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他都市の設置事例について

児童相談所設置市の事例
■児童福祉法改正後、児童相談所を設置、運営する自治体（児童相談所設置市）は22市あり、

以下のとおりである。このうち、20市は指定都市、2市は中核市である（平成29年4月現在）。

表 1 児童相談所設置市一覧

1 札幌市 1,961,225 1,121.26 1749.1 札幌市児童相談所 昭和47年4月 6,574件（平成27年度） ○
2 仙台市 1,083,148 786.30 1377.5 仙台市児童相談所 平成元年4月 2,500件（平成28年度） ○
3 さいたま市 1,290,029 217.43 5933.1 さいたま市児童相談所 平成13年5月 4,854件（平成28年度） ○
4 千葉市 975,669 271.77 3590.1 千葉市児童相談所 非公表 5,748件（平成28年度） ○

中央児童相談所 昭和31年11月 3,493件（平成23年度） ○
西部児童相談所 平成19年6月 2,830件（平成23年度） ○
南部児童相談所 昭和49年10月 3,501件（平成23年度） ○
北部児童相談所 平成7年4月 3,425件（平成23年度） ○
こども家庭センター 平成22年度※ 非公表 ○
中部児童相談所 非公表 非公表 ○
北部児童相談所 非公表 非公表 ×

7 相模原市 722,334 328.91 2196.1 相模原市児童相談所 平成22年4月 2,533件（平成28年度） ○
8 新潟市 801,298 726.45 1103.0 新潟市児童相談所 平成19年4月 1,404件（平成28年度） ○
9 静岡市 696,291 1,411.90 493.2 静岡市児童相談所 平成17 年4月 2,433件（平成28年度） ○
10 浜松市 793,904 1,558.06 509.5 浜松市児童相談所 平成19 年4 月 2,144件（平成28年度） ○

名古屋市中央児童相談所 昭和31年11月 3,588件（平成28年度） ○
名古屋市西部児童相談所 平成22年5月 2,383件（平成28年度） ○
京都市児童相談所 非公表 977件（平成28年度） ○
京都市第二児童相談所 平成24年度 566件（平成28年度） ×
大阪市こども相談センター 非公表 非公表 ○
大阪市南部こども相談センター 平成28年10月 非公表 ○

14 堺市 831,858 149.82 5552.4 子ども相談所 平成18年4月 4,944件（平成28年度） ○
15 神戸市 1,527,481 557.02 2742.2 こども家庭センター 昭和31年11月 7,662件（平成28年度） ○
16 岡山市 720,066 789.95 911.5 岡山市こども総合相談所 平成21年４月 3,306件（平成28年度） ○
17 広島市 1,196,961 906.68 1320.2 広島市児童相談所 昭和55年4月 1,043件（平成24年度） ○
18 北九州市 945,061 491.95 1921.1 子ども総合センター 非公表 6,687件（平成28年度） ○
19 福岡市 1,570,095 343.39 4572.3 こども総合相談センター 平成15年5月 12,262件（平成28年度） ○
20 熊本市 738,407 390.32 1891.8 熊本市児童相談所 平成22年4月 2,284件（平成28年度） ○
21 横須賀市 397,736 100.83 3944.6 横須賀市児童相談所 平成18年4月 1,293件（平成28年度） ○
22 金沢市 464,427 468.64 991.01 金沢市児童相談所 平成18年4月 1,015件（平成28年度） ○

※改築年度

8570.2

相談件数
一時

保護所
児童相談所設置市 児童相談所名

人口（人）

(平成30年４月) 面積（k㎡） 人口密度 開所年

10459.9

11
名古屋市（２）

2,311,132 326.45 7079.6

1772.0

13
大阪市（２）

2,716,989 225.21 12064.2

中

核

市

12
京都市（２）

1,466,937 827.83

指

定
都

市

5

横浜市（４）

3,731,706 435.43

6

川崎市（３）
1,509,887 144.35
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中核市における児童相談所設置市の事例
■鹿児島市と同様に中核市で児童相談所を設置している「横須賀市」、「金沢市」の児童相

