
資料１ 

児童虐待防止のための札幌市の取組（令和元年６月以降） 

日 付 取 組 内 容 概 要 

１ 令和元年 6月 5日 事案が発生  

２ 令和元年 6月 10 日 「第 1回札幌市児童虐待防止緊急対策

本部会議」を開催 

※本部長：町田副市長 

【本部長指示】 

・乳幼児健診未受診者等の再点検 

・警察との確実な連携 

・夜間休日対応の検討 

・リスク再評価方法の徹底 

・児童相談体制及び第二児童相談

所の早期検討 

３ 令和元年 6月 20 日 児童虐待の防止等に関する法律に基づ

く検証組織として位置づけている「札

幌市子ども・子育て会議児童福祉部

会」を開催 

【審議内容】 

・事案の具体的な検証にあたって

は、外部有識者で構成される検証

ワーキンググループを設置し、検

証を行うことした 

４ 令和元年 7月 8日 児童相談所の休日・夜間の体制を整備 【内容】 

・休日や平日夜間においても通報

等への緊急時の対応を行うこと

ができるよう、職員の勤務体制を

整備 

５ 令和元年 7月 16 日 「第 2回札幌市児童虐待防止緊急対策

本部会議」を開催 

【本部長指示】 

・区における母子保健・児童相談

体制の強化 

・母子保健及び児童相談システム

におけるデータ共有のあり方を

検討 

６ 令和元年 7月 19 日 乳幼児健診の未受診者等の再点検完了 【内容】 

・各区保健センターにて、平成 30

年度に実施した 1 歳 6 か月児健

診、3歳児健診、精密健康診査未

受診者のうち、日常的に子どもの

状況を把握できていないケース

の再点検を行い、全ての児童の安

否確認を完了した 

７ 令和元年 7月 20 日 「第 1回検証ワーキンググループ会

議」を開催 

※以後、令和 2年 2月まで計 12 回開催

【審議内容】 

・座長、副座長選出 

・事案の経過報告及び今後の検証

ポイント等について審議 
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日 付 取 組 内 容 概 要 

８ 令和元年 10 月 1日  児童相談所の組織体制を強化 【内容】 

・児童相談所に「緊急対応担当部

長」及び「緊急対応担当課長」を

新設 

９ 令和元年 11 月 13 日 乳幼児健診の未受診者対策を強化 【内容】 

・乳幼児健診の診査マニュアルを

改定 

10 令和元年 12 月 14 日 児童相談所の情報システムを改修 【内容】 

・虐待通報にあたって、支援中の

世帯に関する情報の検索機能を

強化 

11 令和 2年 2月 19 日 区の家庭児童相談室の情報システムを

新規開発 

【内容】 

・児童相談所と家庭児童相談室が

相互にシステム内の情報を閲覧

し、共有できるようにした 

12 令和 2年 3月 6日 「札幌市子ども・子育て会議児童福祉

部会」を開催 

【審議内容】 

・検証ワーキンググループで取り

まとめた、「令和元年 6 月死亡事

例に係る検証報告書（案）」につい

て審議 

13 令和 2年 3月 11 日 市長あてに検証報告書が手交される  

14 令和 2年 3月 17 日 「第 3回札幌市児童虐待防止緊急対策

本部会議」を開催 

※市長出席 

【市長指示】 

・「協働の視点」の必要性 

・「支援を受ける方々の立場にな

って問題を理解する観点」 

の必要性 

【内容】 

・本部長指示事項に対する対応状

況について審議 

・検証報告書に対する今後の対応

方針確認 

15 令和 2年 3月 18 日 市長から職員向けにメッセージ発出 
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日 付 取 組 内 容 概 要 

