2 地方自治体におけるデータ連携・活用の先行事例
各自治体において実施されている、子供を守るためのデータ連携・活用の先行事例につい
て、ヒアリング調査を実施した。
ここでは、一定の集団から、個別の子供やその家庭の、教育や福祉等に関する複数項目の
データを活用して、困難な状況にある子供を発見し、必要な支援につなぐ自治体の取組事例
についてまとめる。
2.1 先行事例
2.1.1 箕面市の取組
箕面市（大阪府）では、
「子ども成長見守りシステム（以下、この節において、
「シス
テム」という。）
」を運用し、支援が必要な困窮家庭の子供を早期に発見し、関係機関に
よる支援に繋げている。
システムは、平成 28 年度に構築し、平成 29 年度から運用している。対象は０歳か
ら 18 歳の子供であり、特に小学校１年生から中学校３年生の児童生徒については、学
校からの情報も活用した、フルスペックの判定を実施している。
システムの運用は、教育委員会子ども未来創造局内の子ども成長見守りグループが行
っている。箕面市では、教育委員会に、ひとり親支援や保育所、児童虐待対応を含め、
子供関連施策の事務を一元化しており、そのうち子ども成長見守りグループは、子供の
貧困対策に関するコントロールタワー機能を担当している。
2.1.1.1 業務フロー
システムを用いて、困難な状況にある子供を発見し、必要な支援につなぐまでの業
務フローを図表２－１に示す。ここでは、対象を、システムが特に狙いとしている義
務教育段階の子供であると想定して記載する。なお、それ以外の子供については、
「箕
面子どもステップアップ調査（後述）」を始め、学校からの情報を除いた情報による
運用がなされている。

図表２－１

箕面市 フロー図

① デジタルデータを用いた困難な状況にある子供の一次絞り込み
一次絞り込み段階では、子ども成長見守りグループにおいて、システムを用いて、
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市内の０歳～18 歳の子供全員から、（ア）生活困窮世帯の子供を抽出し、（イ）そ
の子供について見守り判定（リスク判定）を行う。
（ア）生活困窮世帯の子供を抽出
経済的困窮に関する項目である「生活保護を利用」
「低所得のひとり親世帯（児
童扶養手当を利用）」「就学援助を利用」「住民税非課税階層世帯（子どもの医療
費助成事業を通じた情報）」と、養育力リスクに関する項目である「虐待相談に
よる判定」「保健指導相談による判定」のいずれかに該当する子供を、便宜上、
「生活困窮世帯に属する子ども」と位置付ける。
（イ）見守り判定
（ア）で抽出した「生活困窮世帯に属する子ども」について、その判定に用い
た項目に加え、箕面市が独自で実施している「箕面子どもステップアップ調査」
のうち、学力、非認知能力、健康・体力、基礎的信頼（家庭や学校との関係）に
関する項目を用いて、簡単なアルゴリズムにより、重篤度に応じた３段階で見守
り判定を行う。一次絞り込みの全体像及びアルゴリズムのイメージを図表２－２
に、具体的な項目を図表２－３に示す。
なお、学力、非認知能力、健康・体力、基礎的信頼（家庭や学校との関係）に
関する項目の情報については、東京書籍に、学力調査、体力調査、生活状況調査
を委託して取得している。
一次絞り込みに用いるデータのシステム入力については、年に２回程度、子ども
成長見守りグループの職員が、CSV 形式でデータを得るものについては取込によ
って、所管部局に対する聞き取りでデータを得るものについては直接打ち込みによ
って、実施する。
また、一次絞り込みは年に２回程度実施しているが、学校から臨時的に情報提供
があった場合等は、その都度判定を実施する。
（ア）生活困窮世帯の
子供を抽出

（イ）生活困窮世帯の子供について見守り判定

生活困窮判定
i
総合判定
Ⅰ
（重点支援）

学力判定
i

箕面市の
０～18歳の
子供

生活困窮
判定で
ⅰ～ⅲと
判定された
子供

非認知能力等
判定
ⅰ

非認知能力等
判定
ⅰに該当なし

図表２－２

生活困窮判定
学力判定
かつ
か つ ⅱまたはⅲ
ⅱまたはⅲ
（生活困窮判定ⅲかつ学力判定ⅲを除く）

かつ

生活困窮判定
かつ
ⅲ

学力判定
ⅲ

生活困窮判定
学力判定
かつ
か つ ⅱまたはⅲ
ⅱまたはⅲ

総合判定
Ⅱ
(予防的措置)

（生活困窮判定ⅲかつ学力判定ⅲを除く）

かつ

生活困窮判定
かつ
ⅲ

学力判定
ⅲ

総合判定
Ⅲ
（見守り）

一次絞り込みの全体像及びアルゴリズムのイメージ
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判定項目

大分類

中分類

小分類（項目）
生活保護

生活困窮

物的資源

判定

の欠如

経済状況

就学援助
子ども医療費助成制度（非課税階層）

養育力
ヒューマン
学力判定

児童扶養手当（ひとり親）

虐待相談
保健指導相談
全教科の平均偏差値

キャピタル

学力
平均偏差値の変化値

の欠如

意欲
非認知能力
ヒューマン
キャピタル

自制心

（自己肯定感・␣␣␣ やり抜く力
␣␣␣社会対応力）

社会性
自律性

の欠如

健康状態（朝食の有無）

非認知能力

健康・体力

判定

健康チェック
体力総合偏差値
基礎的信頼（家族との関係）

ソーシャル
キャピタル
の欠如

基礎的信頼
（家庭や学校との関係）

基礎的信頼（先生との関係）
基礎的信頼（友人との関係）
不登校状況（欠席数）
高校中退状況

図表２－３

一次絞り込みに用いる項目

② 人による更なる絞り込み 及び ③ 個々の子供への対応策の検討
見守り判定がなされた子供のうち、要保護児童対策地域協議会（以下「要対協」
という。）に登録されている子供や、既にシステムの出口となる支援策（後述）を
利用している子供を除いた者を、システムで発見すべき「潜在的にリスクを抱える
子供」と捉え、特にそのうち最も重篤度が高い（判定Ⅰ：重点支援）と判定された
子供について、ケースの精査を行い、対象者の見守りや支援を含めた対応策の検討
を行う。なお、その他（判定Ⅱ：予防的措置、判定Ⅲ：見守り）に判定された子供
については、データの更新時には大きな変化がないか確認する等、注視していく対
象として加える。
ケースの精査や対応策の検討は、子ども成長見守りグループが、システムに記載
している情報を参考にしつつ、学校や関係課室との見守りシステム活用会議によっ
て認識をすり合わせながら実施する。
これは、データのみに基づく判定のみでは取りこぼしやすい、子供本人の意思や
保護者の意思、リスクの切迫性等を、現場職員の知見から拾い上げ、対応策に反映
させる過程である。具体的には、見守り判定がなされた子供について、学校や関係
課室のいずれかで既にリスク認識がなされていた場合は支援につなぐことを検討
する。いずれの機関においてもリスク認識がなされていなかった場合は、見守り判
定をきっかけとして、まずはそれぞれの機関において見守りを実施する。
なお、システム上に存在するデータは、見守り判定値や一次絞り込みで用いた項
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目の現在の状態値に加え、過去の状態履歴や支援策の利用歴、関係課室の対応履歴
（過去に子ども成長見守りグループが把握したもの）等も含んでおり、これらもケ
ースの精査や対応策の検討に活用している。
検討の結果、ケースに応じて、学校で見守りを進めるのか、子供の居場所や相談
支援、教育支援、市の奨学金等の支援策を推奨するのか、対応策を決定する。ここ
で検討する支援策は、子供が自ら困難を乗り越えるための施策であり、具体的には
図表２－４に示す。
分類

