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令和元年度第３回旭川市子ども・子育て審議会 議事概要

○開催日時

令和元年１０月２４日（木） １８：３０～２０：２０

○開催場所

旭川市子ども総合相談センター ２階 会議室１，２

○出席委員（１６名）

會田委員，赤坂委員，荒木関委員，飯田委員，板橋委員，片桐委員，小山委員，佐々木委

員，佐藤（洋）委員，佐藤（貴）委員，佐藤（達）委員，武井委員，田中委員，長野委員，

宮嶋委員，宮崎委員

○欠席委員（４名）

石ヶ森委員，清水委員，中田委員，諏訪委員

○事務局（１１名）

子育て支援部 中村部長，竹内次長

子育て支援課 坂本補佐

子育て企画係 岩本主査，石山

青少年係 宮野係長

こども育成課 金課長，門脇主幹

子ども総合相談センター 村椿所長，山本主幹，福田主査

○概要

１ 開会

２ 議事

⑴ 協議事項

≪協議事項ア 「第２期旭川市子ども・子育てプランについて（諮問）」≫

（Ａ委員）

事務局から説明を。

（事務局）

現行の「旭川市子ども・子育てプラン」については，平成２７年３月に策定した計画で

あり，今年度，本計画期間が終了することから来年度からの５年間を計画期間とする「第

２期旭川市子ども・子育てプラン」を次期計画として策定することとし，本年６月に，新

しい計画全体の骨組みとなる「骨子」に関する意見について，本審議会の専門部会に諮り，

市の考え方は妥当であるとの答申を頂いた。

この答申の内容を踏まえ次期プラン全体の素案を整理したので，改めて本審議会の意見
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を求めるもの。

調査審議方法は今年度第１回会議で説明したとおり，専門部会における審議をお願いす

ることとし，部会での答申については次回の本審議会において報告する。

今後のスケジュールとしては，１１月の専門部会での審議を経て年内に計画案の内容を

固め，年明け１月にはパブリックコメントを行い広く市民の皆様の意見を頂戴し，それら

を踏まえて，年度内（３月）の計画策定を目指したいと考えている。

（Ａ委員）

委員の意見を聞きたいということだが，何か質問，意見等あるか。＜意見等なし＞

協議事項アは事務局案のとおりとする。

≪報告事項ア 旭川市の子ども・子育て環境の現状と取組の方向性について≫

（Ａ委員）

事務局から説明を。

（事務局）

配付資料「旭川市子ども・子育て環境の現状と取組の方向性について」は，広く市の取

組を周知するために毎年作成しているものであり，これを基に本市における子育て環境の

現状と取組について説明する。

「第１部 本市の子ども・子育て環境の現状」１４ページまでは，子育てに係る本市の

状況について少子高齢化の状況を示す「合計特殊出生率」や「年齢構成別の人口の推移」

をはじめ「若年者の就労」の状況など子ども・子育てに関する最新のデータを掲載してい

る。

時間の都合もあるため，具体的な説明は省略する。

続いて１５ページ「第２部 本市の取組の方向性」からは，令和元年度において重点的

に進める子育て支援施策等について，子ども・子育てプランの章立てに基づき，まとめて

いる。

１８ページから２６ページまでは「基本方向１」の「子育てを支える」に基づく施策と

して，妊産婦やひとり親家庭への支援や子育ての不安感を和らげる支援，子育てに関する

経済的な支援のほか，乳幼児の子育て環境の充実や仕事と子育ての両立支援の取組につい

て掲載している。このうち，今年度新たに取り組む事業や，その内容を充実させた事業に

ついて説明する。

１９ページの「産後ケア事業」は昨年度に開始し，産後うつの予防などを目的として心

身のケアや育児に関する助言・指導を行うものであり，「宿泊型」及び「日帰り型」により

実施しているが，今年度から移動負担がなく，生活の場で住環境や家族関係を見た上で助
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言・指導を行うことができる「訪問型」を新たに実施している。