談所についての概要、児童相談所の機能は以下のとおりである。児童相談所の機能につい

ては、「必須機能」「必要機能」「付加機能」の３機能に分類し整理した。

「必須機能」･･･児童福祉法、児童相談所運営指針等において求められる基本的機能

であり、かつ運営上必須となる機能

「必要機能」･･･児童福祉法、児童相談所運営指針等において求められる基本的機能

であるが、運営上必要とされる機能

「付加機能」･･･施設機能を高めるために、地域特性や自治体の独自の特色を活かし

て付加された機能

１．横須賀市

(1). 自治体の概要（平成30年4月現在）

人口 397,736人

面積 100.83k㎡

人口密度 3944.6人/ k㎡

(2). 児童相談所の概要

児童相談所名 横須賀市児童相談所

所在地 横須賀市小川町16 はぐくみかん3階

設置年 平成１８年４月（一時保護所は平成２０年４月から）

施設概要 敷地面積：4226.85㎡

延床面積：8684.37㎡

建物構成 １階 療育相談センター（通園部分）、こども育成部事務室

２階 療育相談センター（事務室）、一時保護所

３階 児童相談所

４階 療育相談センター（療育相談部門）

５階 こども育成部事務室
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機能的特徴 横須賀市児童相談所は「はぐくみかん」の１施設として整備され

ている。「はぐくみかん」は子どもに関する総合的・一体的な取組

みを進めていく拠点施設であり、児童相談所機能に加え、発達の遅

れや障害のある子を対象とした相談・診療機能（療育相談センター）

に加え、障害児の通園施設が同じ建物内にある。地域への密着度を

活かし、「通所相談」や「家庭訪問」を積極的により迅速に行うこ

とで、虐待予防型の児相を目指している。全職員や要対協関係機関

が集まれる大きな会議室機能あり。

設置場所
横須賀市児童相談所

横須賀市児童相談所

鎌倉三浦地域児童相談所（県）
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設置場所の特徴 ・管轄エリア北端の中心市街地に設置

・敷地の南東方面に県の児童相談所（県児童相談所は５施設設置）

が整備

・学校施設（幼稚園、小学校、中学校）と隣接

・北側は集合住宅が立地

・周辺は市役所、裁判所、警察署、医療センター、消防局などの行

政機能が集まる

・京急本線「横須賀中央」駅から徒歩約10分

・敷地に面する道路から直接国道16号線へアクセス可能

(3). 児童相談所の機能

必須機能 必要機能 付加機能

相談機能（相談、調査、診断、

判定、援助）

措置機能（里親等）

一時保護機能 療育相談センター（通園部分、

事務部分、医療相談部門）
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２．金沢市

(1). 自治体の概要（平成30年4月現在）

人口 464,427人

面積 468.64k㎡

人口密度 991.01人/ k㎡

(2). 児童相談所の概要

児童相談所名 金沢市児童相談所

所在地 石川県金沢市富樫3-10-1（金沢市教育プラザ富樫内）

設置年 平成18年4月（平成21年4月一時保護所開設）

施設概要 1929.47㎡（児童相談所）

876.26㎡（一時保護所）

建物構成 児童相談所（２階建）

一時保護所（２階建）※児童相談所隣接地

機能的特徴 中核市として全国初の児童相談所を設置している。金沢市

では、従来から善隣館活動という公私協働の土壌があり、教

育と福祉の強い連携が確立されている。

金沢市児童相談所は、「金沢市教育プラザ富樫」の１施設

として整備されている。「金沢市教育プラザ富樫」は、子育

てひろばや幼児相談室、ファミリーサポートセンター、子ど

もの体験学習スペースなどの機能があり、こどもの健全育成

を支援する拠点施設として整備され、ワンストップかつ多チ

ャンネル化が実現されている。

「教育プラザ富樫」パンフレットより抜粋
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「教育プラザ富樫」パンフレットより抜粋