相談支援

居場所
経済支援

教育支援

支援策

備考

教育相談（SSW）

SSWによる相談支援

教育相談（SC）

SCによる相談支援

教育相談（臨床心理士）

臨床心理士による相談支援

青少年指導センター相談

センター職員が、親や教職員を通じて子どもとつながり、相談支援や見守りを実施

学童保育

学童保育事業

子どもの生活・学習支援事業

第３の居場所提供

市の奨学金

市独自の就学支援

学力保障・学習支援

生活困窮世帯や長期欠席者等への学習等に関する訪問支援

訪問型家庭教育支援

NPO職員等からなる子育てサポーターが、教職員と連携して家庭教育を支援

支援学級

特別な配慮を要する（重度の障害を持つ）児童に対する教育支援

通級指導

軽度の障害を持つ児童に対する教育支援

適応指導教室（フレンズ）

不登校や生徒指導対象の児童に対する教育支援

日本語指導

必要な子供への日本語教育支援

図表２－４

支援策一覧

④ 支援への接続
支援につなぐことを決定した場合、既にその子供や家庭とつながりがある関係機
関から接触を図り、声掛けを行う。
接触や声掛けの様態はケースに応じて様々だが、学校を通じて行う場合、保護者
をスクールソーシャルワーカー（以下「SSW」という。）につなぎ、SSW が困りご
とを引き出し、支援窓口を案内することが多い。また、既に生活保護や児童扶養手
当などの福祉的な支援制度を利用している場合は、手続きのために市役所に来庁し
た際に、ケースワーカー等の職員を通じて案内することが多い。
また、接触後に子供や家庭との面談を行う中で、別の支援の必要性が明らかにな
った場合は、別の支援につなぐことを含め、柔軟に対処する。
なお、見守りを進めるとした場合、学校の教職員による見守りを強化する。その
中で何らかの変調を察知した場合は、子ども成長見守りグループに連絡し、再度、
システムに掲載している情報の確認や、関係機関等とのすり合わせを通じて対応を
再検討し、状況に応じて支援につなぐ。
2.1.1.2 個人情報の取扱い
箕面市では、システムの構築に際して、個人情報保護制度運営審議会に諮問し、
「子
どものセンシティブな情報を取り扱うため、その管理には慎重を期す」ことを付記し
た上で、妥当との判断を得ている。
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その上で、システムの運用が条例に則したものであることを明確化する趣旨から、
個人情報保護条例及び施行規則を改正し、生活困窮者等に関しては、「その心身の保
護又は生活の支援の目的のために必要があると認めた場合」は収集目的外利用や外部
提供を認めるとしている。そのため、システムを用いた一次絞り込みにおいては、経
済的困窮に関する項目や養育力リスクに関する項目から生活困窮世帯を特定した上
で、その子供に限って学力・体力や非認知能力に関する情報の収集目的外利用を行っ
ている。なお、前述の通り、箕面市では子供関連施策の事務を教育委員会に一元化し
ているため、ここでの情報連携は基本的には教育委員会内の目的外利用として整理さ
れる。
また、個人情報の取り扱いには特段の配慮が必要であることから、現在、システム
は外部ネットワークとの接続がない環境で運用しているほか、システムの操作や閲覧
を含むアクセス権は、子ども成長見守りグループ２名に限った運用を行っている。な
お、
システム上の個人情報の保存期間は、当該子供が 18 歳を超えるまでとしており、
保存期間終了後は情報を削除している。
【参考】箕面市個人情報保護条例（抜粋）
（保有個人情報の収集目的外利用及び外部提供の制限）
第十条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、保有個人情報（保
有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。）の収集目的外利用又は当該
実施機関以外の者への提供（以下「外部提供」という。）をしてはならない。
一
二

収集目的外利用又は外部提供をすることについて、本人の同意がある場合
市の執行機関に置かれた附属機関の意見を聴いて実施機関が定める者につ
いて、その心身の保護又は生活の支援の目的のために必要があると認めた場合
三 前号に掲げるもののほか、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利
益になる場合
四～七 （略）
【参考】箕面市個人情報保護条例施行規則３条の２（抜粋）
(附属機関の意見を聴いて定める者)
第三条の二 条例第十条第一項第二号の附属機関の意見を聴いて定める者は、次の
各号に掲げる者とする。
一 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定す
る生活困窮者
二～七（略）
八 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定
する児童虐待（以下「児童虐待」という。）を受けたと思われる児童
九 前号に掲げるもののほか、児童虐待に相当する行為を親族から受けていると
思われる者
十～十三（略）
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十四 児童福祉法第六条の三第五項に規定する要支援児童と思われる者及びそ
の保護者
十五 児童福祉法第六条の三第五項に規定する特定妊婦と思われる者
十六 児童福祉法第六条の三第八項に規定する要保護児童と思われる者
2.1.1.3 成果
箕面市では、システムの機能を、子供情報の一元管理、早期発見と関係機関による
支援、支援情報の見える化の３点に整理している。
特に早期発見に関して、箕面市の子どものうち 17%程度を生活困窮世帯の子供と
して抽出し、見守り判定を実施している。また、システムにより最も重篤な見守り判
定（判定Ⅰ：重点支援）が示された子供のうち、これまで学校でリスクに気づいてい
なかった（新たな認識に至った）ケースは 25%にのぼっており、データからも子供の
リスクを見ていく重要性が明らかになっている。
【参考】本取組での具体の支援事例
（事例１）
小学生であるＡさんについては、子ども成長見守りグループがシステムに掲載さ
れている情報を確認し、学力や非認知能力などが低位な状況が続いていたことか
ら、学校の教職員による見守りを強化していた。
学校は、家庭訪問を通じて、Ａさんの母親が子供に無関心であることに加え、父
親が転職を繰り返しており、経済状態が厳しいことを把握したため、子ども成長見
守りグループに情報提供。子ども成長見守りグループは、この情報を受けてシステ
ムを再確認し、経済状況が厳しいにも関わらず就学援助や子ども医療費助成制度を
利用していないことを把握した。
そこで、子ども成長見守りグループから学校につなぎ、教職員と SSW が家庭訪
問を行い、Ａさんの家庭の状況等について関係機関で情報連携を行うことについて
説明を行い、同意を得た上で、生活相談窓口につないだ。生活相談窓口担当者が家
庭訪問で生活状況を聞き取り、就学援助の申請のサポートを行うとともに、引き続
き、生活支援や就労についての相談を実施することとした。また、A さんに対して
は、学校内の会議で以前より利用を検討していた「学力保障・学習支援事業」を保
護者に説明のうえ、利用につないだ。
（事例２）
父子家庭の中学生であるＢさんについては、子ども成長見守りグループがシステ
ムに掲載されている情報を確認し、「意欲や向上心」が低位な状態で推移していた
が、その後の学校とのすり合わせを行う中で、Ｂさんの兄はクラブ活動を通じて意
欲等が向上した経歴があることを把握したため、Ｂさんについても校内活動を通じ
て同様の改善があることを期待して、学校の教職員による見守りを継続していた。
Ｂさんは小学６年から不登校傾向であるとともに、学校は、Ｂさんの父親が入院
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予定であることを把握したため、子ども成長見守りグループに情報提供。子ども成
長見守りグループは、この情報を受けて、関係課室と認識のすり合わせを行ったと
ころ、生活相談窓口から、以前、Ｂさんの父親は、苦しい状況であるにも関わらず、
支援を受けたいと言い出せずに大変な状況に陥った経歴があったことの情報提供
があった。それを受け、児童扶養手当担当に確認したところ、今回も「入院中は何
とかなるので支援は不要」と言っていたことを把握した。
そこで、子ども成長見守りグループから学校につなぎ、教職員と SSW が生活相
談担当と一緒に家庭訪問を行った。Ｂさんやその兄から話を聞き、既に経済的な困
窮状態であることを把握したため、すぐに社会福祉協議会のフードバンク等の利用
につなぐとともに、生活保護の申請をサポートして受給につないだ。引き続き、福
祉関係機関で家庭を見守る体制をつくり、学校においても見守りを強化することと
した。

