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旭川市児童虐待防止に関する有識者懇談会

第３回会議録

【日 時】 令和２年１０月１６日（金） １８時３０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】５人（一般４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

・意見を頂きたい項目

・資料

【１.開会】

省略

【２.資料説明】

省略
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【３.議題】

（中村）

皆様お忙しいところありがとうございます。今日３回目の会議ということで大き

く２つのテーマについて御意見を頂きたいと考えております。１つ目が虐待の発生

予防ということで，旭川市における子ども家庭相談支援について。２つ目が虐待発

生時の的確・迅速な対応ということで，要保護児童対策地域協議会について。それ

ぞれの現状，課題，今後の取組の考え方をまとめた資料を事前に配布させていただ

いております。配付資料に関する意見のほか，視点として不足している部分であり

ますとか，各自治体等の先進事例等があれば御教授いただきたいと思っております。

それでは早速ですが，１つ目のテーマ，旭川市における子ども家庭相談支援につ

いて御意見を頂きたいと思います。先生方皆様に意見を述べていただきたいと考え

ておりますので，誠に勝手ですが，こちらから順番に指名させていただき，御意見

を頂きたく思います。発言順ですが，リモート参加の鈴木先生，松本先生，その後

小山先生から時計回りで考えておりますのでよろしくお願いします。

ではまず，旭川市における子ども家庭相談支援につきまして，鈴木先生お願いい

たします。

（鈴木）

資料の考え方の１についてでしょうか。

（中村）

はい，そうです。

（鈴木）

相談体制，支援体制ということで，旭川市は私も実際に見させていただきました

が，子ども家庭総合支援拠点はできていて，体制としては整っているといった場合

に，子育て世代包括支援センターとどういった形の連携をしているのかが私のとこ

ろでは分からない。そこの課題がどうなっているのかが重要なポイントだと思って

おります。虐待予防でも，保健部門と支援拠点の連携・体制，本日判決が出た札幌

市の虐待事例でも家庭児童相談へきちんと引き継がれないという点があったので，

そこの決まりをどう作られているのか。体制があるというだけではなくて，どうい

う場合に橋渡しをするのかについて基準が決まっているのかが１つのポイントだと

思っております。

それらについて聞くというよりは意見として述べて次の方に回した方がいいでし

ょうか。

（中村）

できればそういう形で意見をお願いしたいと思います。

（鈴木）
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はい。次に在宅支援アセスメントシートの効果的な活用方法，それは十分できて

いるのか，周知できているのか。相談員の中で知っている人がいたりいなかったり

という形なのか，それは共通のものとして利用されているのかという話です。

あと，人材確保，人材育成という点でいうと，例えば新人職員を配置しないとい

う形になっているのか。東京都２３区では人数を増やしましょうと新人職員を充て

ている事例が調べた限りでもかなりあるのですが，逆に混乱している。育成，育て

方は難しいので，事前の研修や，力のある人間をこういった部署に回していかなけ

ればならないということに関して旭川市ではどのように決まり事や対策をしている

のかがポイントとして考えられます。

それと２番目の子どもの意見を尊重したという部分で，どういう形の尊重なのか。

野田市の事件では子どもが帰りたいと言ったということでしたが，どういう文脈で

帰りたいと言ったのかが重要で，それが読み取れないと「二度と帰れないよ」「今お

父さんと会わないともう次会う機会がないよ」「思い切って会ってみたら」などと言

う発言が出てくる。結果として「子どもが帰りたいと言った」という記述を取って

しまう。本心の「帰りたい」ではなくて，お父さんの暴力がなくなったら帰りたい

と言っていたが，それを単に「帰りたい」という形でまとめてしまう。子どもの意

見を尊重する支援をどれくらいのスキルを持ってやるか，その前提で話しやすいよ

うに信頼関係を作るかが必要になってくると思います。簡単に「意見を尊重した支

援の必要性」と言っていますが，旭川市ではどれくらい具体的に議論をされていて，

どのようにしようとされているのかが重要な視点なのかと思います。それについて

は他の自治体の事例というよりは，旭川市がどのように考えているのか，具体的に

どれだけ言えるのか，示せるのかというところになっていくと思います。

イの関係機関との連携・情報共有というのは，相談体制のところで子育て世代包

括支援センターとの関係についても言ってしまいましたが，１つのポイントとして，

「連携」という言葉は抽象的なので嫌いですが，どのような情報共有をしているの

か。情報共有しているだけだと，お互いが情報を持っているだけで，役割分担がき

ちんとされていない。情報を持ったらその情報をどうやってアセスメントするのか。

そのアセスメントに基づいて要対協で関係機関が役割分担をして動くということが

重要だと思いますが，ここが抽象的というか。どのような情報共有をして共有後を

どうするのかがポイントなのかなと。繰り返しますが，情報共有の後こそが重要だ

ということが（１）の意見として述べたいところになっています。

あと，項目が重なっているのですが，２の虐待発生時の的確・迅速な対応も同じ

ことで，（１）の要対協について，アの会議の開催やイの調整機関の体制ウの連携・

情報共有とありますが，要対協ってどう動いているのか。これらを検討していた事

例の最終的な報告は会議の効率化についてでした。でも要対協は会議の効率化だけ
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ではなく，法的な網掛けの基本的ネットワークなので，どうやってそれを動かして

