
児童相談所の機能と業務について

和歌山県子ども・女性・障害者相談センター

和歌山県子ども・女性・障害者相談センターとは

下記の３つの相談所（組織）が合わさったものです

１．児童相談所

２．女性相談所

３．身体・知的障害者更生相談所

児童相談所とは

●児童福祉法第１２条に規定されている福祉行政
の専門機関です
・都道府県と政令指定都市に設置が義務

・中核市は設置が可能

・全国には２１２ヶ所（Ｈ３０．１０月現在）

和歌山県内では２ヶ所、１分室

○和歌山県子ども・女性・障害者相談センター
（和歌山市）

○紀南児童相談所 （田辺市）
○紀南児童相談所新宮分室 （新宮市）

児童相談所の役割

４つの機能（役割）

１．市町村援助機能
連絡調整、情報の共有、必要な支援

２．相談と判定
児童福祉司と児童心理司

３．一時保護
児童の安全と福祉を確保する

４．入所措置機能
施設入所と里親委託

相談の種類（１）

１．養護相談（虐待・その他）

（１）虐待 身体的・ネグレクト等

（２）その他 保護者のいない場合・遺棄児童、

両親が離婚の場合等

２．保健相談

虚弱児、内部機能障害、その他疾患の児童

相談の種類（２）

３．障害相談
運動面の遅れ、言葉の遅れ、発達の遅れ、福祉施策（制度）の

利用等

４．非行相談
（１）ぐ犯相談 家出、飲酒、喫煙等、問題行動のある児童

（２）触法相談 万引き、傷害事件等、問題行動のある（警

察署から通告のあった）児童

５．育成相談
性格や行動面での問題、友だちと遊べない・落ち着きがない、

不登校児童

松下  哲治
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平成３０年度相談種別受付件数

相談種別 受付件数 割合（％）

養護

（虐待）

１３２８ ３８

養護

（その他）

１３１ ４

保健 ０ ０

障害 １４３６ ４２

非行 １１６ ３

育成 ３８５ １１

その他 ７１ ２

合計 ３４６７ １００

障害
1436
42%

非行
116
3%

育成
385
11%

その他
71
2%

保健
０

0%

養護
（その他）

 131
4%

養護
（虐待）
1328
38%

触法相談ケースの流れ

◆警察から児童通告書を受理

◆学校に「学校照会」を行う

◆児童、保護者、学校（生徒指導、担任）の来所通知

◆来所面接により、詳細を聴取

◆聴取内容を協議、処遇を決定（継続指導ｏｒ訓戒誓約）

◆その後の状況により、一時保護や施設入所（児童自立支
援施設）を検討

一時保護について（１）

◆要保護児童で、次の処遇が決定するまでの一
時的な生活場所 （全国で１３５か所：平成２７年４月現在）

◆色々な理由で、色々な児童（２才～１８未
満）が入所している

◆一時保護の日課
・起床（7:00）、午前中の学習
・読書（13:00）、スポーツ（14:00）
・夜の学習（18:30）、就寝（21:00）

◆行動の制限
・出入口が施錠、無断で外出できない
・私物の持ち込み（衣類、携帯、装飾品）
・電話できない
・ルールを守る

一時保護について（２）

◆一時保護を行う場合
１）緊急保護…被虐待児童、遺棄、家出等
２）行動観察…適切な援助方針を決定するた

めに行動観察が必要
３）短期入所指導…心理療法、カウンセリング、

生活指導が必要
◆一時保護の期間
・原則２ヶ月を超えてはならない
・目的を達成するまでの最小限度の期間

◆一時保護を委託する場合
・乳幼児（０～２才）は乳児院へ
・多数の児童がいる場合は、他の施設や里親
・病気等で治療が必要な場合は、医療機関へ

児童福祉施設の種類（１）

◆児童養護施設（８施設）
・六地学園 （橋本市）

・丹生学園 （紀の川市）

・つつじヶ丘学舎 （和歌山市）

・こばと学園 （和歌山市）

・旭学園 （和歌山市）

・ひまわり寮 （田辺市）

・くすのき （田辺市）

・紀南学園 （新宮市）

◆乳児院（１施設）
（おおむね２才未満の児童）

・和歌山乳児院 （岩出市）

児童福祉施設の種類（２）

◆児童自立支援施設（１施設）

（非行児童等、生活指導を要する児童）

・仙渓学園 （紀の川市）

◆児童心理治療施設（１施設）

（情緒面での療育指導が必要な児童）

・みらい （和歌山市）

◆児童自立援助ホーム（４施設）

