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６ 市町村・関係機関等への支援状況

平成16年児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部改正により、児相家庭相

談の窓口として新たに市町村が追加され、要保護児童地域対策地域協議会の早期設置や市

町村の相談担当職員の資質の向上が求められるようになったことから、児童相談所におい

ても市町村の後方支援を目的とする業務を実施している。また、関係機関や県民に対する

児童虐待予防のための啓発普及活動や活動促進のための事業も併せて実施している。

① 要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域のネットワーク）の設置促進 （１）

② 要保護児童対策地域協議会設置後の助言指導

・要保護児童対策地域協議会の代表者会議・実務者会議、個別支援会議への出席

･･･（２）

・要保護児童対策地域協議会の運営に関する助言指導

③ 市町村の相談体制への援助、助言

・市町村の相談体制についての研修会・連絡会議の企画・実施 ・・・・・・・（３）

④ 市町村・関係機関・県民への児童虐待防止に関する広報啓発、助言指導 ･･･（４）
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（１） 要保護児童対策地域協議会及び児童虐待防止ネットワーク設置状況
[平成21年度末現在]

要保護児童対策地域協議会

市町村名 設置年月日 市町村名 設置年月日

1 西原町 H17.11.01 (H15.10.17) 16 うるま市 H19.04.01 (H17.06.09)

2 北谷町 H17.11.01 17 宮古島市 H19.04.05

3 那覇市 H18.01.13 (H13.10.31) 18 今帰仁村 H19.05.01

4 宜野座村 H18.02.28 19 宜野湾市 H19.05.30 (H15.08.27)

5 嘉手納町 H18.03.24 20 南大東村 H19.11.01

6 読谷村 H18.03.31 21 与那原町 H20.01.08 (H17.03.29)

7 東村 H18.03.31 22 国頭村 H20.02.13

8 浦添市 H18.04.01 (H15.07.24) 23 久米島町 H20.08.01 （H17.03.02）

9 伊江村 H18.04.03 24 北大東村 H20.09.01

10 八重瀬町 H18.07.28 25 中城村 H20.12.01

11 伊平屋村 H18.12.18 26 北中城村 H21.02.27 （H18.02.01）

12 恩納村 H19.01.18 27 石垣市 H21.05.26 （H17.03.07）

13 金武町 H19.01.25 28 豊見城市 H22.02.22 (H15.12.02)

14 南風原町 H19.03.16 （H16.06.03） 29 糸満市 H22.02.23 （H16.10.01）

15 南城市 H19.03.25

※( )は児童虐待防止ﾈｯﾄﾜｰｸ設置日

児童虐待防止ネットワーク

市町村名 設置年月日 市町村名 設置年月日

1 沖縄市 H15.06.09 2 名護市 H17.04.0１

（２） 要保護児童対策地域協議会 会議
○中央児童相談所

○コザ児童相談所

市町村名 代表者会議 実務者会議 発足式

那覇市 １ ４

浦添市 １ ４

豊見城市 １

南城市 １ ２

糸満市 １

宮古島市

石垣市 １

市町村名 代表者会議 実務者会議 発足式

宜野座村 ２

読谷村 １ １

北谷町 ３

中城村 １

北中城村 １

市町村名 代表者会議 実務者会議 発足式

うるま市 １ ４

沖縄市 １ ４

宜野湾市 １ ７

国頭村 １

恩納村 １ ２

読谷村 １ １

市町村名 代表者会議 実務者会議 発足式

西原町 ２ ４

与那原町 １

南風原町 １ ４

八重瀬町 １

多良間村 １

粟国村 １

南大東村 １
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（３） 市町村相談業務担当者研修会 ( 青少年・児童家庭課、中央児相、コザ児相 )
児童虐待の防止等に関する法律、児童福祉法の改正(H16)により、児童相談に関する相談窓口として

