
（１）家庭養護の推進

家庭的ケア及び施
設のケア単位の小
規模化

→（２）施設機能の強化に記載

里親委託の推進

ファミリーホーム
の促進

里親研修の充実や
委託後の支援体制
の充実

里親制度の普及啓
発

平成21年度要保護児童の社会的養護あり方検討委員会の議論 平成２５年度要保護児童の社会的養護あり方検討会の議論

・９割近い子どもたちが施設養護

・特定の養育者との愛着形成が重要

・虐待や不適切な養育などにより、集団生活にうまく適応できない場合が多々あり、これまでの集団を基本とした
ケアのみでは、社会的養護の機能が十分に果たせない。

・地域小規模児童養護施設や小規模グループケア、里親やファミリーホームなど、家庭的な環境でのケアの充実

　福岡市は他都市と比べても里親委託が多いものの、子どもに対する里親の絶対数が少ない。
地域における里親里子への理解や支援が進むよう里親制度の普及啓発活動を効果的・継続的に
行う必要がある。

　家庭的養護を推進するため、平成21年度に創設された小規模住居型児童養育事業（ファミ
リーホーム）の促進を図る必要がある。
　また、里親が小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）を行うには、かなり大きな住
居が必要となり経済的負担が大きくなるため、市独自の財政的支援を行う必要がある。

【改善された課題】

・里親，ファミリーホームへの委託率が30％に到達した。
・地域小規模児童養護施設は，２施設２か所から，３施設５か所設置。
・ファミリーホームの設置数の目標の７か所を超え，１１か所設置。

【課題】

・児童養護施設の小規模化に伴い，里親委託のさらなる推進
・被虐待児童を受け入れる里親家庭も増加しており，里親支援の充実が求められる
・施設における家庭的養護の推進

提言項目

・里親委託優先を原則として，里親，ファミリーホーム，施設の役割をどう位置付け，里親委託をどこまで推進する
か。（何％を目指すか）また，ファミリーホーム（現在１１か所）をどこまで促進するか。

　社会的養護を必要とする子どもの受け皿には多様な里親が必要であるが、平成20年度末現在
登録している里親は77名であり、現在の里親登録数では十分とはいえない。里親の新規開拓を
進めるとともに、里親委託率の目標数値を、里親にファミリーホームを含めて30％、さらに地
域小規模児童養護施設や小規模グループケアなども含めた家庭的養護率は50％が望ましい。

（１）家庭養護の推進にかかる検討項目

・里親支援のあり方について
　福岡市では児童相談所が里親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。
　さらに，重層的里親支援ということで，教育的サポート，ピアサポートなどの目的とニーズを踏まえ，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，里親会などどのような役割分担と連携を図るべきか。（施
設の里親支援専門相談員の役割として，乳児や思春期の児童の委託を受けている里親への支援の提案あり）

・里親登録推進への取組み
　福岡市では，里親制度の普及啓発は，ＮＰＯと協働や，ＤＶＤを作成し短期間専任の里親を募集するなどの取組み
に努め，親族里親の登録も推進してきた。さらに，どのように登録を進めていくか。（元施設職員の活用の提案あ
り）

・委託推進への取組み
　里親委託に対する実親の誤解があり，児童には必要なのに，里親委託への同意がないため委託できないという事情
がある。里親委託≠養子縁組であり，家庭引取り後も親子にとって効果的であることを説明していくことが重要であ
る。

・乳児・新生児専門の里親
　乳児・新生児で社会的養護が長期化する児童は，当初から里親委託としたいが，乳児・新生児を養育できる里親が
不足するため，初め乳児院で養育し人見知りをする頃に里親委託となることがあり，子どもにとってつらい。
　養子縁組の視点からも，早い時期に委託する方が縁組に結びつきやすいので，乳児・新生児も対応できる里親が必
要であるが，どのような施策が必要か。

