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「第２次札幌市児童相談体制強化プラン（案）」に対する 

パブリックコメント（意見募集）結果 

 

「第２次札幌市児童相談体制強化プラン（案）」に対して市民のみなさまからお寄

せいただいたご意見と、ご意見に対する札幌市の考え方を公表いたします。 

 お寄せ頂いたご意見は、その趣旨を損なわない程度に要約しておりますことをご

了承ください。 

 なお、重複するご意見や、本プランと直接の関係がないご意見については公表し

ておりません。 

 

 

１ パブリックコメント実施概要 

 (1) 意見募集期間 

   平成 29年２月 16日（木）から平成 29年３月 17日（金）まで（30日間） 

 (2) 募集のお知らせ 

   広報さっぽろ平成 29年(2017年)３月号掲載 

 (3) 意見提出方法 

   郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、本市ホームページの応募フォーム及び持参 

(4) 資料の配布・閲覧場所 

   札幌市児童相談所地域連携課、札幌市役所本庁舎 市政刊行物コーナー、 

   各区役所総務企画課広聴係、各まちづくりセンター、本市ホームページ 

 

２ 意見の内訳等 

 (1) 意見提出者数及び意見件数 

   15名（49件） 

 (2) 内訳 

分 類 意見数 

「第１章 強化プランの策定にあたって」に関すること 4 

「第２章 札幌市の児童相談に関する現状」に関すること 11 

「第３章 札幌市の児童相談に関する課題と今後の方向性」に関すること 5 

「第４章 具体的取組」に関すること 20 

「第５章 取組一覧と実施時期等」に関すること 0 

その他のご意見 9 

合 計 49 
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３ 頂いたご意見の概要とそれに対する札幌市の考え方 

 (1) 「第１章 強化プランの策定にあたって」に関すること 

№ 該当ページ 項目 ご意見の概要 札幌市の考え方 

１ １ページ １ 

このプランを作成するにあた

っての「子ども・子育て会議」

の「児童福祉部会」の位置づけ・

役割について記載すべき。 

本プランの策定にあたり、子

ども・子育て会議児童福祉部会

で、児童相談の現状、課題、今

後の取組についてご検討いただ

いており、その経過は 27ページ

「札幌市子ども・子育て会議（児

童福祉部会）での検討経過」に

掲載してあるとおりです。 

２ １ページ １ 

児童相談や児童虐待などにつ

いて全国的な傾向・視点に触れ

てはどうか。 

 本プランの本文ではなく、冒

頭の市長からの「はじめに」に

おいて、全国的に児童虐待件数

が増加していることに触れさせ

ていただきました。 

３ １ページ １ 

教職員や現職の警察官の配置

は、なぜ必要なのか。 

児童相談や虐待相談について

は、学校、警察との連携は重要

であることから、教職員や警察

官を配置し、対応してきており

ます。 

４ １ページ １ 

 「家庭児童相談室」の脚注で

「児童虐待の通報のほか」とあ

りますが、意味合いが分かりづ

らい。 

 家庭児童相談室では児童虐待

通報の通告を受ける窓口となっ

ております。通告以外の相談も

受けておりますので、「児童虐待

通報のほか」との表現とさせて

いただきました。 

 

 (2) 「第２章 札幌市の児童相談に関する現状」に関すること 

№ 該当ページ 項目 ご意見の概要 札幌市の考え方 

１ ３ページ １ 

 「児童相談所の相談状況」全

般ですが、各項目について丁寧

な説明と問題点・課題について

記載すべき。 

 第２章では現状を説明するた

めに全般的に件数等を記載して

おります。この現状を踏まえた

課題と今後の方向性、取組につ

いて、第３章以降で記載してお

ります。 

２ ４ページ １(２） 

 障がい相談を名古屋市のよう

に「中央療育センター」に組織

再編することも可能ではない

か。 

 組織再編を検討するならば、

福岡市のように教育相談課（ス

クールカウンセラー、スクール

ソーシャルワーカーの教育委員

会からの再編）の新設も想定す

べき。 

 頂いたご意見は、本プランの

取組（「相談機関の適切な役割分

担と連携体制の構築」）を進める

うえで参考にさせていただきま

す。 



3 

 

