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（別紙） 
第６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）自立支援策の強化 

委員長：本日が最終回でまとめとなりますので，大きな方向性を確認していく。今日の進

め方は，自立支援策の強化について議論したのちに，修正した箇所を見ていきたい

と思う。それでは自立支援策の強化について議論する。ご意見をいただいていた委

員より，説明をお願いする。 

委員：かんらん舎の現状ということで，１ページ目の中ほどを読ませていただく。「これ

までのかんらん舎の利用者との生活の中で，異性への恐怖心を持っていたり，抵抗

できず，自分の身を守ることができない利用者がいたり，異性への理解が不十分で

無防備なままの利用者もいた。職員が常に間に入って適切な距離感を保つ体制を整

備するのは難しく，入所の時点で個々の特性を把握するのが難しかったり，すでに

入所している利用者の特性（人員構成）に左右されることがあった。また，定員は

６名でも，現在のかんらん舎の構造上，異性同士を同じフロアで生活させることは

難しく，定員枠の空きがあっても，同一性の４人目の入所希望者を受けることがで

きない現状もある。」ということで，別紙２に数字を示している。同性の４人目を

入所するのが難しいのは，男子３名，女子３名という枠があるため，待機児童が１

名いたりという状況がある。男女別の自立援助ホームをつくるか，枠組みの中で定

員増を考えていくのかというのが課題となっている。社会的養護の検討会でも自立

援助ホームの増設について検討していただきたい。また，20 歳や 19 歳で自立が難

しいという状況があり，20 歳で退所しないといけないという仕組みを，福岡市独

自で緩和できないかと思う。20 歳になった年度末ということまでできないだろう

か。個別に自立の年齢を判断できればと思う。 

委員：就労支援を行う自立援助ホームの増設が必要であるということでは，委員と同じ。

学校の先生等に話を聞くと，家庭に困難を抱えている子どもが結構あり，既存の社

会的養護や児童相談所につながっていない子があり，潜在的に需要があると思う。

そういうところから，就労支援を目指す自立援助ホームは男女それぞれが必要と考

える。それと，家庭で虐待を受け，すぐには就労できない子どももいて，就労を目

的とする自立援助ホームの中にいっしょに支援するというのは難しい。就労を前提

としない自立援助ホームが必要ではないか。子どもシェルターにかかわっていたが，

昨年度入所が少なく，措置費が減ってしまうために，休止しているが，広報もうま

くいなかったので，もっと周知すれば必要とする子どもはいると思う。シェルター

は短期間の保護ということでやってきたが，あるいは，就労を前提としない長期的

な支援が必要というところもあるかもしれない。長期短期は検討が必要だが，就労

支援を前提としない自立援助ホームということで，提言としては，私は最低３つは
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必要と考える。中学校卒業の年長の子どもをうまく支援できているのか，不足があ

