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鹿児島市児童相談所の設置検討に係るアンケート調査　各市回答
調査依頼数： 11 市

回答数： 7 市

質問１　貴市児童相談所について

児童相談所を設置したことで得られた効果や設置後の課題についてご教示ください。

設置の効果
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設置後の課題

1

2

3

4

5

6

その他助言
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市名

専門性を有する人材の確保や育成が課題である。 岡山市

増加を続ける児童虐待への対応に関する児童相談所の体制強化や、児童相談所と区との連携強化が課題です。 横浜市

開設前の1年間、本市から心身障害者福祉センターの職員2名が県中央児童相談所へ出向し、児童記録など広島市
分の膨大な関係書類の分類作業を行った。また、市児童相談所の開設準備室も設置され、出向中の職員等と協議を
重ねながら、県児相が使用していた様々な様式やマニュアル等を元に、本市用の様式等を作成している。さらに、開
設時には県児相から職員5名が本市へ移籍（割愛）しており、市児相で実際に相談援助業務を行いながら、不慣れな
職員にノウハウの継承をしたり、体制の整備を続けたりしている。

広島市

上記と同様の理由で不明 神戸市

県の児童相談所との間に上下関係はないため、児童相談所として必要な規則、規程、マニュアル等はすべて独自に
整備する必要があります。

仙台市

・人材確保と育成
・関係機関との緊密な連携の構築

金沢市

市名

金沢市

児相機能と市町村機能について自治体内での柔軟な役割分担が可能な上、人事異動により両方の立場を経験で
き、有機的な連携の可能性も広がる。

岡山市

政令指定都市である横浜市は、昭和31年に市の児童相談所を設置し、現在は方面別に市内４か所を設置していま
す。方面別に設置し、管轄エリア（区）を定めることで、児童虐待等への迅速な対応につながっています。

横浜市

　広島市児童相談所は、政令指定都市に昇格した昭和55年4月、今から38年前に開設された。当時の本市には6年
前の49年7月、診療部門を中核とする療育相談指導所、及び発達障害児のための3種類の通園施設（育成園、二葉
園、山彦園）、並びに情緒障害児短期治療施設（愛育園）から構成される「広島市心身障害児福祉センター」（現在は
「こども療育センター」と改称。）が整備されていた。同センターは、障害児に対する医療サービスと通園施設を連結さ
せた心身障害児総合通園センター方式として、本市が全国に先駆けて設置したものである。
　障害児に対する相談業務は、児童相談所の業務でもあり、開設に際しては両者の業務の競合をどう調整するかと
いう難題が生じた。その解決策として考えられたのが、積極的に両者を併設して一体的に機能させる方法であり、医
療と福祉を融合させた、今日の「広島市児童総合相談センター」が誕生することになった。その運営においては、児童
相談所を含めた6つの機関が分離独立した形ではなく、一元的なユニットとして相互の機能を高め合うことを目指して
おり、児童相談所と3つの施設にいる医療関係職員は、すべて療育相談指導所付属診療所との兼務となっていた。
　これにより、利用者にとっては、心身障害児福祉センターで行う障害児の相談、診療、訓練、療育と、児童相談所で
行う障害に関する児童相談や療育手帳の判定・交付手続が同一の建物で提供されることになった。また、児童相談
所にとっても、障害相談に要する業務量を減らすことができ、その分だけ養護相談や非行相談、育成相談に重点的に
取り組めるというメリットもあった。このように、行政機関と医療機関と児童福祉施設群とを一体化させた形態は「広島
方式」と呼ばれ、当時は全国的に高い評価を受けていた。その後、さらに他の機関も順次併設されたことにより、医療
から福祉まで、子どもに関するあらゆる相談にワンストップで対応できる利便性の高い複合施設となっている。

広島市

昭和３１年１１月に政令市移行に伴い兵庫県から移管されたものであり、設置の効果については現在では不明 神戸市

設置当時のことは、記録がないため分かりかねます。 仙台市

・管轄エリアが限定されて迅速な対応が可能になった。
・住民記録、母子保健、保育所、学校に関するもの等、市の他機関からの情報取得と連携した対応が迅速にできる。
・県と市の二層構造にならなくてよい。

