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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３回会議録

【日 時】 令和３年２月１０日（水） 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】 （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）

・新旧表

・旭川市児童虐待防止対策に関する基本方針に基づく主な取組予定項目一覧（案）

【１.開会】

省略

【２.議題】

（委員）

これまでの会議を踏まえ，事務局に素案の修正を行っていただいた。まずはその

修正案の説明を事務局からお願いしたい。
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（子育て支援部主幹付副主幹）

お配りした基本方針（素案）は，第１回，第２回の本専門部会において委員の皆

様から頂いた御意見などを踏まえ修正したものとなっている。全体を通して文言の

整理を行い，説明や具体的な内容が不足している部分などに加筆，修正を加えてい

る。

主な部分について説明をさせていただく。まず，全体を通して市の児童虐待防止

対策と市立児童相談所の必要性と課題に関する内容を分けて整理し直している。第

２章については，９ページの（２）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）の部分で，要保護児童，要支援児童，特定妊婦についての説

明と，要保護児童対策地域協議会の意義についての説明を加えている。

１２ページには，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，要保

護児童対策地域協議会，児童相談所の関係を整理した厚生労働省作成のイメージ図

を追加した。

１６ページでは，４の（１）のアにおいて，子ども家庭総合支援拠点を担う子ど

も総合相談センターが相談支援を行っている対象者や支援について説明を追加した。

また，併せて本市の子ども家庭総合支援拠点における相談フローを２１ページに追

加した。

１７ページの（２）のアについては，子ども総合相談センターについての学校側

の理解が不足していると誤解を受けないよう，表現を修正した。

１９ページでは，（５）のアにおいて，実務者会議の形骸化についての説明を追加

した。

２２ページからの第３章基本方針では，まず，安心して子育てができる環境をつ

くることで児童虐待を予防していくことができるため，方向性１と方向性２の順序

を入れ替え，方向性１を「子育て支援の充実による虐待予防の推進」に，方向性２

を「関係機関や地域との情報共有・連携の強化」に修正した。また，２３ページの

アの基本方針１では，市が持つ強みである関係部署や実施事業などからの情報を適

切に支援につなげていくことについて，説明を追加した。

２５ページからの第４章では，１基本方針１の（１）の取組１子ども総合相談セ

ンターにおける相談支援体制の強化について，子ども総合相談センターが取り組む

強化の内容や見直しの内容を追加した。

２７ページでは３基本方針３の（１）の取組６において，子どもと家庭に対する

相談支援に携わる職員の専門性については，児童相談所から見た専門性についての

説明を追加した。

第５章については３３ページに新たにカとして，発達支援と療育・障害児支援の

連携の項を追加し，市が児童相談所の機能を有することで，子どもの発達に合わせ
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た効果的な発達支援や療育及び保護者への支援を重層的・横断的に提供することが

