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（別紙） 
第４回 福岡市要保護児童の社会的養護あり方検討会 議事概要 

 

（１）人材育成 

委員長： 人材育成についてご意見をどうぞ。 
委員：各施設の人材がどのような人がなられていて，どのような状況にあるのか。  
委員：全国的傾向と違う部分があると思うが，母子生活支援施設では，30 年近く働いてい

る人もあり，定期昇給等ともきちんとしているので，保育士としてのスキルは十分

に生かせる職場である。しかし，最近は心理士が入り，ソーシャルワーカーが 2 人

しかいない。相談支援事業を強化するなら，ソーシャルワーカーの待遇をよくして

いく必要がある。保育士は比較的集まりやすい状況にある。現状では，心理士とソ

ーシャルワーカーを手厚く採用していくべき。  
委員：児童養護施設では，保育士の資格，教員の資格で来ている人もいる。社会福祉主事

の資格は，就職してから通信教育を受けてとっている。社会福祉士は，古い職員は

受験資格からとらないといけなくて，それに挑戦している職員が３名。社会福祉士

は３名しかいない。入所率は 80％で，３人に１人の状況。心理士のほか，過去には

看護士も来ていただいたが，病院と状況が違うので長く続かない。子どもの世話を

する職員とちょっと寄り添う職員の必要性を感じる。  
委員長：専門職員では，心理士，看護士，社会福祉士，直接処遇職員では保育士，児童指

導員とある。乳児院では保育士の確保にも苦労していると聞いていたが，募集応募

の状況と学生の状況についてご意見を。 
委員：母子生活支援施設の話で，保育士が確保できているというのは，委員のところ特有

なのか，福岡市にはまだ保育士がいるのか。委員のところの特徴であれば，なぜ実

現できているのか，昇給だけでないと思うが。 
委員：待遇がいいと言われるが。 
委員：児童養護施設も同じと思うが，保育士協会の給与体系に合わせている。 
委員：国家公務員に準じている。 
委員：母子生活支援施設に入所する母子の乳幼児の補完保育をしており，保育士が働きや

すい。３度採用試験をしたが，競争率は３倍，心理士は４倍であった。原因はわか

らないが，便利のいいところだからなのか。施設そのものは 50 世帯で規模も小さい

からか。30 名という小規模保育というところで，アットホームな環境なので来たと

いう人もいる。 
委員：宿直の状況が違うのではないか。 
委員：宿直は月３回。 
委員：ということは，ほぼ日中の勤務がベースで，児童養護施設や乳児院は，何日に１回

は回ってくる状況。 
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委員：７時から翌朝８時半まで１人と勤務となるが，母親がいるということで違うと思う。 
委員：今年度は３施設とも中途採用はできず，欠員ができている。 
委員：保育園も保育士が足りないということで厳しい。 
委員：今年度保育士を追加で募集したが 18 人も応募があった。小規模の保育園というとこ

ろがよかったのではないかと思う。 
委員：職員は住み込みか。 
委員：住み込みではなく 10 日に１回当直である。仮眠はとれる。時々子どもが熱を出して

セコムを解除するなどがある程度。  
委員：住み込みは嫌だ，勉強したことが生かされない，子どもたちが言うことを聞かない

などの挫折があり，週に１度の宿直がきついということもある。夢を抱いてきて入

るが，挫折をするとそのまま逃げていくようにやめることもあり，先輩職員の責任

もある。  
委員：母子生活支援施設では，門限までに入所者は帰ってくるが，児童養護施設では，ア

ルバイトに行った高校生を迎えにいくなど，夜遅くまで勤務することがあるようだ

が。 
委員：施設では勤務時間があってないようなもので，今の若手には順応できない部分。 
委員：女性には出産と育児を施設職員と両立するのは難しい。 
委員：とてもきつく，配偶者の理解がないと難しい。 
委員：母子生活支援施設は母親もいるし，子どもも門限がくると，生活の場に帰りなさい

