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（別紙） 

第２回 福岡市社会的養育のあり方検討会議事概要 

 

□議題 

■資料の確認 

■（１）第１回からの継続事項 

委員長：第１回の検討会で，子どもの声を聴くことを実践する取組について，委員に検討し 

てもらったので，説明してもらい，その後意見交換する。 

（資料３ Ｐ１） 

委 員：まず子どもの声を聴く取り組みについては，実際に子どもに集まってもらって意見 

を聴く取り組みを，５月あたりにできないかと考えている。もう一つの取組は，今後 

の取り組みということで，自ら声を上げることができない子どもたちの声を聴くア 

ドボケイトの担い手として，養成講座の実施及び子どもアドボカシーシステム（福岡 

モデル）の構築に向けた共同研究の提案である。民間と行政との共同で，できないか 

と考えている。なお，この取り組みは，ＮＰＯセンターとしても先行的に進めること 

を考えているところである。資料として，アドボカシーの動きや用語の説明を用意し 

たので，子どもアドボカシー制度の全体像のイメージを持っていただけたらと思う。 

（資料３ Ｐ２～５） 

委 員：前回提案した子どもたちの声を聴くということについて，具体的に検討してきた。 

目的は，社会的養護を経験する子どもにとって，ひとり一人の意見が大切にされ，エ 

ンパワメントされる社会の実現に向けて，福岡市社会的養育推進計画に反映させる 

ため，子どもたちの意見を聴くということである。対象者は，施設や里親の子どもた 

ちとしている。内容は，３～６名程度のグループインタビューでどうかと思っている。 

子どもたちの安全性や匿名性も考えると，余り多くなく，一方で少人数過ぎて特定さ 

れすぎないように配慮すべきと考えている。また，始めから内容を説明し理解させる 

形よりも，アイスブレイクをし，ほぐしていきながら意見を聴く形を考えている。全 

体で１時間程度としているが，ほとんどは，活動というかアクティビティになってお 

り，子どもに直接意見を聴くのは 30分程度である。福岡市の計画の説明や３つの願 

いと題して，子どもたちが今願っていることが何なのかなどを聞かせてもらい，アイ 

デアをもらうという形で考えている。また，子どもたちが話すことで不安定にならな 

いことに特に留意し，インタビュアーは，社会的養護の経験者を予定している。次に， 

今後の福岡市社会的養育施策の当事者参画のあり方に向けて，将来的な提案をさせ 

てもらう。今後は，経験者も含め，こういう検討の場にあっては必ず子どもの声を聴 

けるように子ども委員会を作ったらどうかという提案である。実際に社会的養護の 

経験者や施設，里親家庭で生活している子どもから代表者が参加し，委員会で話すか， 

あるいは別の形で意見交換したものを市の検討会に意見として提出することとし福 
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岡市の社会的養育に関する計画等の見直し時には，必ず子ども委員会から参画して 

意見を述べるということを位置づけられたらいいのではないか。今回は，初めての実 

践であるが，今後新たな施策を提案していくときは子どもの声を聴きとるというこ 

とを提案したい。 

委 員：このプラグラムを進めたときに，誰にも言わないといいながら，緊急性の高い内容 

が子どもから出てきた場合に，どのように，施設や児相に報告していくのかなども含 

めて，さらに詳細な検討が必要であると思っている。 

委 員：今回の検討会に出す子どもの意見聴取は，関係する施設，里親会などに事前の相談

が必要だと思っている。最短で取り組んだとして，５月の連休頃にしかできないと思

っているが，ここで合意を得られれば，その方向で進めたいと考えている。 

委員長：質問はあるか。 

委 員：ヒアリングがあるということを，どういう形で子どもたちに知らせるかについて， 

文書ではピンとこないと思うので，漫画か，動画を作るなどの考えはあるか。 

委 員：チラシで分かりやすく，文書がなるべくない形で，協力してもらえる施設に配る形 

か，配るだけでは難しいということであれば，説明に伺って，参加したい子だけ参加 

してもらう。 

委 員：紙だけでは分かりにくいので，説明に行ってもらうといいと思う。ただし，施設の 

説明はしやすいが，里親は個人毎であり，里親家庭の子にどうやって伝えるか。 

委員長：伝え方，広報の問題は，後で整理する。 

委 員：対象者の選定にあたって，児相の確認等は必要か。 

委 員：特に児相の確認は必要なく，通常の生活の範囲の中で，行ってもらえればいい。 

委 員：他の施設は，「生活中の子ども」で在籍者となっているが，自立援助ホームの対象 

者は「生活中の子ども」ではないのか。 

委 員：今いる子だけでなく，出た子にも聞ければと思っている。どういった子に聴くかに 

ついては，悩むところである。 

委 員：インタビューの仕方は，同じ施設同士まとめてするのか，混合でするのか。 

委 員：３施設の了解がとれれば，合同がいいが，１施設だけだったら，そこだけと考えて 

いる。 

委 員：児童養護施設は，子どもの了解がとれれば，協力できると思う。コミュニケーショ 

ンを取ることが難しい子からも意見を聴取して欲しいと思っており，何か聴くいい 

方法があるといい。 

委 員：年齢はどうなるか。母子生活支援施設は対象としないのか。 

委 員：母子生活支援施設でも実施可能である。質問だが，養育推進計画の説明など難しい 

内容に見える。特に小学生に対しては内容が難しすぎないか。 

委 員：年齢構成のアイデアは持っている。例えば，小学生の低学年，中高生，自立援助ホ 

ームは，若者，10代後半の方。施設が確定した後，子どもの状況も踏まえて，相談し 
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たい。また，言葉は難しいかもしれないが，ネーミング自体は福岡市が作るものはこ 

