
No. 寄せられた御意見 御意見に対する旭川市の考え方

1
児童虐待は，日中夜問わない対応が必要であり，被虐待児童の保護や分離の判断を迫られる場合もあるため，その業務の責任が極め
て重いと考えます。働く職員がバーンアウトしないよう，細心の注意を払い，メンタルヘルスに関しては，他機関以上に重点を置く必
要があると考えます。

児童虐待への対応につきましては，子どもの安全・安心の確保を最優先に対応
する必要があることから，児童相談所と連携し，迅速・的確な対応に努めてま
いります。
また，関係職員のメンタルヘルスについても，大変重要であると認識してお
り，指導的立場を担う職員が適切なケアを行うなど，心の健康の保持増進に
努めてまいります。

2

子ども総合相談センターは，1市1機関であるため，全市的な業務・活動が必要となります。全市を網羅できる充分な職員が必要であ
り，職員不足が子どもの処遇に直結することは明確です。財源や人件費の課題に関しては，多くの市民は未来を担う子どもたちへの投
資を認容すると考えます。経験豊富な心理士や保健師，社会福祉士，精神保健福祉士等の有資格者を多く配置していただきたいです。
さらには有資格者における会計年度任用職員の割合を極力低くする必要があると考えます。

子ども総合相談センターは，本市における子ども家庭総合支援拠点と子育て世
代包括支援センターの機能のほか，要保護児童対策調整機関の役割を担ってい
ることから，本方針に基づき，相談支援体制の一層の強化を図るとともに，
専門的人材の確保や育成の在り方について全庁的な検討を進めてまいりま
す。

3
道の児童相談所には虐待対応専門職員が配置されておりますが，その役割は高く評価されていると伺っております。旭川市において
も児童相談所を開設する場合には，虐待対応専門職員の手厚い配置をしていただきたいです。

本方針では，市立児童相談所の必要性と課題の整理を行ったところでありま
すが，市立児童相談所において，専門性の高い相談体制を確立するために
は，専門的な技術と経験を有する人材を確保し，継続的に育成する必要がある
ことから，これまで，本市と北海道旭川児童相談所との間で職員の人事交流
を行ってきたところでありますが，今後は，専門的な人材の確保と育成に係
る検討を進めるとともに，市立児童相談所としての強みを十分に発揮できる体
制となるよう検討を進めてまいります。

4 今回の素案を元に正式な方針が施行されると思いますが，施行後の各項目の進捗はどのように確認できるのでしょうか。

本方針に基づく取組の推進に当たっては，全庁一丸となって組織横断的な取
組の推進と進行管理を行うこととしており，取組項目の進行管理については，
全庁的に情報共有を図るとともに，市ホームページへの掲載等，積極的な情報
公開に努めてまいります。

5
素案の各所に「地域との協働」等書かれていますが，色々な会議が開催される中，私たちのような市民団体の者も参加をし，一緒に考
えた方が良いように思いますが，いかがでしょうか。

児童虐待の発生予防と早期発見を推進するためには，関係機関や地域との連
携を強化していくことが重要です。また，児童虐待防止の重要性について，広
く市民の皆さんに周知・啓発を図る必要があることから，本方針に基づく取
組として，児童虐待防止をテーマとした出前講座や研修会等を実施してまいり
ます。

「旭川市児童虐待防止対策に関する基本方針（素案）」に寄せられた御意見と旭川市の考え方

○意見募集期間：令和３年４月１５日（木）～令和３年５月１７日（月）

○意見の件数：２０人（２８件），２団体（１２件） 計４０件
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No. 寄せられた御意見 御意見に対する旭川市の考え方

6 素案の各所に「地域との協働」等書かれていますが，市民，市民団体として具体的に何を，どのようにしてほしいのでしょうか。

児童虐待に至る背景には，様々な要因があり，その中には，親自身が悩み，
援助を求めている場合も少なくないことから，虐待が疑われる場合はもちろ
ん，育児に困っている方や，養育支援が必要と思われる方が身近にいる場合
は，子ども総合相談センターに連絡をいただくなど，市民の皆様には，児童虐
待の未然防止や早期発見への協力をお願いします。

7
一時保護に関して，実親方が不満を持たれているケースをネット上でみかけるのですが，そのような実親に対しての項目を作る予定は
ありますでしょうか。

児童相談所の一時保護につきましては，市立児童相談所設置の必要性と課題を
整理する中で，一時保護所の現状と課題について整理するとともに，現在，
国において，児童相談所における一時保護の手続等の在り方の検討が進めら
れていることから，こうした動向を踏まえ，具体的に検討してまいります。

