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旭川市児童虐待防止に関する有識者懇談会

第１回会議録

【日 時】 令和２年７月２０日（月） １８時から１９時４０分まで

【場 所】 旭川市子ども総合相談センター 研修・会議室２

【出席者】 （参加者）赤坂秀彦，小銭寿子，小山和利，坂田葉子，澤田いずみ，

鹿野誠一，鈴木秀洋，松ヶ瀬雄太，松本伊智朗（五十音

順）

（旭川市）西川市長，中村子育て支援部長，岩崎子育て支援部次長

松浦母子保健課長

(事務局) 鎌田主幹，福田副主幹，橋本

【公開，非公開の別】 公開

【傍聴者】２人（一般０人，報道２人）

【当日資料】

・会議次第

・参加者名簿

・配付資料一覧表

【資料１】旭川市児童虐待防止対策に関する有識者懇談会開催要綱

【資料２】旭川市児童虐待防止対策に関する有識者懇談会の会議公開に関する

取扱い（案）

【資料３】旭川市児童虐待防止対策に関する有識者懇談会開催までの経過

【資料４】児童虐待防止対策に関する法改正等の動きと旭川市の対応

【資料５】旭川市における児童虐待防止及び児童虐待対応の現状と課題

【資料６】今後の開催予定

【１.開会】

省略

【２.挨拶】

省略

【３.参加者紹介】

省略

【４.資料説明】

省略
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【５.議題】

（中村）

それでは私の方で進行させていただきます。旭川市児童虐待防止対策に関する有

識者懇談会ということで，参加者の皆様に御意見を伺いたいと思います。まず大き

く言いまして，児童虐待の防止，事件が発生する前に市として何ができるかという

部分について，我々もいろいろな事を考えておりますが，先生方から今までの経験

から意見をお伺いしたいと思います。

冒頭の市長挨拶にもありましたとおり，市立の児童相談所を設けるということは

市長公約となっておりますが，そこについての御意見を伺いたい。例えば人材育成

の話や，現在は道の児童相談所がメインとなっておりますが，より市民に身近な自

治体である市が児童相談所を持つに当たって何か特性があったらいいのではないか

という御意見があれば伺いたいと考えております。

児童相談所での一時保護の後に関して，市として子どもを自立させていく等の部

分や，保護者に対するケアにおいて市の持っている特徴を生かしてどのような方向

に持って行くかということについて御意見を伺いたいと思います。

後に説明があるかと思いますが，懇談会は５回を予定しておりますので，今言っ

た３点につきまして，５回の中で意見を聞かせて頂きたいと思います。

そこで，今回の第１回目で御意見を頂きたい点について，事前にペーパーでお配

りしています。これにこだわらなくても差し支えありませんが，今回先生の御経験

なり，児童虐待なり，児童相談所の在り方なり，ざっくばらんに今日のところは御

意見を伺いたいと思っています。

御意見を頂いた中で今後２回目以降に論点を整理させていただき，事前に様々な

意見をお伺いし，その中ではそれぞれの先生方の違った視点のやりとりも場合によ

っては出てくるのではと考えております。

本日は第１回目ということですので，ざっくばらんに先生方の今までの経験から

児童虐待防止に関しての御意見をお伺いさせていただきたいと思っております。

先ほどの自己紹介の順番で，御意見を伺いたいと思います。ただ，旭川児童相談

所の赤坂所長につきましては，オブザーバーということでありますので，最初の御

意見としてはお伺いしない形で，最後に先生方の御意見のあとに何かございました

ら発言を頂きたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

それでは松本先生から最初に今お話した点についての意見等を伺いたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

（松本）

意見というのは事前にメールで頂いた「御意見を頂きたい内容」ということで５
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点ございますが，この点についてということですか。

