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（別紙） 

第３回 福岡市社会的養育のあり方検討会議事概要 

□議題 

 ■確認・注意事項 

■資料の確認 

■（１）第 1回からの継続事項 

委員長：まず子どもの声を聴く取り組みについて，第１回からの継続事項になる。説明を委

員からお願いする。 

委 員：対象とする子ども達について，児童養護施設についてはこども家庭課の担当者から

直接話をいただき，快く受けていただくことになった。また，検討会の委員になって

いる里親会や，障がい児施設については改めて，ご相談をさせていただきたいと思っ

ている。実施するにあたっては，事前に一つ一つの場所に打ち合わせを兼ねて伺いた

いと思っている。これには 2 名の委員と子どもＮＰＯセンターが一緒に訪ねること

にしている。5月連休から 6月上旬にかけて，１か所ずつ訪問して，3名から 5名の

お子さんとお話をさせていただく予定。内容については，親しみやすい雰囲気の中で，

わかりやすく説明し，子ども達の意見を聴くという時間も取る。次に 8月にもう一度

子ども達に会って，フィードバックする時間を取ることを計画している。これからは

子どもの意見を大事にしながら，進めていくことで，子ども達にもちゃんと報告をす

ることにしている。 

委 員：どのくらいの年齢層の子どもになるかというところも施設に伺って決めたいと思

っている。 

委 員：今回のところはこの程度と思うが，将来的には，子ども委員会を作って，意見をま

とめて，出すような仕組みづくりも考えている。 

委員長：続けて事務局から。説明をお願いする。 

事務局：子どもの声を聴く取り組みについて，当事者である子どもの声を福岡市社会的養育

推進計画に反映させることを目的に，福岡市の事業として，ＮＰＯ法人子どもＮＰＯ

センター福岡に委託することとしている。 

委員長：この調査に関しては，前回の会議で費用が発生するということであったと思うが，

そのことについてはどうなっているか。 

事務局：費用については必要な経費を委託料として子どもＮＰＯセンターに支払うという

ことで考えている。 

委員長：今の提案でよろしいか。 

全 体：なし 

委員長：子どもからの意見聴取については提案のとおり進めさせてもらう。2点目の確認だ

が，子どもの声を聴くということはとても大事なことだが，声を出している子どもは

結構発言力がある。代表値ではないというのが前提。声を出せない子どもの方が結構
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多かったりする。サイレントな子どもの意見をしっかりと尊重しないと，社会的養護

の子どもを代表する意見とはならない気がする。その部分を踏まえながら，子ども意

見をしっかりと聴取してもらえればと思う。 

委 員：意見を聴くこの 3 名から 5 名の子どもはどのように選ばれるのか。子ども自身が

立候補するのか，それとも里親会や施設が選ぶのか。 

委 員：一番望ましいのは，子ども達自身から，手を挙げてもらうのが良いと思う。初めに

訪問させてもらう時に協議させてもらいたい。 

委員長：それでは関係委員 3名が中心となって進めていただきたい。 

 

■ア 婦人保護事業の相談・保護・支援の流れ 

委員長：説明を事務局にお願いする。 

事務局：前回委員から，婦人保護事業は基本的に県が中心となって行う事業であるが，支援

対象者が特定妊婦であった場合，その先の生活を見据えた場合には，婦人保護施設で

はなく， 初から母子生活支援施設を活用すればいいのではという意見があった。そ

の中で県や市の役割について，全体の流れを示してもらいたいとの要望があったが，

政令市と一般の市町村は事情が違うので，その辺りを中心に説明させてもらう。相談

は県の婦人相談所でも受けられるが，本市の場合はすべて７つの福祉事務所，つまり

区役所が対応しているのが大きな違い。そして支援についても，母子生活支援施設は

元々市の所管施設なので，いわゆる相談から支援まですべてを福祉事務所が対応す

ることができる。一方で特定妊婦に関する支援については，産前産後にどのような制

度的な活用については今後検討の余地がある。 

委員長：この件については，理解していいただいたという前提で進めさせていただく。 

 

■イ ケアニーズが高い子どもの数について 

委員長：第 2回からの継続事項となっているケアニーズが高い子どもの数について，説明を

事務局にお願いする。 

事務局：前回ケアニーズが高い子どもの数ということで，児童相談所で施設や里親に措置さ

れている子どもをＣＧＡＳ（小児用全般的評価尺度）というものさしで約 450 名程度

を分析している。また区が持っている要対協のケースについても分析をするという

意見もあったが，7区と話したところ区で支援している子どもは在宅ケースで，ケア

ニーズが高い子どもはほとんどいないという状況であったので，今回は児相で措置

している子どものみで分析を行い，次回にその割合をお示ししたい。 

委員長：今調査中だということだが，何か質問はあるか。 

委 員：ケアニーズが高い，低いという考え方だが，私が支援をしている里親だが，安全基

地の歪みという診断がある。中学生だが，不登校になって，里母にしがみつくように

暴言・暴力があったり，ゲーム依存しているという状況。ケアニーズということを考
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えたときに，子どものアタッチメントの問題とトラウマの問題が大きなポイントで

