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第１章 基本方針の策定に当たって

１ 基本方針策定の趣旨

全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数は，増加の一途をたどっており，近年，

児童虐待により子どもの命が失われる痛ましい事件が相次いで発生し，深刻な社会問題

となっています。

国においては，平成２８年に児童福祉法等の改正を行い，中核市に加え，特別区におい

て児童相談所の設置が可能となったほか，設置に係る様々な支援措置が講じられるなど，

児童虐待防止対策の強化が進められています。

旭川市では，第８次旭川市総合計画における重点施策の一つとして「妊娠・出産・子育

てに関する支援の充実」を掲げ，これまで，子ども総合相談センターにおいて，家庭児童

相談や発達支援相談を実施するなど，北海道旭川児童相談所をはじめとする関係機関や

地域と連携しながら，子どもと家庭に関わる様々な相談支援の取組を進めるとともに，本

市における児童虐待件数の増加等の状況を踏まえ，北海道旭川児童相談所との人事交流

や，児童相談所を設置する中核市の視察調査を行うなど，市立児童相談所の設置に向けた

検討を進めてまいりました。

その中で，住民に身近な市が児童相談所を設置することにより，きめ細やかで総合的な

支援が図られるなど，設置の意義は大きいと考えたところですが，旭川市議会令和 2年第

1回定例会での議論を踏まえ，令和２年度においては，旭川市児童虐待防止対策に関する

有識者懇談会を開催し，本市における児童虐待防止に向けた取組に係る現状と課題につ

いて，専門的な視点から意見を聴取し，今後の児童虐待防止の取組強化に向けた方針を取

りまとめることとしたところです。

本方針は，住民に身近な相談窓口として，児童虐待の未然防止や早期発見に努めるとと

もに，妊娠期から子育て期までの一貫した総合的な子ども家庭相談支援体制の構築に向

けて，本市の児童虐待防止対策に関する基本的な考え方を示すものです。
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２ 基本方針の位置付け

本方針は，本市の児童虐待防止対策に関する基本的な方向性と方針を示すとともに，

その方向性と方針の実現に向けた取組についての考え方を明らかにしたものです。

今後においては本方針に基づき，児童虐待防止の取組強化を着実に進めるとともに，

市立児童相談所の設置を目指して，具体的な検討を進めてまいります。

なお，本方針に基づく取組の実施に当たっては，本市のまちづくりにおける最上位の

計画である「第８次旭川市総合計画」（平成２８年度～令和９年度）や，本市における

子育て支援施策に係る総合的な計画である「第２期旭川市子ども・子育てプラン」（令

和２年度～令和６年度）と関連することから，これらの計画と連動しながら取組を進め

てまいります。

また，児童福祉法をはじめとする国の児童虐待防止対策に係る法令，指針等のほか，

北海道全体の社会的養育推進計画である「第四期北の大地☆子ども未来づくり北海道

計画」（令和２年度～令和６年度）との整合性を図りながら取組を進めるものとします。

旭川市児童児童虐待防止対策

に関する基本方針

第８次旭川市総合計画

第２期旭川市子ども・子育てプラン

【国】

○児童福祉法

○児童虐待防止法

○児童虐待防止対

策に係る指針等

【北海道】

第四期北の大地☆

子ども未来づくり

北海道計画
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第２章 児童虐待防止及び児童虐待対応の現状と課題

１ 旭川市における児童虐待の現状

⑴ 本市における相談対応状況

本市の家庭児童相談における相談件数は増加傾向にあり，令和元年度は実件数1,041

件，延べ件数 4,438 件となっています。このうち，児童虐待相談は，令和元年度の実

件数が 202 件となっており，同じく増加傾向にあります。

実件数に比べて，延べ件数が増加傾向にありますが，これは相談内容が複雑化・多様

化していることの表れであり，長期にわたり相談支援等の対応を要する事例が増加し

ていることを示しています。

＜家庭児童相談における相談対応件数の推移＞

●実件数

※その他養護：虐待を除く養育困難な児童に関する相談
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●延べ件数

⑵ 児童虐待種類別状況

児童虐待の４つの種類（身体的虐待，性的虐待，心理的虐待，ネグレクト）のう

ち，心理的虐待の割合が最も多く，全体の 62％を占めています。

身体的虐待
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（23%）

性的虐待

2件

（1%）

心理的虐待

124件

（62%）

ネグレクト

29件

（14%）

＜令和元年度の状況＞
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⑶ 児童虐待相談の経路

相談経路としては，児童相談所からが最も多く，次いで保育所，学校，近隣・知人

等の順となっています。

⑷ 北海道旭川児童相談所における児童虐待に関する相談対応状況

（令和元年度版 北海道旭川児童相談所業務概要）

＜相談種別受理状況（平成 30年度）＞

受理件数 2,474 件

障害相談が最も多く，全体の相談件数の 51％を占めており，次いで養護相談が

39％となっています。なお，養護相談のうち虐待相談が，全体の 25％を占めていま

す。

＜令和元年度の状況＞

児童相談所

148件

（73%）

保育所

9件

（5%）

学校

8件

（4%）

近隣・知人

6件

（3%）

その他

31件

（15%）

養護相談

978 件

（39%）

障害相談

1,264 件

（51%）

非行相談

39 件

（2%）

育成相談

188 件

（8%）

その他の相談

5 件

【再掲】

養護相談（虐待相談）

628 件

（25％）
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＜児童虐待処理件数の推移＞

平成 30 年度における児童虐待処理件数は 644 件で，過去最多となっています。ま

た，そのうち旭川市分は平成 26 年度から平成 30年度までの全ての年度において，全

処理件数の 6割以上を占めています。

＜児童虐待相談経路別件数（平成 30 年度）＞

平成 30 年度の虐待相談経路は，警察が 366 件と最も多く，全相談経路の５割以上を

占めています。
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＜児童虐待種類別状況（平成 30 年度）＞

