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「みんなで里親プロジェクト」

～里親を受け皿とした

地域の協働養育のしくみづくり～

福岡市子ども家庭支援センター

「SOS子どもの村」

1

SOS子どもの村JAPANの取り組み

①家庭における代替養育＊２０１０年開村

「子どもの村福岡」の運営・里親支援のモデルづくり

家庭養育：

里親制度を活用 専門的支援

市民・企業の支援 地域と共に

2

SOS子どもの村JAPANの取り組み

②家族分離の予防
子ども家庭支援センター「SOS子どもの村」の運営

＊2013年福岡市より委託

 相談事業：平日夜間、土日の相談事業
 里親支援事業：里親研修、里親・里子相談
 子どもの村福岡でのショートステイ事業を

はじめました

3

ショートステイとは

保護者が市町村に申請して利用。
施設等での短期預かりのサービス。
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ショートステイを利用する子どもと家族（西区）

＜ポイント＞
ショートステイは在宅支援の切り札

虐待防止と親子分離を防ぐ

育児疲れ
73％

出産等
23％

その他
4％

2017年度：
22世帯・27⼈

ショートステイ利⽤理由

〇家庭の状況
…育児疲れ、精神疾患

〇⼦どもの状況
…多⼦家庭、乳幼児が多い

0〜1歳：18％、2〜5歳：56％

5

子どもの村福岡でのショートステイの状況
（2013年より開始）

実施１７件（２４人）
利用相談 ７２件（１１５人）

(2018年1～12月)

【家庭と⼦どもの状況】
ひとり親世帯…13件（20⼈）
きょうだいでの利⽤……５件
対応に配慮が必要な⼦…６⼈
（発達障がいへの対応）

＜ポイント＞
 利用申請が増え続けている。受け入れできないことが多い。
 送迎がない、通園や通学ができないことがある。
 預かりに、専門性が必要。
専門家である里親が身近な地域で受け入れることができないか
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ショートステイによる家庭支援

 安心、安全の環境（危機的状況の予防、分娩、入院）
 親がリフレッシュ・リセットできる
 親の働き方の支援（資格取得、出張）
 介護のため
 親以外の大人との出会い
 様々な体験をし、できることが増える
 繰り返し利用できる
 子どもとの関わりを親と考えるきっかけになる

困ったら、疲れたら、使える
（虐待、親子分離の予防）

家庭の安定
子どもの生活の保障

成長のお手伝い
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「福岡市における社会的養護のあり方
検討会」(抜粋)                     （2014年5月）

【提言】P.11
第３ 福岡市における社会的養護のあり方
１ 家庭養護の推進
〇「校区里親」の推進、「ショートステイ里親」のシステムを構築すること
保護者の病気など短期間の社会的養護が必要となった場合に、学校の転校

など大きく環境を変えることなく、同じ校区内で里親による養育を受けられる「校
区里親」を福岡市独自の里親区分として推進していく。
ショートステイは、通常は児童養護施設、乳児院、子ども家庭支援センター等

の施設で実施しているが、ショートステイの利用者が増加していること、特に乳
児院では一時保護や措置入所児童が増加していることにより、ショートステイの
受け入れが困難となっている実態がある。そこで、区や保護者からの受付、
ショートステイ先の選定やバックアップ、施設から里親家庭までの送迎等を施
設が行うことを前提として、ショートステイ先として里親を登録し活用する「ショー
トステイ里親」の仕組みを構築するべきである。
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「新しい社会的養育ビジョン」のなかの
市町村での社会的養育(抜粋P.7) （２０１７年８月）

虐待相談の95％以上のケースは在宅での生活が継続
されている。

基礎自治体である市区町村において子どもと家庭の個
別的支援ニーズを把握し、それに応じた適切な支援を
構築するソーシャルワークが必要である。
〇家庭で虐待を受けている子ども
〇貧困家庭の子ども
〇障がいのある子ども
〇医療的ケアを必要としている子ども
〇その他特別なケアを必要とする子ども
〇虐待やネグレクトのリスクを抱えた家庭 など

