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旭川市児童虐待防止に関する有識者懇談会

第２回会議録

【日 時】 令和２年８月１７日（月） １８時００分から２０時００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）中村 寧（子育て支援部長）

岩崎 功（子育て支援部次長）

松浦 香織（子育て支援部母子保健課長）

山本 東美（子育て支援部子ども総合相談センター主幹）

(事務局) 鎌田 博文（子育て支援部主幹）

福田 素子（子育て支援部主幹付副主幹）

橋本 由宇（子育て支援部主幹付）

【公開，非公開の別】 公開

【傍聴者】６人（一般５人，報道１人）

【当日資料】

・配付資料一覧表

・会議次第

・参加者名簿

・座席表

・資料

【１.開会】

省略

【２.資料説明】

省略

【３.議題】

（子育て支援部長）

皆様お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。早速ですが，資料
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の説明がありました。これが今旭川市が行っている様々な個別支援策，例えば妊産

婦支援でありますとか，子ども家庭相談でありますとか，それぞれ役割は持ってお

りますが，児童虐待防止対策にどのように方向付けていくのか，つなげていくかと

いうことについて皆様の御意見を伺いたいと思います。

資料の説明を申し上げましたが，旭川市の取組の中で，こういったものが欠けて

いる，あるいは先生方におかれましては，他都市や他機関の状況も把握されている

と思いますが，そのようなところとの比較でも構いません。旭川市はこういった視

点が欠けている，足りないのではないか，という意見を頂ければと思います。

資料の取組がいくつかにまたがっていますので，話として絞っていくのもいいで

すが，とりあえずは資料で示した部分について先生方にそれぞれ感じること，御意

見を伺いたいと思います。

順番ではなく，御意見がある方は挙手にて御発言いただければと思います。

（松本）

松本です。確認と質問それぞれ１点ずつあります。確認は，この資料を我々事前

にメールで送っていただいて，どのようなことを論点にするのかということを質問

を差し上げて，懇談会のテーマ設定ということでメモを頂いております。皆様もメ

ールで配信されていると思いますが，今日は資料として配布されていないです。

今のお話ですと，この資料を見て何が欠けているのかを述べよということですが，

（事前に配布されたテーマ設定の資料では）テーマが２つに分けられ，それぞれに

ついて２点項目があり，計４点のテーマが設定されていますが，今日は配布がない

ので一旦それは置いておいて自由に述べよということでよろしいのでしょうかとい

うことが１点。

もう１つの質問は，旭川市の相談体制の中で全市の地区割というか，どのような

地域を念頭に置いておられるかということを知りたいと思います。特に６ページの

ところで，家庭児童相談員さんの７名は地区担当制とあります。ここでいう地区と，

学区や保健師さんが担当されているような地区，いろいろな支援，教育，福祉，保

健所等の地区割がどのようになっているのか教えていただけるとありがたいです。

（子育て支援部長）

まずは前段の１点目，今日の進行に関わってくるのかなと思います。どのような

論点で議論するのかのメモは事前に配布させていただいております。その中で主な

議論の視点として，大きく２つ挙げさせていただいています。

この視点に基づいて話をしていただきたいのですが，今日の資料の中で冒頭申し

上げたような旭川市の取組として弱いところの話を聞きたいのと，今後そのような
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ところを改善していくに当たり，メモの１番目２番目の視点が関係してくるのかな

と。そういったつながりとは関係なしに，専門性強化に向けての取組の方向性の話

をしていただくのでも構いません。

同等のレベルで３つの議論の視点で話をしていただくのは構いませんので，意見

を頂きたいということです。この点についてどうでしょうか。よろしいでしょうか。

（子育て支援部主幹付副主幹）

地区割につきましては，児童相談所の地区割と家庭相談の地区割を連動させてお

ります。学区とかそういったものではなく，事業によって地区割を作っている状況

です。

（松本）

７地区で人口がどれくらいいるとか，私は旭川市の在住ではないものですから，

ちょっとイメージがつかめなくて。家庭児童相談の地区割と保健の地区割を連動さ

せているのですか。児童相談所の地区割とおっしゃいましたか。

（子育て支援部主幹付副主幹）

北海道旭川児童相談所が管轄する旭川市分の地区割と，家庭児童相談の地区割り

を揃えています。

（松本）

児童相談所の地区割に合わせて家庭児童相談の地区割をしていると。学区と保健

の地区割とは連動していないと。

（子育て支援部主幹付副主幹）

はい。

（松本）

分かりました。地区割で相談体制を受けているときに児童相談所と家庭児童相談

が地区として合っていて，一方保健と学区の方がずれているということですが，そ

のことについて相談現場のところで，地区割そのものについてもう少しこうしたら

いいとかそのような議論はございますでしょうか。

（子育て支援部主幹付副主幹）

今のところ，そのような議論にはなっておりません。支障を感じていないという
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状況です。

