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（別紙） 

第４回 福岡市社会的養育のあり方検討会議事概要 

□議題 

■（1）第 2回からの継続事項 

  ア CGAS分析結果について 

委員長：それでは CGASの分析結果について，事務局に説明をお願いする。 

事務局：資料１の CGAS結果について説明する。第１回の検討で代替養育をされている児童

の状況を何か尺度で測れないかという意見があり，2 名の委員から CGAS で測っては

どうかという提案があり，児童相談所のケースワーカーに評価をしてもらっている。

分析結果（学齢児）は，100 から 40 で，施設と里親に措置している子どもについて

評価している。そもそも CGASとは何かということは，最後のページに記載している。

１から 100 までの数字での評価があり，10 段階で分けている。右側に児童の状況が

書いてあり，こういう状況であれば，この児童の評価は何点という形で行っている。

100からだんだん数字が下がるにつれて，ケアニーズが高くなっている。それでは資

料の 1枚目に戻るが，3月 1日現在の児童の状況について，評価をした。この表を見

てもらうと 100から 40まであり，一番下の施設と里親の割合を見ていただくと，ケ

アニーズが高くなるにつれて，施設入所が占める割合が多くなっている。この状況を

仮に，80以上を里親，70以下を施設が適切と仮定して，これを数字で表しているの

が，右下の表になり，80 以上と 70 以下で線を引いている。割合で言うと 80 以上に

ついては 46％で，70以下については 54％ということになる。措置されている学齢児

が，この基準を使うと 3月 1日現在で 356名のうち，46％が里親，54％が施設でケア

する方が適当ということになる。ただ，一概には言えず，実際は子どもの状況や年齢

によっても異なるため，数字上傾向を出しているということで，ご了承いただきたい。

実際施設と里親がどれ位の割合になっているかというと，右側の表を見ていただく

と，施設が 6 割，里親が 4 割と，CGAS の分析結果と現実とでは多少乖離が見られる

状況である。その表の下を見ていただくと，現状を CGASの評価に合わせると，児童

養護施設の 199 名中，80 以上の 68 名が里親養育が適当，里親の 134 名中 70 以下の

47名が施設養育が適当ということになり，差し引き 21名分の里親がいるのではない

かという評価ができる。次に左下の方に里親委託率について，3月 1日現在のものを

記載している。全体が 43.1％，乳幼児が 54％，学齢児が 40.2％となる。今後福岡市

としては，乳幼児は 75％，学齢児は 50％を目指してやっていきたいと考えている。

これを 3 月 1 日現在の児童で当てはめると，どういう形になるのかというところを

次のページでシミュレーションしている。まず左上の方が乳幼児の措置状況でるが，

これを里親委託率 75％にするには，施設については 40 名から 21 名に減らし，里親

については 47名から 66名に増やし，差し引き 19名を施設から，里親に移行する必

要がある。学齢児についても児童養護施設で 199 名から 166 名に，里親については
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134名から 167名になり，こちらも差し引き 33名を里親委託に移行する必要がある。

それを合わせたのが下の表になる。上の 2つの表を合わせると，児童養護施設につい

ては，現状からマイナス 40名，乳児院についてはマイナス 12名，合わせて 52名と

いうことになる。施設の中に児童心理治療施設や自立援助ホーム，児童自立支援施設

があるが，こちらについては現状の人数で試算しているが，児童心理治療施設は来年

度福岡市で設置して，定員 20名でスタートする予定にしている。自立援助ホームに

ついては 4月に 1か所新設となり，定員が 18名になっているので，この数字も変わ

る可能性がある。現状における里親委託率として考えた時のシミュレーションであ

る。 

委員長：補足の意見，説明，質問合わせて何かないか。 

委 員：この施設の中には福祉型障がい児入所施設は含まれないのか。 

事務局（：今回ケースワーカーに評価してもらった中には福祉型障がい児入所施設は含まれ

ていない。 

委 員：措置児童が福祉型障がい児入所施設にもいるのになぜか。 

委 員：里親委託率については，主に乳児院，児童養護施設，里親，ファミリーホームを 5

年後，10 年後どうするかというシミュレーションするために行ったものであり，障

がい児施設は委託率には関与しない施設となるので，この中には含まれていない。 

委 員：里親からの不適応で入っている子もいるので，検証していただけるとありがたい。 

委員長：ご意見として承る。可能であれば検証していくということでお願いする。 

委 員：CGASの施設分類詳細について，10点刻みの分類になっているが，例えば，90～81

という点数になった子どもは 90になるのか。 

事務局：今回ケースワーカーが評価するにあたって，細かく 1 点刻みではできなかったの

で，10点刻みの評価をしている。 

委 員：学齢児の分析結果のところで，児童心理治療施設に 80以上が 3名，自立援助ホー

ムに 80以上が 5名，児童自立支援施設にも 80以上が 1名いる。この CGASという評

価を児相の職員が評価，判定したということだが，それは担当者が 1 人でやったの

か，それともチームで検討して，評価をしたのか。 

委 員：児童養護施設については，家庭移行支援係というチームで，里親は里親係というチ

ームで評価をしたが，児童心理治療施設や，自立援助ホーム，児童自立支援施設につ

いては，それぞれの担当ケースワーカーがレイティングしたものになっている。なぜ

児童心理治療施設で 80 や 90 というハイスコアが出ているのかと疑問に持たれるか

もしれないが，これはある程度改善して，今家庭復帰に向かっている途上の子どもだ

と理解してもらいたい。 

委員長：この CGASについては，前回も議論があったが，何か指標が必要だろうということ

で，取り入れている。ご意見にあったように，今後対象をどうするのか，調査の仕方

をどうするのかということもあるが，それは実際にやる場合に検討していただいて，
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今回は新しい社会的養育を考える上での 1つの指標として考えてもらえたらと思う。 

 

■（2）第 2回，3回検討事項のまとめ 

  ア 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（まとめ） 

委員長：3回までで，委員の皆さんからいろいろな意見をいただいた。それを事務局でわか

りやすくまとめている。それを基に説明してもらい，意見交換をしたいと思う。それ

では説明を事務局にお願いする。 

事務局：第 2 回と第 3 回で議論いただいた内容について，10 年後の形を皆さんの意見を基

に作ったものである。現状だが，乳児院は 2施設で，本体は大舎制。分園型グループ

ホームがあり，計 3 か所でやっている。また一時保護委託も 1 施設は専用ユニット

で行っており，ショートステイも受けていただいている状況である。児童養護施設に

ついては，本体はユニット制が 2施設，大舎制が 1施設，地域小規模については 6か

所で各施設 2か所設置している。一時保護委託も 2施設は専用ユニットで，もう 1施

設については定員の中で受けてもらっている状況である。あとショートステイも実

施している。続いて里親・ファミリーホームについては，登録里親が 221世帯，ファ

ミリーホームが 13世帯，里親委託率が 43.1％で，一時保護委託とショートステイも

実施している。児童心理治療施設については，現在市内にはないので，市外もしくは

県外に措置している状況である。自立援助ホームについては 3施設，男子 1施設，女

子 2施設である。あと一時保護委託や社会生活移行支援ということで，アフターケア

などを展開している。母子生活支援施設については 2施設。一時保護委託はなし。施

設内保育所はあり，学齢児以上の学習の場の提供も行っている。障がい児施設は 1施

設。大舎制で，福岡市からは 24名が入所しており，措置と契約の児童がいるという

ことである。一時保護委託はあり，ショートステイについてはなしとなっている。こ

れを踏まえて，2回目，3回目の検討会で出た意見をまとめている。乳児院について

は，乳幼児総合養育支援センターという形で，分園型グループホームを各区に展開し

たいという意見をいただいている。また在宅支援の分野では多機能化ということで，

一時保護，ショートステイ，里親支援，親子関係再構築支援，産前産後母子支援，看

護ケア等を行い，一時保護委託については，専用ユニット，ショートステイについて

は地域分散化をして実施するという意見をいただいている。児童養護施設について

は，本体施設はユニット化というところであるが，その中で国が言っている 1ユニッ

トあたり，定員 4 名で 4 ユニットまでということについては現状そのままやるのは

どうかというところで，4 ユニット×4 人～6 人という形で幅を持たせていく。地域

小規模児童養護施設については，現在 6か所，各施設 2か所というところを 1施設 3

から 5か所に増やせるのではないか。そして本体はセンター化して，こちらも多機能

化というところで，一時保護，ショートステイ，里親支援，親子関係再構築支援，児
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童家庭支援センターの設置。また一時保護委託については専用ユニットを活用し，シ

