
新旧対照表

頁 素案（旧） 修正案（新） 修正理由等

１ 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

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てき

ました。また，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

○石ヶ森委員の意見

を踏まえ，文章の長さ

と表現を修正
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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。

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

討を進めてきたところです。

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ました。この懇

談会では，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

向けた基本的な考え方の取りまとめを行ったとこ

ろです。

こうした経過を踏まえ，本市では，妊娠期から

子育て期までにおいて子どもと家庭に寄り添った

切れ目のない支援を一貫して行う総合的な相談支

援体制の構築を目指して，旭川市児童虐待防止対

策に関する基本方針を策定し，児童虐待防止対策

に関する取組の更なる強化を進めてまいります。
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２ 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。

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。
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３ 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

（１）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。

子ども総合相談センター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。

また，相談種別では，子どもの養育に支援が必要

な保護者に対する相談が主である「その他養護」の

件数が最も多くなっています。

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。

○赤坂委員の意見を

踏まえ，虐待以外の要

支援児童・要保護児童

が含まれる「その他養

護」について説明を追

加

８ ２ 旭川市における児童虐待対応に係る体制 ２ 旭川市における児童虐待防止及び対応に係る体

制

９ ２（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）

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

ア 目的と意義

要保護児童等に関する情報，その他要保護児童※１

の適切な保護又は要支援児童※２若しくは特定妊婦※

３への適切な支援を図るために必要な情報交換や支

○石ヶ森委員の意見

を踏まえ，要対協の目

的・意義を追加。
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る協議等を行う。 援に関する協議等を行う。

※１要保護児童：保護者のない児童又は保護者に

監護させることが不適当であると認められる児童

※２要支援児童：保護者の養育を支援することが

特に必要と認められる児童

※３特定妊婦：出産後の養育について出産前にお

いて支援を行うことが特に必要と認められる妊婦

＜要保護児童対策地域協議会の意義＞

地域協議会においては，地域の関係機関等が子ど

もやその家庭に関する情報や考え方を共有し，適切

な連携の下で対応していくこととなるため，以下の

ような利点がある。

①支援対象児童等を早期に発見できる。

②支援対象児童等に対し，迅速に支援を開始するこ

とができる。

③各関係機関等が情報の共有を通し，課題の共有化

が図られる。

④共有された情報に基づいて，アセスメントを協働

で行い，共有することができる。

⑤情報アセスメントの共有化を通じて，それぞれの

関係機関等の間で，それぞれの役割分担について共

通の理解を得ることができる。

⑥関係機関等の役割分担を通じて，それぞれの機関
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が責任をもって支援を行う体制づくりができる。

⑦情報の共有化を通じて，関係機関等が同一の認識

の下に，役割分担しながら支援を行うため，支援を

受ける家庭にとってより良い支援が受けやすくな

る。

⑧関係機関等が分担をし合って個別の事例に関わる

ことで，それぞれの機関の責任，限界や大変さを分

かち合うことができる。

11 ２（４）子育て世代包括支援センター ＜妊娠届出者数及び特定妊婦の推移＞のグラフ削除 母子保健課意見から

12 ３ 児童相談所について

（１）児童相談所の概要 （１）児童相談所とは

「ア 設置目的」部分の段ズレの修正

○石ヶ森委員の意見

を踏まえ，次項目の

「旭川児童相談所の

概要」と区別

15 ４ 旭川市の子ども家庭相談支援における現状と課

題

（１）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

本市の子ども家庭相談支援機能を担っている子ど

も総合相談センターでは，子どもの養育に支援が必

要な保護者に対し，相談対応や養育支援訪問や及び

子育て支援サービスの活用等による支援を行い，児

童相談所や関係機関と共に虐待の予防に努めていま

す。相談支援の実施に当たり，週１回の定例会議で

母子保健課意見から

○赤坂委員の意見を

踏まえ，虐待以外の要

支援児童・要保護児童

への支援を追加
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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。

