庭⽀援全般に係る業務
・実施主体は市区町村
（業務の⼀部委託可）
・実情の把握、情報の提供、相談等への対応、総合調整
・複数の市区町村に
○要⽀援児童及び要保護児童等への⽀援業務
よる共同設置可
・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、児童相談所の指導措置委託を受けて市区町村が⾏う指導
○関係機関との連絡調整
⽀援拠点が調整機関の主担当機関を担うことで、⽀援の⼀体性、連続性を確保
し、児童相談所との円滑な連携・協働の体制を推進

役割分担・連携を図りつつ、常に協働して⽀援を実施

⾏政の区割りごとの

要保護児童対策地域協議会

乳児院
児童養護施設

児童相談所
弁護⼠会

児童⼼理治療施設
警察

※⼦育て世代包括⽀援センターや市区町村⼦ども家庭総合⽀援拠点の設置に当たっては、同⼀機関が２つの機能を担うなどの設置⽅法を含め、各市区町村の⺟⼦保健及び⼦ども家庭相談の体制や実情に応じて検討すること。

15

16

熊本県まち・ひと・しごと創⽣総合戦略
やっぱり、
地域で⽣活される
家族へのケアとして
とらえるべきだよな︕

⼈⼝ビジョン
↓

ダブル
我が事・丸ごと
（地域共⽣社会） ケア
↓
全世代型地域共⽣社会

など......

17
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単独

球磨圏域

熊本県の２次医療圏

① ⼈吉総合病院

例︓児童発達⽀援事業所
①発達⽀援ルームLSJ KUMA（湯前町）
②ゆうくらぶ（錦町）
③わくワーク広場 おーぶ （あさぎり町）
④児童発達⽀援事業所こどもサポート
センターぴゅーぱ（多良⽊町）
等々

⼈吉市（出⽣数︓237⼈）・球磨郡（出⽣数︓348⼈）

人吉市（出生数：237人）・球磨郡（出生数：348人）

子育て世代包括支援センター

郡

町村名

球磨

19

人口

児童
人口

出生
数

支援
拠点
類型

あり・なし

設置年月
年月

保健部局

子ども家庭相談支援拠点

予定

あり・なし

設置年月
定年月

児童福祉部局

教育委員会部局

①母子保健主管課

②子ども・子育て主管課

③児童虐待防止主管課

④障害福祉主管課

⑤学校教育主管課

単独・合同

単独・合同

単独・合同

単独・合同

単独・合同

予

錦町

10,766

1,936

88

小A

あり

2020年4⽉

あり

2022年4⽉

合同①③

あさぎり町

15,523

2,515

105

小A

なし

未定

なし

未定

単独

合同：②③④

合同：相談窓⼝
主管課と

単独

多良木町

9,791

1,426

47

小A

なし

あり

H30.4

単独

単独

単独

単独

単独

湯前町

3,985

493

15

小A

なし

(検討中)

なし

(検討中)

合同

合同

合同

合同

合同

水上村

2,232

339

18

小A

なし

本年度予定

なし

相良村

4,468

634

28

小A

なし

令和２年度予定

なし

五木村

1,055

109

7

小A

なし

令和２年度

なし

山江村

3,422

682

27

小A

なし

球磨村

3,698

473

13

小A

なし

未定

なし

人吉市

33,880

4,943

237

小A

あり

H29.4.1

なし

単独

①②③④ 合同

未定

なし
未定

合同

合同

合同

合同

合同

単独

合同

合同

合同

合同

単独

合同：①②③④

合同：①②③④

合同：①②③④

合同：①②③④

単独

単独

②〜④合同

②〜④合同

②〜④合同

単独

単独

合同：②③④

合同：②③④

合同：②③④

単独

20

市区町村⼦ども家庭総合⽀援拠点

本⽇の研修内容課題

全⼈⼝
乳児

幼児

少年

佐賀市

234,342

1,927

12,098

24,346

38,371

中規模

唐津市

119,208

980

6,191

13,133

20,304

⼩規模Ｃ型

⿃栖市

（１）佐賀県の現状

74,137

（３）⼦育て世代包括⽀援センターとの役割分担

21

4,306

9,138

14,131

類型

⼩規模Ｂ型

18,880

110

789

1,830

2,729

⼩規模Ａ型

伊万⾥市

53,955

452

2,986

5,928

9,366

⼩規模Ｂ型

48,261

409

2,466

5,244

8,119

⼩規模Ａ型

⿅島市

28,561

230

1,518

3,116

4,864

⼩規模Ａ型

⼩城市

43,717

382

2,382

4,981

7,745

⼩規模Ａ型

嬉野市

26,349

181

1,260

2,616

4,057

⼩規模Ａ型

神埼市

31,306

225

1,472

3,346

5,043

⼩規模Ａ型

155

吉野ヶ⾥町

16,338

基⼭町

17,371

136

831

1,663

2,630

⼩規模Ａ型

上峰町

9,364

98

537

1,149

1,784

⼩規模Ａ型

931

1,875

2,961

⼩規模Ａ型

みやき町

25,229

224

1,243

2,348

3,815

⽞海町

5,518

27

239

612

878

⼩規模Ａ型

有⽥町

19,563

124

961

2,122

3,207

⼩規模Ａ型

⼤町町

（４）⼩規模⾃治体における設置促進策

687

児童計

多久市
武雄市

（２）⼦ども家庭総合⽀援拠点の概要
（役割、必要性など）

児童

市町別年齢別⼈⼝（平成30年10⽉1⽇現在）

市町名

⼩規模Ａ型

6,397

33

264

560

857

⼩規模Ａ型

江北町

9,519

100

549

1,006

1,655

⼩規模Ａ型

⽩⽯町

22,802

136

961

2,287

3,384

⼩規模Ａ型

太良町

8,293

61

302

862

1,225

⼩規模Ａ型

22

佐賀県⼈⼝移動調査（県統計分析課）より

21

22

⼦育て世代包括⽀援センター

⼦ども家庭総合⽀援拠点の設置検討状況について
未検討の理由
①現在の体制（要対協）がしっかりしているので、必要性を感じていない
→拠点として求められている仕事はやれているので、新たに⼈を配置してまで取り組む必要性を感じない
→⼩規模⾃治体の場合、対応件数もあまり多くないので、⾃前でそこまでの体制を整える必要性を感じない
②努⼒義務であることから、庁内でも⼈事・財政部署に対して必要性を強く主張出来ない
→1/2の補助が出るにしても、持ち出し分の捻出が難しい
→職員の新規採⽤もなく、どの部署も最⼩限の⼈数で業務に取り組んでいる中、⼈事部署の理解が得られない
③拠点の開設条件（開所時間、兼務等の条件）をクリアするのが難しい
④庁内での議論が全く⾏われていない

課 題
①専⾨職の確保が難しい（保健師、社会福祉⼠等）※募集を出しても集まらない
②それぞれの職員が多くの業務を抱えており、拠点との兼務など考えられない
③⽀援員、専⾨員の経験不⾜
④先⾏して設置されている、⼦育て世代包括⽀援センターとの役割の整理が必要
２０１９年４⽉現在【１４市町１７か所】

➄新たに配置する職員が座るスペースがない

23

23

24
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24

1.社会的養育の体制整備の基本的考え⽅及び全体像
(1)計画策定の趣旨

3.市町の⼦ども家庭⽀援体制の構築等に向けた取組

○ 平成 28 年(2016 年)の改正児童福祉法にて、制定時から⾒直されてこなかった理 念規定が
改正、⼦どもが権利の主体であるとされた。

(1)市町の相談⽀援体制等の整備に向けた都道府県の⽀援・取組

○ 国・地⽅公共団体においては、⼦どもが家庭において健やかに養育されるよう保護 者を⽀
援することを原則としたうえで、それが困難な場合は、「家庭における養育環境 と同様の養
育環境」である⾥親等への委託を進める家庭養育優先原則が明記された。

○ 在宅で⽣活している⼦どもや家庭への⽀援については、地域の変化、家族の変化により、
社会による家庭への養育⽀援の構築が求められている。

○ これら⾥親等での養育が適当でない場合には、「できる限り良好な家庭的環境」、すなわ
ち⼩規模かつ地域分散化された施設で養育されるよう必要な措置を講ずることとされ、施設
の⼩規模かつ地域分散化に向けた⽅向性が明確に⽰されたところ。
○ また、こうした改正児童福祉法の理念等を具現化するため、平成 29 年(2017 年)8 ⽉、国に
おいて「新しい社会的養育ビジョン」が取りまとめられ、家庭養育優先原則 の実現に向けた
⾥親等委託率の⽬標等が⽰された。
○ 各都道府県においては、平成 23 年(2011 年)7 ⽉に国から⽰された「社会的養護の課題と将
来像」に基づいて策定した都道府県計画を⾒直し、新たに「都道府県社会的 養育推進計画」
を作成することが求められている。
○ このことから、佐賀県においても⼦どもの最善の利益の実現に向け、これらの⾒直 し対象
となる項⽬を⼀体的かつ全体的な視点を持って進めていく必要があることから、 平成 27 年 3
⽉に策定した「佐賀県家庭的養護推進計画」を⾒直し、今回、「佐賀県社会的養育推進計
画」を策定する。

○ ⾝近な市町における取組は、予防や早期対応という観点からも重要である。
○ 市町においては、⼦どもの権利、ニーズを優先し、家庭のニーズも考慮してすべて の⼦ど
もと家庭を⽀援するため、⼦育て世代包括⽀援センターや市町⼦ども家庭総合 ⽀援拠点の普
及を図るなど、この⾝近な市町におけるソーシャルワーク体制の構築と⽀援メニューの充実
を図ることが求められている。
○ また、貧困やひとり親家庭の増加や特定妊婦の増加、DV被害者の増加などから、
代替養育に準ずる形として、⺟⼦や⽗⼦で⼊所できる施設体系も求められており、乳児院や
⺟⼦⽣活⽀援施設、他の法⼈が担うこともできるような体系を構築する必要が ある。

25

26

3.市町の⼦ども家庭⽀援体制の構築等に向けた取組
(1)市町の相談⽀援体制等の整備に向けた都道府県の⽀援・取組
【対策】
○ 市町⼦育て世代包括⽀援センター及び市町⼦ども家庭総合⽀援拠点の設置について
は、市町に対して専⾨的助⾔を⾏う仕組みを構築し、必要に応じて専⾨的⼈材育成の
ための研修の実施等に取り組むなどの⽀援体制について検討を⾏う。
○ また、各市町の求めに応じて、各市町の職員を児童相談所で受け⼊れ、実地研修を
⾏うなどの⼈材育成の在り⽅について検討を⾏う。
○ 国の財政⽀援策の動向を注視し、適切な活⽤の助⾔や必要に応じて国に対して要望
活動を⾏う。
○ 地域⼦ども・⼦育て⽀援事業の更なる充実を図るため、引き続き市町を⽀援する。
○ 市町を中⼼として関係機関が連携できるよう、市町に対して専⾨的助⾔を⾏う仕組 みや要
保護児童対策地域協議会が効果的に機能できるよう⽀援する。
○ ⺟⼦⽣活⽀援施設の在り⽅に関しては、現在、国において整理中であることから、 提⽰さ
れた在り⽅を踏まえた機能転換等を図られるよう必要な⽀援を⾏う。
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千葉県南房総市 教育委員会子ども教育課主査