平成 30 年度の虐待の種類別では，心理的虐待が最も多く，全体の約３分の２を占め

ています。

＜児童虐待相談に係る処遇の状況（平成 30年度）＞

平成 30 年度の処遇別では，助言指導が最も多く，576 件となっており，全体の約９

割を占めています。

＜心理診断実施状況（平成 30 年度）＞

平成 30 年度の心理診断件数は 1,305 件で，相談種別では知的障害相談での実施が

494 件で最も多く，次いで発達障害相談の 379 件となっています。

次いで発達障害相談っています。

576

11

12

2

9

5

29

0 100 200 300 400 500 600

助言指導

継続指導

施設入所

福祉事務所送致

児童福祉司指導

里親委託

その他

件

身体的虐待

123件

（19%）

性的虐待

9件

（2%）

心理的虐待

420件

（65%）

ネグレクト

92件

（14%）

1
79

19
152

0
0

170
11

494

379

4
899

20
36

153
0

9
19

15
14

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他
養護相談
非行相談
育成相談

障害相談（肢体不自由）
障害相談（視聴覚障害）

障害相談（言語発達障害等）
障害相談（重症心身障害）

障害相談（知的障害）
障害相談（発達障害）

心理診断実施 心理診断未実施



8

２ 旭川市における児童虐待対応の体制

⑴ 旭川市子ども総合相談センター

ア 設置の目的

子ども及び子育てに関する相談機能の充実を図るとともに，地域における子育て

支援を推進し，もって子どもの健やかな成長に寄与する。

イ 開設

平成２８年４月

ウ 分掌事務

・発達相談及び発達支援に関すること。

・家庭児童相談に関すること。

・特別支援教育に係る相談に関すること。

・子ども及び子育てに係る情報の収集及び提供に関すること。

・子ども及び子育てに係る研修に関すること。

・子ども及び子育てに係る地域支援活動に関すること。

・その他センターに関すること。

エ 所管事業

○児童家庭相談事業

・家庭児童相談 ・要保護児童対策地域協議会（調整機関）

・子ども家庭総合支援拠点

※市の児童虐待通告・相談窓口

○発達支援相談事業

○子育て支援施策

・地域子育て支援拠点事業 ・ファミリーサポートセンター運営事業

・子育て短期支援事業 ・地域子育て活動支援事業

・養育支援訪問事業 ・産後ケア事業 ・産前・産後ヘルパー事業

○子育て世代包括支援センター（一部）

オ 職員体制（令和２年４月１日現在）

職員１０名 会計年度任用職員２４名

・所長（事務職）１名，主幹（保健師）１名，副所長（事務職）１名，事務職２名

・家庭児童相談

事務職２名，保健師１名，

会計年度任用職員 家庭児童相談員８名（うち心理士１名），

保健師１名，スクールソーシャルワーカー2名

・発達支援相談

保育士１名，作業療法士１名

会計年度任用職員 発達支援相談員１０名，心理士３名
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⑵ 旭川市子ども・女性支援ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）

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。

ア 設置

平成１８年２月

イ 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）

ウ 会議

・代表者会議……組織及び運営の全般についての協議

・実務者会議……運営に関する細部についての協議，実績・事例報告，情報提供等

・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

エ 開催状況

⑶ 子ども家庭総合支援拠点

市区町村が，コミュニティを基盤としたソーシャルワークの機能を担い，全ての子

どもとその家庭及び妊産婦等を対象として，その福祉に関し必要な支援に係る業務

全般を行う支援拠点を整備し，運営する。

ア 事業内容

○子ども家庭支援全般に係る業務（実情の把握，情報の提供，相談等への対応，総

合調整）

○要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務（相談・通告の受付，

受理会議（緊急受理会議），調査，アセスメント，支援計画の作成等，支援及び

指導等，児童記録票の作成，支援の終結）

○関係機関との連絡調整（要保護児童対策地域協議会の活用，児童相談所との連

携・協働，他関係機関・地域における各種協議会等との連携）

○その他の必要な支援（一時保護または措置解除後の児童等が安定した生活を継

続していくための支援等）

イ 設置

平成２９年４月（子ども総合相談センターを支援拠点として位置付け）

年度 H27 H28 H29 H30 R1

実務者会議 2 2 2 2 2

ケース検討会 54 49 47 64 64
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ウ 設置形態

中規模型（最低配置人員 子ども家庭支援員３名，心理担当支援員１名，虐待

対応専門員２名）

エ 職員体制

○子ども家庭支援員 正職員２名，会計年度任用職員４名（正職員及び会計年度任

用職員のうち，それぞれ１名は子育て世代包括支援センターと兼務）

○心理担当支援員 会計年度任用職員１名

○虐待対応専門員 正職員１名，会計年度任用職員４名

⑷ 子育て世代包括支援センター

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援のために，子育て世代包括支援セ

ンターに保健師等を配置して，「母子保健サービス」と「子育て支援サービス」を一

体的に提供できるよう，きめ細かな相談支援等を行う。

ア 事業内容

・妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること

・妊娠・出産・育児に関する各種相談に応じ，必要な情報提供・助言・保健指導を

行うこと

・必要に応じ，支援プランを策定すること

・保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと

・母子保健事業

・子育て支援事業

イ 設置

平成２８年４月

（子ども総合相談センターと母子保健課を子育て世代包括支援センターとして

位置付け）

ウ 職員体制

・子ども総合相談センター 正職員１名，会計年度任用職員１名（いずれも保健師）

・母子保健課 正職員１３名（保健師１１名，保育士１名，事務職１名），

会計年度任用職員８名（保健師６名，事務職２名）
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＜関連する主な子育て支援サービス＞

＜妊娠届出者数及び特定妊婦の推移＞

妊娠 出産 産後 育児

母子健康手帳の交付

妊婦健康診査 産婦健康診査 乳幼児健康診査

赤ちゃん訪問事業

産前・産後ヘルパー事業 産後ケア事業

養育支援訪問事業

ファミリーサポートセンター事業

子育て短期支援事業

2,288 2,169 2,038 1,980 
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３ 児童相談所について

