
1 

 

岩手県要保護児童対策協議会議事録 

（開催日時）平成29年９月７日（木） 14時から15時30分 

（開催場所）岩手県民会館 第２会議室 

 

《出席委員》28人中23人出席（５人欠席） 

米田 ハツエ   岩手県民生委員児童委員協議会 

佐藤 孝   社会福祉法人岩手県社会福祉協議会児童福祉施設協議会 

佐々木 裕   岩手県里親会 

金濱 誠己   一般社団法人岩手県医師会 

児玉 厚三 

(代理)鈴木 卓哉  一般社団法人岩手県歯科医師会 

山家 健仁   岩手医科大学附属病院 

山口 重子   岩手県保健師長会 

髙木 正基   一般社団法人岩手県ＰＴＡ連合会 

真壁 信義   岩手県小学校長会 

佐藤 精晋   岩手県中学校長会 

槻舘 祐子   ＣＡＰ岩手 

八重樫 卓也   株式会社岩手日報社 

山本 奬   国立大学法人岩手大学教育学部 

三上 邦彦   公立大学法人岩手県立大学社会福祉学部 

秋元 路恵   盛岡地方法務局 

壽 俊行   盛岡市子ども未来部子ども青少年課 

菊池 由紀   矢巾町子育て支援センター 

菊池 広親   岩手県教育委員会事務局学校調整課 

原 敬則   岩手県警察本部生活安全部少年課 

伊藤 信一 

(代理)那波 和久  岩手県福祉総合相談センター 

蛭田 嘉男   岩手県一関児童相談所 

今野 浩彦   岩手県宮古児童相談所 

後藤 賢弘   岩手県保健福祉部子ども子育て支援課 

 

《県側出席者》 

八重樫 幸治    岩手県保健福祉部長       

駒木 豊広     岩手県保健福祉部子ども子育て支援課子ども家庭担当課長  

大野 貴洋     岩手県保健福祉部子ども子育て支援課主任主査 

佐藤 綾子     岩手県保健福祉部子ども子育て支援課主査 
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(駒木担当課長) 

ただいまから、「平成 29年度岩手県要保護児童対策地域協議会」を開会いたします。 

本協議会は、委員定数 28 名のところ、23 名のご出席を頂いておりますので、岩手県要保護児童対

策地域協議会設置要綱第５条第２項の規定により、本協議会が成立いたしましたことをご報告します。 

 開会にあたり、八重樫保健福祉部長からご挨拶を申しあげます。 

 

(八重樫部長) 

皆様には、お忙しい中、岩手県要保護児童対策地域協議会に御出席いただき、誠にありがとうござ

います。また、日頃から、児童虐待防止をはじめ、本県の児童福祉行政の推進に当たりましては、格

別の御理解と御協力をいただいておりますことに感謝申し上げます。 

さて、全国の児童相談所が児童虐待相談に対応した件数は、平成 27 年度に初めて 10 万件を超え、

全国的には痛ましい死亡事案も後を絶たないなど、深刻な状況が続いております。本県においても、

平成 28 年度に児童相談所が対応した件数は 942 件と過去最多かつ前年度比 59.9％の増となっており

ます。この主な要因としては、県民や関係機関の児童虐待への意識が高まってきていることに加え、

子どもの面前で配偶者に対し暴力を振るう面前ＤＶ事案について、警察から通告件数が急増している

ことなどがあげられます。 

この背景としては、近年、家族の形態が様々な変化を遂げる中で、家族の子ども養育機能が低下し

ていることなどが指摘されており、虐待の発生予防等が大きな課題となっております。 

このため、県といたしましては、今般改正された児童福祉法や、平成 28年３月に策定した第４期「児

童虐待防止アクションプラン」に基づき、市町村、児童福祉関係機関・団体等と連携して、虐待の発

生予防から早期発見・早期対応、再発防止に向けた施策に継続して取り組むとともに、児童相談所の

体制強化や市町村への支援の強化等を図っていきたいと考えております。 

本日は、本県の児童虐待相談への対応や東日本大震災津波による被災児童の状況等について御報告

させていただくとともに、「児童虐待の防止等に係る児童等に関する資料又は情報の提供について」と

して、関係機関における情報共有の在り方について意見交換を行うこととしております。 

今後とも関係機関との緊密な連携のもと、活動の充実を図っていくことが重要となりますので、委

員の皆様から忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げ、簡単ではありますが挨拶とさせてい

ただきます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。  

 

