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開会 午前１０時００分

──────────────────────────────────────────────────────

○金谷委員長 それでは、開会させていただきます。福居委員からおくれる旨の届け出がございま

す。

それでは、議事に入ります。１、保健衛生及び福祉に関する事項について、（１）児童相談所設

置検討について、発言はございますか。

小松委員。

○小松委員 児童相談所の設置の可能性について、今、行政として検討してきているところであり

まして、第２回定例会でも若干、質疑をさせていただきました。それを踏まえて、若干の時間、質

疑をさせていただきます。

可能性について検討せよと市長の指示を受けて、皆さん方は、今その作業を行っているところで

あります。いつごろをめどにこの検討結果がまとめられるのかという第２回定例会での質問に、で

きるだけ早くと、市長も部長も、そう答弁されました。しかし、相当重要な課題があるだろうとい

うふうに私は思っておりまして、その点を中心に少し質疑をさせていただきます。

今、旭川市には道立の児童相談所が存在しております。市独自の児相を設置すれば、これが引き

揚げられる。だから、形としては、道立の児相に旭川市の児相が取ってかわる、そうした関係にな

るだろうというふうに思います。したがって、市独自に児相を設置しようとする、その目的、得よ

うとする成果は何なのか、第２回定例会で質問をいたしました。これに対して、市長を初め、皆さ

ん方の答弁は、窓口の一元化により迅速な対応が可能となる。母子保健部門との連携で、より早期

の支援が可能となるとともに、福祉、教育など関係部局との連携が円滑となる。子育て支援から、

児童虐待等における緊急的な保護や施設等への措置を含め、一貫したきめ細やかなサービス、支援

を行うことができるという、そうしたメリットを答弁されたわけであります。どのような施設設置

においても、あるいはどのような新しいものを制度化したときも、マイナス要因ばかりということ

はあり得ないわけであります。何がしかのメリットがあることをもって、行政としても進めるとい

うことになりますから。問題なのは、行政として、例えば児相であれば、児童相談所を旭川市独自

に設置するとこういうメリットがあるというふうに、仮に今検討を終えてそういう結論を出したと

きに、それがより多くの市民の理解が得られるものなのかどうなのか、議会の理解を得られるもの

かどうなのか、ここが重要になってくるわけであります。

そこで、今、私が第２回定例会での皆さん方の得ようとする成果やこういうメリットがあるんだ

という答弁を紹介いたしましたが、これはあくまでも私に言わせれば一般論に過ぎない。なかなか

イメージを持つことができないというのが率直な感想であります。児相を設置した場合にこうした

ことになるんだと、具体的なイメージがあれば改めてお聞きいたします。

○村椿子ども総合相談センター所長 初めに、母子保健部門との連携につきましては、赤ちゃん訪

問や乳幼児健康診査などにおきまして把握した情報、虐待のリスクにつきまして、児童相談所が市

の機関となった場合には、情報の共有がより円滑になることが考えられます。同様に、福祉部門と

の連携につきましては、生活に困窮している世帯、児童や保護者が障害を抱えている世帯、配偶者

からの暴力などの問題がある場合、ひとり親家庭、保育所等に就園している場合などの対応におき

ましては、市の各担当部局と、また、小学校、中学校に就学している世帯につきましては、教育委
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員会や各学校とより連携しやすくなることにより、支援の質の向上が図られるものと考えられます。