るのではないかと考える。児童相談所は 18 歳までは支援するが，18 歳 19 歳への

支援が手薄となっていると，もう少し上の年齢を含めた，家庭に困難を抱えた若者

たちを支援する中心的な機関をつくるということを具体的に検討するべきと考える。 

委員長：１つは，社会的養護を必要とする若者の潜在的ニーズがあるのではないか。就労

を目指すものが男女１つずついるのではないか，また，就労を前提とせず長期的に

支援する自立援助ホームが必要ではないかという提案だったと思うが，ご意見を。 

委員：15 歳でも進学しない場合は措置が打ち切られると聞いているが，その子たちの行き

場はあるのか。 

委員長：事実はどのようになっているか。 

事務局：児童福祉法上は 18 歳未満を対象としているので，所属がないということで措置

の要件を欠くことはない。 

委員：高校を中退となったときに，少し前までは，施設側としては他の子が学校に行かな

いのにこの子だけ行かないというのが，対応できないので児童相談所の方で保護を

という要請があった。最近は，しばらく置いてくれるが，長くは置いてくれない。

高校を中退しても，児童養護施設として自立するまで入所できる体制を作っていく

ことが課題である。 

委員：措置そのものは受けられるが現実に居場所がない場合があるということか。 

委員：児童養護施設として中退した子どももずっと受け入れていく考えや体制が整えばと

いうのがある。 

委員：里親であれば，子どもが中退したとしても，そのまま１８歳まで措置を継続しても

らって応援できるということか。 

委員長：法的には 18 歳までは措置ができるが，社会的養護の施設の事情として中退した

児童を見きれないと現状があるということか。 

委員：児童養護施設側が中退としたとしても，里親と同じようにケアが継続できるならそ

のままお願いしたいが。 

委員：施設が小規模化していく，グループホーム化していく中で，そういう子どもも見ら

れるようなかたちで考えていくのも一つの方法という意見があったが，学校に行く

子たちの中で行かない子がいるというのは難しいと思うので，今後，施設が自立さ

せていく中での課題として考えるべきで，対応できるところがいくつか提供できる

よう，小規模化の課題としてあればと思う。 

委員：措置延長は，20 歳までということだが，里親委託された子どもが高校を中退して

18歳で措置が来られるということはあるのか。 

委員：里親の場合は，18 歳までに中退しても，条件が整えば，延長はしている。17 歳で

中退してブラブラしていて，また行き直すというときに，その間を児童養護施設で

見るというのが難しく，就労も就学していない子を里親にお願いするケースがある。
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即座の就労を目指さない自立援助ホームもあった方がいいかもしれないが，本来児

童養護施設のグループホームの課題ではないかと思う。 

委員：18 歳になっても就労を目指せない子どもというのは，自立に時間がかかると思う。

そのときに，里親もホームの中で 20 歳までの延長はできないのかと思う。以前提

案したときに，進学も就職もできないとなったときに，20 歳までの延長が可能で

あればできるのではと思う。 

委員：児童相談所も判断も変わってきているので，進学も就職もできないときには認める

ようになっているので可能である。そうしたときに，自立を目指さない自立援助ホ

ームというのが法の趣旨からあっていいのかというのが気がかりである。受け皿と

しては，里親，ファミリーホーム，グループホームがありえると考えるが，19 歳

20歳の場合がどうなるかという問題がある。 

委員：19 歳 20 歳は受入の場はない。短期の保護というだけでは，その子のニーズにあっ

た自立支援をしていくことは難しく，就職もできるわけではない。シェルターの機

能もいれていくような，即就職でもなくて，長期的な支援ができる自立援助ホーム

が必要と思う。 

委員：19歳 20歳ですぐに就労ができない子の対応ができていない。 

委員：かんらん舎の入所者の出身は，半数は施設で半数は家庭からきている。18 歳 19 歳

になるまで社会的養護につながらなかったという子どももあり，それを考えるとこ

ういう自立援助ホームがあると助かる子どもが潜在的にいると思う。 

委員：厚生労働省も子どもシェルターを自立援助ホームとして認めている。自立をどのよ

うにとらえるかということだと思うが，仕事をすることを自立とみるのか，大変な

ところから力を蓄えるというところも自立とみるのか，子どもシェルターを認めて

いる点からも，疑義はないと思う。 

委員：３つに分けて対応を考えるべき。18 歳未満の子どもを今の現場でケアできない体制

があるので，そこの充実，18 歳から 20 歳未満というところは措置延長や自立援助

ホームなど工夫ができるところ，20 歳を超えると児童福祉法では対応できないと

ころで，どうするかという整理して考えるべきではないか。 

委員長：18 歳未満の児童に対して充実していくということは，現在の社会的養護の施設で

もカバーができるのではないかということ，18 歳から 20 歳未満，20 歳以上に分け

てということだと思う。18 歳未満の児童に対しての養護の充実に関して議論を。 

委員：児童自立支援施設から高校に進学していないが，福岡市では児童自立支援施設を出

た 15歳から 18歳の子どもの支援はどうしているか。 

委員：児童養護施設に措置変更する場合もあるが，家庭に帰ることが多い。 

委員：児童自立支援施設から高校に進学しているか。 

委員：措置変更後または家庭からの進学となっている。 

委員：児童自立支援施設出身の子がシェルターにいたが，家に帰るというのは難しいよう
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だった。 

