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（別紙） 
第５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）家庭養護の推進 

委員長：まず「家庭養護の推進」で，里親委託率，用語の整理，里親開拓について委員か

ら提案が出ているので，各委員からご意見をお願いしたい。配布している資料「主

な議論のポイント」にある「家庭養護の推進」から，どなたかに説明していただき

たいが。 
委員：資料にポイントがまとめてあるので，その一つ一つに順に意見をもらっては，どう

か。 
委員長：では，①から順に家庭養護の推進について，里親委託率を 50％とするのか，ファ

ミリーホームの目標箇所数を定めるのかのところから，各委員のご意見をいただき，

最終的な方向性を決めたい。 
委員長：里親委託率については，数値目標を決めていこうという，コンセンサスであった

と思うが，何か意見は。 
委員：この報告書の施設目標が，何年後を目標とするのかということだが，例えば，５年

後を目標とするのであれば，50％は難しいという意見が内部で出ており，そうする

と 40％ぐらいかと思う。したがって，10 年後・15 年度に目指す目標であれば，

50％は到達できるのではと考えている。ファミリーホームの目標箇所数は定めた方

がいいのかどうかについて内部で議論しているところで，ファミリーホームという

のは，すぐできるというものではなく，何年間かの経験の蓄積や経過の中でできて

いくものなので，例えば，今現在の養育里親の活動状況を見ると，５年間で新たに

ファミリーホームを開設するのは，３か所ぐらいが確実と考えている。 
委員長：まず，何年後の目標とするのかにより，数値目標が変わるというのは，そのとお

りと思うが，この提案書自体は，何年後を目途にということになっているのか。 
事務局：国の方針で進める最終的な目標は，平成 27年度から 15年間ということになる。 
委員長：15 年後の目標数値ということで考えると，間延びしてしまい，実現しにくいもの

となる印象があるが。 
委員：前回の検討会では，５年計画ということで，平成 21 年度から 26 年度までの計画と

して検討したことから，今回の計画も 15 年間のうちの前期の計画とし，その後の

中期，後期と見直しながら進めるのが適当かと考えるが。 
委員長：数値目標としては，５年後の目安として提言するのが，現実的ではないかと思わ

れるがいかがか。 
委員：明確になっていれば，いいと思う。少なくとも国が 15 年後ということで，社会的

養護の将来を目指しているが，結局は，施設機能をどうやっていくのかということ

と，里親委託率とは，リンクしているものであり，そういう意味で施設機能がどこ
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まで伸びていくか，小規模化及び施設の家庭的養護率をどれだけの割合にしていく

のか，というところは，国は１５年後であるけれども，そこについて５年後の目標

がどの程度可能かによるかと思う。私は，里親委託率 50％という意見を出してい

るが，施設の小規模化，家庭的養護と合わせて 50％という目標を考えているが，

それが５年後となると厳しいという気がする。 
委員：このあり方検討会は，国の計画である子ども・子育て支援事業計画が基になってい

るものであり，５年計画ということになると思うが。 
事務局：先ほど，先に国の 15 年計画の説明をしたが，本検討会は，５年間の計画として

検討をお願いしたいと考えている。 
委員長：里親委託率については，５年であれば，40％が妥当ではないかという意見があり，

また，長期として考えたときは 50％という意見もあったが，その他に意見はある

か。 
委員：５年後に 40％という目標とするが，長期的には 50％というのも数字としては，あ

げた方がいいと思う。 
委員長：それでは，５年後には 40％を目指すけれども，長期的には 50％を目指すことも

明記するということでいかがか。 
委員長：次に，①の２項目のファミリーホームの目標箇所数だが，実情は，目標を決めた

からといって，即設置するとクオリティの問題もあるので，難しいところであるが，

目標箇所数を定めるかというところから，何か意見を。 
委員：数字を上げた方が進めていく上でモチベーションになっていくこともあり，実現可

能性ということも考慮し，今現在の 11 箇所に加え，５年間で新たに作れるのはあ

と２箇所，合計１3箇所になるかと。 

委員長：５年間であと２箇所追加ということだが。 
委員：これは児童相談所の見える範囲での手堅い数字だが，他の委員から意見があれば。 
委員：国は，施設の小規模化あたっては，ファミリーホームを作りながら進めていくとい

う方針を持っており，それをしながらでないと小規模化は，予算その他も関係する

と思うので，その点からは，今の委員の数は，今の里親から出した数字なので，施

設の方でも作るということを合わせて考えると，少なくとも３つの施設がファミリ

ーホームを一つずつ設置するという目標もあって然るべきとも思う。 
委員：やはり施設小規模化と一緒に進めるものであり，子どもの村でも，できるだけ早く

設置していきたいと思っているので，もう少し 
委員長：私も同意見であり，目標は２箇所ではなく，プラス４か所の 15 か所ぐらいでも

いいのではと思うが。 
委員：それと同時にでないと，里親委託率は上がらないと思う。 
委員：施設がどう努力していくかにかかっていると思うので，目標数値としては，高めに

設定して，児童養護施設も努力すべきという文言も入れるとわかりやすい。 
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委員長：現在が 11 箇所なので，今後の国の方針と福岡市の現状を鑑みて，プラス４箇所