各議題における，課題及び検討項目の整理

現在の課題

施設における家庭的養護の推進は，（２）施設機能強化で議論

当時の課題

提言内容

　近年増加傾向にある被虐待児、発達障がい児など複雑な問題を抱えた子どもについては、里
親委託後、養育過程での対応が困難になり、予定外の措置変更・措置解除となるようなケース
も見受けられるため、幅広く人材を開拓するとともに、里親の養育能力の向上、委託後の支援
体制を充実することが不可欠である。
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（２）施設機能の強化

家庭的ケア及び施
設のケア単位の小
規模化

自立に向けての手
厚いサポート体制

→（４）自立支援策の強化に記載

ショートステイや
短期入所措置等を
活用した在宅支援
機能の充実

→（３）家庭支援機能等の強化に記載

　家庭的ケアや施設のケア単位を小規模化することにより、特定の養育者との関係の中で、子
どもとの信頼関係や安心感が確保しやすくなり、個別的なケアも可能になるなど、一人ひとり
の子どもに目が行き届き、子どもが抱えている悩みや課題も把握しやすくなる。問題行動への
対応や予防的取り組みも含めて、小規模な単位でのケアが望まれる。
　ただし、乳幼児期には、母親と同じようなマザーリング的なケアを与えることが重要で、
パーマネンシー（永続的養育）を保障するとともに、乳幼児期の愛着形成を促進するため、子
どもに安心感や安全な環境を提供できる体制が不可欠であり、愛着形成の重要性を考慮する
と、里親及びファミリーホームにおけるケアを推進することが望ましい。

国の「里親・ファミリーホーム：本体施設：グループホーム（地域小規模児童養護施設等）＝１：１：１」というモ
デル実現に向けた課題について（里親・ファミリーホームの比率は，家庭養護の推進で議論）

・福岡市の比率は？
　ニーズが横ばいである中で，児童養護施設の本体施設：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）＝１：１とするのは，地域小規模児童養護施設が原則１施設に２か所であり，小規模グループケアを
３か所以上設置する要件が厳しい。また福岡市の住宅事情から，児童６～８人が住める戸建物件を確保することが難
しく，地域分散化に課題を抱えている。
　一方で被虐待児や発達障がいを持つ児童等のケアには，施設全体の規模とケア単位の小規模化は必要であり，福岡
市の実現可能な比率，小規模化に向けた手法について。

・本体施設と小舎との役割分担
　
・職員のバーンアウト防止や研鑽について→人材の育成で議論する。

　子どもの育ちには、家庭的環境で年齢や状態に応じた適切なケアを行う必要がある。児童養
護施設においては、地域小規模児童養護施設や小規模グループケアを推進するとともに、小舎
制やユニット制などの養育形態の導入や施設定員を見直すなど、施設ごとに中長期的な具体的
目標を設定し、ケア単位の小規模化を促進する必要がある。
また、ケア単位の小規模化を促進するにあたっては、法人や施設職員の負担が過大とならない
よう、市独自の財政的支援を行う必要がある。

施設における専門
的ケア体制強化

提言項目 提言内容 （２）施設機能の強化にかかる検討項目

　発達障がいや情緒・行動障がいの子どものケアについては、障がいのある子どもを30～40人
集める形態ではなく、家庭的養護をベースとした小規模なケア形態が望ましい。
また、虐待やネグレクトを受けた子どもの背景を考えると、ハード面の構造的な変更だけでな
く、児童養護施設に情緒障害児短期治療施設の機能を持たせるなど、専門的なニーズのある子
どものケアにより多くの専門スタッフが関われる体制に強化するとともに、精神科医療機関と
の連携を行う必要がある。

・情緒障害児短期治療施設や児童自立支援施設の設置を含めた受け入れ先確保について
　福岡市には上記施設がなく，設置には市の財政状況と地元理解という課題がある。福岡県立の施設に一定枠を確保
しているが，長期的な対応と当面の対応について

