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第１ 福岡市における社会的養護の現状 

 

 児童養護施設や里親家庭などで養育されている子どもの数は，福岡市が政令指定都市となり児童相談所を設置した昭和 47 年

度から約 20 年間は 300人台の前半で推移してきた。しかしながら，平成 16 年度以降は大幅に増えて，450 人から 470 人程度，

平成 20 年度以降は増加の一途をたどり，平成 24 年度には 493 人と 500 人に近くなっている。 

社会的養護を必要とする子どもの養育は，そのほとんどを乳児院と児童養護施設が担ってきたが，国は，平成 23 年７月に『社

会的養護の課題と将来像』をとりまとめ，家庭養護の推進，専門的ケアの充実，自立支援の充実，家族支援を基本的方向とす

ることが示された。さらに，「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」（雇児発 1130 第３号厚生労働省雇用

均等・児童家庭局長通知，平成 24 年 11 月 30日付）において，家庭的な環境での養育ができるよう，施設の小規模化に関する

技術的助言がなされた。 

福岡市においても，平成 21 年度末から小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）が設置されるとともに，平成 23 年

度には和白青松園においてユニット化，平成 25年度には地域小規模児童養護施設が２か所から５か所に増えるなど，社会的養

護の家庭的養護化に向けての取り組みが進んでいる。 
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朱書きは，前回（案）から修正した箇所（第３の４以降

は前回どおり） 
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社会的養護の体系と福岡市の施設の現状 

 

※1 家庭的養護

　施設において家庭的な養育環境を目指す小規模化の取組

　平成24年３月29日付雇児発第0329第１号「社会的養護施設運営指針及び里親ファミリーホーム

　養育指針について」による

※2 地域小規模児童養護施設（６人）

　本体施設から離れた家庭的な環境の下で養育することが適切な子どもなどを対象に、

地域の民間住宅等を活用して家庭的な環境の中で生活体験をさせながら養育を行うもの。

※3 小規模グループケア（乳児院４人～６人，児童養護施設６人～８人）

　愛着障がい等により小規模なグループによるケアが必要な子どもを対象に，本体施設の

敷地内又は敷地外（「分園型小規模グループケア」という）に小規模なグループをつくり

家庭的な雰囲気の中で行うもの。
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１ 社会的養護を必要とする子どもの措置状況 

  平成 12 年度 356 人であった児童養護施設等の在籍児童数は，その後，段階的に増加して，平成 24 年度には 493 人となっ

ている。今後の動向については，福岡市の人口動態とそれまでの社会的養護を必要とする児童の出現率から，平成 36 年度の

平均在籍児童数 495 名をピークとして，平成 41 年度には 477 人へと減少すると需要予測されている。 

平成 24 年度に入所した子どもの理由別措置状況は，虐待が 28％，虐待以外の家庭環境が 30％である。また，虐待を理由

とする入所児の措置先は，里親とファミリーホームを合わせて 48％となっている。 

平成 20 年度以降の種別ごとの在籍児童数を見ると，市内の児童養護施設の在籍児童数が減少傾向となる一方で，里親やフ

ァミリーホーム委託児童数が増加し，市外の児童養護施設の在籍児童数は，横ばいで推移している。（資料２）この要因として

は，家庭養護の推進もあるが，被虐待児や発達障がい児などの増加を背景に，こうした子どものケアに対応するために，里

親やファミリーホームへの委託や市外にしか設置されていない小規模な児童養護施設への措置が増加していることがあげら

れる。 

一方で，市内には情緒障害児短期治療施設がないため，市外の当該施設に措置されている。当該施設への措置児童数は減
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少傾向にあるが，これは，福岡市が実際に措置できている児童数が減少しているのであって，必ずしも対象児童が減少した

わけではなく，受け入れ先に苦慮している実態がある。 

また，親と離れて暮らす児童養護施設等のほかに，母子生活支援施設に母と子で入所しているものもある。母子生活支援

施設への入所状況は，平成 24 年度では 97 世帯あり子どもの数は 161 人である。（資料２）母子生活支援施設に入所している母

子にも，児童養護施設等と同じく親子関係再構築など支援が必要である。 

 

