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要保護児童対策地域協議会
〜連携から協働へ“ご一緒に！”〜

第 ２ 分 科 会

概　要

会　場主担当

県内自治体における要保護児童対策地域協議会での実践報告から、「連携から協働へ」をテー
マに、より実効性のある取組について議論する。

はまぎんホール神奈川県

● コーディネーター
● パネリスト

増沢 高氏

吉川 まり子氏　田辺 有二氏　原 和子氏　銭谷 壮一郎氏

増沢 高（ますざわ	たかし）氏

子どもの虹情報研修センター　研修部長
明治大学文学部兼任講師　明治大学大学院文学研究科兼任講師
椙山女学園大学大学院人間関係学研究科非常勤講師
公益財団法人楽天未来のつばさ財団理事
日本臨床心理士会福祉領域委員会社会的養護部会部会長
全国乳児福祉協議会常任協議員
日本子ども虐待防止学会代議員
子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー実行委員会委員長

略歴
長野県出身
昭和61年３月　千葉大学大学院教育学研究科教育心理修士課程修了
昭和61年４月　千葉市療育センター相談員
昭和63年４月　情緒障害児短期治療施設「横浜いずみ学園」セラピスト

コーディネーター　プロフィール
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平成11年10月　同学園副園長
平成14年４月　子どもの虹情報研修センター研修課長
平成21年４月　子どもの虹情報研修センター研修部長

著書等
平成20年　「いっしょに考える子ども虐待」（共編著）　明石書店
平成21年　「虐待を受けた子どもの回復と育ちを支える援助」福村出版
平成23年　「戦後日本の主な虐待事件をめぐって」、こころの科学159　日本評論社

　「事例で学ぶ社会的養護児童のアセスメント」明石書店
平成24年　「虐待を受けた子どもの喪失感と絶望感」こころの科学162、日本評論社

　「社会的養護における生活臨床と心理臨床」（共編著）福村出版
平成26年　「日本の児童虐待重大事件2000－2010」（共編著）福村出版
平成27年　「児童福祉領域で求められる心理職の専門性」臨床心理学89、Vol15,No5 金剛出版

吉川 まり子（よしかわ	まりこ）氏

神奈川県　伊勢原市子ども部　子ども家庭相談室　主査（保育士）

略歴
平成 ６年　伊勢原市役所　入庁　（３カ所の公立保育所勤務）
平成17年　子育て支援課　児童相談センター　勤務
平成25年　人事交流により神奈川県厚木児童相談所　勤務
平成26年　子ども家庭相談室　勤務

パネリスト　プロフィール

田辺 有二（たなべ	ゆうじ）氏

神奈川県平塚児童相談所長

略歴
昭和57年神奈川県入庁（福祉職）
障害児者入所施設児童指導員
児童相談所児童福祉司
福祉事務所生活保護現業員　　　等

パネリスト　プロフィール
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原 和子（はら	かずこ）氏

神奈川県鎌倉三浦地域児童相談所　児童福祉司

略歴
平成 ５年　神奈川県庁入庁
平成22年　神奈川県鎌倉三浦地域児童相談所

パネリスト　プロフィール

銭谷 壮一郎（ぜにや	そういちろう）氏

鎌倉市役所こどもみらい部こども相談課　相談室担当

略歴
平成24年 ３月　社会福祉士登録。
平成24年10月　鎌倉市役所入庁。こどもみらい部こども相談課相談室担当に配属。

パネリスト　プロフィール

神奈川県
かながわキンタロウ

（よこはまみなとみらい） ▶

◀ 神奈川県
　 かながわキンタロウ
　 （丹沢湖）
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伊勢原市子ども家庭相談室の業務内容