(駒木担当課長) 

続きまして、委員の皆様をご紹介します。本協議会の委員は平成 28年２月に委員改選を行っている

ところですが、本年度新たに着任された委員の方もいらっしゃいますので、全委員の方々をご紹介さ

せていただきます。 

【名簿に沿って紹介】 

それでは、議事に入ります。 

以後の進行につきましては、岩手県要保護児童対策地域協議会設置要綱第５条第１項の規定により、

山本会長にお願いいたします。山本会長、議長席にご移動願います。 
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(山本会長) 

それでは、次第に従いまして進めて参ります。事務局から説明願います。 

 

(駒木担当課長) 

【資料１－１ 岩手県における児童虐待対応について】 

 【資料１－２ 児童相談所の児童虐待相談の受付状況について】 

 【資料１－３ 市町村要保護児童対策協議会について】  

 

(山本会長) 

ただいまの説明について質問等ございませんか。 

 

(三上委員) 

 県立大学の三上でございます。先ほど八重樫部長さんや、駒木課長さんの説明にもありましたよう

に、特に昨年度は大幅な虐待通告の伸びがありましたけれども、その背景のところで、警察の通告が

非常に多くなったということと、それから面前ＤＶがその中に含まれる割合が多いので心理的虐待が

伸びているというお話があったんですけれども。昨年より 300 件以上相談件数が増えているというよ

うな事で。警察の対応としては虐待の早期発見や、警察と児相が役割分担をつけて対応するというこ

となんでしょうけれども。この数を見ると岩手県内でも、相当な伸び率ですよね。それで、警察と児

相の関係の中でも、合同研修をしていただいたり、岩手県警とすれば、障がいサポートセンターを２

か所設置し、その中で非行と虐待の可能性も着目して対応されていると思うのですけれども。これの

実際の役割分担のところで、児童相談所でも 48 時間の対応ということになれば、あと２名程度平成

31年までに増やすということなんですけれども、人的なところでもそうですし、警察と児童相談者の

役割分担のところで、今どういう風なことが課題になっているかもう少し詳しく児童相談所さんの方

からお話しを聞かせていただきたいですし、警察さんの方からは、実情についてお話し下さればと思

います。 

 他県では、児相に警察官ＯＢの配置とかも言われているわけなんですけれども、その辺も含めて県

としてはどの様なお考えがあるのか教えていただければと思います。宜しくお願いいたします。 

 

(山本会長) 

 はい。ありがとうございました。まずは、ご担当課からお話をいただきますか。児童相談所さんよ

ろしくお願いします。 

 

(那波代理委員) 

 近年、警察から、面前ＤＶに係る通告という事で、かなりの数増えて来ております。これは全国的

に見ても、児童相談所の業務は圧迫しているということで、やはり課題になっているところでござい

ます。通告については、警察で面前ＤＶに対応した場合には児童相談所に通告するという仕組みが非

常に厳しいと言いますか、変わらないのですけれども、やはり、対応のところをどうしているかとい

う事は、児童相談所は全国の所長会の方でもやはり議論になっているところでございます。実際問題
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として、センターでも、６割くらいが警察からの通告なのかなと、私ども捉えておりますが。私が５

年前に虐待の対応をさせていただいた時、１日１回事例会議があった印象でございますが、今は朝昼

午後、夕方と１日４回ほど、対応検討しているところでございます。その中で、やはり 48時間以内の

安否確認に忙殺されているというところで、実はその中で面前ＤＶと言うのは家庭の中での暴力とい

う事ですので、虐待の可能性も十分はらんではいますけれども、細かな内容の確認までは回らないな

という所で非常に苦労しているところではございます。今後、どんな形で取り組んでいけるか、内部

でも検討はしているところでございます。ちょっと答えになるか分かりませんが、宜しくお願いいた

します。 

 

(警察本部 原委員) 