２ 虐待相談・一時保護所等の現状 

    虐待相談件数については，平成 20 年度は 342 件に対し，平成 22 年度から平成 24年度は，500～600 件と高い水準にあり，

社会的養護を必要とする被虐待児が増加している。虐待相談件数は，全国的にも増加しており，福岡市においても同様の傾

向を示している。 

福岡市こども総合相談センター（※注１）の一時保護所は，家庭で養育できなくなった子どもの保護や虐待等での緊急保護，

子どもの行動観察，短期の入所指導を目的に一時的に保護を行うところである。一時保護所に入所する子どもは，平成 12 年

度の 250 人から増え続け，平成 17 年度をピークにその後は高い水準で横ばい状態となっている。平成 24 年度には，１日当

たりの平均保護人数は 42 人となり，定員超過日数は，年間日数の 40％以上となっている。（資料６）また，1 人当たりの平均保

護日数は，年々長くなる傾向にある。その原因としては，施設入所や里親委託の同意を得るまでの保護者との調整，市外施

設入所のための調整，そして，里親との交流などに時間がかかっていることが考えられる。 

一方で，区が受け付け，児童養護施設や乳児院で受け入れを行っているショートステイの利用延べ日数が，平成 20年度は

398 日であったが，平成 23 年度には 1,031 日となり，平成 24 年度には 1,383 日と急激に増加している。（資料 12）また理由別

で見ると，育児疲れが最も多く伸びも大きい。このように児童相談所の虐待相談件数や一時保護に至る前にも支援を必要と

する家庭があることをうかがわせる。 
（※注１）福岡市こども総合相談センター：通称「えがお館」。0 歳から 20 歳までの子どもや保護者を対象に，子どもに関する様々な問題に対して，保健，福祉，教育分野からの総合的・

専門的な相談・支援を行う施設。児童福祉法第 12 条に基づく児童相談所の業務も行っている。 
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３ 里親委託及び施設入所児童等の現状 

社会的養護を必要とする子どものうち，里親に委託された子どもの数は，平成 16 年度までは 20 人前後で推移し，里親委

託率は 7％未満であった。この背景としては，里親に対する社会の理解が低く，里親登録者が増えなかったこと，実親が里

親よりも施設入所を選ぶことなどが考えられる。福岡市で市民参加型里親普及事業などを推進した平成 17 年度からは，里

親委託児童数が徐々に増加し，平成 24 年度末で里親委託児童は 143人，里親委託率は 31.5％に増加している。（資料７） 

平成 24 年度では虐待を理由とする措置先として，里親とファミリーホームを合わせて 48％とある。（資料 10）また，発達障

がい等をもつ児童の割合については，全体としては 30％前後と横ばいであるが，児童養護施設に入所している発達障がい

等のある子どもは増加している。児童養護施設においては，施設を小規模化することにより子どもが感情を表に出しやすく

なったが，それに伴い他の子に手を挙げるなどの行動化が発生する事例が報告されている。 

里親とともに，児童養護施設は小規模化に対応した高い養育力とともに，里親や児童養護施設の職員に対する支援が求め

られる。 
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４ 措置がうまくいかなかった子どもの状況 

児童養護施設や里親等に措置された子どものうち，予定外の措置変更・措置解除になった子どもは，平成 21 年度から 24

年度の 4 年間で 68 人であった。（資料９） 

予定外の措置変更・措置解除になった原因の 69％は，様々な問題行動等の子ども側の要因にあった。このうち，35％に被

虐待歴，22％に発達障がいがあること，また，76％は，12 歳以上の子どもであった。これは，虐待などの背景を抱えた子ど

もが思春期年齢を迎えた後，様々な問題行動を表し，施設におけるケアや里親によるケアが困難となり，その結果，措置を

継続できなくなっていることをうかがわせる。 

また，ケアが困難となった子どもは，59％が家庭引取り，19％が里親やファミリーホームへの措置変更となっている。69％

が子ども側の要因により予定外の措置変更・措置解除となっていることから，家庭引取り後や里親やファミリーホームへの

措置変更後も，支援が必要とされる状況にあると推量される。 

 

５ 自立支援の現状 

福岡市においては，平成 21 年の「福岡市要保護児童の社会的養護あり方検討委員会」の提言を受け，平成 23 年７月より

退所児童等アフターケア事業を開始し，施設入所児童や里親委託中の児童等を対象とした自立に向けた研修会を実施し，退

所児童等に向けては相談支援や交流支援事業を行っている。 

また，入所理由にもあるように，被虐待体験，発達障がい，精神疾患など，様々な困難を重複して抱えている子どもも少

なくない。このような子どもの多くは，不登校やひきこもり，非行，高校中退など，集団場面や社会場面での不適応といっ

た課題が複合しており，日常的なケアに加えて，積極的に，自立に向けた養育や支援が必要となるが，こうした課題が十分

解決されることなく退所している状況もある。 

一方で，児童養護施設等に入所している高校生が，何らかの事情があって中退すると，就労自立支援等の体制が不十分な

こともあり，養育環境に多少問題があっても家庭引き取りになることがある。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。こうした子どもの受け皿として，自立援助ホームがある。