（松本）

分かりました。

（子育て支援部長）

今進め方についてと資料の中身についての質問がございましたが，他に質問があ

ればお願いします。

（鹿野）

質問というより，感想といった方がいいかもしれないですが，６枚目の資料に現

状と対応の流れ，そして現状における課題があります。特に現状における課題とし

て４点挙げられていますが，スーパービジョン体制というか，市職員のスーパービ

ジョンでやられているのか，それは事実上分からないが，いずれにしても十分な対

応にはなっていないのではないかと思います。

また，課題解決の方向性ということで右に矢印が出ていますが，例えば相談支援

体制の強化とか言われても漠然としていて難しいし，現状における課題をもっとも

っと具体的に示していただかないと，ペーパーに落とされた文字面だけで見ると，

それなりにやれているのではないかと感じてしまうきらいがある。

このようにやっているが，実態としてはこういう不十分さや問題があったり，特

に私が感じるのは，例えば一般論ですけれども，職員研修体制がどうなっているの

かが気になる。児童相談所という形を取れば横浜市にある「子どもの虹情報研修セ

ンター」へ行って研修を受けることができるが，なかなか現状は難しい。いずれに

しても課題や問題点を私たちにも分かるように，抱えていることをもっともっと挙

げていただきたいなという感想を率直に大きく持ちました。

（子育て支援部長）

議論の前提になるところの質問，確認しておきたいことが他にありましたらお願

いいたします。

（小銭）

１ページ目の柱の３つ目「まち全体で支える子どもの未来」というところですが，

例えば保護者の就労実態によって「まち」といっても仕事と住所が同じ旭川市とは

限らない場合もあるが「まち全体」とは旭川市の児童相談所では考えておられるの

か気になります。例えば居住実態と職場との関係での転出入の頻度や，出生届や就
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学に関してというところも「まち」というのをどれくらい把握されているのか。こ

ちらは「北海道」こちらは「旭川市」と分けていくとまた難しい問題だと感じられ

ました。

２ページ目では，母子健康手帳の交付時には大抵の自治体で妊娠出産にかかるア

ンケートを把握されているところがあるかと思いますが，そういうところにリスク

状態の早期把握を取り入れているのかどうかを伺いたいと思います。

３ページ目は，旭川市の場合３歳６か月健診から教育委員会の学齢期になってい

くのですが，国では就学前の５歳児相談というところで，子育てしにくい子どもに

対する支援を重点的に進めている動きもあって，そこについて旭川市はどのように

考えているのかなと。３歳６か月健診から６歳の就学までの間にそのような１つの

タームをいれることを考えておかないと，ただ既存のというだけじゃない何かがあ

るのかなと他の地域で関わっている関係で思いました。

妊婦支援では，産科医療機関との連携や里帰り出産ということで妊婦の実家，地

元との連絡ということも含めて実態としてどのくらい追われているのか伺いたいと

思います。

４ページ目右側の一番最後の部分で子育て支援の充実と連携の強化というところ

ですが，前回も連携について言われましたが，連携のために様々な事業の予算化と

いうところで，時間や祝日とか関係なく動くという体制に向けての事業の予算化に

ついて，先行都市も調べていると思いますが，予算として計上するに至るまで把握

されているのかなと。

その前の段階で旭川市庁内の関係部局や関係機関というところで，だいたい公務

員，行政の中では部長，課長，係長など権限によって介入するかしないか様子見で

後手後手になる事例が多い。そのような温度差の問題や，現場感覚がある方がしっ

かりと庁内連携を重視するような会議を横断的にされているのか。そのような下準

備，基礎固めというものをされているのかというところも教えていただきたいなと

思います。

５ページ目では，関係機関というところがあまり具体的ではなかったので，例え

ば福祉保険部の下の関係機関では医療機関とか学校教育機関とかをもう少し具体的

に出した方が，いろいろな経路があるということがわかりやすいと思います。

右側に警察がありますが，救命救急や DV 関連とかを考えると，夜間に対応する
消防署の救急隊員というレベルも含めて重要だと思うので，警察だけではなく救急

も視野に入れた経路になっているとは思うが，書かれていないのが気になりました。

６ページ目ですが，松本先生も言われたように地区ということで，例えば高齢者

の地域包括支援センターが地域ごとに置かれているが，１９８０人の１年間の出生

に対して２割以上のハイリスクがあるという事を考えると，既存の地区割や会計年
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度任用職員で務まるのか少し気になります。

（子育て支援部主幹）

今小銭先生から御質問いただいた点については答えられる点とそうではない点が

ございますが，まず１枚目の「まち」というところですが，「まち」といっても旭川

市という自治体で捉えるのか，もう少し広域で捉えるのかというところ話になりま

す。我々は旭川市ですので，まずは旭川市の中でというところで組み立てを考えて

いるところではあります。

確かに先生がおっしゃるように旭川市に住んでいて，近郊の事業所の方へ就労さ

れている方，あるいは市内で働いているが近郊の町に住んでおられる方，周辺の町

村がベットタウン化されている面もありますので，確かに周辺町村との生活圏とい

う意味での結びつきが強いかなとは感じているところでございます。

その後の話についてはこれからになりますが，仮に旭川市に児童相談所というこ

とになりますとエリアとしては旭川市内ということになりますので，そうはいいな

がらも周辺町村と密接に関係していることから，今後道の児童相談所と市で綿密に

協議して漏れがないように対応していかなければならないと思います。

妊産婦については母子保健の担当課がおりますので，そちらから説明させていた

だきたいと思いますが，先に４ページ目の市役所内部の関係部局との連携であると

か，具体的な事業の予算化ができているのかというところ。それから先生から前回

の会議でも御指摘いただきましたが，休日，時間外対応がどのような体制になって

いるのかというところの話ですが，実際今子ども総合相談センターでは毎週月曜日

と木曜日に午後８時まで相談を受けられる形になっておりますが，休日については

特段対応はできておりません。

おそらく児童相談所では２４時間３６５日体制というものを築いておられると思

いますが，市の子ども総合相談センターでは平日のみとなっております。当然児童

相談所設置になれば２４時間職員が常駐するような形になるかと思いますが，現状

はそのような形にはなっておりません。

他都市の例につきましても詳しくは調べておりませんが，都市によっては市職員

での対応が難しければ，専門的な機関へ委託した上で夜間休日の相談対応を受けて，

翌営業日に引き継ぎを受けて対応するという例も聞いておりますので，そういった

ところも含めて今後検討する必要があると考えております。

また，現場感覚を持って対応しなければならないというのは，そのとおりでござ

いますので今後考えていかなければならないと思います。

５ページ目の相談経路の関係ですが，医療教育のところでお話がありましたが，

確かに十分明記されておりませんが，医療機関からお子さんが受診されて気になる
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例があれば子ども総合相談センターに連絡いただく体制になっております。