ういう難しいものなんだと伝えることは必要で，中身とか伝え方で子どもたちに理 

解を促したい。子どもたちが，大人になったときに，昔やったことの意味がつながる 

ような形で，福岡市が今何を考えているのかということを分かりやすく伝えたい。 

委員長：やってはどうかという意見が多かったかと思うので，ブラッシュアップして進める 

こととしたい。提案してもらった仕組みを使って子どもたちの声を聴くということ 

で進めるがよいか。 

委 員：（特に反対意見なし） 

委員長：次に，広報や対象をどうするかについてご意見を。 

委 員：施設には，行って説明できるが，里親の１件１件は不可能なので，説明を動画でと 

って，それを里親家庭通じて子どもたちに見せる方法があるのではないか。 

委 員：子どもたちは，親しくならないとなかなか声を出さないので，親しくなる場を作っ 

てもらって，その中で自然に行きたくなるようなプログラムが必要。私の家は高校生 

や中学生の女の子が多いが，私が一緒だと行くが自分だけではいやだとか，誰が来る 

のかによって決めたりするところもあり，親しい人が何人かいて，溶け込みやすい雰 

囲気が見えると安心して出るというところがある。 

委員長：声を出す子だけが全員を代表することになると意味がないので，できるだけ多くの 

声を拾ってもらいたい。 

委 員：実施の合意はとれたかと思うが，今後のスケジュール感として，持ち帰って，詰め 

て，またこの場で了解をとるのでは時間的にも難しい。直接施設とやり取りをしても 

いいか，それともどこかを通すべきか。 

委員長：内容は実施する。具体的な方法については事務局に相談してもらい，各委員に送る。 

そして，期日を切って意見を伺い，最終的には，委員長と副委員長で話して進めてい 

く形とする。 

委 員：費用的なものがかかるがどうか。 

委員長：検討会での実施となるので，事務局で検討できないのか。 

委 員：施設や里親家庭でやる場合は良いが，どこかに来所させる場合の交通費は出すべき 

ではないか。子どもに負担があるのはどうか。 

事務局：費用的なものは事務局で，改めて検討する。 

委 員：一時保護所の子はどうするか。 

事務局：一時保護所は，他の施設と同じように子どもが同意すれば可能であるが，家庭環境 

も配慮しながら進めるべきと思う。 

委員長：そこは慎重に進めてもらいたい。 
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■（２）第２回の検討事項 

 

委員長：事務局から資料１の説明を 

事務局：（資料１について説明） 

委員長：質問はあるか。 

委 員：社会的養護の子は減るという推計になっている。福岡市の就学前の人口は 2030年 

ぐらいまでに，0歳から４歳までは減るが，18歳までのトータルでは減らない。在宅 

支援サービス等の充実や特別養子縁組が進むことによって，社会的養護を必要とす 

る子どもが減ると考えているのか。 

事務局：５か年の実績に基づく簡易推計であり，それらの要素は加味していない。 

委員長：事前に意見を出されている委員から順番に説明していただきたい。 

委 員：母子生活支援施設はこれまで乳児院や児童養護施設と同様に社会的養護を担う施 

設として位置づけられてきた。母子分離せずに世帯単位で親子が入所できる唯一の 

施設として，また今後の社会的養育を担う施設として母子生活支援施設を活用して 

いただきたい。行政から説明があった代替養育の見込み数のグラフから母子生活支 

援施設と障がい児施設が抜けているが，母子生活支援施設は，児相からの入所措置で 

はなく，福祉事務所を通した契約入所となっている。母子生活支援施設は，全国的に 

数多くの入所世帯，入所児童を受け入れてきている一方，施設の数は減ってきている。 

また，本市の母子生活支援施設の定員も，来年度減となる。母子生活支援施設は，ハ 

イリスク家庭を受けて入れており，ＤＶ専門施設ではないということを理解してい 

ただきたい。また，行政は半年を目途に退所というようなことも言うが，ＤＶのよう 

な短期間での対応だけではなく，経済的困窮などの問題を抱える世帯の支援を対象 

としており，母子生活支援施設は，児童の福祉に欠ける場合に使用される施設である 

ことを認識してもらい，是非活用していただきたい。 

委 員：障がい児入所施設は，社会的養護の枠外であったが，児童福祉法の規定により障が 

い児を入所させて，支援を行うことを目的とする施設として位置付けられている。一 

方で，障害者総合支援法による契約による入所児童もおり，福祉サービスとしても位 

置付けられている。運営費は定員払いだが，支援している児童の実数分によるため， 

入所児童数が不安定な中，41年経ている施設の建て替え資金の積み立てもままなら 

ない。入所児童は，73名の児童のうち，男児 54名，女児 19名で，障がい児の割合 

が男の子が多いという比率もあるが，女の子については入所の枠もあり断ることも 

ある。18歳以上の加齢児については，30，40歳までいるところもあり，全国の障が 

い児入所施設は，平成 33年までに，児童と大人の施設でいくのか，大人の施設に転 

換にするのかの岐路にある。73名中，措置は 54名，契約は 19名。福岡市の子ども 

は 24名中 14名が契約で 10名が措置である。市外になると措置率が高くなる。傾向 

としては，児童養護施設にいた子どもが不適応を起こし障がい児入所施設に来てい 
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る傾向があると感じている。入所期間は，２年から４年が一番多くなっている。家庭 