福岡市では平成 21 年に設置されているが，満所に近い状況にあり，自立援助ホーム１か所では不十分であることから，さ

らなる年長児童への自立支援の体制整備が求められる。 
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第２ 福岡市における社会的養護の課題 

 

１ 家庭養護の推進 

福岡市では，子どもの最善の利益を考慮し，養育者との愛着形成や信頼関係の構築の重要性から全国に先駆けて里親委

託推進に積極的に取り組み，里親等委託率（ファミリーホームを含む）は，平成 24 年度末には 31.5％となっている。フ

ァミリーホームも平成 21 年度末の１か所から平成 25 年度には 11か所に増加した。 

その結果，里親やファミリーホームにおいても，被虐待児童や乳児の委託が増加しており，これらに対するきめ細かな

支援の充実が求められる。また，施設養護において，小規模化を進めていく場合，その受け皿を確保するためにも，里親

やファミリーホームのさらなる推進が必要となるが，養育里親の登録数の伸びが鈍化しており，将来的な里親やファミリ

ーホームの不足が懸念される。 

また，里親委託率が平成 24 年度末には 30％を超えるものの，区役所や地域における里親への認知度は高いとは言えな

い状況にあり，認知度を高めることが今後の推進にも欠かせないと言える。 

 

２ 施設機能について 

平成 23 年度までは市の補助事業として乳児院や児童養護施設の第三者評価を実施してきたが，平成 24 年度からはこれ

が義務化された。第三者評価は，母子生活支援施設でも実施することとなった。これは，福祉サービスの質の向上のため

に実施するもので，国の定める評価基準にのっとり，利用者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスの提供について

評価するものである。この評価の活用が今後の課題である。 

児童養護施設の小規模化や里親委託の推進については，情緒行動上の問題が著しくなり，施設職員や里親ではケア困難

となった場合に課題がある。この際に，情緒障害児短期治療施設の通所機能や一時保護委託を活用するとともに，情緒障

害児短期治療施設からは，施設職員に対する助言やスーパーバイズを受けられるようにすることが望ましい。このように，

家庭養護や家庭的養護を補完する意味での情緒障害児短気治療施設の役割は大きく，その必要性が高い。 

現在，情緒障害児短期治療施設は，市内には設置されておらず，県立の情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設

に入所枠を確保して対応している。しかし，近年はこれらの受け入れが断られるなど事実上活用できず，情緒障害児短期

治療施設を必要とする子どもは，県外の情緒障害児短期治療施設あるいは市外の小規模な児童養護施設を活用している状
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況である。 

国が都道府県及び指定都市に通知した「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」（平成 24 年 11 月）

では，平成 41 年度末までに，社会的養護を必要とする子どもの生活の場を，里親・ファミリーホーム，児童養護施設等の

本体施設（定員 45 人以下ですべて小規模グループケア化），分園型小規模グループケア及び地域小規模児童養護施設（以

下，「グループホーム」という。）の割合を３分の１ずつとすることが示されている。福岡市の児童養護施設は認可定員 80

名を超える大規模の施設であり，小規模化を推進するためには，その全体とケア単位の小規模化，分散化を目指す必要が

ある。この中で，小規模化及び分散化の手法とともに本体施設とグループホームの役割分担の明確化が課題である。 

母子生活支援施設は，従来は生活に困窮する母子家庭に，住む場所を提供する施設であったが，平成９年の児童福祉法

改正で入所者の自立促進に向けた生活支援が目的に追加され，近年では，ＤＶ被害や被虐待へのケアとともに，入所家庭

における養育の支援や親子関係の再構築，退所後のアフターケアなど入所者支援機能の充実が課題となっている。 

福岡市には，45 世帯以上の母子生活支援施設が２か所あり，いずれの施設も稼働率は高いものの，20 世帯を基準とした

職員配置基準からすると規模が大きく，退所後のきめ細やかな支援や地域で生活する母子家庭に対する支援などが難しい

状況にある。母子生活支援施設で行う支援のあり方や充実に向け，検討する必要がある。 

 

