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（別紙） 
第２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 

 
委員長：まずは，自由にブレーンストーミングをして，そのあと決めていきたい。 
委 員：前回，委員より要望がありましたので，議題に入る前に母子生活支援施設の状況

について報告したい。 
委員長：どうぞ。 
委 員：周産期の母子支援のあり方について報告する。法律上では，配偶者のいない女子

又はこれに準じる状況にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させてという

ことになっているので，本来は妊娠しているということだけでは入れないことにな

っている。しかし，過去，出産１か月前に入所した事例がある。家族が近くにいる

場合は家族の支援のもと出産していただくが，近くに身内がいない場合は，施設が

入院時や出産後の支援している。周産期の女性が入所する場合とは，子どものいな

い母親で入所後に母子家庭となる場合，すでに子どもがいて妊娠中の状態で入所す

る場合，問題なのは，入所後に妊娠する場合は父親の存在をどう見ていくかという

のが悩ましい。本来は，緊急一時保護で受け入れて，出産後に母子生活支援施設で

受け入れるというのが制度上の原則と思っている。生まれたばかりの子をもつ母親

の支援計画としては，一番大きな問題は保育園の問題である。３か月を経過しない

と入れないので，その間は母子で生活することになる。保育士が母子生活支援施設

にはいるので，沐浴の仕方や育児不安の相談にも応じ，施設側からも働きかけてい

る。また，室見寮には調理員もいるので離乳食の相談にも応じている。問題なのは

経済的問題であり，就労が難しく生活保護世帯となり，措置費と公的負担が二重に

投資されるという経費的な問題がある。子どもが３か月を超えて，母親が働きにい

っても長時間就労が困難であるため，生活保護が継続する。年度中途のため保育所

の入所が困難である。年長児は，まだ受け入れてくれるところもあるが，未満児の

受け入れは難しいので生活基盤の確立がとても難しいということがある。児童養護

施設，乳児院，児童相談所に何を求めるかということだが，母子生活支援施設は，

母子が入所する唯一の児童福祉施設であるので，母子統合の役割を果たす施設とし

て期待がもたれている現状がある。実態的なケースとしても数的には少ないが，い

ろんな悩みには相談に応じるし，母が働きやすい環境が作れるように支援している。

乳児院に対しては，冠婚葬祭や育児疲れでショートステイを利用しているので，今

後も受け入れていただけたらと思う。要望だが，母子の再統合の場合，母子の関係

性や母の育児に関する考え方など情報提供いただければと思う。また病歴や成育歴

について情報提供をいただければと思う。また，母親が児童養護施設出身であれば，

個人情報の問題もあるが成育歴やその時の様子など，支援に役立つので，情報提供

をいただければと思う。 
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委員長：母子統合の問題，情報提供の問題など法律も含め考えないといけない問題と思う。

「家庭養護の推進」についてご意見のある委員は自由にどうぞ。 
委 員：児童家庭支援センターのところで質問がある。一つは，資料５にこども総合相談

センター受託という言葉があるが，これは２号指導のことか。 
委 員：違う。児童相談所を通して相談があったもので，大半のケースは最初に相談があ

った時点で判断をして，土日しか来られないというのが主な理由だが，子ども家庭

支援センターにということで回ってきたものである。 
委 員：来所受付窓口が児童相談所というのとどう違うのか。 
委 員：こども総合相談センターからの指導のあとに，子ども家庭支援センターで経過を

フォローしてもらいたいということで来ているものである。 
事務局：２号措置とは限らない。 
委 員：児童相談所とやや重めにつながっているということか。 
委 員：こども総合相談センターと連携をとりながら相談に応じている。 
委 員：継続で直接が少ないということは，継続だが，こども総合相談センターからまた