再統合や中高生の不適応な子どもが入所することもあって，入所期間は短くなって 

いる。就学状況は，未就学３名，特別支援学校 59名，小学校，中学校が 11名となっ 

ている。児童養護施設では保育園や幼稚園に行けるが，障がい児入所施設の未就学児 

が幼稚園等に入れる制度がないということが課題である。障がい程度は最重度・重度 

が 73名中 17名で中程度の子が増えてきている。Ｂ２が 30名だが福岡市からは 3名。 

福岡市児童相談所は，できるだけ小規模のところで生活できるよう判断されている 

と感じている。重度の子もいながら軽度や手帳を持っていない子の対応も必要で幅 

広い支援が必要になるので，支援者の質の担保が課題である。重度・最重度の中には， 

強度行動障がいや入院治療が終わって施設に入ってくるので，その子どもたちの支 

援をどのように考えるのかも課題である。入退所の推移は平成 18年 11月の支援費 

制度導入後，措置児童は 51名から 61名で推移。契約は 15名から 24名で推移して 

いる。平成 30年は契約が 20名を切っている。最後に，国のほうで，障がい児入所施 

設のあり方について，全国的に大人の施設に転換していることもあり，定員が減って 

いる中，国の障害者施設のあり方検討委員会で議論が始まっているところである。 

委 員：計画の中には，社会的養育「福岡市子どもの権利宣言」として，体罰の禁止規定や 

虐待，子どもの権利を謳っていただきたい。また，社会的養育関係者・団体の連携と 

して，里親，乳児院・児童養護施設，母子生活支援施設，自立援助ホーム，子育て支 

援団体・ＮＰＯの子どもを取り巻く中での協働，連携が必要であり，子どもの愛着形 

成のサイクルの中で，チーム養育が重要である。乳児院としては，フォスタリング機 

関としての里親支援の役割が必要ではないかと思っている。あわせて，乳児院の小規 

模化かつ地域分散化，高機能化及び多機能化・機能変換が必要である。乳児院の機能 

としては，0，1，2歳児の場合は一時保護の実施もしており，既に一定役割を担って 

いるものもあるが，役割を変えていきたい。乳児院がどういう姿が望ましいかという 

ことについては，「乳幼児総合養育支援センター」として，対象は，0歳児，突然死， 

障がい児，看護ケア専門的機能を現在ある２つの乳児院で担う。それに伴って，健全 

な幼児，１歳から５歳児を対象に各区に分園型のグループホームを設けて養育をし

ていけないかと考えている。その運営のためには多様な職員が確保されていること

が前提である。「乳児院総合養育支援センター」は，養育部門の他，親子関係再構築

を担う相談支援，里親・里子支援の普及開拓育成を担う業務，特定妊婦を支援する産

前産後母子生活の支援，あるいは，現行制度ではできないが，定員外でショートステ

イ専用施設を併設してはどうかと考える。グループホームには，養育部門に加えて，

アウトリーチを含む養育者伴走型の愛着支援相談員を配置すれば，うまく機能する

のではないか。細かいところはそれぞれの施設の考え方があるが，大枠の方向性であ

る。 

委 員：児童養護施設の立場から意見を述べる。これから養護施設は小規模かつ地域分散化， 
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高機能化，多機能・機能転換を推進していくことになるが，制度上の課題を改善する 

