
≪千葉県子どもを虐待から守る基本計画≫ 平成３０年度 評価シート１ 
第２章 第１節 発生予防、早期発見及び早期対応 

      （１） 発生予防 

 

<取組の状況> 

① 母子保健施策と連携した未然防止 

○主な実績  

◆妊娠から出産、子育てまで子育て世代に対し切れ目ない支援を行うため、市町村が 

設置する「子育て世代包括支援センター」について、未設置市町村に対して設置を

促進するとともに、既に設置している市町村がより効果的な運営ができるよう、セ

ミナーの開催やアドバイザーの派遣、センター職員向け研修会を行った。 

また、健康福祉センター圏域ごとに連絡調整会議や母子保健推進協議会等を開催し、 

情報共有を図る等支援体制整備に努めた。 

◆予期しない妊娠など、様々な事情から妊娠出産に不安や悩みを抱える女性等からの

相談を受け、早期に適切な支援機関につなげる相談窓口「にんしんＳＯＳちば」を

開設した。 

◆児童虐待を早期に発見しやすい市町村母子保健担当者に対し研修を実施した。 

・市町村母子保健担当者研修    ６回（２９２名参加） 

 

○問題点・課題 

◆令和 2 年度末までに全市町村に子育て世代包括支援センターが設置されるよう、市町

村が抱える課題解決のための支援や関係者の研修等を継続していく必要がある。 

◆必要な人に情報が行き届くよう「にんしんＳＯＳちば」の周知を図る必要がある。 

◆児童虐待への予防的介入や発見しやすい立場にある母子保健担当者に対する研修は児

童虐待防止対策を行う上で重要であり、今後も継続して実施する必要がある。 

 

○今後の取組 

◆妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の実現、充実に向け、子育て世代包括支

援センターの設置促進を図るためのアドバイザー派遣や関係職員向けスキルアップ



研修を継続する。 

◆県内高等学校へ「にんしんＳＯＳちば」を周知するとともに、カード型チラシ等の配

布協力を行う。また、市町村等支援機関に向け、事業目的や実績を伝え、事業の理解

を深めていく。 

 

② 必要な支援につなげるための情報提供と相談体制の充実 

○主な実績（再掲含む） 

◆児童虐待をはじめとする電話相談に、中央児童相談所の電話相談員が２４時間・  

３６５日体制で対応している。（相談件数３,４９７件） 

◆予期しない妊娠など、様々な事情から妊娠出産に不安や悩みを抱える女性等からの

相談を受け、早期に適切な支援機関につなげる相談窓口「にんしんＳＯＳちば」を

開設した。 

 

○問題点・課題（再掲含む） 

◆相談先及び通告先窓口として、一層の周知が必要である。 

◆電話相談を受けた場合には、その後の迅速な安全確認の実施へと円滑につなぐこと

が必要である。 

◆必要な人に情報が行き届くよう「にんしんＳＯＳちば」の周知を図る必要がある。 

 

○今後の取組(再掲含む) 

◆広報啓発等において相談・通告窓口の周知を行う。 

◆電話相談を受けた場合には、関係する児童相談所へ迅速に情報を伝達し、速やかに

安全確認を行うことを徹底する。 

◆県内高等学校へ「にんしんＳＯＳちば」を周知するとともに、カード型チラシ等の

配布協力を行う。また、市町村等支援機関に向け、事業目的や実績を伝え、事業の

理解を深めていく。 

 

 

 



③ 地域全体で支援する仕組みづくりの推進 

○主な実績 

◆市町村が設置する「要保護児童対策地域協議会」に対し、学識経験者や児童精神科

医師、臨床心理士等をアドバイザーとして１６回派遣し、市町村が行う児童虐待  

防止対策のバックアップを図った。 

◆市町村職員や関係機関に対して、児童虐待に関する知識や対応に関して体系化した

研修を実施した。 

・DV・児童虐待相談新任職員研修（Ⅰ部）３回（３７５名参加） 

                  （Ⅱ部）３回（３７３名参加） 

・DV・児童虐待相談担当者研修 ２回（１８５名参加） 

◆児童虐待を早期に発見しやすい市町村母子保健担当者や児童福祉担当者、管理職等

に対し研修を実施した。 

・市町村母子保健担当者研修    ６回（２９２名参加） 

・児童虐待防止対策担当管理職研修 １回（９４名参加） 

・要保護児童対策調整機関調整担当者研修 

外部研修機関へ委託し全７日間の課程を２回実施し、１６名が修了 

◆関係機関連携強化のために、市町村等児童虐待担当管理職を対象とした会議や、  

千葉県内における要保護児童等の支援に関わる関係機関の代表者による会議を実施

し、児童虐待の現状や防止対策について共通認識を図った。 

  ・市町村等児童虐待防止対策担当課長会議 １回（１０２名出席） 

  ・千葉県要保護児童対策協議会      １回（３４名出席） 

 