・児童養護施設における専門的ケアとは，どのようなケア体制を担うのか。（情緒障害児短期治療施設と同等をいう
のか，そこまでいかないとすればどのようなケアか）

ケア単位の小規模
化の促進

現在の課題

各議題における，課題及び検討項目の整理

当時の課題

平成21年度要保護児童の社会的養護あり方検討委員会の議論 平成２５年度要保護児童の社会的養護あり方検討会の議論

・被虐待児、発達障がい児などに家庭的ケアや治療的ケアを行う施設として、小規模な児童養護施設や情緒障害児
短期治療施設が、市内には設置されていない。

・市外や県外の児童養護施設等に措置は，生活環境の大きな変化や家族との交流の困難など、望ましくなく，治療
的ケアを必要とする子どもの受け皿が必要。

・特に思春期年齢の子どもに対しては、施設の対応が困難となりやすく、問題行動への対応や予防的取り組みも含
めて、家庭的ケアの導入が課題となっている。

・2～3歳で乳児院から児童養護施設へ措置変更し、その後、18歳になるまでの長期の施設養護は、愛着形成の連続
性とパーマネンシー（永続的養育）の保障の観点から改善すべき課題である。

【改善された課題】

・心理療法担当職員（常勤）が必置となり，児童養護施設，乳児院，母子生活支援施設に配置

・地域小規模児童養護施設が５か所となり，施設で家庭的ケアの導入に取り組んでいる。

・児童養護施設の１つは，オールユニット化に移行

【課題】

・情緒障害児短期治療施設，児童自立支援施設が市内になく，受け入れ先確保が必要

・児童養護施設に入所する被虐待児童や発達障がい児に対する専門的・治療的ケアの充実

・国の「里親・ファミリーホーム：本体施設：グループホーム（地域小規模児童養護施設等）＝１：１：１」というモデルが示され，
施設規模及びケア単位の小規模化，地域分散化が推進されている。しかし，地域小規模児童養護施設と小規模グループケ
アの要件が厳しいこと，福岡市の住宅事情から，児童６～８人が住める戸建物件を確保することが難しく，地域分散化に課題
を抱えている。
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（３）家庭支援機能等の充実

家庭，施設，関係
機関等との連携強
化

メンタルヘルスの
問題を抱える保護
者に対する専門的
支援の取組みを充
実すること

各区保健福祉セン
ターの家庭支援機
能及びショートス
テイや短期入所等
を活用した在宅支
援機能の充実

家庭支援専門相談
員の活用強化

児童家庭支援セン
ターを地域の拠点
として設置

児童福祉法の改正を受けて、家庭訪問機能、一時預かり機能、親子が集う場の確保などの子育
て支援施策の充実が求められている。これら子育て支援施策を強化するため、保健福祉セン
ターには、地域ネットワークを強化しながら施策を実施・調整するとともに、施設が担ってい
る家庭支援の役割を紹介するなど、ショートステイや短期入所等を活用した在宅支援機能の充
実・強化が求められる。

近年、乳児院及び児童養護施設等においては、家庭環境上の理由により入所する子どもの割合
が増加しており、早期の家庭復帰を支援するための体制を強化する必要がある。
家庭支援専門相談員には、保護者への養育相談や指導、退所後の子どもに対する生活相談を行
うなど、施設入所後の家庭（親）支援の強化が求められる

（３）家庭支援機能等の充実にかかる検討項目

・施設における家庭支援機能の役割について（ショートステイを含む）

・施設入所児童の家族再統合に向けた支援と家庭引取り後における，施設（家庭支援専門相談員），児童家庭支援セ
ンター，児童相談所，区役所の連携について

・児童家庭支援センターの役割

・児童家庭支援センターの増設は必要か。

　各区保健福祉センターが行っている相談に応じたサポートや親子の見守りの継続は、要保護
児童に至る前の予防の観点から重要である。
　各区保健福祉センターで把握された要支援家庭については、福岡市こども総合相談センター
や各区に設置している要保護児童支援地域協議会等を通じて、関係機関や関係者と連携をとり
ながら、ケース対応協議、関係者協議（ネットワークミーティング）の場を設置し、見守りや
必要な支援を継続していくことが重要である。このため、地域における相談窓口である各区保
健福祉センターを調整機関とし、福岡市こども総合相談センターとの連携を図り、地域におけ
る相談支援体制を拡充するとともに、子どもや家庭の見守りネットワークづくりを充実させる
ことが必要である。