2.1.2 柏市の取組
柏市（千葉県）では、令和元年度から、大阪府立大学山野則子研究室が提案する、主
に義務教育課程の学校（小学校・中学校）において、既存の学年会議等を発展させて状
況共有を行い、全児童生徒から、児童虐待・いじめ・貧困の問題など表面化しにくい問
題を抱える子供や家庭を早期発見し、適切な支援につなぐ「学校版スクリーニング
（YOSS1）」を実施している。なお、同様の取組は、神戸市（兵庫県）、能勢町（大阪府）、
大津市・草津市・彦根市・愛荘町（滋賀県2）、糸満市・うるま市（沖縄県3）等、全国約
20 自治体でも実施している。
2.1.2.1 業務フロー
リスクの可能性のある児童生徒の発見から、支援につなぐまでの業務フローを図表
２－５に示す。

図表２－５
1
2
3

柏市 フロー図

Yamano Osaka-Screening System
滋賀県下の市町で実施している取組については、県が主導して推進
沖縄県下の市で実施している取組については、県が主導して推進
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① デジタルデータを用いた困難な状況にある子供の一次絞り込み
一次絞り込み段階では、各学校において、個別児童生徒に対する学校職員の認識
等をデータとして集約し、学年会議等の学級担任が集まる場で開催する「スクリー
ニング会議」で議論を行い、アセスメントを実施すべき児童生徒を絞り込む。
使用するデータは、転出入の有無や欠席日数などの客観的事実に加え、特定の項
目について、学級担任、生徒指導担当教員、養護教諭、特別支援担当教員、SSW、
事務員などの教職員の認識（主観）を、事前に定めた一定の目安の下、「どの程度
気になるのか」の観点から数値化したデータを用いている。
スクリーニング会議は年に３回（毎学期）実施しており、データの記入は、毎学
期、各職員が行う。
会議の場では、データに基づき、各職員のリスク認識をすり合わせ、事前に定め
た一定の目安のもとで、更なる対応の必要性を判断する。
一次絞り込みに用いる具体的な項目のうち主なものを図表２－６に示す。
なお、神戸市や滋賀県下の市町村等では、教員が潜在的に困難を抱えている子供
に気付き、支援につなげられるよう、大阪府立大学において開発している機械学習
による推論判定（AI 判定）を活用している。
記入者

分類

項目

記入者

分類

転入
欠席日数（日数を記入）
不登校期間あり（過去、30日以上の

養護教諭

健康

欠席の年があった場合は「１」を記
学校適応
・
問題行動

今年度の7日間以上の欠席
遅刻・早退

管理職・

服装・身だしなみ

生徒指導担当

経済状況

保健室への来室
就学援助（要保護・準要保護）
諸費滞納
SC/SSWからの情報

福祉

要対協からの情報
生徒指導案件

友人関係

学童保育・放課後子ども教室

ケガ

地域

学力
学習

健康（う歯・疾病）
発達診断

事務員

（該当の場合は「１」を記入）

言葉使い等

学級担当

項目
成長

地域担当

授業中の様子

からの
情報

宿題

子ども食堂、居場所
放課後学習支援
家庭教育支援（全戸訪問事業等）
地域人材（民生委員、公民館等）

持ち物

調査

家庭状況 家庭での様子

いじめアンケート
生活状況調査

家庭との連絡
特別支援
担当

発達

（注）特筆しているものを除き、記入者が当該児童生徒について

支援学級在席

「気になる」場合は「１」を、「特に気になる」場合は「２」を記入

在席ではないが来室

図表２－６

一次絞り込みに用いる項目（主なもの）

② 人による更なる絞り込み 及び ③ 個々の子供への対応策の検討
一次絞り込みによりアセスメントを実施すべき児童生徒とされた者について、学
級担任に加え、生徒指導担当教員、養護教諭、特別支援担当教員、スクールカウン
セラー（以下「SC」という。）、SSW など、多職種を交えた「校内チーム会議」で、
スクリーニング会議でのデータや議論を踏まえて、個別支援の必要性やアプローチ
の方法（④にて後述）等を検討する。
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支援策は、学級担任や養護教員からのアプローチなどの「教職員の関与」、学習
支援や子ども食堂の活用などの「地域資源の活用」、家庭児童相談や生活保護の利
用などの「専門機関の活用」を選択肢として検討する。主な支援策は、図表２－７
に示す。
分類

