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（別紙） 
第１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 

 

□局長挨拶 

□委員及び事務局紹介 

□本会の趣旨説明（事務局から資料により説明） 

□委員長、副委員長の決定 

□議題 

（１）福岡市要保護児童の社会的養護あり方検討会傍聴要領（案） 

（事務局から資料により説明） 
委員長：質問、意見はないか。無ければ了承と言うことでよろしいか。 
（委員全員、異議なし。了承） 
 

（２）福岡市の社会的養護の現状及び検討事項について 

（事務局から資料により説明） 
委員長：アフターケア事業とは何か。 
委 員：児童養護施設や里親を退所した子どもに対して自立支援を行っている事業である。 
委員長：卒業した子どもがそこに集まって，そこでケアをするという事業か。 
委 員：居場所で食事をしたり話をしながら相談が出てきて，支援したり，関係機関につ

ないだりしている。 
事務局：各児童養護施設でも退所後のケアを行っているが，それだけでは自立につながっ

ていない現状があり，そういう方々をフォローする相談事業である。国は，就労

まで含めた支援を求めているが，そこまでいかない子どもたちがおり，頭ではわ

かっていても体が思うように動かないとか，相談すらできないといった子どもの

実態がある。ただ，これまで施設に任せきりだったところをアフターケア事業と

して，相談が増えてくるように施設とも連携をしながら実施していただいている

ところである。 
委 員：今回の計画では数値目標を決めるのか。 
事務局：数値目標までは考えていないが，総合計画に盛り込むかどうかは，協議が必要で

ある。福岡市要保護児童の社会的養護あり方検討会（以下，「あり方検討会」とい

う。）として数値目標を出していただいてよい。 
委員長：数値目標は各検討項目の中でご意見をいただければと思う。 
委 員：何点か質問がある。①児童養護施設の管外委託が全体の１割もあり，多いようだ

がなぜか。②情緒障害児短期治療施設（以下，「情短施設」という。）と児童自立
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支援施設は市内にないので仕方がないが，広域に利用しているがこの事情は何か。

③里親の中で養育里親がどれくらいいて，専門里親がどれくらいいるのか，養子

縁組里親がどれくらいいるのか。④一時保護委託に関してだが，里親やファミリ

ーホームが多いが，どういう年齢層がそこに行っているのか。一時保護の目的は

私の認識では，アセスメントをする場所であるということだが，そういうところ

を一般の里親にも求めるのは過重負担ではないかと思うが，どうなのか。一時保

護の目的をどのように考えてしているのかを絡めて意味合いの説明を。他都市よ

りも里親やファミリーホームへの委託が多いという前提からの質問である。 
事務局：１点目の児童養護施設の管外措置が多いのではという質問についてだが，市内に

は３施設は，従来は大規模で定員が 100 名という施設であった。今，そのうち１

施設は，ユニット制に変わっているが，全部の定員が 100 名程度ということがあ

り，こどもが大規模な施設への適応が厳しいであろうと判断される場合に，県外

や市外でかなり小規模の施設があり，受け入れが可能であったため，その施設へ

の入所が一定数ある。情短施設，児童自立支援施設についてだが，福岡市独自の

施設を持っていないので，すべて管外施設へということになり，福岡県の施設が

情短施設，児童自立支援施設１か所ずつある。情短施設は県内に一か所のため，

県内の８児相から入所の依頼があり，受け入れが月単位の順番待ちということが

あるため，県外の施設への措置となっている。児童自立支援施設も同じ状況であ

り，共犯関係で一度に子どもを措置するときは，一緒の入所を受け入れないとい

うことがあり，県外の施設にお願いしなければならなくなる。なお，児童自立支

援施設の数字は国立も含んでいる。里親委託の 93 人の内訳というのが，数値がき

れいに出ないが，養子縁組は 10 人まではいない。他は養育里親である。里親やフ

ァミリーホームへの一時保護委託が多いのは，児相のアセスメントが終わってい

て行先が決まっていない時に委託をお願いすることがあることと，保護者の入院

などの急な状況も一時保護所ではなく里親やファミリーホームへの一時保護委託

で対応している。アセスメントが必要な子どもについては一時保護所で実施して

いる。 
委 員：一時保護所がいっぱいなので一時保護委託をしているのではないとの理解でいい

か。 
事務局：それもある。 
委 員：今の社会的養護の課題として短期化と家庭復帰を含めた親子関係の統合などがあ

る。子どもにとっては小規模でいいということだが，統合を考えたときには，遠

方だとどうのなか。あまり遠くはない市外なのか，遠い市外なのか。 
事務局：保護者によっては市内では遠隔地であっても，市外だと近いということがある。 
委 員：大部分は県内の市外という理解でいいか。 
事務局：保護者の面会や外泊も行ける範囲内という事例が多い。 
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委 員：資料４の情短が２人とか６人と少ないが，情短施設の必要な子どもが少ないので