●虐待防止等事業

①要保護児童対策地域協議会の運営

②児童虐待に関する対応

③児童虐待防止のための研修会等の実施

●助産施設措置事務、養育支援訪問事業

●発達相談等事業

①心身の発達に遅れのある乳幼児（就学前）に関する発達（療育）相談

②保育所・幼稚園の先生と共に、多様な発達の困難を抱える児童対応

について考えていく巡回相談

伊勢原市の紹介

オリジナルの啓発・予防を必要とした背景

伊勢原市

要保護児童対策

地域協議会

～連携から協働へ

“ご一緒に！”～

伊勢原市子ども部子ども家庭相談室

吉川まり子

伊勢原市子ども家庭相談室の歴史

平成16年４月 子育て支援課子育て相談係設置

障害福祉センター（社会福祉士）、母子保健（保健師）、

保育所（保育士）から職員が異動

平成17年４月 伊勢原市要保護児童対策地域協議会設置

児童虐待通告窓口となる

平成１９年４月 子育て支援課子育て相談担当と名称変更

平成２１年４月 子育て支援課児童相談センター設置

場所を市役所１階窓口から青少年センター２階の教育

センターと同一フロア内に移し、市長部局と教育委員会、

就学前後を通した切れ目のない相談と支援のための体

制づくりをめざす

教育センターと児童相談センターの職員はそれぞれ併

任辞令が出る

平成２５年４月 子ども家庭相談室設置 ・ ひとつの担当から課に昇格する

伊勢原市子ども家庭相談室の職員体制

●正規職員

室 長：事務職→通告受理OK!
副主幹：保健師

主 査：臨床心理士

主 査：保育士

主事補：臨床心理士

●嘱託職員

保育士１名（発達相談・通告受理対応）

臨床心理士３名（発達相談担当）

虐待対応、

発達（療育）

相談の両方

を行う

1 2

3 4

5 6

吉川 まり子氏　資料
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・児童相談所 ・保育協議会

・保健福祉事務所 ・小学校長会

・警察署 ・中学校長会

・社会福祉協議会 ・民生委員･児童委員協議会

・医師会 ・人権擁護委員会

・歯科医師会 ・障害者（児）相談支援事業所

・NPO法人 ・障害児通所支援事業所

・病院（２院）

・私立幼稚園協会

伊勢原市要保護児童対策地域協議会

わかりやすい研修

伊勢原市要保護児童対策地域協議会伊勢原市要保護児童対策地域協議会

虐待通告窓口が開設されたころ

発達（療育）相談での経験・・・

「出前講座」：紙芝居

1. 目的
・ 早期発見・早期対応の啓発

・ 機関連携の理解促進

2. 対象
・ 関係機関の職員

3. 方法
・ 紙芝居を用いた出張型講座

7 8

9 10

11 12
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研修してみて

やりたいことがもう一つありました

「出前講座」：演劇

1. 目的
・ 妊娠する前の市民への虐待予防

2. 対象
・ 高校生

3. 方法
・ 演劇を用いた出張型講座

窓口業務等の経験から

「妊娠するつもりじゃなかった」

「こんなはずじゃなかったのに」

児童虐待とならないために児童虐待とならないために児童虐待とならないために児童虐待とならないために

13 14

15 16

17 18
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19

20
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22

21
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24

23
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生徒に伝えたいこと

劇の中で

こんなメッセージを伝えています

困ったら相談していいんですよ

「高校への出前講座」をしてみて

・生徒の反応は思っていたより良く、行

っている雰囲気も良い。

・受けた高校の先生方も「良さを実感じ

た」と。

・要対協の仲間との協働。

・継続は力なり！

「高校への出前講座」をしてみて

・生徒の反応は思っていたより良く、行

っている雰囲気も良い。

・受けた高校の先生方も「良さを実感じ

た」と。

・要対協の仲間との協働。

・継続は力なり！

25 26

27 28

ご清聴

ありがとう

ございました。
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田辺 有二氏　資料

要保護児童対策地域協議会の取組み 

                      神奈川県平塚児童相談所 

                            田辺 有二 

 

