
1 
 

（別紙） 

第 6回 福岡市社会的養育のあり方検討会議事概要 

 

委員長：これまでに意見を出してもらったものをポンチ絵にしている。これを確認して，そ

の後，委員からの意見書について発表してもらい議論を行う。それでは事務局より

説明をお願いする。 

事務局：第 5回の検討会で，社会的養育の体系図（目指すべき方向性）の中身について何点

か意見をいただいたので，修正を行った。まず，子どもプラザは子ども家庭総合支

援拠点だけでなく，子ども家庭支援センターとの連携も必要という意見があった。

次に里親では，在宅支援として里親ショートステイでの地域支援を行っているた

め，様々な在宅支援サービスのところに追記した。母子生活支援施設も子どもだけ

のショートステイについては体制が整えば実施したいという意見があったので，

こちらも在宅支援サービスに追記した。さらに，措置解除後のアフターケアの必要

性について，アフターケア専門職員の配置を追記した。あわせて，アフターケアは

利用する側の視点が必要という意見があったので，利用者アンケートにより使い

やすい事業，支援への随時見直しと記載している。その他，措置解除後の実態調査

については，報告書本文に記載した。また，スクールソーシャルワーカーも重要な

役割を果たしているということで，こちらは要保護児童支援地域協議会のメンバ

ーでもあるため本文に記載した。あとは，子ども関係の窓口が市民にわかりにくい

という点，一時保護委託のアセスメントについても本文に記載した。 

委員長：委員の皆さんからの主な意見はこのポンチ絵及び報告書に反映させている。報告書

については，後ほど確認するため，その時に意見をもらいたい。それでは意見書を

提出した委員から説明をお願いする。 

 

 

〇資料 2「福岡市における社会的養育のあり方について」（案） 

委 員：まず，この報告書の冒頭に検討会の位置付けとか，検討会でどういった形で議論し

たのかといったことや，今後のことをはじめにとして書いてある方がわかりやす

いのではないかということで，提言させてもらう。特に，この報告書が福岡市の社

会的養育推進計画や子ども総合計画に反映させることを踏まえ，国の策定要領の

中にも書いてあるように，子どもの権利条約にのっとって議論するということを

本当にこの検討会では大事にしてきた。また，委員に社会的養護を経験された方が

参加し，子どもの声を聴くワークを行ったり，委員からたくさんの意見書が出て，

活発な議論を経てできたものである。あわせて，福岡市の特徴として行政と民間，

市民がいろいろな形で今までも協働してきており，これが生かされた取組みや，今

後とも連携による包括的な支援でやっていくということを始めに書いた方がいい
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のではないか。他都市の話を聞くと，このように基本にのっとってきちっとした形

で検討会が運営されているので，このような意見書を提出させてもらった。 

委員長：第 5回の検討会の中で，それぞれの現状と課題と，こうあるべきだ，こうした方が

よいという意見をいただいたので，そのような形で報告書をまとめることができ

ると思う。報告書の冒頭にご指摘のような記載を入れる方向で検討したい。 

 

 〇資料 3 障がい児入所施設について 

委 員：障がい児入所施設から提言という形で提出させてもらっている。以前の検討会でも

データで子どもの状況等を示したが，今回文書という形でまとめさせてもらって

いる。今回初めて障がい児入所施設の立場から社会的養育を検討する場に参加さ

せてもらったのは画期的なことだと思う。まず，障がい児入所施設におけるケアニ

ーズが高い子どもへの専門性の担保について，以前は私の障がい児入所施設は強

度行動障がいといった障がいの重い子どもが多かったが，最近では愛着障がいと

軽度発達障がいの子どもが多く，児童養護施設との垣根がないのではないかと思

うところもある。とはいえ，強度行動障がいと言われるような重度に知的障がいを

伴う自閉症スペクトラムの強い子どもへの対応もあるので幅広い支援をしなくて

はならない現状がある。そういったところでいくつか，この検討会の中でも出させ

てもらった措置児童と契約児童の混在による煩雑さと記載しているが，新しいビ

ジョンの中では，契約の児童も社会的養育の対象に含むとなっており，そうなると

措置と契約はどういった垣根があるのかと思う。実際に見ている子ども達も本来，

家庭で暮らさないといけない子ども達が措置と契約でそれぞれいるということは

どうなのかという問題提起をさせていただきたい。また，委員の中からもご指摘が

あった入所児童が保育所や幼稚園等の利用による発達保障がされていないのでは

ないかという点は大きな課題ではないかと感じている。組織的なところで言うと，

人員配置基準が児童養護施設よりも低く，児童養護施設の 4：1に対して，障がい

児入所施設では 4.3：1と逆転現象が起きていて，ケアニーズが高い子どもがいる

にもかかわらず人員配置が遅れているというのはどうなのかという意見である。

また，特筆するところで言うと，児童養護施設のように定員払いではなく，福祉型

障がい児入所施設では，障がい福祉サービスが導入されてから現員払いとなって

おり，これが経営を圧迫していて，これから小規模化に向かっていく時に，建て替

え費用の積み立てもままならない状態である。なお，国で障がい児入所施設のあり

方検討会も始まっているので，これらのことも議論されると思うが，この検討会に

おいても共有させていただきたい。 

委員長：議論の中でも，社会的養護の中でも障がいを持っている子どもとの垣根はあまりな

い，入所前にその子どもについての客観的情報が必要という意見が出て来た。この

中で報告書に反映できる部分は反映したい。 
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 〇資料 4 “子どもの声を聴くワーク”に参加した子ども達へのフィードバックについて 

