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（別紙） 

第 5回 福岡市社会的養育のあり方検討会議事概要 

 

委員長：第 5回あり方検討会を開催する。今日は子どもの権利擁護，特別養子縁組の推進，

一時保護改革，社会的養護自立支援の促進の 4本立てである。それぞれに意見書が

出ているので，それを発表してもらってから議論していく。それでは子どもの権利

擁護から始める。事務局より説明する。 

事務局：本日，机上に「福岡市における社会的養育のあり方について（案）」を配布してい

る。次回が最終回となるので，現状と課題は記載しているが，今後については，今

日議題に上がるところを除いた形でまとめている。一読いただき，来週の検討会で

議論いただきたい。本日出た意見をさらに反映させて，来週には各委員へ送付した

いと考えている。 

 

■（1）第 5回協議事項 

  ア 子どもの権利擁護 

事務局：平成 28年に児童福祉法が改正され，子どもが権利の主体であるということが明記

されている。その中で子どもが適切な養育を受け，健やかな成長・発達や自立等を

保障される権利を有することを明確化し，子どもを中心に位置付け，その上で，国

民，保護者，国・地方公共団体が支えるという形で，その福祉が保障される旨を明

確化されている。それを受けて，都道府県社会的養育推進計画策定通知の中で，当

事者である子どもの権利擁護の取組みとして，措置，一時保護された子どもからの

意見聴取や意見を汲み取る方策，権利を代弁する取組み，また，第三者による支援

により，社会的養護に関する施策検討の際に適切な意見表明ができる取組み，児童

福祉審議会における子どもの権利擁護の視点からの取組みを計画に位置付けるこ

ととされている。福岡市では，福岡市被措置児童等虐待防止ガイドラインにおいて，

子どもが安心して生活を送れる環境を整えるため，関係者の責務，予防の取組み，

対応を明示したガイドラインを制定している。これにより，被措置児童が虐待を受

けた場合には，十分に調査を行って，児童福祉審議会に報告等を行うという形をと

っている。次のページからは福岡市での取組みについて記載している。まず，子ど

もの権利ノートは，措置のタイミングで児童福祉司より子どもに配布し，年 1度の

権利面接の際に読み合せを行っている。次に，安心ホットラインは，ホットライン

の PRカードを事前に配布し，フリーダイヤルにて，どのような話でも傾聴，受容

して対応している。権利面接は年 1回，措置児童に担当児童福祉司が施設へ訪問，

または来所してもらい話を聴く。聴き取った内容については匿名で扱い，まとめた

ものを施設，里親等へフィードバックしている。こどものキモチ便は平成 30年度

から始まっているが，措置もしくは権利面接時に，封筒と説明用のチラシを配布し，
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生活場面での困りごとや児童福祉司，児童心理司への不満や意見を書いて投函で

きる。実績としては平成 30年度 12通である。次に，ライフストーリーワークは被

措置児童に対して，その児童の生い立ちを整理し，子どもの知る権利を保障するこ

とで，不定期に実施している。子どもの弁護士相談は，児童相談所が関与している

子どもを対象に，被虐待，犯罪被害児童に対する法的な支援や触法調査の際の付添

人，その他法的相談全般を担う。利用にあたっては担当児童福祉司より，福岡県弁

護士会子どもの権利委員会福祉小委員会に依頼し，担当弁護士が決定して相談に

繋がる流れとなっている。昨年度の実績は 5件である。次に，未成年後見人制度活

用について，親権者の死亡，行方不明等により親権を行う者が不在となった未成年

者を対象に，児童相談所長が申立てを積極的に行い，また，後見人報酬についても

一定額を助成することで利用の促進を図っている。昨年度 19 名が利用している。

そして意見箱は，一時保護所と施設に設置しており，無記名でも可能で中身に応じ

て，一時保護であれば，こども相談課長が対応したり，施設の場合であれば施設長，

主任，担当ケアワーカー等が当該児童と面接を行い，子どもの声を聴いている。 

委員長：この後，それぞれ報告があるので，質問や意見は総括の中で受けていく。 

 

 〇資料 4 「子どもの声を聴かせてワーク」実施報告書 

委 員：この度は福岡市内の児童養護施設と障がい児入所施設，里親家庭で育つ子ども達，

計 15名に声を聴かせてワークを実施した。パワーポイントで 5つのテーマをもと

に子ども達の声を聴き取るということと，個人的な願いも聴き取っている。施設に

ついては私ともう１名の委員と事務局の子ども NPO センター福岡の職員と 3 名体

制で，里親家庭においては委員 2人で実施している。当日はお菓子を用意して，自

由に食べられるような雰囲気で自己紹介を行い，できるだけ緊張感を和らげるよ

うな環境で実施した。ヒアリングの結果は 6点にまとめて報告する。まず，児童相

談所について，子ども達には児童相談所の強化等に向けた取組みということは伝

えていないが，例えば児童福祉司をもっと増やした方がいいと思うかや，一時保護

所を変えるとしたらどうしたらいいかという聴き方をしている。一時保護所に関

してはエピソードが溢れんばかりに多くの意見が出され，それぞれ強い想いを持

っているということが伺えた。次に，子どもの権利擁護の取組みで，特に，子ども

の声を聴くということについてどう思うかや，そういう大人がいるということは

どうかという聴き方をしている。まとめとしては，不満や意見があっても、日常的

に接する職員等には気を遣って言えない子ども達の様子が垣間見えたところと，

第三者の立場で聴き取ったからこそ出た意見が多かった。3つ目の里親等への委託

の推進に向けた取組みでは，里親をもっと増やすことについてどう思うかといっ

た問いをしている。賛成意見も出ていたが，懸念する意見として里親生活のイメー

ジがつかないという子どももいて，その中で不安が生じているという印象を受け
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た。今回は，子ども達の声をできるだけ特定されないために，実施する側で少し手

を加えたものとしている。資料を見てもらってわかる通り，子ども達の率直な想い

が出ている。4つ目の施設の小規模かつ地域分散化については，4～6人で生活する

小さなお家を作ろうという動きがあるということや，それを図に表して説明した。

ほとんどの子ども達がこれには賛成だと答えている。やはり小規模で生活すると

いうことで，大人の負担が減るのではないかということを子ども達が話してくれ

ていた。また少人数だと自分達がやりたいことができるのではないかという意見

が出ている。次のところでは今の生活について思うことを出してもらっている。や

はり，一人部屋が欲しい，子どもが多すぎてストレスが溜まるという意見が出てき

た。また先程の説明でもあったライフストーリーワークに関係するところだが，

「なぜここにいるのか」という子どもの声も出てきた。小規模化そのものについて

は賛成の意見が出されたが、施設での生活については，様々な制約の中で生活して

いるということが伺え，たくさんのエピソードが溢れ出る様子だった。5つ目が社

会的養護自立支援の推進に向けた取組みということで，今回は小学生以上を対象

に聴き取りを実施しているので，あまりイメージできないという子ども達もいた

が，施設を出たらどうするか，誰に相談するかということを聴いた。自立後の生活

に望むこととしては，子ども達は一人暮らしがしたい，料理したいという話をして

くれた。小学生の場合は，あまり自立をイメージできないという様子も伺えたが，

年齢が上がるにつれて切実な問題として捉えられているという様子が伺えた。6つ

目は子ども達にできるかできないかわからないが，生活に関係することでも何で

もいいので願い事があったら 3つ出して欲しいと聴いた。その中で「親元に帰りた

い」とか，「兄弟の名前を知りたい」，子ども達らしいが「ゲームが欲しい」や「芸

能人に会いたい」などいろいろな気持ちが聞かれたヒアリングだった。最後のまと

めだが，今回初めての取組みということで，制度のことを小学生に説明するという

ことでは，どこまで理解してくれるかという不安もあったが，子ども達は積極的に

聞いて，意見を述べてくれていた。施設からも今回の取組みに対して好意的に受け

入れられたということもとても重要なポイントであった。子ども達はどこの施設

でも里親家庭でもそうだが，養育者や施設関係者等大人へ気を遣う発言があった

ということを記載しているが，「大人が困るから」や、「大人の負担が軽くなるよう

に」といった意見がたくさん出て来た。子ども達なりに大人に対して，いい意味で

も悪い意味でも気を遣いながら話をしてくれた。ただ聴き取りの中で，これまで言

えなかったのかなという想いも聴かせてもらったりしたので，子どもに許可を得

た上で、施設にフィードバックをしたりという対応もさせてもらっている。とても

興味深かったのが，施設で生活する子ども達からは，自身の生活がもっと変わって

欲しいという想いがあり，里親家庭の子ども達からは，特に不満はないということ

だった。ただ施設の小規模化について話をした時に，里親家庭の子ども達も他人事
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という様子はなく，施設で生活している子ども達のことを思いながら意見を述べ

てくれている様子が印象的だった。もう一つは子ども達の中から，「言うとおかし

いことになる」とか，「文句がある時は言うけれど聞いてくれない」といった声も

上がっていた。私達は児童相談所の職員でも施設の職員でもなく，何の権限もない

という立場で話を聴かせてもらったところが，子ども達にとっては何でも話せた

のではないだろうかと思う。第三者性というところは重要だと実施したスタッフ

で話していた。今後社会的養育のあり方を検討する際は，関係する子どもの声を継

続的に聴いていく「子ども委員会」のような仕組みを位置付ける必要がある。今回

誰が話したかを特定しないということでまとめさせてもらったが，本当に子ども

達は多様で，たくさんの意見を出してくれた。これらの声を制度に位置付けて，し

っかり聴くということができればいいと改めて感じた。今後子ども総合計画が作

られていくと聞いているので，子ども達の声が反映されるとよいと思う。 

委員長：子ども達の率直な意見が出ていたので，今後反映していけたらいいと思う。 

 

