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旭川市の子ども家庭相談における課題と今後の取組の考え方について

１ 虐待の発生予防に係る取組について

⑴ 旭川市における子ども家庭相談支援体制

ア 相談支援体制

① 子ども家庭総合支援拠点の相談支援業務に対する組織的な対応

【現状と課題】

○相談支援に当たっては，週１回の定例会議での報告のほか，随時，各相談員が

担当職員や主任相談員の助言を得て，業務を進めているが，指導的立場を担う

職員も他の業務を抱え，スーパーバイズに専念できる体制となっていないた

め，各相談員の相談支援の状況については，児童記録票の相談記録が作成され

るまで，組織としての把握が十分にできていない。

○虐待通告以外のケースについては受理会議を開催しておらず，支援の方針や

アセスメント，要保護児童対策地域協議会の活用の可否などに関し，組織全体

で共有できていない。また，支援の終結の判断を行っていない。

○職員の人事異動サイクルは，おおむね４年程度であり，専門的知識や経験が必

要な社会福祉分野についても，基本的には同様であるため，担当職員の専門性

の蓄積が進んでいない。

○夜間・休日の相談対応について，月曜日・木曜日の午後８時まで夜間相談を実

施しているが，それ以外の曜日の夜間相談や休日相談の対応は行っていない。

留守番電話の応答メッセージで，平日の日中時間帯での相談や「１８９」を案

内している。また，電子メールでの相談には対応しているが，ＳＮＳやＩＣＴ

を活用した相談には対応していない。こうしたことから，夜間・休日の相談体

制や，電話相談・来所相談に抵抗感のある子どもや家庭への対応が課題である。

（令和元年度夜間相談実績２５件）

【今後の取組の考え方】

○相談支援に係る業務フローを見直し，各種会議の役割や位置付け等の整理を

行うほか，指導的立場を担う職員がスーパーバイズに専念できるよう見直し

を図るなどにより，組織全体で共有可能な体制とする。

○在宅支援アセスメントシートの活用や事例検討等に係る職場内研修の実施に

より，相談支援業務の標準化を図る。

○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や長期的な視点での

人材育成の在り方について全庁的な検討を進める。

○夜間・休日の相談対応について，ニーズの把握や実施方法等を含め，実施に向

けた課題整理を行う。また，ＳＮＳやＩＣＴ機器を活用した相談対応など，相

談しやすい環境を整備する。
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② 子どもの意見を尊重した相談支援

【現状と課題】

○虐待通告の際などにおいて，子どもの意見を尊重した支援を行うため，子ども

本人から話を聞き，支援につなげていく必要があるが，学校等の理解を得られ

ないことや，子どもの話を聞くための職員体制の確保ができていないため，十

分な対応ができていない。

イ 関係機関との連携・情報共有

① 学校等の関係機関や地域との連携強化

【現状と課題】

○現在の相談員の担当地区割は，児童相談所の児童福祉司の担当地区割に合わ

せて設定しており，ケース宅への同行訪問等，児童相談所との連携した対応を

行っている。一方で，小・中学校，幼稚園・保育所，民生委員児童委員等との

定期的な連携ができていないため，こうした関係機関や地域との連携強化が

課題である。

○子ども総合相談センターの役割や機能について，関係機関からの理解が十分

でないため，早い段階での相談が少なく，問題が深刻化・重篤化してから，相

談が寄せられる傾向にある。

○子ども食堂等の子どもの居場所づくりを実施している団体において，支援を

必要とする子どもや家庭の情報を把握した場合でも，こうした団体からの情

報収集等については実施できていない。

② 相談支援の記録・情報管理

【現状と課題】

○児童記録票と受付簿，支援経過の記録は，対象児童ごとに紙ベースでファイル

に綴って管理しており，システム等を導入していない。

【今後の取組の考え方】

○子どもの意見を尊重することの重要性について，要保護児童対策地域協議会

の会議や学校訪問等の機会を通じて関係機関に説明し，理解を得る。

○子ども本人から話を聞くほか，心理アセスメントを行うなど，心理士の専門性

を生かした支援を行うことができるよう，職員体制を充実する。

【今後の取組の考え方】

○関係機関や地域との円滑な連携による相談支援の強化を進めるため，相談員

の地区割の再検討や，関係機関や地域への定期的な訪問等を実施するなど，顔

の見える関係を構築し，地域の実情把握に努め，問題の早期発見につなげる。
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また，個別ケースの対応状況について，紙ベースでの記録が作成されるまで子

