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旭川市児童虐待防止対策に関する基本方針

策定専門部会 第２回会議録

【日 時】 令和３年１月２７日（水） １８時３０分から２０時２０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】 （委 員）赤坂秀彦，石ヶ森孝順，佐藤貴虎，宮﨑啓，宮嶋睦子

（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】１人（一般１人，報道０人）

【当日資料】

・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（素案）【体系図】

・旭川市児童虐待防止対策に関する基本方針（素案）

【１.開会】

省略

【２.議題】

（委員）

それでは児童虐待防止対策に関する基本方針（素案）の審議を行う。前回の会議

では第２章１９ページまで，一応の審議を終えたが，今の時点で付け足し等あるか。

（委員）

前回質問した相談窓口の件で，虐待の現状から虐待対応の体制のところで，入口



2

は虐待ということで入っており，虐待のデータが示されているが，体系の中では児

童家庭相談や要保護児童対策地域協議会の中で要支援児童や要保護児童というワー

ドが出てきている。要保護児童の一部に児童虐待を受けた子どもが入るが，要保護

児童にはもっと広い領域がある。まさにそこの狭間にある子どもが児童相談所や市

の関係機関でお互いにクロスオーバーし合って支援していく対象である。そう考え

ると要保護児童や要支援児童の相談を，もう少し明確にした方がつながりが出る。

支援次第では虐待になるし，支援によって軽減されると要保護から要支援にレベル

ダウンされる可能性がある子どもたちがいるということを前提に置けば，後々の支

援のつながりが出てくるのではないかと。そこが一番苦労しているところだと思う

ので，そこを示した方がいいと感じた。

もう１点，相談の窓口でモヤモヤしていたところがあった。市の課題の１６ペー

ジから１７ページにかけてのウやオに関係するところで，本当に相談者が全部来て

いるのかの話である。困り感を持っていると思われる人が，自分自身で困り感を実

感しているかという問題がある。周りからみて相談支援のニーズがあると把握して

おくことが大事ではないかと。

ウでは現状で書かれているが，やはりここにも課題があるのではないかと。１０

か月健診の設定は潜在する相談ニーズを把握するために必要だという考えだと思う

が，相談ニーズの把握，発掘が十分にはなされていない，手厚くする必要があると

いう記載があった方がいい感じており，そうすることでつながりも良くなるのでは

ないか。

（委員）

要保護，要支援のところ，児童相談所の中でも育成相談で虐待相談なのか育成相

談なのかの線引きが難しいところもあるかと思うが，それと同じような難しさが市

の窓口にもあるのかなと思う。御指摘のとおりそこはクリアにしておくべきだとし

ている。

他に前回までの内容で補足等あるか。よろしければ，次に進みたいと思う。

それでは，本日は２０ページ第３章から審議を行っていくので，事務局から説明

を。

（子育て支援部主幹付副主幹）

本日審議いただく，旭川市児童虐待防止対策に関する基本方針（素案）の第３章

の基本方針，第４章の基本方針に基づく取組，第５章の市立児童相談所の役割と必

要性について説明させていただく。

第３章の基本方針について，まず基本理念を２０ページの１でお示ししている。



3

「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」と

して，児童虐待を防止し，全ての子どもの権利を守るため，子育て支援体制や施策

の充実を図るとともに，地域や関係機関との連携強化を図り，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すとしている。

なお，基本理念の後の本文８行目の「充実に図り」は「充実を図り」で，１０行

目の「全ての子どもの権利尊重し」は「全ての子どもの権利を尊重し」の誤りであ

る。

３つの基本的方向性とその方向性に基づく７つの基本方針についてだが，方向性

の１つ目は「子育て支援の充実による虐待予防の推進」になっている。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

むとしている。

これに関連した基本方針は，１関係機関や地域との情報共有・連携の強化，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である。

方向性の２つ目は「虐待発生時の的確・迅速な対応」で，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，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