 〇資料 5 子どもの権利擁護について 

委 員：子どもの権利擁護については，既に似たような取組みがされていると感じているが，

子ども達が本当に内容を十分に理解できているか，子どもがアクセスしやすい方

法なのかというところをもう一度確認していただきたい。取組みはあるけれど，実

際は使いにくいといったことや，障がいがある子どもにもわかるような子どもの

権利ノートになっているか等，配慮についてチェックしてもらい，利用者アンケー

トのような利用者評価によっていいものになるのではないかと思う。せっかく制

度として作っているのに，子ども達にちゃんと伝わっていない，利用しにくいとい

うことであればもったいないと思い，利用者評価，利用者アンケートによって，今

していることを見直す機会があればいいと感じている。 

委員長：後で提案があるが，今やっていることを，もう少し子どもの立場でアクセスしやす

くできるかというところだと思う。 

 

 〇資料 6 子どもアドボカシーの構築について 

委 員：今の報告を聴いても，子どもの声を聴くことの重要さを改めて感じた。子どもの声

に丁寧に耳を澄ますことが文化として私達大人の中に，そして制度の中に定着し

ていけば，どれだけたくさんの子ども達の命を救うことになれるだろうかと改め

て思っている。子どもアドボカシーとは，大人の生き方として、また制度として確

立していかなければならない大きな課題として捉えている。今がその始まりでこ

の取組みをぜひ継続してもらいたい。そのために福岡市の子ども総合計画に位置

付けることを強く希望し，提案させてもらう。市民の方では既にその取組みは始ま

っているが，私達は子どもアドボカシーというのは，虐待防止の意味だけでなく、
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あらゆる子どもに必要と考えているので，メインテーマはあらゆる子どもの権利

擁護を目的とした子どもアドボカシーの構築に取り組む市民との協働である。協

働の主体は行政と市民という意味だが，市民の実行体制は，まず社会的養護を経験

した，あるいは経験している子ども，若者達を中心にして弁護士，NPO，研究者，

施設の関係者，里親で，市民ネットワーク型の実行体制を作る検討を始めている。

その市民ネットワークとの関係で，行政の子ども関係部局との随時必要とされる

協議，必要に応じて支援を行うという形での関係を構築できればと思っている。協

働の内容だが，一番に挙げているのは，子ども若者の声を福岡市の施策に反映する

ための仕組み作りである。社会的養護を体験した，あるいはしている若者や子ども

達とのパートナーシップによる子ども若者委員会（仮称）を作って，これを支援し

ながら，子どもや若者が自ら子ども施策に関する意見を反映させることが可能な

仕組みを作っていくということである。次に，市民が担う独立アドボケイトである。

独立した立場で子どもに関わる独立アドボケイトになり得る人材養成をする。そ

してその活動に関する仕組み作りをすることである。最終的には子ども達に対し

て，責任を負えるような人材が必要なので，認定制度も考えないといけないと思う。

そういったものを確立させながら市民のアドボカシー機関を設置するという構想

で，これから検討していきたい。3点目に子どもアドボカシーシステム（福岡モデ

ル）の構築としているが，福岡モデルと言っているのは，社会的養護の子どもをは

じめ，福岡市で生活するすべての子どもを視野に入れた子どもアドボカシーシス

テムを考えたいと思っており，その構築を目指して，子どもアドボカシーシステム

研究会を立ち上げようとしている。その準備は少しずつ進めているが，こういった

市民の動きと行政の協働をぜひ位置付けて欲しい。 

委員長：子どもの声を聴かせてワークからアドボカシーの構築まで具体的な提案もあった。 

副委員長：子どもの声を聴かせてワークはとても有意義なものだと感じた。子ども達から話

を聴いて議論すると伝えていると思うが，その結果をフィードバックするという

ことも考えているとのことなので参考までに教えて欲しい。 

委 員：夏休み中に行う予定で，フィードバックに施設や里親宅に行くということは，子ど

も達にも伝えている。きっちりフィードバックをすることまでがこのワークでの

取組みと考えている。 

委員長：この会で子どもの声を聴くという提案が上がって，早速子どもの声を聴かせてワー

クという形で，子どもの率直な声を拾い集めてもらったので，これを施策の中に生

かしていけたらと思う。 

 

  イ 特別養子縁組等の推進 

事務局：特別養子縁組は平成 28 年の児童福祉法改正後の新しい社会的養育ビジョンによる

提言を受けて，家庭養育優先という原則が示された。その中で分離予防の在宅支援
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の強化，家庭移行支援ということで家庭復帰，里親委託推進，そして特別養子縁組

による永続的解決とうことが掲げられている。特別養子縁組と普通養子縁組の違

いを表にまとめている。特別養子縁組は縁組の成立は家裁が決定し，実父母の同意

が必要。要件としては養親は配偶者がいて原則 25歳以上。養子は原則 15歳未満で

ある。実父母との親族関係については終了する。成立までの監護期間は 6か月以上

とされており，離縁については養子の利益のために特に必要がある場合，養子，実

親，検察官の請求により可能である。また戸籍は親の欄は養親のみが記載されてお

り，続き柄は長男・長女といった記載となる。普通養子縁組は養親と養子の同意に

より成立するが，要件は養親が成年であること，養子が尊属または養親より年少で

あることとされている。実父母との親族関係は継続し，成立までの監護期間は特に

ない。離縁は養親と養子の同意にて可能で，戸籍については実親と養親の両者が記

載され，続柄は養子・養女となる。特別養子縁組については令和元年 6月 14日に

制度改正が行われているので説明させてもらう。元々あった制度上の障がいとし

て実親の同意要件が挙げられているが，これは６か月間の養育後に実親が同意撤

回の可能性もあり，安心して養育ができないということと，年齢要件で 6歳までと

いうことだったので，施設等に入所している小学生の子どもは対象外になってし

まうということがあった。この背景があって制度改正に繋がっている。制度改正に

より養子の対象年齢を 15歳へ引き上げている。また家裁の手続きを縁組の必要性

を判断する第一段階と，養親が的確か判断する第二段階に分けている。実親の同意

撤回は 2週間を期限とし，児童相談所長に家裁への申立ての権利を付与している。

福岡市の状況は里親支援として児童相談所に里親担当児童福祉司が 4 名，里親対

応専門員が 3 名という体制で啓発活動等を行っている。民間あっせん団体は全国

で 19団体が認可を受けているが，福岡市にはない。但し他都市の団体との連携は

ある。本市では，平成 30年度は 11件の特別養子縁組が成立している。 

委員長：家庭養育をしていく上でのパーマネンシー保障ということで，特別養子縁組を進め

ていくという話だったと思う。意見等あるか。 

委 員：今養育里親をしているが本当は養子縁組をしたいという里親もいる。しかし障がい

等によって医療が必要な場合，医療面で里親の間は無料で医療を受けられるが，養

子縁組になってしまうと負担が発生するという不安から躊躇しているという意見

が結構ある。アメリカでは州によると思うが，そのような場合は社会的養護の子ど

もと同じように支援が行われていたりする。社会的養護から養子縁組になってい

る子どもの負担が軽減されるともっと特別養子縁組が進むと思う。 

委員長：里子の場合は医療的にも，経済的にも保障があるが，特別養子縁組になるとそれが

なくなるので踏み切れないという意見である。 

委 員：手術を要するような病気や障がいを持っている子どもが委託されている里親も将

来に向けてずっと関係を続けたい，養子にしたいという声もあるので，医療だけで
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も補助が受けられたらと思う。 

委 員：パーマネンシー保障をしていく課題なのか，在宅支援をしていくという課題かとい

うところではあるが，小さい時から養育困難で実親自身が特別養子縁組を考えて

いるという場合もあると思うが，虐待の場合で、子どもを保護して在宅では困難と

なって施設や里親に措置される場合もある。その後の家庭復帰支援を行っていく

が、実際に難しいところもある。その場合の家庭復帰は困難だという考え方を整理

するための手続きが何かしら必要である。そこが児童福祉司等の担当者によるア

セスメントだけでなく、どのように取り扱うのかをまとめた方がよい。 

委 員：お二人の委員の課題は確かに指摘の通りだと思う。現在，児童相談所で進めている

のは，原則実親の同意があるケースがほとんで，実親の同意がないケースで特別養

子縁組になるケースはほとんどない。それが今回の特別養子縁組制度の改正で実

親の同意がなくても，児童相談所長の申し立てという仕組みができた。委員が言わ

れたようにどういった場合にこれを使うのかといった基準を今後考えていかなけ

ればならない。その意味で特別養子縁組制度のチャンスが年齢も引き上げられ，親

の同意が得られない場合も申立てることができるということで広がった。その場

合に委員が言われるように医療面に限らず，成立後の支援にも問題があって，そこ

をどのように支援していくかというところが里親委託と同様に今後の課題である。

特に年長の子どもで特別養子縁組を検討していく場合には，そういった支援が必

要になってくる。ただ国の制度では，里親委託ほど明確になっていないので，どの

ように成立後の支援を行っていくかということは検討していかなければならない。

現状は養親の求めに応じて支援を行っているが、里親委託の場合は基本的に全員

に支援を提供するが，特別養子縁組の場合，支援を求めない養親・養子に対してど

ういった支援を行うかという問題もある。もう一つは施設の里親支援専門員が、養

親の集まりを支援しており，こういった取組みもとても重要である。縁組後の支援

というのは長期的なスパンで対応しなければならず，例えば思春期になるとまた

別の問題が出て来たりもする。そのような時に養親や養子に適切な支援をするの

は，小さい頃から，ずっと養親・養子に関わっていた職員が関わることが一番適切

だと思うが，どうしても児童相談所の場合，人事異動がある。里親支援専門員も異

動があるかもしれないので，長期的なスパンで支援を行っていくには担い手とい

うところに課題がある。 

委員長：養子縁組をする際の基準をどうするかという点と長期的な支援が養子縁組には必

要で，心理的なもの，治療的なもの，養育的なものにおいて長期的なスパンの支援

が必要である。今，意見が出たものを具体的には最後の社会的養育体系図の中に反

映できるか検討したい。 

委 員：虐待ケースの場合で家庭復帰困難という場合は，児童相談所が親権喪失の申立てを

するという意味か。 
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委 員：親権喪失を申し立てても特別養子縁組の申立てはできないので，親権ではなく親子