また，医療機関と行政のネットワークのところでは現在，定期的な会議をやって

おりますが，まだまだ不十分なところがありますので，今後強化しなければならな

いと考えておりますし，教育の部分も，今年度になっても事例がありましたが，登

校した児童があざを作っていたということがあれば学校から連絡を受けまして，児

童相談所と連携しながら対応しております。

教育機関からどういったタイミングで相談していただいたらいいかの判断が十分

に共有できていないところがありますので，密接にやっていかなければならないと

考えております。

警察以外にも消防の救急でというお話もありましたが，そのような視点は欠けて

おりましたので，調査していかなければならないと考えているところです。

最後６ページのところで地区という話がありましたが，確かに高齢者については

地域包括支援センターという体制を作ってやっておりますが，旭川市においては基

本的に，相談機関としては子ども総合相談センターの中で会計年度任用職員の相談

員が地区ごとに担当を持って相談をお受けしている体制を取っております。そこの

部分についてもどういった形で受け持つのがいいのか，あるいはセンターの中で待

っているだけではなく，もっと外へ出て行って実情を把握するということも，現在

内部で検討しているところです。

（母子保健課長）

母子保健課の松浦と申します。よろしくお願いいたします。母子手帳を交付する

際のアンケートということですが，旭川市でもアンケートを取っております。内容

としてはお母さん，妊婦さんの体調や精神状態，産後のサポートの有無，今現在の

妊娠の受け止めですとか，他にも様々な項目がありますが，そういったことと合わ

せてお母さんとの会話や表情，反応からも細かく観察しながら，子どもが産まれて

からの育児がしっかり行なっていけるかを確認しながら，アセスメント表を使用し

アセスメントを実施しております。

その中でハイリスク，特定妊婦というところを判断して，抜け落ちないよう情報

提供をしているところです。

次に５歳児健診の件ですが，５歳児健診についてはどちらかというと就学前の発

達の部分のスクリーニングがメインになっていくのかなと考えております。その場

合，発達というのは家庭の中での違和感はないが，集団の中にいて初めて「集団遊

びができない」ですとか「皆が座っているところ１人だけ立ち歩いてしまう」です

とか，そういった状況を見て初めて発見されるということがありますので，どちら

かというと健診で個別に診るよりは集団の中にいる姿を見て発見される確率が高い
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のかなと思います。

子ども総合相談センターの事業として子ども巡回相談がありまして，保育園やお

母さんから集団の中で気になる行動があるという相談から発見されることも多いの

で，保育園との連携の中で，必要な方に対して必要なところにつなげていくという

ことを行っていくことが効率的で効果的な実施方法かなと考えております。５歳児

健診で多くの対象者を診るというよりは，必要な方をきちんと支援していくという

形にしていきたいと考えております。

次に外部との連携になりますが，母子保健課では育児支援ネットワークという，

妊産婦であれば産婦人科との育児支援ネットワークがありますし，今年度から４か

月健診を一部委託しているのですが，その中で小児科との育児支援ネットワークと

いうものも構築いたしましたので，外部との連携を図りながら特に妊産婦さんは病

院の助産師さんがこまめに情報を提供してくれますし，小児科の先生も心配してく

れ情報をくれますので，そのような連携を図りながら双方で支援をしていくという

状況になっております。年間５００件近くのやりとりをしながら実施しております。

そのほか庁内でのやりとりという部分があったかと思いますが，特定妊婦とハ

イリスク妊婦を本市では２課で分担しております。ここでいうハイリスク妊婦も内

容を見ると国でいう特定妊婦に当たる形になります。その中で特に選りすぐりの支

援が必要な方たちが旭川市でいう特定妊婦に当たりまして，それ以外をハイリスク

妊婦として母子保健課で対応しているところですが，例えばどうしても２課で支援

するという中で，課が物理的にも離れていますので，リスク判断に温度差があった

り，どちらの判断が正しいということではないのかもしれませんが，必要性の認識

に差が生じているところで連携の難しさを感じているところです。

（子育て支援部長）

よろしいでしょうか。その他質問等があれば。

（坂田）

たたき台のフレームとして送られてきた資料はしっかりした箱で，これからこの

箱の中身を少しずつみんなで埋めていくものなのだと思いながら見せていただきま

した。メモ書きとして送られきたものが，論点としてこういうことを話し合って，

この枠の中を少しずつ充実させていくのかなと思って考えていたのですが，メモ書

きの方の１番の「予防につながる支援の充実」というところで，子どもと家庭のニ

ーズに対応した子育て支援施策の充実という言葉が２段にわたってあるのですが，

市が考える子どもと家庭のニーズに対応した子育て支援施策というものはどういっ

たものを想定して考えていらっしゃるのか伺いたかったです。
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そして大体は発達障害とか貧困，虐待とかが挙がってくるのかと思うのですが，