いくかが重要で，決して会議の効率化だけではないということは強調しておきたい

ですし，ここでは会議の開催について，要対協についてそもそもどういう風に考え

ているのか。組織的なマネジメントに要対協をどう入れるのか。または，入れた後，

関係機関を決めた後でどのように具体的に運用していくのかがポイントだと考えて

いるので，そもそも要対協をどうデザインするのか，どう運用するのかというとこ

ろが柱として出ないと駄目なのではないかと思います。

以上，意見という形で述べさせていただきました。

（中村）

ありがとうございます。いろいろ問いかけの部分もありましたが，一旦全ての先

生に意見を伺いたいと思いますので，続きまして松本先生お願いいたします。

（松本）

一旦一回りということですので，何点かに絞ります。人材確保ということですが，

他の自治体の先進事例については私もそう詳しくはないですが，２つ資料があって，

「今後の取組の考え方について」というのと「意見を頂きたい項目」と両方見なが

ら話しておりますが「今後の取組の考え方について」の人材確保は，長期的な視点

での人材育成の在り方について全庁的な検討を進めることが重要になります。これ

が専門職としてのキャリアパス，キャリア形成を可能にするような形で検討される

ことが重要です。どういう方向で検討しているのかがこれからは読み取れませんが，

意見としては専門職集団をきちんと中に作るということを方針として持って，積極

的に作っていくような人材確保が重要なんだろうと思います。そういう体制を取ら

ないと，その後も，スキルを積み上げていく形の研修になりませんので，研修の効

果が積み上がっていく体制が重要と思います。

②の子どもの意見を尊重した相談支援というところで，子どもの意見，権利をき

ちんと尊重するという方針を立てることは大事だと思います。子どもの年齢等置か

れた状況にもよりますが，子どもが思うことを聞いて代弁するような第三者をきち

んとつけること。アドボケイトですが，子どもの発言をきちんと代弁していく人を

きちんと置くことにした方が，子どもの意思を的確に捉えるのに大事だと思います。

ケースワーカーなどは子どもにしてみると自分がどうなるのかを決められる権限を

持っていますが，そういう権限を持っていない人が子どもの意見を聞いて代弁する。

そういう仕組みを考えることが大事だと思います。

学校等関係機関との連携強化のところで，これはおそらく澤田先生が詳しいので

はないかと思いますが，関係機関の連携なり協働のところに親御さんあるいは子ど

もさんなどの当事者が会議へ参加することを，せっかくの機会なので一歩踏み込ん

で考えてみてもいいのではないかと思います。
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これは浦河町が取り入れている有名な例ですが「応援ミーティング」という言い

方をして，その人を応援するために皆が集まって話し合う場が設定され，連携・協

働を進めている。かなり経験の蓄積も必要であると思いますが，関係者だけが集ま

ってやるのではない，そういう連携・協働の形。もしそこに踏み出すのならば専門

性の問題も連動してくると思います。

関係機関で学校とありますが，小・中学校もそうですが，高校，特に中退した女

子生徒さんの性被害があります。巻き込まれやすい状況にある，あるいは既に巻き

込まれている１０代後半の女性を念頭に置いたときに１つは高校が考えられます。

もう１つは高校から離れていった子どもさん，１０代後半から２０歳前後の家庭的

基盤が不安定な女性の支援をどのように行っていくか。ここは行政的な枠組みの中

ではあまり支援がなく，札幌市もそこの支援が１つのポイントになっています。昨

年の検証報告の流れから札幌市もどういう支援・枠組みを作るのか議論されていま

すし，旭川市や他の地域でも同様の課題だと思います。

この会議が最終的にどこに行くかは分かりませんが，旭川市の児童相談体制を見

直してその先に児童相談所の設置を考えるということであれば，大きなリフォーム

が行われるでしょうから，専門職集団をきちんと育てる作る方向での見直し，子ど

もさんについてはアドボケイトについて，連携のところには高校も含めて，行政的

に欠けてきたところである妊婦だけではない若年女性，母子保健だけではなく精神

保健からも支援を組み込んでいくことが重要かなと思います。以上です。

（中村）

ありがとうございます。それでは小山先生お願いいたします。

（小山）

まず，虐待発生予防に関わる相談支援体制のところで，スーパーバイズの話が書

かれておりますが，これも人事のローテーションによると思います。例えば短い期

間で人事を回していくとすれば，まっさらの状態で上司に当たるスーパーバイザー

が逐一相談を受けて指示していくという関係になってしまう。スーパーバイズとは

決してそういうことではなく，担当者がある程度裁量権や責任を持った上での助言

ということにしないと，両方持たない。いちいち相談する，それに指示されて従う，

そしてチェックするという関係になってしまう。ここも人事の短いサイクルでの異

動の問題に関わってくることになるが，できるだけ直接現場で働く人にも裁量権を

持って働けるように，最終的にはスーパーバイズがいらなくなるような人材を育て

ていくという目標がなければ，いつもまっさらの状態からの指示とそれを聞くとい

う関係に留まってしまう。その意味でもそこに応えうる，ある程度の経験を持った

人が配置され自分の裁量で仕事が出来る満足感や充足感を得られる，そこには独断

という裏表の関係があるが，そこにやりがいがない中で虐待予防に関わる仕事はき
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ついだけになってしまいます。