8

障害相談が最も多く，全体の相談件数の４９％を占めており，次いで養護相談が４０％となっている。養護相談のうち虐待相談が全
体の２７％を占めている。
平成２９年４月から子ども総合相談センターを「子ども家庭総合支援拠点」として位置付け，児童虐待の発生予防・早期発見と児童虐
待発生時の迅速・的確な対応に努めている他，要保護児童対策調整機関として「要保護児童対策地域協議会」における関係機関との情
報共有と適切な連携の下，要保護児童等に対する支援を行っている。
市が，コミュニティを基盤としたソーシャルワークの機能を担い，全ての子供とその家庭及び妊産婦等を対象として，その福祉に関し
必要な支援に係る業務全般を行う。
要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務（相談・通告の受付，受理会議（緊急受理会議），調査，アセスメント，
支援計画の作成等，支援及び指導等，児童記録票の作成，支援の終結）。
その他の必要な支援（一時保護又は措置解除後の児童等が安定した生活を継続していく為の支援等）。
レスパイトや急な用事・仕事等の場合に子供を預けられる，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
常生活支援事業等を実施しているが，夜間のニーズには十分に対応出来ていない事から，保育の必要性の有無にかかわらず利用可能な
夜間の子育て支援サービスの検討が必要だ。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，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
援等，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
実施等，組織全体で相談支援を行うための体制強化を図る。

頂いた御意見は今回の素案と概ね同様の内容であり，今後は本方針に基づき
本市における児童虐待防止対策の推進を図ってまいります。
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No. 寄せられた御意見 御意見に対する旭川市の考え方

9

本市の子供たちのため児童相談所を設置せんとされるお考えに敬意を表します。
ただ悲惨な事件は他人事ではなく今回の方針が本当に実現できるのか慎重に検討されたいと思います。
特に人員の確保と養成は極めて難しい課題だと思います。原則として正職員とし持ちケースは少なめに，実効性のある研修，困難ケー
スを担当する場合のサポート体制，脅迫等考えられる場合の警察との連携による安心感，道の協力体制の確保等は充分過ぎるほど保障
してほしい。現に今，例えば生活保護ケースワーカーは必要な人数を充たしていないと聞きます。それほどに福祉に人を充てるのは容
易ではないのです。今後，コロナではっきりしたように保健所の拡張の必要など少子高齢化のなかで他でも人材を確保しなければなり
ません。どうしても児童相談所にばかり人を充てられず人員減少や非正規職員への依頼に傾くように思えてなりません。例え専門の資
格を持った人でも児童相談所の職員は避ける傾向もあります。だからこそ上述したことをしっかり保障することで職員を確保してほし
いです。またこの困難な仕事をする職員には報酬も一般職より優遇してほしいと思います。それもモチベーションにつながるでしょ
う。
市で児童相談所を持てればそれに越したことはない，しかし，それは方針を実行できるかにかかっていると思います。もし絵に描いた
餅になるようならば現状より悪くなるかもしれません。それぐらいならば市で児童相談所を持つよりも今の体制で市と道が連携し課題
を克服するよう努力していく方がいいのではと思います。
今回の方針は例えばどんな研修がよいかなどまでは具体的に踏み込んでませんが，全体としてよく練られた内容だと思います。ですが
本当に市の児童相談所として方針のとおりやれるでしょうか？一度踏み出すとなかなかやめられません。どうか慎重な検討をお願いし
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考え方を整理したもの
で，今後においては，同方針に基づき児童虐待防止の取組強化を進めていく
考えであり，頂いた御意見については，同方針に基づく取組の推進に当たり
参考とさせていただきます。
また，市立児童相談所の設置検討に当たりましては，同方針の中で，市立児童
相談所の必要性と課題について一定の整理を行ったところでありますが，引
き続き，人材の確保・育成や組織体制等の課題について，具体的に検討する
必要があるものと考えております。

10

１．旭川市における児童虐待防止等の対応に係る体制について
子ども総合相談センターを中心に，｢子育て世代包括支援センター｣，「子ども家庭総合支援拠点」と国の児童虐待防止施策を講じ，児
童虐待防止等対策に取り組んでいるようですが，それぞれの機関が独自に事業を展開し，要保護児童若しくは要支援児童及びその保護
者又は特定妊婦に係る情報の共有が一元化されていないようです。さらに，受理会議，支援方針会議，進行管理等は未実施又は不十
分であるとのことです。児童虐待対応については，寄せられた情報１件１件受理会議において，特に重症度や緊急度についてアセス
メントし迅速かつ適切に対応することが求められています。このためには，北海道の児童相談所が行っているような受理会議と同様な
体制を早急に立ち上げる必要性を感じます。
受理会議開催時には，当然ですがスーパーバイザーの参画が必要不可欠です。

児童虐待防止等の対応に係る体制につきましては，本方針に基づく取組の中
で，子ども総合相談センターにおける相談支援体制の強化や子育て世代包括支
援センターにおける相談支援の充実等を進める考えであり，頂いた御意見を参
考とさせていただきながら，こうした取組の推進に努めてまいります。