委員：児童自立支援施設がないので言いにくいが，児童自立支援施設から高校進学しても

いいとは思っている。いくつかの他県ではやっているところもあるようだが。 

委員：施設からは現実には難しいと思う。今の状況では，変更するのはやむを得ないと思

う。変更したとしても，うまくいかないことがあることを意識して，そこを自立援

助ホームで考えるのか，シェルターで考えるのか，非行問題もあるので，自立援助

ホームもしんどいかもしれない。18 歳未満で児童福祉法の範囲内なので何らか講

じなければならないと思う。 

委員：かんらん舎で通信制の高校に行っている子がいるという話の延長で，自立援助ホー

ム的な地域小規模児童養護施設があるといいなという意見があったが，そのような

仕組があるとよい。 

委員：児童自立支援施設を退所した子どもというのは，行き場がなくて就労しかなくなっ

ている。児童養護施設のグループホームが高機能化していくとよいが，ファミリー

ホームには非行系の子どもも受け入れようというのがあればよいが，18 歳未満の

受け皿は，事実上はいくつもあるので，それらが専門性を兼ね備えていくというの

が 1つの方法である。 

委員：その通りだと思う。断続勤務の中で，学校に行かない子どもを預かると難しい。特

別なスタッフ体制を組んで振り返りをさせて自立させる方向に向けるようにするべ

き。家庭に帰ってもうまくいかずに来る子どももあるが，就学児は対応できるが学

校に行っていない子も振り返りをさせて支援するべきと思うが，対応できない。 

委員長：現状で考えると，そうした児童へのバックアップ体制がうまくとれていないとい

うことだが，そうした専門性のあるスタッフを充実するということができるのか。 

委員：個別対応職員というのはあるが，日々の職員でいっぱいで対応しきれていない。子

供の家に委員がいたときは，学校に行っていない子どももいたと思う。 

委員：やはり誰かが一緒にいて「どうしたいのか」の話を聞かないといけない。 

委員：行き場を失った子どもたちをどうケアしていくかというのが 1 つの方向性だと思う。

18 歳と 19 歳で新たに登場してきた子どもについて，新たな自立援助ホームを検討

する必要があるが，利用料をどうするのかという問題がある。 

委員長：18 歳未満の子どもについては，施設やファミリーホームの専門性のあるスタッフ

を配置していくということで提言書に盛り込むということでよいか。18 歳 19 歳を

どうするかということだが，居場所がないということか。 

委員：施設的なものでは自立援助ホームしかない。 

委員：委員の意見のように自立の意味を広くとって，就労を前提としない自立援助ホーム

か。 

委員：高校中退の場合は，かつては早く退所していたのを半年くらい養育するように変わ

ってきた。それと同じように 18 歳で自立した後も，福岡市が先駆的に延長するよ
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うにする，施設も，定員が小さくなる中でそうした部分に取り組んでいくのかとい