回されてくるという意味か。 
委 員：継続というのは前の月に相談を受けてそのまま持っているが，12 月を例にとると

12 月に新たに相談を受け付けたのが９ケース，前から受け付けているケースが６６

ケースということである。 
事務局：直接というのは，前の事業では直接受け付けていなかったが，児童家庭支援セン

ターを実施するにあたり，直接受け付けるようになり件数が増えている。 
委 員：直接の受付が増えているものの，児童相談所経由が多い。このことをお互いどの

ように考えているか。ほとんど育成相談で，その部分を主に児童家庭支援センター

で積極的にやってもらおうという話し合いなのか，社会的養護のところが非常に少

ないので，当面その部分をやってもらおうというところなのか。分担はどのように

なっているか 
事務局：育成相談で保護者の就労等により平日の来所が難しいという場合は，積極的に子

ども家庭支援センターをご紹介している。児童相談所は最初の電話から面接までの

時間を短縮することが難しいので，早く相談したいというケースにも紹介している。 
委 員：相談のデータをいくつか考えてみたとき，主任児童委員，保育所，幼稚園，小学

校などの最前線の機関から，保育所・ＮＰＯを中心とした拠点事業の機能強化型と

いったものが増える，その背後に区役所・家こども総合相談センターがあって，児

童家庭支援センターがどの位置に来るかが難しいが，最後に児童相談所がある。相

談の体系として，入り口としての小学校からの流れをイメージしてしっかり位置づ

けた方がいいと思う。 
委 員：児童家庭支援センターを初めてやっているが，どういう位置付けにしていくかは

あり方検討会でも検討した方がよいと考える。育成相談は，受けるキャパがある程
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度必要な部分で，どのレベルのものを受け入れていくかというのは重要である。大

きな役割として土日に開いているというのは，児童相談所の機能としたときにカバ

ーできると思うが，全て受けいれていくのはキャパがあるので難しい。どういうと

ころをターゲットとしつつ，どういう位置付けをするかは重要な内容と思うので，

ぜひ検討してほしい。 
委員長：ベースにある相談の窓口，役割分担，流れを指し示すべきという意見だったと思

うが。 
委 員：法律的には児童家庭支援センターが何でも受け入れるとなっているが，福岡市と

してはどういう位置付けにしていくか。里親支援も含めて位置付けを考えた方がよ

い。 
委 員：これに関してはまた別途掘り下げたいと思うが，福岡市の場合は夜間休日に受け

付けているという特徴があり，ややこしい養護相談は難しいので，現在は育成相談

が中心となっている。 
 
（１）家庭養護の推進 

委員長：福岡市の特徴を踏まえて，別途検討を加えたいと思うので，事務局に整理をお願

いする。家庭養護の推進に入る。国が示す，本体施設，グループホーム，里親等を

３分の１ずつにしていくという，国の里親等の委託推進及び施設の小規模化及び地

域分散化の推進の取組ということがテーマである。前回の検討で，里親のニーズを

踏まえながら，教育的サポート，ピアサポートなどの目的に応じた，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，里親会などによる重層的支援

体制の構築が必要であるということであったが，意見を。 
委 員：里親支援専門相談員が昨年１２月から乳児院１か所に配置され，今年度から児童

養護施設１か所に配置された。福岡市は里親支援に力をいれており，家庭訪問，里

親サロンや里親会，ＮＰＯが協働して実施しているという状況があって，他の地区

の話を聞くと，家庭訪問や里親サロン部分も里親支援専門相談員が担っているが，

福岡市はそこまで至っておらず，どのような協力をしていくのがいいか模索してい

る段階。３分の１構想を考えると里親支援専門相談員は大きな役割を果たさなけれ

ばと思う。また，里親会や児童相談所の里親担当の係員と協働して体制を作り上げ

なければと思う。福岡市の里親支援専門相談員の役割，方向性を位置付けできれば

と思う。 
委員長：里親支援専門相談員が２名だがもっと数を増やすこと，その方々とネットワーク

を組み，専門性を高めるシステムをどう作るかということかと思う。 
委 員：来年度は福岡乳児院に配置されるが，児童養護施設にも配置ができればと思う。 
委員長：全施設に配置されると，その方々がコーディネーターとして話し合いができる。 
委 員：里親会と協働したいと思っている。 
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委 員：大分を視察したが，里親支援専門相談員が里親家庭の訪問やケアをしていた。福