といっている。 
委員：少し違う。朝早く起こさないといけないし，受験などがあれば深夜まで付き合わな

いといけない。 
委員長：同じ児童福祉施設といっても，母子生活支援施設と児童養護施設ではかなり違う。

たとえば，個別ではなく一体となって説明会を行うなどはやっているのか。 
委員：県の方でやったことがあるが，人気があるのは住み込みではないところ。小規模化

で３年経ったが，今年初めて退職者がいなくてやりがいを感じてきていると思って

いる。 
委員長：やりがいを少し感じてこられたというのは，どういう部分か。 
委員：ホームや担当する子どもも決まっていて，子どもと職員にとって安定した生活がで

きているからだと思う。 
委員：幼児部担当であれば学童にあがると，同じ施設であっても疎遠になってしまう。一

人の子どもを卒業まで養育するところを見届けることができたら，またやりがいに

もつながる。職員の意見も聞きながらそういうところができたらよい。 
委員長：職員がどう思っているかを考慮しながら改善していくことが大事。送り出す側は

ソーシャルワーカーだったり臨床心理士だったりすると思うが，施設に入ってリア

リティショックを受けて長続きしないというのがあるが，学生の状況としてはどう
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か。 
委員：保育士のところはわからないが，福祉系の学部やコースが廃止されていっている。

介護領域は，世の中のニーズはあるが，学生が入口にさえ来ない。保育士学科がな

んとか定員分確保されている状況。しかし，保育所に就職したいという人は，また

少ない。児童養護の領域が介護と同じ状況になると，有資格者さえ出てこなくなる。

大阪では，社会福祉協議会と現場が一緒になって，福祉を希望する学生のための１

年間のセミナーを有料でしている。子どもと障がいと高齢と地域をやっていたが，

かろうじて残っているのが子ども。ここにきている人は，施設長が引き抜きをして

いっている。大量ではないが，一定の効果を発揮している。 
委員：最初にモチベーションのあった子は続いていく。 
委員：若手の職員が話すなどの機会もあり，数は少ないが一定数確保している。 
委員長：学生のうちから育てていく，適材適所に引っ張っていくというのは新しい試み。

授業料はどれくらいか。 
委員：平成 25 年度は，１年間で３千円，９回の講義である。 
委員：大学に呼びかけているか。 
委員：呼びかけている。就職戦線の中で，希望のところかは別として，施設長同士がうち

では採用できないが他の施設に紹介したりするなどしている。 
委員長：企業はシステムができているが，臨床心理などは個人的なつながりでやっている。

仕組みを作るのは大事と思う。 
委員：福岡ですれば九州中から集まる。 
委員：大阪でも奈良からきている。 
委員：東北地方の施設長と話していたら，東北の人材は地元の施設ではなく東京の施設に

行くと言っていたことがあるが，福岡はまだ九州から集まる。 
委員：目的をきちんと出せばよいのではないか。チャイルドラインの養成講座など，学生

なども希望の人はいるし，ターゲットを絞って学生のときから人材養成をやってい

くというのがいい。最初は１人２人かもしれないが，土台は育っていく。 
委員：年間 80 人実習生をとっていたが，学生には嫌だったけど施設もよいと思ったなどの

声もあった。施設もＰＲが必要と思った。 
委員長：プログラムがあると大学にも呼びかけやすいし，学生で関心のある人は来やすい

と思う。 
委員：子どもの村で公開セミナーを年４回やっているが，ボランティア希望はいるが保育

士は希望しても基本的な待遇が整っていないので，雇用にまで至らず，人材確保に

困難を感じている。 
委員長：財政的なものが行政のバックアップがないと自分たちではできないところ。待遇

をしっかりとやっていくためにも，市のバックアップが必要と伝えたい。その他，

確保についてご意見を。 
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委員：今年度は退職する人がいなかったというのは，ユニット化の前後で給与や宿直の状