○問題点・課題 

◆市町村からの依頼により、アドバイザー派遣を実施しているが、利用する市町村が

限られてきており、また、利用する市町村数は未だ少ない。 

◆増加する児童虐待に対する危機意識の高まり等から、より実践的で確かな知識や技

術を身に着けられるように、研修内容等を見直す必要がある。 

◆児童虐待を発見しやすい立場にある市町村職員に対する研修や連携を図ることは 

児童虐待防止対策を行う上で重要であり、今後も継続して実施する必要がある。 



○今後の取組 

◆市町村を対象とした会議において事業周知を行う。 

◆個別ケース対応に困難を有する事例の相談時にアドバイザーの利用を勧奨する。 

◆研修の内容や実施回数等について、検討を行う。 

◆引き続き関係機関に対する研修や会議を開催し、連携体制の構築を図る。 

 

④ 広報啓発活動の充実 

○主な実績 

◆オレンジリボンキャンペーンとして、アクアラインマラソンでのブース設置や、船

橋健康まつり、ジェフユナイテッド千葉のホームゲームでの街頭キャンペーンを実

施し、啓発物品９,７００部を配布した。 

◆ラジオ放送局にて、虐待防止のスポットＣＭ（２０秒）を制作し、虐待防止月間で

ある１１月に毎日放送した。 

◆乳幼児健診用の児童虐待防止リーフレット及びクリアファイルを作成し、各市町を

通じて配布した。 

◆１１月の女性に対する暴力をなくす運動期間に、ＤＶ防止と併せて児童虐待防止の

パネル展示及びチラシの配布を行った。 

 

○問題点・課題 

 ◆ラジオＣＭ、街頭キャンペーン等の啓発活動は、虐待防止月間の１１月に集中して

いるため、月間以外の期間にも啓発活動を行い、より一層虐待防止を推進する必要

がある。 

 

○今後の取組 

◆年間を通じて広報啓発イベントやラジオＣＭ等を行うことにより、県民に対する周

知を強化していく。 

◆ＤＶと児童虐待は密接な関係にあることから、キャンペーン等においては引き続き

連携するとともに、より効果的な広報を実施し、ＤＶ・児童虐待防止に取り組む。 

 



<数値状況> 

目標項目 Ｈ28(当初) H29(実績) Ｈ30(実績) R 元(目標) 
養育支援訪問事業の

実施市町村数 29 市町村 32 市町村 32 市町村 全市町村 

子育て世代包括支援
センターの設置数 11 市町村 20 市町村 28 市町村 42 市町村 

 

  



≪千葉県子どもを虐待から守る基本計画≫ 平成３０年度 評価シート２ 
第２章 第１節 発生予防、早期発見及び早期対応 

      （２） 児童虐待の早期発見と対応 

 