⑴ 児童相談所の概要

ア 設置目的

○子どもに関する家庭等からの相談に応じ，子どもが有する問題又は子どもの真の

ニーズ，子どもの置かれた環境等の把握

○個々の子どもや家庭に最も効果的な援助

により子どもの福祉を図るとともにその権利を擁護する。

イ 設置主体

○都道府県，指定都市，児童相談所設置市・特別区（横須賀市・金沢市・明石市・

世田谷区・荒川区・江戸川区）

○全国２２０か所（令和２年７月１日現在）

ウ 役割

○児童に関する家庭その他からの相談のうち，専門的な知識及び技術を必要とする

ものに応ずる。

○市町村間の連絡調整，情報の提供等必要な援助を行う。

エ 業務

○相談（家庭等の養育環境の調査や，専門的診断を踏まえた子どもや家庭に対する援

助決定）

○一時保護（緊急保護，行動観察，短期入所指導）

○措置（在宅指導，児童福祉施設入所措置，里親委託）

○市町村援助（市町村による児童家庭相談への対応について，市町村相互間の連絡調

整等必要な援助）

○民法上の権限（親権者の親権喪失権限の請求，未成年後見人選任及び解任の請求）

オ 職員

○所長，児童福祉司，児童心理司，精神科医等（児童相談所の規模による）

カ 相談の種類と主な内容

○養護相談…保護者の家出，失踪，死亡，入院等による養育困難，虐待，養子縁組等

に関する相談

○保健相談…未熟児，疾患等に関する相談

○障害相談…肢体不自由，視聴覚・言語発達・重症心身・知的障害，自閉症等に関す

る相談

○非行相談…ぐ犯行為，触法行為，問題行動のある子ども等に関する相談

○育成相談…家庭内のしつけ，不登校，進学適性等に関する相談

○その他の相談
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⑵ 北海道旭川児童相談所の概要

ア 管内区域の概要（平成 31 年 3 月末現在 住民基本台帳人口）

○上川総合振興局管内（４市１７町２村）

人口 492,136 人 面積 10,619.20 ㎢

○留萌振興局管内（１市６町１村）

人口 45,246 人 面積 3,445.77 ㎢

○宗谷総合振興局管内（１市８町１村）

人口 63,120 人 面積 4,625.13 ㎢

イ 職員体制（令和２年４月 1日現在）

・所長１名

・地域支援課長１名，相談支援係４名，児童虐待対応協力員１名，児童福祉司（里

親養育支援）１名，児童福祉司（市町村支援）１名，主査（庶務）１名，嘱託弁

護士１名

・子ども支援課長兼主任児童福祉司１名，児童福祉司９名，判定援助係６名，嘱託

医５名，一時保護係４名，保護指導員 16 名，一時保護（虐待通告）対応協力員

６名，主幹兼主任児童福祉司１名，児童福祉司（虐待専掌）３名

・（稚内分室）稚内分室長１名，児童福祉司４名，判定員２名，嘱託医１名，相談

員２名，児童虐待対応協力員１名

⑶ 旭川市と北海道旭川児童相談所との連携

ア 職員相互派遣

○旭川市→北海道旭川児童相談所

・平成２９年度～平成３０年度（２年間） １名

・平成３１年度～令和２年度（２年間） １名

○北海道旭川児童相談所→旭川市

・平成２９年度～平成３０年度（２年間） １名

・平成３１年度～令和２年度（２年間） １名

イ 業務上の連携

・要保護児童対策地域協議会（ケース検討会）への児童相談所職員の出席

・児童相談所職員による要保護児童宅訪問への市職員の同行

・児童相談所に虐待通告等があった児童に関する市保有情報の提供

○合計（６市３１町４村）

人口 600,502 人（推計児童人口 82,749.94 人） 面積 18,690.10 ㎢

※うち旭川市

人口 335,310 人（推計児童人口 45,450.82 人） 面積 747.66 ㎢
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ウ 情報共有

・児童虐待に関し児童相談所と警察が情報共有を行ったリストの提供

エ 研修

・北海道旭川児童相談所の受理援助会議への市職員の出席

・要保護児童対策調整機関担当者研修会（北海道中央児童相談所主催）への参加

・市町村児童相談担当職員受入研修（北海道旭川児童相談所主催）への参加
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４ 旭川市の子ども家庭相談支援における現状と課題

⑴ 旭川市における子ども家庭相談支援体制

ア 相談支援業務における組織的な対応

子ども総合相談センターでは，相談支援の実施に当たり，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

いますが，指導的立場を担う職員も他の業務を抱え，相談員への指導・助言に専念

できる体制となっていないため，各相談員の相談支援の内容を十分把握する方法と

して，児童記録票の相談記録の作成が中心となっており，時間を要している状況に

あります。

また，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

共有できていない状況であり，また，支援の終結の判断をしていない状況です。

イ 専門的人材の確保・育成

子どもと家庭に関わる複雑多様な問題に対応するため，専門的な知識や経験を有

する職員の確保・育成が大きな課題ですが，本市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

には同様です。また，相談員の多くが会計年度任用職員であるため，専門性の蓄積

が進んでいないのが現状です。

ウ 夜間・休日の相談対応

夜間・休日の相談対応については，現在，月曜日と木曜日の午後８時まで夜間相

談を実施していますが，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

いため，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」

を案内しています。

また，電子メールでの相談には対応していますが，ＳＮＳやＩＣＴを活用した相

談には対応できていないことから，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となっています。（令和元年度夜間相談

実績２５件）

エ 子どもの意見を尊重した相談支援

子どもの権利擁護の観点から，虐待通告の際などにおいて，子どもの年齢や発達

の状態に応じ，子どもの権利を最大限尊重した支援を行うためには，子ども本人や

関係者から直接話を聞き，支援につなげていく必要がありますが，子どもの意見を

代弁することが可能な専門的知識や経験を持つ職員の確保・育成ができていないた

め，十分といえない状況にあります。
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オ 要保護児童対策調整機関としての体制

本市においては，子ども総合相談センターが要保護児童対策地域協議会の調整機

関の役割を担っており，職員１名を要保護児童対策調整機関の調整担当者として配

置していますが，専任ではなく，相談業務等の担当も兼ねているため，要保護児童

対策地域協議会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，要保護児童対策地域協議会のより一層の有効活用が求められています。

⑵ 関係機関との連携・情報共有

ア 学校等の関係機関や地域との連携

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

傾向にあることから，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

ら十分理解されていないと言えます。

現在の家庭児童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，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

います。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となってい

ます。

また，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の情報収集経路が確立できていな

い状況にあります。

イ 相談支援の記録・情報管理

児童記録票と受付簿，支援経過の記録はシステムが導入されておらず，対象児童

ごとに紙ベースで管理しています。また，相談記録の内容については，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ますが，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ます。

⑶ 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

ア 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おり，そのうち特定妊婦，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：ハイリスク妊婦４３１件）は母子保健課が担当し

ています。対応の過程で，状況が重篤化してから支援の担当課（担当者）が替わる
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ことにより，子どもや保護者との関係性の構築が難しく，継続した関わりを持つこ

とができず，十分な支援ができない場合があります。

イ 情報共有

各担当部署において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）を個別に把握・管理しているため，複数の関係部署が関わる場合

には，子どもと家庭を適切に支援するための情報を把握し，時系列的に整理するま

でに時間を要しています。

ウ 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，支援につなげています。

エ 未就園児の支援

現在，未就園児に対する支援のアプローチとして，地域子育て支援センターを利

用するなど支援につながっている場合もありますが，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，保護者が育児に不安や悩みを抱えている場合で

あっても，相談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りま

す。

オ 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ます。また，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ます。

その他，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ま

すが，保護者が相談支援を望まない場合には，支援につなぐことが難しいのが現状

です。

⑷ 子育て支援施策の活用による支援

ア 養育支援訪問事業

関係機関等からの情報提供や，母子保健課の妊婦支援事業や乳幼児健診等を通じ

て把握した子育てに不安のある家庭に対し，専門的相談支援と育児家事援助を実施

していますが，３歳から５歳までの未就園児のいる家庭など，公的な支援につなが

っていない児童のいる支援を必要とする家庭を対象とした事業の実施が課題となっ

ています。
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イ 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