を５か年計画で作っていただきたい。そのためには，児童養護施設も努力をするこ

とと，市も努力をすることが必要ではないかと考えるが。 
委員：委員が言われた，施設がファミリーホームを持つというのは，法人が作るグループ

ホームではなくて，ファミリーホームという選択肢もあるということ。 
委員：そういうホームを推進しながら，小規模化を認めていくという形に，なっているの

で，それ抜きでは難しいのではないかと。 
委員：ファミリーホームを２箇所以上開設するように国の将来像にも文言として書いてあ

り，それをどう具体化するかが非常に難しいところがあるのかと思うが，それはや

はり課題であるべきで，達成するために努力しないといけない。 
委員：施設が努力する場合に一つの考え方として，施設が運営するファミリーホームとい

う方法もあるし，あるいは施設の元職員や施設と関係するボランティアなどが養育

里親になりファミリーホームを開設することを応援するという，両方の努力の形が

あると思う。そういう意味も含めて，施設側もファミリーホーム開設に努力すると

いう文言を含めると 15箇所でもいいのかと思われる。 
委員長：施設もファミリーホームの開設に行政と力を合わせて努力するということで，15

箇所，現状の 11 箇所から５年間で４箇所開設するという形でよろしいか。 
委員：５年間であれば，年に約１箇所。 
委員：施設が３箇所，児相の考える里親からの２箇所を合わせて，新たに５箇所でもいい

のでは。 
委員長：では，ファミリーホームは，施設も含めて行政と協力しながら新たに５箇所を５

年間で設置を目標とするということで提案したい。 
委員長：次に②の用語の整理について，里親委託優先か，家庭的養護優先か，それと重層

的里親支援か，多重的里親支援なのか，について，福祉の専門家の方はこれでお解

りだろうと思うが，これは市民にも公開されるので，用語が不統一だと分かりにく

く，また，用語については，解説が必要と思われる。私も専門外であるため，説明

も含めて，どうしたらいいかご意見をいただきたい。 
委員：家庭的の的はいらないと思う。里親委託優先と標記した方が市民向けには，わかり

やすいけれども，国が進める里親委託にはファミリーホームも入っているので，里

親委託だけでは，ファミリーホームが抜けてしまう。家庭養護の方が正確な感じが

する。 
委員：里親委託優先とガイドラインには明記されているが，委員の言われる里親委託優先

に（家庭養護）を付けるのがいいのでは。 
委員長：それでは，里親委託（家庭養護）優先が原則であるということでよろしいか。 
委員長：では，その次に，重層的里親支援なのか，多重的里親支援なのか。これは二人の

方の意見の中で，書き方の違いがある部分だが，専門的にはどうなのか。具体的に
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どのような違いがあるのか。 
委員：重層的というと組織で上下に重なっている印象がある。多重的では，いろんなバリ

エーションがある。 
委員：私は，重層と書いていた。また，委員の意見の多重的では，一次，二次，三次とな

っているが，上下とか，専門的・非専門的などの優劣は，つけられないと思う。そ

の意味では，多重，いわゆるピアサポート，里親サロンなど里親サポートと専門的

な支援のどちらが勝っているのか，劣っているのかということではなく，同次元の

ものととらえるべきで，多重的，多元的などのイメージかと思う。 
委員長：多重と重層という概念が，イメージが難しいが，今までの意見を踏まえると重層

的な支援は必要と考えられ，委員の意見を聞いて，重層的・多元的里親支援のよう

な両方を入れてはどうか。そうすればピアサポートや専門的な支援などが含まれる

と思う。 
委員：どちらが地域展開しつつ，そこに対して二次的，三次的ないろいろな支援ができる

かを考え，私が敢えて一次，二次としたのは，地域展開と中間的なコア展開，そし

て児相を中心とした全市的に展開するもの，とした方がイメージしやすいと思って

書いたもので，用語にはあまりこだわっていない。 
委員：委員の意見では，里親家庭からより近いところが一次であり，区レベルが二次であ

り，児童相談所が三次というように距離による差で区分されていると思うが，読み

方によっては，上下関係のイメージがあり，そういう意味ではより多元的な表現が

いいかと思われる。 
委員：そこには特にこだわらない。 
委員長：重層的，多重的というのは意味が偏りすぎているように見えるので，今までの議

論を踏まえると，距離も含めて広げていこうという意味では，重層的・多元的にま

とめた方がいいかと思う。あと具体的な展開も報告書に入れるので。「重層的・多

元的里親支援」ということとしたい。文章に反映させていただき，問題があれば後

で修正意見をいただくということで。 
委員長：③里親登録の推進に移る。里親登録の推進については，里親登録の推進に向けて，

区保健福祉センター，ＮＰＯ等が相互に連携しながら積極的に里親の開拓に取り組

むとあるが，具体的にどこが中心となって取り組んでいくのか，という点について

は，現在は児童相談所が中心となっているが，これまでの議論で 150 万都市という

ことで，区の方へ委嘱してもいいのではという意見もあったが，具体的にどこが中

心になるべきか，ご意見をいただきたい。 
委員：提言書案では，里親登録の推進という小項目がない。 
委員長：何ページの部分か。 
委員：12 ページの「里親委託率 50％を・・・目指す」の項目があり，その下に普及啓発