教職員の
関与

支援策

分類

支援策

担任のアプローチ

家庭教育支援の活用

生徒指導や児童生徒支援アプローチ

学習支援の活用

養護教諭のアプローチ

地域資源の

特別支援担当のアプローチ

活用

学年団のアプローチ

居場所、子ども食堂等の活用
単発の事業活用
地域人材の活用

SSWを活用したアプローチ

学童保育の活用

SCを活用したアプローチ

地域の福祉サービスの活用（放課後デイ等）
家庭児童相談室・児相を活用
専門機関の 少年サポートセンター活用
活用

教育センター活用
福祉制度活用（生活保護、母子相談等）

図表２－７

主な支援策

④支援への接続
支援につなぐことを決定した場合、事案に関する専門性や、児童生徒との信頼関
係やパイプの有無から適切な者を選定し、接触や声掛けを行う。柏市においては、
SSW が、日頃からリスクがあると想定される家庭への訪問を行っているため、声
掛けまで実施することが多い。
2.1.2.2 個人情報の取扱い
この取組は、基礎自治体内の全児童生徒のデータを連携するものではなく、学校現
場において児童生徒のデータを分散して保有し、活用する取組である。
柏市では、この取組は、学校内で通常行っている情報共有をシートやシステムに置
き換えたものと整理している。
なお、一部自治体で補助的に利用している推論判定プログラムを変更・修正する際
の委託者へのデータ提供に関しては、個人情報保護運営審査会の諮問を経て、情報漏
洩のリスクを低減するため暗号化を行って実施している。
2.1.2.3 成果
柏市では、この取組により、導入している学校の全児童生徒のうち、約２割につい
てリスクの精査を実施している。同様の取組を実施している能勢町では、児童生徒の
うち約３割についてリスクの精査を実施している。
また、学年会議等でデータに基づいて複数人の議論を行い、さらに些細なことでも
支援の方向性を決定することで、話合いに意味が付与され、「チーム学校」の形成に
つなぐ契機となっている。さらに、本取組を通じて、年度末の学年間での情報の引継
ぎや、小学校・中学校間での情報の引継ぎがスムーズになったという意見もある。
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【参考】本取組での具体の支援事例
（同様の取組を実施している自治体の事例を含む）
（事例１）
小学生のＣさんについては、元々、小学校内において、教員の見取りによって「気
になる子」として認識されていたが、家庭との連絡が取れないこともあり支援につ
なぐまでに至っていなかった。しかし、新たに始めた１学期のスクリーニング会議
（学年団）において、スクリーニング項目のうち多くに該当したことに加え、担任
より家庭との連絡が取れない悩みも報告されたため、支援につなげる必要性が確認
され、「チーム会議に挙げる」ことが決定された。
その後、校内チーム会議でこの状況を共有したところ、会議に参加している SSW
が担当する他の中学校にＣさんの兄弟（Ｄさん）が在籍しており、その中学校でも
Ｄさんを支援する必要性を認識している旨の情報共有がなされた。その中学校で
は、「気になる子」について、頻繁に家庭訪問を行っていることから、Ｃさんにつ
いても、兄弟であるＤさんへの関わりを入り口に、ＣさんとＤさんの家庭全体を支
援していく方向性（教職員の関与「SSW を活用したアプローチ」）を決定した。
２学期には、１学期に決めた支援の方向性の現状確認（支援の実際）から始めた。
SSW を中心に家庭訪問を繰り返すことで、連絡がつかなかった保護者と会うこと
ができるようになる等の改善があり、保護者との相談を行う中で家庭の困窮状況な
どの経済面の困難が明らかになるなど課題が可視化された。ここで、改めて、会議
を通じて、支援の方向性を「専門機関の活用『福祉制度活用』」として、社会福祉
協議会の貸付けや就学援助を利用することと決定し、申請を含めてサポートを行
い、最終的には制度の利用につながった。
３学期には遅刻や忘れ物などのチェック項目に改善が見られ、Ｃさんにも保護者
にも落ち着きを感じることができた。ここで、会議を通じて、支援の方向性を再検
討し、
「専門機関の活用『教育センター活用』」として、Ｃさんや保護者の同意の下、
発達検査を行う等を決定し、発達面を含めた支援を継続している。
（事例２）
小学生のＥさんは、あまり教室内では目立たないものの、学校生活では特に問題
もなく過ごせており、スクリーニング項目においても「学力」にのみチェックがつ
く状態であったが、Ｅさんの学級担任は「このまま見過ごしてはいけない児童だ」
という認識を持った（データ）。スクリーニング会議（学年団）においてこの認識
を共有したところ、音楽の専科教員からも「Ｅさんはリコーダーの指使いがなかな
か理解できずとても苦労している」という話が持ち上がったため、現段階で何らか
の支援につなげるために「校内チーム会議に挙げる」ことを決定した（複数教員に
よる議論）。校内チーム会議の議論により、支援の方向性を「教職員の関与『特別
支援担当のアプローチ』」として、特別支援コーディネーターが関与し、授業の様
子を観察した上で、発達上の支援の必要性について検討していく決定がなされた
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（決定）。
特別支援コーディネーターが授業観察を行った結果、Ｅさんには発達特性が認め
られサポートの必要性があると判断されたことから、特別支援コーディネーターが
同席の下、Ｅさんの学級担任と保護者が面談を行い、Ｅさんの通級指導教室の利用
を開始した。
（事例３）
小学生のＦさんについては、学校において、「特に気になる子」として認識され
てはいなかったが、母子家庭の子供であり、母親が仕事で忙しく、授業参観や保護
者会等は全て祖母が出席をしていた。元々、やや不登校気味のところも見られたが、
さらに、スクリーニング項目のうち、う歯が多いなど、生活面・家庭面での課題に
チェックが増えるに至ったことが確認され（データ）、学級担任や学年団に気付き
をもたらし、チーム会議に挙げることが決定された。
チーム会議で支援の方向性について議論を行った結果、SC からＦさんの母親に
学級担任や養護教諭を紹介して、学級担任や養護教諭からＦさんの母親に対してＦ
さんとしっかり向き合うよう働きかけること（教員団の関与「担任のアプローチ」
及び「養護教諭のアプローチ」）や、SSW から校内の子ども食堂を紹介し、Ｆさん
に広く愛情を注いでくれる居場所として活用すること（地域資源の活用「居場所、
子ども食堂等の活用」）を決定した。
Ｆさんは、学級担任の同行で子ども食堂に参加したことをきっかけとして利用を
開始し、徐々に生き生きとし始めた。また、次学期には、母親が参観等に初めて出
席し、スクリーニング項目においても遅刻の減少や学力の向上などの改善が明確に
表れた。

2.1.3 府中町（広島県）の取組
府中町では、広島県の補助事業である子供の予防的支援構築事業のモデル市町として、
福祉部門や教育部門が保有する子供の育ちに関する様々な情報を集約し、AI を活用し
て児童虐待などリスク予測を行い、予防的な支援を届ける「AI 子供見守りシステム（以
下、この節において「システム」という。）」を構築し令和３年度から運用している。シ
ステムの対象は町内の０歳から 18 歳までの子供であるが、現在は実証試験期間中であ
り、
・用途を児童虐待のリスク予測に限定して実施しており、令和４年度から、小・中学
校の情報を分析し、長期欠席や問題行動などに関するリスク予測に拡張予定
・リスク予測を行う AI モデルを試験的に運用
・これに伴い、システムを利用した支援への接続も試験的に運用
している。
システムの運用は、児童福祉法に基づく拠点である子ども家庭総合支援拠点（首長部
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局。以下、この節において「拠点」という。）が行っている。
なお、同様の取組は、広島県下の他のモデル市町（府中市、海田町、三次市）におい
ても、順次導入を進めている。
2.1.3.1 業務フロー
ここでは、現行実施している取組として、児童虐待のリスク予測や予防的な支援へ
の試験的な接続に絞って記載する。システムを用いて、困難な状況にある子供を発見
し、必要な支援につなぐまでの業務フローを図表２－８に示す。

図表２－８

府中町（広島県）フロー図

① デジタルデータを用いた困難な状況にある子供の一次絞り込み
一次絞り込み段階では、18 歳までの子供全員を対象とし、母子保健、障害福祉、
生活保護、児童扶養手当、校務支援など、福祉部門や教育部門が保有する各基幹業
務システムから、拠点のシステムに情報を集約し（データベースの構築）、その情
報を用いて、児童虐待事例を正解データとした AI モデル（機械学習）により、リ
スク予測値を算出する。リスク予測値の算出に用いる具体的な項目のうち主なもの
を図表２－９に示す。
なお、システムへのデータ入力は、各所管部局の基幹業務システムと連携して、
定期的・自動的に取込みを行っている。
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大分類

母子保健

小分類
妊娠届出
妊婦健診
乳児健診
４か月健診

１歳６か月児・
３歳児健診
予防接種
障害者手帳
障害
障害児通所支援
生活保護
経済支援
就学援助
児童扶養手当
ひとり親
ひとり親医療
保育所
保育所所属
出欠席
保健室来室記録
小中学校
【※】
虐待チェックリスト
成績、健康診断
【※】令和４年度に分析予定

図表２－９

項目
ハイリスク（18歳以下、未婚、未入籍、こどもの数）、妊娠回数等
受診日、受診回数、総合判定等
受診回数、総合判定等
母親・父親の喫煙、育てにくさを感じているか、
父親は育児をしているか、感情的に叩いた、家に残して外出等
身体発育、発達の遅れの疑い、母親・父親の喫煙、
育てにくさを感じているか、感情的に叩いた、歯科健診の結果等
接種コード、接種日等
身障手帳等級、精神手帳等級、療育手帳程度等
児童発達支援支給終了日、放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ支給終了日等
保護開始年月日
受給開始日、終了日
支給区分、認定年月日、児童障害有無、診断書区分等
資格状態、認定日
事業所名、認定申請状況、実施開始日、実施終了日
出席、欠席、早退、遅刻等
時間、来室理由、症状、朝食、睡眠、経過、処置等
子供（精神的不安定、攻撃性が強い、身なりや衛生状態）、
保護者（子供への関わり・対応）、家族・家庭（暴力・不和）等
成績（評定）、健康診断（体位測定、眼科、耳鼻科、内科、歯・口腔等）

