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～「こどもを核としたまちづくり」の集大成として～

平成29年８月17日（木）

明 石 市

１．児童相談所設置により明石市が目指すまちづくり
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明石市の概要

平成30年４月に中核市へ移行予定
人口 295,557人（国勢調査推計人口・H29.8.1現在）

18歳未満の児童人口 49,198人
（住民基本台帳人口・H29.4.1現在）

合計特殊出生率 1.58人（H27年）
（参考： 全国1.45人 兵庫県1.48人）

市内の児童福祉施設（社会的養護関係）（H29.8.1現在）
• 乳児院 １か所

• 児童養護施設 1か所
• 児童心理治療施設（県立） １か所

• 児童自立支援施設（県立） １か所

市内の里親登録数 22家庭（H29.8.1現在）
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児童相談所設置の表明
～市長記者会見（平成28年４月1日）～
（中核市移行後を見据えたまちづくりについて）

Q.児童相談所を設置することによる住民にとっての利点は？

まず措置権がきますので、迅速に子どもの命を救えます。もう１つ
は、市の場合には幅広い、総合的な支援体制が特徴ですので、早い段
階からしっかりと総合的な支援が可能になります。

Q.児相が関与しながら子どもを救えない事例も他市であるが？
もちろんリスクを伴いますし、いろんな面はありますけど、やはり

「こどもを核としたまちづくり」をする明石市としては、しっかり措
置権をもってトータルにやっていきたいと思っています。
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こどもを核としたまちづくり
～明石市のまちづくり戦略～

すべての子どもの健やかな育ちを地域みんなで本気で応援

地域も元気になる

【施策展開のポイント】

すべての子どもが対象 ⇔ ×貧困家庭限定

地域みんなで支援 ⇔ ×子育ては親の責任

子どもの目線で支援 ⇔ ×親目線、行政目線

そして、市ができることは「あれもこれも」すべてやる
（総合的支援）

6

総合的子ども支援の展開

こどもを核とした
まちづくり

早期の気づきと対応

母子手帳交付時の妊婦全数面接
乳幼児の全数面接
こども広場、子育て支援センター
こども食堂の展開

困難な状況に置かれた
子どもへの支援

離婚前後の子どもへの支援
ひとり親家庭の子どもへの支援
戸籍のない子どもへの支援

社会的養護が必要な
子どもへの支援

里親100%プロジェクトの推進
体験里親の推進
市内に児童養護施設を設置

子育てに伴う
経済的負担の軽減

中学生までの医療費無料化
公共施設の入場料を無料化
第２子以降の保育料無料化

教育環境の充実

小学１年生への30人学級の導入
すべての市立小中学校へエアコ
ンを設置
中学校給食の導入

すべての子どもを

地域みんなで

子どもの目線で

児童相談所の設置

こどもを核としたまちづくりの集大成へ
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20～30代の子育て世代の転入増加により、人口は過去最高へ。

7

17年11月ぶりに更新！

明石市の国調推計人口の推移

10/1現在の推計人口（H29は8/1） は国勢調査人口

8

「こどもを核としたまちづくり」により、地域が元気に！
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児童相談所設置よる効果

「漏れなく」
子ども家庭支援について、一貫して市が責任をもつことにより、「支援のは

ざま」に落ちることなく支援を届けることができる。

「最適な支援を」
基礎自治体にはさまざまな支援ツールがある。また、顔の見える関係で庁内

関係部署や地域の関係機関・団体・市民との情報共有・連携が可能。高い専門
性をもつ児童相談所が支援をコーディネートし、子どもと家庭の状況に応じた
最適な支援を届けることができる。

「迅速に」
児童相談所に付与された法的権限により、子どもの速やかな安全確保のため、

市の判断で、親の意に反しても子どもを一時保護することが可能となる。

「漏れなく」、「最適な支援を」、「迅速に」行う体制の確立

すべての
子どもを

地域
みんなで

子どもの
目線で

10

身近な地域において切れ目のない、息の長い支援が実現

子ども家庭福祉について、予防から保護・家庭復帰まで市が一貫して支援する
ことにより、自立までの間、生まれ育った地域で子どもの育ちを支えることがで
きる。

地域の「子ども支援力」の向上

子ども家庭福祉の専門機関である児童相談所が地域の子ども家庭支援の拠点と
なり、子どもに関わる関係機関や地域の支援主体と顔の見える関係で連携し、支
援のコーディネートを行うことにより、地域全体の子ども家庭支援のレベルアッ
プが期待できる。