11

２．要保護児童対策地域協議会について
私は，児童福祉法第２５条の２に規定されている要保護児童対策地域協議会は，悲惨な児童虐待による死亡事故の未然防止や何より
も子育てに悩んでいる保護者を救うなど重要な役割を担っていると考えています。
この要保護児童対策地域協議会を効率的，効果的に運営する要はスーパーバイザーです。他市町村と同様旭川市の場合，１に記載の
とおり児童虐待等対応に福祉，保健，教育等多くの機関，課等が関わっています。このような場合，スーパーバイザーの役職は，係
長（主査）級では円滑な運営は期待できません。少なくとも児童虐待等の対応経験があり，かつ課長級又はそれ以上の役職を充てる
ことが必要と思います。（児童相談所は課長級です）
また，要保護児童対策地域協議会のケース検討会議は，関係機関からの開催依頼のみならず，スーパーバイザーを中心としたケースの
進行管理の中で，調整機関が適宜，積極的に開催することが求められていると思います。

要保護児童対策地域協議会につきましては，本方針に基づく取組の中で，要保
護児童対策地域協議会の運営方法の改善と要保護児童対策調整機関の機能強
化に取り組む考えであり，頂いた御意見を参考とさせていただきながら，こ
うした取組の推進に努めてまいります。
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No. 寄せられた御意見 御意見に対する旭川市の考え方

12

３．夜間･休日の相談対応について
子育て中の保護者，又は特定妊婦等による子育て相談の対応は，２４時間３６５日受け付けることが重要と考えています。非通知で
の相談，子どもが就寝してからの相談，コロナ禍で新たな子育ての悩みや新たな形の児童虐待が危惧されるなど，夜間や休日における
相談件数の数が問題ではなくいつでも相談を受けつける体制をきちんと整えておくことが重要と考えています。非通知の相談の場
合，再度，相談が寄せられることは私の経験上あまりありません。
また，現在，夜間休日等に電話相談があった場合，｢平日の日中時間帯での相談｣や「１８９」を案内しているとのことですが，「１８
９」は基本，虐待通告ですので子育て相談を希望する保護者は「１８９」をダイヤルすることはないでしょうし，夜間や休日に相談す
る方はいろんな事情（孤立化，孤独化等により一人で悩みを抱える，精神的不安や精神疾患を抱える等）があり夜間等に相談機関に
電話をかけると思いますので，飽くまで相談する側の心情に思いを馳せ，２４時間３６５日の相談体制を早期に整える必要性を感じ
ます。

夜間・休日の相談対応につきましては，本方針の中で，本市の子ども家庭相談
支援における課題として挙げさせていただいたところでありますが，今後，同
方針に基づく取組の中で，子ども総合相談センターにおける相談支援体制の強
化に取り組む考えでありますことから，頂いた御意見を参考とさせていただ
きながら，取組の強化に努めてまいります。

13

４．子どもの社会的自立に向けた支援体制の検討について
国は，社会的養護原理の１つとして「ライフサイクルを見通した支援」をあげています。「虐待」や「貧困」の世代間連鎖を断ち切る
ため，児童養護施設等退所児童の社会的自立を支援することが非常に重要と考えています。当院でも退所児者の自立支援に向けた支
援を継続していますが，「ひと」「もの」「かね」「情報」「時間」等課題は山積しています。 
しかし，少なくとも支援する「ひと」と，「かね」「時間」があれば，社会的自立を図ることができる方もいます。旭川市としても，
是非，この点についても何らかの施策を講じていただくよう希望します。

子どもの社会的自立に向けた支援体制の検討につきましては，本方針に基づく
取組の中で検討を行う考えであり，頂いた御意見を参考とさせていただきな
がら，具体的な検討を進めてまいります。

14

５．ショートステイ，トワイライトステイについて
上記事業は，家庭養育優先原則（児童養護施設等への入所児童をつくらない，また，児童養護施設等退所児童の家庭養育を継続すると
いう視点）を推進する上で大きな役割を果たしています。
当院も旭川市から当該事業を受託していますが，入所児童の関係でお断りをするケースもあり，現在，ニーズに応えられるようハー
ド，ソフト両面にわたり検討しています。引き続き，子ども総合相談センターと連携を密に取りながら対応させていただきます。な
お，ショートステイ等受け入れ時，及び終了時における保護者との面接（養育状況の確認，子育ての悩み等の相談に応じる）が重要
であることは言うまでもないことです。

ショートステイ，トワイライトステイにつきましては，本方針に基づく取組の
中で，子育て短期支援事業に係るニーズに対応するための受皿の確保に向け
た具体的な検討を行う考えであり，頂いた御意見を参考とさせていただきな
がら，具体的な検討を進めてまいります。

15

６．里親について
里親の関係については，当院の里親支援専門相談員が中心となり旭川児童相談所の里親担当児童福祉司と連携し，里親の開拓，里子，
里父･里母等への支援等を行っています。    
また，今年度は，未委託里親トレーニング事業を旭川児童相談所から受託しています。
里親やファミリーホームは，家庭養育優先原則を推進する上で非常に重要な役割を担っていますので，旭川市としても里親に関する事
務を所掌する部署（職員）の設置を検討していただくよう希望します。

里親につきましては，本方針に基づく取組の中で，新規開拓と支援の検討を行
う考えであり，北海道旭川児童相談所をはじめ，関係機関と連携しながら，取
組の推進に向けて，頂いた御意見を参考とさせていただきながら，具体的な
検討を進めてまいります。
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16