 資料でもご覧の通り、警察からの通告件数が非常に多いというのはその通りでございます。警察と

しては平成 26年から、ＤＶストーカーと虐待を含めてですね、心身の安全の確保に必要な事案は早急

に対応しましょうという事で全国的に取り組んでおります。その結果ですね、虐待もそうですが、い

わゆるＤＶに対する対応というのを幅広く捉えて、早急に対応するという体制を取っております。や

はり、平素の情報よりも事が起きた、あるいは起きそうだという時に、警察に通報するのがならいで

ございまして、警察が行った際には、現に虐待や暴力行為が行われている、もしくは暴力行為が行わ

れた後というのが現状でございます。そうなりますと、児童の安全確保が優先されますし、その後の

対応ということで、児童に対する直接的な暴力とかですね、児童に向けられた心理的虐待であれば児

童の確保というのは当然なんですが、いわゆる面前ＤＶについても、ＤＶは警察が臨場すればそれで

収まるかということは、時間が経てばまた同じ夫婦でＤＶが繰り返されるという傾向があります。で

すので、よく児童から話を聞けば、これまでも夫婦喧嘩を何回も目撃しているとか、父さん母さんの

言い合いとか暴力が怖いという様な話を聞くことがあります。ですから、当然これも心理的虐待とし

て通告することが当然の流れになるという事になります。  

 児相では、確かに通告件数が増大したということで対応に苦労していらっしゃることは常々、各所

の話は聞いているところでございますけれども、やはり現場に行ってそのような現状を目の当たりに

していると、その家庭、児童を放っておく事はできないという事になりますと、警察だけの力ではな

く行政のみなさんの力をお借りしながら児童の安全確保を図っていきたいということになりますので、

通告件数が増えている現状でございます。 

 平成 28年度は、警察で過去に虐待の取扱いがないといった事例でも、実際には児相で取り扱いがあ

るということがあったりと、その辺の情報共有が上手く行っていなくて、最終的に児童が死んだとい

う全国事例もございましたので、警察の方で虐待の疑いがあるといった場合には児相または市町村の

事前照会という形で、過去の取扱いは無いかというような照会をさせていただいております。そこで

取扱いがあるという場合には、やはり通告すべきか判断するということで幅広く捉えて通告している

のでどうしても、通告件数が増えるといった状況にあります。ちなみに今年の８月末現在では、昨年

度に比べると、警察からの通告が 86件増加しているということで、このまま行けば今年も昨年を超え

る件数になるかという状況です。以上です。 

  

(三上委員) 
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 先ほど、児童相談所から全国の児相長会でも課題になっているというようなこともありましたけれ

ども、そういった意味では国の方でも、厚労省だけじゃなく話が出てくるかも分かりませんけれども、

県のレベルでも児童相談所と警察との意見交換とか情報共有がとても大事ですので、今後とも連携を

とっていただければと思います。 

 

(山本会長) 

 ありがとうございました。 

 ご説明をいただいた後に、少し時間を取れますけれども、今このタイミングでご指摘いただきたい

ことはございますか。無いようでしたら、引き続きアクションプランについてご説明を宜しくお願い

致します。 

 

(駒木担当課長) 

 【資料２－１ 児童虐待防止アクションプランの取組状況について】 

【資料２－２ 児童虐待防止アクションプラン平成 28年度実績報告】 

【資料２－３ 平成 28年度における虐待防止対策に係る県の取組状況について】 

【資料２－４ 平成 29年度における児童虐待防止に係る県の取組について】 

【資料２－５ 児童虐待防止アクションプラン】 

 

(山本会長) 

 ただ今のご説明について何かご質問等はございませんか。 

 

(ＣＡＰ岩手 槻舘委員) 

 資料２－２のアクションⅠ、（１）周知と啓発について、私どももこの分野で活動させていただいて

いますのでお聞きしたいのですけれども、⑥の児童に対する人権教育の実施というところで、県教育

委員で実施とうい記載がございますけれども、具体的にはどのようなことをなさったのか教えていた

だきたいと思います。宜しくお願いいたします。 

 

(菊池委員) 

 人権教育自体がですね、学校の教育課程の中の一つとしてすでに位置づいているものでございます。

ですから全ての学校においては人権教育がなされているということが実態としてあるということ。そ

れから、行われていますけれども、内にいついてはそれぞれの学校で編成されますので、その学校の

実情とか特色、または児童生徒の様子によって変えることができるという風になってございます。 

 

(ＣＡＰ岩手 槻舘委員) 

 そうしますと、学校ごとにそれぞれ活動されているということでよろしいのですね。 

 ありがとうございました。 

 

(三上委員) 
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 岩手県の場合はアクションプランをプランニングをかけて改訂をしてきているので、児童虐待への

