
「川崎市子どもを虐待から守る条例」 

第 21 条に基づく年次報告書 

（平成 27 年度版）

平成 28 年 8 月

こども未来局





目  次

１ はじめに 

２ 児童相談所における児童虐待相談・通告の状況・・・・・・・・・２ 

 (1) 相談・通告件数の年度別推移・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 (2) 相談・通告の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 (3) 相談・通告の年齢内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 (4) 相談・通告の経路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 (5) 相談・通告の主な虐待者・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

 (6) 相談・通告の区別内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

 (7) 虐待相談への対応状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

 (8) 出頭要求、立入調査等の実施状況・・・・・・・・・・・・・９ 

(9) 一時保護の実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

３ 区役所における児童虐待相談・通告の状況・・・・・・・・・・１２ 

 (1) 相談・通告の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

 (2) 相談・通告の年齢内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

 (3) 相談・通告の区別受付状況・・・・・・・・・・・・・・・・14 

 (4) 相談・通告の経路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

 (5) 相談・通告の主な虐待者・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

 (6) 要保護児童対策地域協議会取扱件数・・・・・・・・・・・・17 

４ 児童虐待防止等のための子育て施策の取組について・・・・・・１８ 

・「川崎市児童家庭支援・児童虐待対策事業推進計画」平成 27 年度事業 

実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

参考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 

 〇川崎市子どもを虐待から守る条例・・・・・・・・・・・・・・45 

 ○川崎市こども施策庁内推進本部会議設置要綱・・・・・・・・・50 



１ はじめに 

平成 24年 10 月に川崎市議会において、「川崎市子どもを虐待から守る条例」が議員提案に

より制定されました。この条例は、子どもの安全と健やかな成長が守られる社会の形成に寄

与することを目的とし、市、市民、保護者及び関係機関等で虐待から子どもを守るための取

組について定めています。 

全国的に、児童虐待相談件数が増加している状況であり、児童の健全な心身の成長のため

の虐待予防から、早期発見・早期対応及び虐待を受けた子ども等に対する支援に至るまで、

切れ目のない総合的な支援を講ずることが求められています。 

本報告書は、同条例第 21 条に基づき、虐待の発生状況、通告の状況、虐待に係る市の施策

の状況、その他、市内における虐待にかかる状況について年次報告として取りまとめ、議会

に報告するとともに、その概要を市民に公表することを目的として作成するものであり、平

成 27 年度の状況について記載しています。 

今後については、平成 28 年 3 月に策定した「子ども・若者ビジョン（重点アクションプラ

ン）」に基づく施策を推進するとともに、平成 28 年 4 月から各区役所に設置された地域みま

もり支援センターを中心とした地域支援と個別支援の充実、要保護児童対策地域協議会にお

ける教育・福祉・地域の関係機関の連携強化等、児童虐待対策の一層の充実を推進してまい

ります。 

「川崎市子どもを虐待から守る条例」（平成 25年 4 月 1日施行）抜粋 

（目的） 

第１条 この条例は、子どもを虐待から守ることに関し、基本理念を定め、市、市民、保護

者及び関係機関等の責務を明らかにするほか、必要な事項を定めることにより、施策の推

進と、子どもの安全と健やかな成長が守られる社会の形成に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第３条 虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来

にわたって子どもを苦しめる重大な人権侵害であり、ひいては子どもを死に至らしめる危

険をはらんでおり、これを決して行ってはならない。 

２ 子どもを虐待から守る施策は、子どもの最善の利益に配慮するとともに、子どもの安全

を最優先に考えたものでなければならない。 

３ 何人も、虐待を見逃さないよう努めるとともに、虐待のないまちづくりを推進し、子ど

もの安全と健やかな成長が守られる社会の形成に努めなければならない。 

（市長の報告） 

第 21 条 市長は、毎年、虐待の発生状況、通告の状況、虐待に係る市の施策の実施状況その

他の市内における虐待に係る状況につき年次報告として取りまとめ、議会に報告し、その概

要を市民に公表するものとする。 

1



２ 児童相談所における児童虐待相談・通告の状況 

 (1) 相談・通告件数の年度別推移 

【現状】

川崎市内の児童相談所が受理した児童虐待相談・通告件数は、一時的に前年度の件数を下回る

ことはあっても、年々増加傾向にあります。平成 22 年度以降、年間 1,000 件を超える相談・

通告を受け付けている状況にあり、平成 22 年度と比較しても 1.83 倍に増加している状況に

あり、今後の傾向に注意していく必要があります 

児童虐待相談・通告件数の年度推移 

注）平成 22年度の全国の件数は、福島県を除いて集計した数値です。 

〇虐待相談・通告件数の推移

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000
全国 川崎市

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

全 国 23,738 26,569 33,408 34,472 37,323 40,639 42,664

川崎市 334 380 448 465 564 493 724
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全 国 44,211 56,384 59,919 66,701 73,765 88,931 103,260

川崎市 751 1,047 1,320 1,237 1,576 1,792 1,920

平成 27 年度に川崎市内３か所の児童相談所（こども家庭センター、中部児童相談所、北部

児童相談所）で受けた児童虐待相談・通告件数は、1,920 件でした。平成 12 年の児童虐待の

防止等に関する法律が施行されて以降、過去最高の件数となっています。 

（単位：件）

年 度
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(2)相談・通告の種別 

【現状】

近年心理的虐待の通告・相談件数の増加が著しく、平成 27 年度は全体の５割を超えています。

心理的虐待には、配偶者間暴力（ＤＶ）や夫婦喧嘩が多くなっており、近隣からの泣き声通

告も含まれています。（平成 16 年からの改正児童虐待防止法で子どもの面前での配偶者間暴

力は心理的虐待となっています。） 

    種別 

件数 
身体的 ネグレクト 性的 心理的 計 

相談・通告件数 437 415 19 1,049 1,920

構成比 22.8 21.6 1.0 54.6 100

（参考：平成 26年度） 

相談・通告件数 439 394 20 939 1,792

構成比 24.5 22.1 1.1 52.4 100

（参考：平成 22年度） 

相談・通告件数 360 246 9 432 1,047

構成比 34.4 23.5 0.9 41.3 100

〇主な虐待種別（平成 27 年度） 

身体的

22.8%

ネグレクト

21.6%

性的

1.0%

心理的

54.6%

心理的虐待が最も多く、全体の半数以上を占めています。
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(3) 相談・通告の年齢内訳 

【現状】

虐待の相談・通告を受けた子どものうち、乳幼児（０歳～就学前）が約半数を占め、次に

小学生が続いており、小学生以下の年齢の子どもの割合が 79.2％を占めています。中学生が

14.2％と微増傾向にあり、高校生・その他が 6.7％と続いています。 

0歳～  

3 歳未満

3歳～  

 就学前
小学生 中学生 

高校生 

その他 
計 

相談・通告件数 435 471 614 272 128 1,920

構成比 22.7 24.5 32.0 14.2 6.7 100

（参考：平成 26年度） 

相談・通告件数 434 419 588 238 113 1,792

構成比 24.2 23.4 32.8 13.3 6.3 100

（参考：平成 22年度） 

相談・通告件数 212 296 338 117 84 1,047

構成比 20.2 28.3 32.3 11.2 8.0 100

〇被虐待児の年齢内訳（平成 27 年度） 
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虐待の相談・通告を受けた子どもの約８割が小学生以下となっています。
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(4) 相談・通告の経路 

【現状】

警察等からの相談・通告が最も多く、全体の 35.5%を占め、次いで近隣・知人 21.7%、保健

福祉センター10.5%、学校等 10.4%と続いています。 
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相談・通告件数 87 18 89 28 416 201 5 48 41 199 682 106 1,920

構成比 4.5 0.9 4.6 1.5 21.7 10.5 0.3 2.5 2.1 10.4 35.5 5.5 100

（参考：平成 26年度） 

相談・通告件数 74 21 81 21 371 175 2 57 50 176 676 88 1,792

構成比 4.1 1.2 4.5 1.2 20.7 9.8 0.1 3.2 2.8 9.8 37.7 4.9 100

（参考：平成 22年度） 

相談・通告件数 54 17 65 29 244 64 6 32 27 105 321 83 1,047

構成比 5.2 1.6 6.2 2.8 23.3 6.1 0.6 3.1 2.6 10.0 30.7 7.9 100

〇虐待相談・通告の経路（平成 27年度） 
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警察等からの相談・通告が最も多く、次いで近隣・知人となっています。
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(5) 相談・通告の主な虐待者 

【現状】

 主な虐待者は実母が 55.2％と最も多くなっています。子どもと接する時間が多く、子育て

中の実母が虐待者となってしまう傾向が強く、実母の養育負担の大きさが伺えます。 

実父 実父以外の父 実母 実母以外の母 その他 計 

相談・通告件数 736 104 1,059 6 15 1,920

構成比 38.3 5.4 55.2 0.3 0.8 100

（参考：平成 26年度） 

相談・通告件数 638 83 1,031 9 31 1,792

構成比 35.6 4.6 57.5 0.5 1.7 100

（参考：平成 22年度） 

相談・通告件数 359 59 606 10 13 1,047

構成比 34.3 5.6 57.9 1.0 1.2 100

〇主な虐待者（平成 27年度） 

実父

38.3%

実父以外の父

5.4%

実母

55.2%

実母以外の母

0.3%

その他

0.8%

主な虐待者は実母が最も多く、全体の半数以上を占めています。
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(6) 相談・通告の区別内訳 

【現状】

平成 27 年度の通告件数では川崎区（478 件）、次いで幸区（291 件）、中原区（280 件）高

津区（259 件）、多摩区（228 件）、宮前区（227 件）、麻生区（145 件）となっています。 

「その他」は本市で発生した事案ですが、調査等の結果、当該児童の居住地が川崎市以外

であったものです。 

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 その他 計 

相談・通告件数 478 291 280 259 227 228 145 12 1,920

構成比 24.9 15.2 14.6 13.5 11.8 11.9 7.6 0.6 100

（参考：平成 26年度） 

相談・通告件数 423 256 229 270 209 238 149 18 1,792

構成比 23.6 14.3 12.8 15.1 11.7 13.3 8.3 1.0 100

（参考：平成 22年度） 

相談・通告件数 269 165 94 157 150 117 82 13 1,047

構成比 25.7 15.8 9.0 15.0 14.3 11.2 7.8 1.2 100

〇区別内訳（平成 27 年度） 

川崎区

24.9%

幸区

15.2%

中原区

14.6%

高津区

13.5%

宮前区

11.8%

多摩区

11.9%

麻生区

7.6%

その他

0.6%

川崎区、幸区、中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区の順に多くなっています。
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(7) 虐待相談への対応状況 

【現状】

 平成 27 年度以前から継続した対応を行っている事例を含め、平成 27 年度中に援助方針会

議を経て対応した件数は、2,245 件でした。その中で、面接等による在宅での指導を行った

ものが全体の 86.6％となっています。虐待の再発防止や援助方針の決定など、児童相談所と

区役所が中心となって各関係機関と連携し、支援を行っています。 

児童福祉施設

入所措置 

里親等 

措置委託 
面接指導 その他 計 

援助件数 58 12 1,945 230 2,245

構成比 2.6 0.5 86.6 10.2 100

（参考：平成 26年度） 

援助件数 84 4 1,471 80 1,639

構成比 5.1 0.2 89.8 4.9 100

（参考：平成 22年度） 

援助件数 44 8 1,041 39 1,132

構成比 3.9 0.7 92.0 3.4 100

〇相談・通告後の処遇状況（平成 27 年度） 

児童福祉施設入所措置

2.6%

里親等措置委託

0.5%

面接指導

86.6%

その他

10.2%

面接等による在宅での指導が最も多く、全体の約９割を占めています。 
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 (8) 出頭要求、立入調査等の実施状況 

【現状】

虐待を行った家族等への支援は、保護者との信頼関係に基づく支援を基本としますが、

児童相談所長の権限等により、必要な措置を行います。平成 27 年度においては出頭要求が

２件、立入調査が４件、援助要請が５件ありました。 

出頭要求 立入調査 臨検・捜索 援助要請 保護者指導勧告

平成 27 年度 2 4 0 5 0

平成 26 年度 2 5 0 6 0

平成 22 年度 7 2 0 1 0

出頭要求、立入調査、警察への援助要請を実施したケースがありました。 

【児童福祉法第 28条】 

保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく

当該児童の福祉を害する場合において、第 27 条第１項第３号の措置を採ることが児童の親権を行う

者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。  

１  保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第 27条第

１項第３号の措置を採ること。  

２  保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後

見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童

の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第 27 条第１項第３号の

措置を採ること。 

【児童福祉法第 27条第１項第３号】 

児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、

障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。 

9



(9)一時保護の実施状況 

【現状】

子どもの心身の安全確保を第一の目的とし、「子どもの最善の利益」を保障するために、一

時保護又は一時保護委託を実施しています。なお、一時保護とは児童相談所に設置されてい

る一時保護所での保護であり、一時保護委託とは児童相談所の決定により乳児院、里親、病

院等で委託による一時保護を行ったものです。

一時保護所

養護 
障害 非行 育成 保健・その他 計 

虐待 その他養護 

保護人数 258 63 1 17 14 6 359

構成比 71.9 17.5 0.3 4.7 3.9 1.7 100

（参考：平成 26年度） 

保護人数 302 95 0 17 11 2 427

構成比 70.7 22.2 0 4.0 2.6 0.5 100

（参考：平成 22年度） 

保護人数 244 77 4 19 6 0 350

構成比 69.7 22.0 1.1 5.4 1.7 0 100

〇相談事由別一時保護の実施状況（平成 27 年度） 

虐待 71.9%

その他養護

17.5%

障害 0.3%

非行 4.7% 育成 3.9%
保健・その他

1.7%

一時保護を行った子どもの事由は、虐待によるものが７割を占めています。 
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一時保護委託 

養護 
障害 非行 育成 保健・その他 計 

虐待 その他養護 

保護人数 93 28 1 3 6 0 131

構成比 71.0 21.4 0.8 2.3 4.6 0 100

（参考：平成 26年度） 

保護人数 127 41 0 0 1 0 169

構成比 75.2 24.3 0 0 0.6 0 100

（参考：平成 22年度） 

保護人数 64 44 4 0 0 3 115

構成比 55.7 38.3 3.5 0 0 2.6 100

〇相談事由別一時保護委託の実施状況（平成 27年度） 

虐待 71.0%

その他養護 21.4%

育成 4.6%

障害 0.8%
非行 2.3%
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３ 区役所における児童虐待相談・通告の状況 

(1) 相談・通告の種別 

【現状】

 区役所における相談・通告件数はネグレクトが最も多く、全体の半数以上を占めています。

    種別 

件数 
身体的 ネグレクト 性的 心理的 計 

相談・通告件数 133 317 6 158 614 

構成比 21.7 51.6 1.0 25.7 100 

（参考：平成 26年度） 

相談・通告件数 117 331 9 141 598 

構成比 19.6 55.4 1.5 23.6 100 

○主な虐待種別（平成 27 年度） 

身体的虐待

21.7%

ネグレクト

51.6%

性的

1.0%

心理的虐待

25.7%

平成 27 年度に川崎市内７か所の区役所及び２か所の地区保健福祉ステーションで受けた児

童虐待相談・通告件数は、614件でした。 
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(2)相談・通告の年齢内訳 

【現状】

 虐待の相談・通告を受けた子どものうち、乳幼児（0歳～3歳未満）が約 40％を占め、次
に 3歳～就学前が続いており、小学生未満の年齢の子どもの割合が約 70％を占めています。
中学生が 5.9％、高校生が 2.8％と続いています。

0歳～  

3 歳未満

3歳～  

 就学前
小学生 中学生 

高校生 

その他 
計 

相談・通告件数 245 180 136 36 17 614

構成比 39.9 29.3 22.1 5.9 2.8 100

（参考：平成 26年度） 

相談・通告件数 245 176 117 44 16 598

構成比 41.0 29.4 19.6 7.4 2.7 100

○被虐待児の年齢内訳（平成 27 年度） 

0歳～3歳未満
39.9%

3歳～就学前
29.3%

小学生

22.1%

中学生

5.9%
高校生その他

2.8%

虐待の相談・通告を受けた子どもの約 7割が小学生未満となっています。 

13



(3) 相談・通告の区別受付状況 

【現状】

 平成 27年度の通告件数では、川崎区（195件）、次いで多摩区（97件）、宮前区（85件）、
高津区（75件）、幸区（66件）、中原区（52件）、麻生区（44件）となっています。

  種別 

件数 
川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 計 

相談・通告件数 195 66 52 75 85 97 44 614 

構成比 31.8 10.7 8.5 12.2 13.8 15.8 7.2 100 

（参考：平成 26年度） 

相談・通告件数 117 82 61 105 64 111 58 598 

構成比 19.6 13.7 10.2 17.6 10.7 18.6 9.7 100 

○区別内訳（平成 27 年度） 

川崎区

31.8%

幸区

10.7%
中原区

8.5%

高津区

12.2%

宮前区

13.8%

多摩区

15.8%

麻生区

7.2%

川崎区、多摩区、宮前区、高津区、幸区、中原区、麻生区の順に多くなっています。 
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(4) 相談・通告の経路 

【現状】

保健所・保健福祉センターからの相談・通告が最も多く、全体の 54.9%を占めています。

区役所においては、母子保健事業等から要支援児童等が発見されることが多いことがわかり

ます。 

子
ど
も
本
人

家
族
・
親
戚

近
隣
・
知
人

児
童
相
談
所

保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー

民
生
委
員

児
童
委
員
等

医
療
機
関

保
育
園
等

学
校
等

警
察
等

そ
の
他

計

相談・通告件数 1 59 40 38 337 7 40 40 19 7 26 614

構成比 0.2 9.6 6.5 6.2 54.9 1.3 6.5 6.5 3.1 1.1 4.2 100

（参考：平成 26年度） 

相談・通告件数 1 85 44 55 309 8 26 23 28 0 19 598

構成比 0.2 14.2 7.4 9.2 51.7 1.3 4.3 3.8 4.7 0.0 3.2 100

〇虐待相談・通告の経路（平成 27年度） 

子ども本人

0.2%

家族・

親戚

9.6% 近隣・知人

6.5%

児童相談所

6.2%

保健福祉セン

ター

54.9%

民生委員

児童委員等

1.3%

医療機関

6.5%

保育園等

6.5%

学校

等

3.1%

警察等

1.1%
その他

4.2%

保健福祉センターからの相談・通告が最も多く、次に家族・親戚となっています。

15



(5) 相談・通告の主な虐待者 

【現状】

 主な虐待者は実母が 77.5％と最も多くなっています。子どもと接する時間が多く、子育て

中の実母が虐待者となってしまう傾向が強く、実母の養育負担の大きさが伺えます。 

実父 実父以外の父 実母 実母以外の母 その他 計 

相談・通告件数 109 22 476 1 6 614

構成比 17.8 3.6 77.5 0.2 1.0 100

（参考：平成 26年度） 

相談・通告件数 96 8 484 2 8 598

構成比 16.1 1.3 80.9 0.3 1.3 100

〇主な虐待者（平成 27年度） 

実父

17.8%
実父以外の父

3.6%

実母

77.5%

実母以外の母

0.2%

その他

1.0%

主な虐待者は実母が最も多く、約 80％を占めています。
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(6)要保護児童対策地域協議会取扱件数 

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 計 

平成 27年度 517 450 291 490 333 362 265 2,708

構成比 19.1 16.6 10.7 18.1 12.3 13.4 9.8 100

※平成 27年度末、台帳に基づいて情報共有を行った児童数 

（参考：平成 26年度） 

平成 26年度 554 357 310 422 301 374 299 2,617

構成比 21.2 13.6 11.8 16.1 11.5 14.3 11.4 100

○要保護児童対策地域協議会取扱件数（平成 27年度） 

川崎区

19.1%

幸区

16.6%

中原区

10.7%高津区

18.1%

宮前区

12.3%

多摩区

13.4%

麻生区

9.8%

川崎区における取扱件数が最も多くなっています。
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４ 児童虐待防止等のための子育て施策の取組について 

平成 25 年３月に策定した「児童家庭支援・児童虐待対策基本方針」では、児童家庭支援・

児童虐待対策施策を推進するための３つの基本的な考え方である「子ども・子育てを支援す

る地域づくり」「関係機関等の連携による虐待の未然防止、早期発見・早期対応」「専門的支

援の充実と人材育成」のもと、７つの方針「１地域での子育て支援の充実」、「２虐待の発生

予防策の推進」、「３早期発見・早期対応の充実」、「４専門的支援の充実・強化」、「５社会的

養護の充実」、「６地域連携・広域連携等の強化」、「７人材育成の推進」を定めました。  

この基本的な考え方、方針に基づく児童虐待対策をはじめとする児童家庭支援施策を具体

化するために、平成 25 年度から平成 29 年度までの５年間の取組等を取りまとめ、平成 26

年２月に「川崎市児童家庭支援・児童虐待対策事業推進計画」を策定しました。 

本計画では 28 の施策区分、72 の事業を示しており、計画期間内において各年度ごとに、

それぞれの事業について、成果や実施状況、達成度、次年度に向けた課題等を取りまとめ、

報告をいたしますが、平成 27 年度においては、各事業が概ね順調に推進されているとの評価

を示しております。 

今後も、計画の進捗管理にあたっては、本市の児童虐待の発生状況等の社会環境の変化に

適切に対応しながら進捗管理を行うため、「川崎市こども施策庁内推進本部会議」において全

庁的な協議、調整を行い、本市における子育て支援及び児童虐待対策をより充実させ、子ど

もの安全と健やかな成長が守られる社会の形成に努めてまいります。 

＜７つの方針の概要＞ 

（１）地域での子育て支援の充実

子育て家庭を支援するために、地域の社会資源の有効活用や地域での子育て支援活動をマネ

ジメント・コーディネートするとともに、子育て支援に関わる機関や団体と連携し地域に即し

た支援策を展開するためのネットワークづくりを推進します。

（２）虐待の発生予防策の推進

虐待の発生予防に向け、育児不安等の相談・支援ニーズを早期に把握し、継続した個別支援

ができるよう相談支援体制の充実に向けた施策や妊娠期に必要な知識の普及啓発を行います。

児童虐待防止に関する市民意識を高めるための普及啓発活動を行います。

（３）早期発見・早期対応の充実

母子保健事業及び乳幼児健診未受診などへの適切な支援を行うとともに病院、保育園、学校

等と連携し、要支援家庭の早期発見・早期対応を図ります。また、民生委員児童委員・主任児

童委員等と連携し、地域での見守り体制の充実を図ります。また、虐待通告については、児童

相談所と区役所地域みまもり支援センターが連携し対応するとともに、要保護児童対策地域協
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議会を活用し要保護児童等に対する支援の進行管理と情報共有を図ります。

（４）専門的支援の充実・強化

児童相談所及び区役所地域みまもり支援センターがそれぞれの役割と権限に基づき専門性を

発揮し、個々のケースに応じた適切な支援を行います。また、高い専門性を求められる事例へ

の対応については、精神保健福祉センターや障害者更生相談所などの専門機関と連携した支援

を充実させるとともに、医師や弁護士など専門家と協力・連携し対応の充実を図ります。

（５）社会的養護の充実

社会的養護の必要性を理解するための啓発活動を充実させるとともに、社会的養護の質の向

上に努めるための施策を推進します。また、施設養護の充実、里親支援の充実に努めます。

（６）地域連携・広域連携等の強化

関係団体と連携し様々な施策を展開するとともに、要保護児童対策地域協議会を活用し地域

ネットワークを構築し、児童虐待の早期発見・早期対応や実効性のある支援を実施します。ま

た、支援を行っている家庭が県内外に転居した場合でも援助の継続性を担保できるよう県内自

治体との連携を強化するとともに県域を超えた広域連携を強化していきます。

（７）人材育成の推進

保健・医療・福祉等の専門職の育成に関わる研修等を充実し、人材育成を着実に推進します。

また、行政職員、関係機関の職員の資質向上のための人材育成に取り組みます。
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～計画の体系図～
「川崎市児童家庭支援・児童虐待対策基本方針」に基づく事業推進計画

