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旭川市児童虐待防止対策に関する有識者懇談会

第５回会議録

【日 時】 令和３年１月１２日（火） １８時３０分から１９時５０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，小山和利，坂田葉子，澤田いずみ，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４人，報道２人）

【当日資料】

・配付資料一覧表

・会議次第

・参加者名簿

・座席表

・旭川市児童虐待防止対策に関する基本方針の策定に係る検討について

・旭川市児童虐待防止対策に関する基本方針【体系図】

・旭川市児童虐待防止対策に関する基本方針（骨子案）

【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）

本日は，事前にお示ししております旭川市児童虐待防止対策に関する基本方針の

骨子案につきまして，様々な意見を頂きたいと思います。その後，頂いた御意見を

反映させ，改めて参加者の皆様にお示しし，「骨子案」から「案」にさせていただい

た上で，必要な関係機関等へ意見を頂くような流れで考えております。

この骨子案でお示ししている中身につきまして，現在令和３年度に向けて予算要

求をしている内容もあります。現時点で要求どおりになるかどうかの判断はまだな

されていませんが，令和３年度からできる部分については進めているところであり

ます。この基本方針を作り上げた後，議会の意見等を頂きながら最終的には市長が

市立の児童相談所を作るかどうかの判断をするという形で取組を進めてまいります。

それでは本日の議題であり，事前にお配りしております旭川市児童虐待防止対策

に関する基本方針の骨子案につきまして，参加者の皆様から御意見を頂きたいと思

います。

まずはリモート参加の方からお伺いしたいと思います。松本先生よろしくお願い

いたします。

（松本）

確認ですが，ここの場では，旭川市が子ども・子育て審議会に出される基本方針

の原案作成のお手伝いをするという位置付けでよろしいのでしょうか。

（子育て支援部長）

そうです。

（松本）

子ども・子育て審議会へ市として出す案のとりまとめのお手伝いをしているとい

う立場での発言ということですね。

（子育て支援部長）

はい。お願いいたします。

（松本）

１章，２章については現状でありますので，本題は３章の基本方針のところの基

本理念なのですが，虐待から子どもの生命と権利を守り，地域全体で子どもの未来

を支えます。ということはそうなのですが，「地域で」というときに，親あるいは家

族が安心して子育てができる，子育てを支えるということも大きな理念なんだろう

と思います。子どもの権利を守ることと，親が安心して子育てできるような街を目

指す。この２つは相互に関係するものなので，表現は別として，子育て中の親の支

援，あるいは家族の支援，安心して子育てができるまちづくりについて盛り込まれ

てはいかがかと思いました。子育て支援施策が基礎自治体の大きな仕事であり，本
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来業務の１つであるので，そことも関わることではないかと思います。

