
第 ３ 分 科 会

要保護児童対策地域協議会に
おける関係機関の連携の在り方

コーディネーター

山縣 文治（やまがた ふみはる）氏

関西大学人間健康学部教授
社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門
委員会委員長
熊本市要保護児童対策地域協議会こうのとりのゆりかご検証委員会
委員長
家庭養護促進協会副理事長　他

略　歴  
昭和29年　広島県生まれ
昭和53年　大阪市立大学生活科学部卒業
昭和57年　大阪市立大学大学院生活科学研究科後期博士課程中退
　　　　　（この間、児童養護施設四恩学園の児童指導員として勤務）
昭和57年　大阪市立大学生活科学部助手
平成24年　大阪市立大学生活科学研究科教授退職
平成24年　関西大学人間健康学部教授　現在に至る

著書等  
（単著）少子社会の子ども家庭福祉（放送大学教育振興会、2015年）

子ども家庭福祉論（ミネルヴァ書房、2016）　他
（編著・論文等）社会的養護内容（共編著、ミネルヴァ書房、2014）

子ども虐待、岩崎晋也他編『社会福祉研究のフロンティア』（有斐閣、2014）
子どもの権利人権擁護・虐待防止の動向と課題、全国社会福祉協議会『権利擁護・
虐待防止白書2015』
子ども家庭福祉と子ども中心主義：政策視点と支援視点からみた子ども、子ども
社会研究21、2015
アフタースクールにおける子どもの生活への支援、子ども学第4号、2016　他

プロフィール
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第３分科会

パネリスト

天谷 泰公（あまや やすひろ）氏

福 井県総合福祉相談所長（福井県中央児童相談所、福井県身体障害
者更生相談所、福井県知的障害者更生相談所、福井県精神保健福
祉センター、福井県婦人相談所、その他５機関、計10機関の長）

福井少年鑑別所視察委員会委員長

略　歴  
昭和30年　福井県福井市生
昭和53年　国立療養所北陸病院　心理療法士
昭和58年　福井県に心理職として入庁
　　　　　福井県中央・敦賀児童相談所の心理判定員・児童福祉司、
　　　　　福井県知的障害者更生相談所、福井県障害福祉課等に勤務
平成16年　厚生労働省障害福祉専門官
平成20年　福井県和敬学園長
平成23年　福井県障害福祉課長
平成25年から現職

プロフィール

パネリスト

黒田 裕幸（くろだ ひろゆき）氏

福井県警察本部　少年女性安全課長

略　歴  
昭和53年 4 月　警察官拝命
平成25年 3 月　監察課長
平成27年 3 月　勝山警察署長
平成28年 3 月　現職

プロフィール
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第３分科会

パネリスト

パネリスト

端 将一郎（はた しょういちろう）氏

濱口 勇規（はまぐち ゆうき）氏

福井弁護士会副会長
中弁連理事
日弁連取調べの可視化本部事務局次長
日弁連刑事弁護センター委員
ＮＰＯ法人福井ＡＲＣ副理事長
福井県精神医療審査会委員

福井市福祉保健部福祉事務所子ども福祉課　主事

略　歴  
昭和53年　福井県福井市（旧清水町）生まれ
平成19年　弁護士登録（福井弁護士会に入会）
　　　　　よつば法律事務所　開設
平成28年　福井弁護士会副会長（子どもの権利委員会担当）

略　歴  
三重県熊野市出身
平成19年 4 月　社会福祉士・介護福祉士　登録
平成19年 5 月　介護老人保健施設　勤務（介護職）
平成20年 4 月　福井市役所　入庁（社会福祉士）
　　　　　　　福祉事務所ふれ愛園（児童養護施設）　配属
平成22年 4 月　福祉事務所地域福祉課　配属
※担当：地域福祉計画など（ 2 年間）、生活保護現業員（ 4 年間）
平成28年 4 月　福祉事務所子ども福祉課　配属

プロフィール

プロフィール
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第３分科会

パネリスト

松井 馨（まつい かおり）氏

福井市教育委員会事務局学校教育課　スクールソーシャルワーカー

略　歴  
平成20年 3 月　社会福祉士登録
平成19年　　　福井県総合福祉相談所児童相談課　虐待対応協力員
平成23年　　　福井市教育委員会　スクールソーシャルワーカー
　　　　　　　坂井市教育委員会　スクールソーシャルワーカー
平成27年　　　福井市教育委員会　スクールソーシャルワーカー
　　　　　　　福井県教育委員会　スクールカウンセラー

プロフィール
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資料天谷 泰公氏
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第３分科会