（中村）

その点についてでもよろしいですし，それ以外でも今申し上げた３点の有識者懇

談会で御意見を頂きたい点に関しましてでも構いませんのでよろしくお願いいたし

ます。

（松本）

会議の趣旨と議事の進め方ということについて確認させていただけませんか。こ

ういうことで意見を言いなさいと言われれば，ここにお集まりの方もそれぞれ自由

に述べられると思います。ただ，この会の趣旨は旭川市が児童相談所を設置したい

ということについて，市としてどのようにすればよいかということを，この会とし

て具申するというふうに受け止めておりますが，それでよろしいのですか。

（中村）

市として「こういう児童相談所を設けたい」という部分について御意見を頂くこ

とになるのですが，今回はその前段として，もう少し広い意味で児童虐待防止につ

いて「市としてこのようなことができるのではないか」というお話も含めて御意見

を頂きたいと思います。児童相談所に関してのみの意見だけではないということも

御理解いただきたいと思っております。

（松本）

設置をしていくという前提でどういうふうなことを考えたら良いのかということ

を述べるのと，一般論として例えば中核市における児童虐待防止ということで話を

するのでは話の軸の置き方が違うと思うのですが，その点について確認をしたいと

いうことが一つ。もう一つが，配布いただいた資料について，配ってあるので説明

しないということでしたが，旭川市として今何を考えていて，どうしたいのかとい

うことを御説明いただかないと，意見を述べにくい。

私は大学の教員ですので述べろと言われれば，９０分×１５回分ペラペラしゃべ

りますけれども，そういうことをしに来る場ではないだろうと思っていますので，

旭川市としてこういうふうなことを考えているのだけれども，妥当なのか。それと

も別の考え方があるのかというふうに言っていただいた方が，おそらくこの場の人

間ももう少し踏み込んだ話ができると思います。その点についてはいかがでしょう

か。
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（中村）

誠に申し訳ないのですが，本来であれば，今日の段階で冒頭申し上げた御意見を

頂きたい３点について市の一定の考えを述べさせていただいた上で，意見を頂くと

いう方が皆様も話が明確になってくるということがあるかと思いますが，２回目以

降にそういったところを整理した上で示させていただき，それについて意見を頂く

ということを考えております。本日のところは，事前にお配りしたペーパーの部分

について御意見をいただき，我々としての考え方を整理して，２回目以降それにつ

いての御意見をいただくということで御理解いただきたいと思っております。

（松本）

わかりました。なぜこういったことを考えるのかというと，資料３を見ますと，

経過というところで，市長が公約で児童相談所を作るということを挙げられたと，

いろいろと視察にも行かれたと。しかし議会のところで設置すべきかどうかという

ことも含めて検討会で意見を頂きながらということで，少し差し戻しのようにも見

えるわけです。ここで設置をすべきかどうかということを議論するのであればもう

少しデータを頂きたいということと，イエス・ノーではなくて，設置をするとした

らどういうものがいいのかという議論をしないと，あったらいいか，なかったらい

いかという話はしにくいです。私個人的には基礎自治体の仕事として児童相談をき

ちんと位置づけるということは大変大事だという立場で申し上げますけれど，市の

方はどのようにお考えかということが分からないと，一般論を申し上げるというこ

と以上のことはできませんので，経過も踏まえた上でどういう形でここの議論があ

るのかということをまず確認したいというです。

（中村）

経過という部分につきましては今松本先生がおっしゃったとおりの経過です。市

長の公約で児童相談所を設置したいという部分はあります。それは市がこれまで取

り組んできた，例えば乳幼児健診等での虐待予防でありますとか，課題のある家庭

に関しましては子ども総合相談センターで様々なケアをしていくという考えのもと

で，児童虐待の防止として取り組んでいます。そうした過程の中で市長としては，

さらに実際に児童虐待が起きる部分に関して一貫して対応していきたいという考え

のもとに，市立児童相談所の設置という形で公約で述べ，方向性を模索しながら作

業を進めてきたというところでございます。

ただ，資料にもあるとおり，差し戻し的な考えがありまして，議会側に関しても

いろんな意見がございます。市が一貫して虐待の防止から虐待発生後の対応を行う

ことがいいという考えの議員の方もいらっしゃいますが，道立の児童相談所がある
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中でそこまで市が取り組むことがどうなのかというところがございます。そうした

中でまずは市の虐待防止の前段部分の取り組み方についてもう少し考え方を整理し，

その上で児童相談所を設置すべきではないかということがございます。

児童虐待防止全般に関して市の考え方を整理すべきだということであります。そ

の児童虐待防止全般に関しての市の考え方を本来であれば，まずは示すべきではあ

りますが，今後２回目以降にある程度の論点を整理した上で，市の考え方を示させ

ていただいて意見を頂こうと考えております。ですので，第１回目に関しましては，

先生方のご経験から市の虐待防止に関して何かこうしたらいいという意見を頂いた

上で改めて我々の方の考え方の整理をさせていただきたいと考えております。

（松本）

わかりました。このことだけでやりとりをしても時間がありませんので，今の部

長のおっしゃっていただいたように，今日はざっくばらんに児童虐待防止の考え方

について意見を述べて，次回以降に具体的な，旭川市というところに即して具体的

にどういう施策がありうるのかということについて意見を述べるというふうに進め

ていくと理解いたしました。

考え方の整理ということでございますが，ここに頂いたことより若干広い話にな

るかもしれません。基本的には子どもの虐待防止と考えた時に，虐待事例と虐待事

例ではないものをきれいに線引きして対応することは現実には難しいと思います。

虐待事例というものは，後で結果として起こったことを虐待と言っているだけで

すので，多くの場合はその経過があるわけです。それは子育ての困難なり，大変さ

なり，親の病気であるとか子どもの育てにくさであるとか，家族の中の葛藤だとか

が関係してくる。その結果として子どもの養育のところに著しい不調が生じている

時に虐待という名前を付けているということだと思います。

虐待ケースは道の児童相談所，そうでないものは市という線引きは大変難しいと

考えています。早期の予防を考えると基礎自治体が子育て支援の中に虐待予防の観

点を持つということは基本的に重要だろうと。そうじゃないと虐待の話は道の児童

相談所に送ればいいのというふうになって，結果として「このケースはどっちのケ

ースなんだ」というやりとりが始まることになりかねない。

旭川市は中核市でありますが，厚生労働省の審議会の中では中核市は児童相談所

を必置にすべきという意見が委員の中では多数派ですが，結果的には「できる規定」

になりました。そのことの評価はさておき，むしろ必置になったからやるというよ

り，旭川市が自分の自治体の問題としてこの問題をきちんと考えていこうというふ

うに市の中で議論されて位置付けて行くということ自体は，大変大事な議論である

と感じますし，そういうことであればお手伝いできることがあればお手伝いしたい
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と考えております。これが１点目あります。

