
1

旭川市児童虐待防止対策に関する有識者懇談会

第４回会議録

【日 時】 令和２年１１月２５日（水） １８時３０分から２０時３０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）

(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６人，報道０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

・参考資料

【１.開会】

省略

【２.資料説明】

省略
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【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。時間もありません

ので早速進行に入ります。本日は，児童虐待防止における市立児童相談所の役割と

必要性をどのように考えたらいいかというところの御意見を頂きたいと思います。

資料の中身は簡単に説明いたしましたが，担当部局として昨年，中核市で児童相談

所を設置している自治体の視察を行いました。実際に出張により各自治体の担当職

員からも話を聞いてきました。その上で市立児童相談所の必要性について資料とし

てまとめております。

専門家の皆様からは，我々の考え方について欠けているところや，広い意味で児

童虐待防止において児童相談所というものはこうあるべき，中核市として設置する

ならこのような機能を持つべきという御意見を頂ければと思います。

資料の１ページ目に１から４まで意見を頂きたい項目をまとめておりますが，必

ずしもこの項目に沿った形でなくても構いません。

本日の進行ですが，資料についての確認事項もあるかもしれませんが，まずは先

生方皆様に意見を頂いた上で最後にまとめてお答えいたします。

それでは早速ですが，松本先生のよろしくお願いします。

（松本）

会議の進め方ですが，資料にあります役割と必要性についてもう少し市から詳し

い説明をしていただいた方が意見も言いやすいし議論もしやすいのではないかと思

いますがいかがでしょうか。

（子育て支援部長）

今松本先生から資料の説明についてお話がありましたが，もう少しお時間をいた

だいて説明してもいいでしょうか。それでは資料についてもう少し詳しくご説明さ

せていただきます。

（松本）

意見もそうですが，どのような考え方で進めていこうとしているのかを共有して

から，それに沿って意見を出し合う方が生産的な議論になるかと思います。

（子育て支援部長）

松本先生申し訳ありません，１点だけよろしいですか。１回目から御説明してお

りましたが，この懇談会の依頼を受けたときと実際の進行とでは議論の内容・方向

性が違うのではないかという行き違いがあったものと思いますが，児童相談所を設

置するということが決まっていて，その進め方をどうするかという段階ではないと

いうことを御理解いただきたいと思います。最終的には市議会から児童相談所の設

置について同意を得られなければ進めることができませんので，今のところは児童
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虐待防止の方針を市として定めるために方針の中に児童相談所を設置することの意

義や必要性を確認したいという目的で資料を作成しております。そのような形で補

足説明をさせていただくことを御理解いただければと思います。

（子育て支援部主幹）

配付資料の作成に当たっての考え方について御説明させていただきます。先ほど，

子育て支援部長より御説明しましたとおり，昨年度に児童相談所を設置している中

核市である，横須賀市，金沢市，明石市の３自治体及びそれぞれが児童相談所を設

置する前に所管していた県を視察させていただき，児童相談所を設置した経緯やメ

リット，苦労している点を伺ってきたところです。また，札幌市の児童相談所も併

せて調査させていただきました。

その中で，今現在道立の児童相談所が設置されている旭川市に新たな市立の児童

相談所を持つということについてのポイントをこれまで検討してきました。資料の

２ページに基本的な考え方として４点まとめております。

１つ目が「切れ目のない支援」です。これまで旭川市では子ども総合相談センタ

ーを中心に「子ども家庭総合支援拠点」「要保護児童対策地域協議会調整機関」のほ

か，母子保健課と共に「子育て世代包括支援センター」の役割を担ってまいりまし

た。それらにつきましては，これまでの懇談会の中でまだ不十分なところがあると

ご指摘いただいておりますが，もともとの市の役割である虐待防止，早期発見に加

え，児童相談所の役割である一時保護や措置の権限を一貫して市が担うことで，こ

れまで以上に切れ目のない支援ができるのではないかという視点が１つ目です。

２つ目が「詳細な情報に基づく迅速・的確な支援」です。市では住基情報をはじ

めとした乳幼児健診や保育所入所状況のほか，様々な子育て支援サービスの利用状

況を把握しております。また，要保護児童対策地域協議会の調整機関であることか

ら関係機関からの情報収集も行っております。さらには地域の専門機関や民間の子

育て支援団体の情報も持っておりますので，その情報を有効に活用した児童虐待防

止対策ができるのではないかというところが２点目になります。

３点目が「住民に身近な窓口でのきめ細やかで丁寧な援助」です。妊娠期からの

早期支援から一時保護時の個別的対応・学習対応の充実，家庭復帰後の再発防止の

ための継続的な支援を市が一元的に行うことによって，復帰後の在宅支援も充実で

きるのではないかということです。

４点目が「地域との協働による子どもと家庭の状況に応じた支援」です。要保護

児童対策地域協議会の構成員である民生委員児童委員，学校，保育所・幼稚園，医

療機関等多くの関係機関に参画いただいているので，そのような方々と協働して適

切に役割分担をしていくことで充実した支援ができるのではないかということです。

これはもともとの市の役割ではありますが，児童相談所までを一貫して市が持つこ
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とによって，より良い支援ができるのではないかということです。

