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はじめに 

 

大阪市は、平成８年からスクールカウンセラー事業を開始し、平成２１年度には全

中学校にスクールカウンセラー（以下、「ＳＣ」）を配置しました。平成２２年度以降

は小学校への派遣を開始しており、今後も派遣を拡充し、教育相談体制の充実を図る

予定としています。 

当初、スクールカウンセラー事業は教育員会事務局において実施していましたが、

子ども※や青少年にかかわる事業は、こども青少年局に集約されたことを受け、平成

１９年度からスクールカウンセラー事業を含む教育委員会事務局が所管する業務の一

部がこども青少年局に移管され、中央こども相談センター教育相談グループが主管課

として業務を担うようになりました。 

近年、不登校、いじめや暴力行為等問題行動、児童虐待等の件数は増加傾向にあり、

困難を抱えている児童生徒への支援は、喫緊の課題となっています。また、災害や突

発的な事件、事故等の緊急対応等、高度な専門性が必要となっています。 

これまでの教育相談は、どちらかといえば事後の個別対応に重点が置かれていまし

たが、不登校、いじめや暴力行為等の問題行動、ヤングケアラー、子どもの貧困、児

童虐待等（以下「不登校、いじめ等」という。）については、事案発生後の支援だけ

でなく、未然防止、早期発見や早期支援、さらには再発防止まで 一貫した支援に重

点をおいた体制づくりが重要となります。 

学校においては、校長のリーダーシップのもと、カリキュラム、日々の教育活動、

学校の資源が一体的にマネジメントされ、教職員や学校内外の多様な人材が、それぞ

れの専門性を生かして能力を発揮し、「チーム学校」として子どもたちの豊かな学び

に資することが望まれます。 

ＳＣは「チーム学校」の一員として個から 集団・組織までを視野に入れた心理的

な支援を行う高度な専門性を必要とする職種であり、改めてその役割に大きな期待が

寄せられていることから、大阪市では令和４年度からＳＣを大阪市会計年度任用職員

として任用することといたしました。 

今後は、ＳＣが学校との協働のもと学校全体を支援するという視点を持ち、個々の

児童生徒への対応のみならず、コミュニケーションの取り方やストレスマネジメント

に関する心理教育、学級環境の調整、教職員への研修等にも主体的、積極的に関与し、

大阪市のＳＣとして柔軟に対応、活躍されることを期待しています。 

 

 

※ 本編では就学前児童、児童、生徒を「子ども」とします。  
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第一章  概要 

１．スクールカウンセラー職について 

 ＳＣは、学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第六十五条の二で

「児童の心理に関する支援に従事する。」と規定され、学校の職員として位置づけら

れました。 

令和４年度から大阪市のＳＣは、地方公務員法第２２条の２第１項１号で規定する

会計年度任用短時間勤務職員となり、地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する

規程の対象となります。なお、兼業（営利企業への従事）は可能ですが、法令等の遵

守、上司の職務上の命令に従う義務、守秘義務、職務専念義務や信用失墜行為の禁止

等の服務規律については適用されます。 

学校の中でＳＣは、日々の活動を通して信頼関係を構築し、学校にとって必要不可

欠なものとして認められていくことが重要となります。 

 

２．業務内容について 

（１）相談室での個別カウンセリング・日常的な相談活動 

（２）子どもからの相談及び子どもへの声掛け（ヤングケアラーの発見及び支援を含

む） 

（３）保護者の養育上の悩みや不安に対する助言等 

（４）保護者や教職員を対象とした研修会の開催や、児童生徒の困難・ストレスの対

処方法に資する教育プログラムの実施 

（５）子どもが抱える問題の解決に向けた教職員との連携（教職員との面談、ケース

会議、コンサルテーション、いじめ対策委員会等会議への参加等） 

（６）こどもサポートネットスクリーニング会議Ⅱへの参画 

（７）事件・事故等の緊急対応における児童生徒への心のケア 

（８）児童福祉施設との情報共有及び連携にかかるマネジメント（郊外校のみ） 

 

 

３．支援対象者について 

（１）幼児・児童生徒 

  カウンセリングルームに来談した子どもだけでなく、校内巡回等で子どもの様

子を把握する等してすべての子どもを支援対象とします。  

 

（２）保護者 

相談内容は学校教育にかかる相談とします。それ以外の保護者自身の課題（夫

婦関係や就労上の問題等）は、別の適切な機関等で相談するよう助言してくださ

い。 

 

 



【スクールカウンセラーガイドライン第１版】 

 

 5 / 

29 

  

 

（３）教職員 

すべての教職員を対象とし、相談内容は幼児・児童生徒にかかるものとしま

す。教職員には、教員だけでなく、事務職員、給食職員（民間業者を除く）など

も含まれます。 

 

４．連絡協議会等について 

 （連絡協議会） 

    研修及び業務を効果的かつ円滑に実施するための情報交換や関係機関との連絡調

整等を行うために連絡協議会を年に２回開催します。この協議会は業務として実施

します。業務を担う上で、必要なものとなりますので必ず出席してください。 

 

（ブロック連絡協議会） 

学校や地域の状況に応じたきめ細やかな支援ができるように大阪市教育委員会教

育ブロックごとの研修会を行うブロック連絡協議会を開催します。業務外ではあり

ますが、業務で活用できる内容にかかるグループディスカッション、グループスー

パービジョン等を年に３回程度開催する予定ですので可能な限りご参加ください。 

 