ども総合相談センター内の情報共有ができていない。

○相談記録の内容は，次回面談の対応等に活用するため，相手方との会話や表情

など詳細に記載しているが，記録の作成には相当の時間を要しており，結果と

して子ども総合相談センター内部の情報共有に遅れが生じている。

⑵ 子育て世代包括支援センターにおける相談支援に関する連携や情報共有

【現状と課題】

○支援における連携

本市においては，子ども総合相談センターと母子保健課が子育て世代包括支

援センターの機能を担っているが，特定妊婦，要支援児童以上のリスクの高い

ケース（令和元年度実績：特定妊婦３６件）は子ども総合相談センターが担当

し，その他のケース（令和元年度実績：ハイリスク４３１件）は母子保健課が

担当している。その中で，状況が重篤化してから支援の担当課（担当者）が替

わることにより，ケースとの関係性の構築が難しく，ケースから関わりを拒否

される等，十分な支援ができない場合がある。

○情報共有

支援を必要とする子どもと家庭に関する情報（家庭環境，健診，発達障害等）

を各担当部署で個別に把握・管理しているため，複数の関係部署が関わる中で，

子どもと家庭を適切に支援するための情報を一括管理して時系列的に整理で

きていない。

○乳幼児の支援

産婦健診，赤ちゃん訪問（乳児全戸訪問事業），４か月児健診，幼児健康相談

を実施しているほか，産後ケア事業や産前・産後ヘルパー事業等の子育て支援

サービスの実施等により，支援の必要な家庭を把握し，支援につなげている。

○未就園児の支援

現在，未就園児への支援のアプローチができていない。地域子育て支援セン

ターを利用している場合もあるが，こうした子育て支援サービスを利用して

いない未就園児については，３歳６か月児健診以降において子どもと家庭の

状況を把握できていないため，親が育児に不安や悩みを抱えている場合，相談

【今後の取組の考え方】

○相談記録に記載すべき内容を整理し，子ども総合相談センター内で共有する

など，事務処理の効率化を図る。

○発達支援相談や母子保健などの関係部署との情報共有の在り方について検討

を進めるほか，ケース記録の作成やケースの進行管理や福祉行政報告例等の

統計資料作成に係る事務処理の迅速化を図るためのシステムを導入する。
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や支援につながらず，事態が深刻化・重篤化する可能性がある。