子どもの
目線で

地域
みんなで
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明石市
児童相談所

11

子どもの迅速な
保護

地域における
育ちの支援

予防の取組

地域における
早期の気づき

一時保護等
専門性に基づくアセスメン
トと支援のコーディネート

市内の里親への
委託等
身近な地域での
保護者支援・再
統合支援

母子保健、子育て支援セン
ター等関係部署との連携
地域の支援主体との連携

子ども家庭総合支援拠点

保育所・幼稚園、学校、
こども食堂など子ども
の居場所での気づき

市による一貫した子ども家庭支援のイメージ
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（仮称）明石こどもセンター
（児童相談所）

＝ 子ども家庭総合支援拠点

要対協調整機関

家庭児童相談
支援のコーディネート
心理診断、医学診断等の専門的診断・判定
施設入所措置・里親委託
一時保護

子育て世代
包括支援センター

地域の居場所

学校

保育所・
幼稚園

こども食堂

里親・
体験里親

子育て支援
センター

放課後児童
クラブ

発達支援センター

保健所
警察署・

少年ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
児童養護施設・

乳児院

医療機関

地域総合支援センター

民生児童委員 自治会

NPO・ボランティア

連携・協働

見守り 早期の
気づき

身近な
支援

明石こどもセンター（児童相談所）は子ども家庭支援の拠点として、関係機関や地域の支
援主体と連携し、最適な支援をコーディネート
これまでの市町村機能（家庭児童相談、要対協調整機関業務など）も一体的に実施

子育て応援企業

児童相談所設置後の子ども家庭支援推進体制のイメージ

教育委員会

生活福祉
担当部署

障害福祉
担当部署

市の機関等
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２．児童相談所設置に向けた準備状況

13

設置のための準備・検討体制

児童相談所準備担当（課レベル）の設置

有識者（アドバイザー）による検討会議（新しい児童相談所
のための検討会）の開催

県と市によるワーキング会議の開催

14
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明石市

福祉局子育て支援室
児童相談所準備担当

児童相談所設置準備事務
里親推進の取組

新しい児童相談所のための検討会

兵庫県

健康福祉部少子高齢局
児童課

中央こども家庭センター
（県中央児相）

県・市ワーキング会議

報告・
相談

助言・
引継

総合的な子ども家庭支援の在り方の検討
家庭養育推進に係る検討
司法との連携に係る検討

諮
問 助

言

概ね２～３か月に1回のペースで
開催

15

【準備・検討体制】

児童相談所準備担当の設置

平成28年度に準備担当職員２名を配置し準備に着手

平成29年４月に課レベルの「児童相談所準備担当」新設し準備体制を強化
（課長以下７名体制）

児童相談所設置に向けた準備のほか、里親推進の取組を担当

16

庁内関係部署との調整会議の開催
児童相談所設置市へ移行することに伴い、県から移譲される事務等について、

庁内における事務分担、条例等規定の整備などについて庁内関係課とともに検討。

児童相談所設置市移行に伴う事務 庁内関係部署

療育手帳判定関係事務 障害福祉課、子育て支援課、こども健康課

特別児童扶養手当判定関係事務 児童福祉課、子育て支援課

障害児入所給付関係事務 障害福祉課、子育て支援課

児童福祉施設及び障害児関係施設の設置認可、検査等、
施設の管理監督に関する事務

障害福祉課、発達支援課、子育て支援課、法人指導
課

障害相談及び育成相談への対応（児童相談所と庁内関
係課との役割分担）

障害福祉課、発達支援課、子育て支援課、こども健
康課

児童相談所運営システムについて（庁内関係課保有情
報との連携）

子育て支援課、市民課、生活福祉課、・・・・・

児童福祉審議会の運営 こども育成室、子育て支援課
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新しい児童相談所のための検討会
委員氏名 役 職 委員氏名 役職