１ はじめに 

  神奈川県は、３３の市町村がある。その内、３市（横浜市、川崎市、相模

原市）が政令市であり、児童相談所と市が同じ地方公共団体である。 

また、１市（横須賀市）も中核市で児童相談所設置市となっている。他の

市町村（１５市、１３町、１村）については、県の児童相談所が所管してい

る。 

要保護児童対策地域協議会（以下、「要対協」という。）は、それぞれの

市町村に設置されており、県と各市町村が連携、協力する体制となっている。 

  その中で、伊勢原市における要対協と児童相談所の協働の取組みについて

お伝えする。 

２ 要対協と児童相談所について 

  要対協の設置については、虐待を受けている子どもを始めとする要保護児 

童の早期発見や適切な保護を図るためには、児童相談所を始めとする関係機 

関が当該要保護児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対 

応していくことが重要であることから、平成 16 年児童福祉法改正法におい 

て設置の考え方が示された。 

  神奈川県としては、県域児童相談所所管市町村に要対協設置をお願いし、 

１8年度までに全市町村に協議会が設置された。 

   児童相談所は、発生後の的確な対応に力点を置くとともに安全を最優先し 

た介入を役割としてきた。 

平成 23 年度から伊勢原市要対協独自の予防的取組みとして、市内高等学

校の生徒向け出前講座（次世代への啓発）を始めた。24 年度から県の機関も

参加し、現在に至っている。 

   24 年度県本庁（子ども家庭課職員）、25 年度厚木児童相談所（所長） 

26 年度県本庁（子ども家庭課職員）、中央児童相談所職員、平塚児童相談

所職員、平塚保健福祉事務所職員が一緒に行っている。 

３ 平塚児童相談所の設置 

  平成２６年４月から神奈川県児童相談所の再編整備として設置された児 

童相談所です。 

   伊勢原市は、人口約１０万人ということで、地域連携は行いやすい規模 

である。 
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原 和子氏　資料

鎌三チャレンジ

～市町と児童相談所協働による同行訪問モデル～

鎌倉三浦地域児童相談所

子ども支援課 原 和子

1

1

鎌倉三浦地域児童相談所はこんなところ

2

2
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• 所管人口は320,000人弱。神奈川県下には14箇所の児相
がありますが、もっとも小さな児相です。

• 所管地域は鎌倉市(17.3万人)、逗子市(5.7万人)、三浦市
(4.6万人)、葉山町(3.2万人)です。

• 当所は横須賀市に所在しているのですが、横須賀市の担
当は中核市の横須賀市児相が所管しています。

• 昨年度の相談件数は838件、虐待対応件数は276件です。
身体的虐待64件、ネグレクト44件、心理的虐待166件、性
的虐待2件です。

• 一時保護件数は69件。施設措置数は14件でした。
• 4人の地区担当に、スーパーバイザー等フリーの福祉司が
2名います。担当ケース数は、年度の初めの平均で50名
強です。