可能となることを説明した。

（子育て支援部主幹）

旭川市では２月５日に令和３年度予算案の記者発表を行った。それを踏まえ，令

和３年度では基本方針に基づいて実際どのように取り組んで行くのかについて，追

加資料を配付させていただく。（「主な取組予定項目一覧（案）」を配付。説明省略）

（委員）

今の説明に対して意見や質問はあるか。

（委員）

１２ページに厚労省のポンチ絵が示されたことで，子育て世代包括支援センター，

子ども家庭総合支援拠点の立ち位置が多少は理解できたが，その前段で資料８～１

１ページに示されている旭川市の体制が（１）子ども総合相談センター（２）要対

協（３）子ども家庭総合支援拠点（４）子育て世代包括支援センターの順で示され

ている。この記載順に意味があるのか。入口ということで言えば，産まれる前から

関わり，旭川市の児童虐待防止及び対応に係る体制の初動は子育て世代包括支援セ

ンターではないのか。この子育て世代包括支援センターが初動として関わり始め，

次に発達や虐待に対する課題があり支援を必要とする場合に子ども総合相談センタ

ーや子ども家庭総合支援拠点の機能が動き出すのかなと。

体制を読み解く中では順序が明らかになる方が読みやすい。国のポンチ絵をその

まま載せるのではなく，旭川市ではここの施設にこの機能があってこの役割を担っ

ているということが示されればこのポンチ絵も生きてくるのかなと。

（子育て支援部主幹）

旭川市の児童虐待防止，対応の中心を担っているのが現状では子ども総合相談セ

ンターであることから，先頭（１）として示させていただいた。そして，その子ど

も総合相談センターが持っている機能であり「エ所管事業」に記載している要対協，

子ども家庭総合支援拠点，子育て世代包括支援センターを（２）以降に整理したと

いうのが，記載順の考え方である。

（委員）

市民にわかりやすい配列にすることを考えると，１２ページのポンチ絵ではリス

クの程度が低いところから高いところへと整理されており，ましてや１３ページに
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児童相談所の説明が続くのであれば，子ども総合相談センターの説明が最初に来る

ことは不自然な気がする。パブコメに向けて市民にわかりやすい配列にするのは重

要である。

（子育て支援部長）

厚労省の資料で示されているリスクの程度に沿った記載にした方がわかりやすい

というのはごもっともな意見であるので，表現については検討したい。

（委員）

機能であるにもかかわらず，施設名称であるかのように「センター」という言葉

がついているのもわかりにくくさせる要因ではあるが，施設の名称なのか，機能な

のかがわかりにくい資料になっている。旭川市の体制ということであれば，初動か

らリスクの程度に応じてどのように支援をしていくかの道筋を示すのが見やすい資

料の形なのかなと。

（子育て支援部長）

今の御意見を十分に尊重した形で検討したい。

（委員）

リスクの程度に応じて説明しているポンチ絵を今回新たに入れてしまったことで，

体制の説明の不自然さが際立ってしまったというのもあるが，是非検討いただけれ

ば。

（委員）

ポンチ絵の右側に要対協関係機関のくくりがあり，旭川市では９ページ下のウ構

成機関の中に１８機関・団体とあるが，この１８団体を詳細に列挙した方が良いの

ではないか。そうすることで，要対協について意識付けが行われ，自分ごととして

捉えられるのではないかと。

全体としては随分整った素案になってきたと思うが，基本方針素案の３０，３１

ページに関わり，今後仮に児童相談所の話が進んでいった場合に向けて，私が普段

事案に関わる中で感じていることを述べさせていただきたい。

例えば不登校になる子がいて，朝家に行くとゴミ屋敷であったり，保護者がいな

い時がある。これはネグレクトになるのか児童虐待になるのかと考えることがある。

３１ページの下段に「様々なニーズに対応できる市の強み」とあるが，これがきち

んと行き届いて実現できれば，軽微な案件にも支援できる有効な組織になると思う。
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そういう家庭があったとき，地域が成熟していると民生児童委員の声かけが入っ