リスク予測値の算出に用いる主な項目

② 人による更なる絞り込み
拠点職員が、システム上の虐待リスク予測値が高いと確認4した子供については、
更にシステム上のその他の情報（福祉サービスの利用状況、乳幼児健診の結果等）
を確認し、予防的な支援が必要と判断される子供を仮決定する。この子供について、
要対協に「要支援児童」としてケース登録した上で、①就学前の乳幼児については
ネウボラ（子育て世代包括支援センター）職員に共有することで、②就学後の児童
生徒については学校の SSW に共有することで、安否、養育状況、登校状況等を確
認し、予防的な支援が必要な子供を確定する。
また、所属する保育所、幼稚園、学校等から、虐待等の兆候について拠点に情報
提供があった場合も、継続的にリスク値を確認して予防的支援の必要性を判断する
こととしている。
なお、図表２－９のリスク予測値の算出に用いる主な項目が全てシステム上で閲
覧できる訳ではなく、これらの項目の内、拠点におけるリスクアセスメントに必要
な情報だけが表示される。
③ 個々の子供への対応策の検討
拠点では、予防的支援として、子供や世帯の孤立の緩和のために、相談支援や生
活支援など、現行の子育て支援サービスを漏れなく利用してもらうように働きかけ
を行っていく。そのため、要対協を通じて、現行の子育て支援サービス利用状況な
どの詳細情報を収集した上で、引き続き、家庭児童相談員がネウボラ職員又は SSW
と協議を行い、アプローチの方法を検討する。
具体的な予防的支援策は、拠点による相談支援、保健師・助産師・保育士等の家
4

システム上の虐待リスク予測値の確認は週に一度実施。
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庭訪問による助言・指導、身近な保育所や幼稚園等による相談支援、乳児家庭全戸
訪問事業における拠点職員の同行、SSW と連携した支援などが挙げられる。
④支援への接続
支援につなぐための本人への接触は、拠点職員、ネウボラ職員、SSW など、本
人とつながりのある適切な担当から実施する。
2.1.3.2 個人情報の取扱い
府中町では、個人情報保護条例において、「相当な理由」があると認められる場合
であって、「それぞれの事務の目的に必要な範囲内において利用」する場合は、目的
外利用及び外部提供が認められており、この規定に基づいた情報集約をしている。
また、府中町では、システムで利用する健康診断の結果や障害等に関する情報を要
配慮個人情報としているが、個人情報保護条例において、個人情報保護運営審査会の
諮問を経て相当な理由があると認められた場合には本人以外の者からの収集が認め
られているため、審査会に諮問し承認を受けた上で実施している。
さらに、個人情報の取り扱いには特段の配慮が必要であることから、システムの操
作や閲覧を含むアクセス権は、子育て支援課長及び拠点の職員（現在５名）に限定し
て運用している。さらに、リスク予測値の算出に用いる主な項目が全てシステム上で
閲覧できるのではなく、これらの項目のうち、拠点におけるリスクアセスメントに必
要な情報だけが表示される。（再掲）
あわせて、虐待リスク予測値が高いと確認した子供について、各機関間で情報共有
を行うことは、要対協に「要支援児童」としてケース登録することで可能としている。
加えて、不要になったデータは、復元が不可能な方法で処分するなど、確実かつ速
やかに削除・廃棄している。
なお、虐待リスク予測値の算出プログラムを変更・修正する際の委託業者へのデー
タ提供に関しては、情報漏洩のリスクを低減するため仮名化を行って実施している。
【参考】府中町個人情報保護条例（抜粋）
（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)・(２) （略）
(３) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯
罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益
が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記
述等が含まれる個人情報をいう。
(４)～(13) （略）
（収集の制限）
第６条 実施機関は、個人情報（特定個人情報を除く。以下この条において同じ。）
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を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、その目的を達成
するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならな
い。
２ 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条
例（以下「法令等」という。）に定めがあるとき、又は府中町情報公開・個人情
報保護審査会（以下「審査会」という。）の意見を聴いた上で、事務の執行上必
要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでな
い。
３ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(１)～３) （略）
(４) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要が
あると認めて収集するとき。
(５) （略）
(６) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、本人から収集し
たのでは個人情報を取り扱う事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は
円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集す
ることに相当な理由があることを実施機関が認めて収集するとき。
（利用及び提供の制限）
第８条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有個人
情報（保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。）を当該実施機関内
において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、
次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(１) 法令等の定めるところにより利用し、又は提供するとき。
(２) 本人の同意に基づいて利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供す
るとき。
(３) 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供するとき。
(４) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急かつやむを得ないと認
められる場合において、利用し、又は提供するとき。
(５) 専ら学術研究、統計の作成等の目的のために利用し、又は提供するとき。
(６) 同一実施機関が利用する場合又は他の実施機関、国若しくは他の地方公共
団体に提供する場合で、相当な理由があると認めてそれぞれの事務の目的に必
要な範囲内において利用し、又は提供するとき。
(７) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、相当な理由があ
ると実施機関が認めて利用し、又は提供するとき。
２ 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を利用し、又は提供する
ときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害してはならない。
３ 実施機関は、実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合において、必

22

要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、その個人情報の使用目的、
使用方法等の制限を付し、又は適正な管理のために必要な措置を講じるよう求め
なければならない。
４ （略）
【参考】府中町個人情報保護条例施行規則（抜粋）
（要配慮個人情報）
第１条の２ 条例第２条第３号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれ
かを内容とする記述等（本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。）と
する。
(１)
ア
イ
ウ

次に掲げる心身の機能の障害があること。
身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）別表に掲げる身体上の障害
知的障害者福祉法（昭和 35 年法律第 37 号）にいう知的障害
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）に

いう精神障害（発達障害者支援法（平成 16 年法律第 167 号）第２条第２項
に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。）
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123
号）第４条第１項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大
臣が定める程度であるもの
(２) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者（次号において
「医師等」という。）により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診
断その他の検査（同号において「健康診断等」という。）の結果
(３) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由と
して、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若し
くは調剤が行われたこと。
(４) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起
その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(５) 本人を少年法（昭和 23 年法律第 168 号）第３条第１項に規定する少年又
はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年
の保護事件に関する手続が行われたこと。
2.1.3.3 成果
各基幹業務システムから拠点のシステムに情報を集約することで、福祉サービスの
受給状況や母子保健の健診結果などをシステム上で共有できるようになった。AI の
精度向上や学校データの連携に伴うシステム改修を行うなど更なる改善を図ってお
り、今後、システムを活用した支援を本格化させていく。
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2.1.4 戸田市の取組
戸田市（埼玉県）では、NPO 法人 Learning for All（以下、この節において、
「LfA」
という。）に運営を委託する居場所支援につなぐため、市にてデータベースを用いてハ
イリスク家庭を特定した後、そのアウトリーチを含めて当該 NPO 法人に委託する取組
を実施している。
データベースを活用したハイリスク家庭のアウトリーチ支援は、平成 29 年度から実
施している。対象は居場所支援の対象となる地域の小学校（２校）に通う１～３年生と
している。
この取組は、子育て支援施策やひとり親家庭等医療費助成を担当する首長部局である
こども家庭支援室が実施している。
2.1.4.1 業務フロー
データベースの作成から居場所支援につなぐまでの業務フローを図表２－10 に示
す。