いますが，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

ない場合があります。そのため，育児疲れなどにより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ります。

ウ 子どもの預かり

本市の夜間保育実施施設では，夜間保育の基準（午前１１時から午後１０時まで

の１１時間）に加え，さらに延長保育事業を実施し，午前８時から翌日午前１時ま

での受入を行っています。

また，ファミリーサポートセンター事業や一時預かり事業，ひとり親家庭等日常

生活支援事業等において子どもの預かりを行っていますが，夜間保育における基準

を外れる時間帯や，利用要件，実施施設の都合等で利用できない場合があることか

ら，レスパイトや急な用事・仕事などの理由で，子どもを預けられる子育て支援サ

ービスの充実が必要です。

⑸ 要保護児童対策地域協議会の活用

ア 各種会議の開催等

○代表者会議

国の要保護児童対策地域協議会設置・運営指針では，年１～２回程度開催するこ

とを定めていますが，本市においては，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のが現状です。

○実務者会議

本市では，実務者会議を年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ますが，近年の会議においては，出席者から支援

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，構成員からは会議の形

骸化を指摘する声が出ています。

○ケース検討会議

本市においては，ケース検討会議開催の基準を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することとしていますが，関係機関からは開催要請

をしても開催されない場合があるとの指摘を受けています。

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

を見通せていない状況にあります。

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ます。
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イ 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ります。

また，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の

が現状です。

こうしたことから，子ども総合相談センターや要保護児童地域対策協議会の機能

や役割の周知を行うなど，関係機関との連携や情報共有等の重要性について，理解

を得るための取組が必要です。
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第３章 基本方針

１ 基本理念

「虐待から子どもの生命と権利を守るため，地域全体で子どもの未来を支える

総合的な子ども家庭支援体制を構築し，安心して子育てができるまちを目指

します」

平成２８年の児童福祉法等の改正により，子どもが権利の主体であることや，子ど

もの最善の利益が優先されること等が明確化されました。

一方で，近年，全国各地で児童虐待による死亡事案が相次いで発生し，本市におい

ても，児童が虐待により怪我をする等の事案が発生しています。

また，児童虐待は子どもの心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるととも

に，将来の世代の子育てにも懸念を及ぼすものです。

こうしたことを踏まえ，児童虐待の発生を未然に防止するため，子育て支援施策の

充実に図り，支援を必要とする子育て家庭に対し，適切に支援を行うことが重要で

す。

児童福祉法の理念に基づき，全ての子どもの権利尊重し，子どもと家庭に寄り添っ

た支援を行うためには，子育て支援体制や施策の更なる充実を図るとともに，児童虐

待に係る専門的な相談や措置対応を含め，子どもと家庭に関わる全ての事案に対し，

市が一元的に対応可能な組織体制とする必要があることから，市立児童相談所の設置

により，専門的人材の確保・育成と効果的な活用を進め，子育て支援体制の更なる強

化を図ります。

さらに，地域や関係機関との連携強化により，地域社会全体で子どもと家庭を支え

る環境づくりを進め，妊娠・出産から子どもが社会的自立に至るまで，子どもや家庭

にとって切れ目のない一貫した総合的な子ども家庭支援体制の構築を目指します。

２ 基本的方向性と基本方針

⑴ 【方向性１】子育て支援の充実による虐待予防の推進

子育て支援施策の充実により安心して子育てができる環境づくりを進めるととも

に，子どもと家庭に関わる部局が，それぞれの所管する事業等を通じて支援を必要

とする子どもや保護者を早い段階で適切な支援につなげることにより，虐待の発生

予防に取り組みます。
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ア 《基本方針１》関係機関や地域との情報共有・連携の強化

虐待の発生を未然に防止するため，子ども総合相談センターを中核として，日

頃から子どもとの関わりを持つ学校，保育所等のほか，子どもの健康を守る医療

機関，地域で見守り活動を行う団体等，様々な関係機関や地域との間で，互いに

顔の見える関係を構築し，支援を必要とする子どもや家庭に関わる情報共有と連

携の強化を図ります。

イ 《基本方針２》子どもを安心して産み育てることができる子育て支援の充実

子育てに関する様々な負担や不安感の軽減を図るため，妊産婦や乳幼児の健康

支援，子育てに関する経済的支援，各種保育サービスの充実など，子どもを安心

して生み育てることができるよう多様なニーズに対応した子育て支援の充実を図

ります。

また，市が実施する様々な事業等を通じて，子どもや保護者との接点を持ち，

早い段階で適切な支援につなげることができるよう，子どもと家庭に対する相談

支援体制の充実により，虐待防止を図ります。

⑵ 【方向性２】虐待発生時の的確・迅速な対応

虐待事案の重篤化を防ぐため，虐待に関する相談，通告等があった場合に，速や

かに関係機関と情報を共有し，的確な対応ができるよう，子どもと家庭に関わる総

合的な支援が可能な体制を構築します。

そのため，現行の子ども総合相談センターが行う相談支援に加え，一時保護，施

設入所措置等の介入的な対応を一体的に行うことにより，子どもと家庭に対する一

貫した支援が可能となることから，市独自の児童相談所の設置に向けて必要な検討

を行います。

ア 《基本方針３》専門性の強化

虐待等の事案に対し的確・迅速に対応するため，社会福祉士，保健師，心理士

等，子どもと家庭に関わる諸問題に係る専門的な知識や経験を有する人材の確保

や育成により体制の強化を図ります。

イ 《基本方針４》適切な役割分担と連携の強化

市の各部局や関係機関において，虐待等の被害を受けたと思われる子どもや虐

待が疑われる家庭を発見したときは，速やかに子ども総合相談センターに情報提

供を行い，同センターの職員が現地調査を実施した上で，関係機関が相互に連携
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し，適切な役割分担の下で迅速に対応できる体制を構築します。