方向性のところも発生予防というだけではなく，安心して子育てができる，安心

して相談ができるというところが大きな方向性になるのではないかと。それらを言

い換えると発生予防ということになるのかもしれませんが，言葉としてやわらかい

表現にしていく方が，市民全体としてコミットできるような余地が出てくると思い

ます。虐待予防というとどうしても一人一人の市民が自分の問題としてどうコミッ

トできるかという観点から一歩引けてしまうような気がします。これが１つ目です。

２つ目は，５章に児童相談所の設置について章を立てて論じておられます。その

前にも方向性２の「虐待発生時の的確・迅速な対応」で市独自の児童相談所の設置

に向けて必要な検討をするとありますが，そのあと実際の取組でいうと，基本方針

５「子どもの安全・安心の確保」のところに各論という形で児相設置の取組を論じ

ております。子どもの安全・安心の確保に焦点化されたところに児童相談所の案件

が位置づけられています。基本方針として全市的な取組をする，全市で一体化した

取組・機構の構築をするということが大きくあって，その中に児童相談所の話が入

るという立て付け，構成の仕方の方がしっくりくるのではないかと思います。とい

うのは児童相談所の設置というのは機能面でいいことがあるという整理だと思いま

すが，大きいのは児童相談所を持つことで市の中できちんと専門職を育てる，専門

職集団を持っていくのだという，市全体の専門性が上がるということが大きい。そ

れは市の他の部署とも大きく関わってくることだと思います。これだけの人数を持

たなければならないという負荷の側面で人材の話が書かれておりますが，中期的に

みると専門職集団を市の中で持つことで，市全体の子育て支援のレベルが上がるの

だという側面はあると思います。各論の１つの中に入るというよりは全市的な取組

を進めるという中に児童相談所が必要だと最初に位置付けて，それは子どもの安

全・安心の確保というところだけではなくて，他のところにも関わってくるという

観点が必要ではないかと思います。急に５章のところで児童相談所の話だけが出て

くるので。

方針策定の前段の背景として，児童相談所の設置検討を進めたけれども，もう少

し全体的な検討をしてからと議会で言われたことからこの方針を出すという前書き

なので，各論のところに最初に入れてしまうと後の記述が苦しくなるのではと感じ

ました。

最後ですが，６章の位置付けがよくわかりません。児童相談所を設置して全体的

な取組を進めたらこのようなことももう少し検討をしたいと読めるのですが，もう

少し最初に目指すべき理念，全体像の中に入っていくものなのかなと思います。全

体の構成として，現状から入って児童相談所が大きく関わるだろうというところで

児童相談所の設置検討について考えたいという作りですが，むしろそれをひっくり
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返して，全体的にこのような像を目指したいと，その中で児童相談所というものは

このように位置づいて，全体を活性化する機能もあるのだという構成の方がわかり

やすのではないかと思います。以上です。

（子育て支援部長）

ありがとうございます。続きまして坂田先生お願いします。

（小山）

大きな話と細かな話が混在すると思いますが，気がついたところを話していきた

いと思います。２０ページに記載されている虐待発生の一次予防の対象は市民全体

だと思います。発生予防のための一次予防は健全な子育て支援の提供と，市民全体

を巻き込んだ啓発活動を通じて市全体の子育て機運を高めていくということがこの

理念の中に入ってもらえればよりいいのかなと思います。

２２ページの「社会的養護体制の強化」については，児童の福祉のためにより充

実しなければならないと思いますが，今後の社会的養護を考えると，いろいろなニ

ーズがあると思います。週２日であればここで見ますという多様な支援の組み合わ

せで柔軟な機能を有した社会的養護体制を打ち出していけばいいのかなと思います。

２３ページの基本方針２「予防につながる相談支援に重点を置いた体制の充実」

のところで，虐待対応は場合によって厳格な対処をしなければならないときがあり

ます。組織と手続はより強固で厳密な方法を使ってでも対処しなければならない事

態の想定が必要だと思いますので，その辺りも加えてもらえればいいかなと思いま

す。

２９ページ（２）「旭川市独自の児童相談所の必要性」のところで，なぜ児童相談

所が必要なのかというところが，一貫した支援体制ということでくくられておりま

すが，一貫してかつ連続して，そして時間ロスや情報収集のロスがかからずに判断

できるということ，いろいろなニーズにきめ細かく答えられることから市独自の支

援体制が児童相談所を作ることによってできるのだという話でいいのかなと思いま

す。

３０ページ社会的養護の里親のサポートについては，里親の場合組織ではないの

で，より慣れ親しんだ組織との関係性や個人的な付き合いが必要となってくる社会

的養護の１つなので，そこも個人に近い基礎自治体が児童相談所をもつことのメリ

ットかなと思いました。

全体的には必要性が網羅されていると思います。費用の面も挙げられていますが，

道北の一地方都市が児童相談所を抱えるとすれば，職員人数含めて出費は大掛かり

になるのではないかと思います。その中でなぜ児童相談所が必要か，道北の地方都

市が発展するために，まちづくりのために児童福祉が必要で重点を置いておかなけ

ればならないという，迫力ある文章にまとめていただければよりいいのかなと思い
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ます。