３ 家庭支援機能について 

平成 24 年度から夜間・休日サポート事業により，夜間・休日の泣き声通告等による夜間訪問や来所相談を実施し，来所

相談事業を発展させ，平成 25 年度からは児童家庭支援センターとして福岡市子ども家庭支援センター「子どもの村福岡」

（以下，「子ども家庭支援センター」という。）を設置した。このことにより，区保健福祉センターやこども総合相談セン

ターが閉庁する夜間・休日でも，訪問や来所相談に対応することが可能となった。 

一方で，ショートステイの利用実績が，平成 16 年度当時は利用延日数が 382 日であったのに対して，平成 23 年度末に

1,031日，平成 24 年度末に 1,383 日と激増しており，受け入れ先の拡充が課題となっている。また，育児疲れによる利用

が，平成 21 年度では 22 日に対して平成 24 年度では 759 日，全体の利用に占める割合も，平成 21 年度は 3.8％に対し平

成 24 年度では 54.9％と増加しており，支援を必要とする家庭の増加あるいは表面化をうかがわせる。 

こうした状況において，相談者の立場にたち，区保健福祉センター，こども総合相談センター，子ども家庭支援センタ

ーの位置付け及び役割の整理が必要である。 
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さらに，ショートステイの担い手は児童養護施設及び乳児院であり，家庭支援においても重要な役割を求められる中で，

社会的養護が，それまで家庭で養育できない子どもを長期間養育するというものから家庭支援を包摂したものへと変容し

つつあることを踏まえる必要がある。 

 

４ 自立支援について 

高校を卒業して児童養護施設等を退所した子どもで帰る家庭のない子どもは，一人で自立への道を歩んでいる。これら

の子どもの中には，就職先や進学先で相談相手もなく，人間関係に悩み，孤立化し，転々と仕事や居所を変える子どもが

いる。このため，福岡市では，平成 23 年度から退所児童等アフターケア事業を始め，相談支援や居場所づくりに取り組ん

でいる。しかし，就労支援に至る以前の支援課題を抱える子どもが多く，退所後も，福祉事務所や医療機関等との連携が

必要である。さらに，現に社会的養護を受けている子どもに対しては，自立に向けた養育という課題がある。また，自助

グループの形成には至っていない。 

高校中退等により児童養護施設等を退所したものの生活の場としては，自立援助ホームがあるが，被虐待体験，非行問

題，発達障がい，精神疾患など，様々な困難を重複して抱えている子どもが少なくなく，集団場面や社会場面で不適応を

起こしやすいため，その対応は困難を極めている。平成 21 年度から自立援助ホーム「かんらん舎」を初めて設置したが，

満所に近く，自立を目指すことも困難な子どもの支援も可能な生活の場が不足している。 

 

 

５ 人材育成 

長時間の勤務といった待遇や，実際の業務の厳しさから，児童養護施設等の職員の在職期間は長くない。加えて，新規

の採用活動においても，確保がむずかしい状況にある。今後，児童養護施設等の小規模化に伴い，職員と子どもとの関係

が密接となるなかで，バーンアウトするものの増加が懸念されるため，職員を採用・育成し，支援していく仕組みづくり

が求められる。 

また，心理療法担当職員などの専門職員が児童養護施設に配置されるようになってきたが，各施設に１名ずつ程度しか

配置されていない。 

直接処遇職員や専門職員もともに，チームで業務にあたれるようにスーパーバイザーの育成なども課題である。 
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６ 子どもの権利擁護 

子どもへの権利ノートの配付や施設のケア等について相談する専用電話を設置するとともに，第三者評価では，利用者

アンケートも実施されている。 

子どもが安心して生活し，将来に向かって成長していくためには，子どもの声を積極的に聴いていく仕組みづくりが求

められている。 
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第３ 福岡市における社会的養護のあり方 

 

１ 家庭養護の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○里親等委託（家庭養護）優先を原則とし，里親等委託を推進する  

社会的養護を必要とする子どもには，厚生労働省が示す「里親委託ガイドライン」や「国連子どもの代替養育に関する

ガイドライン」を遵守し，里親等委託（家庭養護）優先を原則とするという方針をもつべきであり，社会的養護関係者を

始め区保健福祉センターや医療機関等子どもに関わる関係者と共有し，里親等委託を推進するべきである。 

こうした方針のもと，施設入所が長期化している場合には，積極的に里親等委託に向けて検討していく必要がある。と

りわけ乳幼児は，愛着形成の観点からもこれが重要である。 

そのためには，保護者の理解が不可欠であるが，保護者の一部には，里親等委託を養子縁組と誤解しているものもあり，

同意が得られずに里親等委託ができない場合もある。したがって，里親等制度の説明，家庭引取り後も効果的であること

【提 言】 

○里親等委託（家庭養護）優先を原則とし，里親等委託を推進する。 

○里親等委託率 40％，小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）16

か所を目指す。 

○施設養護から里親等委託への移行を支援すること。 

○区の社会的養護部門を強化すること。 

○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

親等制度の普及啓発を図ること。 

○乳児・新生児を委託できる里親等を開拓すること。 

○校区里親及びショートステイ里親を推進すること。 

○一般の里親等の専門的研修の実施と重層的・多元的里親等支援の体制を

構築すること。 
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など，保護者の理解を進める必要がある。このことは，保護者の家庭から里親等委託する場合も同様である 

