
ICTを活用した児童相談所の業務執行体制
強化プラン策定業務委託 完了報告書



報告範囲

1

完了報告書の報告範囲を示します。

業務スケジュール

7/31キックオフ 9/20中間報告会 11/25完了報告会納品

完了報告書

8/6 中央

8/26 中央
8/28-29 柏
8/30 君津

中間報告書

8/20 三重県(産総研)

事業計画書

9/26 中央
(音声認識
システムデモ)

9/6 中央
(勤務表作成
システムデモ)

10/29 東京都
10/30 神奈川県

No 実施項目 7 8 9 10 11

29 5 13 19 26 2 9 17 24 30 7 15 21 28 5 11 18 25

1 イベント マイルストーン

2 プロジェクト準備/中間/完了

3 県児童相談所
へのヒアリング
調査等に基づく
課題の洗い出し

運用実態検証

4 ヒアリング調査

5 ヒアリング調査結果、
課題分析、業務見直
し(BPR)の結果

6 他自治体の活用事例調査

7 ICTを活用した効果的な改善策の
提案

8 提案に係る整備プランの策定



運用実態検証 サマリ

2

検討チームへのヒアリングを実施し、県児童相談所へのヒアリングシートを作成した。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 項目 内容

1 日程 令和元年8月6日＠中央児童相談所

2 ヒアリング対象者 各児童相談所職員

3 調査内容 ・情報管理

・児童相談所システム(福祉総合システム)

・情報共有

・会議

・その他要望

検討チームへのヒアリング調査結果サマリ



運用実態検証 詳細

3

検討チームからの主な意見として、以下が挙がった。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 課題 内容

1 情報管理 ・ケースの書類量が増え、ケースファイルや、必要な情報を探すのに時間を要する。
・児童相談所によっては、ケースファイル保管場所を所内に確保できず、車で20分程かかる場
所に一定期間を過ぎたケースファイルを保管している。可能なら移動時間を削減したい。

2 児童相談所システム

(福祉総合システム)

・受診券や統計等の情報をシステム入力できず、Excel管理している。

・ケースの進捗状況がシステムで可視化されるとよい。

3 情報共有 ・市町村との連携をシステムで行いたい。

・保護児童の情報をシステム管理し、児相間で共有したい。

4 会議 ・会議時間が長いため、運営方法を見直して効率化を図りたい。

・タブレットを使用して、紙資料を電子化したい。

５ その他要望 ・一時保護課にて、24時間365日体制があり、毎月勤務表作成に半日～１日時間を要している。

・AI等、職員の判断を補助する仕組みを検討していただきたい。

検討チームへのヒアリング調査結果



ヒアリング調査結果、課題分析 サマリ

4

県児童相談所(3箇所)へのヒアリングを実施し、課題の洗い出しを行った。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

県児童相談所(3箇所)へのヒアリング調査概要

県児童相談所(3箇所)へのヒアリング調査結果、課題分析 サマリ

No. 課題 件数（要望を含む）

1 情報共有にかかる課題 94

2 ICT環境にかかる課題 55

3 意思決定にかかる課題 41

4 進捗管理にかかる課題 13

5 その他の課題 67

合計 270

No. 項目 実施日

1 ヒアリングシート事前配布 令和元年8月13日

2 ヒアリングシート回収 令和元年8月21日

3 中央児童相談所ヒアリング 令和元年8月26日

4 柏児童相談所ヒアリング 令和元年8月28日，8月29日

5 君津児童相談所ヒアリング 令和元年8月30日



ヒアリング調査結果、課題分析 詳細(1/5)

5

情報共有にかかる課題として、以下が挙がった。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

情報共有にかかる調査結果・課題分析

No. 課題 内容

1 情報管理の煩雑化 紙管理が中心となっており、量が膨大である為、必要情報の捜索に時間を要する。
【意見例】
・約1000冊のケースファイルを取り扱う必要があり、必要ファイルの捜索が困難である。
・過去ファイルを車で20分程度の場所に保管しており、週1回取りに行くため不便である。
・児童相談所システム(福祉総合システム)で管理できない情報が多々存在することが煩雑化の
原因である。

2 所内での情報共有方法 内部の情報共有に係る統一的な方法が定まっていない。
【意見例】
・統一的なスケジュール管理がされていない。
・県のタブレットシステムは入力フローが多く、運用が困難である。
・共有相手が不在の場合、机上にメモを置く運用としているが、確実な情報共有が行なえている
か不安である。

3 外部機関との連携手段 電話が主な手段となっており、柔軟な情報連携が行なえていない。
【意見例】
・夜間や休日は市町村への問合せが不可である為、住民基本台帳の照会に時間を要している。
・外部に共有する情報内容が担当者の裁量に委ねられている部分がある為、適切な情報提供
が成されているか不安である。（様式等定められているものは複数人で内容を確認している）
・児相、外部機関共に業務過多であるため、密な情報連携を行なえていない。



ヒアリング調査結果、課題分析 詳細(2/5)
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ICT環境にかかる課題として、以下が挙がった。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