あると思う。アタッチメントとトラウマのスケールが一つ必要な気がする。ケアニー

ズが非常に高い子どもには専門的なケアが必要であり，児童養護施設が高機能化し

て対応するという考えがあるが，トラウマとアタッチメントの問題になるような気

がする。 

委員長：ケアニーズが高い子どもをどう定義して，どれだけいるかというところは今回のポ

イントになると思う。委員から指摘があったアタッチメントとトラウマに関するス

ケールについて，委員から説明をお願いしたい。 

副委員長：併せてＣＧＡＳにその辺りが盛り込まれているかを説明いただきたい。 

委 員：ＣＧＡＳは子どもの社会生活機能を横断面でありのままに実況化するものである。

望ましい対人関係であったり，学業であったり，家庭生活といういろいろな領域でど

のくらい十分にニーズが満たされているか，十全に機能しているかが見られる。0か

ら 100 で測れるので，一番わかりやすい客観的な尺度ということで取り組んでいる

が，委員が指摘されるように質的な問題がある。0～100 で測れるが，質的な問題も

見ておかないと施設や里親に措置された時に，状況が変わったところで出て来るニ

ーズというのもあるので，先を見越したニーズ，潜在ニーズまで評価するのであれば

質的な評価も必要。里親や施設のスタッフとの関係の中で，ハイニーズになってくる

子どももいるので，そこがおそらくアタッチメントの質的な評価になると思う。しか

しアタッチメントの評価というのもなかなか難しく，いろいろな年代の子どもに共

通して使える尺度があまりないが，明らかな虐待が何度も繰り返されているという

事実の積み重ねで，その量が多い子ども程，その時は表面的にいい適応を見せていて

も，育ちの中でいろんな問題を呈することが多いと思われるため，そういう逆境体験

の多さから，潜在ニーズを客観的に把握しておこうという話をしていた。先を見越し

たアタッチメント，トラウマというところでは，事実としてわかる逆境体験をきちん

と把握しておく，トラウマインフォームドケアというのが，社会的養育の中でも大事

になってきているので，その一つの手がかりと思っている。 

委 員：委員からＣＧＡＳの日本語訳を頂いて，私なりに実際に里親家庭，施設にいる子ど

もの実例を付け加えながら，児相の職員に配った。基本的には，学校生活，家庭生活，

対人生活がどの程度機能しているのか，していない場合にはどのような問題がある

のか，そこを中心に見ていくものなので，わかりやすい。一方でトラウマが原因なの

か，アタッチメントが原因なのか，複合しているのか，発達障がいなのかというとこ

ろまではこのスケールではわからない。そこまで求められると，トラウマ，アタッチ

メントの評価というところは研究レベルになるので，短期間ではなかなか難しいと

いう問題がある。原因については今回は触れないということになるが，現状の生活が，

どの程度機能しているのか，問題行動がどの程度あるのか，それによって実際に，ケ

アされている里親，施設職員の手のかかる度合いとの相関関係がわかる。時間的な制
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約という観点から，ＣＧＡＳを使うことにした。全世界的に使われているし，多分評

価値によってそれ程ずれはないと思う。 

委員長：ケアニーズの高い子どもをどう定義付けるか，どうフォローするのか，どうスケー

ルで測っていくのか本当に難しい。委員がおっしゃったように，その後にアタッチメ

ントやトラウマの問題が，いろいろな里親の養育に影響してくることはあるだろう

と思う。これについては，この会の検討課題というよりもこれからの小児精神医学，

教育学，心理学のテーマでもあるので，現段階ではこのＣＧＡＳをもとに機能的な評

価だけで見ていくということでよいと思う。もう一つ言えば，今後そのようなアタッ

チメントやトラウマを理解したスーパーバイズできる専門家が必要と思うので，そ

れは今後検討会の中でそういうスタッフをどう専門的にアドバイスできるか人材の

配置に関係して議論することになると思っている。 

委 員：ケアニーズが高い子どもの人数というのは，前回の代替養育を必要とする子どもの

数からきていると考えてよいか。 

事務局：その議論から派生したものだと考えている。 

委 員：医学的な側面からのカウントの仕方もあると思うが，入口としては社会的養育を必

要とする子どもがどのくらいいるのかという議論だと思う。前回は代替養育を必要

とする子どもの数には障がい児施設の子どもの数も，母子生活支援施設の入所の子

どもの数も含まれていなかったが，社会的養育を必要とする子どもの人数を，対象児

童をどのくらい見るのかというところが本来の話だったと思う。今出ている医学的

な面からのも当然必要と思うが，今回の社会的養育を必要とする子どもがどのくら

い福岡市にいるのかというところに，もう少し焦点を絞っていただきたい。 

委 員：ＣＧＡＳによる分析は，ハイニーズの子どもがどれくらいいるかという話だったと

思う。 

委 員：決して医学的なところを否定している訳ではなく，先程ケアニーズの高い子どもの

人数に関して，区役所がかかわっている子どもは高くないと，だからそれは在宅でい

いんだと，そのような整理をされたように聞こえた。区が対応している子どもや，障

がい児施設や母子生活支援施設に入っている子どもも対象にすべきではないか。 

委員長：ケアニーズが高い子どもを区で対応していないという話であるが，その分析を今後

どうしていくのかという問題だと思う。 

副委員長：ケアニーズの高い子どもについては，施設にするか里親にするかのところの議論

である。ケアニーズが高い子どもが施設措置が必要であろうというところからケア

ニーズの高い子どもがどのくらいいるのかという話が出て来たと思うので，その意

味ではＣＧＡＳによる調査自体は非常に意味があると思う。社会的養護の必要な子

というと，子どもを見るだけではなくて，当然環境がどうなのかというのが，絶対に

出てきてしまう話なので，この調査でそれが出て来るかというとストレートに出て

来る話ではないのはその通りだ思う。その意味では社会的養護の必要な子ども全体
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の数というのは，この調査で出てこない可能性はあるかなと思うが，そこはまた別の

見方が必要かもしれない。ただこの調査は，それぞれの施設がどのような機能を果た

していくのか，または里親がどのような機能を果たしていくのかという議論をする

際に非常に意味があると思う。 

委員長：ケアニーズと社会的養護の子どもをどう把握するのかというのは，非常に大事で本

質的だが，非常に多岐に渡っているので，現段階ではＣＧＡＳをベースにしながら，

進めたいと思う。 

 

■（3）ア 里親等への委託の推進に向けた取組 

    イ 施設の小規模かつ地域分散化，高機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組 

委員長：里親等への委託の推進に向けた取組，施設の小規模かつ地域分散化，高機能化及び

多機能化・機能転換に向けた取組について事務局に説明してもらう。 

事務局：資料 3に基づき説明する。1ページ目には，左の意見交換事項に里親の現状の評価，

推進すべき政策，あとは里親委託率の具体的な目標はどうあるべきかというところ

で，詳細項目でフォスタリングや現状の問題点等記載している。右側が各施設，里親

の方から意見書でいただいたものや第 2 回の委員会で各委員から出た意見である。

里親については，委員の意見を頂いているが，フォスタリングも含め，まだ十分に意

見をいただいていない状況である。2ページ目の施設については，意見書ではかなり

いろいろな意見をいただいているが，前回，各委員からの意見がない状況なので，今

日はいろいろとご議論いただきたいと思う。3ページ目の母子生活支援施設について

は，前回意見書でいただいたところで，各委員から活発な意見が出たと思っている。

障がい児入所施設に関しては意見書があり，保育所の入所等の件について問題提起

があったところである。今回は前回議論できなかった項目を中心に意見をいただけ

ればと思う。 

委員長：小規模かつ地域分散化の方から少し絞っていきたい。各施設の委員もいるので，ご

意見いただきたい。 

委 員：福岡乳児院の状況をまず先にお話ししたい。平成 26 年には定員 45 名でスタート

していて，県枠 13 名，市枠 32 名。平成 27 年が 43 名の暫定で，県枠が 12，市枠が

31 名。平成 28 年が暫定 42 名で県枠が 12 名，市枠が 30 名。平成 29 年，定員が暫定

41 名で，県枠が 12 名，市枠が 29 名。平成 30 年は定員を変更して 38 名にしており，

県枠が 15 名，市枠が 23 名。今年度は定員を減らして 32 名。県枠，市枠は今年はま

だ決まっていないが，4月 19 日現在，市が 8名，県が 9名。計で 17 名。一時保護は

市が 2名，県の 6名の計 8名。それとショートステイが市が 1名。市の一時保護専用

施設は定員 6名だが，2名である。何が言いたいかと言うと，子どもが減るというこ

とはその分職員が減るということである。暫定の計算というのが，例えば 30 名定員

で 26 年の一年間の平均をすると，暫定の通常が 1.11 の計算をすると 29 で，特例で
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1.16 で計算すると 30 名。今言っているのは定員の保証をしないと，職員が減るばか