５．連絡方法について 

研修等の事務連絡は、登録していただいたメールアドレスに配信します。配信時

間は業務時間外になる可能性もあります。メールアドレスの変更等があれば、速や

かに教育相談グループに報告してください。また、メールを送付し、２日間の開庁

日を経てもなお教育相談グループから返信がない場合は、電話での連絡をお願いし

ます。 
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第二章  勤務について 

１．勤務校について 

（勤務校） 

    勤務校は、事業を所管する教育相談グループにおいて決定します。担当校は中学校

を拠点とし、主に中学校区の小学校にて概ね月に 1回以上の相談業務を行う場合と中

学校のみを担当する場合があります。 

 

（小学校派遣について） 

    一日単位での派遣を原則とします。ただし、一部の学校において例外があります。 

 

 ２．勤務時間等について 

（勤務時間） 

勤務時間については午前９時から午後６時までの間の６時間とし、４５分の休憩

時間を所定の勤務時間の途中に置きます（休憩時間が入るため在校時間は６時間４

５分。休憩時間は、原則午後０時１５分から午後 1 時としますが、管理職と相談の

うえ、調整可）。 

ＳＣは、勤務校の管理職と勤務開始及び終了時間の調整を行います。教育相談担

当課長は、管理職からの報告を受け、勤務時間を決定します。 

 

（勤務日） 

勤務は年度内で３５週、週に１回の勤務者の総勤務時間数は２１０時間注１、週に

２回の勤務者の総勤務時間数は４２０注１時間としますが、いずれの場合も最終の勤

務日は３月初旬となるよう設定します。 

  

注１ 総勤務時間数は、相談業務等に従事している時間とします。こどもサポートネット

スクリーニング会議Ⅱへの参加時間、教育相談グループが主催するヤングケアラー研修

時間、勤務校以外及び時間外の勤務校における緊急派遣注２は含みません。 

 

（勤務時間の振替）  

緊急派遣注２等、業務の性質その他の事由により通常の勤務日では対応が困難な場 

     合、休日及び勤務時間を別に定めることとします。それによらず休日に勤務する場 

合は、当該休日を他の日に振り替えることとし、あらかじめ、当該休日の翌日から 

起算して 1週間（特に必要があるときは、４週間）以内の日を、振り替えるべき休   

日として指定するものとします。 

 

注２ 突然の事件や事故、災害等の緊急事態が起こった場合、通常の業務以外に、教育委

員会からの要請に基づき、教育相談担当グループから派遣要請を行うことがあります。

これを緊急派遣と言います。 
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３．開室日等について 

（カウンセリングルーム等の開室日について） 

長期休業中、卒業式・入学式は原則として開室しません。ほかに開室に差し支  

えがある日がないか、事前に管理職に確認をお願いします。 

 

（学校休業日について） 

    大阪市内に「暴風警報」「暴風雪警報」「特別警報」が朝７時の時点で発令されてい

る場合、または、大阪市内のいずれかの地域において「震度５弱以上」の地震が発

生した場合は、学校は臨時休業となります。 

 

４．特記事項 

（緊急連絡について） 

    郵送物の配布、緊急連絡等の可能性もあるため勤務校及び派遣校の管理職に、Ｓ

Ｃの住所、連絡先を提供してください（特に様式は問いません）。いただいた連絡先

は、緊急連絡の場合のみ使用します。なお、緊急派遣の依頼は、教育相談グループ

が行います。 

 

（その他の勤務条件について） 

「勤務条件のしおり」を確認してください。 
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第三章 業務について 

ＳＣは、その最も中心的な業務として面接を行います。この面接はカウンセリング

とコンサルテーション注３があります。子どもや保護者との継続的なカウンセリングや

助言だけでなく、教職員へのコンサルテーションも大切な業務となりますので、あら

かじめ学校と相談のうえ、コンサルテーションが可能な時間調整をお願いします。 

また、面接の形態としては、1対 1の個別面接から 1対多数の面接など様々なものが

あります。必要性に応じて柔軟に対応してください。 

そのほか、保護者や教職員を対象とした研修会の開催や、児童生徒の困難・ストレ

スの対処方法に資する教育プログラムの実施等も大切な業務です。学校と相談のう

え、日程調整をしてください。 

学校には地域の実情等によってさまざまな風土があり、その特性を踏まえた支援が

必要となります。ぜひ、子どもたちが住んでいる区域を知り、校内を積極的に巡回し

たり、スケジュールが合えば行事などにも参加したりする等、子どもたちの状況を把

握するよう努めてください。 

 

注３ コンサルテーションとは、あるケースについて、その見方、取り扱い方、かかわり方な

どを検討し、的確なコメント、アドバイスなどを行うことです。スクールカウンセリング

という現場であることを十分意識し、臨床心理学的観点から適切な助言を行います。 

 

１．面接について 

（申し込み及び相談予約） 

相談を希望する子ども及び保護者又は教職員は、在籍する学校の管理職を通じ、 

相談の予約をします。 

保護者が在籍する学校経由の申し込みを希望しない場合は、例外として保護者が 

  相談する学校の管理職に直接連絡し、相談の予約を行います。 

相談予約の管理は、学校の管理職が担い、予約日の業務日誌（様式１）に相談希

望者の名前を記入のうえ、出勤時にＳＣに手渡します。ＳＣが継続面接を行う場合

は、ＳＣが予約日の業務日誌に同様に名前を記入のうえ、退勤時に管理職に業務日

誌を返却します。 

 