ICT環境にかかる調査結果・課題分析

No. 課題 内容

1 情報機器の整備不足 業務運用上に必要な情報機器の環境整備が不十分である。
【意見例】
・外出先の職員への連絡手段が、私用携帯への電話連絡に限られている。
・家庭訪問時、道路状況で到着が遅れそうな場合等、私用携帯（スマートフォン）から住民宅へ
直接電話できないので、一旦、所に連絡して、所から住民宅へ電話してもらうケースがあり、
スムーズな連絡が住民にできず、ご迷惑をおかけする場面がある。
・iPadは庁内ネットワークへの接続を前提に個人情報やセキュリティに重きを置きすぎている為、
利便性に欠け、運用上利用が困難なケースが多い。

2 児童相談所システム
(福祉総合システム)の
機能不足及び不具合の
頻発

動作が不安定なうえ、機能が不足している。
【意見例】
・大量の文字数の記録情報を入力している途中にシステムダウンになり、無駄な再入力時間が
発生している。（システムに直接入力せず、Word等へ仮入力し、システムへ文字コピーする等
回避策にも手間がかかっている）
・処理結果が誤っていることもあり、手作業で修正が必要である。



ヒアリング調査結果、課題分析 詳細(3/5)
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意思決定にかかる課題として、以下が挙がった。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

意思決定にかかる調査結果・課題分析

No. 課題 内容

1 会議負担の増大 件数増加等により、会議が長時間化しており、資料準備にも時間を要している。
【意見例】
・ケース数が多く、丸一日時間を要している。集中力を保つのが難しい。
・タブレットやプロジェクター等を用いて、資料を共有できる仕組みを取りたい。
（所に寄っては、会議室が狭く、パソコンやプロジェクターが置けない物理的課題もあり）

2 業務配分のばらつき ケースの重度が明確でない為、業務配分にばらつきが生じてしまう。
【意見例】
・ケース数の可視化や、ケースの重度を客観的な尺度で認識出来れば、根拠に基づいた
業務配分が可能となる。
・班員が多く、状況を把握しきれない。
・福祉司の経験年数や保有ケース数を基に、判断できる配分基準を設けることができればよい。

3 判定の支援 判断に誤りが生じないようなシステムが必要である。
【意見例】
・これまでの判断や経験が蓄積されているデータを参照できるAI等があれば、判断の確実性が
高まるのではないか。



ヒアリング調査結果、課題分析 詳細(4/5)
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進捗管理にかかる課題として、以下が挙がった。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

進捗管理にかかる調査結果・課題分析

No. 課題 内容

1 ケース進捗の不透明化 ケース進捗をシステムで管理できない。ケース数が多く、全ケースの動向を確認することが困難
となっている。
【意見例】
・ケース数及び進捗状況が可視化されれば、管理側の把握が容易となる。
・アラーム機能はあるが業務に必要な細かい条件設定ができない。
・リアルタイムで経過記録を入力していない（多忙のため）ため、口頭で報告を受けたことを記憶し、
進捗を把握している状況である。
・緊急度や遅延順に表示が出来ると、管理がしやすくなる。



ヒアリング調査結果、課題分析 詳細(5/5)
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主なその他の課題として、以下が挙がった。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 課題 内容

1 記録作成の負担増大 面接や訪問の増加に伴って、記録作成の負担が増大している。
【意見例】
・長時間の面接では、1件の記録作成に8時間程時間を要する場合がある。
・音声認識ツールによる記録作成の簡易化を希望する。

2 教育方法の見直し 新職員の増加によって、従来の教育方法では対応が難しくなっている。
【意見例】
・これまでOJT方式で教育を行ってきたが、新任職員の増加に対応できていない。
・人数が増えることは良いが、体系的な教育方法は課題である。
・経験豊富な職員が、新任職員へ業務等勉強会を開催している所もあるが、一部に限られる。
・児相の業務は記録が重要であるが、多忙な為、新任者への記録作成指導が追いつかない。

3 職員管理 時間外勤務等の現状を把握しきれていない。勤務表作成が負担となっている。
【意見例】
・勤務表作成は1日がかりの作業である為、勤務表作成システムの自動化を希望する。
・時間外勤務の内容を把握し、時間外勤務の縮減に繋げる必要がある。

その他の調査結果・課題分析



他自治体の活用事例調査 サマリ
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児童相談所の有識者(三重県)、所管職員(東京都、神奈川県)へのヒアリングを実施し、
ICT利活用や効果的な業務進行管理の動向を調査した。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 日程 都道府県 対象者 調査方法

1 令和元年8月20日 三重県(産総研) 児童相談所の有識者 ヒアリング

2 令和元年10月29日 東京都 児童相談所の所管職員 ヒアリング及び
ヒアリングシート

3 令和元年10月30日 神奈川県

他自治体の活用事例調査 サマリ



ICT等を活用した改善策 サマリ(1/2)
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ヒアリングや他自治体の事例調査結果から、以下の取り組みを提案します。

ICT等を活用した改善策 サマリ

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 項目 内容 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