１ 地域の社会資源の有効活用

２ 地域の子育て支援に関わる行政に

よるマネジメント・コーディネート

３ 地域の子育てサロン等の活動支援

１ 育児不安・虐待リスクの軽減に向

けた取組

２ 妊娠期に必要な知識の普及啓発

３ 子ども・家庭に対する適時・的確

な支援の充実

４ 児童虐待防止に向けた普及啓発

１ 母子保健事業からの早期把握

２ 病院・保育園・幼稚園・学校との連

携による早期発見・早期対応

３ 地域による見守り体制の構築・充実

４ 虐待通告への迅速かつ的確な対

応・支援

５ 要保護児童対策地域協議会の活用

１ 児童及び保護者に対する支援

２ 専門職の協働による困難ケース等

に対する適切な対応

３ ケースワークに関わる組織的なフォ

ロー体制の強化

４ 効率的・効果的なケースワークの進

行管理の充実

５ 総合的なアセスメントの強化

６ 各種専門機関・専門家との連携の

強化

１ 社会全体で子どもを育てる意識の

啓発（社会的養護の意識啓発）

２ 児童養護施設等の施設養護の充実

３ 里親制度の拡充と里親支援の充実

４ 児童家庭支援センターによる支援

の充実

１ 町内会・自治会、児童委員、主任児

童委員、社会福祉協議会等による

取組強化

２ 要保護児童対策地域協議会を活用

した地域ネットワークの充実

３ 近隣自治体との連携強化・広域

連携の強化

１ 専門職の育成に関わる研修等の

充実

２ 専門職の長期的な人材育成の仕

組みづくり

３ 関係機関における人材育成

基本的な考え方③

●専門的支援の充実と人材育成
（１）保健福祉センターと児童相談所の役割分担の

明確化

（２）専門的支援の充実

（３）社会的養護の充実

（４）地域連携・広域連携等の強化

（５）長期的な専門職の人材育成の仕組みづくり

基本的な考え方②

●関係機関等の連携による虐待の

未然防止、早期発見・早期対応
（１）関係機関等の役割分担の明確化

（２）ケースの状況変化に応じた連携の仕組みづくり

（３）個々のケースの情報共有の仕組みづくり

基本的な考え方①

●子ども・子育てを支援する地域づくり
（１）地域ニーズに応じた子育て支援

（２）子育てしやすいコミュニティづくりの推進
（３）人と人のコミュニケーションの仕組みづくり

子
育
て
を
地
域
社
会
全
体
で
支
え
る

≪方針１≫
地域での子育て支援の充実

≪方針２≫
虐待の発生予防策の推進

≪方針３≫
早期発見・早期対応の充実

≪方針７≫
人材育成の推進

≪方針６≫
地域連携・広域連携等の
強化

≪方針５≫
社会的養護の充実

≪方針４≫
専門的支援の充実・強化

児童家庭支援・児童虐待対策基本方針 事業推進計画

3つの基本的な考え方 7つの方針 施策区分
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基本的な考え方①　子ども・子育てを支援する地域づくり

施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

地域子育て支援
センター事業の
運営の方向性を
踏まえた運営手
法の見直し

少子化や核家族化の進行、地域社会の変化な
ど、子どもや子育てをめぐる環境が大きく変
化する中で、家庭や地域における子育て機能
の低下や子育て中の親の孤独感や不安感の増
大等に対応するため、地域子育て支援セン
ター事業を実施し、地域の子育て支援機能の
充実・子育ての不安感等の緩和に努め、子ど
もの健やかな育ちの支援を図る。

平成2７年度も、引き続き市内53か所で地
域子育て支援事業を実施した。
○実施箇所
・一般型支援センター27か所
（保育所併設型21か所、単独型6か所）
・連携型支援センター26か所
（こども文化センター26か所）
○支援センター利用者数52万2,184人
○相談件数   1万7,894件

3

子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化
する中で、家庭や地域における子育て機能
の低下や、子育て中の親の孤独感・不安感
に対応するため、地域子育て支援センター
の運営を円滑に実施し、育児に向き合う保
護者の子育ての負担、不安感等の軽減に努
め、子どもの健やかな育ちの支援を図る。
運営手法については引き続き検討を進める
必要がある。

同規模で
継続

こ)企画課

ふれあい子育て
サポート事業等
による地域の子
育て力向上の推
進

 市内に４か所の「ふれあい子育てサポートセ
ンター」において、乳幼児や小学生等の児童
を有する子育て中の親や、援助活動に理解と
熱意のある地域の方々を会員として、児童の
預かりの援助を受けたい方と、当該援助を行
いたい方との相互援助活動に関する連絡・調
整を行うことにより、地域における育児の相
互援助活動を推進する。

○市内4か所の「ふれあい子育てサポートセ
ンター」で実施
・延べ利用者数　　　　　1万5,779件
○子育てサポートヘルパー会員研修を年4回
実施
・実施日及び受講者数
①平成27年6月9日：20人参加
②平成27年9月15日：16人参加
③平成27年11月19日：25人参加
④平成28年2月9日：19人参加
※新規登録子育てヘルパー会員数　67人
○平成27年度末登録会員状況
　利用会員　　　　　　　1,083人
　子育てヘルパー会員　　　781人
　両方会員　　　　　　　　　11人

3

市内に4か所の「ふれあい子育てサポートセ
ンター」において、地域における育児の相
互援助活動を推進しているが、ヘルパー会
員の拡充等が必要となっているため、引き
続き、研修等を実施しヘルパー会員の確保
に努めるとともに、周知・広報に努め、事
業を着実に推進する。

同規模で
継続

こ)企画課

子育て支援にか
かわる関係機
関・団体等との
ネットワーク会
議の開催

地域の子ども・子育て支援に関わる様々な機
関、団体、子育て中の親が連携し、安心して
子育てができるように地域課題を共有し、地
域ニーズに沿った支援策を展開、推進する。

・子育て支援活動に関わる関係機関や団体
等により組織されたネットワーク会議にお
いて、情報共有、意見交換等を通じ、地域
の子ども･子育てに関する課題を把握し、課
題解決に向けた取り組みを行った。
・各区、テーマごとに部会を設ける等、地
域の子ども･子育てに関する課題への取り組
みについて協議し、協働して展開をした。
・会議でネットワークの繋がりが推進さ
れ、日常の相互連携が更に図られた。

3

子どもが健全に育ち、子育てしやすい環境
づくりを地域全体で取り組んでいくため、
引き続き地域みまもり支援センターを中心
としたネットワークの拡充及び継続的な取
り組みが必要である。

同規模で
継続

区)地域ケ
ア推進担
当

≪方針１≫地域での子育て支援の充実   　  ※達成度：1 目標を大きく上回って達成、2 目標を上回って達成、3 目標をほぼ達成、4 目標を下回った、5 目標を大きく下回った

「川崎市児童家庭支援・児童虐待対策事業推進計画」　平成２７年度事業実施状況　　

施策区分１　地域の社会資源の有効活用                    ※所管課　こ）⇒こども未来局　　　区）⇒各区役所

地域の子ども・
子育て支援の
ネットワークづ
くり

2
1



子育てグループ
等への各種支援
及び連携

・地域において、親同士が協力して乳幼児の
健全育成活動に取り組む子育て自主グループ
へ活動費を補助することにより、乳幼児の健
全な成長を支援するとともに、地域における
子育て力の向上を図る。
・区内で自主的に活動している子育て支援グ
ループ（フリースペースやサロン）や自主グ
ループの情報を広く広報するとともに、専門
職等の派遣などを通じ、継続的な活動を支援
し、子育て支援の連携・拡充を図る。

・地域において親同士協力して乳幼児の健
全育成活動に取り組む地域子育て自主グ
ループ5団体に対して活動費を補助し、乳幼
児の健全育成及び地域における育児力の向
上を図った。
・子育て支援グループ等の活動内容の周知
について、交流会の開催による情報交換や
様々な媒体を活用した広報を実施した。
・保育士などの専門職やボランティアを派
遣し、子育て支援グループ等の活動支援を
行った。 3

・保護者間で協力し合いながら、地域で乳
幼児の健全育成活動を行う子育て自主グ
ループに対して、引き続き、川崎市地域子
育て自主グループ支援事業補助金を交付
し、活動を支援することで、育児を行う親
の孤立化を防ぐとともに、乳幼児の心身の
健全な育成、地域での子育て力の向上を図
る。
・具体的に他のサロン運営やこどもの目線
で遊び場づくりをした方の話を聞きたいと
いう要望もあり、興味・意欲のある地域の
人材を育てていくことへの支援が必要であ
る。また、参加者同士の異年齢交流もでき
る機会を大切にし、多くの方に参加しても
らえるような工夫が必要である。
・自主グループ等の地域の人材や参加者が
主体的、継続的に活動が行えるよう、地域
みまもり支援センターにおける活動のサ
ポートや、地域での子育てを支える力の向
上を図る必要がある。

同規模で
継続

区)地域ケ
ア推進担
当

区)保育
所・地域
連携担当

区)地域支
援担当

こ)企画課

育児不安・ハイ
リスク家庭等地
域からの情報へ
の適切な対応

地域の子育て支援活動団体や関係機関等と行
政の連携を深め、支援を必要としている子育
て家庭が地域で孤立することなく、必要な支
援に迅速・的確につながる環境の整備を行
う。

・こども支援ネットワークに関する会議と
部会等の開催により、子育て支援活動団体
や関係機関と行政間で、各々の役割や機能
の情報共有、及び連携協働を図った。
・関係所管課との庁内会議の開催により、
情報共有、及び連携強化を図った。
・身近な地域において、民生委員児童委
員、主任児童委員との連携による情報の共
有化やボランティア活動等を通して、子育
て家庭に寄り添える地域人材の育成に取り
組んだ。
・親の孤立感や育児不安等の現代の子育て
事情や子育て支援の課題等をテーマに講演
会等を開催し、地域全体で子育てを見守
り、支援する意識を高める機会とした。

3

核家族化や地域での人間関係の希薄化の進
行により、子育て家庭の孤立感や育児不安
感や負担感が増大しており、虐待相談や通
告件数も増加している状況である。また、
子どもをめぐる課題が複雑になっているこ
とから、安心して子育てができるよう、積
極的に地域に出向くことで、さらに関係機
関との情報共有を進め、横断的な支援を進
めていく必要がある。

同規模で
継続

区)地域ケ
ア推進担
当

区)地域支
援担当

地域の子ども・
子育て支援の
ネットワークづ
くり

2
2



地域の子ども・
子育て支援の
ネットワークづ
くり

関係機関との連
携による子育て
家庭への支援の
充実

こども支援ネットワークに関する会議を開催
し、子育て支援関連機関、団体、施設等の間
で、地域における子育て支援に関する情報を
共有し、連携協働した地域全体での子育てを
支援する環境づくりを推進するとともに、地
域の子育て支援関連団体等の活動の活性化を
図り、子育て家庭への支援を充実する。

・こども支援ネットワークに関する会議と
部会等の開催により子育て支援関連団体間
の情報共有、連携協働を図った。
・幼稚園、保育園、小学校が互いの状況や
課題の把握及び情報共有を図るとともに、
保育参観、授業参観等を実施し、連携を強
化した。
・年長から新１年生になる児童と家庭への
支援のため、新１年生向け啓発チラシ等を
作成、配布した。
・子育て支援関連団体や職員向けの、子育
て支援に関する講演会や研修を実施した。
・子育て支援関連団体等と協働し子育て家
庭向けの諸行事を開催し地域の子育て情報
の提供や子育て支援に必要な情報等の普及
啓発と世代を超えた区民の交流を図った。

3

川崎市では、人口増加、子育て家庭の増加
が継続し、核家族化などにより、育児体験
が少なく育児不安等に悩む保護者への支援
が求められている。引き続き区地域みまも
り支援センターによる子育て支援事業の実
施、子育て情報の提供のほか、子育て支援
団体との協働等により、地域全体による子
育て支援を充実していくことが必要であ
る。

同規模で
継続

区)地域ケ
ア推進担
当

区)保育所
等・地域
連携担当

区)地域支
援担当

施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

地域の子ども・
子育て支援に係
る情報の把握・
分析及び支援に
向けた企画・調
整

子ども・子育て支援の現状や課題を、地域の
子育て支援活動団体や関係機関等と共有し、
連携を図りながら課題解決に向けて支援体制
を構築していく。

・ネットワーク会議において、関係機関、
団体等との意見・情報交換等を通じ、地域
の子ども・子育てに関する課題を把握し、
今後の施策の方向性について共有化を図っ
た。
・今後の事業展開につなげるため、こども
支援室が実施する事業において、アンケー
ト等により区民ニーズの把握に努めた。

3

・区地域みまもり支援センターを始めとし
た子ども・子育て支援に関わる様々な関係
部署と意見・情報交換、研修、課題の共有
等協議を行い連携を深めた。
・関係部署等との連携を活用して、地域の
子育て支援活動団体や機関等が情報を共有
し、顔の見える関係づくりなど、地域活動
の充実促進につながる仕組みづくりを展開
した。

同規模で
継続

区)地域ケ
ア推進担
当

こども支援室が
中心となり保健
福祉センター等
関係部署との連
携による地域活
動への支援

区における子育てを地域社会全体で支えてい
くために、こども支援室が中心となり保健福
祉センターを始めとする関係部署と協議・連
携を進め、地域の子育て支援活動の充実を図
る。

・こども支援室が中心となり、保健福祉セ
ンターを始めとした子ども・子育て支援に
関わる様々な関係部署と意見・情報交換、
研修、課題の共有等協議を行い連携を深め
た。
・関係部署等との連携を活用して、地域の
子育て支援活動団体や機関等が情報を共有
し、顔の見える関係づくりなど、地域活動
の充実促進につながる仕組みづくりを展開
した。

3

区地域みまもり支援センターが地域におけ
る子ども・子育て支援の拠点として、地域
の実情に即した支援策が展開できるよう、
連携体制の一層の強化に向けた取組が必要
である。

同規模で
継続

区)地域ケ
ア推進担
当

地域の子育て支
援にかかる仕組
みづくり

　　施策区分２　地域の子育て支援にかかわる行政によるマネジメント・コーディネート

2
3



施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

子育て支援にか
かわる機関との
連携強化

地域の子育て支
援機関が実施す
る地域子育て支
援事業への支援

区内で自主的に活動している子育てサロンや
子育てグループ等の活動内容を紹介すること
により、子育て中の区民の参加を促すととも
に地域の子育てグループ等の活動を人的側面
で支援する。

・調査、収集した子育て支援機関等の活動
場所、活動内容を様々な媒体を活用して情
報提供をした。また情報を地図等に示して
子育て中の区民の参加促進、子育て支援グ
ループの活動支援を行った。
・区内で活動する子育てグループ等に子ど
もの保育や遊びの指導などを行うため、ボ
ランティア等を派遣することにより、グ
ループ活動の支援を行った。

3

子育て支援機関等の活動の活性化のため
に、より詳細な活動内容を区民に示して一
層の参加を促す必要がある。また、子育て
グループ等の活動の支援強化のため、ボラ
ンティア等の育成を図る必要がある。

同規模で
継続

区)地域ケ
ア推進担
当

区)保育所
等・地域
連携担当

区)地域支
援担当

相談支援の適切
な情報提供、連
携の充実

こども支援室及
び保健福祉セン
ターによる地域
の子育て情報の
収集・発信

保健福祉センターや関係機関等との諸会議を
通じ、地域の子育て情報を収集するととも
に、子育て家庭のニーズに応じ、様々な情報
を多様な媒体を活用し、的確に情報提供する
ことにより、子育てに対する不安や孤立感を
軽減し、安心して子育てを行うことができる
環境を整備する。

・収集、作成した情報を子育て情報誌や
ホームページなどに掲載するとともに情報
コーナー、区庁内窓口及び関係機関等に広
く配布するなど情報提供を行った。

3

関係機関等から多くのチラシ、パンフレッ
ト等が送付されてくるため、情報コーナー
等で効果的に配架する必要がある。また、
ホームページを見やすく利用しやすいもの
にする必要がある。今後、子育てアプリ等
多様な媒体を活用し、より利便性の高い情
報提供サービスの展開を検討していく。

同規模で
継続

区)地域ケ
ア推進担
当

区)保育所
等・地域
連携担当

区)地域支
援担当

施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

小・中・高等学
校等での思春期
保健相談の実施

保健福祉センターと小・中・高等学校等が連
携して、子どもや保護者を対象に思春期から
の保健教育の充実に努める。

昨年度に引き続き、学校（小・中・高等学
校）やＰＴＡ・地域ボランティア等と協力
連携し、生徒や保護者に対し、思春期の心
と体、性、性感染症、薬物乱用防止、赤
ちゃんのイメージ作りなどのテーマで命の
大切さを考える健康教育を実施した。

3

今後も学校保健とさらなる連携を図り、よ
り効果的に実施できるよう、実施方法の見
直しや検討が必要である。また、各区にお
ける電話・面接での相談の周知を図るとと
もに、集団健康教育を効果的に実施するこ
とで、性に関する正しい知識の普及を図っ
ていく。

同規模で
継続

区)地域支
援担当

こ)こども
保健福祉
課

母子健康手帳交
付時等の機会を
とらえた相談支
援の充実

母子健康手帳交付時の相談体制や母子保健
サービスの情報提供の充実を図り、安心・安
全な妊娠期を過ごせるように支援する。

母子健康手帳交付時に区児童家庭課の職員
が面接を行い、両親学級等保健福祉セン
ターの活用や身近な地域での子育てサービ
スの情報を提供するとともに、状況により
助産師や地区担当保健師につなげて継続支
援を行った。また、妊娠期からのハイリス
クケースの把握と支援の強化に向け、医療
機関・行政関係者を対象とした研修会を開
催し連携の推進を図った。

3

今後も妊娠期から要支援者を把握し、継続
支援につなげていくことが、安心、安全な
妊娠期を過ごすため、及び虐待予防の観点
からも重要であるため、新たに配置された
母子保健コーディネーターによる母子健康
手帳交付時面接の体制の充実を図り、支援
関係部署や地域の医療機関・関係団体との
連携を更なる強化をしていく必要がある。

拡充

区)地域支
援担当

こ)こども
保健福祉
課

　　施策区分１　育児不安・虐待リスクの軽減に向けた取組

　≪方針２≫虐待の発生予防策の推進

思春期からの保
健教育の推進及
び妊娠期からの
子育てに必要な
情報提供

　　施策区分３　地域の子育てサロン等の活動支援

基本的な考え方②　関係機関等の連携による虐待の未然防止、早期発見・早期対応

2
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施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

妊婦健康診査受
診率の向上に向
けた取組の推進

安心・安全な妊娠期や産じょく期を過ごすた
め、妊婦健康診査についての広報を進めると
ともに、妊産婦への支援を充実する。

※産じょく期・・・妊娠や分娩によって変化
した体が妊娠していないときの状態にもどる
までの期間

妊婦健康診査の補助券利用件数は185,958
件だった。ホームページ等を活用して、妊
婦健康診査や償還払い制度の周知を図っ
た。

3

今後も国の動向に注視しながら、安心・安
全な妊娠期が過ごせるよう助成制度を継続
実施していく。妊婦健康診査の重要性と償
還払い制度の周知を引き続き実施する。 同規模で

継続

区)地域支
援担当

こ)こども
保健福祉
課

母子健康手帳記
載内容の充実及
び乳幼児健康診
査等母子保健事
業を通じた普及
啓発の推進

母子健康手帳の記載内容を充実するととも
に、乳幼児健康診査等の母子保健事業を通じ
て普及啓発を推進する。

母子健康手帳の記載内容を充実するととも
に、乳幼児健康診査等の母子保健事業を通
じて、子育てに必要な情報提供を積極的に
行った。 3

今後も妊娠期に必要な知識や子育てに必要
な情報の提供を継続して実施する必要があ
る。また、母子健康手帳等に発達に支援を
要する子どもについてや、具体的な相談事
項と相談先等、記載を充実させていく。

拡充

区)地域支
援担当

こ)こども
保健福祉
課

妊婦健康診査事
業及び周産期の
相談支援の充実
に向けた検討

母子健康手帳交付時の相談体制や母子保健
サービスの情報提供の充実を図り、安心・安
全な妊娠期を過ごせるように支援する。

母子健康手帳交付時には、区児童家庭課の
職員が面接を行い、両親学級等による保健
福祉センターの活用や、身近な地域での子
育てサービスの情報を提供するとともに、
状況により助産師や地区担当保健師に繋げ
て継続支援を行った。また、妊娠期からの
ハイリスクケースの把握と支援の強化に向
け、医療機関・行政関係者を対象とした研
修会を開催し、連携の推進を図った。

3

今後も妊婦健康診査等を通じて、育児不安
等様々な相談・支援ニーズを早期に把握
し、継続した個別支援が実施できるよう相
談支援体制の充実を図る必要がある。
また、母子健康手帳交付時からの充実した
相談体制を整える必要がある。 拡充

区)地域支
援担当

こ)こども
保健福祉
課

妊娠・育児に関
する学習・実習
（プレパパ・プ
レママ教室）の
機会の提供

区役所児童家庭課において両親学級（プレパ
パ・プレママ教室）を実施し、妊娠・育児に
関する学習・実習の場を提供する。

区役所児童家庭課及び市看護協会において
両親学級（プレパパ・プレママ教室）を実
施した他、平成27年度新たに市助産師会に
よる土・日開催の両親学級も実施し、禁煙
教育、望ましい食生活についての教育、健
康な生活に向けての教育等の充実を図り、
沐浴、妊婦体験ジャケットの体験や座談な
どを通して父親の育児参加意識を高めた。

2

少子化や核家族化などの社会環境の変化に
より、赤ちゃんに全く触れることがないま
ま、妊娠・育児を迎える両親も多く、学
習・実習の場の提供することにより、出
産・育児に向けた知識の取得や意識を高め
るとともに、子育て家庭の孤立化を防ぐ仲
間づくりにも取り組む必要がある。

同規模で
継続

区)地域支
援担当

こ)こども
保健福祉
課

妊婦健康診査の
受診勧奨及び子
育てに必要な知
識等の普及啓発

妊婦健康診査の
受診勧奨及び子
育てに必要な知
識等の普及啓発

　　施策区分２　妊娠期に必要な知識の普及啓発
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施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

乳児家庭全戸訪
問事業（こんに
ちは赤ちゃん訪
問、新生児訪
問、未熟児訪問
等）等によるす
べての家庭を対
象とした相談・
支援ニーズの把
握

乳児家庭全戸訪問事業を実施し、情報提供を
行うことで出産後の早い時期から地域や相談
機関とのつながりをつくり、子育て家庭の孤
立化を予防するとともに必要な支援を行う。

乳児家庭全戸訪問事業について、こんにち
は赤ちゃん訪問は1,982件、新生児訪問等
は11,865件実施し、訪問実施率は92.2%
（出生数15,026人）となった。

3

今後も乳児家庭全戸訪問事業等によりすべ
ての家庭を対象として支援ニーズを把握
し、適切なフォローにつなげる。また早い
時期から地域や相談機関とのつながりをつ
くり、子育て家庭の孤立化を防ぐ必要があ
る。 拡充

区)地域支
援担当

こ)こども
保健福祉
課

相談支援に従事
する専門職の充
実、業務ガイド
ラインの整備及
び研修実施によ
る相談体制の充
実・強化

相談支援に従事する専門職の充実、業務ガイ
ドラインの整備及び研修実施による相談体制
の充実・強化により、子ども・家庭に対する
適時・的確な支援を充実する。

各区保健福祉センターに設置された児童家
庭課において、業務ガイドラインに基づい
た相談支援を実施することで、引き続き子
ども・子育てに対する適時・的確な支援を
行った。また、母子健康手帳交付時面接強
化のための手引きを改訂した。

3

地域みまもり支援センターの設置に伴い相
談支援に従事する専門職の充実、業務ガイ
ドラインの整備及び研修実施による相談体
制の充実・強化を図り、子ども・家庭に対
する適時・的確な支援を推進する必要があ
る。

拡充

区)地域支
援担当

こ)こども
保健福祉
課

産後ケア事業に
よる早期相談支
援の検討

産科医療機関から退院直後の母子の心身ケア
や育児のサポートなどを行う産後ケア事業を
実施し、必要な保健・福祉サービスを提供及
び必要に応じた個別支援を行う。

今年度から本格実施を行い通年で、産後ケ
ア宿泊型150件（延利用日数643日） 訪
問型398件（延利用日数424日）の利用が
あった。 2

今後も産後ケア事業を実施することによ
り、退院から4か月までの母子の心身ケアや
育児のサポートを実施する。また支援の必
要性がある家庭のフォローを区に繋げてい
く。

同規模で
継続

区)地域支
援担当

こ)こども
保健福祉
課

施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

児童虐待防止等
に向けた啓発活
動

民生委員児童委
員・主任児童委
員等関係機関と
連携した啓発活
動の実施

関係機関等と協働しながら啓発活動の充実に
努め、児童虐待防止について市民の理解を促
すとともに、社会全体で児童虐待の防止に取
り組む市民の意識を高める。

行政主体の啓発活動として、ＪＲ南武線の
窓上に啓発ポスターの掲出、成人の日を祝
うつどいパンフレットへの啓発記事掲載、
式典会場での啓発物品の配布を行った。11
月を中心としたのオレンジリボンキャン
ペーンでは、子育て支援者、関係機関と協
働し、区民祭、区役所の子育てフェスタへ
の来場者への啓発活動、フロンターレホー
ムゲームでの啓発物品の配布を行った。ま
た、神奈川県において実施された「子ども
の虐待防止推進全国フォーラム」において
は標語募集や分科会を担当した。
平成27年7月1日から全国児童相談所共通
ダイヤル「189」が開設されたことから、
チラシや啓発物の配布を行うとともに、市
ホームページへの掲載を行った。

3

子どもは、適切な養育を受け、健やかな成
長・発達や、自立等を保障される権利を有
するなど、児童福祉法の理念を含め、地域
住民や子どもの福祉に関わる者の意識の向
上を図るため、より多くの市民が関心・理
解を深めるための効果的な啓発物品や啓発
活動手法の検討が必要である。