特になし 金沢市

市名

児童福祉司任用後研修（義務研修）については県と合同開催している。 岡山市

政令市は設置義務あり。 北九州市

特になし。 広島市

取り扱う業務の件数が加速度的に増加しており、当初想定していた人員体制ではすぐに人員不足に陥ることが想定
されます。設置する以上は毎年体制を強化する前提を市として決定されるべきと考えます。

神戸市
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質問２　貴市児童相談所と県の児童相談所との役割分担・連携について

貴市児童相談所と県の児童相談所との役割分担や連携について、特に重視した点や今後も改善が求められる点などについて

ご教示ください。

重視した点など
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改善が求められる点
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特にありません。 神戸市

市名

県への職員派遣期間を十分に確保することが必要。 岡山市

特にありません。 横浜市

県西部児童相談所が本市の中心部に設置されており、その管轄区域が本市児相の管轄区域をぐるりと取り囲む形に
なっている。そのせいもあって、県市の児相間では転居等に伴うケース移管や情報提供が非常に多い。ところが、県
市の間で移管や情報提供に関する考え方がかなり異なっており、実際のケース移管等に際してトラブルになることが
少なくないため、何らかの改善策が必要だと考えている。

広島市

神戸市

設置当時のことは、記録がないため分かりかねます。
質問1のとおり、県の児童相談所と本市児童相談所との間に上下関係はなく、本市児童相談所が本市の区域を管轄
区域とするのに対し、県の児童相談所は本市を除く県内の区域を管轄区域とするという違いがあるだけで、児童相談
所としての役割は県と市とで変わりございません。
また、県の児童相談所とは、連絡会議を持つなど、日頃から情報交換に努めております。

管轄エリアが異なることから当然地域的な役割分担があるが、境界線付近での事案についての協力・協議などは逐
次行なっている。

市名

管轄エリアが違います。 北九州市

警察組織は県単位のため、県警察組織と連携を図る場合は県下統一して連携の方法を検討する必要があります。ま
た、警察からの身柄付通告等で児童虐待の発生地と児童の居住区の自治体が異なる場合、どちらの自治体の一時
保護所で子どもを預かるか等は、県下で一定のルールの元、対応させていただいています。

横浜市

特になし 金沢市

神戸市

仙台市

特になし 金沢市

特になし。 広島市

特にありません。

市名

県からの職員派遣 岡山市

本市は政令指定都市のため、本市のみで業務が完結しているため、県との役割分担等はありません。ただし、近隣
の自治体のため、県下（神奈川県、川崎市、相模原市、横須賀市、本市）で各自治体が抱える課題への助言や情報
交換を目的に年数回、合同で所長、課長・係長会を実施しています。

横浜市

本市は政令指定都市であるため、県の児童相談所とは対等の立場であり、基本的には県と市の児相間では管轄区
域以外に役割分担というものは存在しない。ただ、行政の効率化等の観点から、全庁的に県市間の連携強化を進め
てきており、児童相談所においても職員の相互派遣や、各種研修の共同企画や相互参加、広報活動の共同化などを
行っている。

広島市

金沢市特になし
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質問３　貴市児童相談所に複合・隣接している機能について

貴市児童相談所と連携を図るために複合・隣接している機能があれば、その概要をご教示ください。

複合・隣接している機能 複合・隣接

1
福岡県警少年サポートセ
ンター

複合

2
北九州市教育委員会指
導第二課少年サポート
チーム

複合

3
青少年相談センター（中
央児童相談所との複合）

複合

4 広島市こども療育センター 複合

5
広島市発達障害者支援セ
ンター

複合（こども療育センター
内）

6
広島市知的障害者更生
相談所

複合（児童相談所内）

7
広島市青少年総合相談セ
ンター（分室）

複合

8
適応指導教室「ふれあい
教室・東」

複合（こども療育センター
愛育園内）

9 広島障害者職業センター 複合

10
広島市心身障害者福祉セ
ンター

隣接

11 大型児童館 複合

12 研修相談センター 複合

北九州市

機能概要

少年問題について、相談や支援、街頭補導や広報啓発活動な
どを行う。

学校からの要請により、個別対応が必要となった学校への支援
を行う。

ひきこもり、不登校等、概ね15歳から40歳未満の青少年・若者
に関する相談、自立支援

〈業務内容〉①相談　②診断、評価　③訓練、治療、療育　④障
害者相談支援事業・障害児等療育支援事業　⑤指定障害児相
談支援・指定特定相談支援　⑥指定保育所等訪問支援　⑦社
会啓発、広報活動など
 (1) こども療育センター療育相談所（診療所）
・診療科目：小児科、精神科、整形外科、耳鼻咽喉科、眼科、歯
科
 (2) 児童発達支援センター
　　（育成園、二葉園、山彦園）
 (3) 児童心理治療施設
　　（愛育園）※小・中学校の分級を併設。