稲垣 由子
（会長）

甲南女子大学人間科学部総合子ども
学科教授（発達行動小児科医）

後藤 啓二
NPO法人シンクキッズ 子ども虐
待・性犯罪をなくす会代表理事

岩城 正光 弁護士 小林 美智子 子どもの虹情報研修センター顧問

川並 利治
金沢星稜大学人間科学部教授
（元金沢市児童相談所長）

藤林 武史 福岡市児童相談所長

川村 百合 弁護士 萬屋 育子 特定非営利活動法人CAPNA理事長

開催経緯
時期 開催形態 諮問事項

平成28年10月 会議開催
明石市の児童相談所のあり方について
未就学児の里親委託率１００％を目指す取組について

平成28年11月 会議開催

未就学児の里親委託率１００％を目指す取組について
一時保護所のあり方について
施設に必要な部屋等について
夜間電話対応について
医師の配置について

平成28年11月 メールにて諮問
児童相談所への子育て支援センターの併設について
児童相談所と一時保護所の配置について
施設に必要な部屋等について

平成28年12月 メールにて諮問 運用面を考えた部屋の配置・追加について

平成29年４月 メールにて諮問
組織体制案について
兵庫県との定員協定協議にあたっての留意点について

オブザーバー参加：日本社会福祉士会、日本臨床心理士会

17

※敬称略

県と市によるワーキング会議開催状況

回 時期 主な検討事項

第１回 平成28年６月 ワーキング会議の設置について
明石市の検討状況について

第２回 平成28年10月 明石市児童相談所の施設について（部屋数など）
今後のワーキング会議での検討事項について

第３回 平成28年12月

組織体制案について
夜間休日電話相談体制について
施設の部屋配置について
今後の協議事項における他市への確認事項について（療育手帳発行手続き、ケー
ス移管等）

第４回 平成29年２月

部屋配置図案について
児童相談所の組織体制について
他市における県からの引継ぎ方法について
市から県への研修派遣計画（案）について

第５回 平成29年５月

児童福祉施設の定員協定について
児童福祉施設の管理監督について
一時保護所配置予定職員の研修受け入れについて
一時保護所における県・市相互の一時保護委託について

第６回 平成29年８月

児童福祉施設の定員協定について
療育手帳の発行手続きについて（発行手順詳細、判定基準の習得時期・方法、
ケースファイルの引継ぎ・保管方法）
政令指定に向けた県・市の手続きについて

18
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児童相談所の施設整備

市有地に新設。一時保護所と子育て支援センターを併設

近隣住民等、市民への説明を順次実施

19

市有地（明石市立産業交流センター横の駐車場内）に新築
市の東西の中心であるＪＲ大久保駅付近の市有地。駅から徒歩３分

一時保護所（定員25名）と子育て支援センターを併設
国の交付金（次世代育成支援施設整備交付金）を活用

平成30年度の中核市移行に伴い、産業交流センターを保健所として
改築整備するため、保健所と児童相談所が隣接

設置予定場所

平成30年４月に
保健所を設置

【建物の概要】

敷地面積 約2,540㎡

階数 ２階建て

建築面積 約1,160㎡

延床面積 約2,300㎡
20

児童相談所の新設
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施設の設計・設備（消防法等関係法令にも留意）

児童相談所本体については児童相談所運営指針に定める部屋（※１）

の設置を、一時保護所については「児童福祉施設の設備及び運営に関
する基準」に定める部屋（※２）の設置を基本とし、いくつかの児童相
談所の状況を調査（視察、図面の閲覧など）した上で設計
（※１）所長室、事務室、相談室、会議室、待合室、ファイル室、医務室、心理検査室、心理療法室、宿直室、児童

所持品保管室、用務員室、倉庫など

（※２）事務室、面接室、児童居室、学習室、遊戯室、医務室、静養室、調理室、食堂、浴室、便所、夜間宿泊室、
調理員室、用務員室、洗濯場、倉庫など

近隣高層マンション等からの見え方、来所者や一時保護した子ども
の動線、事務室から子どもの様子が常に確認できることなどに配慮し
た配置・設備

消防法、建築基準法等関係法令に適合した構造・設備となるよう、
庁内営繕担当課や設計事務所と協議を重ねる
（例：適切な避難経路の確保、採光のため居室には必ず窓を設置等）

21

近隣住民等、市民への説明

設置決定後、計画地の校区関係者へ順次説明

市の広報誌やホームページにより、広く市民に周知

近隣住民への説明経過

時期 説明内容・対象

平成28年９月 計画地の近隣となる校区のまちづくり組織の会長に設置時期及び設置場所を
説明

平成28年12月 校区のまちづくり組織の会長に、12月議会で設計業務の補正予算が議決され
た旨及び今後の工事スケジュールを説明

平成29年４月 計画地に隣接する２つの単位自治会の各会長に設置時期及び設置場所を説明

22

今後も準備の進捗状況を踏まえ、近隣住民に向けた説明を順次実施していく
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明石市広報誌「広報あかし」（H29.5.15）