子どもの意見を尊重した相談支援のところで，子どもの権利は尊重しなければな

らないことは言うまでもありませんが，子どもの意見のとおりになることが尊重す

ることではないと思います。子どもが言葉を発する意味を，年齢，発達水準の中で

どう捉えるか，心理的にアセスメントをするスタッフがいて，オープンにその話を

聞いて，思いは尊重するが，それをどのように子どもの権利を守るために結びつけ

るかは別の話になると思います。

関係機関との連携で早い段階での相談が少なく，問題が深刻化，重篤化していく

ことが課題と出ていましたが，ある機関が設置されたとしても，それがどのような

機能を持つか，相談してどうなるのかが分からない中ではそこに任せるということ

にはなりません。アウトリーチではないが，直接出向いて自ら仕事を見つけ，早い

段階で相談を受けることによって，どう事態が改善するのかということを積み重ね

ていくことが大切だと思います。

顔の見える関係とありますが，それは，相手がどのような仕事をする人で，どの

ような考えをする人で，そこを知った上で安心して仕事を相談できるという関係だ

と思います。単に顔見知りというだけではなくて，その機関の人がどのような仕事

で頼れるかを考えて配置できる人事体制が必要です。

情報のところで紙ベースで記録を残すとその作成に時間がかかってしまうという

ことが書かれていますが，短期間での人事異動であれば公務員で真面目に勤めてき

た人であればあるだけ，部署が変わればそこで真面目にあらゆることを網羅するよ

うに大量に情報を詰めることが自分の仕事と捉えることになるので，そこで必要あ

る情報か否かのメリハリを持って記録にしていくことが求められるが，その判断が

付くようになるのも時間が必要になる。記録が完成するまでに全く表に出てこない

のではなく，ある程度途中でも残るのがシステムです。さらにはデータベースのカ

スタマイズをすれば，記録がどれくらいたまっていて，どれくらい個々が仕事に追

われているのかという状況も数字として目に見えるので，改善していく機会にもな

ります。システムは仕事をする上では欠かせないものだと思います。

乳幼児支援の健診を増やすことについてはそのとおりだと感じますが，加えてメ

ール，SNS， ICT を使った相談も今後是非加えていくことが必要と思います。
育てにくい子どもとその家庭への支援という４ページのところで，相談を勧めて

も本人が望まず支援につながらないということを挙げてますが，それであればつな

げやすい環境を作ること。会場につなぎ先の人が来ている。そのような場面を設け

ればつなぎにくさを解消できると思うし，支援の場所が近くにいて人が変わるので

はなくてスタッフが変わるという場面を極力多くすることがいいと思いました。以

上です。
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（中村）

ありがとうございました。小銭先生お願いします。

（小銭）

旭川市における子ども家庭相談支援の在宅支援アセスメントシートというところ

のアセスメントをどのくらい充実してできるかというところで，研修と書かれてい

ますが，道の児童相談所にどのようなアセスメントシートでどのように使われてい

るのかを，既に参考意見として確認しているとは思うが，そういうところも具体的

に取り入れたらいいかなと思います。

関係機関の教育委員会というところで，スクールソーシャルワーカーやスクール

カウンセラーとの連携，さらに言葉の教室とか適応指導教室とか様々な支援が現状

あるが，その上で子どもと家庭が持つ様々な不安に対してどのような連携ができる

か。今，道のスクールソーシャルワーカーの研修でもかなり事例の蓄積をしている

ので，是非旭川市でも児童相談所でも活用できる事例の蓄積を共有できたらいいと

思いました。

発生予防についてシステムをと書かれていますが，虐待については発生予防だけ

ではなく，進行予防と連鎖予防という，それ以上進ませないような対策について，

そこが２の虐待発生時の的確・迅速な対応につながると思いますが，的確・迅速な

対応の具体的な言及がないです。前にも伝えましたが，救急，警察などの初期介入

時のトリアージができる体制で児童相談所につながる仕組みが大切です。

子どもさんの意見というところでは各先生言われていますが，大人の面接によっ

て左右されてしまいがちな子どもの事実，あるいは心情の吐露を正確につかむ司法

面接の仕組みをきちんと取り入れ，普通のプロセスではない危機介入のアプローチ

になる事例の判断が速やかにできる職員体制があるか。そのようなことができる仕

組みとして児童相談所が動けるかどうかだと思います。

虐待の進行予防，再発ということで一時的に虐待がなくなったとしても，またリ

スクが高い状況になったときに，以前にも増して重篤な厳しい虐待が起こってしま

う可能性について意識しておく必要があります。そのためにもアセスメントの中に

は親御さんや養育している祖父母の疾病や傷害，収入，生活環境など丁寧なアセス

メントをする必要があります。

取組のところで，１ページの３つ目の丸のところで，児童相談所を含めた社会福

祉分野を担う職員の人材確保と言っていただいて，社会福祉分野の人間としてはあ

りがたいが，虐待と子どもの家庭のことについては，社会福祉分野だけでは足りな

いと思っています。乳幼児，精神保健，小児科，小児外科，法医学，救急医療そう

いったものを含めた研修がなければ福祉レベルだけでは片手落ちになってしまいま

す。それを人材確保や長期的な視点というからには，人事異動が４年で回るという
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ことではなく，きちんとした体制で人事を作っていく。関わった方が燃え尽きない