（面接構造） 

１回の相談時間は、原則として５０分としますが、学校行事等の都合もあります

ので、学校と相談のうえ、臨機応変に設定してください。相談は個別面接が中心と

なりますが、必要に応じてグループワーク、親子面接、教職員とともに行う面談等

の相談活動を行います。面接したケースのフィードバックや必要なコンサルテーシ

ョンも業務として必ず行ってください。 

面接はカウンセリングルーム等、学校内で行うことを基本とします。やむを得ず

家庭訪問を行う場合は、学校管理職と相談のうえ、保護者の同意のもとで行いま
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す。家庭訪問の際は、教員が同行し、ＳＣが単独では行いません。なお、交通機関

の利用の有無に関わらず勤務校外での活動は、すべて市内出張となりますので、事

前に市内出張届を提出してください。 

 

（子どもとの面接） 

子どもとの面接は基本的に授業時間外に設定します。やむを得ず授業時間中に面接

を行う場合は、管理職及び担任と協議し、必要と認められた場合にのみ行うことがで

きます。限られた時間内での活動となりますので、必要に応じてカウンセリングルー

ムを開放し、グループで面接することも一助となるでしょう。 

 

（保護者との面接） 

継続的なカウンセリングだけでなく、適切な助言を行うとともに必要に応じて地

域の福祉サービスや他機関のリファーに努めてください。そのためにも地域の資源

等の情報を把握しましょう。 

ただし、特定の医療機関等の紹介は行いません（学校として紹介している医療機

関、公的な医療機関除く）。もし、紹介する場合は、必ず複数の医療機関の情報を伝

え、保護者が選択できるように工夫してください。なお、発達障がいの診断が可能

な医療機関については、本市ＨＰ「発達障がいにかかる医療機関」https://www.cit

y.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000554915.html にて、公開していますのでご参照く

ださい。 

 

 

（教職員との面接） 

子どもやクラス運営にかかる相談があります。ＳＣは相談内容が教職員自身の問

題なのか、子どもやクラスの問題なのかを区別しなければなりません。基本的に、

子どもやクラスの問題は、コンサルテーションの枠組みで行います。ただし、子ど

もやクラスの問題へのコンサルテーションとして始まった面談であっても、その問

題によって教職員自身が大きなストレスを抱え込んでおり、コンサルテーションの

枠組みを外れるような場合、教職員相談事業注４の活用や医療機関への受診を勧奨し

てください。 

ただし、特定の医療機関等の紹介は行いません（学校として紹介している医療機

関、公的な医療機関除く）。もし、紹介する場合は、必ず複数の医療機関の情報を伝

え、教職員が選択できるように工夫してください。 

特に、経験の浅い教員は、通常以上の大きなストレスを抱え込んでいることが多

く、それらの教員が何かのときに相談しやすいように、日常的な関係を作っておく

必要もあるでしょう。 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000554915.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000554915.html
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注４ 教職員やその家族のさまざまなメンタルヘルスや生活上の相談に、電話、WEB 及びカ

ウンセリングにより応じています。教職員ポータルや配布物等で本人に確認するよう

ご案内ください。 

 

 ２．研修及び教育プログラムについて 

ＳＣは、教職員や保護者へ向けた研修、子どもを対象とした教育プログラムを実施

します。 

今年度から、市立小中学校及び義務教育学校を対象に「ヤングケアラー」について 

全校に周知する予定です。ＳＣは、教職員、児童生徒等を対象に「ヤングケアラ 

ー」を題材に研修（年に 1回）、勤務校にとって必要な教育プログラム（年に 1回以

上）を実施していただくことになります。ヤングケアラー研修の基本教材は中央こ

ども相談センターから配信を予定しています。 

教育プログラムについては、勤務校の実情に応じて実施をお願いします（ブロッ

ク連絡協議会で昨年度までの取り組み状況について研修予定）。 

 

３．ケース会議等について 

（不登校対策委員会、いじめ対策委員会等） 

    ケース会議とは、関係する教職員や専門家等が情報を共有、具体的な対応を協

議する場です。例えば、いじめの可能性に気が付いた時は、「いじめ対策委員会

（学校によって名称は異なります）」を活用し、対応を開始します。 

ＳＣは、会議全体の流れを見ながら、生じている問題の状況や背景などについ 

て専門的な見地からアセスメントし、チーム全体の理解が促進する助言等を行いま

す。 

 

（スクリーニング会議Ⅱ） 

大阪市こどもサポートネットに位置付けられた会議です。ＳＣとして学校で気 

づいた専門的な知識や技術を生かし、スクリーニング会議Ⅱに参加し、適切な支援

についての見立てを行います。文書等を会議にて提示する場合、必ず担当校の管理

職による確認を得てください。 

 

※ 大阪市こどもサポートネットとは 

大阪市では、支援の必要な子どもや世帯を学校において発見し、子どもたちを適

切な支援につなげていくことを目的に「大阪市こどもサポートネット」というしく 

みを作っています。 
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４．緊急派遣について 

      事件・事故等の緊急時における被害児童生徒等の心のケアなど、不測の事態が発

生した場合には、原則担当校のＳＣが対応しますが、やむを得ない事由がある場

合、担当校以外であっても緊急派遣を依頼することがあります。その場合、担当校

ＳＣと十分な情報共有を行ってください。 

    校内体制が混乱するため、専門的観点から客観的情報の把握につとめ、ＳＣの

役割を十分に認識し、組織の一員として活動します。活動中に疑問点等があれ

ば、学校管理職や教育相談グループに相談してください。 

    また、一日の活動終了時には、学校管理職と教育相談グループに活動時間及び

内容を必ず報告してください。 

 

５．スクールカウンセラー業務の周知等 

昨年度に実施した本市の抽出調査によると、ＳＣの存在を知らない生徒は、約

５６パーセントに上ります。ＳＣ業務に関する周知文書（「スクールカウンセラー

便り」）を作成する等、広報にも努めてください。なお、学校内で配付する文書に

ついては、担当校の管理職の承認を得てください。 
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第四章 業務の流れ（小学校・中学校とも同じ） 