鈴木 智

１

用 務

子ども家庭総合支援拠点設置促進アドバイザー派遣業務

２

派遣先

茨城県神栖市こども福祉課（茨城県神栖市保健・福祉会館）

３

期 日

令和元年１０月１９日(金) 午後零時４５分から午後３時５０分

４

概 要

同市では令和２年４月の設置を目指しており、担当する係長と主事の２名に対して助言した。現在
進めている内容が設置に向け的確であるか迷いを感じているとのことであった。主な助言事項は次
のとおり。
①支援拠点設置の目的を見失わない。行政のための拠点ではなく、市民のための拠点をつくりあげ
る。
②現在の家庭相談室の体制で最低限の条件は既に満たしている。
③市の組織や子どもの問題、地域の支援資源等を踏まえ、神栖市ならではのしくみをつくることに
注力する。
④現有スタッフ８名による協議を重視する。
５

感 想

担当者は、進めている準備が適切であるかとても不安に感じていた。今回の派遣で、具体的に確認
できたことにより安心したと繰り返し話していた。
設置運営要綱（厚労省）やスタートアップマニュアル（調査研究事業）に記載されているものの、
それだけでは確信をもって進められないことを実感した。拠点設置が進まない一つの背景ではない
かと思われる。本来、県の担当課が対応すべき部分でもある。

東京都大田区 子ども家庭部子育て支援課

児童相談所開設準備担当係長 小島美樹

静岡県主催研修の講師を依頼されました。
対象＝区市町村職員と保健師
テーマ＝「児童相談所、地域との連携について」(研修形態は 2 部構成)
複数の座学研修の後、グループワークの形式で開催されました。私の講義では、個々のスキルア
ップと同様に連携を「感覚ではなく技術」としてとらえる視点から、自区の実践事例を聞いていた
だきました。後半のワークでは、もう少しで展開が見えそうな討議をするグループも見受けられま
した。研修構成の工夫によるところも大きく、活気のある討議の様子でした。反面「新しいことは
無理」という固定観念も多く聞かれ、日常の不満に取りつかれている職員も山積し、これは「全国
共通」と感じるところです。自区も同様ですが、困難な職場ほど組織と職務の関係を俯瞰して評価
する力は弱体化するようです。職員のモチベーションが下げないためにも、管理側は日ごろから職
員の職層に応じて総合的な課題を与え、自ら既存の組織を見直す視点や力を養うための機会や、意
識づけのアプローチが必要となります。研修はその一つの方法ですが、今回のように組織の構築過
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程を職員が可視化できる形式はとても良かったと思います。また、今後は管理者向けや実務者向
け、構成員では混合やセクション別と、いくつかの意図的な構成で現在の組織構造を確認し、自治
体の強みを見つけることろから初めてもよいと思います。本研修は、心理職員が研修担を当担って
いた点で、すでに他にはない強みを充分に発揮しておられました。スタートアップマニュアルで
は、組織づくりと現場の動きが一体となっていますが、小さな区市に向けては、縦割り、横割りな
ど、様々な切り口から実践的な研修を展開し、年間計画の中でシリーズ化してもよいのではないか
と感じました。静岡県様に期待を込めて、コメントとさせていただきました。

宮城県涌谷町 福祉課子育て支援室主任（保健師）

木村 朱

他市区町村との情報交換や、問い合わせや質問を受けて感じていることは、自治体によって悩み
が異なることです。人口規模や職員配置、組織の体制、または支援拠点設置の意義の認識度等によ
って、困っていることや悩んでいることは全く異なり、その対応策も状況に応じて検討する必要が
あり、画一的なアドバイスでは具体的な解決が難しいと思われます。
しかし、まずは、要綱やガイドラインで支援拠点設置の目的を確認し、それぞれの自治体の現状
を照合して、何が課題で何が必要かを協議、検討することが重要ではないかと感じます。中には、
設置はしたものの運営方法で悩んでいる自治体もありますが、運営しながら、自治体における支援
拠点の目的や意義を再検討し、自治体なりの支援拠点づくりを進めていけるといいのではないかと
感じます。当町でも、支援拠点を運営する中で様々な課題に遭遇し、その都度検討しながら、当町
なりに対応しています。
そのためには、支援拠点について検討できる複数の職員(仲間)が必要です。支援拠点を理解し、
その必要性を認識している職員間で話し合い、その自治体なりの設置と運営に向けて進められるこ
とが望まれます。そして個人的な見解になりますが、支援拠点は成長・発展し続けるもので、完成
形はないと思っています。
アドバイザーとしては、基本的な支援拠点の必要性理解を広げるための普及啓発と、個別的な相
談に応じていくことが重要と感じておりますが、皆さんと悩みを共有しながら、お互いに何か少し
でもプラスとなるようなやり取りができるといいと感じております。

大分県中津市 子育て支援課主幹

竹下

将人

中津市には地方自治体から視察や県主催の市町村対象の講演への依頼がありました。その際、そ
れぞれの自治体が、支援拠点でどのような相談支援体制づくりが保護者にとって必要なのか苦慮さ
れている様子でした。
その時、地域の社会資源との連携の重要性を話させていただきますが、医療機関、社会的養育の
関係機関等と最初の関係づくりが難しいとのご意見がありました。幸いにも中津市では児童福祉に
対し真摯に対応される方々が多数おられ、連携体制が構築されていていますが、今後、市町村と地
域との連携が出来る体制づくりが、支援拠点を充実するため必要と考えます。
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また、それぞれの市町村の強みを生かした支援体制づくりが必要と考えます。中津市では子育て
支援課に保健師を２名配置し、母子保健担当課の保健師と連携し就学前児童や保護者に対して重篤
度に応じ役割分担を行い家庭へアプローチ、保護者支援を行います。また就学後児童の場合でも児
童や保護者の過去の状況が把握でき、支援に生かされます。このように市町村の児相福祉、母子保
健、教育委員会の組織体制は、市町村の規模や考え方で担当部署や連携の在り方も千差万別です。
それぞれの市町村の強み（連携がうまく出来ているところ）を生かした家族支援が支援拠点の充実
と考えます。
児童虐待未然防止のため、児童相談所の機能強化と同様に、在宅家庭への相談支援体制の充実が
必要不可欠ですので今後とも市町村子ども家庭支援拠点の普及を進めていきたいと存じます。
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Ⅵ

終わりに

目黒区、野田市、札幌市、出水市と児童虐待にかかる死亡事例が続き、その後も虐待事案
の報道を見ない日はないといっても過言ではない。
もとより家庭の事情は外部からは分からないことだらけである。支援拠点に求められて
いるのは、家庭を姿・真の姿を客観的かつ徹底的に明らかにすることが目的ではない。子ど
もを守るために、わからないもの抱えたまま、相談対応とソーシャルワークを続けていくし
かない（2020 年 3 月 19 日千葉地裁において、野田事件における父に対する懲役 16 年の判
決が下された。）。刑事司法とは異なる観点からの専門性を少しでも個々人及び組織全体で
向上させていく組織づくりと、地域・まちづくりを行っていかなければならない。
そのための大きな挑戦が市区町村子ども家庭総合支援拠点という試みだといえる。
平成 29 年度、平成 30 年度に続き、今回はより多くの自治体現場の取組例を収集した。
必ずしも先進自治体という枠組みでの紹介ではない。従前から体制を充実させてきて拠点
としての宣言も従前どおりでかわりないという自治体もあれば、未だ拠点と名乗ってよい
のか不安であるとの自治体もある。県と協働の下でじっくり時間をかけて拠点作りを行っ
てきた自治体もある。母子保健部門や教育員会との協働・連携に悩んでいる自治体もある。
こうした生の現状をより多く紹介するのが今回の報告書である。この報告書を参考に、地域
にあった支援拠点を作り、バージョンアップしていっていただきたい。
支援拠点設置は到達点ではなくて、地域の子どもと保護者を守っていくための出発点で
ある。この研究に関わった研究者も設置自治体の担当者もアドバイザーとして皆さんの自
治体に出向く制度も継続しているので利用していただきたい。また、拠点の説明・解説につ
いてスタートアップマニュアルを基に、ビデオを作成したので、その配信もホームページで
発信中である。直接講演会・研修会等でお話できない自治体担当者の方々に積極的に利用し
ていただきたい。そして周知してほしい。是非フィードバックも頂きたい。
この報告書を作成するにあたり、多くの自治体職員の方の貴重なお時間をいただき、また
何度もヒアリングにお付き合いいただき、報告書作成に労力を割いてくださったことに感
謝をいたします。
この報告書及び平成 30 年度作成のスタートアップマニュアルが皆さんの業務の一助にな
ることを願っています。
※スタートアップマニュアルの解説動画を鈴木秀洋研究室でアップ中です（随時追加）
スタートアップマニュアルの追補情報も鈴木秀洋研究室で追加してアップしていきます。
https://suzukihidehiro.com/
ご参照・ご利用ください（ご意見・ご感想も募集しております。
）
どこかで直接お会いできることを楽しみにしております。
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Ⅶ

調査研究報告概要（サマリー）

【タイトル】「子ども家庭総合支援拠点設置促進に関する調査研究」
【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）

1．【目的・内容】平成 28 年改正児童福祉法が目指した①身近な自治体による母子保健と児童福祉の
一体型の切れ目ない相談支援と②要対協ネットワークを活用したソーシャルワーク機能、その司令塔
として面で子どもと家庭を支える支援拠点の制度設計の現状を分析する観点から立ち上げ事例集を作
成し、更なる設置促進を図るための有効策を探ることを目的とする。
2．【研究手法】2019 年 4 月現在設置の 283 自治体全部にアンケート調査 (回収率 47.7％。135 自
治体）及び都道府県の取組アンケート調査（回収率 69.8％）を行い、更に現地・電話ヒアリング調
査を重ねた。29 年調査、30 年調査も踏まえ、可能な限り地域・人口規模が異なる多様な拠点にヒ
アリングを行った。更に設置自治体と協力し意見交換会（2 回）も実施。
3．【調査結果の分析・考察（成果プロセス）】上記を踏まえて、①都道府県事例集・市区町村事例
集を策定した（多様な形を収めた）。都道府県と市区町村との関係性に注目した分析。また設置過
程を時系列で辿り比較できる形で考察（101 市区町村・30 都府県）。②都道府県の積極的な働きか
けの工夫（外部アドバイザーの利用、スタートアップマニュアルの活用、次段階としての地域別・
規模別のワークショップ）や回数を重ねている地域は着実に設置が増加していること、設置自治体
のメリットとしては、設置宣言をすることでの相談増加等の好循環、個別対応力の向上、要綱等整
備による継続性等が挙げられた、③支援拠点設置の難しさは制度設計の側面と相談機能の向上とい
う 2 側面が求められるところにあり、自治体全体での取組みが求められること、④小規模自治体で
は広域共同設置に消極的であり、今後県のみでなく県内の先行設置自治体の力を借りて設置するな
ど、時期や支援度合いのグラデーション支援が求められること、こうした分析考察を行った。
4．【研究成果（設置に有効な取組）】設置自治体からは、（1）スタートアップマニュアル、（2）ア
ドバイザー制度、この両者の活用の有効性への言及が多かった（報告書記載）。（3）その他有効な
取組としては、①都道府県が呼び掛けて地域内全体への説明・地域別研修・個別の意見交換等を繰り
返したこと（他自治体との意見交換含む）、②市区町村が自らの自治体（組織）の資源・強み等含め
た「自治体アセスメント」をすること、関連してこのアセスメントの過程によりその後の支援拠点の
運用改善をもたらしたこと、③児童相談所市町村支援担当が市町村の個別の質問・課題・悩み等に応
え働きかけたこと、④児童相談所職員（OB 含む）や分野ごとの外部のスーパーバイザー等が市区町
村の要対協に参加し、ケース支援等を行ったこと、⑤人事・企画部局に拠点を理解してもらったこ
と、拠点理解者を自治体内に増やしたこと、⑥子ども家庭支援員を増加させるための県の任用前研修
等利用、都道府県の補助金等を利用したこと、⑦小規模自治体が一定の圏域での結び付きを模索中で
あること。（4）更なる工夫として、①スタートアップマニュアルの解説動画配信、②同マニュアル
の説明追記のＨＰ公開、③効果的な要対協の運営のためのガイドライン提示など、周知啓発チャンネ
ルの多様化を図った。支援援拠点は出発点に過ぎず、子どもと家庭を守るための制度設計であり、常
に取組のバージョンアップが必要である。本報告書自体が全市区町村支援のための教科書となってい
る。
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第５． 「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱
第６． 「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置状況（2019 年 4 月）
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第１．アンケート掲載自治体規模別一覧