<取組の状況> 

① 市町村や関係機関との連携の推進 

○主な実績（再掲含む） 

◆児童虐待を早期に発見しやすい市町村母子保健担当者や児童福祉担当者、管理職等

に対し研修を実施した。 

・市町村母子保健担当者研修    ６回（２９２名参加） 

・児童虐待防止対策担当管理職研修 １回（９４名参加） 

・要保護児童対策調整機関調整担当者研修 

外部研修機関へ委託し全７日間の課程を２回実施し、１６名が修了 

◆関係機関連携強化のために、市町村等児童虐待担当管理職を対象とした会議や、  

千葉県内における要保護児童等の支援に関わる関係機関の代表者による会議を実施

し、児童虐待の現状や防止対策について共通認識を図った。 

 ・市町村等児童虐待防止対策担当課長会議 １回（１０２名出席） 

  ・千葉県要保護児童対策協議会      １回（３４名出席） 

◆市町村が設置する「要保護児童対策地域協議会」に対し、学識経験者や児童精神科

医師、臨床心理士等をアドバイザーとして１６回派遣し、市町村が行う児童虐待  

防止対策のバックアップを図った。 

◆親の孤立による児童虐待を防止するため、中央児童相談所以外の５か所の児童相談

所にも電話相談員を配置した。 

◆児童福祉司と共に虐待対応を行う児童虐待対応協力員を中央・市川・柏児童相談所

に各 2 名、銚子・東上総・君津児童相談所に各 1 名配置した。 

◆児童虐待を受けた子どもの心理的ケアの充実を図るため、各児童相談所の一時保護

所に心理療法担当職員を配置した。 

◆保護者へのカウンセリング指導を実施するため、各児童相談所に嘱託精神科医を 

配置した。 



◆子ども及び家族へのより有効な支援のために、精神科医やソーシャルワーカー等を

登録し活用した。また、各児童相談所から推薦された職員により家族関係支援の  

技法を研究し、有効な家族関係支援について推進を図った。 

◆深刻化する児童虐待にこれまで以上に的確に対応するため、児童相談所の体制強化

を計画的に進めているところであり、児童福祉司等の専門職員を７５名増員した。 

◆児童相談所職員の専門性強化に資する研修を実施した。 

・相談措置課・調査課現任研修  ４回（延べ２８９名参加） 

・診断指導課現任研修      ５回（延べ１７４名参加） 

・一時保護課現任研修     １２回（延べ２３６名参加） 

・職種混合研修         ４回（延べ２５９名参加） 

・重点テーマ研修        ２回（６６名参加） 

・警察と児童相談所の合同研修  １回（２９名参加） 

◆高度かつ困難な事例に対応するため、弁護士・医師・臨床心理士等専門家の助言等

を受けられる体制を整備した。 

・児童虐待対応専門委員制度      ４４名登録 相談件数 ６７件 

・児童虐待対応法律アドバイザー制度  ３３名登録 相談件数１９６件 

・児童虐待対応協力医師・歯科医師制度 １５名１団体登録 相談件数 ７１件 

・家族関係支援スーパーバイザー制度   ７名登録 相談件数 １５件 

◆３１年１月に１０歳女児が死亡した事例に対し、社会福祉審議会に設置した社会的

養護検討部会の「児童虐待死亡事例等検証委員会」において、３１年２月に第１回、

３月に第２回の検証委員会を開催した。 

◆千葉県歯科医師会の協力を得て、児童相談所における一時保護児童に歯科検診を 

実施した。  

 

○問題点・課題（再掲含む） 

◆児童虐待を発見しやすい立場にある市町村職員に対する研修や連携を図ることは 

児童虐待防止対策を行う上で重要であり、今後も継続して実施する必要がある。 

◆市町村からの依頼により、アドバイザー派遣を実施しているが、利用する市町村が

限られてきており、また、利用する市町村数は未だ少ない。 



◆児童虐待対応件数は増加傾向にあり、専門職の確保及び資質向上が求められる。 

◆児童福祉司や児童心理司、保育士に加えて、弁護士、警察官及び保健医療職の配置

と、各専門職が連携して対応することが要請される。 

◆児童相談所専門職の増員や多職種化への対応が必要である。 

◆児童相談所における活用可能な外部専門家等の一層の拡充が求められる。 

◆１０歳女児の死亡事例について、検証委員会による検証を行い、速やかに死亡事例

検証報告書を作成する必要がある。 

 

○今後の取組（再掲含む） 

◆引き続き関係機関に対する研修や会議を開催し、連携体制の構築を図る。 

◆市町村を対象とした会議において事業周知を行う。 

◆個別ケース対応に困難を有する事例の相談時にアドバイザーの利用を勧奨する。 

◆全ての児童相談所への弁護士、警察官及び保健医療職の配置を推進する。 

◆各専門職の技能向上及び専門職間の連携強化のために研修への参加を促進する。 

◆児童相談所専門職の増員に対応した研修計画の見直しに取り組む。 

◆児童相談所における外部専門家の登録数の増加に向けた働きかけを行う。 

◆今後作成される死亡事例検証報告書を受けて、再発防止に向けた取組方針を検討し

確実に実施する。 

 

② 社会的関心の喚起と子どもの権利擁護の推進 

○主な実績（再掲含む） 

◆オレンジリボンキャンペーンとして、アクアラインマラソンでのブース設置や、船

橋健康まつり、ジェフユナイテッド千葉のホームゲームでの街頭キャンペーンを実

施し、啓発物品９,７００部を配布した。 

◆ラジオ放送局にて、虐待防止のスポットＣＭ（２０秒）を制作し、虐待防止月間で

ある１１月に毎日放送した。 

◆乳幼児健診用の児童虐待防止リーフレット及びクリアファイルを作成し、各市町を

通じて配布した。 

◆１１月の女性に対する暴力をなくす運動期間に、ＤＶ防止と併せて児童虐待防止の



パネル展示及びチラシの配布を行った。 

◆児童相談所の一時保護所に入所する児童及び施設入所・里親委託される児童に対し、

児童相談所職員から児童の年齢に応じた子どもの権利ノートを配布した。３月には

子どもの権利ノートを各児童相談所に配布した。 

◆男女共同参画課と連携し、学校職員等に対し、DV・子ども虐待対応研修を実施した。

２回（１５８名参加） 

 

○問題点・課題（再掲含む）  

◆ラジオＣＭ、街頭キャンペーン等の啓発活動は、虐待防止月間の１１月に集中して

いるため、月間以外の期間にも啓発活動を行い、より一層虐待防止を推進する必要

がある。 

◆教育機関職員は児童虐待を発見しやすい立場にあり、また知識を習得する機会も 

少ない中で即子どもや保護者への対応を迫られる。研修終了後のアンケート結果に

おいても継続実施を希望する声が多い。 

 

○今後の取組（再掲含む） 

◆年間を通じて広報啓発イベントやラジオＣＭ等を行うことにより、県民に対する周

知を強化していく。 

◆ＤＶと児童虐待は密接な関係にあることから、キャンペーン等においては引き続き

連携するとともに、より効果的な広報を実施し、ＤＶ・児童虐待防止に取り組む。 

◆今後も各児童相談所の職員から児童に対して子どもの権利ノートを配布していく。 

◆引き続き男女共同参画課と連携し、DV・子ども虐待対応研修を実施する。 

 