副委員長：私から提案したいのは，先日２名の委員により子どもの声を聴かせてワークを実

施してもらったが，それを言いっぱなしにせずに，その声に対して，検討会でどの

ように議論し，取りまとめにどう反映したかをフィードバックした方がいいと考

えた。ワークの中で，フィードバックを行う準備をしているということなので，で

きれば検討会の中で，どのように子どもたちの意見を参考にして，どういう取りま

とめをしたというのを確認して，それを文章で協力してくれた子どもに渡すよう

にしてはどうかという提案である。資料に取りまとめの中で重要なこととして，子

ども達の声からも関心が高いのではないかという四項目について記載している。

一つ目は家庭的な環境での養育について，里親を増やし，施設での暮らしもできる

だけ家庭に近いものにします。二つ目は希望する子どもが保護者のもとに戻って

暮らすことができるようにするために家庭支援を充実させます。三つ目は自立支

援で，一人暮らしを始めた後に相談したり，援助を求めたりすることができる仕組

みを作ります。四つ目は権利擁護のことで，いろいろな不満やこれからのことにつ

いて皆さんの声をしっかり聴いて，権利を守る仕組みを作ります。この４つを子ど

もたちにフィードバックすることを提案させていただく。 

委員長：フィードバックすることは決まっているので，この文面でよいかを確認したい。第

1回の検討会で提案があり，このあり方検討会の話し合いのベースになったと思う。

この内容でよいと思うが，子ども達に返す時にはフリガナがあった方がよいと思

う。 

 

 〇資料 5 施設，一時保護所を退所する子どもたちへの支援等 

委 員：今回検討会に参加する中で，現場支援をするＮＰＯとしてどのようなことができる

かということを中心にまとめた。私たちは訪問支援，アウトリーチを活動のメイン

とするＮＰＯなので，施設や一時保護から家庭に帰る再統合の部分での支援につ

いてできる限り伴走型の支援を展開することが，問題の悪化であったり，再発を予

防することに繋がったりするということをまとめている。もう一つＮＰＯの協働

としては，社会的養育の中に現場支援をしているＮＰＯが入ってくる機会が少な

いと感じていて，今回，何度か話が出たが，施設や里親の力になるＮＰＯが他にも

あるのではないかというところも今後視野に入れていくと子どもの支援，保護者，

施設，里親の支援の幅が広がってくるのではないかと思う。社会的養育というとこ

ろでは，在宅支援が広く求められるということで，そういった時にＮＰＯが重篤な

ケースとも関わることがあるが，そういったケースにどこと協働，連携するのかと

いうことが不明確なところもあり，問題が大きくなってやっと行政と繋がるとい

うことが少なくないので，ＮＰＯと行政等がどのような協力，連携体制を構築して
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いくかという部分は課題である。ずっとＮＰＯで活動していて，特に児童福祉で感

じることは地域包括ケアというか，地域でどう子どもを支援していくかという視

点が抜けているという印象を持っているが，ＮＰＯは地域の社会資源になり得る

と思っているので，これからＮＰＯ自体も地域にどう貢献していけるかを考えた

い。最後に，今後社会的養育の展開を考えた場合，この業界を目指す若者がいない

ことには難しいという課題も感じているので，その部分でもＮＰＯとしての役割

を果たせたらよいと思う。 

委員長：議論の中でＮＰＯの必要性は認識されてきたと思う。委員の意見書にも行政と民間

の協働についての記載もあった。また，ポンチ絵にもＮＰＯの位置付けがしっかり

と入っているので，これも報告書をまとめる中で確認していきたい。 

 

〇資料 6 母子生活支援施設に関する意見 

委 員：まず母子生活支援施設は社会的養育を担う機関であるということをぜひ関係機関

の方に理解してもらいたい。厚生労働省からも平成 24年に母子生活支援施設は社

会的養護を担う機関であるという運営指針が出されていて，それに基づいて私共

も入所者の支援を行っているが，いろいろな面で十分理解されていないのではな

いかと思うところがある。母子生活支援施設は児童福祉法に基づいて住む家がな

いなどの生活困窮の母子世帯が入所する施設であり，施設においては家族を分離

することなく入所親子の自立支援，生活支援，子育て支援に取り組んでいる。入所

世帯は近年約 6 割が DV 被害によるもので，4 割から 5 割が生活保護を受給してい

る。虐待児加算を認定されている児童も少なくない。虐待の観点からは入所世帯は

ハイリスク家庭が多いと言える。家族を分離しない，すなわち家庭養育が保証され

た施設なので，社会的養護を経験された委員からも意見が出されたが，孤独感や疎

外感，不安感などは母子生活支援施設で生活する子どもには少ないと自負してい

る。また，そのような事態に至らないように職員が一体となって生活支援，子育て

支援に努めている。私が訴えたい一点目は，母子生活支援施設の役割や実態をぜひ

理解してもらいたいということである。例えば，母子生活支援施設に入所している

母親が病気や養育に問題があってショートステイを利用したい場合に，役所や関

係者に相談すると，どうして母子生活支援施設の入所者がショートステイを利用

するのかという反応が返ってくる。国の制度で母子生活支援施設の職員定数は母

子支援員が 3名，少年指導員 2名，保育士が 1名となっている。その中で室見寮の

ように 0 歳から 5 歳児までの全ての子どもを毎日保育室で見るという施設は全国

的にも稀なケースである。通常は百道寮のように保育士が少ないので，0歳から 2

歳児の緊急を要する子どもに限って保育を行うところが多い。支援するにしても

施設ごとに苦労してやっている。それにもかかわらず母親の病気や養育に問題が

あって家庭生活支援員を派遣して欲しいとお願いすると，施設でやったらどうか
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という反応が返ってくる。うちには障がいを持った母親が結構いるが，その母親に