続いて２３ページ，「幼児教育・保育の無償化」について，本年１０月から３歳から５歳

は全世帯，０歳から２歳は非課税世帯に対して，認可保育所などの施設やサービスの利用

料を無償化することにより，子育て世帯の経済的な負担の軽減を図るもの。

続いて２７ページから３０ページまでは，「基本方向２」の「子どもの育ちを支える」に

基づく施策として，教育環境等の充実や，安全な日常生活環境の整備，援助を要する子ど

もが健やかに育つ取組について掲載している。

次に３１ページから３５ページまでは「基本方向３」の「子どもの主体性を育む」に基

づく施策として，子どもの主体性や社会の一員としての意識を育む取組について掲載して

いる。

このうち，今年度新たに取り組む事業については，３２ページ，児童が放課後に安全・

安心に過ごすことができる多様な居場所づくりの一環として，保護者の就労等の状況にか

かわらず，全ての児童を対象とした「放課後子供教室」を市内３箇所の小学校で実施して

おり，学習支援やスポーツ・文化活動等の体験機会を提供することにより，児童の健やか

な成長を育むことを目的としている。

続いて，３６ページから４０ページまでは「基本方向４」の「社会全体で支える」に基

づく施策として，子育てを支援する地域づくりや事業者と連携した取組の推進，社会全体

の意識啓発に関する取組について掲載している。

このうち，取組の内容を充実させた事業について，３７ページ「こども居場所づくり支

援」は，子どもの居場所としての幅広い視点から，「子ども食堂」だけではなく新たに「学

習支援」や「プレーパーク」（子どもの主体性を重視する自由な外遊び）の活動も対象に加

えて，市民団体等の支援を行っている。

最後の章立ての，４１ページ「第３部 計画の進捗状況及び個別事業一覧」については，

子育て支援に係る指標や目標値に対する進捗状況，本市が進める子ども・子育てに関する

各部局の取組状況が分かる資料を掲載しているが，個別の説明は省略する。

（Ａ委員）

事務局から説明があったが，何か質問，意見等はあるか。

（Ａ委員）

１９ページ産後ケア事業について，利用できる施設に市立病院が入っている。その上に

記載されている永山の助産院は三つとも丸がついていて幅広いサービスというか支援を提

供しているが，市立旭川病院はここの丸が増えていく方向性にあるのか。このままなのか。

市が率先してやっていくという姿勢が見られないものか。部署が違うので何とも言えない

かもしれないが，どのような方向性か。
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（事務局）

知り得る範囲でという部分で回答する。市立病院の産婦人科は産科の件数が少なかった

こと，また，産後ケアは助産師が基本的に相談を受けることになるが，妊娠して出産する

時点からの助産師とのつながりという部分があって，産後ケアも助産師と相談できるとい

う部分では，当初の市立病院の産科の件数からいうと，大体日帰り型で十分であろうとい

う判断の下に開始した経過がある。当時の考え方は今の説明のとおりだが，件数が増えて

いけば，拡大の方向という可能性もある。現時点では今年度に入り，産婦人科の医師が１

名だけということで，実質産科も受けていない，妊娠の部分は受けていないという状況で

は，今のところ増えていく可能性はないが，市立病院自体も産婦人科の医師確保しようと

いう動きがあるので，そういう中では，今後また拡大する可能性はあると考えているが，

現時点では，当面このままと考えている

（Ｂ委員）

３７ページ，子ども食堂と学習支援について，現在は地域まちづくり推進協議会の予算

で子どもの居場所づくりとしてあるものと思うが，子ども食堂と学習支援はこれから別の

予算になるということか。

（事務局）

地域まちづくり推進協議会の事業として予算もあるが，それとは別に子育て支援部の予

算としても別にある。子ども食堂及び学習支援が対象として会場使用料又は保険料につい

て補助するという内容である。

（Ｂ委員）

学習支援のみでも補助対象となるという理解でよいか。

（事務局）

学習支援のみでも対象となる。

（Ｃ委員）

産後ケア事業については対象が４か月未満である。この事業は始まったばかりなので存

在を知らない人も多く，知った時には産後４か月を経過しておりこのサービスを利用でき

ない。４か月以降の支援があれば良いと思う。検討しているものがあれば教えてほしい。

また，昨年度より利用者が増えたと聞いているが，周知の強化をお願いしたい。

（事務局）

まず，周知については，母子健康手帳交付時に周知していたが，妊娠から出産まで一定

の期間があるという課題があり，また，母子保健課で実施している赤ちゃん訪問の際には
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必要な方に周知していた。今年度は赤ちゃん訪問の際に全ての方に周知することとし，ま