第１．アンケート掲載自治体規模別一覧

小規模 A

北海道安平町,青森県三沢市,岩手県遠野市,宮城県涌谷町,宮城県大和町,山形県飯
豊町,山形県庄内町,山形県上山市,福島県小野町,茨城県境町,栃木県矢板市,群馬
県みどり市,群馬県富岡市,千葉県南房総市,神奈川県葉山町,富山県滑川市, 岐阜
県白川町,岐阜県北方町,大阪府能勢町,大阪府熊取町,大阪府河南町,奈良県三宅
町,奈良県葛城市,奈良県桜井市,和歌山県有田川町,鳥取県倉吉市,島根県邑南町,
岡山県備前市,香川県善通寺市,香川県さぬき市,愛媛県伊予市,高知県香南市,高知
県いの町,熊本県玉東町,宮崎県串間市

小規模 B

茨城県筑西市,長野県伊那市,大阪府池田市,大阪府藤井寺市,大阪府摂津地,岡山県
津山市,岡山県総社市,福岡県小郡市,福岡県宗像市,大分県中津市

小規模 C

宮城県大崎市,東京都立川市,神奈川県相模原市,神奈川県海老名市,静岡県焼津市,
静岡県藤枝市,静岡県磐田市,大阪府門真市,兵庫県三田市,山口県岩国市,香川県丸
亀市,沖縄県宜野湾市

中規模

岩手県盛岡市,秋田県秋田市,福島県郡山市,茨城県水戸市,千葉県松戸市,千葉県柏
市,東京都文京区,東京都葛飾区,神奈川県相模原市,神奈川県厚木市,新潟県上越
市,富山県富山市,山梨県甲府市,大阪府寝屋川市,兵庫県明石市,鳥取県鳥取市,島
根県松江市,広島県東広島市,香川県高松市,沖縄県那覇市

大規模

栃木県宇都宮市,千葉県船橋市,東京都大田区,兵庫県姫路市,岡山県倉敷市,愛媛県
松山市,福岡県北九州市

【参考】
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第２．支援拠点に関わる研究活動一覧

２．支援拠点に関わる研究活動（調査・ヒアリング・研修・意見交換会等）一覧
2019 年
5月 7日

千葉県研修会 「虐待防止と子ども家庭総合支援拠点について」

5 月 28 日

岡山県研修会 「子ども家庭総合支援拠点スタートアップ研修会」

7月 9日

新宿区子ども総合センター講演 「困難な保護者(威圧、恫喝、暴力等)への対応につ
いて」

7 月 17 日

国立市研修会 「地域で防ぐ児童虐待～要保護児童対策地域協議会の機能について」

7 月 23 日

長野県講演 「市町村子ども・家庭総合支援拠点設置に向けての講演会」

7 月 31 日

三重県研修会

「子ども家庭総合支援拠点の開設に向けて～スタートアップ研修会

～」
8月 5日

山梨県研修会 「児童福祉司等及び要保護児童対策調整機関の調整担当者研修」

8 月 6～7 日

広島県研修会 「子ども家庭総合支援拠点の設置促進に向けた研修会」

8月 9日

奈良県研修会 「市町村子ども家庭総合支援拠点設置推進研修」

8 月 28 日

大阪府能勢町 ヒアリング調査

9月4日

熊本県玉東町 ヒアリング調査

9月5日

福岡県北九州市 ヒアリング調査

10 月 7 日

新潟県上越市 ヒアリング調査

10 月 21 日

滋賀県研修会 「子ども家庭総合支援拠点の立ち上げについて」
「子育て世代包括支
援センター等関係機関との連携について」

10 月 21 日

河内長野市研修会

「市区町村子ども家庭総合支援拠点の立ち上げと整備に関する

アドバイス」
10 月 28 日

福島市技術的指導、トップセミナー、講演会「子どもの命を守るしくみ～子ども家庭
総合支援拠点」

11 月 1 日

和歌山県市町村児童福祉担当職員研修

「市町村が行う児童家庭支援とは何か～子

ども家庭総合支援拠点の役割と設置に向けた取組について～」
11 月 8 日

おきなわＣＡＰセンター研修会 「要保護児童対策調整機関専門職研修」

11 月 11 日

南相馬市研修会 「子ども家庭総合支援拠点の設置促進に向けた助言・指導」

11 月 11 日

田村市研修会「子ども家庭総合支援拠点の設置に向けたアドバイス」

11 月 16～17 日

子どもの虐待防止推進全国フォーラム in とっとり 第 4 分科会コーディネーター
「地域支援（拠点と他機関連携）～子どもを守るしくみづくり～」

11 月 25 日

福島市技術的指導「子ども家庭総合支援拠点体制整備に向けた技術的指導」

11 月 26 日

全国子ども家庭総合支援拠点会議（参加自治体：遠野市、筑西市、宇都宮市、立川市、
昭島市、葉山町、長野県、箕輪町、桜井市、倉敷市、埼玉県）

12 月 21～22 日

虐待防止学会ひょうご大会
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2020 年
1 月 15 日

東京都子ども家庭支援センター職員研修

「子供家庭支援センターにおける組織運

営、マネジメント」
1 月 21 日

静岡県研修会 「子ども家庭総合支援拠点設置促進のための研修会」

1 月 22 日

山梨県児童福祉士スキルアップ研修

1 月 29 日

宮城県研修会 「子ども虐待対策連絡協議会研修会」

1 月 31 日

奈良県研修会 「子ども家庭総合支援拠点設置に向けた研修会・アドバンス編」

2月7日

世田谷区虐待予防基礎講座「児童虐待予防としての危機管理」

2 月 10 日

松戸市研修会

「児童虐待防止対策の現状と課題～子ども家庭総合支援拠点の役割

～」
2 月 14 日

野田市研修会 「ＤＶ・児童虐待防止研修～連携の在り方を考える～」

2 月 20 日

野田市研修会 「ＤＶ・児童虐待防止研修～連携の在り方を考える～」

2 月 25 日

マニュアル改訂検討会議（参加自治体：静岡県、涌谷町、南房総市、大田区、中津市、
能勢町、広島県、福島県、藤枝市、奈良県）

2 月 26 日

大阪府市町村児童福祉主管課長及び母子保健主管課長会議

3月5日

田村市研修会 「子ども家庭総合支援拠点の設置に向けたアドバイス」
（中止）

3月5日

福島県市町村子ども家庭相談支援講習会

「市区町村子ども家庭総合支援拠点につ

いて」
（中止）
3 月 16 日

富津市研修会「要対協の構成機関の役割について」
（中止）

＜委員活動＞
〇野田市児童虐待事件再発防止合同委員会委員
【検証報告書】
https://www.city.noda.chiba.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/025/003/houkokusyo.pdf

〇札幌市子ども・子育て会議児童福祉部会検証ＷＧ委員
【検証報告書】
https://www.city.sapporo.jp/kodomo/jisedai/kosodatekaigi/jidofukushi/documents/houkokusyo-r2-00.pdf
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第３．アンケート表

令和元年度厚生労働省子ども・子育て支援推進調査研究事業
「子ども家庭総合支援拠点の設置促進に関する調査研究」 ヒアリング調査（報告書掲載予定）
＜拠点設置の効果測定(設置前と設置後)＞
研究代表 日本大学危機管理学部
准教授 鈴木秀洋

※以下の項目１～4 のご回答をお願いいたします。

１．自治体の概要
①県内地図（県内の市等の位置）

②面積：
③人口：
④児童数：

（
（

年

月現在）
年

月現在）

⑤類型（小規模等）
：
２．自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け）
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第３．アンケート表

３．支援拠点としての説明（特徴・機能）

【開設年月：

年

月】

（1） 特徴
ア 養護相談等に係る相談件数の推移（3 年分）(※児童虐待の件数も明記)

〔マニュアル P.12 参照〕

イ 児童虐待対応として工夫している事項

拠点としての 4 業務（①実状の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機
関との連携）遂行上の特徴

（2）開設前の取組と現状の取組について
①子育て世代包括支援センター(母子部門)との連携

〔マニュアル P.6～7 参照〕

※子育て世代包括支援センター未設置自治体であれば母子部門（所属明記）との連携
開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

⇒

②児童相談所との連携

〔マニュアル P.9 参照〕

開設前の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

⇒
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③要保護児童対策地域協議会の活用

〔マニュアル P.8 参照〕

開設時の取組

⇒

2019 年現在の取組・特徴

⇒

④人員配置

〔マニュアル P.4、25～27 参照〕
開設時の取組

⇒

子ども家庭支援員： 名（内非常勤 名）
心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

2019 年現在の取組・特徴

子ども家庭支援員： 名（内非常勤 名）
⇒

心理担当支援員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

虐待対応専門員： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

その他事務職員等： 名（内非常勤 名）

（3）相談室、親子交流スペース、事務室等 〔マニュアル P.27 参照〕
・写真
※上記写真を挿入ください。

４．拠点設置の効果及びメリット
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第３．アンケート表

〇〇県
第１：市町村に対する支援拠点設置に向けての説明会・研修等の実施経過及び内容
１．経過（平成 29 年度～令和 2 年 3 月まで）
※自由記載（字・図・写真・表など）

２．県の取組（有効であったと考えているところ）
※自由記載（字・図・写真・表など）

３．県内における支援拠点設置（機能設置）自治体一覧
平成 29 年 4 月現在【
（数）自治体：〇〇市、〇〇市、〇〇市】
平成 30 年 4 月現在【
（数）自治体：〇〇市、〇〇市、〇〇市】
平成 31 年 4 月現在【
（数）自治体：〇〇市、〇〇市、〇〇市】