はなく，情短施設の受入がそれくらいということである。県全体で年間に新たに

受け入れられる人数が少ないということで，他県の情短施設もその県の受入でい

っぱいということがある。情緒的な問題がある子どもがどこにいっているかとい

うと，管外施設の小規模な児童養護施設に入所するか，里親やファミリーホーム

へ委託している。市内の児童養護施設は，割と大規模な施設が多く，虐待を受け

た子どもや発達障害を持つ子どもが適応するには難しく，管外施設への措置が例

年 10 数人いる。 
また委員の質問で専門里親はどうかというのがあったが，福岡市内の専門里親

はほとんどファミリーホームを開設しておりそこに虐待を受けた子どもが委託さ

れており，また，専門里親として委託している子どもは２人である。 
委員長：福岡市としては情短施設が必要だが，県のキャパの関係で少人数であるというこ

とである。他に質問は。 
委 員：これまでの取組み状況の資料があるが，今の計画では 26 年度までだが来年度まで

に具体的に進めているものがあれば伺いたい。 
事務局：来年度は，今の段階でお伝えする具体的な事業はなく，申し訳ない。情短施設の

課題があり，事業化に結びついていないという現状がある。今年は児童家庭支援

センターができたが，1 か所目の検証をしっかり行いそれを踏まえてからの次のス

テップをと考えている。 
最新の情報では，国は，平成 27 年度から児童養護施設の職員基準 5.5 対１を，

社会的養護の課題と将来像に出ていた数字に引きあげを実施する予定ということ

で，本市もそれに向けた準備をしなければならないと考えている。ケアが難しい

子どもを児童養護施設が対応している状況へのフォローと相談機能の強化いう部

分で様々な方が相談できる体制などを考えている。 
委 員：資料２は，前回のデータをそのまま使われているようだが，母子生活支援施設に

いる子どもたちの状況がなく話せない。厚労省では母子生活支援施設にいる子ど

もたちも社会的養護を必要な子どもなので記載してほしい。また，今４月１日現

在で，百道と室見で０歳児からの子どもの人数が 143 人いる。室見寮は市外から

の措置もいるので，福岡市内の子どもたちの人数はこれよりも少ない。福岡市が

市外に措置されている子どもがどれくらいいるのか把握していないが，今，市内

だけで言えば 120 名相当数で，市外措置を含めて 140 名ぐらいではないかと考え

ている。20％近くの子どもたちが母子生活支援施設で生活しているということを

ご承知いただければということで報告させていただく。 
委員長：母子生活支援施設の子どもも社会的養護を必要とする子どもであるということで，

資料の中にいれていただきたいということだが。 
事務局：失礼しました。市外も含め数値は把握しているので追加で記載する。 
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委員長：追加の資料で次回提出をお願いする。その他の質問は。 
委 員：資料９の予定外の措置変更・措置解除について，詳しく説明いただきたい。 
事務局：平成 21 年度から平成 24 年度の４年間に予定外に措置変更や措置解除をした子ど