２点目は人材育成の問題でありますが，法的に分離するあるいは法的に分業する

ということがあります。あるいは，リスクをアセスメントするということ，あるい

は親や子どもへのケアをすること。これらには一定の高度な専門性が求められます

ので，これをやるということは市の中で専門職をきちんと位置付けて，それを育成

するような手立て，人事施策を取ると旭川市がおっしゃるということだと思います。

そこ抜きに機構だけを作るということは人材育成の観点から問題がありますので，

よその地域との人事交流を含めて，すぐに人材は湧いてきませんので，これは５年

１０年かけて旭川市としてきちんと専門職を育成して，市の人事の中に位置付ける

ということをおっしゃるということなんだなと思っています。そこが抜けるとまず

いと思っています。それが２点目。

３点目ですが，市の中で児童相談所を持つということで市の中の風通しがよくなる

かというと，同じ屋根なので逆に遠慮するということも出かねない。政令市ではよ

く起こっていることですが，行政の縦割りを超えて市の中でどうすれば一緒にやれ

るかという体制をきちんと取ることを旭川市が旭川市として認識しておっしゃると

いうことが条件だろうと思います。

一時保護所の設備・建物と話がありましたが，一時保護というのは社会的養護の

代替養育のスタートであります。そこが一番子どもにとって快適で，いろんな子ど

もが来るので，専門的で高度な処遇が必要で，人材含め，一時的な保護を快適なも

のにしていく予算措置を児童相談所を作る場合には一時保護あるいは一時保護委託

の先も含めてかなり綿密に計画を立てることが必要だろうと思います。他にもござ

いますが，以上４点について申し上げました。

（小山）

私からは３点申し上げたいと思います。一つは虐待の対応について既に冒頭の御

挨拶でも触れていましたが，予防に限るというのはその通りだと思います。予防の

中身が「防ぐ」というより支援に当たり，いかに「信頼を置く関係をつくるか」と

いうことだと思います。

虐待のケースを見てると，小さな異変，発達のこととか経済的なこととか何かし

らの相談事例があって，そこが速やかに援助としてつながって，しかるべき機関と

いかに早い時点で信頼関係ができるかがその後に大きく違ってくる。

発達障害の子たちが虐待を受ける確率は高くなってしまうが，早期に療育を受け

た子どもたちは見てる限り少ない。というのは早い時点で療育機関から援助を受け

てそれを頼ることによって解決できる。早い段階でそのような関係ができるという

のが，その後様々な困難が起きたときに支援を与える側と受ける側の関係が良くな
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るのではないかと思っています。

そういった意味で，児童相談所を作るかどうかは別として，そのような関係を作

るとすれば，当然地域密着型で，社会的な弱者と言われる方々にとって頼ることが

出来るのは「機関」よりも「人」ということになりますので，いかに長くそこの機

関で顔を見知った人がいるかも大事になると思います。

２番目が人材のことです。これは，ここに尽きるというくらい，いかに人材が長

く定着して児童相談所の仕事をするかということだと思います。公務員として一括

で採用して入ってくれば，比較的公務員を目指す人は穏やかな仕事を望む人が多い

中で，児童相談所での虐待防止ということに関して言えば，かなり異質な仕事にな

る。そういった全体の人事で児童相談所配置となれば，そこからなんとか早く出た

いというのは当然だと思います。それは採用する段階から長期に定着してベテラン

が残っていけるような組織にする必要があると思います。

３つめが機関連携の話です。機関連携にしても，その機関がどのような仕事をし

てどのような役割を担っているのかは，児童相談所の仕事を長くやっていないと，

連携したい機関にどのような特徴があってどのような仕事をしているのかというこ

とは長く仕事して知ることが多いので，人材の定着は機関連携にも直結していくと

思っています。とりあえずこの３点を申し上げて私は終わりたいと思います。

（小銭）

私からは，具体的な活動として電話通報や連絡といった時に，行政の機関で土日

祝日，年末年始を除いた限られた窓口ということになって，その時に救急車や警察

の方の対応という最悪な事態になってしまうことを考えると，気軽に電話できるよ

うな仕組み，あるいは相談できるような仕組みは常に考えておかなければならない

と思います。

自治体が運営するというのは大事なことだし，公の責任の下に市民の安全や安心

を守るということは本当に必要なことですが，人員・マンパワーと時間的な制約を

設置前に考えておかないと，建物はあるけれど人はいなくて窓口は閉まっていると

言うことになり，結局ＳＯＳを出したい，あるいは出したけれども，受け止める人

がいない。受け止める時間が空いていないということになりかねないというところ

があります。

具体的な内容として，アセスメントというところで虐待は多様な要因や背景によ

って起きますが，多くは経済的な大変さや養育者の疾病や障害というのが重なって

という状況がある。そこらへんは市が妊娠・出産，母子健康手帳交付時，就学前後

に節目節目に関わっている情報が途切れてしまうというところが多くあると思うの

で，そこらへんを児童虐待防止だったらというのではなく，普段から連携し情報の
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共有をしていく。