同規模で
継続

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

的確な相談・支
援ニーズの把握
と必要な保健・
福祉サービスの
提供及び必要に
応じた個別支援
の充実

　　施策区分４　児童虐待防止に向けた普及啓発の充実

　　施策区分３　子ども・家庭に対する適時・的確な支援の充実
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施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

妊婦健康診査実
施医療機関との
連携強化

要支援妊婦の把
握と継続的支援
体制の充実

妊婦健康診査を実施する医療機関と連携を強
化し、要支援妊婦を早期に把握し継続的な支
援体制を充実する。

妊婦健康診査を実施する医療機関と連携し
て要支援妊婦の把握と継続的支援体制の充
実を図るため、平成27年度新たに「妊娠期
周産期支援連携強化事業」として要綱を設
置し、全市において産科医療機関との連絡
会議の実施、継続支援のための情報連携の
仕組みの構築等を図った。

2

妊婦健康診査を実施する医療機関との連絡
会議の開催等、連携の更なる強化や、行政
による支援が必要な妊婦を把握し継続的な
支援を行う体制の更なる充実をする必要が
ある。

同規模で
継続

区)地域支
援担当

こ)こども
保健福祉
課

乳児家庭全戸訪
問事業（こんに
ちは赤ちゃん訪
問、新生児訪
問、未熟児訪
問）の推進

乳児家庭全戸訪
問の充実
（92.0％実
施）

乳児家庭全戸訪問事業を実施し、情報提供を
行うことで出産後の早い時期から地域や相談
機関とのつながりをつくり、子育て家庭の孤
立化を予防するとともに必要な支援を行う。

乳児家庭全戸訪問事業について、こんにち
は赤ちゃん訪問は1,982件、新生児訪問等
は11,855件実施し、訪問実施率は92.2%
（出生数15,026人）となった。

3

今後も乳児家庭全戸訪問事業等により、す
べての家庭を対象として支援ニーズを把握
し、早い時期から地域や相談機関とのつな
がりをつくり、子育て家庭の孤立化を防ぐ
必要がある。

同規模で
継続

区)地域支
援担当

こ)こども
保健福祉
課

乳幼児健康診査
受診率の向上
（全乳幼児健診
受診率平均
90.5％）

乳幼児健康診査や育児相談を通して、子ども
への虐待や発達障害の早期発見・早期対応に
つながるよう、乳幼児健康診査の受診率向上
を図る。

直営健診について、３か月児は受診者数
14,051人で受診率97.9%、１歳６か月児
は受診者数13,508人で受診率95.9％、３
歳児は受診者数12,647人で受診率94.2%
であった。
委託健診について、７か月児は受診者数
13,725人で受診率93.5%、１０か月児は
受診者数12,905人で受診率87.8%、４歳
児は受診者数10,604人で受診率79.7%、
５歳児は受診者数10,374人で受診率
78.2%であった。
全乳幼児健診受診率の平均は90.5%であっ
た。

3

乳幼児健診の再構築により、健診時期、回
数の見直しを実施し、乳幼児の成長発達に
合わせた適切な時期や、市民ニーズを踏ま
えた実施方法に変更した。

同規模で
継続

区)地域支
援担当

こ)こども
保健福祉
課

乳幼児健康診査
未受診者に対す
る適切な支援の
実施

乳幼児健康診査や育児相談を通して、子ども
への虐待や発達障害の早期発見・早期対応に
つながるよう、相談支援の場としての機能を
充実する。

直営健診（3か月児・1歳6か月児・3歳
児）について、未受診者フォローを全区で
実施し、未受診者の状況把握と支援を実施
した。 3

3か月健診を直営健診から委託健診に変更す
るが、委託健診を実施する医療機関との更
なる連携を行い、未受診者フォローと同様
の効果がある取組みを検討する。また、1歳
6か月、３歳児の各直営健診については、引
き続き、未受診者フォローを実施する。

同規模で
継続

区)地域支
援担当

こ)こども
保健福祉
課

乳幼児健康診査
未受診者の状況
把握と対応

　　施策区分１　母子保健事業からの早期把握

基本的な考え方②　関係機関等の連携による虐待の未然防止、早期発見・早期対応

　≪方針３≫　早期発見・早期対応の充実
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母子保健事業の
充実・強化を踏
まえた委託医療
機関との連携手
法の検討

既存の乳幼児健康診査事業の再構築を行い、
委託医療機関との連携を強化して実施するこ
とで、子どもへの虐待や発達障害の早期発
見・早期対応につなげる。

乳幼児健康診査について、７か月児・１０
か月児・４歳児・５歳児の各健康診査を市
内の医療機関に委託して実施することで、
子どもへの虐待や発達障害の早期発見・早
期対応につながるように努めた。また、医
療機関とさらなる連携を行うことで、子ど
もへの虐待や発達障害の早期発見・早期対
応につながるよう、乳幼児健康診査事業の
再構築について検討を行った。

3

3か月健診を直営健診から委託健診に変更
し、子どもへの虐待や発達障害の早期発
見・早期対応につながるように委託健診を
実施する医療機関との更なる連携を行って
いく必要がある。 同規模で

継続

区)地域支
援担当

こ)こども
保健福祉
課

母子保健情報の
一元管理手法の
検討

乳幼児健康診査を委託医療機関と連携して実
施することにより、子どもへの虐待や発達障
害の早期発見・早期対応につながるよう相談
支援の場としての機能を充実する。

昨年度に引き続き、乳幼児健康診査につい
て、７か月児・１０か月児・４歳児・５歳
児の各健康診査を市内の医療機関に委託し
て実施することで、子どもへの虐待や発達
障害の早期発見・早期対応につながるよう
に努めた。また、医療機関とさらなる連携
を行うことで、子どもへの虐待や発達障害
の早期発見・早期対応につながるよう、シ
ステム導入を含め乳幼児健康診査事業の再
構築について検討を行った。

3

今後も乳幼児健康診査事業を効果的・効率
的に実施するため、乳幼児の成長発達に合
わせた適切な時期での実施や、市民ニーズ
を踏まえた実施方法等に向けて、システム
活用を含めた事業再構築のを検討を進める
必要がある。 同規模で

継続

区)地域支
援担当

こ)こども
保健福祉
課

乳幼児健康診査
事業における健
診委託医療機関
との連携強化

支援を必要とす
る家庭への養育
支援訪問の実施

・子どもへの虐待を未然に防止するため、乳
幼児健診時や家庭訪問等において、養育支援
の必要な対象を早期に把握し的確にフォロー
する体制を充実する。
・虐待等の問題を抱える家庭に対して、子育
ての相談・支援を通して児童虐待の発生・再
発の防止を図るため、児童福祉に理解と熱意
のある登録子ども家庭支援員を派遣する。

・養育支援訪問を延べ306件実施した。妊
娠・出産時や新生児訪問・未熟児訪問等か
ら、早期に養育支援が必要な家庭を把握し
訪問を行った。
・虐待等の様々な問題を抱える家庭に対し
て、延べ118回の訪問支援員派遣を実施
し、児童虐待の未然防止、再発防止を図る
とともに9月に内部講師による研修を実施、
登録支援員の資質向上を図った。

3

・児童虐待相談・通告件数の増加等の社会
環境の変化に対応できるよう、区地域みま
もり支援センターで実施している児童家庭
相談援助との業務整理を引き続き検討して
いく必要がある。 同規模で

継続

こ)こども
保健福祉
課

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

乳幼児健康診査
事業における健
診委託医療機関
との連携強化
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施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

関係機関、児童
相談所、こども
支援室及び保健
福祉センターと
の連携

連携会議等を活
用した情報共有
の推進

・地域の子育て支援関係機関や関係部署等と
連携を深め、支援を必要としている子育て家
庭に必要な支援を、迅速・的確に対応できる
仕組みを構築する。
・医療機関や児童の所属する機関との連携・
強化を図るため要保護児童対策地域協議会を
定期的に開催し、活用することにより要保護
児童等の情報の共有を図る。

・各区のこども支援ネットワークに関する
会議と部会等の開催により、子育て支援活
動団体や関係機関と行政間で、各々の役割
や機能の情報共有及び連携を深め、支援を
必要とする家庭の早期発見・対応につなが
る地域の仕組みづくりを行った。
・関係所管課との庁内会議の開催により、
情報共有及び連携強化を図り、支援を必要
とする家庭の早期発見・対応につながる仕
組の調整を行った。
・各区実務者会議を中心に関係機関間の顔
の見える関係を構築するとともに、平成28
年度の組織改正に向けての体制について共
有を図った。
・当初、事業推進計画に計画していなかっ
たが、市内の中核的な医療機関を中心とし
た、ネットワークの構築と関係機関との連
携等を協議するため「川崎市児童虐待防止
医療ネットワーク（KCAP）」を立ち上げ
た。

2

・核家族化や地域での人間関係の希薄化の
進行により、子育て家庭の孤立感、育児不
安感や負担感が増大してきており、虐待相
談や通告件数も増加している状況である。
今後も平成28年度から設置する地域みまも
り支援センターにおいて、継続して関係機
関や関係部署等の連携強化に取り組むこと
が必要である。
・虐待相談や通告件数が増加する現状にお
いて要保護児童対策地域協議会での適切な
情報管理、共有が重要となっていることか
ら、「川崎市児童虐待対応ハンドブック」
を活用し、より多くの関係機関に配布・周
知し要保護児童対策地域協議会の活用も含
めた機関連携の強化が必要である。
・川崎市児童虐待防止医療ネットワークに
おいて、構成機関病院で共通して活用でき
るハンドブック等を作成するとともに、
MSW（メディカルソーシャルワーカー）等
部会設置を進め、児童相談所等との円滑な
業務執行を推進できる体制を構築する。

拡充

区)地域ケ
ア推進担
当

区)地域支
援担当

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

こんにちは赤
ちゃん訪問事業
を通じた地域で
の見守り体制の
充実

こんにちは赤ちゃん訪問事業を実施し情報提
供を行うことで、出産後の早い時期から地域
や相談機関とのつながりをつくり、子育て家
庭の孤立化を予防するとともに必要な支援を
行う。

こんにちは赤ちゃん訪問事業を1,982件実
施し、必要な情報提供を行うことで、出産
後の早い時期から地域や相談機関とのつな
がりをつくり、子育て家庭の孤立化を予防
するとともに必要な支援を行った。

3

今後も早い時期からの地域や相談機関との
つながりをつくり、子育て家庭の孤立化を
防ぐ必要がある。地域みまもり支援セン
ターと連携し身近な近隣の訪問員を増や
し、地域で子育てを支える環境づくりを進
めていく。

同規模で
継続

区)地域支
援担当

こ)こども
保健福祉
課

こんにちは赤
ちゃん訪問員に
対する研修、連
絡会の開催

こんにちは赤ちゃん訪問事業に係る訪問員に
対する研修や連絡会を適切に実施すること
で、こんにちは赤ちゃん訪問事業による子育
て家庭への支援を効果的・効率的に行う。

昨年度に引き続き、こんにちは赤ちゃん訪
問事業に係る訪問員に対する研修や連絡会
を実施することで、こんにちは赤ちゃん訪
問事業を通じて、出産後の早い時期から地
域や相談機関とのつながりをつくり、子育
て家庭の孤立化を予防するとともに必要な
支援が行えるように努めた。

3

今後も訪問員に対する研修や連絡会を適
時・適切に実施し、訪問員の資質向上や課
題の共有化を図ることで、身近な近隣の訪
問員が地域での子育てを支える環境づくり
を推進していく必要がある。

同規模で
継続

区)地域支
援担当

こ)こども
保健福祉
課

　　施策区分３　地域による見守り体制の構築・充実

保健福祉セン
ターと民生委員
児童委員等地域
の支援者との連
携強化

　　施策区分２　病院・保育園・幼稚園・学校等との連携による早期発見・早期対応

2
9



施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

「児童家庭相談
援助」における
ケース管理手法
の検討及び実践

児童相談所及び保健福祉センターにおける虐
待通告・受理も含めた「児童家庭相談援助」
業務におけるケース管理手法を検討し、効果
的な支援を実践する。

・児童相談所と区保健福祉センターでの児
童虐待の相談・通告の受理ケース管理は、
各区での統一が図られ適切に児童票を作成
し、指定ファイルでの管理を実施した。
・平成27年度区役所での虐待相談・通告件
数は614件、虐待以外の児童家庭相談件数
は2,159件、合計2,773件であった。
・平成27年度児童相談所相談・通告件数は
1,920件であった。
（前年度比7.1％増）

3

・平成26年度に作成した「川崎市児童虐待
対応ハンドブック」を区役所組織改編にあ
わせて内容を修正し、引き続き活用し、各
機関の役割や区役所が虐待通告受理機関と
なったことを引き続き周知する。また、区
地域みまもり支援センター職員が児童相談
所からの専門的援助を受けながら適切な判
断・支援を行う必要がある。重点アクショ
ンプランに基づき児童家庭相談援助業務の
ケース管理を効率的に実施するためのICT化
も含めた手法について検討を進める。

同規模で
継続

区)地域支
援担当

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

要保護児童対策
地域協議会連携
調整部会、個別
支援会議での児
童相談所及び保
健福祉センター
等関係機関によ
る情報共有・適
切な支援方針の
確認

多数の関係機関の円滑な連携・協力を確保す
るため、要保護児童対策地域協議会の機能強
化を図る。

・連携調整部会は各区要保護児童対策地域
協議会実務者会議の中に位置づけられ、事
務局を区保健福祉センター児童家庭課児童
家庭相談サポート担当が担っており、各区
で活発な検討が行われた。ケース進行管理
台帳等資料をもとに全数確認は年3回実施す
るとともに「新規登録、終結、状況変化の
あるケース」について毎月の会議にて確認
を行った。
全市連携調整部会開催回数　合計82回
全数確認3回分　検討合計7,747件。
・個別支援会議は、子どもの状態及び養育
状況と支援方針の共有、重症度確認、主担
当、役割分担を協議（373回）し、検討世
帯数実数191世帯、検討した子どもの実数
313人、検討した子どもの延数577人で
あった。
・新たな取組として、各区要保護児童対策
地域協議会におけるスーパーバイザーに係
る予算を平成28年度に計上した。

2

・重点アクションプランに基づき新たに各
区でスーパーバイザーを活用するなど、
ケース進行管理を実施するとともに適宜適
切に個別支援会議を実施する必要がある。
また、連携調整部会、個別支援会議の開催
回数、状況等を各区実務者会議に報告し、
地域の関係機関の更なる協力を得ていく必
要がある。
また、教育委員会学校・地域連携担当との
連携を強化するとともに、区実務者会議連
携調整部会の会議運営の充実を図る必要が
ある。

同規模で
継続

区)地域支
援担当

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

児童相談所と保
健福祉センター
の役割に基づく
連携、個別ケー
スへの適切な支
援

　　施策区分４　虐待通告への迅速かつ的確な対応・支援

3
0



施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

関係機関の円滑
な連携・協力の
確保

全市代表者会議
及び区実務者会
議での関係機関
との円滑な連
携、情報共有の
推進

法定（児童福祉法第25条の2）されている
「子どもを守る地域ネットワーク」として、
関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連す
る職務に従事する者などにより構成され、要
保護児童等の情報交換や支援内容の決定、責
任体制の明確化、関係機関からの円滑な情報
提供を図り、虐待を受けている児童をはじめ
とする要保護児童の早期発見や適切な対応を
図る。

・代表者会議（年2回）
各関係機関、団体、施設の責任者を構成員
とした会議であり、要保護児童等支援に関
するシステム全体の検討、実務者会議の活
動状況報告及び評価、「居住実態が把握で
きない児童の調査」の報告や課題の検討、
研修会を実施した。また、新たに組織した
川崎市児童虐待防止医療ネットワーク
（KCAP）を構成員として加え体制の充実
を図った。
・各区実務者会議代表者部会【年2～5回】
各関係機関、団体、施設の実務者による会
議であり、地域協議会の年間活動方針の策
定や各種研修及び啓発活動を企画・実施し
た。
・各区実務者会議連携調整部会（毎月）
区関係職員及び児童相談所による会議であ
りケース進行管理（ケース状況、主担当機
関、重症度等の確認作業）を行った。特に
各区の学校・地域連携担当も連携調整部会
に毎回参加し、円滑な情報共有が図られ
た。
・個別支援会議
区児童家庭課及び児童相談所ケース担当者
等による個別会議【ケース主担当による適
宜開催：延べ577件、計373回開催】であ
り、個別ケースごとに関係機関担当者によ
るケースカンファレンス（情報交換、支援
方針、役割分担）を行った。

3

・要保護児童対策地域協議会について、地
域の関係機関等への周知を丁寧に行うとと
もに、区実務者会議における、教育委員会
学校・地域連携担当との連携をさらに強化
する必要がある。
・社会保障審議会児童部会による「こども
虐待による死亡事例等検証結果等について
「第11次報告書」においても0歳児の死亡
事例が依然として多いことや、妊娠期から
の関与がある事例などを参考に本市におけ
る対策の充実を図りる。
・学齢児への支援の充実を図るため教育・
福祉・地域の関係機関との情報共有を強化
するとともに、警察等との連携の更なる充
実を図る。
・今後も引き続き実施される予定である
「居住実態が把握できない児童調査」につ
いて要保護児童対策地域協議会のネット
ワークを活用していく。

同規模で
継続

区)地域支
援担当

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

　　施策区分５　要保護児童対策地域協議会の活用

3
1



施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

児童に対する支
援の充実

関係機関（区役
所、児童相談
所、児童養護施
設、里親等）の
連携による専門
的な支援充実

関係機関（区役所、児童相談所及び医療機関
等）との適切な役割分担及び連携により、
各々の専門性を活かした適切な支援を実施す
る。

児童相談所の法的権限と専門性を活かした
適時適切な対応を行うとともに、区児童家
庭課をはじめとする各関係機関との連携を
図りながら児童の自立支援計画を策定し、
児童養護施設・里親等とも支援方針の共有
及び、役割分担の明確化を図り、児童及び
保護者との関係調整を円滑に進めた。

3

児童相談所、区地域みまもり支援セン
ター、学校、児童養護施設、里親、児童家
庭支援センター等が各々の専門性に基づく
連携から、児童及び保護者へ適切な支援を
実施できるよう、更なる専門性強化と連携
強化が必要である。

同規模で
継続

こ)児童相
談所

こ）児童
家庭支
援・虐待
対策室

児童に対する支
援の充実

児童相談所一時
保護所運営に関
するガイドライ
ンの検討及び策
定

多様な背景を持つ児童の個別性尊重及び安定
かつ公平な保護所運営を図るため、保護所運
営に関するガイドラインを策定する。

・平成26年度に策定した一時保護所ガイド
ラインに基づき子どもの最善の利益のため
の支援を実施した。

3

一時保護所ガイドラインを基本とし、日常
的な一時保護所の運営及び児童に対する適
切な支援を引き続き実施する必要がある。
また、必要に応じてガイドライン等の見直
しについて検討を行う。

同規模で
継続

こ)児童相
談所

こ）児童
家庭支
援・虐待
対策室

関係機関（区役
所、児童相談所
及び医療機関
等）の連携によ
る専門的支援の
充実

関係機関（区役所、児童相談所及び医療機関
等）との適切な役割分担及び連携により、
各々の専門性を活かした適切な支援を実施す
る。

児童相談所の法的権限と専門性を活かした
適時適切な支援を実施するとともに要保護
児童対策地域協議会個別支援会議や進行管
理部会等各種会議を活用し、個別ケースの
役割分担の明確化、適切な援助方針策定及
び支援を実施した。

3

児童虐待通告件数の増加及び複雑多様化す
る相談内容に対して適切に対応するため、
法的対応力、相談援助技術等、専門性の更
なる強化を行う。また、児童福祉法改正に
合わせ地域みまもり支援センターを中心と
した区保健福祉センターとの連携強化や役
割分担の明確化が必要である。

同規模で
継続

こ)児童相
談所

こ）児童
家庭支
援・虐待
対策室

家族再統合（児
童相談所）及び
家族支援（保健
福祉センター）
の充実に向けた
検討

保護者支援の個別プログラムの充実及び家庭
復帰に向けたアセスメント強化を図る。

・こども家庭センターに心理職、保健師等
各種専門職、外部講師による家族支援チー
ムを編成し、家族支援台帳の作成と進行管
理、各児童相談所へのコンサルテーショ
ン、職員研修等によるスタッフ支援を実施
した。
・福祉、医療、心理職等による多角的な視
点からケースの見立て、支援計画策定を実
施し、家族支援の充実を図った。
・家庭復帰等に向けた適切な支援のため、
アセスメント会議による課題整理等、組織
的な判断及び対応の充実を図った。
・平成25年度から区児童家庭課に、社会福
祉職、心理職、保健師、保育士を配置して
いることから、より身近な場所での家族支
援の充実を図った。

3

分離した家族への適切な支援、そうした支
援を行える職員の資質向上を通して、児童
相談所における家族再統合を推進する必要
がある。
また、区地域みまもり支援センターにおけ
る多職種連携による家族支援の一層の充実
が必要である。

同規模で
継続

こ)児童相
談所

こ）児童
家庭支
援・虐待
対策室

保護者に対する
支援の充実

基本的な考え方③　専門的支援の充実と人材育成

　≪方針４≫専門的支援の充実・強化

　　施策区分１　児童及び保護者に対する支援

3
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施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

児童相談所及び
保健福祉セン
ターでの専門職
による支援の充
実

各々の権限と役
割に基づく多職
種協働による適
切な支援の実践

・各区児童家庭課にて保健福祉センター（福
祉事務所及び保健所機能）の法定サービスを
通じて把握した情報や窓口業務・相談業務か
ら把握した情報等から児童や家族の支援ニー
ズを適切に把握し、組織的な判断に基づいて
多職種協働による効果的な支援を展開する。
・児童相談所と各保健福祉センターとの適切
な役割分担及び連携により、各々の専門性を
活かした適切な支援を実施する。

・区児童家庭課に多職種の職員を配置し、
各職種の専門性等を活かした多面的なアセ
スメントに基づく相談支援を実施した。
（全区での児童相談受付件数：2,773件）
・児童虐待相談などの複雑かつ困難なケー
スへの対応については、主担当機関が中心
となり、要保護児童対策地域協議会の個別
支援会議等により各区児童家庭課、児童相
談所及び関係機関が連携し、情報共有や役
割分担を行いつつ支援を行った。
・児童相談所は緊急受理会議や所内会議に
おいて多職種の専門職による総合的なアセ
スメントを実施し、組織的な判断に基づく
適切な支援を実施した。また、児童精神科
医師、保健師、理学療法士等専門職の協働
及び療育センター等関係機関との連携によ
り、児童及び保護者への適切な支援を実施
した。

3

・核家族化や地域での人間関係の希薄化の
進行により、子育て家庭の孤立感、育児不
安や負担感が増大してきており、虐待相談
や通告件数も増加している状況があり、今
後も迅速に対応するため、区地域みまもり
支援センターを中心に区役所内の情報共
有・連携がスムーズに行える体制を整えて
いく必要がある。
・区地域みまもり支援センターの職員がそ
れぞれの職種の「強み」やスキル等を相互
に理解した上で連携した支援を行うことが
必要であり、新たに作成した「児童家庭相
談援助・児童虐待対応実務マニュアル」等
をもとに、支援事例を積み重ねながら、組
織的な判断力を高めることが必要である。
・児童虐待通告件数の増加及び複雑多様化
する相談内容に対して適切に対応するた
め、法的対応力、相談援助技術等、専門性
のさらなる強化が必要である。

同規模で
継続

こ)児童相
談所

こ）児童
家庭支
援・虐待
対策室

施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

児童相談所及び
保健福祉セン
ターでの取組の
強化

各々の権限と役
割に基づく多職
種協働による適
切な支援の実践
（再掲）

児童家庭相談に従事する専門職のスキルアッ
プ、業務マニュアルの整備及び研修実施によ
る相談体制の充実・強化、組織的な業務の蓄
積・評価によって相談支援体制を強化する。

・各区児童家庭課においては、各職種の専
門性を発揮し他機関と役割を確認しながら
区内の児童及び家庭への個別的な相談、支
援を一元的に対応した。
・日常業務から様々な相談ニーズを把握
し、組織的な判断に基づく支援方針の検討
及び担当者の設定等を行い、その後の支援
経過の進行管理を行った。
・児童虐待に係る相談、通告についても区
保健福祉センター内では区児童家庭課にて
受理・対応することとし、組織的な判断の
元にセンター内関係部署、関係機関、児童
相談所と連携して支援を行った。

3

児童虐待相談を含む各種相談に対して適切
に対応するために、平成28年4月策定の児
童家庭相談援助・児童虐待対応実務マニュ
アルを活用するとともに、研修実施による
相談支援スキルや専門性の向上を図る。地
域みまもり支援センター及び児童相談所に
おいて、多職種協働による組織判断がス
ムーズに行えるよう事例の積み重ねを行う
ことにより、組織的な判断力の強化も必要
である。