でしっかり定着していけるような仕組みを作っていかなければもったいないと思い

ます。

事例検討についてですが，今何かを取り組む前に，死亡事例や悪化した事例の検

証もしっかりと行う仕組み作りをして，やりっぱなしではなく，その後の対策を取

らないと市民からも説明責任を問われるようことになってしまいます。

資料４ページ目ですが，小山先生もおっしゃっていましたように，家庭への取組

の考え方として１０か月健診を新たに行うことは素晴らしくよく考えられ，幼児健

康相談も拡充ということで取組の姿勢が見られ，旭川市として前向きにされている

と感じました。

ただ，４つ目の丸のところで精神発達，社会性等に経過観察を要する育てにくい

お子さんたちは割合としては多くなっており，就学後の円滑な集団生活というとこ

ろでは現状，保育士や低学年の小学校の先生方は大変な苦慮をされている。そうい

う支援が必要なお子さんにとって，円滑な集団生活を営むということの困難さを本

当に分かった上でここに挙げているのかと疑問に思っています。親御さんとの関係

を構築しにくい中で，お子さんを集団に適応させるということは非常にマンパワー

もスキルも支援の仕組みも必要となりますので，その辺りを非常に危惧しています。

（中村）

ありがとうございます。松ヶ瀬先生お願いします。

（松ヶ瀬）

皆さんおっしゃっているので細かいことは言いませんが，一般論的にぽんとこの

ような資料が出るとあれもこれもと先生方は言いますし，全て実現しようとすると

１００年くらいかかる気がしますので，市の規模を考えて，ある程度絞って議論し

ないとしょうがないと思いました。

予算的なものや人材的なものもあり全部一気に解決するのは無理だと思います。

今集められている方は皆さん専門家ですが，旭川市の内情は詳しくわからないと思

います。市でどこが一番上手くいっていないのか，あるいはどこに力を入れたらい

いのかを踏まえた上で，ここを改善したいと絞ってもらった方がいいと個人的には

思っています。個人的には人事サイクルや人材のところから手を付けるべきと思い

ますが，内部事情に明るいわけではないのですし，予算も無限ではないので，付け

るとしたらここだ，と市の方からある程度絞っていただいて，その意図はこうだと

提示していただいて，そういう意図ならこうだという意見をもらった方がいいので

はないかと思っており，意味のある議論ができるのではないかと。現状では微妙だ

なと思います。

（中村）
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ありがとうございます。場合によって次回以降個別のテーマを絞って意見を頂く

ことも考えたいと思います。引き続き澤田先生お願いいたします。

（澤田）

全体的なところでいうと，最初の家庭相談支援体制のところで，１ページからア

セスメントを強化したい，シート管理をどうするかといったように書かれています。

どの部署がどう動くのかということは丁寧に書かれていて，力を入れた資料を作成

したと読み取れましたが，ではその後どう支援するのだろう。どのような支援が必

要で，具体的にどこがどういう技量を持って支援をするのかがどこを見ても見えて

こない感じがします。

児童相談所は２ページにあるように子どもの保護を徹底してアドボケイト含めて

すると思いますが，子どもの支援もそうですが，親支援となってくると，どういう

技量や専門性を持って，あるいは旭川市には主にどういう子育て困難のニーズがあ

ってそこにどういう専門性が必要かといったところが知りたいです。

２ページにある子どもの意見を尊重した相談支援，アドボケイト含め，というと

ころは絶対保証しなければならないことで，ここがないと親支援もできないので，

そこは児童相談所との役割分担で明確にしていく必要があると思います。

３ページのところもやはり紙ベースでと書かれていて，（２）でも特定妊婦とハイ

リスク妊婦を区別しているが，手遅れにならないよう重層的支援を行っていくとい

うまとめですが，鈴木先生もおっしゃっていた「連携」という言葉が私も気になっ

ており，この文章の中で「連携」とはどのような意味で使われているのか確認した

いなと思いました。例えばアセスメントした結果こうなったからこの部署が担当す

るというのは連携ではありません。一緒に重層的にやっていくのが連携だと思いま

すので，どうやって効果的な重層性を生むのかが具体的に見えてくるといいなと思

いました。

迅速な対応についてのところですが，先ほど松本先生から，親子が参加する当事

者参加型の要対協の話がありましたが，浦河町のケース検討会議は主に精神疾患を

持った親御さんが要対協のメンバーとして参加し，１か月こんな苦労があったと，

支援している人もこんな心配があり，こんな苦労をしていると。それぞれの機関が

どんな支援ができるかを確認しています。子どもが保護されている場合もそのこと

を実直に話し合って「まだ子どもは返せないね」とか「外泊するときはそれぞれど

のような応援をしようか」と話しています。迅速な対応で大事だと思うのは何か起

こってからケースカンファレンスをするのではなくて，定期的に子育て困難にある

人に１か月に１回定期的に集まり，健やかなるときも大変なときもこの人のことを

チーム皆がわかるということが大事だなと思います。

それともう１つは，困難な方々に関わるときには支援者の方々も苦労されます。
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それはトラウマを抱えた方に関わると支援者もトラウマを被る２次トラウマを感じ，