連携というのはどなたも言って簡単なように見えるが，誰が情報をきちんと把握

していて連絡調整，随時確認をしていくのか。結局誰もされていなかったりという

ことで重大な事件，事故になります。連携というのは簡単ですが，実際に行うとき

に，今現在の職員体制で行くと，会計年度任用職員など次年度は採用されるか分か

らない段階で，市として異動が多い中で，去年相談したケースや気になるケースが

継続してずっと市として責任を持って見てもらえるのかというところがある。

フィンランドのネウボラというところも学んでこられたかと思うが，地区担当の

保健師・助産師が何十年もその地区を担当し，祖父母，父母，今，何十年もその地

域を見ていてその家庭を支援していく仕組みがあります。既に情報として分かって

いる状況があるので，途切れることがないということを実際にできる仕組みを是非

考えていかなければならないと思います。

また，要保護児童対策地域協議会について事前にメールさせていただきましたが，

常に虐待とか不適切な養育等に対して関係機関のあるいは関係者専門職も，関わっ

ているケースによっては温度差がかなりあります。心配と感じる保健師や相談対応

の者と，自分たちの経験から「親を知っているから心配ない」という会議もありま

すので，関係者の温度差もしっかりと調整し，関係者のための会議にならないよう

にしていかないと，当の子どものネグレクトや虐待状況は変わっていないという会

議運営もありますので，そういうところもしっかり見て運営できる児相を期待した

いと思います。

（松ヶ瀬）

今日の参加者は旭川市民が比較的少ないので敢えて言いますが，市民の私として

は，児童相談所を旭川市がやるということ，道が手を引いて旭川市がやるというこ

とに非常に不安を感じています。

この会議の話が来てさらに強まりました。今回いくらとは言いませんが，報酬が

非常に安く，札幌から呼びつけてる割にはブラック企業かというくらいレベルです。

誰かおかしいと思わなかったのかなと正直非常に心配になりました。

弁護士会には旭川市から推薦依頼が時々来るのでおおよそはわかっているが，今

回はさらにひどい。本当に内部で検討していてこの条件でいいのか。全く止まらな

かったことを非常に心配している。おそらく予算がないという説明になると思うが，

児相をやると言ったときにもそのような考えで行ってしまうのではないかと心配に

なっています。ちょっと真面目に取り組んで欲しい。今日来ている方は報酬が安い

ということで文句を言う方はいないと思うが，私は敢えて言います。そこはしっか

りやるべきだと思います。
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先ほど別の先生がおっしゃっていましたが，今日の資料５で課題がまとまってい

て，課題がある課題があると書いてあるが，今日に始まったものではなくて，児童

相談所の話が出てきてからずっとこの課題が出ていると思うが，じゃあどう取り組

むかというものが全くない。今まで何を検討されてきたのかという本気で心配にな

る。検討していないということはないと思うが，かなり時間もあったとは思う。ま

だ確定ではないけれど，というぐらいは出せると思う。それすら出てこないという

ところに市としてどういうつもりなのか。率直に，市長が言ってしまったから見切

り発車でやり，この会議もアリバイ作りに進んでいるというのが正直な印象である。

それでこのまま進んでしまうと，とんでもないことになるのではないかと心配して

いる。

（澤田）

意見ということですが，旭川市の今の現状が分からないので，あれがいいこれが

いいとはとても僭越な気がします。次回の時にお示しいただけるということなので，

質問も含めながら発言させていただきたいと思います。

中核市に児童相談所ができるという時に，難しさと良さがあると思っています。

一つの難しさは人口が多いのと，転入出が多いので，問題がある家庭をどのように

把握できるかが難しいと思っています。

強みとしては中核市として様々な子育て支援機関や医療機関も含めて資源が豊富

にあるのではないかという事実と，逆に言えばすごく高度で専門的な支援も期待さ

れていると思います。それは北海道の児童相談所の管轄も含めて旭川市に期待され

ることではないかと思います。

先ほどの把握ということですが，母子保健課の方から話がありましたように，事

件化される前の対策ということでは一次予防だと思います。一次予防に力を入れて

いるということで是非そこを次までにお伺いしたいと思いますが，従来の母子保健

で十分予防できる人と，従来の母子保健の枠ではなく，スペシャルなケアがなけれ

ば発生予防できない人も含まれるのではないかと思います。そういう人も含んだ一

次予防をどのように取り組まれているのかを知りたいと思います。

児童相談所につながった親が受けるのと同じようなケアが既に必要だという人た

ちも，一次予防の対象者の中にいると思います。

シームレス（つなぎ目がない）にするためには，子育て支援の仕組み，一般のポ

ピュレーションなものからスペシャルなものまでをちゃんと準備して，困ったら児

相につながっていようといまいと受けることができるそんな仕組みが必要なんじゃ

ないかと。特に中核都市には期待できるのではないかと思うので，そういった支援

が旭川にどれくらいあるのか。子育て支援も，スキル系からトラウマ系から愛着形
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成系からいろんなものが必要とされるので，それをどのように組み込んでいけるの