ヘルパーの派遣をお願いしても同じような反応が返って来る。私共の少ない人数

でどこまでやるかというところもあるが，母子生活支援施設もよくやっていると

思っている。乳児院や児童養護施設と母子生活支援施設は大きく違う。母親と子ど

もを分離せずに生活できるので，子どもは自己肯定感をもって育っている。そのあ

たりを理解してもらいたい。二点目に書いているが，入所者はＤＶの問題が解決し

たら退所という自治体もある。自治体によっては 6 か月で退所というところもあ

る。ＤＶを理由に入所する方は家がない，仕事がない，低所得で，母親はＤＶ被害

で精神的にも参っていて，中にはＰＴＳＤを抱えている母親がいる。それなのにＤ

Ｖが終結したら退所と言われたら，こういう家庭はハイリスクであり，子どもに影

響がある。この状態で退所と言われると，私共としては非常に残念である。現に母

子生活支援施設を退所した後に，施設入所や一時保護，虐待通告されるケースも少

なくない。役所の職員は母子生活支援施設をＤＶの避難施設と誤った見立てをし

ているのではないかと危惧している。あと報告書案の 16 ページと 22 ページに母

子生活支援施設の活用ということが書いてあるが，ここの「在宅支援を担う」を「社

会的養育を担う」に修正してもらいたい。 

委員長：母子生活支援施設のあり方について一部見直して欲しいという意見であったので，

報告書をまとめる段階で文言については検討したいと思う。今までの提案につい

て質問はるか。 

全体：（なし） 

委員長：それでは報告書の検討に入りたい。報告書案について第 1章，2章のところで今ま

での議論による課題は概ね入っていると思うが意見はあるか。 

委 員：先程示された子どもたちへの返事を見て，まとまっていると思ったが，子どもにと

って一番不安なところは四番目のこれからのことだと思う。どちらかと言うと，子

どもにとって一番重要なのは，これからのことではないかと思うので，この順序を

入れ替えたらどうかと思う。次に，6ページの権利擁護に関する取り組みについて

紹介されているが，特に子どもの権利ノートは，えがおノートという形で子ども達

に随分わかりやすいように作られていると思った。実はイギリスのフォスタリン

グ機関の勉強させてもらったときに，里親養育チルドレンズガイドというものが

あり，これを翻訳してみたが，やはり将来のことを誰が決めるのかというところは

印象に残った。レビューと言う時々将来のことが話し合われる時があるようだが，

「その時に君がどう思うか，どう考えるかを聞かれるよ。その自分の思いを紙に書

くか，ソーシャルワーカーに言ってもいい。君が少し大きければ，その話し合いに

出席するかもしれない。もしこれらの話し合いの時期に，何か心配事があれば，ソ

ーシャルワーカーやその話し合いの責任者，単独審理官という人に話すことがで

きるよ」と書いてある。やはりこれからは，これをそのまま真似するという訳では
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ないが，このような部分が一番大事な部分ではないかと思う。特に，子どもの将来

を決めるときに，子どもの意見をしっかり聞いていくことが重要だと感じた。 

委員長：子どもの声を聴かせてワークの中で，これからが大事だというところである。 

委 員：子どもの権利ノート等もそれに配慮しながら作成していくという意味で，えがおノ

ートもあるが，チルドレンズガイド位にわかりやすくして，児童相談所が決めます

ではなく，子どもの意見を反映することを少し考えてもらえればと思う。 

委員長：具体的なところは時間の関係上協議できないが，委員の意見を取り入れてきたい。 

副委員長：フィードバックの文書の順番を入れ替えるというところはいいと思う。課題の部

分に，措置や措置解除の部分に十分な子どもの意見が聞き取れているのか，措置の

場面で意見が聞かれていないのではないかという話があるので，それを書き込む

ということでよいか。 

委 員：福岡市で子どもの十分な意見が聞き取れていないとは思わないが，全国的に見ると

ユースの方々からはほとんど意見を聞かれなかったという声がある。 

委 員：私の頃は施設がどのようなところという十分な説明はなかったが，私のニーズであ

る自転車で学校に通いたいという部分は汲み取ってもらった。そういったところ

で選択できた気はするので，もっといろいろな情報を得てから子どもが選べると

いいと思う。例えば学校を変わっていいから施設で暮らしたいということもある

ので，情報を全部出した後に一緒に考えていく方がよい。 

委員長：子どもの声をしっかり聴いていくということは共通認識だと思う。それが聴けてい

ないかということは微妙なところなので，第 3 章のこれからのところでしっかり

聴いていくということを盛り込んでいきたい。 

委 員：えがおノートが作られたのは平成 19年か 20年頃で随分古い。本来は平成 28年の

法改正を踏まえて，アドボカシーの考え方を取り入れた子どもの権利ノートを作

り直すことが必要である。子どもにどういった情報提供をするのかや，措置の決定

プロセスに子どもが参画していくことは第 3章に記載してもよいと思う。但し，た

くさん提示できる程選択肢がないという現実もあるが，目指す方向性としては情

報提供を行い，選択肢を提供し，措置決定に子どもが参画していくことが望ましい。 

委 員：学校についてもいろいろと意見を言っていいとチルドレンズガイドには記載して

いる。 

委 員：学校を変わりたくないという問題もなかなか解決できないところもあるので，方向

性としては子どもの意見を聴いていくというスタンスである。 

委員長：方向性は子どもにしっかりと情報を提供して，意見を聴いて，子どもに選択しても

らうということで，20 ページに書いてあるので，そこをどうするか検討したいと

思う。 

委 員：1 ページの 4 行目，社会的養育の分野では民間の活動もあって非常に前進したと 

思っており，市民の立場からすると「活用して」という言葉がとても気になる。行
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政から見た表現で，市民目線からすると「活用された」，「活用して」という関係で