対応の部分との段階別につけているという事で、他県でも賛同されるくらいですね、きちんとしてい

るものなので、各年度達成状況についても数字で打ってくるところが非常に特徴的ですし、達成でき

ているところで優れている点と、それから達成率の低い部分の報告もありましたので、そういった足

りない部分につきましては、期間外ではありますけれども、努力していただいて、せっかくプランニ

ングがあるわけですから実施の方に近づいて欲しいなと思います。特に、先ほど質問のありました、

アクションプランⅠの（１）周知と啓発①児童虐待防止ハンドブックの改訂と活用周知とありますけ

れども、児童福祉法などが絡めば内容が変わっていくので、そういった部分では切り替えは早いと思

いますけれども、まだ改訂されていないということなので、ぜひここは入れて欲しいなというところ

はありますし、それと、ここの中では触れておりませんけれども、市町村の要対協のマニュアルも一

昨年できて、研修の中でも使っていたりしますけれども、古くなったところはバージョンアップして

欲しいなというように思います。 

 

(山本委員)  

 ありがとうございます。 

 概ね順調なマネージメントがなされているというところなのだと思うんですけれども、よろしいで

しょうか。 

 それでは引き続いて事務局さんの方からご説明をよろしくお願い致します。 

 

(駒木担当課長) 

 【資料３ 東日本大震災津波による被災児童の状況について】 

 

(山本会長) 

 ありがとうございます。里親会さんや医大さんには大変お世話になっているところでございます。

このことについて何かご質問はございませんか。 

 

(三上委員) 

 要保護児童等への支援の、子どものこころのケアでいわてこどものケアセンターさんが平成 27年度

と平成 28年度と比較をした場合に、利用児童人数が多くなっている観点からすると、丁寧に年月かけ

なければいけないということが示されている数字だと思います。東日本大震災があってから毎年この

部分は載せていただいているのですけれども、改めて岩手県の中でも継続支援の確認をしていただけ

ればなと思います。 

 

(山本委員) 

 ありがとうございます。その他ございませんでしょうか。 

 それでは次のご説明を事務局さんの方から宜しくお願い致します。 

 

(駒木担当課長) 
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 【資料４ 新しい社会的養育ビジョンについて】 

 

(山本会長) 

 ありがとうございます。これについては何かご質問ございますでしょうか。 

 実際、戸惑いが多いところかもしれませんけれども。 

 

(山家委員) 

 この部分は、精神科医である私がこの会に出させていただいたので、全体的な意見を聞いておりま

した。国の柱になっている部分につきましては、理解を示せるところはあるのですけれども、今回年

限を区切って目標値も設定されていて、岩手の現状を考えた場合に、果たしてこれ年限の間にできる

かどうか、それから基本的にこの計画ですと、乳児に関しては施設の措置に結び付けない考え方です

よね、そういった場合に県内の乳児院、それから乳児院から直接児童養護施設の方に移るということ

が今まであったわけですけれども、これも含めて幼児も対象になっていますから、幼児が児童養護施

設に入所ということもこのままで行くと無くなるわけですね、とすると、今までこうやって家庭的養

護の推進の考え方はいいのですけれども、施設養育の中で子ども達をずいぶんカバーしてきた点もあ

りますし、今回謳われているのはユニットもだめだと、いわゆる少人数といっても、ごく少人数じゃ

なきゃだめだということも謳われていて、これはどこに科学的根拠があるかという部分の課題が実は

含まれている中身です。県の方でも、今年度内にもう一度話し合いをしてということで、各施設や里

親会さん、児童相談所さんからも、意見収集した中で今年度岩手県としてのまとめをしていくのが大

事だと思います。 

 

(山本会長) 

 ありがとうございます。 

 この課題については、まだまだ調整しなければいけない事があるという状況の確認ということで、

今日の会の目的からするとそこまででよろしいかと思うのですけれども。 

 新たな質問がないようでしたら、この後、意見交換ということになりますけれども、事務局さんの

方からご説明いただいて、その後、各委員さんの方からご意見をいただきたいと思います。 

 

(駒木担当課長) 

 【資料５－１ 児童虐待の防止等に係る児童等に関する資料又は情報の提供について】 

 【資料５－２ 要支援児童等の情報提供に係る保健・医療・福祉・教育等の連携の一層の推進につ

いて】 

 

(那波代理委員) 

  通知が出た背景はあったと思いますけれども、現場の部分でこの通知が出なければならないほど

大変だというようなことはたぶん無いのかなと思います。関係機関、あるいは子どもさんを扱う所

については基本的には心配な子どもさんがあれば、市町村あるいは児童相談所の方に、相談であっ

たり通報であったりしていただいておりますし、それを踏まえてこちらの方も照会して、どうして
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も難しいという場合もありますけれども、多くの場合は情報をいただいております。相談所の立場