う考え方もある。 

委員：就職に自信がない子が進学に逃げている子もいて，里親も行ってみる？ということ

で，短大等に進学するが，１年で中退する子もいて，奨学金の借金だけが残るとい

うケースもある。そのあたりで措置が少し広がると里親も見届けることができるか

もしれない。 

委員長：新しいところで見るよりも，措置の延長を考える方がよさそうだが福岡市単独で

できるものなのか。 

委員：措置停止を長くするといった小手先ではなく，新たな制度で考える必要がある。18

歳から 20 歳を含めた制度を検討していくという書き方かと思う。委員の意見でも，

どのように支えていくのか，いっしょ☆ふくおか以上の機関ということなのか，す

ぐというよりも仕組みを考えていく方向ではないか。 

委員長：措置延長ということで提言するのではなく，諸外国の例も参考にしながら仕組み

を考えるということか。 

委員：18 歳 19 歳で路頭に迷う人もいる中で，国が検討するべき内容もあるが市でできる

ところを検討してもいいのではないか。 

委員：青少年の自立支援をサポートするセンターが必要と思う。 

委員：特に男性はどこもないので，ホームレス支援機構しかない。もう少し手前で何らか

の社会資源に行けるような手だて，成人期支援につながっていくような若者支援の

仕組みが必要。 

委員：若者プランがないわけではないが，家にいられない子どもの想定が十分ではない。

引きこもりの子どもが対象になっているため，リンクしていないというところがあ

る。 

委員：国への提案としては，子ども若者支援法ができたときは，就労や教育の意欲がある

ことがベースになっていて，それのない人や家にもいれないという人を想定してい

ない。１０代後半以降で生活拠点を持ちながら，支援する法律がないと難しい。 

委員：児童福祉法が全てをカバーしていくというのは難しく，10 代後半の支援について国

が検討するべきというのはあり方検討会で書いてもよいと考える。 

委員長：若者支援といったときに，引きこもりなどイメージが強いが，居場所がない子や

非行系の人も含めてサポートセンターなどで相談に乗っていくということになるか

と思うが。法律的なところで，あり方検討会で提案するということがふさわしいか

がわからないが。 

委員：法律ではなく，若者支援法の枠組みの中で，若者サポートステーションはこうした

人たちも対象としていくというのはできると思う。 

委員長：既存の若者サポートステーションを充実させて，居場所のない子どもも支援する

ということ。 
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委員：例示に若者サポートステーションに限って言わなくても，何らかの仕組みでよいと

思う。 

委員長：何らかの仕組みではイメージができないし，説明が難しいが。 

委員：などというところで。 

委員：あり方検討会が違う分野にまで具体的な提言ができるのかと思う。20 歳以上の支援

については，若者支援の充実の中で検討していくべきだという問題提起がよいと思

う。 

委員：５年前には話題にならなかったので，しっかり残しておきたい。 

委員長：若者支援の充実について検討していくことが課題であるということでよいか。 

委員：児童家庭支援センターはフットワークが軽いので，こうした年長児の支援をしてい

くというのはどうか。 

委員：考え方としてはあるが。 

委員：今日，大牟田の児童家庭支援センターに相談しようと思うケースがあったので，そ

ういう狭間の部分を児童家庭支援センターが支援していくというのもあると思った。 

委員：当面の課題ということ。 

委員長：待っていても来ないのもあるのでアウトリーチなどの充実も必要かと思う。シェ

ルターはどうか。 

委員：就労を前提としない自立援助ホームの一つのあり方と思う。 

委員長：シェルターなら 20歳以上も延長できるのか。 

委員：自立援助ホームなので，20 歳までなので，法律を変えるのか福岡市が独自でするな

ら別だが。 

委員：ステップハウスと同じ議論で，20歳以上の支援をどうするのかという問題と思う。 

委員：シェルターは短期の保護を前提としているので，シェルターにしても自立援助ホー

ムにしても出た後の支援をどれだけ充実させるのか，つなげていくのかという仕組

みが課題。 

委員：10 代から 20 代の支援が出来てくると，シェルターができても安心してつなげるこ

とができる。 

委員：短期保護をしたときにどうするかということ。 

委員：そのあとの支援の充実ということ。 

委員：そうなってくると，20 歳以上もするべきという議論になってきてしまう。他都市で

は取り組みがあるようだが。 

委員長：法律で 20歳までとなっているところを条例で引き上げることができるのか。 

委員：できない。 

委員：他都市では，法的には私的契約で，補助金を出してやっていると思われるが，不正

確な情報である。 

委員長：18 歳 19 歳までは自立援助ホームでサポートして，その後は若者サポート支援で
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やっていく仕組みをつくるということか。 