また、一貫したサービス、支援の提供につきましては、市が実施しております地域子育て支援セ

ンター、ファミリーサポートセンター事業やショートステイなどの子育て支援施策と児童虐待等に

おける保護や措置を一貫して行うことにより、例えば、一時保護や施設入所措置が終了した場合に

おきまして、在宅での育児支援をより円滑に行いやすくなるものと考えております。

○小松委員 ほぼ第２回定例会の答弁と同じ内容ということだと思います。

私は、児童虐待とか児童相談所について、余り深い知識は持ち合わせていないんです。それで、

いろいろこの間、勉強もさせていただいたんですが、次々と法や制度が見直されてきました。そこ

には、必ずと言っていいほど具体的な事件、事案が関係していて、そうしたことを経て、見直しが

進められてきたという経緯があるように思います。

若干、この間の背景等について私なりのものをちょっと述べさせていただきます。児童虐待対応

は、児童福祉法並びに２０００年、平成１２年に成立した児童虐待防止法に基づき、対応が行われ

てきております。児童福祉法は、それまで保護者との協調的な援助関係を前提としていて、虐待の

ケースに強権的介入を行うことが困難だったとされています。当時の厚生省は、児童虐待対応のた

めの児童福祉法の運用指針を示すなどの対応を行いましたが、１９９８年、平成１０年に国連子ど

もの権利委員会から、日本は児童虐待の対応が不十分だと指摘をされていた経緯があります。適切

な対応をとるようにとの勧告を受けていました。これを受けて１９９９年、翌年ですが、児童福祉

法、その他の関連法の必要な法整備を講ずるとの文言を含む児童虐待の防止に関する決議が可決さ

れました。これを受けて、法整備、検討が始まりました。２０００年には、超党派の議員立法とし

て、児童虐待防止法案が特別委員会の委員長から提出されて可決されたと。以降、児童福祉法、児

童虐待防止法は、複数回の改正を重ねて今日に至っているというのが経過であります。２００４年、

平成１６年１月に、大阪府での児童虐待事件、中学３年生の息子に対して、実の父親と内縁関係に

ある女性が身体的虐待とネグレクトを行った、岸和田事件と呼ばれているそうでありますが、これ

を契機にして、児童虐待防止法が改正されました。改正は幾つかあるんですが、一番大きな改正だ

ったのは、児童にＤＶを目撃させることを心理的虐待に含めたんですね。これが、その後の虐待相

談対応件数を大きくふやしてきた要因ともされています。あわせて児童福祉法の改正も行われて、

要は、相談件数が大幅に増加することによって重荷になってきた児相の負担を軽減するために、新

たに虐待の通告先に市町村が加えられた。市町村の役割が位置づけられたわけであります。この法

改正によって、児童虐待に対する予防を含めた対応を児相と市町村とで役割分担する体制がつくら

れたという経緯がございます。

そこでお聞きいたします。この児相の負担軽減が部分的とはいえ、法の改正も含めて整備された

わけであります。この法改正において、市町村の役割も位置づけられてきたところでありますが、

この市町村のかかわりが新たに明確化された、二元化されたとも言われているんですが、この整備

で、上川管内あるいは市内において、どのような傾向、変化を見ることができたのか。市としての

対応、市としての業務にどのような変化が起きたのか。これらについてお答えください。

○村椿子ども総合相談センター所長 平成１６年改正、平成１７年施行の改正児童福祉法による変

化等についてでありますけれども、北海道旭川児童相談所における児童虐待に関する相談件数は、

平成１５年度が７０件、改正後の児童虐待の防止等に関する法律が１０月１日に施行された平成１
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６年度は８２件、改正後の児童福祉法が施行された平成１７年度は５８件、平成１８年度は６７件