関係をなくすという法的な部分を児相長の権限として付与されている。 

委 員：親権喪失の手続きをせず，児童相談所長の申立てをするということか。 

委 員：そういうことである。完全に親子関係，法律関係を失くすというものである。以前

は養親候補者しか申立てはできなかったが，養親候補者が実親と子どもとの法的

関係を完全に断ってしまう申立てをするのはとても大変なことで，弁護士を雇っ

て行わなければならず，負担が大きかった。ここの部分をイギリスやアメリカと同

じように児童相談所長に申立て権を付与したというのが，制度改正の画期的な部

分だと思う。 

委員長：具体的な問題と提案とあったので，また最後のところで検討したいと思う。 

 

ウ 一時保護改革 

事務局：平成 30年 7月に一時保護ガイドラインにて，研修等による職員の専門性の向上と

意識共有や，関係機関との連携等の体制整備や環境整備を実施するとなっており，

一時保護もまた代替養育であるため，家庭的環境にて，個別性が尊重されるよう配

慮するよう求められている。また里親，児童福祉施設，医療機関等への一時保護委

託の活用により閉鎖的環境から開放的環境へと謳われている。それから一時保護

児の権利擁護として，十分な説明と意見表明の機会の創出ということが挙げられ

ている。福岡市の状況としては，平成 31年より児童相談所の一時保護所の定員を

10 名にし，緊急一時保護に対応し，アセスメント一時保護については，児童養護

施設，乳児院，里親に委託するということで進めている。一時保護の地域化・分散

化での一時保護児の通学保障と個別ケアができる環境を提供していきたいと考え

ている。なお，児童相談所の一時保護所は，児童心理治療施設を来年度開設するた

めの改修工事にあわせて，現在の大舎制をユニット制にするための改修も進めて

いる。 

委員長：先程の子どもの声を聴かせてワークの中で，一時保護中でも学校に行きたいという

声もあった。そこも保障していこうという流れである。 

委 員：一時保護の中身について書いてあるが，一時保護解除後のサポートをどうしていく

かも含めて考えるべきと思う。元々私も一時保護所職員で，そこで学んだことから

ＮＰＯを立ち上げており，一時保護解除後の支援をしているが，一時保護すること

がいいきっかけになって，子ども自身の心の持ちようが変わって，「がんばってく

るね」と言って退所した子どもがまた戻って来ることは，そう珍しくもない。家庭

環境に戻った時に，一時保護されて自分を見つめなおせる環境から家庭，地域の繋

がりに戻った時の「こうしなければならない」という自分との乖離が起きている状

態で，また同じトラブルが起きる。私達が訪問支援して，寸前のところで起きない

ように留まっているということが多いので一時保護解除にあたって，どのような
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形で家に帰していくのかというところを考えていく必要がある。 

委員長：確かに一時保護の時はサポート体制があるが，家庭に戻ってからどのようにサポー

トしていくかということは大きな課題と思う。 

委 員：保護の時に身柄付き保護とか職権保護とか，そこから点線で矢印がアセスメント保

護の方に延びているが，点線の意味は何か。また，アセスメントは児童相談所の児

童福祉司と児童心理司が，施設や里親に出向いてアセスメントをするのか，それと

も子どもが児童相談所に行ってアセスメントを受けるのか。 

事務局：点線については，基本的なイメージとして緊急保護とは安全確保が最優先されるパ

ターンであり，身柄付きの一時保護や職権保護，市区町村等からの緊急保護要請は

緊急性が高いことが一義的に考えられる。この案件がすべて児童相談所内の一時

保護かというと状況によって変わってくると思われる。アセスメント保護でよい

のであれば切り替えるという趣旨である。必ず一時保護所が予定外の子どもで，ア

セスメント保護が予定されていた保護というものではない。 

事務局：アセスメントについては，基本的には児童福祉司や児童心理司が施設に出向いて行

っている。 

委 員：アセスメントの問題については，一時保護の中ですごく大きな課題である。子ども

本人や家族のアセスメント，それを統合して方針を立てていくことだと思う。例え

ば施設もそれ程便利なところに立地していないが，児童福祉司や児童心理司が一

時保護されている子どもに面接を行うには，相談の合間を縫って時間的なことを

考えなければ，ついつい一週間経ってしまうということもよく起こっている。私も

基本的に分散化、通学の保証については賛成だが、それに応じたアセスメント機能

の強化と専門性は求められる。それについて今どうなっているのか。地域分散化を

始めたばかりとは思うが，もう少しアセスメントを基本的にどのような形で行う

のかというところを明確に出していかなければ，例えば子どもが登校している間

はアセスメントできない，昼間はできないとなると，児童相談所の児童福祉司，児

童心理司は夜に訪問して子どもの面接をしていくのかとか，そのような時に会え

るのかどうかなどの課題もあるため，施設の心理士や児童指導員との連携という

ところも含めて検討していくことが重要である。 

委員長：一時保護のアセスメント機能の専門性をどう担保するのか，アセスメントする側の

働く時間帯の問題もあるということである。 

事務局：地域分散化の開始 1年目ということもあり，アセスメントの実施方法は，今後整理

していく。一時保護専用施設ができて，本体施設の定員外でスタッフを配置するよ

うな仕組みはあるが，アセスメント機能を果たすための，例えば心理士といった専

門職配置については制度化されていない。一方で誰がアセスメントするのかとい

う話になった時に，望むべき姿はあるかもしれないが，まずは安定して受け入れて

もらう体制を作ってからということになるので，将来的に施設にアセスメントを



10 
 

お願いしたいという部分もあるが，今は児童相談所の児童福祉司や児童心理司が

担っているという現状である。 

委 員：児童福祉司や児童心理司が本当に行けるような体制にあるのか。その部分も含めて

体制を検討してもらいたい。 

事務局：まだ十分に制度が固まっていないというところである。 

委 員：ぜひこの検討会の中で，そのようなところを入れてもらいたい。 

事務局：児童福祉司や児童心理司がどれだけアセスメントに行っているかについては，毎月

カウントしているので，それを見て検討していきたい。 

委員長：アセスメントを誰が，どこで，どのようにするのかというところをもう少し具体的

に検討していくという意見である。現状を踏まえてまた検討されると思う。 

委 員：一時保護所の定員が 10 名ということで，安全確保と説明があったが，身柄付き保

護等で緊急性が高いとか安全を守らないといけないとなってくると，より閉鎖的、

管理的にならないかと心配していて，この一時保護改革について子ども達から聴

いたことは一部の声を報告書に書かせてもらっているが，第三者が入らないこと

により、通常では考えらえないようなことが当たり前に起こっているということ

がこの福岡市でもあるということを改めて感じた。そのため定員が 10名になって

質が良くなるのかというと，決してそうではない。今回子ども達の声を聴いて一番

ショックだったところである。いろいろ出してくれた中で報告書では厳選してい

るが，一時保護所のあり方について，改めて見直して工夫してもらいたい。 

委員長：閉鎖的，管理的にならないようにというのは子どもの率直な声だと思うが，それを

どう担保していくのかという部分はまた意見が出ると思う。 

委 員：一時保護のアセスメントの中で，子どものアセスメントが専ら話題になったが，も

う一つ重要なのが，家族のアセスメントである。子どもの家庭復帰には、家族、地

域のアセスメントもまた重要になる。分散化したがゆえにその辺りが難しくなる

とは思うが，その部分はより求められるところである。 

委員長：専門性はより求められるが，分散化したら誰がアセスメントするかも含め，家族の

アセスメントはとても大事だと思う。 

委 員：一時保護所においてずっと疑問に感じていたのが，相談種別が虐待や非行，不登校，

家庭内暴力等の子どもが一緒に過ごしているという問題がある。どうしてもエネ

ルギッシュな子どもからエネルギッシュでない子どもを守るためのルールが積み

重なっていったという事実はあると思う。ただそういったことも含めて分散化し

ていくと思うのでほっとする部分がある。またアセスメントの件で，子ども達の声

からは，「うちのケースワーカーは全然会いに来てくれない」，「〇〇のケースワー

カーは会いに来てくれるのに」というような会話が聞かれていたので，児童相談所

の一時保護所であればそれがスムーズに伝達できるが，その部分は心配するとこ

ろである。あと，一時保護所の子どもを見てきて一番感じたのは学習が遅れている
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子が基本的に多いということである。ある意味学校と切り離された空間で，本人達