以上４点についてが基本的な考え方になります。

次に３ページ目以降になりますが，それぞれ市が抱えている現状と課題について，

市が児童相談所を持つことによって，このようなことができるのではないかという

ものをまとめております。一部重複するところがありますが，１つ目が（１）の一

貫した支援体制を作ることができるということです。資料のとおりではありますが，

現状として子育て支援事業の活動や関係機関との協力により支援を行っております

が，一方で，児童相談所の一時保護や措置の権限については市から児童相談所に移

ることになりますので，その時に市としての関わりが薄くなってしまいます。

児童相談所の相談対応ケースのうち，施設入所や里親委託はごく一部であり，大

半は家庭で生活しておりますが，市で児童相談所をもつことで，相談から在宅支援，

一時保護，措置，その後の家庭復帰まで一貫した支援方針を市で立てることができ

ます。

現在は道立の児童相談所で在宅の相談支援も受けておりますが，その期間も市で

対応でき，市が一連の流れの中で切れ目なく責任を持って対応できるということが，

市として児童相談所を持つべきと考えた理由の一つです。

（２）は関係部署・関係機関や地域との協力によるきめ細かな支援です。支援が

必要な子どもや家庭に関してはいろいろな要因が絡まり合って支援を要する状況に

なっております。こうした家庭に対して現状では市で持っている子育てサービスや

関係機関との協力により支援しておりますが，道立児童相談所は児童相談所が持つ

専門性を生かして相談，援助を行っておられ，緊急度に応じて警察や児童福祉施設，

里親と協力し対応されております。

その中で市立児童相談所が目指すものとして，市民に直接深い関わりを持つ基礎

自治体が児童相談所を持つことで，もともと市が持っている関係部局と，より早い

段階から情報共有ができ，これまで以上の専門性を発揮することができます。子育

て支援に加えて市では教育，保健，福祉，療育，医療など子どもに深く関わる関係

部署をもっているという強みを生かし，より重層的な支援を一元的に行うことがで

きるということをまとめさせていただきました。

次に（３）一時保護の充実・活用についてですが，北海道旭川児童相談所から情

報を頂いておりますが，現状は一時保護されている児童の内，６割から７割が旭川

市の子どもになっております。現在の一時保護所の定員は２０名となっております

が，一時保護されるお子さんは発達や非行など様々な問題を抱えており，個別に配

慮が必要なお子さんも多いと聞いており，実際の入所人数が１０人を超えると運営

が大変になっており，年間を通じて受け入れに苦慮することが多いと聞いておりま

す。また，一時保護中のお子さんの学習については明石市などでは通学していると
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いうこともありますが，旭川児童相談所では安全上の課題もあり通学は難しく，そ

れぞれのお子さんに応じた学習を一時保護所の中で行っておられます。一時保護委

託の方については通学できるよう配慮がなされているとのことですが，それは一部

であるという状況です。

これは旭川市の課題となりますが，ショートステイなどの子育て短期支援事業を

今現在２か所に委託しており，非常にニーズがある事業でありますが，委託先の入

所状況によって受け入れ対応が困難なケースも出てきております。この事業は親御

さんのレスパイトとして虐待予防に大きな役割を果たしておりますので，これをい

つでも対応できる事業にしていかなければならないと課題認識しているところです。

その中で市で児童相談所，一時保護所を持つことで，本来の一時保護の目的とは外

れますが，市の子育て支援サービスとしての活用の検討もできると思います。さら

には子どもの特性に配慮した個別処遇が可能な施設を整備でき，教育委員会や学校

などと連携し子どもの学習機会をこれまで以上に充実させることができるといった

ところが３点目であります。

続いて（４）社会的養護・自立支援の取組についてですが，現状としては施設入

所あるいは里親措置になったお子さんとは市の関わりが少なくなります。市として

はこのようなお子さんの家庭環境を十分には把握できておりません。里親のリクル

ートや里親支援は道立の旭川児童相談所で行っており，旭川市としての関わりが少

ない状況です。

市立の児童相談所を持つことにより施設入所されている児童や里親委託されてい

る児童に対して市が主体的に関わることができ，措置期間中から家庭復帰，その後

のお子さんの自立に向けて支援を行うことができるのではないかということです。

里親については市で市民広報などの広報媒体や要保護児童対策地域協議会等地域

のネットワークを通じた情報発信ができるということが市立児童相談所を設置する

メリットではないかと思っております。

この資料にまとめたものが現状の整理でありますが，不十分な点があると思いま

すので，先生方から専門的な御意見を頂きたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

（子育て支援部長）

私からも２点補足させてください。今資料で整理してはおりますが，市としての

思いを話させてください。

資料２ページの基本的な考え方のところで整理されていることにはなりますが，

詳細な情報に基づく迅速で的確な支援と記載しています。具体的なところまでは至

っておりませんが，市の部局がそれぞれ持つ情報について，ちょっとしたことでも

すぐに話し合いができる体制を持ちたいなと。それについては道立と市立の２元体
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制では限界があるのかなと。例えば赤ちゃん訪問を行った保健師がちょっとした違