たり，生活保護家庭であればケースワーカーが入ったり，人が入ると声かけができ

る。一方で，どこからも声が入らない家庭もある。そのような場合でもサポートし

てあげられる児童相談所であればいいのかなと。子どもを助けたいという思いが根

底にあると思うが，一時保護や母子分離を行ったとしても家庭に戻れば再発する恐

れがある。虐待をしてしまう親もサポートしなければならない。怒りを理性でコン

トロールできない方を支援しなければならない。その時に，カウンセリングや既存

の家事支援などの支援・更生プログラムがあると思うが，その受け方を知らない，

事業を知らないことが多いので，そのつなぎをする人が必要である。そこの問題を

含めた支援・更生プログラムの充実が様々なニーズに対応できる市の強みを生かし

た重層的な支援につながるのではないかと。

（委員）

虐待通告のところで，とある方が虐待かなと思い，子ども総合相談センターへ電

話したところ，冒頭で「通告ですか相談ですか」と聞かれて戸惑ったと話していた。

旭川市の子どもホットラインや１８９ができる前，様々な相談窓口の電話番号を記

載した案内があって，内容によって連絡先が細分化されていた。困ったときは一つ

の電話番号でいいのではないかと意見したことがあるが，「たくさんあった方がい

い」と市職員から言われたことがある。そもそもその悩みがどこに分類されるかが

分からないこともある。通告と相談の件にしても，連絡する当事者ではなかなか答

えられないことがある。最初の入口である電話の声をどのように拾っていくかにつ

いてもう少し検討され，訓練されたらいいのかなと。電話の冒頭でそのような聞か

れ方をしてしまうと，今後の対応がためらわれてしまう。

（子育て支援部次長）

御指摘の点は改善しなければならないと考えている。「取組予定項目一覧（案）」

の令和３年度取組の中で，組織体制の見直しを挙げているが，相談員が何気なく使

っている言葉で相談者が戸惑うことが多いのだろうと感じている。相談員からする

と通告，相談の区別は分類する上で確認したくなることではあるが，相談する側に

それを求めるのは難しいというのは御指摘のとおりである。

もっと言えば，通告に至る前に相談いただくのが一番いいことで，それは基本方

針の中で記載しているところでもある。なるべく早い段階で手を打つといったとき

に，その入口として通告か相談かの判断を迫るのは適切ではないと考える。それに

ついては新年度からの取組ではなく，明日からでも早速各職員には話をさせていた

だく。
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今審議いただいている基本方針の根底にはそのようなところから改善していくべ

きだという思いがあることを御理解いただければと思う。

（委員）

子ども総合相談センターができる前に，この話題が子ども・子育て審議会で出て

おり，相談員がそのような研修を受けた方が齟齬が起きないのではないかと申し上

げていた。令和３年度はそのようなところも改善していただけるということで承知

した。

（委員）

この基本方針は立派な書物として出来上がってきていると思う。

民生委員は行政へ相談に行く前から動いており，ゴミ屋敷もどのような経緯でそ

うなったのか食事に誘ってみたり，子どもの話を聞いて学校と協力して動いたりし

ている。民生委員はみなさん汗をかいて心を痛めて懸命に対応しているが，結果と

してケース会議にまで至ることもある。その際にケース会議後の結果が報告されて

いないことがあるので，気になっているところである。

「取組予定項目一覧（案）」の資料が私としては一番わかりやすい資料であり，希

望としては親が育児で悩んでいる実態をつかむために，育児相談，子育て相談のキ

ャンペーンのようなものを年に１回でも何かのイベントに合わせてやっていたけれ

ばいいのではないかと。我々もサロンなどを通じて育児相談等を開催しているが，

相談待ちで並ぶ人がいる回もある。それと併せて，子どもからの相談電話の周知や

取組を充実させていただければと思う。

（子育て支援部長）

子ども総合相談センターではフリーダイヤルで子どもからの相談を受ける子ども

ホットラインを実施しており，その周知カードをこれまでは小１，小４，中１のみ

に毎年配付していたが，昨今のコロナ禍において医療従事者の子どもなどが偏見を

受け悩んでいるという話を耳にしたことから，今年度は高校生にもカードを配付し，

来年度は小，中，高の全学年に配付することとした。そのカードには保護者からの

相談電話案内も併記したものになっている。

（委員）

３２ページのエ社会的養護の自立支援の取組について，平成２８年の児童福祉法

改正の大きな理念は，虐待の発生予防から自立支援まで一貫して体制を整えること

で，子どもの自立支援が一つの大きなキーワードだと思う。早期対応され，社会的
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養育を受けて施設や里親で暮らす中でもその後の自立支援をしっかりしなければ次