７．児童家庭支援センターについて
２から６については，児童福祉法第４４条の２で規定されている「児童家庭支援センター」の事業内容に重なります。
北海道は，児童家庭支援センターは，児童相談所圏域に１箇所設置するとの方針で，旭川児童相談所圏域では，社会福祉法人美深育
成園が設置・運営しています。
本基本方針（素案）で整理された課題を解決するために，旭川市としても児童家庭支援センターの設置等について研究することも１つ
の方法と思います。

児童家庭支援センターは専門的知識及び技術を必要とする相談者に対し助言，
援助を行っており，地域の児童福祉に関して重要な役割を果たしていると認識
しておりますが，同センターの設置主体につきましては，児童家庭支援セン
ター設置運営要綱において都道府県知事，政令市の市長又は児童相談所設置市
の市長と定められていることから，市立児童相談所の設置検討を進める中
で，児童家庭支援センターの設置等について検討を行う必要があるものと考え
ています。

17

８．職員配置等について
「福祉は人なり」と言われています。旭川市子ども総合相談センターの職員体制をみますと，令和２年４月１日現在職員１０名，会
計年度任用職員２４人となっています。会計年度任用職員の是非を問うことではありませんが，内心，驚きました。対人関係職場はス
トレス職場でもあります。職員が安心して働ける労働環境を整えることも重要ではないかと思っています。

子ども総合相談センターの職員配置等につきましては，本方針の中で，本市の
子ども家庭相談支援における課題として挙げさせていただいたところでありま
すが，今後，同方針に基づく取組の中で，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取り組む考えでありますことから，頂いた御意見を参考
とさせていただきながら，取組を進めてまいります。

18

１ 全体を通して
前半でこれまでの反省や課題をたくさん出しているにもかかわらず，後半部分の基本方針の中で，その課題をどう克服していくかが見
えない。反省や課題と基本方針が対応していないので，とても分かりづらい作りになっている。
前半で現状ではあれができていない，これができていないという問題点が出されているが，なぜ今までできていないのかの分析が不
十分である。後半部分の基本方針はやるべきことを網羅的に掲げており，どれも重要であると思うが，そこで関係機関と連携します，
〇〇しますなどといっても，できていない理由や問題点の分析がなされていないので，これらは具体的に何をすればできるようになる
のか，本当に達成できるのかがわからない。なぜできていないのかという現状の分析が必要ではないか。
現在の子ども総合相談センターが関係機関などから信頼を勝ち得ていない状況をしっかり受け止め，どうやって信頼を得られるような
体制を作るかをはっきり打ち出した方がいいのではないか。「子ども総合相談センターに相談してもねぇ……。」という声が現場で聞
かれている。いくら関係機関との連携強化をうたっても，関係機関が連携をしようと思えないのであれば，早期発見も支援の連携も行
えないことになる。
市の児童相談所設置を視野に入れているため，基本方針５～７は今まで行っていなかった分野の記載である。抽象的でどんなことを
やりたいのかが見えない。すべて「検討を行います。」という文言であり，現状の把握が十分にできていないため抽象的になってい
ると思われる。だれ（どこ）とどのように，いつごろまでに検討しているのかがわからない。
まず，子ども総合相談センターとしてきちんとした体制ができ，関係機関と連携して動くことができるようになってから，その先にあ
る児童相談所の検討ができるのではないかと考える。

本方針に基づく取組の中で，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，組織全体で相談支援を行うための体制強化を図るととも
に，子ども総合相談センターが関係機関に対する児童虐待防止に関する情報提
供や協力要請等を行うなど，関係機関や地域との連携強化に努め，さらなる
子どもや家庭への相談支援の充実を図っていく考えであり，頂いた御意見を参
考とさせていただきながら，取組の推進と進行管理を行ってまいりたいと考
えています。

5/10



No. 寄せられた御意見 御意見に対する旭川市の考え方

20

３ ＤＶについて
ＤＶに関連することについてほとんど触れられていないが，ＤＶは心理的虐待である。面前ＤＶがあれば警察から児童相談所に通報
があるので，制度が変わってから心理的虐待の割合が増えている。子ども総合相談センターにおいても，旭川児童相談所においても
心理的虐待が虐待相談の６０％を超えている。この心理的虐待（ほとんどが面前ＤＶ）の対応はどのようにしていこうと考えているの
だろうか。現在も親や子にどのような支援を行っているのだろうか。この辺りは現状と課題にも取り上げられていない。相談の大部
分を占める心理的虐待に対する取組みは必要ではないか。
旭川では，子ども・女性支援ネットワークを立ち上げている。子どもと女性の問題を１つにして考えるという画期的なネットワークで
あったはずである。虐待の問題を見ていけば，そこに家族の問題，ＤＶ，さまざまな依存，貧困，障害，介護などの問題がつながっ
て出てくる。６０％を超える心理的虐待への対応は，虐待されている子どもだけを見ていては解決しない。この点をどのように考えて
いるのだろうか。