③ 法的側面からの専門知識に基づく迅速・的確な対応 

○主な実績（再掲含む） 

◆中央児童相談所、市川児童相談所、柏児童相談所に嘱託弁護士を 1 名ずつ配置した。 

◆高度かつ困難な事例に対応するため、弁護士・医師・臨床心理士等専門家の助言等

を受けられる体制を整備した。 

・児童虐待対応専門委員制度      ４４名登録 相談件数 ６７件 



・児童虐待対応法律アドバイザー制度  ３３名登録 相談件数１９６件 

・児童虐待対応協力医師・歯科医師制度 １５名１団体登録 相談件数 ７１件 

・家族関係支援スーパーバイザー制度   ７名登録 相談件数 １５件 

 

○問題点・課題 

◆銚子・東上総・君津児童相談所に弁護士が配置されていない。 

 

○今後の取組 

◆全ての児童相談所への弁護士配置に向けて取り組んでいく。 

◆児童相談所における外部専門家のさらなる活用に向けた働きかけを行う。 

 

<数値状況> 

目標項目 Ｈ28(当初) Ｈ29(実績) Ｈ30(実績) R 元(目標) 

児童虐待死亡事例 
発生件数 0 件 0 件 1 件 0 件 

要保護児童対策地域 
協議会の設置市町村数 53 市町村 53 市町村 全市町村 全市町村 

警察と児童相談所の 
合同研修の受講者数 延べ 130 名 延べ 159 名 延べ 188 名 延べ 200 名 

児童相談所専門職員の
増員 ― 11 名 75 名 毎年 40 名程度 

増員します 

 
  



≪千葉県子どもを虐待から守る基本計画≫ 平成３０年度 評価シート３ 
第２章 第２節 虐待を受けた子どもやその保護者に対する援助、指導並びに支援 

      （１） 子どもと保護者に対する支援 

 

<取組の状況> 

① 相談支援体制の強化 

○主な実績（再掲含む） 

◆親の孤立による児童虐待を防止するため、中央児童相談所以外の５か所の児童相談

所にも電話相談員を配置した。 

◆児童福祉司と共に虐待対応を行う児童虐待対応協力員を中央・市川・柏児童相談所

に各 2 名、銚子・東上総・君津児童相談所に各 1 名配置した。 

◆深刻化する児童虐待にこれまで以上に適格に対応するため、児童相談所の体制強化

を計画的に進めているところであり、児童福祉司等の専門職員を７５名増員した。 

◆児童相談所職員の専門性強化に資する研修を実施した。 

・相談措置課・調査課現任研修  ４回（延べ２８９名参加） 

・診断指導課現任研修      ５回（延べ１７４名参加） 

・一時保護課現任研修     １２回（延べ２３６名参加） 

・職種混合研修         ４回（延べ２５９名参加） 

・重点テーマ研修        ２回（６６名参加） 

・警察と児童相談所の合同研修  １回（２９名参加） 

◆高度かつ困難な事例に対応するため、弁護士・医師・臨床心理士等専門家の助言等

を受けられる体制を整備した。 

・児童虐待対応専門委員制度      ４４名登録 相談件数 ６７件 

・児童虐待対応法律アドバイザー制度  ３３名登録 相談件数１９６件 

・児童虐待対応協力医師・歯科医師制度 １５名１団体登録 相談件数 ７１件 

・家族関係支援スーパーバイザー制度   ７名登録 相談件数 １５件 

◆児童虐待を早期に発見しやすい市町村母子保健担当者や児童福祉担当者、管理職等

に対し研修を実施した。 

・市町村母子保健担当者研修    ６回（２９２名参加） 



・児童虐待防止対策担当管理職研修 １回（９４名参加） 

・要保護児童対策調整機関調整担当者研修 

外部研修機関へ委託し全 7 日間の課程を 2 回実施し、１６名が修了 

◆関係機関連携強化のために、市町村等児童虐待担当管理職を対象とした会議や、  

千葉県内における要保護児童等の支援に関わる関係機関の代表者による会議を実施

し、児童虐待の現状や防止対策について共通認識を図った。 

  ・市町村等児童虐待防止対策担当課長会議 １回（１０２名出席） 

  ・千葉県要保護児童対策協議会      １回（３４名出席） 

 ◆２８年度の児童福祉法改正により市町村に設置の努力義務が課された、市町村  

子ども家庭総合支援拠点が９市で設置された。 

 ◆児童相談所支援システムの機能を追加し、適切な運用管理及び業務の効率化を  

図った。 

◆一時保護所にいる被虐待児童等への心理的ケアのために、心理療法担当職員を配置

しグループ指導を実施した。 

◆各児童相談所に嘱託精神科医を配置し、子どもや家族の診察や助言等を行った。 

◆子ども及び家族へのより有効な支援のために、精神科医やソーシャルワーカー等を

登録し活用した。また、各児童相談所から推薦された職員により家族関係支援の  

技法を研究し、有効な家族関係支援について推進を図った。 

◆家族関係支援スーパーバイザーを 7 名登録し、相談件数は１５件であった。 

◆男女共同参画課と連携し、学校職員等に対し、DV・子ども虐待対応研修を実施した。 

  ２回（１５８名参加） 

◆３０年度新たに１か所開設し、合計８か所の児童家庭支援センターにおいて、家庭

から育児に関する相談を受けるほか、児童相談所からの指導委託を実施する等、市

町村や関係機関と連携しながら地域の福祉向上に向けた活動を実施している。 

  