岡市では施設は里親をライバル視していると思ったが，話してみると今まで接点が

あまりなかったということがわかり，来年は交流を活発にしていきたい。 
委員長：集まって話しあうということが大事という提案かと思う。 
委 員：いっしょ☆ふくおかの一大事業として，ある施設長から施設と里親と合同で研修

ができないかという意見をいただき，やっていきたい。 
委員長：研修と意見交流の場を設ける。 
委 員：この場の議題ではないが，里親会で話す中で，実親への教育がどのようになされ

ているのか。実際にお預かりするとほとんどの子どもには実親がいて，そうした方々

への支援はどうなっているのか。 
委員長：実親への支援や研修の状況を 
事務局：支援・教育について，施設に入所している児童も里親委託の児童も実親との関係

は継続している。ただ，頻回に支援している事例と疎遠になっている事例と両方は

あるが，児童が社会的養護にある限りは児童相談所がケアを担っている。対象の実

親をマスで教育ということは難しいので，担当のケースワーカーが１対１で親支援

に関わったり，区や学校が保育園と連携を図りながらやっている。 
委 員：長く担当して詳しいケースワーカーもいれば，すぐ他の部署に転勤したりする人

もあり，１年以上担当しているのに親に会っていないケースワーカーもいる。個人

的な印象では，最初に担当するケースワーカーは詳しくて情報も持っていて里親も

助かるが，転勤して変わった途端に情報が来なくなる。大分では専門的な方をなる

べく選ぶとも聞いたので，福岡市でもそうしてほしいと思う。 
委員長：ケースワーカーの増員や専門性は３の家庭支援機能等の充実の方になるので，再

度そこで検討する。 
委 員：家庭養護を増やすというときに，一つは国が認めている親族里親，国際的にみて

もアジアは親族里親が増えているが，ここの部分の開拓をさらに進めること，長期

もあるが，里親には長期のイメージがあり，短期でもよいということを啓発してい

くべきではないか。ファミリーホームは全国的には元施設職員の人がやっている事

例もあり，そういう方々の力を生かすような仕掛けをつくる。もう１点は，全国的

に乳児や新生児の里親委託は非常に少なく，子どもの状況がわかってから出すとい

うことがあり，養子縁組のところで言えば早いほど確率があがるので，養子縁組と

セットで考えることがあるのではないか。実親は里親と養子縁組の区別がついてい

おらず，里親に行くと子どもを取られるという不安や誤解があって，親のために行

かせていないということがある。実親のもとに帰れるし，家庭引取り後もうまくい

くというところを伝えきれていないのではないか。 
委員長：親族里親と短期から長期まで認めるという広報，元施設職員の人材力を生かす，

乳幼児は養子縁組の可能性が高いということ，実親の教育研修をどうしていくかと
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いう提案だったと思うが。 
委 員：こども総合相談センターの里親支援員は長く里親さんとの関係を築きながらやっ