はないと思う。先程からの話もそうだが，市民も自分達の課題に向けて取り組んで

おり，協働という言葉があるように，一緒になって作り上げてきて今があるという

表現がよいし事実だろうと思う。今後もそのような姿勢でいけば，福岡市ももっと

発展すると思う。 

委 員：同じように里親にも「活用」というワードが使われているので，改めてもらいたい。

ビジョンでは「里親を受け皿としたショートステイ」と表記しているので，「受け

皿」という表現の方がいいと思うので修正してもらいたい。 

委員長：この検討会でもＮＰＯの委員も発言をされて，協働でやっていこうということがコ

ンセンサスとしてあったと思うので，ベースにある考え方として，「連携・協働す

る」という方向で考えたい。 

委 員：2ページの社会的養育の体系と福岡市の施設の現状のところで，在宅支援の児童相

談所と子育て世代包括支援センターの間に区の子育て支援課が入るのではないか。

尚且つ区の子育て支援課のところに横線が入って，要対協が入るのではないか。 

事務局：子育て世代包括支援センターの中に区の子育て支援課も入っているが，業務が違う

ところもあるので委員指摘のとおり追記したい。 

委 員：まず，課題の部分で施設の課題が載っていない。あと前回委員意見として出した子

どもたちの声を参考資料という形で報告書に追加できないか。無理でも子ども達

の声を何らかの形で記載してもらいたい。 

事務局：委員指摘のとおり施設の課題については追記させてもらう。 

委員長：それでは施設の課題については事務局と協議して追記する。子どもの声について掲

載はどうか。 

事務局：この検討会に位置付けて子どもの声を聴いているので，別添という形で掲載すると

いうことでよいか。 

委員長：この検討会でアドボカシーをしっかりと機能させていくという理念だけでなく，実

際に行ったというところもあるので別添としてつけるという形でいきたい。 

委 員：14 ページの一時保護改革の部分だが，「また児童相談所内における一時保護所は，

それを経験した子どもによれば」という箇所があるが，どうしてもそうならざるを

得なかったという部分もあり，どうしようもない状況もあった。働いている職員も

これを感じていたところはあったが，これを読んだ時にどう受け取られるのかと

いう不安がある。そもそもの部分を触れて，これまでの一時保護所の現状も加えて

理解してもらった方が誤解を招かないと思う。 

委員長：8ページの一時保護の現状を受けての課題だが，これと関連付けて考えても書き方

が強すぎるか。 

委 員：子ども達の意見はまさにそうだろうと思うが，課題の部分でも現状に少し触れても

らえれば印象は違うと思う。 
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委 員：8ページの「大規模な集団養育の場で，なおかつ長期間学校にも通学できない閉鎖

的な環境で過ごすこと」という部分を，14ページに再度書けば問題ないと思う。 

委員長：再度一時保護改革のところに現状を書いて課題としたい。 

委 員：13 ページの「泣き声通告をはじめ虐待通告を受けた時の判断基準」とは，調査に

入るべきか，入らないべきかという判断基準のことを言っているのか。 

事務局：調査に入る，入らないではなく，今後通告窓口の一元化にも関係してくるが，区役

所と児童相談所との振り分け機能の一部として，通告を受けた子どもをどこに繋

ぐかという判断基準である。 

委 員：ということは虐待通告などの振り分けの判断基準ということか。 

事務局：役割分担の具体的な部分は詰めていないが，ここで言っているのは総論的に通告を

受けた場合にどこに繋ぐかという判断基準である。 

委 員：14 ページの「特別養子縁組等の推進については今後も力を入れていく必要がある

が，現在のところ養子縁組成立後の親子支援まで十分に対応できていない」との記

載だが，ここではやはり特別養子縁組等を推進することが大きな柱と思う。そのこ

とと養子縁組成立後の支援は別の意味があるので，一旦「必要がある」と切る方が

いいと思う。 

委員長：委員の指摘のとおり，そのような表記にさせてもらう。 

委 員：障がい児入所施設にいる未就学児の発達保障はどこかで入れてもらいたい。子ども

の権利擁護の視点から言うと制度上の問題もあるが，本当に大きな課題だと思う。 

事務局：当初は記載しようと考えていたが，あり方についてまとめる時にどうしても今後ど

うしていくかという具体策までは話が及ばなかったので，あえて割愛させていた

だいた。 

委員長：第 3章の 30ページに福祉型障がい児入所施設の部分に課題と今後どうしていくか

というところが総括的に書いてあるが，この部分に書くということでよいか。 

委 員：できればお願いしたい。 

委 員：先程委員の意見書で，契約と措置が混在していることへの煩雑さという部分があっ

たが，確かに措置の場合は社会的な関与があるはずだが，契約の場合は代替養育で

はあるものの社会的な関与がかなり乏しい。現実はどこの施設も同じだと思うが

ケアニーズが高い子どもや親子という状態があって，そこをどう支援していくか

というところが問題である。これは自立援助ホームや母子生活支援施設も同じよ

うな問題はあると思うが，子どもの状態はハイリスクの要支援児童であったり，要

保護児童であったりということもあると思うが，いろいろなところから入所して

いるので，そこの支援チームはその区の要対協とならない。その辺りをどう考えた

らいいのか，そこの在宅支援の考え方についてはどうか。 

委 員：措置と契約の一番の問題としては，措置児童は発達検査の結果も含めて児童票等で

子どもの情報が入所前に届く。契約児童についてはアセスメントがほとんどなく
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て，親からの聴き取りを元に施設が情報を取るため，事実と異なる情報もあり，そ

れによって現場では混乱し，支障をきたすことがある。契約児童の方は客観的な指

標が乏しい。これは国の制度そのものの課題なので，課題があるというところで収

まるかと思う。 

委 員：そうは言っても現に子ども達は生活している訳だから，ハイリスクの要支援児童や

要保護児童にある子ども達に対して，施設だけでなく，チームで支援していくこと

が必要である。児相が必要ならば児相も，区が必要ならば区の協力も必要だと思う。

そこはともすれば施設におまかせになっていないかというのが心配である。 

副委員長：契約入所はどうやって繋がってくるのか。 

委 員：契約は障がい福祉サービスの枠に入っており，平成 15年に支援費制度の導入に伴

い，そもそもは措置施設だったものが措置と契約という分け方になった。契約入所

については児童相談所で受給者証の発行をしてもらって，施設と契約するという

流れとなっている。 

副委員長：受給者証発行の過程では，アセスメントがない中で受け入れているということか。

他の機関が関わって契約入所になることはないのか。 

委 員：障がい福祉サービスでの計画相談は，福祉型障がい児入所施設を利用する際に計画

を作っていないことが大きな課題だと思う。 

副委員長：関係する機関があれば，そういったところと協力するということは考えられない

か。 

委 員：その仕組みがそもそもないというのが現状である。そもそも社会的養育の枠の中で

語られることがなかった施設なので，社会的養育ビジョンの中に障がいを持った

子どもの話が入ったということは，おそらく全国で同じような話が出てきている

と考えられるので，施策に反映していく流れを作れたらよいと思う。 

委員長：その部分をここに入れるかどうかは，もっと議論が必要なので，16 ページの課題

のところに入れるしかない。30 ページのところの文言に入れられるかどうかを検

討したい。 

副委員長：言葉の問題だが，「家庭養育優先原則」が何か所か出て来るが，この言葉は意味

が広い。要するに家庭復帰を第一に考えましょう，家庭復帰ができない子どもでは

代替養育で里親や養子縁組を優先しようという話である。「家庭養育優先原則」と

した時にすんなりと皆さんが理解できるかというところである。例えば 3 ページ

の部分では，「家庭養育優先原則」のもと代替養育を受ける子どもの数が減少して

いると書いてある部分で，これは家庭復帰を推進したからという意味合いで書か

れているかと思うが，12 ページでは家庭移行支援と里親のことが一緒に書いてあ

る。中段には「代替養育における」と記載されているので理解できるが，全体とし

て理解しづらいことはないか。 

委 員：家庭養育優先原則について，厚生労働省が作っている図を使ってもよいのではない
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か。一つ気になるのはこれが第 5次子ども総合計画に反映するとなっているが，そ