要な検討を行うとしている。

これに関連した基本方針は，３専門性の強化，４適切な役割分担と連携の強化，

５子どもの安全・安心の確保である。

方向性の３つ目は「地域全体で支える子どもの未来」で，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

するとしている。

これに関連した基本方針は，６社会的養護体制の強化，７地域における支援の充

実である。

次に２３ページからの第４章基本方針に基づく取組について，１４項目の取組を

示させていただいている。

基本方針１関係機関や地域との情報共有・連携の強化に基づく取組として，取組



4

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，取組２関係機関との情

報共有による迅速な支援。

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に基づく

取組として，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，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，取組５子育て支援施策の活

用による養育支援の充実。

基本方針３専門性の強化に基づく取組として，取組６人材確保・人材育成の在り

方に係る全庁的な検討，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。

基本方針４適切な役割分担と連携強化に基づく取組として，取組８要保護児童対

策地域協議会の運営方法の改善，取組９要保護児童対策調整機関の機能強化。

基本方針５子どもの安全・安心の確保に基づく取組として，取組１０市立児童相

談所の設置に向けた具体的な検討，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。

基本方針６社会的養護体制の強化に基づく取組として，取組１２里親の新規開拓

と里親支援の推進の検討。

基本方針７地域における支援の充実に基づく取組として，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，取組１４子どもの社会的自立に向け

た支援体制の検討を示している。

次に２８ページからの第５章市立児童相談所の役割と必要性についてだが，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において，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すとしている。

２９ページからは（２）旭川市独自の児童相談所の必要性についてをお示しして

いる。１つ目が，ア一貫した支援体制で，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ること。

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になる

としている。

２つ目が，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で，市民

に直接的な関わりを持つ基礎自治体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
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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

うことが可能になるとしている。

３つ目が，ウ一時保護の充実・活用で，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るとしている。

４つ目が，エ社会的養護・自立支援の取組で，市が児童相談所を設置することに

より，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，支援を行うことができるようになること，また，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や，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ること，さらに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，市が主体的に社会的養護の充実や支援に取り組むことが可能となるとし

ている。

最後の５つ目が，オ人材の育成・確保で，児童相談所を設置し，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人事ローテーションを確立するこ

とで，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り，市全体として子育て支援

の質的向上を図ることが可能となるとしている。

（委員）

ただいま説明があったが，質問，意見はあるか。

（委員）

読んでいてわかりにくかったところがある。回答は不要なので，修正について検

討いただければ。

２１ページ方向性２の１行目「虐待に関する相談，通告等があった場合に」とあ

るが，この「相談，通告」とはどこに相談，通告があった場合にということなのか。

次の段落に市独自の児童相談所の設置に向けて必要な検討を行っていくとあるため，

この相談，通告等は，一般的な児童相談所という意味なのか，道立の児童相談所な

のか，これからできるかもしれない市立の児童相談所なのか。それによって２つの

段落の順序も影響してくる。

２２ページ，ウ基本方針５だが「虐待事案に関わる相談，通告等があった場合」
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とあるが，これもどこにという意味なのか。その後に市の職員が直ちに発生現場に

