
○日光市要保護児童対策地域協議会設置要綱 

平成１８年１２月１日 

告示第２３７号 

改正 平成２０年３月２４日告示第１３号 

平成２０年８月１日告示第１０６号 

平成２１年３月５日告示第１８号 

平成２４年６月２５日告示第１３２号 

平成２６年８月１日告示第９６号 

（設置） 

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第２５条

の２第１項の規定に基づき、要保護児童（同法第６条の３に規定する要保護児童

をいう。以下同じ。）の早期発見及び適切な保護を図るため、日光市要保護児童

対策地域協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、法第２５条の２第２項の規定により要保護児童若しくは要支援

児童及びその保護者又は特定妊婦（以下「要保護児童等」という。）に関する情

報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換及び要保護児童

等に対する支援の内容に関する協議を行うほか、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 児童虐待に関する情報交換及び関係機関の連携の推進に関する協議を行

うこと。 

（２） 児童虐待に関する広報啓発活動の推進に関すること。 

（３） 要保護児童の地域における見守り体制の整備に関する協議を行うこと。 

（４） その他協議会の設置目的を達成するために必要な協議を行うこと。 

（平２４告示１３２・一部改正） 

（構成員） 

第３条 協議会の構成員（以下「構成員」という。）は、別表第１に掲げる行政機

関若しくは法人又は児童福祉に関連する職務に従事する者とする。 

（平２１告示１８・平２４告示１３２・一部改正） 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置き、第６条第２項に規定する代表者会議の委

員の互選によりこれを定める。 



２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（協議会の会議） 

第５条 協議会の会議は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 代表者会議 

（２） 実務者会議 

（３） 個別ケース検討会議 

（平２１告示１８・一部改正） 

（代表者会議） 

第６条 代表者会議は、構成員相互の円滑な連携を目的とする。 

２ 代表者会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討に関すること。 

（２） 実務者会議その他の協議会の活動状況の評価に関すること。 

（３） 協議会の年間活動方針の決定に関すること。 

（４） その他構成員相互の円滑な連携に必要な事項に関すること。 

３ 代表者会議の委員は、各構成員を代表する者とし、市長が委嘱し、又は任命す

る。 

４ 代表者会議の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 代表者会議の委員に欠員を生じたときの補欠の委員は、欠員となった構成員か

ら選任し、その任期は前任者の残任期間とする。 

６ 代表者会議は、会長が招集し、その議長となる。 

７ 会長は、過半数の代表者会議の委員が出席しなければ、代表者会議を開くこと

ができない。 

８ 代表者会議の議事は、出席した代表者会議の委員の過半数をもって決し、可否

同数のときは、会長の決するところによる。 

９ 会長は、必要と認めたときは、代表者会議の委員以外の者に代表者会議への出

席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることが

できる。 

（実務者会議） 

第７条 実務者会議は、要保護児童等に関する実務を行っている者の知識及び経験



を支援の内容に反映させることを目的とする。 

２ 実務者会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 要保護児童等の実態把握及び情報交換に関すること。 

（２） 個別ケース検討会議の活動状況の評価に関すること。 

（３） 支援を行っている事例の総合的な検討に関すること。 

（４） 要保護児童対策を推進するための広報啓発活動に関すること。 

（５） 協議会の年間活動方針の策定に関すること。 

（６） その他要保護児童等に関する実務を行っている者の知識及び経験を支援

の内容に反映させるために必要な事項に関すること。 

３ 実務者会議は、座長、副座長及び委員をもって組織し、座長は健康福祉部人権・

男女共同参画課長の職にある者を、副座長は同部人権・男女参画課人権推進係長

の職にある者をもって充て、委員は別表第２に掲げる構成員において要保護児童

等に関する実務を行っている者のうちから会長が委嘱する。 

４ 実務者会議の委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度

の末日までとする。ただし、再任を妨げない。 

５ 実務者会議の委員に欠員を生じたときの補欠の委員は、欠員となった構成員か

ら選任し、その任期は前任者の残任期間とする。 

６ 座長は、実務者会議を代表し、会務を総理する。 

７ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

８ 実務者会議は、座長が必要と認めたときに招集し、その議長となる。 

９ 座長は、過半数の実務者会議の委員が出席しなければ、実務者会議を開くこと

ができない。 

１０ 委員は、事故その他やむを得ない事由により実務者会議の会議に出席できな

いときは、代理人を出席させることができる。 

１１ 実務者会議の議事は、出席した実務者会議の委員（代理人を含む。）の過半

数をもって決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。 

１２ 座長は、必要と認めたときは、実務者会議の委員以外の者に実務者会議への

出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めること

ができる。 

（平２１告示１８・平２４告示１３２・平２６告示９６・一部改正） 



（個別ケース検討会議） 

第８条 個別ケース検討会議は、個別の事例に係る要保護児童等に対する具体的な

支援の内容等を検討し、決定し、及び評価することを目的とする。 

２ 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 要保護児童等の状況把握及び問題点の確認に関すること。 