況が変わったのかどうか。条件があまり変わらないにも関わらず子どもを継続的に

養育するという勤務形態が士気の高さに繋がったのかどうか。 
委員：勤務条件等は変わっておらずそのように考えている。宿直の回数も労働基準法の関

係で週１回以上は入れていない。 
委員：子どもだけでなく職員にとっても小規模化の効果があったということか。 
委員：そうだと思うが聞き取りしないとわからない。先日，卒園式があるが卒園生の声で

は，ホームの職員への思いが今までよりも強かったと思う。 
委員：関係性が強まっているということか。 
委員：関係性が強まると行動が出てくるので，保育士等の養育技術はかなり専門性が必要

になってくるが。 
委員：確かに行動化が出てきて，去っていくかなと思ったが，そうではなくて，職員研修

でも職員からはもっと勉強したいという声があがった。 
委員長：小規模化で関係が深まって待遇は厳しくてもやりがいを感じて続けたいという側

面もあれば，ハードルが高くなってしんどいということもあり，マッチングの問題

も要素かと思う。 
委員：スーパーバイズの問題があると思う。東京都社会福祉協議会が福祉施設を辞めた人

の調査を実施している。世間では労働条件と思っているが，トップに来るのが職員

の人間関係。小規模化には賛成だが，危険性はそこにある。中途半端な中堅がいる

と若手はやめないといけない。そこの人材を育成しないと，職員集団としての条件

としてやめていく人たちの課題。適切なスーパーバイザーがいないと。 
委員長：産業領域でもストレスでうつ病になる人の６割は職場の人間関係。ストレスマネ

ジメントをするときに社員だけでなく，トップの職員からやっていかないといけな

い。研修制度をきっちりとやっていく必要がある。マネージャー層，プレーヤー層

を順番にやっていくシステムが必要。社会福祉協議会とかと連携してプログラム化

していくことが必要。スーパーバイザーの育成を含めてご意見を。 
委員：現状として新人研修や中堅研修は施設に任されている状態。乳児院児童養護施設協

議会とかはあるが，ＯＪＴなど。先生たちの方でこういうのがあるとやりやすいな

ど，全体で仕組みをつくっていくなど。施設ごとではなく全体でやっていく方が。 
委員：第三者評価でも個々人の研修の台帳を作るように言われている。職員がどこまでク

リアしているのか，どういう課題があるのかを把握するようにと言われた。研修に

は行くがどこまで達成したかを整理できないままになっている。 
委員：スーパーバイザーがきちんとできていない。職員同士でレスパイト，掛け声をかけ

ていくことが必要。長く務めることが子どもたちのためになるので，そういう仲間

づくりをしっかりとやってきた。乳児院でいうと，様々な職種があって，看護士も

ある程度社会体験をした後に来ているので，結構訓練されている。色んな職種や体
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験をした人が児童養護に生かせるのではないか。人間的にきちんとされているのは

看護士。 
委員：社会経験のある方やＯＢ採用が充実しつつある。 
委員：福岡市社会福祉協議会には，採用後研修プログラムはあるのか。 
委員：ない。 
委員：県社会福祉協議会が中心でやっている。 
委員：施設が参加するのか。 
委員：施設でばらつきがある。 
委員：政令市の社会福祉協議会でやっているのか。 
委員：大阪市はやっているが，堺市は大阪府と一緒にやっている。たとえば新人研修をや

るとき，施設でやるのは施設を知ってもらうというスタンスだが，福祉の基本的な

ことを研修する際には，広域でやる方がいい。堺市では独立ではできない。大阪市

はいくつかあるので，独立でやっている。社会福祉協議会の研修センターがやるプ

ログラムと児童部会がやるプログラムがあって，調整しながら作り上げている。 
委員：社会福祉協議会は障がいや高齢の人材にかかわる研修をしているか。 
委員：ステップアップ型は県社会福祉協議会。 
委員：政令市の社会福祉協議会は人材育成研修を持っていない。 
委員：後見人制度などの事業が中心。 
委員：施設横断型の研修，スーパーバイザー育成の研修を継続的にということか。 
委員：大阪市では，社会福祉研修情報センターというのがある。市社会福祉協議会が受け

