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子ども・若者育成支援推進大綱（「子ども・若者ビジョン」） 
点検・評価シート 

 
項目：子ども・若者の健康と安心の確保 

 ②相談体制の充実 
省庁名：文部科学省 

（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗に係る自己評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）現在認識している課題 

 

 

 

 

 

 

 

（４）今後の方向性 

 

 

 

 

【学校における相談体制の充実】 

○子どもが抱える問題の未然防止や早期発見・早期対応のため、学校では養護教

諭と関係教職員が連携した健康相談や保健指導を行っている。 

○学校における相談体制の充実のため、以下の配置を拡充。 

・児童生徒の臨床心理に関して専門知識・経験を有するスクールカウンセラー 

・社会福祉の知識も有し児童相談所等の関係機関とのネットワークにより子ども

を支援するスクールソーシャルワーカー 

○教員 OB 等の地域人材の学校への配置、教育委員会における 24 時間体制での

電話相談事業の実施。 

○教職員を対象とした研修会等を実施。 

○小・中・高等学校の学校保健委員会の設置率 91.6%（H24 年度）  

 ※学校保健委員会設置状況調査 (H25 年度 )

○スクールカウンセラーの予算配置校数（H25 年度）  

公立中学校：10,000 校（全校配置）   

公立小学校：13,800 校（約 65％配置） 

○スクールソーシャルワーカーの予算配置人数（H25 年度）  

   1,355 人（都道府県・政令都市・中核市） 

○全都道府県において 24 時間体制での電話相談事業を実施。 

○学校保健委員会の開催率は、どの校種においても年々向上してきているが、都道

府県によって設置率の差がある。 

○公立中学校においてスクールカウンセラーを全校に配置できる予算は措置した

が、公立小学校においてもスクールカウンセラーの配置拡充を図る必要がある。 

○スクールソーシャルワーカーの一層の配置の拡充が必要である。 

○スクールカウンセラー等の資質の維持向上を図る必要がある。 

○今後も、学校保健委員会の設置及び開催を推進する。 

○引き続き、児童生徒が悩みなどを速やかに相談できるよう、スクールカウンセラー

等による教育相談体制の充実に努めていく。 

○スクールカウンセラー等への指導助言を行うスーパーバイザーの配置や県域での

スクールカウンセラー等の連絡協議会の開催などにより、スクールカウンセラー等

の資質向上を図っていく。 
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スクールカウンセラー等活用事業
平成２５年度予算額 3,892百万円

教職員 家庭（保護者）

２６８→３３５箇所（都道府県・市町村各５箇所）

教育委員会等から課題のある学校等に派遣

警察官ＯＢや教員ＯＢやの活用
児童生徒が悩みや不安を気軽に相談できる話相手、
児童生徒の非行・問題行動等の早期発見、緊急時の対応

「生徒指導推進協力員・学校相談員の配置」事業

助言・援助

児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有する者
児童生徒へのカウンセリング、教職員・保護者に対する助言・援助

中学校へ配置 ８，２５２校 → ９，８３５校（全校配置）
小学校へ配置 １１，６９０校 → １３，８００校（約６５％配置）
緊急支援派遣 ２０１校（前年度同数）

校内研修（中学校全校）（新規）
教員のカウンセリング能力等の向上を図る校内研修の実施

教育プログラムの実施（中学校３３５校）（新規）
児童生徒の困難・ストレスへの対処方法に資する
教育プログラムの実施

２４時間いじめ相談ダイヤル事業

・全児童生徒に相談ダイヤルカードの配布（全学年分）（１学年分→４学年分）
・全国統一ダイヤル
・２４時間体制での教育相談を実施 ６７県市

補助率：１／３

相談

スクールカウンセラー等配置事業

助言・援助

児童生徒

相談

カウンセリング非行行為の早期発見
緊急時対応

相談

相談
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スクールソーシャルワーカー
教育と福祉の両面に関して、専門的な知識・技術を有するとともに、
過去に教育や福祉の分野において、活動経験の実績等がある者

児童生徒

児童生徒が置かれた様々な
環境の問題への働き掛け

いじめ・暴力行為
不登校・児童虐待等

児童相談所、福祉事務所、
保健・医療機関、適応指導教室、
警察、家庭裁判所、保護観察所 等

関係機関

学校

配置人数：１，３５５人

【校内体制づくり】
・校内チーム体制の構築
・教職員のサポート
・教職員等への研修 など

【関係機関との連携】
・ネットワークの構築
・関係機関との調整
・情報・行動連携 など

補助事業者：都道府県・指定都市・中核市

補 助 率：１／３

スクールソーシャルワーカー活用事業
平成２５年度予算額355百万円

連携・調整

連携・調整

連携・調整

家庭

友人 地域
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子ども・若者育成支援推進大綱（「子ども・若者ビジョン」） 
点検・評価シート 