れを策定するメンバーがどれだけ理解しているのかということを考えると，皆が

専門家であれば必要ないが，そうでなければあった方がいいと思う。 

委員長：これはすべて社会的養育の専門家が見る訳ではないので，1ページ目に「家庭養育

を優先し」とあるのでその下に図を入れることを検討したい。 

事務局：先程委員から提出された資料 6について，自治体によっては入所期間を制限してい

るという趣旨での記載があったが，福岡市ではこのような指導はしていないので，

誤解のないように周知させてもらう。 

委員長：それでは第 3章の社会的養育のあり方について検討していきたい。 

委 員：まず 27 ページ，里親のリクルートの拡大について「あらゆる手法」と記載がある

が，この部分をもっと具体的に書けないか。次に 32ページ，社会的養護自立支援

の促進の部分で，新しい社会的養育ビジョンの中でもステップハウスの整備と活

用ということが記載されているので，自立援助ホームとしてステップハウスのこ

とを何か入れてもらいたい。 

委員長：一点目の「あらゆる手法」については，よりイメージしてもらえるように「例えば」

という記載でＮＰＯと協働してというような書き方を検討する。二点目のステッ

プハウスの意見が出ていたが，機能的なアフターケアの展開の部分に入れる。 

委 員：22 ページの区役所の体制強化，子ども家庭総合支援拠点のところだが，ポンチ絵

ではいわゆる相談機能や通所機能と書いてあるが，区でも相談を受けられる体制

を作るという話だったので，子ども家庭総合支援拠点の機能をもっとしっかり記

載してもらいたい。それとポンチ絵で見ると，子ども家庭総合支援拠点と地域子育

て支援拠点と子育て世代包括支援センターの関係が各課の担当と見えてしまって，

区役所の中に子ども家庭支援の総合的な機能があるようなイメージが見えない。

私は区役所の中でもこれらが統合されたものがよいと思う。もう一点は，様々な在

宅支援サービスの展開と書いている 23ページだが，施設が何をしていくかについ

ては多機能化のところで書いてあるので，むしろ在宅支援サービスを中心に置い

た時にＮＰＯや施設がこのサービスを担っていく，連携していくという書き方の

方がいいと思う。 

委員長：区役所で子どもの相談がワンストップでできるようにということと，在宅支援サー

ビスを中心にどこがどう連携していくかという意見であった。 

事務局：一点目の子ども家庭総合支援拠点については区の子育て支援課を中心として作ろ

うと考えている。それに対して子育て世代包括支援センターは母子保健を中心に，

子育て支援課，健康課，地域保健福祉課の 3課の連携で構築しているものである。

国では同一のものとして構築するのが望ましいと言われているが，現時点では関

係性について整理ができておらず，区を核に作るということまでしか踏み込めな

いのでここまでの書き方としている。 
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委 員：それは方向性として将来的には一本化していくということか。 

事務局：どう整理していくかについては今後検討が必要であり，課題である。 

委 員：子育て世代包括支援センターと地域子育て支援拠点は密接に関連があるところで

ある。そうするとポンチ絵の中で子育て世代包括支援センターが子ども家庭総合

支援拠点の中に入るか，すぐ下にあるかにした方がよい。地域子育て支援拠点が直

接，子育て世代包括支援センターの職員と情報共有しているところもあり，ここも

繋がっておく必要がある。併せて，子ども家庭総合支援拠点をどう作るかは大事な

ところであるが，その割には書きぶりが少ないと感じるので，どういった支援拠点

を作るのかというイメージを書いてほしい。その時にワンストップ型ということ

は入れていくべきである。例えば，佐賀市はゾーニズム制を敷いており，子育てゾ

ーンと福祉ゾーンとそれ以外のゾーンに分かれていて，子育て支援ゾーンで保育

所の相談をして，そこの窓口で全部対応してくれる。場合によって生活が困難とな

れば生活保護の担当に繋ぎ，その場で福祉ゾーンから担当者が来る。そういう意味

ではワンストップである。おそらく新庁舎を作る時にそういうイメージで配置さ

れており，しかも福祉ゾーンと子育て支援ゾーンでは担当が行き来できるように

通路がある。福岡市の場合はここまでは難しいので健康課，地域保健福祉課，福祉

介護保険課の子ども部門が統合し，そこに子育て支援課が関わっていくというイ

メージが重要になる。なおかつ佐賀市の場合は幼稚園担当課が以前は教育委員会

にあったが，これが現在は福祉ゾーンにあって連携ができている。今後，教育委員

会との関係も視野に入れた拠点作りが必要になる。 

委員長：今の話を総合するとワンストップでやっていくということだが，子育て世代包括支

援センターと子ども家庭総合支援拠点の関係がわかるようにするということか。 

委 員：どちらかというと子ども家庭総合支援拠点の中に子育て世代包括支援センターが

あるという考え方もあるので，中に入ってもいいし，地域子育て支援拠点との間に

あってもいいということである。 

委 員：この検討会でも何度も言われているように子どもにかかわる 3 つの課を 1 つにし

ないとわからない。国が言っている事業名に当てはめているので余計にわからな

い。児童虐待防止をしっかりやっていくことと，地域，子どもの支援をやっていく

ということであれば避けては通れない。整理しないことには市民にはわかりにく

いし，理解できない。もっと根本的に議論してもらいたい。どちらかと言うと子育

て世代包括支援センターが子ども家庭総合支援拠点の方に近づいていく形がよい

と思う。 

委員長：ワンストップにするという形がもう少しわかりやすく表現する。 

事務局：委員ご指摘のような書きぶりにさせてもらう。 

委 員：20 ページの子どもの権利擁護の部分だが，提案させてもらった重要な柱について

はここに取り入れていただいており，ありがたく思っている。ただ，これが総合計
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画に表現されるとなると，まだ新しい概念なので，もう少し丁寧な補足が必要だと