で言えば、論点はずれるかもしれませんが、例えばですね、とある４世帯のアパートがあって、泣

き声がすると、多分この部屋だろうという時に、相談所の方で周りからの聞き込みということで「児

童相談所ですが、調査中です。○号室から泣き声がしませんか。」という事が言えないことがありま

す。児童相談所が泣き声で来たということは、虐待をしているという事を周囲に広めてしまう事に

なるので、そういうことはあまりやりづらいなというところがあります。何号室という話はしない

にしても、何か気になることはありませんかということで、周辺情報を収集できる場合はしており

ますけれども、数値のところで但し書きのところには挙げましたけれども、ひょっとして情報提供

したことを当事者の方にお伝えするというところについてはやはり、まだまだ悩まれるところはあ

るのかなと思います。相談所としてもその部分があるといろいろ、当事者と接触するときにはスピ

ーディーなのかなというところがございます。 

 

(蛭田委員) 

 まずこの通知がそれぞれ２つあって、１つは要支援児童という言葉があるのですが、もう１つ考え

なければならないのが、要保護児童というものがあって。地域の方から見て虐待かな、いやそうでは

ないけどなんか心配だなというのは、たぶん家庭支援が必要な家庭かなと思います。大抵ここは児童

相談所は扱わないというものになります。そういった方々についてもこの通知の様に積極的にまずは

市町村の方に通告していただくというような事が重要かなと思います。それが虐待の初期対応のきっ

かけとして、重要かと思います。まず心配な世帯だということを、市町村が把握すると、市町村はこ

れから見守りを開始したり、関係機関とのネットワークを使ったりするような形で、後ろの通知につ

いては市町村の方で、些細な情報でいいのでまず、情報提供をしていただきたいというような主旨だ

と思います。 

 今回のデータを見てもらうと分かりますように、市町村と児童相談所の相談件数がだいぶギャップ

が出てきました。かつては市町村の方が取扱いが多かったはずなんですね。それが今、児童相談所に

集中しているということはたぶん、警察さんの努力という部分もあるのですけれども、実は地域に、

結構心配だけれども声が出せなくて黙っている。どうしたらいいか分からない。というようなケース

があるんだと思います。そういったのは要保護児童ではないかもしれないけれど、要支援児童として

市町村にまずは情報提供いただくという趣旨で捉えていただければこれから市町村の方も変わってく

るかなと思います。これが寄せられないと市町村の方は、児相の方では何もないだろうというような

形で具体的に上手く進んでいかないという事があります。 

 最初の通知については那波部長がおっしゃった通り、児童相談所が情報が欲しいと言って、関係機

関に断られることはあまり無いです。要対協は各市町でも大概はやっていますので、その辺りの情報

交流というのはできると思います。ただできればお願いとして、情報だけではなくてその他の様々な

支援、例えば、学校に訪問して子どもの状況の確認をしたいと言った時の場所の提供とか、保育園幼

稚園そういった所を使わせていただくとか。情報提供のみならずもう少し積極的な支援をしてくださ

ると、児相としてはスムーズに動くことができるかなと思います。 

 あともう一つとしまして、もし、情報提供するとすれば、可能な範囲でいいので、保護者の方に伝

えていただく方がいいかなと思います。と言うのは、どうしても伝えた情報というのは明らかに、学
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校さんとか保育園さんとから関係機関というのは特定されてしまうのですよね。「学校でこんな事があ

ったそうですね。」と言うと、学校からの情報だと分かってしましますよね。そうすると、かえって保

護者との対立関係が強くなる。そんな時は、通告義務がありますと正直にしゃべっていただいた方が

次の支援に繋がりやすいといった事があるので、やはり情報提供する時には、必ずではないにしろ、

できる限り保護者なり、あるいはご本人さんに伝えていただければと思います。以上です。 

 

(山本会長) 

 ありがとうございます。 

 実際の運用のところでいま名前がでてきた学校ですとか、医療ですとか、施設さんですとかそうい

う所から、それから受け取る市町村さんの方からなにかお話がありましたらお願いいたします。盛岡

市さん、受け取る側としてなにかありませんか。 

 

(壽委員) 