○育てにくい子どもとその家庭への支援

就園児については，保育所・幼稚園等が親に直接アドバイスしているほか，巡

回相談を実施し，必要に応じて療育につなぐ支援をしている。

乳幼児健診において発達に心配のある子どもについては，幼児健康相談での

経過観察や親子教室，巡回相談などを実施し，必要に応じて医療機関や療育機

関を紹介している。

相談内容に応じた支援や子どもへの関わり方のアドバイスを行っているが，

親が相談支援を望まない場合は，支援につなぐことが難しい。

⑶ 子育て支援施策の活用による支援

【現状と課題】

① 養育支援訪問事業

主に関係機関等から情報提供のあった妊婦や子育てに不安のある家庭に対し，

専門的相談支援と家事支援を実施しているが，未就園児のいる家庭や，公的な支

援につながっていない子どもとその家庭への支援のためのサービスとしての活

用が十分にできていない。

（令和元年度実績）

・専門的相談支援 子ども総合相談センター５６回，母子保健課１６回

・育児家事援助 子ども総合相談センター１９４回

② 子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）

現在，２つの法人（児童養護施設１，母子生活支援施設１）に委託して実施して

【今後の取組の考え方】

○各担当課において所管する業務の中で実施可能な支援を重層的に行ってい

くことの必要性を認識し，関係課との密接な連携と情報共有を図る。

○子ども総合相談センターにおける市の既存情報システムの活用の可能性を

含め，効果的な情報共有方法を検討する。

○４か月児健診から１歳６か月児健診まで期間が空いており，母子の健康と

育児状況の確認を適切に行うため，１０か月児健診を新たに実施し，必要な

支援につなげる。

○精神発達，社会性等に経過観察を要する幼児とその保護者に対し，就学後の

円滑な集団生活のため，幼児健康相談（４歳６か月～５歳対象）を拡充し，

必要な医療や療育につなげるなどの支援を行う。

○子育て支援訪問事業や未就園児等全戸訪問事業の実施など，子どもの安全

確認等のための体制強化について，国の補助メニューを活用した効果的な

実施方法を検討する。
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いるが，委託先の状況によっては，当該サービスの利用を希望しても，利用でき

ない場合がある。

③ 夜間保育等

本市においては，認可保育所１施設が夜間保育を実施しているほか，子育て短期

支援事業（トワイライトステイ，ショートステイ）や，ファミリーサポートセン

ター事業，子ども緊急さぽねっと事業，母子家庭等日常生活支援事業を実施し，

夜間保育等のニーズに対応している。また，現在，２４時間保育を行っている民

間の認可外保育所があるが，今後，当該保育所の認可化に伴い２４時間保育サー

ビスを取りやめる可能性があり，育児疲れや夜間勤務などのため，夜間の保育サ

ービスを必要とする家庭のニーズに十分対応ができず，子どもの放置等につな

がるおそれがある。

２ 虐待発生時の的確・迅速な対応について

⑴ 要保護児童対策地域協議会の活性化と関係機関の連携強化について

ア 各種会議の開催等について

【現状と課題】

○代表者会議

平成１８年４月以降開催していないため，各関係機関の役割に対する理解が進ん

でおらず，また，関係機関における児童虐待防止や要支援児童等への支援の在り方

についての共通理解も進んでいないなど，関係機関相互の連携が十分に深まって

いない。

○実務者会議

年２回開催し，相談実績の報告と事例紹介，ケースの進行管理に関する報告等を行

っているが，支援の在り方等についての意見が出されることがほとんどなく，会議

が形骸化している。

○ケース検討会議

ケース検討会議開催の基準は，明確に定めておらず，関係機関から開催要請があっ

た場合に開催しているが，開催要請をしても開催されない場合があるとの関係機

関の声もある。

また，ケースの進行管理が十分にできていないため，会議の中で次回会議の開催の

目安を確認できていない。

【今後の取組の考え方】

○養育支援訪問については，未就園児や公的な子育て支援サービスにつながって

いない子どもとその家庭への支援のための活用を検討する。

○子育て短期支援事業については，ニーズに対応するための受け皿の確保につい

て具体的に検討する。
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そのほか，相談員が会議資料の作成や参加者の日程調整等に時間を要している。