ウ 《基本方針５》子どもの安全・安心の確保

虐待事案に関わる相談，通告等があった場合，市の職員が直ちに発生現場に出

向き，子どもの状況を確認するとともに，子どもや関係者から直接話を聴くこと

等により，子どもに危険が及ぶおそれがあると判断した場合には，子どもの安全

・安心の確保を最優先に考え，迅速・的確に一時保護や施設入所等の措置対応が

できるよう市立児童相談所の設置に向けた具体的な検討を行う中で，一時保護さ

れた子どもの権利擁護が図られ，安全・安心な環境で過ごせる一時保護所の整備

についても併せて検討します。

⑶ 【方向性３】地域全体で支える子どもの未来

虐待の発生予防，早期発見，児童相談所による一時保護，各種診断，児童養護施

設や里親等による養育，家庭復帰等の一連の過程において，地域の中で子どもと家

庭を継続的に支援することができるよう関係機関等と連携し，地域全体で子どもの

育ちを支える体制を構築します。

ア 《基本方針６》社会的養護体制の強化

虐待の被害を受けた子どもや，様々な事情により実の親による養育を受けるこ

とができない子どもを含め，全ての子どもたちに対し，児童福祉法や「新しい養

育ビジョン」の趣旨を踏まえ，家庭と同様の環境における養育を推進する観点か

ら，生活圏を変えずに必要な支援を行うため，里親制度の普及啓発や里親家庭へ

の支援，児童養護施設の機能拡充など，社会的養護体制の強化を図ります。

イ 《基本方針７》地域における支援の充実

一時保護後の家庭復帰，児童養護施設や里親からの家庭復帰等のケースに係る

子どもと家庭に対し，関係機関や地域との連携により，養育支援訪問などの子育

て支援施策を含めた地域資源を活用しながら，地域全体で支える体制の充実を図

ります。
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第４章 基本方針に基づく取組

１ 《基本方針１》関係機関や地域との情報共有・連携の強化

⑴ 〈取組１〉学校等の関係機関や地域との連携による問題の早期発見

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には，地域の

実情の把握に努め，問題の早期発見を図ることが重要です。

そのため，相談支援に係る地区割の再検討や子ども総合相談センターの職員が学

校等の関係機関への訪問や関係機関への会議への出席等を通じて，同センターや要

保護児童対策地域協議会の役割等，児童虐待防止に関する情報提供や協力要請を行

います。

また，関係機関や地域を対象に，児童虐待防止をテーマとした研修会や出前講座

を開催するなど児童虐待防止の重要性や，問題の早期発見のための関係機関の機能

や役割等について市民に広く理解を得るための取組を進めます。

⑵ 〈取組２〉関係機関との情報共有による迅速な支援

子ども総合相談センター内の情報共有を迅速に行うために，相談記録の作成等に

係る事務処理の効率化や，個人情報の保護を踏まえた関係機関との情報共有を図り

ます。

また，迅速な支援に向けた母子保健，福祉，教育等の関係部局との情報共有の在

り方について具体的な検討を進めるものとします。

さらに，国の要保護児童等に関する情報共有システムの導入により，他市町村や

児童相談所との情報共有や相談支援の進行管理を適切に行います。

２ 《基本方針２》子どもを安心して産み育てることができる子育て支援の

充実

⑴ 〈取組３〉子ども家庭総合支援拠点における相談支援体制の強化

子ども家庭総合支援拠点における相談支援に係る業務の流れを見直し，相談・通

告の受理や支援方針の決定について，組織的な対応を図り，児童虐待等で子どもの

安全を確保するために一時保護や措置等が必要な場合には，児童相談所と連携し，

速やかに対応を行います。

また，指導的な役割を担う職員が相談員に対する指導助言に専念できるよう事務

分担の見直しを行い，相談支援の質の向上を図るとともに，在宅支援アセスメント
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シートの活用や職場内研修における事例検討の実施など，組織全体で相談支援を行

うための体制強化を図ります。

さらに，児童虐待等に係る緊急対応をはじめ，子どもや保護者からの相談対応，

学校や医療機関などの関係機関との連携等の強化及び新型コロナウィルス感染症対

策への対応として，新たにＩＣＴ機器を導入し，オンラインを活用した相談支援や

会議の実施などにより，相談支援体制の更なる強化を図ります。

⑵ 〈取組４〉子育て世代包括支援センターにおける相談支援の充実

母子保健や子育て支援に係る様々な事業の実施等を通じて把握した支援を必要と

する妊産婦や子どもと家庭に関する情報を効果的に活用し，継続的・重層的な支援

を行うための役割分担の再確認や効果的な支援の在り方について具体的な検討を行

います。

また，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体制を強化します。

さらに，精神や社会性の発達に経過観察を要する子どもと保護者に対する幼児健

康相談を拡充し，必要な医療や療育につなげるなど，発達支援の強化を図ります。

⑶ 〈取組５〉子育て支援施策の活用による養育支援の充実

市ではこれまで，妊娠中や出産後における子育て家庭の負担軽減や出産後の母子

の心身のケアなどを行うため，産前・産後ヘルパー事業や産後ケア事業を実施して

きましたが，これらの事業について，さらなる周知を行うなど，安心して子育てが

できる体制の充実を図ります。

また，主に母子保健等の関係部局や関係機関から情報提供のあった子育てに不安

のある家庭に対して，育児・家事の援助や養育に関する助言・指導などを行う養育

支援訪問事業について，未就園児のいる家庭や各種子育て支援サービスの利用のな

い家庭などの養育支援を必要とする家庭への実施に向けた検討を行います。

さらに，保護者の病気や疲労などの理由により，子どもの養育が一時的に困難に

なったときに児童福祉施設において一定期間子どもの預かりを行う子育て短期支援

事業について，ニーズに対応するための受け皿の確保に向けた，具体的な検討を行

います。

３ 《基本方針３》専門性の強化

⑴ 〈取組６〉人材確保・人材育成の在り方に係る全庁的な検討

子どもと家庭に対する相談支援に携わる職員は，子どもと保護者へのケアや虐待に
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係るリスクアセスメントなど高度な専門性が求められることから，中長期な視点に立