委員：20 歳を少し出てもなお支援の必要な子どもがあり，そこの支援体制が課題であると

いう考えでどうか。 

委員長：20歳以上の若者に対しても支援が急務であるという記載でよろしいか。 

委員：自立援助ホームの箇所数はどうか。 

委員長：会の基本方針として，数値目標を入れていこうということだったが，ご意見を。 

委員：多様なニーズに応じるとあるので，枠組みにはまらない子どももあるので，現在２

か所あるというところで，あと１か所，２か所必要。 

委員：就労支援を目指す自立援助ホームの男女別が１か所，就労を目指さないところでも

う１か所で３か所と思う。 

委員：６ページに現在１か所とあるが・・・。 

事務局：時点にあわせ修正する。 

委員：就労を目標としないところでも，男女は必要ではないのか。ファミリーホームでは，

男子には女子の部屋に入ってはいけないと目を光らせているので，男女別が必要と

思う。 

委員長：男女の問題を考えると，２か所が必要と思う。 

委員：休止しているのに２か所を３か所とするのは難しいのではないか。休止していると

ころを早く再開しないと。中身としては，わかるが。 

委員：何か所増ではなく，最終的には就労を目指す男女別の自立援助ホーム，就労を目指

さない男女別の自立援助ホームが必要と書くのはどうか。児童相談所の立場でいう

と男女別の自立援助ホームはほしい。女性だけの自立援助ホームとなると岡山に連

れて行かないといけない。 

委員長：男女別２か所で合計４か所必要であるということでよいか。 

委員：現行形態の男女別を増やすということ見出しに出して，就労を前提としないものも

必要だというのを本文に書くというテクニックもあるのでは。見出しに４というの

も過激なようだが。 

委員長：見出しについて提案があったが，それでよいか。 

 

 

（２）施設機能の強化 

委員：この５年間で福岡市の社会的養護の取り巻く環境で大きかったのが，市民参加の多

機関ネットワークというところが大きかったと思う。このことについては，総論み

たいなところで出てくるとよい。これからは，社会的養護は市民や多機関が協力し

あうということが必要である。 

委員長：委員から提案があったが，一部の専門家だけでなく市民参加で多機関でネットワ

ークを組んで考えていくということが必要であると思う。総論がふさわしいと思う
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がどうか。 

委員：市民参加もあるが，社会的養護の理解がまだまだ不十分なので，もっと理解しても

らうことが大切。多くの市民は児童養護施設や里親制度についてまだよく知らない。 

委員長：普及啓発の中でもある。 

委員：社会的養護の関係者でもお互いをよく知らないということがある。歴史的なと経緯

もあるが，施設養護と家庭養護の相互理解ということも必要。 

委員長：今回の委員会は，提言をするための委員会だが，施設や弁護士会，里親会の方な

ど，今後もこうした場で状況を共有しあう場，集まる場を定期的に開催するという

こともあっていいかと思う。次に進めるので，意見があれば簡潔にお願いする。 

委員：２ページに現状というところで社会的養護の図を書いているが，いっしょ☆ふくお

かのことも載せてほしい。 

事務局：施設というところで載せたものである。 

委員：支援をする機能というところで，載せてはどうか。 

委員：在宅支援をするというところで，載せることができると思う。 

事務局：載せるように修正する。 

委員長：掲載する方向で考えるが，ここに掲載してほしいというのがあれば連絡を。 

委員：16 ページの親子関係再構築で，違和感があったのが「ケア・セラピー」という用語

で，医療的ケアや心理的ケアを行うというのがわかりやすいので，修正をお願いす

る。文末が，児童養護施設や乳児院では必要であるとあるが，母子生活支援施設は

「べきである」となっているので，そろえていただきたい。 

委員長：医療的ケア，心理的ケアに変え，文末も他と合わせるということで修正する。他

に。 

委員：認識についてだが，６ページで「家庭引き取りの見込めないものは，住み込み等の

職場を何とか確保し，一人で自立への道を歩むことになる。」とあるが，福岡市で

は今もこうなのか。 
委員：派遣の人とかは住み込みで働かせてもらう箇所もある。 
事務局：しかし，それは多いということもないし，それで対応できるというところでもな