と大きな変化は見られませんが、その後、平成１９年度は１０８件と、法改正から一定の期間は経

過してございますけれども、件数が増加しております。

それから、本市に直接寄せられた児童虐待に関する相談件数は、児童相談所等の関係機関からの

情報の紹介を含むものでありますけれども、実数では、平成１５年度５１件、平成１６年度５３件、

平成１７年度６７件、平成１８年度６５件、平成１９年度６３件と大きな変化は見られないところ

でありますけれども、延べ件数では、平成１５年度６０件、平成１６年度９８件、平成１７年度１

５１件、平成１８年度３０１件、平成１９年度３４８件と大きく増加しております。

また、平成１６年の児童福祉法の改正によりまして、要保護児童等について情報の交換を行い、

支援の内容に関する協議を行う要保護児童対策地域協議会の設置が規定されたことから、平成１５

年に設置した関係機関から構成する子ども・女性支援ネットワークをこの協議会に位置づけたとこ

ろであり、そのケース検討会の開催数につきましては、平成１５年度５回、平成１６年度４回、平

成１７年度８回、平成１８年度８回でありましたけれども、平成１９年度２９回と、一定の期間を

経過しておりますけれども、大きく増加しております。これらの増加につきましては、法改正によ

り、児童の目の前での配偶者に対する暴力は、心理的外傷を与えるものとして児童虐待に含まれる

ことになったことや、児童福祉の相談が市の業務として明確化されたことなどによるものと考えて

おります。

○小松委員 今答弁がありましたように、平成１６年に児童福祉法が改正されて、１７年ぐらいま

では変化がなかったけども、道立の児相では、平成１９年度に、前年度の６７件の相談対応から１

０８件になったと。旭川市における虐待相談は、六十数件台で推移してきたのが、平成１７年度１

５１件、平成１８年度３０１件ですね。１～２年の時差はありますけども、増加してきたと。その

要因としては、児童の目の前での配偶者に対する暴力等が心理的虐待に当たるんだと、こういうふ

うに位置づけられたことが要因だろうというふうな答弁でありました。平成１６年度に児童福祉法

が改正されて、平成２０年にまた児童福祉法が改正されて、乳児家庭全戸訪問事業、これが提案さ

れたと。養育支援の訪問事業が法律上規定されたと。その実施は、市町村の努力義務ではあるが、

義務づけられたという法の改正がありました。これも、児童虐待を予防する、あるいは早期に発見

する、児相だけでは、１３万件とも言われる相談対応件数はなかなか困難だから、市町村として、

こうした役割を果たしてもらいたいと。努力義務ではありますが、乳児家庭全戸訪問事業、あるい

は養育支援訪問事業、この法改正に基づく対応はどうなっているのか、お聞きいたします。

○松浦子育て支援部母子保健課長 法改正前におきましては、母子保健法に基づく妊産婦、新生児、

未熟児の訪問指導により、乳児期早期の訪問が重視される傾向にありましたが、児童福祉法に乳児

家庭全戸訪問及び養育支援訪問事業の実施が努力義務として規定されたことにより、乳幼児期以降

も支援の継続が図られ、児童虐待の発生予防の観点から非常に重要な意義があると受けとめており

ます。

本市の対応としましては、平成１９年度から全戸訪問事業を実施しておりますが、法改正を踏ま

えて、乳児家庭全戸訪問事業として実施しております。生後４カ月までの乳児がいる全ての家庭を

訪問し、育児環境の把握とともに、さまざまな不安や悩みをお聞きし、必要なサービスにつなげる

などの支援を行っているところでございます。
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○村椿子ども総合相談センター所長 養育支援訪問事業につきましては、訪問の対象となる養育困