出向くとあるため，市立の児童相談所なのか。

３行目に「判断した場合には」とあるが，同じ文章の中に１行目と３行目で「場

合」が重複しているので整理した方がいい。さらにここも７行と長い文章になって

いるので「措置対応ができるようにすることが重要です」で切れるのではないか。

「したがって市立児童相談所の設置に向けた～」になるのかなと。全てつながって

いるので，時系列がぐちゃぐちゃになっていて，読み取りづらい。

２１ページで「虐待に関する相談，通告等」とあり，２２ページでは「虐待事案

に関わる相談，通告等」とある。「事案」がついているか否か，「関する」と「関わ

る」の違いを区別するなら区別し，同じ意味なら揃えた方がいい。

２３ページの下から６行目にも「相談・通告」とある。２２ページでは「相談，

通告」とあるが，意図的に使い分けしているのか。

平成２４年に子育て支援部で子ども女性支援ネットワークの聞こえますか SOS
リーフレットが出されているが，それでは「相談・通告」とあった。この４文字で

一セットのワードと捉えていたが，「相談，通告」だと，相談と通告は別の言葉だと

捉えてしまう。学校が児童相談所に相談する場合，通告する場合，区別できるのか

否か。全て通告になるのかに関わってくるので，慎重に言葉を使っていただければ。

平成３１年の法改正を受けた通知を見ると，「通告・相談」と順序が逆になってい

たり「通告や情報提供」という言い方もあったり様々である。そこをどのような意

図で使い分けているのかが意外と大事になってくる。

児童相談所の設置を検討するに当たっては，通告の意味と通告に至る流れ，通告

後の流れを市民にお知らせしていく必要があると思う。

学校現場で子どもがけがをしてきた場合，通告の義務があるからやらなければな

らないが，保護者との信頼関係を壊す場合もあるため心苦しい面もある。もちろん，

義務なのできちんと対応するが，そのときに相談なのか情報提供なのか通告なのか，

その言葉の区別は大事であり，それぞれの言葉の意味と流れを市民や保護者が知っ

ていれば関わり方も変わってくる。そしてそれは学校現場でも周知していかなけれ

ばならないと思っている。春一番に，「このときはこうなる」と説明しておかなけれ

ば，いざ事案が起きたときに「なぜワンステップ踏んでくれないのか」「一言電話で

相談してくれないのか」となってしまう。現場での対応に関わってくるという意味

で意見を述べさせていただきたい。

（委員）

今の意見に対し事務局から説明等あるか。
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（子育て支援部主幹）

御指摘のあった表現のところは整合性が取れるよう整理させていただく。相談と

通告のところで，法改正により平成１６年から市町村も虐待通告先となった。様々

な機会を捉えて，小さな虐待の兆候でも相談していただけるような体制を築いてい

かなければならないし，その際の通告の流れの周知も行っていきたい。

虐待とはこのようなもので，心配なケースがあった場合に連絡いただければこの

ような対応をするという流れを今もホームページに掲載しているが，改めて周知を

図っていきたい。

（委員）

２３ページの下から６行目で，相談・通告の受理や支援方針の決定について組織

的な対応を図る主体が旭川市ということであれば，その後の児童相談所と連携する

という記述とつながっていくが，我々はどうしても相談・通告というと児童相談所

というイメージがあるので，確認させていただいた。

取組１の４行目に「への」という言葉が３つもあるが，子ども総合相談センター

の職員が関係機関に来てくれて関係機関の会議に出席してくれるのか，学校へ子ど

も総合相談センターの会議への出席を依頼するのか，少しわかりにくい。

（委員）

それに関連して，２３ページの取組１で地区割の再検討とありますが，校区で分

けるのか，何か具体的な検討はされているのなら伺いたい。

（子育て支援部次長）

子ども総合相談センターの家庭児童相談員８名は市内を地区で割って担当してい

る。今の地区割は北海道旭川児童相談所の地区割に合わせている。先に開催された

有識者懇談会では，地区割を校区で分けた方がいいのではないかという御意見も頂

いた。１つの校区で複数の担当者がいる，同じ校区なのに住所によって担当者が変

わるという現状なら校区で割った方がいいという考え方もあるが，具体的な検討は

これからである。その意図が伝わるように，ここの表現をわかりやすく修正したい。

（委員）

２７ページ取組１３に子ども食堂のことが書かれているが，合わせて学習支援の

活動についても入れていただきたい。私たちは子ども食堂に加えて学習支援も毎週

のように開催し，放課後児童クラブに行っていない子ども，塾に行けない子どもに

来ていただいている。しかし，まだまだ必要だと思われる子どもたちに来ていただ
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けていない現状があるので，それを様々な形で周知できればと考えていた。可能で