ているが競争性があるので，一生懸命やらないとよそに取られるというのがある。 
委員：市が委託しているのか。 
委員：市が委託するのもあれば，センターが独自でやっているのもある。スーパーバイザ

ーと直接的に関係はないが，基幹型職員の養成はどのようにやっているか。現実に

はその人たちがスーパーバイザー的動きをすると思うが。 
委員：子どもの虹研修に行ったりする。 
委員：県の基幹的職員の研修があって，各施設１名ずつ受けた。 
委員：仕組みにあって一番近いのではないかと思う。国の仕組みをうまく使って。複数確

保の研修をしてやめても大丈夫なようにしているのが大阪。基幹型職員の研修は国

の方が大規模の大舎制を前提としており，時代遅れと感じる。福岡には合わないか

も。 
委員：しかし，今はまだ大舎制である。 
委員：今後は小規模化してくるとなると，小規模の中での現状をどうしていくかというこ

とをきちんとスーパーバイズできる人を，何年かに１度国に行くというよりも，福

岡市で横断的な研修をする仕組みが必要。市社会福祉協議会がしていないので，乳

児院児童養護施設協議会や児童家庭支援センターがやるのか。里親研修も分厚くな
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ってきて，また，小規模化となれば，重なる部分もあると思う。里親や施設職員が

同じテーブルで議論する場がないので，そういうのもあってよいのでは。 
委員長：様々な立場が議論する場は今後も必要。新しい現状を認識して議論する場が必要。

学生のプログラムを作っていく，現職のみなさんの研修をどう進めていくかで，ス

テップ型と横断型の研修が必要になる。その中でスーパーバイザーをしっかりと育

てていく。企業だと，社員になって係長になってというキャリアが見えるが，社会

的養護の施設では，ここまでやると次はここに行けるというイメージがどこまでで

きているのか。 
委員：うちの法人ではある。 
委員：10 年経っても 20 年経っても養育担当というところでは変わらない。５年経ったから

リーダー，10 年で主任というのはない。そういう仕組みも必要と思うが。 
委員長：研修で評価するということではなくて，現場で，必要とされれば，リーダーやス

ーパーバイザーになるとかが見えれば，学生から見るとわかりやすい。ずっと子ど

もの養育をするのか，スーパーバイズになり施設長にもなれるというのがあるとい

い。 
委員：施設長には限りがある。 
委員：法人による。 
委員：心理職も夜間勤務があるので，定着が難しいようだが。児童養護施設はどうか。 
委員：今は 30 人以上に１人という基準であり厳しい。大規模であっても，１人しか常勤が

いない。施設によっては加えて非常勤を入れてくれているところもあるが，差があ

る。もう少し施設自体が小さくなって，きめ細かくみていける体制になる必要があ

る。心理もチームで働けるとよい。１人職場では，力が十分に発揮できていないと

いう問題がある。ソーシャルワーカーも同様である。 
委員：今後の施設ケアが，家庭養護では支援が困難とか，発達障がいのある子など，施設

養護の良さを発揮するには，どれだけ専門職員が生かせるかということ。専門職員

が定着しにくいというのも問題。 
委員長：次の人が来ても，馴染むのに時間もかかる。 
 
（２）子どもの権利擁護の推進 
委員長：欠席委員からメールをもらっているので，これに沿って検討をしていく。第三者

が定期的に子どもに面会するとあるが，ここでいう第三者とはどういうイメージか。 
委員：滋賀県が市の権利擁護委員の人が施設に泊まり込みでやっているようだ。 
委員：施設がしっかりした第三者委員を置いてもらうことが前提だが，社会から見たとき