和感に気づいたものの，保健師の中でも判断に迷うことがあった場合，市立児童相

談所であれば同じ組織の市職員で身近な存在である児童福祉司へ「こんなことがあ

ったが，どのように判断すればいいか」とすぐ相談できる体制にできるのかなと。

その面では道立より市立の機関である方が密な情報交換ができると考えており，市

立の児童相談所を持つ意味があると感じております。

切れ目のない支援ということでは，明石市では一時保護中も通学していると。そ

れがいいのかどうかは私自身わかりませんが，家庭の状況を踏まえた上で学校にす

ぐに相談できるというのは同じ市の組織であれば話し合いができるのではないかと

考えておりますし，保育所・幼稚園も日頃から団体や職員と市役所は密に連携をと

っておりますので，問題が起きたときに相談してみる，意見を聞いてみるというこ

ともできるのかなと。生活保護の職員も同じです。このように同じ組織で機動的に

動けるということが，市長や担当部局が考える，市立児童相談所を持つメリットで

す。

事務局からの補足説明は以上で，次に先生方から御意見を頂きたいなと思います

が，よろしいでしょうか。それでは松本先生お願いいたします。

（松本）

今最後に中村子育て支援部長から御説明いただいて大変良かったなと思います。

ありがとうございます。市の中で連携・協働をスムーズにしていくために市立児童

相談所を持つ方がいいと述べられたことは重要な意味があると考えます。まずその

ことに敬意を表したいと思います。現在中核市が児童相談所を持っているところは

少ないので，市立の児童相談所を持たなくてもいいのではないかとか，道立児童相

談所ときちんとした連携する仕組みがあるわけで，そこをきちんと機能させれば問

題は生じないということは理論としては成り立つと思いますが，市の中の問題とし

て市の他部局との連携がきちんと動いてもらうためにあった方がいいという趣旨か

と思います。このことはとても大きいと思います。

専門職がいない中で市立でやれるのか，道内には８か所児童相談所があり北海道

内には専門職集団が少しずつ形成され児童相談所を中心にキャリア形成されてきた

職員も多くいる中で，市が児童相談所を持ったとしても専門性が見劣りするのでは

ないかという考えもあるかと思いますが，先ほど中村子育て支援部長がおっしゃっ

たことは，市として今きちんとそういうことができるような専門職集団，専門性を

持った職員を育成していくことと対になっていると思います。初期の段階でいくつ

かの問題が出てくるとしても中期的には専門家集団を育てていくということである

と思います。要保護児童に対する対応だけではなくて，市として子育て支援の力量

を上げて行きたいという中にこの問題があるかなと改めて感じました。
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児童相談所を持つか持たないというのは旭川市の判断ですが，持つことによって

旭川市をこうしていきたいということが示されることは，このような会議に出席す

る者として感銘を受けたところです。

今の虐待対応の全体像を見たとき，介入して保護する時にどう動くかということ

もそうですが，在宅支援をどうするかが大変重要なポイントで，初期の段階から在

宅でどのように支援をするかが，中心であるけれども後手に回っていたテーマだと

思いますし，在宅支援の枠組みもきちんと強化していくことが市として大事だと思

います。

もう一つが市の姿勢といいますか，子育て部局だけではない他の全市職員あるい

は全市民が，構えといいますか市として取り組んでいくということについて浸透し

ているという効果は大きなものがあると思います。

仮に児童相談所を持つとするとかなりのリスクがあります。人的なリソースもそ

こに割くことになるので職員の育成・専門性の蓄積システムも検討しないわけには

いきません。児童相談所で分離保護を経験した職員と在宅支援を経験した職員両方

の部局を経験しながら専門性を蓄えていくという人事ルートが考えられますので，

それは中長期的にはとても大きなことだと考えます。

子育て支援部長がおっしゃった思いや内容について概ね支持する立場から申し上

げましたが，１点，児童相談所を作るとしたら一時保護の在り方が大きいと思いま

す。具体的にどうするかは１つの案があって議論しなければならないと思いますが，

レスパイトなど一時保護の機能をいろいろな形で有効活用することはもう少し慎重

に議論された方がいいという考えです。一時保護というのは一時的に子どもを保護

し，子どものアセスメントを行うことが主な目的だと理解しておりますが，レスパ

イトとしてショートステイの代替として使うというのはもう少し議論しないといろ

いろな使い方ができるからいいねとは今の段階では申し上げられないと思います。

措置解除後支援していくといったときに市として責任を持つというような感覚が

市の中にできてくるだろうと思いますのでそこも大きいかなと思います。

（子育て支援部長）

ありがとうございました。まずは一度皆様に意見を伺いたいので，次，小山先生

お願いいたします。

（小山）

資料１ページ目の意見を頂きたい項目に沿ってお話しさせていただきます。一番

目の旭川市の現状と課題を踏まえた児童相談所の在り方についての（１）市が設置

する児童相談所の役割と必要性についてですが，旭川市としての基本的な考えをお

話いただきましたが，基本的には素晴らしい考えではないかと聞いていました。た

だ問題はそれをどう実現していくかということです。多くの児童相談所の相談が面
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接指導，在宅指導ですので，地域を知り尽くした市で行うということは理にかなっ

ていると思います。（２）の支援機能と介入機能などの組織体制の在り方ですが，市

でやるということは支援機能をできるだけ大きくして介入機能は相対的に低くする

ことが目的になるかと思います。支援を受け入れやすい体制が先ほどの基本的な考

えにつながるのだと思いますが，ただどちらにしても介入せざるを得ないことは起

きますので，一貫していることのメリットもありますが一貫しているが故の難しさ

もあり，介入することで寄り添うという立場から敵対しているとみられる立場に移

行してしまう難しさがあるのかなと思います。ただ，予防的に子育ての支援をして

いくことを充実することに重点を置くのであれば，この組織体制の在り方でいいの

かなと思います。

２番目の中核市における児童相談所の在り方の（１）中核市の特色を活かした児

童相談所の先進事例についてですが，頂いた資料を読ませていただきました。明石

市など旭川市に近い人口規模の都市もあるかと思いますが，今ある児童相談所を変

えていくというより新しく作るということの方が職員の配置など現状の児童相談所

が抱えている問題に対して思い切った改革をした組織が作っていけると思います。

しかし，当然大きな組織を作るということはイコール財政的な負担をどうするかと

いう問題になりますし，地域密着のサービスはいいですが，同時に硬直化した関係

性になってしまうという課題もあるのかなと思います。

一時保護所の在り方ですが，今の児童相談所の一時保護所は古い養護相談をベー

スにして作られたものですので，今の一時保護所が抱える問題は様々ありますが，

それも変えていけるチャンスになります。

３の（１）子どもの特性に応じた個別処遇ですが，まさしくここが重要で緊急な

課題であります。そもそも加害者となっている子もいて，その子と虐待の被害者が

同じフロアにいる，小さい子から高校生まで混合対応されているということの限界

は明らかであるので，それを変える機会になると思います。昨今の子どもの多様性

を考えると一律にやるのはもはや限界ですので，個別処遇に向けての対策もできる

ようになるのかなと思います。社会的養護の中で不適合を起こして自暴自棄な状況

になって入ってくる子について，支援の見直しのために一時保護してくれという案

件の対処の必要性が多くなっています。そのような意味でも個別・個室対応を含め

一時保護所全体の改革を進めていく必要があるのではないかと思います。

（２）子どもの学習支援ですが，一時保護されている子どものほとんどは学習困

難を抱えております。学習困難を抱えていない子の方が少ないと思います。私は児

童自立支援施設にもおりましたが，学習意欲がない状態で保護になる子どもが非常

に多いです。しかし，学習の環境・意識が変わることによって生活態度全体が変わ

っていくということも目の当たりにしていますので，学習意欲を高めるような体制
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に変えられる機会にもなると思いますし，一時保護解除後の地域での生活には当然