本方針に基づく取組の中で，子ども総合相談センターと配偶者暴力相談支援セ
ンターとの適切な連携協力や，DVを含む子どもや家庭が抱える問題の早期発
見や迅速な支援など，関係機関や関係部署との連携強化の取組を進めるとと
もに，要保護児童対策地域協議会（子ども・女性支援ネットワーク）の運営
方法を見直し，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
することができるよう取組を進めてまいります。

19

２ 相談支援体制
《基本方針１》〈取組１〉では相談支援体制の強化があげられている。「指導的な役割を担う職員が指導助言や支援につなぐことに
専念できるように事務分担を行う」とされている。指導に専念できる体制だけが問題であったのか。ケースの分析，進行状態などを
把握し，ケースマネジメントができる人材が必要なのではないか。ツールの活用や職場内研修があげられているが，書かれていること
だけで現状を改善できるのか疑問である。
《基本方針３》〈取組６〉で人材確保・人材育成が考えられている。もちろん将来の見通した計画は必要であるが，今はどのようにし
ていくのか。４年の異動周期，会計年度職員が多いことが専門性の蓄積が進まない理由としてあげられている。それでは，全員を正職
員にするのか，会計年度職員でも何かモチベーションを上げることができればいいのか。専門性の蓄積とは，どのようなことをさして
いるのかわからないので，旭川市として何をしたいのか具体的な対応が見えていない。
子ども総合相談センターには，児童相談所と同じように臨床心理士，社会福祉士，保育士，臨床発達心理士などの専門職と呼ばれる
人が配置されている。策定専門部会の会議録によれば，子育て支援部主幹が，専門職が専門性を支援に生かし切れていないのが現状で
あると述べている。せっかく配置している専門職にどう専門性を発揮してもらうのかを考えなければいけないということであろう。す
でに専門職を配置しているので，〈取組６〉で「専門職の配置等専門性をもつ職員の配置のあり方を検討します」だけでは，解決にな
らないと思われる。ではどうするのかが打ち出されていない。現場で役立つためには，試験に合格して取得できる資格があればいいと
いうものではないであろう。それぞれの専門職には得意なフィールドがあるので，資格の名前だけでは十分ではないと思われる。
Ｐ２０の「子どもの意見を代弁することが可能な専門的知識を持つ職員の確保・育成ができていないため，十分と言えない状況にあ
ります。」と記載されているが，基本方針の中には記載されていない。子どもの意見を代弁することが可能というのはどのようなこ
とを指すのかもはっきりしない。虐待を受けている子どもの思いや気持ちを聞くことなのか，司法面接のことを指しているのか，子ど
も代理人としての弁護士なのか。内容が抽象的である。せっかく現状と課題で取り上げたのであるならば，何らかの対策を記載したほ
うがいいのではないか。

子どもと家庭に対する相談支援に携わる職員は，子どもの意見を尊重した相談
支援も含め，適切なリスクアセスメントの実施や子どもの発達，家庭病理，
法制度の知識など高度な専門性が求められることから，本方針に基づく取組
の中で，専門性を持つ職員の配置の在り方等について，頂いた御意見を参考
とさせていただきながら，検討を進めてまいります。
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４ 研修
〈取組７〉で研修の充実があげられている。単発の研修だけでは虐待対応の技術，力量が身につくのは難しい。人材を育成する時間と
研修講師などの問題はあると思うが，系統的にかなり時間をかけた研修（座学と現場研修）が必要であると思われる。身につけなけ
ればいけないことは多い。虐待対応は単なる相談技術や法的知識だけでは終わらない。法的知識一つとっても児童福祉法だけではな
い。児童相談所の研修や他機関の研修に参加するだけではなく，もっと踏み込んだ研修体制を構築することが大切であると考える。
特に現場研修では，しっかりスーパーバイズできる人が必要である。

本方針に基づく取組の中で，関係職員が体系的に専門知識を学ぶ機会の充実
を図ることや，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むことにより，子どもと家庭に対する相談支援の充実を
図ってまいります。

22

５ 要保護児童対策地域協議会
要保護児童対策地域協議会のケース検討会に出席したことがあるが，「様子を見ましょう」で終わり，その後どうなったのかもわから
ないということが多い。また，事務局がこのケースはどうしましょうと参加者に投げかけるだけであって，ケースの見立てや方針を示
さなかった。参加者から意見が出て，役割分担を割り振ったことを経験している。事務局が会議の日程調整や書類作成だけに終わった
のでは，有益なケース検討会にならないと思う。
〈取組９〉に「実務経験を有する係長職以上の職員を調整担当者として専任で配置し」となっているが，きちんとケースの見立てがで
きる方の配置が必要である。要保護児童対策地域協議会がうまく機能していなかったのは，調整担当が専任でなかったことによるもの
なのか，ほかの対策は必要がないのかが見えていない。

本方針に基づく取組の中で，要保護児童対策地域協議会の運営方法の改善や
要保護児童対策調整機関の機能強化について，会議の進行方法の見直しや要保
護児童対策調整機関として子どもと家庭の問題に精通した専門的かつ調整能力
を発揮できる人材を配置するなど，要保護児童対策地域協議会の効果的な運
営による機能強化を図ってまいります。