４．県としてのコメント

512

第３．アンケート表

第２：県内で支援拠点を設置した自治体の紹介
１．〇〇市
【過去】

【現在】

【未来】

開設前の主な課題（制度・

現在までに主に取り組ん

今後の主な展望（具体的に

業務・職員体制・設備等）

できたこと（解決してきた

やっていくこと・課題解決

こと）

後の具体的地域の姿など）

ここに入力してくださ

ここに入力してくださ

ここに入力してくださ

い

い

い

ここに入力してくださ

ここに入力してくださ

ここに入力してくださ

い

い

い

ここに入力してくださ

ここに入力してくださ

ここに入力してくださ

い

い

い
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514
第１

針を検証し、具体の効果的な運営のためのガイドラインを提示（項目）することを目的とする。

それゆえ、本論稿では、こうした法改正経緯との関係で、児童福祉法等の法体系の下で現行の要対協指

ラインが示されてこなかった。

しかし、具体的にどのように活性化・実行化がなされるべきなのかについては、必ずしも十分なガイド

度々指摘され、児童虐待死亡事件のたびに要対協の活性化・実行化が議論された。

こうした法理念は示されたものの自治体における要対協運営の実態は従前と変わっていないことが

きである。

塔」となり要対協関係機関の役割分担と連動を主体的に担っていくことを求めたものであると理解すべ

要対協の基本的な考え方】に関して（要対協指針第 1 章）

【第 2 章

要対協の運営方法等】に関して（要対協指針第 2 章）

え、支援拠点が担うことが求められる4

要対協指針も、「基本的には身近な市区町村が設置主体となる」と定めており、平成 28 年改正を踏ま

１ 要対協の設置主体（要対協指針 2 章１）

第２

を受けること

⑦情報共有化による関係機関の同一認識認識の下での役割分担支援によって支援家庭がよりよい支援

【第 1 章

第５章 守秘義務

第 1 号別添１。以下「要対協指針」という。）の改正が行われた。

この要対協指針の改正は、支援拠点が要対協調整機関を担うこと、すなわち支援拠点がいわゆる「司令

第４章 要保護児童対策調整機関

第３章 要保護児童対策地域協議会の機能

も再構成が必要となり、要保護児童対策地域協議会設置・運営指針（平成 17 年 2 月 25 日付雇児発 0225

第２章 要保護児童対策地域協議会の運営方法等

従前の要保護児童対策地域協議会1（児童福祉法 25 条の 2 第 1 項。以下「要対協」という。）の在り方

第１章 要保護児童対策地域協議会の基本的な考え方

ガイドラインを提示する。

以下要対協指針の第 1 章から第 5 章までの法的構成を踏まえて、必要な解釈、説明、追記をする形で、

針と連動させる文脈の中で、要対協効果的ガイドラインを示すこととしたい。

本論稿では、現行の要対協指針の体系的な章立ての構成3に則り、法体系上市区町村子ども家庭支援指

Ⅳ 要対協効果的ガイドラインで提示すべき内容（指針を充実・追加すべき具体的内容）

と定められている。

市区町村子ども家庭総合支援拠点が、要対協の「連絡調整を行う調整機関を担うことが求められる。」

略

Ⅲ 要対協の効果的な運営のためのガイドラインの位置付けの確認

も一試案としての役割・意義を果たすことを目的とする。

それゆえ、要対協指針を具体化する上記要対協効果的ガイドラインの作成が求められており、本論稿

略

Ⅰ 本論稿における問題提起

詳細な考察説明はそちらを参照されたい。

究』96 巻第 6 号・第 7 号（令和 2 年 6 月号・7 月号）掲載論文より構成・内容等参考のため一部抜粋

※鈴木秀洋「【要保護児童対策地域協議会の再構成－効果的な運営のためのガイドライン試案】『自治研

Ⅴ 総括（終わりに）

第６ 【支援対象児童等への対応上の留意事項】（要対協指針第 6 章）

第５ 【第 5 章 守秘義務】（要対協指針第 5 章）

第４ 【第 4 章 要対協調整機関】（法 25 条の 2 第 5 項、要対協指針第 4 章）

第３ 【第 3 章 要対協の機能】（要対協指針第 3 章）

第２ 【第 2 章 要対協の運営方法等】に関して（要対協指針第 2 章）

を担当する児童福祉司に対し、研修を行う」との内容である。

における体制整備等について的確な支援が行うことができるよう、児童相談所に配置される市町村支援

Ⅳ 要対協効果的ガイドラインで提示すべき内容（指針を充実・追加すべき具体的内容）

第１ 【第 1 章 要対協の基本的な考え方】に関して（要対協指針第 1 章）

れる市町村支援を担当する児童福祉司等の配置を推進する。」及び「・要保護児童対策地域協議会の効果
的な運営ができるよう、ガイドラインを作成する。また、要保護児童対策地域協議会の運営方法や市町村

Ⅲ 要対協の効果的な運営のためのガイドラインの位置付けの確認

当者について、2022 年度までの全市町村配置に向け、支援の拡充を図るとともに、児童相談所に配置さ

Ⅰ 本論稿における問題提起

Ⅱ 要対協の効果的な運営のためのガイドライン策定の必要性

の充実・強化」中、
「・新プランに基づき、要保護児童対策地域協議会の調整機関における常勤の調整担

「3 児童虐待発生時の迅速・的確な対応」、「（3）市町村の体制強化」、「② 要保護児童対策地域協議会

ついて、次のように定める。

について」
（平成 31 年 3 月 19 日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）は、市町村2の体制強化に

平成 28 年児童福祉法改正以後の要対協にかかる国の動きとしては、
「児童虐待防止対策の抜本的強化

Ⅱ 要対協の効果的な運営のためのガイドライン策定の必要性

目次
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【要保護児童対策地域協議会の再構成
－効果的な運営のためのガイドライン試案】

第４．要対協ガイドライン試案

ＤⅤ5防止担当部局、ＤⅤ被害支援団体等の参加促進 [改正法関連]

【第 3 章

要対協の機能】（要対協指針第 3 章）

要対協の三層構造は柔軟に変更する

この点、指針では「①代表者会議、②実務者会議、③個別ケース検討会議の三層構造が想定される。
」
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担当を決めるとの建前をとっているが軽重の判断は難しく、実際は当初受けた機関が事件の終結ま

的概念ではない。その概念の理解と当てはめに現場で労力を費やしている事態は、本末転倒である。
その意味では筆者は誤解を恐れずに言えば不要な概念とも言い得ると考えている。

位置付け、守秘義務を課して情報交換することが可能である。また、進行管理の会議や形態を複数設

置運営しながら、それらを要対協実務者会議あるいは分科会と位置付けるのも自治体のデザイン（制

筆者の見解
そもそも、主担当機関という概念と主たる支援機関という概念は要対協指針上の概念であり、法

イ

協議はなかなか整わず、主担当決めに大変な労力が消費されているとの声が多く挙げられる。

例えば、臨機応変に行う関係機関間の打ち合わせや会議を要対協（の個別検討会議）として法的に

とで要対協の使い勝手は断然変わっていくはずである。

計、ネットワーク機能であるとの概念の再構築がなされる必要がある7。こうした理解を浸透させるこ

で主担当機関であるとの建前と現実の相違を指摘する自治体担当者もいる。

童相談所であると考えているなどの認識の齟齬もよく見聞する。泣き声通告の類型（軽重）により主

のことからも、多くの自治体担当者が上記の理解をしていることが証明される。

要対協指針の改正やガイドラインを示すことで、要対協が法的網掛けのためのルール付け、制度設

相談所は主担当機関ではなくなったと考えているが市区町村は未だ詳細がわからず未だ主担当は児

例えば、会議での自己紹介、議題の選定方法、委嘱の仕方等の会議日の進行の記述が中心である。こ

いる。

れ、その回答作業を繰り返すことで一層会議日にのみ意識がフォーカスされる。）。それゆえ、要対協

（での進行管理）とのタイムラグも生じる。一時保護解除により地域に見守りを依頼したことで児童

る見立ての相違も加わり、主担当機関が空白のまま要対協が進行するとの例も筆者は実際に聞いて

解しているようである（会議を何回開いているのか等の要対協に関するアンケート等が自治体に送ら

区町村の要対協運営のマニュアル6を相当数検討したが、現実の会議（日）運営（に向けて）の記述、

議中の場合はどちらを主担当とすべきなのだろうか。児童相談所と市区町村との間でケースに関す

れているがために、多くの自治体は、結婚式や告別式といった現実のその日の式＝会議を要対協と理

義の理解として今に至ってしまっているようである。筆者は、要対協に関する報告書や都道府県・市

が主担当であると考えるべきなのだろうか。児童相談所から市区町村への送致や指導委託が未だ協

務内容」の箇所で、①代表者会議、②実務者会議、③個別ケース検討会議、三層の「会議」と明示さ

子どもの健康状況や環境は日々変化が生じ、児童相談所のケース対応・処理と現実の要対協会議

の要請を市区町村が児童相談所に行っているが児童相談所がまだ応じていないという場合はどちら

トワーク機能であると考えるべきである。要対協指針では、
「協議会」という法用語は、要対協の「業

がバーチャルで、法的制度設計としてのネットワーク機能であるとの理解がなされ難く、会議実体主

て主担当は児童相談所であると考えることについては一見納得が得られそうである。では、一時保護

この点一時保護という行政処分は児童相談所しかなし得ないのであるから、一時保護事案につい

果たしていかに考え対応すべきなのか。

ないため主担当が決まらないという事態が児童相談所と市区町村の間で現実に生じている。

では、この概念を巡り、またこの主担当機関を定めるに際し、多くの混乱・紛争が生じ、協議が整わ

村とで協議することで簡単に決定ができると考えていたのかもしれない。しかし、実際の自治体現場

要対協指針は、この指針制定時においては、この主担当機関の決定については、児童相談所と市町

う機関を指す。」と定める。

要対協とは、子どもと保護者を支援するとの目的を実現するための手段であり、法制度設計のネッ

略

とされるが、この形態を絶対的なものの考えている自治体担当者は少なくない。

（1）

個別ケース検討会議優先原則を踏まえた上で、以下の業務内容の確認が必要である。

略

ての機関を指す。」とし、主たる支援機関は、
「支援対象児童等に対して、必要な支援を主にまず、行

要対協指針では、主担当機関は、
「児童相談所又は市町村のうち、全体の進行管理の責任主体とし

関を定めるべきことを要対協指針（第 3 章１）が定めており、その趣旨は確かに理解できる。

とは当該地域の見守りのネットワークとしても有効である。

１ 業務内容（要対協指針 3 章１）

第３

そうした場合には、多数の関係機関が関与し、児童相談所と市町村の間の役割分担が曖昧になる
ことある。こうした曖昧な状態でのケース進行の危険防止のために主担当機関と主たる支援担当機

地域で子どもを支えている団体等に法人格があるか否かに関わりなく構成員となってもらうこ

係機関が関わり得る。

担当部署のみがケースを処理する例はあるが、多くの場合は、支援対象児童等に対していくつかの関

この点、相談・通告から終結まで一貫して児童相談所のみがケース処理する例や市区町村の子ども

主担当機関の決定を決める

主担当機関と主たる支援担当機関を定める（主に実務者会議・個別検討会議）
略

ア

（2）

しのために、要対協指針及びガイドラインでの明示が必要と考える。

自治体の地域の状況に応じた、要対協のあり方・運営の仕方を創造すればよいのである。その後押

度設計・運用）の工夫である（後述要対協指針第 3 章４「関係するネットワーク等」（参照））。

・例えば、地域に新しい子育て関連団体が設立されたような場合、子ども食堂が出 来た場合など

ガイドラインで地域の実情に応じて随時選定・追加を行うべき旨を定めておく

(2) 構成員は地域状況に応じて随時柔軟に選定・追加等を行うことができる。

(1)

