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令和２年度第１回旭川市子ども・子育て審議会 議事概要

○開催日時

令和２年７月３０日（木） １８：３０～２０：００

○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（１７名）

會田委員，赤坂委員，荒木関委員，飯田委員，石ヶ森委員，板橋委員，片桐委員，

小山委員，佐々木委員，佐藤（洋），佐藤（貴）委員，佐藤（達）委員，諏訪委員，

武井委員，長野委員，長谷川委員，宮﨑委員

○欠席委員（３名）

田中委員，清水委員，宮嶋委員

○事務局（１４名）

子育て支援部 中村部長，鎌田主幹，福田副主幹

子育て支援課 竹内次長，坂本主幹

子育て企画係 岩本主査，藤澤

こども育成課 浅田課長，紺野主幹，土橋補佐，多田所長

母子保健課 松浦課長，堤補佐

子ども総合相談センター 岩崎次長

○概要

１ 開会

２ 議事

⑴ 協議事項

≪協議事項ア 旭川市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等の

一部改正について）≫

（Ａ委員）

事務局から説明を。

（事務局）

児童福祉法に基づく厚生労働省令「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の

一部を改正する省令」が令和２年４月１日から施行されたことに伴う，本市の「旭川市

家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例」の取り扱いと，子ども・子育て

支援法に基づく「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令」が令和２年４月１日から
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施行されたことに伴う，本市の「旭川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営の基準に関する条例」の取り扱いについて，条例改正の要否に係る本市の考えにつ

いて，審議いただきたい。

「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の改正について，０歳から２歳児

への保育を提供する小規模保育事業などの家庭的保育事業者等は，児童が卒園後も必要

な教育・保育が継続的に提供されるよう，保育所などを連携施設として適切に確保しな

ければならないとされている。

今回の改正により，利用調整に当たって，利用乳幼児を優先的に取り扱う措置が講じ

られている場合などは，連携施設確保を不要とできる要件が追加された。

現状，本市に存在する家庭的保育事業者等は，保育所などを連携施設として適切に確

保できており，保育の質の確保を図るためにも，基準を緩和する条例改正は行わないこ

ととする。ただし，今後の保育ニーズ等による状況の変化によっては，再度条例改正の

要否を検討し，改めて審議会に諮りたい。

また，保育を必要とする，子どもの居宅で保育士が保育を行う居宅訪問型保育事業の

保育提供要件について，国の「子ども・子育て会議」において，保護者の疾患や障害等

により養育を受けることが困難な乳幼児に対する居宅訪問型保育の実施が可能であるこ

とを明確化すべき，とされたことを受け，母子家庭等の乳幼児の「保護者の疾病，疲労

その他の身体上，精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育するこ

とが困難な場合への対応」という文言が追加された。

追加された内容については，現行の基準においても実施可能ではあるが，本市の条例

においても明確化するため，改正を行うものである。

資料にはないが，「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための

関係法律の整備に関する法律」が令和元年６月７日に成立し，同月１４日に公布された

ことを受け，児童福祉法の関係箇所が改正されたため，省令における児童福祉法からの

引用箇所が改正されたことから，同じく本市条例の引用箇所の改正を行う。

子ども・子育て支援法に基づく内閣府令においても，特定地域型保育事業の運営基準

を定めており，今回，省令の改正内容と同様に保育所等との連携要件の緩和に関する部

分の改正が行われた。

本内閣府令に基づく本市の条例についても，同じ理由により基準を緩和する条例改正

は行わないこととする。

（Ａ委員）

事務局から説明があったが，質問等はあるか。

＜意見等なし＞

≪報告事項ア 市立保育所及び市保育士の取組状況について≫
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（Ａ委員）