りで，本当に行えるのかという問題が一つある。定員の保証があれば，地域分散化や

高機能というところはできるのかなと思っている。乳児院の場合は，やはり 0歳児が

いるので，夜間は夜勤の 2人体制を必ず取る必要性がある。そして 20 分おきの見回

りの時には安否確認を必ずやっている状況がある。それと夜間の場合は緊急対応が

あるので， 低 2人体制が必要でありそれを念頭に置いて，話をしていく必要がある

と思う。 

委員長：小規模化，地域分散化にしていくと委員がおっしゃったようなことは起こってくる

と思う。小規模化，地域分散化に移行していく時に，子ども達の安全を保障するため

にはスタッフを，どうしていくのかという課題があると思う。 

委 員：今委員から発言があった乳児院の今後の在り方ということで，確かに措置児童は減

っているが，一時保護やショートステイの人数は年々増えていっている。乳幼児の一

時保護や，ショートステイを考えた場合に，夜間や休日に保護した時など，里親にす

ぐ委託することができない場合も多いが，乳児院には夜勤の職員がいるので，そのよ

うな時に対応していただくというのは，本当に大きな強みと考えている。今後の乳児

院の機能として，意見書にも書いてあるように分園型グループホームとして展開す

るとか，ショートステイの受け皿となることは，いい方向性ではないかと思う。 

委員長：分園型グループホームを展開していく中で，今，乳児院，児童養護施設が持ってい

る専門的なものをしっかりと活かしていくということが必要と思う。 

委 員：重い障がいであるとか，健康管理が必要な子どもとか，医療的ケアが必要な子ども

とか，そういった子ども達は里親で見てもらうのはほぼ不可能なので，そういった子

どもを乳児院の本体施設でしっかり見てもらいたい。県内で医療ケア児を受けてい

ただいている乳児院が，1か所という現状を考えると，市内の乳児院でも医療ケア児

を見ていただければと思う。 

委員長：医療ケア児，それから障がいを持った子どもをどうケアしていくのかということも

今後の課題と思う。 

委 員：乳児院の夜勤は何時からなのか。 

委 員：準夜と夜勤とがあり，16 時から 24 時までと 24 時から 9 時を組み合わせて，2 人

体制を取っている。ほかに 21 時までの勤務者が 1人いるので，夜中は 2人となるが，

今 3人体制としている。急に夜中に保護の依頼があったり，子どもに何か問題があっ

た時に動ける状態を作るために，現在 3 人でやっている。職員の夜勤が週 1 回しか

できないので，1人の場合は 7人，2人の場合は 14 人というように，週 1回という考

えからすると，職員数が減っていくと対応できない可能性が高い。だからもう少し人

がいるということもあるし，このまま減っていくと，若い人と中堅とベテランを繋ぐ

ところがどうなるのかなという不安もあるので，できれば職員はそのままの人数で，

機能を転換していくという状態を作っていただきたい。定員に対する人数の保証だ
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けは何とかしていただきたい。もしそれができなければ，市枠を県枠に振り替えるよ

うな対策を取ってもらう必要がある。 

委員長：今の指摘は非常に重要な指摘だと思う。子どもの定員が減ったらスタッフが減って

いく。そうすると小規模化・地域分散化していく中で，子どもの安全は保障できない。

スタッフは疲弊していく。保育士が不足しているということが言われている中で，乳

児院で働くということにはならない。これは，行政の問題だと思うが，定員は減って

いくが，スタッフは確保して，それを他の地域化，高機能化に移していくというのが，

今後必要と思う。 

副委員長：大きな国の流れの中で，乳児院もいろいろと考えて，こういう提案が出ていると

思う。一方で，それをやっていくだけの人員が確保できるのかという不安が当然ある

状況だと思う。ただ国も方針を作っている以上はそれなりに対応を考えているはず

なので，乳児院が変わっていく中で，人員配置について，まず国がどう考えているの

か，それで国ができないところを市が単独でやるというような考えがあるのかとい

うような話になっていくと思う。今回提案いただいている，乳児院の分園型グループ

ホームを各区に展開する，本体施設を総合養育支援センターとして機能していくと

いうような形をとっていく時に，人員配置がどうなるか，ある程度見通しがつくので

あれば，そういう方向になっていくと思うが，そこはどうしてもお金の問題になって

きてしまう。この提案を受けて行政の考えはどうか。 

事務局：現時点で今後の具体的な方策は持ち合わせていないが，方向性に関しては，国のビ

ジョン等でも示されてきた訳であり，乳児院のこれまで培ってきたノウハウを，社会

的資源として，きちんと有効に活かして，今後機能転換を図ることによって，乳児院

としてのありようを作っていきたいと考えている。具体的な人員配置等について，こ

の場で申しあげることはできないが，少なくとも今まで培ってきたものを社会的な

資源として，有効に果たしていただいて，一方で里親の委託率を高めるというところ

もあるので，そことの兼ね合いをしっかり考慮しながら，検討させていただきたいと

考えている。 

委 員：母子生活支援施設で生活している母子家庭の世帯はショートステイのニーズが非

常に高い。実際のところショートステイをしたい時に空いていないというのが現状

である。現状ショートステイや一時保護のニーズがかなりあるにもかかわらず，数が

圧倒的に少く，近場にもないので利用しづらい。そういう現状を踏まえてここに上が

っている小規模化・地域分散化，そして乳児院が今言っているように 1か所運営する

のには一定程度の職員数がいるというのもぜひ含めて検討していただきたい。 

委員長：同じ状況が児童養護施設でも起こってくるだろうと思うが，その辺りはどうか。 

委 員：児童養護施設の方で，意見書を出させてもらっているが，どちらかというと人材，

職員増というところは国の制度の問題なので，ここで話し合っていただきたいとい

う趣旨ではない。一方で地域分散化や高機能化を目指す中で，現状の配置でできるこ
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と，できないことについて，考えを今回出させてもらっている。地域分散化について