学校での生活も含まれるので，解除後の支援を見据え，一時保護しているときには

どういう教育方法がいいのか特別支援の先生を交えたアセスメントをした上で学習

支援の策定ができるのかなと思います。

レスパイトや子育て支援としての受け入れも可能にした施設にして使うというこ

とも案で出ていましたが，ここまで含めるとしたらソフト面もハード面も思い切っ

た設計をしていかないと対応できないのかなと思います。

４の社会的養護ですが，児童養護施設や里親等では，昔であれば家に帰れないと

いう前提の子どもが多かったですが，現在は他に兄弟がいて自分だけが社会的養護

で暮らすということも多くなっていますので，家族との関係も抜きにできないと思

います。施設入所が実際は地域から排除するという形になってしまって，ある時戻

ってきた場合に混乱するということが起きてくる。主体的にその子に接し続けると

いう意味では市が持つことの意味があると思います。

（２）子どもの自立支援ですが，今の時代自立支援にかける時間は相当長くなっ

てきています。当然試行錯誤しながら自立を促していくことをしなければなりませ

んので，ここでも一貫した体制があれば自立についてもメリットになるのではない

かと思います。児童期があって成人期に入っても経済的，家庭的問題を引きずって

いくことが多いので，地域の福祉につなげることの意味でも市が持つことの意味は

十分あると思います。

以上，私の考えを言いますと中核市が児童相談所を持つメリットは大きいと思い

ますが，現実的にはかなり整備が進まない実情を考えると，大胆な財政や運営面で

の負担は覚悟で進めていくことが重要だと思います。

（子育て支援部長）

ありがとうございました。続きまして澤田先生お願いいたします。

（澤田）

私も御提示いただいた４点が非常に重要だと感じましたので，これを実現したら

素晴らしいことだと思います。その上で重要だと思われることを２点補足するのと

少し御質問を３点お伝えしたいと思います。

まず１点，４つの中で関心を寄せていたのは２番の（２）関連部署関連機関や地

域との協力によりきめ細やかな支援，このために児童相談所に入ってもらいより重

層的な支援を可能にするという点は賛同いたします。そのきめ細かな支援の時，こ

れからは在宅支援が中心となっていく中で児童相談所の専門的介入もありますが，

それも含めて在宅支援をどこがどのようにしていくかが問われます。先ほど中村子

育て支援部長の思いの御発言で，保健師が気になる事案があったときに児童相談所

と話しやすい体制を作りたいとおっしゃっていました。実現すればいいと思いまし
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たが，第２回懇談会で示された「旭川市児童虐待防止対策基本方針フレーム」でリ

スクの段階に応じた対応機関の説明がありました。低リスクが母子保健課，段々リ

スクが上がってきた場合に子ども総合相談センター，最後に児童相談所という図で

す。保健師が気掛かりなことを感じたときに児童相談所が入るとすれば，その中に

は当然子ども総合相談センターも入ってくるのかなと思います。児童相談所も含め

て介入と支援を考えていくときに重層的にそれぞれの強みを活かした支援になって

いくと思いますので，より一層母子保健課と子ども総合相談センターの棲み分け，

協働，重層が求められると思います。ここの課題を今は具体的にどのように捉えら

れてるのかなと思いました。今回母子保健課の方もいらっしゃっていますので，先

ほどの話を受けて母子保健課としてこれから話しやすい体制についてどのような見

解を持っているかを伺いたいと思いました。

２番目に介入と支援を考えていく場合，母子保健も含めて考えていくと親支援が

中心になっていきますが，関係を考えても子どものアドボケイト，子どもの自立ま

で子どもの立場で子どもを代弁する立場をどのように作っていくのかが重要だと思

います。子どものアドボケイトについて現状どのようにやっているかを存じ上げま

せんが，子どもの立場で考えることを考えていかなければならず，児童相談所も介

入と支援を別々にすることとなりましたけれど，今回小銭先生から提供いただいた

資料の最後に支援と介入は別物ではないと引用されています。私もその側面はある

かと思いますが，それについても各関係機関がそれについてコンセンサスを持って

いないと混乱すると思いますので，介入と支援についても各機関で共通のイメージ

を持たれることが大切だと思います。

３点目は児童相談所には専門性がありますので，その専門性を発揮したいという

ことについては本当にそう思いますが，児童相談所が持つ専門性もありますが，中

核市として様々な専門機関もある中で，今旭川市で不足している専門性を整理して

みる必要もあるのかなと思います。各地域を見てみますと，トラウマに強い医師が

いる，発達に強い医師がいるというのが地域の強みにもなっていますので，様々な

困難ケースに関わるときにどのような専門性が市に不足しているのか，逆にどのよ

うな専門性に強みを持っているのかを整理して専門性の充実につなげていけばいい

のかなと思いました。

（子育て支援部長）

ありがとうございました。御質問もありましたが，まずは先生方の御意見を先に

伺いたいと思います。それでは鈴木先生お願いいたします。

（鈴木）

私も感想と質問がいくつかあります。私も児童相談所を設置するメリットについ

ては，児童相談所ありきの懇談会じゃないということを言われてから控えていまし
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たが，メリットはあるし，そこをきちんと考えていく必要はあると思います。私自