てきた。里親支援専門相談員が根付いていくなら，長くご勤務いただきたい。施設

の里親支援専門相談員に対するニーズは十分高くないと思うが，里親支援に専任，

特化していくのは１つの方向性だと思う。福岡市では親族里親は積極的に委託して

おり，新生児里親も昨年から積極的に推進している。実親の特別養子縁組同意も得

にくく，結局乳児院で長くケアとなってしまう。長期に乳児院で養育するというの

がいいのかという問題があり，長期で里親委託しながら同意を得ていくのがよい。

様々な養育里親が必要だが，乳児を専門に受け入れる里親が増えていくというのが 1
つの方向性である。乳児を受け入れる里親への支援として，乳児院の里親支援専門

相談員の役割があるのではないかと思う。 
委 員：乳児里親が増えるといいというのは，人見知りが始まる前がいいというのがあり，

せめて半年以内に里親委託できるかたちにできたらと思う。長期になる場合は，実

親とセットという考え方がある。長くなる場合もあるが，親には家庭的環境の方が

いいということを伝えたい。 
委 員：元里子の子が乳児院に就職して聞いたところによると，乳児院にいるときは１対

１の状況だったが，児童養護施設に移ると，１人の先生は１０何人見ないといけな

いような状況とのことだった。もう少し児童養護施設の２歳未満の人の配置をもう

少し増やせないのかと思った。そこが福岡市で独自でできないか。 
委員長：今の意見は児童養護施設の人材を多く増やせないかという意見は，２番目の施設

機能の強化のところだと思う。 
委 員：国連ガイドラインを適用すれば，乳児も２歳未満も家庭養護，里親ファミリーホ

ームで養育すべきである原則を貫くべきで，そういった場合も，乳児院で長期養育

や児童養護施設に行く子もあり，どういう場合に限定するべきなのかというビジョ

ンを考えるべき。 
委員長：基本的には家庭養護を推進するべきだが，里親やファミリーホームに入れない子

のケアをどうするかということだと思う。 
委 員：児童養護施設の里親支援専門相談員の役割で，思春期年齢の子どもの養育の難し

さがあって，養育里親の支援をする，レスパイトをするというところがうまく活用

できればと思う。 
委員長：専門性で考えると年齢で分けることも必要。里親支援専門相談員が全施設に必要

でコーディネーターとなって，里親会と交流を持って支援を行う。また，長く勤務

でき，専門性を深めること。実親の教育支援についてだが，養子縁組も含め，いろ

いろな問題を含め，支援をしていく。全体的にこども総合相談センターや学校等で

広報をしていくこと。里親支援専門相談員も乳児や思春期の相談やケアができるよ

うに細分化されてもいいのではないかということ。親族里親をもう少し活用して広
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報していくこと。低年齢の児童養護施設の人員配置は施設機能のところで確認した

いと思う。他にご意見は。 
委 員：福岡市ではほぼ里親委託率３分の１を達成しており，そのままでいいのかどうか。

どのレベルまで家庭養護を推進していくのか。そして社会的養護にならずに済むた

めの支援を含めた実親への支援，基本的には家庭養護を推進していくことを軸とし

て，里親をどうするか，施設機能をどうしていくかということを確認すべき。 
委 員：全体的に家庭養護を推進するということだが，施設にいる子がいて，どういう子

が里親に行き，施設が好ましい子がいるのかということを確認するべきで，それぞ

れどれくらいいて，施設や里親でどういう役割を果てしていくのか。 
委員長：家庭がいいのか，施設がいいのかという基準はどうなっているか。 
事務局：明確な基準というのは難しいが，センターで家庭で生活することが困難な子ども

たちに家庭に代わる場で生活するにあたり，特定の養育者にきちんと養育されず愛

着問題が重度の場合は情緒障害児短期治療施設を考えるが，そこまでない場合，幼

児の場合はできるだけ里親やファミリーホームなどの規模が小さいところを一番に

考えている。年長の子供の場合，愛着の問題があるが，非行という形で行動化が進

んでいる場合は児童自立支援施設を考える。年長の児童は，その時点で里親やファ

ミリーホームというのは里親への負担の問題があり，児童養護施設等でのケアを考

えるというのが，センターで検討していくうえでの大まかな目安がある。 
委 員：今のような基準で運営していく中で不都合があるから，より里親を増やすと必要

があるという理解でよいか。 
委 員：基本は家庭養護。施設ケアが必要なのは，行動化や発達障害の二次障害でケアが

難しいという子ども側の問題で，里親では養育が困難な場合がある。また，実親と

の交流や実親が抱えている問題があまりに大きい場合は，個人の里親では実親との

面会が難しいという問題がある。養育里親が必要な児童がこれだけいて，現在登録

している里親がそんなにいないので，施設が必要となるという数があればいいが，

具体的な数までは把握しきれない。 
委 員：本来里親に委託すべき子が施設にいっている現状があるという理解になるのか。 
委 員：毎年度の新規入所で何人が里親にいっているかというのを考えたときに，24 年度