た，うぶごえへの贈りもの事業において地域の民生・児童委員が絵本を届ける際にも周知

している。この結果，対前年度比で２倍以上の利用があるため周知は進んだと考えている。

産後ケアについては，４か月健診もあるためそこまでの基本的な支援だが，これまで要

望もあり市長公約でもある育児・家事援助について課題であると考えている。

（Ｃ委員）

知人が腱鞘炎になり，産後ケア事業の利用上限である７回を利用する前に４か月経過し

て利用できなかったということがあった。

（Ｃ委員）

P21 わくわくカレンダーについて，産後動けるようになってからこの情報を知ったとい

う人が多い。母子手帳と一緒に配付することについて要望しているが，予算の都合で難し

いと聞いている。妊婦でも参加できる内容も記載されているので検討してほしい。

（事務局）

それぞれの担当課に伝える。

（Ｃ委員）

知らなかった，出かけられなかったという声をよく聞くので，検討をお願いする。

（Ｄ委員）

子育てガイドブックについて，持っているが中身が詳しく読まれていないというケース

が多い。厚い。例えば，ファミリーサポートセンター事業を知らないという人がいる。確

かに子育てガイドブックには記載されているが，知らないということは子育てガイドブッ

クが読まれていないのではないか。読むのも大変である。忙しくて読めないという方もい

ると思う。中身は結構良いものなので，例えばこのようなサポートがあるということをか

いつつまんで説明する機会があれば良いのではと思う。ファミリーサポートセンター事業

を知らないのは可哀想だと思った。すごく良い制度であると思う。また，ほかにも良い制

度があるので周知をする機会があれば良いと思う。

もう一つは少子化の問題。旭川市は少子化対策に積極的でないように見える。具体的に

どのようなことをすれば良いかというのは難しいと思うが，他の自治体では第３子・第４

子に保育料減免を手厚くするというところもある。その結果，幼児教育・保育の無償化に

伴う副食費負担による逆転現象も報道されているが，少子化に対する歯止めを効かせるよ

うな施策を考えていれば教えてほしい。
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（事務局）

少子化対策は絶えず考えていく必要があると認識している。子育て支援部の施策自体は

そういった事を念頭において考えているが，正直なところ効果的と言える施策は我々自身

も見えない部分である。これについては，もし委員の皆様から提言などいただけるものが

あれば，それに向けて検討したいとは考えている。

（事務局）

子育てガイドブックについては，分かりやすくなるよう毎年リニューアルしているが，

御指摘のあった説明会など検討していきたい。

（事務局）

幼児教育・保育の無償化による副食費の徴収による逆転現象について，旭川市でも独自

に保育料軽減を実施してきたため，一部の所得階層で発生する。それに対して旭川市独自

の経過措置として，逆転現象が発生しないような補足給付事業を今年１０月から実施する。

更なる軽減とはならないがそこの部分の対応は実施する

（Ｄ委員）

それは限定的なものか。

（事務局）

来年度の８月まで。保育料の切替えが９月であるため，その前までの経過措置として実

施するもの。

（Ｅ委員）

P７～９就学前と就学後で悩みの状況が大きく動いている事が見て取れるが，これについ

ての市で考えていることがあれば教えてほしい。

子育てガイドブックは広報誌でかいつまんだ記事を掲載することや QRコードで情報を

取得しやすくするのも良いと思う。

P４６～４７児童虐待に関する指標が未達成，色々な課題があると思う。

また，障がい者のうち，療育の判定人数が増となっていると認識しているが，発達障害

についても，教育・保育現場で細分化されて分かることによってそういう人が増えている

と思う。児童虐待についても旭川市として何らかの施策を考えていると思うが，色々な部

分で具体的に打ち出してほしいと思っている。分かる範囲で回答を。

（事務局）

親の悩みへの対応について，就学前の発達・発育に関することについては，就学前の保

育などで特別支援対応を今現在できる部分で実施しているが，保育の現場では更なる充実
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という声もあるので，市全体の予算との関わりもあるが，随時対応していきたい，拡大も