支援者の方が逃げ出したくなったり，誰かを攻撃したくなることはよく起こって，

それが押し付け合いの背景の１つであると言われています。

今はトラウマに関わるということの理解を支援者全員が持とうという風潮で，ト

ラウマインフォームドケアという概念が広まりつつありますので，これから虐待に

関わる方が皆その知識を持ち，学校教育の中で子ども自身もトラウマとは災害とか

に限った話や特別な人が持っているものではないのだと理解することが必要だと思

います。地域皆で支えていくという風土の中で浦河町の要対協も行われていると思

いますので，そういったことが地域全体に広がればいいなと思っています。

今体罰が禁止となって，困っている親御さんがたくさんいると思いますので，体

罰のない子育てをどうするかをポピュレーションレベルから始めることと，トラウ

マを持っている方は簡単なアドバイスだけでは子育てをできるようにはならないと

思いますので，トラウマが深い方への支援準備も整えておく必要があると思いまし

た。以上です。

（中村）

ありがとうございます。それでは坂田先生お願いします。

（坂田）

私は旭川でずっと生活していますので，子ども総合相談センターや母子保健課の

活動を目の当たりにしており，ある程度知っている人間だと思いますが，申し訳な

いですが，この旭川市における家庭相談支援体制のアの書いてあることを見ても心

に響いてこない。何を書いてあるのかよくわかりませんでした。これはおそらく子

ども家庭総合支援拠点が子ども総合相談センターにあるので，そのことを書いてあ

ると思います。虐待を受けるお子さんはその前から特定妊婦の時代があって，産ま

れた後ずっと小さいうちから虐待の芽があって、虐待を受けながら大きくなってい

きますが，そういうものを少しでも早くから見つけようとして母子保健課が一生懸

命健診や訪問したり活動されていると思います。しかし，子ども総合相談センター

と母子保健課とのつながりがこの「現状と課題」に見えてきません。２つの組織は

バラバラにあるものではないので，お互いに一体化して構築していけばもう少しす

んなり行くと思います。人も節約できるし，お互いの意見も通りやすくなったり，

１人の子に対して複数の人間からその家庭を見ていけるのではないかと思います。

今は両課が分断しているような気がしてなりません。もう少し一緒に関わっていく

ような体制に変わっていった方がいいと，見ていて思っています。

この文章を読んでいて一番不思議に思ったのが，２ページ目の学校等の理解が得

られないというところです。今年の４月からコロナのこともあり，旭川の学校もス

クールカウンセラーや相談員を増やしてくれました。それぞれの学校に子どもに関
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して相談する人間がかなり増えてきています。そのような中，いきなり子ども総合

相談センターの人が訪問して「あなたはどうしたの」と話をしても子どもは絶対に

しゃべりません。知らない人に口を開くことはしません。慣れている養護や担任の

先生，スクールカウンセラーの方と一緒に聞き取りをする体制を考えていただけれ

ばと思います。また，教育委員会や幼稚園・保育園協会も巻き込んだ活動をしない

と子どもたちの意見や状態を吸い上げていけないと思います。

連携強化や関係機関との情報共有のところで，軸となるのは子ども総合相談セン

ターですから，センターの役割や機能について理解が得られていないというのはと

ても困ることだと思います。子ども総合相談センターができてから何年か経つと思

いますが，最初我々が説明され，期待していたセンター像と現状は大きく違います。

今何ができるのか，どのような支援ができるのかをもう少し明らかにわかりやすく

教えていただければ，我々も相談のしやすさや，どういう連携を取ったらいいかが

わかりやすいです。それらを明確化していただいた上で幼稚園，学校，医療機関等

にも教えていただければと感じています。

情報はやはり今は紙ではだめかなと。いろいろな人の意見を聞いたりするのは紙

ではなくシステム化しなければならないと，これを見てつくづく感じた次第です。

以上です。

（中村）

ありがとうございます。鹿野先生お願いします。

（鹿野）

事前に頂いた旭川市子ども・子育てプラン等を改めて拝見しましたが，市として

それなりに様々なことを考え，企画し，予算もかけて一生懸命取り組んでいるのだ

と，現場の職員の方々も努力されているのだと思いました。

しかし，そもそもこの会の設置の背景に市立児童相談所があった方がいいという

考えが前提としてあるならば，もう少し取組の考え方の中に「市立児童相談所があ

れば」という現場の声として具体的なものがあってもよかったのかなと思いました。

具体的なことで気になった点を２点に絞ってお話ししたいと思います。

１点目は２ページの②の現状と課題のところで，子どもの意見の尊重というとこ

ろです。「虐待通告等の際において子どもの意見を尊重した支援を行うため」とあり

ますが，通告を受けたときに子ども自身に虐待の事実確認をするということなんで

しょうか。だとすると，子どもは親をかばったり，親から強く口止めされたり，様々

な事情があるので事実確認は難しいと思います。そこで子どもの意見尊重と言って

も子どもは「そんなことはされていない」「転んでけがした」と言い，それも子ども

の意見になってしまう。そう単純な判断はしないと思うが，そこで考えなければな

らないのは一時保護所がない市の弱みがある。虐待通告受けたときに児童相談所で
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あれば職権保護という形でかなりやれるようになってきたが，私の経験的に言うと，