№ 該当ページ 項目 ご意見の概要 札幌市の考え方 

３ ６ページ １(４） 

 警察からのＤＶ通告に伴う心

理的虐待への対応は、家庭児童

相談室の組織強化（児童福祉司

＋対応できるスーパーバイザー

配置）での対応も検討すべき。 

 頂いたご意見は、本プランの

取組（「各区家庭児童相談室の専

門性の強化」、「児童相談所と各

区家庭児童相談室の役割分担と

情報共有」）を進めるうえで参考

にさせていただきます。 

４ ８ページ １(６） 

 第二児童相談所構想の中で、

新たに一時保護所設置となれ

ば、２箇所で相談種別での区分

け（〔例〕非行・ぐ犯は中央児相、

虐待小児、身障児は第二児相）

も検討する必要がある。 

 第二児童相談所については、

国における検討内容を踏まえ、

平成 30年度から検討する予定で

す。 

 検討にあたり、頂いたご意見

も参考にさせていただきます。 

５ ８ページ １(６） 

 「一時保護数」で、数だけの

説明だけではなく「生活空間・

環境」「学習指導など」「セラピ

ストによる支援」「保護者への支

援」などの必要性・重要性につ

いて説明すべき。 

 第２章では現状を説明するた

めに全般的に件数等を記載して

おります。 

 一時保護所については、平成

28 年度より定員数を拡充し対応

しておりますが、定員を超える

日も発生していることから、ご

意見にある生活空間等の在り方

も含め、今後、第二児童相談所

に関する検討の中で整理してま

いります。 

６ 10ページ ２(１） 

 第二児童相談所の設置に当た

っては、今後整備予定の児童家

庭支援センターとの連携、市内

10 区の分担も想定した体制（何

を同センターに今後、委託する

かの検討）とすべき。 

 児童家庭支援センターとの連

携等については、本プランの取

組（「児童家庭支援センターとの

連携強化」）の中で、新たな児童

家庭支援センターの整備も想定

し、検討、整理してまいります。 

７ 11ページ ２(２） 

 区家庭児童相談室について、

統計数字の説明だけでは無く、

設置後の相談体制における評価

等について記載すべき。 

 第２章では現状の説明をさせ

ていただき、第３章以降で課題

等を記載しております。 

 ご意見の家庭児童相談室につ

いては、今後、児童相談所との

さらなる役割分担と情報共有が

必要と考えております。 

８ 14ページ ２(５） 

 学校・教育委員会との連携に

ついて、教職員の配置の役割・

現状などについて記載すべき。

同様に現職の警察官についても

記載すべき。 

 14 ページ「（5）児童相談所と

関係機関との連携」では、個々

の職員の役割等ではなく、児童

相談所としての関係機関の連携

について記載させていただきま

した。 

９ 14ページ ２(５） 

 保育園・幼稚園で虐待が発見

される事例が多いと聞いてい

る。同様に保健所や区・保健セ

ンターでハイリスク母子、乳幼

児健診未受診、未受診妊婦、望

 保育所、幼稚園等、児童に関

わる多くの関係機関との連携は

重要と考えており、さらなる連

携強化のため、本プランに掲げ

る「新たなアセスメントツール
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№ 該当ページ 項目 ご意見の概要 札幌市の考え方 

まない妊娠などで虐待につなが

る恐れがある事例が発覚するこ

とがあると思われるので積極的

な連携について記載すべき。 

の開発」その後の「関係機関と

の合同研修等」の実施を通じ、

積極的な連携を図ってまいりま

す。 

10 15ページ ３ 

 「社会的養護」について、統

計数字の説明や欄外の注釈だけ

ではなく、その意義や役割・重

要性について丁寧な説明・解説

をお願いします。 

第２章では現状の説明するた

め全般的に件数等を記載してお

ります。 

 社会的養護については、24 ペ

ージの「新規里親開拓と里親支

援の推進」でも触れております

が、児童の生活環境は、家庭に

おける養育環境と同様の環境が

必要だと考えておりますので、

必要な取組を進めてまいりま

す。 

11 17ページ ３(４） 

大きな懸案事項である一時保

護児童に対する学習支援のた

め、教員資格職員の採用で学習

権の保障（小学校４教科、中学

校５教科）が必要である。 

 一時保護期間の長期間化によ

る保障は急務。児童生徒の自尊

心に配慮した個別指導の保障が

必要である。 

 一時保護児童に対する学習支

援については、教員免許を有す

る非常勤職員を採用するなどで

対応しており、引き続き、一時

保護児童の学習支援に取り組ん

でまいります。 

 