①発達障害のある方の日々の生活に関わる様々なこと、学校
や職場でのことなどについて相談に応じること　②発達障害の
ある方との関わり方についてのアドバイスや必要な情報の提供
を行うこと

市名

広島市

①知的発達に障害のある方の家庭での生活、その他の相談に
応じること　②医学的・心理学的・職能的判定に基づき療育手
帳を発行すること　③必要に応じて各種診断書・証明書の交付
することなど

障害のある子どもについての就学・教育相談

・対象：愛育園の通所部、児童相談所、こども療育センター外来
で相談・治療を受けている児童生徒
・業務内容：登校したくても登校できない状態にある児童生徒の
社会的自立や学校復帰を図ること

横浜市

心身障害者に対し、健康の増進、教養の向上、スポーツ、レク
リエーション、機能回復訓練等のために必要な便宜を総合的に
供与すること

発達障害児にかかる親子教室や子育て講座など 神戸市

(1) 障害者に対して
①職業相談　②職業評価　③基本的な労働習慣や職業に関す
る知識の習得のための職業準備支援　④事業所内で作業指導
や職場適応に関する支援を行うジョブコーチ支援　⑤メンタルヘ
ルス不調等で休職している方へのリワーク（職場復帰）支援　⑥
就職後の職場適応指導　⑦雇用対策法上の知的障害者及び
重度知的障害者判定
(2) 事業主に対して
①雇用環境の整備、職務設計に関する助言・援助　②雇い入
れにあたっての社員研修　③ジョブコーチによる定着支援　④リ
ワークに係る労働条件の調整、理解の促進
(3) その他
①職業リハビリテーションに関する情報提供　②各関係機関へ
の職業リハビリテーションに関する助言・援助

教育委員会所管として不登校やいじめ等の相談を行っている。 金沢市
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質問４　貴市児童相談所との具体的な連携内容について

質問３にてご回答いただいた機能について、貴市児童相談所との具体的な連携の内容・方法・主管課（若しくは運営主体）等に

ついてご教示ください。

機能名

1 少年サポートセンター

2 少年サポートチーム

3 青少年相談センター

4 広島市こども療育センター

5
広島市発達障害者支援セ
ンター

6
広島市知的障害者更生
相談所

7
広島市青少年総合相談セ
ンター（分室）

8
適応指導教室「ふれあい
教室・東」

9 広島障害者職業センター

10
広島市心身障害者福祉セ
ンター

11 大型児童館

12 発達相談支援センター

13 研修相談センター 法に基づく、児相への通告が想定される。児相から紹介する可能性は低い。 金沢市

上記事業について協力大学も含めた共催 神戸市

広島市

・運営主体：独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
・連携内容等：就労自立が必要な要保護児童等について相談している。一時保護所の児
童が職業適性検査を受けたことや、近隣のビルに開設されている職業訓練施設（模擬会
社）に通勤したこともある。

・運営主体：社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
・連携内容等：一時保護所の児童が毎週、体育館を借用して各種のスポーツを行ってい
る。

・主管課：市教育委員会 青少年育成部 育成課
・連携内容等：障害のある支援対象児童について児童相談所の職員が相談したり、保護
者や児童本人への就学・教育相談を依頼したりしている。

・主管課：市教育委員会 学校教育部 生徒指導課
・連携内容等：一時保護所の就学年齢の児童のうち、登校可能な状態にある者が通学し
ている。

・運営主体：社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
・連携内容等：児童相談所の支援対象児童等について医療に関する対応を依頼すること
や、児童虐待関係の児童について情報を共有し、連携して対応したりしている。

・運営主体：社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
・連携内容等：発達障害のある要保護児童等への支援について相談している。

・主管課：市健康福祉局 障害福祉部 知的障害者更生相談所
・連携内容等：児童相談所内に設置されており、心理療法士や事務職員の一部は児童相
談所との兼務辞令になっている。療育手帳の交付など、18歳到達後の知的障害者への相
談支援について日常的に連携している。