か知りたいと思います。この母子保健の一次予防とスペシャルなケアをどう用意で

きるのかというところ，そこをつなげるということが寄り添い続けることに大事だ

と思います。

母子保健と児童福祉系子育て支援の分断というのがどこでも課題になっていると

思うので，そこを旭川市はどのようにつなげているのかということもいろいろ苦労

されていると思うが，知りたいと思いました。やはり，支援につながらない，つな

がり方を知らない親をどう安心していろいろなサービスを利用してもらえるか，そ

の仕組みをどう作れるかということが大事じゃないかと思うので，そこをどのよう

に作れるかなと思います。

いくつかの自治体でいろいろな多岐にわたるプログラムを上手に埋め込んでおり，

どんな人でもつながれるようにしていくことが，児童相談所につながった親も地域

の中で支援することにつながると思いました。

四次予防という考え方で，今一次予防から三次予防の再統合までですけれど，４

次予防というのが当事者から学ぶという考え方で，支援された親が地域に対して発

信していく。寄り添い方の支援の目標は，その人たちが発言できることだと思うの

で，そういう姿を描くような支援体制を作れたらいいと思います。

（坂田）

旭川で医療活動をやっているのは私だけだと思いますので，今現在旭川で小児科

医が市の子育て支援に対してどのように感じているかを中心にお話させていただき

ます。最初にこの資料を頂いたときに，これからの児童相談所に向けてどんなこと

を希望して計画していけばという意見を述べればいいのかと思い，小児科医の方に

意見を聞いてみましたが趣旨が違ったようでした。

市の職員である限り２，３年ごとに異動になって部署が変わっていきます。せっ

かく精通して慣れた頃に，全然経験していない方たちが来て一から我々との関係を

築いていかなければいけない。上に立つ人間が変わっていくというのも，我々にと

っても支援される子どもにもあまりよろしいことではないと思います。長期間支援

し続ける虐待とか支援をするような部署にいる方たちは長期間勤務できる方たちが

望ましいのではないかと思います。

子ども総合相談センターが初めてできたとき，児童相談所までは行かなくても一

時予防的な虐待のことに関して踏み込んだことをしていただけると期待していたの

ですが，実際は正職員が３人で，あとは契約社員みたいな方でした。マンパワーが

ものすごく足りなくて，回っていかないのではないかと感じています。

旭川市では母子保健課と子ども総合相談センターを合わせて子育て世代包括支援
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センターと位置付けているが，実際に母子保健課と子ども総合相談センターの家庭

児童相談室の連携とか子ども総合相談センターの中の児童家庭相談事業と発達相談

支援事業との連携があまり十分にされていない。それぞれ持っている資料は違って

もお互い個人情報の保護が優先され，発達障害の子どもで虐待疑いのある子どもが

来て，発達歴が知りたいと思っても教えていただけないのが今の現状です。それは

法律がある以上しょうがないかもしれないが，これはお願いです。健診とか幼児相

談の際，子どもの健全育成のために有用と判断したら，子どもの心や体の健康に関

わる医療機関・関係機関に情報提供していいか予めチェックする欄を設けていただ

いて，情報を流していただければより我々として確実な支援につながると思ってお

ります。

要保護児童対策地域協議会についての話ですが，１３年ほど旭川市子ども・女性

支援ネットワーク会議の実務者会議という年に２回ある会議に出させていただいて

いますが，最初の何年かは１８時半から始まって２１時近くになるまで論議され，

それぞれの症例について「このようにできなったか」をいろんな分野の方たちが激

論していたが，最近は，症例数は多いがその中からＤＶと虐待１例ずつピックアッ

プされて，それまでのケース会議のことを淡々と説明され，そして「何か意見あり

ませんか」とすぐ終わる。３０分か１時間程度で内容も薄い会議になっています。

この会議はいろんな部門の方が集まってやっているので，もっと活発にやるために

は年に２回だけでなく，回数を増やしてでもたくさんの症例を論議し，その話題に

上がった事例がそのあとどのようになっていったかをきちんとお示しいただきたい。

ハイリスク妊婦やシングルマザー，望まない妊娠とかで生まれた子どもたちは虐

待に遭遇する確率が高いが，いつも何か事が起こってから動く。事前にこのケース

が危ないから医者の方からケース会議を開いてくださいと言っても我々の意見が通

らないことが多いので，ケース会議を開くというのも医者の意見を聞いてほしいと

いう医師の意見がありましたのでお伝えさせていただきます。

（鹿野）

大きく３点，思いつくままにしゃべらせていただきます。

まず，旭川市の虐待事例について経験的に私はどのようなイメージでいるかとい

う話をさせていただきます。死亡事例こそしばらくないが，時として深刻な重篤な

虐待事例が発生している地区であると感じています。

私が児童福祉司で７年間，相談員３年間の１０年間の中で，よく死なないで頑張

ったという事例もたくさんありましたし，それ以上に虐待に起因する非行事例。劣

悪なネグレクトの中で育って非行児になっていくという事例が多いなと。これは児

童相談所でもそうでしたし，児童自立支援施設あるいは旭川育児院でそのような子
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が多いなと。それから世代間連鎖。被害を受けた子が母親になってまた子どもにと