イ 要保護児童対策地域協議会調整機関としての体制について

【現状と課題】

○職員１名を要対協の調整担当者として配置しているが，専任ではなく，相談業務

等の担当も兼ねているため，要対協の運営に係る関係機関との調整やケースの

進行管理が十分にできておらず，要対協を有効に活用できていない。

ウ 関係機関との連携・情報共有について

【現状と課題】

○関係機関との連携・情報共有

子ども総合相談センターの役割や機能について，関係機関の十分な理解が進ん

でおらず，関係機関から要保護児童（要支援児童）に関する情報提供や虐待通

告が適切に行われていない可能性がある。

○関係機関へのアウトリーチ

個別ケース以外での日常的な連携が十分できていない関係機関が多く，児童虐

待の防止や要保護児童等への支援等について，共通認識を持つことが難しい。

【今後の取組の考え方】

○代表者会議

年度当初に代表者会議を開催し，関係機関に対し児童虐待防止や要支援児童へ

の支援等についての方針を示すとともに，理解促進，連携強化の機会とする。

○実務者会議

登録ケースの進行管理や，地域の関係機関のネットワーク強化など，会議の目的

を明確化するため，会議の開催回数や開催方法等の見直しを行い，ケースの進行

管理体制や，地域における支援体制を強化する。また，国の要保護児童等に関す

る情報共有システムを導入し，児童相談所等との情報共有や適切な進行管理に

活用する。

○ケース検討会議

会議開催基準の作成や会議資料の整理等により，会議開催に係る業務の効率化

と会議の活用促進を図るほか，ビデオ会議システムの導入などＩＣＴの活用に

より参加者の負担軽減を図る。

【今後の取組の考え方】

○調整機関の業務（会議開催，進行管理，関係機関との連携構築）を円滑に実施す

るため，要対協の調整担当者を専任で配置する。
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【今後の取組の考え方】

○関係機関との連携を進めるため，要対協の役割や児童虐待防止に関する情報提

供・情報共有の基準等についてまとめたハンドブックやチラシを作成し，関係機

関に配布するなど，連携や情報共有等の重要性について説明する。

○要対協の調整担当者が，年度初めに行われる関係機関の会議等に参加し，子ども

総合相談センターや要対協の役割等についての説明や協力要請を行う。

○要対協の調整担当者や相談員が定期的に保育所や学校，民生委員児童委員の元

に出向き，顔の見える関係を構築し，要支援児童等の情報収集や地域の実情の把

握に努める。

○関係機関や地域を対象に児童虐待防止をテーマとした出前講座を開催するな

ど，子ども総合相談センターの役割や児童虐待防止の重要性について広く理解

を得る取組を進める。



相談・通告の受理

緊急受理会議

（随時）

安全確認

調査

支援方針会議

受理会議

相談員

所長（係長）・SV・
相談員・調整担当職員

要対協への登録

個別ケース

検討会議

（要対協）
SV・相談員・
調整担当職員

進行管理

実務者会議

（要対協）

進行管理

相談・支援

終結

調整担当職員

所長（係長）・SV・
調整担当職員

調整担当職員

SV・相談員

相談員

見直し案

現行

子ども家庭総合支援拠点における相談フロー

見直し案：
SV（スーパーバイザー）：正職員（係長級）
（要対協）調整担当職員：正職員（係長級）
相談員：会計年度任用職員

現行：
SV（スーパーバイザー）：正職員（係長級・兼務）
（要対協）調整担当職員：正職員（係長級・兼務）
相談員：正職員（係長級・兼務），会計年度任用職員

所長（係長）・SV・
相談員・調整担当職員
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要保護児童対策地域協議会（旭川市子ども・女性支援ネットワーク）

＜目的＞
 要保護児童等に関する情報，その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦
への適切な支援を図るために必要な情報交換や支援に関する協議等を行う。

＜設置＞
 平成１８年２月

＜構成機関＞
 旭川市，旭川市教育委員会，北海道旭川児童相談所，警察等の１８機関・団体
（調整機関：旭川市子ども総合相談センターが担当）

＜会議及び開催状況＞
・「代表者会議」……組織及び運営の全般についての協議

（設置時のみ開催）
・「実務者会議」……実績・事例報告，ケース進行管理状況の報告，情報提供等

（年２回）
・「ケース検討会」…個別の事例についての情報交換，支援方策の検討

（随時）

＜見直し検討案＞

会議名 内容 開催頻度

代表者会議
（年度当初）関係機関に対し児童虐待防止や要支援児
童の支援等についての方針を示し，理解促進，連携強
化の機会とする。

年１回程度

実務者会議（進行管理会議）
登録ケース（要保護児童，要支援児童，特定妊婦）に
ついての状況確認，主担当機関の確認，支援方針の見
直し，終結の確認

年３～４回

実務者会議
（ネットワークづくり）

調整機関と関係機関の情報交換，要保護児童等の支援
に関する研修，児童虐待等に係る状況報告

年１回（各地
域）等

ケース検討会議
個別ケースに関する具体的な支援内容の検討（要保護
児童等の状況や問題点の把握，支援方針の確認，役割
分担の決定・共有等）

随時
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