（子育て支援部長）

ありがとうございます。次に澤田先生お願いします。

（澤田）

大きくは３点あります。子育て支援全般についての提言は松本先生と小山先生か

らあったとおりですが，私は２０ページの基本理念に１点入れていただききたいも

のがあります。それは連鎖予防の視点です。ここには，けがをする事案や死亡事案

が相次いで発生していると記載されています。虐待は命を落とす不利益が表に見え

ますが，虐待の経験は生涯にわたる生きにくさにつながり、次世代の子育てにも影

響していくという点，あるいは権利だけではなくて，子どもがその後生きにくい人

生を歩むというところを是非盛り込んでいただきたいと思います。

親御さん自身も連鎖の問題を抱えて，ただの普通の子育て支援ではない支援が必

要になってきています。是非，虐待の問題として命を落とすだけではなく，精神面

や生涯にわたって生きにくさが残るということを入れていただきたいと思いました。

関連して，心理面，社会面への影響が専門性を必要とするところだと思いますの

で，そこももう少し盛り込んでいただければと思います。１つは関係機関との連携

のところで，夫婦間暴力，DV 支援関連とのつながりです。４ページの児童虐待の

種類別状況では，６２％が心理的虐待になっているので，旭川においても DV 目撃
が半数以上を占めているだろうと考えられます。そのような子どもへの直接危害で

はない，家族病理について踏み込んでいく手段を持っていく必要があると思います

ので，DV の問題も盛り込んでいただきたいと思います。
関連して２６ページ基本方針５の子どもの安全・安心の確保のところも，一時保

護することで安心するだけではなくて，背負っているトラウマの問題，将来にわた

ってどれくらい子どもの対処力や認知が影響を被っているのかというアセスメント，

あるいは家族がそのような問題を抱えているというアセスメント，それに応じた介

入には非常に専門性の高いものが求められますので，児童相談所設置の理由として

非常に高度な家族アセスメントと介入スキルが求められるところを児童相談所の設

置理由と児童相談所の機能に盛り込んでいただければと思います。それが DV や子
どものトラウマの問題など複雑な家族問題を抱えた人たちにどのように介入してい

くかというところだと思いますし，子育て支援全般にも言えることだと思います。

２７ページの上に家族再統合や子どもの自立に向けてという一文がありますが，

これも今言ったような背景に関わっているものなので，ここへの専門性を児童相談

所がきちんとつけていくのだということを盛り込んでいただきたいと思いました。

以上です。

（子育て支援部長）
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ありがとうございます。次に鈴木先生お願いいたします。