ョートステイもまた専用ユニットを設ける。さらに地域分散化もあり，退所後のアフ

ターケアという形で意見をいただいている。里親・ファミリーホームについては，里

親委託率を乳幼児 75％，学童期以降が 50％で，在宅支援については一時保護委託と

ショートステイで，こちらについてはフォスタリング機関のバックアップが必要。児

童心理治療施設については，意見はいただいていないが，令和 2 年 4 月に開設予定

であり，本体定員 20名。あと一時保護の専用ユニットも作る。自立援助ホームにつ

いては，3施設，男子 1，女子 2施設である。一時保護委託もしていき，社会生活移

行支援としてアフターケアなどの事業を充実する。母子生活支援施設については，2

施設で母子のニーズに合わせたサービスの提供ということと，産前産後の母子支援

を実施。また一時保護委託も受け入れ，在宅支援の機能を付加した親子支援を展開。

障がい児施設については，本体施設を小規模ユニット化して，フォスタリングサービ

スにより，施設から里親・ファミリーホームへの家庭移行支援を行っていく。また入

所児童の保育所利用による発達保障。在宅支援では一時保護委託の実施となってい

る。以上 2回目，3回目にいただいたご意見を基にまとめたものである。 

委員長：産前から生涯発達の視点で，時間軸が横軸でそれに対して，現状がどうなのかとい

うことが上の段，各施設の状況，それから本市が目指す新しい社会的養育のあり方が，

皆さんの意見を基に下の段に記載されており，わかりやすくまとめてもらっている。

まず事実確認も含めて，質問からいきたいと思う。 

委 員：母子生活支援施設への一時保護委託とはどういう意味か。 

事務局：子どもの一時保護を母子生活支援施設にも委託するということである。 

委 員：児童養護施設の，本体のユニット化について，4 ユニット×4～6 名となっている

が，ユニット数についても 4～6の幅を持たせる考えもあるのではないか。今回ユニ

ット数を 4に限定して，1つのユニットの定員を 4～6人にするということか。 

事務局：国の制度もまだはっきりしていないので，状況を見ながら検討していくと考えてい

る。 

委 員：国の制度も今年度メニューとして予算に上がった訳で，今後どうなるかというとこ

ろはわからないというところが現状でないかと思う。ビジョンでも都道府県計画の

策定要領でも 4×4で限定されているので，わからないという前提ではある。 

委員長：国の制度がまだはっきりしていないというところ，現状どうあるべきかというのは

施設の方々が一番ご存知だと思うので，その辺も含めて，今後あるべき姿を検討する

中で，数字は入れていきたいと思う。 

委 員：自立援助ホームとしての意見書はこども家庭課にメールを送らせてもらっている

が，現時点で男子ホームが 1施設，女子が 2施設となっていて，女子が 2つあるので

あれば，今後男子も 2つ作って，子ども達のニーズに合わせた住み分けをしたいとい

うことを記載させてもらっているが，現状の 3施設で十分と考えているのか。 
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事務局：当然ながら今後量的に必要ということであれば，この検討会の中で，そういった意

見を出していただければ，反映させていきたいと考えている。 

委員長：現段階でこういうようにして欲しいということと，10 年後こうあった方がいいと

いうのが，少しまだ明確ではないので，それぞれ意見を言っていただけたらと思う。 

委 員：里親とファミリーホームが在宅支援で一時保護委託とショートステイを受け入れ

ることとなっているが，里親であまり委託をされていない方であれば，受け入れると

いうのは勉強にもなるし，積極的にしてもらった方がいいと思うが，ファミリーホー

ムというのは，4人とか 5人とか子どもがいて，その定員の空いている部分に一時保

護や，ショートステイを受けていくということになると，数的には受け入れられるが，

子どもが嫌がる。自分の家庭の中に相談もなしに，何で他の子を入れたのみたいな雰

囲気があって，そこはちょっと難しい。逆に里親やファミリーホームの子を，一時預

かりやショートステイができるかというとできない。里親が消耗して，ちょっと預け

たいという場合もあるが，子どもが養育者と煮詰まっている時に，別の環境でちょっ

と愚痴を言いたい時もある。そういったチャンスを里親やファミリーホームの子に

も作って欲しい。 

委員長：里親やファミリーホームがショートステイを受け入れる場合，子どもと関係を考え

た時に難しいということだと思う。確かに制度設計上はこのような考えでいくが，実

際子どもの立場に立ったら，容易にはできないことも起こりうる。 

委 員：もう少し子どもに対する配慮がないといけないと思う。 

委員長：そういう配慮をしっかり明記していくことがとても大事だと思う。 

事務局：ファミリーホームや里親から，家庭に復帰した子どもを再度一時的にショートステ

イで受け入れることは可能か。 

委 員：それは問題ない。 

事務局：そういう面は十分配慮した上で，検討したい。  

委員長：里子，そして里親の心理的な負担をどう軽減するのかということだが，そこがない

と，制度上どうやってもまた新たなトラブルが起こるということだと思う。 

委 員：一時保護にしても，ショートステイにしても，サービスの頻度が増えていくと，施

設も里親も同じ事情があって，長期の子どもと入れ替わり，立ち代わりやってくるシ

ョートステイの子どもが，同じ空間で過ごすことが，長期の子どもに対して，何らか

の影響を与えていく。そこの留意点が重要と思う。ある程度施設も，一時保護専用施

設，ショートステイ専用施設，里親も前にいた子どもはいいとしても，初めて来る子

どもの場合には，国の制度がそこまでいっていないが，ある程度里親類型が専門分化

していくような方がいいと思う。 

委員長：実際にやっていく上で，今委員が言われたように，いろいろな状況が起こってくる

ので，それをシミュレーションして，それぞれの留意点をしっかり挙げていくことだ

と思う。実際にそうやったとしても，いろいろな問題は起こってくるので，最終的に



6 
 

は人の問題になる。 

委 員：フォスタリング機関と言うか，そういうところを調整していく，きめ細かい機能が

やっぱり必要である。またもう一つは国でも検討されているかどうかわからないが，

施設のケア単位を 4 人にすると話が出る中で，ファミリーホームも家族という考え

方をした時に，5，6 人という数は多いのではないかという印象を持っている。里親

が不調となるのは，やっぱり多人数では，子ども達の人間関係が複雑になってくるの

が大きいと思うので，やはり 10年後とかを考えていく時には検討が必要でないかと

思っているが，どうか。 

委 員：小学生 2人，中学生 2人，高校生 2人を預かっているが，うちの場合は 6年間ずっ

と同じメンバーなので，家族という感じだが，ファミリーホームによっては入れ替わ

りが激しいところもあり，本当に家族として成り立つのだろうかという疑問を持つ。

人数だけでなく，年齢や長さとか相性とか，いろんなものが含まれている。小学生は

1人よりも 2人の方が楽しそうだったりするし，縦長だとお姉ちゃん達がすることを

見ながら，自分の将来を考えたりとかはしている。だから少ない方が絶対にいいかと

言うと，そうとも言い切れない部分もあり，組み合わせかなと思う。 

委員長：今の話の中で結局ファミリーホームも里親も，うまくマッチングができるかという

ところであり，コーディネートとスーパーバイズをしっかりとしていく機関が必要

ということだと思う。ファミリーホームの人数については国の制度として，何か方向

性はあるか。 

委 員：今のところそこは議論されていない。施設のあり方はやっているが，ファミリーホ

ームの人数が多いとか，少ないとかという議論はない。 

委 員：ファミリーホーム協議会の中では，6人は多いのではないかという意見もあるので，

今後また国で検討されるのではないかと思う。 

委員長：国の方向性と現状と合わせながら，どういう方法がいいかというところは福岡市で

検討できればと思う。 

委 員： 10年後の児童養護施設の退所後のアフターケア（在宅支援サービスへの繋ぎ）と

いうところだが，在宅支援サービスというのは，実親家庭に戻るということと，社会

に自立するという両方があると思うが，どういう意味合いで捉えたらよいか。 

事務局：これまでの検討を踏まえて記載させてもらっているが，家庭復帰した後の支援とい

う意味である。 

委 員：アフターケアは重要だが，児童養護施設には今自立支援コーディネーターはいるの

か。 

委 員：今は配置はない。 

委 員：先程の CGASの分類ではちょっとわからないが，多分ケアニーズが高い子ども達と

いうのは結構年齢も高いのではないかと思う。そうすると，アフターケアというもの

が，リービングからアフターというのが結構重要だと思う。この表にきっちりアフタ
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ーケアの部分が入った方がいいということと，あわせて里親・ファミリーホームのア

フターケアという表記はないが，結構重要と思う。思春期の子どもや高校生を見てい

る里親が多い中で，どういったアフターケアをどこがしていくのかということが大

切である。将来的に児童養護施設に自立支援コーディネーターをつけるのであれば，

里親家庭の子ども達にどうやってアフターケアしていくのかというところが，重要

になるのではないかと思う。あとアフターケアで先程自立援助ホームの方がおっし

ゃっていたが，10年後も 3か所でいいのかというところは私も思っていて，「こども

若者支援法への繋ぎ」のこの「繋ぎ」の部分がとても重要と考えていて，福岡市とし

てアフターケアをどう考えていくのかというところを，次の会にしっかり話し合っ

て，土台のベースの資料に載せていくといいのではないかと思う。 

委員長：里親・ファミリーホームに対するアフターケアの視点が必要ではないかという点に

ついて，意見はあるか。 

委 員：前回も少し触れた内容にはなるが，今実際のアフターケアというのが，どうしても

施設で養育していた担当者が，施設の養育の空いた時間を使って，フォローに入ると

いうレベルでしかできていない。特にこれから家庭に戻った時までアフターケアを

していくとなると，施設に入所している子の対応をしながらできるのかという議論

になると思う。そのため施設の中でも養育をしながら，アフターケアに繋いでいくと

いうところも必要かと思う。それと児童養護施設というのは，大半は措置されている

子どもを育てる場所であって，それに付随するアフターケアという位置づけになっ

てくると思うので，もう少しアフターケアとかそれ以外の業務に職員を割くことが

必要だが，職員数の問題もあり，なかなかアフターケアを今の体制の中で行うという

のは，難しいということを補足しておく。 

委員長：今個別にアフターケアをされている中で，施設職員にとっては，かなりの過重負担

もあるということで，やはり専門性と人的配置の問題になるかと思う。それをどこに

記載するかというところもある。 

委 員：里親・ファミリーホームのところにフォスタリング機関のバックアップが必要とい

うのが，何に対してのバックアップなのか書かれていないが，フォスタリング機関と

いうのは，包括的里親支援という言葉にあるように，自立支援の部分で，フォスタリ

ング機関の里親支援も可能かと思う。今の里親・ファミリーホームの支援は専ら児相

が担っているが，民間機関としてのフォスタリング機関がとてもこれから重要にな

ってくるのではないか。先程の自立支援コーディネーターのようなところがフォス

タリング機関に必要だと思う。 

副委員長：フォスタリング機関の中に，里親・ファミリーホームで生活している子どものア

フターケア機能を明記するかということかと思う。 

委 員：子ども達は，里親の元から巣立つ時に，次のところでうまくいくかを非常に不安が

る。実親のところに戻りたいが，短期間里親のところに戻りたくなる時もある。遠方
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にいる場合は交通費がかかるので，今年度からうちは自立後支援金というのを科目