いう事例も，どこの地区でもそうですが，人口に比例して多くなっている。

発達障害系の子どもたちが虐待に至ってしまう，あるいは虐待ゆえにそのような

状態になってしまう事例も貧困に比例して多いと思います。

函館の児童相談所にも３年間勤務しておりましたが，函館も同じ３０万人弱で少

し旭川より少ないくらいですが，どちらかというと函館の方が暴力団関係や子ども

も巻き込んだ薬物関係や精神疾患が絡むなど凄まじいケースが多く，函館ほどでは

ないという感じがする。

２点目として，細かいことは後にして児童相談所の設置については，道の児童相

談所があるので，これをはるかに上回るくらいの児童相談所を作らないことには作

る意味がない，作る必要がないと私は感じている。

私も道の児童相談所に１６年勤務しましたが，道も同じように人事の問題を抱え

ている。道の児童相談所の弱点を補強できるというか補って余りあるくらいの児童

相談所にしないと意味がないが，そこまでできるのかと感じている。

御存知のとおり児童相談所は虐待ケースは限られており，件数でいうとほんの一

部。むしろ，多いのは障害関係の相談や非行ケースの相談とか，様々な子どもの問

題に対応しなければならない。いっぺんには無理にしても，先行き，道の児童相談

所を上回るだけのことをできるというそこまでの財源とパッションがあるのかとい

うことだと思います。

資料にもあるとおり，市長自身，明石市，金沢市，相模原市に視察へ行かれたよ

うですが，特に明石市は，国会で虐待防止の参考人陳述で泉市長が話されているの

を聞いて単純にすごいと聞き惚れてしまいました。本当に明石の子どものためなら

と考えている。

細かいことは市の方でも把握されていると思うが，単純に児童福祉司は国の配置

基準の倍近く。３万人に１人になりましたので，３０万都市だと１０人くらいにな

りますが，明石市は旭川市より人口は少ない中，１８人の児童福祉司を採用し，弁

護士さん２人，保健師さんが４人と，国の基準にはないようなものまで取り組んで

ハード面も含めて整備している。それも設置する２年，３年前からそのような取組

をして人を採用している。それだけお金をかけても明石市民は誰も文句は言いませ

んと自信を持って市長おっしゃっていましたが，それくらいのお金のかけ方，明石

市と旭川市の財政規模の違いまで把握していませんが，虐待に緊急に対応できる人

材確保，一時保護所にどこまで金と人をかけて整備できるか，具体的にどの程度ま

で旭川市でイメージして検討されているのか。それだけのものがないのであればや

めた方がいいと思っている。

ただ，一方で，市民に密着した細やかな対応をすることができたり，市立小中学
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校や保健所との連携などいろいろなメリットもありますし，児童相談所が敷居が高

いと市民の方から言われることもあるので，そのようなことがない児童相談所作り

ができるとこれは悪い話ではないと考えています。

３点目として，要保護児童対策地域協議会の在り方や強化。そこに児童相談所を

どう絡めていい形で地域の大変な子どもたちを早くフォローできる体制を市として

作り上げていくかも併せて検討していく必要があると思います。以上です。

（鈴木）

これまでの話を聞いて，自分が用意していた意見と違う認識を持っているような

ので，話を少し変えてかみ合わせていきたいのですが，他の先生がおっしゃってい

ましたが児童相談所を目指してする議論とそうではなくて一般的にというのでは，

話が変わってくるのかなと思っています。それに対しては市の方も話されていたの

で違った視点から話をします。

資料５で旭川市の課題を挙げられていますが，これはどれだけ課題解決のために

予算と人を本気で投入していく気があるのかということになってくるというのが１

点この資料に対してはあります。

それとの関係で言いますと，児童相談所を目指しているところをいろいろ見てい

て，敢えて名前は出しませんし，作ったところでいい評判があるところも悪い評判

があるところもありますが，いい評判のところも必ずしも私が見ていて良くないな

と思うところも，自分なりに見ている視点としてはあります。

目指し方の問題ですが，一つは市町村が作っていくといった場合に，市町村の土

台や要保護児童対策地域協議会のネットワークを使いながら，地域の先生方，医師

会，弁護士会と連携して強固にしていって，それを土台にして上乗せとしての児童

相談所を作っていくということであれば，私は方法としていい話ではないかと思い

ます。

一度児童相談所を目指しますと言って，やはり目指さないけど検討しましょうと

なって児童相談所ができるほど楽なものではない。当たり前の話ですけど。

一時保護の権限の問題があるわけですが，行政処分権限を有するという話で捜索，

臨検という権限まで手に入れる。だとしたら権限行使を具体的にできる人材を作ら

なければならないわけです。今その人材がいるのか，いないのだったら作っていか

なければならないのであって，それは目指さない限りはできない。なんとなく力を

入れましょうという話ではなくて，本気で職員たちを作らなければならないし，過

渡期であるというならば児童相談所や警察とどう連携していくのか具体的に詰めて

いかなければならない話です。

一時的には児童相談所の職員を入れるだとか，他の自治体から人を入れるだとか
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という話はありますし，もう１点社会的養護の話になると，里親とか施設の関係を