同規模で
継続

こ)児童相
談所

こ）児童
家庭支
援・虐待
対策室

　　施策区分2　専門職の協働による困難ケース等に対する適切な対応

　　施策区分3　ケースワークにかかわる組織的なフォロー体制の強化

3
3



施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

ケース進行管理
ソフトの児童相
談所間でのネッ
トワーク化の検
討

児童相談所進行管理ソフトの効果的活用を推
進するとともに、各児童相談所における確実
なケース進行管理の充実を図る。

・児童相談所進行管理ソフトを運用し、各
児童相談所内でのケース情報の共有による
組織的なケース進行管理を実施するととも
に、ソフト活用により統計処理業務等の効
率化を図った。
・時系列確認が容易なケース記録を活用
し、引継業務等事務作業の効率化を図っ
た。

3

・児童相談所が児童虐待通告などに迅速・
的確に対応することや、適正な統計処理を
おこなうために、実効的なケース管理の
ネットワーク構築を進める必要がある。ま
た、区地域みまもり支援センターとの個別
支援に関わる情報共有についても検討する
必要がある。

同規模で
継続

こ)児童相
談所

こ）児童
家庭支
援・虐待
対策室

「児童家庭相談
援助」における
ケース管理手法
の検討及び実践

各区児童家庭課における適切なケース管理の
実施に向けた検討・整理、各区児童家庭課と
児童相談所間での迅速かつ効率的な情報共有
の仕組みの検討を行う。

地域みまもり支援センターの整備に向け
て、これまで検討した内容や関係法令に
則った用語への修正を行いマニュアル化し
た。
担当者会議などを開催し、各区での相談に
係る書式の統一やケース管理手法、統計入
力について調整を進めた。

3

引き続き全市で統一したケース管理手法の
充実を図るとともに、児童福祉法の改正趣
旨に沿うよう見直しなどを行う必要があ
る。 同規模で

継続

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

児童相談所及び
保健福祉セン
ターでのリスク
アセスメント指
標の作成と活用

リスクアセスメ
ント指標の作成
及び適切な支援
の実施

リスクアセスメント指標の作成検討等を含む
総合的アセスメント機能の強化を図り、適切
な支援を実施する。

要保護児童対策地域協議会の連携調整部会
等を活用し、児童相談所及び区保健福祉セ
ンターでの情報・アセスメントシート等の
共有やケース重症度の確認等を実施し、よ
り適切な進行管理及び支援を実施した。ま
た、個別支援会議において各関係機関によ
る情報共有、役割分担の明確化を図り、適
切な支援を実施した。

3

児童福祉法改正により、厚生労働省から提
供される予定の市町村と児童相談所共通の
アセスメントシートを参考に、地域みまも
り支援センターと児童相談所共通のアセス
メントシートの見直しについて検討する必
要がある。

同規模で
継続

こ）児童
相談所

こ）児童
家庭支
援・虐待
対策室

児童相談所及び
保健福祉セン
ターでの緊急受
理会議等に基づ
く組織的アセス
メントの実施

多職種協働によ
る総合的な判断
の実施

各区児童家庭課で実施するケース検討会議や
緊急受理会議等を通じて、多職種協働による
多面的・総合的なアセスメントを実施し、適
切な支援方針の検討に活かしていく。

・区児童家庭課で行う定期的なケース検討
会議や児童虐待の通告受理等による緊急受
理会議では、配置された多職種専門職の専
門性やスキル、経験等を活かした検討を行
い総合的なアセスメントを実施し、組織的
判断に基づく支援を行った。
・児童相談所の所内会議に区児童家庭課の
専門職が参加し、児童相談所との連携強化
及びアセスメント力の強化を図った。

3

・会議にて多職種による多面的・総合的な
アセスメントを効果的に行うためには、各
職種の「強み」やスキル、知識等の相互理
解が必要である。また、引き続き支援事例
を積み重ねることで、組織的な判断力を高
めていくことも必要である。
・区地域みまもり支援センターが開催す
る、区要保護児童対策地域協議会において
スーパーバイザーによる助言を得る仕組を
導入し支援の充実につなげていく。

拡充

区)地域支
援担当

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

児童相談所及び
保健福祉セン
ターでのケース
進行管理手法の
検証

　　施策区分5　総合的なアセスメントの強化

　　施策区分4　効率的・効果的なケースワークの進行管理の充実

3
4



児童相談所及び
保健福祉セン
ターでの組織
的・総合的な再
アセスメントの
実施

多職種協働によ
る総合的な判断
の実施（再掲）

各専門職の専門性を活かした総合的かつ複合
的な再アセスメントを実施する。

・所内会議、緊急受理会議等での協議によ
り、組織的判断の徹底及び各専門職による
総合的な再アセスメントを実施した。虐待
ケースについては、児童相談所においては
受理時点、１か月・３か月時報告により状
況確認、進行管理を実施した。特に、被措
置児童の家庭引取り等については、巡回相
談、アセスメント会議による組織的対応を
徹底した。
・要保護児童対策地域協議会の連携調整部
会等を活用し、関係機関との連携を図っ
た。関係機関との情報共有による、再アセ
スメントの徹底、組織的進行管理を実施し
た。

3

児童虐待通告件数の増加及び複雑多様化す
る相談内容に適切に対応するため、各種専
門職、関係機関の連携、協働による、再ア
セスメント機能の充実が必要である。

同規模で
継続

こ)児童相
談所

こ）児童
家庭支
援・虐待
対策室

施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

専門機関や医
師、弁護士等専
門家との協力、
連携した対応の
推進

療育、障害・教
育部門と連携し
た総合的相談支
援体制の推進

区役所、療育センター、学校等関係機関と連
携した総合的相談支援体制の推進を図る。

・児童相談所の権限強化、困難ケースの増
加に伴い必要となる法的対応強化のため、
嘱託弁護士による定期的な相談、助言等を
活用し、適時適切な対応を図った。
・在宅支援、措置児童支援において、児童
精神科医師、療育センター等関係機関との
協働により、適切な保護者支援を実施し
た。
・更生相談所のＰＴ（理学療法士）、ＯＴ
（作業療法士）、ＳＴ（言語聴覚士）等医
療専門職を中心に療育センター、学校等関
係機関と連携し、障害児等への適切な支援
を実施した。

3

複雑困難化する児童虐待事例に対応するた
め、弁護士との連携を強化し有効な対応を
進める。また、多様な相談内容に対し適切
に対応するため、療育・障害・教育関係機
関との連携強化に引き続き取り組む必要が
ある。

拡充

こ）児童
相談所

こ）児童
家庭支
援・虐待
対策室

　　施策区分6　各種専門機関・専門家との連携強化

3
5



施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

社会的養護の意
識啓発、「質」
の向上に向けた
取組の推進

児童福祉施設等
に措置された児
童の処遇向上の
ための支援の充
実

児童福祉施設等に措置された児童の処遇向上
を目指し、虐待予防のＰＲ、市単独での補助
を検討するなど施設等における児童の養育環
境の改善に努める。

児童虐待防止に努めるために、平成27年度
においても、オレンジリボンキャンペーン
（たすきリレー）に児童相談所、市内施設
等が参加し、広く市民に対しＰＲを行い、
虐待防止の普及啓発を行った。また、施設
入所した児童については、社会的自立支援
支度費や就職支度費加算など社会的自立に
向けた市単独での措置費支弁を引き続き行
うとともに、小規模グループケアを実施す
る児童養護施設に対する補助を充実するな
ど、施設における児童の処遇向上の取り組
みを推進した。

3

・入所者の処遇の向上及び施設職員の待遇
改善並びに施設経営の健全化を図る補助制
度の見直しを行い、職員の経験年数に応じ
た加算の新設や補助金から扶助費への転換
等により、継続的な児童の処遇向上を図
る。
・児童福祉法の改正の状況も踏まえなが
ら、施設等の退所児童に対する自立支援に
向けた取組について検討を行う。

同規模で
継続

こ)こども
保健福祉
課

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

社会的養護の意
識啓発、「質」
の向上に向けた
取組の推進

国の指針に基づ
く社会的養護体
制（家庭的養護
の推進）の検討

社会的養護の方向性として国は、施設の小規
模化と家庭的養護の推進を打ち出す中で、平
成27年度をスタートとする「都道府県推進計
画」の策定をすることとなっている。そこ
で、国の示す「社会的養護の課題と将来像」
に基づき家庭的養護推進計画策定（県単位で
策定）に向けて、川崎市の今後の方針を整理
する。

「川崎市社会的養護の推進に向けた基本計
画」を踏まえ、施設については家庭的養護
の推進に向け小規模グループケアへの対応
に向けた支援を行うともに、里親登録者数
の増や里親支援を行うなど、里親制度の推
進を図った。

3

施設においては小規模グループケアへの対
応に向け、職員の確保や人材育成を進める
必要がある。里親制度についても登録者の
増加や支援の強化に引き続き取り組む必要
がある。 同規模で

継続

こ)こども
保健福祉
課

施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

児童養護施設の
新設

白山愛児園の開
設・運営（児童
養護施設１か
所、児童家庭支
援センター１か
所併設）

平成21年10月に策定した「要保護児童施設
整備に向けた基本方針」に沿って北部地域に
総合児童福祉施設を整備する。

平成26年4月の開設後、適正な運営が行わ
れている。

3

適正な運営が確保できるよう支援を行う。

終了
こ)こども
保健福祉
課

児童養護施設の
新設

（仮称）南部総
合児童福祉施設
の開設・運営
（児童養護施設
1か所、児童家
庭支援センター
1か所併設）

平成21年10月に策定した「要保護児童施設
整備に向けた基本方針」に沿って南部地域に
総合児童福祉施設を整備する。

平成26年９月の開設後、適正な運営が行わ
れている。

3

適正な運営が確保できるよう支援を行う。

終了
こ)こども
保健福祉
課

　≪方針５≫社会的養護の充実

基本的な考え方③　専門的支援の充実と人材育成

　　施策区分２　児童養護施設等の施設養護の充実

　　施策区分１　社会全体で子どもを育てる意識の啓発

3
6



施設型ファミ
リーグループ
ホームの充実

施設型ファミ
リーグループ
ホームの新設
（1か所）

小規模児童養護施設については、児童養護等
入所施設１施設に対して２か所の設置が原則
可能なっており、既存施設については2か所
以上整備が完了していることから、新設児童
養護施設の整備に向けて、新たな小規模児童
養護施設整備の検討を行う。

白山愛児園について、本体施設の運営状況
を踏まえ、運営法人と地域小規模児童養護
施設の開設に向けた情報共有や課題等につ
いて協議・調整を行った。 3

白山愛児園における地域小規模児童養護施
設の開設に向け、本体施設の運営状況を把
握するとともに、運営法人と協議を行い、
開設に向けた支援・調整を行う。 拡充

こ)こども
保健福祉
課

児童心理治療施
設（情緒障害児
短期治療施設）
の整備

（仮称）こども
心理ケアセン
ターの建設工事

社会的養護が必要な児童の中で、心理的なケ
アが必要な児童に対して支援を行う入所施設
である（仮称）こども心理ケアセンターを平
成２７年１０月を目途に整備する。

関係機関、地元との調整や入所に向けた調
整を行い、平成27年10月に施設が開設し
た。

3

適正な運営が確保できるよう支援を行う。

終了
こ)こども
保健福祉
課

新日本学園改築
の建設工事

建設から４０年程度を経過した既存児童養護
施設については、耐震化の必要性や家庭的養
護推進に向けて、６～８人程度の小グループ
による生活を実施していく、小舎制（ユニッ
ト化）施設へと建替え整備を行う。

事業法人と連携を密にし、工事進捗状況の
把握及び施設整備費等補助金の適正な執行
を行った。

3

引き続き事業法人と連携を密にし、工事進
捗状況の把握及び施設整備費等補助金の適
正な執行を行う。 同規模で

継続

こ)こども
保健福祉
課

川崎愛児園改築
の実施設計

建設から４０年程度を経過した既存児童養護
施設については、耐震化の必要性や家庭的養
護推進に向けて、６～８人程度の小グループ
による生活を実施していく、小舎制（ユニッ
ト化）施設へと建替え整備を行う。

事業法人と連携を密にし、工事進捗状況の
把握及び施設整備費等補助金の適正な執行
を行った。

3

事業の完成予定は、平成28年4月になる見
込みであり、引き続き事業法人と連携を密
にし、工事進捗状況の把握及び施設整備費
等補助金の適正な執行を行う。

同規模で
継続

こ)こども
保健福祉
課

施設支援の充実

自立支援計画に
基づく適切な支
援の充実

個々の児童に即した支援を実施するために施
設と十分に協議を行い、自立支援計画を立
て、適切な援助を実施する。

運営法人及び児童相談所と連携し、児童の
人権に配慮しながら適切な支援が行われる
よう協議調整を行った。また、個々の児童
の自立に向けてより適切な計画を策定する
よう、施設長及び児童相談所との情報共有
や連携に努めた。
・こども心理ケアセンターかなでが、平成
27年10月から運営を開始した。

3

引き続き運営法人及び児童相談所と連携
し、各施設における運営状況を把握しなが
ら、処遇向上に向けた運営支援を行う。

同規模で
継続

こ)こども
保健福祉
課

子育て短期支援
事業の拡充

（仮称）南部総
合児童福祉施設
の開設に伴う
ショートステイ
事業の実施（1
か所）

保護者の出産により養育者が不在となる場合
や子育てにおける行き詰まりなどレスパイト
（休息）が必要な場合に、宿泊を伴う短期
間、お子さんを預かる（ショートステイ事
業）ことにより子育て支援を行う。

平成26年10月に開設した後、適正な運営
が行われている。

3

適正な運営が確保できるよう支援を行う。

終了

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

既存児童養護施
設の改築

3
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施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

ふるさと里親登
録家庭の拡充
（登録数４８
組）

児童養護施設等に入所している児童が、児童
相談所による研修等を経た一般家庭の方が登
録を行う「ふるさと里親」に短期間宿泊し、
家庭的雰囲気を体験してもらうことで児童の
福祉増進並びに里親委託の推進・制度の普及
啓発を図る。

・ふるさと里親養育体験発表会を年３回開
催し、ふるさと里親の制度周知を図るた
め、継続的に広く市民にＰＲするととも
に、すでに児童の受入を行っているふるさ
と里親に対しては、定期的に意見交換会を
開催し、ふるさと里親を継続していただく
ためのフォローアップを行った。
・平成27年度末ふるさと里親登録数61組

3

施設で生活している要保護児童にとって、
「ふるさと里親」という一般家庭での生活
体験は重要であるため、「里親制度説明・
養育体験発表会」において継続して制度を
ＰＲし、ふるさと里親の拡充を図る。
児童の持つ背景も複雑化してきていること
から、ふるさと里親の養育能力の向上を図
るため、より専門的な研修等フォローアッ
プの仕組みの検討を引き続き行う。

同規模で
継続

こ)こども
保健福祉
課

里親の登録数増
加に向けた広
報・啓発及び養
育技術向上のた
めの研修の実施
（里親登録数
115組、委託
数52組）

社会的養護の枠組みの中で家庭的養護の中心
となる里親制度の普及ならびに里親登録の増
加を目指す。

・「里親制度説明・養育体験発表会」を年
３回開催し、制度説明のほか里親の養育経
験など委託の実際について市民に伝えた。
開催にあたり多くの市民が来所する施設で
のチラシ配布やホームページでの広報を図
り里親制度の普及啓発に努めた。
・平成2７年度末の里親登録数は１２３組、
委託数は５３組であった。

3

・里親制度説明・養育体験発表会の開催回
数の増加や、里親支援機関と連携しながら
地域の関係団体への普及啓発の充実を図る
など、引き続き制度推進に向け取り組む。
・里親に関する研修については受講者が主
体的に取り組み、養育技術を向上させるこ
とができるよう里親支援機関と連携して研
修内容や開催日程の工夫に努める。

同規模で
継続

こ)こども
保健福祉
課

里親委託の推進

児童ファミリー
グループホーム
の充実（３か
所）に向けた取
組の推進

要保護児童を可能な限り家庭的な環境で養育
できるようにファミリーホーム（施設でな
く、里親等が運営を行うホーム）運営の拡充
を目指す。

引き続き、すでに家庭の中で要保護児童の
養育を担っている里親に対して、里親会理
事会などの場において「ファミリーホーム
制度」の説明を実施するほか、運営費の補
助を行うなど事業の推進を図った。 3

ファミリーホームの円滑な運営のために
は、児童の処遇向上のために必要な経費の
確保のほか、家庭養護における運営上の諸
課題について施設や関係機関と連携し対応
できるよう支援を行う必要がある。既存の
ファミリーホームの運営支援に引き続き努
めるともに、新たなホームの開設に向けて
制度周知等を図っていく必要がある。

同規模で
継続

こ)こども
保健福祉
課

里親支援の充実

里親支援機関に
よる里親支援の
充実に向けた取
り組みの推進

家庭的養護の中心である里親については、専
門職が配置された施設とは異なり、様々な課
題をもった子どもへの対応に困難を生じる場
合がある。そこで、様々な里親支援機関によ
る里親支援を実施していく。

川崎市内には里親支援機関として、ＮＰＯ
法人キーアセット、児童養護施設等に里親
支援専門相談員などが配置されていること
から、平成27度においては、それら関係者
による協議の場を設け、里親支援の充実に
向け連携しながら、課題の検討を行った。

3

平成２７年度から市内の児童養護施設及び
乳児院すべてに里親支援専門相談員が配置
されたことから、他の里親支援機関との役
割の整理を行い、より効果的な支援のあり
方を引き続き検討する。

同規模で
継続

こ)こども
保健福祉
課

里親家庭の拡充

　　施策区分３　里親制度の拡充と里親支援の充実

3
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施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

児童家庭支援セ
ンターによる子
育て相談の実施

身近な地域の中で子育ての悩みなどを相談で
きる児童家庭支援センターを児童養護施設に
併設していく。既存の乳児院には地域におけ
る子育ての専門機関として児童家庭支援セン
ターが設置されているが、新設児童養護施設
においても児童家庭支援センターを設置して
いく。

平成27度においては、児童養護施設の改築
に合わせた児童家庭支援センターの開設に
向け、運営内容やショートステイ事業の実
施に関する調整を行った。
【参考：既存児童家庭支援センター】
○しゃんぐりらこども家庭支援センター
○かわさきさくら児童家庭支援センター
○はくさん児童家庭支援センター
○あいせん児童家庭支援センター

3

・平成28年度中に、児童養護施設に併設す
る児童家庭支援センターを2か所開設し、適
正な運営が確保できるよう支援を行う。
・児童養護施設に併設された児童家庭支援
センターを中心に学齢児支援の充実を図っ
ていくため、各児童家庭支援センター間の
連携、児童相談所や地域みまもり支援セン
ター等、他機関との連携について協議を進
める必要がある。

拡充

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

児童家庭支援セ
ンターの開設
（１か所：（仮
称）南部総合児
童福祉施設併
設）

地域の中での身近な場所での子育て相談等を
通じて、虐待予防等に努める児童家庭支援セ
ンターを開設する。

児童養護施設すまいるに併設したあいせん
児童家庭支援センターは平成26年10月に
開設した後、適正な運営が行われている。

3

適正な運営が確保できるよう支援を行う。

終了

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

必要な助言・援
助及び継続的な
見守りの実施

　　施策区分４　児童家庭支援センターによる支援の充実

3
9



施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

関係団体等と連
携した施策の展
開

こども支援室及
び保健福祉セン
ターと子育て支
援機関等との連
携、事業施策の
推進

安心して子育てができるまちづくり、子育て
を見守る地域づくりを推進するために、町内
会・自治会、民生委員児童委員・主任児童委
員、社会福祉協議会等と連携した様々な施策
の展開を図る。

・11月の児童虐待防止推進月間を中心に市
内での統一啓発活動等において、行政、民
生委員児童委員・主任児童委員、関係団体
及び企業との協働による児童虐待防止に向
けた広報・啓発活動を実施した。
・児童虐待対応ハンドブックを要保護児童
対策地域協議会構成機関に対し、122か
所、6,000冊を配布し、普及啓発活動を
行った。

3

・より多くの関係機関との連携による施策
の展開が必要であり、社会資源や特性を活
かした施策の展開を検討する必要がある。
・平成28年度において児童虐待対応ハンド
ブックを改訂する予定である。 同規模で

継続

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

市の代表者会議
を活用した市全
域のネットワー
クの充実

児童家庭支援・
虐待対策室によ
る調整機関とし
ての円滑な運営

児童家庭支援・虐待対策室が調整機関とな
り、区役所児童家庭課及び児童相談所との連
携支援システムを構築し、 一貫性・継続性の
ある支援に向けた体制を整備する。また、関
係機関等との協調した重層的な支援ネット
ワークを充実させ、相互の理解と協力及び連
携関係を深める。

年2回の要保護児童対策地域協議会代表者会
議を通して、各関係機関等の代表者相互の
理解と協力・連携関係を深めるとともに、
「顔」の見える関係を築き、支援のネット
ワークを円滑に機能させた。また、平成27
年度から全区の実務者会議代表を委員と
し、区における取組状況を共有した。

3

年2回の代表者会議において、行政や関係機
関からの報告、各区での実務者会議の実施
状況や課題、地域ネットワークを活用した
ケース管理の事例の検証、学齢児支援の充
実に向けた学校との連携強化など、より実
質的な意見交換の場となるよう、運営のあ
り方について継続して検討を行う。

同規模で
継続

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

区の実務者会議
を活用した区レ
ベルでのネット
ワークの充実

保健福祉セン
ターによる円滑
な運営及び連携
調整部会での定
期的なケース進
行管理の実施

要保護児童等の定期的な状況を確認し、支援
が途切れることなく適切に進行管理を行うと
ともに、支援に必要なネットワークを円滑に
機能させるために、関係機関相互の役割の理
解と実務者レベルでの情報の共有を適切に行
う。

各区児童家庭課が事務局となり毎月、区児
童家庭課及び児童相談所双方の機関におい
て動きのあったケースの情報の共有を行う
とともに、4か月ごとに全てのケースについ
て重症度、援助方針の見直し等の確認を行
うなど、適切にケースの進行管理を行っ
た。また、全ての区において教育委員会
区・教育担当が参加することとなった。

3

区地域みまもり支援センター及び児童相談
所が相互の役割に基づき適切にケース管理
を行うとともに、学校との連携強化のた
め、教育委員会学校・地域連携担当の参加
の充実を図り、効率的な管理を行うための
手法を検討する必要がある。また、新たに
実施するスーパーバイザーの活用により実
務者会議の充実を図る。

同規模で
継続

区)地域支
援担当

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

基本的な考え方①　子ども・子育てを支援する地域づくり

　　施策区分２　要保護児童対策地域協議会を活用した地域ネットワークの充実

　≪方針６≫地域連携・広域連携等の強化

　　施策区分１　町内会・自治会、民生委員児童委員、主任児童委員、社会福祉協議会等による取組強化

4
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施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

県内自治体との
連携強化

５県市共通ルー
ルに基づく連携

県内政令市及び市町村の実情に合わせ、要保
護児童対策地域協議会の調整機関の間におけ
る自治体を超える転居に伴う情報を提供し、
支援の中断を防ぎ、虐待の防止を図る。

要保護児童等の転居に伴う情報提供（5県市
ルール）に基づき、要対協のケース管理機
関である7区児童家庭課での提供件数は55
件、受付件数は40件となっており、また、
5県市ルールを運用し、県域を超え情報の提
供件数は48件、収受を受けた件数は30件
となっており、それぞれのケースについて
適切に処理された。

3

今後も居所不明児童を含め、要保護児童等
の転居に伴う情報提供を5県市ルールを適切
に運用し処理する。

同規模で
継続

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

県域を超えた広
域連携の強化

児童相談所運営
指針及び全国児
童相談所長会申
し合わせに基づ
く連携

児童相談所運営指針及び全国児童相談所長会
申し合わせ等に基づき、近隣自治体をはじめ
とする広域的な連携強化を図る。

・全国児童相談所長会申し合わせ事項に基
づき、適切な他自治体等へのケース移管及
び情報提供を実施した。
・５県市（神奈川県、横浜市、相模原市、
横須賀市、本市）児童虐待対策担当部署に
よる会議、打ち合わせ等を定期的に実施
し、近隣自治体との情報共有及び連携強化
を図った。特に、困難事例への対応につい
ては、各自治体の取組を参考に実務に活用
した。

3

・児童虐待通告件数の増加及び複雑多様化
する相談内容に対して適切に対応するた
め、5県市における継続した連携強化が必要
である。

同規模で
継続

こ)児童相
談所

こ）児童
家庭支
援・虐待
対策室

　　施策区分３　近隣自治体との連携強化・広域連携の強化

4
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施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

各所属における
研修の取組

各職場・職種ご
とのＯＪＴ、Ｏ
ＦＦ－ＪＴの実
践

専門職は、職場・職種ごとに専門性の維持・
向上のための取組が求められ、各職場・職種
ごとのOJT、OFF-JTを活用し、職員自身が
主体的に自己の能力開発に取り組む環境整備
を図る。