身，特別区での児童相談所設置の際に東京都と協議をする立場にありましたが，そ

のときは「一元化」ということが重要視されていました。一時保護するか否かの判

断を自分たちでできるのは最大のメリットだろうと思います。組織と組織の狭間で

命を落としてしまうという事例をたくさん見てきました。基礎自治体が現場に踏み

込んだとしても権限がなければそこで児童相談所に連絡して一時保護をお願いしな

ければならないというタイムラグが生じてしまう。さらにそこから児童相談所の職

員が来るまでに子どもや家族の意識が変わってしまう，ということを私自身も経験

しています。結果的に一時保護がより難しくなってしまい，最終的には一時保護が

できないという事案もありましたので，やはり一番身近なところで，現場で支援を

していて地域を作ってきた自治体が一時保護権限を持つ児童相談所を持つというこ

とがメリットだと考えます。時間的にも労力的にも組織の狭間や調整コストを削減

でき，子どもの視点から見た場合も身近な中核市の規模がある基礎自治体が児童相

談所を持つことはメリットだと考えています。

もう１つは人事異動・研修のメリットが大きいと思います。児童相談所を持てば

市立保育園，保健所，教育現場や子ども総合相談センターの職員と合わせて計画的

な人事異動ができる。例えば支援をしていた人が介入できる部署に行く，介入をや

っていた人が支援の現場に入っていく。人事異動が一元的に中期長期的に計画した

人事ローテーションを市の中でできます。児童相談所を持っていない段階だと，道

立の児童相談所と市町村どちらにもベテラン職員を配置している時もあれば，お互

いが新人の場合になるようなことも起きてしまう。市が児童相談所を持つことによ

り人事ローテーションを一元的な人事権の下で管理できるということが最大のメリ

ットだと思います。私自身も設置しているところを見ていると，研修や人事異動で

人を育てていくというメリットが大きいと感じています。この点をもう１度強調し

ておきたいと思います。

次は質問も兼ねてですが，３ページに一貫した支援体制，現状の課題で大半は児

童相談所による面接指導を受け家庭で生活しているのに対して目指すべき姿が述べ

られていますが，ここの現状をもう少し具体的に，現段階ではどのようにしている

のかがもう少し書かれていてもいいのかなと思います。現段階での虐待の通告相談

件数を踏まえて子ども総合相談センターで人を増やしていく計画だったり，児童相

談所を設置しないから人を増やさないということではないと思いますので，今時点

で人員を増やす計画をどのように立てているのかもう少し書き込んでもいいのかな

と思います。

次に３ページの下段，関係部局の協力によるきめ細やかな支援ですが，この中で

重要なのが教育，福祉，保健，療育，医療などが縦割りで分断されているのが様々
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な市町村で話されているところです。それに対して旭川市の現状としてどこが強み

でどこが弱みなのか。ここの強みがあるからさらに伸ばしていく，ここが弱いので

そこに力を入れていくというビジョンが目指す姿に記載されてもいいのかなと思い

ます。旭川児童相談所の業務概要を見ると地域から通告が多く入っている。それが

旭川市の強みなのかの分析をされているのかを聞きたいところですが，地域との関

係，学校や保健，その他療育などとの連携を足されてもいいのかなと思いました。

４ページ，ショートステイのところは松本先生も話されていたので省略させてい

ただいて，里親のリクルートについて様々な児童相談所の設置の議論に入っている

と，公務員はリクルートなどが苦手なので一括で外出しをして全部を外部にお願い

するという考え方と，丸投げしてしまうと児童相談所側にノウハウが残らないので，

根幹部分は児童相談所に残した方がいいなどの議論がされています。リクルートに

関して現時点では記載されている程度でしか資料として書けないかもしれませんが

リクルートの在り方や旭川市が市としてどのように関わっていくのかを伺いたかっ

たです。

里親でいうと，里親の基準をどうするか，在り方をどうするか。里親を増やして

いくのであれば，例えば東京や大阪で自治体ごとに違った基準がある。ひとり親は

里親になれないなど，そこの基準をどうするかについて目指すべき姿の議論になっ

てくると思います。

最後の５・６ページについてですが，各先行自治体を見てきて旭川市としてどこ

の都市が良かったか，どこの都市の取組が旭川市にも取り入れやすいのか，目指す

べきところはどこなのか，そこを聞きたいです。私からは以上です。

（子育て支援部長）

ありがとうございました。次に小銭先生お願いします。

（小銭）

資料２ページ目冒頭の５行で「子どもの命を守ると共に」というところはわかる

のですが，次のその意見をといったところで，もちろん意見表明は素晴らしい考え

方ですが，０歳から，あるいは妊娠期からの支援ということを考えると，ノンバー

バルな状況の子どもや表明できる年齢でない存在もあるので，用語や内容について

工夫や配慮をしていただきたいという印象を持ちました。

次に北海道立旭川児童相談所の業務概要についてですが，虐待については 66.3％
が旭川市の件数であって養護相談等の７割が旭川市です。上川留萌宗谷３管内の６

～７割が旭川市の相談でエネルギーを割いているという状況を鑑みると，旭川市が

児童相談所を持つことになれば，北海道にとっても，旭川市以外の地域について満

遍なく支援を行えるという視点も持てるなと思いました。他市町村のきめ細かいケ

アのために旭川市が骨を折るというより，北海道全体としての意味合いや全国の中
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で旭川市が中核市として自分たちの子どもたちをどれくらい守ろうとするのか。そ