はマックスで里親が必要な子は里親に行き，施設が必要な子は施設にいっているが，

今年度は，里親もいっぱいになってきたので，やむなく施設に行っているという感

じ。過去措置して，そのチャンスがないまま５年１０年施設にいる子もいる。 
委 員：実際のケースで，里親委託優先の原則が出た２３年に入所した児童で，とりあえ

ず乳児院に入所させますが，里親委託しますということで同意も取られたが，今も，

乳児院の入所もして里親の同意をとるというやり方はしているのか。 
委 員：この検討会で数値目標は出すか。50 は行けると思うが，たとえば 40 でも全国に先

駆けて出せないか。 
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委 員：検討会として出してもいいのでは。 
委 員：他でも出したいのもあるし。 
委 員：数値を出さないと維持という話になる。 
 

（２）施設機能の強化 

委員長：数値がないと予算もつかないと思うので，数値目標を出すということをあり方検

討会で目標としてよいか。家庭養護の推進ということで議論を進めてきたが，施設

機能の見直しに少し入って，最後の児童養護施設等の小規模化に係る推進計画に入

る。現在の施設機能に対してご意見があれば。 
委 員：施設の子どもたちには家庭のモデルがない。交替勤務なので，１名で 10 名程度を

見るようになり，大きな問題がなければ，特別な支援が必要なときに手が回らない。

小規模化もいいが，地域小規模児童養護施設の家を借りるにも地域の理解を得てい

くのが難しい。職員もずっといられるという状況でもなく，実際に難しいところが

あるが，手本になる家庭になろうと取り組んでいる。 
委 員：子供の家，和白青松園も，長くやってきたが，職員のバーンアウトもあるが，地

域小規模で取り組んだ成果や実績も出してもらえると，大舎との違いを出してもら

えるとよいが。 
委員長：小舎と大舎の違い。小舎化していく中で職員がバーンアウトすることもあるし，

両側面を出していく必要がある。 
委 員：３分の１は里親，ファミリーホーム，３分の１を本体施設，３分の１がグループ

ホームをつくろうとなると，施設機能が２つに分かれるのではないか。一つは小規

模化するための課題，本体の課題と分けて整理した方がよいのではないか。小規模

化するために，小規模グループケア３か所以上もファミリーホームを自前で運営し

ないさいなど要件が出てくるところがあってクリアするのが厳しい。そういう課題

を考える中で福岡市独自の要件にならないものかと思うが。 
委員長：本体にどういう機能を持たせるのか。小舎化したときにどういう効果と改善点が

あるのか。 
委 員：自助グループを作ろうとしたときに，地域小規模児童養護施設にいた子が仲間外

れになる。相談する子がいない。トラブルのときに逃げ場がない。反対に家庭を教

えてもらえてよかったという子もいる。どちらがいいというのは子どもにとって違

うのかなと思う。 
委 員：保護者対応が困難な子は地域小規模では難しい。 
委 員：職員は疎外感がある。 
委員長：家庭的養護を推進する中で小舎化があるが，職員側と子ども側からもデメリット

があり，そこを踏まえて提案したいと思う。 
委 員：デメリットというと何も進まない。本当にデメリットなのか。職員や子どもの声
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だけで，全部デメリットと整理してしまうとよい答えは出ないと思う。解決できる