あるならこのような方針に入れていただけると，旭川市もしっかり考えてくれてい

るのだと心強い。

（委員）

２９ページ最後に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で

あると。おっしゃりたいことは分かるが，懇談会でも坂田先生がおっしゃっていた，

母子保健と子ども総合相談センターの関わりなど，現時点で市が持っている資源を

最大限に生かすことが，せめて第４章では見えてこなければいけない。

基本方針３，４，５では今までと同じことを強化しているとしか見えない。役割

分担は重要だが，もう少し市内部のつながりがないと漏れていくお子さんが多くな

るのではと感じている。児童相談所の難しさというのは，子どもの命を救う反面，

保護者も見ていかなければならないことにある。単純に子どもの命を救うだけだと

大きく悩むことはないと思う。家庭・家族を作り上げていくという，ある意味矛盾

した役割を１つの機関で担っていくことが苦しいところである。それを考える時，

対保護者に対する支援の在り方というのはどこへ行ったのか。児童相談所にかかる

前に，その対応を市の内部で対処できていなければ，仮に児童相談所を作ったとし

ても，全てが児童相談所に回ってしまい，児童相談所がパンクしてしまう。

とてもじゃないけどやっていけないと思う。せめてもう少し，対保護者に対する

取組が設定されて，それも上回って，旭川市の中で児童相談所が必要なんだという

ところが見えてきて欲しい。

市立児童相談所の役割と必要性として記載されている３０ページの一時保護の充

実・活用においても，一時保護の中では行動観察，行動診断ができるということが

重要な役割であるが，それを考える時に一時保護はどう充実させていくか。今の道

立旭川児童相談所の中では十分ではないというところがどこで，それを旭川市で一

時保護所を設けると何が改善されるのか。今は一時保護を例に話したが，そこがこ

の方針には見えてこない。

今ある道立の児童相談所をそのまま旭川市にスライドさせても，意味がない。

第３章，４章で児童相談所の前階での市の責任と，児童相談所を持つことでの関

わりがそれこそ重層的に見えてくるような説明があって欲しいし，その方が市民も

わかりやすいと思う。そこを次回までに書き加えて修正いただきたい。

（委員）

障害児療育の観点が見てこない。私自身は早期療育の現場から離れて久しいが，

子どもに対するアプローチのほかに，親指導が大事になってくる。親子関係の中で
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の虐待のリスク要因の１つとして親の養育能力のほかに，子どもの発達特性がベー