図表２－10

戸田市 フロー図

① デジタルデータを用いた困難な状況にある子供の一次絞り込み
一次絞り込み段階では、こども家庭支援室において、対象となる地域の小学校に
通う１～３年生全員の中から、経済的支援を利用している家庭の子供をエクセル表
にリストアップし、これを「アウトリーチ実施一覧リスト」とする。具体的には児
童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成、就学援助、生活保護のいずれかを利用し
ている世帯について一覧化したリストを作成しており、そのイメージは図表２－11
に示すとおりである。
リストの作成は、こども家庭支援室の職員が、年に２回程度、就学援助に関して
は所管する教育委員会からの情報提供を、生活保護に関しては所管する生活支援課
からの情報提供を受け、自らが保有する、児童扶養手当の受給とひとり親家庭等医
療費助成世帯に関する情報を組み合わせて実施する。
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図表２－11

リストのイメージ

② 人による更なる絞り込み 及び ③個々の子供への対応策の検討
市は、業務委託をしている LfA に対してリストを提供し、LfA の職員が小学校
にヒアリングを行うことで各ケースを精査し居場所支援につなぐかを検討する。そ
の際、学校の先生がその児童に対して抱える「困り感」と「居場所につないだ方が
良いか（例えば行政に対する拒否感がないか）」等を重視する。
④支援への接続
居場所支援につなぐことを決定した場合、既にその子供や家庭とつながりがある
関係機関から接触を図り、声掛けを行う。多くの場合は、LfA から小学校に対して
声掛けの依頼を行い、小学校の先生が居場所支援を紹介する。
2.1.4.2 個人情報の取扱い
戸田市では、個人情報保護条例において、「審議会の意見を聴いた上で、公益上特
に必要があり、かつ、本人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるとき」は目的
外利用及び外部提供が認められており、この規定に基づいて、個人情報を用いたリス
ト作成を実施している。
また、個人情報保護条例において、「審議会の意見を聴いた上で、個人情報を保護
するため必要な措置を講じ」た場合には、「個人情報取扱事務を実施機関以外の者に
委託する」ことも認められており、その場合、「実施機関から個人情報取扱事務の委
託を受けた者は、実施機関に準ずるものとして、業務を行う」ことができることを規
定しており、この規定に基づいて LfA に業務委託している。すなわち、LfA に委託契
約を行う際、適切な秘密保持に関する事項を含む個人情報取扱事業者契約を結ぶこと
を前提に、個人情報保護運営審査会に諮問し、承認を受けている。
なお、個人情報の取扱いには特段の配慮が必要であることから、リストはパスワー
ドをかけて保存しており、その作成や閲覧を含むアクセス権は、こども家庭支援室の
アウトリーチ担当者２名と、LfA 職員２名に限った運用を行っている。
【参考】戸田市個人情報保護条例（抜粋）
（目的外利用等の制限）
第９条

実施機関は、個人情報取扱事務の目的外のために保有個人情報(保有特定
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個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用（以下「目的外利用」とい
う。）し、又は実施機関以外のものにこれを提供（以下「外部提供」という。）
してはならない。
２ 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合に
おいては、目的外利用又は外部提供（以下「目的外利用等」という。）をするこ
とができる。
(１) 法令等に定めがあるとき。
(２) 本人の同意があるとき。
(３) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認
められるとき。
(４) 実施機関が、審議会の意見を聴いた上で、公益上特に必要があり、かつ、
本人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるとき。
３・４ （略）
５ 実施機関は、第２項第４号の規定により既に審議会の意見を聴いた上で目的外
利用等を行った事務と同一の目的及び事務内容のものについては、審議会への報
告とすることができる。
６ 実施機関は、保有個人情報を外部提供する場合は、その提供先に対し、当該保
有個人情報の使用目的及び方法について制限を課し、かつ、その適正な取扱いに
ついて必要な措置を講ずるよう指導しなければならない。
(外部委託の保護措置)
第１３条 実施機関は、正当な理由に基づき、個人情報取扱事務を実施機関以外の
者に委託する場合は、あらかじめ、審議会の意見を聴いた上で、個人情報を保護
するため必要な措置を講じなければならない。
２ 実施機関は、個人情報取扱事務について、労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣
法」という。)第２６条に定める労働者派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派
遣法第２条第１号に規定する労働者派遣をいう。)の役務の提供を受けようとす
るときは、あらかじめ、審議会の意見を聴いた上で、個人情報を保護するために
必要な措置を講じなければならない。
【参考】戸田市個人情報保護条例施行規則（抜粋）
(事務の委託)
第９条 市長は、条例第１３条の規定による個人情報取扱事務を委託するときは、
その委託契約に次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(１) 保有個人情報の秘密保持に関する事項
(２) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(３) 指示目的以外の使用及び第三者への提供禁止に関する事項
(４)

保有個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項
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(５)
(６)
(７)
(８)
(９)

事故発生時における報告義務に関する事項
契約の解除及び損害賠償に関する事項
委託業務についての管理監督に関する事項
条例に規定する事業者の責務及び受託者の責務の周知に関する事項
その他市長が必要と認める事項

2.1.4.3 成果
この取組により、令和２年度までの４年間で、413 人の児童をリスト化し、81 人
にアウトリーチを実施。このうち 15 人が居場所支援を利用している。
【参考】本取組での具体の支援事例
（事例）
小学生のＧさんについては、生活保護受給世帯であったために「アウトリーチ実
施一覧リスト」に抽出され、LfA に情報提供がなされた。LfA スタッフが、小学校
の教員から情報収集を行い、Ｇさんは登校しぶりがあり、学校でも落ち着きがない
様子であること等を聞き取ったため、居場所支援につなぐことを判断。学校からＧ
さんの保護者にアプローチし、Ｇさんは居場所支援に通うことになった。
支援を通じて、Ｇさんの母親の相談に丁寧に応じることで、Ｇさんと母親とのコ
ミュニケーションが円滑となった。また、Ｇさんがスタッフと接する中で登校しぶ
りは改善し、社交性の向上も見られるなど、良い影響が生まれている。

2.1.5 つくば市の取組
つくば市（茨城県）では、市役所の持つ各種手当等の受給状況や、学校の持つ学力等
の子供に関する情報を取りまとめ、庁内関係部署間で適切に情報を共有するための「デ
ータベースみまもり（以下、この節において、
「DB」という。）」を運用し、困難な状況
にある子供を早期に発見し、必要な支援につないでいる。
DB は、箕面市「子ども成長見守りシステム」を参考にして、令和元年度に構築し、
以降、運用している。対象は小学校１年生から中学校３年生の子供であり、特に小学校
４年生以降の児童生徒については、非認知能力テストも活用した、フルスペックの判定
を実施している。
DB の運用は、福祉部こども未来室が、セキュリティ対策を施したエクセル表を管理
する形で行っている。こども未来室は、つくば市にて、子供の貧困対策や生活困窮世帯
の子供に対する学習支援事業等を所管している首長部局である。
2.1.5.1 業務フロー
DB を用いて、困難な状況にある子供を発見し、必要な支援につなぐまでの業務フ
ローを図表２－12 に示す。ここでは、対象を、DB が特に狙いとしている小学校４年
生以上の児童生徒と想定して記載する。なお、それ以外の子供については、非認知能
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力テストの情報を除いた運用がなされている。

図表２－12

つくば市 フロー図

① デジタルデータを用いた困難な状況にある子供の一次絞り込み
一次絞り込み段階では、こども未来室において、市内小学校及び中学校の児童生
徒全員から、DB 上に集約した経済的支援に関する情報、学校関係情報、非認知能
力テストの項目を用いて、簡単なアルゴリズム（条件抽出）により、「要支援児童
生徒」を抽出する。要支援児童生徒の抽出に用いる具体的な項目及びアルゴリズム
は図表２－13 及び図表２－14 に示す。
なお、非認知能力に関する項目の情報については、東京書籍の質問紙調査「icheck」を小学校４年生から中学校３年生に対して実施して取得している。
判定に用いるデータの DB への入力については、年に２回、こども未来室の職員
が、CSV 形式でデータを得て取込を行い、その都度、要支援児童生徒の抽出を実
施している。
大項目