・局別人材育成計画に基づき、各局・区で
の人材育成を推進した。
・全庁共有取り組みである人材育成シー
ト、育成担当者、OJTノートを活用した各
職場での人材育成、OJTを推進した。
・児童相談所においては、新任研修、新任
フォロー研修、係長研修、全体研修、外部
派遣研修、神奈川県警と連携した臨検・捜
索研修を年間で計画・実施した。
・区保健福祉センターでは、母子保健指導
者研修、児童相談所新任研修及び全体研修
に参加するとともに、重症事例検証、記録
に関する研修を新たに取り入れた。

3

・児童家庭相談、要保護児童対策地域協議
会などの区業務への職場・職種ごとの研修
の実施が必要である。
・外部派遣研修、ペアレントトレーニング
等専門研修の受講記録を管理し、効果的な
人材育成を進める。
・平成28年度の区役所組織改編に伴い職員
向けの児童虐待の基礎研修等、新たな研修
を実施する必要がある。

同規模で
継続

区)地域支
援担当

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

各種集合研修の
実施

専門職機能の強
化・実効的な多
職種協働を実践
するための研修
の推進

市民ニーズの複雑化、多様化に対応し、各専
門職が期待される役割や支援スキルを発揮
し、必要なケースに効果的なチームアプロー
チを実践できるための研修を実施する。

・児童相談所新人、新任職員対象の研修に
区保健福祉センターの新人、新任職員34人
が参加した。
・支援スキルの向上を目的として、区保健
福祉センター職員も対象として、外部への
派遣研修や専門機能強化、虐待対策研修を
実施した。
・児童相談所所内会議に区児童家庭課職員
が参加し、効果的な支援が行われるよう技
術向上を図った。

3

区地域みまもり支援センターにおいて児童
虐待に係る支援スキルの向上が図られるよ
う研修を実施する必要がある。また、児童
相談所及び区地域みまもり支援センターで
実施している研修や検討会などへ参加を推
進することが重要である。 同規模で

継続

区)地域支
援担当

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

職場交流研修の
取組

新人・新任職員
に対する児童相
談業務研修実施

児童相談所及び保健福祉センター双方に求め
られる業務上の知識や技術、業務形態等を相
互に理解できる研修を実施し連携を強化す
る。

児童相談所が実施する各研修に区児童家庭
課職員も参加し、知識や技術等の習得に努
めた。また、児童相談所と区の職員がグ
ループワークを通して事例検討を行うな
ど、知識や技術の習得だけでなく、連携強
化につながる取組も行った。
・性的虐待の対応について31人
・乳幼児期のアタッチメントとトラウマ
　46人
・ペアレントトレーニング概論40人
・ペアレントトレーニング実践研修47人
・性加害児の特徴と機関連携35人
・乳幼児と養育者の関係性63人
・サインズ･オブ･セーフティ･アプローチ
　32人
・児童虐待対応における法医学の理解58人
・児童相談所所内会議に区児童家庭課職員
が参加し、効果的な支援が行われるよう技
術向上を図った。

3

今後も児童相談所、区地域みまもり支援セ
ンター及び障害者更生相談所の新任向け研
修等に新任職員が相互に参加できる体制
や、専門的な研修に参加できる体制を構築
する必要がある。また、児童相談所と区地
域みまもり支援センターの各専門職の交流
研修の必要性について検討する。

同規模で
継続

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

　　施策区分１　専門職の育成にかかわる研修等の充実

　≪方針７≫人材育成の推進

基本的な考え方③　専門的支援の充実と人材育成

4
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施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

職種別人材育成
の取組

「保健・医療・
福祉等専門職の
人材育成の取
組」に基づく人
材育成の推進

社会福祉職・心理職・保健師等については、
各領域に求められる役割や専門性が高度化・
複雑化しており、「保健・医療・福祉等専門
職の人材育成の取組」を着実に継続し推進す
る。

・社会福祉職・心理職・保健師について
は、人材育成プログラムに従い人材育成の
取組を推進した。キャリアシート、人材育
成記録、キャリアラダーを作成するととも
に職種での共通シート・分野別シートで職
務や必要なスキルを明確化し、それぞれの
目標に対し、具体的な実践等に取り組ん
だ。また、保育士のキャリアシートの作成
に向けた検討を行った。
・新任期研修や育成担当者研修等を実施し
各階層で習得する知識やスキルの向上を
図った。
・職員間での育成面談を継続して行い、指
導者及び受講者双方で切磋琢磨し成長する
人材育成を推進している。

3

・キャリアラダー、キャリアシートを活用
した効果的な育成面談の方法を検証し、引
き続き内容の充実に向けた検討を行う必要
がある。
・行政課題に対応できる専門職を育成する
研修内容を企画・実施する必要がある。
・地域みまもり支援センターに適した人材
育成プログラムを検討し、実施する必要が
ある。

同規模で
継続

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

計画的なジョブ
ローテーション
の取組

「保健・医療・
福祉等専門職の
人材育成の取
組」に基づく計
画的なジョブ
ローテーション
の実施

広範な知識や技術を有した資質の高い専門職
を育成するため、個々の職員のスキルや経験
を適正に判断し計画的なジョブローテーショ
ンを推進する。

保健・医療・福祉の人材育成面接では、
中・長期的目標において専門職として目指
す人物像や今後経験を積みたい分野を育成
担当者と相談・確認し、昨年度から引き続
き人材育成記録を作成した。人材育成記録
等を所属長に報告するとともに所属による
人材育成、ジョブローテーション検討への
一つの資料として活用している。

3

個々の専門職が作成する人材育成シートや
キャリアシートが有効にジョブローテー
ションに活用されることが必要である。

同規模で
継続

こ)児童家
庭支援・
虐待対策
室

施策項目 事業内容 事業目標 平成27年度の成果・実施状況
達成
度

次年度に向けた課題・社会環境の変化等
次年度
の取組

所管課

要保護児童対策
地域協議会を中
心とした関係機
関における人材
育成の推進

要保護児童対策
地域協議会を活
用した研修の充
実

要保護児童対策地域協議会の代表者会議及び
実務者会議等を中心とした研修を実施し、児
童虐待に係る専門知識の向上やスキルアップ
を目指す。

・各区実務者会議で児童虐待と貧困、児童
虐待と愛着形成等の講演やグループワーク
による事例検討会を開催し知識、スキルを
高め、各機関同士の業務や役割を理解しあ
う機会となった。
・代表者会議においては、各区要保護児童
対策地域協議会の取組を報告し、各区にお
ける協議会の参考とすることができた。

3

・全市代表者会議では、各機関における具
体的な取組状況の共有を充実させていく必
要がある。
・実務者会議においても、区特性を活かし
た研修、事例検討を企画・実施していく。
・各関係機関職員と各専門分野の職員がお
互いの機能や役割を十分に理解できるよう
な研修を充実させていく。
・児童福祉法等改正について、関係部署及
び関係機関等に対して、理解を図るための
取組等を実施する。

同規模で
継続

区)地域支
援担当

こ)児童家
庭支援・
虐対対策
室

　　施策区分３　関係機関における人材育成

　　施策区分２　専門職の長期的な人材育成の仕組みづくり

4
3



参  考 
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○川崎市子どもを虐待から守る条例 

平成 24年 10 月 10 日条例第 46 号 

目次 

第１章 総則（第１条～第７条） 

第２章 区役所の機能の強化（第８条・第９条） 

第３章 未然防止（第 10 条～第 13 条） 

第４章 早期発見及び早期対応（第 14 条・第 15条） 

第５章 虐待を受けた子ども等に対する支援（第 16 条～第 20条） 

第６章 雑則（第 21 条・第 22 条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、子どもを虐待から守ることに関し、基本理念を定め、市、市民、保護

者及び関係機関等の責務を明らかにするほか、必要な事項を定めることにより、施策の推

進と、子どもの安全と健やかな成長が守られる社会の形成に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 子ども 児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号。以下「法」とい

う。）第２条に規定する児童をいう。 

(２) 保護者 法第２条に規定する保護者をいう。 

(３) 虐待 法第２条に規定する児童虐待をいい、保護者が、その監護する子どもに対す

る当該保護者が交際している者その他の同居人以外の者による同条第１号、第２号又は

第４号に掲げる行為と同様の行為を放置することを含むものとする。 

(４) 関係機関等 学校、児童福祉施設、病院その他子どもの福祉に業務上関係のある団

体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他子どもの福祉

に職務上関係のある者をいう。 

（基本理念） 

第３条 虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来

にわたって子どもを苦しめる重大な人権侵害であり、ひいては子どもを死に至らしめる危

険をはらんでおり、これを決して行ってはならない。 

２ 子どもを虐待から守る施策は、子どもの最善の利益に配慮するとともに、子どもの安全

を最優先に考えたものでなければならない。 

３ 何人も、虐待を見逃さないよう努めるとともに、虐待のないまちづくりを推進し、子ど

もの安全と健やかな成長が守られる社会の形成に努めなければならない。 
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（市の責務） 

第４条 市は、虐待の対応に当たっては、虐待を受けた子どもの安全を確保し、生命を守る

ことを最も優先しなければならない。 

２ 市は、子どもを虐待から守り、虐待のないまちづくりを推進するため、子育て家庭が孤

立することのない地域社会の形成に向けた活動に対し必要な支援を行うものとする。 

３ 市は、虐待の未然防止及び早期発見に向け、関係機関等の人材の育成を図るため、専門

的な知識及び技術の修得に関する研修を行うものとする。 

４ 市は、虐待を受けた子どもの保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び拡

充に努めるとともに、資質の向上を図るための研修等を行うことにより人材の育成に努め

なければならない。 

５ 市は、虐待を受けた子どもがその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析及び検証

を行うとともに、虐待の未然防止及び早期発見のための方策、虐待を受けた子どものケア

並びに虐待を行った保護者の指導及び支援の在り方、学校の教職員及び児童福祉施設の職

員が虐待の防止に果たすべき役割その他虐待の防止等のために必要な事項についての調査

研究を行うものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、子どもを虐待から守り、虐待のないまちづくりを推進するための市の施策

及び関係機関等の取組に積極的に協力するよう努めなければならない。 

（保護者の責務） 

第６条 保護者は、虐待を決して行ってはならず、子どものしつけに際して人権に配慮し、

子どもの心身の健全な成長及び発達を図るよう努めなければならない。 

（関係機関等の責務） 

第７条 関係機関等は、子どもを虐待から守るため、虐待の防止等に努めるほか、虐待のな

いまちづくりを推進するための市の施策に協力するとともに、虐待のないまちづくりを推

進するための取組を積極的に実施するよう努めなければならない。 

２ 関係機関等は、虐待の未然防止及び早期発見に向け、専門的な知識及び技術の修得に関

する研修をその職員に受けさせ、又は受けることにより、その職員又は自らの資質の向上

に努めなければならない。 

第２章 区役所の機能の強化 

（区役所の体制の強化） 

第８条 市は、虐待の防止等に関し、区役所において子ども及び保護者への支援を適切に行

うことができるよう、必要な体制の整備及び職員の研修の徹底に努めなければならない。 

（情報の共有） 

第９条 市は、虐待の防止等のため、虐待が行われた、又は行われるおそれがある場合はそ

の旨の情報を区役所及び児童相談所において適切に共有し、それぞれが管理する情報に差

異が生じないよう必要な措置を講ずるとともに、区役所における当該情報の共有の徹底を
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図るものとする。 

第３章 未然防止 

（子育てに関する支援のための施策） 

第 10 条 市は、虐待の未然防止に当たり、市民及び子育て支援機関等（子育てに関する支援

を行う機関、団体その他の関係者をいう。以下同じ。）と連携し、子育てに関する支援のた

めの施策の充実その他安心して子育てができるような環境の整備に努めなければならない。 

２ 子育て支援機関等は、虐待の未然防止に当たり、子育てに関する支援のための市の施策

に協力するよう努めるものとする。 

（子育てに関する情報の提供又は相談） 

第 11 条 市は、前条に規定する子育てに関する支援のための施策として、子育てに関する情

報の提供又は相談に係る業務を行う場合には、子育ての経験者、保育又は看護の従事経験

者等との連携に努めるとともに、保護者又は妊産婦と接する機会その他の適当な機会の利

用に努めるものとする。 

２ 市は、虐待の未然防止に当たり、子育て支援機関等が行う子育てに関する情報の提供又

は相談に係る活動について、専門的な知識及び技術の提供その他必要な支援を行うものと

する。 

（乳児家庭全戸訪問事業等の活用等） 

第 12 条 市は、虐待の未然防止に当たり、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第６条の

３第４項に規定する乳児家庭全戸訪問事業、母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）第 12

条に規定する健康診査等を活用するとともに、これらの事業により状況を把握できなかっ

た家庭の情報を区役所及び児童相談所において共有するよう努めるものとする。 

（児童虐待防止推進月間） 

第 13 条 市民の間に広く子どもを虐待から守ることについての関心と理解を深めるため、児

童虐待防止推進月間を設ける。 

２ 児童虐待防止推進月間は、毎年 11 月とする。 

３ 市は、児童虐待防止推進月間において、関係機関等、子育て支援機関等その他虐待の防

止等に関係する機関、団体等と連携し、その趣旨にふさわしい事業を実施するよう努める

ものとする。 

第４章 早期発見及び早期対応 

（早期発見のための環境整備） 

第 14 条 市は、虐待を早期に発見できるよう、関係機関等との連携を十分に図るものとする。 

２ 病院並びに学校及び保育所等は、虐待防止委員会その他の職員の相談、報告等に基づき

虐待を早期に発見し、対応の方針を協議するための複数の職員で構成される組織を設置す

るよう努めるとともに、職員が虐待を早期に発見し、適切に対応するための手引を作成す

るよう努めるものとする。 

（通告に係る対応） 

47



第 15 条 市民及び関係機関等は、法第６条第１項の規定による通告（以下「通告」という。）

の義務を有していることを自覚し、当該義務を怠らないようにしなければならない。 

２ 市は、通告があった場合は、直ちに虐待に係る調査を行い、必要があると認めるときは、

当該通告を受けてから遅くとも 48 時間以内に当該通告に係る子どもを直接目視すること

を基本として、面会その他の方法により、当該子どもに係る法第８条第１項又は第２項に

規定する安全の確認（以下「子どもの安全確認」という。）を行わなければならない。 

３ 通告の対象となった子どもの保護者は、市が行う子どもの安全確認に協力しなければな

らない。 

４ 市民及び関係機関等は、市が行う子どもの安全確認に協力するよう努めなければならな

い。 

５ 市は、子どもの安全確認を行う場合は、法第 10 条第１項及び第２項の規定に従ってため

らわずに警察の援助を求めなければならない。 

６ 市は、子どもの外傷又は身体若しくは精神の衰弱の状態から虐待が疑われるとの見解を

医師等の専門的知識を有する者から受けた場合は、その見解を最大限尊重し、子どもの安

全確認を徹底しなければならない。 

７ 市は、通告をした者が特定されないよう必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市は、通告の対象となった子どもに関し虐待が行われているおそれがないと認めた場合

において、当該通告により心理的外傷その他の影響を受けた子ども及び保護者に対し必要

な支援を行うよう努めなければならない。 

第５章 虐待を受けた子ども等に対する支援 

（専門的な治療、心理療法等の支援） 

第 16 条 市は、虐待を受けた子どもが心身の回復に向け、専門的な治療、心理療法等を受け

られるようにするため、関係機関等と連携し、当該子どもに対する支援並びにその保護者

に対する支援及び指導を行うよう努めるものとする。 

（保護者に対する再発防止のための指導） 

第 17 条 市は、関係機関等と連携し、虐待を行った保護者に対し、虐待の再発防止のための

指導の徹底等に努めるものとする。 

（子どもに対する教育支援） 

第 18 条 教育委員会及び学校は、虐待を受けた子どもがその年齢及び能力に応じ、十分な教

育を受けられるよう環境を整備し、必要な支援を行うものとする。 

（里親等への支援の充実） 

第 19 条 市は、虐待を受けた子どもの養育のため、児童福祉法第 27 条第１項第３号の規定

による小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親（以下「里親等」という。）への委託に

関し、里親等の養育負担の軽減、養育不安の解消及び養育技術の向上のために必要な支援

の充実を図るものとする。 

（転出する場合の措置） 
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第 20 条 市は、虐待を受けた、又は受けるおそれのある子ども及びその保護者に対する支援

の途中でこれらの者が市外に転出する場合は、転出先の地方公共団体へ当該支援に必要な

情報を伝達し、その他必要な支援を途切れさせないために必要な措置を講ずるものとする。 

第６章 雑則 

（市長の報告） 

第 21 条 市長は、毎年、虐待の発生状況、通告の状況、虐待に係る市の施策の実施状況その

他の市内における虐待に係る状況につき年次報告として取りまとめ、議会に報告し、その

概要を市民に公表するものとする。 

（委任） 

第 22 条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 25 年４月１日から施行する。 

（見直し） 

２ 議会は、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があるときは、その結果に基

づいて必要な見直しを行うものとする。 
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○川崎市こども施策庁内推進本部会議設置要綱

（設置の目的）

第１条 子どもは社会の希望、未来をつくる力であり、安心して子どもを産み、育てることので

きる社会の実現と「子どもたちの笑顔があふれるまち・かわさき」目指し、本市における子ども・

子育て施策について、庁内で相互に連携して総合的に推進するため、川崎市こども施策庁内推進

本部会議（以下「推進本部会議」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 推進本部会議の所掌事務は、次のとおりとする。

（１）川崎市子ども・子育て支援事業計画等の行政計画に基づく施策の推進に 関すること。

（２）青少年施策及び子どもの権利施策並びに子ども・子育て支援等に係る施策のための協議及

び調整に関すること。

（３）その他子ども・子育て施策推進に必要な事項に関すること。

（構成）

第３条 推進本部会議は、別表第１に掲げる者をもって構成する。

２ 議長は、担当副市長をもって充てる。

３ 副議長は、こども未来局長をもって充てる。

４ 議長は、会務を総理する。

５ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

６ 第１項に掲げる者のほか、議長が必要と認める場合は、関係者の出席を求め、意見を聴くこ

とができる。

（会議）

第４条 推進本部会議は、議長が招集する。

２ 委員は、会議に出席できないときは、その指名する者を代理で会議に出席させることができ

る。

（幹事会）

第５条 推進本部会議には、推進本部会議に付議する事項に関し必要な事項を協議するため、幹

事会を置く。

２ 幹事会は、別表第２に掲げる者をもって構成する。

３ 幹事長は、こども未来局長をもって充てる。

４ 副幹事長は、こども未来局総務部長をもって充てる。

５ 第２項に掲げる者のほか、幹事長が必要と認める場合は、関係者の出席を求め、意見を聴く

ことができる。

６ 幹事会は、幹事長が招集する。
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７ 幹事は、会議に出席できないときは、その指名する者を代理で会議に出席させることができ

る。

（検討部会）

第６条 幹事会には、幹事会に付議する事項について、調査及び検討、意見調整をするため、別

表第３に掲げる検討部会を置く。

２ 各検討部会は、別表第３に掲げる検討項目の内容に応じて、関係部署の課長級の職員で構成

する。

３ 各検討部会の部会長は、こども未来局総務部長をもって充てる。

４ 各検討部会の副部会長は、部会長が指名する。

５ 第２項に掲げる者のほか、部会長が必要と認める場合は、関係者の出席を求め、意見を聴く

ことができる。

６ 各検討部会は、部会長が招集する。

（事務局）

第７条 推進本部会議、幹事会、検討部会の事務を処理するため、事務局をこども未来局総務部

企画課に置く。

（委任）

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進本部会議の運営について必要な事項は、議長が定め

る。

附 則

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２７年９月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。
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別表第１（第３条関係）

川崎市こども施策庁内推進本部会議

◎ 担当副市長

総務企画局長

財政局長

市民文化局長

経済労働局長

健康福祉局長

○ こども未来局長

まちづくり局長

建設緑政局長

川崎区長

幸区長

中原区長

高津区長

宮前区長

多摩区長

麻生区長

教育次長

◎議長、○副議長 事務局：企画課
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別表第２（第５条関係） 川崎市こども施策庁内推進本部会議幹事会

局 名 部課名 職名

◎ こども未来局 局長

総務企画局 都市政策部 部長

総務企画局 行政改革マネジメント推進室 室長

財政局 財政部 部長

市民文化局 市民生活部 部長

市民文化局 コミュニティ推進部 部長

市民文化局 人権・男女共同参画室 室長

〇 こども未来局 総務部 部長

こども未来局 子育て推進部 部長

こども未来局 こども支援部 部長

こども未来局 青少年支援室 室長

こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 室長

経済労働局 産業政策部 部長

健康福祉局 総務部 部長

健康福祉局 地域包括ケア推進室 室長

まちづくり局 総務部 部長

建設緑政局 総務部 部長

川崎区役所 保健福祉センター 所長・副所長

川崎区役所 大師地区健康福祉ステーション 所長

川崎区役所 田島地区健康福祉ステーション 所長

幸区役所 保健福祉センター 所長・副所長

中原区役所 保健福祉センター 所長・副所長

高津区役所 保健福祉センター 所長・副所長

宮前区役所 保健福祉センター 所長・副所長

多摩区役所 保健福祉センター 所長・副所長

麻生区役所 保健福祉センター 所長・副所長

川崎区役所 地域みまもり支援センター 担当部長

幸区役所 地域みまもり支援センター 担当部長

中原区役所 地域みまもり支援センター 担当部長

高津区役所 地域みまもり支援センター 担当部長

宮前区役所 地域みまもり支援センター 担当部長

多摩区役所 地域みまもり支援センター 担当部長

麻生区役所 地域みまもり支援センター 担当部長

教育委員会事務局 総務部 部長

教育委員会事務局 学校教育部 部長

◎幹事長、○副幹事長 事務局：企画課
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別表第３（第６条関係）

川崎市こども施策庁内推進本部会議検討部会

部会名 検討項目

子育て推進部会 

地域子育て支援施策に関すること

保育施策に関すること

幼児教育施策に関すること

こども支援部会 

児童養護施策に関すること

母子保健施策に関すること

母子父子寡婦福祉施策に関すること

こども安全推進部会 

青少年施策に関すること

子どもの権利施策に関すること

こどもの安全に関する総合的施策に関すること

 事務局：企画課
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「川崎市子どもを虐待から守る条例」第21条に基づく 

年次報告書（平成27年度版） 

川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町 1番地
電話：044-200-0084 
FAX：044-200-3638 

e-mail：45zidoka@city.kawasaki.jp 

オレンジリボンには 

児童虐待を防止するというメッセージが込められています。



  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平 成 2 7 年 ９ 月 1 6 日

こども青少年・教育委員会資料

こ ど も 青 少 年 局

１ 横浜市の体制（第４条等） 

２ 通告及び相談に係る対応等（第８条） 

３ 市の責務（第４条） ４ 情報の共有（第９条） 

(1)通告受理機関に専門的な知識及び技術を有する職

員の適正配置 

ア ４か所の児童相談所を設置  

イ 区こども家庭支援課の体制 

係長・保健師・社会福祉職で構成する「虐待対応

調整チーム」を設置 

(2) 「子ども虐待対応における連携強化指針」に基づ

き、区と児童相談所の連携強化 

 区と児童相談所の責任職・職員が参加する双方 

向での実地研修 ６回 58 人参加 

(3)専門的な職員の育成 

ア 児童相談所職員研修 

  階層別研修等 165 回 延べ 2,217 人参加 

イ 区こども家庭支援課職員研修 

  専門研修等 107 回 延べ 3,325 人参加 

(1)通告の調査、子供の安全確認を行なうための措置

ア 児童相談所の児童虐待・通告受理 件数 4,507 件

イ 区こども家庭支援課の通告・相談受理 

  受理した通告・相談は、子どもの安全確認や調査

を行い、虐待の有無や支援を受理会議で組織的に判

断 検討事例数 4,335 件(26 年度から実施) 

(2)通告及び虐待に係る相談に常時対応する体制整備

ア 横浜よこはま子ども虐待ホットライン 

 24 時間 365 日ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 相談・通告件数 2,903 件 

イ 子ども・家庭支援相談 (区こども家庭支援課) 

電話相談 12,121 件 面接相談 6,181 件 

(1)児童虐待の予防・早期発見 

ア 妊娠届出時の看護職等による面接 

妊娠の届出をした妊婦を対象に、看護職等が個別

面談を行い、妊娠期から養育の支援を必要とする特

定妊婦等を支援 

イ 医療機関における特定妊婦等の早期把握のための

情報提供書の活用 

(2)子育て支援事業（児童福祉法 21 条の９）の充実 

  こんにちは赤ちゃん訪問事業、育児支援家庭訪問

事業、地域子育て支援拠点事業、子育て短期支援事

業、一時保育事業等を実施し、孤立化や子育ての悩

みの解消を図るための取組を実施 

(3)精神保健に関して専門知識を有する医師の診察 

を受けやすい環境の整備 

ア 精神科医や臨床心理士による専門家相談の実施  

イ 日本精神神経科学会等で医師への啓発の実施 

 