1 児童相談所システム(福祉総合シス
テム)の刷新機能

現行児童相談所システム(福祉総合システム)を刷新する際、業務改善に資する機能
追加を提案します。

〇 〇 〇 〇

2 音声認識システム 職員が一番時間を要している「記録業務」を音声認識システムで負荷軽減します。 〇

3 勤務表作成システム 一時保護課様で毎月数時間～終日対応の勤務表作成を短時間で完成させます。 〇

4 公用スマートフォン導入（調査課様） 公用スマホ導入にて個人負担を軽減し、コミュニケーション効率を向上させます。 〇 〇

5 ＳＮＳ相談システム（*） 政府の虐待防止対策強化にあるSNSを活用した相談窓口開設推進を提案します。 〇

6 ペーパーレス会議システム 貴県で導入している moreNOTE(モアノート) のさらなる活用を提案します。 〇 〇

7 職員向けオンライン教育
(動画コンテンツ作成・e-learning)

現在、柏児童相談所にて行われている新任職員向け業務勉強会を、撮影・編集し、

動画コンテンツを作成することで県内全児相職員の利用を提案します。
〇

8 職員向けテクニカルライティング
研修(児童記録の書き方向上)

記録業務において、経験年数が長い職員の「記述ノウハウ」を新任職員に伝える時間

が非常に不足しているため、外部講師による研修を提案します。
〇

9 ICT最適化計画策定 タブレット運用も含め、来年度に貴県のICT最適化計画策定を提案します。 〇

10 クラウドファンディング支援（*） 子育て等NPO法人のニーズ調査を含め、クラウドファンディング事業を提案します。 〇

11 県民向け情報提供コンテンツ（*）
(育児ノウハウ集作成・公開)

子育て世代にニーズ調査を含め、Web／動画コンテンツを作成し、二次元バーコード

にしたＵＲＬを印刷したカード／シールを県民に配布する事業を提案します。
〇

12 AIを活用した職員業務支援（*） 三重県の取組みのように、集約した知識をＡＩで活用する業務支援を提案します。 〇

13 県内児童虐待等情報共有システム 県内各機関をネットワーク接続し、虐待情報を共有できる仕組みを提案します。 〇

14 全国児童虐待等情報共有システム 厚生労働省にて令和２年度に開発予定とされている、児童虐待等情報共有システム

と連携、利活用することで、他自治体間と虐待情報を共有できるようになります。
〇

Ａ：情報共有に関する解決策、 Ｂ：ＩＣＴ環境にかかる解決策、 Ｃ：意思決定にかかる解決策、 Ｄ：進捗管理に関する解決策、 Ｅ：その他の課題に関する解決策

Ｆ：Ａ～Ｅ以外の提案項目（児童虐待のケース自体を削減させる取組案） （*）他自治体の事例調査結果



LGWAN系 ②個人番号利用事務範囲外
の児童相談所システム
(福祉総合システム)機能

ICT等を活用した改善策 サマリ(2/2)
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本提案の取り組みを実施するにあたり、セキュリティ（ネットワーク分離）の考え方を示します。

ICT等を活用した改善策 セキュリティ（ネットワーク分離）の考え方

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

個人番号利用
事務系

①個人番号利用事務範囲
の児童相談所システム
(福祉総合システム)機能

④音声認識システム

※将来的には児童相談所
システム(福祉総合シス

テム)機能と融合させる。

本庁内サーバ室

(または委託先データセンタ他)

ボイス
メモ

利用事務用
配付パソコン
(インターネット系

接続不可)

将来的に全国
児童虐待等情
報共有システム
へデータを
提供する。
（LGWAN系）

※ISO/IEC 27001､27017､
27018 等の認証を受けた
システム

クラウド

民間のビジネス用
情報共有システム等

MDM（Mobile Device Management
：モバイルデバイス管理）で統合
管理されたスマートフォン（スマホ）

SSL通信

①児童相談所業務のうち、個人番号利用事務範囲は、個人番号利用事務系の児童相談所システム(福祉総合システム)を利用する。
②児童相談所業務のうち、個人番号利用事務範囲外は、LGWAN系の児童相談所システム(福祉総合システム)を利用する。（①とは分離）
③公用スマホは、MDMで統合管理し、住民の個人を直接特定する情報（氏名・性別・生年月日・住所）を直接扱わずとも利用できる範囲で利用する。
④音声認識システムは、児童相談所システム(福祉総合システム)と将来的に機能を融合させるため、LGWAN系に設置する。

USB
接続

児童相談所

×６ケ所（現時点）

③公用スマホ③公用スマホ



ICT等を活用した改善策 詳細(1/14)
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現行の児童相談所システム(福祉総合システム)を刷新する際、業務改善に資する機
能追加を提案します。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 項目 内容