もたちが施設ごとに何人いたのかということと，なぜそのような状況になったの

かということを，子ども側の要因，施設・里親側の要因，保護者側の要因として

分類をしたものである。それぞれの子どもたちの年齢や子どもが抱える問題とい

うことで，大まかではあるがまとめている。予定外の措置変更・措置解除とは，

入所時にどのような支援をしていくのか，どのような時期に家庭に帰していくの

かという大まかな目標設定をしており，入所後も施設や里親と協議を重ねながら

子どもたちを支援していくが，当初の予定や支援計画どおりに進められなかった

ものについて分類をしているものである。 
委 員：措置変更や措置解除があるが，この子どもたちはこの後結局どこに行ったのか。

行先を教えていただきたい。 
事務局：一番上が施設ごとの数だが，児童養護施設で措置変更や措置解除となった子ども

たちは，情短施設や児童自立支援施設へ変更になったり，里親への委託変更とな

ったりもあるが，家庭に帰った子どももいる。その内訳の数値は手元にない。 
委 員：措置変更や解除に至るまでに何が起こり，その後の処遇がどのようになったのか。

他の可能性はなかったのか。措置決定のプロセスで困ったことも多いと思う。そ

こも今後の課題を考える１つの視点であると思う。 
委員長：次回のときに内訳と委員が質問された措置の内容の資料の提示をお願いする。 
委 員：厚生労働省のデータを見ると，里親家庭から子どもが解除後どこに行っているの

かの数字がある。措置変更になった，里親家庭から乳児院に行った，児童養護施

設に行った，情短施設に行ったなどの数字が出てくるが，家庭引取りになったケ

ースもある。ここで言っているのは予定外の措置変更は，措置不調になったとい

うことだが，措置変更だけでなく家庭引取りになったケースにも不調になったケ

ースもある。児童養護施設から不調で退所になった子どもも措置変更だけでなく

予定外に家に帰したケースもある。このため，厚労省の数値からは措置不調にな

った割合は見えない。この資料９の数字はうまくいかなかった子どもの数が何人

なのか，施設ごとで何人なのか，措置不調となった子どもたちは何人なのかを示

したものである。解除，変更後どこにいったのかという数字は，施設ごとに特徴

があるので，次回に説明する。 
委 員：中卒後の部分もわかればその状況も説明いただきたい。 
委員長：措置不調の状況と中卒後の状況も次回に説明をお願いする。 
    検討課題について移りたい。検討事項が７項目あるので，１～３について意見を

いただき議論を深めたい。今日は総論で，各論は次回以降に検討するということ

でお願いしたい。 
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委 員：前提として，１～７があり，その中に細かくあるが，例示ということでよいか。 
事務局：前回の６項目と今回国から出ております推進計画ということで盛り込んでいる。

その中の項目は事務局が考えている部分ということである。 
委 員：市が中心的課題として考えているものということでいいか。他にもあるというこ

とでいいか。 
事務局：当然それ以外もあると考えている。 
委員長：検討項目として事務局から７項目出ているが，他にもあるということで，検討し

てよいか。 
事務局：あり方検討会設置要綱でも検討事項を限定していないので，前回の議論を踏まえ

てという部分と今回，事務局が検討してほしい部分を加えた。 
委員長：１～３を議論して，４～７を議論した後，その他にも課題があるということであ

れば意見を出していただきたい， 
委 員：家庭支援機能等の強化ということになるが，ショートステイの機能を提言に盛り

込み，その仕組みを形にしたい。私は乳児院の施設長だが，今日現在で 19 名でも

うすぐ，ショートステイで赤ちゃんを預けきれないという状況になり，預けたい

がだめなのかという問い合わせを断らなければならない状況。施設がいっぱいの

ときは預かれないという状況では，家庭支援をしたくてもできないという状況が

起こっているので，別の仕組みでできないものかと考える。ショートステイの件

も考えていただきたい。 
委員長：ショートステイもニーズがあるということで，そのシステムも考えていくべきで

はないかということ。 
委 員：ショートステイの実績はもらえないか。 
委 員：数はずっと増えているので。 
事務局：延人数で数をとっているが，増えてきている現状がある。計画の当初の目標では，

８か所に増やすという目標になっていたが，５か所から増えていない。今，委員

が言われたように，既存施設ばかりに頼っていると，定員がいっぱいになると利

用できないという状況になるので，何とか考えていきたい。ショートステイは，

こども・子育て審議会でもニーズ調査を実施しており，結果がまとまれば紹介し

ていきたい。 
委員長：データはあるとのことなので，次回データを出していただく。目標が８か所で現

在５か所なので，あと２年半の間に３か所設置するということになるのか。 
事務局：１か所は何とかなりそうである。 
委員長：増やせない理由は何か。 
事務局：施設機能的に子どもを 24 時間養育できる体制がとれるところでないと，お預けで