インの提示が必要であると考える。

筆者は、構成員の具体例の明示に関して及び構成員の選定に関して以下の指針の追加ないしガイドラ

させることが可能」であるとし、…

の他の関係者」
（法 25 条の２第 1 項）と規定し、要対協指針では、
「地域の実情に応じて幅広い者を参加

児童福祉法 25 条の２第 1 項は、「関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者そ

２ 要対協の構成員（要対協指針 2 章２）

第４．要対協ガイドライン試案

（ウ）

要対協の進行管理の責任主体、いわば司令塔の役割を果たすとのルール決めをしておけばよいと考
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ることを基本に、都道府県（児童相談所）と市町村の協働・連携・役割分担の具体的あり方
について、十分調整を図り、方針・役割分担の記録は残しておき、組織として、担当者とし
て共有を図り、変更が生じるたびに改訂を加えていく」と定める。一方で、2 章 2 節「2 子
ども家庭支援全般に係る業務」
「(3)相談への対応」
「④ア都道府県（児童相談所）から市町
村への事案送致」では、
「当該送致に当たっては、…あらかじめ役割分担を明確し…児童相
談所は市町村で開催される要保護児童対策地域協議会の実務者会議に可能な限り参加し、
市町村の現状を適切に把握する必要がある。その上で、市町村と十分協議を行い、相互の合
意を得た後に」と定める。つまり、基本的に協議を前提にしつつも、整わない場合のケース

一時保護解除かその後の指導措置はどうするのかといった児童相談所の権限行使・ケース対応を行

うことではなく、当該事案の対応状況の要対協での可視化という意味での進行管理であり、その意味

で要対協に報告することを児童相談所に促し求めることといえる。進行状況が見えていない案件が

あればそれを拾い上げ可視化し、みんなで議論できるようにする役割が求められているといえる。例

えていうのであれば、タイムキーパー、議長、野球のコーチや監督をイメージすればわかりやすいか

もしれない、そういった役割を果たす役目の者がプレイヤーとは別に必要であり、それが要対協の主

担当機関の役割であると考えるのであれば、主担当機関の押し付け合い論争にピリオドが打てるの

ではなかろうか（許容性のアプローチ・野田市事案からのアプローチ）。

ウ

なお、筆者の見解と異なり、主担当機関はケースごとに協議して定めるべきであるとの見解をと

現行要対協指針を墨守し、主担当決めの協議を重視する見解

できる。要対協指針及びガイドラインで示すべき事柄であると考える12。

体担当者にとっても明快であり、児童相談所と市区町村との無用な紛争・混乱に終止符を打つことが

所は常に主担当機関の進行管理のバックアップ11としての市区町村支援を行うとの制度設計が自治

体に共有されずに、支援対象児童等の環境・状況の変化等の見立てが関係機関間でずれてしまうこ

複数の関係機関が対応することで、かかわりの方針が異なることやかかわりの日時・事柄が全

（３） 主担当機関への情報共有の徹底

て合わせは必須である。

むろん、協議が整わない事態にならないような常日頃の担当者間の密な情報交換や見立

対応の危険負担を児相相談所が担うべきであるとしたのである。

とが困難であると市町村が判断したケースについては、児童相談所が中心となって対応す

ると考えることは法の趣旨に反するものではない。なぜならば、主担当機関の役割は一時保護か又は

以上の検討から、筆者は、主担当機関は原則として市区町村と考えるべきであり、ただし児童相談

実は、この観点から、市町村子ども家庭支援指針は作られている13。具体的には、1 章 2
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)中「自ら対応するこ

相談所と考えるべきとの反論もあろうが、この野田市の事案においても、主担当機関が市区町村であ

フを有する児童相談所が最終的な危険負担を負うとの制度設計が求められる。

士の関係性のアプローチ））。第四に、野田市死亡事例10の場合で考えてみると、確かに主担当は児童

ず防がねばならないのである。そして、その場合は法的権限を有し、かつ専門の人的スタッ

められるべき利益ではなく、命を救うことが求められるべき利益であり、組織間の間隙は必

携・情報収集という面でも（いわば別の組織の指揮命令下にある組織部局に依頼をするで）児童相談

常時業務上の連絡調整）である強みもある（現実の業務遂行上の視点からのアプローチ（構成機関同

ならば、支援対象児童等の命・安全の確保の視点を重視すれば、組織間の担当の正しさが求

ある。また同じ市区町村組織に属し指揮命令下にある福祉、保健、保育所等の部局同士の協働・連

所が主担当機関であるよりも市区町村9が主担当機関である方が同じ組織内の調整（顔見知り同士で

では、その場合はどちらが担当すると考えるべきか。筆者は、原則として児童相談所が主

け埋めたとしてもあてはめについての見解の相違等により協議が整わない場合は生じる。

人的支援アプロ―チ）
。第三に、現実的にいくつかの市区町村をまたがる形でケースを担当している

担当となってケース対応を行うとのルールを定めておくことが有用であると考える。なぜ

利用しようとの考えの提示である。ただし、こうした基準については具体化し隙間をどれだ

児童福祉司等の配置促進という方針、そのための財政的支援を行うとの趣旨にも合致する（財政的・

しい。それは市区町村の地域資源を常時利用し関係性を築いている市区町村がよくなし得ることで

所掌射程についての区分けであり、その区分けの基準を主担当機関を決める場合の基準に

整担当者を 2022 年度までに全区市町村に配置する方針、②児童相談所に配置される市町村支援担当

児童相談所（職員）が市区町村ごとの要対協の地域資源をよく知って臨機応変に調整を図ることは難

上記の考え方・基準は、いずれも直接は児童相談所の所管・所掌射程と市区町村の所管・

上記考え方・基準による協議が整わなかった場合

※チェックシートの有効性と運用上の限界・留意についても十分な協議

トシート（例）」

「市区町村子ども家庭支援指針」は別添 12、
「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメン

都道府県と市区町村との間のマニュアル・アセスメントシート・チェックシートの使用

一時保護等の同意ない行政処分権限行使が必要な案件か否か

法の権限分配の原則

3 月 19 日付児童虐待防止対策に関する閣僚会議決定）の中で①要対協の調整機関における常勤の調

致する（法趣旨からのアプローチ）
。第二に、
「児童虐待防止対策の抜本的強化について」
（平成 31 年

明記する市町村子ども家庭支援指針（第 1 章 2 節２市町村に求められる機能参照）の考え方とも合

このことは、第一に、平成 28 年児童福祉法改正により支援拠点が設置され、市区町村中心主義を
（エ）

（イ）

が難しい案件（段階）でも、要対協におけるケース進行管理の主担当は市区町村であり、市区町村が、

える8。

（ア）

案件（段階）でも、一時保護に向けた協議をしている案件（段階）でも、泣き声通報の危険度の判断

（略）

ことが可能である。さらに協議がまとまらなかった場合として（エ）の考え方・基準が参考になるの

態であることを示せば足りると考えるのである。
ではないかと考え提示する。

なる。児童相談所か市区町村かの選別基準としては、以下の（ア）～（ウ）の考え方・基準をあげる

要対対協調整機関（後述要対協指針第 4 章）＝支援拠点＝市区町村］との制度理解・考え方が原則形

主担当機関は、実際の支援担当機関とは異なるのであるから、児童相談所が一時保護をしている

った場合、ケースの主担当機関決定上の紛争を防止するために協議の際に目安となる基準が必要と

なぜか。現場で制度理解が困難な複数の類似概念を増やすべきではなく、端的に、
［主担当機関＝

第４．要対協ガイドライン試案

取り組みであり、ガイドラインでも制度紹介をしておくべきと考える。

況の記録等（以上①～③は母子主管課が把握しうる事項）
、④学校等の登校状況、学校での健診結

支援拠点＝調整機関を中心とすること、司令塔の存在と司令塔が役割を果たすことが重要である。

新の見立てができるようにしておかねばならない。

略

517

→※令和元年児童福祉法等改正では、同条第 2 項に応答義務規定が設けられ（「…必要な協力の求

うようなテーマによる会議設定により、関係機関の拘束時間を短くすることができる。また学校区や

等の頻度、③どのような事実をどの頻度で要対協に報告するのか等の具体的事項を要対協全体で確認し、
その見守り自体も終了ということを要対協で確認したときに要対協としてのケース管理の終結であると
のルール付けをすべきと考える。

行管理を行う要対協や重要事例を行う事例検討要対協などいくつかのパターンを設けるなどして、

かつ、必要な人選をするなどして、当該地域にとって有効な要対協のあり方を工夫していけばよいの

である。

この点、支援頻度の低い、例えば半年に１回程度の面接訪問というケースを要対協で抱えていくことは

ようにすべきであると提言している。見守りの依頼をするのであれば、その内容として、①期間、②訪問

専門的な会議とするために

了と考え台帳から消してしまっている例もあるようである。筆者は見守り依頼という用語は使用しない

法的ネットワーク機能であるということから鑑みれば、三層構造を墨守する必要はないのである。進

カ

において齟齬を生じやすい。主担当機関である市区町村の児童福祉主管課は自らの進行管理としては終

上記と関連するが、拘束時間が長いとの自治体担当者の声や逆に 1 件 1 件に時間がかけられずじ

がよく使われる。しかし、何かあったら報告してほしいという意味での見守り依頼は、依頼側と受け手側

っくり検討ができないとの声があげられる。こうした課題に対しては、上述したように、要対協とは

要な機関が必要な時間確実に出席してもらう工夫ができるようになろう。

例えば、支援の頻度や程度を下げ、何かあったら報告を求めるという意味で「見守り依頼」という用語

有16すべきであると考える。

が集まる、午後は高年齢児の非行に関わる案件を集めてそれに関わりの深い関係機関が集まるとい

町会等の区割りによる要対協の工夫をしている地域もある。ケースの類型や地域を分けることで必

筆者は、個別の組織の関与の終了と要対協の進行管理の終了とは明確に分けるべきであり、要対協と
して関係機関全部のかかわりが終了したときを要対協としての支援の終結であることを関係機関間で共

く、例えば午前中は乳幼児の母子保健面を中心にした案件を集めてそれにかかわりの深い関係機関

しかし、この８つの事例を読んでも上記の疑問は解消しない。

この点、要対協指針では要対協による進行管理の終結判断の目安（例）を 8 つ15挙げる。

はあまり関りがない案件等いくつかの類型がある。すべての関係機関を同じ時間拘束するのではな

終結とはどういう状態を指すのかについては、自治体でバラバラな運用状態となっている。略

オ 関係機関の拘束時間の縮小・柔軟的運用の工夫

５ 支援の終結

要対協で扱う案件の幅は広く、保健師が中心となる案件、警察が中心となる案件、どちらか一方に

ネットワーク会議の一部を要対協と重畳的に行っている例がある。

エ 会議運営の効率化

前述したように、要対協は、法的ネットワークの枠組機能を定めたものであることからすれば、他

ウ 日時・時間設定の柔軟化

略

の目的を有して存在しているため、別々に開催されるのが原則となる。

自治体において、子どもに関係するネットワークは数多くある14。それぞれのネットワークはそれぞれ

４ 関係するネットワーク等

が必要である。

的にこの規定の活用をしていくことが望まれる。その意味でも要対協指針及びガイドラインでの明示

要対協が適切な資料・情報を収集し、的確な判断をなし得るための土台が整ったといえる。今後積極

関係機関等も資料等を出しやすくなったとのことである。

めがあった場合には、これに応ずるよう努めなければならない」）、この規定により、協力を求められた

のネットワークを要対協として一部活用することは可能である。実際に自治体によってはこうした他の

会議開催のための事務処理の簡便化（会議開催のハードルの高さ）

・従前から要対協が関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見開陳その他必要な協力を求めるこ
とができる旨の規定（法 25 条の３第 1 項）