（鈴木）

２０ページの基本方針，基本理念の話については，松本先生と同じ見解です。個

別の話では，取組６の人材確保・人材育成の在り方に係る全庁的な検討の中にある，

２５ページの３行目のところです。ここの表現が「全庁的な検討を進めます」とい

う程度になっていますが，他の関係とのトーンといいますか，例えば取組４では１

０か月健診を新たにやっていきますと記載があったり，取組７でも北海道が実施す

る研修や他機関が実施するものや札幌の死亡検証を基とした対応方法の検討など，

具体的に一歩踏み込んで書かれています。それに比べると旭川市でできる人材育成

や人材確保が何も書かれていない。全庁的に検討するという程度になっているので，

他であるように例示などをして一言踏み込んで書いて欲しいと思います。このまま

では議会答弁ではないですけど，抽象的といいますか，もう少し「ここをやる」と

いうことが書き込まれている必要があると思います。特に人材確保・育成に関わる

重要な項目なので。

２５ページ取組８の最後の段落にある，ケース検討会議については要請があった

場合には「速やかに開催」というところでは，わざと一ランク下げて記載している

のでしょうか。私は元法務担当として「速やかに」と「直ちに」は明確に使い分け

て書いていました。他機関からの提案権といいますか，「そこから要対協の要請があ

ったら必ずやるんです」というなことが必要な取組ではないかと思いますし，それ

は私が過去の死亡事例の検証委員をやっていた中でも話させてもらっています。こ

こを「直ちに」ではなくて「速やかに」という表現にランクを落としてのは何か理

由があるのかなと。私としては直ちにやると，関係機関から要請があったらすぐに

始めますと，そこは踏み込んでこの方針に記載できることではないかなと思ってい

ます。

２５ページの取組９の要対協の調整担当者を専任で配置するというところは，前

向きに一歩踏み込んで書かれているのでいいのかなと思いますが，その前の実務経

験の豊富な職員というのがどの程度を指しているのかというのが気になります。私

としては，一定の権限をその職員に持たせるというところまでは踏み込んで記載し

てもいいのではないかと思います。

２６ページの取組１０では，切れ目のない支援という言葉がずっと使われていま

すが，誰にとって切れ目のない支援なのか。行政側にとって切れ目がないのではな

く，「子どもの観点から」「子どもの視点から」という文言を足して，子どもの立場

に立った上での切れ目のない支援という形のフレーズが必要ではないかと思います。

２６ページの取組１１の２段落目，子どもの安全・安心の確保が可能な一時保護

の在り方について検討というところもすごく抽象的ですので，他の事例を参考にし
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た踏み込んだ一言があってもいいのかなと思います。

また，その下の教育委員会と連携し，学習支援の充実が図られるよう体制整備に

ついての検討を行うとは具体的にどういうことなのかと。もう少し今の旭川にでき

ることを書き込めるのではないかと思います。他の児童相談所の設置に関わった都

市ではもう少し踏み込んで書かれていました。

取組１２も同じことですが，３行目に里親を新規に開拓する必要があると記載さ

れていますが，そのためにどうあるべきか，というところがもう少しあってもいい

のかなと思います。

取組１３では，子ども食堂など子どもの居場所づくりの取組を行う団体との連携

とだけ書いてありますが，連携だけではなく，このような民間へのバックアップ・

支援もしていくと充実させることができると思います。連携だけではなくて，応援，

支援するという記述があってもいいのかなと思います。

取組１４では原則として社会的養護の対象外となっている１８歳以上の者に対す

る自立に向けた支援では何を考えているのかなと。検討を行うという記述だけでは

何がどうなるのか，方向性・取組ではなく，抽象論になっているので，ここについ

てももう少し具体的なことが書けるのではないかなと思います。

第５章の市立児童相談所の役割と必要性のところで，（１）アの切れ目のない支援

については先ほどと同じで，切れ目のない支援は子どもの視点からみてという文言

を追加が必要ではないかと思います。

２９ページの（２）ア一貫した支援体制ができるようになるとありますが，最後

の文末が可能となりますと書かれています。イの文末では重層的な支援を一元的に

行うことが可能となりますと記載されています。これらは分かりますが，ウとエの

分割では「取り組む必要があります」と記載されていて，児童相談所の必要性，こ

うなるから児童相談所が必要という項目で，文末が「何かをしなければならない」

となるのがよくわかりません。「設置することによってこれができるようになりま

す」という表現が，必要性のところの統一的な書き方になるのかなと思います。

エの社会的養護に関係しては，里親の支援や里親を開拓していくというところが，

すこし離れた児童相談所よりも，民生委員などと関わっている市町村こそが得意な

分野になっており，そこが児童相談所設置へのつなぎができるのでないかと思いま

す。

最後にオとして独自の児童相談所の必要性に加えられるとすれば，人事異動や人

事育成・人事交流が一貫してできる。これは私が全国を調査した中で，児童相談所

を設置している政令市などから聞き取りをすると，市町村本来の役割を担ってきた

職員を児童相談所に回したり，逆に児童相談所の職員を市町村の役割を担う部署に

持ってきてローテーションをかけたり，バランスを取りながら育成・確保ができる。
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それがメリットであり，市立児童相談所の必要性の中に書き込めるのかなと思いま