いので，表現を変えたい。 
委員長：この文章だと確保しているというイメージが強くなってしまう。もう少し整理を

お願いしたい。 
委員：16 ページの「福岡市では，長期的には里親等委託率 50％を目指し家庭養護を推進

していくが」とあるが，ここだけ読むと，50％を目指すように見えるが。 
委員：12 ページで使っている将来的にと書けば誤解がないのでは。 
委員長：文言で修正があれば事務局に連絡をお願いしたい。 
委員：「本体施設は   ，グループホームは，   の役割を果たす」とあるが，通常

は，治療が必要な子どもたちを本体のグループホームで見るという考え方なので，
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こういう表現にすると誤解を招くと思う。治療的に行うグループホームは，本体の

中でやるもので，別敷地のグループホームでという流れの中でこれが書いてあるの

は。 
委員長：今の修正でよいか。 
委員：ここでどういう風にというよりも，施設の機能として，小規模化，家庭的養護化，

治療的なケアの必要な子どもたちの養育について専門性を高める，高校に行かない

子どもたちのケアができるような仕組みを作っていくという書き方でよいのではな

いか。 
委員：明確に分けて書かなくてよいのではということか。 
委員長：今の文言の修正でいいか。 
委員：委員の意見は。 
委員：本来は被虐待児もあるが，施設の状況によるので明確にしなくてよい。 
委員：ケア単位を小規模化していく中で，グループの構成としては，昼間学校に行けない

子もいるグループホームもあれば，地域の中で一緒にやっていけるようなグループ

ホームもあるといったかたち。児童養護施設や乳児院は，まずは，小規模化をしっ

かりやっていくというところが一番大事だと思う。 
委員：私のイメージでは，本体施設にはファミリーソーシャルワーカーや看護士がいて，

日常的なケアワーカーもいて，また，地域小規模児童養護施設に被虐待児も行くこ

ともあるので，明確には分けられないということかと思う。 
委員長：見直すということでいいか。 
委員：制度設計によってどちらでも可能と思う。６人規模くらいで情緒障害児短期治療施

設並みのスタッフを配置すれば小規模でもできると思うが，どのグループホームで

もどのような子もいるという状況下で，それを小規模に持たせるのは苦しい。今は

国も示していないので，全体で強化することが必要で，生活の単位を小さくしてい

くことが重要だという記載がいいのではないか。 
委員長：提案に沿って修正する。 
委員：施設機能のこれからでは，小規模化・専門化というところと，地域に開かれるとい

う部分が必要と思う。 
委員長：市民参加につながっていくと思う。 

 

 

（３）その他 

委員：里子にはＡＤＨＤの子もいて，アドバイスをしていただける場があると助かると思

う。それとケースワーカーの１人あたりのケース数多すぎたり，異動で専門性が積

み重ねられないのか，ケースワーカーの専門性で困っている里親がいる。里親から
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すると，ケースワーカーが専門性を高めるか時間をかけられるように，基本的な条

件を改善してほしい。 
委員：ケースワーカーの受け持ちが多い，専門性不十分であるというところを改善できる

ように。 
委員長：それをどこに書くか。 
委員：全体に言えることだと思う。 
委員長：課題の人材育成の前に項を起こして，書いてはどうか。 
委員：課題の中に，児童相談所や区役所の機能など全体を支援する機能なので，そういう

項目を立てて書いてはどうか。社会的養護をうまく回す行政の機能が必要なので，

児童相談所の量と質の課題ということだと思う。 
委員長：第１か第２の最初に明記するとインパクトがあるかと思うが。 
委員：ケースワーカーやソーシャルワーカーの体制の不十分さという課題があって，強化

していくべきだということだと思うが。 
委員：ケースワーカーは全員異動でしているのか。里親対応専門職員は嘱託でいれている

が，公務員のケースワーカーだけでやるのではなくて，人数を多く入れることはで

きないか。 
委員：児童相談所の機能についても提言しないと機能強化できないと思う。 
委員長：第１章の終わりのところに，児童相談所の現状を入れて強化を提言に入れる。 
委員：ケースの多さや異動が多いというのは感じる。 
委員：１章の６として児童相談所と区役所の体制の現状ということで書いて，第２章，第