その対応策，事業展開として，旭川市子ども・子育てプランがあります。４月から

２期にわたって，本当にこと細かくどこでどのような支援をするのかということが

一覧に載ってしっかり書いてあるとても立派なプランがあるのですが，それとこれ

とはどのように連携させていくのか。あれだけ立派なプランがあるのに，ここでこ

の図を見ながら我々がどのようなことをしたらいいかと話し合う意味がどれだけあ

るのか，この資料を頂いたときに感じたことです。それを市としてはどのように考

えているのか伺いたいです。

（子育て支援部主幹）

子どもの家庭のニーズに対応した子育て支援施策について，具体的にどのような

ことを考えているのかというところですが，これまで旭川市では様々な子育て支援

施策を充実させてきました。特に心配なお子さんがいる家庭，あるいは支援が必要

な家庭には，妊産婦出産後の支援として産後ケア事業や産前産後ヘルパー事業を展

開しているところであります。

先ほど発達障害のお子さんに対する支援というお話もありましたが，子ども総合

相談センターで発達障害のお子さんの相談も受けておりまして，お子さんの様々な

心配事や相談を受け止めて，必要な機関，医療機関や児童発達支援事業所につなげ

ていくことも一つあります。そのほか家庭での困りごとなども当然ありますので，

その場合は家庭での相談を受けている家庭児童相談につなげております。

他の自治体を見ますと産前産後に限らず，それ以上のお子さんがいる家庭にヘル

パーを派遣する事業もありますし，まだその辺りの検討・研究が不十分なところが

ありますが，家庭児童相談で相談を受けていると「こういったサービスがあれば」

という声もありますので，そのような声も踏まえて事業構築していかなければなら

ないという認識でおります。

（子育て支援部長）

子ども・子育てプランにつきましては，親御さんや子ども自身も含めて，子育て，

あるいは成長していく上で，本市がどうあるべきかということが中心となったプラ

ンであります。もちろん虐待についても一部盛り込んでおりますが，ほとんどの事

業が虐待防止のためだけの内容にはなっておりません。今回の会議，今日の議論は

虐待防止にためにどうすべきかという視点で御意見を伺いたいと思います。

子ども・子育てプランは確かに様々な事業を盛り込んでおりますが，虐待防止と

いう視点を中心に意識して作成しているわけではありません。裏を返せばプランに

は虐待防止の観点が弱い部分があります。
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今回示しました今旭川市が取り組んでいる事業の中で，特に虐待防止につながる

事業をピックアップさせていただいて資料として示させていただいておりますので，

この過程の中で虐待防止の視点として足りないところや，違う視点から取り組んだ

方がいいという意見をお伺いしたいと考えております。

通常，先生方は様々な審議会等に参加されているかと思いますが，審議会は市か

ら方針やプランを示し，それに対する意見を述べていただきたいという形で一定の

方向性を市が示した上で意見を頂いていることが多いと思いますが，今回の懇談会

は一定の方向性などではなく，もう少し率直に，批判含めて受けたいと思っており

ます。児童虐待防止にもつながるところがあるということを今回資料で示させてい

ただいておりますが，この視点が足りない，弱いといった，まとまった意見ではな

くても構わないと思っています。

今回示した事業についていろいろな意見を頂きたいということで会議を設けてお

ります。

他にいかがでしょうか。

（鈴木）

進行の話になってしまいますが，このような形でずっとやっていくのでしょうか。

すごくつかみにくいというか，１時間以上経っておりますが，質疑という形で参加

者が聞いて回答するとおっしゃっていましたが，質問なのか意見なのか分からない

形で個別に一つ一つ回答していくとすごく時間がもったいないと感じています。質

問であったら，我々も資料を事前にもらっているので，それに質問があるのでした

らメールで事前に送ることができますし，それに対して Q＆A のような形で示して
いただければいいだけの話だと思います。

今ずっと聞いていたのですが，失礼な言い方になりますが，具体的な連携という

言葉でしっかりやっていきたいとか，議会答弁ではないですが，我々は追及してい

るわけでもないし，最初の先生も話されていましたが，例えば５ページの相談経路

の現状のところで，情報提供を受けているが基準等の共有が不十分であると書いて

あります。それを今後の方向性で抽象的には示してあって，これに対して意見を述

べるということをやっても意味がない。基準の共有が不十分ということであれば，

今どのような基準があるのかという話だと思います。基準等の共有が不十分である

という現状分析だと，抽象的で何も議論ができない。その下のところ，虐待通告の

対応の流れがあり現状における課題が４つあるが，２番目と３番目は札幌の児童が

亡くなった事件の報告書でも書いてありますが，組織としての支援の方針が不十分

ですね，マネジメントが十分されていなかったですね，というのは個別具体的な事

件の検証としてされているわけです。それと同じようにここで方針の決定が不十分
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だという抽象的なものが掲げられていて，その下のところに個別ケース検討会議を