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。

本市の子ども家庭総合支援拠点における相談フロ

ー（21 ページ）（第２章の最後）

○宮嶋委員の意見を

踏まえ，相談支援の流

れがわかる図として

フロー図（別紙）を追

加

16 （２）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

ア 関係機関や地域との連携

子ども総合相談センターにおける関係機関との日

常的な情報共有や連携の取組が十分でないため，子

ども総合相談センターへの相談は早い段階からの相

談が少なく，深刻化・重篤化してから，相談が寄せ

られる傾向があります。

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・

○石ヶ森委員の意見

を踏まえ，学校側の理

解が不足していると

誤解されない表現に

修正
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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。

保育所，民生委員児童委員等との日常的な連携がで

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，子ども食堂や子どもの学習支援等の子ども

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。

○宮嶋委員の意見を

踏まえ，子どもの学習

支援を追加

16 （２）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。

児童記録票と受付簿，支援経過の記録は対象児童

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。

母子保健課意見

16 （３）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

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

母子保健課意見
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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。

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。虐待リスクの

度合いによって支援の担当課（担当者）が替わるた

め，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。

17 （３）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。

各関係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，複数の部署が関わ

る場合には，その都度関係部署から子どもと家庭を

適切に支援するための情報を収集することから，時

系列的に整理するまでに時間を要しています。

17 （３）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，幼児健康相談等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。

産婦健診，赤ちゃん訪問（乳児全戸訪問事業），４

か月児健診，１歳６か月児健診，３歳６か月児健診，

幼児健康相談等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。そうした中で，支援を必要

としながらも，支援に結びついていない家庭もある

ことから，こうした潜在的なニーズの把握をあらゆ

○赤坂委員の意見を

踏まえ，十分ではない

ことを追加
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る機会を捉えて進める必要があります。

17 （３）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。

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，健診や相談などを通して保護者の育児への不安

や悩みを把握し，できるだけ支援につなげるよう取

り組んでいますが，全ての子どもや家庭の状況を把

握し，支援を行うことは難しいのが現状です。

母子保健課意見から

17 （４）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。

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，支援につながっていない家庭

を対象とした事業の実施が課題となっています。

○宮﨑委員の意見を

踏まえ，修正

18 （４）ウ 子どもの預かり

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

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

○宮嶋委員の意見を

踏まえ，レスパイトの

注釈を追加
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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。

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。

※レスパイト：育児疲れ等に対する一時的な休息

19 （５）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。

○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，要保護児童対策地域協議会の意義や各関係

機関の果たすべき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，子ども総合相談センターや関係部署

及び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。

19 （５）ア 各種会議の開催等

○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

○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

○佐藤委員，宮﨑委員

の意見を踏まえ，実務

者会議の形骸化の説

明を修正
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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。

等を行っています。

しかし，要保護児童対策地域協議会の組織及び運

営の全般について協議を行う代表者会議を開催して

おらず，構成機関に要保護児童対策地域協議会の実

務者会議の役割等を示すことができていないため，

近年の実務者会議においては，意見等が出ることが

ほとんどなく，構成機関から会議の形骸化を指摘す

る声が寄せられています。

19 （５）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。

子ども総合相談センターの役割や機能について，

関係機関に対する周知や情報提供が十分でないた

め，関係機関から要保護児童・要支援児童・特定妊

婦に関する情報提供や虐待通告が十分に行われてい

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。

○石ヶ森委員の意見

を踏まえ，関係機関側

の理解が不足してい

ると誤解されない表

現に修正
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20 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を図り，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

を尊重し，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

「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を図り，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

を尊重し，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
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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。

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，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。

21 ２ 基本的方向性と基本方針

（１）【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。

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

関わる部署が，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。

21 （１）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，子ども家庭総

合支援拠点を中心として，日頃から子どもとの関わ

（１）イ《基本方針２》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，子ども家庭総

合支援拠点を担う子ども総合相談センターを中心と
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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。

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。

21 （２）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。

（２）ア《基本方針１》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

を安心して産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，子どもや保護者と接点を持つことができる

生活保護や自立相談支援，配偶者暴力相談支援，ひ

とり親家庭相談，障害福祉，学校教育，母子保健事

業及び子育て支援など，市が行う事業等を通して把

握した，子どもや家庭が抱える困難や課題を，漏れ

なく適切な支援につなげることができるよう，子ど

も総合相談センターと関係部署の連携強化を図りま

す。

○佐藤委員の意見を

踏まえ修正。

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

21 （２）【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， 虐待の重篤化を防ぐため，虐待に関わる相談・通