 (3) 「第３章 札幌市の児童相談に関する課題と今後の方向性」に関すること 

№ 該当ページ 項目 ご意見の概要 札幌市の考え方 

１ 18ページ 第３章 

 児童虐待に係る議論において

は予防の重要性が確認されてい

る。 

 虐待の発生そのものを抑止し

ていくことを本プランの「今後

の方向性」の独立した分野とし

て明記し、推進していくべきで

はないか。 

 児童虐待発生予防のため、「人

権教育・性教育の充実」「母子保

健事業の活用」「医療機関との連

携」「精神科医療機関との連携」

の取組が必要ではないか。 

 児童虐待の予防についてはご

指摘のとおり非常に重要と考え

ております。23ページ記載の「児

童虐待防止に向けた在宅児童等

支援のあり方検討」等において、

発生予防についても検討してま

いります。 

２ 19ページ 方向性 ３ 

 方向性３で「第二児童相談所

の設置について」の記載があり

ますが、その必要性について具

体的に説明すべき。 

 第二児童相談所については、

23 ページ「（3）第二児童相談所

の設置に関する検討」に記載の

とおり、増加する虐待通告や一

時保護事例に迅速かつ的確に対

応するため、その設置について
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№ 該当ページ 項目 ご意見の概要 札幌市の考え方 

必要な検討をすることとしてお

りますので、検討を通し、丁寧

な説明に努めてまいります。 

３ 19ページ 方向性 ４ 

 「在宅支援のための地域資源」

とは何なのか説明すべき。 

 方向性４の具体的な取組につ

いては、23ページ「４.地域資源

の整備と地域支援の充実」に記

載しております。 

４ 19ページ 方向性 ５ 

 社会的養護体制の強化につい

て、家庭的養育の必要性を、国

の考え方や児童福祉法改正の経

緯等に触れて説明すべき。 

 本プランには直接の記載はあ

りませんが、頂いたご意見にあ

る、国の考え方や児童福祉法改

正の意義等を踏まえ、24 ページ

「（1）新規里親開拓と里親支援

の推進」に記載のとおり、保護

者と離れて生活しなければなら

ない児童の生活環境は、家庭に

おける養育環境と同様の環境が

必要と記載しております。 

５ 19ページ 方向性 ５ 

 市外の施設で暮らさざるを得

ない子が 200 人以上いるとされ

ている。 

 一方で社会的養護の受け皿の

少ない地域での新規里親開拓を

進めるとともに、里親支援の強

化を図るとされ、自治体間の不

均衡の問題がふれられずに、区

間の不均衡の問題に矮小化され

ている印象を受ける。 

 住み慣れた地域を離れなけれ

ばならない子どもたちのことを

考えるなら、より遠くの市外で

暮らしている子どもたちのこと

をまず考える必要があるのでは

ないか。 

 要保護児童が発生した場合、

児童の状態像等を踏まえ、措置

先を検討することとなります

が、社会的養護の受け皿が少な

い地域で発生した場合、住み慣

れた地域を離れなければならな

い可能性が高くなります。 

 市外施設への入所措置児童を

減らすためにも、要保護児童が

住み慣れた地域で生活を継続で

きるよう、受け皿の少ない地域

で重点的に里親開拓を行い、市

内の受け皿を増やすことが必要

と考えております。 

 

 (4) 「第４章 具体的取組」に関すること 

№ 該当ページ 項目 ご意見の概要 札幌市の考え方 

１ 21ページ 第４章 

 児童相談体制強化にあたって

は、第 2 次プラン（案）の第 4

章「具体的取組」において、「1.

相談支援力の強化」にある「ア

セスメントツール」の活用を周

知する関係機関に、民間児童育

成会を加えていただきたい。 

 また、「4.地域資源の整備と地

域支援の充実」を構成する資源

としても位置づけていただきた

 児童相談体制の強化にあたっ

ては、民間児童育成会を含め、

子どもに関わる多くの関係機関

との連携が重要であると考えて

おります。 

 新たなアセスメントツールの

開発後、その活用について、児

童に関わる関係機関へ周知させ

ていただきます。 

 また、地域資源の整備と地域



6 

 