事務局から説明を。

（事務局）

令和２年３月に「第２期旭川市子ども・子育てプラン」を策定し，この中では，令和

元年１０月からの幼児教育・保育無償化に伴う新たなニーズへの対応や幼児教育・保育

の質の向上に取り組むほか，市立保育所が担うべき役割や機能を整理し，今後の在り方

について検討を進めることとなった。

また，今後の保育の供給量が充足され，本市の保育が，量的拡充から質的向上を図る

ことが求められている。

この市立保育所の在り方については，これまでは「市立保育所の在り方及び市保育士

の人材育成に係る方針」に基づき神楽保育所の拠点機能発揮や新旭川及び近文保育所の

今後の方向性などについての進捗等を，審議会の場で報告していたが，具体化が進んで

いないのが現状。

このため，本市の保育全体の視点から抜本的に市立保育所の在り方を検討するため，

これまでの市保育士による検討体制を廃し，これとは別の検討する会議を庁内に立ち上

げ，今年度中に考え方をまとめたいと考えており，検討内容については，１２月開催予

定の第３回審議会において報告し，意見をいただきたいと考えている。

次に，市保育士の人材育成に関わって，これまで同様，方針の取組の視点による３つ

の項目，１の市保育士の質の向上，２の全市的な支援体制の構築，そして，３の行政資

源の効果的な活用に分けて資料に記載している。

１の市保育士の質の向上では，市保育士自身が各保育所を評価する「自己評価の実施」

など５つの取組を，２の全市的な支援体制の構築では，市内の保育施設を対象に市立保

育所の保育の公開を行い参加者と意見交換を行う「公開保育の実施」など６つの取組を，

３の行政資源の効果的な活用については，市立保育所で行っている特別支援の取組事例

を市ホームページで紹介する取組など４つの取組をそれぞれ令和元年度に引き続き，実

施することとしている。

今年度については，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び感染予防に留意し

ながら，場合によっては事業の中止なども視野に取り組みを進めていく。

この市保育士の人材育成については，「市立保育所の在り方及び市保育士の人材育成

に係る方針」において，市立保育所の在り方の検討と市保育士人材育成をセットで進め

ることとなっていたが，本市の保育全体を見渡したうえで，市立保育所の在り方を抜本

的に検討することとしたため，市立保育所あるいは本市の子育てに関する制度や機能と

ともに，自治体の保育士の役割や求められる姿というものも明らかにしていくこととし

たため，このような形での報告は，今回が最後となる。

（Ａ委員）
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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。

（Ｂ委員）

「第２期旭川市子ども・子育てプラン」においても，子育てに関する情報発信につい

ての取組が掲載されているが，旭川市のHPを検索しようとしても，探しにくいところ
があるので，もっと見やすくして欲しい。

特別支援についても，旭川市のHPに掲載されているが，内容がわかりにくいので，
わかりやすく掲載されたら良いと思っている。

関係機関との連携については，例えば神楽保育所は高齢者施設と隣接しており，世代

間交流などについても，もう少し記載があっても良いのではないかと思う。

保育所への看護師の配置について，介護施設や障がい者施設では加算があるが，保育

所にはない。保育所にも加算があっても良いと思う。

保育所の特別支援について，札幌市は全ての保育所で対応可能と聞くが，旭川市は場

所によって対応出来ない保育所があるため，対応していない保育所に特別支援の必要な

お子さんが割り当てられると，転園を余儀なくされるケースがあると聞く。

市立保育所が中心となって，情報を発信し，特別支援の必要なお子さんを持つ保護者

が情報を受け取り，小学校に上がる時にもお子さんの情報を学校と共有出来るなど，繋

がっていけるようになると良いと思った。

（Ｃ委員）

市立保育所の在り方についての検討は，過去何年間にも渡り検討を続けているところ

ではあるが，全道的にみると，都市の規模が大きいほど市立保育所は減少傾向にある。

市立保育所は立ち位置の難しさがあり，単に保育機能を有するだけではなく，保育施

設として先進的な役割を担ったり，公でなければできない機能を発揮することを期待さ

れている。

保育施設の第三者評価については，受審が任意のため，旭川市では第三者評価を受け

ている民間保育所は少ない。道内全体でみても同様だろう。受け方について指導してく

れるところもないので，第三者評価を受けている市立保育所が，民間保育所に対しレク

チャーをしてもらえると，地域全体の保育の質や機能の向上に繋がる。

また，市立保育所には，積極的に資料提供をしてもらえるとありがたい。例えば，災

害時の対応マニュアルなどを開示してもらえると，民間施設もそれに倣った形でマニュ

アルを作成することが出来る。市立保育所が民間の模範となり，積極的に情報を公開し

ていくことで地域の保育の質も上がり，市立保育所の役割もはっきりするのではないか。

最後に，医療的ケア児の受入について，市立保育所が医療的ケア児の受入に特化する

ことで，市内のニーズに対応することが出来るのではないかと考える。

（Ａ委員）
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個人的には，市立保育所の役割はまだまだあると考えている。今後の市立保育所の在