3

組織図

所長

管理課長 課員

子ども支援課長 福祉支援グループ（７）

相談支援グループ（３）

心理支援グループ（３）

親子支援チーム （２）

＊（ ）常勤数 １９名

4

4

3
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鎌三チャレンジ

「市町と児童相談所による同行訪問モデル」

5

5

同行訪問モデルに取り組もうとした背景

児相の立場児相の立場児相の立場児相の立場

児童相談所においては、通告件数の増加、特に警察からの

DV、および夫婦喧嘩等に伴う心理的虐待の通告の顕著な増
加により、その重篤度に必ずしも関わりなくより広範なケース

への対応が求められています。警察の多く、また、泣き声通

告などは夫婦不和、子育て不安等が多く、市町が有する社会

資源を動員することが、被通告者の(潜在的な)ニーズに叶う
ものであり、更に、要対協の要保護、要支援ケースとして進行

管理をしていくことが必要に思われます。また、児童相談所全

国共通ナビダイヤルの三桁化に伴い、さらに広範な相談が寄

せられることが予想されます。

6

6
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市町の立場市町の立場市町の立場市町の立場

市町においても、決して十分とはいえない児童相談体制

の中で、子ども虐待対応に取り組み、更にそれぞれ自らの調

査権限や対応範囲を超えたと思われる通告、相談を受け、

対応に窮する場面が増えている実態があります。他所管の

多くの市町では、児童相談所との連携において多くの課題が

あることも指摘されています。(依頼しても児相が動かない
等々)また、市町としての児童相談における専門性の確保、
維持については喫緊の課題となっています。

7

・以上のこともあり、これまで市町と児相の子ども相談における

役割分担についてはさまざまな場面で議論がなされていますが

いまだ十分な共通の理解には達していません。

・その上、仮にその分担があったとしても、現状の通告、および

虐待対応の初動段階では、市町、児相にはその役割に基づい

て通告が振り分けられるシステムは特に存在せず、（それぞれ

の機関が認識している）自らの役割とは異なる範囲の対応をせ

ざるを得ないというのが実情。（平成２７年８月２８日の社会保

障審議会児童部会でトリアージに関わる議論があります）

そこで、今回、「市町と児童相談所協働による同行訪問モデそこで、今回、「市町と児童相談所協働による同行訪問モデそこで、今回、「市町と児童相談所協働による同行訪問モデそこで、今回、「市町と児童相談所協働による同行訪問モデ

ル」の試行の提案となりました。ル」の試行の提案となりました。ル」の試行の提案となりました。ル」の試行の提案となりました。

8

8

7
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期待される効果

・子ども・家族に対するリスク・リソース・ニーズアセスメ

ントに基づく支援、より良い市町と児相の連携のあ

り方、役割分担を検討する。

・初動から市町と児相が連携することで、それぞれが

有する子ども相談の専門性、とりわけ家庭訪問、対

話、相談等のスキルを共有するとともに、相互のＯＪ

Ｔの機会になることが期待される。

9

9

10

市町が期待

する同行訪

問の領域

児相が期待

する同行訪

問の領域

「子ども虐待対応の手引き 平成25年8月版」2014 有斐閣 P14

10
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具体的な実施方法具体的な実施方法具体的な実施方法具体的な実施方法

フローチャート参照フローチャート参照フローチャート参照フローチャート参照

• 市町、児童相談所それぞれで受理
（受理票、緊急援助方針会議提出票作成）

• 「同行訪問モデル」依頼 受理票等の共有

• 「同行訪問モデル」実施。訪問職員協議によるアセスメント、
ケース分類(ケース1～4 その他)

• 以上を踏まえ、それぞれの市町、児童相談所援助方針会議
において、訪問職員判断の検証、方針決定

市町、児童相談所の意見が異なる場合は調整

11

11
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12

12
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「同行訪問モデル」

に取り組んでみて

13

13

平成２７年度４月ー９月期の実績から

14

14
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<同行訪問した職員>

<市町市町市町市町>

・担当課課長、係長、ＣＷ

・保健師

・相談員

<児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所>

・支援担当福祉司

（フリーの福祉司）

・地区担当福祉司

15

<同行訪問後の支援方針・処理>

児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所 市市市市 町町町町 要対協の扱い要対協の扱い要対協の扱い要対協の扱い