○問題点・課題（再掲含む） 

◆児童虐待対応件数は増加傾向にあり、専門職の確保及び資質向上が求められる。 

◆児童福祉司や児童心理司、保育士に加えて、弁護士、警察官及び保健医療職の配置

と、各専門職が連携して対応することが要請される。 



◆児童相談所専門職の増員や多職種化への対応が必要である。 

◆児童相談所における活用可能な外部専門家等の一層の拡充が求められる。 

◆児童虐待を発見しやすい立場にある市町村職員に対する研修や連携を図ることは 

児童虐待防止対策を行う上で重要であり、今後も継続して実施する必要がある。 

◆市町村子ども家庭総合支援拠点の認知度が低く、継続的に周知していく必要がある。 

◆法改正や制度変更が相次ぐため、それらに迅速に対応したシステムを整備すること

が必要である。 

◆被虐待児童等へのグループ指導は実施対象が幼児から小学校年齢の児童を中心と 

しているため、年長児童等、多様な対象へ有効なプログラム等の充実が求められる。 

◆保護者カウンセリング強化事業は精神科医の安定的な確保が課題である。 

◆家族関係支援事業においてはスーパーバイザーとなり得る外部専門家のさらなる 

確保が必要である。 

◆家族関係支援事業の成果について日常的な業務へ十分に反映させるための方法を 

整備することが求められる。 

◆教育機関職員は児童虐待を発見しやすい立場にあり、また知識を習得する機会も 

少ない中で即子どもや保護者への対応を迫られる。研修終了後のアンケート結果に

おいても継続実施を希望する声が多い。 

◆現在、設置されている県所管の児童家庭支援センターは、設置場所に偏りがあり、

地域によって支援に差が生じている。 

 

○今後の取組（再掲含む） 

◆全ての児童相談所への弁護士、警察官及び保健医療職の配置を推進する。 

◆各専門職の技能向上及び専門職間の連携強化のために研修への参加を促進する。 

◆児童相談所専門職の増員に対応した研修計画の見直しに取り組む。 

◆児童相談所における外部専門家の登録数の増加に向けた働きかけを行う。 

◆引き続き関係機関に対する研修や会議を開催し、連携体制の構築を図る。 

◆システムについては児童相談所からの要望を定期的に吸い上げ、改善につなげる。 

◆被虐待児童等へのグループ指導は各児童相談所の一時保護児童の特色を踏まえ、 

企画・実施する。 



◆保護者カウンセリングを行う精神科医の安定的確保に向けて大規模医療機関等に 

派遣依頼を行う。 

◆家族関係支援事業においては、引き続き外部専門家に関する情報収集に努め、   

スーパーバイザーとしての登録促進および活用を図る。 

◆家族関係支援事業の到達目標を単年度、中長期的なスパンでそれぞれ策定し、計画

的な推進を図る。 

◆引き続き、男女共同参画課と連携し、DV・子ども虐待対応研修を実施する。 

◆児童家庭支援センターの認知度向上を図り、より地域に根差した支援機関となる 

よう普及啓発に取り組んでいく。 

 

② 要保護児童対策地域協議会への支援 

○主な実績（再掲含む） 

◆市町村が設置する「要保護児童対策地域協議会」に対し、学識経験者や児童精神科

医師、臨床心理士等をアドバイザーとして１６名派遣し、市町村が行う児童虐待  

防止対策のバックアップを図った。 

◆要保護児童対策調整機関調整担当者研修として、外部研修機関へ委託し全 7 日間の

課程を 2 回実施し、１６回が修了した。 

 

○問題点・課題（再掲） 

◆市町村からの依頼により、アドバイザー派遣を実施しているが、利用する市町村が

限られてきており、また、利用する市町村数は未だ少ない。 

 

○今後の取組（再掲） 

◆市町村を対象とした研修や管理職を対象とした会議において事業周知を行う。 

◆個別ケース対応に困難を有する事例の相談時にアドバイザーの利用を勧奨する。 

 

 

 

 



③ 児童相談所の整備 

○主な実績 

◆千葉県県有建物長寿命化計画に基づき、児童相談所の改修等の準備を進めた。 

 

○問題点・課題 

◆千葉県県有建物長寿命化計画に基づく施設整備に着手する準備を進める。 

◆各児童相談所の一時保護所の定員が不足している。 

 