経済的
支援

項目

大項目

非認知能力テスト総合点

（要保護 又は 準要保護を記入）

（基準点以上に該当の場合は〇）

児童扶養手当

自己認識

（全額・一部・停止等の区分を記入）
ひとり親マル福【※】

（基準点以上に該当の場合は〇）
非認知能力

（利用している場合は〇）

テスト

欠席30日以上（該当の場合は〇）
学校

項目

就学援助

社会性
内 （基準点以上に該当の場合は〇）
訳 学級環境

諸費滞納・遅れがち（該当の場合は〇）

（基準点以上に該当の場合は〇）

虫歯未処置（該当の場合は〇）

生活・学習習慣

県学力診断のためのテスト基準点以下

図表２－13

（基準点以上に該当の場合は〇）
【※】ひとり親家庭の医療費助成（経済的要件あり）

（前年度） （該当の場合は〇）

要支援児童生徒の抽出に用いる項目
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（１） 学校データまたは非認知能力テスト総合点のうち３つ以上該当
（２） 学校データまたは非認知能力テスト総合点のうち２つ以上該当
＋経済的支援
（３） 県学力テスト基準点以下＋非認知能力テストの生活習慣
（４） 県学力テスト基準点以下＋経済的支援
（５） 諸費滞納＋虫歯未処置
（６） 諸費滞納＋経済的支援
（７） 虫歯未処置＋経済的支援
図表２－14

要支援児童生徒の抽出の条件

② 人による更なる絞り込み
一次絞り込みにより便宜上「要支援児童生徒」とされた子供に関して、既に支援
策（③にて後述）を利用している児童生徒を除外するとともに、大きな課題のない
児童生徒が含まれている場合は、その除外を行う。具体的には、データだけではわ
からない、児童生徒の学校での様子や、保護者・家庭の様子を拾い上げるため、学
級担任や生活指導主任など、学校職員からコメントを取得し、DB の個人票に追記
する。この個人票をもとに、こども未来室において、支援対象者の絞り込みを行う。
なお、DB 上に存在するデータは、一次絞り込みで用いた項目の現在の状態値に
加え、過去の状態履歴や支援策の利用歴等も含んでおり、これらも活用している。
③ 個々の子供への対応策の検討
ケースの精査を行うことで支援対象者として絞られた児童生徒について、こども
未来室のアウトリーチ支援員（こども未来支援員）、子育て相談室の家庭相談員、
SSW からなる支援担当者会議で、個別の児童生徒に関する知見を出し合いながら、
対応策を検討する。検討に当たっては、子供の貧困対策を所管するこども未来室、
虐待対策等を含む家庭児童相談を所管する子育て支援室、いじめや不登校などの問
題に対処する学校現場で、その児童生徒が抱えるリスクについて、どのように認識
されているかを重視して検討を行う。
検討の結果、ケースに応じて、学校で見守りを進めるのか、子供の居場所や相談
支援等の支援策を推奨するのかを決定する。具体的な支援策の一覧は、図表２－15
に示す。
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分類

支援策

備考

生活困窮者相談

生活困窮者自立支援法に基づく自立や就労に関する相談支援

子育て相談室

子育て相談室の家庭相談員による相談支援

SSW関与

SSWによる相談支援

つくばこどもの青い羽根学習会

無料の学習支援（生活保護・就学援助受給世帯対象）

学習塾代助成

学習塾代の一部助成（就学援助受給世帯対象）

居場所

居場所事業

生活面の課題を抱える子ども向けの無料の居場所支援

支援等

つくばやる気じゅく

小中学校で実施している無料の学習支援

寺子屋くらぶ

無料の居場所

R3食の支援

コロナ禍での食の支援（生活困窮世帯対象）

相談支援

図表２－15

支援策一覧

④支援への接続
支援につなぐことを決定した場合、既にその子供や家庭とつながりがある関係機
関から接触を図り、声掛けを行う。
接触や声掛けの様態はケースに応じて様々だが、学校を通じて行う場合、生活指
導主事等を介して支援窓口を案内することが多い。また、既に生活保護や児童扶養
手当などの福祉的な支援制度を利用している場合は、手続きのために市役所に来庁
した際に、ケースワーカー等の職員を通じて案内することが多い。
なお、接触後に子供や家庭との面談を行う中で、別の支援の必要性が明らかにな
った場合は、別の支援につなぐことを含め、柔軟に対処する。
2.1.5.2 個人情報の取扱い
つくば市では、個人情報保護条例において、個人情報の提供を受ける者が「所掌事
務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合」であって「相当な理由
のあるとき」は目的外利用を認めることとしており、この規定に基づいた取扱いを行
っている。
また、個人情報の取扱いには特段の配慮が必要であることから、DB の操作や閲覧
を含むアクセス権は、こども未来室職員２名に限った運用を行っている。なお、DB
上の個人情報の保存期間は、当該子供が中学校３年生を卒業するまでとしており、保
存期間終了後は情報を削除している。
【参考】つくば市個人情報保護条例（抜粋）
（利用及び提供の制限）
第８条 実施機関は、法令又は条例に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のた
めに保有個人情報（保有特定個人情報を除く。以下この条及び第 11 条において
同じ。）を自ら利用し、又は提供してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認め
るときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供す
ることができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用
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し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するお
それがあると認められるときは、この限りでない。
(１)本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(２)実施機関が所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する
場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあると
き。
(３)他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法
人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者
が、事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、
当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(４)前３号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保
有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利
益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のある
とき。
３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用
を妨げるものではない。
４ 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、
保有個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特
定の部局又は機関に限るものとする。
2.1.5.3 成果
DB により市内全児童生徒約２万１千人のうち、７％に当たる約１千４百人を抽出
している。そのうち、約半数に対して状況調査等を行い、ケースの精査を行った上で
アウトリーチにつないでいる。
【参考】本取組での具体の支援事例
（事例）
小学生のＨさんは、学校欠席はほとんどなく、特に他者ともトラブルを起こした
りすることがないため、学校は困難を抱えているという認識を持っていなかった。
こども未来室では、DB を確認し、経済的支援や非認知能力テストのスコアを組
み合わせることで、要支援児童生徒としてＨさんを抽出することができた。この結
果を受け、学校に聞き取り調査をしたところ、Ｈさんは学校では友達とのコミュニ
ケーションを全く取らず、自身の殻に閉じこもる様子であり、知らない大人に対し
ては鋭い目を向けることが多い状態だとわかった。また、学校から保護者への連絡
が取りにくい家庭であることも判明した。
こども未来支援員が中心となり、関係機関の協力を得ながら、Ｈさんの保護者と
根気強く接触し、理解を得て、Ｈさんを居場所支援につないだ。Ｈさんは、居場所
では徐々に他の子供とコミュニケ―ションを取るようになり、周囲の支援者にも自
身の困難な状況を話せるようになった。更に学校での見守りも強化できている。
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2.2 先行事例の整理
各先行事例の研究により、子供を守るためのデータ連携・活用の実施手順は、図表２－
16 で示す通り、
① デジタルデータを用いた困難な状況にある子供の一次絞り込み
② 人による更なる絞り込み
③ 個々の子供への対応策の検討
④ 支援への接続
と整理できると考えられる。特に、一定のデータのみで支援すべき子供や家庭がつぶさに
特定されるのではなく、最後は人の手によって精査を行い、困難な状況にあるのか、困難
な状況にあるとすれば支援が必要なのかを検討しており、その前段階で、補助的にデジタ
ルデータを用いた一次絞り込みを実施していると言える。