り方に期待をしたい。

保育所の人材育成に関する取組についての報告は今回が最後ということだが，私の希

望としては，将来的に報告を受けなくても，自然と取組についてわかるような状況にな

って欲しいと思う。

≪報告事項イ マタニティ＆子育てサポートプランシートについて≫

（Ａ委員）

事務局から説明を。

（事務局）

近年，核家族化が進み，基本的な知識や情報の不足のために，子育てのつまずきがお

こりやすい状況にある。

従来から，母子保健と子育て支援の両面から多様な支援の充実に努めてきたが，情報

が必ずしもわかりやすく伝わっていない現状があることから，妊娠初期から子育て期の

それぞれの段階に対応したサービスの情報や助言が伝わり理解されるよう，利用者目線

に立った情報提供のあり方の一つとして，本様式を作成した。

妊娠初期から，子育て期のイメージがつきやすいよう助産師等により，丁寧に情報提

供を行い，市民と信頼関係を築き，子育て力の向上を図る一助としたい。

（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。

（Ｄ委員）

マタニティ＆子育てサポートプランシートの配付は，母子手帳配付時に渡すのではな

いかと思うが，母子手帳と比べるとかなりサイズが大きい。母子手帳に挟み込むことが

可能なサイズだと良いのではないか。

（事務局）

市で作成している「旭川市子育てガイドブック」に挟み込んで渡すことを想定してい

る。子育てガイドブックは子育てに関する様々なサービスが集約された冊子で，将来的

には「マタニティ＆子育てサポートプランシート」が子育てガイドブックの中に掲載す

る形を検討している。

（Ｄ委員）

いろいろなタイミングで配付していくものと思うが，例えば，子どもが生まれたとき，
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産婦が支援を希望すると連絡を入れると，保健師が家庭訪問を実施し，このプランシー

トを提供し，相談に乗ってもらえるということか。

（事務局）

支援が必要と判断されれば，家庭訪問を実施する。今まででも，様々な相談支援体制

を構築しているが，プランシートを活用して，妊産婦の方々に情報提供を行っていけた

らと思っている。

（Ｄ委員）

分娩分類に「流産」と掲載しているところがある。期間的には確かに流産であり，残

念ながら，流産してしまう方もいる。トラウマとまでも言わないが，そうした方もいる

中で「流産」という記載は配慮に欠けるのではないか。

（事務局）

個人によって，受け止め方の違いがあるとは思いますが，自身の体に対する理解の一

つとして，体調管理に役立ててもらいたいと思って作成している。

（Ｄ委員）

妊産婦健診等で，産婦人科にかかっていることもあり，一般的に「流産」という言葉

は認知されていると思う。

また，未熟児についての記載もあるが，ここでの未熟児についての定義を知りたい。

妊娠第何周で，何グラムまでなど，どういう定義で未熟児としているのか。未熟児とい

うレッテルを嫌がる方がいるので，「低体重」や「早産」，「○週未満で○グラム以下で生

まれた子ども」などとした方が良いと思う。

（事務局）

関連する制度が「未熟児養育医療給付」で，ここで「未熟児」としているのは，「出生

時体重が 2,000グラム以下で,生活力が特に弱くいくつかの症状を呈するもの」としてい
る。

（Ｄ委員）

今の時代，「未熟児」という言葉は使用しない。この制度の事業名の見直しもしてもら

えるとありがたい。制度があったとしても，使用しない単語を使うことで対象者に伝わ

らず，自分に当てはまらないと思われると，せっかく利用できるものも提供に繋がって

いかない。あまり制度面にとらわれず，最終的には利用者がきちんと活用できる形にな

れば良いと思う。

そのあたりを踏まえて，文言等の見直しをしてもらえればと思う。プランシートは妊
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産婦の方々に向け，末永く使用してもらいたいものなので，事務局には再考してもらえ