ういう意味では中村子育て支援部長に思いをしっかり語っていただきましたが，市

長のリーダーシップも問われてくるので，その辺りをきちんと明記されたものがあ

った方が議会としても説得力を持つと思います。北海道のほとんどの地域で過疎・

少子高齢化，出生率が少ないといった状況の中でも，北海道旭川児童相談所が持っ

ている旭川市内の対応割合を考え，さらに他管内の相談支援をバックアップすると

いう意味合いの根拠資料もあってもいいのではないかと思います。これは少し不明

瞭のところもありますが，道からすれば歓迎すべき案件とも言えるし，地域住民の

方からのパブリックコメントも募るでしょうから，これからの時代を担う子どもた

ちの存在を応援するところにどのくらい寄り添っていけるかをこのような資料を通

じて具体的になっていけばいいと思いました。もう少しわかりやすいところで言え

ば中核市旭川に児童相談所があることによって，もっと深刻なグレーゾーンや真っ

黒な虐待事例だけでないところをわかりやすく説明・提示できるかが大事なことだ

と思います。

児童相談所の支援機能と介入機能について，支援は何となく印象としてわかった

が，介入のところが私としては見えにくい。具体的なところがあった方がいい。サ

イクルや図や事例を通して現状で一元的には行きにくい迅速でないところについて

説得力をもつよう，手遅れになった事例を示していかないと現場に直接関わらない

方にはイメージが付きにくいという印象を持ちました。私は旭川市の責任の下に虐

待対応に力を入れていきたいという姿勢を応援したいと思っています。

（子育て支援部長）

ありがとうございます。それでは松ヶ瀬先生お願いします。

（松ヶ瀬）

旭川市で児童相談所を設置してきちんと機能すればワンストップサービスとして

素晴らしいものになるとは思うが，人を増やすかについて以前も聞きましたが具体

的な検討はあまりしていないという回答でした。部局としてすごくやる気が響いて

きて，皆様やる気があるし素晴らしいと思うが，児童相談所を設置するとしたら担

当部局だけではなく予算しかり人事しかり市全体で考えなければならないことが多

いと思います。市長も初回の懇談会には来たはいいですが，挨拶のみですぐ帰って

しまいました。決められる立場，あるいは市全体を見られる立場の人がどこまでや

る気があるのか，部局と同じ気持ちなのかを非常に疑問に感じます。率直に言うと

やる気が見えてこない。このまま進んで大丈夫かという感想です。予算など現状具

体的に検討していないという回答がありましたので，それで大丈夫かという気持ち

です。実現すれば素晴らしいですが，市全体で決められる人がそのような発想にな

ってくれないとどうしようもないと思います。基本的には市長がグイグイ引っ張っ
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ていかないと実現しないのが現実でしょうが，現状そうはなっていない。言い方悪

いですが，部局に丸投げ，検討を丸投げになっているという印象を持っていますの

で，偉い人が自ら勉強して周りに指示を出していくという体制にならないと，特に

旭川市は裕福ではないので難しいのではないかと思います。できたらいいですが，

体制的にどうなのかなと思っています。

（子育て支援部長）

ありがとうございます。坂田先生お願いします。

（坂田）

第１回目に児童相談所設置ありきではないというお話があり，２回３回進めてい

く内に次第に児童相談所の影が消えていき，前回は子ども総合相談センターの内部

充実などの資料が多かったと思いますが，今回このような資料が出てきて，子育て

支援部としてどのような思いで児童相談所を作ろうと思うに至ったかがすごく伝わ

ってきました。できれば１回目にこれを出していただき，これをたたき台にして２

回３回と意見交換を進めたかったというのが率直な意見です。

今現在母子保健課は様々な事業を通じて一生懸命に支援をしております。子ども

総合相談センターも内部を調整して段々機能的に良くなってきていると思います。

この２つがもっと手を組んでもっと支援を広げていけば，詳細な情報に基づく迅速

的確な支援まではいいところまで進んで行けるのではないかと思いますが，その先

の問題が旭川市の検討だけでは難しく，すぐに進んで行かないと思うところがあり

ます。旭川市子ども・女性支援ネットワーク会議（要保護児童対策地域協議会）で

は半期の虐待状況の資料が出てきますが，虐待のうちネグレクト，心理的虐待が主

に旭川市に，身体的虐待が主に児童相談所の方に振り分けられていると聞いていま

す。市として心理的虐待の対応は慣れてきても急に身体的虐待に速やかに対処でき

るかどうか，そこに対応する技量はかなりスキルアップされた職員でないとできな

いと思います。この資料はすごく重要だと思うが，一気にここまで持ってくるのは

難しいと思いますので，第１期第２期と少しずつ幅を広げながら旭川市の理想とす

る児童相談所を作っていければいいのではないかと，この資料を見て思っています。

以上です。

（子育て支援部長）

ありがとうございます。それでは鹿野先生お願いいたします。

（鹿野）

私からも，意見を頂きたい項目に沿ってお話したいと思います。

１点目の（１）旭川市の子どもの安全を守るという視点で，市としての虐待防止

対策を強化していくことの重要性は言うまでもないですが，これまでの話で子ども

総合相談センターの現状や不十分さも様々あるということを踏まえれば，児童相談
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所機能と市町村機能を有機的に合体させて市としての児童相談所を作るという方法