○今後の取組 

◆計画のスケジュールに従い、児童相談所の施設整備の準備を進める。 

◆一時保護所の増設を早急に行う。 

◆中央児童相談所については、令和２年度中に移転が完了するように取り組む。 

 

<数値状況> 

目標項目 Ｈ28(当初) H29(実績) Ｈ30(実績) R 元(目標) 

児童家庭支援センター
の設置数 7 か所 ７か所 ８か所 11 か所 

子ども家庭総合 
支援拠点の設置数 ― 4 自治体 ９自治体 増加を 

目指します 

 

 

  



≪千葉県子どもを虐待から守る基本計画≫ 平成３０年度 評価シート４ 
第２章 第２節 虐待を受けた子どもやその保護者に対する援助、指導並びに支援 

      （２） 社会的養護の充実 

 

<取組の状況> 

①  施設の小規模化・地域分散化の推進 

○主な実績 

◆本体施設で実施する小規模グループケアは、２９年度に１３施設４２グループで 

あったが、３０年度に１施設１グループ増え、１４施設４３グループとなった。 

◆本体施設の敷地外でグループホームとして行う分園型小規模グループケアは、２９

年度末時点において、４施設７グループで、３０年度も同数であった。 

 

○問題点・課題 

◆金銭面や人材確保等において、小規模化に伴う施設側の負担が大きい。 

 

○今後の取組  

◆各児童養護施設に地域小規模児童養護施設の設置を促していく。 

◆引き続き補助金を活用し整備を進めていく。 

 

② 里親委託等の推進 

○主な実績 

◆里親制度の広報啓発として、クリアファイルやリーフレットを作成し、アクアライ

ンマラソン等の県内イベントで配布した。 

◆里親の新規開拓のため、里親大会や里親制度説明会を実施し、里親登録数を増やし

た。 

◆里親の精神的負担の軽減を目的とし、千葉県里親会に委託している里親養育援助事

業（里親サロン）は、３４回開催され、前年度に比べ１１回増となった。 

◆里親の法定研修を実施し、里親制度の理解及び養育技術の向上を図った。 

◆里親委託に係る交流（マッチング）や自立支援計画の見直しを行うとともに、里親



等への訪問や電話相談等を実施することで、里親等の負担軽減を図った。 

◆テーマ別研修事業として、発達障害の基礎知識やライフストーリーワーク等、児童

を委託されている里親の養育に関する課題や悩みについて、テーマ別に実施し、里

親の資質向上を図った。 

◆里親トレーニング事業として、未委託里親を対象にした研修を実施し、それぞれの

里親の悩みや課題に対して適した研修内容を組むことで、里親の養育技術の向上を

図った。 

◆ファミリーホームを新たに３か所開設したことで、より一層ファミリーホームへの

委託が増え、里親等委託率が高まった。 

 

○問題点・課題 

 ◆里親のリクルートの重要性が高まっていることから、里親大会及び里親制度説明会

については、広く県民に参加してもらえるようにとしていく必要がある。 

 ◆里親の法定研修は里親登録者全員が受講する唯一の機会であるため、里親の資質向

上につながる効果的な研修にすることが求められている。 

◆現在、各児童相談所に１名ずつ里親対応専門員を配置しているが、里親制度の推進

に伴って業務が増加しており、職員の増加等、支援体制の充実が必要となっている。 

 

○今後の取組 

◆少しでも多くの県民に認知してもらえるように、里親制度説明会及び里親制度の周

知先を増やす。 

◆引き続き、ファミリーホームの設置促進を図る。 

◆里親の新規登録者や既登録者のいずれの場合も、養育の質を向上させるため、委託

事業者と連携して法定研修やトレーニング事業等の内容を精査することで、より 

効果的な研修を実施していく。 

◆引き続き、委託に係る交流（マッチング）や、その後の訪問・電話相談等を実施す

ることで、里親の負担軽減につながるよう充実した支援を行い、里親等への委託促

進を図る。 

 

 



<数値状況> 

目標項目 Ｈ28(当初) H29(実績) Ｈ30(実績) R 元(目標) 

地域小規模児童養護
施設の設置数 13 か所 13 か所 12 か所 21 か所 

要保護児童の里親等
委託率 24.6％ 25.3% 27.9％ 27.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪千葉県子どもを虐待から守る基本計画≫ 平成３０年度 評価シート５ 
第２章 第２節 虐待を受けた子どもやその保護者に対する援助、指導並びに支援 

      （３） 自立支援の充実 

 

<取組の状況> 

① 相談支援体制の充実 

○主な実績 

◆児童自立生活援助事業の促進を図った結果、３０年度中に２か所の自立援助ホーム

が新たに設置され、３０年度末現在で１１か所の自立援助ホームが運営されている。 

◆社会的養護の下で育った子どもの自立に向け経済的な支援の充実を図るため、国の

定める措置費に県単独で上乗せ補助を実施した。 

◆自立の際の身元保証人を確保するための「身元保証人確保対策事業」を実施し、  

３０年度、事業全体の利用者数は９名であった。 

◆地域社会における社会的自立の促進を図るため、児童養護施設等を退所する３２名

を対象に、退所後の生活等について相談支援を行う「退所児童等アフターケア事業」

を実施した。 

 