市側から開催するという積極的な姿勢が不足していると。じゃあどういう基準で今

はやっていて，どういう場合がされていないか。それによってどういう不都合があ

ったのかと俎上に挙げられていれば「それについてはこうですね」という議論がで

きていくし，それが旭川の今にとって必要なことだと思います。

資料がすごく時間がかけられて作られたのだと思うのですが，これだとすごく抽

象的で，抽象的な議論しかできないなと。むしろ生データがあって，それを非開示

なら非開示でもいいですが，この事案でこのような対応をしたとか，件数について

今どうなのかというものがあれば議論しやすい。それがない話なので，６ページの

課題解決の方向性というのも，２番目で児童記録票作成の省力化とあるが，具体的

にどう省力化するかというところは，今がどうなっているのかわからないと言えな

いことですし，３番目の進捗管理ができる体制に整備しますとありますが，今がど

うであって具体的にどこまでができているのか。関係機関等に積極的にアプローチ

しますとあるが，どうやって誰がどういう言葉でどの機関とどういう形でアプロー

チするのか。

１回目の懇談会の時に弁護士の先生や医師の先生からも，十分連携ができていま

せんという厳しい意見が出ていたと思います。それに対して旭川市はどのような形

でやるのか，またはやっているのか。「これを改善したい」というものが出てくれば

それに対して今後の方向性を示すことができると思うが，そこがなくて結局同じよ

うな形に見える。

最後の「子どもの意見を尊重した支援の実施」というスローガン的な提示をして

も，抽象的すぎて現場の先生方は何をどうすればよいのかが見えない。こうしたフ

リートークでの一問一答を続けていくのは時間がもったいないと残念に感じている。

この資料を見て議論するのは難しい。進行についてここでしゃべる部分と事前の

資料のやりとりでできる部分があるのではないかと思います。申し訳ないですが，

これについてコメントいただきたいです。

（子育て支援部長）

おっしゃるとおり，皆様に抽象的ではなく具体的な意見を求めるという意味では，

こちら側としても個別具体的に悩んでいること，どうしたらいいのか具体的なもの

を率直に絞って示した上で，それについて意見を伺う方がいいと感じました。

その他の先生方も同じ見解でしょうか。

（澤田）

進め方については今お話があったように，正直何を発言したらいいのかなという
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のはありますので，もう少し具体的だと発言がしやすいかなと思います。ただ，私

なりにこの資料を見て考えていることはあります。しかしそれがまた議論の趣旨に

かなうのかわからず，発言することがこの会に貢献するのかわからないですが，お

示しいただいて，それぞれから御説明いただいた範囲において聞きたいことはあり

ます。

今後この会がどういう方向に進んでいくのかがこれからの課題かなと思います。

もっと具体的にこれからインタラクションで出されたものに対して具体的に出すと

いう流れで進んでいくのかなというイメージではありました。

言いたいことはあるが，言っていいのか今はまだ分かりません。

（子育て支援部長）

是非お話しいただきたいのですが，その前に１つ。前回から進行についての話が

ありますが，市長が第１回目の冒頭挨拶でも児童相談所の設置を強く話しておりま

したが，先生方の受け止め方もあるかと思うので改めて説明しておきたいと思いま

す。

旭川市議会に児童相談所の設置に向けた予算の提案をした中，附帯決議という形

で児童相談所の設置を決める前に旭川市として児童虐待防止の方針をきちんと整理

し，その上で最終的に児童相談所が必要になってくるのかということを含めて懇談

会で意見を伺うべきだと。

児童相談所の設置するための意見だけを聞くのではなく，児童虐待防止対策全般

に関しての議論をした先に児童相談所の議論をすべきという議会からの御意見があ

りますので，我々としても児童虐待防止対策全般に関しての意見を頂きたいと思っ

ています。

今先生から進め方の御意見もありましたので，児童虐待防止に関して旭川市とし

てどこが弱いのかという自己分析を改めてお示しして，発言しやすい形で次回は具

体的な意見を頂きたいと思います。

一方で，抽象的ではありますが，児童虐待防止に対する市の方向性，取組全般に

ついては資料でお示しさせていただいております。それに対して，この視点が足り

ないという意見があれば今伺いたいと思っております。今日はもうここまでで１時

間を経過しており，進行の不手際がございますが，今日この資料をご覧になった限

りでの御意見をお持ちということですので，これから短い時間にはなりますが，今

日頂きたいと思います。

旭川市としてどこを課題として捉えているのかは次回具体的に示させていただき，

それに対してこうあるべきという御意見，各自治体の事業や審議会等と比較して足

りないところをまた次回伺いたいと思います。
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（澤田）

ありがとうございました。私がこの資料を見て感じたのは２ページ３ページで，

先ほど母子保健課長さんからお話がありましたが，ハイリスクと特定妊婦の住み分

けが難しいとか，リスク評価が一致しないというのは，そのとおりだと思います。

私が資料を見て思ったのが，平行な横線。完全に平行な横線。リスクに対して平

行な横線は現実を表していないと思います。実際は斜め。同じようなリスクの人も

一緒に見るということが起こっているのではないかと思います。

特に３ページ目は母子保健課が健康・ヘルシーで，家庭児童相談がだんだん病理

が重くなって，それが真横に区切られているというところが切れ目ない支援を難し

くさせている。重篤化してから出会うというのは関係性の構築にも非常に難しいこ

とで，母子保健課で難しくなったから家庭児童相談で見てくださいとか，家児相で

手に負えないから児童相談所で見てくださいとなると，親との関係を作りにくくさ

せますので，ここは是非横ではなく斜めという発想も考えていただきたいと思いま

した。

リスクを考える時に「重篤化」という言葉の中身が，よく子どもが傷ついてから，

まだ虐待は起こっていないから児童相談所が介入しませんということがよくあると

思いますが，アセスメントの視点として，子どもではなくて家族が抱えている病理

の重さを考えないと早期の介入はできないと思います。リスクの読み方をお示しい

ただきたいと思いました。

関連して３ページ目に「専門的支援・介入」とありますが，具体的にはどういう

ことなのか。特に特定妊婦やハイリスク妊婦にある愛着障害とか親から代々虐待の

連鎖を持っていて，家系図が書けないくらいの家族になったときの専門的支援をど

のように準備しているのか。ただ継続支援，指導，口頭指導だけで改善していくの

ではないと思いますので，それに対してどのような準備が必要と考えているのかを

次に伺いたいと思いました。

（子育て支援部長）

今回おっしゃっていただく疑問・質問については次回までに整理してお答えさせ

ていただいて，今回の資料で示したところで何か御意見等があればと思いますが，

いかがでしょうか。

（坂田）

５ページ目の図ですが，それぞれ母子保健課から子ども総合相談センターへ，そ

の上にいろいろな施設が書いてあって，そこから子ども総合相談センターへ。逆に
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子ども総合相談センターから関係機関へという大きな矢印しか書いていませんが，