も，他の自治体と違って，福岡市の場合，既に 2か所ずつ設置しているので，これか

ら先展開していく時には委ねられる人材がどれだけいるかとか，どの地域に展開す

るのかとか，そういった課題が出てくる。1 か所目であれば,そろそろこの人独立し

てやってもらおうとか，そういったやり方があるが，今後 3か所，4か所目を展開す

るには，今のスタッフで 1か所目作った時と同じ流れでやるのは非常に困難なので，

今後設置していくにはこういった課題があるということで提示させてもらっている。

もちろん職員の数が多い方が，いろいろなことができるが，高機能化，多機能化を目

指していくにしても，この課題の解消とリンクしてやっていかないと，なかなか現状

の機能のままでは，児童養護施設の高機能化は難しいと思う。もう一つ補足で言うと，

今年度から一時保護の地域分散化ということで，一時保護専用施設を 4 月から立ち

上げてやっているが，3月までは難しいという意見を出させてもらっていた。私の立

場上，現場で働いているスタッフにこれやれ，あれやれと言ってもなかなかできない

ので，ちょっと難しいという話をしていたが，今のところ，意外と結構がんばって，

無理じゃないかと思っていたこともやっているので，そういう意味では，今回出して

いる意見が叶わないと何もできないという話ではないが，課題は課題として，認識し

ていただきたい。職員の配置基準は，多分，国ベースの制度になっているので，市の

単費でできることはかなり限界があるのではないかと思うが，あくまでもこの制度

の課題が解消すれば，こういうことができますという意味合いの意見である。地域分

散化については，先程言ったように，既にやっているので，これから先展開していく

には，プラスアルファの制度的な後ろ盾がないと，ちょっと厳しいと考えている。 

委 員：乳児院の件だが，やはり 3歳未満は家庭養育に限られるということは、子どもにと

っての原則だと思うので、それをできるだけ実現するにはどうしたらいいのかとい

う発想でいったらいいと思う。ただ子どもの村でも乳幼児を預かっているが，例えば

医療的ケアが必要だとか厳しい障がいを持っている子どもを里親家庭で預かるとな

ると，専門性において支援がないと難しいというところがあるが，それでもやはりそ

れを目指していくべきと思う。できるだけ乳児院では在宅支援を，また，あり方とし

ては短期間で家庭養育に移していくことを目指すべきではないかと思う。乳児院も

児童養護施設も今，その方向で予算がつきつつあるので，極力それを利用しながら進

めていくというのが，原則的な考え方ではないかと思う。 

委員長：それぞれの施設の現状とこうしていきたいということを話してもらって，3歳児未

満の在宅支援の難しさ等々の意見をいただいたが，方向性としては，小規模化，地域

分散化，高機能化という形で，それぞれの施設が考えているということだろうと思う。

その時に現状のスタッフも十二分にがんばっているということだった。それを踏ま

えて国の制度，法律のバックボーンがあって，それに予算，人をどうつけていくのか，

福岡市としてプラスアルファで何ができるのかというところを具体的にこの場で提
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案できればいいと思う。こういうものをデザインした時にいいなとは思うが，結局現

場では苦しい思いをしているというのが，結構あるので，そうならないように知恵を

絞っていけたらと思う。では小規模化，地域分散化，高機能化，多機能化，機能転換

についてまとめて意見をもらっているので，一括して議論したい。 

委 員：多分乳児院も児童養護施設も，一つの方向性は一時保護またはショートステイとい

ったより予防的な部分であるとか，在宅支援を補強していくという部分で，施設なら

ではの機能が，今後もっと増えていくのではないか。また先程委員が言われたように，

母子生活支援施設においても，里親家庭においても，一般家庭においても短期間預か

ってもらう十分なキャパがあれば，在宅支援がもっと維持できるのではないか。そこ

の部分がどれだけの量なのかというところは，今は見えないかと思うが，それは一つ

の方向性と思う。乳児院の措置入所が減ってきて，一時保護，ショートステイが増え

ている。児童養護施設も今後措置でない部分が増えていくという方向性と思ってい

るが，その辺りを確認したい。 

委 員：元々ショートステイは，定員の枠で受けているが，10 年前だと，措置の子どもが

ほぼ 100％だったので，そもそも相談がなかった。だんだん入所の方に少し余裕が出

てきて，その時期くらいから区役所からショートステイの打診があって， 近は虐待

防止ということで，区役所が子育て支援の機能を担う中でショートステイが利用さ

れるようになった。前年度は改築の関係で途中ショートステイの受け入れを止めた

が，１年間延べ６００日くらいショートステイで預かりをしている。ただ現状では保

護者の送迎など，課題もあるが，それくらいのニーズがある。多分これから，より利

用しやすくなるような制度に変えていくとショートステイの需要というのはものす

ごく多くなると思う。ショートステイの実際の利用の人数が自治体によって違うと

思うので，例えば全国の政令市の，どのくらいショートステイの利用実績や，その自

治体の施設の定員と現員の差を資料としていただければ，今後ショートステイをど

のくらい受け入れる幅を持てばいいかという指標になると思う。 

委員長：ショートステイについては，先程の委員のお話の中でも近ければもっと預けられた

りということがあったが，極端な話，車で 5分だったら行けるが，車で 1時間もかか

ると難しくなるので，そういった意味では分散化が必要だと思う。一方で分散化して

いる時に，スタッフをどう配置するのかというのが，今の状況では非常に困っている

ということなので，その両面をどう解決するのかということが必要だと思う。 

委 員：予防的な取り組みが重点化されて，一時保護，ショートステイが増えるということ

はいいことだと思うが，それから在宅支援に繋げていこうとする時に，一時保護，シ

ョートステイした子どものアセスメントをしっかりしておかないと短期間で施設を

出ていくことになり，頻繁に子どもが家庭と施設を行き来することになる。社会的養

護の理念であるパーマネンシーを考えると，逆に子どもがくるくる回っている状態

になりかねないので，そのアセスメントをどういうところが担って，ちゃんと在宅支
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援に繋がっていくかというのをモニターできる仕組みが必要になると思う。 