23

６ 基本方針５～７
第５章の市立児童相談所の必要性と課題につながっていくところであり，市立児童相談所を設置するとなれば，今後必要となってく
るものであると思われる。ただ，市としてはこれまでかかわっていない分野である。実態を十分把握されていないためと思われるが，
抽象的なままに終わっている。一時保護の制度，一時保護所の施設や運営の課題など一時保護所だけでも本当に多くの課題がある。
家庭復帰，家族再統合，社会的養護もどれも簡単に手が付けられることではない。 市が児童相談所を設置できれば，いろいろなこと
が今よりもっと可能になるように書かれているが，そこまでできるようになるのにはかなりの道のりが必要である。専門性の高い相
談援助ができるのであれば市民にとって良いことであろうが，遠い将来のことよりも，現状をしっかり受け止め，今，旭川市としてで
きることを着実に行って信頼を積み上げていくことが何よりも大切なのではないだろうか。

本方針では，市立児童相談所の必要性と課題について整理したところでありま
すが，同方針に基づき，本市における子ども家庭相談支援体制の更なる充実
を図るとともに，市立児童相談所の設置に当たっては，人材の確保・育成や
財源の確保など，様々な課題がありますことから，引き続き，具体的な検討
を行ってまいります。

24

第２章のところで，できていない現状と課題が多いのを感じました。育成など今すぐにとはいかないこともあるとは思いますが，人事
異動の見直しとか，家庭によっては長く見守りが必要なところも多いと思いますので，きちんと状況がわかる職員がいたり，きちんと
引き継げる形のシステムを作る工夫が必要だと思います。今これから生かせること（各機関との連携づくり等を密にすることとか）
などを，もう少ししっかり基盤づくりをしたらいいのかなと思いました。

本方針に基づく取組の中で，子ども総合相談センターにおける相談・通告等の
受理や支援方針の決定について手続を明確化するとともに，要保護児童対策
調整機関として個別ケースの進行状況確認など実効性のある役割を果たすため
の人材の配置や，要保護児童対策地域協議会の運営方法の見直しにより，市や
関係機関が情報や考え方を共有し，連携の下で支援が必要な子どもや家庭の早
期発見や適切な支援を行うことができるよう取組を進めてまいります。
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25

コロナ禍で今後また外出が減り自宅にいると虐待が増えていくのではないかと思います。その中で旭川市が市立の児童相談所を設置
できるのはいいことではないかと感じました。基本方針の中でも人材の確保や育成についても書かれていましたが，市の職員も人事異
動が数年ごとにあると思いますが，４年ぐらいで異動を繰り返していては育成は難しいと思うので，もし市立の児童相談所が設置でき
るのなら専任者を複数いてくれると安心感があります。また，相談件数も多かったり，相談内容も複雑なものが多いと思うので，児
童相談所職員の人数も増やし，職員の方が長く働ける環境づくりの整備も必要だと思いました。旭川で育つ子どもたちのために宜しく
お願い致します。

本方針では，児童相談所の必要性と課題について整理したところであります
が，引き続き児童相談所の設置に向けた検討を行う中で，人員について，児
童福祉法等における配置基準を踏まえた上で，市立児童相談所としての強みを
十分に発揮できるような体制整備について，検討を進めてまいります。

26
子供と家庭にとって様々なことに対して寄り添って迅速な対応をしてもらえる環境はとても大切だと思うので，市立児童相談所の設置
は進めてほしいと思います。

本方針では，市立児童相談所の必要性と課題について整理したところでありま
すが，設置に当たっては，人材の確保・育成や財源の確保など，様々な課題
がありますことから，引き続き，具体的な検討を行ってまいります。

27
現在ある北海道旭川児童相談所だけでなく，市立の児童相談所が設置できれば，今までよりも支援の幅を広げられたり，虐待から救
うことの出来る命が増えると思う。

本方針では，市立児童相談所の必要性と課題について整理したところでありま
すが，設置に当たっては，人材の確保・育成や財源の確保など，様々な課題
がありますことから，引き続き，具体的な検討を行ってまいります。

28
子育て支援事業の周知が弱いのではと感じる。誰でも周知出来る仕組みや相談しやすい窓口があると支援の必要な家庭により多く結び
ついていくのではないかと思う。

本方針に基づく取組の中で，子育て支援施策を活用してもらえるよう，子育て
支援施策の更なる周知や，児童虐待の予防において，早期発見・早期対応の
役割をになう子育て世代包括支援センターが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効果的な支援の在り方について，具体的に検討を進
めてまいります。

29
相談対応を２４時間にしたり，オンラインを活用すると相談しやすくて良いと思いました。若い世代だとＳＮＳを活用している人も多
いので，そういったものを活用することで，さらに相談の件数が増えるのではないかと思います。また，職員の専門性強化として研修
の機会を多くするのも良いなと思いました。