として作って，子どもが帰省する際に，交通費を出してあげて，一定期間受け入れて，

また元気にがんばっておいでと帰せるような予算を確保している。単に受け入れる

と言っても，金銭的負担もあるので，アフターケアの中には経費面での検討も必要な

部分としてあると思う。 

委員長：実際機能する中で予算の確保が必要ということだと思う。 

委 員：NPOの立場からすると，何をしたらいいかと考えるところで，例えば不登校対応メ

インで活動していたら，やはり施設の中にも不登校の子ども達が，たくさんいるのは

聞いているので，そういった時に施設で解決する問題なのか，それとも不登校対応の

専門の僕らのような人間が入って，一緒に考えていくのかというところを考えると，

施設・里親のあり方の中に，NPOが関わっていく部分が役割としてあると思った。先

程から上がっているアフターケアも，アフターケアで家庭に入っている身からする

と，システム上アフターケアを持っている施設，機関があったとしても，なかなか本

当の意味でのアフターケアというのは難しいと感じていて，本当に一瞬一秒の判断

が保護者と子どもに求められる。何時に呼び出されるか，何時に連絡が来るかわから

ないというような時に，支援と支援の間を縫う NPOが必要と考えており，それがこの

施設・里親のあり方として見るのか，施設と里親も在宅として見て，在宅支援を行う

支援先として見るのかというところはまだわからないが，NPOとしても何かできるこ

とがあるのではないかと思っている。 

委 員：そもそもアフターケアはインケアがあるから，アフターケアがある。自立援助ホー

ムにはインケアの期間が短い子もいる。一応原則 20歳までという中で，19歳数か月

で入って来ると，もう後数か月で退所となる。その中でインケアをして，その後のア

フターケアとなる。アフターケアはその子だけでなく，その子を取り巻く環境のこと

を考えなければいけない。実際コミュニティでケアしているケースがある。先程言わ

れた在宅との関わりというところでも，アフターケアの延長のコミュニティケアを

していく必要がある。 

委 員：アフターの話でいくと，障がい児入所施設も一緒で，いわゆるケアニーズの高いと

言われている児童養護施設の子達の中にも，療育手帳を持っている子がいて，障がい

福祉サービスに繋いでいるという事例を聞いている。私のところの子どもはほぼ障

がい福祉サービスに繋ぐということになるが，結果的には一般就労に繋がる事例も

あって，一般就労の子達が，なかなかうまくいかなかったりするし，生活が安定しな

かったりということがあるので，根本的な児童養護施設の課題と障がい児入所施設

の課題に対するニーズは近いというところもあるので，アフターケアについては障

がい児入所施設のところでも記載してもらえたらと思う。 

委員長：アフターケアをしていかないと，また別の問題が起こってくるので，そのアフター

ケアをどうしていくかという中で，その子を見る視点と，先程言われたように，障が
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いの有無に関わらず，その子を取り巻く家族や環境をどうしていくのかというとこ

ろは必要で，さらに就労に繋がるという視点は必要だと感じた。その時に機動力が必

要になってくるが，そこを NPO が提案して繋いでいくという役割になるのかなと思

っている。 

委 員：児童養護施設の多機能化について意見だが，はぐはぐは開設以来 3 年 9 か月にな

るが，その間に 289名の子どもが相談に来た。その子ども達のうち，在宅では養育が

困難であろうという子をその都度チェックしていったが，36名いた。小学生が 17名，

中学生が 9名，中卒以上が 8名で，幼児が 2名である。ほとんど発達の特性が絡んで

いて，アタッチメントの問題が掛け合わされていて，不登校状態で，家に閉じこもっ

て，ゲーム依存になっていく。親がそれを制限しようとすると，激しい攻撃であった

り，暴力に至るという子どももいて，親も拒否的になってしまっている状態が多い。

そう考えると，来年度本市に設置予定の児童心理治療施設は定員 20名になっている

が，少ないのではないかという気がする。規模的には 20名位でいいと思うが，もう

少し何か所か必要ではないかと思う。そのところを児童養護施設が役割を果たして

いただけると，随分違うのではないかと思う。施設が持つ経験と，専門性で，治療的

養育を行う枠を持っていただく。先述の 36名は結果的に児相に繋がって施設に行っ

た子も何人かはいるが，ほとんどは児相にも地域にも繋がっていない。そしてこうい

う状態なので，うちの相談も途切れてくる。児童心理治療施設の 20名では少ないの

で，児童養護施設にその役割を担っていただけないかと思う。 

委員長：治療的なケアが必要な子どもはかなりいると思う。やはりそこを児童養護施設を含

め，実際にどうカバーしていくのかというところを，この中に盛り込んでいけたらと

思う。 

委 員：児童心理治療施設では，あまり想定していなかった発達障がいプラスゲーム，ネッ

ト依存というのが，実は潜在的にある。そういう子ども達の受け皿が，児童養護施設

本体の 4×4のユニットの対象になるのではないかと思う。そういう子どもをグルー

プホーム，地域小規模で見ていくのは，ちょっと厳しいのではないかと思っており，

やはり心理士や看護師がいる体制が必要ではないかと思う。 

委 員：10 年前と比べると児童養護施設で生活する子は明らかに変わっていて，今うちに

小学生が本体に 12名いるが，そのうちの 5名が情緒障がいに特化した特別支援学級

のある小学校に片道 30 分かけて通っている。多分 10 年前だとそういう子がいる場

合は，児童養護施設に措置されるのはミスマッチじゃないかと会議で議論になって

いたので，やはりこの 10 年で背景が変わっている。多分 10 年後に元に戻ることは

ないと思うので，そういう 10 年間の議論をさせてもらいたいというところが一つ。

そして先程の委員の話で，専門機関という名の下で，自前ですべてを解決することが，

我々に求められる。不登校の問題は，私がいる施設もずっと抱えている課題で，例え

ばそういう分野に明るい方を研修の講師に招いて，勉強するということはあるが，実
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際の解決のアプローチをどうするかというところは，施設の職員と学校の先生でや

っている。ファミリーホームの子どもがショートステイを利用できないということ

も含めて，そういう子どもはショートステイの専門施設で見ることになれば，専門機

関として，どう他の機関とうまく連携するかというところも含めて，勉強していく必

要があると思う。 

委員長：いろいろな専門機関が連携していくというのは，本当に重要で，連携や情報共有と

いう話は 30年前から言われていて，それでもいろいろな事件が起こる。どう子ども

達をカバーしていくのかという実効性のところで考えないと，また同じことが繰り

返されるのでないかと個人的には思う。 

委 員：児童養護施設，里親，ファミリーホームで手帳を持っているとか，診断を受け，障

がいがある，診断は受けていないけれど，特別支援学級等に行っている子どもの数と

いうのは把握しているか。 

事務局：具体的な数字は持っていないが，大体把握している 

委 員：全国で言うと，そういう子どもが半分以上施設にいる。いわゆるミスマッチなのか

もしれないが，そこを前提としていくかで，将来像が変わってくる。児童養護施設が

それを受けるという前提でいくのか，それとも児童心理治療施設でいくか。現在の児

童養護施設から 20名だけ定員を児童心理治療施設に移して，定員を分化して施設を

確保していくということなのか。その辺りがきっと将来像にかなり影響していくと

考える。私は現状のままのユニットで対応するにはやはり難しいと思う。職員配置を

考えた時に，そこに加配職員をどうやって載せるかということよりも，最初からそう

いうユニットを作るという大前提で，施設を形成するのか，それとも分離した施設で，

同じ敷地の中で受け入れるのか，これは国制度の関与するところになると思う。知的

障がいの子どももそうで，入所が難しくなっている状況下で，養護問題と知的障がい

が重なると，全国的に結局児童養護施設が引き受けるという傾向にある。それらを解

決するものとして，心理治療が必要な子どもと，いわゆる発達上の支援，知的障がい

や特段の発達の支援が必要な子どものユニットというものを，最初から制度として

入れるのか，福岡がそのモデルを作っていくという形でやるのかという話になる。そ

ういう子どもはおそらくアフターケアにおいて，かなり難しい状況の生活をせざる

を得ず，支援がない状況になる。 

委員長：今回は今の子ども達の現状を考えて，心理的な治療が必要な発達障がい，それから

障がいを持っている子ども達をどうするかというところで，制度設計の段階なので，

フリーで意見をいただきたい。 

委 員：10 年後の大きな不安は，施設が増えて分化していく中で，担い手がいるのかとい

うのがあって，そもそもその担い手をどう育てていくのかというところも計画に入

れておかないと，この制度が本当に 10年後に実現できないと思う。もっと計画的に

担い手を育てていかないとまずいのかなと思う。ここに載せる話ではないかもしれ
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ないが，これを実現するための担い手をどう集めていくか，育てていくかをちゃんと