についての記載項目があるが，上の項目では，里親委託率 50％，下の項目では，
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校区里親やショートステイ里親など，いろいろなことが書かれており，読みにくい

という印象がある。例えば，校区里親，ショートステイ里親については，それぞれ

で独立した項目を設けるとか，里親開拓をそれぞれが目指すというように，ある程

度項目立てした方が見やすいと思われる。 
委員長：では，里親開拓，里親登録など，どういう小項目が考えられるか。 
委員：12 ページの項目に「区，子ども家庭支援センター，児童養護施設及び乳児院におい

ても，里親制度の普及啓発を図ること」となっているが，ここには，③のことは書

かれていない。「おいても」から，児童相談所が前提になっていると読み取れ，議

論のポイント③とは，意味が違うのでは。③のどこが中心になって里親登録を推進

するかについては，12 ページに書かれているわけではない。１２ページの文章を

読むと，特に違和感はないが。 
委員：議論のポイント③の方がおかしい感じがする。里親登録の推進より，里親制度の普

及などにしないと，登録も大事な部分ではあるが。 
委員：今の議論はそのとおりで，里親，家庭養護については，普及啓発，開拓，登録の話

と，委託推進，質の向上，フォローなどの段階があるが，そこが錯綜しており，レ

ベルの違うものが議論されている。ここでは，登録のことを言っているわけではな

い。登録については，市（児童相談所）でやるしかない。それ以外のことで特に開

拓までのところを，できるだけ地域の方に下ろしたらどうかというのが趣旨である

と思う。 
委員長：登録に関しては児童相談所がやるということで，12 ページの里親制度の普及啓発

については，報告書 12ページに書かれた文言でよろしいか。 
委員：ショートステイ里親は，福岡では共通したイメージとなっているのか。私のイメー

ジでは，ショートステイは短期の人が週末繰り返すもの，もう一つは単純な短期，

次子出産で一週間休む場合などのショートステイとがあるが，ここで言われている

のは，どういうものか。 
委員：児童相談所の持つイメージとしては，後者の方，第２子出産であるとか，病気で３

日，４日倒れたとかの場合に見てもらうイメージなので，ある程度の保育資格を持

っているとか，看護師とか，乳児院または児童家庭支援センターのバックアップで

あるとかのイメージかと。その中でショートステイ里親というのは，この検討会の

中で浮かび上がってきたようなネーミングなので，ショートステイ里親は項目とし

てあげた方がいいのでは。また校区里親については，ショートステイ里親とは，イ

メージが異なり，幼児から小学生ぐらいの子どもが，小学校を変わらずに数ヶ月そ

こで過ごせるイメージ。ショートステイ里親は乳幼児のイメージ。それを一つの項

目の中で記載するのかはあるが，どちらにしても地域の中で活躍していただける里

親である。 

委員長：ショートステイ里親ともう一つは校区里親。 
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委員：校区里親とショートステイ里親は，一つの項目としてあげておいた方が，言葉の意

味としてもいいと思う。 

委員長：ここで確認したいが，ショートステイ里親と校区里親の二つがあって，ショート

ステイ里親とは，乳幼児を中心に保護者が病気や第２子の出産のときなどに短期間，

子どもを預かる里親のことで，校区里親とは，校区の中で短期間預かるという形で

あり，別の概念であると捉え，報告書の中に項を起こすということでよろしいか。 

委員：校区里親，ショートステイ里親については，あまり一般的な言葉ではないので，む

しろ福岡市として校区里親という制度を新たに設けて推進していくとか，ショート

ステイ里親についても，ショートステイを推進していくために，里親に預けるとい

う支援を推進していくなどの書き方ではどうか。 

委員長：今，委員からの提案で，福岡市のオリジナルとして校区里親という制度を設ける

という形をあげる。また，別の概念でショートステイ里親…。 

委員：元々は里親という制度だけがあり，校区里親というネーミングも福岡市独自に昨年

度立ち上げた事業であり，ショートステイ里親という言葉はショートステイを推進

するために里親を活用するという意味で出てきた言葉ということ。 

委員：ショートステイ里親という制度を作らないと，養育里親にショートステイをお願い

することはできないのか。 

委員：子どもの村では，里親家庭で預かることはできる。 

委員：現に２日，３日お願いするという形で預かっている場合もあると思うが，これだけ

ショートステイの人数が増えてくれば，もう少し短期間預けられる里親が必要とい

うのと，全く見ず知らずの方がショートステイを依頼するといった場合に，一般の

里親に預けにくい面があり，ある程度，施設との関係性やバックアップがあった方

が安全かなと。そういうショートステイ里親や校区里親という説明を含めた報告を

起こしてほしい。 

委員長：それは 13ページの施設機能の強化の前か。 

委員：12ページの「乳児・新生児を委託できる里親を開拓すること」の前後ぐらいかと。 

委員長：では，「乳児・新生児を委託できる里親を開拓すること」の次にショートステイ

里親と校区里親制度の推進という形で項目をおこすという形とする。 

委員：国制度との関係図があればいいのでは。養育里親があり，専門里親があり，福岡で

は一般の養育里親の内部類型として校区里親とショートステイ里親があるという形

になっている。その図があるとわかりやすい。 

委員長：今，委員からの指摘のように，国制度と福岡市独自の制度の関連図を入れるとい

う形で報告書をまとめたい。そういうものが充実すれば，この前のネットで預け先

を探し子どもが死亡するような事件なども無くなるのでは。 

委員：ベビーシッターの事件などの対策は，ここで言うショートステイ里親で対応できる。 

委員長：見知らぬ人でなく，福岡市がバックアップする点からも，社会的ニーズに沿った
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提言になると思う。 