委員長：一時保護のアセスメントをどうするのかというところはとても大事なところだと

思う。数字の取り方で里親委託率は上がっているけれども，里親の中で，今委員が言

ったように変わっていく。それは，里親という点では在宅だし，パーマネンシーだが，

子どもの幸福の観点からすれば，非常に不幸だと思う。なので，子どものアセスメン

トも必要だし，預かる里親側のアセスメントも必要だと思う。 

委 員：ショートステイは原則申請してすぐに利用できる制度になっているので，一時保護

と違って，制度としてアセスメントをするような制度になっていない。どうするかと

いうのは，いろいろ考え方があると思うが，後のフォローとか，かなり困難な家庭の

利用が増えてくるとすればアセスメントのために，どのような情報が必要かという

ことを考えていかなければならないと思う。 

委 員：一時保護のあり方について，少し触れたいと思う。ヨーロッパ大陸の国というのは，

もうちょっと施設ケアがしっかりしていて，例えばドイツでは施設ケアの中で，一時

保護専用施設があって，そこでアセスメントまでしっかりしてもらえるというよう

なところがある。今後，福岡市でも一時保護を分散化していくが，より身近な子ども

の視点に立った一時保護施設を作っていくとなると，そこがアセスメント機能を持

っている方がより円滑でないかと思う。現状どうなっているかというと，児相のケー

スワーカーや心理担当職員が委託先の施設に行くか連れて来てもらており，時間的

なロスもあったりするので，今後の課題として，押さえていくべきところと思う。そ

れを踏まえた上で各区にショートステイや一時保護を受け入れる施設が，福岡市内

に分散していると，それが子どもにとっても保護者にとっても有益である。ただ委員

が言われたように，分散化していくということは，各職員の人材育成等の問題もある

ので，一度に，来年度から 7区全部に置くということは難しいので，計画的に，人材

育成計画と同時に進めていくことになると思う。もう一つ，児童養護施設の地域分散

化を考えていく時に，ドイツをモデルに考えると，ドイツの児童養護施設の利用層は

年長者，思春期年齢，ティーンズが中心となっている。そうすると我々児童相談所が

保護して施設に措置する場合に，ある程度通学とか，途中で学校を辞めてしまう子ど

ももいたりすることを考えると，特にティーンズを措置する場合には，やはり福岡市

内に万遍なく分散化された施設がいいと思う。それをどのように計画的に配置して

いくのか，どれくらい必要なのかということは今後のＣＧＡＳの調査である程度わ

かると思うが，予防的な意味でも，また措置するティーンズの子どもの利便性を考え

ても分散化していくのは方向性としてはいいと思う。 

委員長：私が調査した中で里親委託率が高い国があるが，数字だけ見るとすごいなと思った

が，実際に入ってみるとなかなか難しいところもあるようだ。もう一方，アメリカの

州で社会的養護施設に，一日張り付いてフィールドワークしたが，そこは在宅の総合

センターだったが，ケースワーカー，歯科医，産婦人科医がいるので，そこに行けば
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トータルでケアされる。その中に学習支援の大学生もいる。医療から学習から，すべ

てが保障されている。調査に行ったのは 7年前なので，今どういう展開をしているか

わからないが，そういうものが，ここで言う乳幼児総合養育支援センターみたいなも

のになって，その中で先程から話題になっている人材育成もできる。そこに行けば歯

から妊娠の話から，障がいの話から何でもできるような専門機関があって，それを地

域に分散化していくということが必要と議論を聞きながら思った。今後福岡市の新

しいモデルを考えていく中で，国内のモデルや世界の社会福祉の先端を行っている

国を見ていくのも，参考になると思う。 

委 員：小規模化や地域分散化，ショートステイ等の高機能化とあるが，当事者の視点から

見させてもらった時に，ショートステイと一時保護と措置入所の子どもが一緒にな

っていると，ショートステイの子は親が迎えに来るのを，他の子どもも見ている。一

時保護の子どももいろいろなことがありつつも，帰るかもしれないという不安があ

り，一方で措置入所の子は長いこと自分は親に会っていないという子どもがいて，そ

ういった子どもの心に思いを馳せると，それぞれの機能を持ったハウスがいろいろ

なところに分散しているのが理想的と思う。現状は転換期で職員もばたばたしてい

る，その余裕のなさが，子どもに伝わって，すごく子どもも，もやもやしている感じ

がするので，現状と制度の転換が一緒に連動していったらいいと思う。 

委員長：理想論を当事者の立場からしっかりと語ってもらうというのはとても大事で，少な

くとも私は現場をそんなに知っている訳ではないので，今みたいな話はとても大事。

どうしてもこういう委員会であると，現場と離れたところで展開していきがちだが，

実際の現場のスタッフの声，それから子どもの声を聴きながら進めるべきで，転換期

だから仕方ないで終わっては本末転倒だと思う。ここまでの総括を副委員長からお

願いする。 

副委員長：今までの時間で，乳児院，児童養護施設からそれぞれ出してもらった意見につい

てやりとりをした訳だが，分散化ということについては，乳児院についても，児童養

護施設についても提案いただいていて，皆さんの意見としても，それはいい方向では

ないかという話になったと思う。それで分散した上でどういう機能を持つかという

ところでは，やはり長期の生活場所ではない，短期の一時保護やショートステイをよ

り増やしていくという方向性ではないだろうかという意見が出た。乳児院について

は，短い期間を中心にするべきだという意見もあったので，その辺りを施設側でどの

ように捉えているかというところも，まだ気にはなっているところである。あとはそ

の上でどういう機能を持つかという中では，主に一時保護やショートステイをした

時に，施設側でアセスメントまでするということも考えられるのではないかという

意見もあったと思う。それでどういう機能を持っていくのかというところはもう少

し具体的に検討していくところかと思う。あと実際に生活している子どもの立場か

らすると，もちろん分散化というのは，子どもにとって好ましいが，いろいろな子ど
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もが混在するという問題もあるのではないか。それで理想を言うと機能ごとに分散