視野には入れておかないと絵に描いた餅になってしまう。 

委員長：ものすごく大事な話である。結局いろいろなプランを考えても，誰がするのとなっ

てしまう。結局今の保育士不足の問題と重なる。子どもは無償化にすると言いながら

保育士がいない。なぜいないか，労働環境が厳しいから。となると，養成のところも

考えて，提案していくことは必要と思う。 

副委員長：心理的なケアが必要な子どもの議論が出ていたと思うが，来年度できる児童心理

治療施設がその中でどういう役割を果たしていくのかというところについて，例え

ば施設や里親で生活が困難になって，心理的な治療になった場合は，そこに通所する

とか，一時的に措置変更するとかいう運用を考えるのか，今の段階で何か構想のよう

なものがあるか。 

委 員：結局アタッチメントの問題というのはどうしても抱え込んでしまうので，そこのケ

アが中心になっていくところがある。その上で発達に関するいろいろなケアという

のがあると思う。その場合は日常生活の中での衣食住の世話をしながら，いろいろな

問題についての治療的養育が基本となっていくと思う。私はいろいろなところがそ

れをやるというよりも，児童養護施設が子どもに関わってきた歴史がずっとあるの

で，そこの専門性を更に高めて，心理治療施設をしっかり別に持つという狙いでいい

かと思う。そういう意味でいうと，えがお館の中に作られる児童心理治療施設がセン

ター的な役割をして，児童養護施設にできる心理治療施設に対して積極的に支援し

ていくというイメージでいいのではないかと思う。 

委員長：児童心理治療施設が，えがお館にできるのは来年度となっているが，どういう方向

になるのかというアウトラインが共有できないと，10 年後のことと，現在のことと

混同するので，委員から説明をお願いしたい。 

委 員：基本的には実親家庭の子どもだけでなくて，里親家庭，養子縁組，または児童養護

施設，小規模施設の子どもも含めて，ケアニーズが非常に高くなった時に，短期間そ

こで一定のケアを行って，また元の環境に戻っていくのがイメージである。そのため

には，やはり子どものケアだけではなくて，養育者である実親なり，里親，施設職員

に対するサポートというのは，スキルを教えていくということが必要なので，その前

後の通所であるとか，入所中のカンファレンス等も頻繁に開かれる。そういう意味で

えがお館のような市内の中心部ということを思い描いていた。ところが，CGAS の結

果をもう一度改めて見てもらうと，50 点というのは，結構な機能障がいになるが，

50点以下の子どもが 36名いて，これで足りるのかとなってくる訳で，そうすると先

程言ったように，児童養護施設が，児童心理治療施設では足らないキャパの部分を補

っていくということも考えられる。児童心理治療施設の大きな機能の一つは，院内学

級があるということだと思うが，児童養護施設の場合は院内学級がないので，情緒学

級への通学になるかもしれないが，そこと学校との連携とか，NPOの力を借りていく
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のか，またはかかりつけ医の小児科医と精神科医の力を借りていくのかということ

でカバーしていくと，ニーズとキャパのギャップは生じなくて済むのではないかと

思う。ただ委員の言うような発達障がい，家庭内暴力，ゲーム，ネット依存の子が，

何十人いるということになると，一か所にたくさん集まらないような形がよいと思

う。 

委員長：えがお館にできる児童心理治療施設は，今委員より，現在のニーズとギャップがあ

ると発言があったが，まだいろいろなことは変更可能なのか。 

委 員：定員 20名はもう固まっている。 

委 員：児童心理治療施設には，通所機能を持っている施設が多いが，通所の枠はあるのか。 

事務局：入所の 20 名と別枠で通所を 15 名としており，福岡市としては入所期間をなるべ

く短くして，家庭で生活してもらいたいということで考えている。また先程言われた

里親や施設から通所という形も今二重措置も可能になっているので，そういうこと

も考えて 15名としている。 

委 員：院内学級の教員は教育委員会からくるのか。 

事務局：そうである。 

委員長：児童心理治療施設が，えがお館の中にできるということと並行しながら，10 年後

をどうしていくのかを検討していくことが必要だと思う。その時に多機能化の，専門

性を担保するためのオーガナイザーとか，スーパーバイザー機能とか，コーディネー

ター機能とかそういうものをどうどこに担保するのかという話の一つが児童心理治

療施設と思っている。 

委 員：先述の 36名の状態というのは本当に悪いが，問題は，そこに至るまでの介入があ

れば，随分違うと思う。これらの子ども達は全部学校での不適応から始まる。福岡市

の場合は，情緒の特別支援学級が福岡県内でも極端に少ない。福岡県内を見ると，

100％のところが 11市あるが，福岡市は 5％である。発達の問題を課題として考えつ

つ，在宅支援というところも考えていくことが重要で，36 名が全部児童心理治療施

設に行くという訳ではないということを 10 年後を見据えて考えなければならない。 

委員長：早期に介入できるのは学校だろうと思う。そうするとそこは教育委員会の問題でも

ある。 

 

■（3）第 4回協議事項 

  ア 子ども家庭支援体制の構築に向けた取組 

事務局：今回の議題となっている子ども家庭支援体制の構築に向けた取組と，児童相談所の

強化等に向けた取組について，在宅支援のところを主に議論いただきたい。子ども

家庭支援体制の構築について，都道府県の社会的養育推進計画策定通知のところ

で背景を説明させてもらう。在宅で生活している子どもや家庭への支援について

は，地域の変化，家庭の変化により社会による家庭への養育支援の構築が求められ
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ており，子どもの権利，ニーズを優先し，家庭のニーズも考慮して全ての子どもと

家庭を支援するためとして，妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援

のための「子育て世代包括支援センター」と，子ども等に対する必要な支援を適切

に行うための，「子ども家庭総合支援拠点」の機能が求められている。そして「身

近な市区町村におけるソーシャルワーク体制の構築」とこの拠点での「支援メニュ

ー」の充実が求められており，これが虐待予防や早期発見に繋がることになってい

る。虐待の危険が高いなどの理由で，集中的な在宅支援が必要な家庭については，

保護者に対する指導への司法関与，児童相談所の在宅指導措置における市区町村

への指導委託，支援メニューの充実として，子どもへの直接支援や親子入所機能が

提唱されている。今回議論していただきたいのは，市区町村の相談支援体制等の整

備に向けた取組・支援についてである。子育て世代包括支援センターの普及につい

ては，2017 年の 7 月に，福岡市では各区に１か所ずつ設置している。市区町村子

ども家庭総合支援拠点の普及については，福岡市では設置していない状況である。

続いて市区町村の支援メニューの充実について（ショートステイ，トワイライトス

テイ事業）については，後程ショートステイと福岡市で行っている養育支援訪問事

業について説明させていただく。あと母子生活支援施設については第 2 回で意見

をいただいている。あと子ども家庭支援に携わる職員の人材育成支援策について

は，義務研修，外部研修，その他各種研修を行っていて，スーパーバイザー派遣研

修についても，7区のうち 3区で実施されており，虐待対応，介入的ソーシャルワ

ークについて区が専門家からアドバイスを受けている。あわせて児童家庭支援セ

ンターの機能強化及び設置促進についてもご議論いただきたい。主にご議論いた

だきたいのは，子ども家庭総合支援拠点，支援メニューの充実，そして児童家庭支

援センターのことである。次のページでは子ども家庭総合支援拠点の実施主体，対

象，業務内容ということでまとめている。実施主体は市区町村で，一部委託可。対

象は子どもとその家庭（里親及び養子縁組を含む）及び妊産婦等。業務内容は子ど

もの家庭支援全般に係る業務，要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊産婦等

への支援業務，関係機関との連絡，その他必要な支援という形で，福岡市であれば，

区でケースワークをしながら，支援していく形になる。こちらの拠点については，

平成 28年の児童福祉法改正により，設置が努力義務になり，平成 30年 12月 18日

の児童虐待防止対策総合強化プランにおいて，「全市町村に設置する」ということ

になっている。その下の最低配置基準は，職員の配置基準である。子ども家庭支援

員，心理担当支援員，虐待対応専門員を配置することになっている。小規模 C型に

ついて，虐待対応専門員が常時 2名と書いてあるが，こちらは非常勤も可となって

いる。設備については，相談室や親子の交流スペースを設置することとなっている。

次のページは，支援メニューの一つであるショートステイについて記載している。

こちらは前回委員から依頼があったので，他の政令市の状況を聞いた。乳児院，児
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童養護施設，里親，その他という分類で，定員と 3月 31日現在の現員と，ショー