 
項目：子ども・若者の健康と安心の確保 

 ②相談体制の充実 
 

省庁名：厚生労働省  
（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗に係る自己評価 

 

 

 

 

 

 

（３）現在認識している課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）今後の方向性 

 

①地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を実施し、子育ての孤立感、負担感の軽減を図る

「地域子育て支援拠点」の設置の推進。 

②平成 24 年４月施行の改正児童福祉法において、障害児相談支援を創設し、平成 27 年４月から市

町村が障害児通所支援の通所給付決定を行うに際し、すべての申請者に対して障害児支援利用計

画案の提出を求めることとなっている。 

③様々な子どもの心の問題等に対応するため各医療機関や保健福祉機関等と連携した支援体制の

構築を図る「子どもの心の診療ネットワーク事業」を実施（平成 22 年度までモデル事業、平成

23 年度以降事業実施） 
④思春期に関する相談対応として、精神保健福祉センター及び保健所においての相談対応を実施。

①全国で 7,860 か所（地方単独分含む。うち、国庫補助分は 5, 968 か 所（平成 24 年 度交付決定ベース））  

②児童福祉法に基づいた障害児相談支援の体制等を着実に整備。 

③毎年度 10 カ所程度で実施 

④思春期に関する相談対応として、精神保健福祉センターは 16,538 件（平成 24 年度）、保健所は

8,434 件（平成 23 年度）の相談対応を行っている。 

①実施箇所数は近年着実に増加しているが、子ども・子育てビジョンの目標にはなお隔たりがある。

②平成 27 年４月から市町村が障害児通所支援の通所給付決定を行うに際し、すべての申請者に対

して障害児支援利用計画案の提出を求めることとなっており、その体制整備のために、経過期間

中に必要な相談支援専門員の養成や事業者の確保等の体制整備を計画的に取り組む必要がある。

③23 年度から実施しているものであり、引き続き実施自治体数の増加を図っていく必要がある。 

④社会環境の変化などにより相談内容が多様化しているため、それにともなった的確な対応が求め

られている。 

①子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業に位置づけ、消費税財源を活用し、今後と

も更なる事業の拡充。 

②引き続き、児童福祉法に基づいた障害児相談支援の体制整備を推進。 

③引き続き、実施箇所数の増加や事業の適正な実施を図り、子どもの心の支援体制の整備を推進し

ていく。 

④精神保健福祉センター、保健所において、引き続き学童期や思春期に多くみられる心の問題に関

する相談の対応を行う。 
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子どもの心の診療拠点病院について

子どもの心の診療ネットワーク事業（都道府県拠点病院）

１．事業内容
●地域の医療機関や、関係機関から相談を受けた困難な症例に対する診療支援や医学
的支援（アドバイス）
● 子どもの心の問題に関する地域の関係機関の連携会議の開催
●医師、関係専門職に対する研修の実施、関係機関・施設の職員に対する講習会の開催
●子どもの心の診療に専門的に携わる医師及び関係専門職の育成
●問題行動事例発生時やＰＴＳＤ対応など専門家派遣
●専門機関に対する情報提供、地域住民に対する普及啓発 等

２．実施主体：都道府県 ※平成２４年度の実施都道府県 １４自治体
・東京都：都立小児総合医療センター
・神奈川県：神奈川県立こども医療センター
・石川県：金沢大学付属病院子どもこころの診療科、独立行政法人国立病院機構医王病院、石川県立高松病院
・山梨県：山梨県立こころの発達総合支援センター、山梨県立北病院、山梨県精神保健福祉センター、

山梨県立あけぼの医療福祉センター
・長野県：長野県立こども病院
・静岡県：静岡県立こども病院
・三重県：三重県立小児心療センターあすなろ学園
・大阪府：大阪府立精神医療センター
・鳥取県：鳥取大学医学部付属病院
・島根県：島根県立こころ医療センター
・香川県：独立行政法人国立病院機構香川小児病院
・佐賀県：独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター
・長崎県：長崎大学病院（精神神経科・小児科）、長崎県立こども医療福祉センター、長崎県精神医療センター、