9

「新しい社会的養育ビジョン」において
ショートステイ…(抜粋P.12）（２０１７年８月）

もし利用できれば一時保護に至らないケースがある。
受入施設が不足していたり、年齢によって利用が制限さ

れている。
子どもの人口当たりの必要な定員枠を確保すべき。
乳児院、児童養護施設などの施設に定員枠を設置す

る。もしくは児童家庭支援センターやフォスタリング機関
などが市町村の要請を受け、調整機関となって、里親を
受け皿として活用する仕組みを整える方策が考えられ
る。

都道府県および市区町村でその推進を行うべきである。
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「校区にひとりの里親さんを」
短期養育の里親さんを増やす

ショートステイは、
福岡市の要綱では、
里親やファミリーホームで
実施することができる。
⇒具体的な仕組みをつくろう
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西区役所と協働で地域の里親による
ショートステイのモデルづくりをはじめる

➢西区役所へ相談
➢2014年:「校区里親普及事業（モデル事業）」開始
➢2016年:「西区みんなで里親プロジェクト」に改称

西区要保護児童支援地域協議会に位置付け

①短期里親をリクルート普及
②里親を受け皿としたショートステイ
のモデルづくり
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協働事務局

「SOS子どもの村JAPAN」里親チーム
○福岡市子ども家庭支援センター「SOS子どもの村」

…社会福祉士１名

○福祉医療機構助成による臨時雇用スタッフ

…社会福祉士２名

普及啓発、ショートステイ里親リクルート、

ショートステイ受け入れ調整・フォロー 等

「SOS子どもの村JAPAN」
法人内ミーティング（月１回）

・常務理事 ・コミュニケーション部ディレクター
・子家セン センター長、支援相談員、里親チーム３名

福岡市西区子育て支援課
○こども相談係「みんなで里親プロジェクト」担当

普及啓発、ショートステイ申し込み窓口 等

協働事務局会議（随時）
○福岡市西区子育て支援課
…課長、こども相談係係長、担当者

○SOS子どもの村JAPAN
…常務理事、コミュニケーション部ディレクター、

里親チーム３名

みんなで里親プロジェクト実行委員会（年３回）
福岡市西区役所子育て支援課・地域保健福祉課、福岡市児童相談所、

福岡市西区社会福祉協議会、福岡市西区民生委員・児童委員協議会、福岡市里親
会、

福岡市西区主任児童委員連絡会、九州大学（田北研究室）、
SOS子どもの村JAPAN、子家セン「SOS子どもの村」

進行管理・課題抽出・解決策検討

情報共有
課題検証

情報共有
⽅針確認
ツール作成
仕組み作り

等
三者協議会（随時）

○福岡市西区子育て支援課
…課長、こども相談係係長、担当者

〇福岡市児童相談所
…里親係係長、担当者

○SOS子どもの村JAPAN
…常務理事、コミュニケーション部ディレクター、

里親チーム３名

事業の実施体制

仕組みづくり
の検討・合意
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①「短期の里親」の啓発・リクルートを実施
～「フォスタリング機関のガイドライン（2018年8月）に則って

１．認知度向上のための活動
・「里親ひろめ隊（協力店舗）」の開拓 ・SNSや新聞広告
・WEBサイトの開設 ・ポスティング ・キャンペーン活動 等

２．ターゲットを絞ったリクルート
・ファミリー・サポート・センターとの連携 ・出前研修

３．身近な場所での説明会『里親って？カフェ』の開催
・毎月開催、西区・児相・子どもの村の共同で実施。

４．ショートステイ里親との交流会
・短期里親希望者と子どもの村のショートステイ経験者

14

様々な場所でリクルート活動

内浜校区の掲示板に
チラシを掲示

（併せて、回覧場に
チラシを同封）

今宿校区「ひまわりさんさん広場」
にてブース出展
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里親カフェ・交流会

「里親って？カフェ」＠西区役所
＊福岡市里親啓発DVD『あたりまえのこ
とは、いちばん大切なこと』の上映
＊子どもと家族の現状、里親制度、短期
の里親について説明
＊質疑応答