ものであればデメリットではなく，慎重にするべき。さきほどの家庭養護の推進で

数値目標を入れようという話になったと思うが，仮に里親委託率を４0 とするとき，

あとの 10 をどこから持ってくるのか。同じように均等に下げていくのか，グループ

ホームを強化して本体施設を減らしていくのかとするならば，どのようなあり方と

なるのかという議論になる。乳児院に一時保護委託とするのが当たり前になってい

るが，本来の仕事。乳児院については一時保護機能の強化ということを市で独自に

やって，しっかりアセスメントを行い，必要性を考えるということもやると，養子

縁組への早い対応も可能となる。本体施設とグループホームを１対１ということを

前提とするのかどうか。家庭養護を増やせば総量は減るので，その割合をどうする

のかを視野に入れるとどこをより強化すればいいかが見えてくる。 
委員長：デメリットについては，研修等で解決できれば不利益にならないだろうというこ

と。乳児院の施設機能の強化を福岡市としてどう提案していくか。 
委 員：資料３の入所者の状況。新規でこの５年間で 47 人が 49 人とあまり変わらない。

管外施設が一定数措置している。保護者の都合で遠方がいいというだけでなく，子

どもにとって望ましいということで管外施設に措置している。なぜそうしているか

というと，管外の３５人くらいの小規模施設のほうが子どもにとってよいという判

断。本体施設のサイズは厚労省が示していて，どうするべきかという議論がある。

市内の地域小規模児童養護施設はいっぱいになっているので措置できないという状

況で，地域小規模児童養護施設が望ましいというニーズは把握していないが，そう

いう観点からも考えるべき。地域小規模児童養護施設の運営は難しいと思う。ファ

ミリーホームと共通点もあるが交代制であり，職員も何年間で変わるというのも運

営のあり方，研修のあり方，職員の専門性のあり方も十分に考えていかないといけ

ない。 
委員長：地域小規模児童養護施設でも，スタッフが変わるというのもあるので，そこをど

うカバーするかも課題となる。 
委 員：福岡市独自で考えたとき，基本的ニーズとして３分の１ずつとして考えてでてき

ているとしても，実親の多様なニーズ，子どものニーズも踏まて，細かい数字の出

し方ができないだろうか。産後うつの母は乳児院からの支援を受けて，良い経過の

のちに引取りに至った。こういうケースを見ると里親では難しい。実親と子供側か

ら見たニーズ，受け皿があるのかも含めた検討ができたらと思う。 
委員長：子どもと実親のニーズにどうこたえていくかというときに，乳児院の機能の話も

出たが，そうした機能を担っていけると，家庭養護の方にも行くのかなと思うが。 
委 員：マッチングの問題。 
委員長：数値目標が出ると，マッチングの問題が抜けて，子どもと保護者と施設のニーズ

とをどのようにすり合わせていくかという問題が残る。 
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委 員：施設を小規模にした場合，現実的に人はどの程度配置が可能なのか。施設で人件

費の投入の仕方が違うが福岡市ではどのように考えて配置しているか。 
委員長：小規模化した場合に人件費はどういう基準があるのか。 
事務局：市は国の基準どおりに出している。昨年，国の省令に沿った条例を制定した。今

は 5.5 人に１人となっているが，実際には施設の方では足りないが，福岡市が上乗せ

してというかたちではできていない。小規模化すると施設職員も大変になってくる。

全体で見ていた分が個別になってくるので難しいと聞いており，本来は基準面でも

きちんとケアしていかないといけないと思う。ただ，市独自で国が目指す４対１な

どはできていてない。今度消費税の増税を受けて，国の方では４対１まで引き上げ

ることを決定しており，10％の時点で４対１への引き上げがあると見込んでいる。 
委 員：よくわからないが，ファミリーホームは補助員が入って６人を見る。現実，職員

１人がどう見ているのか。 
委 員：２人の常勤と１人の非常勤で基準はクリアしている。ベテランの職員で 2.5 人とい

うことでやっている。長期休暇の場合は長時間で働かないと回らないという現状が

ある。来年の人増やしに期待しているところだが，本園でも長勤の保障はできない。 
 
（３）福岡市児童養護施設等の小規模化に係る推進計画について 
委員長：児童養護施設等の小規模化の方に進んでいるので，次の議題に入ってよろしいか。

事務局から説明をお願いする。 
（事務局 資料説明） 
委員長：意見等あればお願いする。 
委 員：母子生活支援施設の小規模化は国からも出ていない。市内の母子生活支援施設は