った人材確保や人材育成を進める必要があります。

本市においては，職員の人事異動のサイクルはおおむね４年程度であり，また，相

談支援業務の多くを会計年度任用職員が担っている現状にあり，専門性の蓄積が進ん

でいないことから，児童福祉分野をはじめとする社会福祉分野における社会福祉士や

心理士の資格を有する者の配置等，専門性を持つ職員の配置の在り方や長期的な視点

での人材育成の在り方について，全庁的な検討を進めます。

⑵ 〈取組７〉関係職員の相談支援技術向上のための研修の充実

子どもと家庭に対する相談支援に携わる職員には，子どもの発達，家庭病理，法制

度など，様々な専門性が求められることから，北海道が実施する研修や，他機関が実

施するオンライン研修等を活用し，体系的に専門知識を学ぶ機会の充実を図ります。

また，札幌市など他自治体における近年の虐待による死亡事例の検証報告を基に，

本市における対応方法を検討するなど，関係部局や関係機関と連携しながら，相談支

援技術向上のための研修の実施に取り組みます。

４ 《基本方針４》適切な役割分担と連携の強化

⑴ 〈取組８〉要保護児童対策地域協議会の運営方法の改善

虐待を受けている子どもや支援を必要とする家庭の早期発見や適切な支援を行うた

めには，関係機関が情報や考え方を共有し，適切な連携の下で対応することが重要で

あることから，要保護児童対策地域協議会の運営方法の見直しを行います。

代表者会議については，毎年度当初に開催し，関係機関に対し児童虐待防止や要保

護児童等への支援等の方針について協議するとともに，関係機関相互の理解促進，連

携強化を図る機会として，充実を図ります。

実務者会議については，会議の目的の明確化を図るため，会議の開催回数や開催方

法の見直しを行い，登録ケースの進行管理体制や地域における支援体制の強化を図り

ます。

ケース検討会議については，会議の開催基準を明確化し，関係機関と共有すること

で，必要時に適切に開催するとともに，会議の資料や進行方法の見直しを行うなど効

果的な会議の運営により，各関係機関の適切な役割分担と連携強化を図ります。

⑵ 〈取組９〉要保護児童対策調整機関の機能強化

本市においては，子ども総合相談センターが要保護児童対策調整機関の役割を担っ

ており，個別ケースの支援の進行状況の確認や関係機関の調整などを行っているとこ
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ろですが，関係機関の対応を統括し，実効性のある役割を果たすためには，子どもと

家庭の問題に精通した専門的かつ調整能力を発揮できる人材の配置が必要となりま

す。

そのため，実務経験を有する係長職以上の職員を調整担当者として専任で配置し，

要保護児童対策地域協議会の効果的な運営による機能強化を図ります。

５ 《基本方針５》子どもの安全・安心の確保

⑴ 〈取組１０〉市立児童相談所の設置に向けた具体的な検討

本市が実施している虐待の予防や早期発見につながる相談支援に加え，児童相談所

としての権限を有することにより，一時保護や施設入所等の措置を含めた，子どもや

家庭にとって切れ目のない支援を市の責任の下に行うことができます。

また，児童相談所が行う専門的援助と子育て支援，福祉，保健，療育，医療や教育

等の関係部局や関係機関が行う重層的な支援を一元的に行うことが可能となるなど，

市が独自に児童相談所を設置するメリットは大きいことから，設置に向けた具体的な

検討を進めます。

⑵ 〈取組１１〉子どもの特性や学習等に配慮した一時保護の検討

一時保護は，子どもの安全の迅速な確保，適切な保護を行い，子どもの心身の状況

や置かれている環境などを把握するために行われるものであり，子どもの最善の利益

を最優先に考慮する必要があります。

そのため，子どもの特性に配慮しながら，一人一人の子どもの状況に応じた対応を

行うための一時保護の環境整備や職員体制など，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を行います。

また，一時保護中の子どもの学習機会の確保については，教育委員会や学校との連

携による，学習進度等の情報共有や，保護者の連れ去りの危険性がない場合の一時保

護所から学校への通学等，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

行います。

６ 《基本方針６》社会的養護体制の強化

⑴ 〈取組１２〉里親の新規開拓と里親支援の推進の検討

保護者と離れて生活しなければならない子どもの生活環境は，家庭による養育環境

と同様の環境が求められることから，家庭的な環境における養育を実現するために，

地域において子どもの養育を担う里親を新規に開拓する必要があります。
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そのため，市の広報媒体を通じた情報発信や，民生委員児童委員をはじめとする地

域の関係団体等と連携した里親のリクルート活動，市の子育て支援サービスの活用に

よる里親支援など，市民に身近な市が主体となって，地域とともに社会的養護の体制

強化に向けた取組を推進するよう検討を進めます。

７ 《基本方針７》地域における支援の充実

⑴ 〈取組１３〉地域との協働による子どもと家庭に対する在宅支援の充実

児童相談所が施設入所や里親措置等の措置を行った子どもや家庭に対し，子ども総

合相談センターや要保護児童対策地域協議会の構成員など地域の関係機関が連携して

支援を行うことにより，措置期間中から家族再統合や子どもの自立に向けて，継続的

に支援を行うなど，地域との協働による在宅支援の充実を図ります。

また，子ども食堂など子どもの居場所づくりの取組を行う地域の団体等の活動を支

援し，連携を図ることにより，支援を必要とする子どもと家庭の把握に努め，継続的

に支援を行う体制の構築について検討を進めます。

⑵ 〈取組１４〉子どもの社会的自立に向けた支援体制の検討

施設入所等の措置を受けた子どもの就労，就学等の社会的自立に向けた支援につ

いては，これまで児童相談所や児童養護施設等において行われてきました。また本

市においては，児童養護施設の入所児童や里子が高等学校卒業後に進学・就職する

際の支度金を支給するなどの支援を行っていますが，今後において，施設入所等の

措置を解除され，家庭復帰した子どもに係る社会的自立に至るまでの継続的な支援

を行う体制の整備について検討を行います。

また，現行の制度では，原則として社会的養護の対象外となっている１８歳以上

の者に対する社会的自立に向けた支援について検討を行います。
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第５章 市立児童相談所の役割と必要性

１ 市の現状と課題を踏まえた市立児童相談所の役割と必要性

市民に身近な基礎自治体として，子どもの命を守るとともに，地域との協働により，

子どもの年齢と発達の程度に応じてその意見を尊重し，子どもの最善の利益が優先し

て考慮されるよう，子どもと家庭に対する総合的な相談支援体制を構築するため，市が

現在設置している子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の更なる充

実を図るとともに，市立の児童相談所設置を目指します。

⑴ 基本的な考え方

ア 子どもや家庭の視点に立った切れ目のない支援

市がこれまで行ってきた子どもと家庭に対する相談支援を土台として，虐待の未

然防止，早期発見，在宅支援，一時保護や措置，家庭復帰，自立の一連の過程を全

て本市が行うことにより，児童虐待をはじめとする子どもと家庭に関わる様々な問

題に対し，子どもや家庭の視点から切れ目なく支援します。

イ 詳細な情報に基づく迅速・的確な支援

市では，住民基本台帳をはじめ，乳幼児健診，保育所入所その他子育て支援サー

ビスの受給状況など市が管理する情報のほか，要保護児童対策地域協議会の関係機

関から提供される情報や，地域の専門機関や民間の子育て支援団体等に関する情報

など，様々な情報を保有していることから，児童虐待をはじめとする様々な問題に

対し，市はこうした情報を迅速に収集し，有機的に結び付けながら，的確に支援し

ます。

また，市や地域の子育て支援サービス等を熟知していることから，子どもや保護

者への相談支援を行う際に，こうしたサービス等を効果的に活用し，子どもの意見

を聞き，権利を尊重するとともに，保護者のニーズ・状況等に応じた課題解決が図

られるよう丁寧に支援します。

ウ 住民に身近な窓口でのきめ細やかで丁寧な援助

住民に身近な市が一元的に対応することにより，妊娠期からの早期支援，一時保

護における個別対応や学習機会の保障のほか，家庭復帰後の重篤化・再発防止のた

めの継続的な在宅支援など，きめ細やかで切れ目のない支援を行います。
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エ 地域との協働による子どもと家庭の状況に応じた支援