トステイを使った延べ日数の数について，各施設分の総数を記載している。福岡市

は延べ 2,342名であるが，京都市が一番多く，延べ 7,877名となっている。次のペ

ージだが，福岡市のショートステイの利用状況と養育支援訪問事業の実績を書い

ている。ショートステイについては，現在 6施設で実施しており，3児童養護施設，

2乳児院，あと里親として SOS子どもの村によるものがある。福岡子供の家が昨年

度改修工事があり，半年位受け入れをしていなかったということで，通年であれば，

だいたい 600件位延べ日数として受けているので，全体で延べ 2700名位あると考

えている。あとその下の養育支援訪問事業については，養育不安がある家庭に，支

援員が行き，まずは相談から家事を保護者と一緒にしながら，養育できるようにす

るものだが，地域保健福祉課いわゆる母子保健の分野の実績が一番多くて，子育て

支援課とこども総合相談センターの方は回数が少ない状態である。次のページで

は，こういった状況を踏まえて，福岡市では今後社会的養育のシステムをどう考え

ていくかを示している。現状の相談体制については，電話相談に関して，窓口が複

数であること，相談を受けたところが基本的に対応していて，市民が相談をし直し

たり，情報の共有が限定的だったりという課題がある。えがお館，児相については，

あらゆる相談に対応しており，業務が肥大化している。区については支援メニュー

が乏しいということがあり，見守りを中心とした支援にとどまっているという課

題がある。今後国でも言われている在宅支援が重要であり，それが虐待予防に繋が

るところも踏まえて，今後の相談体制については，電話窓口の一元化を図り，児相

については専門性を強化するとともに，区の在宅支援については拠点を設置して，

在宅支援メニューを増やし，充実，強化したいと考えている。 

委員長：福岡市の現状について，それからどういう風にやっていくかということを報告して

もらったが，各施設からの現状と課題を発表していただいて，あと総括議論の中で，

前半で行った提案，意見を含めて，意見交換して，具体的なところを詰めていきた

いと思う。 

 

〇社会的養育について（資料 4） 

委 員：社会的養育の全体像のところは奥村氏のものをお借りしたが，特に要保護・要支援

児童になる手前の予防的支援がとても重要と思っている。特に社会的養育の全体

像の中で，人生早期の社会的養育の重要性がとても大きいと思う。委員によると就

学前の子どもの 4割，3歳未満児の 7割は家庭養育とおっしゃっているので，そこ

を地域でどう支えていくかは大きい。その拠点としては，地域子育て支援拠点だと

思う。福岡市の場合は子どもプラザが 7区に 14か所あるが，とても少ないという

問題がある。城南区の子どもプラザで，いろいろ話を伺ってきたが，ここはひだま

りの会が運営に携わられていて，すごく熱心である。他はどちらかというと，広場
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を提供して，親が交流するという感じで，スタッフは全体を監視するというか，監

督するような形になっている。ところが城南区の子どもプラザの場合は，スタッフ

が親の中にずっと入っていく。常に親子の側に寄り添って，いろんな雑談をして，

その時に情報をキャッチして，やりとりしたり，子どもの発達状況を常時観察した

り，時には親子の中に割り込んでいって，直接子どもの世話をしたり，アドバイス

したり，もしくは親同士を交流させたりと，身近で気軽に相談ができて，親子の側

に寄り添うということを実践している。私もその中に入って，いろいろ相談を受け

るが，ほとんどは発達の問題である。家庭の問題や夫婦関係の問題ということもあ

るが，その中で，心配な子どもがいたり，アタッチメントの問題としてどうかなと

思ったり，発達の特性が強いというところであったり，親の発達特性の問題であっ

たり，そういう方と出会う。割と最近では育児休業中という若い方も利用している。

福岡市は 150 万の人口で 14 か所となっているが，久留米市の場合は 30 万の都市

だが 9か所ある。久留米市は子育て支援センターというが，地域全体で子育てを支

援するための基盤作りを目的にしていると明記してある。なかなかすごいと思う。

ここは面接相談もするし，電話相談もするし，家庭訪問相談も実施している。また

大分市は子どもルームというが，11 か所ある。大分県全体は 114 万人で，大分市

は 47万人くらいだが，大分県には支援拠点が 70か所ある。政令市の中では福岡市

は少なくて，数だけでいくと北九州市で 10か所だが，その次に福岡市と相模原市

が少ない。ぜひこれを増やすことと，ここの多機能化が必要で，この利用者支援事

業を付加していくことがとても重要ではないかと思う。 

 

〇ショートステイ事業について（資料 5） 

委 員：私の方からショートステイに関する意見を入れさせてもらっている。まずショート

ステイの課題がいくつかあって，一つは，この春からショートステイ専用施設で，

運用を開始したが，ショートステイ単体では器の確保をしても，なかなか費用面で

賄えないという実情がある。費用の話になって恐縮ではあるが，ショートステイは

日額 5,500 円で受けているが，例えば夜間にスタッフが宿直すると 3,900 円の宿

直手当が発生する。宿直専門員を雇用して，1日配置すると 6千円弱の手当となる

ので，コスト的には夜間の職員配置でもつり合わないという状況になる。ショート

ステイをこれから先拡充する時には，基礎となる利用に応じた実績払いとは別で，

管理運営の費用がないとなかなか立ち行かないということがある。あとは利用す

る時の申し込み等は今 7 区からそれぞれ連絡が入って，基本的には先着順になっ

ているので，日程が重複した場合にはお断りすることになる。ただ断った後にキャ

ンセルになったりすることもあり，とりあえず確保するための予約もある。あとは

7区あるので，その対応でも職員が割かれるので，結構大変である。今回各政令市

の実績を取ってもらって，意外な数字も出たが，例えば京都市は年間で児童養護施
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設だけで 4,000件，他の種別も合わせると 7,800件以上があるということは，受け

入れに何か工夫があると思ったりもする。児童養護施設では，川崎市が施設の数，

定員，現員も福岡市に近いかと思うが，利用の日数は倍くらいとなっているので，

もう少し利用にあたっての仕組みを整理してもらえるとショートステイの運営が

非常にしやすくなるのではないかと思う。もう一つはショートステイ利用する時

の優先順位のようなものがあれば，リピーターの方で特定の日でなくてもいい方

には，日をずらしていただいて，優先順位の高い方を受けるというようなやり方も

できると思う。基本的には子どもの情報を頂かないようにしているが，要対協で関

わっているケース等で，ショートステイを利用する場合には，我々にも少し情報提

供いただいて，将来的には施設で心理面接をするとか，来所時に，保護者の相談援

助をするということもできるのではないかと思う。現状でも情報があれば，もう少

し親に言葉かけをしたり，共感をしながら関わったりすることもできると思うが，

情報がない中で，そこまでやれていないというところである。 

 

〇みんなで里親プロジェクト（資料 6） 

委 員：これは里親を受け皿とした地域で協働で支えていく仕組みである。子どもの村は

SOSインターナショナルの親子分離予防の考え方に基づき，各家庭を支援している。

これは子ども家庭支援センターの取組の中でやっている。子ども家庭支援センタ

ーの機能としては 3 つあるが，その中の一つとして子どもの村福岡でのショート

ステイがある。西区と子どもの村福岡の協働で里親を利用したショートステイを，

子どもの村福岡で専用棟を作って行っているが，その現状を資料に出している。や

はり利用する家庭の状況としては，育児疲れや家族の精神疾患，多子世帯，それか

ら乳幼児が多い。西区としてもショートステイを在宅支援と位置付けて，虐待防止

と親子分離予防として行っている。来てもらった時に，家庭の様子等を聞いている

と，家庭の状況や，困っている状況がよくわかる。それに加えて送迎がないとか，

長期になっても通園通学ができないという課題もある。何よりも子どもの村のシ

ョートステイはお断りすることが大変多い。年間に 100人程度預かっているが，受

け入れることができないことが多い。預かりにも専門性が必要だと感じ，里親が身

近で支援することができないかという発想になった。またショートステイでは

様々な家庭を支援している。2014 年 5 月の社会的養護のあり方検討会の報告書で

は，家庭養護の推進，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

ということが書かれている。新しい社会的養育ビジョンが出されたが，この中で市

町村の社会的養育という項目があり，そこには支援が必要な家庭として，虐待を受

けた子どものいる家庭，貧困家庭，障がいのある子どものいる家庭，医療的ケアを

必要としている子どもがいる家庭，その他特別なケアを必要とする子どもがいる

家庭，虐待やネグレクトのリスクを抱えた家庭が例として挙げられている。また，
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それに応じた適切な支援を行う専門的なソーシャルワークが必要だということが

提言されている。ショートステイは社会的養育ビジョンでは一時保護に至らない

という前提がある中で，施設等の定員枠に加えて，子ども家庭支援センターやフォ

スタリング機関が市町村の要請を受けて，調整役となって里親を受け皿とした仕

組みが考えられると定義されている。そういうこともあって西区と協働して，みん

なで里親プロジェクトとを実施している。 

 