一方通行であるのを，あいだあいだで矢印ができていかないと真の意味での情報共

有はできないと思います。

いろいろな情報を頂くのは我々から子ども総合相談センターに求めていくのでは

なくて，あちらこちらにリスクをもった例があるのなら，各地域，幼稚園などあら

ゆるところから意見を頂いて，我々もその子に対しての意見を述べてという形で皆

で意見を出し合っていかないと，一歩通行のまま意見がすれ違うのではないかと思

うので，そこを改善していただきたいなと感じました。

（子育て支援部長）

ほかに御意見ありますか。

（鹿野）

児童相談所の設置ありきではないということは理解しました。理解しましたが，

虐待防止を前提とした懇談会ということで，現状を前提にして，このままで行って

しまってもいいのかという疑問があります。つまり，もっともっと現状の具体的な

課題であったり，不十分なところであったり，抱えている子ども総合相談センター

の体制，スーパービジョンの問題とか。道の児童相談所に対して市として緊急に一

時保護が必要だと思ったが，なかなか調整が難しく現状では難しいところがあるな

ど，抱えているものをもっと知りたいです。

そこを知った上で今後どうしたらいいのか。児童相談所を作らなくても，対応し

ていける可能性があるのかどうか。私としては虐待防止の視点や支援というのは子

どもの一生に関わる大事な仕事なので，子どもの支援の専門性や蓄積を今の体制の

中でどの程度可能なのか。その辺りを次回までに具体的に示していただきたい。

（子育て支援部長）

ほかにはいかがですか。

（小山）

事前に渡された議論の視点に沿って考えてきましたので，意見として発言してお

きたいなと思います。

事前に議論の視点として示された「虐待の発生予防・早期発見につながる取組強

化の方向性について」の中にある「予防につながる支援の充実」「情報共有・連携の

強化」と現状の認識が書かれているが，市の保健活動の中においては情報共有がで

きていて発生予防ができているということが書かれていています。その後にほかの
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機関からの相談が，深刻化・重篤化されてから来るケースが多いとありますが，私

の方で推測するに，保健活動で培った様々な情報がうまく教育委員会や保育行政と

共有できないというのが大きな問題なのかなと。以前に旭川市の健診に参加させて

もらって，保健師さんが働くところを見てきましたが，その時点で，子どものアセ

スメントをきちんとできるかがその後に大きく関わっている。

私は児童相談所の後に児童自立支援施設，非行の子に関わる施設にいましたが，

その子たちのほとんどが虐待の経験者で，発達障害というはっきりとした診断がつ

いている子もたくさんいますが，ついていなくてもその傾向があって難しい育ちを

している子も多い。ただ，はっきりした発達障害の捉えがないので，いずれ消えて

いってしまう。ただ，見直すとエピソードがいっぱいあり，いかに学校に情報が行

くかどうかというところだと思います。

重篤化の判断は，そのときのリスクアセスメントとしてできるところはあるが，

問題は重篤に向かうかどうかが大事で，その時点その時点でのアセスメントという

よりも，時系列でどういう動きをしているか。悪化しているのか改善しているのか

という情報があって初めてしっかりとした予想ができる。そのあたりの情報がスム

ーズに内部で共有できるか。

情報共有に関してはテクノロジー，データベースを使う必要があると思う。ここ

でしっかりとしたデータがあれば，それを人ではなくてデータベースを使って共有

できる。そういう情報があれば適切な判断ができることになる。テクノロジーで解

決できるものはシステムを構築して情報共有をする。

連携についても，要対協は私も何度も参加しているが，虐待施策の中で機能すれ

ば一番効果的な施策だと思っています。この要対協をいかに上手く動かすか，上手

く動かせば参加している機関が協議会に準じた情報共有を要対協を開かなくてもで

きるようになる。そのような関係性ができる要対協を作っていくことで重要ではな

いかと思っています。

人材育成もそうですが，専門性の確保はまずはどのような専門性が必要なのかと

いうところから始まる。

児童福祉司，児童相談所の職員がどのような専門性をもつか。まず大きいのが子

どもの発達です。家庭病理，法律などいろいろな知識が大事になってくるが一人が

それを完結することはできませんので，これもネットワーク，フォーマルインフォ

ーマル限らず，専門的な知識を持っている人とネットワークを組めるかという専門

性だと思います。児童相談所であれば，虐待の相談に携わる人が長く働き続けるこ

とによって知識が増えてくるし，いかに人材を定着させていくかということだろう

と思います。

「総合的な相談支援が可能な組織体制」というところはこれは利用する側の視点
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であれば１か所で済むワンストップセンターがある窓口があることが重要だと思い