　要保護児童の保護者については、子育てに行き詰まっていることさえ言えず相談に至らない
場合や、保護者の精神疾患により支援調整が困難な場合もあるため、産後うつや統合失調症な
どメンタル面に専門的支援を必要とする保護者に対して、母親の心の健康支援事業や養育支援
訪問事業、精神科医療機関や保健福祉センターとの連携強化等の取り組みを充実・強化する必
要がある。

各議題における，課題及び検討項目の整理

当時の課題 現在の課題

・要保護児童支援地域協議会，養育支援訪問事業，区の相談機能強化，児相との連携が充実・強化された中，どの部
分が必要か。

・養子縁組の民間あっせん機関と周産期支援

【改善された課題】
・各区のこども相談係や児童相談所職員が増員となり，相談機能が強化された。

・児童家庭支援センターの設置により，平日夜間・休日の面接・支援が可能となった。

・夜間・休日サポート事業により，泣き声通告への対応から，支援につなげることが可能となった。

【課題】

・関係機関，特に児童家庭支援センターの役割とその連携について
　平成25年度に児童家庭支援センターが設置されたが，児童相談所，区役所，児童家庭支援センターの役割分担が課題で
ある。

・施設における家庭支援機能（児童家庭支援センター）のあり方について
　ショートステイの受け入れを実施しているが，児童家庭支援センター附置されていない。

平成21年度要保護児童の社会的養護あり方検討委員会の議論 平成２５年度要保護児童の社会的養護あり方検討会の議論

福岡市には設置されていない児童家庭支援センターは、子どもや家庭、里親、地域住民等から
の相談に応じ、必要な助言、指導を行うとともに、福岡市こども総合相談センターや児童福祉
施設等との連携、援助を総合的に行う機能を持っている。地域の児童福祉拠点として、ショー
トステイの機能を持つ施設などに児童家庭支援センターを設置する必要がある。

提言項目 提言内容

予防的観点

社会的養護を必要とする家庭に対する支援
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（4）自立支援策の充実

施設退所後の自助
グループや居場所
づくりの推進

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

多様なニーズに応
じるため複数の自
立援助ホームの設
置

自立に向けての手
厚いサポート体制

提言項目 提言内容

・退所児童等には，就労の前に，社会生活等で課題を抱えている児童が多い。退所児童アフターケア事業では，入所
児童に対して研修を始めているが，自立生活能力の養育には，児童養護施設や里親等における日頃の養育が欠かせな
い。自立生活能力を高める養育に何が必要か。

【課題】

・社会生活の営みで課題を抱える退所児童等が多く，就業相談よりも生活相談が多く支援が必要とされており，就業相談まで
至っていない。

・退所後の動向把握も難しく，相談や支援のニーズ把握ができていない。

・グループができつつあるが，子ども同士の相性もあり，自助グループまでは至っていない。

他都市の例によれば、施設退所後の支援として、自助グループや居場所づくりなどがある。福
岡市においても、自助グループによる拠点事業（地域生活・自立支援事業）や居場所づくりを
市独自の財政的支援を含め、推進する必要がある。

施設を退所した子どもの中には、社会への不安や対人関係の悩みなど自立に対する不安を抱え
て、自立した後に失敗してしまう子どもも多い。このため、子どものニーズを把握し、相談・
支援体制の検討を行う必要がある。

当時の課題 現在の課題

・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、一人で就職や進学、アルバイトなどをして
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、人間関係に悩んだり、孤立化して
会社や学校を辞め、転々と仕事や居所を変える子どもがいる。このため、自助グループや居場所づくりなど、施設退所後の
サポートの充実が求められている。