本方針に基づく取組の中で，子どもや保護者からの相談対応の強化を図るた
め，オンラインの活用を含め具体的な検討を進めてまいります。

30

市立児童相談所の設置も，子ども総合相談センターとの連携も良い案だとは思います。旭川市が市内の子育て家庭の見守りに力を入
れ，１人でも多くの親子が安心して生活でき，相談でき，過ごせるのなら本当によいと思いますし，そうであってほしいと願います。
大切な命です。しかし，子ども総合相談センターも，実際には（どこまでの利用状況か全て知っているわけではありませんが）本当に
利用できたらよいのにと思う親子はなかなか相談に踏みきれなかったり，相談に当たる人でも足りていないように感じています。健
診や地域子育て支援センターなどに出てくることのできない家族へはどうやってサポートするのかなど，人材の確保や育成も大切です
が，具体的な虐待防止につながる対策をもっと見直していただきたいと思います。私たち保育園もそうですが，もっと沢山の子どもと
関わる施設で連携し合える仕組みも一緒に考えられたらと思います。よろしくお願いします。

本方針に基づく取組の中で，市と関係機関の連携強化を図り，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が行われるよ
う，要保護児童対策地域協議会の見直しに取り組んでまいります。
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No. 寄せられた御意見 御意見に対する旭川市の考え方

31

近年の児童虐待の事件で虐待の事実がわかっていなかったり，対処が遅くなってしまって死につながってしまったなどが多く見られて
いると思います。私たちも子どもたちの安全のため事故を未然に防ぐことが大切です。保育士も虐待についての対処や起きないため
の対策を考え，知るためにも研修などを行うべきだと思います。また，今回の虐待についての基本方針を進めていき，虐待が起きる
前に止めていくことを一番大切にしていくべきだと思います。

本方針に基づく取組の中で，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，関係機関や市民の方々に広く理解を
得られるよう，関係機関や地域を対象とした研修会や出前講座等を実施してま
いります。

32

児童虐待は何故起こるのでしょうか。各々の性格や育った家庭環境，現在置かれている状況，子育てに対する不安・負担などからのス
トレスなど，様々な要因があると思う。様々な支援体制や仕組みがあることすら知らない子育て世代の人たちも多いのではと思う。
どんなに良い制度や仕組みがあっても，それが広まってもしもの時に自身から相談できる様情報を流していく必要性があるように思
う。火事が起きたら消防に具合が悪くなったら救急車を呼ぶでしょう。自分がそういう状態になった時に，連絡する場所を広く知らし
めるということ。こういうことをやっているということ。知らなければまずどうすることもできません。そういった面で市立児童相
談所があるメリットは大きいのではないでしょうか。

本方針に基づく取組の中で，子どもや保護者からの相談対応の強化を図るた
め，オンラインの活用を含め具体的な検討を進めてまいります。

33

旭川市児童虐待防止対策に関する基本方針を読んで，まず，旭川市における児童虐待の現状に驚いた。家庭児童相談及び児童虐待相
談，共に増加傾向にあるということ，相談件数が旭川市では全体の６割以上を占めているということ。また，家庭相談支援における
現状についても「十分にできていない”」「進んでいない」「対応できていない」という内容が多くあることや，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というのを知り，驚きと同時に悲しい気持ちになりました。「１０か月健診の実施による～」
とあるが，旭川市の健診は，４か月・１歳半・３歳半と少ないように感じる。発達について．．．などの項目があるが，それ以外に
も直接親子の様子をみたり，健診を受けない理由などを知ることも必要だと思う。このような健診をもっと増やし，強化することで虐
待の防止，また，気づきに少しでもつながると思う。

本方針に基づく取組の中で，今年度から１０か月児健康診査を新たに実施し，
医療機関と連携した見守り体制の強化を図ることとしているほか，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対し，効果的な支援を行うことができるよう，取組を進め
てまいります。

34
旭川市児童虐待防止対策に関する基本方針について，書かれている方針が実現できれば虐待の増加傾向を止めることができると思い
ます。その為にも２４時間３６５日対応可能な体制の確保ということが書いてありますが，人材の確保が必要だと感じます。

本方針に基づく取組の中で，子どもや保護者からの相談対応の強化を図るた
め，人材の確保・育成などについて，引き続き具体的な検討を行ってまいり
ます。

35

現在，子ども総合相談センターでは専門職の人材が少ないことから相談員への指導や助言に専念できていない状況であるため，まず人
材の確保や育成に力を入れてもらいたいです。また，多くの方が子育てに対して不安を持っていると思うので，４か月，１.６才，３
才だけでなく，もっと回数を増やして（他の町村では旭川市よりも回数が多い）いけば少しでも虐待防止につながると思います。そこ
で相談することで早期発見や育児で困っているお母さんを助けることが出来るのではないかと思います。もっと子育てに力をいれて
もらい，安心して子どもを育てられるようなまちになると良いなと思います。

本方針に基づく取組の中で，人材の確保・育成などについて引き続き，具体
的な検討を行うほか，１０か月児健康診査を新たに実施し，支援を必要とする
妊産婦や子どもと家庭に対し，効果的な支援を行うことができるよう，取組を
進めてまいります。