スにあることへの理解がないまま齟齬が生じていることが往々にしてある。子ども

の発達特性をわかっていることで，多少は問題発生のリスクが低減できる。具体的

な記載がないという先ほどの指摘の答えの１つになり得るのが障害児療育かなと感

じた。

児童相談所の設置についての議論があり，児童相談所の専門性の話が前回あった

が，何が専門性かというとデータの蓄積が大きいのではないかと思う。臨床心理士，

公認心理師，社会福祉士という資格を持っていると，データの分析に対する理解が

進み，効率が良くなる。そこを蓄積させて人材が育っていく。それを支えるために

は専門職１人がぽんと配置されているだけでは難しい。児童相談所の組織には児童

福祉司のほかに心理判定員，一時保護所の職員，里親担当児童福祉司がいて，上に

はスーパーバイザーが支えていき，より多角的な面で子どもの支援をして組織的に

専門職員を育成していくことが大事になるので，今回の方針にそのような観点を盛

り込むことを検討していただければ。

道立児童相談所の場合，地域の広いエリアに対する支援という形を取らざるを得

ない。基本方針６の社会的養護と自立支援のところでは，広域行政であるが故に個

別の子どもに対して適切な社会的養育の提供や，就業支援などの自立に向けた相談

をやっていくことに限界がある。もう少し独自の機能を持っていくとなれば，旭川

市は特徴のある産業もあるし，子育てにかかわらず，分野を広げていけば社会養育

や自立支援はどんどん良くなっていくし，子どもの自立に向かい，次は親になって

いくための有効な施策になると思うのでそこをプッシュしていただきたい。

里親について言えば，社会的養育の中心は里親になっていくが，いざ虐待で分離

が必要になり里親に預けるとなった時には家庭が動揺したり抵抗感がある。しかし，

子育てに心配で，子育てに応援が必要という早期の段階から養育の手助けがあり，

子育てサポートや一時預かりを経験していると，継ぎ目のない支援としてスムーズ

にことが運んでいく。基礎自治体にはその機能がもともとあるので，とても有効な

活用方法でありメリットであると感じる。

（委員）

その辺りをわかりやすく書き加えていただけるとよろしいかと。

（子育て支援部長）

今委員からも御指摘いただいた連携，重層的な取組については，有識者懇談会の

中での意見で，連携とは担当部署を決めて役割分担することではなく，関係機関が

重層的に支援を行っていくことが連携であるという御指摘をいただいており，児童
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相談所設置の前段で取り組まなければならないと考えている。

また，明石市の市立児童相談所の取組で，一時保護した子どもを今まで通ってい

た学校に通わせるという取組がある。それが良いか悪いかは別だが，その取組は地

域から隔離されてしまうという一時保護の性質に対する明石市独自の取組であり，

そのような取組が方針ではわかりにくいところはある。その上で，委員からお話い

ただいた道立児童相談所の課題を参考に，そこから取り組むことができることを表

現し，実践していきたい。

（委員）

私も先ほど言及のあった基本方針２が一番大切なポイントではないかと。前回の

部会でも相談から支援に移っていくという話をされていたが，基本方針２が一番支

援について言及されているところである。しかし読んでみても，よく分からない。

取組３，４，５で子ども家庭総合支援拠点，子育て世代包括支援センター，子育

て支援施策の活用，これらの３本柱で示されているが，それぞれ具体的にどのよう

な組織なのかは８，９，１０ページに書かれている。しかし，子ども総合相談セン

ター，子ども家庭総合支援拠点，子育て世代包括支援センターがあるということが

大事なのではなくて，これら３つが重層的にどう機能するのかがどこかに書き込ま

れていないと，また絵に描いた餅になってしまう。支援を主体としてこれらの窓口

が設置されていると鮮明に書かれているので，もう少し具体的にどこでどのような

絵になって実際にどう動くのかが明確になるのが一番望ましい。

前回議題に上がった専門職が何なのかというのは，８ページに保健師がいる，心

理士がいると書かれているが，問題はどのようにこの専門職が関わっていくのか。

それも，支援を中心にして関わっていくのか。家族の支援だったり，発達に課題の

あるお子さんへの支援であったり，いずれにしても支援を中心とした活動がここで

なされていく。その具体的なイメージをここで書き込んでいただきたい。それが４

章の基本方針に基づく取組で書かれていくのが本来の形なのかなと。

それと，１つ分からないところがあるので伺いたい。有識者懇談会の時にもらっ

た資料の中で，旭川市における妊産婦支援の現状を見せていただいた。母子手帳の

配布は母子保健で実施し，ハイリスク妊婦は母子保健課，さらにリスクが高くなる

特定妊婦になると子ども総合相談センターに移っていく。本来専門知識がある方が

支援の場に軸足を示していくのが大事なことだと思う。支援を中心とした体制，支

援できる方を中心にした支援体制をどこかで示していただきたい。

里親に関して言及されていたが，資料では里親についての記載がなかった。数が

足りないだとか，児童相談所を持つことで発掘されるだとか。旭川市が里親事務を

担っていくとしたら，旭川のお子さんを旭川の里親さんにお願いするという地域限
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定になっていくのか。そこが見えないので，数字的なことも含めて教えていただき