施設から里親等委託への変更時の保護者の同意にあたっては，里親支援専門員や家庭支援専門相談員からも保護者に対

しても同意を得られるように働きかける必要がある。また，乳児院や児童養護施設からの里親等委託には，ケアの継続性

という観点も含めて，施設からの里親子への支援が重要であり，実親子の面会交流も含めて，里親支援専門員を十分活用

すべきである。 

さらに，保護者を含む家庭養護の信頼性の確保のためには，閉鎖性が高くなりがちな家庭養護での虐待等を避ける予防

的，支持的取り組みをより強化する必要がある。 

 

○里親等委託率 40％，小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）16 か所を目指す 

里親委託（家庭養護）優先の原則により，当面は，里親委託率 40％，将来的には 50％を目指すべきである。平成 24 年

度末現在登録している里親は 284 名であるが，子どものニーズに対応するためには，さらに数多くの多様な里親の登録が

必要である。そのためには，具体策を検討することが必要である。元施設職員の活用や，短期の里親の開拓をする中で，

長期に委託できる里親等の新規開拓を進めることが必要である。 

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。 

   

○施設養護から里親等委託への移行を支援すること 

現在入所している子どもについても，里親等委託に移行することが必要なものを把握し，保護者の同意を得る努力や里

親等との交流を進める取組みなど，施設や児童相談所は連携協力しながら進めることが必要である。 

そのためには，施設関係者や児童相談所職員に，乳幼児のみならず学齢以上の子どもにとっても，家庭養護への措置変

更の重要性や移行支援の進め方について,意識や理解を促進する取り組みが必要であり，その際，里親等やそこで育った子

どもとの交流や意見交換などの取組みが不可欠である。 

 

○区の社会的養護部門を強化すること 

校区里親，ショートステイ里親の推進のためには，区の役割が重要であり，社会的養護の部門を強化する必要がある。

里親の開拓を積極的に行うこととし，里親が乳幼児を預かる際には，母子保健を含めたサービスも重要となるので相談窓



未定稿 

 

13 

口ともなるべきである。 

 

○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，里親等制度の普及啓発を図ること 

児童相談所のみならず，区保健福祉センター，NPO，里親会，児童家庭支援センター，里親支援専門員は，相互に連携

しながら積極的に里親等の開拓に取り組む。 

 

○乳児・新生児を委託できる里親等を開拓すること 

乳児・新生児で社会的養護が長期化する子どもは，当初から里親等委託とすることが望ましいが，乳児・新生児を養育

できる里親等が不足している状況にあり，当初は乳児院で養育し，人見知りをする頃になって里親等委託となることも考

えられる。家庭養護の原則と，その後，養子縁組につないでいく視点からも，乳児・新生児も対応できる里親等が必要で

ある。 

 

○校区里親及びショートステイ里親を推進すること 

 短期間社会的養護が必要となった場合に，転校など大きく環境を変えることなく里親による養育を受けられるようにす

るため，福岡市独自に，養育里親の中でも同じ校区の児童を受け入れる里親を「校区里親」として，推進していく。 

 ショートステイは，通常は児童養護施設，乳児院，児童家庭支援センター等の施設で実施しているが，ショートステイ

の利用者が増加していること，特に乳児院では一時保護や措置入所児童が増加していることにより，ショートステイの受

け入れが困難となっている実態がある。そこで，ショートステイ先として里親を登録し，施設が，区役所や保護者からの

受付，ショートステイ先の選定やバックアップ，（施設から）里親家庭までの送迎を行うこと等を前提として，ショートス

テイの利用を希望する保護者の子どもを家庭で預かる養育里親を「ショートステイ里親」とする仕組みを検討するべきで

ある。 

 

 

○一般の里親等の専門的研修の実施と重層的・多元的里親等支援の体制を構築すること 

被虐待児童を受け入れる里親家庭も増加しており，今後里親等委託率を高めるとことは，より対応が困難な子どもも里
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親等に委託される可能性が高くなることであり，専門里親のみならず，一般の里親等についても専門的研修が必要とある。