〇特定妊婦に特化した産後ケアハウス「ぷくぷく」の実践報告と提案（資料 7） 

委 員：特定妊婦に特化した産後ケアハウスについて，パイロット的に実践をしていること

を説明する。F・CAP－Cは虐待防止の相談，活動をしているが，やはり虐待相談が

非常に多いことと，それから乳幼児の死亡率の異常な高さというところから，産後

ケア事業をどうやって進めていくかということで取り組みを始めた。福岡市の方

にも説明を行い，2016年 12月に福岡市の産後ケア事業が開始されたので，私共も

手を挙げていたという状況である。ただ私達は，虐待防止という視点から考えた時

に，特定妊婦に関しての産後ケア事業というのが，もう少し事業化していくべきで

はないかというところで，パイロット的に始めている。福岡市の産後ケア事業の，

利用料金が，今年の 4月から改正されて，非課税と生活保護の家庭は 500円，課税

世帯は 6,000 円となっている。ただ生活保護に関しては他都市ではほとんどのと

ころが無料になっている。ぷくぷくの利用実績については，ここに挙げてある通り

である。またこの取り組みの中で，特定妊婦に関しても，1月に特別な運用制度が

加わってきて，それに加えて私達もやっている訳だが，やった中で非常にニーズが

高いということ，そしてこの事業自体が，子どもが生まれる前から支援が入って，

そしてその後，1 週間程度ケアをした後，また地域にどう繋ぐかというところで，

母子が分離されずにきちんと進めていけるようにするということでは非常に大事

な事業だと思う。今のところ，やればやっただけ赤字が増えていくといく事業であ

るが，これはまだ確立されていないからだと思う。ただケアをすると本当に自宅で

見守りが続いているケースも，関係機関，区役所，保健所等の支援についての受け

入れがいい。一度ケアを受けて，非常に温かい思いをしていると公的機関のケアを

受けやすくなるということも実感しているし，関係機関に母親自身が SOS を出せ

るようになる。これが非常に予防的なこととして重要なことではないかと思って

いる。今後の課題だが，産後ケア事業は，いわゆる社会的養育の制度化というとこ

ろでは位置づけがなされていないため，そういう意味で特定妊婦に関して，明確に

していきたいということと，F・CAP－Cではパイロット事業としてやっているので，

母子生活支援施設の活用の中にも入っていたが，産前からの支援が制度化できる

といいと思う。 
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〇福岡市子ども家庭支援センター「SOS子どもの村」事業概要（資料 8） 

委 員：子ども家庭支援センターのことをまとめている。福岡市の子ども家庭支援センター

の特徴として，平日の夜間と土日祝日の相談事業というのが，一番の特徴かと思っ

ている。この中身だが，やはり夜間と土日祝日ということで，ほぼ半分の相談がひ

とり親家庭からの相談であり，そういうところからすると，児童相談所の相談の部

分と若干分担できていると思う。子どもの相談は，今小学生以上の子ども，中学高

校の子どもが増えていて，年数が上がるにつれて，非常に家庭の中の問題と子ども

の状態は相乗的に上がってきていて，本来であれば一時保護してもいいのではと

思ったり，なかなか親が忙しくて難しいという中で，アウトリーチというか，家庭

訪問を強化しているところである。相談件数を見てもらうとわかるように，2018年

度は家庭訪問が 110件ということで，かなり上がっている。昼間はそういう活動を

して，夜は相談を受けているという状況である。里親・ファミリーホームの支援に

ついては，今まで SOSでやっているように里親の専門研修，里親の委託後の研修と

してのフォスタリングチェンジプログラムなどに取り組んでいる。この事業は福

岡が発祥で，昨年度が全国 18 か所，今年度はもう少しプラスになる予定である。

3つ目の短期の預かりは，先程委員から報告があったとおりである。やはり子ども

を支援の主体とした時の主張をどうするのか，それから子ども，家庭に対してのア

セスメントであるとか，いわゆる専門性を持った支援がどのようにできるのかと

いうこと，それから先程言った在宅ということで考えた時に，地域で育つという意

味で里親，それからいろいろなところが一緒になった形での支援のやり方等を考

えていく必要があると思っている。それと課題だが，相談件数も増加する中で，今

東区の方も来所されているが，福岡の地形で考えると，やはり遠い。もう少し計画

的に他の地域にも子ども家庭支援センターができていって，児童相談所があり，子

ども家庭支援センターがあり，もっと身近に区の支援拠点があるというような形

を考えているところである。それからアウトリーチのニーズは非常に高いので，在

宅支援というところでは，その機能をそれぞれの機関が持っていくかも課題だと

思う。 

 

〇福岡市子ども家庭支援センター「はぐはぐ」相談データ（資料 9） 

委 員：相談の質を見てもらったらわかるが，発達の問題，性格行動，不登校，もうこれは

ASD等の発達の問題だが，それ以外の非行等，金品持ち出し等もほとんど発達を背

景にしている。ASDも本当にいろいろで感覚過敏が強い，弱いもあるし，ASDだけ

でなくて，ADHD，LD も併存しているということもある。資料 4 の裏側だが，子育

て支援の課題として ASD 問題が強いと考えさせられる。どうしても学校現場で不

適応状態が起きているので，杉山氏は 10歳までの合理的配慮や特別支援があれば，

その後の社会性の成長は全然違うと指摘しておられるが，逆にうちに来る相談は
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10 歳のところで躓いて相談に来ている。それで ASD の理解が不十分で社会から排

除されている裏側には，学校全体が，上から指導の生徒指導というか，集団主義的

な，全体主義的な背景が大きく横たわっていて，そこで大声で注意されて不登校に

なるという子も何人もいる。そう考えると，もっと特別支援学級等を設置して，特

別な配慮をするということもあるが，学校現場に子どもの権利擁護の精神に乗っ

取って，先生と生徒との関係はパートナーシップだという，意識改革が大きくあっ

て，その上に発達の特性に絡む合理的配慮が推進されていくことが大切なのでは

ないかと思う。ここで躓くと家庭ではどうしようもないということがよくあって

いるので，この問題が大きいのではないかと思う。それと県内の小学校の特別支援

学級の設置状況をここに書いているが，なぜ福岡市だけが 5％なのか，理由がよく

わからない。学校での不適応状態への対応や配慮が進んでいけば，家庭の中での困

難な状態はもっと減っていくのではないかと思うし，こういうところへ，家庭訪問

やアウトリーチ的な在宅支援が入っていけば，状況が改善されていくのではない

かと思っている。また子どもだけではなくて，親がスペクトラムを持っていること

もたくさんあって，さらに母親の場合と父親の場合では違っていて，父親の場合は

DVのような状態になり，その中に子どもが巻き込まれるということもある。 

委員長：それぞれの施設から現状と課題と提案と出してもらった。事務局で今の発言をまと

めてもらっているので，説明させる。 

事務局：資料 4 では，子育て支援拠点の増設というところで，支援拠点自体も多機能化し

て，地域で養育することが今後ポイントとなるのではないかというご意見をいた

だいた。資料 5，ショートステイの話では，管理運営の費用の話もあった。また利

用にあたっての仕組みを整理すべきではないか，手続きや優先順位等の入口を整

理することで，よりスムーズな利用に繋がるのではないか，また要対協ケース等，

関係機関での情報共有を今後図る必要があるというご意見をいただいた。資料 6，

の話では多くの虐待相談の子ども達が在宅で生活しており，やはりケアがそこに

も必要であって，そこをどう支援するのかというところで，ショートステイ里親を

実施している。ショートステイを利用することで，事前にその情報をキャッチでき

たり，また家庭から分離されることなく，在宅で生活できるという意見をいただい

た。資料 7のぷくぷくの話だが，まず虐待防止の視点から考えた時に特定妊婦への

アプローチはかなり重要であり，やはり子どもが生まれる前から，そして生まれて，

地域にどう繋いでいくかが重要であって，ケアを産前産後に受けていると，その後

の公的サービスの受け入れがよかったり，または母自身が SOS を発しやすいとい

う傾向も見受けられるとのことである。資料 8，子ども家庭支援センターについて

だが，もう少し身近なところに児童家庭支援センターがあって，支援が展開できる

ようになった方がいいのではないか。現状は市内 2か所ということで，遠方からも

通われており，それだけニーズが高いということだと思われる。またアウトリーチ
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機能を強化することによって，より地域で見守り，支援が行える体制になるのでは

ないかという話であった。最後に資料 9では，学校現場における，特別な配慮や意

識改革が必要ではないかという意見である。ここで躓くと家庭生活において支障

をきたして，それが地域での生活の支障に繋がっていくと。この点でも他委員の話

と共通するところであるが，在宅支援のためには，アウトリーチによる支援の展開

が求められるという意見をいただいた。 

 

■（3）第 4回協議事項 

  イ 児童相談所の強化等に向けた取組 

委員長：最初に事務局から社会的養育体系図と児相の強化等について説明してもらう。その

後，今までの意見，提案を受けて，総括的に議論していきたいと思う。 

事務局：児童相談所の強化等については，社会的養育推進計画の策定通知によると，職員配

置を満たすことになっている。この中で特に弁護士だが，常勤で配置することにな

っている。福岡市の児童相談所の人員体制は児童福祉司が 39，うちスーパーバイ

ザーが 3，児童心理司 15，医師常勤 1，嘱託 3，保健師 1，弁護士が常勤 1，嘱託が

1ということで，基本的には福岡市では医師と保健師，弁護士を常勤で，配属して

いる。児童福祉司の要件については，この間の強化プランで人口 3 万人に 1 人と

いうことであるが，今は 4 万人に 1 人の基準で配置している状況であり，今後増

やしていくということになる。あと児童福祉司のうち，スーパーバイザーが 3とし

ているが，今年度中に研修を受けて，6人になる予定である。それと体制と現状だ

が，児童相談所長を筆頭に支援の方ではこども支援課とこども相談課が対応して

おり，介入の方ではこども緊急支援課が対応している。同じ一つの組織だが，支援

と介入を分けて，福岡市としては対応している状況である。お示ししている社会的

養育体系図については，福岡市としては，今後このような形で進めていきたいと考

えている。まず市民から相談があった場合，来所は各機関で対応して，相談内容に

応じて，子ども家庭支援センター，区，えがお館等にしっかりと引き継いでいく。

電話を受けた場合については，今は電話の窓口が一本化されていないので，相談と

通告窓口を一元化して相談内容に応じてきちんと割り振りをして，引継ぎをして，

市民にとってはワンストップでわかりやすい形でやっていきたいと考えている。

児童相談所については，専門性の強化ということで，業務内容を中等度以上のケー

スの安全確認・調査・介入，一時保護，代替養育措置，家庭移行支援，フォスタリ

ング業務の実施，委託としているが，里親の量と質の拡大のため，フォスタリング

業務は拡充しないといけないということと，今えがお館で在宅のケースを児童福

祉司が持っていて，先程東区が遠いという話もあったが，全市で児童福祉司がケー

スワークをしているということが課題である。これについては基本的に区に拠点

を設置して，身近なところで在宅支援を展開していきたいと考えている。その分，
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児童相談所としては専門性に特化した形でやっていきたい。子ども家庭総合支援