第１回検討委員会_ 【資料 4】

4-7

設置場所

設置場所の特徴 ・管轄エリアの北端である中心市街地に位置しているが、主

要な住宅地であれば車で30～40分の距離

・金沢市には県人口の4～5割位が集中している

・金沢市教育プラザ富樫の一角に設置

・敷地周辺は住宅地

・北側は市営球技場、周辺には病院が２箇所

・市役所や交番からは遠いが、施設の近くを通る国道157号線

に面していることからアクセスしやすい

・最寄のバス停から徒歩約５分（JR金沢駅より約25分）

(3). 児童相談所の機能

必須機能 必要機能 付加機能

相談機能（相談、調査、診

断、判定、援助）

措置機能（里親等）

一時保護機能 療育相談センター

（通園部分、事務部分、医療

相談部門）

金沢市児童相談所

金沢市児童相談所

中央児童相談所（県）

金沢駅方面 金沢市役所

国
道

号
線

157

金沢中警察署



第１回検討委員会_ 【資料 4】

4-8

指定都市における児童相談所設置市の事例
■指定都市のうち鹿児島市と人口密度が同程度である「仙台市」、「新潟市」、「岡山市」、

「広島市」における児童相談所についての概要、児童相談所の機能は以下のとおりである。

中核市と同様に児童相談所の機能について「必須機能」「必要機能」「付加機能」の３機

能に分類し整理した。

１．仙台市

(1). 自治体の概要（平成30年4月現在）

人口 1,083,148人

面積 786.30k㎡

人口密度 1377.5人/ k㎡

(2). 児童相談所の概要

児童相談所名 仙台市児童相談所

所在地 仙台市青葉区東照宮一丁目18-1

設置年 平成元年4月

施設概要 <本館>

・建築面積：1,891.90㎡

・1階床面積：1,770.86㎡

・2階床面積：1,465.65㎡

<一時保護棟>

・建築面積：357.92㎡

・1階床面積：321.85㎡

・2階床面積：301.60㎡

建物構成 ＜本館＞

１階：児童相談所、親子こころの相談室

２階：児童相談所

機能的特徴 仙台市児童相談所は、児童相談所機能に加え、子どもと保護

者のこころのケアについての相談機能（親子こころの相談室）

をもつ。
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設置場所

設置場所の特徴 ・東側は公務員宿舎、仙台森林管理署、北側は公園

・北西方向には住宅地が広がる

・仙台市役所まで車で12分、仙台北警察署まで車で6分

・東照宮駅までは徒歩約10分

(3). 児童相談所の機能

必須機能 必要機能 付加機能

相談機能（相談、調査、診

断、判定、援助）

措置機能（里親等）

一時保護機能 ・親子こころの相談室

・事務室

仙台市児童相談所

仙台市児童相談所

仙台市役所方面

公務員宿舎

とちのき公園
仙台北
警察署方面
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２．新潟市

(1). 自治体の概要（平成30年4月現在）

人口 801,298人

面積 726.45k㎡

人口密度 1103.0人/ k㎡

(2). 児童相談所の概要

児童相談所名 新潟市児童相談所

所在地 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1

設置年 平成19年4月

施設概要 敷地面積：2,905.39 ㎡

延床面積：1,973.86 ㎡

建物構成 １階・２階：児童相談所、身体障がい者更生相談所、

知的障がい者更生相談所

３階・４階：一時保護所

機能的特徴 児童相談所に業務上密接な関係がある身体障がい者更生相

談所及び知的障がい者更生相談所を併設し、専門的な障がい相

談等に関し、年齢（１８歳未満かどうか）に関わらず、継続的

かつ一元的な対応が図れる総合相談体制をとり職員は兼務し

ている。

設置場所 新潟市児童相談所

中央児童相談所（県）
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設置場所の特徴 ・北側は保育園、西側は越後線が通っている