資料端 将一郎氏

 
児童福祉法等の改正及び改正を踏まえての弁護士の役割について 
 

２０１６．１１．１９ 
 

弁護士 端  将一郎 
 

○２０１６年５月、児童福祉法等の一部が改正された 

（改正の概要） 

○児童福祉法の理念の明確化 

  →児童の健全育成の観点から、児童福祉の保障等の内容を明確化。 

○児童虐待の発生予防 

  →妊娠、出産、子育てについて、切れ目ない支援をすることで、児童虐待

のリスク減につなげる 

○児童虐待発生時の迅速・的確な対応 

  →児童の安全確保のため、初期対応等が迅速・的確に行われるよう、市町

村や児童相談所の体制や権限を強化。 

○被虐待児童への自立支援 

  →被虐待児童について、親子関係再構築を強化。また、施設入所や里親委

託の措置が取られる場合、児童の状況に応じた支援を実施 

 

○児童相談所への弁護士配置 

 法律に関する専門的な知識経験を必要とする業務を適切かつ円滑に行うため、

弁護士配置又はこれに準ずる措置を行う 

 

（具体例） 

 ・一時保護時の対応 

 ・２８条申立て 

 ・親権喪失、停止 

 ・未成年後見 
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第３分科会

 等 

 

○常駐に向けた課題 

 ○他の弁護士業務との兼ね合い 

 →常駐となると、他の依頼事件への影響は避けられない。 

  そのため、現在の業務をどうするか、給与面（報酬面）が安定するかどう

かという面で解決すべき課題がある。 

 ○法曹資格者が増員されている点 

→近年、法曹資格者が増員されており、企業内弁護士等も増加している。 

その観点から常駐し得る人員はいるとも考えられる。 

   一方、弁護士が必ずしも児童福祉に詳しい訳ではないし、情熱をもって

いるとも限らないため、弊害が出る可能性もある。 
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第３分科会

資料

福井市要保護児童対策地域協議会の概要

6

子ども支援係の主な業務内容

児童虐待等相談

要保護児童対策地域協議会の運営

児童虐待防止普及啓発

主任児童委員研修

養育支援訪問事業

女性（ＤＶ等）相談

助産制度、母子生活支援施設

5

福井市子ども福祉課の職員体制

課長 主任

○庶務・児童館係
正規職員：2名

○医療係（子ども医療、母子医療）
正規職員：４名、臨時的任用職員1名

○手当係（児童手当、児童扶養手当）
正規職員：3名、臨時的任用職員2名

○子ども支援係
正規職員：4名（保健師2名、社会福祉士2名）

正規職員１５名、臨時的任用職員等１２名（平成２８年９月１日現在）

○組合専従、団体、窓口等
専従・臨時職員等：9名

4

福井市

人 口：２６６，０３７人（うち１８歳未満人口：４３，４０４人）

世帯数：１０１，１９４世帯
（平成２８年９月１日現在）

3

福井しあわせ元気国体
マスコットキャラクター

はぴりゅう

福井市の紹介

福井市宣伝隊長

2

福井市福祉保健部

福祉事務所子ども福祉課

主事 濱口 勇規

福井市要保護児童対策地域協議会の
現状と課題について

1

濱口 勇規氏
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第３分科会

今後の取り組み

課題①：福井市要対協における関係機関であっても虐待疑いによる

通告義務に対する理解が不十分である

⇒ ・関係機関への研修や出前講座などを通じて、児童虐待防止の推

進に努める

課題②：福井市要対協における情報共有体制が確立されていない

⇒ ・福井市において児童相談管理のための電算システムを導入し、

関係機関からの照会などへの迅速な対応を図る

・児童虐待の通告に関するフローチャートや情報共有に関するマ

ニュアルを作成し、要対協関係機関同士の個人情報保護ルール

を確立する

12

福井市要対協における実例と
そこから見える課題②

実例３

虐待通告時の初期対応において、関係機関へ問い合わせたところ、個人情報
を理由に情報提供を拒まれた。また、福祉事務所の職員であることに疑いを持た
れ、情報提供を拒まれたこともある。

⇒関係機関によっては文書でなければ回答をもらえないことも多い。

実例４

虐待における写真等の情報提供について、電子媒体による提供を拒まれること
が多い。

⇒電子媒体による情報提供について、情報漏えいなどに繋がるリスクが高いと判

断され、紙媒体による提供に留まることが多い。また、児童相談所との電子媒体

による情報共有などが難しい場合もある。

課題②：福井市要対協における情報共有体制が確立されていない 11

福井市要対協における実例と
そこから見える課題①

実例１

顔や両腕などに青痣があったため、不自然であると感じた所属機関において記
録はきっちり保管していたが、虐待疑いによる通告義務を認識しておらず、結果
的に通告までに約１年間を要した。