・施設入所中に予定外の措置変更・措置解除となった子どもの受け皿となるのは、自立援助ホームや里親であるが、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。

【改善された課題】
・退所児童アフターケアー事業（生活相談や就業相談，仲間づくり支援，入所児童等に対する自活に必要な講習会の開催な
ど）の実施により，退所児童が相談できる場，集まれる居場所づくりができつつある。

・自立援助ホームと子どもシェルターを設置した。

施設を退所した子どもなどの受け皿としての自立援助ホームの役割は大きいが、単純に生活の
場と就労支援を必要とする子どもばかりではなく、心理的あるいは精神的に不安定な子どもも
含まれるため、１ヵ所の自立援助ホームで支援することは難しい。このため、児童養護施設に
自立援助ホームを併設するなど、多様なニーズに応じるために複数の自立援助ホームを設置す
る必要がある。

（４）自立支援策の充実にかかる検討項目

各議題における，課題及び検討項目の整理

・子ども同士の相性などで，自助グループの形成が難しい。どのような自助グループが必要で，どうすればできる
か。

・人間関係や社会生活等について退所児童アフターケア事業で対応支援しているが，就労支援など他にどのような相
談支援が必要か。

・どのような自立援助ホームが必要か。

子どものニーズに応じた教育や就労への配慮など、自立に向けての手厚いサポートを行うた
め、高校を中退し施設を退所する子どもの支援をはじめ、高校を卒業し、進学や就職をして一
人で生活していく子どもへの支援など、自立して社会に出て行けるまで長く関われる体制づく
りが必要である。

平成21年度要保護児童の社会的養護あり方検討委員会の議論 平成２５年度要保護児童の社会的養護あり方検討会の議論
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（５）人材育成

施設職員への支援
体制の強化

研修体制の充実

専門的なケアがで
きる職員の養成の
促進

施設職員の中に、子どもとの関係でストレスを抱えたり、子どもの問題に振り回されて、燃え
尽き状態に陥り退職してしまう職員がいる現状で、ケア単位の小規模化を進めるためには、施
設職員の支援体制を強化しなければ実際の底上げが出来ない。社会的養護のネットワーク（組
織や仲間）づくりや施設職員が心理士や弁護士などの外部の専門家と相談できる機会を設ける
など、施設職員への支援体制を強化する必要がある。

平成２５年度要保護児童の社会的養護あり方検討会の議論

現在の課題

・

【改善された課題】

・心理療法担当職員の常勤化により，専門的助言を得やすくなった。

・個別対応職員の配置が最低基準で義務化されたことにより，個別指導を引き受けることで，処遇担当職員を支援する体制
が制度付けられている。

・施設を超えて，合同の研修会の実施，職種別の研修会が充実してきている。

・職員配置が引き上げられた。（例：乳児院で２歳未満児1.6人に１人，児童養護施設5.5人に１人）今後も，消費税増税に合わ
せ，児童養護施設は４人に１人など引き上げられる見込み。

【課題】

・職員の在職期間が短い。（労働環境，やりがい感など）

・小規模化に伴う職員のバーンアウトの防止と育成

・児童の行動化に対する職員のストレスマネジメントと対応方法について

・職員が長く在職し，スキルアップしていくためには，どのような支援が必要か。

・職員を支援する職員（スーパーバイズ）の育成について

各議題における，課題及び検討項目の整理

（４）人材育成にかかる検討項目

社会的養護に関わる多職種の専門職が、合同で研修を受ける体制を整備するなど、養育者のケ
ア技術の向上と専門性を高めるため、研修体制を充実させる必要がある。

看護師や心理士などの専門的な機能を支える職種の実習受入れの推進や、専門的なケアができ
る保育士や児童指導員などの養成を促進する必要がある。

専門職員及び直接処遇職員の確保について

当時の課題

提言項目 提言内容

平成21年度要保護児童の社会的養護あり方検討委員会の議論
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（６）子どもの権利擁護の推進