それと同時に重層的・多元的な里親等支援が求められている。福岡市では児童相談所が里親等家庭ごとに里親支援員（嘱

託職員３人，係員２人）が担当として継続的支援を実施しているが，さらに，目的（ピアサポートや専門的サポートなど）

とエリアに応じた，重層的・多元的里親等支援体制を構築する必要がある。一次的支援として，里親会のメンバー等を中

心とする地域別里親サロンの開催など里親等同士の支援，二次的支援として児童家庭支援センター，施設（里親支援専門

相談員）等による地域，個別の状況に応じた支援，三次的支援として，児童相談所による支援，ファミリーシップによる

里親推進啓発事業として，これらを支えるネットワークの形成が必要であり，児童相談所，児童家庭支援センター，施設

の里親支援専門相談員，里親会などと役割分担と連携を図るべきである。 

さらには，里親等へ委託中の子どもが，著しい多動や衝動性，性的問題行動，家出などの情緒行動上の問題を示してき

た場合には，里親等家庭での委託が継続できるように，まずは情緒障害児短期治療施設の通所機能や一時保護委託を活用

するとともに，情緒障害児短期治療施設からは，里親に対する助言やスーパーバイズを受けられるようにすることが望ま

しい。また，情緒障害時短期治療施設に措置変更する場合であったとしても，里親等家庭との絆が途切れないようにする

ことが必要である。 

 

 

２ 施設機能の強化 

 

 

 

 

 

 

○情緒障害児短期治療施設を設置する 

情緒障害児短期治療施設への入所が必要な子どもが，国連原則の観点や，保護者との面会交流の保障，ケアの連続性の

観点から，福岡市内でケアを受けられるようにするとともに，施設と里親等を含む家庭的養護を補完するために，通所機

【提 言】 

○情緒障害児短期治療施設を設置する。 

○児童養護施設，乳児院，母子生活支援施設の機能を強化する。 

○本体施設は   ，グループホームは，   の役割を果たす。 
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能ももつ情緒障害児短期治療施設を設置するべきである。 

在宅ケースで，新たに情緒障害児短期治療施設を必要とする子どもは年間３人程度と推計される。これに，施設や里親

等からの受け入れるものを含め（年間 15 人程度）と合わせ，定員 20 名程度の規模の施設を，市内の交通利便性のいいと

ころに設置する。その際，児童養護施設の縮小に伴い空いた土地等を情緒障害児短期治療施設に転換することも検討でき，

グループホーム的な家庭的環境での設置が望ましい。 

なお，現在市外に措置している子どもは，児童養護施設の小規模化と情緒障害児短期治療施設が設置された時点で，交

流等特殊な場合を除き，原則，市内児童養護施設や情緒障害児短期治療施設に措置変更すべきである。 

 

○児童養護施設，乳児院，母子生活支援施設の機能を強化する 

    親子関係再構築とは，入所した子どもの家庭復帰を始め，家庭復帰はしない場合でも親子関係の回復のため，さらには，

親子分離に至らない段階での親支援のことである。こうした親子関係再構築を含む家庭環境の再構築は，児童相談所の役

割であるとともに，児童福祉施設の役割でもある。 

①児童養護施設 

情緒障害児短期治療施設は治療施設であり，治療後は家庭復帰または児童養護施設等に措置変更される。しかし，

措置変更された後においても，子どもの継続的な医療的ケアや心理的ケアが必要とされる。また，親子関係再構築に

あたっては，親に対する支援として医療的ケアや心理的ケアが必要とされる場合もある。そうした点からも児童養護

施設には，幅広く専門的ケアが行える機能の強化が必要である。 

また，児童養護施設の自立支援として，退所後の就労等の自立支援だけでなく，子どもに障がい等のある場合は，

障がい者支援を始め福祉施策につなげるようにする必要がある。 

    ②乳児院 

      新生児や乳児の一時保護を行う場合は，乳児院に委託される。今後も長期的に養育する機能も残っていくが，緊急

一時保護やショートステイ機能といった在宅支援を補完する機能を強化するべきである。また，一時保護機能の中で，

アセスメントを行えれば，そこから養子縁組に向けて早い対応が可能となる。また，新生児や未熟児の委託も多いた

め，外部からの医療的バックアップや医療的支援機能も必要である。 
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    ③母子生活支援施設 

      母子生活支援施設には，ＤＶ被害を受けた母親や虐待を受けた子ども，発達障がいのある子どもなども入所してい

る。したがって，母親と子どもそれぞれに対するケア・セラピーを行い，親子関係再構築を目指し，母親に養育力を

つけ，自立につなげるよう機能を強化するべきである。 

   