に今必要な学習を与えることができるというのは，一時保護所の良さだと思う。ど

うしても学校にいると学校の勉強のスピードに付いていけなくて，抜けていると

ころは抜けたままになってしまう。人員配置の問題もあるかと思うが学習を専門

的に教えられるという場所ではなかったので，すごくもったいないと感じている。

子ども達は家庭に戻った後，学習面で躓いて学校に行けなくなるパターンは多い

と感じるので，学習保障というところも考えられたらと思う。 

委員長：一時保護の機能は確かに様々なバックグラウンドを持った子ども達が混在してい

るので，どう安全に安心して暮らせるようにするのかは大きな課題だと感じる。ま

た学習保障については通学保障と別の形での個別のケアが必要だと思う。 

委 員：私の施設でもこの春から一時保護専用施設を設置している。専任の職員を配置して

取り組んでいるので，例えばアセスメントをすべて養育のスタッフがすることに

はならないだろうが，少しそういう視点を職員にも持ってもらうということも人

材育成に繋がる。今のところ，措置している子どもの養育とあまり変化がなく関わ

っているので，どのように一時保護で預かる子どもと，施設での暮らす子どもの支

援を分けていくかについてはまだ見えていないところであるので，ぜひ今後の人

材育成のプランの中でそういうところも明示してもらえたらと思う。遅い時間に

施設まで児童福祉司に来てもらうと本当に心苦しいというか，大変だなと思うの

で，少し担える部分があるといいと思う。今は視点も違うと思うので，その辺りに

取り組んでいきたいと思う。それと今一時保護を受けていく中で悩ましいと思っ

ていることは，原籍校に通える子どもは登校させているが，いろいろな背景があっ

て通わせられない子どももいる。同じ狭い空間で登校できない子どもがいた時に

どう声かけしていくかは悩ましい。結局いろいろな背景を持った子どもが入って

くるとやはり混在する。機能ごとに分けることができれば，もう少し運用もしやす

かったり，子どもにとっても楽になったりすると思う。まだ始まって 3か月，4か

月なので，こういうことができているというよりは，こういった課題が見えてきた

という状況である。 

委員長：先程のケースワーカーにもっと会いに来て欲しいという声も含めて人材育成等必

要だと思う。 

委 員：児童相談所の昨年の職権保護 93名はおそらく過去最高である。なぜそんなに増え

たのかと尋ねると，身柄を伴う通告が異常に増えたという話だった。警察の身柄を

伴う通告という場合は，児相として必要という部分とは違ったりすることもある。

ここの部分での体制や判断基準について警察と児相との協議検討が必要である。

例えば非行を理由したものは一切保護しないというように安全かどうかという観

点で考えるといったことも必要ではないか。 

委員長：それぞれ線引きに難しい問題も出て来るだろうと思う。 
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委 員：一時保護改革は始まったばかりなので，この中身を質、量ともに充実していかなけ

ればならない。改めて考えると一時保護はとても重要な時期なので，これまで社会

的養護，代替養育のおまけのような捉え方をされていたところもあったが，ここに

光が当たったというのは大きな意味があったと思う。その中で何点か課題が出て

きたが一つはケアの中身である。これまでの一時保護所の集団養育を小規模な単

位のケアにしていく。ただ小規模にしたから解決するという問題ではないし，措置

児童とまた違ったところもあるので，定員 10名の児童相談所の一時保護所でどう

いうケアをしていくのか，分散化した施設，または里親でどうやってケアしていく

のかといったケアの中身を高めていくことが求められる。それも合同の研修等が

あってもいいと思う。また一時保護のもう一つの目的であるアセスメントをどう

行っていくのか，アセスメントは児童福祉司，児童心理司によるアセスメントだけ

でなく実際にケアしている人が行動観察し，行動面をどのように把握していくの

かという視点があってもよい。今まで一時保護所だけでやっていたものを，少し対

象を拡大していきながら，その中で単にアセスメントするだけでなくアセスメン

トに基づいて一時保護を解除した後の支援にどう繋げていくかというところで，

そこにどのようなニーズがあって，どう支援を行っていくかということも検討し

なければならないと思っている。今後，一時保護をもっと充実させていくためには，

もう少し福岡市内にバランスよくアクセスできる専用施設や里親の枠が確保され

ていくということが重要である。最後に児童相談所に求められる機能は増えてい

くばかりで，泣き声通告も増加し，警察からの通告も増え，面前 DVも多い。これ

を全部児童相談所が担っていくのは，現実的ではない。やはりある程度区役所や，

児童家庭支援センターなりで担って，役割を明確に分けていく必要もある。その中

で分離や解除後のケアや家庭復帰、家庭移行支援は児童相談所固有の重要な部分

であって，先程の社会的養護の子ども達の声を聴いても，兄弟に会いたいとか，家

に帰りたいという声に対して十分対応できていない部分があると思うので，そう

いった分離前後のケアに注力していくべきだと感じている。 

委員長：一時保護改革も始まったばかりということでもう少し課題も出て来るとは思うが，

提案の中で見えてきたものを整理して入れていけたらと思う。 

 

〇社会的養護自立支援の推進 

事務局：社会的養護自立支援の推進について福岡市で取り組んでいるものを紹介する。まず，

児童自立生活援助事業は，義務教育を終了した 20歳未満で，施設，里親を措置解

除された者，都道府県知事が自立のために援助及び生活指導等が必要と認めた者

が対象になる。内容は生活の場の提供。これが自立援助ホームとなる。自立援助ホ

ームについては福岡市には 3 か所あり，男子ホームが定員 6 名の 1 か所，女子ホ

ームが定員 6 名の 2 か所となっている。また利用者は利用料を月額負担すること
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になっている。その他事業の内容は相談，援助，指導，家庭環境の調整，教育機関，

児童相談所等関係機関との連携となっている。次に，就学者自立生活援助事業は，

大学等に就学中であり，20 歳到達後から 22歳の年度末日までにある者で，20歳到

達の前日において児童自立生活援助が行われていた者が対象である。内容は生活

の場の提供を除いて，児童自立生活援助事業と同じである。次に，社会的養護自立

支援事業は 2 パターンあり，対象が 18 歳から，措置延長の場合は 20 歳から，22

歳の年度末日までで，施設，里親を措置解除された者，自立援助ホームを退所とな

った者となる。支援内容は支援コーディネーターによる継続支援計画の作成と居

住に関する支援，生活費の支給となっている。もう一つは対象が上記に加え，施設，

里親に措置中の児童，自立援助ホームに入所中の児童，さらに母子生活支援施設に

入所している者及び退所した者となり，支援内容は支援コーディネーターによる

継続支援計画の作成，生活相談，就労相談の実施となる。実施にあたっては児童相

談所に嘱託の支援員を配置して支援に取り組んでいる。 

委員長：この項目については 3名の委員より意見書が出ているので，それぞれ説明してもら

う。 

 

 〇資料 7 自立援助ホーム 

委 員：まず，2019年最新の動向で全国に 170か所の自立援助ホームがある。2009 年が 55

か所なので，この 10年間で 3倍になっている。全国自立援助ホーム協議会の調査

データだが，自立援助ホームで生活している子どもで，全日制高校，高等教育に就

学している割合は，2017年度に全国で 33％，2018年度に 42％と何らかの学籍を持

ちながら生活している子ども達が増えている。次に，障がい，医療ケアが必要なケ

ースで半数以上が何らかのケアが必要な子どもが入所している。あとは，児童相談

所だけでなく，区役所に繋げられない，繋がらないケースとして生活困窮世帯，福

祉事務所では生活保護世帯の児童・青年が増えている。このことを踏まえて，福岡

市に自立援助ホームが現在男子 1 か所，女子が 2 か所ということで，単純に考え

ても男子ホームを１か所増やし、将来的に機能別の利用を図る必要がある。自立援

助ホームは当初自立に向けた就労を前提とした子どもが対象だったが，就学中の

子ども，就学・就労にも結び付かない子どもが居場所がなくて，自立援助ホームに

来ざるを得ない状況にある中で，そのような子どもが一緒に生活するというのは

果たしていいのか。そういう意味では，従来の就労型，就学型，就労や就学までに

時間を要する子どもに生活習慣を安定させ，就労体験などを重視して，一時保護委

託で行うステップ型の 3つに分けることが考えられるのではないか。また，自立援

助ホームは社会に出ていく直前の子ども達の支援をしている。ホームを退所して

からが本当の自立支援とも言われているが，そのためアフターケアが重要になる。

その子ども自身の支援だけではなく，その子どもを取り巻く環境・関係機関との連
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携が必要であり，地域の中で繋がりを保ちながら支援することが求められると感

じる。その中でステップハウスを取り入れた社会生活移行支援，特に段階的支援の

必要性を感じている。現在当法人ではアパートの 1室を借りて，ステップハウスを

運営している。ホームを退所し，一人暮らしをする前に一人暮らしの模擬体験とし

て使用する場合や退所後に住居を失った時に，一時的に使用する場合など，このよ

うな場所があることで，我々職員としても，保険のような仕組みがあることで安心

して支援が行える。ただ現時点ではステップハウスを自立援助ホームの措置費で

なく，法人独自で運用しているため，これを今後永続的に維持していくには不安が

ある。 

 

 〇資料 5 社会的養護自立支援の推進に向けて 

委 員：まず措置解除後の実態把握が実施されているのかという点について，社会的養護を

経験した調査の結果が，インケアとアフターケアの方策を考える上でとても重要

ではないかということで，社会的養護経験者に関する調査，実態把握を福岡市でど

う取り組んでいくのかということを提言として出させてもらっている。2つ目は当

事者の必要に応じたアフターケアということで，委員の意見書ともかなり重なっ

てくるかと思うが，窓口を設置するだけでなく、生活に寄り添っていくというとこ

ろではやはり住居がとても重要な部分になる。多くの子ども達が寮付きの職場や

住居付きで就職するということで，仕事を辞めるとなれば仕事も住まいも失うこ

とになる。このような子ども達は結構多いのではないかと思う。そこをどうサポー

トしていくのかというところがある。3つ目は子どもへの周知だが，これは後程委

員から話があると思う。 

 