るとありがたい。

（事務局）

持ち帰り，再度検討したいと思う。

（Ｅ委員）

流産経験者なので，先ほどから出てくる「流産」という単語に少し胸が痛む。

色々な人がいるということを念頭に，配慮した形で作ってもらえたらと思う。

プランシートは，子育てガイドブックに挟んで渡すという話しだったが，一般的に子

育てガイドブックは持ち運びには適さないので，普段携帯する母子手帳に挟めるサイズ

だと助かる。旭川市のプランシートは文量が多いので，今から小さいサイズに変更する

ことは難しいとは思うが，道内の先行事例である帯広市のものはかわいらしく，わかり

やすく，こういったものを参考に作成したら良いと思った。

産前産後は体調が優れず，文字を見ることも辛い人もいるので，そういったことにも

配慮して欲しかった。

他にも，帯広市のプランシートにはチェック項目があり，時期によって利用できる制

度がわかりやすくなっている。そういったものも，取り入れると良いと思った。

（Ｃ委員）

このプランシートでは，保育所等への入所申請が妊娠期の中で記載されており，最も

多くの方が入所の検討をする時期の出産後の中には記載がない。妊娠中でも確かに保育

所等への入所申請は行えるが，実態を考えると違和感を覚えるので，このことについて

も検討願いたい。

また，子どもを預かるというサービスは 1歳以降が対象であり，1歳未満では保育所
への入園以外の預かりサービスがない。よって，保護者の通院であったり，リフレッシ

ュの機会を得ようとしても，1歳未満だと子どもの預け先がほぼないということになる。
これに対応する取組が，例えば，産前・産後ヘルパーがそれに当たるのかもしれないが，

実際に保護者と接すると，想像以上に負担を感じている方がいたりするので，困ってい

る方に，ピンポイントで必要としているサービスがわかるような形になっていると良い

と思った。やはり使いたい制度が選べるよう，チェックシートになっているとわかりや

すいのではないか。

保護者がよく，「保育所の入園がこんなに大変とは思わなかった」と話しているのを聞

く。入園の時期や，それに対応した申込の時期など，タイムラインで追えるとわかりや

すいのではないかと思った。事務局には，より良いものにして欲しい。

（Ａ委員）
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発行してからでは，修正が困難なので，意見があれば，発行前に事務局に意見を伝え

て欲しい。

各委員から様々な意見が出たので，意見を踏まえた上，プランシートを発行してもら

えればと思う。

ほかに何か質問，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。

≪報告事項ウ 新型コロナウイルス感染症対策に係る予算の補正状況について≫

（Ａ委員）

事務局から説明を

（事務局）

旭川市では，新型コロナウイルス感染症の拡大防止や経済的負担の軽減のため，補正

予算を組み対応している。このうち，子育て支援部に関係する補正状況を何点か報告す

る。

令和２年２臨補正では，国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」により，当

該感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため，児童手当を受給する世

帯に対し，対象児童１人当たり１万円を支給する「子育て世帯臨時特別給付金支給費」

として，４億２千８４２万５千円を補正した。

令和２年３臨補正では，新型コロナウイルス感染症拡大の影響から，学習支援などの

子どもの居場所づくり事業の実施が困難な中，子どもの食事機会の減少に対応するため，

弁当の配付等による子どもへの食事の提供など，感染症拡大防止に配慮した子どもの居

場所づくりを実施する団体に対し，１施設１月当たり４万円を上限とする「子どもの未

来応援費」として，４００万円を補正した。

また，新型コロナウイルス感染症拡大の影響で外出自粛等による妊産婦のストレスの

緩和や不安の軽減を図るため，妊産婦に対し，宅配等により利用可能な５千円の食事券

を配布する「妊産婦ランチサポート事業費」として，１千６４４万７千円を補正した他，

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，就労収入が減少するなどし，学資の支弁

が困難な学生及びその保護者等に対する奨学金の臨時貸付を行う「育英資金貸付金及び

入学仕度金貸付金」として，３千２４９万２千円を補正した。

令和２年２定追加補正では，ひとり親世帯を支援するため，児童扶養手当を受給して

いるひとり親や，新型コロナウイルス感染症の影響を受け，家計が急変した家庭等に対

し，１世帯当たり５万円，第２子以降１人につき３万円を支給する「ひとり親世帯臨時

特別給付金支給費」として，５億１千３０６万８千円を補正した。

令和２年４臨補正では，感染拡大防止に係る経費への補助として，「一時預かり」，「病

児保育・病後児保育」，「保育施設」，「母子生活支援施設」，「放課後児童クラブ」を対象
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にマスク等の衛生用品等の経費を補助するものとして，１億６千６４３万円を補正した。