になると思います。そしてそれは虐待防止対策として有効であると思います。ある

意味抜本的な方策でもあると思いますが，出生前から自立までの一貫した支援がき

め細やかに可能となるメリットは言うまでもないと思います。

（２）支援機能と介入機能など，組織体制の在り方について，児童相談所の組織

の在り方，編成，構成にはいろいろな視点や要素があるので一言で軽々しく論じら

れるものではないと思います。とりわけ虐待の支援と介入の在り方には専門的な検

討を要すると思いますので，仮に設置の方向で進めるといった段階でそのようなこ

とに特化した検討委員会を改めて設けて考えるべきではないかと思います。この段

階ではとても煮詰められる話ではないと思いましたが，あえて付け加えるとすれば，

保護者と直接向き合うことになる児童福祉司の育成ができることが不可欠ですし，

進行管理をするスーパーバイザーの配置体制が重要だと思います。

ただ，特に開設当初からそのような人員体制が構築できるのかは懸念を感じます

し，松本先生もおっしゃっていましたが，開設当初はやむを得ないという面もある

とは思いますが，中長期的には様々な知恵を出し合って解決できるよう準備段階か

らの工夫が求められると思います。

２の中核市における児童相談所の在り方について，先進事例については市長はじ

め職員が視察に行かれ直接見聞きしているので市の方が詳しいと思いますが，資料

の上でも児童福祉司の職員配置が概ね国の基準の２倍という明石市の先進事例には

学ぶべきところが多いと思います。児童福祉司もさることながら，保健師が３名，

常勤弁護士も２名配置されている。旭川市もこれくらい取り入れられれば素晴らし

いと思います。里親の話も今回でようやく出てきましたが，明石市では明石市里親

１００％プロジェクトという事業で里親改革を進め，さとおや課の配置など基礎自

治体だからできる独自のきめ細やかな抜本的取組をしていると聞いているので，組

織体制についても明石市から学ぶべきところは大きいと思います。

明石市の財政規模が旭川市を大きく上回るのだろうと勝手にイメージしておりま

したが，人口は旭川市よりも少なく，財政規模も明石市のホームページで確認した

ところ，令和元年度一般会計歳入が 1,062 億程度であるのに対し旭川市は 1,594 億

となっており，明石市よりも旭川市の財政規模が 500 億以上大きかった。先ほど旭
川市の財政事業は厳しいとありましたが，規模だけでいうと素人目にはあながちそ

うでもないのかなとも思っています。この年，明石市は児童相談所設置の交付税を

もらっており，単年度だけでは論じられないとは思いますが，財政規模だけで明石

市と比べると，素人目には旭川市にも希望が見えてくるのかなと思いました。単純

な比較はできないでしょうが，明石市を超える児童相談所を開設することも可能で

はないかと思いました。



16

中核市が設置する児童相談所の課題についてはこれはもうたくさんあると思いま

す。人材確保・育成，特に開設当初の課題は大きいと思いますが，これはどこの中

核市，特別区でも共通した課題です。

３点目の一時保護所の在り方についてですが，これは私自身の児童相談所での勤

務経験から言いますと，一時保護所の在り方というのは極めて重要だと思います。

児童福祉司の確保などに目が行きがちですが，資料に書かれている「子どもの特性

に応じた個別処遇」の意味するところはおそらく被虐待児童と非行児童などが混在

することによって生じる課題のことでしょうが，個別化に配慮するのが重要なのは

もちろんですが，あえて言いますと，逆に様々な子どもの集団生活が持つ可能性も

あるのではないかと思っています。非行児童が被虐待児童に非常に優しく対応する

例もあり，そういう視点も一方では大事なのではないかと思います。

一時保護の目的である緊急保護，行動観察，短期入所指導の３つのうち，ありの

ままの様子を観察し，援助方針や措置を検討する上で重要なのが行動観察です。処

遇検討する上で重要な手がかりを得る場所ですが，行動観察というのはただ子ども

の行動を見ているだけではなく，職員が個々の子どもの特性に応じた働きかけを行

い，それにどうリアクションするのかを含めて観察することに意義があると思って

います。その意味では一時保護を安易に児童養護施設を委託するということには疑

問を持っています。児童養護施設も収入源になることから軽々に受けてしまうとい

う風潮に疑問を持っています。児童相談所本来の一時保護を達成するためには様々

なバリエーションを持った子どもの受け入れが可能な一時保護所を設置しなければ

市で行う意味がないと思います。病気などの例外を除き，委託しないで児童相談所

自らが一時保護できる体制を取る必要があると思います。

学習支援について，明石市では全員在籍校に通学させるということですが，安全

確保の問題や地域性・交通事業の面から言ってもこれを旭川市で実現するのはかな

り難しいだろうと思っていますし，出席扱いの問題もあります。義務教育では出席

扱いになりますが，出席扱いにならない高校生の場合，単位が取れないため一時保

護には応じられないといった例もあり，全国的な課題となっています。

将来的に旭川市が児童相談所を設置した場合，市立の強みを活かして市が教育委

員会から独自に教員を派遣して学習指導をするということもできるのではないかと

も思います。

いずれにしてもハード面を含め，様々な子どもたちに対応できるようにしたり，

保護者との面会の在り方など，一時保護所の在り方についての課題は山ほどありま

すので，これも設置の方向に入ってから分科会や検討委員会などを立ち上げて議論

すべきだと思います。

最後，社会的養護についてですが，児童虐待件数が年々増加されている中で社会
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的養護需要が増しているのは間違いありません。現在，児童養護施設や里親は道の

所管ですが，市と里親の接点が薄いのは確かだと思います。現在の里親制度の中で

は各児童相談所単位で里親会が設けられていて重要な役割を果たしています。資料

によると現在６３組いる旭川児童相談所管轄の里親さんの中で，３４組が旭川市内

の里親さんです。市立児童相談所の設置によりその３４組を既存の里親会から独立

させることになるのかについて里親さんは非常に懸念されています。

子どもの自立支援については，仮に児童相談所を設置された場合，旭川市の子ど

もについて措置の前後で一貫した自立支援が可能になる強みを持っていると思って

います。

最後に，今回の懇談会はあくまで虐待防止対策強化の中で児童相談所の設置が絡

んでいますが，児童相談所は虐待の仕事だけをしている訳ではありません。虐待以

外の子どもたちをどうしていくかの議論が薄いと感じていることを最後に付け加え

させていただきます。

（子育て支援部長）

ありがとうございました。いくつか質問がございました。詳しいところまで答え

られないところもありますが，答えられる範囲でお答えいたします。

澤田先生からの御質問につきましては母子保健課からお答えいたします。

（母子保健課長）

先ほど先生から組織と組織の間で命を落とすというお話がありました。旭川市で

は「子育て世代包括支援センター」を「子ども総合相談センター」と「母子保健課」

の２課で担っており，２課にまたがって類似した事業を所管している状況となって

おります。

例えば，「特定妊婦とハイリスク妊婦」，「乳幼児健康診査と発達相談窓口」，「健や

かな子育ての推進」等ですが，２課にまたがって類似した事業を所管していること

により，支援の充実を図ることについて支障が生じている状況があります。

特定妊婦とハイリスク妊婦についてですが，これは境界線のないグレーな状況で

分けて仕事をしています。

乳幼児健康診査と発達相談窓口では，発達の遅れに対する早期支援という点で非

常に関連する事業となっています。

また，健やかな子育ての推進というところではポピュレーションアプローチ，地

域づくり等，類似する事業をお互いで持っているという状況があります。

特定妊婦とハイリスク妊婦においては，具体的に母子保健課がケース会議を必要

と判断しても，その認識に差があるという現状があります。

母子保健課としては，それらの課題を解決したいと考えており，類似事業を一体

化することによってお互いに相談しやすい，切れ目のない支援が実現すると考えて
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おります。そのような組織の在り方について検討すべきと考えており，母子保健課