思う。子どもの意見表明と聴いてもらう権利について記載されている。ライフスト

ーリーワークは一般の人には馴染みのない言葉かもしれないので，子どもの知る

権利と書いてわかりやすくすればどうか。 

委員長：ライフストーリーワークの充実の前に子どもの知る権利について表記したい。 

委 員：意見表明や聴いてもらえる権利についても補足した方がよい。そのことに関連した

ポンチ絵の部分の表現だが，ピンク色の枠とブルーの枠があるが，これはどう理解

したらよいか。 

事務局：ブルーで括られた部分が主に代替養育を受けている子どもの権利擁護として，措置

決定の場で意見を聴くこと，権利面接の実施，ライフストーリーワークの充実を挙

げている。一方でピンクで括られている部分は全ての子どもに当てはまるという

意味でアドボカシーシステムの構築，子どもの法律相談，未成年後見制度の活用等

ということで枠を 2つ作っている。 

委 員：アドボカシーについて対象をあらゆる子どもと考えた場合には学校や教育委員会

との連携が重要なポイントになると思うが，その辺りはどう考えたらよいか。 

事務局：第 5 回の検討会でスクールソーシャルワーカーを含め学校との連携について話が

及んだが，22 ページの子ども家庭支援体制の構築に向けた取組の中で文章化してい

る。また，その下の区役所の体制強化の文中でも，要保護児童支援地域協議会の中に

はスクールソーシャルワーカー等の記載を追加している。 

副委員長：権利擁護の取組の中でのネットワークという意味では表面的な書き方が難しい。

20ページのアドボカシーシステムのところに学校等の記載があればどうか。 

委 員：それを追記してもらいたい。 

委員長：子ども達には学校が大きく占めているので，そこは文章の中に入れていく。 

委 員：31 ページの一時保護改革の一時保護機能の見直しというところで，児童相談所は

緊急一時保護に限るとなっている。実は母子生活支援施設に精神保健福祉手帳を所

持した 20代の母と子ども 2名の世帯がおり，今年の 2月頃から母親が子どもを叩い

てしまうということで心理士が関わっている。昨年 12月には主治医に「子どもを殺

してしまったらどうしよう」と相談したことをきっかけに 2 週間子どもを一時保護

してもらっている。現在もこの母親は入院治療が望ましいのではないかと施設では

判断しているが，母には強い不安感や抑圧感，不眠，慢性的な栄養不足等あって施設

でいろいろと関わったが，この母が今年の 7月 12日に駅で倒れて救急隊員が病院へ

搬送した。主治医からも入院して，子どもはショートステイ等を利用するように言わ

れた。ただ母は入院を拒否し，子どもを預けることも拒否した。そのため母子生活支

援施設でできる限りこの家族を支援していたが，18 日に自室で動けなくなり，これ

以上は施設での対応は限界だと感じて 19日に児童相談所に職権保護できないかと相

談したところ，虐待の事実がないと保護できない，母子生活支援施設に入所中だから
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子どもの支援はネグレクトに該当しないと拒否された。こういう場合，母子生活支援

施設での支援は朝から夜まで特定の家庭に行うということはできないので限界があ

り，主治医の判断も入院治療が必要となっている。この場合はどこが保護してくれる

のか説明して欲しい。 

委 員：具体例についてここでコメントすべきではないと思うが，大きな方向性としては児

童相談所は緊急一時保護に限るということなので，緊急一時保護の対象かどうかと

いうことが判断の部分だと思う。緊急性がなくて入院が予定されている場合には児

童相談所ではなく，施設等による一時保護になるという意味である。 

委 員：個別の事案だということはよくわかるが，児童相談所から一時保護の対象でないと

言われたら，我々母子生活支援施設で支援している職員はどうすればいいのか。せめ

て児童相談所が，施設等への一時保護委託やショートステイなど何らかの指導や支

援をしてもらわないと困る。結論を言うとこの母は翌 20日に救急搬送，入院となり，

子どもは児童養護施設に一時保護委託となった。その後，母子生活支援施設に戻った

ものの結局 24日にも救急搬送されて，今回は 2か月程度入院となった。我々職員の

見立ては適切だと思っており，決してオーバーに言っている訳ではない。 

副委員長：今議論しているのは児童相談所における一時保護機能の見直しについて話をし

ているが，今の話は一時保護の判断基準のことかと思う。その判断基準もここに盛り

込むべきという意見なのか。 

委 員：そうではなく，ここに児童相談所での一時保護は緊急一時保護に限って実施すると

書いてあり，それ以外はしないと読み取れる。 

副委員長：児童相談所におけるとなっているので，それ以外の一時保護は他のところで実施

するという意味である。 

委 員：そういう意味ならば，そのような相談をした時に児相は拒否しただけで児童養護施

設等への一時保護といった指導がないのはどうなのか。 

副委員長：それは一時保護の判断基準の問題や一時保護しない場合の児相の関わりの問題

なので，それを検討会として別途ここに盛り込むのかという話になる。 

委 員：そうであるならば少なくとも緊急一時保護以外の保護を要する子どもの対応は施

設等への一時保護委託と書いてもらいたい。 

委 員：それは一時保護の地域分散化ではないのか。 

委 員：そうは読み取れない。今回のケースは児童相談所に相談するように促して，一時保

護の対応になると思っていたところこのような結果だったことから，文章で読み取

れるようにして欲しいと言っている。 

副委員長：今の話は児童相談所が保護するのはどこまでかということと，保護できない時に

どうフォローするのかという話であったので，むしろ児童相談所の強化の部分の話

だと思った。一時保護の機能の見直しとは少しずれるような気がする。 

委 員：それがわかるように書いてもらいたい。機能強化と言いながら，対象を限定すると
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言っている気がする。 