№ 該当ページ 項目 ご意見の概要 札幌市の考え方 

い。 

 民間児童育成会は、小学生の

放課後の生活を作る「第二の家

庭」ともいうべき居場所で、保

育に携わる放課後児童支援員

は、子ども一人ひとりはもちろ

ん、保護者の状況を把握しつつ

相談援助を業務として必然的に

行っている存在です。学校・保

育所とも連携して、幼児期から

高学年まで見通した子どもの育

ちを一人ひとりについて見守

り、情報提供できる地域資源と

して、児童相談体制強化につい

てなくてはならない存在だと考

えます。 

支援の充実の取組を進めるうえ

でも、頂いたご意見を参考にさ

せていただきます。 

２ 21ページ １(１） 

 あらかじめどのような条件が

揃った場合に保護児童対策地域

協議会の個別ケース検討会議を

開催するか、ガイドラインを設

け、開催条件の明確化が必要で

はないか。 

 また、現場で子どもと接する

教師や保育士等の関係者からも

個別ケース検討会議の実施を求

められるような仕組が必要では

ないか。 

 頂いたご意見は、本プランの

取組（「新たなアセスメントツー

ルの開発」の運用ルールの整理）

を進めるうえで参考にさせてい

ただきます。 

３ 21ページ １(１） 

 「アセスメントツール」とあ

るが分かりやすい言葉で記載し

てほしい。 

 アセスメントツールという表

現は、厚生労働省等でも使用さ

れていることから、本プランに

も同表現を使用いたしました

が、一般的には分かりにくい言

葉であることも考えられました

ことから、本書には脚注を入れ

させて頂いております。 

４ 21ページ ２ 

 専門性の強化については、職

員のスキルアップはもとより、

質の向上が必要。 

 また、医師や弁護士の協力を

求めることが必要。 

 児童福祉司の増員のため、市

職員の採用を増やすことも必要

である。 

 頂いたご意見も参考に、専門

性の強化に取り組んでまいりま

す。 

５ 21ページ ２(１） 

 児童相談関係職員のスキルア

ップ研修の充実について、先日

の児童相談所職員の不祥事につ

いても、再発防止のため研修内

 頂いたご意見は、研修内容を

検討するうえで参考にさせてい

ただきます。 
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№ 該当ページ 項目 ご意見の概要 札幌市の考え方 

容に取り入れるべき。また、接

遇も研修内容に入れるべき。 

６ 22ページ ２(２） 

福岡市のように弁護士の正規

職員化が必要である。 

 頂いたご意見は、本プランの

取組（「児童相談所への専門職の

配置等」）を進めるうえで参考に

させていただきます。 

７ 22ページ ２(２） 

 児童相談所への専門職の配置

等について、精神疾患を患って

いる方もいるので、精神保健福

祉士の配置も必要ではないか。 

 精神保健福祉士については、

児童相談所児童福祉司に同資格

を所持している者が既に配置さ

れているほか、実際の相談援助

にあたっては、必要に応じて、

医療機関や各区役所保健福祉課

に配置されております精神保健

福祉相談員とも連携した対応を

行っております。 

８ 22ページ ２(２） 

 児童相談所への専門職の配置

等について、警察との連携のた

め、警察官の配置について道警

に依頼することを検討してはど

うか。 

 平成 26年度より児童相談所へ

現職の警察官を配置しておりま

す。 

９ 22ページ ２(３） 

 各区家庭児童相談室の専門性

の強化について、現状より少な

くとも１名以上の常勤職員の増

員が必要。また、スーパーバイ

ズを行うことのできる職員を配

置し、職員が日々の職務の中か

ら専門性を高めるためのフィー

ドバックを受けられるようにで

きれば理想的。 

 頂いたご意見は、本プランの

取組（「各区家庭児童相談室の専

門性の強化」）を進めるうえで参

考にさせていただきます。 

10 22ページ ３(２） 

未設置児童養護施設に計画前

倒しで設置すべき、第二児童相

談所より先行して整備が必要、

各区割りも検討し必要であれば

近隣市の児童養護施設の活用も

必要である。 

 第二児童相談所は、バリアフ

リーで障がい児(軽度)の受け入

れも可能にすべき。 

 児童家庭支援センターの整備

については、児童養護施設設置

法人と協議しながら進めてまい

ります。 

 第二児童相談所については、

国における検討内容を踏まえ、

平成 30年度から検討する予定で

す。検討にあたり、頂いたご意

見も参考にさせていただきま

す。 

11 23ページ ３(３） 

 札幌市の人口規模を鑑み、第

二児童相談所を一日も早く設置

してほしい。 

 頂いたご意見も参考に、第二

児童相談所の設置に関する検討

をさせて頂きます。 

12 23ページ ３(３） 

 なぜ現在の児童相談所ではダ

メなのかを説明すべき。相談の

複雑化と増加はわかるが、児童

相談所を２か所にするとどのよ

うなメリットがあり、どのよう

 第二児童相談所については、

今後の検討を通し整理してまい

ります。 
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№ 該当ページ 項目 ご意見の概要 札幌市の考え方 