⇒通告後、明らかな身体的虐待ケースとして、一時保護に至る。

実例２

常に服装や身なりなどが明らかに不衛生であり、時折悪臭もする。また、食事を
まともに摂っていない時期もあり、痩せる姿が見受けられたが、虐待疑いによる通
告義務を認識しておらず、通告までに約１年半以上を要した。

⇒通告後、明らかなネグレクトケースとして、行政介入に至る。

課題①：福井市要対協における関係機関であっても虐待疑いによる通告義務に

対する理解が不十分である
10

平成２７年度養護相談・その他相談
（３４０人）の内訳

9

１．通告経路

２．児童の年齢及び主な通告原因

（単位：人）

（単位：人）

109 49 8 35 19 18

32.1% 14.4% 2.4% 10.3% 5.6% 5.3%

学校 教育委員会 家族・親族 近隣・知人 他市町村 その他

20 9 20 13 12 28 340

5.9% 2.6% 5.9% 3.8% 3.5% 8.2% 100%

計

子ども家庭
センター

児童相談所 市福祉担当課 保健センター 保育所 警察

養育上の問題 泣き声等通告 行方不明児童 その他 計

4 0 0 0 4( 1.2%)

64 6 3 0 73(21.2%)

60 6 3 0 69(19.7%)

62 4 1 0 67(19.4%)

47 0 1 0 48(14.1%)

49 0 0 0 49(14.7%)

33 0 0 0 33( 9.7%)

319 16 5 0 340

93.8% 4.7% 1.5% 0.0% 100.0%
計

０～３歳未満

３歳～学齢前児童

小学生（１～３年)

小学生（４～６年)

中学生

高校生・その他

出生前（特定妊婦）

平成２７年度虐待相談（８２人）の内訳

8

児童相談所 市福祉担当課 保健センター 保育所 保健所
学校・

教育委員会等
家族・親戚 その他 計

24 22 4 7 0 7 6 12 82

29.3% 26.8% 4.9% 8.5% 0.0% 8.5% 7.3% 14.6% 100%

実父
実父以外の

父親
実母

実母以外の
母親

その他 計

14 3 64 0 1 82

17.1% 3.7% 78.0% 0.0% 1.2% 100.0%

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 ネグレクト 計

2 0 2 4 8( 9.8%)

8 0 4 10 22(26.8%)

11 0 9 15 35(42.7%)

4 0 1 5 10(12.2%)

1 0 0 6 　7( 8.5%)