に第三者性と専門性を担保しないといけなくて，この人たちが面会するとなれば動

く。完全な第三者となると，施設も受け止めがたいと思うが。 
委員：施設の中でも本当に第三者性あるということ。 
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委員：保育所も含めて，知り合いや校長先生になってもらっているというだけではだめ。 
委員：市の権利擁護委員がずっと施設を回っていくというやり方もあるが，施設の中にあ

る権利擁護の仕組みをしっかりとつくっていくという考えか。 
委員：第三者委員を施設が選ばないとする。第三者委員は専門性のある人をこれだけ確保

し，市が指名するとなると，委員の意見に近い。 
委員長：福岡市全体で，専門性を持った第三者委員会をつくり，各施設と利害関係のない

人を選んで，定期的に会うということか。 
委員：二重に作っていってもよい。 
委員：国連のガイドラインでは，措置解除のときも，学際的チームの支援が必要と述べて

いるが，施設とか里親の子どもに関して，定期的に学際的チームの人が，面会する

といい。 
委員長：学際的チームという表現。そういうチームを作ってやっていくということだが。 
委員：子どもにとってはなじみのない人には話せない。ケースワーカーにも話せない。弁

護士や大学の先生が長くかかわり続けていく方が真の権利擁護に繋がるのではない

か。 
委員：権利委員会の弁護士のニーズが多い。 
委員：施設の第三者委員に弁護士はいるか。 
委員：委員に入ってもらっている。 
委員：福岡の弁護士は比較的関心が高い。 
委員：権利擁護の委員会は年に１回意見をもらっているが，実際に子どもに会って意見を

聴くというのもあってよい。 
委員長：第三者性と専門性と子どもとの関係性がポイント。弁護士も，収入が少ないとい

う状況も絡んでいるし，歯科医も競争で淘汰されている状況なので，子どもが好き

な人をうまく確保するのもいい。 
委員：地元の小児科医の方も長くしないとなじみにならない。 
委員長：地元の小児科医はどうか。 
委員：役割を持てばきちんとされる。社会的養護にも熱心。嘱託医の方の交流会を呼び掛

けてみたが乳児院の嘱託医は非常に熱心である。児童養護施設の嘱託医は来られな

かった。嘱託医も権利擁護の役割をもう少し果たしてほしい。 
委員：校医ももう少しやってほしい。 
委員長：関係性が深まると第三者委員の中立性が担保できないという矛盾が起きる。ここ

のバランスは難しいと思うが。 
委員：嘱託医の方も国連のガイドラインや権利擁護の研修も必要。 
委員：第三者評価はどれくらい？子どもの面接は？ 
委員：３年に１度で面接かアンケートを選べる。 
委員：第三者評価で母子の面接をしたが，あとで結果を聞いてみたいと思う。 
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委員：第三者評価も措置費で出るようになったし，これをうまく活用できればよいと思う。 
委員長：第三者チームも研修をするなりして知識と専門性を持っていかないと，小児科医

だけの専門性だけでなく，権利擁護の専門性が必要ということ。 
委員：権利擁護という意味では，弁護士が中心となって，ペアになってというイメージか。 
委員長：権利擁護では弁護士が中心で，ペアなりグループなりでやっていくというのがよ