委員：委員の提案のなかに施設養護からの移行支援についての意見があるが，施設養護か

らの移行支援については，ここまで明確には行っていなかったことと，実際に児童

養護施設から里親へ措置変更するケースは，年に１人あるかないか程度であったこ

とから，乳児院・児童養護施設それぞれの職員が移行支援について意識しておくこ

とは非常に大事なことなので，文章として残した方がいいのではと思われる。 

委員：福岡市の状況は，他所と違うかもしれないが，一般的には今施設で生活している人

を移行しなければ，里親委託率 33％の目標は達成できない。そうすると施設の子

ども達が，家庭養護にシフトするためには，施設の関係者に理解してもらい，その

準備をどうするとか，協力関係をどう作るかということも意識してもらわないと，

一部の地域にあるように，施設と里親が批判し合うような関係は良くないというイ

メージで書いたもの。福岡市では，里親委託がかなり進んでいるので…。 

委員：どちらかというと，在宅の子どもの里親委託を進めているので，施設に入所してい

る子どもの移行支援というのは，まだ十分できていない。 

委員：たとえば，50 という目標値を立てようとすると，ある程度変えていかなければなら

ないのかと思われる。 

委員：家庭的養護の比率と施設本体の比率は，今回出せないが，長期的に見た場合，議題

にあがってくると思われる。 

委員長：それでは，家庭養護の推進について，委員の提案の（１）の３つ目の文言を報告

書の中に挿入するとすれば，どこが良いか。 

委員長：家庭養護の推進の３つ目の○の里親委託率 50％の後に，挿入することとしたい。 

 

 

（２）施設機能の強化 

委員長：福岡市は情緒障害児短期治療施設がないため，他市に委託している状況であり必

要である，ハードルは高いけれども設置は必要，などの意見がこれまでにあったが，

最終的ない結論を出したい。何か意見を。 
委員：15 年計画で，本体施設を減らしていかなければならない。その分を情緒障害児短期

治療施設への切り替えというやり方もある。ただし，そういう入所児童が，集団生

活になじむかの問題や，ケア，体制づくりも考える必要がある。難しい子だけ一か

所に集めて治療効果があるのかという問題もある。 
委員長：治療的な効果は，子どもの側に立った，ハード面・ソフト面の充実が必要という

のは同感である。作らないという選択肢はないのではと思うが。150 万都市でない

というのはありえないのでは。 
委員：作ったからと言って，定員まで無理に入れる必要はない。生活形態が合わない子ど

もが入る必要はないが，必要な子が入れる場所が福岡にあるというのは必要。 
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委員：治療施設とした位置づけされた施設がない状況は問題。実際に情緒障がいの問題を

抱える子どもの治療施設は必要。 
委員：全国の情短協などと話しをすると，情短は，すでに短期治療ではなくなってきてい

る。入れっぱなしになって，難しい状況は，里親でも難しく，子どもの施設として

18 歳までの長期化についてどう考えるかが課題となっている。治療が終われば元

の施設へ戻すということも併せて考えれば。また，学校をどうするかは課題となっ

ている。 
委員：熊本の施設では学校との調整がうまくいかないままスタートしたので，大変だった

と聞いている。学校機能は必要だと思う。 
委員：教育委員会への根回しも必要であるし，言葉に書かなくても学校機能は必要だと考

える。 
委員：学校教育との密な連携が必要というのは，報告書に書いておくべき。 
委員：連携ではなく学校教育の実施が必要ということ。 
委員長：那珂川町の福岡学園には分校があるが，そういうイメージだと思う。連携という

形では学校は責任をとらないので，分校まで書くかは別として，学校機能は情緒障

害児短期治療施設に必要。 
委員：情緒障害児短期治療施設は学校はそもそも必要なので，書くようなものではないが。 
委員：学校機能は実施しなければならないとされており必須。どの形かは自由。 
委員：分校であるかはかいていない。分校が必須ではない。 
委員：自立支援施設のように指導員が教員とかではないが，学校教育は実施しなければな

らない。 
委員：必ず分校が必要とは書けない。こういう障がいを持つ子どもに対して，教育が十分

な機能を，密接な関係というか。 
委員長：学習権を保障するという意味で学校機能を持たせるということか。 
委員：現時点では考え付かないのでは。分校があった方がいいが，地域の学校に行ってい