たい。

（子育て支援部長）

里親については現状市では事務を行っていないので，踏み込んだ書き込みもしに

くいというのが正直なところ。児童相談所を設置するとした場合には里親事務も行

う必要はあるが，現時点では不足している具体的な数や，旭川市の子どもを旭川市

の里親にお願いするのかというところまでは現状では詰め切れていないのが正直な

ところ。

（委員）

里親さんに委託できる子どもの数は限られている。次から次にお子さんが出てく

ると，預けられる上限の人数が決まっているので大変になってくる。今の現実的な

問題として，頭数はいるが，高齢化が進んでいる。残りの人生全てを里親として務

めていただく方もいらっしゃるので，新たな里親さんを発掘していかなければなら

ない。そういった意味で里親さんの数が足りないという表現にはなる。

昨年に上川地域において里親会主催の一般向けリクルートフォーラムを開いたが，

リアクションが結構あり，問い合わせも来ている。もしかすると旭川市で広く周知

すると手を挙げてくれる方がいるかもしれない。緊急性があるところで一時保護を

行い，その後適当な里親さんへ一時保護委託し，社会的生活が続けられるような環

境を作りなさいとなっているので，里親さんというのはとても重要で，道立児童相

談所では，学校に通ってもらうために里親さんに委託して一時保護を継続している

という利用も行っている。そのような面でも里親さんの数が足りていないというこ

とにつながっている。

（委員）

２５ページのところで，旭川で相談支援技術を向上させるために，今道が実施して

いる研修や他機関が実施しているオンライン研修を活用し，体系的に専門知識を学

ぶ機会の充実を図るとあるが，既にモデルのようなものを作っているのか。子ども

総合相談センターの研修は何であのような研修になっているのか。これは子ども・

子育て審議会の親会でも何度もお話させていただいているが「こういうものを体系

的に学んでいけばいい」というのはあるのか。考えているのか。これはチャイルド

デスレビューのことだと思うが，具体的なイメージが見えていれば教えていただき

たい。
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（子育て支援部主幹）

実際にどのような形で進めていくかの詳細はこれから検討していくが，道で実施

している要対協の調整担当者研修が毎年開催され，旭川市の相談員も受講させてい

ただいており，発達や家庭病理などの専門性を体系的に学ぶことができる研修とな

っている。方針では「他機関」とざっくり書いているが，横浜市と明石市に相談支

援機関の職員を対象とした研修センターがあり，それらも活用することができれば

体系的な専門知識を学ぶことができる。旭川市の相談員も校長先生の退職者や保育

士であるので基礎的な知識は有しているが，より進んだ専門性をこのような研修を

通じて学ぶことができると考えている。

最近の虐待死亡事例検証報告を元にした研修対応方法の検討については，公表さ

れている検証報告で指摘されている組織体制や連携等の課題を旭川市に置き換えた

ときに，旭川市ではどのような対応ができるのかを学ぶことによって，相談支援レ

ベルの向上を図りたいと考えており，有識者懇談会の中でもそのような意見があっ

た。

（委員）

その際のスーパーバイズをどこにお願いしようと考えているのか。

（子育て支援部主幹）

具体的にはこれから適任者を選定するが，一番いいのは検証報告の作成に携わっ

た委員であると考えている。さらには児童相談所の職員等の専門の方にも入ってい

ただいた方が適切な研修になるかと思う。

（委員）

報告書の中には，課題や自治体に対する提言もあるので，研修において役に立つ

ものである。札幌市や野田市の事例では児童相談所と基礎自治体の関係も課題とし

て吟味されているので，いいテキストにはなるかと思う。

（委員）

この体系的にというのが気になっている。足りていない専門性を埋めていくため

の体系的なものであるべきで，今お話いただいたのは一般的な研修の体系的なもの

である。今の旭川市の中でそれぞれがいろいろな経験を積んでいて，そこの部分に

研修はいらないと思う。そこではなく，足りない専門性を埋めていくための体系的

なものを旭川市の中で組み立てていかなければならないと思う。

それは旭川市が独自でやっていなくても道や民間の研修を組み合わせていけば体
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系的なものとして学べますというものを誰がどのように判断し構築していくのか。