26 0 16 40 82

31.7% 0.0% 19.5% 48.8% 100.0%

中学生

高校生・その他

計

０～３歳未満

３歳～学齢前児童

小学生

１．通告経路

２．主な虐待者

３．被虐待児の年齢及び虐待種別

※主な虐待種別で計上しているため、重複して虐待を受けているケースあり

福井市における虐待相談対応件数と
進行管理児童数の推移

7

各年度末集計（単位：人）

児童虐待相談 その他相談

H24 70 181 1 1 2 255 169

H25 61 196 2 0 3 262 173

H26 78 229 0 0 5 312 220

H27 82 340 0 1 4 427 293

進行管理
児童数

年度
養護相談

相談総計障害相談 非行相談 育成相談
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資料

長期目標、短期目標を立て、

「誰が、何をするか」プランを協働で検討する

プラン
（手立て）

勉強

学校

友達関
係

・学校（学級運営、
SSTなど）

障害

・特別支援
・医療

養育問題

・家族
・本人

居場所

・相談室
・適応指導教室など

虐待

・子ども福祉課
・子ども家庭センター
・児童相談所

いじめ

・学校（いじめアンケート、
学級運営）
・二次被害予防としてSC

心

・SC
・医療

アセスメント
（見立て）

心
虐待

養育問
題

障害

友達関
係

勉強

いじめ

居場所

スクールソーシャルワーカー（ｓｓｗ）とは

○学校に福祉の視点を導入する。

○アセスメント（見立て）・プランニング（手立て）・

モニタリング（見直し）をシステム化する。学校を

ベースにソーシャルワークを展開する。

○機関調整：学校・福祉機関の温度を理解の上、代弁・

調整を行う。

○教育委員会へ：市として機能するよう働きかける。

○子ども・保護者への支援

○学校生活を健全に送れるように、本人とその家族に

対して社会福祉の側面から援助する。

ソーシャルワークとは

社会的問題の解決を援助するための社会福祉の

実践的活動

学校ソーシャルワーク
☆学校だけでは対応が困難な事例

不登校・暴力行為・非行などの問題を抱える児
童生徒の背景を知り、連携・調整のもとに課題解
決への対応を図ります。

目次

１．スクールソーシャルワーカーとは

２．援助の過程

３．事例AにおけるSSWの機能と役割
４．事例BにおけるSSWの機能と役割
５．SSWが連携を行う関係機関等
６．チーム、ネットワークのポイント

７．課題と今後の展望

学校における要保護児童への
支援と関係機関との連携

福井市スクールソーシャルワーカー

松井 馨

松井 馨氏
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クライエント（子ども・保護者・学校）

•不満・不安を抱いていても・・・・

原因となる問題に気づいていない。

↓

努力が空回りする。

解決する意欲が湧いてこない。

引用文献「子ども虐待の福祉学」浅井春夫

モニタリング

支援の実行と効果の検証

⑴ 児童生徒、家庭の変容

⑵ 効果と、新たな課題の確認

⑶ 目標の見直し、支援方法、役割

分担の変更

引用文献：社会福祉援助技術論Ⅱ（中央法規）

プランニング

•実施過程の計画化
•『連携』アセスメントと目標に基づいて
「誰が、いつ、誰に、何をするのか」

•インフォームド・コンセント（合意を得
る）

引用文献：社会福祉援助技術論Ⅱ（中央法規）

アセスメント

• 情報収集（子ども・保護者の理解・家族・地
域・関係機関の理解）

• 情報を整理し、分析。
• 背景にある問題・状況を把握。
• 本人や家族のニーズの理解
《必要なデータ》
生育歴、現在の生活状況、
「問題」は何か。いつ始まったか。その状況。
「問題」に対する感情・姿勢・考え方。等

引用文献：社会福祉援助技術論Ⅱ（中央法規）

インテーク（初回ケース会議等）

・情報収集と問題の明確化
・信頼関係の形成
・役割の明確化
・他機関への紹介
・援助担当者との引継ぎ

引用文献：社会福祉援助技術論Ⅱ（中央法規）

援助過程

①インテーク（初回はケース会議となる場合が多い）
②アセスメント（見立て）

③プランニング（手立て）

④インターベンション（介入）

⑤モニタリング

⑥エバリュエーション（評価）

⑦終結

60 61



第３分科会

SSWが日頃から連携を行うことが望ま
しい主な関係機関等（１）
福祉関係

・総合福祉相談所 こども・女性支援課（児童相談所）

・子ども家庭センター（児童家庭センター）

・福井市役所（子ども福祉課・地域福祉課・障がい

福祉課）

・主任児童委員、民生・児童委員

保健関係

・県健康福祉センター、市保健センター

・精神保健福祉センター「ホッとサポートふくい」

医療機関

・福井大学医学部付属病院 子どものこころ診療部 等

アウトリーチ

援助者が利用者の相談を待つの
ではなく、利用者のもとにおもむ
いて相談を実施すること。

《 声なき声の発掘 》

引用文献：社会福祉援助技術論Ⅱ（中央法規）

親への具体的な援助

①親への共感的対応。苦悩やストレス、自らの心的外
傷体験などについて聴く関係をつくる。→親の孤立的
な状況を変えていく。
＊親への否定的な感情や態度を変えていくことも課題
である。
②親にとってわかりやすい、実践的にやりやすい方法
について子育てのアドバイスをする。子どもの学校で
見られる良い点を伝えていくことも重要。
③いつでも相談できる体制をつくっておく。→親の安
心につながる。

引用文献「子ども虐待の福祉学」浅井春夫

バイステックの七つの原則

個別化

意図的な
感情の表出

統御された
情緒関与

受容

クライエントの
自己決定

非審判的態度

秘密保持

共感できない人に

いかに共感するか。

（多様性を認める。）

子どもに虐待を加える親たちの特徴

①社会的に孤立していることが多い。

②親が虐待を認めることはほとんどない。

③ストレスを抱えて生活をしている。

④自己評価の低下サイクル（虐待をする親は自己嫌悪
感を持っており、自らに似ている子どもに対して虐待
することで、また自己嫌悪感にさいなまされ、さらに
自己評価を低めていく。）に陥っていることが多い。