検討していきたい。

友達付き合いに関することついては行政が立ち入る部分ではないが，例えば，教育委員

会でスクールカウンセラーを配置してそういった相談にも一定程度対応していると思う。

これで十分とは思っていないが親等の悩みやニーズを踏まえて事業を構築していかなけれ

ばならないし，拡大等も随時考えていきたい。

（事務局）

児童虐待については，対応件数の増は社会全体の意識の高まりや，一方で子育ての環境

としては社会的なつながりが希薄になったり，家族関係の中にも難しさが出てきている部

分もある。また，児童相談所との情報連携の件数を計上していることや子どもの前での DV

を心理的虐待として捉えていることも要因だと思う。質問の虐待予防については，虐待に

限らずできる限り早期に子育てしやすいような環境を整えたりサービスにつなげるという

ことで，昨年始めた産後ケア事業も早期に子育ての不安を取り除くための事業であり，わ

くわくカレンダーの普及など，孤立しないでなるべく外に出て行けるようにすることや，

子育てガイドブックなどによる情報提供など，子育て施策一つ一つに取り組むということ

が虐待防止につながると考えている。

（Ｆ委員）

産後ケアが虐待予防として有効な手立てと考えているなら，なぜ産後４か月までに限定

されるのか。虐待の可能性があるのは産後４か月に限定されるものでもはないと思う。ど

の段階でどういう問題が生じかねないか，何が課題になるか，だからどういう手立てが必

要なのか，もうちょっと大きな目で見ていただかないと。予算がないからとなるのであれ

ば，それは虐待事案があっても仕方がないということになる気がするので，産後ケアは大

事だということは否定はしないが，４か月以降に対する手だてというのを明確に持たない

と。その部分について，真剣に議論を深めていただきたい。

先ほど委員の質問の中で，就学前と後で保護者の悩みの内容が変わっている。それはニ

ーズが変わっているということ。小学校の友達関係という部分で親御さんが一番気にして

いるのはいじめ。いじめに対して先ほどの回答でもあったが，そのスクールカウンセラー

対応されているということであれば，どの程度の頻度で学校に配置されているのか，それ

が有効であるのかということも議論せざるを得なくなってくると思うので，産後ケア事業

は有効だと思うが，４か月に限定すべきものではないと思う。１歳になるまで，あるいは

就学など，どこかの社会につながるまで親は孤立した状態にあるかもしれない。受診歴の

ある保護者に対して何らかの手当てが必要ではないか。そこも見ていかなければならない

部分ではないか。回答は求めない。

また，３０ページの旭川児童相談所管内の件数について，旭川児相に入った旭川市内の

件数か，旭川児相が受理した件数か，後者であれば，一義的には旭川児相が通告先という
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ことになっているはずなので旭川の件数を掲載するか，若しくは深刻事案ということで，

