４ こども相談センター・区役所の機能強化
（１） こども相談センターの機能強化
ア 児童相談所の機能強化にかかる国の動き
平成 28 年 6 月に児童福祉法が大きく改正され、児童福祉司の配置標準が規定されま
した。改正法では、管轄区域の人口 4 万人に１人を基本として、虐待対応の発生率が全
国平均よりも高い場合には業務量に応じて上乗せされることになりました。児童心理司
については、児童相談所運営指針において児童福祉司 2 人につき 1 人以上配置すること
が明記されました。そして平成 30 年 12 月 18 日には、東京都目黒区で発生した児童
虐待事案を受けて「児童虐待防止対策体制総合強化プラン（新プラン）
」が策定され、児
童福祉司については管轄区域の人口 3 万人に1 人を基本とし、
里親養育支援児童福祉司、
市町村支援児童福祉司を追加配置することとなりました。
平成 29 年 8 月に「新たな社会的養育に関する検討会」から発表された「新しい社会
的養育ビジョン」を踏まえ、平成３０年 7 月に厚生労働省から「一時保護ガイドライン」
が発出されました。この中で、一時保護所の児童の居室は個室対応を原則とし、個別対
応を可能とするような職員配置や環境整備、こどもの権利擁護が図られ、安全・安心な
環境で適切なケアが提供されることが求められています。現在のところ、居室面積や職
員配置基準について具体的に示されておりません。

児童相談所の機能強化にかかる国の動き
平成28年6月
児童福祉法改正

①

②

児童福祉司 → 人口と虐待相談対応件数を基準に配置標準が改正された。
・各児童相談所の管轄区域の４万人に１人以上を配置することを基本
・全国平均より虐待相談対応の発生率が高い場合には、業務量（虐待対応件数）
に応じて上乗せを行う。
児童心理司 → 同法の改正に基づき配置が明記され、児童相談所運営指針により
配置標準が定められた。（平成28年9月：同指針改正）
・児童福祉司2人につき1人以上配置することを標準

平成29年8月2日
新しい社会的養育ビジョン

○

平成28年児童福祉法改正により、こどもが権利の主体であること、実親による養
育が困難であれば、里親と特別養子縁組などで養育されるよう、家庭養育優先の理
念等が規定された。
ポイントの一つ：児童相談所の機能強化と一時保護改革

平成30年7月6日
一時保護ガイドライン

①

原則として個室対応を基本とし、個別対応を可能とするような職員配置や環境整備
を行うなど、一人一人のこどもの状況に応じた適切な支援の確保
また、こどもを一時的に、家族等から引き離す中で、こどもの権利擁護が図られ、
安全・安心な環境で適切なケアが提供されること

平成30年7月20日
児童虐待防止対策の強化に
向けた緊急総合対策

○

②

①
②

｢児童相談所強化プラン」を前倒しして見直す｢児童虐待防止対策体制総合強化
プラン（新プラン）」(2019年～2022年)を年内に策定予定
児童福祉司 → 児童相談所の管轄区域の人口／４万人 → ／3万人
里親養育支援児童福祉司、市町村支援児童福祉司の追加配置
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イ こども相談センター職員体制強化
第１回の強化会議において、平成 28 年 6 月の児童福祉法改正と一時保護所を併設す
る児童相談所の複数設置に伴う職員体制整備として、
平成 36 年度までに児童福祉司 28
人、児童心理司 21 人を含め、全体で 99 人の増員が必要であるという試算を示しまし
た。これに対し、有識者から「人数を増やすだけではなく、事案の判断ができる職員と
なるには 5 年から 10 年かかるので、異動のローテーションを事務職と同じ短いスパン
で考えるべきではない」との意見や「児童相談所で児童福祉司の勤務経験がある職員を
区役所に配置すべき」といった意見が出されました。
第４回の強化会議では、平成 30 年 7 月の「一時保護ガイドライン」及び平成３０年
12 月 18 日の「児童虐待防止対策体制総合強化プラン（新プラン）
」を反映し、161
人の増（常勤弁護士配置を含む）が必要となる案を示しました。
児童相談所の職員体制強化(案)（児童福祉法改正、児童相談所の複数設置、一時保護ガイドライン、新プラン）
平成30年7月 一時保護ガイドライン