本市では、児童相談所の障害相談機能を左記の組織に移管しており、同組織において療
育手帳の判定等も行っています。

仙台市

北九州市

市名

横浜市

具体的な連携の内容・方法・主管課（運営主体）等

月1回、県警や教育委員会なども参加する非行相談連絡会議を開催し、個々の少年や非
行情勢などの情報共有を行っている。

月1回、県警や教育委員会なども参加する非行相談連絡会議を開催し、個々の少年や非
行情勢などの情報共有を行っている。

対象者の年齢を考慮して、必要に応じて、ケースの紹介・引継ぎを行っています。
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質問５　貴市児童相談所に複合・隣接していることによる効果・課題について

質問３にてご回答いただいた機能について、得られている効果や今後の課題等がございましたらご教示ください。

機能名

1 少年サポートセンター

2 少年サポートチーム

3 青少年相談センター

4 広島市こども療育センター

5
広島市発達障害者支援セ
ンター

6
広島市知的障害者更生
相談所

7
広島市青少年総合相談セ
ンター（分室）

8
適応指導教室「ふれあい
教室・東」

9 広島障害者職業センター

10
広島市心身障害者福祉セ
ンター

11 大型児童館

12 研修相談センター

高度かつ継続的な支援を要するケースに対し、効率的かつ息の長い支援を可能としてい
る。

神戸市

同じ施設にあることから、相談がしやすい。 金沢市

効果や課題 市名

同じフロアにあることから、迅速な連携を行うことができる。

同じフロアにあることから、迅速な連携を行うことができる。

同じ施設にあることから、ケースの紹介・引継ぎなど必要時の調整を円滑に行うことがで
きる。

横浜市

同じ建物内に設置されていて、互いに顔が見える関係にあるため、情報共有や相談支援
における連携が取りやすい。センターでの受診や相談の後、児童相談所で児童や保護者
と面接を行うこともある。

北九州市

広島市

同じ建物内に設置されていて、互いに顔が見える関係にあるため、情報共有や相談支援
における連携が取りやすい。センターでの受診や相談の後、児童相談所で児童や保護者
と面接を行うこともある。

同じ事務室内に設置されているだけでなく、数人の職員が児童相談所と兼務で仕事を
行っていることもあって、情報共有や相談支援における連携が非常に取りやすい。

同じ建物内にあるため、児相職員が相談に行く際にも、児童や保護者に相談先として紹
介する際にも、迅速かつ円滑に実行できる。

渡り廊下で繋がったすぐ隣の建物内に開設されているため、一時保護児童が行き来する
際のリスク（保護者や他児との予期しない接触や、無断外出など。）が少なくて済み、児童
の心理的な負担等も軽減できる。

同じ建物内にあるため、児相職員が相談に行く際にも、児童や保護者に相談先として紹
介する際にも、迅速かつ円滑に実行できる。

一時保護所内には、体育室などの思い切り運動できるようなスペースがないため、道路
のすぐ向かいに無料で利用できる体育館があることには非常に助かっている。一時保護
児童が行き来する際のリスク（保護者や他児との予期しない接触や、無断外出など。）も
少なくて済み、児童の心理的な負担等も軽減できる。
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質問６　児童相談所に複合・隣接すべきだと思われる機能について