ことが，今後推進していく前提となると思っている。まず，現状の職員配置の中で， 

高機能化・多機能・機能転換を進めるのは現実的には難しい。もう一つは人材確保の 

問題で，今職員の確保が難しくなっている。その中で，保育や介護の分野でも人材確 

保に取り組んでいるので，それと同じような確保策をとる必要がある。従来，保育士 

や児童指導員など直接処遇の職員の配置基準の改善を訴えてきていたが，高機能化 

を進めるためには，そのほかのファミリーソーシャルワーカー・心理療法担当職員・ 

里親支援員は，１名の配置ではなく複数名が必要ではないかと思っている。さらに， 

自立支援担当職員を配置することも重要と考える。東京都では，社会に出ていく子ど 

もの自立を支援していくスタッフが配置されており，こういったスタッフが必要で 

ある。小規模化かつ地域分散化について，先ほど代替養育の考え方についての説明で 

生活単位の集合を言われたが，４名という単位で，４つの集合として決めてしまって， 

実際に受け皿として足りるのか疑問である。実情に即した検討をしてもらいたい。人 

材確保として，積み重ねた経験が，家庭統合や里親支援などの専門性につながるので， 

職員が長く務める環境を作りたい。例えば，有給休暇や育児休暇がとれ，出産・子育 

てにも専念できる労働環境を整備する必要がある。また，地域小規模児童施設は，本 

体施設からの支援が可能な範囲と地域が限定されるので，拠点となる地域小規模を 

作って，そこから面で展開できるような仕組みができないか。また，地域小規模は５ 

名を下回らないようになっているが，要件を満たす物件を確保することは難しい。職 

員数の配置基準についても，拠点となるところは，心理療法担当者とかスーパーバイ 

ズできる職員が欲しいと思っている。高機能化については，本体施設はセンター化す 

べきと思っている。今は子どもが生活する場にスタッフがいるが，今後，専門集団の 

集合となるのであればそこは切り離して，本体施設としてではなく，本体施設には専 

門職がいて，相談を受けたりショートステイを受けたり，一時保護であったり，地域 

の子育て支援に特化したりしてやっていきたい。多機能化も次年度から一時保護や 

ショートステイは専用施設で始める施設がある。里親支援は施設の強みを生かした 

形でやりたい。例えば，リクルートや研修はすでにやっている団体があるので，養育 

機能を活かした強みを生かした形で示すことができればと思う。規模については，今 

の段階で制度の大幅な改善がない場合には，地域小規模は３～５か所程度，全体の規 

模は 45～60 名ではないかと個人的には思っている。 

委 員：13か所のファミリーホームのうち，子どもの村を除く 11か所の中の 8世帯の専従 

者と養育里親２人から意見を伺った。一番求めたいのは情報の提供で，委託児童に関 

する情報提供である。施設には多くの情報がくるが，里親には，なかなか情報が回っ 

てこない。実際，養育上差しさわりがあると思っており，情報はきちんと提供いただ 

きたい。措置解除後の子どもの情報が個人情報の観点から回ってこないが，里親は親 

のような存在としてかかわっており，可能な範囲で提供できないか。特に福岡市外に 
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転出した子どもは情報はないというが，里親は移った先から情報を得ることができ 

ないか。里親の気持ちに配慮した手立てが欲しい。次に，短期里親が増えているが， 

里親会にはなかなか入ってもらえない。それでも里親同士がつながる必要があると 

思うが，今，４地区でサロンを作り定期的に集まっており，評判もいい。そこに里親 

会に入ってない方も参加している。里親会に入っていてもいなくても里親同士がつ 

ながることが重要である。次に，実親との再統合について，実親の状況を見て，丁寧

に返してもらう必要がある。再統合は聞こえがいいが，結果，子どもが高校中退して

どうしようもなくなる例を多く聞く。祖父母が引き取り結果的に半年もたたずに施

設に行っている話も聞いた。再統合する場合には，アフターケアやデータをしっかり

とっていただきたい。最後に，自立の部分に関して，進学は措置延長になりやすいが，

進学ができない子どもで困る場合がある。知的障がいや発達障がいがある子が，18歳

になる場合もある。そういう場合の措置延長もあり方もしっかり考えていただきた

い。 

委員長：意見が数多く出ており，本日方向性をまとめるのは難しいので，今日は，意見を出 

す場とし，次回予定していた内容を変更し，次回も同じテーマで行いまとめる形にし 

たい。 

委 員：母子生活支援施設の入所者が減っているとのことだが，ＤＶ世帯は増え，母子家庭 

も増えている中，母子生活支援施設の重要性は高まっていると思っている。地域の相 

談を受けても，ＤＶに苦しんでいるとか，経済的に立ち行かないのでやっていけない 

ことも聞くが，なぜ減っているのか。 

委 員：児童相談所でも，実感として母子生活支援施設が必要だと思う母子はたくさんいる 

という印象で，実際には入所者が減っていくという乖離についてどのように考える 

か。 

委 員：入所者の減少については，他の関係者が言うには，ＤＶ防止法ができてから，ＤＶ 

の施設と見られているかもしれないが，入所の６割がＤＶ関係となっており，避難し 

て半年程度で，退所する場合も多いと聞く。１年未満が４割を超えているという実状 

である。中には，１～２週間で退所する母子もいるが，プライバシーがない，自由が 

ないと思っている人もいれば，夫のところに帰りたい人もいるが，施設側としては， 

発達障がいの子や虐待を受けた子どもなど育てにくい子と養育上課題を抱える母親 

がペアで来るような場合でも半年で出ていく。予算がないのではといった意見もあ 

る。 

委 員：子どもの状況や親子でどんな生活できているか，あるいは母子生活支援施設の中で 

子どもへのケアはどのようにしているかなど，説明してほしい。 

委 員：子どものケアについては，施設内に保育所があり，３か月の赤ちゃんから保育がで 

きる。小学生については学習室で，学童保育に相当することができるようになってい 

る。中学生については，ＮＰＯに依頼して大学生を派遣してもらい，週２回夜に塾を 
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開いてもらっている。また，英語のボランティアの方も週２～４回来てもらっており， 