○石ヶ森委員の意見

を踏まえ，「事案」の削
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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，施設入所等の介入的な

対応を行うことにより，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。

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。

（これ以降削除）

除，「相談・通告等」に

統一（市町村子ども家

庭支援指針の表記を

参考），「等」は情報提

供部分

21 （２）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。

市の関係部署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

に相談・通告等を行い，同センターの職員が現地調

査を実施した上で，要保護児童対策地域協議会にお

ける地域のネットワークを活用し，市の関係部署や

関係機関と連携し，適切な役割分担の下で共に支援

を担うことにより，子どもや家庭が支援の狭間に落

ちないような支援体制を構築します。

22 （２）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

子ども総合相談センターにおいて虐待に関わる相

談・通告等を受けたときは，同センターの職員が直

ちに発生現場に出向き，子どもの状況を確認しま

○石ヶ森委員の意見

を踏まえ，「事案」の削

除，「相談・通告等」に
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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。

す。その際，同センターの職員が子どもや関係者か

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は，子どもの安全・安

心の確保を最優先に考え，一時保護所や施設入所等

の措置権限を持つ児童相談所と連携し，迅速・的確

に対応します。

また，一時保護中や施設入所等の措置により，家

庭から分離された子どもや，助言指導を受け，引き

続き家庭で生活する子どもと家庭について，児童相

談所や要保護児童対策地域協議会との連携により，

継続的に支援するなど，子どもの権利を尊重した支

援を行います。

統一，文章の整理

22 （３）【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。

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

地域や関係機関と連携し，地域全体で子どもの育ち

を支える体制を構築します。

23 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

（１）〈取組１〉学校等の関係機関や地域との連携に

２《基本方針２》関係機関や地域との情報共有・連

携の強化

（１）〈取組４〉関係機関や地域との連携による問題 ○石ヶ森委員の意見
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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。

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，関係機関や地域とのつながりを強化

することを目的に相談支援に係る地区割の見直し等

について検討を行い，子ども総合相談センターの職

員による関係機関への訪問や，関係機関が行う会議

への出席等を通じて，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。

を踏まえ，文章の整理

23 （２）〈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

（２）〈取組５〉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課や福祉，教
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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。

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。

23 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

（１）〈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

１《基本方針１》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

（１）〈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

子ども総合相談センターにおける相談支援に係る

業務の流れを見直し，相談・通告等の受理や支援方

針の決定について手続きを明確化するとともに，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。

併せて，指導的な役割を担う職員が相談員に対す

る指導助言や支援につなぐことに専念できるよう事

務分担の見直しを行い，助言指導や関係機関が担う

サービスの利用等による支援及び通所・訪問等によ

る継続的な養育支援など，必要な相談支援が適切に

行われるようにするとともに，在宅支援アセスメン

ト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

○石ヶ森委員の意見

を踏まえ，「相談・通告

等」に統一

母子保健課意見
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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。

を図ります。

また，子育て世代包括支援センターと子ども家庭

総合支援拠点を担う子ども総合相談センターにおけ

る関係部署や関係機関との連携方法の明確化や要保

護児童対策地域協議会の見直しを含め，子ども総合

相談センターを中核とした重層的な支援を進めま

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の強化のほか，新型コロナウィ

ルス感染症対策への対応として，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。

○宮﨑委員の意見を

踏まえ，子育て世代包

括支援センター，子ど

も家庭総合支援拠点，

子ども総合相談セン

ターの３つがどのよ

うに重層的に機能す

るのか，妊婦支援につ

いて専門知識がある

支援ができる者を中

心として支援体制を

示す

24 （２）〈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。

（２）〈取組２〉子育て世代包括支援センターにおけ

る相談支援の充実

児童虐待の予防や早期発見・早期支援の役割を担

う子育て世代包括支援センターにおいては，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
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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。

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。

24 （３）〈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

（３）〈取組３〉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，主に母子保健課等の関係部署や関係機関か

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
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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。