〇資料 8 「自立支援の推進」に向けた意見 

委 員：資料にある通り，進学などの条件なしで措置延長ができることや貸付制度といった

制度が整備されてきた。さらに子ども達からよく困ると言われていた携帯電話や

家を借りる時の保証人がいないという問題があったが，それも施設長による保証

制度を整えてくれてありがたいという想いがまずある。これまでは大学に進学す

るなら高校の時からお金を蓄えておかないといけないと言われていて，自分の精

神状態でアルバイトをしながらお金を貯めるのは無理ということで進学しない子

どももすごく多かった。しかしこの 6月に文部科学省から「高等教育の修学支援新

制度」が出たことで，高校時代は高校生活を思いっきり楽しめるような制度になっ

ていると思い，とても感謝している。そのような経済的な拡充がとてもきめ細かく

行われていると思うが，活用できていない現状があると感じる。この時の文部科学

省から送られてきたスライドがとてもわかりやすくて，それを子ども達に説明で

きるような内容にわかりやすく作ってもらっているが，今までの通知がとてもわ
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かりにくく，大人が見ても後回しになってしまうような資料が多くて，そこで止ま

ってしまって子ども達に制度が知らされていないと思うので，わかりやすく書き

直してもらえたらと思う。また措置延長に関しては，受け皿が整っていないという

難しさも感じているが，それ以外にも原因があるのではないかとも思う。2つ目は，

制度がいくら整ったとしても，精神的にうまくいかないからボロボロで，結局勉強

しない，大学に行かない，働けないとなっている子どもも多いと思う。中学生位か

らいつになったら出ないといけないと言われて，そんなこと一番わかっているの

にと思いながら，自立自立と言われている子ども達の現状がある。出たら支援が切

られるという想いの中，生活している子どもがいると聞いた。先日，厚生労働省の

会議にも出させてもらったが，自立支援ではなく、孤立させない支援に言い方を変

えようと言っている方もおられた。ここからは自分の経験になるが，18歳から 22

歳までは一番多感な時期で，心の傷も家族関係も未解決。それに向き合うのが辛く

て自分も後回しにしてしまうとか，自分自身の精神状態も不安定だったので，自分

を大切に思えないからがんばれないという背景があった。だから人間関係が築け

ず，相談するとなっても自分自身の傷をもう一回人に曝け出して，人に嫌われるの

ではないかと思って相談することもできず，新しい相談先に繋がることもできず，

どんどん自己嫌悪に陥って，孤立してしまうという状況にあった。でも私は 18歳

から 22 歳まで里親のもとにいさせてもらえたので，人生に向き合う時期に好意で

置いてもらえたからこそ，向き合えたと思っている。その時期に 1人で暮らさない

ということはとても大事だと感じている。そのような背景があって，自立支援には，

インケアの時から少しでも家庭に近づけるということを考えて取り組んで欲しい。

子ども達は毎日学校に通うと思うが，子ども同士の会話の中で，他の子どもと自分

の生活は全然違うという体験を 1日に何度もする。学校に行く度に傷ついて，その

ため，傷つかないようにしているということがある。私は今当事者の子ども達と話

す機会があって，高校生の子どもからよく聞くが，自分は当たり前とか常識とか普

通がわかならいから友達とうまくいかない，その感覚がどうしても埋められない

という話をよく聞く。だから制度上，施設では難しいかもしれないが，なるべく家

庭に近づける内容に変えてもらいたい。例えば，ある施設の高校生の女の子から聴

いたが，これは被服費，娯楽費，食費と渡されて，これ以内で済ませて来なさい，

領収書を渡しなさいと言われる。お金の感覚も掴めないし，親が一生懸命働いて得

たお金ではないからもらったら全部使おうと思ってしまうとか，やはり普通の感

覚が身に付きにくいということを引け目に感じている子どもがとても多い。お金

の個別管理や領収書を持って来なさいということやバス代は前日の 17時までに事

務の先生がいる時までに申請しなさいとか，そういうルールをどうにかしていい

方向に変えられないかと思う。他にも，「今日は衣類購入の日だ」とか，「〇日から

外泊」，「今日親の面会」という言葉が当たり前に飛び交っていて，子ども達はそれ
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を受け入れながらも，やはり異質な感覚もあって，それを言語化できないまま，ず

っと流れに乗っているような印象も受ける。あとは，特に高校生からよく聞くが，

自分は仕事上でしか大切にしてもらえない存在だから，誰かに無料で相談するこ

とができない。友達にもこれだけ時間を使わせて申し訳ないと思うし，助けてくれ

る大人にも申し訳ないと思ってしまう。だからアフターケアをしてもらうのも申

し訳ないので，お金が付けばそこに相談できるかもしれないということが，子ども

の頃からしみついている社会的養護の子どもがとても多いと思っており，心が痛

くなる。また職員も，「明日から休みだから帰る」という発言が普通にあるのは，

仕事というのは十分わかっているけれど，もう少し重く受け止めて欲しいと感じ

る。私も施設で働いていたことがあるが，何度も「どうせお前は自分を心配してな

いやろ，仕事やろ」と言われてきた。その度に申し訳ないと感じていた。寄り添っ

たり，わかってもらえたりというだけで子どもは気持ちが軽くなるので，そういっ

たことを職員間でも徹底した方がよいと思う。あとは，アフターケアの細かいこと

に関してだが，高校生に聞いた話だが，施設と先生と繋がっていたいという子ども

もいるし，自分を全然知らない新たな環境でスタートしたいと言うものの社会的

養護に理解がある人には新たに相談したいとか，カウンセリング，心理面接だけで

も通って続けたいという子どもも結構いた。あとは，スキル取得のトレーニングを

受けたい，心についての勉強を受けたいという子どももいた。その時期は 18歳で

はなくて，25，6歳の頃とかライフイベントによって異なってくるので，その瞬間

に選べるもっと敷居が低い相談窓口などがあればいい。例えば子ども家庭支援セ

ンターでは無料で相談できるが，そもそも家庭を持っていないといけないという

印象を受けてしまうかもしれないので，もう少しキャッチーな若者が使いやすい

ものもあったらいいと思う。あとは，委員も言っていたように寄り添い型のアフタ

ーケアということで，本当に傷ついて動くエネルギーも減っているのに，手続きし

なければならないことがたくさんあって，そこでうんざりしてできないという子

どももいるので，約束して連れて行ってくれるだけでも実行力が上がる。そのよう

なアフターケアも増えると良いと思う。また，定期的なケアニーズの測定というこ

とで，アメリカのある州では 17歳，19歳，21歳で同じケアニーズの測定を義務付

けられていると聴いたが，そういうことがあったらよいと思う。最後に，里帰り出

産をどこでしたらよいかわからないので，特定妊婦になる場合もあると思うが，何

か手段があったらよいと思う。 

委員長：具体的な施設の問題から聴き取り等による当事者の意見も出ていた。ここをもう少

し整理したい。 

委 員：自立援助ホームの利用者で障がいや医療ケアが必要な利用者が半数いるというこ

とで，福祉型障がい児入所施設も，障がいが重い子どもよりも軽度の障がいを持つ

子どもが非常に増えているが，児童養護施設でも増えているという認識を持って
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いて，おそらく自立支援の時に障がい福祉サービスに繋ぐケースが結構あるので

はないかと思う。自立支援の繋ぎをする中で，福岡市には障がい者基幹相談支援セ

ンターが市内 10 数か所整備されているので，そこに繋いでいるケースが多々ある

と思うが，少し実態を知りたい。 

委 員：九州全体の児童養護施設になるが，平成 23年から平成 26年の 4年間で，児童養護

施設から高校を卒業して就職で自立をする子どもの 14.7％が福祉的就労に繋がっ

ている。例えばうちの施設でも，今年の春も 1人グループホーム利用で福祉的就労

に切り替えた子どももいる。 

委 員：自立支援コーディネーターが今児童相談所に配置されていると思うが，今後，児童

養護施設に配置されていく予定はないのか。結構既に職員が取り組んでいること

があると思うが，その辺りをそのままで行くのか別途自立支援コーディネーター

を置くのか。また，里親家庭の子どもはどうするのか。さらに児童相談所では平日

の勤務の中で実際中高生がサポートを必要としているのが土日か夕方以降となっ

た時にどのように子ども達をサポートしていくのか。 

委員長：今 3点質問があった。自立支援コーディネーターを新しく作っていくのか，また，

里親の場合はどうするのか，子ども達のニーズとしては土日や夕方以降になると

思うが，それをどうするのかということであるがどうか。 

事務局：今児童相談所に自立支援コーディネーターとして，嘱託職員を 1名配置しており，

現時点で各施設に配置するという計画はないが、施設によっては自立支援をサポ

ートする職員と連携して，子ども達の支援を行っている。自立してから繋がるのは

なかなか難しいので，自立前から支援コーディネーターは施設の会議等に参加さ

せてもらって，子ども達のニーズをキャッチして，子どもが施設にいる間に関係を

作った上で，支援計画を立てているという状況である。 

事務局：里親家庭で生活している子どもについては，里親に対する児童相談所の支援の中で

自立に向けた支援をしているところだが，里親家庭で暮らす子どもについても、自

立支援コーディネーターを活用することは可能になっている。ただ現在のところ

その実例はない。里親との関係性の中で自立への取組をしているのが現状である。

里親対応専門員や職員は，どうしても夜間や土日に動くことは多い。できる限り対

象者の状況に応じて動いていきたいと思っているので，職員の勤務の割り振りを

変えるという形で対応している状況である。平日昼間は子ども達がいないので，土

日や夜間に動かざるを得ないという状況は多々起きている。 

委 員：厳しい言い方をすれば，配置しているだけで利用しにくいのであれば，存在してい

ないとの一緒である。やはり若者達が使いやすいものでないと，どれだけお金を使

ってそのサービスをしたとしても意味がないと思う。 

委 員：里親会の今後の予定だが，施設の相談員を中心に、地区ごとに施設に協力してもら

いながら，グループで拡大家族と呼んでいるが，近くの里親 5～10世帯が定期的に
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大人も子どもも集まって，寄り合うことで親戚付き合いのようになっていくこと