終終終終 結結結結

３９（３２＊）３９（３２＊）３９（３２＊）３９（３２＊） １０１０１０１０

５５５５５５５５

継継継継 続続続続

３０３０３０３０ ４５４５４５４５

その他その他その他その他 １４＊１４＊１４＊１４＊

計計計計 ６９６９６９６９ ６９６９６９６９

16

＊（ ）内は、モニタリング対応で終結した件数です。

＊その他は、市町で受理しなかった件数です。

16

15
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児相から市町に依頼したケース事例

ケースの概要

・実父母ともに２７才、実父はアルバイト、実母は契

約社員で不規則勤務、本児は１才半。

・本児の夜泣きの対応をしていた実父が、起きてこ

ない実母に怒って口論となり、実父が実母を蹴り、

再び泣き出した本児の頬を叩いた。

・近隣より警察通報があり、警察より児相に児童通

告

17

17

18

・夜泣きが続いて困る・・

・自分が仕事を辞めて家

にいたほうがいいのか・・

・叩いてしまった自分に

驚いている・・

・子どものいる友達はお

らず、悩みを聞いてもら

えない・・

母

父

18
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○市のＣＷと同行訪問

児相児相児相児相・・訪問の主旨や目的、子どもへの影響

について話をしました。

市市市市・・・市のサービスにつなげていく案内をし

ました。

○経過

実母 市の保健師の支援につなげる

実父 市の子ども相談室への相談と

父親対象の講座を案内

○所属の保育園含めて要対協で見守り、児相

閉止

19

このケースを通して

同行訪問して父母の話しを一緒に聞いてみると

・父母との対話の中から（潜在的な）ニーズの表

明がある

・自ずと役割分担ができる

20

20

19
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聴き取りアンケート調査から

<メリット>
○市町からの意見

・要対協の要保護・要支援ケースとして進行管理がスムーズ

・市町の職員が同行することで子育て支援やＤＶ相談の窓口に

つながるため保護者の選択が増える

・決して十分とはいえない市町の児童相談体制の中で、児相職

員と一緒に動くことで相互のＯＪＴにもなる

○児相職員からの意見

・市町がやっている子育て支援の情報を直接説明してもらえる

・一時保護が必要かもしれないケースに同行すると、市町職員

、対象者が安心する

・市町職員とのやり取りが全般的にスムーズになった 21

21

聴き取りアンケート調査から

<デメリット>
○市町からの意見

・同行訪問の職員を確保するのが難しい

・同じ町民でやりにくい

・遅い時間の訪問は難しい

・訪問が増えて、出張旅費がかさむ

○児相職員からの意見

・市町職員との日程調整が難しいときがある

・市町の対応の基本は支援なので、警察からの通告でいきなり

訪問するのは相手や市町職員にとってもキツイのでは

22

22
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市町と初動からの同行訪問に取り組んでみて

• 机上で“どっちがやる”といっての議論だけで
いくと、負担増だけが前面に出がち。初動か

ら同行で訪問すると、それぞれの役割分担が

より明確になりスムーズに対応が進められる。

• 安全確認だけに留まらず、家族の潜在的な
ニーズにどれくらい応えられるかを、ケース毎

に改めて考えるきっかけになった。

23

同行訪問を始めるにあたって

その他の取組み

・市町と児相の業務連絡会

年１回→年３回に増やして予定
・同行訪問モデルの実施を念頭に置いた家庭

訪問、その後の面接（対話）に関わる研修を

年３回予定

24

24

23
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25

25

• ロールプレイの写真

26

26
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27

27
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平成23年より、児童相談所が通告受理した時点
で市も要対協支援が開始されるが、支援の主体は