難や虐待のリスクがあるなどの家庭に対して、家庭児童相談員が適宜、訪問支援をしておりました

けれども、平成２７年度に養育支援訪問事業として位置づけ、適切な養育や育児不安の解消のため

に養育方法などについて助言等を行う専門的相談支援と、養育環境の改善等のために授乳、おむつ

の交換、掃除などの支援を行う育児・家事援助を行っているところであります。

○小松委員 乳児家庭全戸訪問事業は今、母子保健課長から言われたとおり取り組んでいる。その

法改正がある前からも、似たような取り組みを進めてきていたのが、若干、取り組みの内容が変化

してきているということであります。この法改正を受けて、市町村の役割や新たな訪問事業等が努

力義務となったわけですが、ここはある意味、市町村としての強みでもあるわけですよね。虐待予

防、家族支援、これらが市町村の中心的業務で、現場に足を運ぶということが求められてきており

ますが、現状がどうなっているのか。旭川市として、これらの法改正を踏まえて、十分にその役割

を果たし得ているものなのかどうなのか、その認識をお伺いいたします。

○松浦子育て支援部母子保健課長 家族支援、虐待予防についての取り組み状況でございますが、

当課は、妊娠期からの切れ目のない支援に努めております。支援のスタートである母子健康手帳発

行時には、全ての妊婦に対してアンケートや面談、支所での発行者には、アンケート結果により、

必要に応じて電話がけを行い、若年、未入籍、経済的困難、望まない妊娠などさまざまな不安や悩

みをお聞きし、必要な情報提供を行うとともに、虐待のリスクの高い者の情報の把握に努めており

ます。把握した情報は、妊婦健康診査や産婦健康診査事業を通して医療機関と連携している育児支

援ネットワークの枠組みの中で、情報を共有しながら、妊娠中から産後にかけて双方で連携し、き

め細やかな支援を図っております。その後、生後１～２カ月をめどに乳児家庭全戸訪問を行います

が、昨年度対象児数２千１２４人のうち、２千２０人に対して家庭訪問を実施し、実施率９５．

１％となっております。この事業で、適宜、適切なサービスにつなげておりますが、特に支援を必

要とする家庭については、子ども総合相談センターが所管する養育支援訪問事業もそのサービスの

一つとして位置づけられており、必要に応じて連携を図っているところでございます。

○村椿子ども総合相談センター所長 養育支援訪問につきましては、平成３０年度は、専門的相談

支援が１１世帯、５５回、育児・家事援助が８世帯、１０１回の計１５６回の実施であり、平成２

９年度の専門的相談支援が５世帯、２５回、育児・家事援助が１世帯、２回、計２７回の実施と比

較しますと大きく増加しているところでございます。平成２９年度までは、センターの家庭児童相

談員が実施してきたことから、専門的相談支援が中心となり、育児・家事援助の提供は難しい面が

ございましたが、平成３０年度からヘルパーの資格などを有する訪問支援員を委嘱し、育児・家事

援助の提供体制の強化を図っているところでございます。

また、出産後の心身の不安定な時期に育児支援を要する母子を対象に、助産師等の専門職が心身

のケアや育児に関する助言等を行う産後ケア事業につきましても、今年度から訪問型を実施してお

り、昨年度から実施している宿泊型、日帰り型に比べて、利用者の移動の負担がなく、母子の家族

関係や住環境を見た上での助言が可能となっているものと考えております。

母子保健課や医療機関、保育所等の関係機関を通じて把握した世帯に対し、センターの相談員に

よる相談支援や子育て支援サービスへの利用の支援、養育支援訪問事業、産後ケア事業の充実を図

りながら、虐待の予防、家庭の支援に努めているところでございます。
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○小松委員 全国的にさまざまな児童虐待事件が報道される中で、法律も改正され、市町村の役割