自助グループ的な
子どもの交流を推
進すること

施設における養育
環境の改善

子どもたちが自由
に意見を述べ，子
どもの声を聴くシ
ステムの検討

各議題における，課題及び検討項目の整理

被措置児童等虐待
防止のガイドライ
ン策定，施設職
員，里親，子ども
に対する権利教育
の推進，実効性の
ある権利擁護シス
テムの制度化

現在の課題

・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、児童養護施設や里親において安心感や安全な環境を提
供することが不可欠であり、子どもが自由に意見表明できる機会や子どもたちがお互いに意見交換できる場、子どもの声を
聴くシステムが求められている。

・また、全国的に児童養護施設等における体罰事案や懲戒権の濫用事案が生じており、福岡市においても同様の事案が生
じていることから、今回の児童福祉法の改正等も踏まえたガイドラインの整備が必要である。

【改善された課題】
・それまで，乳児院及び児童養護施設において，第三者評価を３年に１度実施し，市も補助してきたが，平成２４年度から義務
化され，母子生活支援施設でも実施することとなった。処遇向上や権利擁護の推進に役立っている。

・権利ノートを配布し児童に対して啓発を行うとともに，施設入所児童が相談する専用電話を設置している。

【課題】
・児童から施設や里親から虐待を受けている等の通告を受け，対処するまで流れを定めたガイドラインが策定できていない
が，平成26年度中に策定する予定。

・子ども間の暴力やいじめの防止について

（６）子どもの権利擁護の推進にかかる検討項目

平成２５年度要保護児童の社会的養護あり方検討会の議論

よりよい社会的養護体制をつくるためには、子どもたち自身から話を聴き、制度、施設面、ケ
アの内容等の改善に結びつけることが不可欠である。
また、子どもの声に耳を傾ける姿勢そのものが、子どもの権利擁護に関する意識醸成へ多大な
影響を与える。施設職員や行政、第三者が、施設や里親のもとで養育される子どもや施設を退
所した子どもの声を聞く機会を設け、ケア・支援サービスの向上につなげることが強く求めら
れる。

施設職員や里親など養育者による体罰や懲戒権の濫用防止のため、また、いじめや子ども間の
暴力など子ども同士の権利侵害防止のため、被措置児童等虐待防止ガイドラインの具体的指針
として、子どもの権利条例の制定も視野に入れた福岡市による「被措置児童等虐待防止ガイド
ライン」を作成し、公表することが必要である。あわせて、被措置児童への具体的な権利教育
の継続とともに、虐待や懲戒権の濫用等の実態把握や対応、改善に長期的に取り組み、また、
オンブズマン設置の検討など、実効性を確保する制度化が必要である。

子どもが、自らの権利を守り、自立した社会生活を営んでいくためには、社会的養護を受けて
いる子どもや施設を退所した子ども同士が語り合い交流できるような場の提供が必要であり、
自助グループ的な子どもの交流を推進する必要がある。

子どもが安心安全な環境で生活できることが、子どもの権利であり、そのための養育環境を提
供することが不可欠である。
現行の児童福祉施設最低基準に基づいた施設養護においては、結果として集団的な生活指導を
中心としたケアとなりがちで、子どもが落ち着いて安心した生活を送るのに適した環境とする
ことが困難である。このため、基準の見直しを図りつつ、子どものプライバシーを確保するな
ど、居住環境の向上を図るとともに、ケアを担当する職員がゆとりを持って子どもと接するこ
とができるように、職員配置を充実させる必要がある。

・施設や社会的養護のケア等について，退所児童と入所している子どもの意見を反映させていく仕組みについて

・被措置児童虐待等に関しては，権利ノートで啓発し専用電話も設けているが，さらにどのような仕組が必要か。

・子ども間の暴力やいじめ等の防止について

→施設機能の強化の議論に含まれる。

提言項目 提言内容

平成21年度要保護児童の社会的養護あり方検討委員会の議論

当時の課題
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