きないということになるが，そうした体制が整っているところがなかなかない。

ショートステイだけのために施設を整備するというよりも，既存の施設でも定員
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を超えても受け入れる方法がないかというところを検討できないかと考えている。 
委 員：項目として，社会的養護を支えるものとして，児童相談所の機能，一時保護所機

能の強化，この５年間で人も増えたようだが，児童相談所の機能が充実していく

ことが重要ではないか。そのあたりもあり方検討会の方で書いた方がいいのでは

ないか。３の家庭支援機能では，５月から子どもの村が児童家庭支援センターと

して委託を受けている。相談機能は，大体月間１０家庭ずつ増えており，月に７

０～８０家庭の相談を受けている。親子を並行的に指導しているので，あまり待

たせずに，１週間から２週間で支援ができているのではないかと思われる。児童

相談所，区役所と連携して，児童相談所で相談したが休日夜間で紹介されたもの，

児童相談所で長く待つより早く支援を受けた方がいいということでの相談。また，

児童家庭支援センターの役割の里親支援については，今は，里親と一緒に研修を

やっている。また，レスパイトということで，子どもと一緒にキャンプを行って

いる。区役所からの相談もある。市町村への支援が児童家庭支援センターの役割

としてあるが，先日，浜松市の児童家庭支援センターが視察に来られたが，浜松

市では，市町村の要保護児童対策地域協議会のスーパーバイズをするなど，市町

村支援をよくしている。区役所との連携としては，考えさせられた。また，ショ

ートステイだが，子どもの村は，里親家庭でのショートステイができないかとい

うことで相談していたが，それも可であるとのことでしたので，子どもの村での

ショートステイをもう少し広めたいと思います。 
事務局：箇所数だけではなく，トータルで人数を受け入れるのと，エリア的な問題と総合

的に考えなければならないと考えている。 
委 員：相談とショートステイは予防的な支援ということでは大事。 
事務局：区役所でもケースワークをしているが「お母さん疲れたでしょう」ということで

ショートステイを利用したりするが，そういうときに紹介先の施設が満員という

ことになると，支援メニューを別なルートを考えないといけなくなるので，ショ

ートステイは家族にあった社会資源としてケースワークの中でも重要と認識して

いる。 
委員長：具体的な検討課題である。子どもの村がＮＰＯで重要な機能を持っているので，

そこのデータを次回に出してもらえればと思う。児童相談所の機能強化が中枢と

なってくるので，そこも検討課題と思うが，どうか。 
委 員：私は・・・皆さんで議論してもらえれば。 
委 員：児童相談所の機能強化は，あり方検討会から言わないと，行政側からは言いにく

い。 
委 員：検討課題として３点。施設機能の検討課題で情短施設しか書いていないが，児童

自立支援施設もなく受け入れ先もないようだが，設置も含めて書くのか，どうす

るのかという課題も入れるべき。２点目は，福岡は実績として家庭養護の国の目
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標はすでに達成し，今後も増えていく里親やファミリーホームの支援体制をきっ