１．出勤時 

   出勤したら、出勤時刻を記入のうえ、出勤簿（様式５）に押印します。管理職等か

ら業務日誌兼予約簿を受け取り、本日の予定を確認します。管理職等に引継ぎ事項の

有無を確認のうえ、カウンセリングルーム等での業務を開始します。 

 

２．業務開始 

初回面接時に来談者に「カウンセリング受付票（保護者等記入用）」（様式２ 以

下、受付票）の記入を依頼します(様式２については、学校との情報共有を行うこと

に留意。令和４年度は年度当初にすべての保護者等に記入を依頼。次年度以降は初回

ケースのみに依頼)。ＳＣは、初回面談時に「カウンセリング受付票（ＳＣ記入用）」

（様式３）を作成します。 

 勤務終了前に、来談者等を記した「スクールカウンセラー業務日誌」（様式１ 以

下、業務日誌）、子どもの支援のために要点のみを記載した「相談記録」（様式４）を

作成します。 

なお、年度途中で中断、終結したケースについては、受付票（様式３）の対応結果 

に「中断」「終結」と記入のうえ、いずれも廃棄年度を記載してください。 

各ＳＣは、年度末にすべてのケースについて支援方針の確認を行い、相談を継続す

ると判断した場合は、新たにＳＣ用の受付票を起票します。年度をまたいで継続面接

を行うことは差し支えありませんが、高校に進学する場合は進学先のＳＣと連携し、

対応を引き継ぐことを基本とします。 

緊急対応を要する案件については、相談終了後、すみやかに学校管理職及び教育相 

談グループＳＣ担当職員に報告してください。 

    様式 1から４はいずれも公文書として業務遂行のために必要な文書です。校内の保 

管庫（小学校の場合は、P１４「２．個人情報の管理」参照）に厳重に保管します。

いずれも要旨のみ記載し、様式の変更は不可とします。 

なお、受付票等が不足した場合、学校で各ＳＣがコピーし、用意してください。 

 

３．業務終了 

 記録の保管庫（小学校の場合、記録の保管については管理職と相談）、カウンセ

リングルーム等の施錠等を行います。 

 

４．退勤時 

  業務日誌兼予約簿に退勤時刻を記入のうえ、管理職に返却し、引継ぎ事項があれ

ば報告します。 
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５．月末の処理 

  (教育相談報告用紙 様式６及び７)  

「教育相談報告用紙（相談回数及び相談人数）様式６」「教育相談報告用紙（新規 

相談件数）様式７」を、毎月５日午後５時半までにＳＣ専用メール g0755@city-

osaka.ed.jp 宛てに提出してください。 

（市内出張旅費の発生に伴う旅費の請求） 

   担当校での通常勤務にかかる通勤交通費、勤務日以外に担当校で実施されたスク

Ⅱ会議にかかる通勤交通費は、教育相談グループにて算出し、翌月の給与とともに実

費弁償します（ＳＣによる請求は不要です）。 

ただし、勤務校から別の場所での業務での出張し、交通費が発生する場合、交通費

の請求はＳＣ各自で行う必要があります。その場合、ＳＣ各自で市内出張旅費請求書

を作成し、学校に翌月の５日までに提出してください（学校から５日までに勤怠簿と

ともに請求書を教育相談グループに送付していただくことになります）。 

市内出張旅費の請求書については、発令式当日に様式をお渡しするとともに別途メ

ールにて送付します。 

 

６．年度末の対応 

   会計年度任用職員は、単年度の任用期間となりますが、勤務実績に応じて最長２ 

回までの再度の任用が可能です（四年目にあたる年度の任用は、一斉試験による選 

考となります）。 

ただし、次年度の再度の任用及び配置校の決定は、年度末になる可能性がありま

す。そのため、来談者には次年度の配属決定は最終面接日以降になると伝えていただ

き、記録を整えていただくとともに必要に応じて引継ぎ書類の作成をお願いします。 

 

  

mailto:g0755@city-osaka.ed.jp
mailto:g0755@city-osaka.ed.jp
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第五章 業務上の留意点 

１．守秘義務 

   ＳＣは一般職の地方公務員であることから、業務に関して知りえた秘密や個人情

報については、ＳＣとしての守秘義務だけでなく、地方公務員法に基づく守秘義務

が課されることになり、その職を退いた後も守秘義務は継続します。 

ただし、ＳＣが職務上知り得た情報のうち、学校園が子どもに対する理解や支援

を行うために必要、もしくは虐待の疑いやいじめなど子どもの安全確保のために必

要と判断される情報については、学校園全体で管理します。特に虐待の疑いがある

場合は、こども相談センターもしくは区役所子育て支援室との情報共有も必要とな

ることに留意します。 

 

２．個人情報の管理 

 （記録の保管） 

   業務日誌及び受付票、相談記録（様式 1 から４）は、公的な記録となります。個人

情報については適切に管理し、業務上やむを得ない場合以外、持ち出しはしません。

こどもサポートネットスクリーニング会議Ⅱへの出席等でやむを得ず記録を持ち出す

必要がある場合、業務日誌の備考欄に記録の持ち出し日及び返却日を記載し、学校管

理職の確認を得ます。 

なお、学校の保管庫等で保管している業務日誌や相談記録、出退勤簿等はすべて公

文書です。大阪市個人情報保護条例に基づき、情報開示請求の対象になることに留意

してください。 

 