どうするのかそこまで本気で考えないといけないわけで，児童相談所を目指します

と宣言しない限り，ふわっとした議論をしている限りでは，いつまで経ってもそこ

の到達点に行かないと思います。

児童相談所を目指すとしっかり宣言して，目指す議論をきちんとした方がいいの

かなと。ただ，そのときに予防の話をしていますが，札幌などの最近の３つの虐待

事案などは児童相談所を単に作っただけでは解決しない話ですし，土台である保健

や保育とか様々な関係機関が関わりながら誰があのような事件を防いでいけるのか

なと思っています。

悪い児童相談所の設置の仕方として私がよく見てきているのは，児童相談所は強

制権限が必要なんだと，介入が必要なんだという話になり，介入に力を入れよう，

介入ができる職員を作ろう。そこばっかりを目指してしまう自治体があります。

そうするとどういった話になるかというと，支えていく，アセスメントして継続

的に関係を築いてきている保育士などの職員が「介入できない職員」とみられてし

まったり，介入型で注意喚起が得意な職員が児童相談所にふさわしい職員だといっ

て介入を練習する。児童相談所に何回も派遣をして介入を身につけて帰ってくる。

でも市町村では介入はできない。介入ができる人間が威張って帰ってくる。私から

するとこれは悪いパターンだなと思っています。

現場からの声，保育や，寄り添ってきた保健とか，そういう人たちが下位に見ら

れてしまい，児童相談所出身者たちが幅をきかせてしまう。それは何かというと介

入ができるから。注意喚起がきちんとできる職員が必要なんだとそこを目指してし

まう。それが悪いパターンかなと。

そうではなくて，地域で，土台や予防などいろいろな面が足りないですよね，ア

セスメントが十分できていませんよね，要対協が不十分ですよねという話になって

きて，そこを児童相談所を目指しながら土台を作っていく，基礎を築いていくとい

うことであれば，児童相談所の設置をきちんと目指して，その中で充実させていく

というのが必要な話ではないかと。

その前提として現状分析です。今何が足りないのか，どういう職員が足りなくて

どういう職員が旭川市の強みなのかという分析がちゃんとされて，それが提示され

ること。私たちに提示というよりは旭川市が自分たちのアセスメント，組織として

のアセスメントをして，自分たちが強いところはこういうところだ，弱いところは

こういうところだ，というところがきちんと見立てられるということが今必要なこ

とだと思います。それが１点目です。

２点目は私が児童相談所設置に関わっていたときに議論していたのが分散型か集

中型かということです。例えば１８９などがありますが，虐待等困ったことがある
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時の窓口がどこにいくのかということです。土台が子ども総合相談センターにあっ