1 システムの目的 児童相談所職員へのヒアリング結果等を元に、児童相談所システムへの機能追加を行い、円滑
な業務遂行環境を整える。

2 システムの刷新方法 現行業者及び、他業者へＲＦＩ（意見招請）等を行い、次期システムの調達仕様を定め、

各業者からのプロポーザルを受ける。

3 システムの機能

（想定される主な追加

機能）

①システムが安定的に稼働すること。（不具合発生時は速やかに調査・対策できる体制が必要）

②支援方針会議資料等、通常記録業務の入力内容を元に、会議資料が自動的に作成される。

③入力文字数制限を緩和し、詳細な状況を記録できること。（原則は、簡潔に記載する運用）

④補足資料等あれば、ケース記録の明細に容易にＰＤＦ等添付できること。（十分な容量確保）

⑤ケースの進捗状況等、想定される抽出条件を予め設定しておき、管理者がケース進捗度を

把握できるデータを容易に抽出できること。

⑥課を跨って登録・決裁する業務については、適切なエラーチェックで決裁が容易になること。

⑦厚生労働省で計画している情報共有システムと連動できること。

4 スケジュール案 ・令和元年度：令和２年１月～３月システム業者へのＲＦＩ提示

・令和２年度：４月～９月調達仕様確定、調達、業者選定・契約、１０月～システム開発

令和３年度までシステム開発

・令和４年度：４月～新システム稼働

ICT等を活用した改善策 ： 児童相談所システム(福祉総合システム)への機能追加



ICT等を活用した改善策 詳細(2/14)

14

職員が一番時間を要している「記録業務」を音声認識システムで負荷軽減します。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 項目 内容

1 システムの目的 主に調査課、相談課で最大の業務負荷となっている「記録業務」について、音声認識システム
を活用することで、手入力ではなく、ＩＣＴで音声からテキスト変換した自動入力を活用し、業務負
荷を軽減します。（残業時間の削減）

2 システムの利用範囲 主に、調査課における家庭訪問後の記録業務、相談課における電話相談の記録業務

3 システムの機能 ①公用スマートフォンやＩＣレコーダによる記録内容の音声録音を行い、音声ファイルをシステム

にアップロードすることで、テキスト化されたファイルをダウンロード可能とする。調査課支援用。

（個人情報保護のため、職員毎にファイルを管理できる仕組みとする）

②パソコンに接続したＵＳＢマイクを利用し、ほぼリアルタイムで音声をテキスト化することで、

定例会議の議事録作成業務を効率化する。その他、会議等でも活用可能。

③相談課において、電話機に専用機器を取り付けることで、電話の会話内容をパソコンで、

ほぼリアルタイムにテキスト化することで、クレーム電話内容を対応者以外の職員も容易に

把握・サポートし、適切な電話対応が可能となる。また、相談課の電話相談全般の記録業務を

支援する。

4 スケジュール案 ・令和２年度：４月調達仕様確定、５月調達、６月業者選定・契約、７月～１０月システム導入、

１０月下旬操作研修、１１月運用開始

・将来的に、児童相談所向けシステムと連動し、システムへの記録入力作業を効率化する。

ICT等を活用した改善策 ： 音声認識システムの構築



ICT等を活用した改善策 詳細(2/14)(イメージ)

15

職員が一番時間を要している「記録業務」を音声認識システムで負荷軽減します。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

ICT等を活用した改善策 ： 音声認識システムの構築(イメージ)

音声認識サーバ兼
ＷＥＢサーバ

音声認識エンジン

利用者ポータル
サイト

音声 テキスト貴県
ﾈｯﾄﾜｰｸ

音声認識
利用者

ポータルサイト

ｽﾏﾎｹｰﾌﾞﾙ

１児童相談所あたり、同時に
６～７音声をテキスト変換可能な
サーバスペックを想定しています

調査員の方が家庭訪問直後に、公
用車内で訪問メモを公用スマホへ録
音し、帰所後に、ボイスメモをＰＣへコ
ピーする。ボイスメモのファイルをシス
テムへアップロードし、テキスト変換す
る。（変換結果をＰＣで利用する）

面談時等、自身の発言内容を、襟元につけたピンマイク
を通して、公用スマホへ録音し、面談後に、ボイスメモを

ＰＣへコピーする。ボイスメモのファイルをシステムへアップ
ロードし、テキスト変換する。（変換結果をＰＣで利用する）

相談課等の電話にかかってきた電
話の会話内容をリアルタイムにＰＣ画
面にテキスト表示します。クレーム内
容等、周囲の方がパソコン画面で通
話内容を目視確認できます。通話後、
テキストを保存できます。パソコンで
通話録音も可能です。

職員用ＰＣ

専用ソフトウェアで
ボイスメモファイルを
ＰＣへコピーする。

想定ユースケースは４種類

自席で机上マイクを利用し、キー
ボード入力ではなく、音声入力で、記
録を入力する。また会議時は進行役
の方の音声をリアルタイムで議事録担
当者のノートＰＣ画面にテキスト表示し、
議事録作成作業を軽減する。

♪ボイスメモ

机上スタンド
ＵＳＢマイクロホン

ｽﾏﾎｹｰﾌﾞﾙ

♪ボイスメモ

発言を公用スマホに録音し、発言内容をＰＣへコピーする。

ピンマイク

ＵＳＢ

ＵＳＢ

通話変換アダプター

リアルタイム
テキスト変換

リアルタイム
テキスト変換

1

2

3

4



ICT等を活用した改善策 詳細(3/14)

16

一時保護課で毎月数時間～終日かかっている勤務表の作成を短時間で完成させます。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 項目 内容