拠点は各区に設置することを考えている。こちらについては，人の配置と，現在在

宅メニューがショートステイと養育支援訪問事業の 2 つ位で，見守り中心となっ

ているので，積極的に関与して在宅支援ができるようなメニューを拡充しながら

やっていこうと考えている。この拠点が中心となって，在宅での子ども家庭支援を

行う。そこに施設の多機能化と一緒になってやっていくと，虐待防止に繋がってい

く。また子ども家庭支援センターは，現在中央区赤坂と南区長住の 2 か所しかな

く，箇所数と機能が課題であるが，どうしても区の拠点ですべて賄うということは

難しいと思われるので，そこについては子ども家庭支援センターの機能も使いな

がら，一体的な運用も考えている。最後に代替養育，分離ケアというところで，ま

とめが出てくると思うが，分離ケアについてもフォスタリング機関と，高機能化し

た乳児院，児童養護施設の小規模・地域分散化，児童心理治療施設の設置と，次回

議題になる自立支援・アフターケアを記載している。あとは代替養育から特別養子

縁組も次回議題になると思う。こういった形で福岡市としては，児相と区を車の両

輪のような形で，きちっと役割を分けて，市民に近いところは区で，きちんと体制

とメニューを整え，児童相談所については専門的な分野を特化してやるという形

で進めていきたいと考えている。 

副委員長：今日の次第の中で，第 2回，第 3回の検討事項のまとめについては，一覧表を今

事務局に意見をまとめて，加えたものを作ってもらっている。これは最後に説明し

てもらうことにして，今日の第 4回の協議事項だが，子ども家庭支援体制の構築に

向けた取組と児童相談所の強化等に向けた取組について，それぞれ報告もいただ

いたので，これについて話をしたいと思う。 

委 員：在宅の関係で，うちの NPO は基本アウトリーチばかりやっているので，発達障が

いや不登校の問題はものすごく大きいと感じている。やはり何かしらの学校への

不適応が入って，心理的な葛藤が酷くなって，それを保護者がうまく家庭で対応で

きず，家庭が大変なことになっていくのを，何回も目の当たりにしている中で，そ

の部分の早期発見，早期対応というのは，虐待，家庭内暴力，その他もろもろの大

きな課題に対して，ものすごく有効と考えている。先程から，児童家庭支援センタ

ーが，アウトリーチを開始したという話を聞いているが，うちとしてはアウトリー

チをやればやるほど困窮していくシステムになっていて，アウトリーチしてもど

こからもお金が入って来る訳ではないし，逆にお金をもらうとなると，入らないと

いけない家庭にストップをかけられても困るということもあって，つまりやれば

やるほど団体としては大変なことになっているという状況である。ただ難しい不

登校の対応ができる団体として，かなり相談を受けるので，相談を受けてしまった

ら断れず，とにかくやり続けていくところもある中で，アウトリーチが本当に重要

ということであれば，安心してアウトリーチ支援ができる環境を整えてもらわな
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いと，なかなか厳しい。だからと言って，私達だけがアウトリーチをすればいいと

いう訳ではなくて，いろいろな団体がアウトリーチ機能を持っていることで，選択

肢と支援の幅が広がっていくと考えているので，理想とすれば，アウトリーチをし

た回数分だけ，介護保険的な形にすれば，いろいろな在宅支援の成長の幅が見えて

くるかもしれない。放課後等デイサービスと関わっている中でも，多様なデイサー

ビスができて，いろいろな在宅支援が可能になってきているのを見ていると，そう

いう革新的なシステムがないと，アウトリーチをしている側としては，続けるか続

けないかを毎年考えるという形になってしまうので，そういう環境整備というも

のは必要と思っている。それとアウトリーチは誰もができるものでもないという

印象は持っていて，よくうちの団体も訪問相談をこれから増やしていく時に，訪問

相談員を増やすよう言われるが，訪問相談員を増やすことは，うちの団体だけの問

題なのかとよく考えることがある。そういった部分で，アウトリーチ，訪問相談の

体制を全体的に考えていくということが必要と思う。 
委 員：資料 4 の 1 枚目の裏側に書いているが，4 層体制でぜひ考えていただきたいと思っ

ている。やはり基本は支援ができる地域づくりというところが大きくあって，そこ

をどうやっていくかという中心を，この地域子育て支援拠点が担っていくのだろ

うと思う。それでこの地域子育て支援拠点に来られない家庭に対してアウトリー

チ的な支援が必要で，それが利用者支援事業である。福岡市の場合は，子育て支援

コンシェルジュという名称になっているが，これは 7 区にある。これも基本型と

特定型とがあり，特定型は保育所に繋げるということが中心となっている。福岡市

の場合，7 区のうち 5 か所が基本型にはなっているが，保育所の担当の係にいるの

で，特に秋以降は保育所中心になってしまう。それで想定されているのは，この利

用者支援事業の支援員がアウトリーチ的に訪問支援をしたり，地域の中に入って，

自治会やいろいろなところと繋がって，要対協とは別のネットワーク作りをする

ことが国のモデルやガイドラインで想定されている。ここをしっかり強化してい

くということが，私はとても重要でないかと思っている。それともう一つ，ショー

トステイの問題だが，私はショートステイは里親と別枠で，別類型で作ったらどう

かと思う。国の調査にもあるが，ちょっと預けたり，相談できる人も減っていて，

ちょっと預けるという意味を持つのであれば，実家機能のような預け方ができる

ショートステイの里親ではなくて，ショートステイの「家庭」がよいのではないか。

基本的にはすべて家庭でとなっていくので，ショートステイも家庭で，それも区役

所の事業にして，区役所が募集をかけていけば，地域としっかり密着して作ってい

けるのではないかと思うし，名称も「実家」のニュアンスがある名称で作ってはど

うかと思う。全然孫が家に居つかないというような家庭はたくさんおられるので，

そこに預けていくということができればいいのではないかと思う。なおかつ，アウ

トリーチ型と言うと，ボランティアによる家庭訪問支援型のホームスタートとい
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うものがあるが，熊本市北区ではこれを市として事業化し，委託して展開しており，

このようなものが必要でないかと思う。いろいろな方のアウトリーチ的関わりの

中で，そして子育て支援コンシェルジュが，拠点に配置されれば，社協のコミュニ

ティワーカーと一緒になって，地域でのチーム作りというものができていくので

はないかと思う。 
委 員：ショートステイについて考えると，子どもの村もショートステイをやっていて，い

ろいろなことを感じている。一つは今委員がおっしゃったような一般的な家庭の

ショートステイもある。もう一つは本当に要保護児童，要支援児童のような子ども

を受け入れる家庭のショートステイもある。自治体調査をしてもらったが，自治体

によっても協力家庭を，施設に併設しているところもある。そのように少し困難な

子どもを受け入れる家庭と，一般的なちょっと預かって欲しいという実家機能の

ようなものが分けて作られているところもある。東京都は協力家庭と，要支援ショ

ートステイといって，要対協の対象となるような子どもが，区が措置に近いような

形で使える仕組みの二重構造になっている。最初は新宿区から始まった取組だが，

各区に広まっている。ここの部分はショートステイをしてみるとわかることがあ

ると思う。委員が言われるところもこの部分だと思う。どちらを優先したらよいか

ということがあったりするのは，困難な家庭と比較的困難という家庭と両方があ

る。里親でショートステイをするというのは，地域でするということなので，確か

に一番重要なのは，里親がリクルートできるかというところにある。そしてリクル

ートした里親は本当に貴重な存在で，里親がレスパイトとして里親家庭に預ける

ということもあるし，それから一時保護の里親もあるので，短期の里親がやらなけ

ればならない仕事はたくさんある。その辺りは少し整理が必要と思っているし，ま

た今度 3 年間の福祉医療機構助成のモデル事業が決まったので，仕組み化して実

践に移す方向で考えている。 
委 員：私は，いろいろと支援を手伝っていただく中で，例えば発達障がいで，日頃どう接

するか悩む場合の相談は定期的に話を聞いてもらったり，教えてもらったりする

ことがとても重要だと思うが，それとは別に思春期等で，特に中学生から高校生の

初めにかけて思いもかけない子どもが思いもかけないことになったりすることが

ある。例えば，今まで何も心配していなかった子が，スマホを持った途端に依存し

ていって，結局私と揉めて，最終的には児相の職員に仲介，調整してもらって，両

方の意見を聴いてもらって，その聴き方がとても良かったので，子どももある程度

納得して，約束を取り決めた。それがあったおかげで，今は私の意見を聴きながら，

考えてくれるような状態になった。そういうことはどこの家庭でも起こりうるだ

ろうし，里親家庭でも子どもが成長する過程では必ず起こる問題である。しかもこ

れだけスマホ依存者が増えて来ると，理屈で伝わらなくなって，関係も悪くなって

しまうので，その日のうちに聴いてもらわないとどうなるかわからないというよ
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うなこともあるので，即効的に対応してもらえるようなシステムがないと，ちょっ