（小学校） 

   小学校には保管庫はありませんので、相談記録等の保管は、小学校の管理職に相

談のうえ、適切に管理してもらってください。 

 

(中学校、義務教育学校、小中一貫校、郊外校） 

相談記録等は、保管庫で厳重に管理し、校外に持ち出しません。保管庫の鍵は、

ＳＣ及び学校管理職が保管します。 

 

 （記録の保存期限） 

    記録の保存期限は、相談終結後５年とします。相談を終結したケースについては、

担当ＳＣが廃棄年度を受付票（様式３）に記載します。期限満了分の記録について

は、記録を保管している学校に属するＳＣが年度当初に廃棄します（令和４年度に

終結した相談記録は令和１０年度当初に廃棄）。廃棄方法については、学校の管理職

に相談してください。 
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（市内での転校及び進学に際しての記録等の引継ぎについて） 

児童虐待もしくはヤングケアラーの疑いがあり、児童生徒の支援のために必要、も

しくは相談者の同意がある場合（口頭同意で可）、管理職に報告の上、ＳＣ同士の引

継ぎは可能とします。 

また、その他の事由による相談であっても、相談者本人の同意がある場合は、Ｓ

Ｃ同士の引継ぎは可能とします。その場合、相談記録に相談者同意による情報提供

を行った旨、記載をお願いします。 

なお、転出元校で保管していた書類の引継ぎが必要な場合は、相談者の同意があ

る場合は、書類の移管は可能とします。その場合は、転出元でコピーをとり、コピ

ーを相手先に移管します。 

虐待及びヤングケアラーの疑いがあり、相談者の同意を得ることが困難であるに

も関わらず転入先校でＳＣによる支援が引き続き必要とされる場合は、書類の送付

を希望する側のＳＣは、教育相談グループにその旨を報告します。教育相談グルー

プは、その必要性を検討し、相談記録を保管している学校長に対して「転校に伴う

スクールカウンセリング記録の提供について（依頼）」（様式８）を発行のうえ、学

校管理職と協議します。 

 

（保護者等から書面での相談記録の提供を求められた場合） 

   保護者等から相談記録の提供を求められた場合、速やかに教育相談グループに連 

絡してください。教育相談グループで保護者等に情報開示について説明します。 

 

（要保護児童対策地域協議会における個別ケース検討会議への出席について） 

要保護児童対策地域協議会は児童福祉法２５条の２第１項に規定される会議であ 

り、会議の出席者には守秘義務が課せられているため、法的には問題がありません。

同協議会の個別ケース検討会議への出席する場合、担当校の管理職にも報告のうえ、

教育相談グループに報告し、承認を得てください。会議では必要な事項について共有

します。 

 

（こども相談センターの調査への情報提供について） 

    こども相談センターの虐待に係る調査等に関しては、法令上に定められた調査のた

め応じてください（ＳＣに調査する際は、こども相談センターから学校管理職に了

承を得ています）。 

 

（保護者等との連絡について） 

保護者や子どもにＳＣの住所や携帯番号等を提供しないでください。連絡が必要な

場合は、学校から連絡をするようにします。 
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３．教育相談グループの役割 

大阪市中央こども相談センターはスクールカウンセラー事業を所管し、教育相談グ

ループは次の役割を担います。 

(１）スクールカウンセラーの配置又は派遣 

（２）スクールカウンセラーとの連絡調整 

（３）連絡協議会及びブロック連絡協議会の開催 

（４）緊急派遣にかかる調整 

（５）スクールカウンセラーを対象にした研修会の開催 

（６）大阪市教育委員会及び小中学校との連絡調整 

（７）スクールカウンセラーの勤怠管理および人事に関する事項等 

 

（連絡について） 

     迅速な情報共有を目的に、教育相談グループＳＣ担当専用のアドレスを設定してい

ます（g0755@city-osaka.ed.jp）。研修のお知らせ、必要な情報共有、報告用紙等もメ

ールにて送信します。 

ただし、大阪市ではメールでケースにかかる個人情報の送受信はしませんので、電

話を活用してください。また、閉庁時間帯に受けたメールへの返信は、翌開庁日以

降になることをご了承ください。 

なお、電話連絡は原則、平日の午前９時～午後５時３０分の間に行います。 

 

（人事考課について） 

   大阪市は、職員の人材育成、公務能率の向上や再度の任用に活用することを目的

に人事考課制度を実施しています。ＳＣについても大阪市の本務職員に準じ、「市

民志向」「業務遂行」「協調性」の観点から評価を行います。人事考課にかかる手続

き等は実施時期に、メールにて皆さんに周知します。 

 

（教育相談事業との連携について） 

不登校児童通所事業（中央こども相談センター内の通所やサテライトの通所。詳

細は第 7 章参照）の利用や支援のために知能検査や発達検査を要すると考えられる

場合（特別支援教育相談事業）等、教育相談グループを紹介する場合は、事前に教

育相談担当指導主事まで連絡してください。 

（教育相談グループ：０６-４３０１-３１８１） 

 

４．その他 

（診断について） 

診断は医療行為であり、医師の診断に基づかず特定の子どもや保護者に対して断

定的に診断名を使ってはならないことにご留意ください。 

mailto:g0755@city-osaka.ed.jp
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ただし、ＳＣは対象となっている子どもや保護者、教職員に関するアセスメント

を行い、それをコンサルテーションや関係者との協議の場で、分かりやすい形で伝

えることは大切な業務となります。 

 

（文書の発行について） 

医療機関等への紹介状の発行は出来ません。なお、判断に迷った場合は、必ず教 

育相談担当グループまでご連絡ください。 

 