す。

最後に，３６，３７ページがとってつけたように入ってきて少し違和感がありま

す。それまで充実した内容が書かれていて，その一部だけが最後にまた記載されて

いて，ここの表現はもう少し工夫が必要ではないかと思いました。

（子育て支援部長）

ありがとうございます。リモート参加の先生は以上となりますので，次に松ヶ瀬

先生お願いします。

（松ヶ瀬）

細かなところは他の先生がおっしゃってくださったので，敢えて言いませんが，

この内容が最終回に出てきてまとめるということであれば，段取りとしてどうなの

かなという疑問はあります。できれば初回か２回目くらいに出していただき，何回

かかけて議論を深めることができればよかったと思っています。内容として書かれ

ていることはそれはそのとおりだと思いますが，これを踏まえて今後どうするのか

というところが大事ですのでこれから頑張っていただきたいなと思います。

（子育て支援部長）

ありがとうございました。次に坂田先生お願いいたします。

（坂田）

一通りこの資料を読ませていただきました。１５ページの４旭川市の子ども家庭

相談支援における現状と課題というところで，今現在旭川市が行っている支援で足

りない部分を本当にきれいに出してくださったと思います。我々が足りないと感じ

ているところも掘り起こしていただき，足りない部分が分かっていると次のステッ

プに進んでいくときにとても楽だなと，現状と課題を見て感じました。

次の基本的な取組というところを拝見しましたが，市立の児童相談所の基本の骨

組みとなるのは子ども総合相談センターだと思います。これを見るとあまりにも子

ども総合相談センターの職員が学校に出て，地域に出てアピールして，中の情報統

制を行って，様々な体制を強化すると。至る所で子ども総合相談センターの職員が

関わるのだと出てきていますが，これを全て抱えていくとなかなかその先に進めな

いのではないかと危惧しております。もう少しみんなで手伝えるところは手伝い，

市全体の児童相談所として考えていった方が，うまく進んで行くのではないかと感

じました。

例えば，２４ページの取組５「子育て支援施策の活用による養育支援の充実」で

は産科を取り扱う病院やクリニックは非常に少なくなっていますが，そこの助産師

や保健師さんに役割を分担していただくことも可能だと思いますし，先ほど話にあ

りました里親の話でも，民生委員の方たちは知識を持っている方ですので，そのよ
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うな方に手伝っていただくなどされた方が市全体で作る児童相談所という形となっ