る情緒障害児短期治療施設もある。福岡市で情緒障害児短期治療施設を作った場合

に分校かいいのか，通学がいいのかは，現実的には決められない。 
委員長：子どもの立場になったときに，寮生活での人間関係があり，地域の学校に行った

方がいい場合もある。一長一短があると思うのでフレキシビリティ，柔軟性を持た

せたることが必要と思われる。今の議論は，情緒障害児短期治療施設が必要という

前提で進めているがそれでいいか。 
委員：情緒障害児短期治療施設をつくる場合，福岡市立ということか。民間がやるのか。 
委員：運営主体はいろいろな形態がある。 
委員：作る組織の考え方が必要。作ることは賛成だが，バックアップも必要となる。特に

医療面，子どもの自立支援などもバックアップが必要となり，子どもの属性に応じ

た学習権の保証も必要だし，職員の支援なども。そこまで踏み込んで計画に書いた
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方がよい。 
委員長：作るとすれば，学習権の保証，職員のバックアップ，医療のケアなども含めて具

体的に各必要がある。 
昨年ニューヨークで，情緒障害児短期治療施設を視察したが，児童精神科医がいる

のは当然として，ソーシャルワーカー，セラピスト，小児科医，産婦人科医，歯医

者などが配置され，プールやジムもあり，弁護士はいなかったが，発達障がいの子

ども達は，虫歯率，妊娠等率も非常に高く，医療ケアというと精神科が必要だが，

他の医療も必要かとは思うが，そこまでは難しいと思う。 
委員：幅広く医療との連携という文言があれば，いいのでは。 

委員長：医療のケアが必要であるといこと。 
委員：設置が困難な場合という文言ははずした方がいいのでは。 

それと，施設機能の強化については，項目が少ないので，施設の専門性など書いて

はあるが，施設本体機能についての記述が必要と思う。 
委員：通所が困難な場合は，一つの独立した項目として必要で，情緒障害児短期治療施設

があっても児童養護施設でのケア体制などの支援を強化する取組は必要。 
委員長：設置が困難は削除し，医療的ケア，職員のバックアップ，学習権の保証もできる

限り行っていくということで，提言しまとめるか。 
委員：乳児院についても一時保護機能の強化をするけども，医療的な支援機能の強化も必

要ではないかと。 
委員長：それでは，情緒障害児短期治療施設，設置が困難は削除，また乳児院の一時保護

機能のところに医療的ケアを充実させていく文言を独立して入れたい。 
委員：独立して書く場合，一時保護は固有の問題であるけれども，母子生活支援施設も含

めて，子ども，母親，生活支援だけでなく治療的な支援が必要で，自立に向けた再

統合の支援が必要であるということは，母子生活支援施設，乳児院，児童養護施設

の３施設に共通している。母子生活支援施設では少し違うが，施設本体では小規模

化などで量は減らすけれども，それだけが目標ではなく，残った部分に対してもし

っかりケアをする必要があるところを書くか，一つの項目の中で書くか，施設ごと

に書くかは，どちらでもいいと思う。 
委員長：医療的・治療的ケア，再統合支援，自立支援，あとひとつ。さきほどの意見で，

職員のバックアップがないと，保育士さんなどのバーンアウト率も高く，職員のバ

ックアップも入れた方がいいのでは。 
委員：小規模化すると今までできていたものが厳しくなるので，そういう意味で職員のバ

ックアップ体制，研修，支援は必要と思う。 
委員：日常生活の支援，環境整備も３施設に共通して必要。 
委員長：まとめると４点，医療的・治療的ケア，家族再統合も含めた自立に向けた支援，

３点目が日常生活への支援，４点目に職員バックアップ体制の構築となるが。 
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委員：再統合支援と自立支援は少し違う。再統合支援は家族支援として一つの項目だが，

自立支援は，自立に向けた支援や，アフターケアの問題であるが，自立になかなか

向かえない人もいて，例えばその人は障害者支援へ結び付けていくとかも考えると，

自立支援という言葉だけでは表せない成人への移行支援などもあった方がいいかと

思われる。 

委員長：家族再統合は，自立支援とは別項目とするか。 
委員：自立支援は，就労になかなか結び付かない人がいて，障がい者支援に橋渡しするケ

ースが毎年何人かあり，そうすると施設職員は幅広い障がい者支援などのネットワ

ークが必要になるということも，入れておいた方がいいかと思われる。 
委員：自立という言葉の持つイメージが，世の中に出てやっていけそうなイメージだが，

委員が言ったように，そうではない子どもが多い中，それを含めて言うとリービン

グケア，リードの先が障がい，そこから出て先がどうなっているかというところを

意識していくということを言われている。完全に出た後の話は４番の自立支援策の

強化の中に入れておいた方がいいが，措置されている期間中にできること，それが

家庭への復帰もありうるし，生活の自立もあるし，障がい児の次の障がい者施策へ

の連続というものもあり，それを全部一緒にするか３つをばらすかは，こだわらな

い。書いてあれば説明できる。委員長が言った順番については，日常生活支援が最

初かと，当たり前すぎるが，あえて後ろに持ってくるのも乱暴かと思うがどちらが

いいか。 

委員長：私としては，情緒障害児短期治療施設の日常的ケアを考えていたので。 
委員：児童養護施設をイメージするとやはり日常生活が安心してできるのが本来の目標。

わかりきったことだが。 
委員長：乳児院と情緒障害児短期治療施設，児童養護施設の留意点はそれぞれ優先順位が

異なるので，それをまとめるのか。 
委員：セットにするか，一つ一つか，施設ごとにまとめるのは施設関係者にはわかりやす

い。セットにしたとしても，一時保護とグループホームは独立した方がいいかと。 

委員長：セットにして留意点を書くのか，施設ごとに書くのか。施設関係者は施設ごとが

わかりやすいと思うが。 
委員：それぞれの施設ごとに課題を整理してまとめて書くのがわかりやすい。 
委員長：では，施設ごとにどういうケアが必要なのか，優先順位も違うので施設ごとに，