1 システムの目的 一時保護課で毎月数時間～終日かかっている勤務表の作成が短時間で完成し、負荷を軽減さ
せます。

2 システムの利用範囲 ２４時間３６５日、保育士等が勤務している業務において、職員毎の勤務条件を考慮した勤務表

をパソコンで自動的に作成します。毎月下旬に各一時保護課での利用を想定しています。

3 システムの機能 ・勤務回数、勤務パターン、禁止勤務パターン、勤務間隔、連休指定、勤務の分散化、

勤務曜日の平均化、連続勤務日数、勤務回数の差、グループ人数、経験年数を考慮、

男女比率 などを、事前に指定した条件で、自動的に勤務表を作成する。

4 スケジュール案 ・令和２年度：４月調達仕様確定、５月調達、６月業者選定・契約、７月～８月システム導入、

９月上旬操作研修、９月下旬運用開始

ICT等を活用した改善策 ： 勤務表作成システムの構築



ICT等を活用した改善策 詳細(4/14)

17

公用スマホ導入にて個人負担を軽減し、コミュニケーション効率を向上させます。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 項目 内容

1 システムの目的 調査課にて、家庭訪問時に職員間で電話等連絡を行っている業務にて、公用スマホを活用しま
す。

2 システムの利用範囲 調査課職員が、家庭訪問時に職員間で電話連絡を行う。

事前にルール決めすることにより、公用スマホから直接訪問先家庭への電話連絡が可能となる。

（現在は、所へ連絡し、所から代理の職員が訪問時間遅延等を連絡している）

貴県のスケジュール管理システムを公用スマホで確認する。（スマホのブラウザを利用）

ビジネス向けチャットツール等の利用により、職員間でよりきめ細やかな情報連携が可能。

家庭訪問後、公用車に乗車した際、公用スマホに訪問結果を音声メモする。

3 システムの機能 ・ＭＤＭ（モバイルデバイス管理システム）導入による盗難・紛失対策、利用状況管理、機能制限

・スマホのユーザＩＤを含めた初期設定を行い、指定されたアプリのみ利用可能

・＋メッセージアプリや、ＬＩＮＥ WORKS等のチャットツールによるコミュニケーション機能

・ブラウザ機能による、貴県スケジュール管理システムの利用

・駐車場を容易に把握するための地図（ＧＰＳ）機能利用

4 スケジュール案 ・令和２年度：４月調達仕様確定、５月調達、６月業者選定・契約、７月～８月スマホの初期

設定（キッテング）、９月上旬利用方法説明会、９月中旬～運用開始

ICT等を活用した改善策 ： 公用スマートフォンの導入（調査課）



ICT等を活用した改善策 詳細(5/14)

18

政府の虐待防止対策強化にあるSNSを活用した相談窓口開設推進を提案します。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 項目 内容

1 システムの目的 政府の虐待防止対策強化にあるSNSを活用した相談窓口開設推進を提案します。

2 システムの利用範囲 県民が、スマホのSNSアプリから児童虐待に関連する相談を行います。県民からの相談を直接
受ける相談員は、他県同様、アウトソーシングにより委託する想定です。SNS相談を受ける委託
先にて、事前に取り決めした条件にあった相談に限り、児童相談所へ連絡する運用を想定してい
ます。

3 システムの機能 ・SNSアカウントからの相談登録機能（SNSアプリ画面）
・SNSからのメッセージをパソコンに表示し、チャット相談できる、SNS相談委託先システム

・SNS相談委託先から、児童相談所へ虐待の疑いがある相談内容を連絡するシステム

・東京都、神奈川県では、SNSは「LINE」(LINE社が提供)を利用している。神奈川県では、当初
「児童虐待防止相談LINE」として試行していたが、本運用では「子ども家庭110番相談LINE」とし
て、児童虐待だけでなく子育て全般に関して、SNS相談システムを活用している。貴県でも、児童
虐待以外での子育て全般に関する相談や、他相談事務との統合による効率的な運用が望まし
いと考えられます。SNS相談システムには、簡易的な問合せに自動回答する自動会話プログラ
ム(チャットボット)の搭載も検討する必要があると考えられます。なお、先行している東京都と神奈
川県の運用結果として、LINE相談の受付（専門職の対応）をアウトソーシングし、児童相談所への
新たな負担は見られないとのことである。

4 スケジュール案 ・令和２年度：４月調達仕様確定、５月調達、６月業者選定・契約、７月～９月システム導入

１０月～１月試行運用、２月～本格運用開始

ICT等を活用した改善策 ： ＳＮＳ相談システムの導入



ICT等を活用した改善策 詳細(6/14)
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貴県で導入している moreNOTE(モアノート) のさらなる活用を提案します。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 項目 内容

1 システムの目的 ペーパーレス会議システムを活用し、会議資料のタブレット参照、ケース資料の電子保存推進を
提案します。

2 システムの利用範囲 定例会議にて、説明員が読み上げている家庭状況資料を moreNOTE に登録し、会議参加者が
タブレットを参照することで、状況説明時間を短縮する。