も一定明確にして取り組みが進められてきております。私は、こうした流れ、経過は、意義がある

ものだというふうに考えています。なぜ、その市町村の動向を質疑してきたかというと、この児童

相談所が果たすべき役割と、児童虐待に対してある意味要望的な対応、あるいは相談等を早いうち

から受けとめて、必要なサービスの提供や児相への情報交換を含めて対応していくということは、

やっぱりこの数年間の整備を見ると、意義があるというふうに理解しているんです。一方、全国の

児童相談所の児童虐待相談対応件数というのを見ると、平成２０年度では４万２千６６４件だった

ものが、平成２９年度、これは速報値なので若干変わっているかもしれませんが、１３万３千７７

８件、３．１倍ぐらいになっているのかな。児相としては大幅に対応件数がふえているんですね。

非常に忙しい。全国で対応し切れていない。４８時間以内に実態を確認するというのもできていな

いというのが、この前札幌で起きた事件でもありますけども、そういう児童相談所が抱えている大

量の件数の負担軽減には、必ずしもつながっていない。全くつながっていないということは言うつ

もりはないんですが。やっぱりこの間の法整備、制度の改正は、総合的な角度から児童虐待を未然

に防ぐ、早期に発見して大きな事件につなげないようにする、児童の命を何よりも守り切る、そこ

を重視した対応だったのではないかというふうに受けとめております。

たびたび法改正も行われましたが、平成３１年、ことしの１月２３日に中核市市長会が国に要望

している項目が幾つかあります。これは、中核市も児童相談所を設置することができますよという、

そういう法の改正を受けて、平成３１年に限らず出してきているんですが、一番新しい平成３１年

１月２３日に中核市市長会として、国にどういうふうに緊急要請しているかを紹介します。「本来、

国において、中核市の取組状況や都道府県が設置する児童相談所との役割分担の現状・課題等に係

る詳細な実態把握を行い、その結果を踏まえて審議がなされるべきところ、当事者である中核市の

実情や意見が反映されないなかで、唐突に、中核市における児童相談所の設置義務化も含めた法令

上の措置の検討の必要性が明記されたことに多くの中核市及び中核市への移行を検討している市は

大変困惑している。」わかりやすく言うと、中核市に設置できますよという論議の過程の中で、で

きますよではなくて義務化しようじゃないかという論議も行われてきていたんです。義務化までは

とてもいろいろな意見があってできなかったんだけども、設置できると。これを受けて、早くは金

沢市とか横須賀市とか、明石市がことしの４月からですか、そして今、奈良市が検討していて、そ

れに続く位置にあるのが旭川市。設置の方向で検討中という市は５つあると報道されているんです

ね。北海道旭川市、千葉県柏市、鹿児島県鹿児島市などがそれに続くところの位置に置かれている

と。しかし一方で、中核市市長会としては、都道府県が設置している児相があるのに、中核市が設

置できますよ、できれば義務化したいという論議がされてきていると。しかし、都道府県が設置し

ているのと中核市が設置するのと、何をどうすみ分けるのか見えていない。それから、財源につい

ても、中核市が設置した場合にどう手当てしてくれるのか見えていないという要請もされてきてい

ます。これは、ことしですよ。だから、法改正が次々に行われてきているんですが、この辺の課題

が整理されてきていないというのが中核市市長会の認識であります。私も同様の認識を持っていま

す。

それで、法律で児童福祉法などを改正するときに、附則で、国がもっとしっかりした役割を果た

せということが指摘されて、国は、専門職の確保が難しいという自治体の声を受ける形で、児童福
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祉司を２千人ふやす、こうした方針を明らかにしました。２千人ふえたとして、旭川市が児相を設