36

旭川市の子ども家庭相談支援における現状と課題について９つ記載されていますが，見直しや改善すべき点が多く，内容も早急に対応
が必要だと感じます。コロナ禍での妊娠・出産を経験しましたが，気軽に相談できる所の少なさや感染リスクを考え支援をお願いでき
なかったりと，日々孤独の中私のように育児をしている方が多く居ると思います。今の現状に合わせた支援の在り方も検討していただ
けたらと思います。

本方針に基づく取組の中で，相談支援体制の一層の強化を図るとともに，必
要な時に必要な支援につながるよう，相談窓口や子育て支援施策の周知に努
めてまいります。
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No. 寄せられた御意見 御意見に対する旭川市の考え方

37

旭川市内でも最近虐待の事件などがおこり，何故その実態に気づかなかったのか，気づける場面はなかったのかと悲しみが強く残って
います。大きな事件にはならなくても，見えてない虐待は防いで欲しいと願う所です。「２」の現状と課題の２つめ「旭川市の子ども
家庭相談支援･･･」の内容の所で，十分にできていない。専門性の蓄積が進んでいない。関係機関との調整やケースの進行管理が十分
にできていないetc不安にさせる言葉が並べられていて，今現在苦しんでいる児童に対応できていないのではないかと思いました。地
域の民生委員や児童委員の方から以前より連携がとれていない話も耳にする事があり，様々な連携をしながら安心して子育てできる旭
川をめざして欲しいと思いました。

本方針に基づく取組の中で，子ども総合相談センターが関係機関に対する児童
虐待防止に関する情報提供や協力要請等を行うなど，関係機関や地域との連
携強化に努め，子どもや家庭への相談支援の更なる充実を図ってまいります。

38
児童虐待は，保護者が追いつめられてしまった末におこってしまうことがほとんどだと思います。保護者への精神的，金銭的支援を
もっと手厚く，そしてもっと気軽に支援を受けられる環境があれば，救われる命もあるのではと考えます。

本方針に基づく取組の中で，子育て家庭の負担軽減や母子の心身ケアのた
め，産前・産後ヘルパーや産後ケアなどの子育て支援サービスの更なる周知
を行うほか，子育て短期支援事業について，増加するニーズに対応するため
の受皿の確保に向けた具体的検討を行うなど，子育て支援施策の活用による
養育支援の充実に努めてまいります。

39

市立児童相談所を設置するということは，虐待防止だけでなく，子育てする家庭にとって大きい支えになると思います。なるべく早
く設置できると良いと思いますが，課題となっているところをしっかり解決していかないと，設置した意味がなくなってしまうので，
しっかり進めていってほしいと思います。どこかばかり負担とならない体制だったり，相談される方をしっかりサポートできる（相談
しても意味なかったと思われないような）環境や体制を作って欲しいです。財源の確保については，署名活動を行い国へ要望していけ
たら良いと思います。

本方針では，市立児童相談所の必要性と課題について整理したところでありま
すが，人員体制や財源の確保を含め，様々な課題がありますことから，引き
続き，具体的な検討を行ってまいります。

40

現在の北海道旭川児童相談所のgoogleでのクチコミを拝見されたことはございますでしょうか。星は１つ，クチコミには辛辣な評価が
並んでいます。何よりも近年で児童分野がらみのニュースが連続して全国に広まり，「旭川市は何をしているんだ」との世論も広まっ
ていると感じています。
これらの状況を改善するには，中核市である旭川市に児童相談所を設置すべきだと考えます。そして「中核市における児童相談所の設
置に関する資料」にも示されているとおり，児童相談所の職員には高度なソーシャルワークが求められることから，人員配置につい
ては社会福祉士・精神保健福祉士の配置が必須であると考えます。
また，保健師等の医療職の配置も必須であり，異動は有資格者間での転換とするべきであると考えます。また，予算的に厳しいかと思
うのですが，配置は正職員のみとすべきであると感じます。これは正職員より条件が劣る非常勤職員では児童相談所の業務負担でモ
チベーションの維持が困難となり，離職につながる可能性があると思われるためです。次世代を担う大切な子どもたちに，これまで
と同じような痛ましい経験をさせるわけにはいかないと思いますので，是非とも児童相談所の設置を検討していただきたいです。
また，スクールソーシャルワーカーを配置し，児童相談所や警察と連携を図りながら，いじめを予防，やがて根絶できるような体制づ
くりも必要であると感じています。
ソーシャルワーカーの活用ばかりを訴えて申し訳ございませんが，その多くは高い権利意識を持ち，ネットワーク構築や相談支援に長
けている専門職です。虐待対応に関する専門的な知識・経験を有している者も多くおります。是非ともご検討くださいますようお願い
申し上げます。

本方針では，市立児童相談所の必要性と課題の整理を行ったところでありま
すが，専門性の高い相談体制を確立するためには，専門的な人材を確保し，継
続的に育成する必要があると認識しております。今後は専門的な人材の確保と
育成に係る検討を進めるとともに，市立児童相談所としての強みを発揮できる
組織体制についての検討を進めてまいります。
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