○本体施設は   ，グループホームは，   の役割を果たす 

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，各施設においても地域小規模児童養護

施設を３か所設置するなど家庭的養護を推進し，施設入所児童の半分は本体とは別敷地のグループホーム（地域小規模児

童養護施設，分園型小規模グループケア）で生活できるような小規模化を目指す。グループホームの役割としては，他へ

の影響の面などから本体では難しい子ども（高校に行かない子など）を受け入れる等の役割をもたせる。 
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３ 家庭支援機能等の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各区保健福祉センターは一次的な相談窓口として，区内の要支援家庭，要保護家庭のケースワーク機能の役割を果たし，

こども総合相談センターは，社会的養護については，虐待事案に特化すること 

区保健福祉センターは一次的な相談窓口であり，区内の要支援家庭，要保護家庭の状況を把握し，どの機関がどのよう

な支援をするのかを決定する機能を担う。また，課題はあるものの，児童相談所職員を区に兼務させることにより，区が

重篤ケースを除く一時保護の決定を行い，施設や校区里親に一時保護委託するといった機能強化が考えられる。 

その中で，社会的養護については，児童相談所は重症な虐待事案や養護相談など，より専門性の高い支援や関わりの困

難な案件に特化していくべきである。 

 

○ショートステイの預け先の拡充を図ること 

現在の枠組みでは，特に乳児院では，満員のことが多く，ショートステイの利用が困難な状況にある。乳児院や児童養

護施設が核となり支援することを前提として，里親等がショートステイの担い手となれるようしくみを検討する。里親等

も，家庭支援の担い手として，区の要保護児童支援地域協議会に参加し，役割を果たしていくことが必要である。今後，

児童養護施設等の小規模化に伴いショートステイの人員や施設の確保も課題となるため，母子生活支援施設の活用やこれ

【提 言】 

○各区保健福祉センターは一次的な相談窓口として，区内の要支援家庭，要

保護家庭のケースワーク機能の役割を果たし，こども総合相談センターは，

社会的養護については，虐待事案に特化すること。 

○ショートステイの預け先の拡充を図ること。 

○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，２か所増設すること。 

○周産期母子の支援の仕組みづくりを検討すること。 
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らの施設の環境づくりを含め，仕組みを検討する。 

   

○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，２か所増設すること 

児童家庭支援センターは，区と児童相談所の中間に位置付け，区や児童相談所が対応できない時間帯を中心に支援を行

う。担う支援として，複数設置しエリア設定して来所相談を行うのか，新設の児童家庭支援センターはもっぱらアウトリ

ーチを行うのかなどの方向性が考えられ，東区に１か所，南区に１か所増設する。 

また，児童家庭支援センターの相談機能については，現在の休日・夜間相談事業の対象を，ひとり親家庭や，ネグレク

トなど危機にある子どもや家庭へとしていくことが望ましい。 

 

○周産期母子の支援の仕組みづくりを検討すること 

母子ともにケアできる母子生活支援施設が，飛び込み出産や若年出産など家庭を築けていない母子に対する支援に活用

できる仕組みを検討する。 

 

４ 自立支援策の強化 

 

 

 

 

 

 

○多様なニーズに応じるため，自立援助ホームを○か所増設すること 

    自立援助ホームは自立を目標としているが，就労が難しい退所児童もいる。こうした子どもたちを積極的に受け入れる

など目的別の自立援助ホームが必要である。 

    また，自立援助ホームの利用者には，自立生活力の不十分な子どもが多いことから，ホーム近隣のアパートを借りて自

活し，ホームがアフターケアとして相談支援をしていく取り組みが重要である。福岡市独自で定員内のステップハウスを，

【提 言】 

○多様なニーズに応じるため，自立援助ホームを○か所増設すること 

○さまざまな自助グループの形成のために居場所づくりを推進すること 

○施設を退所した子どものニーズの把握と相談・支援体制の検討を行うこと 

○子どもの自立に向けた養育の充実について 

コメント [F1]: 箇所数 
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職員の見守り体制を附設することを条件に，自立の為に必要な段階として認可するといった取り組みも考えられる。 

 

○さまざまな自助グループの形成のために居場所づくりを推進すること 

各施設や里親会の自助グループやそうした枠組みを超えた自助グループなど子どもが選べるようにいくつかできること

が望ましい。そのためには，その子どもたちが集える場を，子どもたち自身でつくろうとする仕掛けが必要である。 

 

○施設を退所した子どものニーズの把握と相談・支援体制の検討を行うこと 

施設を退所した子どものニーズを把握し，それに応じた支援が必要である。さらに，自立困難な退所児童等には精神疾

患等の医療が必要な場合があり，福祉事務所や障がい支援担当との連携が欠かせない。また，必ずしも児童福祉施設に限

らず，福岡市で 18 歳以上の年長者支援をどのようにしていくかということを踏まえ，退所後から切れ目なくこれらの施策

につなげるように体制を強化するべきである。 

 

