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付加機能について

（１）他市児童相談所における付加機能の連携実態調査

全国の児童相談所設置市22市における付加機能の分析から、表１に示す5種類のパタ

ーンに分類し、各パターンを付加する市（6市）と単独設置する市（1市）にアンケート

調査を行い、付加機能の連携実態について分析した。（詳細：参考資料２・３）

表１ 付加機能パターン一覧

下 線：アンケート調査市
（再）印：再掲

１. 付加機能の連携実態

付加機能パターン 概要 児童相談所設置市

A

子育て支援機能
・福祉事務所、児童福祉施設・里親な
どの子どもの措置に関する機能

・子育て相談、ファミリーサポート
・ひろば、こども体験教室、貸しスペ
ースなどこどもの遊び場等

さいたま市
堺市
神戸市
岡山市
北九州市
金沢市

2（福祉事務所）
5（児童家庭支援施設）
7（児童福祉施設・里親等）
19（子育て支援施設）

B

障害支援・療育機能
・知的障害者更生相談所、身体障害者
更生相談所、発達障害者支援センタ
ーなど、障害支援や療育機能

札幌市、千葉市
新潟市、静岡市
名古屋市、京都市
大阪市、堺市、
神戸市、岡山市
広島市、北九州市
横須賀市

6（知的・身体・発達障害者支援
施設）

C

教育支援機能 ・不登校児童支援、青少年相談センタ
ーなどの教育支援機能

・少年サポートセンターなどの少年問
題に関する活動機能

さいたま市
横浜市（中央）
広島市（再）、
北九州市（再）
福岡市、熊本市

11（学校・教育委員会）
12（警察）

D 保健機能 ・保健所 岡山市

３（保健所）

E
関係団体※ ・社会福祉協議会、公共職業安定所、

ボランティア団体等の関係団体
さいたま市
堺市
岡山市
北九州市

18（社会福祉協議会等）
20（その他１：ボランティア等）

Ｆ 単独設置 ―

仙台市
横浜市（西・南部）
川崎市、相模原市
名古屋市（西部）
大阪市
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（２）他市児童相談所における付加機能の連携実態の分析

①連携のある付加機能
児童相談所と連携を図るために複合・隣接している機能を聞いたところ、６市から、Ａパ

ターン「子育て支援」（１市）、Bパターン「障害支援・療育」（２市）、C パターン「教育支援」

（３市）について、連携しているとの回答があった。

表２ 付加機能パターン一覧

※仙台市は、複合・隣接機能なしのため、複合・隣接ではないが、児童相談所機能と連携している市の機能を

回答したとのこと。

付加機能パターン 児童相談所設置市 付加している機能

A 子育て支援機能 神戸市 大型児童館

B 障害支援・療育機能
広島市

広島市こども療育センター
広島市発達障害者支援センター
広島市知的障害者更生相談所
広島市青少年総合相談センター（分室）
適応指導教室「ふれあい教室・東」
広島障害者職業センター
広島市心身障害者福祉センター

仙台市 発達相談支援センター

C 教育支援機能

横浜市（中央） 青少年相談センター

北九州市 少年サポートセンター
少年サポートチーム

金沢市 研修相談センター
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②付加機能の連携実態と効果

付加機能ごとの連携実態と効果を表３に示す。

表３ 付加機能の連携実態と効果

付加機能 主管 連携内容 効果

A 子育て支援
機能

児童館
(神戸市)

社会福祉法人 ・発達障害児にかかる親子教室や子育て講座などの、協力大学も含め
た共催。

・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が
可能。

B 障害支援・
療育機能

こども療育センター
（広島市） 社会福祉法人

・児童相談所の支援対象児童の医療に関する対応依頼
・児童虐待関係の児童についての情報を共有、連携して、対応してい
る。

・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。

発達障害者支援センター
（広島市） 社会福祉法人 ・発達障害のある要保護児童等への支援についての相談。

・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。

知的障害者更生相談所
（広島市）

知的障害者更
生相談所（市）

・児童相談所内に設置（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）。

・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。

・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り、情報共有や相談支援における連携が非
常に取りやすい。

青少年総合相談センター（分室）
（広島市）

広島市 教育
委員会

・障害のある支援対象児童についての相談。
・保護者や児童本人への就学・教育相談の依頼。

・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。

適応指導教室「ふれあい教室・東」
（広島市）

広島市 教育
委員会

・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。

・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。

障害者職業センター
（広島市） 独立行政法人

・就労自立が必要な要保護児童等についての相談。
・一時保護所の児童の職業適性検査
・近隣のビルに開設されている職業訓練施設（模擬会社）への通勤

・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。

心身障害者福祉センター
（広島市） 社会福祉法人 ・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実施。

・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。

発達相談支援センター
（仙台市）

発達相談支援
センター
（市）

・児童相談所の障害相談機能を発達相談支援センターに移管。
・発達支援センターにて療育手帳の判定等を実施。 ―

C 教育支援
機能

青少年相談センター
(横浜市)

横浜市 こど
も青少年局

・対象者の年齢を考慮し、必要に応じたケースの紹介・引継ぎ。
・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。

少年サポートセンター
(北九州市) 福岡県警 ・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。

個々の少年や非行情勢などの情報を共有。 ・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。

少年サポートチーム
(北九州市)

北九州市 教
育委員会

・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。
個々の少年や非行情勢などの情報を共有。 ・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。

研修相談センター
(金沢市)

金沢市 教育
委員会

・法に基づく、児相への通告が想定。 ・同じ施設にあることから、相談がしやすい。
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③付加すると効果的と考えられる機能

現状では付加していないが、児童相談所の運営上、付加すると効果的と考えられると回答の

あった機能について、機能パターンごとに表４に示す。

表４ 付加すべき機能

付加機能 理由

D 保健機能 母子保健部門
（金沢市）

・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。

E 関係団体
民間フォスタリング

機関
（広島市）

・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。

・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。

【参考例】静岡市ＮＰＯ「里親家庭支援センター」
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。

Ｆ その他
(行政機能)

こども施策の
担当市部局
（神戸市）

・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・現場を考慮した施策の展
開が可能となる。
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（３）鹿児島市における付加機能について

鹿児島市児童相談所において、機能を付加した場合に期待される効果について、付加機

能パターンごとに整理する。

付加機能パターン 効果

A 子育て支援機能 ・子どもと家庭に関する総合的な支援を実施できる
・出産、子育て、成人するまで継続的な支援を実施できる

B 障害支援
療育機能

・各種相談（発達障害支援、職業支援等）、療育手帳の判定等の
手続きの迅速に実施できる

・一時保護児童の施設行き来（診療、運動等）における、リスク
（保護者や他児との予期しない接触や、無断外出等）、児童の
心理的な負担を軽減できる

C 教育支援
機能

・警察、教育委員会との間で、ケースの紹介・引継ぎ等を円滑に
実施することができ、対応必要時の調整ができる

パターンD「保健機能」、パターンE「関係団体」については、連携実態を把握できてい

ないが、効果的な付加機能として「母子保健機能」や「民間フォスタリング機関」などが

挙げられている。鹿児島市に付加する機能として、鹿児島市における他機能の施設整備状

況を踏まえた上で、上記の機能を付加することを検討する。