するという意見になる。そこまで行くと長く生活する児童養護施設と，一時保護をす

る児童養護施設と，それぞれが区ごとに必要になる，そういう話になるかと思うが，

重要なご指摘だと思う。一時保護機能を施設が担っていく中で，どこでどう保護して

いくのかというところである。あとは一時保護の議論で次回するのかもしれないが，

さっきのアセスメントの話も結構重要な話でないかと思っていて，一時保護は児相

がする訳だが，生活は施設でしている。それで乳児院と児童養護施設でアセスメント

の内容は違ってくると思うが，乳児院の場合は健康状態とか，医療的なところが中心

になると思う。児童養護施設の場合は当然その後どうやって生活していくのか，それ

を子どもと話し合いながら，決めていく訳だが，それを施設と児相がどうやって担い

ながら，子どもの意見を求めていくのかが，重要な課題になってくると思う。 

委員長：現実の問題，アセスメントの問題，方向性としてはだいたいコンセンサスが得られ

てきたと思うが，現実的に方向転換する時に，いろいろな問題がある。スタッフの問

題，人材育成の問題，様々な課題が出て来た。3歳児まではとても大事だと思う。そ

れは乳児院の問題だが，生涯発達の観点で考えると，新生児，乳幼児，小学生，中学

生，高校生そこで様々なニーズであったり，ケアの仕方も変わってくるだろうと思う。

あと方向性を出していかなければならないということだが，里親のことも含めて，意

見を求めたい。事務局として今日の会議で，何か具体的なものを出すということなの

か，今のような方向性で一致させていくような形でいいのか。 

事務局：今日結論を出すということではないので，出してもらっている意見書等を含めて，

それに対する意見，もしくはまだいただいていないところに意見をもらってそれを

次回以降事務局でまとめをさせてもらいたい。そのため今日何かしらの結論という

ことではなくて，とにかくいろんな意見を出してもらいたいと考えている。 

委員長：現実の問題，こうあった方がいいという理想の問題等々意見を出してもらいたい。 

委 員：自立援助ホームについて，児童養護施設の地域小規模化というところから，少しず

れるかもしれないが，ハード面の話で言わせてもらうと，かんらん舎はそもそも築 30

年の物件を借りて，10 年以上経過しているため，移転を 2 年前から話をしている。

移転をしていく上で，現行の家賃補助の中で物件を探していくとなるとかなり厳し

い。福岡市内どこでもいいとなれば確かにあるとは思うが，学校に通う，仕事に通う

となれば，ある程度の交通利便性も求められるので，家賃補助の限度額内でそのよう

な物件があるのかとなると，なかなか自分達だけで探していくにはかなり限界があ

る。また地域に施設を増やしていくというハードの面で話をすると一法人だけで増

やしていくのは限度がある。物件探しに関しても行政の情報提供がないとなかなか

難しいと感じている。 

委員長：分散化していく中でやはりハードの面はとても大事である。物理的環境はとても大

事だと思う。ここは空いているし，安いからいいだろうとなると，それは子どもにと
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っては実はリスクが高かったりとか，居心地が悪かったりとかするので，分散化して

いく中でどういう家がいいのかというのは，大きな問題だと思う。委員から発言があ

ったように，物件をどう探していくのかという苦労は，自助努力だけでなくて，公的

な協力があればいいと思うが，民間の方が展開が早いので，民間と一緒にやっていく

ことも必要と思う。 

委 員：施設の在宅支援については話が出たが，里親支援についてはどのようにお考えか。 

委 員：私の施設では，里親支援員をまだ配置していなくて，今回この検討会に参加するに

あたって，委員や近くのファミリーホームの方と話をする中で，児童養護施設が持っ

ている強みというのは，子どもが生活している場所であるので，ショートステイもお

そらく一緒だと思うが，里子が気軽に寄れる場所として，活用してもらえればいいと

思った。また，毎年受験生がいて，受験生を持つ親の代わりを担っていたりするので，

そういった部分でのノウハウとかも含めて，提供する余地はあると思う。ただ今まで

実践がないので，どういうことができればいいのかというということは，この場に参

加しながら考えているところである。今こういうことやっているというよりは，今か

らこういうことをやりたいということである。 

委 員：児童相談所としてまだ十分にできていない中に，養子縁組成立後の支援という部分

がある。養子縁組成立後，里親委託から外れるので，定期的にケースワーカーが面接

で行く訳でもないし，それでも養親の中には今までの繋がりがあって相談に来る方

がいたり，また養親同士の会合を里親支援専門員がマネージメントしているところ

はある。法律上でも養子・養親支援はうたわれているので，そこはどうすべきかとい

うのが課題である。モデルになるのは大阪の家庭養育促進協会で 50 年くらい養子・

養親支援を行っている方がいて，昔縁組を支援した子どもが 40 歳，50 歳になるまで

ずっと支援している。やはり養子・養親支援というのは，縁組が成立した当初もだが，

その後，思春期など支援が必要な時にどう支援するのか，または大人になった時に，

自分の出自を知りたいとなった時にどのように支援していくのか，非常に長いスパ

ンで支援をしていかなければならない。そうすると児童相談所の職員には異動があ

るので，それを担うのは難しく，長いスパンで養子・養親支援するのは，児童相談所

ではない方がいいのではないかと思う。施設職員の中には何十年と勤務している職

員もいるので，そのような部分が強みとなって，長期にわたり特別養子縁組成立後の

支援を担うという可能性もあると思う。 

委員長：先程委員から発言があったが，受験期になったら受験のアドバイスもしていく必要

がある。スタッフはそれが過重になったりするが，子ども達のニーズからすれば，教

えて欲しいというのはある。大学の進学率は児童養護施設では依然として低いが，社

会的養護の子どもは，大学に行きたいけれども行けない子どもも多くいる。そういう

ニーズにどう応えていくかという点は必要だと思う。もう一点委員からの話があっ

たように長いスパンでどうサポートしていくのかというところは大事な視点であろ
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うと思う。特別養子縁組や養子縁組で，実親をどうサポートしていくのかという視点

は忘れがちだが，複雑な背景を持った人も多くいるので，そのケアも同時に考えてい

く必要がある。三点目は特別養子縁組を考えていく時に，子どもを育てていく中で，

小さい頃はいいが，思春期になると反抗期になったりする。それと親の子どもに対す

る要求と，子どもがやりたいこととずれがあった時に，親子関係を非常に悪化させる

ということがあるので，長いスパンで誰がどのように支援していくのかという視点

も非常に大事だと思う。 

委 員：私は基本的に家庭に訪問して支援しているが，施設から家庭に帰る子ども達への支

援にも取り組んでいる。感じるのは施設の中でかなり手厚くケアされた子ども達が，

突然家に帰った時のギャップに挫けてしまうことが多いという印象を受けている。

そのため施設が地域に分散化した時に，そこを活用しながら，訪問支援とうまく仕組

みづくりができれば，もう少しうまくいくケースがあるのではないかと感じる。先程

話題にあった養子縁組ではないが，家庭に帰った後，誰が見るのかというのはかなり

課題を感じる。ケースが区に移ったとしても，実際家庭の中に入り切れている訳では

ないので，区の担当と保護者が話をする時も，子どもが話す時も相当うわべだけを見

せている状態で，中を見てみると全く話と違うということはよくある。もう一つは家

庭に入って子ども達が果たして自分の意見を言えているのかということはすごく問

題に感じており，訪問に入った時には子ども達の代弁者であろうと思っている。子ど

も達の意見を保護者や，関係機関に伝えるようにしているが，なかなか家庭内で言え

ない状況にあって，不安定になる子ども達もいる。不登校にメインで取り組んでいる

が，本当にほとんどの子でそういったことが起きているというのも感じる中で，一旦

離れた方がいいという家庭もある。ではその対応が，一時保護かと言うと，緊急性は

低いし，もう少しショートステイが気軽に活用できるものであれば，多くの家庭を助

ける力になると感じる。 

委員長：実際に訪問支援によっていろいろなものが見えてくると思う。連想したのは，病気

で入院した時に 3食出て，手厚い看護師がケアしてくれて，退院して家に帰ったら，

自分で何でもしなければならないような感覚かなと思う。もう一方，もっとシビアな

話をするとパーマネンシーで家の方がいいだろうという考えは捨てないと野田市の

事件のようなことが起こってしまう。ということはアセスメントが非常に重要にな

る。緊急度が高い，この家に帰したらやばいぞという感度とアセスメントの両方が必

要だと思う。いくらアセスメントしても，野田市のケースで考えると，子どもは一旦

声を上げたけれど，出さなくなっている。いくら客観的なアセスメントをしても「い

や大丈夫」というようなことも起こってくる。そういう感覚的なエビデンスと，あと

もう一つはスタッフの，感性とか感覚の問題というのは，重要だと感じる。 

委 員：市民の役割ということで，側面から意見したいと思う。里親制度については福岡市

の中では随分市民の中に，関心が広がってきた経過があるように思う。身近な問題に
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捉えている市民が増えてきていると感じている。一方で子どもＮＰＯセンター福岡