定員が５０世帯と非常に大きく，全国でもベスト５に入るほどである。今後５年間

は小規模化はないと考えていいのか。 
事務局：我々としても小規模化する方がよいとは思うが，国の方向性が出ていないので今

のところは検討していない。しかし，あり方検討会で議論していただければと思う。 
委 員：国のモデルに合わせた場合とあるが，市外の数が入っている。委員は市外の施設

に入れるのは，小規模の児童養護施設がないためということであったが，ニーズも

このままなのかどうかを含めると，３つがそのまま小規模化するというわけにもい

かないと思う。このあたりも考えながら，里親ファミリーホームもこの数字なのか

を考えなければならない。機能も含めて実際に本体や地域小規模，本体のグループ

ホームもどのように考えていくのか。 
委 員：このままでは地域小規模児童養護施設ももう少し増えないと３分の１というのが

できていないが，この数字でいいのかどうか。増やすのは制度上難しいのか。 
事務局：今のところ，終着点しか書いていないが，我々は地域小規模児童養護施設あたり

で増やさないといけないし，本体施設も小規模のユニット化も必要と思っている。
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そうした中で市外も減る可能性があるという意味だと思うが，まだ読めていない部

分である。地域小規模も増やさないと数は足らないと思う。 
委員長：市外に行かないといけないというのは，それだけ市内にないということだと思う

が，その部分が必要だとあり方検討会で提起しないといけないのかと思うがどうか。 
事務局：この数字にこだわらなくてもよい。子どもの最善のケアとして，小規模化が望ま

しいとなれば，それに沿ったかたちになる。市外市内というよりは施設の形態とし

て議論していただければ。 
委 員：理屈上，市外に行かない。生まれ育ったところから遠くないところで措置するの

が原則であり，保護者との交流を考えれば市内でどのようにニーズを満たしていく

かということだと思う。本体内の小規模グループケアが何人で，グループケアで何

人でということだと思う。 
委員長：基本ベースは市内でやると。本体ベースで小規模化がどれくらいかを考えていく。 
委 員：本当に市外が必要な子は１０人未満ぐらいと思う。 
委 員：市内が原則で市外は例外である。最低本体とグループケアが１対１だと思う。家

庭養護をいくら多くしても，今のでは３対５対１で明らかに本体が大きくなってし

まい，最低限，国のところまでもっていかないと，施設ではだめだったとなってし

まう。施設の量が，足りなくなるというほどの量ではなくて，大きな集団でなくて

もやり方を工夫すれば２つの枠組みでやっていけるのではないか。 
委員長：数値としては，小規模の方を多くした方がいいのではないかということだが，子

どもと施設のスタッフとの関係など色々出てくるだろうが，計画としては，本体と

小規模を１対１を目標としていった方がいいのではないかということだがどうか。 
委 員：前提として，本体の中の小規模とはどういうことか。 
委 員：小規模グループケアは６人から８人定員がグループケアの単位となっている。 
委員長：本体の中に小規模グループケアをいくつか増やしても，本体ということか。 
委 員：大集団のもとで生活していて，いくらそこを細分化しても本体。本体から切り離

して，分園型小規模グループケアとして敷地から離れれば，地域小規模児童養護施

設と同じように初めてグループケアとなる。 
委 員：青松園のユニット化は，国の目標からすると評価されないということか。 
委 員：目標ができる前にユニット化している。 
委 員：今後はユニットの中の人数を減らしていくということが本体の機能として必要に

なってくる。 
委員長：少人数化を進めていくということ。時間が来たため，議事を終了する。 
事務局：各施設と協議した上で，また提案させていただきたい。 