イ 実際の会議の開催招集権限の問題

ア

実際の会議進行についても効率化の観点から述べる。

（５） 効果的な会議の開催・運営のためのルール

とが重要である。

の関係機関において支援状況及び支援の具体的内容を構成員全員が可視化できるようにしておくこ

…関係性のよい機関は時とともに変わる場合もある。異動による担当者の変更もある。随時要対協

例えば、略

ラインに注記することの方が有用であると考える。

筆者は、支援機関相互の役割分担の具体、支援事項・時期・頻度・手法の確認を行うことをガイド

略

（４） 関係機関の役割分担の確認・主たる支援機関の明示等

３ 関係機関に対する協力要請［令和元年改正法による強化］

更新される状況として、支援対象児童等と面会・訪問等接触した事実（記録）や支援対象児童等に

関して新たに入手した情報等を迅速かつ随時主担当機関にフィードバックして、主担当機関が最

略

機関からの情報（生活保護の受給状況・訪問時の様子、ひとり親家庭の手当受給等）、また⑦随時

２ 「相談から支援に至るまでの流れ」における論点（指針 3 章２）

無、結果、②こんにちは赤ちゃん訪問、泣き声通告時の訪問に対する対応（拒否など）、③発育状

果や教室での様子や保健室利用の状況（養護教諭の見立て）、⑤ⅮⅤに関する情報、⑥その他関係

理、法律、行政間・地域連携等）が必要な場合もあり、要対協の構成メンバーとしてスーパーバイザ
ーとして（臨時の）外部委員を参加させる制度設計（要綱整備等）をしている自治体がある。有効な

が自動的になされうるルールや手順を定めておく必要がある。例えば、①乳幼児健診の受診の有

実務者会議や個別ケース検討会議において、特に事例検討等に特定の専門的知見（医療、保健、心

とが起きやすい（野田市死亡事件参照）。その意味で、主担当機関は、常に自らの機関に情報集約
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第４

２．援助方針に沿った児童相談所の継続的支援と関係機関の間でのリスク情報共有の徹底
○ 児童相談所は、援助方針の内容を転居後の市町村と共有するとともに、児童相談所と市町村間で

等の資料・情報等を迅速かつ的確に引き継ぐことが求められる。

ると定める。責任体制の明確化の趣旨に基づく。そして、どの機関を要対協調整機関とすべきかについて
は法文上明記されていないが、平成 28 年の法改正により、支援拠点が設置された趣旨からしても、子ど

援指針では、移管先の市町村は移管後少なくとも 1 か月は移管元の市町村の支援方針を継続し、1 か月を

要対協調整機関】（法 25 条の 2 第 5 項、要対協指針第 4 章）

に記録に残し、相互に確認するとともに相互の要対協で報告すべきである。なお、⑥市町村子ども家庭支

【第 4 章

児童福祉法第 25 条の２第第 4 項は、要対協を構成する関係機関等のうちから要対協調整機関を指定す

いては引き継いだ事項を、移管先である引き継がれた側においては引継ぎを受けた事項をそれぞれ詳細

悪かった点等を踏まえ、⑤詳細な記録・文書による引継ぎが必要である。移管元である引き継いだ側にお

の上、②これまでの経緯、③これまでの調査結果・判断等の記録・資料の提示、④関わり方の良かった点

必要な情報を共有すること。

「児童虐待防止対策におけるルールの更なる徹底について」（子発子発 911 第 1 号）

る。）、転居による関与関係者の変更が生じることには変わりなく、従前の危険度を含めたアセスメント

転居前後における転居前児相と転居後児相、転居前市町村と転居後市町村等関係機関の職員が①同席

④（札幌市死亡事例及び出水市死亡事例を受けて）令和元年 9 月 11 日付

たとしても（例えば札幌死亡事例の場合は同じ札幌市内であるが区役所の管轄地域が異なる転居であ

20

も、市区町村が異なる転居の場合（出水市死亡事件 の場合）、また同じ市町村の区域内での転居 であっ

19

31 年２月 28 日）

等をアセスメントし、支援方針を継続するか否かを判断すること。」

児童虐待防止法第 4 条 6 項）。

子ども虐待対応の手引き18においても明示されている事柄である。児童相談所の管轄区域が同じであって

町村の支援方針を継続し、１か月を経過した時点で、移管先の市町村は新たな環境下での家族の状況

行って、転居の場合に要対協での管理を引き継ぐ旨の対応を法で明示した（令和 2 年 4 月 1 日施行改正

③「「児童 虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」の更なる徹底・強化について」」
（平成 31 年

の認識の差をなくす観点から、移管先の市町村は、ケース移管後、少なくとも１か月間は移管元の市

要保護児童対策地域協議会が速やかに情報交換を行うことができるための措置等を講ずる旨の法改正を

２月８日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議）を踏まえた「新たな ルールのポイント」（平成

おいてもケース登録し、関係機関の連携・協力の下、必要な援助を継続すること。その際、自治体間

談所長は移転先の児童相談所長に速やかに情報提供を行うとともに、情報提供を受けた児童相談所長は

間の引継ぎの徹底を明示する。しかし、そもそも「転居を繰り返す家庭」は虐待に至るリスク要因として

象となる子どものケース管理を行っていた場合は、移管先の市町村の要保護児童対策地域協議会に

4 条 6 項において、児童虐待を受けた児童が住所等を移転する場合に、移転前の住所等を管轄する児童相

なお、この児童虐待防止法の規定は、直接的には児童相談所の管轄が変更になった場合の児童相談所

所に引継ぎ状況の確認を行うこと。また、移管元の市町村の要保護児童対策地域協議会において、対

黒区死亡事件、野田市死亡事件等参照）。そこで、令和元年改正児童福祉法では、改正後児童虐待防止法

のかを記録に残すべきである。さらに、必要に応じて、移管先の市町村等において移管先の児童相談

て詳細な調査の結果や判断を伝えるとともに、移管先の担当者の氏名やどのような内容を報告した

しかし、筆者は残念ながら、実務上十分なケース移管の引継ぎがなされたとの話を聞くことはない（目

定められていた。

ど必要な情報を提供するなど、移管先の市町村等と十分に連携を図ることが必要である。転居の場

６ 転居への対応（指針 6）［令和元年改正法による強化］

談所も同席の上で引継ぎを行うこととし、できる限り移管先の担当者とコミュニケーションをとっ

ース移管に当たっては、移管元の市町村は、支援を行っていた家庭の転出先やこれまでの対応状況な

える。

合、子どもへの権利侵害に関する危機感が伝わらない危険が高いことを意識し、必要に応じて児童相

３節 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」、
「11．転居への対応」、(1)中「ケ

その後の検証を行うことで、自治体の地域状況に応じたの存しい終結の形が出来上がっていくものと考

の要対協にケース移管すべきことは定められていたとの解釈はなし得るのであり、そのことは指針にも

等・児童家庭局長通知）、
「第２章 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」、
「第

自治体が変更となる転居の場合については、従前から児童福祉法 25 条（通告）を根拠に転出先自治体

②市町村子ども家庭支援指針（平成 29 年３月 31 日付け雇児発 0331 第 47 号厚生労働省雇用均

必要に応じて児童相談所も同席の上、引継ぎを行うことについて、速やかに周知徹底する。
」

についても確認し、周知しておくべきである。

つ、自治体ごとに、項目を検討し、さらなる詳細な例示事案を追加すること、こうした事例の積み上げと、

方法について、転居先の市町村の要保護児童対策地域協議会においても引き続き支援を行うことや、

合の要因、主にその判断を担う可能性が高い機関の確認（例えば学校や保育園現場等）とチェック項目等

さらに、終結の具体については、要対協指針に 8 つの目安例が示されており、この目安例を参考としつ

報共有の徹底」、
「・市町村の要保護児童対策地域協議会に登録されている家庭が転居した際の引継ぎ

そして、要対協構成機関すべての関与を終了する場合であるとするならば、再度要対協案件とする場

等が行われた後に、関係機関間での理解・納得のプロセスが求められよう 。

る関係閣僚会議）
「３ 児童相談所間・自治体間の情報共有の徹底」、
「○児童相談所間・自治体間の情

①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

終結提案の会議においては、必ず、終結の根拠（判断要因・エビデンス）が構成員に示され、質疑・議論
17

※【転居に関する重要な通知の確認】

終了等）、今後どのような支援機関にバトンタッチができるのか、一切の支援を終了して大丈夫なのか、

こうした点の要対協指針及びガイドラインへの明記が必要と考える。

容・手続の項目を設け、要対協で共有しておくべきである。

針等を参考に、それぞれの自治体は、要対協の運営に関する要綱等に要対協の転居の場合に行うべき内

中対応を行うべきとの主張がなされる。しかし、略

これまでの主たる支援担当機関が関わりを終了した場合（例えば母子保健であったり、生活保護受給が

経過した時点で移管先の市町村は新たな環境下でのアセスメントを行う等の記述を設けており、この指

要対協での管理の限界を超えてしまうとの声があげられる。なるべく管理すべきケースを絞り込んで集
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【第 5 章

守秘義務】（要対協指針第 5 章）

どのような秘密保持の在り方がよいのか、秘密保持の在り方を協議し、決定していく必要があろう。

【支援対象児童等への対応上の留意事項】（要対協指針第 6 章）

(1)

この点、要対協指針においては、要保護児童についての虐待の通告・相談ケースについて、次の㋐及

リスクの軽重等の判断基準を採用するのか

要対協への登録についてはどのような基準を設けて管理すべきであろうか。

１ 支援対象児童等の要対協への登録（指針 6 章１）

第６

るが、要対協登録には至らなかった。要対協登録しなかった点を検証委員会でも問題視しているが、概

幌市による「令和元年６月死亡事例に係る検証報告書」26では、複数の関係機関が関与していたのであ

てしまったがために、その姿勢・対応が死亡事例につながったと思われる検証を複数経験している。札

うか。筆者は、間口を広く取らずに、要保護児童に当たらないというようなあてはめを比較的簡単にし

の機関、一担当者の段階で、要対協にすらあげずに対応がなされないというケースがあってよいのだろ

があるのに、行政側がその困った状態やＳＯＳの程度の優先順位を行政の物差しで測って、それも一つ

屈でしかない。子ども側保護者側からの視点でみれば、困った状態であるとかＳＯＳを出している状態

を整備し、そのあてはめに労力を割くことに意味を見出さない。それは行政側の事務処理上の便宜の理

いことになる。法の適用範囲やあてはめが誤っていると考える。関係機関間の情報共有との調整の上で

ガイドラインにおいても注記が必要な項目である。

確かに、㋐～㋒のどの方法をとるのかは、自治体の組織体制・対応能力との関係での選択となろう。
しかし、筆者は、上述したように、要保護児童か要支援児童か特定妊婦かの間口の段階での客観的基準