平成28年6月 児童福祉法改正

一人一人の子どもの状況に応じた支援体制強化による増員

児童福祉司 ・ 管轄区域の人口4万人に1人以上の配置基準に改定
・ 虐待相談対応件数に応じて上乗せ
児童心理司 ・ 児童福祉司2人に付き1人以上配置することを標準

平成30年12月18日
児童虐待防止対策体制総合強化プラン（新プラン）

児童相談所の複数設置

児童福祉司 ・ 管轄区域の人口4万人 → 3万人
里親養育支援児童福祉司（各児相1人）、市町村支援児童
福祉司(指定都市1人）の配置 →4人分増配置

児童相談所及び一時保護所 2か所 → 3か所

新プラン反映後161人の増員
当初案

職員総数２６１人

99人の増員

児童福祉司：55人
児童心理司：33人
一時保護所職員：59人
管理職他：14人
合計161人

※ 職員数について
・ 児童福祉司、児童心理司数については、
平成29年度児童虐待相談件数で算出しており、
各年度の実績により変動する。
・ また、一時保護所の職員数等については、現時
点における施設の整備予定から算定した人数。
職員総数４２２人

新プランでは、対象期間が 2019 年度から 2022 年度となっていますが、大阪市と
しては、児童福祉司や児童心理司等の人材確保と人材育成、児童福祉司の指導及び教育
を行う児童福祉司であるスーパーバイザーの育成の観点や、北部こども相談センターの
一時保護所や開放型一時保護所の整備にかかる一時保護所職員体制を整えていかなけれ
ばならないことから、平成２８年４月２５日の「児童相談所強化プラン」に基づき 2018
年度から取組を開始しており、2026 年度までの 9 年間で専門職を計画的に配置してい
きます。
当面、2019 年度は北部方面の虐待対応ラインを、2020 年度は北部方面の相談支援
ラインを設置し、2021 年度の北部こども相談センター開設に向けて段階的に職員体制
を整えていく予定です。
北部こども相談センター開設後は、一時保護所の個別支援体制の強化やこども相談セ
ンター（森ノ宮）に設置をする開放型一時保護所についての職員体制を整えていきます。
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ケースを担当する児童福祉司の経験年数は、10 年前の平成 20 年度では 4 年を超えて
いましたが、近年では増員や人事異動・退職により 3 年を割りこみ、現在 10 年前後の
経験年数があるスーパーバイザーについても、児童福祉司の増員に従い今後経験年数が下
がっていくと予想されます。実務経験を通してスーパーバイザーや先輩児童福祉司が丁寧
に相談援助技術を教え、専門性を育てていく必要がありますので、一度に増やすのではな
く計画的に増員をしたいと考えます。
強化会議では、児童福祉司の経験年数が 2.6 年となっていることについて、
「ここ(経験
2.6 年の児童福祉司の層)が育つまでの間、育てるプロセスに工夫がないと育っていかな
いのではないか」
「異動したいと希望が出されたり、一旦異動したら戻ってきたくないと
いう話をよく聞くので、総合的に働きやすい職場で、働く人にとって仕事しやすく、相談
者にとっても相談しやすい組織になるように工夫が必要」などの意見が出されました。

こども相談センター児童福祉司経験年数（平均）の推移
児童福祉司スーパーバイザー(SV)

10.4
10.1

10.5

10.1

児童福祉司スーパーバイザー
◇児童福祉司及びその他相談担当職員に対し、
専門的見地から職務遂行に必要な技術について
指導及び教育を行う
◇児童福祉司としておおむね5年以上勤務した者
でなければならない。
◇配置標準＝児童福祉司5人につきスーパーバイ
ザー1人

平成17年

20年

28年

29年

9.5

30年

• 児童福祉司スーパーバイザーは昨年度まで横ばいであったが今年度減少しており、今後増員により減少が続くと見込まれる。
• 児童福祉司（SVを除く）の経験年数は10年前には4年を超えていたが、近年は増員により3年を割っている。
• 人材育成の観点から、急激に人数を増やすのではなく、計画的に増員配置する必要がある。