(4)調査研究、必要な広報啓発活動及び教育に努める 

ア 親になるための準備、虐待の予防及び早期発見の 

ための方策 

・親支援プログラムを活用した養育者支援事業等 

・養育者の育児不安や悩みの解消のための研修・交 

流会等 

・小・中学生を対象にした思春期健康教育等 

イ 虐待を受けた子供のケア、虐待を行った保護者へ

の指導及び支援 

   

市及び関係機関は、それぞれが保有する情

報を共有し、要保護児童対策地域協議会の活

用により相互の連携を図る 

 

(1)要保護児童等進行管理会議 

 ・区と児童相談所は、支援する全ての虐待ケ

ース（26年度末 4,048人）について進行管

理台帳で管理し、定期的なアセスメントを実

施  

・３か月に一度、区と児童相談所による、要

保護児童等進行管理会議を開催し、ケース

の最新情報の把握や支援方針の確認 

     

(2)個別ケース検討会議 

  子どもや養育者を支援する関係者が集ま

り、具体的な支援方針や役割分担を検討

会議開催回数 1,281回  

 

(3)要保護児童等の引継 

要保護児童が転居した場合には、転居先の

市町村又は児童相談所に速やかに引継ぎ(移

管・情報提供)を実施 

 ・他都市へ送付数 298件 

・他都市から受理数 362件 

・市内移管数 311件 

５ 虐待を受けた子供に対する保護及び支援（第 10 条） ６ 虐待を行った保護者への支援、指導（第 11 条） ７ 妊娠中の女性及び胎児の健康保持等（第 12 条） ８ 子供虐待防止の啓発（第 13 条） 

 

 

 

 

２６ 

年 

度 

の 

取 

組

と

実

績 

 (1)関係機関と連携し、子供の適切な保護及び

支援に努める 

地域や関係機関からの通告により、新たに把

握した児童虐待の件数 1,072 件  

 

(2)児童福祉法に基づく権限の行使 

 ・一時保護 1,340 件（内、児童虐待 654 件） 

 ・立入調査   １件  

・出頭要求   ２件  

 

(3)保育所等での被虐待児の見守り強化 

虐待を受けた子どもを優先的に保育所等で

受け入れ、見守りを行うとともに、円滑な園運

営のために必要となるアルバイト保育士を配

置 

(1)虐待を受けた子供との良好な関係を再構築

するための支援 

ア 家族再統合事業 

児童相談所は、一時保護又は児童福祉施設

に入所中の親子を対象に、親子関係の再構築や

児童の家庭復帰を目的とした取組 124 件 

イ 区において、子どもの養育に不安を持つ養

育者のカウンセリング事業等の実施    

(2)虐待の再発防止のための指導又は助言その

他の支援 

ア 養育支援家庭訪問事業 家庭訪問員による

訪問 3,163 件、ヘルパー派遣 5,992 件 

イ 児童相談所において、医療機関に委託し養

育者のカウンセリングを実施 

(1)妊婦は母子保健法の規定による保健指導及び健康

診査を積極的に受けるよう努める 

ア 妊婦健康診査事業 

  妊婦健康診査費用補助券を交付し受診勧奨 

受診延人数 382,677 人 

イ 妊婦歯科健康診査事業  

妊婦歯科健康診査無料券を交付し受診勧奨 

受診延人数 10,875 人 
ウ 妊娠届出時の看護職による個別面談の実施 

面接実施者数 31,787 人 
エ 母子保健指導事業 

  親になる準備教育として母親(両親)教室開催、 

夫婦での参加に配慮し土曜両親教室の開催 

(2)産婦人科を有する医療機関は、子どもの健全な成長

のために講じられた施策などの周知を図る 

  各種リーフレットを医療機関に送付  

毎月 5 日が「子供虐待防止推進の日」と定められた

ことを受け、虐待防止の啓発を拡充 
 

(1) こども青少年局が行った事業 
ア「子供を虐待から守る条例」の周知用 

パンフレットの作成・配布 
作成部数 28,000 部 

イ ロゴマークを作成し、印刷物や名刺に掲載 
ウ 広報啓発事業  

・横浜市営バス全車両 900 台に 
啓発ポスター掲示 

・ブルーライン全車両でＬＥＤ広告掲示 等 
エ 「オレンジリボンたすきリレー」への協力 
 

(2) 区こども家庭支援課が行った事業 
  各区において、区民向けのイベントや啓発キ
ャンペーン、講演会などを実施 

 

２６ 

年 

度 

の 

取 

組

と

実

績 

虐待防止のため市民及び関係機関等と連携し、児童虐待の防止、早期発見や子育て支援事業などの支援策を充

実する  
・被虐待児支援強化事業（被害確認面接研修） 

性的虐待に関する専門的な面接技術や診察

等に関する研修等 

・健全育成事業 

   在宅で支援中の子どもを対象にレクリエ

ーションの実施 

ウ 学校の教職員、児童福祉施設等の職員が虐

待防止に果たす役割 

・児童支援専任教諭を全小学校に配置 

・放課後児童育成事業関係者への啓発・研修 

エ 虐待を受けた子供が心身に著しく重大な 

被害を受けた事例の分析 

・重篤事例検証委員会を開催し、６歳女児死

亡事例について検証報告書を取りまとめ 

・庁内関係課が連携し、居所不明児を把握す

る取組を開始 

(5)要保護児童対策地域協議会 

 ・代表者会議(横浜市子育てＳＯＳ連絡会) 

 ・実務者会議(区虐待防止連絡会)、小地域ご

との会議開催等 

 

(6)関係機関が行う虐待防止の取組支援 

ア 関係機関向けの研修 

イ 横浜市児童虐待防止医療ネットワーク 

  市内の中核医療機関の小児科医が中心に発

足した、ネットワーク会議の開催や調査研究

活動を支援 

ウ 区と医療機関の連携のための連絡会を実施 

横浜市子供を虐待から守る条例に基づく平成 26 年度実施状況報告書 

平成 26 年６月に制定にされた本条例に基づく平成 26 年度の取組の実施状況を報告します。（第 15 条） 



 

 

 

平成 26 年度 
 

「横浜市子供を虐待から守る条例」に基づく 

実施状況報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 9 月 

 

横浜市 
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はじめに                                 

   

 

横浜市では、平成 23 年、24 年度の「児童虐待対策連携強化プロジェクト」により示

された方針に基づき、平成 26 年１月に「横浜市子ども虐待対応における連携強化指針 

(以下、「連携強化指針」という。)」が策定され、区と児童相談所それぞれの強み・役

割を活かした協働の方法や内容が具体的に示されました。 

  これを受け、平成 26 年４月に、全区のこども家庭支援課に「虐待対応調整チーム」が

置かれ、児童虐待通告の受理機関としての役割や、関係機関との連絡調整など要保護児

童対策地域協議会の事務局機能を担うこととなりました。これまでの児童相談所に加え、

市民により身近な区のこども家庭支援課が、通告受理機関として広く周知されたことに

より、児童虐待の早期発見及び未然防止に向けた支援を充実しました。 

 

  一方、児童相談所は専門的な知識及び技術が必要な事例の相談に応じ、区に対する必

要な支援を行うとともに、一時保護等の法的対応や児童福祉施設への入所措置、里親委

託等を行うなど、子どもの最善の利益を実現するために、区と適切な役割分担・連携を

図りつつ、児童相談所としての役割を果たしています。 

 

  さらに、区と児童相談所それぞれの専門性を発揮して児童虐待対応に当たるために、

局こども家庭課は、平成 26 年度から区と児童相談所の業務実地指導を開始し、連携強

化指針に基づいた業務の遂行を推進しました。 

 

地域、関係機関に対しては、平成 26 年６月に条例が制定されたことに伴い、条例の

内容等について周知・広報に努めるとともに、関係機関との連携を強化するため、児童

福祉法第 25 条の２に規定する要保護児童対策地域協議会の活性化に取り組みました。 
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１ 横浜市の体制                             

（１）通告受理機関に専門的な知識及び技術を有する職員の適正配置（第４条４項) 

ア 児童相談所組織・構成 

  総職員数 372 人（正規職員 256 人 再任用職員 8 人 嘱託職員 108 人（ほか嘱

託医師 計 16 人） 

 

相談調整 相談調査員５

係長 （再任用職員２含む）

庶務係長 事務　３ 相談調整 相談調査員７ 相談調整 相談調査員５

事務(1) 係長 （再任用職員３含む） 係長 （再任用職員２含む）

担当係長 庶務2

一時保護 児童指導員　３ 運転者(1)

係長 保育士15 施設業務員(2) 庶務３ 庶務３

保育士(8) 運転者(1) 運転者(1)

保健師 １ 相談指導 児童福祉司　４

心理療法士(1) 担当係長 看護師 １

学習指導員(4) 虐待対応協力員(1) 相談指導 児童福祉司　４ 相談指導 児童福祉司　４

担当係長 保健師 １ 担当係長 保健師 １

自立支援 児童指導員 ５ 虐待対応協力員(1) 虐待対応協力員(1)

担当係長 保育士 ３ 支援係長 児童福祉司　９

保健師 １ 保健師 １

心理療法士(1) 養育支援家庭訪問員(2) 支援係長 児童福祉司　12 支援係長 児童福祉司　９

学習指導員(2) 里親対応専門員(1) 看護師 １ 保健師１

養育支援家庭訪問員(2) 養育支援家庭訪問員(2)

家庭支援 里親対応専門員(1) 里親対応専門員(1)

担当係長

家庭支援 家庭支援

担当係長 事務 １ 障害児支援 担当係長 担当係長

担当係長 社会福祉 １ 担当係長

保健師 １ 障害児支援 障害児支援

ﾎｯﾄﾗｲﾝ相談員(7) 担当係長 担当係長

虐待対応専門員(9) こころの セラピスト　１

ケア係長 児童心理司　４

児童心理司(1) こころの セラピスト　１ こころの セラピスト　１

保健師　１ ケア係長 児童心理司　４ ケア係長 児童心理司　４

相談調査員　５ 精神科医師〈2〉 児童心理司(1) 児童心理司(1)

相談調整 相談調査員(2) 小児科医師〈2〉 保健師　１ 保健師　１

係長 電話相談担当 １ 精神科医師〈1〉 精神科医師〈4〉

電話相談員(2)  医務担当係長 小児科医師〈1〉

医務担当係長

相談指導 児童福祉司　４ 医務担当係長

担当係長 保健師　１ 一時保護 児童指導員　３

虐待対応協力員(1) 係長 保育士９

保育士(5) 一時保護 児童指導員　5 一時保護 児童指導員　４

調理員 １ 係長 保育士15 係長 保育士12

調理員(3) 保育士(8) 保育士(11)

支援係長 児童福祉司 11 看護師 １ 保健師２

保健師　１ 心理療法士(1) 心理療法士(1) 心理療法士(1)

養育支援家庭訪問員(2) 学習指導員(4) 学習指導員(4) 学習指導員(4)

里親対応専門員(1) 援助指導員(1) 小児科医師〈1〉 運転者(1)

小児科医師〈1〉

家庭支援

担当係長

障害児支援

担当係長

こころの セラピスト　１

ケア係 児童心理司　５

児童心理司(1)

看護師　１ (再任用)

精神科医師〈2〉

小児科医師〈2〉

正規職員　81人 正規職員　52人 正規職員　66人 正規職員　57人

再任用職員　1人 再任用職員　２人 再任用職員 ３人 再任用職員 ２人

嘱託職員　44人 嘱託職員　22人 嘱託職員　19人 嘱託職員　23人

・（　）内は嘱託職員　〈　〉内は嘱託医師

保健師１

児童福祉司１

　　計126人（ほか嘱託医師等4人） 計76人（ほか嘱託医師等4人） 計88人（ほか嘱託医師等２人） 計82人（ほか嘱託医師等６人）

児童福祉司１

児童福祉司１

児童福祉司１ 児童福祉司１

支援課長

機
　
　
　
　
　
構

所長 所長 所長 所長

医務担当

課長

児童福祉司１

児童福祉司１

副所長
一時保護所

担当課長

一時保護所

担当課長

運転者(1)

担当係長 担当係長

児童福祉司１

虐待対応・地域

連携課長

平成26年５月１日現在

所名 中央児童相談所 西部児童相談所 南部児童相談所 北部児童相談所
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 イ 区こども家庭支援課の虐待対応調整チーム職員配置 

   各区こども家庭支援課に、担当係長、専任保健師１名、社会福祉職からなる虐待対

応調整チームを設置しました。 

 

（２）区と児童相談所の連携強化 

 ア 「横浜市子ども虐待対応における連携強化指針」に基づく連携  

26 年 1 月に「連携強化指針」が策定され、区と児童相談所それぞれの強み・役割を

活かした協働の方法を具体的に示すことで、連携強化を図りました。 

 

イ 区と児童相談所職員の実地研修 

   平成 24 年度から実施している実地研修は、区と児童相談所の連携強化の推進およ

び児童虐待対応を適切に行うための人材育成を目的とし、責任職、保健師、社会福祉

職が双方向で所管区または児童相談所で実施するものです。   

区職員は児童相談所で通告受理や調査を行い、受理会議等に参加することで、児童

相談所の支援の実際を学びます。また、児童相談所職員は、区の各種事業や取組に参

加することで、区の支援の実際を学び、それぞれの機関に戻った後の連携や支援の組

み立てに活かしています。  

【26 年度実績】 

（1）区こども家庭支援課虐待対応調整チーム保健師：８人（研修日数：５日） 

（2）区こども家庭支援課地区担当保健師：５人（研修日数：５日） 

（3）区こども家庭支援課虐待対応調整チーム社会福祉職：12 人（研修日数：５日） 

（4）区こども家庭支援課責任職（課長・虐待対応調整チーム係長）：11 人（研修日数：0.5

日間×2 日） 

（5）児童相談所の職員：18 人（研修日数：３～５日） 

（6）児童相談所の責任職（係長）：４人（研修日数：１日） 

 

（３）専門的な職員の育成（第４条４項） 

   虐待対応に携わる専門職員の育成として、児童相談所と区こども家庭支援課の職員

研修を実施しました。 

 ア 児童相談所職員研修の実施 

        回数 参加人数 内容等 

階層別研修 15 513 新任職員研修、中堅職員向け研修等の実施 

係別研修 81 1,125 係ごとの業務研修、アレルギー研修 等 

スキルアップ研修 23 466 法律・医学・関係機関等に関する研修 等 

派遣研修 46 113 子どもの虹情報研修センター研修等への職員派遣 

合計 165 2,217   
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イ 区こども家庭支援課職員研修の実施 

 ○こども青少年局こども家庭課主催の職員研修 

   各区のこども家庭支援課の職員や責任職を対象に、児童虐待対応専門スキルを習得

することを目的に研修を実施しました。 

    

研修 研修概要 
実施

回数 

参加人数 

（延人数） 

養育支援・児童虐待対応

基礎研修 

養育支援・児童虐待対応実務マニュアルに係

る研修 
４ 305 

児童虐待対応専門研修 
アセスメント・支援方針策定等の専門技術研

修、精神疾患のある養育者への支援研修等 
５ 397 

養育支援・児童虐待対応

公開研修 
要保護児童対策地域協議会に係る研修 １ 119 

児童虐待対応派遣研修 子どもの虹情報研修センター主催研修等 ６ 24 

合計 16 845 

 

○区主催の職員人材育成研修 

   区役所職員を対象に、各区のこども家庭支援課が企画する研修が年間 91 回開催され、

延 2,480 人が受講しました。 

研修以外に、区職員が専門家からの助言を受け緊急事例の対応にあたる「緊急時の

弁護士相談」（中区）などの取組を行いました。 

  

２ 通告及び相談に係る対応等（第 8条）                  

  横浜市の通告受理機関は児童相談所に加え、平成 26 年度には区こども家庭支援課に

虐待対応調整チームが設置されました。区が通告受理機関であることを市民や関係機関

に積極的に周知し、通告受理機関としての役割を明確にしました。 

 

（１）通告の調査、子供の安全確認を行うための措置（第 8条 1項） 

通告受理機関（児童相談所、区こども家庭支援課）は、児童虐待の通告に対し、速

やかに調査を行い子どもの安全の確認を迅速に行いました。 

 

ア 児童相談所における児童虐待相談・通告受理件数 

  児童相談所における児童虐待相談・通告受理件数は、毎年過去最多の件数を更新し

続けており、26 年度は 4,507 件となりました。 

  相談・通告受理件数が増加している背景としては、広報啓発や条例の施行などによ

り、市民の皆様の児童虐待に対する関心が高まっていることがあげられます。 
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イ 区こども家庭支援課の通告・相談受理 

区こども家庭支援課では、区の体制整備に伴い、26 年度から子どもの安全確認や調

査を行い受理会議において、虐待の有無や支援の要否を組織的に判断しています。平

成 26 年度の検討事例数は 4,335 人でした。 

 

（２）通告及び虐待に係る相談に常時対応する体制の整備(第８条２項) 

 ア よこはま子ども虐待ホットライン 

「よこはま子ども虐待ホットライン」は、24 時間 365 日、フリーダイヤルで児童虐

待の相談・通告を受付けています。 

26 年度は合計で 2,903 件の電話連絡を受付けました。 

 

表 よこはま子ども虐待ホットライン 受付件数

  22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

受付件数（件） 2,534 2,523 2,498 2,728 2,903 

 

 イ 子ども・家庭支援相談 

   区福祉保健センターこども家庭支援課の「子ども・家庭支援相談」では、乳幼児か

ら高校生相当の年齢までの子どもの健康、しつけ、発達、性格や行動、不登校、いじ

め、進路・就学や子育て支援情報等に関する相談を子どもたちや養育者、地域の支援

者や保育園、幼稚園、学校の先生から受け付けています。 

保健師、保育士、教育相談員、学校カウンセラー等は、適切な窓口へのつなぎや電

話・面接相談を実施しました。 

表 子ども・家庭支援相談の相談者数               

年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

電話相談(人) 16,907 14,514 13,914 12,979 12,121 

面接相談(人) 6,600 6,943 6,832 6,106 6,181 

合計 23,507 21,457 20,746 19,085 18,302 

 

表 年齢別の虐待に関する相談者数（平成 26 年度）          

年齢区分 0～2 

歳 

0 歳 

（再掲） 

3～6

歳 

7～9 

歳 

10～12

歳 

13～15

歳 

16～19 

歳 

20～ 

不詳 
合計 

電話相談(人) 260 （79） 234 140 116 78 17 25 870

面接相談(人) 15 （ 8） 18 43 36 15 6  5 138

合   計(人) 275 （87） 252 183 152 93 23 30 1,008

表 児童相談所における児童虐待相談・通告受理件数 

  22年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

相談・通告受理件数（件） 2,796 3,313 3,767 4,209 4,507 
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３ 市の責務（第４条）                         

  横浜市の責務として、虐待防止のため市民及び関係機関等と連携し、児童虐待の予防、

早期発見や子育て支援事業などの支援策の充実を図るために必要な施策を実施しまし

た。 

 

（１）児童虐待の予防・早期発見（第４条２項） 

   区こども家庭支援課では、市民からの通告・相談に加え、各種福祉保健サービスの

提供を通じて、児童虐待の予防・早期発見に取組みました。 

ア 妊娠の届出時の看護職等による面接の実施 

  妊娠の届出は、妊娠を行政的に把握し、妊婦から乳幼児までの一貫した母子保健サ

ービスを実施するための出発点として重要です。 

このため、妊娠の届出をしたすべての妊婦を対象に、看護職等による個別面談を実

施し、妊婦の心身の状況や家族の状況を把握し、妊娠期から養育の支援を必要とする

特定妊婦とその家族に対する支援を行いました。 

 

  表 妊娠の届出時の看護職による個別面談の実施状況 

年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

妊娠の届出者数 （人） 34,680 35,475 34,344 34,192 34,790 

個別面談実施者数（人） 27,745 30,351 29,747 31,108 31,787 

 

表 妊娠期から養育の支援を要する特定妊婦の把握状況（各年度 3 月末現在） 

年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

特定妊婦登録人数（人） 8 12 17 44 103 

 

イ 医療機関における情報提供書を活用した情報提供 

   妊娠・出産・育児期において、養育支援を特に必要とする家庭を早期に把握し、速

やかに支援を開始するための取組として、平成 26 年８月に、診療情報提供料として診

療報酬上の算定ができる「要養育支援者情報提供書」の活用方法を紹介した「要養育

支援者情報提供書取扱いガイド」を作成し、産婦人科、小児科、精神科の医療機関に

配布しました。これまでも、産科医療機関から出産後の母子の退院連絡票を受理した

区こども家庭支援課では、家庭訪問を実施し、要保護児童等の把握や支援を行ってお

りましたが、この情報提供書の活用により、妊娠中から支援が必要な特定妊婦等の早

期把握・支援における医療機関との連携が加速しました。 

   表 医療機関からの連絡票の受理状況（カッコ内は診療情報提供書を再掲） 

合計（件） 
受理件数(内訳)（件） 

産婦人科 小児科 精神科 その他 

1,626（100） 654（48） 826（49） 10（２） 136（１） 
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（２）子育て支援事業（児童福祉法第 21条の９に規定）の充実（第４条１項) 

 ア こんにちは赤ちゃん訪問事業 

   乳児家庭の孤立を防ぐため、生後４か月までの赤ちゃんのいるすべての家庭を地域

の訪問員が訪問し、子育て支援に関する情報提供や育児等に関する様々な不安や悩み

を聞き支援が必要な家庭に対して適切なサービス提供につなげました。 

   また、訪問員には民生委員・児童委員、地域の子育て支援者等に委嘱し、子育てを

地域で見守る風土づくりに取り組みました。訪問員に対しては、出産直後の養育者の

不安や悩みを傾聴し必要な支援に結びつけられるよう、新任者及び現任者集合研修を

実施するとともに、各区で連絡会を開催し訪問員と区役所が連携して事業に取組まし

た。 

  表 こんにちは赤ちゃん訪問の実施状況             

年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

訪問件数(件) 21,880 22,159 24,001 26,409 27,501 

 

  表 訪問員に対する研修の実施状況 

年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

訪問員委嘱人数（人） 789 821 873 848 897 

新任者 

研 修 

実施回数（回）   2 2 2 2 2 

参加者数（人） 154 163 132 100 150 

現任者 

研 修 

実施回数（回） 3 2 2 4 3 

参加者数（人） 640 672 685 743 717 

合 計 
実施回数（回） 5 4 4 6 5 

参加者数（人） 794 835 817 843 867 

 

 イ 育児支援家庭訪問事業 

   養育者が、育児ストレス、育児ノイローゼ、産後うつ、精神疾患等の疾病や心身の

障害等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭、又は虐待のおそ

れや、そのリスクを抱える家庭に対して、区福祉保健センターの保健師、育児支援家

庭訪問員が家庭を訪問し、育児の相談支援を行うほか、育児支援ヘルパーを一定期間

派遣し、安定した養育ができるよう支援しました。 

 

   表 育児支援家庭訪問事業の実施状況 

年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

育児支援 

家庭訪問員 

訪問世帯数（世帯） 591 582 515 648 639

訪問回数 （ 回 ） 2,864 3,191 3,339 4,135 3,934

育児支援 

ヘルパー 

訪問世帯数（世帯） 28 32 43 48 59

訪問回数 （ 回 ） 647 699 889 1,137 1,426
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ウ 子育て短期支援事業 

子どもを養育する家庭において、保護者の疾病、子育ての疲れ等の理由により、子

どもの養育が一時的に困難になった場合、子どもを児童家庭支援センター等で短期的

な預かりを行うことで、子どもや養育者への在宅支援の充実を図りました。 

   【26 年度実績】 

    ・ショートステイ 601 件 

    ・トワイライトステイ 1,463 件 

    ・休日預かり 995 件 

 

エ 地域子育て支援拠点事業 

いつでも親子が交流でき、子育て相談、情報提供等の機能を持つとともに、地域の

子育て支援活動のネットワークを進め、子育て支援の人材育成機能等も併せ持つ、総

合的な子育て支援の拠点を設置しています。 

【26 年度実績】 

・実施施設数 18 か所／延べ利用者数 489,262 人 

・述べ相談件数 49,462 人 

 

オ 親と子のつどいの広場事業 

子育て中の親子が気軽に集い、子育てについて同じような不安や悩みを持つ仲間と

の団らん・交流する場を提供し、子育てに対する不安感、負担感の解消や家庭の養育

力の向上を図ることを目的に実施しています。 

【26 年度実績】 

・実施施設数 50 か所／延べ利用者数 105,265 人 

 

カ 認定こども園及び保育所地域子育て支援事業 

地域の親と子が遊び、交流し、相談できる場として、すべての市立保育所及び一部

の認定こども園・私立保育所において、園庭開放、育児相談、育児講座等を行ってい

ます。 

【26 年度実績】 

・実施園数 33 か所／延べ利用者数 61,159 人 

 

 キ 私立幼稚園はまっ子広場事業 

    幼稚園の園庭・園舎を利用して、園児や地域の幼児が友達や保護者とともに安全に

楽しく遊んで過ごせる場、また保護者同士が子育てについて交流・情報交換できる場

を設置しています。 

【26 年度実績】 

・実施園数 19 か所／延べ利用者数 38,010 人 
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ク 乳幼児一時預かり事業 