（２） 支援方針の確立及び役割分担の決定に関すること。 

（３） 事例の主たる担当機関及び主たる援助者の決定に関すること。 

（４） 支援の経過把握及び評価に関すること。 

（５） その他個別の事例に係る要保護児童等に対する具体的な支援の内容等を

検討し、決定し、及び評価するために必要な事項に関すること。 

３ 個別ケース検討会議は、座長、副座長及び委員をもって組織し、座長は健康福

祉部人権・男女共同参画課長の職にある者を、副座長は同部人権・男女共同参画

課人権推進係長の職にある者をもって充て、委員は各構成員において個別の事例

に係る要保護児童等に直接かかわりを有している者及び今後かかわりを有する可

能性がある者のうちから、個別ケース検討会議の開催の都度、座長が委嘱する。 

４ 前条第６項から第１１項までの規定は、個別ケース検討会議について準用する。

この場合において、同条第６項から第１１項までの規定中「実務者会議」とある

のは、「個別ケース検討会議」と読み替えるものとする。 

（平２０告示１３・平２１告示１８・一部改正） 

（要保護児童対策調整機関） 

第９条 法第２５条の２第４項の規定により、健康福祉部人権・男女共同参画課を

同項に規定する要保護児童対策調整機関として指定する。 

２ 要保護児童対策調整機関は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 協議会の事務の総括に関する次に掲げる事項 

ア 協議会の協議事項や協議会開催の準備に関すること。 

イ 協議会の議事運営に関すること。 

ウ 協議会の資料の保管に関すること。 

（２） 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調

整に関する次に掲げる事項 

ア 関係機関等による支援の実施状況の把握に関すること。 

イ 把握した支援の実施状況に基づく関係機関等との連絡調整に関すること。 



（平２１告示１８・一部改正） 

（構成員名簿） 

第１０条 要保護児童対策調整機関に、構成員全員の名簿（以下「構成員名簿」と

いう。）を備え付ける。 

２ 要保護児童対策調整機関は、構成員名簿については常に最新の内容となるよう

必要な都度更新するとともに、更新前の構成員名簿についてはこれを保存しなけ

ればならない。 

（平２１告示１８・一部改正） 

（守秘義務等） 

第１１条 構成員は、協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。構成員

を退いた後も、同様とする。 

２ 協議会は、法第２５条の３の規定により構成員以外の関係機関等に対し、資料

又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めるときは、秘密が保持され

るよう配慮しなければならない。 

（事務局） 

第１２条 協議会の庶務は、健康福祉部人権・男女共同参画課が行う。 

（平２１告示１８・全改） 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が代表者会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年１２月１日から施行する。 

（任期の特例） 

２ 第６条第４項及び第７条第４項（第８条第４項において準用する場合を含む。）

の規定にかかわらず、この要綱施行の日以後最初に委嘱し、又は任命する代表者

会議委員、実務者会議の委員及び個別ケース検討会議の委員の任期は、平成２０

年３月３１日までとする。 

（経過措置） 

３ 第６条第６項の規定にかかわらず、この要綱施行の日以後最初に開催する代表

者会議は、市長が招集する。 



附 則（平成２０年３月２４日告示第１３号） 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年８月１日告示第１０６号） 

この要綱は、平成２０年８月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月５日告示第１８号） 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年６月２５日告示第１３２号） 

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

附 則（平成２６年８月１日告示第９６号） 

この要綱は、平成２６年８月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

（平２１告示１８・旧別表第１・全改、平２４告示１３２・旧別表・一部

改正） 

(１) 行政機関又は法人 

児童福祉機関 栃木県中央児童相談所 

日光市福祉事務所 

日光市健康福祉部人権・男女共同参画課 

日光市健康福祉部生活福祉課 

日光市健康福祉部子育て支援課 

日光市地域子育て支援センター 

社会福祉法人日光市社会福祉協議会 

保健医療機関 栃木県県西健康福祉センター 

栃木県今市健康福祉センター 

日光市健康福祉部健康課 

教育機関 日光市教育委員会 

日光市教育委員会事務局学校教育課 

警察・司法機関 法務省宇都宮地方法務局日光支局 

栃木県警察今市警察署 

栃木県警察日光警察署 

その他 子育て支援を行う特定非営利活動法人 



(２) 児童福祉に関連する職務に従事する者 

児童福祉関係 民生委員・児童委員 

主任児童委員 

人権擁護委員 

幼稚園長・教諭 

保育士 

里親 

保健医療機関 医師 

歯科医師 

産婦人科医師 

保健師 

看護師 

教育関係 日光市立小中学校長・教諭 

栃木県立今市特別支援学校長・教諭 

別表第２（第７条関係） 

（平２４告示１３２・追加、平２６告示９６・一部改正） 

児童福祉機関 栃木県中央児童相談所 

日光市健康福祉部人権・男女共同参画課 

日光市健康福祉部生活福祉課 

日光市健康福祉部子育て支援課 

保健医療機関 栃木県県西健康福祉センター 

日光市健康福祉部健康課 

教育機関 日光市教育委員会事務局学校教育課 

警察 栃木県警察今市警察署 

栃木県警察日光警察署 

その他 子育て支援を行う特定非営利活動法人 

 