が閲覧するのみとの運用は、機関チームとして必要な情報共有とソーシャルワーク機能をよく果しえな

利用し、関係機関間で共通認識を持つよう徹底するという方向性が目指されることになろう。

そして要対協ケースとして管理するか否かの見極めが重要であり、そのためのチェックシートを作成・

いる。

確かに、秘密保持は徹底されなければならないが、その秘密管理の手段として、その会議に参加した者

この点、㋐を採用する自治体は、㋑や㋒の方式では要対協がパンクしてしまうと述べ、いかに要対協
ケースを精査して減らして集中管理するかが重要と述べる。この見解によれば、要保護児童か否か、

を行う等を徹底し、そのことが、必要なソーシャルワークの阻害要因となっているとの声があげられて

ている自治体は決して少なくない。

流れの中で要対協登録を促している。筆者の調査によれば、こうした考え方のもとで要対協登録を行っ

とし、
「通告と考えて対応する」べきとし、こうした考え方に基づき、受理会議、調査、支援計画との

な相談種別（虐待か否かなど）か、軽微か専門的か、情報提供か通告かを判断することは困難である」

を徹底し、会議資料については、一切持ち帰りやコピーを禁止すること22、会議ではイニシャルでの議論

なお、守秘義務の具体的あてはめにおいて、例えば、自治体によっては、上記秘密保持を重視すること

略

第５

は、その受理を拒否することはできない」と記述し「相談や連絡をする者にとっては、それがどのよう

付」は、
「市町村（支援拠点）は要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等の相談・通告について

ある。要対協指針及びガイドラインにおいてもこの調整担当者の権限と責任については踏み込んだ記述

が必要であると考える。

子ども家庭支援指針（ガイドライン）と併せ読めば、子ども家庭支援指針 2 章 3 節「2 相談・通告の受

こうした点に鑑みれば、調整担当者については、組織を動かせるポジションにある者に担わせるべきで

しかし、これは必ずしも要保護児童のみを登録すればよいとの前提で理解すべきではないと考える。

して、㋐又は㋑の自治体の例を参考に挙げる。

外部の要対協関係機関に対しても組織としての要請（個別のソーシャルワーク対応）をしやすいのであ

る。③さらに、実際の会議の進行においても関係機関との間の役割分担の依頼や交渉も円滑に行い得る。

述がなされており、要支援児童や特定妊婦については形式的な登録まではいらないのかとも読める。そ

責任を担っている場合には、①当該自治体の庁内の関係機関に対しても要請・交渉がしやすい。②また、

㋒要保護児童に関わらず、要支援児童、特定妊婦のすべてのケースを登録する自治体の例
要対協指針の構成をみると、要保護児童における虐待通告・相談ケースを念頭に登録を行うとの記

長職以上の職員であることが望ましい。実際に、市区町村の組織において、係長級以上の職階で、権限と

に対して、協働・連携・役割分担についての組織的交渉を行うことは困難だからである。その点では、係

行う自治体の例

㋑要保護児童について被害やリスク等の軽重に関係なくすべてのケースを登録する自治体の例

25

の調査担当者による調査、複数職員による多角的アセスメントを経て、必要に応じて会議を経て

㋐要保護児童について被害やリスク等の軽重に応じて登録する自治体。また、市町村（支援拠点）

以下検討を行う。

素となるべき具体的事実例についてガイドラインで示すことで自治体現場への示唆となると考える。

った場合を要保護児童とし、又は要支援児童とし、又は特定妊婦として登録するのか、その構成要件要

える。仮に、調整機関の調整担当者が新人職員であったような場合には、庁内関係部署や外部の関係機関

みると、調整担当者には、市区町村の組織において一定の権限と責任を担っている者を配置すべきと考

筆者は、こうした関係機関間のマネジメントを担い、関係機関間の役割分担を担う立場にあることに鑑

する支援内容の見直しを行うよう関係機関等との調整を行うことが求められる。

等との連絡調整を行い（法 25 条の２第 5 項）、随時変わりうる環境・状況に応じて支援対象児童等に対

調整機関は、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者、子育て世代包括支援センターその他の関係機関

文上は明記されていないが、国は通知により、常勤配置を求めている。

筆者の見解は、端的に㋒の範囲で登録すべきと考える。その上で、具体的あてはめについて、どうい

いう自治体も少なくない。

態度を明記）を求め21、基準に適合する研修受講義務を課している（同 8 項）。さらなる要件として、法

よれば、要保護児童のみではなく、要保護児童か否かの判断に拘泥することなく、広く一旦登録すると

この点、法 25 条の２第 6 項は、
「専門的知識と技術」
（要対協指針において、専門性として知識、技術、

この要対協指針の整理は、現在では不適切であり、記述構成を改めるべきと考える。筆者の調査24に

び㋑の例23を挙げる。

では、調整担当者にはいかなる要件が定められているのか。

そして、要対協調整機関には調整担当者をおく（25 条の 2 第 6 項）ことが必要である。

も家庭総合支援拠点が要対協調整機関を担うことが求めれているといえる。

第４．要対協ガイドライン試案

要対協指針 6 章 5 では 2 つの項目について定める。

ろう。筆者は、関係機関からの申し出を受けて協議の上登録することを排除すべきではないと考える。
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略

参考事例紹介
略

うる場合があること、②一時保護の段階で解除後の地域での支援について関係機関間で事前に協働のた

報が共有されることで、①一時保護中の家庭の支援についても児童相談所とは異なったスタンスでなし

で、要対協において、これまでの経緯・子どもや家庭状況・環境・児童相談所での見立て（判定）等の情

筆者は、一時保護段階から要対協に登録すべきと考える。一時保護段階から要対協に登録しておくこと

から指摘される。

しかし、本論稿で繰り返し強調してきたように、要対協は、…すべての子どもが心身ともに健やか育

方や進行の仕方に偏ったものが多く見受けられる。

要対協についての各都道府県及び市区町村のマニュアルを検討すると、かなり現実の会議運営のあり

略

Ⅴ 【総括（終わりに）】

て報告と次の見立てと協働につなげていく必要がある。そうしたガイドラインの項目提示が求められる。

って地域で支援をしていくという段階になって初めてケースが顕在化するという場面が多々市区町村側

報告の日時・方法について、決定し、関係機関間で共有すべきである。そして、随時その後の経過につい

保護中の見立て・記録等を要対協に提示し、㋒要対協構成機関との間で、①～③の役割分担、㋓頻度、㋔

はないとの考え方があるのであろう。

ないため、市区町村等地域においては、例えば、一時保護が解除され、今後市区町村が主担当機関とな

が行うのか否かの確認、児童相談所が行えないのであれば、その協力を要対協構成機関に要請し、㋑一時

ので、かかる情報を市区町村の要対協に情報を流すメリットはなく、報告して協議して行うべき案件で

そのため、市区町村に児童相談所から当該支援対象児童等の情報は提示されず、要対協管理されてい

この反省は真摯に活かしてほしいと考える。ガイドラインにおいて、上記①～③について㋐児童相談所

導をかけつつも、要対協への情報提供を行っていなかった。

しかし、筆者も検証委員として関わった野田市死亡事件では、児童相談所が一時保護解除を行い継続指

が、要対協指針にも定められている。

らの相談、②定期的な訪問等、③家族の精神的支援等による子どもの生活環境の改善が必要であること

この点、措置解除後の状況としては、集中的支援が必要であり、要対協の活用による①子どもや家族か

(2)一時保護又は施設入所等の措置が解除された子どもへの対応（児童虐待防止法 13 条の２参照）

児童相談所が権限と責任をもって対応すべき案件であり、児童相談所のみで完結する流れで進んでいく

相談所において一時保護を継続するか、一時保護を解除するか、他の措置をかけるのかというように、

していない状況が多々見受けられる。これは例えば、児童相談所が一時保護した案件については、児童

リングを行って見ると、児童相談所ケースについては、一時保護を行った事案について、要対協に登録

上述「第 3、(2)ア主担当機関を決める」でも述べたように、市区町村要対協調整機関の調査及びヒア

２ 特に一時保護事案についての要対協登録の徹底

(3)

(1) 居住実態が把握できない児童への対応

５ その他支援が必要な子どもについて（指針 6 章５）

く様々なケース対応の見立ての共有ができてくるし、その中で判断基準が積み上げられていくことにな

その方向でのガイドライン提示が望ましい。

ている。

りに取り組むこと、要対協における情報提供の促進のための説明・解説を行うことが有効である旨定め

とにメリットがある。短期的には時間と労力はとられるとしても、中・長期的には、当該案件のみでな

要対協の意義は、他の関係機関間の情報を勘案し新たなリスクや支援の手法が明らかになっていくこ

この項目では、調整機関が要対協構成関係機関における支援の必要性と理解が深まるような機会づく

４ 適切な情報提供・支援の周知（指針 6 章 4）

当初から必要な関係機関と協議の上、登録を行っている自治体がある一方で関係機関からのケース登録

の申出はできないとする自治体も存在する。

こうした点をガイドラインで提示しておく必要がある。

と要対協個別検討会議を一体のものとして開催（子ども家庭支援指針６アセスメント(1)(6)参照）し、

のあてはめのハードルを緩やかにする運営方針を定めておくことで無用な労力を削減することができる。

発動されない点でも問題が多い。要保護児童、要支援児童、特定妊婦の全件登録の徹底を図り、かつ、そ

際に自治体の現場では論点となっている。

この点、自治体内部で組織的判断や決定を行うケース検討会議（支援方針会議、支援拠点定例会議等）

いては、支援対象側から見てもメリットがないばかりか、要対協構成関係機関の協働・連携のメリットが

が単独で登録判断をするのか、関係機関の意見も聞き・協議をして登録するのか、という点である。実

札幌死亡事件においても、母子保健主管課がケース管理して児童福祉主管課（家庭児童相談室）に繋が

件登録の徹底をすることが有効である。
ず、すなわち要対協に登録することをしなかった。そして、要保護とそれ以外を分けて対応することにつ

関係機関の判断を尊重するのか

上記で検討してきたように、要対協での登録管理については、要保護児童、要支援児童、特定妊婦の全

３ 登録案件のまとめ‐全件登録の徹底

られる。

このことはガイドラインに書き込み、要対協の構成機関間で共通のルールとしておくことが求め

保護を行った場合でも、要対協登録を徹底すべきと考える。

めの役割分担について話し合いができるのである。その意味では、児童相談所が支援対象児童等の一時

もう一点、上記と関連して、実際の要対協登録に関して問題となるのが、要対協調整機関＝支援拠点

(2)