副委員長：そうではない。そこをわかりやすくというところかと思う。一時保護は緊急一時

保護に限る訳ではないが，児童相談所内で行う一時保護は緊急一時保護とわかりや

すくするということでよいか。 

事務局：現状と課題に記載していたので取組の部分には記載していないが，その部分がわか

りにくいということであれば，一時保護改革に向けた取組のところで最初の部分に，

現状緊急的な一時保護は児童相談所，それ以外のアセスメント一時保護は児童養護

施設や里親等で行っているという文言を入れ，以下を推進していくという書き方と

してはどうか。 

委 員：ちゃんと保護を要する子どもは児相または施設等で対応するということがわかる

ようにしてもらえればよい。 

委員長：わかるように書き方を工夫したい。 

委 員：ポンチ絵のパーマネンシー保障の部分で親族養育，特別養子縁組等と記載されてい

るが，報告書の中では親族養育がほとんど触れられていないがどうか。 

委 員：親族養育についてのスタンスだと思う。 

委 員：現状のところで少し触れてもいいかと思う。 

委員長：親族養育については報告書の中で触れるということでよいか。 

委 員：親族養育や親族里親は積極的に進めているので本文の中で触れた方がよい。 

委 員：あまり積極的でなかった時代もあるので，そこも踏まえて記載した方がよい。 

委 員：一時保護や施設等から退所後の生活を見据えた時の伴走型の支援の話が出たと思

うので，どこかに記載してもらいたい。 

委員長：32 ページの機能的なアフターケアの展開の部分に伴走型の支援については触れら

れているが。 

委 員：この部分の記載は対象者の年齢が高い子どもの印象を受けるので，小学生や中高生

が特に自宅に帰る時の支援をもう少し手厚くしていくことが必要だと思う。この内

容についてもう少し他でも触れてもらえたらと思う。 

委 員：施設から退所する場合や一時保護から家庭に戻る場合の在宅サービスへのつなぎ

のところの記載があると一貫した支援になると思う。そういう意味で支援を受ける

家族もまた当事者なので家族を主体に置いた在宅サービスの視点が，もう少しあっ

た方がよいのではないか。 

委員長：切れ目のない支援ということが大きなコンセンサスになっているので，家族も含め

た伴走型の支援についてはここで記述していきたい。 

副委員長：一時保護の部分で書くのか，一時保護を退所してからの家庭支援で書くか，自立

支援で書くか，どこが適当か。 

委 員：一時保護の部分に書くと一時保護に限ってしまうのでどうか。 

委 員：23 ページの在宅支援の中に親支援があまり記載されていないが，訪問相談支援に
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もう少しわかりやすく書くか，一時保護や代替養育からの家庭復帰について書くと