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，医療機関等の関係機関や団体が協働により適切に役割分担する中で，それぞ

れの子どもと家庭の状況に応じた支援を行います。

⑵ 旭川市独自の児童相談所の必要性

ア 一貫した支援体制

市では，子育て支援事業の活用や関係機関の協力等により，子どもと家庭に対す

る継続的な支援を行っていますが，一時保護や施設入所や里親委託等の措置につい

ては，実施主体が児童相談所となるため，その期間中は，これらのケースに対する

市の関わりが希薄になっています。

また，児童相談所の相談ケースのうち，大半は児童相談所による面接指導を受け

て家庭で生活しており，施設入所等の措置対応はごく一部であるという現状にあり

ます。

市が児童相談所としての権限を有することで，一時保護や施設入所等の措置を含

めた一貫した支援方針を立案し，また児童相談所が対応している在宅での相談支援

を含め，相談から在宅支援，一時保護，施設入所等の措置，家庭復帰まで，市が責

任を持ち，子どもや家庭にとって切れ目のない支援を行うことが可能となります。

また，市では子どもと家庭に関する様々な情報を有していることから，子どもと

家庭の状況を迅速にかつ時系列的に把握し，適切な支援を行うことが可能となりま

す。

イ 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

支援を必要とする子どもや家庭は，身体的，精神的，社会的，経済的な要因や，

育児知識や技術の不足，世代間連鎖，地域社会からの孤立，人的サポートの希薄さ

など，様々な要因・背景が複雑に絡み合っていることが多い状況にあり，市では，

このような子どもや家庭に対し，子育て支援サービスの活用や，関係部署・関係機

関との協力によりきめ細やかな支援を行っています。

一方，児童相談所は，専門的な知識や技術を必要とするケースに対する指導や援

助を行っており，児童福祉施設入所や里親委託などの措置権限を持っています。

市民に直接的な関わりを持つ基礎自治体の市が児童相談所機能を担うことで，児

童相談所と関係部署・関係機関との間で，早い段階から情報を共有し，児童相談所

の持つ専門性と，教育，福祉，保健，療育，医療など，市の子育て支援施策や地域

のつながりにより，様々なニーズに対応できる市の強みを生かした重層的な支援を

一元的に行うことが可能となります。
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ウ 一時保護の充実・活用

近年，北海道旭川児童相談所の一時保護児童のうち，６～７割を旭川市の児童が

占めています。北海道旭川児童相談所の一時保護所の定員は２０名ですが，発達障

害や非行の子ども等の入所で個別配慮が必要になる場合，１０人を超えると運営が

難しくなり，年間を通じて受入れに苦慮している現状にあります。

また，北海道旭川児童相談所においては，一時保護中の児童の通学は安全上の課

題により，実施困難のため，基本的には児童の学力に応じた学習を一時保護所の中

で行っていますが，一時保護委託が可能な場合は，通学できるように配慮を行って

います。

安全・安心な環境で一人一人の子どもの状況に応じた対応を行うためには，市が

一時保護所を設置することにより，子どもの特性に配慮した個別処遇や，一時保護

中の子どもの学習機会の充実に取り組むことが可能となります。

エ 社会的養護・自立支援の取組

児童相談所が施設入所や里親委託等の措置を行った児童について，措置期間中に

おいて市が関わることが少ないため，当該児童の状況，家庭環境等を十分把握でき

ていない状況にあります。

また，里親の新規開拓や里親支援については，児童相談所が実施しており，市と

里親との直接的な関わりは少ないのが現状です。

そのため，市が施設入所や里親委託等の措置を行うケースに主体的に関わり，措

置期間中から家族再統合や自立に向け，児童相談所をはじめ，市の関係部署・関係

機関と地域が協力し，一元化された情報を基に，支援を行う必要があります。

また，里親の新規開拓については，市の広報誌，ホームページなどの広報媒体を

通じた情報発信のほか，地域の関係団体と連携した里親のリクルート活動が可能と

なります。また里親にとって身近な市が，基礎自治体の強みである地域とのつなが

りや子育て支援サービス等の活用によってきめ細かくサポートを行う等により，主

体的に社会的養護の充実，支援に取り組むことが可能となります。

オ 人材の育成・確保

市立児童相談所の設置に伴い，児童福祉司や児童心理司をはじめ，医師，弁護士，

保健師などの専門職を配置する必要があることから，市において，こうした専門的人

材を継続的に確保し，長期的な視点で育成していくことが求められます。

そのため，専門職が児童相談所のほか，子育て支援，社会福祉，保健，教育等，子

どもと家庭に関わる専門的な知識や技術を必要とする様々な部局を経験することが

できるよう，専門職を計画的に育成する人事ローテーションを確立することにより，
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DV や児童虐待などにより心的外傷を被った子どものアセスメントや家族再統合等の

専門性の高い相談援助を行うことが可能となるなど，市全体として子育て支援の質

的向上を図ることができます。
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２ 市立児童相談所の設置に向けた課題

⑴ 人材の確保・育成

市立児童相談所において，専門性の高い相談体制と一時保護体制を確立していくた

めには，専門的な技術と経験を有する人材を確保し，継続的に育成していく必要があ

ります。

本市においては，平成２９年度から北海道旭川児童相談所との間で職員の人事交流

を行っていますが，市立児童相談所の設置に当たっては，設置前から児童相談所への

職員派遣や北海道からの派遣職員受入れ，専門職の採用，研修機会の確保など，計画

的に人材確保と人材育成を行う必要があります。また，持続的に専門的人材の育成を

行うためには，長期的な視点に立って，専門職のジョブローテーションを確立するこ

とが重要です。

児童相談所の設置に伴い，配置が必要となる主な職員は次のとおりですが，人員に

ついては，児童福祉法等における配置基準を踏まえた上で，市立児童相談所としての

強みを十分に発揮できるよう体制を整備する必要があります。

⑵ 組織体制

ア 組織

本市が児童相談所を設置する場合において，国の児童相談所運営指針に定める組

〈配置が必要となる主な職種等〉

○所長

○児童福祉司（１６人）

○児童福祉司スーパーバイザー

○児童心理司（８人）

○児童心理司スーパーバイザー

○一時保護所児童指導員

○医師

○保健師

○弁護士

そのほか，里親支援児童福祉司，一時保護所における学習支援のための教員や

虐待事案等における緊急対応のための警察・警察ＯＢ等の配置も考えられます。
※ 括弧内の人数は，配置基準を参考に本市が児童相談所を設置した場合に必要

となる最低配置人数を算出したもの
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織構成については，総務部門，相談・措置部門，判定指導部門，一時保護部門を置