きる。）についてアイディアを出し合う機会を設けることが有効である。

いて危険度判定だけでなく様々な重畳的な支援の手法（様々な行政サービスを組み合わせることがで

保健部門のみで登録管理されていることが見受けられる。要対協登録を徹底して複数の関係機関にお

なお、札幌の事案でもそうであるが、特定妊婦については、相当数の自治体において、これまで母子

にする（主観的不安感の重視等）等の運用基準を定めておくことが有効であると考える。

り 、かつ、その判断に際しては、迷ったら登録する、客観的な判断基準よりも本人の困り具合を基準

27

念へのあてはめが厳格であるがためと考える。こうした死亡事例を防ぐためには、㋒の方向性に舵を取

第４．要対協ガイドライン試案

児童福祉法 25 条の 2 に定義がなされる。本論稿において、基本的な児童福祉法上の概念・制度・⽤

本論稿では、都道府県と市区町村の関係、児童相談所と市区町村との関係の協働・連携について論じ

521

むろん、都道府県による要対協設置を否定するものではないが、市区町村に加えて都道府県の要対協

①趣旨 、②守秘義務の適⽤範囲、③ 罰則

第５章 守秘義務

⑤調整機関の業務 、⑥養育⽀援訪問事業等との関係

①趣旨 、②調整機関の指定、③調整機関の職員、④ 調整担当者に求められる専⾨性

第４章 要保護児童対策調整機関

④関係するネットワーク等、⑤⽀援の終結 、⑥転居への対応

①業務内容、② 相談から⽀援に⾄るまでの流れ、③関係機関に対する協⼒要請

第３章 要保護児童対策地域協議会の機能

①設置主体 、②構成員、③設置準備、④ 公⽰

第２章 要保護児童対策地域協議会の運営⽅法等

⑤児童福祉法第 10 条の２に規定する市区町村⼦ども家庭総合⽀援拠点との関係

③児童福祉法における過去の改正経過、④⽀援対象者

①要保護児童対策地域協議会とは、②要保護児童対策地域協議会の意義

配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護等に関する法律における配偶者からの暴⼒についてＤⅤと

あえて⾃治体名を挙げることはしないが、地域の⾃治体のホームページや冊⼦を確認してみてほし

⼀時保護や児童福祉司指導は⾏政処分という法技術概念であるということや機能設置であるといった

⾏政法の概念整理は、法務担当職員にはしっくりいく説明であるかもしれないが、福祉現場で現実的対

7

い。容易に⼊⼿可能である。筆者の指摘が理解できるであろう。

6

略して使⽤する。

5

ある。

は難しいといえよう。なお、要対協設置は⼩規模⾃治体においては、複数⾃治体での共同設置も可能で

設置が補完的に設置される形式はあったとしても、都道府県のみの要対協設置ではきめ細かな個別⽀援

4

[現⾏の要対協設置・運営指針の構成]

第１章 要保護児童対策地域協議会の基本的な考え⽅

3

別の考察が必要な論点があるが本論稿では割愛する。

としているが当然区（特別区）を包含する趣旨である。なお、政令市及び児童相談所設置市については

ていく。ただし、法、ガイドライン、通知等をそのまま引⽤する場合においては市町村との表記のまま

2

語等の説明は省略する。

1

20200318 脱稿

略

『自治研究』（第一法規）掲載論文一部抜粋改編

のマネジメントの両面28において、法的観点から常に再構築がなされなければならない。

むろん都道府県で要対協を設置している場合まで市町村を主担当機関とすることはない。その場合は
政令市及び児童相談所設置市・区においては児童相談所との関係は組織上は同⼀市・区内の問題に過

市町村の規模や⼈的体制のレベル等によりバックアップの程度は異なろう。
要対協指針は、「市町村内におけるすべての虐待ケースに関して」要対協において、「絶えずケースの

11
12

筆者はこの指針作成のワーキング委員として組織の間隙に⼦どもが落ちることのないような議論を⾏
⼦ども・若者⽀援地域協議会、⾃⽴⽀援協議会、その他少年⾮⾏問題を扱う学校・教育員会によるネ
①虐待の疑いで、⼦どもの権利の観点から⼗分な調査をした結果、⽀援の必要があないと判断したと

⼦ども虐待対応の⼿引き（平成 11 年３⽉ 29 ⽇付け児企第 11 号厚⽣省児童家庭局企画課⻑通

17
18

⻄⽇本新聞 20190903https://www.nishinippon.co.jp/item/n/540121/。厚労省資料
野⽥市死亡事例においては、学校を転校した場合にすぎないが、この場合でも関わっている学校とい
21

なお、⼤括りの説明をすると、法は、市町村設置の場合（6 項）と都道府県設置（7 項）の場合で規

う関係機関が変わっており、要対協における⾒⽴ての引継ぎ等の議論がもとめらよう。

20

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000552862.pdf

19

要因とは、②養育環境のリスク要因において、

知） 第２章 虐待の発⽣を予防するために、２虐待に⾄るおそれのある要因とアセスメント、(1)リスク

鈴⽊前掲「スタートアップマニュアル」21 ⾴。
この点主担当による⼀⽅的な⾔い切りで終わっている例の指摘がある。

16

もが死亡したとき。⑧その他（相談種別の変更など）。

組等により親⼦分離され、家庭復帰の可能性がない場合で、保護者⽀援が不要と判断されたとき。⑦⼦ど

る）。⑤⼦どもが満 18 歳に達した場合で、必要に応じた適切な⽀援機関に引継ぎ終えたとき。⑥養⼦縁

い、再受理・対応ができる旨を伝える。）。④管轄外への転居（情報提供を⾏い、当該の⾃治体等へ移管す

引き継ぎ終えたとき（※⽀援・管理を依頼した関係機関には、状況が変化したときには連絡を⼊れてもら

協議会に相談・通告を⾏うよう依頼する。）。③⼼配要素はあるが、他機関での⽀援とケース管理ができ、

らの関係機関に対し、⼦どもや家庭に気になる事象が発⽣した場合には、遅滞なく要保護児童対策地域

する地域の各⽀援機関、並びに保育所や幼稚園、学校等⼦どもが家庭外で⽣活する場がある場合は、これ

のケースは、最低でも３歳まで継続管理を⾏うとともに、⼦育て世代包括⽀援センターや⼦どもが所属

変化がなければ終結する。ただし虐待の緊急度が最重度・重度ケースは、継続管理、特定妊婦及び乳幼児

む）
（※「とても安定している、情報の変化はほとんどない」状態が 6 カ⽉以上続いた時点で情報収集し、

き。②⽀援により状況が改善し、継続した⽀援の必要がないと判断したとき（解決の他、軽減、緩和も含

15

ットワークや警察によるネットワーク等などがある。

14

い、⽂⾔上も⼿当をしている。

13

は、修⽂が必要となろう。

主担当機関及び主たる⽀援機関をフォローし、ケースの進⾏管理を進めていくことが必要」との記述

前掲注８野⽥市ＨＰ参照

10

ぎないことになる。

9

都道府県児童相談所とするのが⾃然である。

8

要となろう。

る。制度設計を⾏うときに⼗分な協議が必要となろう。橋渡しのためのガイドラインやマニュアルが必

ネットワーク機能なのである。

その意味で、要対協のネットワーク機能を最大限活用するための①作りこみのマネジメントと、②運用

応をしている職員との間では共通⾔語として成り⽴っておらず、齟齬が⽣じていることは多々⾒聞す

機関等が子どもやその家庭に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくための法的

ち、その持てる力を最大限に発揮することができるようにするための法的制度設計であり、地域の関係

第４．要対協ガイドライン試案

要対協構成機関としては、法 25 条の 5 は、①⾏政機関、②法⼈、③それ以外との類型を設けてい

本⽂では掲げなかったが、年齢により低年齢児は⺟⼦保健部⾨で管理、⼀定の年齢以上になってから

24

https://www.city.sapporo.jp/kodomo/jisedai/kosodatekaigi/jidofukushi/documents/houkokusyo-r2-

26

チェックシートを作ることの有⽤性は肯定しうる。しかし、要保護児童か要⽀援児童かの判断のため

28

鈴⽊前掲スタートアップマニュアル 8 ⾴

しや運⽤の労⼒を減らすことはできよう。

あっても、リスク判断を厳格に⾏わずに、リスクの軽重判断を緩くすることで、間⼝での危険の⾒落と

概念へのあてはめに時間と労⼒をかける意味が果たしてあるのか疑問なしとしない。なお、㋐の場合で

同⼠でも判断に相違が⽣じると述べる⾃治体担当者の声がある。要保護者、要⽀援者、特定妊婦という

に議論を⾏い時間が取られるという⾃治体担当者の声がある。また、特定妊婦の判断については保健師

27

00.pdf

市町村⼦ども家庭⽀援指針ガイドライン 2 章 3 節６本⽂、(1)、(6)参照

25

⼦ども福祉部⾨（家庭児童相談室含む。）で管理するという⾃治体もある。

要対協指針別添４にて⾼知市の取組を紹介する。

23

教育委員会といった機関単位であればその機関構成員に及ぶ。）。

る。①②においては代表して会議に参加した者のみでなく機関・団体の職員全体及ぶ（児童担当部局・

22

もとに⾏われる必要がある。

求めていることに変わりはない。専⾨的知⾒を習得するための研修は重要であるが、⽀援拠点の理解の

定ぶりを変えているが、調整機関の担当者に専⾨的知⾒とともに連絡調整をして要対協を動かす⼒量を

第４．要対協ガイドライン試案
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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
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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

基づく技術的な助言である。
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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

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

「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。
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

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

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
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

各

雇児発０３３１ 第４９ 号
平成 ２ ９ 年 ３ 月 ３ １ 日

第５．設置運営要綱

象

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

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

524

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。

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
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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。

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 -

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

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

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

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。

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

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

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

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

④ 総合調整
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

機関と連携して、必要な支援等を行う。

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
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

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。

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

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

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。

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

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。
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

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

る業務全般を行う。

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

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

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

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
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。

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

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

第５．設置運営要綱

支援の内容

525

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。

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
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。

- 4 -
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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

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、

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

（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。

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。

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
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

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

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

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

査
③ 調
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

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

する必要がある場合には、随時、緊急受理会議を開催する。

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

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

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

ア

② 受理会議（緊急受理会議）
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

指導、助言を行う。

① 相談・通告の受付
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

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

容の見直しを行う。そのおおよその時期も支援計画に定めておくことが望ましい。

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

第５．設置運営要綱

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

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
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

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

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

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
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

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。

526

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
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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
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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

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 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

を行う。

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

る。

（３）関係機関との連絡調整

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

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

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

個別ケース検討会議を開催する必要がある。

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

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

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）

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

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

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

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

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

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

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。

③ 他関係機関、地域における各種協議会等との連携
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、

（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

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

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

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。

第５．設置運営要綱

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

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

区ごとに設置することが求められる。

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。

務処理対応職員を置くことができる。

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

527

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。

(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。

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

イ 資格等

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
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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。
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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) 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

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

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

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）

ることとする。
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

するなど）することが必要である。

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）
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

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

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

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）
）との関係
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

（２）主な職務、資格等

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

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

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

（１）主な職員

６．職員配置等

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

なることが求められる。

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

（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

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

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

⑤ 庁内の関係部局との関係
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

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

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

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

第５．設置運営要綱

て卒業した者等

528

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。
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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

- 11 -

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。

社会福祉士、精神保健福祉士、医師、保健師等（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

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

(ア) 虐待相談

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

(イ) 虐待が認められる家庭等への支援

ア 主な職務

③ 虐待対応専門員

第５．設置運営要綱

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

529

（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、

（12） 助産師

６項に規定する児童指導員
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（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

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
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（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

（11） 保健師

（13） 看護師

（12） 助産師

（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

行う業務（以下「相談援助業務」という。）に従事したもの

（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）

第５．設置運営要綱

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

530

×
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ケース（雇用均等・児童家庭局総務課調）
）を踏まえたもの。

（※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

小規模Ｂ型

中規模型

常時２名

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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第６．設置状況
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