置した場合に、十分な専門職を確保したり養成したりする展望があるのかどうなのか、お聞きいた

します。

○村椿子ども総合相談センター所長 専門的人材の確保、育成につきましては、都道府県や政令指

定都市において確保が急務となっている中、中核市においてはその確保が困難となっていることが

課題とされており、中核市市長会におきまして、国における継続的かつ安定的な支援措置を講ずる

よう要望していることなどからも、本市が設置する場合におきましても課題となるものであり、市

職員の道への派遣による研修や道職員の市への派遣などを含めて、北海道からの協力支援が必要と

なるものと考えております。

○小松委員 単純でないですよね、専門職の確保というのは。なぜなら、今北海道からの支援とい

うことを言われたけど、現状の都道府県がみずから持っている児相で確保できていないんです。そ

の理由は、専門職そのものが募集しても集まらないということもあるかもしれない。財政がそれに

見合う形で保障されていないということもあるかもしれない。とにもかくにも、見合う形で充足さ

れていない。財政上の理由が大きいかもしれません。だから、都道府県がそうなのに、旭川市が児

相を設置した場合に、道の支援も受けながらと言ったところで、打開できるとするイメージがなか

なか持ちにくいわけであります。

それで、冒頭に紹介したように、皆さん方は、児相の設置の可能性について早い時期に結論を出

したいんだと。市長もそういうふうに述べているんです。私が気になるのは、第２回定例会のその

答弁の中で、財政や専門職の確保などについて国の動向を注視していきたいという答弁があったん

です。国がどういうふうに対応しようとしているのか、それを注視する、これは重要ですよ。しか

し一方で、皆さん方は、旭川市として設置するかどうか、できるだけ早い時期に結論を出したいと

いうわけです。この数年間を見ても、繰り返し、専門職の確保や財政出動で国はどういう役割を果

たすんだと、これはなかなか現実的に打開策が示されてきていないんです。だから皆さん方は、国

の動向を注視すると言う。注視すると言いながら、早い時期に結論を出したいと言っているわけで

す。どういうふうに結論を出せるのかと。国の動向がはっきりしない中で、それでも出そうとして

いるのか、これらについて答弁をいただきたい。

○村椿子ども総合相談センター所長 本市におきまして児童相談所を設置することとする場合にお

きましても、その判断から設置までには一定の準備期間が必要となるものでありまして、そうした

期間の中におきまして、財源の確保や人材の確保、育成などについて国への要望を続け、引き続き

国の動向を注視しながら、活用できるものは国の支援措置を活用し、進めていかなければならない

ものと考えております。

○小松委員 それが精いっぱいの答弁だと思うんです。しかし、これは答弁矛盾で、設置を決めた

後、実際に児相を開設するまでには一定の時間がかかるんだと。この間にも、国の動きは変化があ

るかもしれないということをずっと答弁されているわけです。その前に設置を決めるわけだ。設置

を決めるときに、人材確保や財政上の支援がはっきりしていない中で、国の検討する機関からも意

見を出されて、法にもしっかり役割を果たせということが附則で明記されている、そういう状況の

中で、設置が決められるんですかと。極端に言うと、財政支援が今以上に発展がなくても、人材確

保が今よりも発展しなくても、設置するんだということしかないのではないのかということを私は
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言っているんです。皆さん方はその時々に、今回も含めて、国の動向を注視する、国の動向を注視