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。

25 ３《基本方針３》専門性の強化

（１）〈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。

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。

児童相談所の専門性は，児童の援助に関するデー

タが蓄積され，そのデータを効率的に活用し援助に

生かすことが可能な社会福祉士や臨床心理士・公認

心理師などの有資格者を配置すること等により確保

されています。

また，子どもや保護者に対して主に援助を行う児

童福祉司を支える心理判定員（児童心理司）や一時

保護所の職員，里親担当児童福祉司，主任児童福祉

司（スーパーバイザー）など複数の専門職が配置さ

れ，多角的な視点を持つ専門職を組織的に育成する

ことが可能となっています。

本市においては，職員の人事異動のサイクルはお

○赤坂委員の意見を

踏まえ，専門職育成に

ついての記述を追加
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おむね４年程度であることや，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，デー

タの蓄積や専門職の育成が難しい状況にあることか

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。

25 （２）〈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。

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，関係部署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。

25 ４《基本方針４》適切な役割分担と連携の強化

（１）〈取組８〉要保護児童対策地域協議会の運
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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。

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，市や関係

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

係機関と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，市や関係機関相互

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，市や関係

機関の適切な役割分担と連携強化を図ります。

26 ５《基本方針５》子どもの安全・安心の確保

（１）〈取組１０〉市立児童相談所の設置に向け

た具体的な検討

（１）〈取組１０〉児童相談所との連携の強化

子ども総合相談センターへの相談・通告に基づ
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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。

き，子ども総合相談センターの職員が子どもの置か

れている状況・リスクを確認し，子どもに危険が及

ぶおそれがあると判断した場合，児童相談所への送

致を含め，速やかに一時保護等の必要性について協

議や調整を行うことができる体制の強化を図りま

す。

26 （２）〈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。

（２）〈取組１１〉一時保護中の子どもや家庭への

支援

児童相談所が一時保護する子どもや家庭への支

援として，就学児については教育委員会や学校と子

ども総合相談センターが連携し，学習進度等を含め

た児童相談所との情報共有が円滑に行われるような

体制等について検討を行います。
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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。

27 ７《基本方針７》地域における支援の充実

（１）〈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。

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，子ども食堂や子どもの学習支援など，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。

○宮嶋委員の意見を

踏まえ，子どもの学習

支援を追加

28

・29

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

第５章 市立児童相談所の必要性と課題

１ 市立児童相談所の設置によって期待される支援

○石ヶ森委員の意見

を踏まえ，タイトルを
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割と必要性

（１）基本的な考え方

（２）旭川市独自の児童相談所の必要性

と役割

（１）市立児童相談所の設置によって期待される支

援

（２）市立児童相談所が担う役割

修正

28 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。

１ 市の現状と課題を踏まえた市立児童相談所の役

割

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の必要性や課題の整理を

行います。

30 （２）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。

（２）ウ 一時保護の充実

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。
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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。

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るほか，一時保護委託の場

合，可能な限り通学できるように配慮を行っていま

す。

市が一時保護所を設置することができれば，個別

処遇に常時対応できるよう施設整備や人員体制の充

実を図り，安全・安心な環境で，一人一人の子ども

の状況や特性に配慮した処遇や，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。

30 （２）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，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，DV や

（２）オ 専門性の高い相談援助

市立児童相談所の設置に当たっては，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

の専門職を継続的に確保し，育成する必要がありま

す。

また，一時保護所の職員，里親担当児童福祉司，

主任児童福祉司（スーパーバイザー）など複数の専

門職の配置により，多角的な視点を持つ専門職を市

の組織の中で育成することが可能となります。

その中で，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
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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。

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，子ど

もが同居する家庭での配偶者等に対する暴力による

心理的虐待やその他の児童虐待等により心的外傷を

被った子どもやその家庭に対し，専門性の高いアセ

スメントや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。

31 カ 発達支援と療育・障害児支援の連携

近年，小中学校や保育所等では，特別支援を必要

とする子どもが増えている現状があるなど，こうし

た子どもに対する早期支援と継続的な支援が課題と

なっています。

市が児童相談所の機能を有することで，児童相談

所と関係部署や関係機関がこれまで以上に緊密に連

携し，障害がある子どもへの相談支援に関する情報

を関係部署と適切に共有し，役割分担の下で対応す

ることにより，子どもの発達に合わせた効果的な発

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ります。

○赤坂委員の意見を

踏まえ，障害児支援を

追加

32 ２ 市立児童相談所の設置に向けた課題 ２ 市立児童相談所の設置における課題