希望する者に勉強できるようになっている。母子生活支援施設は，子どものケアがメ 

インと考えている。 

委 員：母子生活支援施設の主たる退所理由の一つに，希望退所が 19.5%とあるが，問題の 

解決に至らず退所してしまう方は，どんな方なのか。 

委 員：希望退所については，母子生活支援施設に入ってくる方は，ＤＶが６割，次に，生 

活困窮が多い。基本的な問題は解決していないが，例えば夫の所や彼氏の元に帰るケ 

ースがある。全国的にも同じ傾向ではないか。 

委 員：実際に母子生活支援施設に行って欲しいと勧めても，門限，面会制限などのルール 

の話をすると，断られる場合が多い。様々なパターンで入寮したり退所したりする。 

必要な母子のニーズに合った形でうまくサービスや制度ができないかと思うところ 

ではある。 

委 員：評判が悪い書き込みを見たことがあり，誤解があると思う。安全を守るために必要 

な場合は，スマホを取り上げる，外出してはいけない，買い物も職員が代行するなど

制約が強いものとなる。 

委 員：数年前に，子どもの虹センターで全国の母子生活支援のアセスメントとニーズ調査 

に参加したが，その際，いま話がでたようなＤＶを前提として生活して自立を目指す 

という目的と，実際に入所している母子の状況がミスマッチしているデータが出た。 

特に１～２割が，母親が精神疾患か，療育手帳を持っていたり，子どもにも長期的な 

支援が必要なニーズである発達障がいや精神障がいがあった。こうした精神障がい 

のある親子が入っているにもかかわらず，ＤＶの対応に即した生活上の行動制限で 

あったり，あるいは支援の内容もそういう作りなので，適切な生活支援ができず，親 

子が思っているような生活のニーズと施設側の支援策がミスマッチになって，そこ 

に苦心されている実態が浮き彫りとなっている。母子まとめて支援ができる環境は 

愛着形成の面からも願ってもない施設であるので，ニーズについて整理して福岡市 

ならではの機能ができないかと思う。  

委 員：先日，母子生活支援施設の施設見学をしたが，同感であり，特に産前・産後ケアの 

部分が必要である。今は，子どもが生まれる前から入れるわけではないのか。 

委 員：現行制度では，子どもがいなければ入れない。厚労省のモデル事業でやれることに

なり，福岡市に提案したところであるが，検討中という回答となっている。 

委 員：他都市では，産前から入れる場合もあると聞いたので，虐待防止という観点からも 

産前・産後の支援機能は必要ではないか。また，ショートステイを子どもたちが利用 

できるが，全体として施設の機能への理解が進んでいない。母子生活支援施設は，在 

宅支援の機能を付加して，親と子を支援する形を見直したほうがよい。 

委 員：母子生活支援施設において，問題の解決に至らないまま退所する場合，要支援児童 

として区に情報提供されて，それを区がフォローするという形をとっているか。また， 



9 
 

施設にいる場合であっても，子どもや親の問題が大きい世帯については，要支援児童 

あるいは要保護児童として，区や児相と連携した支援ができているか。 

委 員：施設から希望退所する方の中には，課題を抱えたまま退所する方が多くおり，虐待 

のおそれが非常に高い場合は情報交換を行っている。子どもを虐待・遺棄する可能性 

があるような場合には，児相に引き継ぐ。例えば，母親が高次機能障がい，子どもが 

知的・発達障がいの子で，他にも子どもがいるといった場合で，デイケア，養育訪問 

支援事業，家事育児の支援事業などの在宅サービスを受けても難しいケースなどは， 

区役所，児相に協議を申し入れている。施設の判断で引き継ぎが必要なものは連絡を 

とっている。 

委 員：母子生活支援施設を積極的に活用することは，社会的養育ビジョンを実現する上で 

重要と思っているが，婦人相談所からの特定妊婦の一時保護委託を受けることはル 

ール化されている。そうすると退所後そのまま母子生活支援施設で親子で生活でき 

るか。婦人相談所は県の所管であり，県の方針はどうなっているのかが重要である。 

母子生活支援施設をもっと積極的に活用して，産前・産後の入所から退所後の生活ま 

で見据えてやるべきと思っているので，現状の仕組みを確認しておきたい。母子生活 

支援施設に，特定妊婦が，一時保護として入ってくることがあるか。 

委 員：特定妊婦は，婦人保護施設で生活して出産したら母子生活支援施設に来ているのが 

現状ではないか。母子生活支援施設で産前から預かり，母親になるための支援もして， 

お祝いや親子への出産後のケアなどできるといいと思う。 

委 員：全国的には産前・産後ケアを実施しているところもある。私どももやりたいが，看 

護職などの専門職が必要だと思っている。 

委 員：次に，児童相談所について，母子生活支援施設の積極的な活用の中には，乳児院・ 

児童養護施設・里親を措置解除になった後に，一気に家庭に戻るのは難しいが，福祉 

の枠組みの中で生活拠点を与えて，半年か一年か様子をみて支援してそれから完全 

な在宅生活はありうると思う。児相で，施設や里親から措置解除された後に，母子生 

活支援施設を利用する事例はあるか。 

事務局：事例はない。 

委 員：なぜないのか。 

事務局：区に相談するが，経済的自立が見込めないなどの理由で趣旨からはずれるというこ 

とを言われる。 

委 員：将来的に，母子生活支援施設をもっと活用するやり方があるのではないか。 

委員長：法的な枠組みを整理する必要がある。社会的養護の児童をどう将来にわたって支援 

していくかという重要な問題なので，今の法律でできるものなのか，福岡市独自で仕 

組みを作ればできるのか，事務局で，一旦制度を整理してほしい。 

委 員：また，先ほどの委員の発言の中で，里親ショートステイを活用して欲しいという部 

分については，制度的には全く問題ないはずだが，福岡市では，例はあまりないのか。 
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里親家庭でのショートステイを積極的に活用してはどうか。 