・周辺には、市役所、裁判所が位置する

・越後線「白山」駅から徒歩７分

(3). 児童相談所の機能

必須機能 必要機能 付加機能

相談機能（相談、調査、診

断、判定、援助）

措置機能（里親等）

一時保護機能 ・身体障がい者更生相談所

・知的障がい者更生相談所

（福祉部）

新潟市児童相談所
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３．岡山市

(1). 自治体の概要（平成30年4月現在）

人口 720,066人

面積 789.95k㎡

人口密度 911.5人/ k㎡

(2). 児童相談所の概要

児童相談所名 こども総合相談所

所在地 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 保健福祉会館5階

設置年 平成２１年４月

施設概要 約462㎡（児童相談所）

約985㎡（一時保護所）

建物構成 地下１階：保育所

１階：保健福祉局、保健福祉ネットワーク総合相談窓口、犯罪

被害者等総合相談窓口、地域こども相談センター、福祉

ジョブ・サポート・スペース岡山

２階：保健所、産前産後相談ステーション

３階：保健所

４階：保健所、障害者更生相談所、こころの健康センター

５階：児童相談所

６階：保健所

７-９階：行政機関

機能的特徴 岡山市児童相談所は「保健福祉会館」の１施設として整備さ

れている。「保健福祉会館」は、保健所、行政機関、各種相談

窓口、就労支援、児童相談所から構成される。
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設置場所

設置場所の特徴 ・北側は岡山市役所、東側は公園、南側は商業施設

・市役所筋（１７３号）に面している

・市役所、警察署、病院が近くに位置

・JR岡山駅から約1.5km、最寄駅から徒歩約10分

(3). 児童相談所の機能

必須機能 必要機能 付加機能

相談機能（相談、調査、診

断、判定、援助）

措置機能（里親等）

一時保護機能 ・保健所

・こども相談センター

・行政機能

・おかやま産前産後相談ス

テーション

岡山市児童相談所

中央児童相談所（県）

岡山市児童相談所

JR岡山駅方面

商業施設

大供公園
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４．広島市

(1). 自治体の概要（平成30年4月現在）

人口 1,196,961人

面積 906.68k㎡

人口密度 1320.2人/ k㎡

(2). 児童相談所の概要

児童相談所名 広島市児童相談所

所在地 広島市東区光町二丁目15番55号  （ 広島市児童総合相談セン

ター４階）

設置年 昭和55年4月（昭和56年4月児童相談所開設）

特徴 広島市児童相談所は、児童相談所機能、一時保護機能の充実強

化のため、建替えを計画。平成30-33年に工事予定。

施設概要 【現況】

775㎡（児童相談所）

481㎡（一時保護所）

【建替え後】

約1,000㎡（児童相談所）

約2,000㎡（一時保護所）

建物構成 【現況】

・こども医療センター（療育相談所、児童発達支援センター、

情緒障害児短期治療施設）

【建替え後】

・知的障害者更生相談所

・青少年総合相談センター分室

機能的特徴 【建替え後】

児童相談所及びこども療育センターを中心とした複合施設で

あり、児童相談所で行う相談・判定、一時保護、こども療育セ

ンターで行う障害のある子ども等の相談、診療、訓練、療育な

ど、多種・多様なサービスを提供する。

参考：広島市児童相談所及びこども療育センター等建替え整備

基本計画書（概要版）
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設置場所

設置場所の特徴 ・学校施設（保育園、中学校）と隣接

・周辺には市役所、病院が位置する

・広島駅から徒歩約10分

・敷地に面する道路から直接県道84号線へアクセス可能

(3). 児童相談所の機能

必須機能 必要機能 付加機能

相談機能（相談、調査、診

断、判定、援助）

措置機能（里親等）

一時保護機能 ・こども医療センター

（療育相談所、児童発達支

援センター、情緒障害児短

期治療施設）

・知的障害者更生相談所

・青少年総合相談センター

分室

広島市児童相談所

広島市児童相談所

西部こども家庭センター（県）

県道84号線