世代の発生予防にも関わる問題となる。そこの充実をお願いしたいという思いがあ

る。

道立で施策を打つとなったとき，広域行政というのがネックになっている。国の

事業でも社会的養護自立支援事業というものがあり，自立を目指す子どもに対しコ

ーディネーターが支援プランを立てて経済的支援や就業支援を行っているが，北海

道の場合，広域行政ではオーダーメイド的支援ができず，薄い支援になりがちにな

ってしまう。逆に言えばエリアが限定されているメリットが旭川市にはある。旭川

市の子どもたちに自立支援をする時には，その部分がメリットであることを打ち出

していいのではないかと。そのような支援をすることで貧困支援と連動していく。

旭川市も給付金や奨学金の事業を持っているので，そこと連動させていくことも大

事なことだと思う。

併せてフォスタリング事業についても，エリアが狭いことで，里親さんが困って

いることに対しての支援が行き届く可能性がある。その分野の事業展開については

広域行政である北海道よりやりやすいところがあると思う。限定的なエリアで支援

することのメリットがあるという視点を積極的に入れてもらえればいいのかなと。

児童相談所も要対協に入り市町村へ助言はしていくが，一般的なことしか言えな

い場合がある。児童相談所が対応するから解決というわけではない。児童相談所は，

地域資源の活用方法を話し合って支援していくことが基本的なやり方なので，一番

大事なのが要対協を機能させることになる。単にケース会議を行うだけではなくて，

ケース会議で出た問題を実務者会議に上げていき，必要な対応を考えていく。ケー

ス会議後の情報のフィードバックについて先ほど意見があったが，ケース進行管理

を行い，地域にあるサービスを集めながら役割分担や共有を図り，複層的な支援体

制を要対協を中心として作り上げていくことがあってもいいのかなと感じている。

（委員）

「取組予定項目一覧（案）」の基本方針３の専門性の強化が喫緊の課題だと思う。

そしてその取組項目が全庁的な検討となっておきながら，令和３年度の取組が児童

相談所との職員相互派遣のみである。正直これはありえないだろうと感じている。

多角的な視点を持つ専門職を組織的に育成することが児童相談所では可能だという

のであれば，旭川市でもそれに類する組織的な育成方法を早急に考えていかなけれ

ばならない。その上で虐待事例の検証がある。その前段でいくら検証を行ったとこ

ろで何も見えてこないだろうと思う。ここの空欄を来年度は具体的なものとして考

えていただきたいし，取組の成果を子ども・子育て審議会の本体に報告していただ

きたい。
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社会的養護体制の強化のところで里親の新規開拓と支援の推進の検討とあるが，

年齢層によっては広報誌が身近になるだろうが，昨今は様々な情報媒体が活用され

ているので，広報誌に加えて周知方法を考えていただきたい。

里親さんは子どものことを完全には分からない中で目の前の子どもと対峙してい

る。里親さんにもスーパーバイズする人材が必要になってくる。そのようなセーフ

ティネットがバックにあるということを提示していくことで，安心して里親になっ

てもらう仕組み作りができる。その時に，我々外部の人材を活用していただくこと

も検討いただきたい。自ら支援を求めてしかるべき機関へつながれる人はいいが，

そうではない人は苦しみを抱えながら対応している。身近なところで支援を受けら

れるようになれば里親に手を上げてくれる環境ができる。

児童相談所との連携強化についての令和３年度の取組では，連携強化に向けた取

組等の協議としか書かれていないが，具体的には何かあるか。

（委員）

道立児童相談所として市町村と付き合うとき，しっかり市町村内で一定のケース

判断の上で児童相談所に来ている案件なのかは考える点である。すぐに児童相談所

へということではなく，市町村段階で支援した方が良いケースもあれば，児童相談

所が介入した方が良いケースもある。その判断は市町村側にお願いしたい。その判

断があると児童相談所の対応としては楽になり，支援しやすくなってくる。

（委員）

そのためにも専門性の強化は必要であると考える。

（委員）

３４ページに市立児童相談所の設置における課題が示されている。まだまだ先の

話かもしれないが，児童家庭支援センターに関する言及がない。これは質問になる

が，児童相談所にはそれぞれ児童家庭支援センターがついているというイメージで

いたが，市立児童相談所では関係ないのか。

（子育て支援部主幹）

現状，道立旭川児童相談所では美深育成園に委託しており，道立の児童相談所で

は各所ごとに１か所委託されている。仮に市立児童相談所を持つとなった場合には

様々な権限が道から移譲されるので，その中の課題の一つとして検討しなければな

らない。道内の場合は児童家庭支援センターの委託先として児童養護施設がほとん

どだと思われるが，専門性を有している児童養護施設，旭川市で言えば育児院さん
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は自立支援に力を入れておられ，専門性やノウハウもお持ちなので，うまく連携で