事務局：福岡市においては，まだ里親を活用したショートステイは，数は少ないが，西区と

ＳＯＳ子どもの村の子ども家庭支援センターが協働して里親にショートステイであ

ずかってもらう試みは始めたところである。 

委 員：いったん再統合で戻ってしまった後，元の里親宅に，ショートステイできない仕組 

みとなっているが，実際は，子どもが希望した場合に，預かっている場合がある。再 

統合後のアフターケアという意味でも一般家庭から特定の里親家庭へのショートス 

テイも可能という仕組みができないかと思う。 

委 員：里親へのショートステイについては，西区が子どもの村や児相に相談しながら，モ

デル事業で数件始めたところである。区の立場では，ショートステイの空きがなく，

ニーズが多いのに断っている事例が多い。ショートステイというサービスをうまく

活用すると，虐待防止にもつながるし，再統合された家庭が，レスパイトの意味も含

めて里親のところにショートステイするというのは，いいと思う。課題としては，里

親の場合はコーディネートするフォスタリング機関の役割が重要であり，今回のモ

デル事業では，子どもの村のフォローがあるように，里親のショートステイをするな

ら，支援機能を絶対につけないと難しいと思う。 

委員長：この件は，次回，整理して方向性を決めたい。 

（資料３ Ｐ26，Ｐ29，Ｐ30） 

委 員：措置不調，里親不調，問題行動といった専門的な表現をなくしてもらいたいとの意 

見に関して，今後措置不調という言葉を使うべきではないという意味だと思うが，そ

れをどうするのかという問題がある。 

委 員：措置不調という言い方は，「予定外の措置変更・解除」を指すと思うが，その意味 

ではネガティブなイメージばかりではないと思う。言葉自体がネガティブに捉えら 

れがちであり，児相側では，今の施設ケアでは難しいとか，今の里親家庭の状況では 

難しい場合で，どうしようもなくなる前に対応するということが多く，これは予定さ 

れた措置変更で，措置不調に入らないと思うが，定義は明確にはなっていない。言葉 

を使うかは各委員で議論があると思うが，印象だけ答えておく。 

委員長：措置不調など言葉の持つイメージは，大きいので，法的な用語は変えられないが， 

何を措置不調とするのかというのはもう少し考えていく必要がある。 

副委員長：言葉の問題は，聞いた子どもがネガティブにとらえるという面があると思うので， 

言葉を変えられるのであれば，市の行政の中で変えるということを考えてもいいの 

ではないか。 

委 員：次に，障がい児入所施設の入所経路を見ると，措置変更で，障がい児施設に来てい 

るという事で，乳児院や児童養護施設などほとんどの関係施設から来ているが，福岡 

市からも幼児を障がい児入所施設で見てもらっている状況が分かった。今後，里親へ 

の家庭養育優先という中で，これをどのように考えるかということは重要ではない 
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か。 

委 員：乳児院・児童養護施設から障がい児施設に措置変更しているということについて， 

一旦，障がい児施設に行った場合でもあっても，家庭養育優先の原則に沿って，また 

里親家庭やファミホなどに戻っていったほうがいいと思っている。ただし，発達障が 

いの二次障がいであるとか様々な衝動性があると，なかなか元の里親に戻ることは 

難しい。グループホームも難しいことを考えると，特に里親・ファミリーホームに対 

する，障がい児専門のフォスタリング機関，フォスタリングサービスがあると幼児， 

小学生で障がい児入所施設に措置変更になったものが，また家庭生活に移行できる 

ようになるのではないか。 

委 員：最後にケアニーズに関して，福岡市としてケアニーズが高い子どもをどう位置付け

て，どう数値化し，どう職員をつけるのかというところまで考えなくていいのか。厚

労省は特に示していないと思うが，そこを含めて議論になってくると思う。そこを抜

きに高機能化ということができるのか，具体的な人数やハード面などを考えること

ができるのか。 

委 員：ビジョンでも，策定要領でもケアニーズが高い子どもと非常に高いケアニーズの子 

どもという２つの定義があるが，厚労省が定義を示していない中，この検討会では， 

児童精神科医の委員もいて，児童精神科で使われて，簡便に分類できる「ＣＧＡＳ」

というスケールを使ってみてはどうか。精神科医でなくても割付けられるもので，実

際，施設入所している子どもや障がい児がどのぐらいいるのかというのを里親も含

めて可能であれば集計してみたらどうか。 

委 員：福岡市の社会的養育は，里親委託率など国際スタンダードを目指すということもあ 

ると思うので，ケアニーズについても，ＱＯＬをどのように見るかという国際的な評

価基準，尺度を活用してはどうか。真に社会的，精神的なニーズを見る上で，児童精

神科などの支援機関が国際的に共通して使っている尺度であり，非常に分かりやす

く誰が読んでもつけられるような表現で，0から 100までつけられるので，この客観

的な尺度で，透明性というか分かりやすいアセスメントを行うのは，どこを目指すか

という話を論議をする上で役に立つのではないか。ただ，心理社会的機能というと機

能水準だけの問題になるので，社会的養護の場合は，子どものＱＯＬ，「キッズキン

ドル」という国際的なＱＯＬ評価尺度があり，こういった子どもを評価するＱＯＬと

か周囲が誰でもつけられるような社会基準の評価とかを活用する。もう一つ，子ども

のケアニーズは，生理的に子どもしかわからないものもあり，国際的に使われている

10 項目でつける小児期逆境体験尺度，ＡＣＥ（エース）というのがある。ケアニー

ズを３本の柱で考えると，子どものＱＯＬ，環境面での逆境体験尺度，子ども自身の

希望という３つで考えるといいのではないか。 

副委員長：ケアニーズのことは重要で，ケアニーズが高い，低いを一律に決められるのかと 

いうことがあって，高い子が施設だという議論になっていくが，愛着に問題があって， 
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行動化している子の場合に，愛着の問題を解決するなら里親が良く，一方，それが行