くことが標準とされています。この指針を踏まえた上で，本市がこれまで子ども家

庭総合支援拠点や子育て世代包括支援センターとして実施してきた身近な子どもや

家庭に関する相談支援や虐待予防等の取組の充実を図るとともに，これらの役割と

緊密に連携しながら，中核市が設置する児童相談所のメリットを十分に生かすこと

のできる組織体制を検討する必要があります。

イ 夜間休日の対応

児童相談所に寄せられる相談や通告は，緊急性の高い事案や警察からの身柄付き

通告など，夜間，休日問わず迅速に対応する必要があることから，２４時間３６５

日対応可能な体制を確保しておく必要があります。

ウ 児童相談所設置市が行う事務

市が児童相談所を設置する場合，児童相談所の業務に加え，次の事務について，

市が北海道から移譲を受けて実施することになることから，効率的な事務執行や市

民の利便性などを踏まえた上で対応する体制を検討する必要があります。

〈児童相談所設置に伴い市が行う事務〉

・児童福祉審議会の設置に関する事務

・里親に関する事務

・児童委員に関する事務 ※

・指定療育機関に関する事務 ※

・小児慢性特定疾病の医療の給付に関する事務 ※

・障害児入所給付費の支給等に関する事務

・児童自立生活援助事業に関する事務

・児童福祉施設に関する事務（助産施設，母子生活支援施設及び保育所を除く）

・認可外保育施設に関する事務 ※

・小規模住居型養育事業に関する事務

・障害児通所支援事業に関する事務 ※

・一時預かり事業・病児保育事業に関する事務 ※

・障害福祉サービス等の情報公開に関する事務 ※

・民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに関する事務

・特別児童扶養手当に係る判定事務

・療育手帳に係る判定事務

※は中核市が行う事務として，本市において既に実施している事務
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⑶ 必要な機能と施設整備

ア 児童相談所

子どもや保護者，関係機関が相談しやすい相談窓口とするためには，身近な相談

支援から一時保護や施設入所等の措置などの児童相談所としての権限行使を含む専

門的な指導・援助に至るまで，一元的に対応可能な施設とする必要があります。

そのため，子どもの安心・安全に配慮するとともに，相談に来られる方のプライ

バシーの確保に配慮した施設とする必要があります。

一方，市が児童相談所としての権限を有することで，保護者が子どもを連れてい

かれるなどの悪い印象を抱き，相談しづらくなるおそれがあることから，気軽に相

談することができるよう，明るく温かい雰囲気とするなど，親しみを持てるような

施設とする必要があります。

イ 一時保護所

一時保護所については，必要に応じて設置することとされていますが，子どもの

安心・安全を守る観点から，緊急時等において，市の判断で迅速に対応する必要が

あることや，北海道旭川児童相談所の一時保護所においては，年間を通じて受入れ

に苦慮している現状にあることなどから，受入体制の確保を図るため，市が独自に

一時保護所を整備する必要があります。

また，一時保護所は被虐待児や触法少年，発達障害等の特性のある子どもなど，

様々な背景を抱えた子どもが家庭を離れて生活する施設となることから，入所する

子どものプライバシー保護や安全性に配慮するなど，子どもが安心して安全に過ご

せる環境とする必要があります。

さらに，一時保護においては，子どもの行動観察やアセスメントを行う必要があ

ることから，児童相談所と一時保護所の連携が図りやすい施設整備や人員配置など

について検討が必要となります。

⑷ 財源措置

市が児童相談所を設置する場合，施設整備費だけではなく，設置後の運営費や事業費

について財源確保が必要となります。

また，市が児童相談所を設置することによって，北海道から移管を受ける事務に係る

経費についても財源確保が必要となります。

ア 施設整備費に係る国からの補助等

児童相談所，一時保護所の整備に係る国からの補助等については，次のとおりです。
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イ 運営費に係る国からの補助等

児童相談所の運営費については，地方交付税措置されており，医師や弁護士の配置

に係る経費や，子どもの安全確認等の体制強化のための職員配置等については，国庫

補助の対象となっています。

一時保護所については，運営するための事務費と一時保護した子どもの生活等に

必要な事業費が国庫負担金によりそれぞれ措置されているほか，学習指導協力員や

専門的ケア対応協力員など，きめ細やかに子どもの対応等を行うための補助職員の

配置について，国庫補助の対象となっています。

児童相談所 平成 30 年度から，一般財源化前の国庫補助金相当額（事業費の 1/2）

が施設整備事業債の対象となり，その元利償還金について地方交付税措

置。令和２年度から，残りの地方負担分（事業費の 1/2）についても，財

源調達に一般単独事業債の発行を 90％認め，その元利償還金の 50％につ

いて地方交付税措置。

これにより，72.5％が地方交付税措置。

一時保護所 国庫補助金（次世代育成支援対策施設整備交付金）

・基礎単価 基本分 １人当たり 1,270.6 万円

加算分 １人当たり 11万円（初度設備相当加算）

１人当たり 279 万円（個室化・ユニット化等）

・補助率 国 1/2

運営費 補助職員経費

児童相談所 児童相談所の体制強化を図る

ため，交付税措置において，令和

元年度は前年度より児童福祉司

16 名分，児童心理司 4名分（標準

団体ベース）が増員され，児童虐

待相談対応件数に応じた補正が

新設。令和２年度は，児童福祉司

５名分，児童心理司２名分（標準

団体ベース）の増員。

国庫補助金（児童虐待・DV 対策等支

援事業費補助金）

・補助率 国 1/2

一時保護所 国庫負担金（児童入所施設措置費

等国庫負担金）

・負担率 国 1/2

国庫補助金（児童虐待・DV 対策等支

援事業費補助金）

・補助率 国 1/2
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本市が児童相談所を設置する場合，概算で８億円から９億円程度の運営費が必要と

なるものと見込まれます。国庫補助金等の特定財源を３億円程度と見込んだ場合，一般

財源は５億円から６億円程度必要となります。このうち，４億円程度が地方交付税で措

置されると見込まれるため，市の実質負担は１億円から２億円程度必要となるものと

想定しています。

施設整備費や運営費については，令和元年の児童福祉法等の改正により，中核市等が

児童相談所を設置できるよう，国は支援等の措置を講じることとされるなど，財政支援

の拡充が図られてきていますが，引き続き国等に対して新たな支援の要望を行うなど，

さらなる財源措置の充実を求める必要があります。