書くということとしたい。 
委員：本文中，施設において地域小規模施設を３箇所とあるが，既に養護施設では３つの

児童養護施設では，地域小規模があるが，どういう意味で書いているのか。各施設

にはすでにあるが，なぜこう書いてあるのか。 
事務局：現在，児童養護施設に２箇所ずつ地域小規模がある。この後議論していただくが，

施設の分園化として何か所必要かということで，３箇所とさせていただいている。 
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委員：それであれば，各施設３箇所と記入すればいいと思う。 
委員：現在２箇所あって，今後５年間で１箇所しか増やさないが，それでいいか。 
委員：３箇所だと全文で５４人。現在６割が施設にいるが，それは何人になるか。 
委員：430人が児童養護施設。 
委員：そのうち６割の 250 人が施設にいて，50 人が地域小規模にいて，里親を除く残った

部分を１：１とすると４：３：３になる。３割がグループホーム。児童養護施設が

約 200人でいいか。 
委員：計算すると乳児院，養護施設，里親，ファミリーホームで 450 人になる。450 人の

うち，里親を半分とすると２２５人，乳児院が小規模化だと 40 人として残り 185

人，本体施設を１箇所 45 人が３箇所で 135 人，残る 50 人がグループホーム地域小

規模になる計算となる。それを全部地域小規模にするか，分園型グループケアにす

るかはあるが，シミュレーションではグループホームは 50人になる。 
委員：現在は，６か所なので 36 人。 
委員：９か所にすれば 54人。 
委員：その分は，本体の定員を減らさなくてよいか。分園のグループホームは本体施設の

数に入るが。 

委員長：それでは，すでに議論いただいているが，グループホームの割合について意見を。 
委員：事前に配布された資料では，本体施設とグループホームの割合を１：１にすること

についての記載があったが，今回の資料には書かれていないが，議論の必要はない

ということでいいか。 

事務局：今回，この場では結論がでないのではと考え，議論のポイントには上げていない

が，すでに割合についてご意見もでていることであり，このまま議論をお願いした

い。 
委員：先ほどの委員の説明によると，グループホームを５４人確保するということで，実

質的には，１：１としても，同じ意味合いになっているのではないか。文言を変え

てもいいし，説明を加えて，実質１：１となっているとしてもいいと思う。 
委員：児童養護施設は，地域小規模児童養護施設を３箇所設置していく方向で決めておく

ことでいいかと思う。ルールでは２箇所までとなっており，３箇所目がなかなか認

められない中で，３箇所を目標として設定するのはいいと思う。 
委員長：議論の結果，地域小規模児童養護施設を３箇所とするという目標としたい。 

 

 

（２）家庭支援機能等の強化 

委員長：では議論の３で児童家庭支援センターについて。前はエリア設定で考えていたが，

意見があれば。これは 16 ページの４行目「児童家庭支援センターをこども総合相

談センターの役割を補完するものとして，○箇所増設すること」となっており箇所
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数は決まっていないが，各区に１箇所とすれば７か所増設することになるが。 
委員：理想だが，難しいのでは。 
委員：区の相談窓口との関係を，区の窓口を残しながら児童家庭支援センターを設置する

となると，何が児童家庭支援センターに必要かを議論する必要がある。 
委員：子どもの村でやっている夜間・休日相談は，中央区の児童家庭支援センターだけで

キャパが一杯になっている状態から，あと何か所必要かとういことにある。 
委員：すくなくとも東には必要。南も遠い。 
委員長：南区は交通の便が悪いので必要。 
委員：東からも，今のところへは遠い。 
委員：今相談に来る人は何区が多いか。 
委員：全区から来ている。東区も多い。 
委員長：となると，西方面はこどもの村，中央，南は児童相談所，東区にも１箇所という

ことになるのか。 
委員：児童相談所は，休日夜間が対応していない。現在中央区今川に１箇所なので，あと

東区，南区となるか。南区からはなかなか来られない。 
委員長：南区は非常に不便。最近は二世帯住宅などで，若い世代が親と同居し始めており，

小さい子どもが増えている。特に野多目などは，マンションが建って子どもの数も

増えている。数値目標は，どうすればいいか。 
委員：前は２箇所を目標としていたが，現在は１箇所できている。 
委員長：さらに１箇所目標を追加するか。 
委員：将来目標としては，各区１箇所がいいかと思うが，５年間ということを考えるとそ

の３分の１は設定してもいいと思う。 
委員長：何も書かないと進まない。 
委員：多いのは，休日夜間の相談。 
委員：東区，南区にそれぞれ１箇所あると，福岡では何とか対応できる。 
委員長：では，さらに２箇所，東区，南区に増設するということで，報告書に記載すると