動化していて受け入れが難しい場合には，施設で専門的に見てもらうという話しに

なる。どういう子が里親でどういう子が施設なのかということは，もう少し考えない

と，里親委託は何パーセントが良いのかということは出ないのではないかと思う。事

務局で既に何か検討してあれば，出してもらったほうが議論がしやすいと思うが。 

事務局：国からケアニーズのある子どもの定義が出されていない中で，何らか「ものさし」 

が必要と考えるが，現状は持っていない。 

委 員：複数の軸が必要だと思う。一人の人間のスケールを考えたときに，社会的にど 

ういった問題があるかということについては，社会機能は 0～100で図ることができ， 

数値化できるが，「措置」となると質的な評価，内面的にもっている期待とかＱＯＬ 

とか自分の生活の質をどのようにとらえているかとか，あとは，どういう生い立ち 

で課題を持っているかというのは，数値化はしずらいところだが，ＡＣＥという 10 

項目は，累積しているほど愛着の問題が多いということで３種類提案してみた。 

委 員：ケアニーズが高い子どもの受け入れに関しては，里親の問題では専門里親が機 

能していないのではないか。専門里親の大方はファミリーホームをしていて，ファ 

ミリーホームに措置される複数の子どもと一緒にケアニーズが高い子どもも受け入 

れることになる。それが何人も重なると大変な思いをする。ケアニーズの高い子に 

ついては，ファミリーホームに預けるというよりも，専門里親のスキルをもっと上 

げ，少人数できちんとケアをするということも，先ほどの愛着の問題も含めて福岡 

市でやらないといけないのではないか。 

（資料３ Ｐ25，資料１ Ｐ16） 

委 員：障がい児施設を，先日見学したが，幼児が，保育所に二重措置になるので通えない 

と聞いた。里親の子どもたちは保育所が使えるので，障がい児施設に措置されている 

子どもも保育所を使えるようにならないのかと思う。障がいとケアニーズという点

で今回の施設と里親に障がい児がどれぐらい入っているかという資料を見ると，割

合はあまり変わらないように見える。また，被虐待児がどうかということを，里親も

含めて比較できるデータがあるといいと思う。専門里親の件は同意見で，家庭養育原

則からしても里親の専門性を高める必要がある。 

委員長：事務局は，虐待を受けた子のデータの整理をしてほしい。 

委 員：障がい児入所施設の未就学の子の発達保障として，保育所への通所は制度的にあれ 

ばいいと思う。障がい児入所施設の入所経路の話が出たが，直近の入所経路で家庭か 

らという中でも施設から一旦家庭に帰ったあとに，障がい児入所施設に来たパター

ンもあり，プロセスはさまざまである。児童養護施設で不適応の子は，いじめられ体

験などがあり，福祉型障がい児の中では軽度の扱いだが，支援の持って行き方に苦慮

しているところである。なお，障がいの子が減っている状況については，放課後デイ

サービスやヘルパーサービスなどが充実していることがあって，地域で担えている
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子どもが増えているのではないかと考えている。 

委 員：先ほど里親とそこを支援する機関との協働の実情や課題の意見が出たが，里親フォ 

スタリングガイドラインでは，チーム養育の重要性が謳われているが，現状として，

機能しているのか疑問であり，国ではさらに，チーム養育から応援チームというのを

つくって支援していくという形も示されている。こういうチームとは学校や関係機

関と思うが，こういう形で応援できているのか。例えば，里親家庭の子で，不登校状

態で，ゲーム依存になって，暴言や暴力になる家庭の場合，学校とよく情報を共有し

て支援したり，里親以外の居場所づくりを考えていったりということが必要と思う

が，そういう場合は，要支援児童として，要対協が活用されているのか。またその場

合，全体をマネジメントしていくのは，子どもの担当児童福祉司になるのか，里親の

担当になるのか，区が担当になるのか，キーワーカーの現状はどうか。 

委員長：チームの形はいろいろあるが，現状はどうか。 

事務局：里親とのチーム養育は謳われているところだが，実態はまだ手探りな状況である。 

実際は子どもの担当のケースワーカーが動いている事例や里親担当が動いていると

ころもあり，統一されたやり方はないのが現状である。また，里親家庭で生活されて

いる子どもの現状は，区ではほとんど把握がなされていない。乳幼児の場合は乳幼児

健診や予防接種の絡みで母子保健の部門で地域の保健師が訪問するなど，連携は図

れているところもあるが，区と児相と里親の連携はこれからの課題と認識している。 

委員長：一人の子どもを考えたときに，いろんな法律やいろんなシステムがあり，もっと仕 

組みをもっとシンプルにできないかと思う。 

委 員：ビジョンの在宅支援の考え方は，一般家庭も里親家庭も要支援家庭も含むという考 

え方であるが，現状そのとおりになっていないので，社会的養護の子どもも含めた在

宅支援のあり方をどうするのかということも含めて議論していくことになるのでは

ないかと思う。 

委 員：在宅支援をテーマに話し合うときに議論したい。 

（資料１ Ｐ１） 

委 員：今後の代替養育の見込み数について，５か年の推移，子ども人口の将来推移のみを 

基に算出されたと説明があったが，ここには，潜在的な需要が入っておらず，児童相

談所長としてキャパが減っていくことに対して懸念がある。国の社会的養育推進計

画策定要領には，諸外国の状況に比べて代替養育の割合が少ないことが挙げられて

おり，潜在的な需要があるのではないか。また児相で一時保護したが措置できず，そ

の子どもが在宅家庭に戻っているのではないか，あるいは，施設が合わなかった中高

校生の受け皿がなくて，家に戻るとか，保護する子どもの中にも思春期発達障がい，

行動障がいの子どもが数多くいることを考えたときに，10 年後，本市の社会的養護

が必要な子どもが 428 人というのは少ないのではないか。長期の代替養育の子は減

っていくが，新たなニーズが増えていくことも考えると，もう少し多いのではないか
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という印象だが各委員の意見はどうか。 