図表２－16

子供を守るためのデータ連携・活用の実施手順

一方で、データ項目やデータの活用の詳細については、事例により様々であった。
特に、データ項目については、
（収集方法）
・既存データのみを活用するか（府中町など、戸田市）
・独自のデータ収集を行うか（箕面市、柏市など、つくば市）
（性質）
・客観データのみを用いるか（箕面市、府中町など、戸田市、つくば市）
・主観データも用いるか（柏市など）
（分野）
・学校と福祉の両データを活用するか（箕面市、府中町5など、つくば市）
・学校のデータ中心か（柏市など）、福祉のデータ中心か（戸田市6）
のバリエーションがあった。
5
6

現時点では、福祉のデータ中心であることに留意。
就学援助に関する情報については教育委員会から情報提供。
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また、データの活用については、
（判定法）
・データに基づきそのままリストアップするか（戸田市）
・簡単なアルゴリズムに基づいて判定を行うか（箕面市、つくば市）
・機械学習により推論判定を行うか（府中町など）
・会議での話合いで決定するか（柏市7など）
（活用体制）
・首長部局が実施するか（つくば市、府中町など）
・外部委託して実施するか（戸田市）
・教育委員会が実施するか（箕面市）
・学校現場が実施するか（柏市など）
のバリエーションがあった。
なお、困難な状況にある子供を必要な支援につなぐ際は、その子供や家庭とつながりや
信頼関係がある機関から丁寧に行うのが一般的であった。また、上記のフローを用いて接
続する支援策については、学校での見守りや居場所づくり支援などの①地域資源の活用、
相談支援など②専門機関の活用が主であり、生活保護や児童扶養手当等の③経済的支援に
ついては、他の何らかの支援を行う中で丁寧なアセスメントを行い、必要性がより明らか
になった場合に提案していくものと位置付けている事例があった。
個人情報の取扱いに関しては、多くのケースで個人情報保護条例上の整理を行うことに
加え、事例によっては、連携データへのアクセス制限や、アクセス可能な対象の制限を実
施している。すなわち、個人情報保護条例に関しては、「相当の理由」があるとして目的
外利用・外部提供を行うのが一般的であり、その際に、個人情報保護制度運営審議会の諮
問を経ているケースもあった。これに加え、アクセス制限やデータの分散保有により、連
携データへのアクセスを一部に限定しているケースが多かった。また、アクセス可能な対
象をハイリスク家庭のみに限定している事例もあった。
これらの先行事例の要点について、図表２－17 に横断的にまとめた。

7

一部自治体においては、機械学習による推論判定も活用。
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図表２－17
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先行事例の整理

デ
ー
タ
の
活
用

一
次
絞
り
込
み
の
デ
ー
タ
項
目

個情の
取扱

活用
体制
支援

判定法
会議・話し合い（一部自治体で機械
学習による推論判定も活用）
学校現場

●教育データ
・転入
・経済状況（就学援助、諸費滞納）
・学校適応・問題行動
（欠席、服装、友人関係、ケガ 等）
・学習（学力 等）
・家庭状況（持ち物,家庭との連絡 等）
・発達（支援学級 等）
・健康（疾病、う歯、保健室来室 等）
・福祉や地域等からの情報
・アンケート・調査
など

学校データ中心

客観データ・主観データ両方を活用

新たに学校職員の認識を収集

教職員の関与、地域資源の活用、
専門機関の活用
・目的外利用で情報連携
・従来から実施している、生徒指導を
(審議会承認、個情条例で明確化)
適切に行うための情報共有の一部と
・生活困窮世帯の子供に限って情報連
して位置付け
携
・学校ごとに分散してデータを保有
・アクセス権を担当職員２名に限定
・推論判定プログラム改変に際して
・保存期間終了後（18 歳を超えた場合） は、暗号化してデータ提供
は情報を削除。

相談支援、居場所の提供、教育支援

事務方（教育委員会）

アルゴリズム

●福祉データ
・経済支援（生活保護、児扶手、
ひとり親医療費助成）
・養育力（虐待相談、保健指導相談）
●教育データ
・経済支援（就学援助）
・能力等（学力、非認知、健康・体力、
基礎的信頼）

教育・福祉両データを活用

分野

詳細

既存データに加え、
新たに民間会社への委託調査で取得
客観データ中心

０歳～18 歳の子供
義務教育課程の児童生徒
支援が必要な困窮家庭の子供を早期に 児童虐待・いじめ・貧困の問題など表
発見し、関係機関による支援につなぐ 面化しにくい問題を抱える子供や家庭
を早期発見し、適切な支援につなぐ

学校版スクリーニング（YOSS）

子ども成長見守りシステム

収集
方法
性質

対象
目的

柏市等

箕面市

助言・指導、相談支援、全戸訪問事業
の強化、SSW と連携した支援 等
・目的外利用/外部提供で情報連携
（要配慮個人情報は審議会承認）
・アクセス権を担当職員５名に限定
・リスクアセスメントに必要な情報
のみをシステム上に表示
・リスク予測値が高い子供に関する
機関間の情報共有は要対協に登録
して実施
・推論判定プログラム改変に際して
は、仮名化してデータ提供

事務方（首長部局）

教育・福祉両データを活用
（学校データは令和４年度から）
●福祉データ
・経済支援（生活保護、児扶手、
ひとり親医療費助成）
・母子保健（届出、健診、接種）
・障害（手帳、通所支援）
・保育所（所属）
●教育データ
・経済支援（就学援助）
・小中学校
出席、保健室来室、虐待チェック
リスト、成績、健康診断
など
機械学習による推論

客観データ中心

０歳～18 歳の子供
福祉や教育などの子供の育ちに関係す
る情報を基にリスク予測（※）を行い、
予防的な支援を届ける
（※）現状では虐待リスクを予測
既存データのみを収集

府中町等（広島県）
子供の予防的支援構築事業
（AI 子ども見守りシステム）

相談支援、居場所の提供

事務方（首長部局）

アルゴリズム

●福祉データ
・経済支援（生活保護、児扶手、
ひとり親医療費助成）
●教育データ
・経済支援（就学援助）
・教育
（欠席、諸費滞納、学力、非認知）
・健康（虫歯未処置）

教育・福祉両データを活用

既存データに加え、
新たに民間会社への委託調査で取得
客観データ中心

・目的外利用/外部提供で情報連携
・目的外利用で情報連携
・NPO 法人と個情取扱事業者契約の ・アクセス権を担当職員２名に限定
上、審議会の承認を経て、外部委託 ・保存期間終了後（中学校を卒業した
・アクセス権は、担当者２名と NPO
場合）は情報を削除。
法人２名に限定

居場所の提供

外部委託（NPO 法人）

そのままリストアップ

福祉データ中心
（就学援助あり）
●福祉データ
・経済支援（生活保護、児扶手、
ひとり親医療費助成）
●教育データ
・経済支援（就学援助）

客観データ中心

既存データのみを収集

居場所支援の対象の小学校の 1～３年生 義務教育課程の児童生徒
ハイリスク家庭を特定し、委託先であ 困難な状況にある子供を早期に発見
る NPO 法人が運営する居場所支援に し、必要な支援につなぐ
つなぐ

戸田市
つくば市
ＤＢ活用によるハイリスク家庭の
データベースみまもり
アウトリーチ支援