ます。虐待で加害になる親たちにとっては行政を警戒する方も多いし，慣れていな

い方が多い。支援につなげることを考えると支援する側が１か所の窓口で済んで，

情報が一元管理されて，曖昧な情報ではないはっきりとした情報を共有できる必要

がある。支援する側も１カ所で管理すればデータが共有できるし，どういう経過を

だどっていくのかもどんどん増えてきて組織としての力もついてくるのでないかと

思いました。以上，今日の資料と事前にメモをもらっている中でざっとお話しさせ

ていただきました。

（子育て支援部長）

ありがとうございます。今日頂いた意見は今後の市の児童虐待防止方針の整理の

中で参考にさせていただきたいと考えております。

ほかにありますか。

（松本）

次回もう少し旭川市の今の自己診断を出していただくということで，踏み込んだ

具体的な話ができると考えているので，その際にこの観点を含めての判断，現状分

析をお聞かせいただければと思います。

１つは地区割です。旭川市という中核都市で児童相談所なり，一つのまとまりで

虐待対策を考えるというとき，場合によっては児童相談所という一時保護という機

能を持っていることを含めて考えると，一般的な子育て支援とどうつながるか，あ

るいはどう切れ目のない支援を継続できるか。先ほど小山先生から，どちらの方に

向かっているか時系列的な情報が大事というお話がありましたが，地域をベースに

した連携・支援は，地域ごとに支援のリソースがあって，そこがどう関わるか見え

やすくなる，親の方からも支援者の方からも見えやすいということが大事だと思い

ます。

例えば学区というものは地域住民からすると分かりやすい地域割です。これが１

つ単位としてありますが，児童相談の地区割が違う，乳幼児の地区割も違うとなる

と関係者がその都度違う。３歳の弟と小学校の兄がいてその家族の話をするときに，

ケースの引き継ぎということも含めると，どういう人がどういう形で集まればいい

というのは大変難しいと思います。

そうすると，相談体制が全市一括で，顔が見えるくらいの全体で総括できるとき

に，どういう形で地域的なリソースの配置を考えて地域割をするか。会議をすると

きなどは，全市で決めるわけではないので，いくつかの地域を包括するような，と

いうイメージを作っていただくと，そこが見えやすくなります。
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全体を統括するようなところが児童相談所になるのならば，児童相談所ではない

一般的な子育て支援との連動が見えやすくなると思います。そのことが 1 点。
そのことと関係して，先ほど小山先生から要対協のお話がありましたけれど，要

対協を開催する単位と進行管理が実際今はどうなっているか。ここがミソで，ここ

に専門的な人材をどう配置できるか，あるいは配置するような市の中の人事構成を

どう考えるのかがとても大事だと思います。ここを機能させるために，今何が困っ

ていて，今後地域割なり関係機関と連携するときに「何か困ったことがあったら言

ってきてください」という連携になっているか。

例えば旭川市は市立病院がありますし，拠点病院があるところでの医療情報をど

う検討するのか。実際のケースの中では精神保健の問題は多いと大きいと思います

し，療育を含めた子どもの育てにくさ，子どもの条件，親御さんの生活基盤の脆弱

さ，病気，障害というものが関わってくるので，そのへんの横の絵というか，そこ

が今どうなっているのか。

部局が違いますので，子ども相談と精神保健，障害，療育と，縦のラインが違う。

そこをむしろ市の中で横串を刺してまとめようとされるのか，ということが大事で

す。これは要対協の円滑な進行管理と関わってくるので，ケース会議の上の実務者

会議が機能しないというのはそういうことなんだろうと思います。

３点目は人材養成の観点で，児相相談所を作るとしたらどのような人材を養成し

なければならないかという話がありますが，児童相談所を作る，それはそれで喫緊

の課題なのかもしれないですが，市の中で児童相談所を含めた体制を再構築となっ

たときに，児童虐待に関わる人間が児童虐待の検証をするというよりも，手当関係

の窓口の職員がケースの生活のことを知っているとか，生活保護のケースワーカー

が子どものことを知っているとか，児童虐待にストレートに関わる部署ではないと

ころに，子どもの虐待のことが知見として入るということが大事です。

そこを抜いて児童虐待をどうするんだということだけを考えても，担当部署にな

った人は「あぁご苦労様です」となるだけの話になってしまう。そのようなことを

きちんと考慮して，研修体制・人材育成を組むとすると，市のほかの部署を知った

上で児童相談所の職員を作るというキャリアルートを構成できる。その構成を組む

中で，差し当たり誰が，どのようなトレーニングが必要なのかと，そこを基盤にし

て市の中に専門職集団を作っていく過程でどういうキャリア形成がいいのか。その

ときに今の人事の問題というのはネックになると思いますので，人事構成と職員の

研修の在り方で，今何が欠けているのかということを出していただけると議論がし

やすいです。

（子育て支援部長）
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ほかに今日の段階での御意見はございますか。

（松ヶ瀬）

前回の話で児童相談所の設置ありきではないという話があって，旭川市の考えを

示すということではあったのですが，今回もまだ煮え切らないというか，旭川市と

しては結局，意見は聞きつつも，児童相談所を設置したいと考えていると聞いてい

いのか今いちはっきりしないというのが今回の資料を見たときの感想でした。

もう一つは散々皆さんに突っ込まれていますので細かいことは言いませんが，６

ページ目の現状における課題のところ，原因分析と対策を具体的に書いてほしいと

いうのはあるのですが，これを見ると，忙しくてできないということが主な要因の

ような気がしますが，ただ人を増やせばいいじゃんということになって，それを解

決するには予算が必要だねというところになる。

今後児童相談所を設置するにしてもしないにしても，人が少ないという問題には

変わらないので，そこについて人員を増やす方向性はどうなっているのか。それだ

けは確認したいです。

（子育て支援部長）

改めて市のスタンスになりますが，市長も言っておりましたが，市の執行機関と

しては児童相談所を持ちたいという考え方です。そこはそうなのですが，皆様ご存

知のとおり市としての意識というのは行政機関の考えだけではなくて，議会の意見

も聞かなければなりません。議会からは児童相談所を持つということの前に，市と

してできる児童虐待防止対策を整理した上で，児童相談所が必要なのか判断すべき

ではないかと意見を頂いたということです。

懇談会の中で児童虐待防止対策について様々な意見を頂いて，その過程の中で児

童相談所が必要になってくるという結論になることもあれば，あるいは，これはあ

くまで一つの考え方ですが，児童相談所は都道府県・政令指定都市が持つことが義

務化されているので，その上で道の児童相談所と連携して市ができる領域を，今や

っている以上にパワーアップすることで児童虐待防止ができるのではないかという

意見もあるのかなと思っております。

繰り返しになりますが，まずは児童虐待防止対策についての意見を頂きたいと思

っているところです。

予算等に関しては，市長が選挙公約の中で児童相談所を設置すると述べてから，

実際に最終的に市長が公約ということではなく，市長という立場で意思を表明する

ところまでの間が１年間ありました。

その間我々も市長も，義務ではない中で児童相談所を持っている中核市がどのよ
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うな形で児童相談所を持ったか，あるいはその過程でどのような取組をしていたか