と持たないということになってくる。小学生の子どもや，思春期の子どもの問題は，

特に社会的養護の子は思春期が激しく出たりするので，その対応の時はやはり急

いで手伝ってもらいたいと思っており，支援の中に入れてもらいたい。 
委 員：委員の意見にあったポピュレーションアプローチ，いわゆる第一走の支援としての

拠点事業の体制化というのはその通りだと思うが，福岡だけ少ないのか。全国で 7
千数百あるとした時に，単純に人口比で割ると，80 から 90 あってもおかしくな

い。他施策があるから打つ必要がないということなのか，ニーズがないから打つ必

要がないということなのか，その辺りが腑に落ちない。並行して子ども・子育て支

援事業計画を作っていると思うが，その目標値は現状と大きく変わらないという

前提で進めているのか。それと関連して，区単位で支援拠点を作り，子育て世代包

括支援センターを作り，家庭児童相談室がある中で，制度的には別々だと思うが，

その辺りの関係はどう整理するのか。 
事務局：まだ組織をどうするかは現時点では市の内部でもオーソライズはされていない。子

育て世代包括支援センターについては区保健福祉センターの 3 課が連携してやっ

ている。家庭相談室はその 3 課の中の子育て支援課に設置しており，ひとり親の

自立支援とＤＶ相談を併せて担っている。拠点については子育て支援課を中心に

設置することを検討している。国が基本イコールでやった方がいいと言っている

が，福岡市では同じ保健福祉センターに設置されることになるが，子育て世代包括

支援センターの部分と拠点の部分に各課がどのようにかかわるのかというところ

は整理されておらず，一体にはならないのではないかと今のところ考えている。 
委 員：使い分けは市民側が選ぶことになるのか。 
事務局：子育て支援課を強化するという形で，拠点作りを考えているが，子育て世代包括支

援センターとの関係は，オーソライズされているものではない。 
副委員長：それでは時間の関係もあって，そろそろ第 4 回の協議事項のまとめにいきたい。

非常に貴重な提案をいただいたが，これをこの方向性にどのように盛り込んでい

くのかということになるのかと思われる。例えば委員の話で，地域子育て支援拠点

や，利用者支援事業というところは，この表のどこかに入るのか，また委員がされ

ている活動もこの表に入るのか，その多様な社会資源をできれば盛り込んだ方が

いいと思う。子ども家庭総合支援拠点を今後作っていくのはわかったが，ここに何

か関係するようなものにはどのようなものがあるのか。社会的養育の内容をもう

少し広げて，多様なものを盛り込んでアピールするのもあるかと思うがどうか。 
事務局：先程委員が言われた地域子育て支援拠点は，福岡市では子どもプラザに当たるが，

現在各区に 2 か所ずつ設置しているのが現状である。子どもプラザについては，

地域で生活する親子が，気軽に集いあって，そこでふれあいや情報交換をしたりと

いうところで，要は子育て支援の最前線という位置づけなので，それも在宅支援の
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核となるメニューの一つということになろうかと思う。 
副委員長：表にあるものだけではなくて，この内容はいろいろなものがあると理解して，社

会的養育の一環なんだという意識を持つということが大事だと思う。それと委員

が言われた，ぷくぷく等の母子保健の分野がこの表には入っていないということ

になるのか。 
委 員：在宅支援は，根拠法が違うところがある中で，いろいろできてきているものがある

ので，今回このような子ども家庭総合支援拠点の中身をどう考えていくのか，既存

のいろいろな支援と，どういう関係の中で作っていくのか，またよりそれを広げた

ものにしていくのか，その部分をもう少し明確にしていくと，今それぞれから出た

ニーズへの対応が整理されていくのではないかと思う。 
委 員：先程委員が言われたことは民間委託になっていることなので，ここではいろいろな

整理の方法があるかもしれないが，民間がしているものと行政でしているものを

色分けしたら，わかりやすかったかもしれない。 
副委員長：もう少し整理できたらした方がいいかと思う。 
委 員：一番頭が市民からの相談になって，窓口の一元化になっているが，例えば保育所や

小学校等からの相談はどうなるのか。そういう方々は従来通り，区に行ってもらっ

てもいいということか。 
事務局：保育所，幼稚園等については，区の要対協で連携の枠組みを作っているので，通常

区に繋がっていると考えている。 
委 員：国の会議で，一部の委員が，一元化論を示していたが，その時に医療機関の取り扱

いが問題となっていたが，どう考えているのか。 
事務局：現状で言うと，医療機関は児童相談所に繋がっていることが多いと思う。医療機関

についても，要対協の枠組みの中で，個別では要対協に繋がっているものもあるが，

通告窓口としては，基本的に電話相談に集約される形と思っている。 
副委員長：この家庭支援体制の構築は，そろそろ時間がなくなるが，よろしいか。 
全 体：（なし） 
副委員長：この体系図については，十分議論できていないので，もう一度整理をして，次回

また確認することにしたいと思うがよろしいか。 
全体：（なし） 
副委員長：それでまた前に戻って，第 2 回，第 3 回のまとめの一覧表に今日の意見を踏ま

えて，加筆したものを出してもらう。 
委員長：社会的養育体系は基本形を出してもらったが，皆さんから意見をいただいて，最終

的に確認した方がいいと思うので，次回に最終形を事務局で出してもらうことで

よいか。 
事務局：今出している体系図に，いただいた意見を反映して，もう一度まとめたい。 
委員長：それではまとめを事務局にお願いする。 
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事務局：第 2 回，第 3 回の施設・里親あり方のまとめで出てきた意見について報告させて

もらう。まず主に 10 年後というところだが，この 10 年間でもケアニーズの上昇

が見込まれる。学校での不適応に起因することが多かったり，市内での特別支援学

級の不足等も考えられるのではないか。あと発達の問題と並行して，どのようにそ

の辺りを対応していくのかということが，今後の課題であるという話があった。続

いてショートステイと一時保護についてだが，ファミリーホームでは他児との関

係があり，受け入れが難しいこともある。ただ今後は退所児のレスパイトとしての

受け入れは検討できるのではないか。またファミリーホームの定員の問題につい

ては，現在国では議論されていないということもあるが，その規模についてどう考

えていくのかというところは，今後の課題と思われる。また児童養護施設の多機能

化というところでは，アフターケアの重要性というところが挙げられたが，児童養

護施設の現状の体制では厳しいという意見もあった。続いて児童心理治療施設が

来年度入所 20 名，通所 15 名という形で，開設されるが，その定員では足りなく

なることもあるので，そこを児童養護施設が多機能化によって，治療的なケア，心

理的なケアを担う。それには看護師や心理士によるケアが必要であって，本体施設

のユニットで対応を検討してはどうかという意見があった。そして先程触れた児

童心理治療施設では福岡市としては入所期間をなるべく短くして，できるだけ家

庭での生活を送ってもらうことを想定しており，そのために通所にてサポートし

たいという話であった。委員からの意見は，ここが心理治療に携わる施設の，コー

ディネーター機能やオーガナイザー機能を担うことも必要ではないかという意見

があった。次にアフターケアの重要性だが，児童養護施設については先程触れたが，

里親・ファミリーホームについては，どこがどうアフターケアを実施していくのか

というところか今後議論されるべきかと思われる。また自立援助ホームでもアフ

ターケアを実施しているが，こちらはコミュニティケアを，地域に働きかけていく

ことが重要だという意見であった。更には障がい児入所施設でも同様にアフター

ケアが重要であって，その辺りは全体としてアフターケアをどう実施していくの

か，どう人材を育成していくのかが課題という話があった。最後に，多機関の連携

という話があった。NPO の役割として，アフターケアや不登校支援というところ

が，施設入所児，里親委託児の支援としても，連携して対応することができるので

はないか。やはり NPO の機動力が求められるところであり，一つの機関がすべて

を担っていくのではなく，それを活用して複数の機関が協力しながら，補い合って

子どもを全体で支えていくという仕組みを作っていこうという話であった。 
副委員長：まとめてもらったが，他に何かあるか。 
委 員：えがお館の中で各ケースワーカーと，今後の施設のあり方について，今後どういう

ニーズがあるのかというディスカッションをしたが，医療ケア児のニーズは今後 5
年，10 年の中で確実に増えていくと思われる。そういった受け皿は，なかなか里
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親家庭が担うのは難しいので，乳児院や，ユニット化した児童養護施設にこういっ

た医療ケア児を受け入れていく体制が求められる。そういったところを乳児院の

高機能化、または児童養護施設のユニット化の部分で担えるのではないかという

ことを話し合ったことを報告する。 
副委員長：それも意見ということで加える。児童家庭支援センターが足りないのではないか

という話もあったが，これは増設すべきという理解でよろしいか。 
全 体：（同意） 
委員長：いろいろ各施設の現状，課題，提案と広がってきた。基本的に今日事務局から提案

してもらったものは，認めていただいたということで，次回具体的なレベルでまと

めを提案してもらい、議論していく。 
事務局：次回は今回までのまとめと振り返りのほか，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推進の 4 項目について，議論していただ

きたい。次回は 7 月 19 日（金）16 時。その次の第 6 回については翌週の 7 月 26
日（金）の 16 時で，これが今のところの最終回になるので，ここでは最後のまと

めをさせていただきたい。 
委員長：あと 4 つ課題があるということだが，今日までの議論も踏まえて，第 6 回 7 月 26

日に具体的な提案を，最終的にまとめることになる。再度ご意見等，各委員で整理

していただけたらと思う。 
 

（以上） 