委 員：日本は元々，社会的養護を受けている子どもの数が，施設の受け入れの数に引っ張 

られているのではないかと感じている。イギリスでは 1000 人に 0.57 人，日本では

0.17 人であるが，こういう形でいろんな支援が増えていくと，潜在的ニーズが表面

化してくるのではないか。あるいは，入所基準をどこにもってくるのかというところ

で変わってくるのではないか。そうしたときに受け皿がどのレベルで必要になるか

は，大きな問題である。例えば，児童相談所は一時保護をしていたが，同意がとれず，

施設に入れられず自宅に返してしまった事例もある。ＳＯＳの母体であるオースト

リアの例では，民間で一時保護して，２ヶ月経過した後，自宅に帰す子どもと里親に

行く子どもの割合が７割ぐらいになると聞いている。そういう在宅の潜在的な要素

を加味すべきではないか。 

委員長：それでは，本日の議論をまとめていきたい。 

委 員：ニーズを見える化して，潜在的ニーズも含めて，共有できる「ものさし」があると 

いいと思う。それが多職種連携などにつながる。特に当事者の視点からの「ものさし」

を含めて見える化できたらいいと思う。 

委 員：３点述べたい。全体としてアイデアが多数出たものを，どう実現するか考えた 

ときに，まず，社会的養護が必要な子どもが 428人というのが多いか少ないかという

ところは，いろんな見方がある。先進的な取り組みをしているから少なくなるとか，

本来保護すべきものが保護されていないから潜在的需要があるといった意見もあり，

実際検証できていない。もう一つ先々数字を絞り込む中で，在宅支援の充実度によっ

て数字が変わってくるはずで，母子生活支援施設が利用できるとか特別養子縁組が

進むと数は減る。在宅支援サービスとのバランスをみながら議論しないといけない。

とりわけ特別養子縁組は，児童福祉法の外ということで数字が出にくい。おそらく民

間の養子縁組あっせん機関が対応するとした場合，児相が無関係のパターンと児相

がからむパターンで違ってくる。からめば分かりやすいが，からまなかった場合には

数字が上がってこない可能性がある。その辺を含めた数字の見込みを考えていく必

要がある。２点目は，乳児院以上に仕組みとして，短期的に法律上対処しなければな

らないと思うのは，自立援助ホームだと思う。自立援助ホームでは，場合によっては，

児童福祉法からはずれてしまう可能性があるし，国は，22 歳まで様々な手立てを講

じたが，なかなか制度に当てはまらない子どもがいると聞いているので，里親やファ

ミリーホームのアフターケアの話はあったが，自立援助ホームのところをもう少し

議論した方がいいのではないのか。また，これは皆さんの意見を尊重したいが，アフ

ターケアは，いつまで児童福祉法でやるのかということに関して，子ども若者支援法

を適用した方が，長期的に支援ができるのではないかという考えもある。アフターケ

アが必要というが，40歳，50歳になっても児童福祉法の枠組みでやるのかという問

題で，どこまでが児童福祉の守備範囲で，どこからが一般の青年施策として考えるの
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かは重要ではないか。３点目は，ケアニーズが高い低いというのがなんなのかという

ところで，ケアニーズは児童福祉法の運用との関係だが，法律本体で言えば，施設は，

里親が適切でない場合に限定されていて，里親の確保が困難な場合が抜けている。こ

の子は，里親ではダメだという子だけが，施設に入れるとなっている。これを真剣に

議論すると大変だが，ある程度イメージし，里親と施設のバランスを考えておかない

といけない。例えば，データが出てるが，児童養護施設は就学前から長く措置されて

いた子どもや小学校半ばから入ってきたり，中学生から入ってきた子どもたちをど

こまで里親で対応できるのだろうかということを現実的に考えていかないといけな

い。特に福岡市は，里親委託率はどんどん上がっているが，ケアが難しい子どもや中

高生から入所した子どもなどがとり残され，施設にいかざるを得なくなっていく場

合が考えられるので，そこも含めて議論していかなければならないと思う。 

副委員長：子どもの声を聴く取り組みについて提案があった。この検討会で子どもの声を聴

取するということについては，今日提案があった内容を確認できたということで進

めていく。子ども委員会の設置やアドボケイトの制度の提案もあったので，最終的な

報告に盛り込むかどうかを今後，議論したい。２番目の里親委託の推進の取り組みに

ついては，施設や里親さんから今の社会的養護の現状・課題について話が出て，共有

できた。特に母子生活支援施設については，より活用が必要だし，今後，求められる

施設ではないかということであり，事務局で専門的なところを整理してもらって議

論することとする。他には，措置不調などの言葉の使い方の問題やケアニーズの問題

をどういうふうにとらえるのかということ，社会的養育を必要とする数がこれでい

いのかというような議論があったが，これについては，児童相談所がわかるのではな

いかという話があったが，次回までに案が出ると議論しやすいと思う。 

事務局：施設やインケアなどの限られた子どもだけではなく，もう少し広げて社会的養護が

必要な子どもをどう対応していくのかということを考えていかないといけない。そ

う考えると区でケアしている子どもも関係しているのではないか。児相だけではな

くて，児相と区で対応している子どもがどのくらいいて，どのようなケアをしている

子どもがいるのかというのが必要でないか。 

委 員：潜在的なニーズの必要な数ということで言えば，例えば区が在宅でケアしている子

どもで，本当は代替養育が必要と思われている人数とかも把握できたらと思うが，可

能か。 

委 員：代替養育とは，いわゆる措置ということか。 

委 員：施設に行ったほうがいいような家庭，発達障がいの子どもを抱えた家庭とかネグレ

クトの母子家庭とかである。 

委 員：おおまかであれば出るとは思う。 

副委員長：できる範囲で準備いただきたい。在宅サービスというのは切り離せない。自立援

助ホームについても議論が必要という意見や，子どものニーズについて，みんなが共
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通認識を持つことが必要という意見もあった。次回以降も子どものニーズを中心に

考えながら議論をしていきたい。 

委員長：次回は，しっかりまとめていきたい。次回は，4/19（金）16：00に行いたい。 

 

（以上） 