いいと思う。 

委員長：23 ページの在宅支援サービスの中に伴走型支援と家族の支援をしていくという内

容を含めることにしたい。 

委 員：ケアニーズの高低について指標のものさしを入れる入れないという話をしていた

と思うが，この検討会では参考程度に扱うということになったのか。ある程度共通の

基準を作れば，それも自立後の実態調査に使える指標になるのではないかと思う。一

方で大きな改革であり，ここに入れる程議論も詰め切れていないし，誰が評価するの

かとかというところもあるが，結論としてどうなったのかを確認したい。 

委員長：ケアニーズをどう判断していくのかについては，アセスメントの部分でも関わって

くる。結論として具体的にどうするというところまでは展開していなかったと思う。 

副委員長：ケアニーズが高い子どもがどういう状態の子どもかということは 25ページの代

替養育を必要とする子どもの数の部分で，例えば医療的なケアが必要な子どもや被

虐待児，二次障がいを生じている発達障がいを持つ子ども等となっていて，こういう

理解でいいかと思うが，委員が言っているのはＣＧＡＳの取り扱いをここに書いて

いくという意味か。 

委 員：何かしらの指標を福岡市として持って，今後判断していくとなったのか，今回はや

めておくということになったのかということである。 

委員長：ＣＧＡＳを使ってケアニーズを測るところまでは委員の提案によって決まったが，

今後どう使っていくかという話にまではなっていなかったと思う。 

副委員長：ケアニーズに応じた社会的養護の枠のところもその部分から出て来ていると思

う。 

委 員：委員が言っているのは，この指標を持って今後考えていくのかという趣旨である。 

委 員：ＣＧＡＳでなくてもよいが，評価する人によって変わってくるという問題も出て来

るだろうし，報告書に書くには十分な検討が必要とも思う。結論として数値で考えて

いくことは一旦保留となったということか。 

委 員：そこの議論が深まっていないので，ここの説明はケアニーズが高い子どもに対して

は適切なアセスメントというにとどめた書き方になっていると思う。 

委 員：この報告書ができた後にどうするのかということになると思うが，ここでは課題と

して書いておいて，どのような形で取り組んでいくかということについては，国の方

向性も決まっていないので，全部の結論は出ないと思う。 

委員長：適切なアセスメントがどのようなものなのかというところまでは決まらなかった

し，深まらなかったので，適切なアセスメントが必要だということは今後の課題でも

あるので，そこの部分の記載は検討したいと思う。一時保護の部分でも適切なアセス

メントが重要だという話もあったので，アセスメントについて追記したいと思う。 

委 員：適切なアセスメントと言っても，評価する人によって様々になってしまうので客観



16 
 

的なアセスメントが望ましいが，国レベルの話にもなってくると思うので，ここで具

体的に書くのは難しいと思う。 

委 員：施設，里親に対してもＮＰＯが協働して支援ができればという部分で，もう少しわ

かりやすく書いてもらえるとよい。 

委員長：23 ページの様々な在宅支援サービスのところのＮＰＯの部分をもう少し強調して

書くということでよいか。 

委 員：これが在宅に対しての支援と受け取られてしまうかもしれないので，施設や里親，

あるいは一時保護という部分へも協働できるということが伝わるとよい。 

副委員長：ある意味，社会的養護の子どもの育ちを外からＮＰＯが支えていくという視点で，

例えば施設のことも高機能化，地域分散化のことは書かれているが，施設での生活を

支える部分については記載がないので，それを加えなくてよいか。 

委 員：23 ページのＮＰＯ等というところで含めて書かれている。 

副委員長：基本的にここでは在宅支援の項目なので，社会的養護の子どもの支援をどこに取

り入れていくかというところである。 

委 員：在宅支援サービスは何も代替養育を受けている子どもが使ってはいけないという

決まりはないので，代替養育中でも，またその子どもが家庭に戻った後も同じサービ

スを受けることで連続性が発生するので，そのような表現ができればと思う。 

委員長：ＮＰＯに限らず，いろいろな機関が社会的養護の子どもを支援しているというとこ

ろを書き加える。 

委 員：子ども家庭支援センターを各区に設置していくとなっているが，どのように増やし

ていくのか，どこが担っていくのかというところをもう少し書いた方がいいと思う。

もっと多様なところが担っていけるような文言が入ってもいいと思う。育成相談の

背景には子どもの発達の問題が大きく関わっているので，福祉型障がい児入所施設

や母子生活支援施設，子ども食堂をやっているところなど，いろいろなノウハウを持

っているところが展開して，さらにそこが一時預かり等多機能化していくとなると

よい。もう 1つ，ショートステイは拡充しないといけないと書いてあるが，元々は地

域子育て支援施策のツールとして養育困難等の予防的な支援として実施しているの

で，その中に要支援児童が入っていたり，要支援のハイリスク児童が入っていたりと

いうことがある。そのすそ野を広げていこうとするならば，ショートステイ里親を創

設するのがいいと思う。予防的な支援をするのは，その人達が担っていって，少しハ

イリスクな場合は施設や里親が担っていくというマネジメントを子ども家庭支援セ

ンターがやるというようにすればよいと思う。最後に 33ページの児童相談所の強化

だが，今後は虐待や家庭内暴力への介入といったものに特化させていく時に介入と

支援だけでなく，支援につながるソーシャルワークが大事になってくる。虐待者が自

身の行為が虐待であったという事実を認めて，それを振り返り，不適切だったという

自覚を持たせるソーシャルワークがとても重要である。以前の児相の緊急支援課は
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その支援を行って，割と安定した援助関係ができてからこども支援課に繋ぐという

ことをやっていたが，あまりにも虐待件数が多いが故に，早い段階でこども支援課に

繋ぐようになっている感じがする。そうするとそこは十分に安定した関係ではない

ので，こども支援課で更にその自覚を持ってもらうソーシャルワークを担わないと

いけない。しかし，職員の経験が十分でないためにどうもうまくいっていない印象を

受ける。だから，私は緊急支援課とこども支援課の役割を見直して，緊急支援課は本

当に介入に特化させていく，そして泣き声通告と面前ＤＶ通告はあまりにも数が多

すぎるので別として，一般的な虐待通告は支援の枠でこども支援課が担っていくと

いう方が職員にとって虐待のソーシャルワークの専門的な経験が蓄積していくので

はないかと考えている。さらに言うと，もっと介入と支援がしっかりと区分けされて

支援は区となっていくので，区が虐待のソーシャルワークを担っていくことになる。

そうなるとそのワンステップとして，区と児童相談所の人事交流も含めて記載して

もらえたらと思う。 

委員長：強化するだけではなくて介入と支援の分担の部分もあるので，ソーシャルワークの

部分も含めて整理する必要もあると思う。 

委 員：社会的養育の国の大きな流れとしては，施設にショートステイやフォスタリング機

能といったたくさんの在宅機能を持たせることになっている。それは国の流れであ

って国の予算はついているが，ＮＰＯがすることについては予算がついていない。今

ＮＰＯも一歩進んだ支援をしているが，新しいことをしていこうというときに，ＮＰ

Ｏを育てるということも重要であり，ＮＰＯに対する予算が確保されることが必要

である。 

委員長：ＮＰＯの支援は重要と書きながら人も予算もつかないとなると定着しない。例え予

算がついても有期的なものであり，その後どうするかということになる。 

委 員：助成金をもらっていろいろな活動をする訳だが，行政からの支援が確保されると一

歩進んだ活動が展開できると思う。 

副委員長：17 ページの「多機関連携による社会全体への包括的支援」の部分がＮＰＯにつ

いて記載できるところと思う。 

委員長：18 ページの「官民の協働でチームとしてネットワーク化をして支えていく」とい

うところで，ＮＰＯは時限的な予算しかつかないので，継続的な活動のためには予算

を確保していくことが必要であると報告書に記載するかどうかだと思う。 

委 員：予算がつけば次の段階に進んでいけるが，どうしても時限的である。これがＮＰＯ

全体の課題である。 

委員長：これを書くかどうかは改めて調整する。5 回目から 6 回目まで１週間という中で，

各委員から率直な意見を出してもらい福岡市における社会的養育のあり方の 5年間，

長い目で見ると 10年間の議論ができた。今回の報告書については，今日の話の内容

も盛り込んで，委員長，副委員長と事務局で打ち合わせて最終的な報告書としたいと
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思う。最終的な部分は一任という形でよろしいか。 

全体：（異議なし） 

委員長：皆さんからはたくさんの意見をいただき，併せてたくさんの意見書や資料も提出い

ただいた。建設的かつ活発に議論いただいたことに感謝申し上げる。 

事務局：今年の１月に検討会を発足し，約 7か月という長期にわたり熱心に議論してもらっ

た。行政だけでは気付かないようなご指摘も多々あった。この報告書は今日出た意見

も踏まえて，委員長，副委員長と事務局で最終的なものをまとめていきたい。来年度

から 5 年間の計画としてスタートする第 5 次子ども総合計画及び国に提出すること

になっている 10 年間の社会的養育推進計画に，検討会で出た意見すべてという形は

難しいが，このスパンで実現可能なものをできる限り取り入れて計画の策定を行い

たい。熱心にご議論いただき重ねて御礼申し上げる。今後とも福岡市の子ども達，社

会的養育のためにご尽力賜りたい。 