貴市児童相談所において併設している機能の他に、運営する上で児童相談所に併設すると効果的だと考えられる機能がありましたら、

その理由と合わせてご教示ください。

効果的な機能

1 不明

2 特になし

3
民間フォスタリング機関
（里親養育包括支援機
関）

4
こども瀬策（特に児童養護
政策や施設設置促進）を
担当する市部局

5 特にございません。

6 母子保健部門

仙台市

リスクの高い乳児や特定妊婦に関する連携が迅速に行えるため。 金沢市

・社会的養護は今、施設から里親への大転換が急速に進められており、厚労省は、児童
相談所を設置する自治体への財政支援を通じ、一連の業務を一貫して行う「フォスタリン
グ機関」の構築を全国で進め、里親委託率の向上に繋げようとしている。
・しかし、児童虐待対応に日々追われている児童相談所では、なかなか里親制度の充実
に注力できる余裕がもてないのが現状である。現に福岡市や静岡市など、里親委託率を
劇的に伸ばしている都市では、フォスタリング機関の機能を民間に委託している所が多
い。
・民間フォスタリング機関には、次のようなメリットがあるとされている。①民間機関ならで
はのリクルート手法によって、多様な里親を開拓できる。②委託決定の権限をもつ児童相
談所とは異なる立場にあるため、里親とチームを組みやすく、里親の思いに寄り添ったサ
ポートやスーパービジョンが行いやすい。③人事異動がある行政機関とは異なり、一定期
間の継続性や一貫性を意識した人材の確保及び育成により、フォスタリング業務に関す
る専門性と経験を蓄積するとともに、里親との継続的な信頼関係を築くことで、高度な実
践が可能となる。
・但し、里親登録及び里親委託措置は行政権限の行使であり、フォスタリング機関を民間
に委ねたとしても、その最終判断はあくまで児童相談所（都道府県）が行うことになる。児
童相談所と民間フォスタリング機関とが「質の高い里親養育の実現」を目指してしっかりと
協働していくためには、情報共有や協働がしやすいよう近距離にいることが好都合であ
る。
・その良い例が、全国で2番目に里親委託率が高い静岡市である。平成11年度に里親会
を母体として設立されたＮＰＯ「里親家庭支援センター」に児相が担っていた研修などの一
部業務を委託。13年度からは業務全般を移し、同センターが一貫した里親支援を展開し
ている。静岡市では、センターの事務所が児童相談所内にあるため、児相とＮＰＯの職員
が密接に連携。一時保護された後の子どもの情報をすぐに共有し、円滑な里親委託に結
び付いている。
・このように、児童相談所からの委託を段階的に進める場合のことも含め、民間フォスタリ
ング機関は児童相談所と同じ複合施設内に設置されていることが必要であると考えられ
る。

広島市

本庁と出先になっている市が多いが、一体的な部局とすることにより、現実・現場を考慮し
た瀬策の展開が可能となる（本庁の机上論を押し付けられることも減る。）。

神戸市

理由 市名

― 北九州市

― 横浜市
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質問７　貴市児童相談所設置時における敷地選定について

貴市児童相談所において設置検討時の敷地選定における経緯と、敷地を選定する上で配慮した点についてご教示ください。

設置検討時の敷地選定における経緯

1

2

3

4

5

6

7

配慮した点、優先順位

1

2

3

4

5

6

7

記のとおり、児童相談所の建設が確定する何年も前から「広島市心身障害児福祉センター」に併設する方針が決まっ
ており、それ以外に敷地の選定上で配慮した点などは無かったものと思われる。

広島市

現時点では不明 神戸市

在地は、市中心部に近い閑静な住宅街の一角にあります。周辺の人通りも少なく、緑が多い落ち着いた場所であるた
め、相談や一時保護の環境としては適しています。
市の本庁舎からは車で10～15分程度で、幹線道路からはやや離れていますが、徒歩20分圏内にＪＲや地下鉄の駅、
路線バスの停留所が存しており、公共交通でのアクセスも確保されています。しかしながら、決して利便性の良い場
所ではないため、来庁者は車を利用するのが一般的です。（来庁者用駐車場は障害者用区画を含めて11台分ありま
す。）

仙台市

教育と福祉の連携を目的とした「教育プラザ富樫」を平成１５年７月に設立しており、特に検討することなく、現地に開
設した。

金沢市

市名

特になし 岡山市

不明 北九州市

直近の整備（H19　中央児相）では、市及び市の外郭団体が保有する土地の中から、面積や交通アクセスを考慮し
て、敷地選定しました。また、建物については、新築により整備しました。

横浜市

政令指定都市移行前に、現在地にある仙台営林署（当時）所管の国有地を先行取得しています。指定都市移行によ
る設置当初は本市の既存の分庁舎に暫定的に入居し、その後、現在地に建物を新築して移転しました。

仙台市

NTTの研修施設を取得し、改修した。 金沢市

市が保有する建物を活用 岡山市

市が保有する建物を活用 北九州市

直近の整備（H19　中央児相）では、市及び市の外郭団体が保有する土地の中から、面積や交通アクセスを考慮し
て、敷地選定しました。また、建物については、新築により整備しました。