また、ケース資料の電子保存先とすることで、離れた建屋にケース資料を取りに行く機会が削減
できると考えます。（資料をスキャンして moreNOTE に登録する運用が別途必要）

3 システムの機能 ・ペーパーレス会議機能

・ドキュメントの電子保存機能 等

4 スケジュール案 ・令和２年度：４月以降、貴県による moreNOTE 運用方法見直し実施を想定しています。

ICT等を活用した改善策 ： ペーパーレス会議システムの活用



ICT等を活用した改善策 詳細(7/14)

20

現在、柏児童相談所にて行われている新任職員向け業務勉強会を、撮影・編集し、

動画コンテンツを作成することで県内全児相職員の利用を提案します。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 項目 内容

1 システムの目的 近年、急激に増員されている新任職員へ経験が長い職員の業務ノウハウを、職員の新たな負担
無く、全児童相談所の新任職員へ提供し、職員育成支援を行います。

2 システムの利用範囲 業務勉強会を撮影・編集した動画コンテンツを、専用のＷｅｂサイトに掲載し、県内６児童相談所

の新任職員が、動画コンテンツを閲覧します。

3 システムの機能

（予定）

・動画作成会社への委託による動画コンテンツの作成

・動画コンテンツ掲載サイトへのＩＤ／パスワード管理

・動画コンテンツ掲載サイトへ新コンテンツの掲載運用

※上記は、各事業者へ委託する想定です。

4 スケジュール案 ・令和２年度：４月調達仕様確定、５月調達、６月業者選定・契約、７月～１２月勉強会撮影

８月～１月随時動画をＷｅｂサイトに掲載、８月～運用開始

ICT等を活用した改善策 ： 職員向けオンライン教育(動画コンテンツ作成・e-learning)



ICT等を活用した改善策 詳細(8/14)

21

記録業務において、経験年数が長い職員の「記述ノウハウ」を新任職員に伝える時間
が非常に不足しているため、外部講師による研修を提案します。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 項目 内容

1 計画策定目的 記録業務において、経験年数が長い職員の「記述ノウハウ」を新任職員に伝える時間が非常に
不足しているため、外部講師による研修を提案します。

2 計画の範囲 ＩＣＴではありませんが、好事例の記録票を数事例選定し、テクニカルライティング講師派遣会社
へ事前送付します。講師にて事前確認した上で、県内６児童相談所にて、実業務に即したテク
ニカルライティング研修を実施します。

3 委託内容案 ・研修前に、好事例の記録票等を数事例選定し、委託先事業者に送付する。

・委託先事業者にて記録票等を分析し、研修内容を確定する。

・児童相談所毎に２回ずつ研修を実施。（６児童相談所にて、合計１２回）

4 スケジュール案 ・令和２年度：４月調達仕様確定、５月調達、６月業者選定・契約、７月～９月研修実施

ICT等を活用した改善策 ： 職員向けテクニカルライティング研修(児童記録の書き方向上)



ICT等を活用した改善策 詳細(9/14)

22

中期的な改善策として、 ＩＣＴ最適化計画の策定を示します。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 項目 内容

1 計画策定目的 ＩＣＴを活用した効果的な改善策の提案により今後ＩＣＴを導入するにあたり、システムや機器の重
複、連携の複雑化を回避し効果的なＩＣＴを導入をするため、ネットワーク・基盤・既存システムな
どとの最適化の計画の策定を図ります。

2 計画の範囲 貴県の児童家庭課、各児童相談所

※ 児童相談所システム(福祉総合システム)の見直しは対象外とします。

3 計画策定のプロセス ＩＣＴ最適化計画策定においては、システムのあるべき姿に対して現状の位置付けを明確にした
上で、今後の各システム及び機器等の整備に関して、その調達範囲、費用設定、スケジュール
などの目標値の設定が必要なため、以下のプロセスにて実施します。

フェーズ① 調査/分析/問題/課題

フェーズ② 方針策定

フェーズ③ 実施計画

フェーズ④ 調達

フェーズ⑤ 評価

4 スケジュール案 ・令和２年度：ＩＣＴ最適化計画策定

・令和３年度以降：ＩＣＴ最適化計画に基づくＩＣＴ施策の整備・構築を順次行う

ICT等を活用した改善策 ： ＩＣＴ最適化計画策定



ICT等を活用した改善策 詳細(10/14)
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子育て等NPO法人のニーズ調査を含め、クラウドファンディング事業を提案します。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 項目 内容

1 計画策定目的 近年、クラウドファンディングが活用されており、子育て支援を行っているNPO法人のクラウドファン
ディングも実施されています。
貴県でクラウドファンディングを支援する事業者に、県内NPO法人へのクラウドファンディング支援
を行う事業を委託し、委託費以上の資金がNPO法人へ集まることを目的とします。