（心理検査について） 

      ＳＣの業務内容に検査実施は含まれていません。ただし、少なくとも代表的な心理

検査については、検査結果が理解できるように努めてください。 

 

（マスコミ等の取材について） 

大阪市では、職員が個人として業務にかかる取材を受けることはありません。Ｓ 

Ｃ事業に関するテレビ・新聞社等の取材依頼があった場合は教育相談グループが対

応しますので、ご連絡ください。 

 

（研修会の講師等について） 

大阪市ＳＣとして、他機関からの講師依頼があった場合は、事前に担当指導主事

へ連絡してください。 

 

（学会等への事例発表について）    

大阪市個人情報保護条例に基づき対応することになりますので、発表の可否につ

いては教育談担当グループにて検討します。 
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第六章 配置について 

１ 出勤前の準備 

 

事前にＳＣから学校の管理職に連絡を取り、勤務日初日に学校の状況や懸念事項

に関する協議時間を取っていただくように依頼してください。 

教育相談グループから学校に対してＳＣから連絡が入ること、勤務日初日に用意し 

てほしい次の資料の準備を依頼しています。 

 

□ 学校要覧 

□ 教職員の役割分担表 

□ 教室配置図及び職員室座席表 

□ 時程表及び各学年の時間割表 

□ 年間行事予定表 

□ 毎月の学校だより 

□ 学校いじめ基本方針、問題行動や虐待対応マニュアル等 

□ その他必要な書類 

 

２ 初日に確認すべき事柄 

   

   初日は、初出勤日となります。大阪市の職員として相応しい服装、ふるまいを忘 

れないようにします。また、次の事項について管理職に確認してください。 

 

□ 年間の勤務日、勤務時間 

□ 個別相談用の部屋及び使用方法（小学校の場合、固定した部屋の使用が   

困難な場合もあります。） 

□ パソコンの使用について（スクールカウンセラー便りの作成、校内研修     

資料、毎月の実績報告書の作成等） 

□ レターケースの有無 

□ 面接の予約方法 

□ 保管庫の鍵 

□ 緊急時の連絡体制や連絡できる電話番号等（ＳＣの緊急連絡先等提供） 

□ 出勤簿、市内出張及び休暇簿の場所 

□ 業務日誌の保管場所 

□ 校内連携の手法 

□ 子ども、保護者へのＳＣの紹介方法 

□ 校内巡回の方法 
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３ 初日に準備すべき事柄 

 

□    業務日誌（業務日誌兼予約簿（様式１）を１年分コピーし、フラ 

ットファイルに閉じ、簿冊とする） 

□ 必要書類の用意（様式２～４の必要分コピー） 

□ 前任者の対応記録の確認 

 

４ 相談活動の前に知っておいてほしいこと 

 

□ 校区の状況（各区のホームページ等も参照） 

□ 大阪市の社会資源（大阪市 HPにある「子育て便利帳デジタルブック」「福   

祉のあらましデジタルブック」等も参照してください） 
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第七章 主な相談窓口等について 

子どもの状況によっては、福祉機関等の関係機関と連携し、適切な対応が必要にな

る場合があります。本章には相談窓口の一部を記載しています。 

関係機関との連携については、管理職と相談のうえ、保護者等の同意のもと行いま

す。ただし、虐待の疑いがある場合は、保護者等の同意は必要ありません。 

 

 

 

 

大阪市こども相談センターは、中央こども相談センター、北部こども相談センタ

ー、南部こども相談センターの総称です。中央こども相談センターのみ、児童相談所

機能に加えて教育相談グループがあります。 

各こども相談センターは、大阪市の児童相談所として１８才未満の子どもに関わる

家庭、その他からの相談のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについて、総

合的な調査、診断、判定等に基づき、必要な助言指導や一時保護、施設入所等の援助

を行っています。 

 

主な相談内容は、次のとおりです。 

（養護相談）親の病気・離婚・家出などによる養育困難、虐待にかかる相談 

（非行相談）家出・万引き・怠学などの問題行動 

（障がい相談）ことばの遅れなどの発達に心配がある、療育手帳の交付にかかる判定 

（育成相談）落ち着きがない、乱暴、ひきこもり、不登校、学習や対人関係 

（里親相談）里親希望者、里親からの相談 

 

各こども相談センターの所管は以下の通りです。 

 

 

中央こども相談センター 北部こども相談センター 南部こども相談センター 

住 所 中央区森ノ宮中央  

１‐１７‐５ 

東淀川区淡路    

３‐１３‐３６ 

平野区喜連西    

６‐２‐５５ 

電話番号 ４３０１－３１００ ６１９５－４１１４ ６７１８－５０５０ 

所管区 

此花区、中央区、西区  

港区、大正区、天王寺区

浪速区、東成区、生野区

城東区、鶴見区    

住之江区、西成区 

北区、都島区、福島区 

西淀川区、淀川区、旭区 

東淀川区 

阿倍野区、住吉区     

東住吉区、平野区 

大阪市こども相談センター（児童相談所） 
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【教育相談グループの役割】 

不登校やいじめなど、教育に関する相談、障がいのある子どもの、学校・家庭で

の対応や配慮、就学や進学など、特別支援教育に関する相談を実施しています。学

校との連携に基づいたより良い支援のため、学校からの相談申し込みを基本として

います。保護者が学校からの申し込みを希望していない場合は、直接の申し込みで

差し支えありません。なお、来所相談・出張相談は完全予約制です。 

 

学校園からの申し込み（直通） ℡ ０６－４３０１－３１８１ 

   保護者からの申し込み（代表） ℡ ０６－４３０１－３１００ 

 