い。複数の専門家チームを作って継続的に関わることが必要。他にご意見は。 
委員：施設が社会化していくと，実習生や社会が見守るというようになる。子どもたちが

本音を話せるのは，ボランティアだったりする。ボランティアが職員と違う立場で

関われる機会を保障する。実習生が職員の不適切な関わりを指摘するということも

ある。院外ケース会議といって，地域のおじさんたちと施設で生活する子どもたち

の様子を見る。開かれた施設になっていくのが大事。 
委員長：スタッフと子どもとの関係，タテの関係。ななめの関係だと本音を言いやすいと

いうことがある。子どもの声を第三者委員がしっかり集める。地域に開いていくと

しても地域もいろんな会合があって，どういう風にやっていけばいいか。福岡市は

各校区に公民館があるので，活用してもよいか。他にご意見は。 
委員：実家族との保障というのがあるが，どうか。 
委員長：児童相談所としては，実際にはどうか。子どもの側からすれば権利になるが。 
委員：里子と家族との面会をどう保障するかというのは年々変わっているが，援助方針会

議の時点で，実親と合う頻度や場所を考えている。里親の場合は，里親宅での面会

が難しい。限られた実親かファミリーホームでないと，里親宅での面会が難しい。

実親に里親宅やファミリーホームを教えていないということもある。そういうとき

に，センターで面会するという方法をとっている。マンパワーをとっているという

部分があって，施設におかれる里親支援専門相談員がそういう部分を担っていくの

はどうかと思う。 
委員：母親が東京から近所に引っ越してきて，毎週末泊りに行くという子がいるが，最初

交流するときは，センターの方でしていたが，そういうための部屋がない。普通に

面接をする部屋で１時間で戻っていく。子どもも退屈して何をしているかわからな

い１時間だったりする。せめて心理のプレイルームで親子がいるなら，子どももの

遊ぶ様子をみるという機会もできるが。私の場合は，ファミリーホームに来てもら

って様子を見てもらっている。そういう環境を何回か作っていると，母が引っ越し

てきた。交流するならそういう場所をきちんと設定しないと。 
委員長：保障の仕方を間違うと白けてしまう。 
委員：実親との交流の保障が必要なケースが増えてくると，施設のプレイルームで交流す

るなどもできるのでは。里親支援専門相談員も何ケースか支援できるようになれば。 
委員：親のニーズが高ければ，それが適切かどうかも含めて，里親や施設に入った後に実

親を支援する仕組みが必要で，できるだけ人も投入しないと，双方にとってどうい
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う交流がいいかがわからない。 
委員：前回委員からも意見をもらったが，子どもを措置するケースワーカーが頻繁に代わ

ることなく長く担当できる仕組みを考える必要がある。里親支援員は８年もやって

いて里親家庭の隅々まで知っている。ケースワーカーも長くできるように。 
委員：実親のこともケースワーカーを通して伝えられると思っていたが，ケースワーカー

が実親に番号を伝えたため実親が直接連絡するようになって戸惑った。他の里親は，

実親から頻繁にメールがくるようになって，戸惑っている人がいる。子どもはかわ

いいが実親の面倒まで見られないという里親もいるので考慮してもらいたい。 
委員：10 年以上続けている人もいれば，１年くらいの職員もいて，里親の情報をどのよう

に扱うのかをきちんとしないといけない。 
委員長：マンパワーとクオリティの問題と思うが，多い方がいいのとできるだけ長く務め

てもらいたいということ。場所の問題となると，前々回の話で福岡市も区の中でや

っていこうという話があったが，区役所の中にケースワーカーを配置し，親子面会

室を作っていくのはどうか。 
委員：部屋がない。 
委員：家庭児童相談室にはないのか。 
委員：ない。 
委員：子育てサロンは使えないか。 
委員長：５年 10 年のスパンで提言するということもあってもよいと思うが。 
委員：広い意味での区の専門性，相談室の確保という問題。 
委員長：親子の交流をコーディネートする機能。 
委員：そういうのもある。 
委員：里親支援を考えたときに，支援は児童相談所と施設の里親支援専門相談員と里親支