ていいのではないかと思いました。

児童相談所になると，事務的な作業が非常に増えるのだとこの資料で初めてわか

りましたが，それらも子ども総合相談センターの職員がやならければならないよう

な職務になってくるのだとしたら，専門職ではない一般事務の市職員の方がずっと

慣れていると思いますので，うまく人材派遣，人事異動していただきながら，市全

体で円滑にやっていった方がいいのではないかと感じました。

２４ページの取組４のところに１０か月健診の実施が書かれていますが，果たし

て１０か月健診だけでいいのだろうかと感じます。１０か月健診というのは子ども

が初めて立って著しく成長する時期であり，１０か月の子どもを見る段階で，親子

関係を見るのはとてもいいことだと言われていますが，ではその子の発達がどうな

っているのかはやはり就学前の５歳児健診などで診なければ分からないと思います。

未就学児の発育を診るためには５歳児健診が必要なのではないかと思いますので，

それについても考えていただければと思いました。

全体的な流れの中で，子ども総合相談センターと母子保健課の関係・役割がどの

ようになっているのかあまり資料では読めませんので，両課の役割について整理し

ていただいた方が，我々も受け入れやすいと思います。

（子育て支援部長）

坂田先生ありがとうございました。皆様ありがとうございました。今様々な視点

から意見を頂きました。児童相談所の必要性で方針の組み立てという大きな視点か

らや，市の姿勢にも関わる表現の仕方，あるいは会議自体の進め方にについての御

意見も頂きました。進め方については我々としても試行錯誤でやっているところも

ありまして，皆様に御迷惑をおかけし申し訳ないと思っております。

今頂きました意見につきまして全て取り入れることができるかは難しいところも

ありますが，意見を踏まえた上で骨子案の整理をさせていただきたく思っておりま

す。整理したものは参加者の皆様に再度送らせていただき，さらなる御意見があり

ましたら最終修正をします。

そのような進め方をしていきたいと考えておりますが，今他の先生の意見を聞い

た上で，あるいは今後の進め方等について御意見・要望等ありましたらお伺いした

いと思いますがいかがでしょうか。

（松本）

皆様の御意見を伺いながら，それぞれ本当にごもっともだなと感じておりました。

他の方からもありましたが，もう少し理念のところに子育て支援の部分を強調した

らどうかという話があったかと思います。そのときにこの基本方針に基づく取組を

みますと，２０ページの基本方針２の「予防につながる相談支援に重点を置いた体
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制の充実」とあります。相談支援はとても大事だと思いますが，相談だけではなく

て，支援のリソース，どういう手当を用意していくかということが基礎自治体の重

要な役割のような気がします。相談をする窓口なり相談の部分を中心に書かれてい

ると思いますが，もう少し具体的な支援の手当があればと。２４ページの取組５に

もあるのですが，個別事業だけではなくて，基礎自治体が所管しているところでい

うと大きなところは母子保健と保育だと思います。そのあたりをどのように位置付

けるかということを記載された方が，自治体が作る計画としては具体性が出ていい

のではないかと思いました。これは意見であります。

（子育て支援部長）

ありがとうございました。今の御意見を踏まえて見直しをしていきたいと思いま

す。そのほかに御意見があるかたいらっしゃいますか。

（鈴木）

新型コロナウイルスがありますので，今計画を作るのであれば，それに基づく記

述を付加する必要があるのではないかと思いました。例えば，単純に予定されてい

た要対協を中止・延期にするというのではなく，今回の会議のようなリモートでの

会議の在り方や相談などを進めていくといった対策もあると思います。子どもによ

ってはこのようなリモートが嫌な子もいるでしょうし，逆にリモートだから安心し

て話せるという子がいることも，これまで私が行った調査では聞きました。一時保

護所であれば一時保護所の中の感染対策について，そこは難しい課題ではあります

けれど，今のご時世そのようなコロナ禍における考え方の整理や対策について言及

する必要があるのではないかなと思います。

（子育て支援部長）

ありがとうございます。その他ありますでしょうか。

（松本）

質問よろしいですか。今の鈴木先生のご発言に関わって，仮にオンラインでの会

議をせざるを得ないときに，一番問題なのがセキュリティだと思います。旭川市の

中でそのようなセキュリティが確保された形での会議システムは整備されていると

考えてよろしいのでしょうか。

（子育て支援部主幹）

現状の市のネットワークについてはそれ相応のセキュリティが確保されておりま

すが，オンライン会議を行うことを想定した場面，例えば ZOOM などのオンライン
サービスの使用に関わるセキュリティがどうかというところまでは検証ができてい

ないのが現状ですので，改めて確認，対応が必要になると思われます。

（松本）

それをこの方針に入れ込むかは別にして，検討されると良いと思います。それと，
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システム上のセキュリティではなく，会議室の場所のセキュリティです。例えば外

部の人も含めて会議する場合，それを行う会議室にはきちんと秘密が守られるよう

な設備なのかという問題がありますので，別途旭川市の中にセキュリティが確保さ

れている，ネット環境を整備されている場所がいくつか用意され，そこで会議が行

われるという必要があると思います。システムのセキュリティを整えても，場所の

セキュリティがネックになっているということも見聞きしますので，場所も含めて

検討されるとよろし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す。要対協などをコロナ禍でどのような開催をしていくかと