・来所相談（平日午前 9時～午後 5 時半、土日祝年末年始除く） 

中央こども相談センターにて心理職、福祉職、教育職等の相談員がご相談に応じ

ます。障がいがある等学校や家庭での対応や配慮を検討する上で必要な心理検査を

実施し、問題の背景を踏まえた助言や継続相談を行います。 

 

・出張相談（月～土 午前 9 時から午後 5時。日祝年末年始除く） 

市内 1２か所のサテライト等にて心理職、福祉職、教育職等の相談員がご相談に

応じます。なお、相談場所によっては土曜日の相談は開設していません。 

 

・電話教育相談 

平日（年末・年始を除く）の午前９時～午後７時まで 

保護者専用  ℡ ０６－４３０１－３１４１ 

     子ども専用  ℡ ０６－４３０１－３１４０ 

 

平日午後７時～翌朝９時、土日祝日、年末年始（２４時間こども SOSダイヤル） 

               ℡ ０１２０－０－７８３１０（なやみ言おう） 

 

・メール教育相談 

相談の返答は 1 回のみで、原則として一般的な理解や情報提供になります。返答

には、５日程度（土・日・祝日・年末年始を除く）を要します。 

 

 

児童虐待の疑いの場合は【２４時間３６５日】 

児童虐待ホットライン ０１２０－０１－７２８５（まずは、一報なにわっ子） 

児童相談所 虐待対応ダイヤル １８９（いちはやく） 
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・不登校児童通所事業 

来所もしくは出張相談の相談員と相談の結果、保護者と子どもさんの通所ニーズ

があり、当グループが不登校通所事業の利用が適当と判断した場合に利用が可能で

す。 

不登校状態の小・中学生（主に中学生）に対し、再登校を含む社会的自立を支援

することを目的に、学習支援や心理治療、集団活動、体験学習などを提供（各通所

で提供プログラムは異なる）し、子ども自身に内在する力の向上を図ります。 

中央こども相談センター内の中央通所ルーム及び大阪市内に 11か所のサテライト 

があります。 

 

 
 

 

 

 

各区の子育て支援室では、大阪市内に居住する１８歳未満の児童及び保護者を対 

象に、保護者等から育児や子育てなどの相談を受け、各種子育て支援サービスや福

祉サービスの提供を行っています。また、児童虐待の防止を目的に関係機関との連

携を図り、要保護児童対策地域協議会の調整機関として、虐待の早期発見と子ども

や家庭への支援を行っています。 

（平日 午前 9時～午後 5時 30分） 

 

 

  

こども相談センターと区役所の役割分担 

各区の保健福祉センター子育て支援室（子育て相談） 
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区   名 
子育て全般に関する

お問い合わせ 

児 童 虐 待 に 関 す る   

お問い合わせ 
住      所 

北    区 06－6313－9533 06－6313－9533 北区扇町 2-1-27 

都 島 区 06－6882－9118 06－6882－9889 都島区中野町 2-16-20 

福 島 区 06－6464－9887 06－6464－9857 福島区大開 1-8-1 

此 花 区 06－6466－9524 06－6466－9958 此花区春日出北 1-8-4 

中 央 区 06－6267－9868 06－6267－9868 中央区久太郎町 1-2-27 

西    区 06－6532－9936 06－6532－9936 西区新町 4-5-14 

港    区 06－6576－9844 06－6576－9844 港区市岡 1-15-25 

大 正 区 06－4394－9109 06－4394－9109 大正区千島 2-7-95 

天王寺区 06－6774－9894 06－6774－9894 天王寺区真法院町 20-33 

浪 速 区 06－6647－9895 06－6647－9895 浪速区敷津東 1-4-20 

西淀川区 06－6478－9950 06－6478－9950 西淀川区御幣島 1－2－10 

淀 川 区 06－6308－9939 06－6308－9509 淀川区十三東 2-3-3 

東淀川区 06－4809－9854 06－4809－9854 東淀川区豊新 2-1-4 

東 成 区 06－6977－9157 06－6977－9157 東成区大今里西 2-8-4 

生 野 区 06－6715－9024 06－6715－9024 生野区勝山南 3－1－19 

旭   区 06－6957－9939 06－6957－9939 旭区大宮 1-1-17 

城 東 区 06－6930－9065 06－6930－9068 城東区中央 3-5-45 

鶴 見 区 06－6915－9933 06－6915－9933 鶴見区横堤 5-4-19 

阿倍野区 06－6622－9865 06－6622－9865 阿倍野区文の里 1-1-40 

住之江区 06－6682－9878 06－6682－9878 住之江区御崎 3-1-17 

住 吉 区 06－6694－9942 06－6694－9942 住吉区南住吉 3-15-55 

東住吉区 06－4399－9733 06－4399－9733 東住吉区東田辺 1-13-4 

平 野 区 06－4302－9936 06－4302－9936 平野区背戸口 3-8-19 

西 成 区 06－6659－9824 06－6659－9824 西成区岸里 1-5-20 

 

 

 

・LINEによる相談窓口 

大阪市立小学校・中学校・義務教育学校に通う子どもを対象として、LINEを利用

した相談窓口を設置しています。専門機関のカウンセラーが対応します。開設日時

が限定されていますので、詳細は４月以降ＨＰで確認してください。 

 

・大阪市立学校での体罰等の相談・通報 

内部通報窓口（教育委員会事務局） 

   メールアドレス iken-jyouhou@city.osaka.lg.jp 

   ファックス番号 ０６－６２０２－７０５５ 

外部通報窓口 

 メールアドレス gaibutsuuhou@yodo-law.com 

   ファックス番号  ０６－６２２３－５１７０ 

 