３章で上げてもいいのではないか。 
委員：一昔前は，福祉専門職は児童相談所に行きたがっていたが，最近は事例のしんどさ

から児童相談所を希望する人がいないというのがあるようだが，そのあたりも書い

た方が。 
委員：児童相談所の勤務が過重になる中で，在職期間が短くても異動を希望する人が福岡

市にもある。子どものケースワーカーの年数がもう少し長く必要であるとかいう記

述もできると思う。 
委員：現状で児童福祉司の平均年数もあげられるのではないか。４年５年いないとやりが

いもわからないと思うので。 
委員長：現状で平均勤務年数も情報提供いただきたい。子どもたちは５年 10 年のスパン

で見ないといけないので，短期間で変わるとまた信頼関係を構築しなおさないとい

けないというのがあるので，専門性とケースワーカーの長期化が必要であるし，も

う１つ言えば委員が言われたように続けたいと思える環境作りが必要であろうと思

う。 
委員：数字的に出せると思うので，一人当たりの負担量を出すと，しんどいんだなあとい

うのが伝わり，人を増やせという応援ができる。 
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委員：１人あたりの持ちケースというのは出せないが，地区担当ケースワーカーの勤務年

数は出せると思う。 
委員長：事実関係の情報提供を事務局にお願いすることとし，ケースワーカーの負担軽減

や長期に勤務できる環境をということを提言に入れていいか。 
委員：区についても同じような提言を書いてもらえれば，区も社会的養護に取り組むので

あればある程度の児童福祉の経験も必要になる。 
委員長：児童相談所の機能を区にも少し持ってもらうとなると，そこの人材の配置を考え

ないと，絵に描いたもちで，連携がとれない，すぐに異動希望を出されるなどもあ

るので，文言に加えたい。 
委員：12 ページの中ほどあたりの「また，これまでのファミリーホームは，里親が設置し

てきたが，児童養護施設等も開設を目指すことが必要である。」とあるが，そこま

で言い切っていいのかなと思う。ファミリーホームは家庭養護なので，児童養護施

設が開設を進めていくことを検討会として書くのはどうかと思うが。 
委員長：私の理解としては，児童養護施設を新たに作るというコンセンサスではなかった

と思うが。 
事務局：児童養護施設を開設するのではなく，社会福祉法人や児童養護施設が設置すると

いう意味である。 
委員：児童養護施設の経験者が開設していくというのがいいのでは。 
委員：小規模化の中で，児童養護施設がファミリーホームを作らないといけないとなって

いて，今後の課題なので目指すべきこととして書いていいのではないかと思ったが。 
委員：国の方ではそれを作らないと，予算措置しないと書いているので。 
委員：あってもいいと思うが「必要である」とまでは書かなくてよいと思う。ファミリー

ホームはそこで生活しているので，施設職員が開設すると職員が通いになり，他都

市の法人によるものではそういう形態で，ミニ施設みたいになってしまい，ファミ

リーホームの良さがなくなってしまう危惧がある。 
委員長：児童養護施設の経験者が開設する，里親になるという書き方がいいということか。 
委員：３パターンある。里親がファミリーホームになるパターン，経験者がなるパターン，

国が例示している施設が開設するパターンがある。２つ目のパターンがとりあえず

悪くないのではないか。それをクローズアップした単語を入れた方がいいのではな

いかと思う。最後のパターンを「必要である」という書き方にするのかどうか。 
委員：それで行くと，２つ目のパターンはさらっと書いているが。 
委員長：検討会として，施設が開設することを必要とするならこのままだが，そこまで目

指さないのであれば削除してよいと考えるが。 
委員：「社会的養護の課題と将来像」にあるので，ここに書かなくてもよい。 
委員：元施設職員の活用に含まれると思う。 
委員長：「また」以降は削除する。今後の報告書の作成は，第４回の検討会でもご了承い
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ただいたとおり，委員長にご一任いただきたい。当初５回の予定が６回になり，委

員各位の意見を聴きながら進めてきた。委員各位のご協力に御礼申し上げる。当検

討会の提言は５月 30 日に開催するこども・子育て審議会にて報告する。 