ちりつくらないと，投げ渡しになると大変なことになる。その役割が児童相談所

なのか児童家庭支援センターなのか，各施設の里親支援専門相談員なのか，里親

会なのか，どこを役割と考えるのか。また，里親さんやファミリーホームはどこ

がいいと考えているのかというところを，ぜひ書かないと，疲れたとき何かあっ

たときに大変ではないか，ぜひ検討課題として入れていただきたい。３点目は，

希望度は低いが，国では，養子縁組を，児童相談所を通じてだと時間がかかるか

ら民間を通じての仲人というところで，法律をそのように作ろうと考えている議

員もあり，検討会がある。養子縁組について児童相談所は関係ないと思っている

のか，児童相談所が関係ある部分は最低限書こうということなのか，民間の独自

でやろうとしている部分もある程度踏み込むのか，これまでもあまり考えられて

来なかった部分だが，入れた方がいいのかどうなのか。さらに言うと，民間に頼

む人たちには，飛び込み出産など医療機関を十分に経過しないできて，児童相談

所にも行きづらくて結果的に病院とあっせん機関との間で対応している事実が結

構ある。そこまで含めてここにいれるのかどうか。子どもの世界の課題としては

あるが，検討課題とするのかどうか考えていただきたい。 
委員長：情短施設と児童自立支援施設の設置を含めた検討課題としてはあると思う。２点

目は，里親やファミリーホームへの支援体制をどうしていくのか，その時に里親

を含めた本人の希望をどうくみ取っていくのかということ，３点目は家庭養護の

中で民間が参入しているが，それを検討課題の中でどう考えていくのかとういこ

とも今後の検討課題としていきたいと思う。今の件についてご質問ご意見は。 
委 員：里親だが，ＮＰＯでの里親サロン，里親会で地域里親サロンというのをやってい

る。いろんな支援のあり方があっていいと思うし，里親以外の専門知識のある方

に相談したいという場もあるが，多くは，里親に聞いてほしいというのがある。

そういうのが，里親会の中で機能とまでいかないかなというのがある。実は，予

算が苦しくて，事務所も持ちたいがない。今年度は児童相談所の図書室を借りて

いるが，そうではなくて，皆さんが気軽に集まって話せる空間があったりすると

よい。自分は何代目かの会長だが，前任の資料はない。個人の家で保管されてお

り，見ることができない。今から先も里親が増えるのであれば，事務所も借りら

れて書類も整理できる場所，その中で，里親同士がたまには話して帰れる場所が

そろそろ必要ではないかということで，支援の 1 つとして検討してほしい。 
委員長：ピアサポートということで集まれる場がほしいということと，大事なことだが，

資料の保管が里親個人のものとなり継承されていないという２点は今後の課題か

と思う。 
委 員：里親会による支援については，委員がよく講演で「重層的里親支援」ということ

を言われるが，本当にそうだと思っている。厚労省も色んな里親支援のメニュー
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をつくっているが，里親支援機関，児童家庭支援センター，里親会など。里親さ

んにとってはどのメニューもそれぞれ要求に応じて必要なことだと思うので，里

親支援の重層化ということであげてはどうか。色んなメニューが増えていくこと

が里親にとって必要なこと。福岡では子どもＮＰＯセンターによる支援，施設の

里親支援専門相談員，そして里親会があるが，そういうものを結んでネットワー

クを作っていくことも重要と思う。 
委 員：いわゆる心理的関係をピア関係，教育的要素の間ぐらいの関係で，児童家庭支援

センターや施設などのいわゆる専門性を持ったところで，それぞれ何を目的とす

るかで関わる組織が違うのではないか，トータルで里親支援ではないかというこ

と。 
委員長：重層的サポートというところで，教育的専門的サポートというところと，ピア的

なところと中間的なところと，多様なところを委員会で提出できればと思う。 
委 員：周産期の子どもたちを，母親を含めて支援するしくみをどこがするのか。今は医

療現場が担っているのかと思うが，社会的福祉で応援できるとことがあれば，そ

れも入れていただきたい。 
委員長：周産期の支援ということであれば，大きな項目としてあげてもよいのではないか。 
委 員：養子縁組をいれてはどうかという提案があったが，書くかどうかは別として議論

はしておく課題であるし，周産期の母子支援にも関係してくる。児童相談所の現

状を話すと，福岡市には民間のあっせん機関はないが，他県の人が民間のあっせ

ん機関を経て養育されているという方は何人かいる。そういう方々を見ると，民

間のあっせん機関はその後のフォローはどうなのかという問題がある。０歳過ぎ

で遠方から移動して大丈夫なのかと思うと子どもの安心安全や，その後の養親に

対する支援を考えると，あるべき姿を議論するべきと思う。医療機関においては，

特別養子縁組についてほとんど知られていない。特別養子縁組のあり方の中に医

療機関との連携もある。 
児童自立支援施設についてだが児童相談所としては， 15 歳で退所してその後の

アフターケアをどうするかという問題。児童自立支援施設を退所してその後どう

アフターケアするのか。また，里親支援について，区の役割はどうあるべきかに

ついても議論してよいのではないか。 
委員長：民間あっせん機関については医療機関との連携，児童自立支援施設は 15 歳で退所

した後どうするのか，教育機関との連携も含めないといけないのかと思う。 
委 員：社会的養護を必要とする子どもの３分の１は里親委託とするという国の目標は，

福岡は達成しているが，これからの家庭養護の推進は実質的にどこまで，どのよ

うなかたちに考えていくか。そして，７との関連にもなるが，里親・ファミリー

ホーム，グループホームの役割・位置づけを明確にしていくこと，それに沿って

措置を考えていく社会的養護のシステムの方針を考えることも大事である。 
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委員長：全体を通して具体的なところで提案をしていければと思う。 
委 員：福岡では産婦人科で養子縁組相談窓口をしているところがあるが，今後出てくる