での立場でよく感じていることだが，子どもに関して多くの方が取り組んでいるし，

その中に高い専門性を持っている方やいろいろなスキルを持っている方がどこにど

ういう風におられるのかということを，いろいろ把握してネットワーク化している。

先程委員の中で受験の子どもの支援をする話が一例として出てきたが，例えば社会

的養護の子ども達の様々なニーズに応えることも市民の役割と思う。その一つとし

て委員の活動等も，すごく身近な支援であると思う。これからの社会的養育のあり方

の中に，そういった市民の役割があるのではないかと感じている。 

委員長：里親になるのは市民なので，市民全体の理解になる。それから里親になる方の専門

性や，ちょっと困っているという里親をサポートするような仕組みが必要だと感じ

る。市民全体の理解がないと，何でそんなところにお金を使うのかとなるので，市民

の理解を少しでも深めていく，高めていくことはとても大事だと思う。 

委 員：私のところのファミリーホームで 6人子どもがいるが，今までいた子も含めて，本

当にびっくりするくらい，実親に子どもは気を遣う。親が遊びにでも来ようものなら

ジュースでも出したりするくらいの気の遣いようで，なかなか親に本当のことを言

うのは難しい。 近うちの子で自立して親元に帰っている子どもがいるが，10 年近

く親子が離れていた。それで親のところに戻ったけれど，親も子どもにどう接してい

いかわからくて，日々子どもの言動に迷いつつ，どうしていいかわからなくて，週 2

回くらい電話がかかってくる。やはり再統合というには，そこのところを誰が埋める

のかということが，すごく大事だと思う。先程の施設のこともそうだが，掲げること

はいいが，そこの中で生活している子どもや職員に新しく何かやるということは，そ

れだけでもストレスになる。であればそこに職員を配置するための何等かの助成金

が入るとか，そういうものがないと，絶対にゆとりにはならない。すべてにおいて，

こうすればいいという机上の話はできるが，実際子どもを親元に帰したり，そういう

役割が変わってきたり，そういう移行の時期というのは，ものすごく負担があるので，

そこにどれだけの支援を入れてあげるかというのが，とても大事だと思う。 

委員長：移行期に関しては，子どもの当事者も困惑している，サポートする側もいろいろな

ものが見えているけれども，子どもの代弁者として，アドボカシーとしたい，今実親

も困っているという発言があった。こういう新しい制度へ移行する時は，どんな組織

でも，ストレスになって，抵抗があり，先に進まない。これはどこでも起こることだ

ろうなと。そこをどう埋めていくのかということは必要だ。 

副委員長：お金の問題は置いておいて，里親をこれから増やしていく時に，イメージとして

は施設の方が親と子どもの交流はしやすいのではないかと思う。里親は一般的には

実親との交流は難しくなる面があるのではないかと思う。それは委員の発言にもあ

ったように，子どもが家庭に帰った時のことにも繋がる話だと思う。里親支援を考え

る時に，実親と子どもの交流をどうやっていくのか，それを保障していくにはどうや
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るのか，すごく重要なポイントではないかと思う。 

委 員：里親でも実親支援はできると思う。ただ，そこに児相の職員が間に入って取り持っ

ていくということがすごく必要だと思う。実は私のところは思春期の子どもが多い

が，頻繁にぶつかり合っていて，この間もスマホの問題で，子どもと私では意見が平

行線になってしまったので，児相に行った。すると児相の職員がすごく上手で，揉め

た時には，お互いに妥協し合わないといけないから，まず里親はどう妥協するか，里

親がこれだけ折れたから，子どももどう妥協するというような話を進めていった。や

はりお互いに全然違う価値観というか，年齢も違うから当然そうなるが，そういう場

合にはやはり第三者に入ってもらって，その部分を解きほぐすことがとても大事だ

と思う。それが里親と実親の間にもいるし，子どもと実親の間にもいるし，里親と子

どもの間にもいる。誰が第三者として加わって調整するのかがすごく大事だと思う。 

委員長：必ずトラブルは起こる訳で，それを予防するのがまず一つ。ではトラブルが起こっ

た時に，児相のスタッフがどのように折り合いをつけていくか。それが専門性だと思

う。そういうスタッフをどう育成していくのかということだと思う。 

委 員：里親家庭の場合も施設の場合も，実親と子どもの再構築支援を誰がどう担っていく

のか，児童相談所のケースワーカーとか，施設のファミリーソーシャルワーカーなの

か，里親の場合は，児相のケースワーカーとか，フォスタリング支援機関がするのか，

どこかがしっかりしないといけない。以前は施設も長期に自立まで，里親も自立まで

というケースが多かったが，家に帰せる子どもは家に帰していこうという法律の流

れからすると，そこの再構築支援を明確にしていく必要がある。もう一つは解除後の

継続的な支援は，どこが担っていくのが一番いいのかということで，乳児院，児童養

護施設で長く入所していた子どもが，家に帰って行った後，馴染みの施設職員との縁

が薄れていってしまう。施設職員は新たに措置された子どもの件に追われて，なかな

か解除後のアフターケアまでは難しいと思うが，ではファミリーソーシャルワーカ

ーができるかというと，それも限界があって，今後地域分散化していく中で，ファミ

リーソーシャルワーカーは本園にいるので，子どもとあまり関わっていないと考え

ると，いわゆる施設の多機能化の部分であるアフターケアについて，中途で家庭復帰

した子ども・親支援を行う場合の，施設の役割をどのように考えているのかをぜひ施

設の側から教えて欲しい。 

委 員：理想とするともちろん養育に関わった職員が，一定期間フォローしていく方が良い

と思う。比較的うまくいっているのは，退所後ショートステイのリピーターで来てい

るケースかもしれない。言われた通りでアフターケアにそんなに頻繁に出向けるか

というと，現実的にはできないが，例えば思春期年齢になると，携帯やＬＩＮＥで職

員のところにメッセージが入って，職員が空いた時間に様子伺いをするといった個

人ベースでやっているのが実態だと思う。他の件とも関連するが，我々が出向きづら

い理由として，元々児童養護施設は子どもが措置される場所であり，親元から離れて
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生活する場所であるというイメージが強いので，その施設の職員が行くことが，子ど