旭川児相が小計で絡む部分があったとすればそのうちの旭川市の件数を掲載したほうが，

表紙の旭川市の子どもの云々ということで記載されているので，そこに合致する気がする。

特段回答は求めない。

（Ａ委員）

産後ケア事業だけでなく，今後５か年のプランを考えていく中で，連続した育ちという

ものをどう考えていくのかという視点は，絶えず忘れてはいけないと思う。点として，そ

れぞれが始まっていくことは重要だと思うが，それからのつながり方を大切にする必要が

あると思う。児童相談所の部分の数値は事務局から回答できそうか。

（事務局）

ここに掲載されているのは旭川児相の数値であり管内全て含まれている。今後の掲載の

方法については検討したい。

（Ａ委員）

この冊子は毎年作成しているものか。だとすれば来年度は今の御意見を反映してほしい。

（事務局）

児童相談所から提供を受けている数値であるため，その可否について児童相談所に確認

しながら検討していきたい。

（Ｇ委員）

虐待の件数については複数の切り口があり，相談受理件数については市町村ごとにある

が，結果的に虐待として取扱った件数については作業が必要となる可能性もある。

（Ａ委員）

ほかに意見等あるか。＜なし＞

報告事項アについては，報告を受けたこととする。

≪報告事項イ 旭川市北彩都子ども活動センター条例施行規則の改正について≫

（Ａ委員）

事務局から説明を。
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（事務局）

本年１０月１日から消費税率は１０％に引き上げられるが，本市の一般会計の使用料及

び手数料，行政財産目的外使用料等については，平成２６年４月の消費税率改定時に５％

から８％への引上げを見送ったため，消費税率は５％のままとなっている。

現在，「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針（改訂版）に基づく料金改定等を行い，

令和２年４月１日から新料金を適用する予定で取組を進めており，使用料・手数料の見直

しは，消費税率が８％である平成２６年度から平成２９年度までの経費を基に料金の算定

を行っているところである。

これらのことから，一般会計の使用料及び手数料，行政財産目的外使用料等については，

市民生活への影響を考慮するとともに，使用料・手数料の見直しに合わせて，原則として

令和２年４月１日から消費税率８％分を転嫁する。ただし，地方公共団体の手数料の標準

に関する政令に規定するもの，関係する法令などに定めがあるもの，国及び道の制度等に

基づくものについては，この転嫁方針にかかわらず，それに定める基準及び方針によるこ

ととなる。

なお，改正手続については，令和元年第４回定例会への条例改正提案及び規則改正の手

続を行う予定である。

次に，改定後の料金については，子育て支援部で対象となるのは北彩都子ども活動セン

ターにおける設備の使用料であり，対象品目が１１種あるが，これらのうち実際に改定す

ることとなるのは現在 500 円の「音響装置」となる。この算定について，現在の消費税率

５％分を８％分の転嫁へ変更し，増加分につき，１０円未満の端数処理において，音響装

置が該当となっている。

（Ａ委員）

事務局から説明があったが，何か質問，意見等はあるか。 ＜意見等なし＞

本事項についての報告を受けたこととする。

≪その他ア 市の児童相談所の設置に係る検討について≫

（Ａ委員）

事務局から説明を。

（事務局）

資料の説明と具体的にどのように意見を聞くかという方法は後ほど担当から説明するが，

もともと都道府県及び政令指定都市が児童相談所を設置するということになっていたが，

平成１６年の児童福祉法改正で中核市も設置可能となった。その中で，市長が今回の４期

目公約で児童相談所の設置に向けた検討を掲げて当選し，専門職の配置確保，財政的な問



10

題，そういった部分で本当に大丈夫なのかという部分は事務的に検証しており，最終的に

今年度中に市長が判断することになる。これから児童相談所の内容について説明するので，

この審議会でも意見を頂きたい。ここで聞いた意見等も踏まえて，事務的な検討結果を踏

まえて最終的に市長が判断する。ということの一つの材料とさせていただきたい。もちろ

ん児童相談所の部分に仕事の関係で精通されている方もいれば，あまりよく分からない方

もいると思うが，資料の説明もするのでその範囲の中で，ある意味感覚的な部分でもよろ

しいと思うので，意見をお伺いしたいと考えている。担当から詳細を説明する。

一つ目の経過としては今御説明したとおり，平成１６年に児童福祉法が改正され中核市

が設置できることになり，その後の児童福祉法改正においては，政府が設置に係る支援等

の措置を講ずるように定められている。

中核市における児童相談所の設置状況は，「２ 他市等の設置状況」のとおり，現在３市

となっており，令和３年４月には奈良市が開設予定。

「３」に掲載しているのは，本市の児童虐待相談対応件数や旭川児童相談所における旭

川市分虐待相談対応件数であり，いずれも増加している。また，全国的にも深刻な児童虐

待の事件が起こる中，これまでも子育て支援は市の重点施策として取り組んできたが，こ

れらの状況を踏まえ児童相談所の設置を検討することとした。

他市等の検討状況については，２ページの「４」のとおり，旭川市を含め５市が設置す

る方向で検討中，設置の有無を含めて検討中が３１市，設置しない及び未検討が１８市と

なっている。

「５」が現在の子ども総合相談センターと旭川児童相談所の役割について対比したもの

であり，子ども総合相談センターでは児童に関わる相談，要保護児童対策地域協議会，ケ

ース検討会，その下に掲げるような事業を担当している。右側が児童相談所の業務，例え

ば一時保護や児童福祉施設等の入所措置といった業務，児童相談所設置に伴い行うことに

なる，例えば障害児入所給付費の支給などの業務を市が担うこととなる。

３ページ，先行市３市における児童相談所設置時の状況について，建物は横須賀市は仮

庁舎に開設し，一時保護所は持たず，県に委託，金沢市は既存施設を改修し，一時保護所

は持たず，県に委託，明石市は一時保護所も含め新規に施設を整備している。なお，横須

賀市は平成２０年に一時保護所を含め新規に施設を整備し，金沢市は平成２１年に一時保

護所を新規に整備している。また，県職員の派遣については，横須賀市と金沢市は県から

職員を派遣してもらい，業務を開始している。

児童相談所設置に係る経費については「７」。児童相談所整備費，一時保護所整備費，児

童相談所及び一時保護所における運営費・事業費がある。事業費については，児童入所施

設措置費等が含まれる。

４ページ，児童相談所設置のメリットとしては，利用者の利便性の向上，子育て支援サ

ービス等を活用した総合的な対応が可能となること，都道府県が設置する児童相談所と市

区町村の二元体制による問題点が一元化されることにより解消されることなどが，社会保
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障審議会児童部会報告において挙げられている。