可能性があるということ。 
委 員：私の校区は遅刻の子が多くて，そこから不登校になる子がいる。学校の受入時間

が８時からでは遅い。保育園は７時に開園する。親はその条件で仕事を続けるの

で，親が子を残して家を出るようになる。その結果，子どもが二度寝をしたりテ

レビを見たりして遅くなるということがある。ＮＰＯがフォローをというのもあ

るが，留守家庭子ども会が朝型にも広げるといいと思う。保育園が７時から開き，

その時間を利用していた家庭の子たちが大きくなれば，必要とする家庭も当然あ

るはず。県によってはそれを受け入れているところもある。みんなで子どもたち

を支えるということが各地域で必要。 
委員長：子どもの遅刻が多いのは，保護者の働く時間が早い，預けるところが必要だとい

うところで，具体的なところも提案できればいい。住民の理解を得ていくという

ところは重要な視点である。 
委 員：周産期の母子支援というところで，児童相談所は母子生活支援施設に措置するこ

とがないので，母子生活支援施設ではどういう課題があるのか，母子生活支援施

設から見た乳児院，児童養護施設や里親に期待するところや，児童相談所に望む

ところや，母子支援に足らないものが何かを教えていただきたい。 
委員長：４～７の方でご意見を。 
委 員：里子の措置延長をぜひしていただきたい。よその県では積極的にしてくださって

いるところもあるので。里子の子は大学進学率が低い。すべての費用を借金で賄

うというのはつらいので，せめて生活費だけでも検討していただければと思う。 
委員長：進学したいときに借金で賄うというのは大変なので，措置延長をとのこと。 
委 員：自立援助ホームも，20 歳で退所というのもつらいので措置延長をと思う。二十歳

以上でも自立できない子どもたちも多い。強化という言葉をどうとらえたらいい

のかと思うが，アフターケアで手一杯でこれをどうにかできないか。１８歳以降

の子どもたちで親がいない子は本当につらい。携帯もパスポートも持てない，ア

パートが借りられない，印鑑証明も取れないということがあり，子どもたちには

「何にもしてくれない」と言われて何もできない。 
委員長：就労支援にもつながる問題である。 
委 員：アフターケアを利用する子どもたちは，精神的に弱いということもあり，結果的

にはバイト等になる。自立してバイト等で出ていくということは，金銭的に厳し

いし，措置延長となれば何とかなるのではないかと感じる。 
委員長：措置延長の問題は，費用等の課題もあると思うが，検討課題として出てくる。 
委 員：自立支援を考えたときに，こども未来局だけではできない問題がある。たとえば

就労支援であれば，自立して生活保護を受けている子もいればメンタル面で問題
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のある子もおり，他の機関と連携しないとできないと思う。 
委員長：この会はこども未来局が母体となるが，他の機関とのネットワークが必要ではな