て，その中の重い部分を児童相談所に回していくという立て付けにしていくのか，

一時的には緊急判断等もあるので，児童相談所に電話をしていく。その中で軽いも

のを子ども総合相談センターに回していくのか，というような立て付けをどのよう

に考えていくか。そこを真剣に考えていく必要があると思っています。

児童福祉法や児童虐待防止法の立て付けで言うとどちらでもいいという話ですね。

児童相談所に電話しても市に電話してもいいですよと。でも両方案内していること

で市として重複してどっちでもいいやと思って連絡を受ける。でもその後同じ自治

体だからと言ってどっちがやるのか押し付け合い，間隙が生じてしまうという観点

からすると，その間隙をどう生じさせないでどううまくつないでいけるか。どっち

を土台にして住民に案内していくのか。旭川市は，児童相談所ができたのだったら

とにかく児童相談所に電話してくださいとするのか，そうではなくて子ども総合相

談センターの方にまずは電話してくださいということにして，自分たちでアセスメ

ントをし，場合によって児童相談所へは私たちの方から連絡しますという立て付け

をするのか。というところの具体的な議論をしていく話になっていくのだと思いま

す。

最後３点目の人事・育成というところは，一つ目の話と関係していますが，今か

ら育成をしないと児童相談所を目指すのか目指さないかによって，どこの自治体に

どういう職員を派遣して何年で戻していくのか。これは長期戦なので，宣言しない

で話をしても，いくら経っても進まないのかなと思っています。

道の児童相談所をどのように見ているのか。「すごいですね」という憧れなのか，

目指していくべき到達点なのか。道の児童相談所にはこういう問題点がありますよ

ね，それを市として乗り越えるんだと言うような話で違う人材を育てていくんだと

いうのが，旭川市の今の現状分析なのかなと。

何かプラスして中核市が目指すというのは保健所機能がもともとあるし，先行都

市として他の政令市や東京２３区も見てきている。人事が保健，生活保護，保育な

どが全部一体となってローテンションで回していける。もともと違った景色を見て

いる人間たちを，自分たちで育成しながら中長期的に考えながら回していけるのは

すごいメリットだと児童相談所設置市はみんな言っていることなので，そこをどう

計画していけるかが大事な話だと思います。

最後，子どもの命をどう守っていけるのかと，そのために児童相談所を作ってい

くのだという市長の挨拶だったと思っていますので，そのために具体的な議論をさ

れて，目指すなら目指しますという宣言した上で，そこに何が足らないかというと

ころを真剣に議論できたらなと思います。
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（中村）

ありがとうございました。赤坂所長はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

今日予定していた時間になってきたのですが，今先生方の意見をお聞きして大変

申し訳ないなと思っております。少し広い視野で話された先生もいれば，今後の議

論の進め方の意見もございました。こちらとして今日の進行に不手際があったと反

省しております。

次回ということになりますが，まずは児童相談所設置の前段として，市としてで

きる児童虐待対応ということで，今日資料としてもお示ししていますが，資料５中

の２の児童虐待の体制でありますとか，４の家庭相談支援における課題の現状につ

いて，さらにどのような対応をしているのかという資料を示したいと思います。

それから，今後児童相談所を目指すに当たっても児童虐待対応についての強化と

いうことで，例えば学校教育との連携や生活保護ケースワーカーとの連携も考えて

いる部分がありますので，そのような考え方も資料にして事前にお示しさせていた

だき，第２回目はそれに関しての個別具体的な御意見を頂きたいと考えております。

３回目以降については，それらを踏まえた上で，市が持つ児童相談所についての

特性や，今日の意見に児童相談所を持つべきではないという話もありましたので，

その部分を３回目以降にさせていただくという進行にいたします。

第２回目は今説明したような資料を事前にお示しいたしまして，当日はその資料

について若干の説明をさせていただいて，先生方の意見を頂くという進め方をして

いきたいと考えております。

何か今の点について御意見あればと思いますが，いかがですか。

（松本）

私は議事録に名前が出ても構わないのですが，要約していくと大事なことが落ち

ることもありますし，今部長は「児童相談所を作らなくていいという御意見もあっ

たのではないか」とおっしゃっていましたが「本当にやれるのか」「やるとしたらち

ゃんとやらないとだめだぞ」という御意見だと聞こえました。

それをやらなくてもいいという意見があったと会議録でまとめられると，これは

話が違うと思います。今日こういう形でやりたいという意見が出なかったので，旭

川市はどういうつもりでおられるのかと，半端なものならやらない方がいいという

のが鹿野先生の御意見だったと思います。

みんな言葉は違えど同じことを言っているわけです。今のようなまとめ方で要点

の整理というのはまずい。丁寧に書いていただき，あまり省略はしないで欲しいと

いうのが一つ。

２つ目，次回の議題についてはこれについてということでよろしいのですが，全
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体の絵が欲しいです。皆さんが言っているのは旭川市としてどうしたいのかと。そ

こに大きな絵がないと，ここで話すことの，どこをどう切り取られるのかとなるわ

けです。それを一緒に考えたいということであればそういう場の形にします。市と

しての現状分析や考え方とかどういうつもりなのかというものを暫定的でも出して

いただいて，これを暫定であると言っていただければ，それを前提に話をします。

そういう意味では率直に話せる場にしていただきたい。わざわざ皆さん来るわけで

すから。

３点目は，今，市の現状について資料を揃えて御説明いただくということですが，

これは希望ですが，できていないこと，苦労していることを率直に御報告いただき

たい。私も行政の方と仕事をすることが多く，これとこれがこうなっていますとい

う項目が載せられますが，率直に現場の方が何を感じられているのか，何がいいと

ころなのかを共有しないと，その後の議論がかみ合わないと思います。その点につ

いてはやや踏み込んで，率直な意見交換ができるような形で資料の御提示を配慮い

ただきたい。

不安を持っておられる弁護士さん，そういうことですよね。

（松ヶ瀬）

そうです。

（中村）

他に進め方について御意見がある方いらっしゃいますか。

特にないようですが，今ございました内容について，児童相談所についての私の

言い方は悪かったと思います。会議録に関してはもちろん丁寧に作らせていただく

のと，その部分に関しては参加者の皆様にそれぞれ実際に確認をしていただき確定

をしていくことにしております。

大枠の部分につきまして市としての考え方を示すということですが，一方で，議

会の議論で児童相談所設置ありきではない進め方の検討が必要ではないかとありま

したので，我々としてもいづい言い方になっている部分もあります。市として考え

方は一定程度整理させていただいたものがありますので，それは参加者に示させて

いただきたいと思います。

実際の現状あるいはこうしていきたいというところを示させていくと申しました

が，この会議では先生がおっしゃるとおり，みなさんのざっくばらんな意見を頂戴

したく，どこか特定の部分を行政の都合のいいように切り取って出すということは

一切考えておりません。

私自身腹を割って先生方の意見を聞きたいと思いますし，私自身部長になってま
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だ２年目ですが，逆に携わっていない立場から見て「これでいいのか」と思ってい

る部分があります。そういった部分も示させていただきたいと思います。いろいろ

な専門職がいる面で苦労しているところも示させていただいて，それに対して先生

方の様々な立場からの意見を聞きたいと思っています。本音で話していきたいと思

いますし，本音を聞かせていただきたい。その部分を行政の都合がいいように切り

取って出すことはしないと，ここではっきり申し上げたいと思いますので，今後も

よろしくお願いいたします。

何かこの際今私が申し上げた上で聞きたいことがあればと思いますが，いかがで

すか。よろしいでしょうか。

それではこのような形で次回以降進めさせていただきたいと思います。

本日はこれで終了させていただきます。参加者の皆様ありがとうございました。

【６．次回会議の日程等】

省略

【７．閉会】

省略