（Ａ委員）

何か質問，意見等あるか。

（Ｅ委員）

ランチサポート事業のことで伺いたい

この事業については，当初，妊婦の体に優しい食事の提供という考えがあったと記憶

しているが，実際の利用可能店舗を見ると，当初の考えとは違うように思える店舗が多々

ある。このことについて説明して欲しい。

（事務局）

当初の事業設計では，各店舗に協力金を支払い，健康的なメニューを作ってもらうこ

ととしていたが，予算的に厳しく実現できなかったため，当初の想定とは違う形の事業

になった経緯があり，結果として，飲食店の経営が厳しい事を考慮し，野菜を少し増や

すなどのできる範囲での工夫をお願いし，妊婦の不安の軽減やストレスの緩和という目

的で実施することした。

（Ｅ委員）

ランチサポート事業の事業費の半分以上が委託費であると聞いている。妊婦の健康面

をサポートするため，栄養士などがメニューを考えるから経費がかかるのではないかと

予想していたが，実際は栄養面に配慮しているとは思えないメニューが並んでいたため

疑問に思ったため質問した。

（Ａ委員）

ほかに何か質問，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。

≪報告事項エ 児童虐待防止対策に関する有識者懇談会について≫

（Ａ委員）

事務局から説明を

（事務局）

児童虐待防止対策に関する有識者懇談会開催までの経過と開催の趣旨について説明す

る。
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昨年１０月の子ども・子育て審議会において，市の児童相談所の設置に係る検討につ

いて，報告し意見を得た。

その後，事務的な検討を経て，本年２月には，市議会第１回定例会において，市長が

令和２年度市政方針の中で「市立児童相談所の設置に関し，今後３年から５年での設置

に向けて，その在り方について具体的な検討や関係機関との協議を進めるものとし，具

体的な検討を進めるために専門家から意見を頂く」との考えを示したが，同定例会では，

令和２年度の一般会計予算案に対し，「市の児童相談所を設置すべきかということにつ

いては，専門家による意見を頂きながら，本市における児童虐待の現状と課題，既存の

旭川児童相談所の現状や課題の精査を行い，市としての児童虐待防止対策に関する方針

を取りまとめた上で判断すべき」との附帯決議が議決された。

こうした経過を踏まえ，市では，今年度，児童虐待防止対策に関する方針の取りまと

めを進めるに当たり，専門家の意見を聴取するため，この懇談会を開催することとした

もの。

懇談会の参加者は，児童福祉等の分野を専門とする大学教員６名，医師１名，弁護士

１名のほか，北海道旭川児童相談所の赤坂所長をオブザーバーとした。

開催予定については，７月２０日に第１回目の会議を開催し，年内を目途に５回程度

の開催を予定している。

今後の進め方については，懇談会の中で，旭川市における児童虐待の現状と課題のほ

か，市としての児童虐待防止対策に関する総合的な考え方を方針として取りまとめてい

きたいと考えている。

なお，方針の取りまとめに当たっては，適宜，本審議会に報告し，意見を頂きたいと

考えている。

（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≫

（Ａ委員）

事務局から説明を

（事務局）

令和２年７月２日に，死体遺棄事件として永山在住の夫婦が逮捕された。

乳児の遺体が遺棄されていた大変痛ましい事件で，市としても重く受け止めている。

事件については，個人情報に関わる部分があり，詳しく話すことは出来ないが，可能な

範囲で説明させていただく。
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会長のはじめの挨拶にもあったように，我々は子どもの命を守る役割を担っている。