課題としては，財政的負担が大きいこと，専門性確保が難しいことが挙げられている。

また，他の中核市においても，設置運営に係る財政負担，専門職員の確保，育成が課題で

あること，また，市による支援と県による介入・措置という役割分担が効果的であるとい

ったことが挙げられている。

メリットと課題がある中，今後市の児童相談所の設置検討を進めるに当たり，委員の皆

様の意見も参考にさせていただきたい。

別紙の様式に意見等を記入いただき，１１月８日（金）までに提出をお願いしたい。

また，様式でなく自由記述又は電子媒体でも可能。

（Ａ委員）

事務局から説明があったが，何か質問，意見等はあるか

（Ｈ委員）

P４のメリットで二元体制による問題点が一元化により解消されるとあるが，道の児相と

市の児相が併存していると一元化となるのか。どのように協力していくのか。

（事務局）

この記載内容は国の資料であるが，従来，児童相談所も市町村も共に児童虐待の通告先

であり，旭川市では市と児童相談所で連携がうまく取れているが，市町村と児童相談所の

連携がうまくとれていない地域もあると聞いている。また，通告先としても，通告をどち

らにすれば良いかという問題も生じると考えている。

質問の件については，仮に旭川市が設置した場合には道の児童相談所の管轄から旭川市

分が外れるため，旭川市の児童についての通告・相談は道で受けないこととなるため，明

確に分かれる。

（Ｆ委員）

旭川市に児童相談所が設置された場合に，児童家庭支援センターは旭川市に新たに設置

されることとなるのか。

一時保護所も併設されるのか。

北海道の児童相談所も人材確保に苦慮していると聞いているが，児童福祉司などの専門

性の確保の目処は立っているのか。

（事務局）

児童家庭支援センターは，児童相談所設置市に設置義務はないが，旭川市に設置するこ

とになったとすれば，所管は旭川市となる。設置の考え方については，北海道の考え方も

参考としていく必要があると考えている。
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一時保護所についても設置の義務はない。横須賀や金沢市は当初一時保護所を持ってお

らず県の児童相談所に委託していたが，苦労したと聞いている。自分たちが一時保護を決

定しても調整が必要となる場合や，受け入れてもらうことができない場合があるなど，ま

た，一時保護した児童を直接自分たちが状況を見られないという課題もあるため，一時保

護所は持った方が良いと聞いている。

人材確保については重要な課題であり，横須賀市や金沢市は当初県に派遣してもらって

おり，明石市は開設前に県に人を送って研修を実施した。設置する場合には北海道に協力

をお願いする必要があると考える。

（Ｆ委員）

児童家庭支援センターについて，旭川児童相談所管内では美深町にあり，旭川から利用

する例が少ないと聞いたことがある。できれば旭川市にもあった方が良いと思う。

一時保護所は特に低年齢児で必要だが，一般の職員と違う意味で人材確保が大変と聞く。

夜間休日に勤務できる職員をどう確保するか。設置するのであれば，募集して人材確保で

きるものではないと思うので，現場経験者の供給など，検討課題だと思う。

（Ｄ委員）

専門性確保，人材確保について，子ども総合相談センターでは嘱託職員が多いと思うが，

嘱託職員ではなく正規の市職員で異動がない形での職員採用を考えているのか，専門性の

ある職員を長期的に配置して欲しい。

設置場所は子ども総合相談センターを改修するということで考えているのか。

（事務局）

いずれの質問もこの場で明確に回答するのは難しいが，専門性のある職員を育成してい

くことは重要な課題であると認識している。北海道の児童相談所は８か所あり，その中で

異動することができるが，市で設置した場合に一か所に長く配置することが良いのかとい

う課題もあると思う。金沢市は５年で異動すると聞いている。色々な考え方があると思う

が，専門性の確保は課題だと思っている。

設置場所については，どのような施設を持つかによって経費も変わってくる部分もある

ので，複数のパターンをシミュレーションしながら検討したい。

（Ｈ委員）

報告事項アについて，Ｐ４６児童虐待相談件数について，目標値が現状値よりも減少と

あるが，減ることが良いことなのか。増えることが望ましいと思うが認識を聞きたい。

（事務局）

究極的には児童虐待がないということが望ましい状況と考えるため，件数そのものが減
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少していくことが良いと考えている。