2 計画の範囲 県内の子育て支援を行っているNPO法人にニーズ調査を行い、希望団体を把握します。

クラウドファンディング支援で成功事例を持つ事業者を募集し、選定後に、指定NPO法人への

クラウドファンディング支援を実施します。

3 計画策定のプロセス ・県内の子育て支援を行っているNPO法人へのヒアリング（ニーズ調査）

・クラウドファンディング支援事業者へのヒアリング（必要経費、作業条件等）→予算化

・クラウドファンディング支援事業者選定と、指定NPO法人のクラウドファンディング実施

・クラウドファンディング支援事業者及び指定NPO法人による成果公表

4 スケジュール案 ・令和３年度：県内の子育て支援を行っているNPO法人へのヒアリング（ニーズ調査）

クラウドファンディング支援事業者へのヒアリング（必要経費、作業条件等）

・令和４年度：４月調達仕様確定、５月調達、６月業者選定・契約、７月～NPO法人への支援、

１２月支援事業者及びNPO法人による成果公表

ICT等を活用した改善策 ： クラウドファンディング支援



ICT等を活用した改善策 詳細(11/14)

24

子育て世代にニーズ調査を含め、Web／動画コンテンツを作成し、二次元バーコード
にしたＵＲＬを印刷したカード／シールを県民に配布する事業を提案します。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 項目 内容

1 計画策定目的 スマートフォン（以下スマホ）が普及し、子育て中の県民が利用している情報入手ルートがスマホ
主流であることを鑑みて、スマホ用の子育てノウハウ提供Ｗｅｂ／動画コンテンツを拡充する。
育児中の県民に子育てノウハウを提供し、虐待事案件数を削減することを目的とする。

2 計画の範囲 子育て中の県民が必要としている情報をコンテンツ化し、Web掲載を行う。

Web掲載したコンテンツのURLを、二次元バーコードにし、カード／シール等に印刷した上で、市町
村窓口等を通じて、妊娠／育児中の県民に配布する。

3 計画策定のプロセス ・子育て中の県民に対するニーズ調査（必要とされている情報の確認）

・コンテンツ作成事業者へのヒアリング（必要経費、作業条件等）→予算化

・コンテンツ作成事業者選定と、コンテンツ作成

・県民へのコンテンツＵＲＬ周知

4 スケジュール案 ・令和２年度：子育て中の県民に対するニーズ調査（必要とされている情報の確認）

コンテンツ作成事業者へのヒアリング（必要経費、作業条件等）

・令和３年度：４月調達仕様確定、５月調達、６月業者選定・契約、７月～コンテンツ作成等、

１０月～県民への公開

ICT等を活用した改善策 ： 県民向け情報提供コンテンツ(育児ノウハウ集作成・公開)



ICT等を活用した改善策 詳細(12/14)

25

中期的な改善策として、 AIを利用した職員業務支援を示します。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 項目 内容

1 システムの目的 児童虐待に関する通告や相談件数が増え続けている中で、長年のあいだ児童の相談業務や子
育て支援を行っているベテラン職員であっても、児童が実際に虐待を受けているかどうかの判定
は非常に困難であり、また中堅や新任の職員のベテラン職員への早期育成にも限界があります。
このような中で、過去のケース事例やベテラン職員が持つ知見を「データベース化」し、さらに「職
員の業務遂行支援」を行います。これにより、直近の職員の負担軽減と早期育成の課題を解消
し、さらに将来的には「AIの導入」に繋げます。

2 システムの機能 主に以下の機能の実装を計画します。

・過去のケース事例やベテラン職員が持つ知見の見える化

・AIによる意思決定の支援

3 スケジュール案 ・令和３年度：対象の児童相談所での現行のデータ収集・調査・整理と実証実験

・令和４年度：前年度整理データを基にしたデータベースの構築・AIによる業務支援の運用開始

ICT等を活用した改善策 ： AIを活用した職員業務支援



ICT等を活用した改善策 詳細(13/14)
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中期的な改善策として、 県内児童虐待等情報共有システムの構築を示します。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 項目 内容

1 システムの目的 貴県の児童虐待に関する関係機関との情報共有の円滑化・迅速化を図り、各機関の業務効率
を向上すると共に、児童虐待防止対策の強化を図り、要保護児童等への対応に万全を期する。

2 システムの利用範囲 要保護児童対策地域協議会の代表的な構成員（貴県の各児童相談所、警察、市町村、学校、
保育所・幼稚園、医療機関）を基本とし、貴県の児童家庭課が統括することを想定する。

3 システムの機能 主に以下の機能の実装を計画します。

・各機関が保有する情報の「登録」及び登録された情報の「閲覧・共有」

・各機関の間で連携が必要となる情報の「閲覧・共有」

※ システム機能の詳細は、厚生労働省が令和２年度から整備を開始する「全国児童虐待等
情報共有システム」(市町村のみ接続可)と整合性を図りながら実施する。

4 スケジュール案 ・令和３年度：関係機関のニーズ調査・システム機能要件の検討、情報提供依頼（RFI）実施、

調達仕様書の作成

・令和４年度：調達・構築

・令和５年度：利用開始・システム運用

ICT等を活用した改善策 ： 県内児童虐待等情報共有システムの構築



ICT等を活用した改善策 詳細(14/14)
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中期的な行政動向として、 全国児童虐待等情報共有システムの利用を示します。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 項目 内容

1 システムの目的 厚生労働省の令和２年度概算要求に計上されている「全国児童虐待等情報共有システム」を
活用することで、千葉県内の市町村や、他県の市区町村と情報共有可能になると想定されます。