いうことでいいか。この後，これを提言して審議会で審議後，それが財政当局との

折衝の中でどうなるかは，イメージができないが，厳しい財政状況の中で，必要性

については，はっきり提案した方がいいかと思うが。 

委員長：では，利便性を考えて東区，南区の２箇所で提案する。次に家族再統合に向けた

支援についてだが，報告書には記載がないが，ここで議論する必要があると思うの

で，結果を事務局で整理し報告書に反映させてほしい。家族再統合に向けた支援に

ついてご意見があればどうぞ。 
委員：これは母子生活支援施設の大きな柱の一つであり，こちらで案を考えさせてもらい

たい。 
委員長：また，各委員からは４月 18 日までに意見をいただくが，その時に詳細を提案し
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ていただきたいが，今考えられる意見があれば，委員にお願いしたい。 

委員：９５世帯あるが，家族再統合は私が来てから１～２世帯であり，もう少し活用して

もらっていいと思う。母子生活支援施設そのものがまだ，十分認知されていない面

があり，区役所へ相談に行って知ったというケースがほとんど。どちらかというと

現在はＤＶ対策の方が主になっており，再統合の話までは行き着かない。中には，

子どもを育てる力をつけて，社会に出ていく人もあり，子どもにとっても母親にと

ってもいいことだと思うが。 
委員長：その際にどういうサポートが必要となるのか。 
委員：まず，母親の養育力をどれだけつけていくかがあると思う。２番目としては，子ど

もたちは基礎能力を母親から受け継いでいない傾向があるので，力をつけていくこ

とが大きいと思う。 
委員：母子生活支援施設は，家族再統合だけではなく，むしろ母子生活支援施設そのもの

の機能をどういうふうに評価していくのかが必要かと思う。 
委員：施設機能の強化のなかで，家族の再統合もあり，そこで考えるべきかもしれないが，

児童養護施設もあるので。 
委員：母子生活支援施設の中でお母さんと子どもが分離されずにいっしょにいる中で，そ

こをどういうふうに支援するか，子どもも発達障がいなどいろいろな子どもがいる

中で，その子ども達の治療・ケアも含めた生活が安心してできるしくみというもの

を，どう機能させていくのか，国でもあまり議論されていない部分でもあるので。

これからの役割は大きいと思うのできちんと書いた方がいいのでは。 
委員：社会的養護のあり方検討の中でも，あまり触れられてない部分なので，母子生活支

援施設に関しては将来展望をどうするのか，明確なものがない。ただ，働いている

職員は目標を持って取り組んでいる。 
委員：児童養護施設での治療的機能，昔のように生活支援だけではなく，ケアやセラピー

が母にも子どもにも必要で，ＤＶ被害女性もある意味では精神的なダメージを受け

ている人がいるので，ケアが必要，そういう治療的なものをどう実現するかは，臨

床心理士が常駐するか，そういうプログラムを提供するのか，若年母子に対しても

何らかの支援が必要。 
委員：外部の機関との連携が大切。 
委員：心理士が必置になったのは最近なので，常勤ではないが，常勤を目指している。 

委員：そうであるが，体系的にはできていない。 

委員：心理士としての雇用は難しい現状がある。 
委員：家庭再統合という用語は，あまりこの業界では使われない。家族再統合，家族再構

築であり，家族再統合を使うのであれば，意味を明確にする必要がある。国では，

家族再統合が元に返すというイメージが強いので，関係を作るということで，家族

再構築にシフトしつつある。言葉は以上だが，中身の問題では，今議論されている
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ところだが，施設は，利用者・入所者に対しては，施設機能のところで家族再構築

的なイメージものを書いた方が収まりがいい。ここに書くのは分離予防の機能が一

つ，もう一つが退所後地域へ戻った後の支援を施設だけに任せるのか，支援機関を

作るのかについて。 

        もう一つ気になっているものが，家庭という状況さえ形成できていない飛び込み

出産とか，緊急・危機状況にある女性への支援のようなものが，ここで言う家庭支

援機能等の「等」の部分にはいっているのではないかと。そういう予防的なものを

ここに記載し，施設そのものがやる話は，上の施設機能の方に書くといいのではと。

再統合は上の話であり，もう一方は家族の支援のような形かと考えている。 
委員：社会的養護の施設が行う，在宅の家庭支援のようなものであると。 
委員：ここで言う家庭支援機能は家族が分離しないための予防，再統合された後のケア，

家族をどう支えていくかということ。 
委員：それが再統合後の自立支援で，施設がどう協力するかというのは当然あり得る。 
委員：そして３番目に，飛び込み出産や若年出産など，家庭を作っていく方への支援を１