今後，市として子どもの命を守るためにどうしていくかということについての考え方に

ついて報告したい。

配付した資料は，令和２年７月６日時点で，マスコミ各社に情報提供したもので，市

と遺棄された乳児の関わりを時系列的に追ったもので，主に関わりがあったのは定期健

診に関わるもので，本乳児についての虐待についての相談や通報は受けていなかった。

「報告事項エ 児童虐待防止対策に関する有識者懇談会について」でもあったとおり，

市として児童虐待防止についての考え方を整理していく中で，庁内の関係各課や庁外の

関係機関との連携について検討し始めた中で，このような事件が発生した。

この事件に関わり，市の対応について精査していく中で，市として対応出来るところ

がなかったのかと検証したところ，いくつか問題も見えてきた。具体的に言うと，複数

部署にまたがる案件については情報共有の不具合があったり，道内の人口１０万人以上

の市で１０か月健診が未実施なのは旭川市だけということもわかった。

永山の事件を切っ掛けとして，改めて乳幼児を持った家庭との関わりの部分について

検討をしていかなければならないと考えている。

前述した１０か月健診については，他都市がどのような位置づけで実施しているのか

ということもまだ把握が済んでいないが，他都市で実施しているということであれば，

旭川市としても早急に実施について検討をしていかなければならない。

今後，永山の事件の公判等で明らかになった事実や，関係機関・関係各課との情報共

有及び１０か月健診の実施については検討し，まとまった時点で審議会に報告していく。

（Ａ委員）

事件については，個人情報の問題があり具体的な話しは出来ないが，事務局に対し，

質問・意見等はあるか

（Ｆ委員）

乳幼児健診については，案内をして，待っていても対象者が来ないということが課題。

健診を受診しないことについても，パターンがあり，元々病気があって，検査を受け

ているので，改めて健診を受けなくても良いと考えていいるというケースもあり，必ず

しも未受診者が虐待を受けているとは言えない。

乳幼児健診以外にも，予防接種があり，予防接種の受診記録は，小児科から市に情報

提供を行っているので，予防接種歴を確認することは，虐待の予防に繋がるではないか

と考える。

また，関わりを持っている小児科に連絡を取り，保護者にアプローチをするなど，た

だ健診の受診を待つということではなく，市が把握している情報を集めて，いかに子ど

もと繋がるようアプローチをかけるかなど，積極的に動いていくことも，方法の一つか

と思った。
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（事務局）

市でも，乳幼児健診の未受診者について，受診を待つだけではなく，抜き打ちの家庭

訪問を実施し，子どもの安否を確認するなどの対応をしている。

その中で，何回か家庭訪問しても会えない場合などに，予防接種の情報を確認してい

る。

ご指摘のとおり，単純に市から案内をしたり依頼をするだけでは来庁してもらえない

ため，乳幼児を持つ保護者が，市を頼りたくなるような施策や，保護者との接触を持て

るような機会を増やす方策が必要と考えている。

（Ｃ委員）

保護者からすると，乳幼児健診に行きたくない理由ははっきりしており，行くと言わ

れたくないことを言われるから行きたくない。しかしながら，そういう家庭の方がリス

クが高い。そうであれば，乳幼児健診に行かなければ損をするような制度にすると，呼

ばなくても来るようになる。

例えばだが，保育所で限定的に１歳未満でも一時預かりを実施するサービスをしたと

ころ，対応しきれないくらいの数が集まった。これも，保護者にしてみると利用しない

と損だから集まる。無料で預かるとなると，必ず来てくれるようになった。保護者と社

会的な接点をいかに持つかということが課題になると思うが，他にも「スマイルマミー」

という事業があり，これは，一定期間，保育士２名が週に何回か家庭訪問をし，子ども

と遊んであげる。保護者と体験を共有することで，育児の喜びや，保護者の助けに繋が

る。一方的に子どもを預かるというサービスではなく，保護者を安心させるサービスで

あり，一定期間一緒に過ごすことで，保護者や子どもの状態を把握でき，情報が蓄積で

きる。こうして得た情報を基に，どういうリスクがあるかということも判断できるよう

になる。

子育て支援センターがいくつ出来ても虐待は減らない。なぜなら虐待のリスクのある

保護者は，相談窓口があっても，そこから外れていく傾向があるから。だとしたら，行

かなければ損をすると保護者に思わせるような支援サービスを市で用意できたら良いの

ではないかと思った。

（Ｆ委員）

虐待のリスクがある保護者も，予防接種にはきちんと受けることが多いという報告が

ある。可能であれば，乳幼児健診を未受診・連絡が取れない・虐待のリスクがあるとい

う情報を病院に共有してもらえれば，病院受診時に注意して見ることが出来ると思う。

（Ｅ委員）

子どもにワクチンを受けさせたくない保護者や，離乳食を与えたくない保護者など，
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様々な考えを持つ保護者がいる中，市の乳幼児健診や相談に行くと，頭ごなしに否定さ

れ，先ほどの話しではないが，行ったら損，行くと辛い状態になってしまう。そうでは

なく，様々な考え方を持つ保護者が増えていると頭に入れて対応して欲しいと思う。

また，他都市ではおむつの配付や育児ボックス，食事の提供など様々なサービス提供

をしているところもある。旭川市でも同様のサービスの提供がされると良いと思う。

（Ａ委員）

永山の事件も，真相が明らかになるにつれ，旭川市の方でも今後の具体的な検討に入

っていくということなので，これからの推移を見守って行きたいと思う。

今後，旭川市で尊い子どもの命が失われることがないように取組を進めて欲しい。ま

た，このことは，市だけの責任ではなく，大人全体の責任であり，一人一人が知恵を出

し合い、子どもが育ちやすい環境に近づけていけたらと思っている。審議会委員の方々

にも，是非とも力添えをして欲しい。

（Ａ委員）

以上で全ての審議，報告事項について終了した。

その他に，何か質問，意見等はあるか。 ＜なし＞

６ 閉会