里親と里親希望者との交流会＠子どもの村福岡
＊ショートステイ里親の体験談や意見交換。

⇒里親登録へのモチベーションアップへ。
ピアグループ活動の可能性。

16
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③準備期

②関⼼期

里親のリクルートで大切にしていること
区役所と児童相談所との協働
ひろく知らせる（SNS、新聞、市政だより等の活

用）

地域に出向く（出前講座、イベント出展等）

地域で広報のサポーターを増やす～里親ひ
ろめ隊～

里親カフェ参加者へ、個々人別の道案内
里親希望者へ、伴走型のサポート

“ みんなで ”
「里親」を理解する

「里親のなり手」を増やす
「里親養育のチーム」となり親子を支える

①無関⼼
期

行動変容
ステージ

を意識して

里親登録
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これまでの活動の結果（2016～2018年度）

「里親って？カフェ」参加者………………１０２名
ファミリー・サポート会員向けイベント………５４名

キャンペーン活動等による広報活動でPRした方多数

研修参加者：３０名

里親登録まで済んだ方：１０名
（養子縁組里親含む）

「ショートステイ里親」
登録者：４名

研修日程の都合や他エリアの
場合は、「キーアセット」を紹介

研修参加者：８名
里親登録者：２名

登録者がショートステイ
里親につながりにくい
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福岡市における短期里親の役割の増加

①市区町村と要支援家庭の支
援としてのショートステイの位置づ
け
②乳幼児の里親委託75％に
⇒里親レスパイト・ケアの増加
③一時保護所改革
⇒里親での一時保護の増加

ショートステイの増加
レスパイト・ケア需要
の増加
一時保護里親の
必要性の増大
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「短期の里親」のさらなる可能性

窓口の異なる３形態が競合する
のではなく、「短期の里親」の

全ての委託が受けられるように、
児童相談所・区役所と新しい

ルールを作る。
⇒マニュアル作成を目指す。

短期里親の３形態
①ショートステイ
②一時保護
③里親レスパイト

子どもの村がフォスタリング機関であれば、
リクルート・研修・登録・マッチングが一連で行える
ため、よりスムーズなシステムをつくることができる。
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②ショートステイ里親のしくみづくり

P.12

『ショートステイ里親
のすすめ』作成

21

ショートステイのしくみにおける調整役の役割

ショートステイ
利用家庭

地域の
短期里親

西区子育て
支援課

①利用申込

子どもの村
福岡の里親

後方支援

24時間対応

②依頼

送迎支援

③連絡調整

④預かり開始～終了

備品貸出

【調整役】
子ども家庭支援センター

「SOS子どもの村」

マッチング

家庭訪問リスクマネジメント

⑤終了後アンケート

アフターフォロー

しくみ作りへ
反映

課題抽出
情報共有
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里親ショートステイで大切にしていること

1. 調整役が重要：マニュアルが必要
2. 家庭訪問：早期支援
3. リスクマネジメント：後方支援施設が必要
4. 当事者の意見を尊重した振り返り

 研修：短期の活動・協働養育の視点
 ピアグループ：里親自身のもつ力
 要保護児童地域支援ネットワーク作り
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1年⽬

3年⽬

【リクルート・しくみ作り】
「短期の⾥親」の共通の
名簿づくりとマッチング
のしくみ作り

【⾥親研修】
ショートステイ⾥親研修
の試⾏

「短期の⾥親」による
地域⽀援のしくみ作り

「ふくおかモデル」の
作成と普及

1年⽬
福祉医療機構助成モデル事業 タイムライン

2年⽬
「短期の⾥親」による地域
⽀援の実施・ツール作成
【リクルート・しくみ作り】
「短期の⾥親」による地域⽀援
マニュアルおよびショート
ステイ調整役マニュアルの
検討

【⾥親研修】
「ショートステイ⾥親研修
テキスト」の作成

【その他】
市内の施設との連携・普及

【リクルート・しくみ作り】
「短期の⾥親」による地域⽀援
マニュアルおよびショート
ステイ調整役マニュアルの
作成

【⾥親研修】
ショートステイ⾥親
研修メニューの充実

短期の里親の普及啓発・リクルート活動／里親ショートステイの試行
里親専門研修の実施
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