いかとのことなので，どこかで議論できればと思う。 
委 員：社会的養護に関する理解というか，住民の方々の理解を進めるということが里親

の普及にもつながるのではないか。里親が地域で孤立することがないように地域

で支援していくという，地域で社会的養護の理解を進めていくということが重要。 
委員長：社会的養護に対する啓発活動，理解，具体的にどう支援してもらえるかというと

ころは必要である。社会的養護に対する理解をどう求めていくかということも柱

に必要である。 
委 員：予定外の措置変更もしっかりと検討すべき。こういう子たちが再び苦しい生活に

追い込まれる可能性があり，通常の退所よりも支援が必要だと思われる。職員と

里親等による二次被害が全国的に深刻である。現場で対応してあがってくるしく

みが遅い。早めに来て判断してもらって，大丈夫よという関係が必要。もってい

くと罰でも受けるような感覚になっている。施設にも里親にも必要。もう一つは，

これをやりすぎると監視されているような感覚になり，疲弊してしまう。人材確

保の面もセットでやっていかないと，職員の個人的責任に追い込んでしまう。区

の体制強化。区の要保護児童対策地域協議会の強化。区の社会的養護部門をしっ

かり書き込んではどうか。 
委員長：予定外の措置変更の子どもの支援と，区の体制強化については，福岡市の場合は

どうなっているか。 
事務局：区は虐待の通報窓口となり体制強化しており，対応できない部分は児童相談所と

連携している。区は，母子保健と連携しており，虐待も０歳など低年齢で亡くな

っている子も多いので，母子保健の部分で機能強化している。区の子育て支援課

は平成 21 年から課となって，家庭を中心に相談に対応している。社会的養護はど

うなのかというところは，区は措置権を持っていないので意識が高くないと感じ

る。さきほど要保護児童対策地域協議会の話が出たが，児童養護施設などからも

ご参加いただいており，施設のある区は認識しているが，施設のない区もあり，

まだ，里親の認知があまりできていないと考えている。 
委員長：体制を作っていくということと認識を深めていくというハードとソフトを進めて

いくことが必要。 
委 員：社会的養護のイメージが長期の養育のイメージが多いと思われる。在宅支援を補

完するという意味での，社会的養護の意味合いが増えてきている。ショートステ

イや校区里親など。社会的養護のイメージを変えていくことが必要。その中で区

の役割も明確になってくるのではないか。 
増田委員長：社会的養護の定義やイメージをどう考えていくかということと，民生委員や

児童委員と連携していくと，細かいネットワークを作っていくというところが必
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要になってくるのではないか。そうしたところも提言できれば。 
委 員：子どもの権利擁護に関して。社会的養護の下で生活している子どもたちがどう考

えているかという視点が必要。本来はこの議論の前に必要であるが，それが難し

いとしてもシステムとして盛り込んでいくことが必要ではないか。子どもたちが

どのような状況で生活したいのかを意見表明できているのかというところもしっ

かりと盛り込むべき。 
委員長：社会的養護というのは大人側の視点で，こどもがどういう風に考えているのかと

いうこともしっかりと検討していく必要があるが，そのような調査はしているの

か。 
事務局：各施設において第三者評価で子どもからのアンケートはとっているが，社会的養

護全般をどう受け止めているのかということはとっていない。各児童相談所では，

年１回は面接して聞き取りもしている。 
委 員：当事者の意見とは，児童養護施設や里親を出た子どもたちがどういう風に自分た

ちの生活をどう考えていたのか，どうなってほしいという思いがあるのかという

ことを何らかの形で子どもたちの意見を聞いていけないかなと思う。 
委 員：アフターケアを利用している子どもたちが目にして社会的養護のことを尋ねられ

答えたところ，自分たちは特別扱いか？同情されているのか？と怒った。児童養

護施設を出ていることは恥ずかしいことではないとよく言っているが，当事者に

なってみないとわからないという。そういったことに敏感になっている子どもも

いる。 
委員長：子どもたちの視点は重要なファクターであるが，どのように聞いていくかという

ことも大事である。 
委 員：子どもたちに，触れてほしくないというストーリーが出来ているということ自体

が，一つの課題である。これからもあり方をどのように考えていくかということ

は，ある面で，「私たちがこれでいいだろう」と思ってやるところと，本当に求め

られているところがあっているのかというのが大事である。 
委 員：これに関わって施設ではわからなかった本音を自分自身を振り返った時に本当に

わかっていたのか，本当に支援ができるのかと感じる。 
委員長：本質的なところで，社会のシステムを作っていくことも必要だが，子どもたちが

自己成長をどうしていくのか，どのような支援が必要かということを含めて今後

ディスカッションしていければいい。 
委 員：あり方検討会は非常に短いので，退所後の子どもたちの意見や実態を調査するの

は時間的に難しい。しかし，あり方検討会を行っていくうえで，退所した子ども

がどうだったのか等の，声や実態をフィードバックしていく仕組みを考えること

が大事である。 
委員長：どのようにしてフィードバックしていくことが検討課題として大事である。 
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委 員：子どもの村では国連のガイドラインを翻訳して出版したが，ガイドラインで子ど

もの参加とケアの方針決定について，養育者も参加できるということ。日本では

児童相談所が決定してしまっているというところがある。 
委員長：子どもの意見表明権の保障も課題だと思う。以上で時間になったため，本日はこ

れで議事を終了する。 