⑤子育ての基本的な考え方と方法の誤りについて気づ
いていない。

引用文献「子ども虐待の福祉学」浅井春夫
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第３分科会

福井市役所（子ども福祉課・地域福祉課・障がい福祉課）
家庭児童福祉に関する以下のような相談・指導・支援等。
○生活保護：申請を受け、調査・検討の上、決定を行う。
○児童福祉：母子生活支援施設や保育所の入所手続き。
要保護児童及び児童虐待の通告を受理し、当該児童の
状況の把握等を行う。
○高齢者福祉
○障がい者福祉：障がい者手帳の交付や様々な援護を行
う。
○ひとり親・女性・家庭の福祉
○福祉資金の貸付
○保健医療相談

・総合福祉相談所 こども・女性支援課（児童相談所）

①１８歳未満の子どもに関する相談

②要保護児童及び児童虐待の通告を受理し

調査等を行う。被虐待児童の保護・親への

指導・支援を行う。状況に応じて立入調査、

被虐待児童の一時保護を行う他、児童養護

施設等の施設入所に関する手続きなどを

行う。

チーム、ネットワークを有効にする
ポイント
• お互いの機能を知る。
とくに限界を明らかにすること。

・キーパーソンを明らかにする。
・複数で動く。
①全数把握しているところ＝保健所、学校とつな
がる。
②権限のあるところ＝福祉機関とつながる。
・自分がチームの中のどこを担っているか理解する
こと。

参考資料：「要保護児童対策地域協議会における
多職種連携」大阪府立大学 山野則子

効果的なスクールソーシャルワーク
事業プログラム：インパクト理論

１人ひとりの子どものQOLの向上／支え合う地域

（子ども）

学ぶ力の
向上

（学校）

いじめの
解消・

リスクの
減少

（学校）

問題行動
の

早期発見

教育環境の安心・安全の向上

学校と
保護者
の良好
な関係

（家庭）

保護者
の養育
力の向
上

家庭環境の安心・
安全の向上

（教員）協働
に対する認識
変化

（教員）学校
教育に生かせ
る専門性理解

（ＳＳＷer.他専
門職）学校教育
に生かせる
専門性向上

（ＳＳＷer）
教員との対等感
の獲得

（ＳＳＷer）
教員の専門性を

尊重
校内外を結び
つける

システムづくり

（教員）子ども・
家庭への認識変化

法テラス

ふくい若者サポートステーション（就労支援）

性暴力救済センター ひなぎく

生活学習館・国際交流会館

：外国人のためのDV被害者相談
特別支援教育センター

発達障害者支援センター スクラム福井

発達障害児・者相談機関

ＮＰＯ法人はるもにあ（福井市）

福井市適応指導教室「チャレンジ教室」

つなげる・紹介する・
保護者等が行きづらい場所へ同行するSSWが日頃から連携を行うことが望ま

しい主な関係機関等（２）
警察関係

・警察署

・少年サポートセンター

・少年警察ボランティア

更生保護関係

・福井少年鑑別所（一般外来相談室）

・保護観察所

・保護司

司法関係

・家庭裁判所

62 63



第３分科会

参考文献等

エビデンスに基づく効果的なスクールソーシャルワーク
現場で使える教育行政との協働プログラム：山野則子著
子ども虐待への挑戦～医療、福祉、心理、司法の連携を目
指して～ 子どもの虐待防止センター監修 坂井聖二著
日本社会福祉実践理論学会ソーシャルワーク研究会「ソー
シャルワークの在り方に関する研究 調査報告書」
法律家が書いた子どもを虐待から守る本：後藤啓二著

やさしくわかる社会的養護 児童相談所・関係機関や地
域との連携・協働
学校と関係機関等との行動連携を一層推進するために（学
校と関係機関との行動連携に関する研究会）

課題と今後の展望

現在のSSW位置 今後のSSW位置
（チーム学校）

学校

先生

SC

家庭
児童生徒

SSW

地域

ちいち

学校

先生

SC

SSW

家庭
児童生徒

特
支

地域

学校から家庭へｓｓｗをどのように
紹介するか
• 『ご家族や先生方と協力しながら、児童生徒の
皆さんが生活する上で、出会ういろいろな困難
を解決するお手伝いをします。』

• 『起きている困難の原因や、解決の糸口を一緒
に考えます。』

• 『困難を解決するために手助けしてくれる機関
や制度の紹介、家庭や学校、友人等との調整な
どを行います。』

• 『この過程では、関係調整や仲介・連携・代弁
などを行うことになります。』

主任児童委員、民生・児童委員
児童等の生活・環境の情況把握

児童等に対する指導・援助

健全育成に関する気運の醸成など

児童の福祉の増進を図るために行う。

62 63
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