16 令和 2年 4月 1日  児童相談所や保健センターの組織体制

を強化 

【児童相談所】 

・担当局長を新設し、組織マネジ

メント体制を強化 

・虐待通告などの初期調査を行う

職員を増員 

【保健センター】 

・6 つの区にて、要対協の事務局

を担っている家庭児童相談室の

職員を増員 

17 令和 2年 4月 24 日 「札幌市児童虐待防止対策推進本部」

を設置  

※本部長：市長 

【設置目的】 

・児童虐待防止に関する対策を

全庁的に推進し、組織横断的な 

取組とその進捗管理を進めて 

いく 

18 令和 2年 5月 8日 児童虐待防止対策マニュアルのダイジ

ェスト版を作成 

【内容】 

・保育所等の保育士や幼稚園・小

中学校等の先生など、子どもと日

常的に関わる方々向け 

19 令和 2年 5月 13 日 「令和 2年度第 1回札幌市児童虐待防

止対策推進本部会議」を開催 

【本部長指示】 

・子どもの命を守ることを最優先

に考え、「検証報告書」で指摘され

た内容について各部局が組織横

断的に改善策を検討すること 

【審議内容】 

・児童虐待相談の対応状況報告 

・今後の取組方針を協議 

20 令和 2年 6月 24 日 「札幌市子ども・子育て会議児童福祉

部会」を開催（書面会議） 

【内容】 

・上記、本部会議の結果について

報告 
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日 付 取 組 内 容 概 要 

21 令和 2年 11 月 9日  「令和 2年度第 2回札幌市児童虐待防

止対策推進本部会議」を開催 

【本部長指示】 

・再発防止のために必要な組織体

制づくりに向け、今後行われる定

数機構や予算の編成の中におい

ても、全庁横断的な議論を行い、

具体的な取組を進めていくこと 

【審議内容】 

・児童虐待通告の状況報告 

・検証報告書の提言に対する具体

的な取組内容について協議 

・外部評価については、検証組織

である「札幌市子ども・子育て会

議児童福祉部会」に評価を依頼 

・次回の本部会議において、提言

を受けての具体的な取組内容に

ついて、自己評価等の整理を行う 

22 令和 2年 11 月 12 日 「札幌市子ども・子育て会議児童福祉

部会」を開催 

【内容】 

・「札幌市子ども・子育て会議児童

福祉部会」が評価を実施 

・ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟを設置、ﾒﾝﾊﾞｰに

ついては、松本部会長に一任 

・外部評価の今後の進め方につい

て 

23 令和 2年 11 月 13 日 「困難を抱える若年女性への支援につ

いて考える」庁内勉強会を開催 

【受講申し込み人数】 

・210 名 

【内容】 

・事業実施の背景等 

・事例紹介ほか 

・講義（若年女性支援事業の必要

性、協働の必要性について） 

24 令和 3年 3月 29 日 「札幌市子ども・子育て会議児童福祉

部会」を開催 

【内容】 

・ワーキンググループﾟ委員、スケ

ジュール決定 

25 令和 3年 4月 1日  児童相談所や保健センターの組織体制

を更に強化 

【児童相談所】 

・家庭支援課を新たに設置、区と

連携した相談支援体制を強化 

・児童福祉司 5名増員 

【保健センター】 

・3 つの区にて、要対協の事務局

を担っている家庭児童相談室の

職員を増員 

―4―



日 付 取 組 内 容 概 要 

26 令和 3年 5月 21 日  「令和 3年度第 1回札幌市児童虐待防

止対策推進本部会議」を開催（書面会

議） 

【本部長指示】 

・様々な取組を進めてきたが、道

半ばであり、外部評価の結果を待

たずして、全庁一丸となってさら

に取組を進めていくこと 

・今後も全職員が「協働の視点」、

「支援を受ける側に立った視点」

で仕事にあたる組織風土をつく

っていく必要がある 

【審議内容】 

・児童虐待通告の状況報告 

・検証報告書の提言に対する具体

的な取組内容、自己評価について

協議 

・過去の検証報告の提言に対する

具体的な取組内容、自己評価につ

いて協議 
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