カメリア大村共立病院、長崎子ども・女性・障害者支援センター
・大分県：大分大学医学部付属病院

中央拠点病院
（（独）国立成育医療研究センター）

□ 事業内容
● 都道府県拠点病院に対する技術的助言、
連携会議の開催
● 強度の問題行動事例やＰＴＳＤへの対応な
どのための都道府県拠点病院等への専門
家の派遣
●専門医や関係専門職の養成
●基盤的研究の実施、都道府県拠点病院に
おける調査結果の高度な研究・解析
● 国内外の最新の医学的知見の収集、情報
発信

○ 子どもの心の診療ネットワーク事業（都道府県拠点病院）
様々な子どもの心の問題、被虐待児の心のケアや発達障害に対応するため、都道府県における拠点病院を中核とし、各医療
機関や保健福祉関係機関等と連携した支援体制の構築を図るとともに災害時の子どもの心の支援体制づくりを実施する。

○ 子どもの心の診療中央拠点病院（（独）国立成育医療研究センター）
人材育成や都道府県拠点病院に対する技術的支援等を行う。

「子どもの心の診療拠点病院の
整備に関する有識者会議」
において、助言、評価を行う。

連
携

※平成２０年度～平成２２年度はモデル事業 （子ど
もの心の診療拠点病院機構拠点病院事業）を実施
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一般病院 一般診療所

地域の医療機関

地域の諸機関

都道府県拠点病院

子どもの心の診療ネットワーク事業

保健所

市町村保健センター

発達障害者支援センター

療育施設

福祉施設 学校等教育機関

司法機関

など

心の問題を持
つ子ども
と
家族

児童相談所

○ 様々な子どもの心の問題、被虐待児や発達障害の症例に対する医学的支援（関係機関への専門家
の派遣）
○ 医師、関係専門職の実地研修等、 子どもの心の診療に専門的に携わる医師及び関係専門職の育成
○ 医療機関職員、保健福祉機関職員に対する講習会
○ 子どもの心の診療等に関する普及啓発・情報提供

※平成２４年度の実施都道府県
東京都、神奈川県、石川県、山梨県、
長野県、静岡県、三重県、大阪府、
鳥取県、島根県、香川県、佐賀県、
長崎県、大分県
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○通所サービスの利用に係る相談等（児童相談所） ○障害児相談支援（個別給付）
・障害児支援利用援助
・継続障害児支援利用援助

障害児相談支援事業者（児）
※事業者指定は市町村長が行う。

創 設

※ 障害児の入所サービスについては、児童相談所が専門的
な判断を行うため、障害児支援利用計画の作成対象外。

「障害児」の相談支援体系

通
所
サ
ー
ビ
ス

○計画相談支援（個別給付）
・サービス利用支援
・継続サービス利用支援

○基本相談支援（障害者・障害児等からの相談）

指定特定相談支援事業者（計画作成担当）
※事業者指定は市町村長が行う。

現行見直し前

○障害者・障害児等からの相談（交付税）

市町村／指定相談支援事業者に委託可

○障害者・障害児等からの相談（交付税）

・支給決定の参考

・対象を拡大

○指定相談支援（個別給付）
・サービス利用計画の作成
・モニタリング

○障害者・障害児等からの相談

指定相談支援事業者
※事業者指定は都道府県知事が行う。

市
町
村
に
よ
る
相
談
支
援
事
業

居
宅
サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等

（児）とある
のは児童福
祉法に基づ
くもの

市町村／指定特定（計画作成担当）・一般相談
支援事業者（地域移行・定着担当）に委託可
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障害児相談支援
○対象者

■ 障害児通所支援の申請・変更申請に係る障害児（の保護者）

※ 障害児相談支援の対象者については、相談支援の提供体制を考慮する観点から、平成24年度から段階的に拡大し、
平成27年３月末までに原則として全ての障害児通所支援を利用する障害児とする。

○主な人員配置○サービス内容

【障害児支援利用援助】
■ 障害児通所支援の申請に係る通所給付決定の前に障害児支援利用計画案を作成
■ 通所給付決定後、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画を作成

【継続障害児支援利用援助】
■ 障害児通所支援の利用状況等の検証（モニタリング）
■ サービス事業所等との連絡調整、必要に応じて新たな通所給付決定等に係る申請の勧奨

■ 相談支援専門員

○報酬単価（平成24年4月～）
■基本報酬

障害児支援利用援助 １，６００単位／月
継続障害児支援利用援助 １，３００単位／月

■主な加算

特別地域加算（１５％加算）
→中山間地域等に居住している者に対して提供されるサービスを評価

利用者負担上限管理加算（１５０単位／回） ※月１回を限度
→事業者が利用者負担額合計額の管理を行った場合に加算

○請求事業所数 1,073（国保連平成25年8月実績） ○利用者数 6,614（国保連平成25年8月実績）
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