で不調等を和らげるようにする取組を計画している。行政はずっと 1 人の人が小

さい時から繋がっている訳ではないので，大人同士は繋がっているつもりでも，子

ども側はそうは受け止めていないということが多い。家庭訪問もあるが，子ども側

は「今度来る人はどんな人？」という感じで，異動で替わるので，長い子どもは特

に嬉しくないというか，やはり措置された当時のケースワーカーや里親係だとい

いが，あまり知らないのに紹介されて，いろいろなおしゃべりに子ども側が付き合

わされているというイメージがある。だから自立に関してもできるだけ今までに

支援してきた人を，無理なく，アフターケアもできる形，コーディネーターを配置

すればそれで解決するという話ではないと思う。できれば施設の中にそのような

職員がいれば，拡大家族のような付き合いをする中で，ずっと顔見知りで親戚のよ

うな形で，里親とまた別に相談する相手ができるので，長い期間の中で関係を構築

していくことが必要だと思う。社会的養護の子どもは親戚付き合いもできていな

かったり，大人との付き合いが短期間で切れてしまったりという子どもも多いの

で，18 歳になったら別のところに相談しないといけない，新しい人に相談しない

といけないということではなく，いろいろな付加価値を付けてもらって長いスパ

ンで付き合えるような，相談がしやすい関係作りができる仕組みを作ってもらい

たい。 

委員長：子どもの立場からすればおっしゃる通りで，支援コーディネーターが関係を作って

それで終わりという訳ではなくて，長いスパンで支援できる。それは人材育成にも

関わってくると思う。 

委 員：伴走型のアフターケアや相談を担うのが入所していた施設の職員であることが，い

い場合もあるが，かえってそのことでそこには相談したくないという方もいるこ

とを考えると，別の場所にあるのがいいのか，両方あった方がいいのか，どういう

場所に伴走型の支援があるといいのか。 

委 員：両方あるといいと思うが，最近聞いた経験者の中で，自分は社会的養護経験者であ

ることを知られたくない。社会的養護を経験している人の窓口ですよというと，そ

こに行く自分は嫌だというところがあったりして，できれば民間で、若者支援等を

展開している団体が担うのもいいかと思う。施設に帰属意識を持っている経験者

の場合は，施設になるだろうが，今のケアワークをしている職員が，アフターケア

も行うのは物理的に無理があるということと，これまでの経験者の中でも施設に

帰りづらくなった，施設の先生はいつも忙しそうだからなかなか施設を出た後に

相談しにくいという人もいる。ただ人の問題なので，知らない人には相談しにくい

ということになるかもしれないが，物理的に難しい中で今実施しているのであれ

ば，子ども達は先生が忙しいということをよくわかっているので，その辺りをどう

制度に落とし込むかだと思う。 
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委 員：その子どもが選べたら一番いいと思うが，どこに行っても理解されない経験を重ね

るのがよくないので，皆で同じものをもっと勉強すべきだと思う。あとは，当事者

の場であれば自分を出せる子どももいるので，そのような当事者団体をバックア

ップしていけるような体制になると良いと思う。 

委 員：ニーズによってアクセスの観点からすると，いくつかのバリエーションがあった方

がよいかもしれない。施設で言うとケアワーカーといった現に子どもをケアして

いる人はケアリーバーの方々が負担になるのではないか，忙しいのではないかと

遠慮してしまうので専任の職員がいた方がよいというイメージと思う。それと施

設から独立したもので，施設経験者の窓口というよりも，もう少し一般的な若者セ

ンターが担う方がアクセスしやすいということなのか。 

委 員：インケアの時に情報提供をしておくことはマストだが，今既に若者支援をしている

関係者は若者の就労等に詳しい人もいるので，新たに作るというよりは，そのよう

な詳しい人達に，社会的養護のことをしっかり学んでもらって取り組んでもらう

方がよいと思う。 

委員長：新たに立ち上げるよりは，それが現実的かと思う。 

委 員：そのような若者センターが，当事者グループを支援するとうイメージになるか。 

副委員長：社会的養護以外の子どもも含めた若者センターのようなものを立ち上げて支援

するというやり方もあると思う。 

委 員：あとは，デザインの問題かと思うが，センターになると行政感が出てしまって取っ

つきにくくなってしまう。 

副委員長：事業を使う時の課題で，やはり事業の要綱のようなものがあって，どこまでそれ

に沿っていくかという話だが，あまりかちっとやると使いにくいという話かと思

う。そこを行政の方も理解して事業を柔軟に使ってやれるという形にするといい

と思う。 

委員長：ハードルを低くしてジョブカフェのようなネーミングで居心地が良くて，そのよう

な中で若者を支援して，社会的養護の子ども達も自分で言いたい子どもは言って，

言わなくてよい子は言わないでいいような場所があるとよい。 

委 員：今の社会的養護自立支援事業等は対象が決められているので，なかなか難しいと思

うが，社会的養育という社会全体で子どもを育てていこうという理念が出ている

ので，既存の事業も少し緩やかに使っていけるような仕組み作りができるかとい

うことでもあるかと思う。これを使いながら，福岡バージョンで社会的養育に合致

しそうな若者とか子どもの場合を考えて，社会的養育の理念に沿った形になると

よいと思う。 

委 員：いろいろな家庭の子どもや大学生とよく関わるが，いくつかの話においては，最近

のほとんどの若者や子どもに言えることでないかと思う。そもそも今の社会がど

うかという部分は感じるが，やはり社会的養護の対象だったとかに関わらず，それ
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以外の部分にも関わってくる話かと思う。相談しやすいような場所をいくら用意

しても，心理的なもので結局来ないということがあった場合，どれだけ誰がどうシ

ステムを作ろうとも無駄である。いろいろな制度ができて相談に来ないからアウ

トリーチが注目された結果だと思っているので，アフターケアの中に訪問という

意味だけでのアウトリーチではなく，こちらから行くという思考をもっと持った

方が良いと思う。あとは，具体的な仕事等への意識付けを行うことに関して言うと，

私が不登校支援をする子ども達は社会に参加できると思っていないことが多いが，

彼らに誰かを支えさせる経験を積んで，社会でちゃんと役に立てるし，社会が必要

としているし，社会に参加することができることを理解してもらいたいと思って

いる。それで就業体験という形でやっているのかもしれないが，佐賀では職親と言

って，いろいろな業種の方々に協力してもらって，職親として受け入れてもらうと

いう体制を作られているということは，今私が不登校支援をしていて，とても重要

なことだと感じる。それは一時保護所で見てきた子ども達にも思っていたことだ

ったので，相談できる相手を作るだけではなくて，彼らも誰かの相談できる相手に

なる，力になることができることで自分を大切にできる一つのきっかけになって

いくと感じるので，そういった誰でも使いやすいような就業体験のような体制が

あると支援者としては活用しやすくなるのではないかと思う。 

委員長：広い意味で社会的養育という形を考えていった場合，就業体験も含めて，今の子ど

も，若者にもサポート体制がどこまで必要なのかと思う。 

委 員：施設での自立支援を担えるようなスタッフの配置について，東京都は別途配置して

いると思うが，私が知っているものでは大分県や鹿児島県で職業指導員という昔

からある加算のメニューを使って，実態としては自立支援のアフターケアを主に

担う職員として配置している自治体はある。なかなか人材確保が難しくて，アフタ

ーケアと里親支援の 2つは長期的なスパンでの支援が求められるので，5年後，10

年後にもうちで働いてくれているだろうなというような見通しが立つ職員にお願

いしたい。それでもそんな職員がいっぱいいる訳ではなくて，そのような職員はイ

ンケアで中心にやってくれている職員なので，その職員を今の本業であるところ

からアフターケアに回しづらい，もしくはそこまで人材がいない。そもそも人を割

くとインケアの方で配置基準が悪くなるといったジレンマからできていないが，

場合によっては職業指導員という制度を使って，職員の配置をすることは可能で

はないかと思っている。既存の制度を少し緩やかにしながら活用しようという中

で，職業指導員をアフターケアで活用することが可能になればよい。今言ったのは

うちの施設の実情であるが他の施設でも実現できるかもしれないので，ぜひここ

は検討いただきたい。 

委 員：委員の資料で，全国自立援助ホーム協議会の調査を見ると就学ニーズを持っている

子どもが 42％になっていて，一方で障がい児ケアが必要な子どももたくさんいて，
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就業にも就労にも時間を要する子どもがいる。これは自立援助ホームで元々想定