それが今の旭川市にできるのか。それがここに書かれていかないと，実際には何も

前に進まない。それを誰が判断し誰が組み立ててどうしていくのかがあってほしい。

児童相談所ができる前の段階が重要で，極力法的な権限が入る前の段階で解決して

いくのが本来の在り方。ここをきちんとしなければ職員が潰れてしまう。少なくと

も職員にはある程度の専門性があって，この仕事にきちんと自信をもって取り組め

るという環境を作ってあげなければならない。

（委員）

今回の資料ではこういう課題があって，だから旭川市は基本方針を基にこのよう

な取組を行っていくと。その延長線上に旭川市立児相があるのだという立て付けに

なっているという理解でいいか。私が懸念しているのが，ここでこのような基本方

針が出ているが，児童相談所ができればこれができると考えて一足飛びに児童相談

所を設置する。そういう判断はないと考えていいのか。

（子育て支援部長）

あくまでこの基本方針は，市ができる児童虐待の対策，方針は何かを明らかにす

るもの。市として今できることをきちんとやらなければならないということ。児童

相談所を設置したいという思いに対し，議会としては，まずは児童相談所を持つ持

たないに関わらず，市のできる児童虐待防止対策は何か。児童相談所の設置判断は

その上で判断されるべきものだという意見である。

我々行政側としては，児童相談所があればさらに，児童虐待防止や虐待を受けた

子どもに対する対応が充実するということを示した上で最終的に議会に判断いただ

くという立て付けになっている。繰り返すが，まずは市としてできる児童虐待対策

は何かを明らかにするための段階で，一足飛びに児童相談所を設置するという考え

ではない。

（委員）

限りある財源とはよく言われるフレーズだが，何億もかかる児童相談所のために

現在ある子育て支援サービスが切り捨てられてしまうと本末転倒になるので，基本

方針をきちんと踏まえた上で児童相談所の検討がなされるということで，理解した。

（子育て支援部長）

児童相談所を作るからこれまでの子育て支援の予算が削られるということはない

が，児童相談所の設置は財政的に負担になるのは事実。今，道立の児童相談所が旭
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川市内にある中で本当に市立児童相談所が必要かというところが，多くの方の疑問

であると思う。児童相談所を作るから本来市が取り組むべき子育て施策が手薄にな

るということは決してないということはこの場でお答えする。

（委員）

第５章のタイトルは「設置に向けた構想」や「設置に向けた考え方」でもいいと

思っていたが，今の説明を聞いて，現時点でそこまでは踏み出せないというのは理

解した。そうだとすれば，市の現状と課題を踏まえて役割と必要性を考えていくと

きに（１）で基本的な考え方と出てくる。これが抽象的で，（２）で独自の児童相談

所の必要性とある。（２）が必要性なら（１）は役割でいいのかなとも思ったが，役

割が書いてあるかというとそうではなく，（１）は設置によって期待される支援や市

の現状の踏まえた支援など，支援が中心に書かれているイメージなので，それを踏

まえて，何に対する基本的な考え方なのかを具体化した方がいいと感じる。

なぜそう思ったかというと，体系図の下段に書かれている４つの役割と必要性が

第５章１（１）基本的な考え方のア，イ，ウ，エとして書いている。この４つは体

系図の下段の１，２，３，４に置き換わって書いてある。そして１，２，３，４の

タイトルが役割と必要性になっている。これだと大きすぎるので，どちらかを修正

して整合とれたらいいと感じる。

（委員）

指摘があった箇所の文言の精査をお願いします。

道の児童相談所は，専門職として採用して児童相談所内で異動していくのか。

（委員）

道の職員採用に当たっては社会福祉という区分があるが，基本的に大卒を集めて

おり，社会福祉士等の資格を求めているわけではない。社会福祉の試験区分で採用

された職員は児童相談所やケースワーカー，児童自立支援施設を中心として回して

いく。道としても人材育成の問題はあり，同じ児童相談所で長くいるとバーンアウ

トや見識が狭くなる問題があるので，広く福祉の職場を経験させて育成している。

（委員）

道では基本的には福祉の職場を回って，一般的にその分野以外に行くことはない

ということで理解した。一方旭川市では，基本方針の２５ページに人事異動のサイ

クルはおおむね４年との現状が書かれているが，仮に旭川市で児童相談所を作ると

した場合，道と同じく福祉分野で職員を回していくことを考えているのか。
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（子育て支援部長）