職権保護で親のいない時間帯に子どもを保護する時，子ども自身が一時保護を拒否

したことが一度もありません。職権保護ということでいうとかなり重篤な事例が多

いので当然かもしれないが，それなりに子どもは大変さを抱えていて深刻な問題を

抱えていると意外とすんなり一時保護できる。その後の親との対話は大変だが，こ

れは子どもの意見を尊重する場合は，職員体制の確保というより，経験に裏打ちさ

れた専門性が必要となると思います。

何とか一時保護してもはじめは子どもは全然しゃべらない。認めない。しかし時

間が経過し，根気強く関わりを持つ中でようやく自分から虐待の事実をしゃべるよ

うになるという事例も多い。拙速に通告の際に子どもに事実関係を確認するという

のは容易なことではないと思います。

２点目は２ページのイの①の現状と課題の２つ目の丸。旭川市で子ども総合相談

センターのことを開設時から見ておられる方は分かるかもしれないが，私自身は子

ども総合相談センターの役割・機能，特に児童相談所との住み分けがどうなってい

るのか理解できていない。一般市民だとなおのこと，どちらに相談したらいいかは

わからないと思います。

もう１つ付け加えると私も児童相談所にいた時，記録は夜間や土日で書くという

のが実態でした。その大変さは私も容易に分かりますが，ケースが転出した場合に

重要になるのが記録で，目黒の事件もそうですが，他都市からのケース移管では記

録が速やかにバトンタッチできないと受け入れる方も対応に苦慮したり判断の間違

いにつながる。このことも課題としては大きなものになると思っています。他にも

ありますが，とりあえず以上にします。

（中村）

ありがとうございました。今１つ目のテーマである家庭相談支援体制を中心に意

見を頂きました。続きまして２つ目のテーマである要保護児童対策地域協議会です

が，１つ目のテーマの中で要対協について意見を述べられた先生もいますので，一

通り同じように先生に御指名して意見を頂きますが，先ほど述べたとおりというこ

とであればそれはそれで構いません。

ではまた鈴木先生の方からお願いしたいと思います。

（鈴木）

すみません，先ほど要対協の方もしゃべりましたので，その意味では次にバトン

を渡します。

（中村）

はい。ありがとうございます。では次，松本先生お願いします。

（松本）
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一回りしたところで伺いたいのですが，この後もう一回りしたらもう時間とな

って今日はおしまいということですか。議論になるようなことということは特に設

定されていないのですか。

（中村）

今日はこちらから提示した資料についての意見を頂ければと思っています。

（松本）

分かりました。これは結局どこに向かう話なのですか。

（中村）

一番初めにもお話しましたが，最終的には旭川市としての児童虐待防止対策の方

針を定めたいと考えておりますので，資料でお示ししているのは今現在の旭川市の

現状や考え方です。先生方の意見を頂いて，それを踏まえた方針を作りたいと考え

ております。それの参考意見と考えています。

（松本）

分かりました。要対協のところでいうと，先ほどの意見と重なります。連携，協

働の仕組みを作っていくときに，核になる専門家をどう置くかということが最大の

ポイントです。それは先ほどの人事，人材のところと重なります。会議のやり方と

して当事者の参加を用意できるか。それには一定の専門性が必要だと思いますし，

そういう観点がまず必要だろうということは先ほども申し上げたとおりです。

（中村）

ありがとうございます。小山先生お願いします。

（小山）

以前もお話ししましたが，要対協自体はうまく機能すれば虐待対応について非常

に効果的であると経験的にも思います。いかに要対協を運用していくかということ

に尽きると思います。主はケースの検討会議になるかと思いますが，ここにはそれ

に伴う事務，調整に対する課題が出ており，会議のための会議の資料に莫大な時間

がかかったり調整に時間を費やして会えないというのはそもそもの趣旨に反するこ

となので，事務の点で言えば，システムがあればボタン１つである程度のケース概

要が出てくる資料ができるし，情報の問題はありますが，日程調整についてはビデ

オ会議等により日程調整を楽にできるのではないかと思います。あとは要対協を浸

透させるには実際にケースを検討する場で，それぞれの機関がどのように具体的に

助けられるのかという体系を示すことが大事だと思います。

方法とすれば，以前は役割を押しつけ合うことがありましたが，今はそういうこ

とはないとは思います。自分たちでできることの確認をし合う方向で運営できるか

どうかにかかってきますので，そのあたりもスキルを持った方が異動することなく

そこで留まることができる組織にすることなんだろうと思います。
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（中村）