（Ｈ委員）

虐待の定義自体も膨らんでおり，絶対的な件数自体もなくなるものでないと思う。相談

件数が減少するというのは出てこないの話が増えていくということにならないか。

（事務局）

件数増加の背景には，児童虐待防止法改正で虐待の定義の中に心理的虐待として面前Ｄ

Ｖが加わったことや，警察の体制が整って通告が増えたことなど，状況が同じ中で通告が

増えていくのであれば潜在化しないということで良いという部分もあると思う。

もしかしたら乱暴な言い方になるかもしれないが，実際に児童虐待の数を把握するとい

うことに関して，本当の発生件数というのは分からない部分である。先ほど言ったように

そういったものが究極的には，なくならなければならないと考えているが，実際にその児

童虐待の数を把握する一つの方法として相談件数としている。これは虐待している当該人

だけでなく周りからの相談件数も含めてであり，現時点では児童虐待の数というものを把

握することがなかなかできない。今おっしゃったように相談件数自体がなくなるっていう

ことは問題でないかという話もあるが，この部分の相談件数を現状値よりも減少というの

は，把握できる部分の虐待件数が減ることにつながる部分という理解ということで，こう

いった書き方をしている。実際にあるのに，相談しないようなケースが増えるということ

は我々もそれはまた問題だと思うが，飽くまでも相談件数ということの原点が児童虐待，

とりあえず今把握できる部分では，そういう意味での現状の値よりも減少ということで考

えている。

（Ｉ委員）

メリットで利用者の利便性向上等と記載しているが，今までは北海道の児童相談所では

こういったことが困ったが，旭川市の児童相談所を設置することによりこういったことが

スムーズにいくなど，具体的な事例を教えてほしい。

（事務局）

資料に記載しているメリットは国の報告から転記したものである。現場の実感としては

子ども総合相談センターの向かいに児童相談所があり，連携しながら対応していることか

ら，問題はない考えているが，旭川市の児童相談所を持つということは，虐待の通告を受

けた場合に市の母子保健課で保有している赤ちゃん訪問や健診の情報などを市の内部で情

報共有ができたり，障害があって福祉サービスにつなぐ，生活保護につなぐ，ＤＶがあっ

て女性相談の部門とつなぐ，あるいは教育委員会につなぐなど，内部での情報共有がより

スムーズになると考えられる。また，通告先が一本化されるなどもメリットと考えている。
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（Ｉ委員）

北海道の児童相談所だと情報共有がスムーズでないということでもないと思うがどうか。

（事務局）

児童相談所から子ども総合相談センターを窓口として情報共有しているため，内部の方

が早くなるというメリットはあると思う。

（Ｇ委員）

国の報告にある二元体制による問題点について，死亡事案の中では，市町村と児童相談

所の機関の違いによるバトンの渡し違いやバトンの渡し替えができずに谷間に落ちるとい

うことなどが重なってきたという部分があると思う。国としてもメンテナンスをかけてい

く中で，中核市でも児童相談所を設置できるようにしたと思う。

北海道と市町村では連携しているが，微妙に持っている制度と，同じ制度でも受け取る

ニュアンスや子育てに関する施策でも異なる場合がある。地域に期待するサービスを持っ

ていない場合や，地域から児童相談所の方針に対して疑問が出る場合もあり，バトンのや

りとりがうまくいかない場合がある。北海道独自で持つ問題として広域分散化という問題

がある。旭川児童相談所は上川総合振興局管内と留萌管内を持っている。２時間以上かか

るような距離まで事案が生じれば行く必要があり，虐待事案であれば１人で対応するわけ

ではなく，複数で子どもの対応，保護者の対応をしており，市町村の協力を得る必要があ

り，一方の市町村で発生した事案が，同時に他方の市町村で発生すると対応しきれないと

いう問題もある。ある程度の人口規模であれば身近なところで支援してもらったほうがあ

りがたい。

（Ｆ委員）

メリットとして国が提示したものを旭川市がメリットにすることができそうか。

例えば，母子保健課から上がってくるデータを突き合わせれば，虐待のリスクが見えて

くる，あるいは小学校の状態，兄弟の状態から見たときに，このお母さんはどういう形が

想定されるというようなことが見えてくると思う。

旭川市の児童相談所ができれば，今の保護者の状態が把握しやすくなるはず。旭川市が

児童相談所を持つ意味は，メリットをメリットにできるかどうかだと思う。

児童相談所自体が関係機関との連携を強く打ち出していたと記憶している。保育園，幼

稚園，小学校との連携をどう強めていくか。旭川市と小学校，旭川市と保育園，幼稚園と

いうことであれば，既存の枠組みがあるので，どう乗っけるかという工夫がやりやすいと

思う。市の考えを。

（事務局）

例えば，母子保健課の乳幼児健診について，単にその健診を済ませただけではなく，そ
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れについてのフォローなどを少しでもできるようにすることが，児童相談所の設置の有無