児童相談所であり、特に施設措置された場合、状況

は月１回のケース突き合わせにより、児童相談所の

担当者から話を聞くのみであった。

手続きや援助活動チーム会議の調整で市が間接

的に家庭に関わることはあったが、家庭訪問や面接

を直接行うことはなく、詳細な家庭状況の把握は難

しかった。

同行訪問の流れ（児童相談所から市へ依頼の場合）

１．児童相談所から住民基本台帳の確認。

２．児童の所属、健診状況確認、所属への聞き取り。

３．児童相談所より同行訪問依頼。

４．家庭状況により、市(こども相談課）で紹介できる
サービスを検討。

１．同行訪問の受け入れがスムーズであった理由

●平成23年より、児童相談所に通告があった場合、
市への住基確認の際に、通告内容を聞き取り、市に

おいても要対協ケースとして受理。児童相談所と市

でケースを共有し支援する体制をとっている。

～鎌倉市における同行訪問～～鎌倉市における同行訪問～～鎌倉市における同行訪問～～鎌倉市における同行訪問～

鎌倉市役所 こどもみらい部 こども相談課

相談室担当 銭谷 壮一郎

初期介入から市が児童相談所と家庭訪問を行い、

当事者の話を聞くことは市として、その家庭状況を

詳細に把握することができ、相談ニーズから市の支

援を紹介するという当事者支援が出来るという両面

のメリットがあったため、児童相談所からの提案を

受け入れた。

同行訪問の流れ（市から児童相談所へ依頼の場合）

１．市へ通告→緊急受理会議（リスクの判断）

２．児童の所属、健診状況確認、所属への聞き取り。

（リスクの判断）

３．児童相談所へ同行訪問依頼。

４．家庭状況により、市(こども相談課）で紹介できる
サービスを検討。

1 2

3 4

5 6

銭谷 壮一郎氏　資料
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35

・仕事の悩みがある・・・・

・両親に、成育歴を批判される・・・・

→悩みが蓄積し、パニックに・・・・
・カウンセリングを受けている。

・子どもをどうにかしてしまいそうな

ので、預けたい。

このケースを通して・・・

・万一、リスクが高い場合でも、初動で児相が

同行することで緊急対応(一時保護）が迅速に
行える。その後、初動からの経過が分かるの

で、通院の確認や所属への見守りなど要対協

支援が行いやすい。

37

ケース事例から

ケースの概要

・実父４６歳、実母４５歳、夏休み中の実父が子守り

をしていた。実母は仕事中。本児は３歳６ヶ月で幼

稚園は夏休み中。

・実父自身の精神状態が悪く、本児を預けたい、ど

うにかしてしまいそうと過呼吸を起こしながら、電話

相談が入る。

34

（児相から市） （市から児相）

５．同行訪問実施。（地域担当だけでなく職員の専門

分野や職員の性別を考慮）

６．児童相談所、市(こども相談課）で経過確認。市は
紹介したサービス （ＥＸ．子育て講座や家事支援サ

ービス）、乳幼児健康診査等に繋がっていくか確認

フローチャート１～４

１．１回の家庭訪問等により終結することに合理性。

２．一定期間をおいて再訪問が必要。

３．市町中心継続。

４．児相中心継続。

○児童福祉司と同行訪問

実父・・・自身の精神状態が子どもに悪影響を及ぼ

すのではないか。

→ 児相より、一時保護について説明。

精神科受診を促す。

○実父へ現況確認。受診を確認し、児相閉止。

所属の幼稚園含めて要対協で見守り。

⇒本児の安全確認が迅速に行え、児相が一時保護に

ついて説明、身近な相談場所として市(相談室）を紹
介し、実父の落ち着きを取り戻せた。

36

実践して良かったこと実践して良かったこと実践して良かったこと実践して良かったこと

●当事者の立場として●当事者の立場として●当事者の立場として●当事者の立場として

１．児童相談所と聞くと、抵抗がある家庭にも、市が同

行することで指導的ではなく、身近な行政サービス

（子育て講座等）を支援型で伝える、関わることが出

来る。相談先が身近(市）にあり継続相談しやすい。

7 8

9 10

11 12
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●市の立場として●市の立場として●市の立場として●市の立場として

１．実際に当事者と会うことにより、児童相談所 主体支

援ケースでも、市が家庭状況を把握でき、緊急対応

や関係機関との連絡調整がスムーズにできる。児童

相談所と足並みを揃えて支援ができる。

２．子育て講座（怒鳴らない子育て、ＢＰ、ＮＰ、ＭＣＧ）な

ど市の事業に繋がることができる。

３．市に緊急を要する通告が入った場合に、児童相談所

に同行訪問を依頼しやすくなった。

４．児童相談所の職員に同行することで、保護者からの

聞き取り方法(質問の仕方）や伝え方が学べる。

３．児童相談所が支援閉止した後、市がどのタイミン

グで支援を閉止するかきちんと確認する必要がある

。

４．定期的に、実践を振り返る研修を児童相談所に企

画してもらう。市においても成功例や改善例をもとに

職場内研修(ロールプレイ等）を実施する必要があ
る。

43

・相談員の夜間の対応

が・・・・

・訪問が相次ぎ、事務仕事

の時間が・・・・

でも・・・

●当事者の困り感を引き出

し、本来必要な支援を繋ぐ。

→初動の訪問から得られ
るものが大きい。

今後、改善すべきこと、注意すべきこと今後、改善すべきこと、注意すべきこと今後、改善すべきこと、注意すべきこと今後、改善すべきこと、注意すべきこと

●市の立場として●市の立場として●市の立場として●市の立場として

１．同行訪問時に児童相談所と市の役割についてしっ

かり説明する必要がある。児童相談所への拒否的感

情が市に対しても生まれる可能性があり市も子どもを

保護する機関という誤った理解も生まれる

２．同行訪問時は事前に、どのようなサービスを案内す

るか、支援方針や役割分担について十分に話し合う

必要がある。

42

１８９導入でさらに児相へ

の通告が増えるなぁ・・

日程調整が大変だなぁ・・

～連携から協働へ～

ご一緒に！！

44

13 14

15 16

17 18