○問題点・課題 

◆社会的養護の下で育った子どもが、自立後も施設や里親等と長期に渡りつながりを

持つことができるよう、アフターケアの取り組みを推進する必要がある。 

◆職業生活設計の支援等を行う施設職員の雇用を推進する必要がある。 

 

○今後の取組 

◆退所児童等アフターケア事業及び施設や里親等が行うアフターケアの取り組みを 

推進していく。 

 

 

 

 



② １８歳を過ぎても支援できる体制の構築 

○主な実績 

◆満１８歳を超えても、自立生活能力が十分でない場合について、２０歳までの措置

延長を適切に実施した。 

◆大学や専門学校に在学している又は就労していない等、満２０歳を超えても自立の

ための支援を継続して行うことが必要である場合に居住支援費や生活支援費の補助

を行う「社会的養護自立支援事業」として、９名について施設や里親の下で継続し

て支援を実施できるよう補助を行った。 

 ◆「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」として、児童養護施設等

を退所又は里親等の委託を解除した者に対し安定した生活基盤を確保するために 

家賃相当額や生活費の貸付を行うとともに、児童養護施設入所中又は里親等に委託

中の者に対し就職に必要な各種資格を取得するための費用の貸付を行った。 

（３０年度貸付実績 ４８件 ２１，５２３千円） 

 

○問題点・課題 

◆貸付制度の周知を進め、自立に向け経済的支援を必要としている者に対する支援を

確実に実行する必要がある。 

 

○今後の取組 

 ◆引き続き、自立に向けた経済的支援を必要としている者に対して、制度の周知を  

図っていく。 

 

③ 自立援助ホームや自立生活支援室の設置促進と機能向上 

○主な実績（再掲含む） 

◆児童自立生活援助事業の促進を図った結果、３０年度中に２か所の自立援助ホーム

が新たに設置され、３０年度末現在で１１か所の自立援助ホームが運営されている。 

◆自立援助ホームにおいて大学等に就学している者が２０歳を超えて居住している 

場合に、自立援助ホームに対し居住支援費や生活支援費の補助を行う「就学者自立

生活援助事業」により、進学者に対する支援体制を整えた。 



○問題点・課題 

◆入所児童の退所に向けた準備や自立のための支援を行う自立支援室（ステップ  

ルーム）の整備が進んでいない。 

 

○今後の取組 

◆児童養護施設等における自立支援室の整備を促進していく。 

 

④ 児童自立支援施設の機能の充実 

○主な実績 

◆千葉県県有建物長寿命化計画に基づき、生実学校の建替の準備を進めた。 

 

○問題点・課題 

◆様々な児童に対応できる施設となるよう、年長児の自立訓練のための自立訓練・  

支援寮の設置など、施設のあり方を検討している。 

 

○今後の取組 

◆計画のスケジュールに従い、生実学校の建替の準備を進めていく。 

 

<数値状況> 

目標項目 Ｈ28(当初) H29(実績) Ｈ30(実績) R 元(目標) 

自立援助ホームの設置数 6 か所 9 か所 11 か所 7 か所 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪千葉県子どもを虐待から守る基本計画≫ 平成３０年度 評価シート６ 
第２章 第３節 人材の育成等 

      （１） 人材の育成 

 