人材の確保・育成

職員の新規採用

設置後即戦力となる職員の育成

24
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配置予定職員

職種
既存職員の異動に
よる配置

新規採用 合計

児童福祉司 10人 ４人
（３）

14人
（３）

児童心理司
７人

（１）
７人

（１）

保健師 ３人 ３人

弁護士 ２人 2人

児童指導員 ４人 ４人 ８人

その他（教職員、
相談員等）

13人 21人 34人

合計 30人 38人 68人

参考
（標準的な人員）

８人
（２）

４人
（１）

１人

弁護士の配置又は
これに準ずる措置

７人

－

－

（ ）は、うちSVの数 25

既存の市職員の異動による配置に加え、新たに38人を採用予定
スーパーバイザーの確保が課題

採用計画

職種 平成28年度 平成29年度 平成30年度
以降

計

児童福祉司 １人 ３人 4人

児童心理司 ２人
（※）

５人 ７人

弁護士 ２人 ２人

児童指導員 ４人 ４人

相談員等 10人 10人

一時保護所
夜間専門員

９人 ９人

医師（嘱託） ２人 ２人

合計 ２人 ３人 33人 38人

26
※29年度は今後の採用予定も含む
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【参考】採用リーフレット

27

即戦力となる職員の育成

開設の２年以上前から、県の中央こども家庭センター（中央児童相
談所）を中心に、順次職員を研修派遣

県の中央こども家庭センター（明石市内）では、明石市の子どもを
実際に担当

28
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平成29年度までの研修派遣の状況（予定を含む）

派遣期間 職種（候補） 人数 派遣先

H28年10月～H29年３月 児童福祉司 ２人 兵庫県中央こども家庭センター

H29年６月～H30年３月 児童福祉司
児童心理司

１人
１人

兵庫県中央こども家庭センター

H29年７月～H30年3月 児童福祉司 １人 指定都市児童相談所

H29年７月～H29年８月 弁護士職員 １人 指定都市児童相談所

H29年10月～H30年３月 児童指導員 １人 兵庫県中央こども家庭センター

H29年11月～H29年12月 弁護士職員 １人 指定都市児童相談所

29

平成30年度以降も順次派遣し、児童相談所設置までに20名弱を派遣予定

社会的養護の整備

保護した子どもの受け入れ先（措置する施設等）の確保

里親の確保による家庭養護の推進
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保護した子どもの受け入れ先（措置する施設等）の確保

児童相談所設置後、明石市の管轄となる市内の乳児院、児童養護施
設と連携
※現在も市の子ども家庭支援関連事業を委託するなどの連携あり

そのほか県内の児童養護施設等について、県と市それぞれの定員枠
を取り決める「定員協定」の締結に向け協議中

31

市内の社会的養護関係施設等の現状

施設種別 施設名 設置主体 定員 設置年月日

児童養護施設
（母子生活支援施設併設）

カーサ汐彩 （社福）立正学園
30人

（２世帯） H29.4.1

乳児院 明石乳児院 （社福）ひとまる会 25人 S40.11.1

児童心理治療施設 清水が丘学園 兵庫県
入所50人
通所20人 S50.5.1

児童自立支援施設 明石学園 兵庫県 130人 S23.1.1

福祉型児童発達支援センター あおぞら園 明石市 30人 H21.4.1

医療型児童発達支援センター ゆりかご園 明石市 40人 S44.10.15

一時保護所
兵庫県中央こども
家庭センター

兵庫県 40人

里親登録数：22家庭 養育里親：20家庭、ファミリーホーム（専門里親）：１家庭、親族里親：１家庭
32
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定員協定に係る県との協議事項

協定を締結する施設の範囲
児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、・・・

協定を締結する地域
県内全域か明石市とその近隣エリアか

協定定員の算出方法
（例）過去３年の明石市の子どもの入所実績に応じて按分

協定定員を超えて措置が必要となった場合の定員割愛協議のルール

33

里親の確保による家庭養護の推進

児童相談所設置後、社会的養護が必要な就学前の子どもについては、
100％里親委託とすることを目標に「あかし里親100％プロジェクト」を
展開

里親に関心がある方への相談会、里親制度普及のためのフォーラムの
開催、ポスターの掲出、市民向け・職員向けの出前講座の開催などを市
独自に実施

34
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（参考）あかし里親100％プロジェクト（明石市ホームページより）

あかし里親100％プロジェクト（平成29年１月記者発表）

35

里親相談会

• 里親に関心のある市民を対象に、平成29年５月から毎月実施
• 市内の里親や家庭養護促進協会のスタッフとともに相談対応
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「あかし里親フォーラム」の開催

日時 平成29年10月９日（月・祝）13時30分～16時00分

場所 あかし市民広場（明石駅前再開発ビル内）

定員 ３００名

内容（予定）

• 歌手の川嶋あいさんを交えた里親制度に関する対談

• 川嶋あいさんのスペシャルライブ

• 県中央こども家庭センター、家庭養護促進協会及び県中央地区里親会
の協力による相談会

広く市民に里親制度を知ってもらうため、市独自に里親フォーラムを開催
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