すると。しかし、国の動きがさっぱり明らかにならないという時期でも、早目に検討結果を出した

いと言う、ここに矛盾はないのかと。皆さん方は、結論ありきで作業しているんですかという疑念

がやっぱり出てくる。部長の答弁を求めます。

○中村子育て支援部長 小松委員さんから今お話がありましたように、国のそういった人的確保の

部分でありますとか、財政的支援の部分の措置というようなものがはっきりしてから判断ができれ

ば、それは一番よいことではあるんですけれども、一方で児童虐待に対して、都道府県あるいは市

というものがどういう形で虐待から児童を守って、あるいは児童の成長を促進していくのかという

ようなことというのは、一方でゆっくり構えてもいられない部分もあるのは事実であります。そう

いったところから、先ほど所長のほうからも答弁したように、方向性を決めた段階においても、す

ぐにそれができるというものではないものですから、そういったものも含めてやっていくというこ

とで、結論から言いますと、例えばそういった措置がなければ、じゃ旭川市の児相の設置はしない

のかということとはちょっと違うものですから、やはりそれは並行して進めていくというような考

え方でいるところでございます。

○小松委員 全国の中には、先行している金沢市、横須賀市、明石市などは確かにありますから、

これは市長のある意味トップダウンで設置するぞと言って、横須賀市、金沢市は１０年以上、明石

市はことしの４月というふうになっています。

私もいろいろな研究論文に目を通しましたが、確かに都道府県立の児相よりも自前の児相を持っ

たほうがいいんだというその考え方が全くないわけではないんです。例えば、こういう事例がある

研究者から紹介されているんです。児童相談所一極集中から市町村との役割分担が必要となる平成

１６年度の児童福祉法改正で、児童虐待通告体制が都道府県行政と市町村とに二元化してから久し

い。しかしながら、二元体制であるゆえにそれぞれの思いがすれ違う場合がある。市区町村からす

れば、心配なケースなのに、児童相談所は保護してくれない。危険なケースなのに、もう保護解除

して自宅に戻された。こうしたことをできるだけ解消しようとすれば、自前の児相をもって適切な

対応をしていく、これはあり得ることです。しかし一方、児童相談所からすれば、市町村は児相に

丸投げするのではなく、通告に対する第一義的な対応をしてほしい、あるいは市のサービスがなか

なか使えないなど、双方期待の裏腹なのか、ずれがあると。

私は、第２回定例会でも今回も、イメージをお聞きしましたよね、なぜ持とうとするのか、得よ

うとする成果は何なのか。しかし、こうした事柄は皆さん方の口からは語られていないんですよ。

こうした深刻な事案がたびたび起きて、都道府県もいろいろな事情で十分な対応ができないだろう

から、ここは旭川市が独自に展開するしかないんだという、そういう理由づけは、この間、発せら

れていないわけです。そうすると、冷静になって考える必要がある。市町村の役割が何か。予防的

な業務、早期発見の業務、財政も必要です、国にはもっと財政支援を求めなければなりませんが、

努力義務ではあるが新たに明確化されて、市町村として果たす役割をより充実していく、これが、

トータルで見て児童虐待を少なくしていくというところに大きな力を発揮できるものだろうと私は

思います。ここの役割をもっと、児相とも緊密な連携を取りながらやるべきことをやる。去年より

もことしさらに前に進める、ここに検討を加えるべきだというふうに思うんです。なぜならば、旭

川市が児童相談所を設置しても、北海道が市内の対応から引き揚げるわけですから。これ自体はよ
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く言ってプラスマイナスゼロです。悪く言えば、旭川の行政には蓄積がないですから、第２回定例

会でも指摘しましたが、マイナスという結果ももたらしかねない。今の時期、ここを中心に探求す

べきではないですか。予算づけ、国の財政出動がはっきりしていない。どこの都道府県でも、専門

職の確保に難儀している。ここに直面せざるを得ない。私はそういう思いです。だから、何かこう、

児童虐待に後ろ向きの発言かととられたらたまらないんですが、今、市町村として行えること、行

わなければならないことにしっかりと向き合うことこそ、私は、総合的に見た場合に、児相の役割

をより大きく果たすことにもつながるだろうし、市町村の役割を発揮していくことにもなるだろう

というふうに思うんですが、部長はそういう考えは持たれませんか。

○中村子育て支援部長 今、小松委員さんからございましたが、冒頭の質疑でもありましたように、

平成１６年の児童福祉法の改正で、市が児童相談所を設置するかどうかにかかわらず、市の役割と

して虐待の未然防止や早期発見を含む身近な窓口として相談支援等の質の向上を図ることは、当然、

重要なことであるというふうに理解しております。そういった形で市の組織なり何なり、子ども総

合相談センターを設置したということも、そういったことの一つの考え方に基づいて行われてきて、

それをさらに進めていくということは当然なことと考えております。その上で、児童相談所を旭川

市立で持つということがどういうことなのかという部分、一般論としては、総合的な児童の虐待防

止、あるいはその後の児童の成長の促進といったものを一体的なサービスでできるという部分もあ

ります。ただ、小松委員さんも研究者のいろんな文献を読んだということがありましたけれども、

私もひとつ、そういったものを見ながら、そういう考え方もあるんだなというのは、今の都道府県

の児童相談所の中で、児童相談所も単純に介入だけではなくて、支援というような仕事も持ってい

ると。支援という部分に関しましては、やはり、親の理解というものが必要だという部分で、一方

で介入というのは、親と子どもを引き離すという部分では、親の信頼を損なう可能性があって、都

道府県の児童相談所の職員は、支援と介入というものを同じ職員がやっているということから、な

かなかその介入に強い姿勢をとれないと。その後の支援についての親の信頼をなくすというような

ことも考えながら、支援と介入の部分を同じ職員がやるということの難しさというものがあるとい

うことを研究者が書いているものを私も読みました。そういう部分もあるのかなと。一般のニュー

スやなんかも見ていて、もっと早くに児童相談所が介入をすべきじゃないのかなというような部分

がありますけれども、これが全てではないと思いますが、そういった考え方もあるのかなという部

分があります。そこで市が児童相談所を持った場合に、同じ市ということにはなりますけれども、

組織として、市の中での支援の部分と児童相談所の介入という部分というのは、一定程度速やかに

引き継ぎをすることによって違う形にもできるということでは、今言った児童相談所の同じ職員が

支援と介入をするということとは少し違った形の対応というのも可能なのかなという部分もありま

す。それだけで児童相談所を設置するということではございませんけれども、そういったような考

え方もありますので、これまで、道の職員と人的な確保、あるいは経済的な負担なり何なりの部分

の意見交換というのは何度かしておりますけれども、今言ったような、本当に児童相談所の職員の

生の声といいますか、そういった部分も今後、道の職員との意見交換でありますとか、あるいは先

行してつくった中核市の児童相談所の職員の声とか、そういったものも聞きながら、やはり総合的

に、あくまでも目的は子どもを虐待から守り、健やかな児童の成長を促すということのためにどう

あるべきかということが一番のポイントになると考えておりますので、そういった視点から、この
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児童相談所の設置というものの検討を進めていきたいというふうに考えております。