<取組の状況> 

① 専門人材の資質向上 

○主な実績（再掲含む） 

◆児童虐待を早期に発見しやすい市町村母子保健担当者や児童福祉担当者、管理職等

に対し研修を実施した。 

・市町村母子保健担当者研修    ６回（２９２名参加） 

・児童虐待防止対策担当管理職研修 １回（９４名参加） 

・要保護児童対策調整機関調整担当者研修 

外部研修機関へ委託し全 7 日間の課程を 2 回実施し、１６名が修了 

◆関係機関連携強化のために、市町村等児童虐待担当管理職を対象とした会議や、  

千葉県内における要保護児童等の支援に関わる関係機関の代表者による会議を実施

し、児童虐待の現状や防止対策について共通認識を図った。 

  ・市町村等児童虐待防止対策担当課長会議 １回（１０２名出席） 

  ・千葉県要保護児童対策協議会      １回（３４名出席） 

◆児童相談所職員の専門性強化に資する研修を実施した。 

・相談措置課・調査課現任研修  ４回（延べ２８９名参加） 

・診断指導課現任研修      ５回（延べ１７４名参加） 

・一時保護課現任研修     １２回（延べ２３６名参加） 

・職種混合研修         ４回（延べ２５９名参加） 

・重点テーマ研修        ２回（６６名参加） 

・警察と児童相談所の合同研修  １回（２９名参加） 

◆高度かつ困難な事例に対応するため、弁護士・医師・臨床心理士等専門家の助言等

を受けられる体制を整備した。 

・児童虐待対応専門委員制度      ４４名登録 相談件数 ６７件 

・児童虐待対応法律アドバイザー制度  ３３名登録 相談件数１９６件 



・児童虐待対応協力医師・歯科医師制度 １５名１団体登録 相談件数 ７１件 

・家族関係支援スーパーバイザー制度   ７名登録 相談件数 １５件 

◆児童養護施設等の職員の資質向上のための研修等事業補助金を活用した児童養護 

関係職員の外部研修参加の促進と職員の資質向上を行った。 

・外部研修参加数（延べ人数） 宿泊有研修：２０９人 宿泊なし研修：１８１人 

◆児童福祉施設等における組織的な支援体制の確保と人材育成を可能とするため、 

基幹的職員（スーパーバイザー）を養成するための基幹的職員研修を全４日間実施

し、１２名が修了した。 

 

○問題点・課題（再掲含む） 

◆児童虐待を発見しやすい立場にある市町村職員に対する研修や連携を図ることは 

児童虐待防止対策を行う上で重要であり、今後も継続して実施する必要がある。 

◆児童相談所専門職の増員や多職種化への対応が必要である。 

◆児童相談所における活用可能な外部専門家等の一層の拡充が求められる。 

◆補助金の利用に係る申請手続きの煩雑さを理由として、研修の参加を見送る場合が

ある。 

 

○今後の取組（再掲含む） 

◆引き続き関係機関に対する研修や会議を開催し、連携体制の構築を図る。 

◆児童相談所専門職の増員に対応した研修計画の見直しに取り組む。 

◆児童相談所における外部専門家の登録数の増加に向けた働きかけを行う。 

◆補助金の事務手続きに関する説明を行うことで、利用者の負担軽減を図り、研修の

参加を促していく。 

 

② 専門人材の確保 

○主な実績 

◆民間児童養護施設等職員待遇改善事業により、国の基準を超えて直接処遇職員を配

置した施設に対して１名分の人件費を支援した。（１４施設で実施） 

◆児童養護施設等の職員の資質向上のための研修等事業を活用した人材確保事業に 



より、学生の就職促進と実習体制等の充実を図った。 

・実習生の就職促進実施日数（延べ日数） ６６日 

 

○問題点・課題 

◆児童福祉分野の人材が不足しており、専門人材の確保や育成が課題となっている 

施設がある。 

 

○今後の取組 

◆専門人材の確保のため、補助金等の積極的な活用を図る。 

 

③ 里親への研修の充実 

○主な実績（再掲） 

◆里親の法定研修を実施し、里親制度の理解及び養育技術の向上を図った。 

◆テーマ別研修事業として、発達障害の基礎知識やライフストーリーワーク等、児童

を委託されている里親の養育に関する課題や悩みについて、テーマ別に実施し、里

親の資質向上を図った。 

◆里親トレーニング事業として、未委託里親を対象にした研修を実施し、それぞれの

里親の悩みや課題に対して適した研修内容を組むことで、里親の養育技術の向上を

図った。 

 

○問題点・課題（再掲） 

◆里親の法定研修は里親登録者全員が受講する唯一の機会であるため、里親の資質向

上につながる効果的な研修にすることが求められている。 

 

○今後の取組（再掲） 

◆里親の新規登録者や既登録者のいずれの場合も、養育の質を向上させるため、委託

事業者と連携して法定研修やトレーニング事業等の内容を精査することで、より 

効果的な研修を実施していく。 

 



④ 地域支援体制の充実 

○主な実績（再掲含む） 

◆地域における児童福祉の中核を担う主任児童委員を対象とした研修では、６０９名

の参加があり、昨年度に比べ１７３名増となった。 

◆市町村が設置する「要保護児童対策地域協議会」に対し、学識経験者や児童精神科

医師、臨床心理士等をアドバイザーとして１６回派遣し、市町村が行う児童虐待  

防止対策のバックアップを図った。 

◆要保護児童対策調整機関調整担当者研修として、外部研修機関へ委託し全 7 日間の

課程を 2 回実施し、１６名が修了した。 

 

○問題点・課題（再掲） 

◆市町村からの依頼により、アドバイザー派遣を実施しているが、利用する市町村が

限られてきており、また、利用する市町村数は未だ少ない。 

 

○今後の取組（再掲含む） 

◆主任児童委員に虐待の現状について、より理解を深めてもらい、地域の見守り体制

の強化につなげる。 

◆市町村を対象とした研修や管理職を対象とした会議において事業周知を行う。 

◆個別ケース対応に困難を有する事例の相談時にアドバイザーの利用を勧奨する。 

 

<数値状況> 

目標項目 Ｈ28(当初) H29(実績) Ｈ30(実績) R 元(目標) 
基幹的職員研修の 

新規受講者数 延べ 82 名 延べ 91 名 延べ 105 名 延べ 100 名 

要保護児童対策地域協議会の
調整機関に配置される専門職

の任用後研修の受講者数 
― 延べ 50 名 延べ 67 名 延べ 100 名 

 