  虐待の通報ですけれども、今までこういう通知が出る出ないに関わらずだったんですけれども、

学校さんの方へ個人情報を教えて下さいと言うと、「個人情報なので教えられない。本人の承諾がな

ければ教えられないです。」ということがあったところなんですけれども、うちの方でも取り扱う上

でも、学校の校長会にご説明をしてですね、ご依頼したというところもありますし、いろんな場面

を捉えて、こういった法改正がありましたらご協力をいただきたいというようなところでお願いし

ていました。 

  そういった中で、対応が最近はいろんな角度で情報が入るような形になって来ていますが、本人

の了解を得ながらという部分もあるわけですけれども、なくても済む部分について教えていただけ

るようになったのかなと思っております。 

  うちの方でも、スクールソーシャルワーカーさん達と連携を取ることで、簡単なことなんですけ

れども、顔合わせをして信頼関係を築いて打ち合わせをすることで情報共有の環境が図られるとい

ったようなところがあると感じています。 

 

(山本会長) 

  ありがとうございます。 

  では真壁委員さん、小学校の方ではどうでしょう。ためらいも多かったり、躊躇も多かったと思

うんですけれども、いかがですか。 

 

(真壁委員) 

  学校全体の統計的なものは分からないのですけれども、私が関わった部分で確かに個人情報を出

すというところにこれまで、どこまで出していいかというところについては、それぞれの学校の判

断に悩むところはあったかと思います。ただ、学校から子ども実態を把握していく中で協力をいた

だくということで、児童相談所の方に話をしていく中で必要な情報はこれまでも出してきたのかな

と思っています。 

 また逆に、その子に関わって連絡要請を受けた場合でも、各学校の判断ですけれども、必要な情
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報は出して来れたのではないかと思います。それが法的な部分で裏づけされたということはこれか

ら連携して行くうえで、非常に安心しながらやっていけるのかなと思っています。 

 

(山本会長) 

 はい。ありがとうございます。 

 同じ悩みは医療の方でも、また民生委員さんの方でも一緒だったと思うんですけれども、これを

後ろ盾にですね、ためらわずに、疑いの段階できちんと情報を共有するということを確認させてい

ただければと思います。時間の関係もございますので、この件については以上とさせていただきた

いと思います。 

 次第に、その他とございますけれども、委員さんの方から何かご発言がございましたら、お願い

いたします。無いようですので、事務局さんの方からお願いします。 

 

(駒木担当課長) 

 特にございません。 

 

(山本会長) 

 それでは、八重樫部長から本日の会議について、コメントをお願いしたいと思います。 

 

(八重樫部長) 

 本日は委員の皆様から貴重なご意見をいただき、大変ありがとうございました。 

 児童虐待防止につきましては、まさに近々で待ったなしの重要課題だと認識しておりまして、今

日はさまざまなご意見をいただきまして、児童虐待に関して関係機関での情報の共有ですとか、連

携が重要だということが確認できましたし、今日ＣＡＰ岩手さんの、ニュースレター等ありますけ

れども、ＣＡＰ岩手さんで子どもの人権学習会を実施していただきました、感謝を申し上げます。 

 いただいたご意見の中で、県で児童虐待防止アクションプランに基づいてさまざまな施策を実施

していますけれども、課題の部分はしっかり改善してまいりたいと思いますし、子どもの心のケア

で継続的な支援の必要性についてご意見いただきました。昨日、吉野復興大臣が岩手医大のこころ

のケアセンターを視察されまして、やはり被災者の心の復興が重要だとお話しをいただきました。

県としても引き続きそういったことに取り組んで参りますし、今日は情報共有のあり方について意

見交換いただきまして、まさに情報提供によって虐待の初期防止に繋がるというこというようなこ

とがありますので、ぜひ緊密な連携を基にして、宜しくお願いしたいと思います。 

 本日は貴重な意見をいただきまして、大変ありがとうございました。 

 

(山本会長) 

 それでは以上をもちまして、議事については終了とさせていただきます。進行についてもご協力

いただきましてありがとうございました。 

事務局さんにお返しいたします。 
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(駒木担当課長) 

本日は、長時間にわたり、ご議論いただきありがとうございました。これをもちまして「平成 29年

度第 1回岩手県要保護児童対策地域協議会を閉会いたします。 

 なお、今年度本会議の委員の改選がございます。11月ごろに各委員の構成機関様あてに、ご連絡差

し上げることとしておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

 

 