   子育てに対する負担感や不安感の軽減と、待機児童対策を目的に、理由を問わない

子どもの一時預かり事業を実施しています。 

【26 年度実績】 

・実施施設数 19 か所／延べ預かり児童数 78,223 人 

 

ケ 一時保育事業（民間保育所・市立保育所・横浜保育室） 

   保護者等のパート就労や疾病、入院等により一時的に家庭での保育が困難となる場

合や、保護者の育児不安の解消を図り、負担を軽減するために児童を預かる事業を実

施しています。 

【26 年度実績】 

・民間保育所 実施施設数 337 か所／利用者数 135,331 人 

・市立保育所 実施施設数  46 か所／利用者数 12,739 人 

・横浜保育室 実施施設数 107 か所／利用者数 14,012 日分 

 

 コ 横浜子育てサポートシステム事業 

   地域の中で子どもを預かってほしい人と子どもを預かる人が会員として登録し、会

員相互の信頼関係のもとに子どもの預け預かりを行うシステムです。 

【26 年度実績】 

    ・機能強化支部事務局 16 か所、区支部事務局 18 か所 

    ・会員数 10,622 人、活動援助実績 48,073 件 

 

（３）精神保健に関して専門知識を有する医師の診察を受けやすい環境の整備（第

４条６項） 

ア 区の取組 

  子育て中の養育者の不安軽減や、虐待予防のため精神科医や臨床心理士による面接

相談を実施することで、精神科医の受診につながりやすくする取組などを実施しまし

た。（例）「専門家相談」(鶴見区)、「子育てママの心の相談」（港北区） 

 

イ 児童相談所の取組 

 ○第 110 回日本精神神経学会学術総会にて児童虐待防止に関するブースを設置 

  平成 26 年 6 月 26 日～28 日 パシフィコ横浜 

 【実施内容】啓発チラシを作成し精神科医師に約 1000 部配付 

パネル等を設置して医師に児童虐待に関する啓発を実施。 

○神奈川県精神神経科診療所協会「こころと福祉の相談会＆講演会 in 横浜」にて講

演を実施 

 平成 26 年 11 月 24 日 横浜市健康福祉総合センター  

 講演タイトル 「こころを育てる子育てのヒント」 
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（４）次の各号に掲げる事項に関する調査研究、必要な広報啓発活動及び教育に努

める（第４条７項） 

ア 親になるための準備、並びに虐待の予防及び早期発見のための方策 

○区の取組 

 養育者同士が育児の悩みを相談し合う交流会や育児に関する学習会などを通して、

子育ての不安や負担感を減らすための取組を行いました。また、小・中学校と協働し、

命の大切さを伝える赤ちゃんふれあい体験などの「思春期健康教育」を実施し、将来

自分が親になることや子育てをイメージする機会をつくる取組を行いました。 

 表 平成 26 年度の実施状況 

 

 

 

 

 

 イ 虐待を受けた子供のケア並びに、虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方 

 (ア) 被虐待児支援強化事業 

    被虐待児童支援強化事業では、性的虐待等に関する研修を実施し、児童相談所職

員等が専門的な面接技術や診察等に関する知識を習得し、被害児童の心身への影響

や不安感等を軽減しながら、的確な支援が行えるように、支援の質の向上に取り組

んでいます。 

     

 

 

 

 

 

(イ) 健全育成事業 

   健全育成事業では、児童相談所が児童虐待等を理由に在宅で支援している子ども

を対象に、野外活動や宿泊キャンプなどのレクリエーションを実施し、子供の活動

の様子を保護者と共有して、親子関係の改善などの支援に役立てています。 

 

表  健全育成事業 各所実績（26 年度） 

  参加人（人） 内容・行先等 

中央 68 

動物園や運動公園への外出 

夏季宿泊キャンプの実施 

科学教室や調理実習の実施など 

西部 52 

南部 43 

北部 44 

合計 207 

 

内容 実施区 参加人数（人）

親支援プログラムを活用した養育者支援事業等 ３区 178

養育者の育児不安や悩みの解消のための研修・交流会等 5 区 701

小・中学生を対象にした思春期健康教育等 10 区 6,098

表 被害確認面接研修（24 年度から実施）

  24 年度 25 年度 26 年度

児童相談所職員（人） 13 14 13

その他関係機関（人） 7 5 5
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ウ 学校の教職員及び児童福祉施設の職員が虐待の防止に果たすべき役割 

(ア) 虐待の未然防止及び早期発見 

    いじめや不登校、虐待などの様々な課題に対応するため、児童支援専任教諭を全

小学校に配置し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用しな

がら、区役所や児童相談所等の関係機関との連携を推進することで、学校における

児童虐待の未然防止、早期発見に取り組みました。 

   ・児童支援専任教諭 （全小学校 341 校に配置） 

    ・スクールソーシャルワーカー（４方面教育事務所 各３名 計１２名配置、学校

長の要請等により派遣） 

  ・スクールカウンセラー（小学校に週半日程度、中学校に週 1 日、全ての学校で相

談が受けられる体制で配置） 

 

(イ) 児童虐待対策の推進 

    条例の施行に伴い、全小中高、特別支援学校長に対し、児童虐待対策について周

知徹底を図りました。 

・26 年度「児童虐待防止推進月間」の実施について並びに「横浜市子供を虐待から

守る条例」の施行及び児童虐待対策の推進について（依頼）の通知(26 年 11 月 7 日) 

    ・リーフレット「ＳＴＯＰ！こども虐待～地域のみんなでこどもを守ろう！～」の

配布（27 年２月 25 日） 

  

（ウ）放課後児童育成事業関係者への啓発・研修 

   ・放課後事業の実施現場（放課後キッズクラブ 105 か所、はまっ子ふれあいスクー

ル２４１か所、放課後児童クラブ２１５クラブ）にリーフレット「ＳＴＯＰ！こど

も虐待～地域のみんなでこどもを守ろう！～」を配布しました。 

   ・放課後３事業に従事するスタッフ対象の安全管理研修において、虐待の恐れのあ

る事象の早期通報について徹底しました。（年 2 回／参加人数 167 人） 

   ・放課後３事業に従事するスタッフ対象の人権研修「こどもの人権尊重、児童虐待

予防と対応」を実施しました。（年 2 回／参加人数 207 人） 

   

エ 虐待を受けた子供がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析 

  ○重篤事例検証委員会による検証報告（平成 26 年 12 月） 

   横浜市児童虐待による重篤事例等検証委員会設置運営要領に基づき、虐待を受けた

児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例について、事実の把握、発生要因の

分析等を行い、必要な再発防止策を検討することを目的とし、児童虐待による重篤事

例検証委員会を児童福祉審議会児童部会の下部組織として設置しています。 

平成 24 年 7 月に発生した 6 歳女児死亡事例について、平成 25 年 5 月から平成 26

年 10 月まで全９回の検証委員会を開催し、関係機関のヒアリングや裁判の傍聴などを

経て、１２月に検証報告書をまとめました。 
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○乳幼児期から学齢期の居所不明児の把握のための取組 

   本事例を踏まえ、庁内プロジェクト（こども青少年局・市民局・教育委員会事務局・

区役所）により、乳幼児期から学齢期の居所不明児童を早期に把握するための情報提

供のあり方について検討し、26 年 4 月から取組を開始しました。乳幼児健診未受診者

や長期欠席・未入学の子どもについて、要保護児童対策地域協議会の対象と位置づけ

て関係各課・機関が連携して居住実態の把握に努めています。 

 

（５）要保護児童対策地域協議会の円滑な運営、活性化（第４条５項） 

 ア 横浜市要保護児童対策地域協議会の活動報告 

   要保護児童等（虐待を受けている子ども等）の早期発見や適切な保護のため、関係

者や関係機関が円滑に連携していくことを目的とした要保護児童対策地域協議会（以

下「要対協」という。）を、児童福祉法に基づき設置しています。 

 

○ 横浜市要保護児童対策地域協議会の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ア)代表者会議（横浜市子育てＳＯＳ連絡会） 

   児童虐待防止のための啓発活動やネットワークづくり等、全市的な児童虐待対策の

推進や関連事業の総合調整に関する協議を目的としています。代表者会議の事務局は

こども青少年局が担い、年 2 回定期的に会議を開催しています。26 年度第 2 回の会議

にて、「横浜市児童虐待防止医療ネットワーク（ＹＭＮ）」が市域のネットワーク組織

の一つとして承認されました。 

 【実績】 開催状況  第１回：平成 26 年 6 月 26 日、第２回：平成 26 年 12 月 25 日 

横浜市子育てＳＯＳ連絡会

各区児童虐待防止連絡会

個別ケース検討会議

代表者会議

実務者会議

個別ケース検討会議

支援状況の

定期的な

進行管理

横浜市要保護児童対策地域協議会（児童福祉法第２５条の２）

民生委員・児童委員

保育所

幼稚園

警察

児童福祉施設

民間団体

主任児童委員

その他の関係機関

医療機関

地域子育て支援拠点

在宅支援主担当機関
区
福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー

児
童
相
談
所

学校

調整機関

（横浜市・18区）

区域のネットワーク

市域のネットワーク

横浜市児童虐待防止医療ネットワーク(YMN)

児童相談所
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 (イ)実務者会議(区虐待防止連絡会) 

   各区において、学校、保育所、幼稚園、民生委員、主任児童委員、医療機関、警察

等の関係機関が集まり、機関相互の円滑な連携のための情報交換や協議を行っていま

す。26 年度からは、実務者会議の事務局を区こども家庭支援課が担い、区単位とした

会議開催に加え、小地域ごとの会議や機関別の会議、また研修会などを開催するなど、

各区が地域の状況に応じた取組を行い、延 89 回開催しました。 

 

（６）関係機関が行う虐待の防止のための取組を支援（第４条３項） 

   横浜市では、要対協を中心に、関係機関が連携して児童虐待の防止・早期発見から

支援に取り組んでいます。児童相談所、区、局こども家庭課がそれぞれ、要対協の構

成員を対象に連絡会や研修を実施し、虐待対応における関係機関連携の推進を図りま

した。 

  

 ア 関係機関向けの研修  

   民生・児童委員、主任児童委員、保育所、幼稚園、学校、医療機関等の要対協の構

成員を対象とした研修を通じて、虐待に関する専門的知識や、関係機関のネットワー

クによる在宅支援のあり方などを学びました。 

 (ア)児童相談所が実施した研修 

     回数（回） 人数（人） 主なテーマ 

民生委員・児童委員 19 671 児童相談所の機能、子どもの相談支援 等 

警察 1 25 児童相談所の概要 等 

学校関係者 21 1,345 児童虐待、児童相談所と学校の連携 等 

医療関係者 6 275 虐待の影響、性的虐待について 等 

保育施設・幼稚園 9 277
児童虐待防止について、児童虐待の発見について

等 

行政職員（区以外） 22 528 こどもの権利、児童虐待の発見と通告 等 

その他 38 1,502 児童虐待、発達障害、知的障害 等 

合計 116 4,623   

 

 (イ)区こども家庭支援課が実施した研修 

   各区において要対協構成員等を対象にした研修を延 96 回実施し、3,017 人が参加し

ました。 

 

 (ウ)局こども家庭課が実施した研修 

   幼稚園、保育所、民生・児童委員など要対協の構成機関に対し、要保護児童対策地

域協議会の意義と、児童虐待を受けた子供への支援について研修を実施しました。 
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日時 テーマ 講師 対象 人数

7 月 31 日 

13:30～ 

17:00 

講義 1 

児童虐待の防止に

向けた地域での支

援と機関連携 

日本社会事業

大学専門職大

学院 准教授 

宮島 清氏 

保育園 97 

幼稚園 13 

小・中学校、特別支援学校 41 

医師会・病院 ３ 

講義２ 

児童虐待の子ども

の心身への影響 

子どもの虹情

報研修センタ

ー 研修部長 

増沢 高氏 

民生児童委員、主任児童委員 245 

警察 ２ 

その他 13 

合計 414 

 

 イ 横浜市児童虐待防止医療ネットワーク（ＹＭＮ）の活動支援 

   平成 25 年 11 月に市内の中核医療機関等の小児科医が中心となって発足したネット

ワーク会議は、26年 12月から要対協の代表者会議の下部組織に位置付けられました。

医療機関が行った虐待事例の診断や、児童相談所への通告など行政との連携等をテー

マに、年３回の定期会議や調査研究活動、研修講師を招聘しての研修会を開催しまし

た。また、医療ソーシャルワーカーや看護師を中心とした情報交換会を、時間を分け

て開催し、虐待通告や特定妊婦などをテーマに、行政と連携した児童虐待の早期発見・

支援のあり方などの情報交換を行いました。 

◇参加医療機関 

横浜市立大学附属病院、横浜市立大学附属市民総合医療センター、横浜市立市民病

院、横浜市みなと赤十字病院、済生会横浜市南部病院、横浜市労災病院、済生会横浜

市東部病院、国立横浜医療センター、神奈川県立こども医療センター、聖マリアンナ

医科大学横浜市西部病院、昭和大学横浜市北部病院、けいゆう病院 （12 病院） 

◇開催状況 

日時 

医療ネットワーク(午後 6:30～8:30) 情報交換会（午後 3:00～5:30） 

テーマ 参加数 テーマ 参加数

H25.11.6 

 

①医療機関における児童虐待対
応の連携構築について 
講師：群馬県済生会前橋病院 
小児科 溝口 史剛氏 
②児童相談所からの症例報告 

35 人   

H26.3.11 ①「２歳未満の頭蓋内出血症例
アンケート」調査報告 横浜労災
病院  
②CPT の実践報告 市民総合医療
センター  

36 人 ・各医療機関の「院内子ども
虐待対応組織」（CPT）の活動
紹介 
・意見交換 

12 人 

H26.7.8 ①千葉県児童虐待対策研究会の
取組みについて 国保旭中央病
院 仙田 昌義氏 
②事例検討 市民病院、みなと
赤十字病院 

47 人 ・CPT の運営上の課題や工夫
・診療情報提供書の活用につ
いて 

19 人 



17 

 

H26.11.6 ①児童相談所の保護後の対応と
こどもの支援 中央児童相談所長
②事例検討 横浜労災病院、県
立こども医療センター 

38 人 ・区こども家庭支援課と医療
機関の情報提供書の活用 
・今後の情報交換会の持ち方
について 

18 人 

H27.3.17 公開研修 ※情報交換会は公開研修のため中止 

「医療現場が対峙すべき児童虐待～いかに見出し、いかに向き合い、いかにつ
ないでいくか！～」 
講師：北九州市立八幡病院院長、日本こども虐待医学会会長 

市川 光太郎氏 
参加人数：医療機関 125 人、行政 47 人、合計 172 人 

 

 ウ 各区と医療機関の連絡会の開催 

   妊娠・出産・育児期に支援が必要な養育者を早期に把握し、医療機関と行政が連携

して支援することで、虐待の未然防止・早期発見に繋げるよう、産科・小児科などを

中心に連絡会を開催し連携を深めました。 

 

 

４ 情報の共有（第９条）                         

  市及び関係機関は、子どもを虐待から守るため、それぞれが保有する虐待に関する情

報を共有するとともに、要対協の活用により相互の連携・協力を図っています。 

 

（１）要保護児童等進行管理会議 

   横浜市では、児童相談所と区こども家庭支援課が支援する、進行管理台帳に登録す

る全ての虐待ケースについて、所属ごとの定期的なアセスメントを行い、３か月に一

度「要保護児童等進行管理会議」を開催し、児童相談所と区の両機関によって、ケー

スの状況把握、援助方針の見直し、個別ケース検討会議の必要性などを検討していま

主催 日時 対象区・病院 

済生会横浜市東部病院 
10 月 1 日 済生会横浜市東部病院、こども青少年局こど

も家庭課、鶴見区、神奈川区、港北区 2 月 18 日 

瀬谷区こども家庭支援課 
6 月 30 日 堀病院 

2 月 18 日 堀病院、瀬谷区、旭区、泉区、保土ケ谷区 

戸塚区こども家庭支援課 

 

7 月 16 日 MT クリニック 

7 月 25 日 聖ローザクリニック本院 

7 月 25 日 うみと森助産院 

7 月 29 日 小川クリニック 

7 月 30 日 国立横浜医療センター 

磯子区こども家庭支援課 
7 月 10 日 汐見台病院 

9 月 2 日 能見台こどもクリニック 

中区こども家庭支援課 3 月 26 日 みなと赤十字病院 

神奈川県立こども医療セ

ンター 

2 月 17 日 18 区、こども青少年局こども家庭課 

こども青少年局こども家

庭課 

2 月 18 日 横浜労災病院、港北区、神奈川区、緑区、こ

ども青少年局こども家庭課 
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す。この検討にあたっては、所属機関（学校、保育所、幼稚園等）からの情報収集や

情報提供を積極的に行っています。 

   表 進行管理台帳登録数 

 22 年度末 23 年度末 24 年度末 25 年度末 26 年度末

要保護児童（人） 1,650 2,268 2,693 3,190 3,945 

特定妊婦（人） 8 12 17 44 103 

計（人） 1,658 2,280 2,710 3,234 4,048 

 

（２）個別ケース検討会議 

   個別ケース検討会議は要対協に位置付けられており、子どもや養育者に直接関わり

がある関係者が集まり、具体的な支援策を検討するための会議です。 

会議は、個別事例の状況に応じて随時開催し、関係者が必要な情報を共有して課題

や問題点を抽出し、具体的な支援方針と各関係者の役割分担を決定します。平成 26

年度は、1,281 回開催し、2,056 人について検討しました。 

   表 個別ケース検討会議開催回数 

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

284 440 671 897 1,281 

 

（３）要保護児童の転居に伴う引継の徹底 

   要保護児童等として支援をしていた児童が転居又は転出した場合は、転居先の住所

地を所管する市町村若しくは児童相談所に対して、速やかに引継ぎを行い支援の継続

を依頼しました。 

表 要保護児童等の市内外への移管及び情報提供送付及び受理件数 

   

 

担当 

他都市へ送付 他都市から受理 
市内移管

移管 情報提供 移管 情報提供 

区こども家庭支援課 118 58 98 82 193 

児童相談所 69 53 96 86 118 

 

 

５ 虐待を受けた子供に対する保護及び支援（第 10条）           

（１）関係機関と連携し、子供の適切な保護及び支援に努める 

   児童相談所では、様々な関係機関からの通告を通じ、26 年度は新たに 1,072 件の児

童虐待を把握しました。 

特に警察からの通告による把握が多くなっていますが、学校や福祉保健センターな

ど、その他の機関からも相談・通告を受付けており、早期の把握と適切な支援に繋げ

ています。 
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表 児童虐待新規把握・経路別件数 

  22 年度 23 年度 24 年度 25 年度
26 年度 

件  数 構 成 比 

警察 126 222 337 599 554 51.7%

学校 121 146 144 135 122 11.4%

福祉保健センター 93 107 122 88 95 8.8%

近隣・知人 58 71 79 83 77 7.2%

家族・親戚 56 72 74 67 54 5.0%

児童相談所 27 28 35 50 51 4.8%

医療機関 43 42 36 43 35 3.3%

虐待者本人 49 62 30 41 29 2.6%

保育所・幼稚園 25 32 30 25 24 2.2%

児童本人 4 8 14 10 5 0.5%

その他児童福祉施設 5 2 7 0 4 0.4%

民生・児童委員 10 4 4 3 3 0.3%

電話相談機関 1 3 0 4 3 0.3%

他都道府県市町村 4 3 7 0 2 0.2%

家庭裁判所 0 0 1 0 2 0.2%

その他 4 18 9 11 12 1.1%

◎ﾎｯﾄﾗｲﾝ(再計) 72 85 111 118 99 9.2%

合計 626 820 929 1,159 1,072 100.0%

 

（２）児童福祉法に基づく権限の行使 

   26 年度、児童相談所では 1,340 件の一時保護を実施し、そのうち児童虐待を理由と

した一時保護は 654 件で、全体の約 5 割となりました。 

   立入調査、出頭要求等は、通常の家庭訪問等により児童の安全確認、安全確保がで

きない場合いに実施しますが、26 年度は立入調査が 1 件、出頭要求が 2 件でした。 

また、立入調査の実施に伴い、安全に調査を実施するために、警察への援助要請を

1 件実施しました。 

 

 ア 一時保護所における一時保護及び委託保護の実績  

  22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

合  計 1,129 1,271 1,299 1,352 1,340 

一時保護所 951 1,029 1,040 1,106 1,113 

他機関 178 247 259 246 227 

うち児童虐待 431 507 642 678 654 
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イ 立入調査、出頭要求、再出頭要求、臨検・捜索 件数 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ 警察への援助要請 

 

  22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

援助要請件数 0 4 4 0 1 

 
【参考】 
 
●出頭要求等（法第 8 条の２） 
児童虐待が行われているおそれがあると認められるときに、児童の安全確認のために
保護者に対して児童を同行して出頭することを求める（出頭要求）ことができる。 
●再出頭要求等（法第 9 条の 2）   
保護者が、第 8 条の２の出頭要求又は法第 9 条の立入調査を拒否した場合に、児童の
安全確認のために保護者に対して児童を同行して出頭することを求める（出頭要求）
ことができる。 

 ●臨検、捜索等（法第 9 条の３） 

立入調査が拒否され再出頭要求にも応じない時に、裁判官が発する許可状により、当

該児童の住所若しくは居所に臨検、捜索をできる。 

 

（３）保育所での被虐待児の見守り強化 

   児童虐待の再発防止や深刻化防止のため、被虐待児を優先的に保育所等に入所させ、

見守りを行うとともに、円滑な園運営のために必要となるアルバイト保育士を配置し

ています。 

   26 年度被虐待児保育費加算児童数 32 人 

 

 

 ６ 虐待を行った保護者への支援、指導（第 11条）             

（１）虐待を行った保護者に対し、子供との良好な関係を再構築するための支援 

  ア 児童相談所の取組 

(ア) 家族再統合事業 

    一時保護中の児童や児童福祉施設に入所中の児童とその家族を対象に、親子関係

の再構築と児童の家庭復帰を目的とし、家族再統合に向けて取り組む目標を設定し、

子どもや養育者と共有しながら支援をすすめました。 

 

  22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

立入調査 2 2 0 0 1 

出頭要求 6 1 0 0 2 

再出頭要求 2 1 0 0 0 

臨検・捜索 0 1 0 0 0 
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表 家族再統合件数の推移 

  22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

家族再統合件数 91 110 124 109 124 

 イ 区の取組 

   ＤＶや虐待被害者の心のケア、子どもの養育に不安を持つ養育者のカウンセリング

を行うための事業などに取り組みました。 

（例）「かながわ安心子育て支援事業（ＤＶ・虐待心理相談事業）」(神奈川区)、「児童

虐待等相談支援事業」（南区）、「こころの相談」（青葉区）、「AOBA 乳幼児デイレスパイ

トケア」(青葉区)、「ママのハートバランス事業」（緑区）、「コアラの相談」（都筑区） 

   

（２）虐待の再発防止のための指導又は助言その他の支援 

ア 児童相談所の取組 

(ア) 養育支援家庭訪問事業 

 児童虐待等の問題を抱える家庭に養育支援家庭訪問員及び、養育支援ヘルパーを派

遣し、児童の養育の相談・支援を通して、児童虐待の発生・再発防止を図りました。 

表 家庭訪問員訪問実績  

  22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

中央 483 727 754 720 851 

西部 235 619 693 730 748 

南部 372 906 698 793 712 

北部 583 915 875 573 852 

合計 1,673 3,167 3,020 2,816 3,163 

表 ヘルパー派遣実績 

  22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

中央 407 874 920 722 1,054 

西部 485 293 619 1,280 1,823 

南部 1,193 2,357 2,934 1,801 1,671 

北部 308 1,089 1,064 798 1,444 

合計 2,393 4,613 5,537 4,601 5,992 

 

(イ) カウンセリング強化事業  

    虐待相談の中で、保護者へのカウンセリングが有効と見込まれる場合、医療機関

（精神科クリニック）に委託して、保護者のカウンセリングを実施しました。 

    

 

 

  22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

カウンセリング回数 

（実人数） 

36 25 49 34 36 

（7 人） （5 人） （7 人） （10 人） （14 人） 
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７ 妊娠中の女性及び胎児の健康保持等（第 12条）             

（１）妊娠中の女性は母子保健法の規定による保健指導及び健康診査を積極的に受

けるよう努める 

 ア 妊婦健康診査事業 

   健やかな妊娠と出産のために、国が定める標準的な妊婦健康診査の受診回数 14 回に

ついて、経済的負担の軽減を図るために妊婦健康診査費用補助券（以下「補助券」と

いう。）を交付し、受診勧奨を行いました。なお、妊婦健康診査費用が補助券の額面を

下回るなどの理由で使用できない場合には、妊婦健康診査費用の助成申請制度の利用

を促しました。 

妊婦健康診査を実施する医療機関については、里帰り先等においても妊婦の経済的

負担の軽減を図るため、横浜市医師会のほか居住地以外の病院、診療所、分娩を取り

扱う助産所と事前契約を行い受診環境を整備しました。 

 