を把握した上で，旭川市でできる・できないを判断する作業の１年間でした。市長

自身も中核市で児童相談所を持っている全ての市に行きまして，実際に職員の方か

ら意見を聞き，旭川市も児童相談所を持てるという判断の下で，今年２月に市長が

意思表明したという経過になっており，その後の議会の中で先ほど申したような意

見が出ました。

その１年間の中で児童相談所を設置する，あるいはその前段の児童虐待防止に関

しての人員増の予算であるとか，そこまでの議論まではできていないというのが正

直なところです。それは今後の１年間の中でさらに構築していくというのが実態で

す，隠すこともなく率直に申し上げると，それが今の旭川市の状況です。

ほかに意見ございますか。

（鈴木）

少し細かいところ言ってもよろしいでしょうか。時間の関係もあると思いますが

少し発言してもよろしいでしょうか。

（子育て支援部長）

お願いします。

（鈴木）

私も事前配布のメモを見ていたので，メモに関連して意見を最初に用意しており

ましたが，取組の強化のところで，他の先生方も話されていたように情報共有や連

携強化のところでも要対協の位置付けがすごく重要だと考えています。要対協は国

の方針では調整機関担当者は常勤にしましょう，それについては地方交付税で措置

しています，という形で全国調査もされていますが，では旭川市はそうなっていま

すか。仮に一歩先の問題として常勤の職員はいますとなると，そのときに他の機関

と交渉ができる権限を与えた職員を配置しているのか。

要対協調整機関の担当者として一定の司令塔的役割が果たせる職員を配置すると

考えると，係長職なのか，新人なのか，非常勤なのかで全然違ってくるので，一定

の権限があって顔が利く人を配置した方がいいというのが私の提案です。

もう１点は専門性の強化のことですが「子ども家庭総合支援拠点」は既に設置し

ているので心理士が１名配置されていると思いますが，特に全国で言われている状

況として，心理士が１人の時に心理士の専門性をどのように強化していくかという

課題があります。近隣自治体や都道府県の児童相談所とどう連携できているのか。

勉強会や研究会がないと１人で孤立してしまうという話がありました。旭川の場合
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どのような形で心理担当者の専門性を強化していけるのかが２点目です。

もう１点，児童相談所を目指さないという形になったとしても，他の自治体だと

２，３年でローテーションしてしまうというのは１回目の懇談会でも話が出ており

ましたが，旭川市としては支援拠点に子ども守るための専門性を持った人間を配置

するという場合に，ローテーションを他の職種とは違って長めにするという方針を

作り，そのような体制を考えるのか考えないのかというのが３点目です。これは児

童相談所設置とは関係なしにできる話だと思います，

もう１点が，児童相談所とどう付き合うかという話と，市の核となって市内の幼

稚園・保育園やＮＰＯ団体などとどのように付き合っていくのかという点です。例

を挙げると，学校の先生も毎年異動があるので，毎年子ども総合相談センターの職

員が新しい先生に研修していく。「このような場合はＳＯＳを発してください」とお

願いして，全部の幼稚園，保育園，小中学校を回っていくという自治体もあります

ので，そのようなこともしていくことも論点としてはあるなと思います。

専門性の強化ということでは死亡事例の検証報告が出ていて，札幌市の職員は全

職員が読むことと徹底していると聞いています。同じ道内で事案があったときには

全職員が自分たちだったらどう防げるかと検証してみる。児童相談所とは立場が違

うので，市の関係機関をつなぎながらどう対応するか。野田市，市原市と事件が続

きましたが，自分たちだったらどう防げたかを研修しているところもあるので，専

門性について具体的な動き方を考えるとき，身近に死亡事例が起きてしまった時に

はそのようなことをやっていくことも大事なのかなと。

あと，資料では抽象性や連携といった言葉ではなくて，具体的にこうしていると

いう分析が資料とかで出していただけると話がしやすいかなと思います。

（子育て支援部長）

ありがとうございました。ほかに意見ございますか。

（松本）

旭川市の市の概要といいますか，人口や児童数などの基礎的な統計資料をもらえ

ませんか。もう１つは，先ほど話があった旭川市子ども・子育てプランなど，関係

する市の計画を頂けると旭川市のイメージが作れます。

（子育て支援部長）

分かりました。とりあえず今日はこれで閉めさせていただき，先生方からいくつ

か市がどういう考えているのかという質問がありました。その質問については具体

的なことを示しますし，私が聞いている中でもどうしたらいいかと悩んでいる部分
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もあります。逆にこちらが参考になる意見を聞きたいということもありますので，

今日御指摘の内容に全て答えられるわけではなくて，逆にそこを先生方に意見を聞

きたいという示し方をさせていただく場合もあるかと思いますが，よろしくお願い

いたします。

今日の資料を前提としながら，いくつか市が何を課題としてどこまで到達してい

るのかということを具体的に示し，事前に資料をお渡しして意見を伺いたいと思い

ます。

冒頭話がありましたが，資料等の質問で時間を取られると意見の時間がなくなり

ますので，資料を示した上でその内容あるいは示されていない不足事項があれば事

前にメールで連絡を頂いて，そういう過程を全てこなした上で意見をお伺いする場

に３回目はしたいと思いますので，御協力の程よろしくお願いいたします。

それでは会議自体はこれで閉めたいと思いますが，最後に何か進行等について御

意見ございますでしょうか。

なければ今申し上げた内容で次回進めさせていただきます。

（意見なし）

それでは本日はこれで終了させていただきます。

【４.事務連絡】

省略

【５.閉会】

省略