○子どもの自立に向けた養育の充実について  

子どもの進路希望に合わせ，早い段階から，高校卒業後の進路を検討する必要がある。国においても，平成 23 年 12 月

28日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「児童養護施設等及び里親等の措置延長等について」により，措置延長の

積極的活用を打ち出しており，福岡市も柔軟に運用していくべきである。また，自立支援の一つとして，奨学金や大学の

授業料免除の制度に関する情報収集及び周知をしていくとともに，市の経済的支援の仕組みについて財源確保を含めて検

討する必要がある。自立援助ホームの子どもたちには，児童養護施設や里親等と異なり，就職時の自立生活支度費等がな

いため，市独自の支援を検討するべきである。 

コメント [F2]: ○○委員 

コメント [F3]: ここの検討を 

コメント [F4]: ○○委員 
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５ 人材育成のための仕組みの強化 

 

 

 

 

 

 

 

○直接処遇職員や専門職員の採用の仕組みをつくること 

合同による採用活動や，福祉学科のある大学等に呼びかけるなどして，学生のうちから現場と一緒になったセミナーを

実施することにより，施設への就職につなげるなどの取組みが必要である。 

また，他の業種の経験が，児童養護の現場でも生かせるところがあり，中途採用の取組みも必要である。 

新規採用，中途採用ともに，合同で積極的な広報を行う必要がある。 

 

○職員が長く働くことができるように，待遇や研修，支援体制を充実させること 

職員が働きやすくなるよう，行政のバックアップのもと，待遇向上を図る必要がある。 

一方で，待遇は変わらないにもかかわらず，小規模化等により，職員にとって業務が厳しくなる中でも，現場の士気が

高まり，養育技術を高めたいといった声もあがっている事例もある。 

こうした職員を支援するために，他都市にあるように，横断的に福祉の基本的事項を学ぶ場としての新人研修や，中堅

研修，マネージャー層の研修など階層ごとの研修，社会福祉協議会等と連携を図りながら研修制度を作り上げ，実施する

だけでなく，職員別の達成度合いや課題を把握し育成していくことが必要である。また，小規模化された施設でのスーパ

ーバイザーの育成も必要である。 

 

【提 言】 

○直接処遇職員や専門職員の採用の仕組みをつくること。 

○職員が長く働くことができるように，待遇や研修，支援体制を充実させる

とともに，スーパーバイザーの育成を図ること 
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６ 子どもの権利擁護の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

○専門性のある第三者が子どもと定期的に面会し，子どもの声を聴くシステムを検討すること 

福岡市の権利擁護専門部会を活用するなど，各施設と利害関係がなく，かつ，専門性のある第三者委員（会）が定期的

に子どもに面会することにより，被措置児童虐待の防止を図ることが必要である。権利擁護の観点から，弁護士と小児科

医などがチームを作って面会するなどの仕組みが望ましい。子どもはなじみのない人に話をしづらいことも考慮し，第三

者性を保ちながら，も子どもと長く関われる仕組みが必要である。また，第三者評価の結果をしっかりと活用するべきで

ある。 

 

○社会的養護のケアを受ける子どもの意見を反映させる仕組みをつくること 

権利擁護専門部会や第三者委員との面会により，子どもの意見を把握するとともに，里親等委託児童間の交流や施設入

所児童間の交流する行事等の中で，子どもが意見を言える場を設けるといった取り組みが必要である。子ども間の交流に

あたっては，里親等委託児童と施設入所児童は，生活環境が異なるため，それぞれの交流事業をまずもつべきである。 

また，里親等委託児童は，個別的な環境のなかで，不満や本音を言いにくいとも考えられる。幼児向けだけでなく高年

齢児も参加しやすい里親会の行事をつくり，交流の機会をもち，本音を言える環境を作っていく必要がある。 

また，退所児童等の声を調査していくことも必要である。 

 

○里親等委託児童と実親との交流の保障を保障すること 

【提 言】 

○専門性のある第三者が子どもと定期的に面会し，子どもの声を聴くシステム

を検討すること 

○社会的養護のケアを受ける子どもの意見を反映させる仕組みをつくること 

○里親委託児童と実親との交流の保障を保障すること 
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親との交流は援助方針会議で頻度や場所を決定しているが，里親等の場合は，里親等宅での面会が困難な場合が多く，

支援が必要である。具体的には，里親支援専門相談員が配置されている施設での交流，また，長期的にみて，区の社会的

養護の強化という観点からも，親子の交流をコーディネートする機能を付加するといったことが考えられ，検討が必要で

ある。 