項目として設けるかということ。 
委員：私もそう思う。 
委員：そういう若年母子や，家庭さえ築けていない母子に対する母子生活支援施設の役割

というのがどうなのかを考えるが，若年母子が施設に入所できて短期間でも母子関

係の修復ができると安心してやっていけるのかと。そんなに多くないと思うが，な

ぜか。 

委員：相談に来ない。 
委員長：実数としてはあると思うが，そういう施設を知らないとか，自分たちでなんとか

するとか。よくあるのは，知らずに生み落して子どもが亡くなった場合とかは，

時々ニュースなどで聞かれるが。 
委員：家族再統合のケース検討はされていると思うが，母子生活支援施設という施設名は

あがってきていないのだと思う。 

委員：母子生活支援施設では，短期間だけ母親の支援をして，子供をうまく育てられる段

階までという短期的なケアは考えられるか。 

委員：半年とか一年でお願いしますという事例は結構多いが，１ヶ月，２ヶ月という場合

はどうするかはあるが，最低でも半年，１年はかかるので，区役所からは，そうい

う親子を見てほしいということで，１年という条件で入所する方もいた。 

委員：新生児を連れて来る場合などもあるのか。 

委員：その人は，何人目かの子で，上の子は養育していなかったので，一番下の子だけを

連れてきた。 

委員：かんらん舎を退所した若い女子は，一人で子供を生んで，心配されていたが，そう

いう人は母子生活支援施設を利用するといいのだが，行きたがらない。 
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委員：結果的に乳児院にはいることになったりする。 

委員：最初の１ヶ月でも２ヶ月でも，おばあちゃんなど誰かがついて，ケアの仕方を教え

てというようなことができると結果的に子供を預けっぱなしにして行くとかを予防

できるのではと思うが。 

委員：ある子にその話をしたら，返してくれないから嫌だという。施設に子供を預けると，

子供を取られると思っていることが多い。相談に行ったら取られると思っている。

違うと話しても，どこからかそういう話を聞いてきて，なかなか考えが改善されな

い。 

委員：頭の中に「子供はケアしてくれるけど，私は？」と思うから，お母さんも子供と一

緒にケアしてもらえるという仕組みがあると，そこから保育園に預けるとか仕事に

就けるとか，していくといいと思う。 

委員：「一緒に行ってあげるよ」と言っても，その時になると，なかなか行きたがらない。 

委員長：家族再統合ではなく，家族再構築という言葉が国でも，市でも使われており，文

言を変える。次に母子生活支援施設については，この中に記載がないので，今議論

したように，予防も含めて母子生活支援施設に来られるような仕組み，広報をやっ

ていくということを，新しい項目を報告書に追加して入れるということでいいか。 

委員：そういった委員が提案した飛び込み出産とか 数か月～１年母子を支える仕組みと

いうのは，既存の母子生活支援施設がいいのか，または別の形がいいのかについて

は，現時点では結論が出せないので，少なくともそういう仕組みが必要という点は

しっかりと書いた方がいいのかと思う。イメージ的には小規模な母子の家というよ

うなものかと。 

委員：福岡市の母子生活支援施設は，定員が 45～50 世帯と大規模な施設なので，きめ細

かな支援はちょっと難しい。 

委員：母子が下宿するような大きな家とかがあれば。母子下宿。 

委員：それは，子どもたちも話している。大きなところは嫌だといわれる。せめて，一人

二人の家族といっしょにいたいという声がある。 

委員長：では，母子生活支援施設は，若年母子などを支援する仕組みを作っていく。その

時に家庭的な支援が必要となるので，そういう支援を検討していくということで。 

委員：委員が来られていないが，この前の話あった，周産期の子どもの支援できる体制に

ついても，きちんと書き込んでほしい。 

委員長：となると，周産期，母子で出産後のケアができる仕組みを作り，医療的，心理的，

日常生活でのサポートができる仕組みについて，新しく項目を作りいれるというこ

とでいいか。 

委員：その他で。15 ページの区の社会的養護部門を強化するというのは，今回の特徴だと

思うので，ショートステイ里親の仕組みを構築するというのと，区の社会的養護の

強化は分けた方がいいのでは。 
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委員長：２番目の○の項目で。私もそうした方がいいと思うがどうか。それでは，区の社

会的養護を強化するというのを別項目とするということで，報告書を作成したい。 

 

 

（３）自立支援策の強化 

委員長：最後に自立援助ホームについて，箇所数等をどうするか。これは，報告書では 16

ページ。 

委員：「かんらん舎における現状・課題」という資料をみていただきたい。その中で課題

と現状について書いているが，別紙２に「入所相談状況」とある。かんらん舎の定

員は６名で男子３名，女子３名という体制だが，男子が３名はいっているときに，

４人目の打診があっても，お断りしている状況。また，市の枠と県の枠があり，県

の枠が２名まで確保されているが，県の枠でもう一枠お願いしたいと言われたとき

に，お断りしなければならない状況がる。別紙２ではそういう理由で 23 年度，24

年度，25 年度に入所をお断りした件数を記載している。また，かんらん舎に入る

ために待機しなければならない状況もあり，実際にはお断りしている現状がある。

そういうことも含めて，自立援助ホームが何箇所必要なのか，ご検討いただきたい。 

委員長：事務局へ。時間もないので，この議題は，次回で議論するということで問題ない

か。 

事務局：問題ない。次回に審議をお願いしたい。 

委員長：自立援助ホーム以降については，次回５月２日に議論していただき，その後に全

体を見直し，整合性，実現性も含めた検討をしていただきたい。以上で今日の議論

を終了する。 

 