に改善するのかを具体的に説明

すべき。 

13 23ページ ３(３） 

 第二児童相談所の設置に関す

る検討にあたり、一時保護所の

定員数の増加については、民間

への保護委託先の選択肢を増加

させる方向についても十分検討

し、多様な子どもたちのニーズ

に応えられるよう、協力体制を

強化していくべき。 

 頂いたご意見は、本プランの

取組（「第二児童相談所の設置に

関する検討」）を進めるうえで参

考にさせていただきます。 

14 23ページ ４(１） 

 「養護支援ヘルパー」制度で

はなく、専門職を各区に配置す

べき。既存関係機関の役割分担

で支援対応はスーパーヴァイズ

できる職の配置で可能。 

在宅支援が必要と判断される

事例の中には、公的な支援につ

ながっていない児童もあること

から、それらの児童等への支援

を実施するため「（仮称）養育支

援ヘルパー」制度の創設は必要

と考えております。 

15 23ページ ４(１） 

養育支援ヘルパーの具体的な

内容が知りたい。 

 （仮称）養育支援ヘルパーに

ついては、児童相談所が派遣の

要否を判断して実施することを

想定しておりますが、制度の詳

細については、他都市の例も参

考に整理する予定です。 

16 23ページ ４(２） 

 児童家庭支援センターの整備

について、児童養護施設以外の

施設や地域の子育て関係機関に

も整備すべき。 

 児童家庭支援センターについ

ては、子育てに関し専門的知識

や技術を必要とする相談に応じ

ると共に、児童相談所からの委

託を受けた児童及びその家庭へ

の指導、援助を行うものとされ、

国において児童養護施設や乳児

院の標準装備としていく（平成

29 年３月 厚生労働省雇用均

等・児童家庭局家庭福祉課「社

会的養護の推進に向けて」）とさ

れております。札幌市において

も、まずは児童家庭支援センタ

ー未設置の児童養護施設への整

備を進めることとしておりま

す。 

17 23ページ ４(４） 

 虐待をなくす、減らすため、

ＰＴＡに協力を求めてはどう

か。 

 学校（小・中学・高校）での

親となるための準備や、保健体

育、道徳の時間が足りないから、

子どもの扱いができない大人が

増えているのではないか。 

 虐待の防止にあたっては、子

どもに関わる多くの関係機関と

市民のみなさまの連携が重要で

あると考えております。 

 頂いたご意見は、本プランの

取組（「児童虐待防止に向けた在

宅児童等支援のあり方検討」）を

進めるうえで参考にさせていた
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№ 該当ページ 項目 ご意見の概要 札幌市の考え方 

だきます。 

18 24ページ ５(１） 

 新規里親開拓について、保育

士、幼稚園教諭、学校教諭の有

資格者には研修内容の一部免除

などを行うことで担い手は増え

るのではないか。 

 新規里親登録に係る研修につ

いては、研修科目等が国の通知

により定められており、ご指摘

の保育士、教員等について、一

部研修科目の免除が認められて

おり、札幌市においても、国通

知に準じた対応をしているとこ

ろです。 

19 24ページ ５(１） 

 札幌市外の施設に措置されて

いる児童もいるような現状にお

いて、全ての子どもたちに対す

る家庭的養育の提供を原則とし

て考えるのであれば、全市的に

里親の登録者数を増やせるよう

積極的に取組を進めなければな

らないのではないか。 

 また、里親数を急増させてい

る自治体を参考にして取組を充

実させていくべき。 

 頂いたご意見は、本プランの

取組（「新規里親開拓と里親支援

の推進」）を進めるうえで参考に

させていただきます。 

20 24ページ ５(２） 

 国の施策として社会的養護の

選択肢の一つとして特別養子縁

組を積極的に活用することが進

められており、里親委託ガイド

ラインに盛り込まれている他、

現在は厚労省にて「児童虐待対

応における司法関与及び特別養

子縁組制度の利用促進の在り方

に関する検討会」が開かれてい

る。 

 子どもの発達上の問題が少な

い、成人後に措置解除されるこ

とになる里親委託と比較しても

パーマネンシーが保障されやす

いことから、特別養子縁組を積

極的に推進していくべき。 

 特別養子縁組制度の利用促進

については、国の議論等を踏ま

え、検討してまいります。 

 