ありがとうございます。小銭先生お願いします。

（小銭）

要対協については先ほど伝えましたが，子どもの成長，発達というのは，ネグレ

クトや虐待のリスクの中に置かれている状況では一日一日阻害・ダメージを負って

いきます。会議のために子どもたちや親御さんの生活があるわけではないので，年

数回の開催頻度あるいはケース検討会議の随時というところが関係者側の開催理由

によってではなく，より子どもやその家庭全体の重篤な結果に至らない危機管理に

基づいて行われることが大事かなと思っております。

要対協に参加する代表者，実務者あるいはケース検討会議に出席する直接の関係

者自身もいろいろな温度差があり，様子見でいいだろうというレベルから明日が分

からないだろうというレベルもありますので，危機感を出している直接的な支援者

に対してしっかりとサポートできるような体制を取る。そのことが家族や子ども自

身の命を守ることにつながるのではいかと思っています。子どもの一日一日の成長

や発達，学ぶ機会を奪われている状況，子どもの立場に立った見方をしていけるよ

うな会議の運営をしていただきたいと思います。

また，要支援，特定妊婦の方も対象となっているという意味では，これは必ず虐

待というケースではなく，気になる，違和感がある，成長が滞っているようなケー

スを速やかに俎上に挙げる仕組みを考えていく必要があると思っています。

（中村）

ありがとうございました。松ヶ瀬先生お願いします。

（松ヶ瀬）

ぱっと見た感じでは調整に時間がかかるということが課題にあると思うが，これ

だけ読むと会議のための会議という印象を持ちました。個人的には要対協を何のた

めにやるのかというところを旭川市が主体的に考えて実施するという姿勢が必要な

のではないかと思いますが，実際は分からないので推測ですが，そのようにやって

いただければと思っています。

（中村）

澤田先生お願いします。

（澤田）

先ほどの話に少し補足をさせていただきます。１つは対話型のケースカンファレ

ンスについてですが，対話型であるためにはいきなり対話型になるのではなくて，

子育て支援，母子保健のところから対話は始まっていて，苦労を一緒に話し合う中

で対話型の要対協が実現していくと思います。

子育て世代包括支援センターの話が出たのがフィンランドのネウボラだったと思
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いますが，そこの中でリスクアセスメント，危ない者をチェックするというところ

から対話型にシフトしていて，気になったらすぐその場で「心配だよ」と声をかけ

ようと。リスクというものがちょっと触れないものと懸念されるという議論も出て

いて，最初からの対話の風土は基盤になるのかなと思います。そのときにその虐待

の問題は個人の問題ではなく，子育てに苦労する地域全体の問題だという捉え方が

対話を助けるので，そこの認識が要対協の中にもあればいいなと。例えば DV，若
年妊婦，望まぬ妊娠の問題は，その人の問題ではなく，代表者会議に関わっている

学校が何ができるかとか，子どもの問題を地域として解決していこうという話にな

るのが要対協に期待したい，要対協でできることなのかなと思います。個人のこと

だけに収まらない活動も地域としてできるのかなと思います。そのときに DV，望
まぬ妊娠，発達障害の介入が遅れたとかいろいろなことがあると思うが，それを動

かすの担当者は精神保健等の専門性をある程度持っている方でないと動かしていけ

ないのかなと思います。

（中村）

ありがとうございます。坂田先生お願いします。

（坂田）

私は旭川市の実務者会議のメンバーなのですが，今現在の旭川市の実務者会議は

年２回あるが，DV と虐待の症例が１例ずつ紹介され，説明され，質問が少し出て
終わりという会議になっています。ケース検討会議はたくさん開かれているみたい

ですが，１つ１つ突っ込んだ討議にならないです。どこが問題でどのようにやって

いけばいいかを積み重ねていけば，これからの症例に対しての支援にもつながって

いくと思いますが，少なくとも今の要対協ではそれが見えてこない。

１つ１つの症例をもっと深く，それが積み重なることによって，ほかの子どもた

ちにもつながっていきますので，回数的にも多く開催し，様々な症例を積み重ね，

皆で討議のできる会議に変えてほしい。そうすることで初めて皆様がおっしゃる本

当の意味での要対協になるのではないかと思います。

（中村）

ありがとうございます。鹿野先生お願いします。

（鹿野）

ペーパーで見る限りではそれなりに構築されて運営されているのではないかと思

いますが，要対協には私も出席したことがあるが，イメージとしてはそのケースそ

のケースで「はじめまして」から始まる，深まった検討に至らないまま時間切れに

なるという印象を持っており，もったいないと感じていました。

要対協の重要性は言うまでもないですし，今後要対協がより充実したものにして

いくためには今後の取組の考え方として調整担当者を専任にするなどといったこと
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が着実に実現できればかなり違ったものになってくると思ってはいます。