（義務教育終了後又は、児童福祉施設退所後、引き続き自

立支援の必要な児童）

・わだちの家（和歌山市 男児用）

・つぼみの家（和歌山市 女児用）

・明・咲・花（和歌山市）

・つくしの家（新宮市 男児用）

・るーも（和歌山市 女児用）

わかやま子ども学総合研究センタージャーナル　 No.1, 2020

23



児童福祉施設の種類（３）

◆子どもシェルター（１施設）

（１０代後半で虐待等で家に帰れない児童のための緊急の生活

場所）

・るーも （場所は非公開）

◆里親
（家庭での養育に欠ける等の児童を家庭とほぼ同様な環境で養育する）

１．養育里親（一般的に要保護児童を養育する里親）

２．親族里親（保護者が死亡等、３親等以内の親族が養育する里親）

３．特別養子縁組里親（将来の特別養子縁組を希望する里親）

４．専門里親（虐待児童等を専門的に養育する里親）

３つの虐待防止法
１．児童虐待防止法（平成１２年度施行）
（１）身体的虐待…殴る・蹴る・首をしめる。アザ、骨折、脳内出血。
（２）ネグレクト…食事を与えない、洗濯や掃除をしない、病院に連れて行かない。
（３）心理的虐待…言葉での暴力、脅し。無視、拒否的態度、兄弟を比較、子ども

の前でＤＶ。
（４）性的虐待 …ポルノ雑誌やビデオを見せる、性器や性行為を見せる、性的暴

力、性行為を強要。

２．高齢者虐待防止法（平成１８年４月施行）
（１）身体的虐待
（２）ネグレクト
（３）心理的虐待
（４）性的虐待
（５）経済的虐待…財産を不当に処分する

３．障害者虐待防止法（平成２４年１０月施行）
（１）身体的虐待
（２）ネグレクト
（３）心理的虐待
（４）性的虐待
（５）経済的虐待

平成３０年度児童虐待相談種別構成割合

心理的
虐待
599
45%

ネグレ
クト
310
23％

身体的
虐待
407
31%

性的
虐待
12
 1%虐待相談

種別

ケース数 割合 順位
（％）

身体的

虐待

４０７ ３１ ２

ネグレク
ト

３１０ ２３ ３

心理的

虐待

５９９ ４５ １

性的虐待 １２ １ ４

合計 １３２８ １００

これまでの業務から感じること（１）
（虐待通告が増加している理由は？）

１．虐待防止法の改正

・虐待を受けた児童を発見した場合→

虐待を受けたと思われる児童を発見した場合

２．虐待家庭の２世・３世化

・虐待を受けていた児童が親となる

・叩いての躾しか知らないため、同じ事を繰り返す

これまでの業務から感じること（２）
（虐待通告が増加している理由は？）

３．核家族化、親の若年化

・核家族化のため、躾の見本（祖父母）がない、養育

の協力者がいない

・幼く親になったため、養育能力が伴っていない

４．家族の孤立化（周辺住民との関係希薄）

・新しい地域へ転入し、周辺住民と関係を持たない家

庭の増加

・周辺住民も口出し、協力できない

虐待が児童に及ぼす影響

１．身体的虐待による、生命の危険や身体障害

２．栄養不足、不適当な対応による、発育不良や発達の遅れ

３．虐待体験による、ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）

や様々な精神症状

４．安定した愛着関係が形成されなかったことによる、対人

関係の持ち難さ

５．受容されなかった、評価されなかったことによる、自信

・自尊心の欠如

６．虐待の養育方法しか受けなかったから、自分の子どもに

も同じ方法しか出来ない
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家庭裁判所への申立（送致）について

１．児童福祉法第２７条第１項第４号による送致

・ぐ犯等で家庭裁判所の審判に付することが適当と判断される場合

２．同法 第２７条の３による送致

・ぐ犯等を繰り返すために強制的措置が必要と判断される場合

３．同法 第２８条による施設入所承諾の申立

・虐待により児童の福祉を害すると思われ、施設入所が適当と判

断される場合

４．民法第８４３条の２による親権停止の申立

・保護者により親権の行使が不適切で、児童の利益が害される

５．同法 第８３４条による親権喪失の宣言の請求

・保護者が親権を濫用し不適切な行為を行う場合

児童相談所の写真と案内図
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