いうことについて，我々はどうしてもシステム的なセキュリティには目が向きます

が，場所のセキュリティということについては我々も視点として欠けていたところ

がありました。参考にさせていただきます。ありがとうございました。それ以外に

ありますか。

（坂田）

要望ですが，児童相談所を設置するという方向に進んだ場合，今の段階ではまだ

基本的な中身が全然定まっていないと思います。そっちの方の充実も早急に考えて

いただいて，いつでも児童相談所の設置に持って行けるようにしていただかないと，

実際には全然前に進まないと思いますので，いつ児童相談所の形になってもいいよ

うな準備だけはずっとしておいていただきたいというのが一般診療科医からのお願

いです。

（子育て支援部長）

はい。御意見として承ります。市のシステム，行政的な流れで言いますと，今市

長としては児童相談所の設置する考えを持っていますが，議会としては，反対では

ないのですが，疑問点や設置の前段で児童虐待防止対策として市ができるところは

どのようなことがあるのかを精査した上で，最終的に市として児童相談所が必要な

のかどうかを議会として判断したいということです。坂田先生がおっしゃるように，

もちろん準備は進めていかなければなりませんが，そういった過程を踏まえた上で，

手順を踏まなければならないということは御理解いただければと思います。

（坂田）

児童相談所は設置できればいいと思いますが，できなくても旭川市の子どもたち

を虐待から守っていかなくてはなりませんので，児童相談所を設置するからシステ

ムを作るのではなく，システムが構築されて，それが児童相談所につながっていく

という形をとらなければならないと思いますので，基本となる虐待防止の土台はし

っかり固めていただきたいと思います。

（子育て支援部長）
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ありがとうございます。議会等の意見も児童相談所の設置に向かうに当たって，

まずは市ができることの整理をすべきであり，その上で設置の判断がなされるもの

であるということでした。坂田先生が今おっしゃったように児童相談所を作る作ら

ないに関わらず，旭川市の子どもを虐待から守っていくことはやらければならない

ことで，それが我々の使命であると考えておりますので，今現在市ができる取組は

しっかりと進めていきたいと考えております。

（坂田）

よろしくお願いします。

（子育て支援部長）

その他御意見はございますか。

皆様本当にありがとうございました。今後の進め方になりますが，本日頂いた御

意見につきましては骨子案に取り入れ，再整理した上で改めて皆様に送付させてい

ただきます。場合によって現状では難しいものもあるかと思いますが，それがなぜ

難しいのかもお示ししながら骨子案の修正作業をさせていただきたいと思います。

最終的な修正案作成に当たり，改めて指摘したい事項や新たな視点が出てきた際

には，随時お伝えいただければそういったものも踏まえた修正案を作成したいと考

えております。

そのようにして作成した「基本方針案」を子ども・子育て審議会や議会に示し，

最終的な基本方針の確定をしていきたいと思います。

そうした過程を踏まえ，改めて児童相談所の必要性を議会で判断していただくこ

とになります。

本会議を進めるに当たっては，当初はそれぞれの先生のところへお伺いして会議

の趣旨説明等をすべきと考えておりました。これは言い訳になってしまいますが，

コロナ禍の影響で身動きがとれず事前に丁寧なご説明ができなかったこと，また，

会議自体も遠方の方はリモートでの参加となりご迷惑をおかけしたことを申し訳な

く思っております。

皆様の御意見を踏まえた上でこの基本方針を策定し，旭川市の児童が虐待から守

られる，そして今日ご指摘がありましたとおり，その前提には安心して子育てがで

きる環境があるということを踏まえ，旭川の子どもたちを守るという強い意志のも

と取組を進めていきたいと思います。これまで５回にわたって会議に御参加いただ

き，貴重な御意見を頂きましたことを改めて感謝申し上げます。ありがとうござい

ました。

【４.閉会】

省略