ウ 常勤弁護士の配置
平成 16 年の児童福祉法改正による法第 28 条に基づく家庭裁判所の承認を経て行う
強制入所措置の有期限化、平成 19 年の臨検・捜索の制度の創設、平成 29 年の保護者
の意に反する 2 か月を超える一時保護への司法審査の導入など、児童相談所の業務を行
う上で法的な対応が必要となる場面が増えてきています。
弁護士配置については、平成 28 年 6 月の児童福祉法改正で「都道府県は、児童相談
所が前項に規定する業務のうち法律に関する専門的な知識経験を必要とするものを適切
かつ円滑に行うことの重要性に鑑み、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ず
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る措置を行うものとする。
」
（第 12 条第 3 項）とされました。
「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策について（平成 30 年 7 月 20 日付
け子発 0720 第 2 号厚生労働省子ども家庭局長通知）においても、
「日常的に弁護士に
相談できるような法的対応体制の強化を進めること」とされました。
大阪市では、これまで法的対応が必要な事案については、大阪弁護士会子どもの権利
委員会の協力により、｢法的機能強化事業｣(国庫補助事業)を実施し、代理人業務などの
活動時間に応じた報償金を支弁してきました。
強化会議では、現在の大阪弁護士会とこども相談センターの協働によって、大阪弁護
士会には児童虐待に詳しい弁護士が多数育成されており、児童相談所を支える仕組みが
出来ているという評価がされました。
一方、常勤弁護士を配置すると、大企業のインハウスロイヤー（組織内弁護士）のよ
うに、訴訟対応は外部弁護士を活用するが、職員は細かなことでも直ぐに相談できる、
業務全般に法的な観点から助言が得られるメリットがあるという意見が出されました。
このようなことから、大阪弁護士会子どもの権利委員会と連携してきた蓄積を生かし
ながら、組織内の常勤弁護士と外部の弁護士の役割分担を明確にして、常勤弁護士の配
置を検討するようにという指示が市長からありました。
前述した国の動向なども踏まえ、大阪市のように管轄人口も多く虐待相談件数の多い
ところでは、常勤弁護士を配置するメリットがあると考え、平成 31 年度からの常勤配
置に向けて準備を進めています。
エ こども相談センターの建替え(一時保護所の環境整備)
こども相談センター(森ノ宮)は、もと労働会館を改修して平成 22 年 1 月に開設しま
した。一時保護所の設備基準は、
「児童養護施設に係る児童福祉施設最低基準」(以下「基
準」といいます。)を準用しますが、開設時の基準は、居室１室あたりの定員が 15 人以
下となっており、男子の寝室は定員 15 人、女子の寝室は定員 8 人、幼児の寝室は定員
14 人となっています。その後、平成 23 年 6 月に基準が改正され、１室あたりの定員
は 4 人になりました。
他の政令指定都市では全て 4 人以下の居室で、
定員の最大が 45 人となっていますが、
こども相談センター（森ノ宮）の一時保護所の定員総数は、男子 22 人、女子 20 人、
幼児 28 人の計 70 人で、施設の小規模化の流れとも相容れず、環境の改善が課題とな
っていました。
平成 30 年 7 月に市長が、こども相談センター(森ノ宮)を視察し、一時保護所につい
て、大きな集団で生活しており、居住環境として望ましくないことから、早急に環境改
善を検討するよう指示がありました。
平成 30 年７月に厚生労働省から発出された「一時保護ガイドライン」においては、
「原則として個室対応を基本とし、個別対応を可能とするような職員配置や環境整備を
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行うなど、一人一人の子どもの状況に応じた適切な支援の確保に配慮し、子どもが安全
感や安心感を持てる生活の保障に努めなければならない」とされています。
「一時保護ガイドライン」が示す一時保護所をめざして、個室化を進め、家庭的環境
とするためユニットケアを導入し、家庭と同じような設備にする必要があります。さら
に、閉鎖的な環境で保護する期間は必要最小限としなければならないので、外部に出ら
れる開放的環境の一時保護部門も整備する必要があります。
強化会議の中で、スライドを用いてこども相談センター（森ノ宮）の一時保護所の現
状を説明し、現地での建替えは、設計上の制約や埋蔵文化財調査に時間を要するため、
現実的でないことや、建替える場合の候補地の選定条件などを示しました。
強化会議では、一時保護所の環境改善については、ハード面の整備と合わせ、一人一
人のこどもの状況に応じて安全確保やアセスメントなどを適切に行うことができる職員
配置がポイントである等の意見があり、人員体制を含めた環境改善が喫緊の課題であり、
建替えによる早急な改善が必要であるとの意見が出されました。