されている対象の子どもからどんどん離れていっており，就学にも就労にも時間

を要する子どもを自立援助ホームが全部受けるということはどうかと思う。 

委 員：入所前の打診，協議の段階でそういうことがわかっていれば，この子は対象ではな

いと言えるが，実際その子どもに隠された部分や，経験不足による能力の低下など，

生活や就労を始めていろいろ見えてくることもある。その過程で障がいサービス

や医療が必要になったとして，これは自立援助ホームの対象じゃないとなっても，

次の行き場がない訳で，そのような時にどうしていくかと言うと，制度を使ったり

とか，基幹相談支援センターに繋いだりして，次の場所としてグループホームを検

討することになる。その中で自立援助ホームという枠があって，さらに年齢という

制限がある中で次に繋いでいくという状況で，いろいろな子どもが対象となって

しまっているので，自立援助ホームの一歩手前のホームのようなところが必要か

と思う。そこでアフターケアや段階的支援ということができると思う。 

委 員：自立援助ホームが就労，就学に時間がかかる子どもまですべて抱えるというのは困

難で，そうすると膨大な隙間を埋めるような施設ケアが必要と思っている。これは

個人的な意見だが，以前，児童養護施設は大舎制で，その中に学校に行かない子ど

も，仕事にも就けない子どもがいると他の子どもに影響を与えてしまう状況だっ

たが，今後小規模分散化，高機能ユニットケアが進んでくると，自立援助ホームに

行ったけれど，本来の自立援助には程遠い子どもはもう一回児童養護施設に戻る

ということがあってもいいのではと思う。小規模児童養護施設で就労，就学に時間

がかかる子どもをゆっくり支援していくといくことがあってもいいと思う。 

委 員：里親の中にもそういう子どもが措置解除になってもケアしている人も結構いると

思う。その辺りも一緒に支援してもらえるということなのか。 

委 員：いわゆる 10 代後半で就労，就学が困難な子どもは大勢いる訳で，家庭がある程度

しっかりしていれば，引きこもり支援やニート支援に繋がる訳だが，そうでないと

途方に暮れてしまうので，全部自立援助ホームというのも現実的ではない。そうい

った子どもを受け入れる小規模児童養護施設があったり，特定の専門里親がいた

り，子どものニーズに応じてもう少し支援できればと思う。 

委 員：結果的に年齢はどうなるのか。 

委員長：引きこもりのことが今年話題になったが，30，40歳以上で 60万人いるという。そ

うすると長い支援がやはり必要であり，今までの様々な制度を使いながら，どう切

れ目のない支援をしていくかというところでいくと，少し趣旨は外れるが，既存の

制度や施設を活用しながら福岡市の新しい社会的養育のあり方を検討していけた

らと思う。 

委 員：重ねて言うようだが，実態がわからない中で一生懸命考えているという感じがして

いて，福岡市の施設や里親家庭で育った人達，一時保護所を経験した人達が今どう
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いう状況にあるのかということがわからないと，どれだけサービスを一生懸命考

えても乖離していくということと，自立支援は本当に急務で，積み残したらいけな

い課題だと思っている。福岡市がどれだけ早急にこの問題に取り組むかというこ

とは重要である。今実態はわからないが，感覚ではなかなか大変な人達がいっぱい

いる。特に都市部の社会的養護経験者の退所者調査の結果は本当に酷い状況であ

る。福岡市の実態をまず私達が知るということが重要だと思う。 

委 員：委員の意見書を読んで，私は里親だが精神的自立というところで，ここまで里親は

気付いていないところがある。このようなことを里親が研修でもっと知ることで

随分理解が違うと思う。自立はさせたもののまた戻ってきたりして，実際困ってい

る里親もいるし，こういう深い問題を検証する機会があることで，解決することも

あるので中身をもっと見直して現実的な研修ができればよい。またアドボケイト

においても第三者が聴くことももちろん大事だが，子どもの傍にいる里親や施設

の職員がまずは技術だけでも学ぶということは何よりも大事だと思うので，研修

の充実が求められる。 

委 員：施設も里親も基本的に家庭的な環境を提供することになっているが，自立を考えて

アプローチし過ぎるとそもそもそれは家庭的なのかという感覚に陥る。支援をし

過ぎてしまって，家の中にいても安心して受け入れてもらう部分とこの道に辿り

着かせないといけない部分が存在するので，どちらの立場でいるのかわからない

ままになることもあってすごく難しい。今の児相を見ていて思うが，一つのところ

に機能が集中しすぎていて何をそもそもすればいいのか見えづらくなっている。

まさにそういう時こそ，間を埋める支援ができるＮＰＯが動くところだと思う。逆

に施設や行政がやりすぎるとＮＰＯが入れないというところも出て来るので，そ

こをもっと有効活用してもらえれば，まだまだ福岡のＮＰＯにもやれることはい

っぱいあるし，それをすることで施設や里親はただ子どもを受け入れる家庭的な

環境を作ってもらって，専門的な深い支援はＮＰＯが協力しながらやっていくと

いう連携体制を作っていく方向も良いと思う。 

委 員：今，実態がわからない中で話をしているところであるが，特に私はどちらかという

と幼い子どもの養育と支援をしているので，自立していく子ども達の課題はわか

っていないところがある。そこで実態調査をしてもらいたいと切に思う。それと子

どもが実際どうなのかというところを皆がよく知らないといろいろなものも無駄

になっていくので，子ども，若者がいろいろなところで発言できるような子ども若

者委員会のようなものがあれば，もっと身近なところで話を聴けると思うし，我々

に必要な基盤整理になる。それと子どもアドボケイトに関しては，市全体が子ども

の声を聴くという体制になれると良いと思う。 

委員長：実態調査をどうするのかについては技術的な問題もあるが，絵に描いた餅にならな

いようにということである。それでは今後の代替養育を必要とする子どもの見込



23 
 

みについて事務局から説明を行って，その後意見を伺って統括にしたい。 

事務局：各年度における代替養育を必要とする子どもの見込みである。第 2回の検討会で出

した資料を少し修正している。基本的な考え方は前回と同じだが，平成 26年度か

ら 30年度の実績を踏まえ，将来の推計人口から推測している。その他施設につい

ては児童心理治療施設と児童自立支援施設，福祉型障がい児入所施設，自立援助ホ

ームとなる。10 年間の見込みのポイントとしては 2024年に 0歳から 6歳の乳幼児

の里親委託率 75％，7 歳以上の学齢児の里親委託率 50％を達成するという目標を

掲げ進めていく予定である。10年後の 2029年度では里親委託児が 229名，乳児院

が 21 名，児童養護施設が 129 名，その他施設が 92 名で合計 471 名と推移してい

る。今回設定している数は児童養護施設で言うと本体定員と地域小規模児童養護

施設などの措置が必要な数ということで見込んでおり，一時保護専用施設は含ん

でいない。10 年間の見込みを出しているが，大舎制の児童養護施設や乳児院はこ

れからユニット化を進めていく施設もあり，今後，本体定員が減るということもあ

るので機能転換を図りながら，施設側と協議をして進めていきたい。母子生活支援

施設については定員 40世帯なので，2施設で 80世帯としている。10年後の 471名

という数字については推計で出しているが，その間の数字については，各施設側と

細かい調整をさせてもらって今年度末に作る推進計画に反映させたい。 

委員長：将来どうなっていくのかという見込みの数字である。続いて第 4回までの検討会に

おけるディスカッションと各委員からの意見をまとめたものが次の社会的養育体

系図（目指すべき方向性）である。今日議論が出たＮＰＯの活用等も一応入ってい

るが，これを説明してもらってこれに落とし込めるものは落とし込んでいきたい。 

事務局：今までに出た意見と行政で考えていることをまとめている。市民からの相談におい

て来所相談は各機関で対応する。区に子ども家庭総合支援拠点を設置する。それと

児童相談所，子ども家庭支援センターで対応していきたい。電話相談では相談，通

告窓口を一元化し，相談内容によって子ども家庭総合支援拠点，児童相談所，子ど

も家庭支援センターへ割り振ることを考えている。子ども家庭総合支援拠点につ

いては各区に設置し，市民に身近なところで軽度の虐待ケースの安全確認，調査や

通所機能，在宅支援メニューを開拓し，拡充する。前回の検討会にて子どもプラザ

はどういう位置づけかという質問もあったが，今回拠点と点線で繋いで子どもプ

ラザも相談機能等を持っているところもあるため連携を図っていくことを示して

いる。また，子育て世代包括支援センターとも連携していく。児童相談所では中等

度虐待ケースの安全確認確保・調査・介入，一時保護・代替養育，家庭移行支援，

里親支援のフォスタリング等を役割としている。一時保護については，緊急一時保

護は児童相談所内の一時保護所で行い，アセスメント一時保護は施設，里親等へ一

時保護委託という形で実施する。先程意見が出たアセスメント保護の方法，体制に

ついては記載がないので，こちらについては何らかの記載をしたい。子ども家庭支
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援センターは子ども家庭総合支援拠点と児童相談所を補完する役割で，この 3 者

でトライアングルの形で協力しながらやっていきたい。また，代替養育（分離ケア）

は里親・施設になる。里親はフォスタリング機関によるバックアップにより家庭と

同様の養育環境を提供する。また，施設はできるだけ良好な家庭的環境を提供し，

乳児院，児童養護施設は小規模化，地域分散化，多機能化を進めていきたい。児童

心理治療施設，自立援助ホーム，福祉型障がい児入所施設も併記している。その下

に前回までの議論の内容を記載している。様々な在宅支援サービスの展開という

ことで乳児院，児童養護施設はショートステイ専用施設，里親支援，児童家庭支援

センターの併設を記載している。児童心理治療施設では通所機能，母子生活支援施

設では親子入所機能，ＮＰＯ等は不登校，引きこもり支援，学習支援，訪問相談支

援を記載している。次の産前産後の支援は母子生活支援施設と乳児院が担うとい

うことで意見をいただいた。こちらで相談支援，住居支援，自立に向けた家事等の

支援，必要に応じて特別養子縁組の検討を記載した。その下に産後ケア事業，産後

ケアハウス，産後ヘルパーを記載している。次に自立支援，アフターケアについて

は，アフターケア実施機関の確立，社会的養護自立支援事業の実施，こども若者支

援法への繋ぎを記載している。最後に親族養育・特別養子縁組等ということでパー

マネンシー保障について，養子縁組成立に向けた取組，養子縁組成立後の支援を記

載している。これらの中心にあるものとして当事者である子どもの権利擁護の取

組について，アドボカシーシステムの構築，子どもの法律相談，未成年後見制度活

用等，代替養育を受けている子どもに対しては子どもの声を聴く場の創出，権利面

接の実施，ライフストーリーワークの充実等を挙げている。この代替養育の分離ケ

アを除く部分が在宅での子ども家庭支援と考えており，これを多機関連携による

包括的支援という形で前回までいろいろと意見が出たものをまとめており，今回

議論されたところは改めて落とし込んで提出する。 

委員長：様々な角度，立場から意見をもらったものをポンチ絵としてまとめており，これで

イメージはできると思う。もう少し意見があれば自由に議論してもらいたい。 

委 員：母子生活支援施設の入所者がショートステイを多く利用していると以前の検討会

で話題になったが，そもそも母子生活支援施設自体がショートステイを実施でき

ないか。そうすると入所している保護者がそれを利用できて，随分とその保護者と

の距離が縮まると思う。個人情報の部分で自宅に入りにくいという話も以前出て

いたので，逆に保護者が利用したいサービスを施設そのものが提供できれば随分

違うと思う。 

委 員：市内には 2か所母子生活支援施設があり，今後，百道寮では産前産後の支援に取り

組むことを検討している。一方で室見寮は、子どもだけの一時保護委託の受託また

はショートステイに取り組みたいと考えているが，母子生活支援施設は乳児院，児

童養護施設と職員体制，予算も全く違う。例えば室見寮は定員 40世帯だが，入所
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者としては母親が 37 名，子どもが 74 名の合計 111 名入所していて，そのうち乳