一般行政職の人事サイクルは４年であり，児童虐待の専門的な知識や経験は４年

では積み上げられないという問題意識は持っている。一方，旭川市も福祉職の採用

枠を設けており，仮に児童相談所を持つとすれば，現在はケースワーカーや福祉系

で回っている福祉職の人事サイクルに児童相談所を加える形になると思われるし，

福祉職に関わらず，一般行政職についても人事異動の希望は取っているので，その

中で児童福祉に関わりたいという職員がいれば，考慮していくことになる。

（委員）

生活保護課などの経験を積んで児童相談所に行くと，家族を見る視点も幅広くな

るし，児童相談所を持つ方向性で考えているのならば，子育て支援部だけで考えて

いくことは難しいので，このキャリア形成のところは全庁的に早い段階で見通しを

立てていかなければならない。

できれば道のように福祉畑だけで回っていく職員が一定数出てくると専門性は確

実に高まっていくので，検討いただきたい。

（委員）

乳幼児健診の話であるが，今回１０か月健診の新設を検討されているとのことだ

が，３歳６か月健診から就学時健診までの間があまりにも空きすぎている。３歳６

か月健診の観点と就学時健診の観点では大きな違いがあり，その間保護者に何かを

伝える時，後ろ盾がない状況で対応している。３歳６か月健診の後にいきなり就学

時健診になるという点が子どもに関わる仕事をしている者として気になる。

もう１点，児童養護施設のハードワークさをなんとか軽減できないかと思ってい

る。旭川市でいうと育児院であるが，全道全国の児童養護施設は大事な仕事を担っ

ているのに職員が集まらない，職員が疲弊している。

児童相談所ができるから児童相談所に全て仕事を任せればいい，児童養護施設が

あるから仕事を押しつければいいと考えるのではなく，児童相談所が仮に旭川市に

できるとすれば，児童養護施設ともっとより良い関係が構築できないかと模索して

いただきたい。

（委員）

うぶごえへの贈りものという事業で生後２か月のお子さんへ民生児童委員が絵本

を配っている。本の配付によって家庭との接触機会を設け，虐待の兆候をつかむこ

とも目的の１つにあると思うが，２か月で訪問すると大抵の母親はパジャマで玄関
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に出てくる。２か月の子どもを抱えている家庭に突然訪問することが気の毒でしょ

うがない。訪問しても出てこない方もたくさんいる。

事前に電話をかけてもいいとなり，不在の場合は電話番号を記載した不在票を投

函するような対応を取るようになったが，２か月という時期は早すぎるのではない

か。実家にいることも多いし，とにかく不在が多い。せめて３か月，４か月であれ

ばと感じている。２か月は早すぎるとこの場で言わせていただく。

（委員）

今後パブリックコメントに向かっていくとすれば，体系図の基本的方向性で，発

生予防，迅速な対応，地域で支える自立支援とそれぞれのフェーズにあった基本方

針を以下に表現しており，さらに発生予防でいうと，このような子育て支援施策が

あるという流れになっていくと思うが，それを読み手にも理解していただけるよう

に体系図を工夫すると，子育て支援施策の上にハイリスクの方のアプローチが重な

っているのだとわかりやすくなると感じた。

（委員）

本日頂いた意見をうまく反映できれば，それがそのまま旭川市の子ども、保護者

等の育てやすさにつながっていくことができると思うので，我々も微力ながら力を

尽くしていきたい。

【３.閉会】

省略