横浜市

本市の児童相談所は、政令指定都市への昇格により開設が決まった際には「広島市心身障害児福祉センター」に併
設して一体的に機能させる方針が、早くから決まっていた。そのため、昭和48年2月に着工し、49年7月に完成した療
育相談指導所（本館）には、屋上部分に増築用の柱型（増築継手）が設けられており、それを使って6年後に児童相談
所が増築されている。本館より一足早い47年10月に着工し、48年3月に完成していた「育成園」も同様であり、こちらの
屋上には8年後、一時保護所が増築されている。

広島市

現時点では不明 神戸市

市名
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質問８　貴市児童相談所における施設整備について

貴市児童相談所を整備するにあたり、配慮した点や特徴、施設運用上の問題となっている点などがあればご教示ください。

整備時に配慮した点

1

2

3

4

5

6

7

施設的な特徴

1

2

3

4

5

6

・一時保護児童が使うグラウンドを本館と一時保護所の建物で囲う形で配置し、児童のプライバシーと安全性に配慮
しています。
・本館は、南側に開いたコの字型の形状であり、中央に中庭を配することで、日当たりを確保するとともに、開放的な
イメージを持たせています。

仙台市

一時保護所の構造面では、中央にテラスを設け、それを囲む廊下を広くとることにより、建物の中に明かりをふんだん
に取り込んだり、廊下の腰壁に地杉の板を貼ることにより、温もりのある空間とした。

金沢市

市名

特になし 北九州市

中央児相の例：施設内に多目的ホール（バドミントンコート１面程度のミニ体育館）を整備し、児童の運動の場として使
用するほか、100名規模の研修・会議の会場としても活用。屋上を緑化し、保護所児童が野菜等を栽培できる環境を
確保。

横浜市

上記のように非常に限定的な場所に開設されたため、児童相談所の相談・管理部門も一時保護所も、当初からス
ペース的な余裕はほとんどなかった。相談・管理部門にある待合ロビーは、あまりにも狭過ぎたため、後に隣にあった
図書室（ファイル室）を取り壊して2倍に広げたが、それでも十分とは言えない広さである。一時保護所には専用の園
庭も体育室もないため、隣接施設の体育館を毎週利用したり、週に何度も近隣の公園や施設に出掛けたり、市民菜
園を借りたりしてやり繰りしてきた。このように、必要最低限にも不十分な施設・設備でしかないため、例示にある利用
者・職員のアメニティの向上を図るようなスペースは、まったく確保できていない。

広島市

３０年前に建設された施設であり、当時の状況は不明だが、現在の基準には適合していないので参考外と考えます。 神戸市

・事務室と相談室が近接していてよい。
・児相と一時保護所が隣接していてよい。

金沢市

不明 北九州市

一時保護所の整備にあたっては、児童の安全性の確保のため、諸室の配置や動線の工夫を行いました。（学童男
子、学童女子、幼児をブロック別に配置。電気錠などの侵入対策。など）

横浜市

　当所は昭和55年4月、3階建ての療育相談指導所（本館）を5階建てに増築し、その4階部分に児童相談所の相談・
管理部門を開設。翌年４月、本館の裏手に外付けの形で既設されていた平屋の施設も2階建てに増築し、その2階部
分に一時保護所を開設している。
　一時保護所は、本館の裏手にある施設の2階に増築された。その場所は本館と市立保育園と市立中学校（グラウン
ド）に囲まれており、公道や周囲のビル等から一時保護所をのぞくことはできず、外部からの侵入も困難な開設場所と
なっている。また、児童相談所の相談・管理部門も本館4階を専用しており、複合施設の他機関の利用者が4階に立ち
入ることは基本的にない。こうした整備時の配慮から、相談者や一時保護児童のプライバシーや安全が確保されてい
る。

広島市

３０年前に建設された施設であり、当時の状況は不明だが、現在の基準には適合していないので参考外と考えます。 神戸市

・現施設は、当初、心身障害者相談センター及び身体障害者更生相談所との複合相談施設として企画、建設されまし
た。（現在は、児童相談所単独で使用）
・一時保護所を別棟とし、保護所内の様子が、職員事務室からは見えるが、一般の来館者からは見えないような施設
配置としています。
・本館は2階建てであるが、車いすでの利用者にも配慮し、エレベーターを設置しています。

仙台市

市名

プライバシーを確保するためにワンフロアを児相で活用。 岡山市