新たに市町村が位置付けられ、児童相談所ではこれを後方支援することが法律的にも明文化された。

児童相談業務が円滑に行われることを目的に市町村担当職員を対象に、相談への対応方法や虐待通

告後の初期対応、今後の地域連携のあり方等について研修を行った。

実施年月日 対 象 内容及び実施場所 参加状況

平成21年 中央児童相談所 ①市町村の概況、児童相談所における意見・要望等 市町村相談担

11月13日 管内市町村等児 ②講義 要対協と市町村の現状 当職員等 27名

童家庭相談業務 ③個別ケース検討会の進め方

担当者 琉球大学法文学部人間科学科准教授 本村 真

於：沖縄県総合福祉センター

平成20年 コザ児童相談所 ①市町村の概況、児童相談所における意見・要望等

10月8日 管内市町村等児 ②講義 児童虐待 ～初期対応について～ 市町村相談担

童相談担当者 ③グループ討議（事例検討） 当職員等52名

助言者 かみざと社会福祉研究所長 神里 博武

於：沖縄県中部福祉保健所３階研修室

（４） 関係機関への啓蒙・啓発活動等
○ 中央児童相談所

月 日 内 容 参 加 対 象 人数

6/ 4 ・児童虐待防止講演 城北保育園

6/11 ・琉球大学講義（前期） 児童虐待の現状 琉球大学教育学部学生 100

7/21 ・児童相談所の業務と児童虐待の現状（施設見 宜野湾市民生委員・児童委員協

学） 議会

7/31 ・要保護児童対策地域協議会の必要性について 多良間村要保護児童対策地域協

議会運営委員会構成員

12/ 1 ・宮古島市立小中学校生徒指導主任研修会 小・中学校校長、教頭、生徒指導 100

主任、教育委員会指導主事、スク

ールソーシャルワーカー

9/11 ・児童相談所の業務と児童虐待の現状（施設見 豊見城市民生委員・児童委員協 15

学） 議会

10/ 8 ・児童虐待防止について 女性の翼派遣職員

10/19 ・児童相談所施設見学 沖縄キリスト教短期大学

11/19 ・児童相談所施設見学 琉球大学医学部保健学科

11/28 ・児童虐待防止研修 ひらまつ保育園

12/10 ・琉球大学講義（後期） 琉球大学教育学部学生 100

児童虐待の現状と学校現場での対応

12/21 ・粟国村要保護児童対策地域協議会設立会議 粟国村

2/ 3 ・児童相談所の業務について 沖縄弁護士会 15

2/10 ・児童相談所の業務と児童虐待の現状（施設見 那覇市第1民生委員・児童委員協 15

学） 議会

2/25 ・児童相談所の業務と児童虐待の現状（施設見 南風原町民生委員・児童委員協 15

学） 議会
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○ コザ児童相談所

内 容 参 加 対 象 人数

6/30 ･要保護児童対策地域協議会 恩納村要保護児童対策地域協議会 15

～設置の意義について～ 構成員

7/8 ･要保護地域対策地域協議会 嘉手納町要保護児童対策地域協議 30

～設置の意義について～ 会構成員

7/9 ･要保護児童対策地域協議会 読谷村要保護児童対策地域協議会 32

～設置の意義について～ 構成員

7/23 ・児童虐待の現状と児童相談所の役割について 県教職員組合中頭支部 10

・児童相談所における非行相談

7/25 ・子ども達からの S.O.S うるま市児童虐待講演 150

～気づきと連携、関わりの大切さ

7/25 ・コザ児相から見た相談支援専門員との連携に 中部圏域障害者自立支援連絡会議 30

ついて

9/17 ・児童相談所の現状と児童相談所・地域の役割 家庭教育カウンセリング研修会 30

参加者

9/17 ・児童相談所と学校・関係機関との連携 県教育庁中頭教育事務所 校長会 40

11/7 ・児童相談所における非行相談について 県教育庁中頭教育事務所 20

加配校生徒指導主任研修会

12/1 ･児童相談所と関係機関との連携 中城村母子保健推進委員 14

12/2 ・児童虐待の現状と児童相談所・地域の役割 北谷町ファミリーサポート 10

養成講習会

12/5 ･要保護児童対策地域協議会 国頭村要保護児童対策地域協議会 30

～設置の意義について～ 構成員

1/28 ･要保護児童対策地域協議会 中城村要保護児童対策地域協議会 34

～設置の意義について～ 構成員

3/4 ･要保護児童対策地域協議会 北中城村要保護児童対策地域協議 20

～設置の意義について～ 会構成員