2 システムの利用範囲 千葉県内市町村の児童相談担当部署との情報連携をシステムで対応することで、よりスピー
ディーに対象児童に関する情報を把握できるようになると想定されます。

3 システムの機能 平成３０年度の厚生労働省調査研究事業の報告書では具体的な機能が示されていないため

今年度の調査研究事業結果または、厚生労働省事務連絡を確認する必要があります。

4 想定スケジュール ・令和元年度 ：厚生労働省からシステム仕様開示

・令和２～３年度：貴県児童相談所システム(福祉総合システム)の再構築の中で、「児童虐待に

関する情報共有システム」と連携できる機能を開発する。

・令和４年度 ：「全国児童虐待等情報共有システム」の利用開始（千葉県内市町村含む）

ICT等を活用した改善策 ： 全国児童虐待等情報共有システムの利用



整備プラン サマリ

28

ICTを活用した改善策について、適切な作業方法、工程等を示します。

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No. 項目 内容

1 福祉総合システムの刷新機能 令和元年度：令和２年１月～３月システム業者へのＲＦＩ提示、令和２年度：４月～９月調達仕様確定、調達、業者選定・契約、１０月～シス
テム開発、令和３年度までシステム開発、令和４年度：４月～新システム稼働を計画します。

2 音声認識システム 他の現場への展開による効果が見込まれるため、令和２年度上期（４～９月）に調達～構築を行い、令和２年度下期（１０月～）からの利用
開始を計画します。

3 勤務表作成システム

4 公用スマートフォン

5 ＳＮＳ相談システム 政府の虐待防止対策強化のSNS活用による相談窓口開設推進に関するため、令和２年度（４～３月）に調達～構築を行い、令和３年度（４
月～）からの利用開始を計画します。

6 ペーパレス会議システム 貴県の既導入ツールのさらなる活用のため、令和２年度（４～３月）に運用方法の見直しを計画します。

7 職員向けオンライン教育
(動画コンテンツ作成・e-learnig)

職員の不足と新任への教育の負担を早期に解消するため、令和２年度上期（４～９月）に調達～構築を行い、令和２年度下期（１０月～）か
らの利用開始を計画します。

8 職員向けテクニカルライティング

研修(児童記録の書き方向上)

職員の不足と新任への教育の負担を早期に解消するため、令和２年度（４～3月）に準備～開始を計画します。

9 ICT最適化計画策定 ニーズが高く既に一定の効果が見込まれるため、令和２年度（４～3月）に調達～利用開始を計画します。

10 クラウドファンディング支援 令和３年度にニーズ調査を行った上で、令和４年度からの調達・準備・利用開始を計画します。

11 県民向け情報提供コンテンツ

(育児ノウハウ集作成・公開)

令和２年度に提供内容やニーズ調査を行った上で、令和３年度上期（４～９月）に調達～作成を行い、令和３年度下期（１０月～）からの利
用開始を計画します。

12 AIを活用した職員業務支援 令和３年度に実証実験による効果測定を行った上で、令和４年度からの構築・利用開始を計画します。

13 県内児童虐待等情報共有
システム

令和３年度の国の情報共有システムの整備計画の動向・仕様の確認と、県内各機関のニーズ調査を行った上で、令和４年度からの調達・
構築・利用開始を計画します。

14 全国児童虐待等情報共有
システム

令和元年度：厚生労働省からシステム仕様開示、令和２～３年度：貴福祉総合システムの再構築の中で、「全国児童虐待等情報共有シス
テム」と連携できる機能を開発、令和４年度：「全国児童虐待等情報共有システム」の利用開始（千葉県内市町村含む）を計画します。

整備プラン サマリ



整備プラン 工程
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工程について、短期的取組及び中期的取組を示します。

整備プラン 工程

課題
分析

BPR
結果

ICT
改善

整備
プラン

No ICTを活用した改善策 取組
区分

令和2年度 令和3年度 令和4年度

4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

1 児童相談所システム(福祉総合システム)の
刷新機能

短期

2 音声認識システム

3 勤務表作成システム

4 公用スマートフォン

5 ＳＮＳ相談システム

6 ペーパーレス会議システム

7 職員向けオンライン教育
(動画コンテンツ作成・e-learnig)

8 職員向けテクニカルライティング研修
(児童記録の書き方向上)

9 ICT最適化計画策定

10 クラウドファンディング支援 中期

11 県民向け情報提供コンテンツ
(育児ノウハウ集作成・公開)

12 AIを活用した職員業務支援

13 県内児童虐待等情報共有システム

14 全国児童虐待等情報共有システム

ニーズ調査 調達・準備・開始

実証試験 構築 開始

ニーズ調査 調達・構築 開始

開始調達・作成

開始

開始

開始

開始

調達・計画策定

準備・開始

調達・構築

調達・構築

調達・準備

調達・構築

運用方法見直し

効果が期待され、他の現場でも展
開可能と判断できれば、令和３年
度以降予算申請いただき、随時
拡大していただく。

開始調達・構築

開始準備(仕様確認)・調達・構築

開始調達・構築