幼児が 39名，小学生が 16 名，中学生が 12名，高校生等が 7名である。これだけ

の人数を預かっても，措置費は定員 20名の乳児院の 3分の 2程度である。このた

め室見寮でショートステイや一時保護を実施するには職員体制等何らかの行政か

らの支援がなければ取り組めないと考えている。 

委 員：様々な在宅支援サービスの展開の中に「里親支援」とあるが、みんなで里親支援は

里親が地域を支援するという仕組みである。里親は代替養育としての役割もある

が，地域で一時保護委託も受け入れている。また，今後里親によるレスパイト機能

も増えてきているので，ここの里親は支援される側ではなく，支援する側とも考え

られる。もう一点は子ども家庭総合支援拠点の組織の話が出ていたが、区の子ども

支援の部署がいくつかの課に分かれていて市民にはわかりにくい。どういう形が

一番良いかという提案まではできないが，子どもの部分は総合支援の窓口を一つ

にしてもらいたい。 

委 員：区役所は社会的養育の入口を担っている組織と思うが，区の組織としては子育て世

代包括支援センターが，妊娠届提出の際の問診に始まって乳幼児健診や新生児全

戸訪問指導を行い，その中でどうしても養育に懸念のある家庭はここでピックア

ップして，その支援の過程で虐待予防に取り組みつつ，その中で保護しないといけ

ない子どもも出てきている現状である。子育て世代包括支援センターは 2 年前に

設置されているが，実はバーチャルに近く，乳幼児健診を行っている健康課がポピ

ュレーションアプローチで全部の妊婦，家庭に目を通そうという部分、地域保健福

祉課は寄り添わなければならない家族に対応する部分、その中で虐待等の介入が

必要な支援については子育て支援課が担当するというピラミッド型の対応になっ

ている。その連携で何とか保っているが，連携するといっても児童相談所のように

専門性の高い職員が必ずしも配置されておらず，それぞれに別の仕事をしつつ虐

待という目線で，それなりのアセスメントをしながら組織間連携をして何とかや

っているのが現状である。これは市民から見ても窓口が 3か所あり，適切な相談窓

口がわかりにくい。他の自治体では子育て世代包括支援センターの設置に絡んで

窓口の一本化を図っているところもある。もう一つは子ども家庭総合支援拠点と

して，子育て支援課を中心に区の機能強化を図ることになるが人事異動の問題も

あり専門性の課題がある。そのため重要な入口を担う区の組織についても再検討

していく必要がある。 

委 員：子どもに関する窓口を一本化するということは必要と考えている。障がいがある子

どもの相談は福祉介護保険課，ところがＡＳＤ等になると健康課でこちらは大人

も子どもも担当しており，そこの窓口や対応が子どもに関わっていくようになっ

ていないこともあって困っている方もいる。精神保健福祉手帳や療育手帳の申請

の際に窓口が別で，しかも大人も子どもも対応している課が担っているのはどう
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かと思う。もう一つこの図の地域子育て支援拠点は多機能化，高機能化してもらい

たいという希望もあるが，同時に子育て世代包括支援センターや子ども家庭支援

センターとも連携する必要があり，点線で繋いでもらいたい。 

委 員：子ども家庭総合支援拠点は最近できたものかと思うが，国の通知ではこれは社会福

祉法人に委託することができるとなっている。他都市では委託も行っているので，

子ども家庭支援センターのように子ども家庭総合支援拠点の一部を社会福祉法人

に委託することは考えていないのか。 

事務局：現時点では区の子育て支援課を中心に，子ども家庭総合支援拠点を構築していこう

と考えているが，指摘の通り一部を委託することができるとなっているので，今後

の制度設計の中で検討していきたい。 

委員長：子どものことについてワンストップで虐待から子育てに関することまで相談でき

る窓口が必要という意見だったと思うが現状がなかなか追いついていないという

ことで，このあり方検討会の報告書の中で記載していきたい。もう一点里親支援に

ついて委員から指摘があった部分はどうか。 

事務局：資料に記載している里親支援は，乳児院，児童養護施設が今後展開していく機能と

いう意味である。今委員から指摘をいただいた地域を支えていく里親については

別の部分で反映したい。 

委員長：詳細については報告書の中に入れてもらいたい。 

委 員：代替養育の部分で障がい児入所は医療型もあるので，福祉型を外してもらっても構

わない。あと実態としてスクールソーシャルワーカーが社会的養育の子ども達に

かなり関わっていると思うが，社会全体での包括的支援の中に教育やスクールソ

ーシャルワーカーを入れられたらなお良いと思う。 

委員長：一点目は修正という形で，もう一点のスクールソーシャルワーカーは確かにどう関

係機関に繋ぐのかということや子どもの学習権の保障という意味ではスクールソ

ーシャルワーカーの位置づけがあっても良いと思う。 

委 員：今の話と関連するが，この委員会の本来の目的は家庭養育の支援だと思う。であれ

ば資料にもう少し在宅支援をスペース的に大きく書いて欲しい。例えば里親が一

般の子どもの家庭を支援するとか，施設はショートステイや一時保護の受託もす

るという非常に在宅支援の機能が大きい。この支援にもう少しボリュームを持た

せて欲しい。 

委員長：家庭支援に転換していくということがこの図でわかるようにということだと思う。

具体的な案はあるか。 

委 員：乳児院や児童養護施設は家庭養育の支援を全部行っているし，里親にもその力はあ

ると思う。ただそれを行うには里親に個別の支援が必要と思う。母子生活支援施設

も在宅支援をしている。児童養護施設や自立援助ホームを退所した若い母親も母

子生活支援施設にはいる。その中には先程の委員の意見書にあったような財産管
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理や生活スキルがまだ身についていないような若い母親もいる。そのような家庭

には何倍も手がかかる。意見書にあったように当たり前をわからず疎外感を持つ

18 歳前後の子どもはたくさんいると思う。その一部と思うが若くして結婚して，

子どもを作って，結果，母子生活支援施設に来るということは良くないと思う。だ

からできればこの図全体に家庭養育の支援をうたって欲しい。 

委員長：事務局と次回に向けて検討したいと思う。 

副委員長：初めに議論した子どもの権利擁護のこともこの図の中に盛り込まれているとい

う理解でよろしいか。権利擁護の取組で具体的な話もあったが，アドボカシーシス

テムの構築や子どもの声を聴く場の創出というところで盛り込まれているという

理解でよいか。 

委員長：未定稿の報告書の中には今日議論した部分は空けているので，この中に具体的なも

のとして記載していきたいと思う。 

副委員長：ある意味新しく作ることになるので，どれ位具体的に書くかということもあるが，

委員の皆さんが委員提出の資料で同意いただけるのであれば，方向性になると思

う。 

委員長：今日当事者の意見をしっかり聴いていくということを具体的なレベルで提案して

もらったので，それを報告書に盛り込むということでよろしいか。 

委 員：特に市民との協働で進めていくという部分が反映されればありがたい。 

委員長：市民の理解がないといろいろなものも進んでいかない。 

委 員：システムの検討は市民側も行うが，やはり制度との関係は抜きにできないのでその

点で協働していくということが一つの柱である。また子ども・若者の意見を表明で

きるような場についてはここに出ているので，もう少しこれも市民との協働で進

められるイメージが表現できればと思う。 

委員長：検討して入れていきたいと思う。 

委 員：このあり方検討会で検討されたものが子ども総合計画の中に入っていくというイ

メージでよいか。 

事務局：検討会の意見は真摯に受け止めさせてもらうが，子ども総合計画に 100パーセント

反映させるということではなく，あくまでも施策として来年度からの 5 年間で実

現可能なものを吸い上げて計画に反映させていきたい。 

委員長：できる限り生かしてもらいたい。 

委 員：先程のスクールソーシャルワーカーの位置付けは子ども家庭総合支援拠点の中に

できないか。 

委 員：要保護児童支援地域協議会の事務局を区役所の子育て支援課が担っていて，このメ

ンバーとして学校やスクールソーシャルワーカーは入っている。 

委員長：要保護児童支援地域協議会の中に含まれているということでどこかで表現したい。 

事務局：この図は前回までの内容を反映したものなので，権利擁護や自立支援の分野で本日
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かなり意見が出たので新たにその部分を落とし込んで改めて示したい。 

委員長：皆さんの協力により現実的な問題についても意見が出て，どうしていくのかという

具体的な案も出ており，建設的な意見交換ができたと思う。来週の第 6回が最後と

なる。事務局で報告書案をまとめてもらい，総括的な議論を行いたいと思う。 

事務局：次回は 7 月 26 日（金）16 時から，天神ビル 11 階 9 号会議室にて第 6 回の検討会

を予定している。 

委員長：それでは第 5回福岡市社会的養育のあり方検討会を終了する。 