一時保護所の環境整備等の課題に係る有識者意見(抜粋)
○今後の一時保護所について（方向性）
一人一人のこどもの状況に応じて、安全確保やアセスメント等を適切に行うことができる体制や環境を整えることが必要である。
○一時保護所の環境改善について（課題）
現在のこども相談センター（森ノ宮）は、平成22年1月に開設しているので、当時の基準に沿った一時保護所の整備が
されている。今後の整備については、現行基準である平成23年6月に改正された基準はもとより、平成30年7月6日付け
厚生労働省通知「一時保護ガイドライン」に沿って環境を整える必要がある。そのガイドラインでは、原則として個室対応
を基本としていること、閉鎖的環境での一時保護だけでなく、開放的環境における対応もできることが望ましいことなどが
掲げられており、それを考慮して整備する必要がある。
○一時保護所の職員体制について（課題)
一時保護所は毎日のように入退所があり、こどもの集団が長期安定しない。個室化すると、それぞれの部屋でトラブルが起き
ることがある。新しい施設をうまく運用できるかについては、スペースの確保とあわせて、人員を配置できるかがポイントになる。

その後、平成 31 年 1 月 23 日に市政の重要事項を決定する、市長・副市長を中心
とする「戦略会議」において、こども相談センターの建替えと、移転場所を決定しまし
た。
建替場所に決まった用地は、浪速区にあるもと浪速青少年会館です。本件地は、公共
交通の利便性が高く、敷地として十分な広さがあるので、設計の自由度が高く、建替用
地として非常に優れています。
大阪環状線や関西本線にはさまれているので、騒音対策として離隔距離をとり、小学
校や北側残地からの緩衝地帯を確保します。また北側の大通りに繋がる通路も確保しま
す。
強化会議では、地元の町会や隣接する小学校の PTA に対して丁寧な説明を行い、十
分な理解を得た上で計画を進めるようにとの意見がありました。
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今後の整備スケジュールとしては、2019 年度は、基本計画策定と並行して大規模
事業評価等の本市内部の手続きを進めていき、2020 年度に基本設計、2021 年度に
実施設計、建設工事は 2022・23 年度の２か年で行い、2024 年度中の開設を目指
します。
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ＩＴ活用による業務効率化について
こども相談センターで取り扱う児童情報の管理を行う児童相談システムは平成 20 年

度から導入し、平成 2４年からは区役所も連携して稼働しています。一方、平成３０年
7 月 20 日付けの「児童虐待防止の強化に向けた緊急総合対策」においても、自治体・
関係機関が一体となり児童虐待防止に取り組むため、自治体の持つケースに係る支援情
報について十分に共有することが挙げられました。
国の平成 31 年度概算要求においては、自治体の持つ様々な福祉情報をシステムで連
携させ、虐待の兆候を共有するという内容の「虐待防止のための情報共有システム構築
事業」が示されました。
現児童相談システムの課題は、大きく４つあります。
１つ目は、検索の対象となる情報が限定されているほか、児童記録の入力機能がない
などシステムの利便性が低いこと、２つ目は、会議資料や虐待通告の進捗管理表を入力
出来るようになっていないため、それらの資料等を作成する際には、児童相談システム
に入力済みの情報を再度入力するなど入力作業が重複すること、３つ目は、児童虐待情
報とドメスティックバイオレンス（以下「ＤＶ」といいます。
）情報の一元管理ができて
いないこと、４つ目は、福祉サービスに係る情報とシステム上の連携ができていないこ
とです。
強化会議では、関係部署間の情報共有の重要性について意見が交わされ、単体システ
ムで非効率な事務となっている現システムについて、今回の児童虐待防止体制強化策の
一つとしてＩＣＴ化を進める方向性が話し合われました。
前述した４つの課題の解決に向けて、新システムは総合福祉システム内で開発します
ので、福祉五法、生活保護、住民基本台帳の各システムとの連携が可能となり、福祉サ
ービスの利用状況、生活保護の受給状況、世帯や個人の情報等を一括で確認できるよう
になるとともに、区役所の子育て支援室等の関係部署との迅速な情報共有が可能となり
ます。
新システムの開発は、事務の効率化につながり、本市の目指すＩＣＴ化の方向性と合
致しています。
今後のスケジュールとしては、2019 年度はじめには、業務やシステムの将来像を定
義する要件定義につなげていきます。その後 2019 年度中に、基本設計・詳細設計を行
い、2020 年度にシステム開発を行い、北部こども相談センターの開設前に新システム
のリリースを行いたいと考えています。
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