 (5) その他のご意見 

№ 該当ページ 項目 ご意見の概要 札幌市の考え方 

１ 29ページ ３ 

 参考政令市には、福岡市も加

えるべき。 

 一時保護所設置に当たって

は、横浜市の児童相談所一時保

護所外部評価報告（平成 28年 11

月）も参考とすべき。 

 本プラン 29ページ「3.他都市

調査概要」には、プラン策定に

向けた検討過程で調査した都市

を掲載しております。 

 今後、具体的取組を進めるに

あたっては、ご意見にある都市

の状況も参考にさせていただき



10 

 

№ 該当ページ 項目 ご意見の概要 札幌市の考え方 

ます。 

２ 30ページ  

 各関係機関の意見や要望につ

いて、関係機関ごとに個別に整

理・記載すべき。 

 関係機関ヒアリング概要につ

いては、本プランの取組の方向

性に対応した記載にすること

で、プランに掲げる取組みと関

係機関ヒアリングを対比できる

ように記載させていただきまし

た。 

 関係機関ごとの記載について

は、ヒアリングさせていただい

た機関からの要望もあり、個別

の記載は控えさせていただきま

した。 

３   

 平成 23～26年度までの計画と

して策定された前回の札幌市児

童相談体制強化プランの取組に

ついてどれだけ達成できたかと

いう進捗状況を評価し、本強化

プランに盛り込むべきではない

か。 

 前回プランの取組概要につい

ては、32 ページに記載しており

ます。 

４   

 児童相談関係職員のスキルア

ップが重要なのではなく、何か

あったらすぐに相談できる場

所、大人も子どもも安心安全な

場所が必要。 

 児童相談体制の強化にあたっ

ては、児童相談関係職員のスキ

ルアップは重要な取組と考えて

おります。 

５   

 児童虐待通告件数の増加に見

合った児童相談所職員の質的・

量的拡充が必要。 

 質的拡充にあたっては、児童

相談所職員の待遇を向上させる

とともに、全国一元での研修体

制が必要。 

 量的拡充にあたっては、リタ

イヤした団塊世代等を、法務省

所管の保護司のように、在宅指

導となった家庭への対応につい

て、児童相談所職員の補佐をさ

せてはどうか。 

 児童相談所へ寄せられる相談

の増加に対応するため、これま

でも児童相談所職員を増員して

きたところです。 

 頂いたご意見も参考に、児童

相談体制の強化に取り組んでま

いります。 

 なお、児童相談所職員の全国

規模の研修については、国立武

蔵野学院や子どもの虹情報研修

センターで開催されており、本

市職員も受講しております。 

６   

 児童福祉等に関する全国規模

の研究会の講演等でも、どの地

域も悩みは同じで、いろいろと

対策を行っても解決することは

少ないようである。 

 少子高齢化、晩婚化で、子育

て世代が、せめて３歳までは子

育てに専念できる社会にならな

ければとの意見も多かったが、

 頂いたご意見も参考に、児童

相談体制の強化に取り組んでま

いります。 
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№ 該当ページ 項目 ご意見の概要 札幌市の考え方 

具体的なことは難しく、永遠の

課題と思う。 

 子育ての基本は「家庭にあり」

と思っている。３歳までは親が

三食きちんと手作りで食べさせ

て、よく寝て、よく遊ぶこと、

大きくなってからでは、親も子

も治すことが難しい。 

７   

 札幌市内において 14,000人以

上が登録している、オレンジリ

ボン地域協力員を活用して、泣

き声通告があった際の実際的な

「協力」を求めていくことを検

討してはどうか。 

 頂いたご意見も参考に、児童

相談体制の強化に取り組んでま

いります。 

８   

 家庭児童相談室の設置に取り

組む中で、DV や性的マイノリテ

ィにも対応できる相談員の配置

を行ってもらいたい。 

 家庭児童相談室は、子どもに

関する様々な相談に対応する窓

口として各区保健センターに設

置しています。DV や性的マイノ

リティの相談については、所管

部（男女共同参画室）とも連携

して対応してまいります。 

９   

税金は皆に平等に使ってほし

い。 

札幌市の子供たちひとりひと

りが輝いて生活できるような制

度にしてほしい。 

 頂いたご意見も参考に、児童

相談体制の強化に取り組んでま

いります。 
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