援機関兼児童家庭支援センターがある。里親から見たときに，長期的にどこがいい

か。 
委員：26 年度からやりたいのが施設の方々との交流事業を進めたい。市には５つ施設があ

って，そこに配置されれば拠点として里親が繋がれるといい。里親会や地域里親サ

ロンが盛んになってきて，そこで本音を言ってもらって本部で吸い上げている。委

員お二人も来てもらったが，職員ともそういう関係が結べていくと，辛口なことも

含めて出てくると期待している。里親支援というと，里親同士で話を聞きあう場所

がほしいということと，施設という同じような仕事を担っているところと情報交換

しつながっていきたいと思うし，それが支援となる。 
委員：長期的にはそれがいいと思う。全国平均で言うと必ずしも仲良くない。そこを作っ

ていかないとならない。和歌山の里親会で，里親や施設を退所した子どもに話して

もらったが，子どもたちが生活のところに仲間がいるが，里子には仲間がいなくて

愚痴も言えない。里親だけでなく，里子も支援するというメッセージをしっかり出



10 
 

さないといけない。 
委員長：里子の声をいかに拾っていくかということも必要。 
委員：子どもたちの声を我々はどう認めていくかとういこと。福岡市には里親会でキャン

プをしているが，ユースになった子どもたちが，里子だけで集まる場があってもよ

いし，高校生ぐらいの子が施設の枠を超えて交流するなど。施設や里親を超えたユ

ースの交流もよい。 
委員：施設の子は，行事等で中高生になれば出会うチャンスはある。里子は小学校までは

来たが，中学校になると来なくて仲間になれない。そこが違う。施設を退所した子

どもたちの自主グループがあるが，紹介されたが自分たちとは違うのでやめてきた。

特定の個人のもとで育った人と施設で育った人では共感できず，うらやましがられ

て辛かったとのことだった。交流もした方がいいが，一本化して作ると，里子がマ

イナーになる。 
委員：キャンプの中身が小さい子向けにできていて，大きい子が満足できない。小学校高

学年以上の子をスタッフみたいなかたちで大人扱いして何かできないかと思う。Ｉ

ＦＣＯ（国際フォスターケア機構）の大阪大会で痛感したのが，日本の子どもたち

が意見をいう能力が低く，里子はさらに低いかもしれない。きちんと考えをまとめ

ることや，どう考えたらいいかを一緒に考える機会を，小学校高学年から与えると

いうことを里親会でも話が出ている。 
委員長：里子と施設の子どもも思いは違うが，それぞれの声を聴くためにも，キャンプな

ど，中高生と小さい子ではニーズも違うが参加できるプログラムを組み，支える側

の交流も図れれば，緩やかな関係が築けるのではないか。 
委員：子どもの意見の反映だが，措置解除した子どもが大人になって，どのような社会適

応をたどっているのか。我々がやっている福祉の営みが検証できない。日本では単

発でやっているがシステムで定着していない。どうしたらフォローアップできるの

か，個人情報とか本人の同意など整備する条件があると思うが，やっていくべきで

はないか。 
委員長：アフターのところが見えないと，今のやり方がいいのかどうか評価できない。 
委員：大阪市ではやっている。退所児や児童福祉施設連盟では入所児も実施している。 
委員：どれくらいやっているか。 
委員：連盟の方では小学校４年生以上でやっていて，シビアな意見もありネットで公表さ

れている。 
委員：東京都の調査でも全数は把握できず３割ぐらいの把握。全部をフォローすると大変

な結果がでるのではないか。 
委員：大阪児童福祉協会という 30 年前にできたアフターケアをやっていて，どこに就職し

たかもデータを持っている。職場が長くいた子がいいかというと必ずしもそうでも

なくて，変わる気力もない。めちゃくちゃしないので，職場にいるという状況。目
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標としては長期がいいというところで調査したが，違っていた。 
委員：福岡市でもいっしょふくおかがそういう調査をやっていくと，退所後の支援と養育

にも反映できる。 
委員長：大学も含めてフォローアップ調査が必要と思われる。子どもの行動化の対応につ

いては議論できなかったが，残り２回で議論が不十分なところも含め議論をしてい

く。 