○小松委員 なかなか意見はかみ合わないですが、私は、これだけ児童虐待の報道が相次いでいる、

相談対応件数が約１４万件に迫ろうとしている御時世ですから、市町村としても、何かほかにでき

ることがないかどうか検討することは全く否定しないんですよ。その一つの項目として、児相の設

置を検討の素材に上げるというのも、私は否定はしないんです。しかし危惧するのは、１１月、さ

きの市長選挙で市長がこの児相設置を公約に掲げて、早い時期に結論を出したいと、皆さん方も市

長から指示を受けてそういう答弁をする。市長みずからも早い時期に結論を出したいと、ここを危

惧するんです。全国的にも研究者がいろいろな研究論文を書いているけど、何が課題かということ

はかなり共通化しているんです。人材確保と財政と児相の職員の養成なんですよ。これがずっと何

年も前から言われてきて、クローズアップされてきている。ここの出口が見えない。その中で、で

きるだけ早い時期に結論を出したいというのは、そういうスタンスでいいんだろうかという疑問は

あります。

国や北海道も大体、法が改正されるごとに、いわゆる附属機関等に諮問しているんです。国あた

りは、何回も児童福祉法を改正してきていますから、専門委員会等に諮問して提言をもらって、こ

の委員会ではかなり客観的に分析して提言しているんです。国がもっと役割を果たさないとだめだ

ぞと、うまくいかないぞと提言している。旭川市が１回児相を設置したら、もう引けません。道立

が引き揚げるわけだから。この重要案件をどういうふうに判断するかといったときに、行政内の検

討だけで、しかも短期間の検討だけでいいのかどうか。第三者、専門的な委員も入ったそういう機

関に、やっぱり児相を持つべきか、持った場合の課題やデメリットはどうなのか、メリットはどう

なのかを客観的な立場から答申をもらう、報告をもらう、私は少なくてもそうしたことをくぐるこ

とが必要ではないかと思いますが、見解をお聞きします。

○中村子育て支援部長 我々も、行政だけで拙速にこういったものの判断をするという考えはござ

いません。ただ、殊さら国のいろんな制度がどうなるかという部分を待ってということになると、

また、ある意味いつになるかわからないという部分も出てくるので、できるだけ速やかにというよ

うな答弁を市長も私もさせていただいているところです。その判断に当たりましては、今、小松委

員さんがおっしゃったように、行政組織だけではなくて第三者の意見を聞くという部分は我々も考

えております。例えば、子ども・子育て審議会の中で意見を聞くということも考えておりますし、

それから、これとは別に、児童虐待なり、それに関係したといいますか、さまざまな分野で活動し

ている方がおりますので、そういった方々から個別にまた意見を聞くというようなこともやりたい

と思いますし、実際、意見を聞いた部分もございます。そういったものを踏まえた上で、最終的に

児相を設置するかどうかということの判断については、明らかにしていきたいというふうに考えて

おります。

○小松委員 まだまだ質疑をしたいことは山のようにあるんですが、きょうのところはこれで終わ

りたいと思います。

○金谷委員長 他に御発言はありますか。

（「なし」の声あり）

それでは、その他に入ります。（１）民生常任委員会行政視察の委員派遣について、お手元に配

付してあります委員派遣承認要求書（案）委員長班のとおり、記載の調査のため、議長に対し委員
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派遣の承認要求をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

なお、副委員長班につきましては、次回の常任委員会で行うことといたします。

では、そのように決定し、議長に対して配付のとおり、委員派遣承認要求書を提出することとい

たします。なお、やむを得ない事情などが生じた場合の取り扱いにつきましては、委員長に一任願

いたいと思いますがよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

では、そのように扱うことといたします。ここで特に御発言はございますか。

（「なし」の声あり）

それでは、特に御発言がございませんので、以上をもちまして民生常任委員会を散会といたしま

す。

──────────────────────────────────────────────────────

散会 午前１０時５２分