表 妊婦健康診査費用補助券等の利用状況 

   年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

補助券利用者数（人） 384,788 373,725 381,337 372,490 382,677

妊娠健診費用助成交付件数(件) 4,381 4,000 4,031 3,800 4,031

   

 イ 妊婦歯科健康診査事業 

  妊娠中は口の中が変化し、むし歯や歯周病が発生しやすくなります。また、母親の口の

中のむし歯菌が赤ちゃんの口の中に感染することでむし歯になるため、妊婦の口の中を清

潔に保つことが重要です。女性の生涯を通じた歯の健康及び赤ちゃんの健やかな成長のた

め、妊婦を対象に身近な歯科医療機関で歯科健康診査を受診できるよう、妊婦歯科健康診

査無料受診券を交付し受診を勧奨しました。 

  

表 妊婦歯科健康診査の実施状況 （※）24 年 10 月事業開始 

年度 24 年度（※） 25 年度 26 年度 

受診者数（人） 4,185 9,779 10,875 

委託歯科医療機関数（か所） 942 1,056 1,184 

 

 ウ 妊娠の届出時の看護職による個別面談の実施 

   妊娠の届出時に妊婦の心身の状況や家族の状況を把握し、必要な保健指導や妊娠期

から産後の支援につなげるため、看護職等による個別面談を実施しました。個別面談

にあたっては、妊娠届出書とは別に妊婦の飲酒や喫煙の有無、妊娠がわかったときの

気持ちや現在の不安や悩み、相談できる人の有無などについての質問紙調査（アンケ

ート）を実施し、妊婦の心身の状況の把握に努め必要な保健指導や相談支援を実施し

ました。 
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  表 妊娠の届出時の看護職による個別面談の実施状況 

年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

妊娠の届出者数 （人） 34,680 35,475 34,344 34,192 34,790 

個別面談実施者数（人） 27,745 30,351 29,747 31,108 31,787 

 

エ 母親教室・両親教室 

妊娠中の健康管理や生活の仕方、出産の準備や出産時の対応並びに新生児の育児に

関する基本的な知識や技術を学び、妊娠、出産、子育ての不安を解消するとともに、

地域での子育ての仲間づくりをすすめ、親になる準備教育を全区で実施しました。 

また、各区では、区づくり推進自主企画事業として就労中の妊婦や夫婦での参加に

配慮し、土曜日に両親教室を開催し、沐浴体験や赤ちゃんの泣きの対応や先輩ママパ

パの体験談を聴くなど赤ちゃんのいる生活の体験学習などの教育を実施しました。 

    

  表 母親教室・両親教室の実施状況 

 

   年度 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

実施 
回数 

参 加 
延人数

実施 
回数 

参 加 
延人数 

実施 
回数 

参 加 
延人数 

実施 
回数 

参 加
延人数

母親（両親）教室 

（局 事 業） 
768 19,312 765 22,563 727 17,523 764 17,809

土曜両親教室 

（区づくり事業） 
79 4,053 87 3,898 96 3,986 93 4,258

  合  計 847 23,365 852 26,456 823 21,509 857 22,067

 

（２）産婦人科を有する医療機関は、第 4条第 6項の規定により講じられた施策等

の周知を図る 

 ア 「これからはじまる赤ちゃんとの生活のために～横浜市の子育て支援～」（リーフレ

ットの配架） 

   新生児家庭訪問、こんにちは赤ちゃん訪問、産前産後ヘルパー派遣事業、親子の居

場所「地域子育て支援拠点」、育児に関する電話相談窓口「子ども・家庭支援相談」に

関する育児支援サービス及び乳幼児ゆさぶられ症候群の予防と泣いたときの対応方法

を掲載したリーフレット「これからはじまる赤ちゃんとの生活のために」を毎年度作

成し、市医師会、各区医師会の協力を得て、産婦人科医療機関に配布しました。 

  【26 年度実績】発行部数：38,000 部、うち 22,000 部を産婦人科医療機関へ配布 

  

イ 「子育てに悩んでいませんか？」(リーフレットの配架) 

  産婦人科、小児科、精神科に対し、子育てに悩む養育者が早期に相談につながるこ

とを目的としたリーフレットを作成し配布しています。 
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ウ 「赤ちゃんが泣いて困ったら」（リーフレットの配架） 

  乳幼児揺さぶられ症候群の予防を目的に、生後間もない時期の理由の無い泣きへの

対処法を説明したリーフレットを作成し、産婦人科、小児科に配布しています。 

 
 
 
 

８ 子供虐待防止の啓発（第 13条）                    

  子どもを虐待から守り、市民の虐待の防止等の取組みへの理解及び協力を求めるため、

毎月 5 日を子供虐待防止推進の日と定められたことを受け、毎年 11 月の虐待防止推進

月間と共に、こども青少年局、各区こども家庭支援課、各児童相談所が虐待防止に関す

る啓発活動を拡充しました。 

 

（１）こども青少年局が実施した啓発活動 

 ア 横浜市子供を虐待から守る条例の周知用リーフレットの作成・配布 

   平成 26 年 11 月 5 日に「横浜市子供を虐待から守る条例」が施行されたことを受け、

虐待の基本的な知識、通告義務、条例における市民・関係機関・本市の責務などを紹

介するリーフレット「ＳＴＯＰ！子ども虐待～地域のみんなでこどもを守ろう！～」

を作成し、啓発キャンペーンなどの機会を捉えて、市民や関係機関に対して周知しま

した。 

 ・26 年度、28,000 部作成 

 

 

イ ロゴマークの作成 

  毎月 5 日の子供虐待防止推進の日を普及するためのロゴマークを作成し、印刷物や

名刺等に掲載して周知を図りました。 

  ◇ロゴマーク               【名刺活用例】 
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横浜市こども虐待防止のキャラクター 

名前は、キャッピー（ＣＡＰＹ）です。 

［Child Abuse Prevention in Yokohama］＝［よこはま こども虐待防止］の意味です。 

 

児童虐待防止のイベントに参加し、ぬりえや缶バッチで啓発し、横浜市の子育てを応援

しています。また、横浜市内の区民まつりなどにもでかけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 児童虐待防止広報啓発事業報告（26 年度） 
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  こども青少年局が、26 年度に実施した広報・啓発活動は次の事業一覧のとおりです。 

・26 年度のこども青少年局の広報啓発事業一覧 

        ↓条例周知 (説明、印刷物)○印 

  
期間・日 

 
実施事項の具体的内容 

備考 

(開催場所等）

1 4 月 5 日 

4 月 6 日 

  マタニティベビーフェスタにて啓発とリーフレット配布

（800 部）とキャラクターによる啓発 

パシフィコ横

浜 

2 7 月 31 日   要対協関係機関に対する児童虐待防止公開研修実施（約

500 人参加） 

南公会堂 

3 8 月 15 日 ○ 市内の小児科、精神科、産婦人科医療機関へ通告啓発リー

フレット配布（約 800 か所） 

  

4 8 月 30 日 ○ ママ・パパ応援フェスティバルのイベントでの啓発リーフ

レット配付（各 20 部） 

新都市ホール

5 9 月 3 日 

9 月 9 日 

○ 民児協理事会、主任児童委員連絡会、区民児協に条例制定

について説明 

  

6 9 月 6 日 ○ 横浜市の「救急の日」イベントでの啓発リーフレット配布

（各 500 部）とキャラクターによる啓発 

クイーンズス

クエア 

7 9 月 6 日 ○ 横浜ベビー＆キッズフェスタのイベントでの啓発リーフ

レット配付（各 100 部） 

大さん橋ホー

ル 

8 9 月 29 日 ○ 条例全文を横浜市ホームページに掲載   

9 10 月 26 日 ○ オレンジリボンたすきリレーのゴール地点でのオレンジ

リボンと啓発リーフレット配布（各 500 部）とキャラクタ

ーによる啓発 

山下公園 

10 10 月 28 日 ○ 条例中の「毎月５日は子供虐待防止推進の日」についての

ロゴ完成 

局職員、区こども家庭支援課職員へ周知 

  

11 10 月 27 日 ○ 市内の幼稚園・保育園保護者向けにＤＶ防止と児童虐待防

止の両方の啓発チラシ送付、園あてに厚労省ポスター配布

（1,300 か所、14 万枚） 

  

12 10 月 31 日 ○ 京急百貨店に啓発リーフレット配布依頼（各 100 部）とポ

スター掲示 

伊勢佐木商店街、市民病院にポスター掲示 

京急百貨店、

伊勢佐木商店

街、市民病院

13 11 月 4 日 ○ 全職員へＥメール署名欄下部への条例周知文言掲載依頼   

14 11 月 4 日 ○ 副市長名で各区局統括本部長あてに「横浜市子供を虐待か

ら守る条例の施行及び児童虐待対策の推進について」の通

知文発送 
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15 11 月 10 日   局長名で各区局統括本部長宛にオレンジリボン着用依頼

文発送 

（経営責任職以上の職員に着用依頼） 

  

16 11 月 1 日～

30 日 

○ 横浜市営バス全車両 900 台に啓発ポスター掲示 市営バス全車

両 

17 11 月～3 月 ○ 横浜市営地下鉄と各駅（ブルーライン 32 駅、グリーンラ

イン 8 駅）に啓発ポスター掲示（11 月 1 日～11 月 30 日）、

ブルーライン全車内に LED 広告掲示（11 月～3 月の毎月 5

日） 

市営地下鉄 

18 11 月 1 日 ○ 「横浜市子供を虐待から守る条例」施行されることによ

り、広報よこはま１１月号全市版に啓発記事掲載 

  

19 11 月 1 日～

30 日 

○ 京浜急行品川駅に啓発ポスター掲示（広報課広告枠） 京急品川駅 

20 11 月 5 日～

28 日 

○ 横浜市庁舎２階に横断幕 1 枚掲示 市庁舎（秘書

課前） 

21 11 月 5 日～

28 日 

○ 横浜市庁舎１階の展示ブースで啓発物の展示 市庁舎（市民

広間） 

22 11 月 8 日 ○ 子ども・子育て支援新制度フォーラムでの啓発リーフレッ

ト配布（各 300）とＢ３横ポスター２枚掲示 

磯子公会堂 

23 11 月 14 日 ○ フリーペーパー「ぱど」（広報課枠）にて条例周知（74 万

部） 

  

24 11 月 16 日 ○ 横浜で開催する内閣府主催「家族の日」イベントでの啓発

リーフレット配布（各 100 部）とキャラクターによる啓発 

みなとみらい

25 11 月 18 日 ○ 伊勢佐木商店街において、DV 防止と児童虐待防止の両方の

啓発リーフレット配布（各 1,000 部）とキャラクターによ

る啓発 

伊勢佐木商店

街 

26 11 月 24 日 ○ 親子で楽しもう！ ベビーキッズダンス＆親子体操のイ

ベントでの啓発リーフレット配付（各 20 部） 

新都市ホール

27 11 月 ○ 開港記念会館のオレンジ色（児童虐待防止）とパープル色

（DV)のライトアップと展示コーナーにおいて、啓発リー

フレット配付（各 100 部） 

開港記念会館

28 11 月   区役所等と小中・特別支援学校への厚労省作成ポスター掲

示、チラシ配布依頼 

  

29 11 月 26 日 ○ 条例抜粋を盛り込んだ児童虐待防止啓発リーフレット完

成（Ａ4 6 ページ、7,000 部） 

  

30 11 月～3 月 ○ 職員の給与明細書表紙に児童虐待防止啓発文言の掲載依

頼（11 月と 12 月は掲載済） 

  

31 12 月 1 日 ○ 広報よこはま１２月号全市版の人権特集号に児童虐待防   
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止について啓発記事掲載 

32 12 月～3 月 ○ 市作成の児童虐待防止ポスターの掲示依頼 

（図書館、動物園、水族館、サッカー場、野球場など） 

  

33 2 月 22 日 ○ 京急百貨店にてキャラクターによる啓発とリーフレット

配布（300 部） 

金沢動物園 

 

エ「オレンジリボンたすきリレー」への協力 

  子どもの虹情報研修センター等による実行委員会が実施するオレンジリボンたすきリ

レーは、児童虐待防止のシンボルであるオレンジリボンを「オレンジ色のたすき」に見

立てて、二宮町、渋谷、鎌倉の３地点から山下公園のゴールを目指してリレーを行い、

子ども虐待防止を広く市民に啓発する取組みです。 

  横浜市は実行委員として参加するとともに、ゴール地点での啓発ブースを出店し、チ

ラシ等の配布を行いました。啓発ブースでは、横浜市主任児童委員会と協働して模擬店

やゲーム等でイベントを盛り上げました。 

  また、各コースの中継点を持つ区のこども家庭支援課では、主任児童委員と協力して、

中継点での啓発を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）区こども家庭支援課が実施した啓発活動 

   各区のこども家庭支援課は、それぞれ区民向けのイベントや啓発キャンペーン、講

演会などを企画し、虐待防止やオレンジリボンの普及啓発、条例の周知等に取組みま

した。 

 

 

 

 

26 年度実績 実施区 回数 

区民向け啓発イベント 17 34 

区民向け広報・啓発 18 79 

区役所職員向け研修・啓発 9 15 

合計 44 128 

主任児童委員による塗り絵コーナー 

たすきリレーのゴール 
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資料 

平成26年６月５日 

横浜市条例第30号 

横浜市子供を虐待から守る条例 

 

子供は国の宝である。そして、子供は円満な家庭において慈しみと愛情を持って育てら

れる存在である。しかし、昨今の社会状況を鑑みると、児童虐待の認知件数は年々増加し

ており、児童虐待の加害者のほとんどは実の親という状況に、強い危機感を持つものであ

る。 

子育ての第一義的責任は家庭にあることはいうまでもないが、家庭の養育力が低下して

いることが懸念される中で、大人の都合が優先されるのではなく、子供にとって適切な環

境が保障される視点が何よりも優先されるべきと考える。 

横浜は、子供に優しい街を目指し、子供が虐げられ、傷つくことが決してないように、

全ての市民が一体となって、地域の力で子供と家庭を支える環境づくりを構築するため、

この条例を制定する。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、子供を虐待から守るための基本理念を定め、横浜市（以下「市」と

いう。）、市民（市内で活動する者及び団体を含む。以下同じ。）、保護者及び関係機

関等の責務を明らかにするとともに、虐待の予防及び早期発見、虐待を受けた子供の保

護その他子供を虐待から守るための施策の基本的事項を定めることにより、子供を虐待

から守る施策を総合的に推進し、もって子供の心身の健やかな成長に寄与することを目

的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 子供 児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号。以下「法」という。）

第２条に規定する児童をいう。 

(2) 保護者 法第２条に規定する保護者をいう。 

(3) 虐待 法第２条に規定する児童虐待をいう。 

(4) 関係機関等 学校、児童福祉施設、医療機関その他子供の福祉に業務上関係のあ

る団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、

助産師、看護師、弁護士その他子供の福祉に職務上関係のある者をいう。 

(5) 通告受理機関 横浜市児童相談所条例（昭和31年10月横浜市条例第42 号）第１条

に規定する児童相談所及び横浜市保健所及び福祉保健センター条例（平成13年９月横

浜市条例第38号）第３条第１項に規定する福祉保健センターをいう。 
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（基本理念） 

第３条 市、市民、保護者及び関係機関等は、虐待が子供の心身の健やかな成長及び人格

の形成に重大な影響を与えるものであり、子供が虐待から守られるべき存在であること

を認識するとともに、虐待への対応に当たっては、子供にとって最善の利益を考慮しな

ければならない。 

２ 市、市民、保護者及び関係機関等は、虐待がなく、全ての子供一人一人が尊重され、

健やかに成長することができる社会の形成に取り組まなければならない。 

 

（市の責務） 

第４条 市は、虐待を防止するために、市民及び関係機関等と連携し、子育て支援事業（児

童福祉法（昭和22年法律第164 号）第21条の９に規定する子育て支援事業をいう。以下

同じ。）の充実及び着実な実施その他子供が安心して育つことができる環境の整備に努

めなければならない。 

２ 市は、市民及び関係機関等と連携し、虐待の予防及び早期発見に努めなければならな

い。 

３ 市は、関係機関等が行う虐待の防止のための取組を積極的に支援しなければならない。 

４ 市は、虐待の予防及び早期発見その他の虐待の防止に関する専門的な知識及び技術を

有する職員の育成を図り、通告受理機関に適正に配置しなければならない。 

５ 市は、関係機関等との連携を強化するため、児童福祉法第25条の２に規定する要保護

児童対策地域協議会（以下「地域協議会」という。）の円滑な運営の確保及び協議の活

性化を図るものとする。 

６ 市は、心の健康の保持に支障が生じていることにより虐待を行うおそれがある保護者

等を支援するため、診療科に精神科又は神経科を有する医療機関と連携し、精神保健に

関して専門的知識を有する者による相談、精神保健に関して学識経験を有する医師の診

療等を受けやすい環境の整備その他の必要な施策を講じなければならない。 

７ 市は、子供を虐待から守るため、次の各号に掲げる事項に関する調査研究等を行うと

ともに、必要な広報その他の啓発活動及び教育に努めなければならない。 

(1) 親になるための準備 

(2) 虐待を受けた子供がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析 

(3) 虐待の予防及び早期発見のための方策 

(4) 虐待を受けた子供のケア並びに虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方 

(5) 学校の教職員及び児童福祉施設の職員が虐待の防止に果たすべき役割 

 

（市民の責務） 

第５条 市民は、第３条の基本理念を理解し、虐待を防止するよう努めなければならない。 

２ 市民は、子育てに係る保護者の負担を理解し、地域において子供及び保護者を見守り、

かつ、子供及び保護者への声かけ等を行うことを通じて、子供及び保護者との関わりを

深め、子育てに係る生活環境が地域社会から孤立することのないよう努めなければなら

ない。 
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３ 市民は、虐待を受けたと思われる子供を発見した場合は、速やかに、通告受理機関に

法第６条第１項の規定による通告（以下単に「通告」という。）をしなければならない。 

４ 市民は、通告受理機関が行う子供の安全の確認及び安全の確保に協力するよう努めな

ければならない。 

 

（保護者の責務） 

第６条 保護者は、子育てに関する知識の習得に努め、虐待を決して行ってはならず、子

供のしつけに際して、その健やかな成長を阻害するような著しい身体的又は精神的な苦

痛を与えてはならない。 

２ 保護者は、自らが子育てについての第一義的責任を有するものとして、子供に愛情を

持って接するとともに、虐待が子供の心身の健やかな成長及び人格の形成に重大な影響

を与えることを深く認識し、子供の自主性及び自発性を育む健全な養育に努めなければ

ならない。 

３ 保護者は、子供の心身の健康の保持、安全の確保等に当たっては、年齢に応じた配慮

を怠ってはならず、特に乳児及び幼児（児童福祉法第４条第１項第１号及び第２号に掲

げる乳児及び幼児をいう。）については、自ら心身の健康を保持し、又は安全を確保す

るための能力がなく、又は著しく低いことを認識しなければならない。 

４ 保護者は、子育てに関し支援等が必要となった場合は、積極的に子育て支援事業を利

用するとともに、地域活動に参加すること等により、子育てに係る生活環境が地域社会

から孤立することのないよう努めなければならない。 

５ 保護者は、通告受理機関が行う子供の安全の確認及び安全の確保に協力しなければな

らない。 

６ 保護者は、子育てに関して、市長、通告受理機関又は関係機関等による指導又は助言

その他の支援を受けた場合は、これらに従って必要な改善等を行わなければならない。 

 

（関係機関等の責務） 

第７条 関係機関等は、市が実施する子育て支援に係る施策その他虐待を防止するための

施策に協力するよう努めなければならない。 

２ 関係機関等は、虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努め

なければならない。 

３ 関係機関等は、虐待を受けたと思われる子供を発見した場合は、速やかに、通告受理

機関に通告をしなければならない。 

４ 関係機関等は、虐待を防止するため、通告受理機関による調査等に協力するよう努め

なければならない。 

５ 関係機関等は、保護者が関係機関等による子育て支援事業その他の子育て支援に係る

制度等を利用したときその他多様な機会を通じ、虐待の防止に係る啓発等に努めなけれ

ばならない。 
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（通告及び相談に係る対応等） 

第８条 通告受理機関は、通告があった場合は、速やかに、当該虐待に係る調査を行い、

必要があると認めるときは、当該子供との面会その他の当該子供の安全の確認を行うた

めの措置を講じなければならない。虐待に係る相談があった場合及び他の市町村又は都

道府県若しくは他の市の設置する児童相談所若しくは福祉事務所から虐待に係る引継

ぎを受けた場合も、同様とする。 

２ 市は、通告及び虐待に係る相談に常時対応することができる体制を整備するよう努め

なければならない。 

３ 市は、通告又は虐待に係る相談をした者が特定されないよう必要な措置を講ずるとと

もに、通告及び虐待に係る相談がしやすい環境づくりに努めなければならない。 

 

（情報の共有等） 

第９条 市及び関係機関等は、子供を虐待から守るため、それぞれが保有する虐待に関す

る情報を共有するとともに、地域協議会の活用その他相互の連携及び協力を図るための

体制の整備を行わなければならない。 

２ 市長及び通告受理機関の長は、虐待を受けた子供が転居（住民基本台帳法（昭和42年

法律第81号）第23条に規定する転居をいう。）又は転出（同法第24条に規定する転出を

いう。）をした事実が判明した場合は、速やかに、当該転居先又は転出先の住所地を所

管する通告受理機関又は他の市町村若しくは都道府県若しくは他の市の設置する児童

相談所若しくは福祉事務所に連絡し、適切に当該虐待に係る引継ぎを行わなければなら

ない。 

 

（虐待を受けた子供に対する保護及び支援等） 

第10条 市は、関係機関等と連携し、虐待を受けた子供に対し、心身の健全な発達を促進

するため、適切な保護及び支援を行うよう努めなければならない。 

２ 診療科に小児科等を有する医療機関の従事者、学校の教職員、児童福祉施設の職員等

は、子供の状態を確認しやすい立場にあることを自覚し、適切な保護及び支援について

市に協力しなければならない。 

３ 市長及び通告受理機関の長（これらの補助機関である職員を含む。）は、法第８条第

２項の規定による安全の確認若しくは一時保護（以下「安全の確認等」という。）、法

第９条第１項の規定による立入り若しくは調査若しくは質問（以下「立入調査等」とい

う。）、法第９条の３第１項の規定による臨検若しくは捜索若しくは同条第２項の規定

による調査若しくは質問（以下「臨検等」という。）に係る権限その他の法第８条から

第９条の３までの規定による権限を行使することができるときは、関係機関等の協力を

得て、速やかに、当該権限を行使しなければならない。 

４ 市長及び児童相談所長は、安全の確認等、立入調査等又は臨検等の執行に際し、必要

があると認めるときは、法第10条第１項の規定に基づき警察署長に対し援助要請を行う

ことができる。 

５ 市長及び児童相談所長は、児童福祉法第27条第１項第３号の措置を解除しようとする
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とき、若しくは同条第５項の規定により意見を述べようとするとき、又は同法第33条第

１項若しくは第２項の規定による一時保護を解除しようとするときは、親子の再統合へ

の配慮その他の当該子供が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮の下に、慎重

に判断しなければならない。 

 

（虐待を行った保護者への支援、指導等） 

第11条 市は、関係機関等と連携し、虐待を行った保護者に対し、その虐待を受けた子供

との良好な関係を再構築するための支援に努めなければならない。 

２ 市は、関係機関等と連携し、虐待を行った保護者に対し、虐待の再発防止のための指

導又は助言その他の支援を行うものとし、当該保護者は、これらに従って必要な改善等

を行わなければならない。 

 

（妊娠中の女性及び胎児の健康保持等） 

第12条 妊娠中の女性は、胎児が出生後心身ともに健全に成長していくため、母子保健法

（昭和40年法律第141号）の規定による保健指導及び健康診査を積極的に受けるなど、

自己及び胎児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 

２ 妊娠中の女性の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。）及び同居者は、当該妊娠中の女性の身体的及び精神的な負担を軽減し、

当該妊娠中の女性が安心して生活することができるよう配慮しなければならない。 

３ 診療科に産婦人科又は産科を有する医療機関は、妊娠中の女性に対し、第４条第６項

の規定により講じられた施策その他胎児が出生後心身ともに健全に成長していくため

に講じられた施策等の周知を図るよう努めなければならない。 

 

（子供虐待防止の啓発） 

第13条 子供を虐待から守り、市民に虐待の防止等の取組への理解及び協力を求めるため、

毎年11月を児童虐待防止推進月間とし、毎月５日を子供虐待防止推進の日とする。 

 

（財政上の措置） 

第14条 市は、子供の虐待を防止するための施策を推進するに当たり、必要な財政上の措

置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（市会への報告） 

第15条 市長は、毎年、市会に通告の状況その他虐待の防止に係る取組の状況等を報告し

なければならない。 

 

附 則 

 

この条例は、平成26年11月５日から施行する。 
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