にかかわらず，市のできる児童虐待の役割として変わる部分だと思う。その中で人が足り

ないのであれば増やす必要があるという話は内部でしている。

委員のお話にもあったように，いろんな民間の保育所や幼稚園との連携というのも，市

がやって行かなければならない。市が持つメリットは出るか出ないかではなく，出す必要

があるため，今回の意見は，我々が気付けていない部分についても，色々な立場の方がい

らっしゃるので，色々な部分で言っていただいて，こういった視点を持つべきでないかと

いうような意見を参考にしたい。

（Ｆ委員）

色々な部分の肝は母子保健課だと思う。乳幼児健診から生まれた子どもたちの状態，世

帯の状態が一番把握されやすいところ，それが虐待や障害，育ち全般の問題に直結してい

くと思うので，そういうのをうまくメリットに転換していく方向で検討してほしい。

（Ａ委員）

ほかに意見等あるか。＜なし＞

その他ア「市の児童相談所の設置に係る検討について」は，皆様の御意見を頂きたいと

いうことなので，お願いする。

（Ａ委員）

案件のほかに，意見等あるか。

（Ｊ委員）

旭川市内の一部の認定こども園で１号認定の定員を大幅に超えていると聞いている。

事実関係を教えてほしい。また，何が問題点なのか，旭川市がどう対応したか，今後どの

ような対応をしていくのか，市の考えを聞かせてほしい。

（事務局）

現在市内には認定こども園が３５か所あり，保育所や幼稚園，認可外保育施設からの移

行などでその数になったが，その中で２，３号保育と併せて１号定員の枠を設定している。

認定こども園は，保護者の就労状況が変化しても継続して同じ施設に通い続けることがで

きるというのがメリットであり，そうした状況に対応できるよう，市全体の需給バランス

や，子ども・子育て審議会の意見なども踏まえて，１号定員は必要最小限の定員数を設定

してきた経過がある。

この定員については，運営基準の中で定員の遵守が示されており，２，３号の部分につ

いては保育の部分で，年度途中の待機児童が発生している状況もあるので，市としても弾
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力的な運用をお願いしているところだが，１号については，これまでも利用定員を遵守し

ていただくような話はしてきたが，ここ数年，この定員を大きく超過して受け入れを行っ

ている園が，全てではないが一部の園でそういった実態はある。

今年度も４月の時点では定員が遵守されているが，５月になった時点で大きく定員を超

過しているような状況もあったことから，１号は施設と利用者の直接契約であり，市の利

用調整は経ないため，実態把握のために利用する保護者に電話での聞き取り調査を行った。

その中で，就労状況に特段の変化がない中で，保育料軽減も 1つの理由として２号から

１号に移った方もいる。また，給付費の単価設定は国で決めているが，１号，２号，３号

で大きな開きがあり，定員の超過分で市の財政負担も増えている。今後もこういった状況

が続くと財源を本来使うべき施策に回せないという懸念もあるため，７月末に実施した幼

児教育・保育の無償化説明会の際に市の考え方を説明し，定員遵守への理解と協力を求め

たところ。

全ての園がそういった状況ではなく，必要な中でやむを得ず移った方もいるが，この，

やむを得ない事情は市町村の判断で決定できるという部分もあるので，今後，旭川市の考

え方を整理し，具体的に通知文書として各園に改めて周知したいと考えている。

（Ｊ委員）

４月時点で定員を下回っていたが，５月時点では大きく定員超過したとのことだが，具

体的に示すことは可能か。

（事務局）

全体で見ると１５０％を超えているが，全ての園ではない。遵守しているところもある。

（Ｊ委員）

故意でないと５月に１５０％超となることは考えられないと思う。市として，守ってい

ただけるように文書で通達するとのことだが，それでも守っていただけない場合に，どの

ような対応をするかの考えを教えてほしい。旭川市でこのような事が続くことはないと信

じているので，適正な，正常な状態に戻していただきたい，公平中立に定員を守っている

こども園があるその裏側で故意的にそういうことをするということはあってはならない。

たとえ保護者の負担減，園の実入りが増えるということだけで，やってほしくないと思っ

ている。

（Ｆ委員）

制度的に定員を絶対超えてはならないという制度設計ではないことは御理解いただきた

い。２号３号についても一定割合の定員超過が認められており，１号についても市の定め

るやむを得ない状況というのは，定員超過の場合はそのような想定もされて制度設計があ

るということは国からも示されているので，その当たりまで締め付けると弊害が出てきか
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ねない状況もあるので，Ｊ委員の発言に付け加えさせていただきたい。

（Ｊ委員）

まことにやむを得ない事情があるというのは全く問題ない。故意的に，お金のためにと

いうところはなんとかしていただきたい。

（Ａ委員）

ほかに意見等あるか。＜なし＞

３ 閉会