としては組織やあるべき姿・体制について今年度，課内で議論を深めたところであ

りますので，それを活かして議論していただきたく思っております。

（子育て支援部長）

それ以外について私からお答えしたいと思います。

今母子保健課から回答があった内容も組織が同じ部の中にあっても場所が離れて

いることがあり，それぞれの課で判断の違いがあるというところも児童相談所を設

置する過程で総合した形のものを持って，すぐお互いのことを相談できる体制を持

つことにより判断の違いがなくなってくるのかなと考えております。

旭川市における連携の強みとしては，旭川市だけに限らないかもしれませんが，

市役所内にはお互いの部局に対する排他的な意識は少ないと思っております。人事

異動で色々な部署に行くことが多いので，それぞれの立場が分かります。各々の立

場になったときにどうだったかということを考えながら仕事をしております。

市の組織というのはそのような連携はやりやすいと思っております。ただ，学校

現場にいる教員との連携については，教育委員会以外の部局との接点が少ないのが

課題であり，市独自の児童相談所を作る場合には現場の教員との密な関係を構築し

なければならないと思っております。

人員計画については，児童相談所を設置するという明確なところまではいってお

りませんので，現状具体的な計画までは至っておりません。ただ，令和３年度の予

算に向けて，児童相談所設置の母体となる子ども総合相談センターの心理職等専門

職の人員要求・予算要求は行っているところです。児童相談所を持つ時はもちろん，

そこに至らなかったしても市がもつ児童虐待防止対策には必要になるという考えの

もと，予算・人員要求をしているところです。

当然児童相談所を持つことになれば児童福祉司等の専門職計画を立てていかなけ

ればなりませんので，今後協議してまいります。

里親の基準やリクルートについても正直な話，現状ではまだ手を付けておりませ

ん。今後考え方について道立児童相談所と意見交換しながら在り方の検討を進めて

いかなければと思っております。

児童相談所を設置している他の中核市をどう考えているのかということにつきま

しては，正直に申しますと，全ての市を視察したのは市長だけになります。もちろ

ん様々情報交換はしておりますし，改めて児童相談所設置の具体的な話になります

と市長とも更に詳細を詰めていくことになります。

私個人的な話を申しますと明石市を視察してまいりました。横須賀氏と金沢市に

ついては視察を行った職員から報告を受けていますが，明石市は里親支援はもちろ



19

ん，子ども食堂なども全小学校区に作るなど，地域に根ざした，地域の協力の下子

どもを育て，虐待から守るという思いが伝わりましたし，私自身も地域に根ざした

ものにしたいという気持ちを強く持っています。端的にどこの都市がいいとかどこ

の都市を目指すということはないですが，明石市の取組には感銘を受けました。

御質問への回答はこのくらいにはなってしまいますが，これから今後の流れにつ

いてのお話をさせていただきたいと思います。今日を含めてこれまでの４回を踏ま

えた児童虐待防止対策の方針の骨子を改めて次回第５回懇談会の前に皆様に送付さ

せていただき，５回目の会議の際に御意見を頂きたいと思います。そのような形で

進めさせていただきたいと考えておりますが，今後の進行につきまして皆様御意見

はありますでしょうか。

（松本）

今の中村子育て支援部長からの説明については前向きに設置に向けて進めていき

たいという思いからのご発言と受け止めました。最終的に児童相談所を設置するか

否かということは旭川市が旭川市として判断されることですが，いずれにしてもこ

こまで集まって議論しておりますので，結果がどうであれ旭川市の体制がより充実

していくきっかけにはしていただけるのだろうと思っております。その際に児童相

談所を設置するという観点で資料をまとめるとなると，教育委員会との関係や市の

類似事業をまとめて風通しよくするということなど，大事な論点を挙げておられま

した。あるいは学区というものを考えて地域単位でリソースをどのように配置する

のかという観点もお話で出てきましたので，どのような児童相談所であったらいい

かということだけではなくて，どのような旭川市の体制であればいいのかを５年，

１０年かけて構想を入れていただいて話ができると旭川市全体の財産になるのでは

ないかと思いました。急に大きな絵を描けというのは難しいと重々承知しておりま

すが，そのようなことにつながるような論点を設定してあげると，ここに集まった

方々も発言がしやすいかと思います。進め方というよりは資料をまとめていく時の

土俵の書き方ということで意見を申し上げました。以上です。

（子育て支援部長）

ありがとうございました。他に御意見はございますか。

（澤田）

児童相談所が設置されることで実現される様々な素晴らしいことがあるというこ

とも確認できたのと，それぞれに時間がかかっていくということも理解できました。

その中で質問させていただきました，母子保健課と子ども総合相談センターの重複

やつながりや判断が難しいという点について，児童相談所の専門性が入ればその判

断がスムーズになるという御回答だったと思いますが，母子保健課の方から提案が

ありましたように，その判断をどこが選択するというだけではなく，一体化してい
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くという方向の解決策があり，児童相談所の設置だけが改善点ではないと思いまし

たので，児童相談所がなければ解決できないことはどういうものなのかを今後もっ

と知っていきたいと思いました。

（子育て支援部長）

ありがとうございました。他にございますか。

何かお気づきの点がありましたら早めにおっしゃっていただければ資料等に反映

させていただきます。他になければ本日の会議は終わりたいと思います。本日はど

うもありがとうございました。

【４.事務連絡】

省略

【５.閉会】

省略