 

教育委員会事務局等における相談窓口について 

mailto:iken-jyouhou@city.osaka.lg.jp
mailto:gaibutsuuhou@yodo-law.com


【スクールカウンセラーガイドライン第１版】 

 

 24 / 

29 

  

 

・大阪府立高等学校、支援学校及び大阪府内の私立小・中・高等学校（大阪市内も 

含む）体罰等の相談窓口 

      児童・生徒が学校においてセクシュアル・ハラスメント、体罰、いじめ等の被

害にあった場合に、児童・生徒の意見表明を尊重し、最善の利益に向けた支援活

動を行うシステムです。被害にあった児童・生徒やその保護者等からの相談を民

間権利擁護機関である子ども家庭相談室（大阪府教育委員会が運営する被害者救

援システムにおける権利擁護機関）が受け付け、解決に向けて一貫した支援を行

います。 

     子ども家庭相談室 子ども専用無料電話 ０１２０－９２８－７０４ 

              保護者専用有料電話 ０６－４３９４－８７５４ 

 

・幼稚園での体罰等の相談 

詳細を確認のうえ、教育相談グループまで連絡してください。  

 

 

 

 

・大阪市スクールロイヤー事業（School Support Expert Team（略称 SSET(セット) 

この事業におけるスクールロイヤーとは、弁護士、医師、臨床心理士、公認心理 

師、ソーシャルワーカーといったさまざまな職種の専門家のことを言い、セットと 

呼称しています。主な対応例は以下の通りです。 

・いじめ対応（児童生徒への指導・支援や保護者への対応）について 

・児童生徒への指導がうまくいかない場合 

・学級や学年に「荒れ」が見られる場合 

・学校の対応について理解を得にくい保護者への対応について 

 

事業の利用を希望する場合、学校園の管理職から教育委員会事務局に連絡しま 

す。スクールロイヤーの直接の助言が必要な場合、担当弁護士や事案の内容に応じ 

たスクールロイヤーを単独またはセットで派遣し、学校園に助言を行います。 

学校園の対応で解決が図られない場合、担当弁護士が学校園と保護者の関係調整を 

行うこともあります。ただし、担当弁護士は、学校園の顧問弁護士ではありませ 

ん。また、学校園の代理人となり保護者と対峙するなど対外的な活動を行うことは 

できません。 

その他、学校園等での出前授業や研修も行っています。 

 

・教育支援センター 

大阪市立中学校における不登校児童の学習支援及び教育相談の充実を図り、学校

生活への復帰や自立をめざした支援を行う。 

 

（対象） 

     ・大阪市立小中学校に在籍している児童生徒 

 ・心理的な理由により、不登校となっている児童生徒 

 ・学習意欲がある児童生徒（自学自習ができる児童生徒） 

そのほかの教育委員会における事業について 
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    (内容)不登校生徒の学習支援 

   ・自学自習を基本とする不登校児童生徒の学習の場の提供 

・ＩＣＴ端末を活用した学習や体験的な活動など個に応じた学習支援 

・カウンセラーによる児童生徒や保護者との面談 

 

   （申し込み方法） 

原則、在籍している小中学校に相談 

※学校は、児童生徒・保護者とよく相談し、希望する「教育支援センター」 

へ申し込む 

 (各センター) 

教育支援センター花園（令和２年度開設） 

 大阪市西成区花園北２-１６-２６ 

（もと大阪市立弘治小学校 西館２、３階） 

 教育支援センター新大阪（令和３年度開設） 

 大阪市東淀川区東中島３-７-２８ 

（大阪市立むくのき学園 小中一貫校５号館） 

教育支援センター桃谷（令和３年度開設） 

大阪市生野区勝山北４-９-２２ 

（もと大阪市立鶴橋中学校） 

 

 

 

 

・多言語による相談 

多言語による生活に関する様々な相談 外国人のための相談窓口 

大阪国際交流センター  ０６－６７７３－６５３３ 

月～金 午前 9時～午後７時、土日祝午前９時～午後５時３０分 

（年末年始は休み） 

※英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、フィリピン語 

 

・こころと悩みについての相談 

大阪市こころの健康センター 

（こころの悩み電話相談） ０６－６９２３－０９３６ 

平日午前９時３０分～午後５時（祝日・年末年始除く） 

（ひきこもり相談窓口）  ０６－６９２３－００９０  

平日午前１０時～午後５時（祝日・年末年始除く） 

（依存症相談専用回線）   ０６－６９２２－３４７５ 

平日午前９時～午後５時３０分（祝日・年末年始除く） 

（自死遺族相談 予約制） ０６－６９２２－８５２０  

（こころの病気の緊急時医療機関の利用案内） 

その他の相談窓口 
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おおさか精神科救急ダイヤル ０５７０－０１－５０００ 

平日午後 5時～翌午前 9時、土日祝・年末年始 24時間 

 

・非行等についての相談 

グリーンライン（少年相談）０６－６９４４－７８６７（なやむな） 

平日（月曜日から金曜日）午前９時から午後５時４５分 

（相談内容）非行問題やしつけ、いじめや友達付き合い等 

 

青少年クリニック     ０６－６７７３－４９７０（よくなれ） 

平日（月曜日から金曜日）午前９時から午後５時４５分 

大阪市天王寺区伶人町 2番 7号 大阪府夕陽丘庁舎 3階 

 

（相談内容） 

予約制。問題行動について理解するために必要な場合、心理判定員が心理テス

トを実施し、保護者には少年補導職員等が面接とともに、親子関係を測るテスト

などを行い、テスト結果も合わせて総合的に判断して指導・助言にあたります。 
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