もからするとまた施設に戻るのかというメッセージを出すことにならないかと懸念

している。少し意見書にも書かせてもらったが，児童養護施設は子どもが生活すると

いうことが機能の一つくらいに割り切れると，少し外に出やすくなるという印象も

ある。また，里親家庭の方が来ても，本当にそこから一緒に帰れるのかという不安を

子どもに抱かせるようなことにならないかというところもあるので，児童養護施設

という名称がいいかどうかは別として，子どもが生活する場は一部でしかないとい

うくらいに，多機能化していかないと，いろいろなニーズに応えられないというとこ

ろがある。もう一つ先程の補足だが，受験生の話に関して，決して私の施設の実践例

がいいということではなく，学習，学力に課題を抱える子がいて，いろいろな高校を

受験して，うまくいっているケースもあれば，うまくいかなかったケースもある。 

委 員：里親のことで 3 点ほど。まず一つは里親会が出された意見の中にもあったと思う

が，今，子どもと家庭に関する委託時の情報をどのように提供するのかだが，やはり

施設と里親でもらっている情報とではかなり格差があるように思う。これは全国的

なものなのかどうなのかはわからないが，少なくともそういう印象を受けている。里

親家庭と施設とで，必ずしも同等，同じでなければいけないと言っている訳ではない

が，情報をなるべく提供するという基本的な考えは必要だと思う。情報の提供につい

てはある程度ケースワーカーに任されているところもあると思うので，一概には言

えないが，児相の情報提供の問題について，課題としてあげたいと思う。もう一つは

研修だが，子どもの村でも研修をしているが，統一されていないような気がする。も

ちろん認定前研修はキーアセットのものもあるし，国が示しているものもあると思

うが，研修をある程度体系化した方がいいのではないかと思う。子どもに対する役割

も含めてだが，児家センとして研修を受け持っていたりするので，そこで何をすべき

かについては，体系化した方がいいと思う。 後に委託率の具体的な目標については，

今日話がなかったが，これはまだまだ議論しなければならないが，具体的な目標を掲

げるとしても，その目標に到達するのに，リクルートはとても大きな課題となる。現

在リクルートについては，キーアセットと児童相談所が包括的里親支援事業を担っ

ているが，ＳＯＳ子どもの村で取り組んでいる「新しい絆プロジェクト」も大きな役

割を果たしているので，リクルートの体系化が必要と思う。 

委員長：リクルートをどうするかと，専門性を高めていくための研修をどうしていくかとい

うところだと思う。 

副委員長：今日はこの分野に関わる委員が欠席なので，必要があれば，またその話をした方

がよいかもしれない。 

委員長：今日の議論を受けてコメントをいただきたい。 

委 員：主に分散化，多機能化ということで一致して話が進んだが，分散と言うと本当に散

らばっていくようなイメージだが，本当は分散したところが繋がっていかないと，機
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能的にも変わってくると思う。せっかく地域ごとに分散していくのであれば，そこが

どうネットワークとして繋がるということも含めて，青写真が描けるとよいと思う。

あとネットワーク化に関して考えた時に，質的にも変わってくるし，地域に開かれて

いく訳なので，いろいろな人がネットワークの中での情報共有や，当事者への情報提

供をどういう仕組みでやっていくのかという課題がある。児童精神科関係で，乳児院

のケアをしている心理士のワークショップをした時に，情報共有について非常にシ

ョッキングな話であるが，親がどんな親で，どんな経緯があって乳児院に来たという

ことを，ほとんど知らないまま手探りで支援しているという発表があった。本当にケ

アの質も高くて，感度の高い発表だったが，もっと情報開示すれば親支援のところま

でできるのではないかと思った。ただデリケートな情報がたくさんあって，どの範囲

の人にどう共有するかというのはいろいろなハードルがあるかもしれないが，オー

プン参加にしてネットワークを作っていくのであれば，アセスメントは結局当事者

にとって有効な情報をもらって支援に繋げるという意味で，支援のためのアセスメ

ントであり，いろいろな人が共有しないと意味がないので，共有できる仕組み作りを

この中に項目として上げてもらいたい。特に母子生活支援施設に調査に行った時も，

いろいろな理由があるだろうが，案外送られてくる情報は少ないと聞いている。やは

りネットワークの中で情報共有して，当事者の方にも提供できるような情報の面で

も対等な関係の仕組みをぜひ検討いただきたい。 

委員長：分散化というと，散らばって，分断に繋がるのではと感じたが，今ネットワーク化

というのはとても大事で，ネットワーク化する時に，個人情報の守秘義務の部分とど

う兼ねあっていくのか，そうするとそれぞれの専門職が，本当に守秘義務を守るとい

う倫理的なものと，もう一つは何のためにやっているのかというプロ意識が必要だ

と思う。その中でアセスメントは子どもがどう幸せになるかというアセスメントで

検査だけではなくて，いろいろな情報を含めてのアセスメントだと思う。副委員長に

本日のまとめをお願いしたい。 

副委員長：方向性について意見が出て，ある程度共通している部分も出てきたと思う。後半

の方で出たのは，主に里親支援の話と施設を出た後，特に出てすぐの頃の支援をどう

していくのかという意見が出た。里親に関していくつかの指摘があり，情報提供の部

分が薄いのではないか，研修の内容をどうしていくのか，委託率の目標を決めていく

にあたって，リクルートをどうやっていくのか，こういったところをさらに考えてい

かないといけない。里親支援については，支援の必要性があるというのは共通してい

ると思うが，どこが担うのかというところが重要なところである。児相がするのか，

施設がするのか，それ以外の民間がするのかというところもあると思うので，どうい

う機能をどこが担っていくのかというところを，具体化していく必要がある。また養

子縁組の支援も縁組をした養子・養親支援も同様に重要で，検討していく必要がある。

後に分散するだけではなくて，ネットワーク化をしていくということ。それにあた
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ってはやはり情報の共有という問題も出てきて，そこをどうやって構築していくか

ということが，課題になると思う。次回が地域での支援という内容で，今日の内容と

もリンクするのではないかと思うので，そこを絡めた議論ができればと思う。全体を

通していろいろと提案いただいているが，それを担うだけの人員が必要になる訳で，

当然やろうとすればお金がいるという話になる。国ももちろん大きな方針を立てる

中で，分散化や小規模化に対しては予算をつけていくことになると思うが，果たして

今国が考えていることができるのかというところも当然問題になってくる。このあ

り方検討がどこまでやるのかというところはあると思うが，その辺りも考えながら

次回具体化をしていくことが必要と思う。 

委員長：皆さんが考えている課題と，こうしたいという方向性はある程度一致しつつあるの

ではないかと思う。里親のリクルートに関するする話があったが，その辺りの広報戦

略も必要だろうと思う。どうしても日本ではまだまだ里親や，特別養子縁組について，

理解されていない面もあるが，イメージをどう変えていくのかというところには大

事だと思っている。いろいろなことについて，ソフト面，ハード面を考えていくこと

が必要だと感じた。 

次回は 5月 31 日（金） 

（以上） 