ちなみにこの要保護児童対策調整機関専門職研修テキストは使われていますか。

基礎自治体の要対協の専門職員向けのテキストということで，私も一部書いていま

すが厚労省が予算化して日本社会事業大学を中心にとりまとめしているものです。

是非活用してもらいたいと思っています。以上です。

（中村）

先生方ありがとうございました。とりあえず今日２つのテーマについて意見を頂

いたところです。先ほど松本先生からどのような方向にという話がありました。旭

川市の児童虐待防止についての対応は資料で示しましたが，その上で市立の児童相

談所を持つということについて，持つに当たってどのような準備が必要か。市が持

ち合わせている機能を踏まえた上で独自の児童相談所を持つという考え方を次回ま

でに示した上で，先生方にそれについての御意見を頂きたいと思っております。

次の第４回目までに，今申し上げた市立の児童相談所についての市の考え方をま

とめた資料は提供させていただきたいと思っておりますが，今後の会の進め方につ

いてもメール等でやりとりさせていただいて，先生方から４回目５回目の会議の進

め方についても意見をお伺いしたいと考えております。

これで本日は終わりたいと思いますが，これまでの発言に対しての御意見はござ

いますでしょうか。

（松本）

市としてのお考えをお示しになり，それを伺って意見を述べよということですが，

児童相談所を設置して何をしたいか，何をするために児童相談所を設置するのか，

そこを考えないと，あった方がいいとかない方がいいとか持つには何を準備したら

いいかという話はその後の話になります。児童相談所の設置は手段でありますので，

何をするためにこれがあった方がいいということを是非お示しいただいた上で意見

を述べよということであれば，もう少し生産的な意見の交換になるのではないかと

考えています。これは意見です。

（中村）

分かりました。それを踏まえた上で資料を提供させていただきたいと思います。

（鈴木）

資料の６ページの要対協のところで加えて言っておきたいのですが，要対協の調

整者は専任で置くというところまでは書いてありますが，それはある意味当たり前

の話であって，それに権限を与えるということが必要なのかなと。新人職員を配置

し，会議の司会や研修担当ということでやっている自治体はありますが，そうでは

なく，学校等関係機関との調整が必要なので係長クラスであるとか，課長まではい

かないにしてもそういう立場にある方が調整担当として配置される必要があるとい
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うことを意見として述べておきたいです。

もう１点は，要対協をいつ開けるかというところで，札幌市では関係機関が開い

てくださいと言っても開かれないという実態があったので，関係機関が求めれば要

対協を開くという制度設計をしています。そこは最低限必要な話になると思います。

そうでない仕組みであればそう改善した方がいいと思います。

それと，根本的な話ですが，支援拠点については厚労省の会議で平成２８年に指

針が改正されています。資料は１が支援拠点で２が要対協と別で記載されている。

支援拠点と要対協は別物ではなく支援拠点が要対協の調整担当機関であると指針を

改正している。資料の作り方を見た限りでは２８年の改正をきちんと押さえていな

いのかなと感じました。旭川市は支援拠点を作っているので，そこが司令塔的な役

割を果たすのだとという認識のもとで，要対協を未だに別個の会議体と考えている

という感覚であるならそこは改めていただきたいと思います。

今後の進め方についてですが，東京を参考にお話しますと，東京２３区で私がい

たところでは，都との間でなぜ区が児童相談所を作るのかという激しい議論をずっ

とやってきています。都の児童相談所に比べて２３区の児相の方が力があるという

わけではないですが，一時保護を頼んでもいっぱいで入れませんという話があった

り，注意喚起をして終わってしまったり，丁寧な指示ができていないだろうという

話がありました。そこで近いところにある２３区が一元的に児童相談所を設置する

必要があり，僕らがやらなければ子どもの命が失われてしまうというところから，

２３区が児童相談所の設置へ立ち上がった背景がある。松本先生が仰っていたよう

に，そうでなければ子どもの命は守れないという強い動機があるから人的体制や工

程も明らかにして財源を投入して動いてきました。

旭川市としてどう今の現状を分析し，連携ができていないとか抽象的な話ではな

く，ここが抜け落ちていて，児童相談所を設置したらここが変わるんだというとこ

ろを示してほしい。工程で言えば東京２３区が先行例として動いており，そのうち

３区は児童相談所がもうできています。どこを補ってどういう形にするのか，どう

いう拡充をするのか，理念や必要性を資料として提示し，結果的に作るか作らない

かは別にして児童相談所を作ったらここがこうなる，工程としてここが必要なんだ

というものを示していただいた方がいいのかなと思います。

今よりも旭川市が児童虐待対応で良くなるという話はしているが，どこにどう向

かっているのか。細かい意見を話している気もするし，逆に抽象的な雲をつかむよ

うな，児童虐待対応とはそもそもどうあるのかという話をしている感じもして，居

心地が悪いというか，自分たちが何の役割を果たしているのかという疑問を感じな

がら座っているところがありますので，その辺について意見を述べさせていただき

ます。
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（松本）

今鈴木先生が仰っていた要対協開催の発議については札幌市の昨年の虐待死事例

の１つ前の事件の検証の中でかなり議論になりました。アセスメントが弱かったと

いう検証のもと，共通の在宅支援のアセスメントシートを作ろうということで，札

幌市職員さんと私や澤田先生も加わり議論をしてアセスメントシートを作り，試行

して１年後にもう１度固めたという経過があります。各関係機関が共有すべき指針

というものも作成して保育所等，市以外のところにも配りました。

もう１つはケース検討会議をするときの基準を決めて，どこからでも「やりまし

ょう」と声を上げていける。言われたらやらなければならないという，会議を持つ

時のキックオフのルールを定めました。

それらを市の中で議論し，指針として定めてハンドブックを作っていったという

経過があるので，札幌市に問い合わせてもいいかと思います。

（中村）

ありがとうございます。その他今後の進め方等で御意見ありますでしょうか。な

ければ本日の会議はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。

【４.事務連絡】

省略

【５.閉会】

省略