きれば自立支援の充実・強化を図ることができると考えている。

（委員）

関係機関との強化の中で，発達に課題を持たれているお子さんへの巡回相談や子

ども総合相談センターへの相談だが，保育園にフィードバックがいっていないケー

スをよく聞く。確認しても「保護者に伝えました」と言われることがあったり「そ

れは言えません」と言われたり，様々なケースがある。園としてはいろいろな思い

で保護者にお話をして，支援に結び付けばと子ども総合相談センターにつなげてい

るが，それが途中で切れてしまう。基本方針の中ではいろいろなところで関係強化

とうたわれており，我々も保護者とともに子どもの支援に当たる立場の人間と自負

しているので，その辺りの連携の在り方を検討いただければありがたい。発達に課

題のあることが直接虐待につながるわけではないが，少なからず因果関係もあると

思うので，丁寧な連携を心がけていただくことを強く要望する。

（子育て支援部次長）

今御指摘の点については我々も課題として認識しているところであり，新年度に

向けた取組の一つとして要対協の抜本的な見直しを行う予定である。現状，実務者

会議を開催する際には構成メンバー全員に参加いただいているが，一つの方法とし

ては，例えば発達に関わりのある関係機関のみを集めての開催など，テーマを絞っ

たことができないかなど検討している。実際に進めるに当たっては関係機関の方に

御相談させていただき，在り方を検討していきたい。先ほどもケース会議後の情報

が入ってこないという御指摘も頂いたが，それはきちんとフィードバックすべきで

あり，フィードバックの仕方も関係機関の方へ相談しながら検討しなければならな

いと考えている。

（委員）

パブリックコメントに出される資料についてだが，本日出た意見も反映されたも

のが，パブリックコメントにかけられるのか。

（子育て支援部長）

本日頂いた意見を反映させたものをパブリックコメントにかける予定である。

（委員）

本部会として個別に附帯意見として，例えば新たな取組項目として加えるなどの
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答申するような意見はあるか。

（各委員）

なし。

（委員）

それでは本日出た御意見を反映させ，本方針に厚みを持たせていただくというこ

とでよろしいか。

（各委員）

問題なし。

（委員）

「障害のある子ども」の表記について，「発達に課題のある子ども」の表現の方が

グレーゾーンも含めた広い表現になるので検討いただきたい。併せて，「障害」と表

記するところも「障がい」とすべきなのか，今一度ご検討いただければ。

（委員）

法律等の表記との兼ね合いもあるので一概には難しいが，誤解を招く表現は避け

る必要があるので，検討していただければと。

（委員）

ほかに全体を通して意見等あるか。

（各委員）

なし。

（委員）

なければ，諮問に対する部会としての答申については，基本的には本基本方針素

案について了承することとする。本日出た個別の修正や文言の整理は別途事務局で

行っていただきたい。

（事務局）

本日頂いた意見を修正した素案の確認については佐藤部会長に一任することで良

いか。
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（各委員）

問題なし。

（委員）

それでは素案の最終確認は私の方で行う。

（子育て支援部長）

委員の皆様には短い期間で３回にわたり御意見を頂き感謝申し上げる。方針には

様々な課題を示しているが，委員の皆様からはそれだけに留まらず，実際の利用者，

相談者からの声も様々頂いた。我々としてはそのような生の声を大事にしていかな

ければと感じている。それが形に魂をいれるということになるのかなと考えている

ので，できる取組はすぐにでも取り組んで行きたい。


