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社会的養護の⼦どもの置かれている状況
• 児童相談所の診療所で、児童精神科医として、⼀時保護所、情緒障害
児短期治療施設、児童養護施設で⽣活する⼦どもに対応。児童精神医
学上のあらゆる問題が集約されていた。

• ⼦どもに安全・安⼼な⽣活を保障すると約束しながら、⼀時保護所や
施設でさらなる被害者、加害者としてしまうこともあった（被措置児
童等虐待）。

「あそこに⾏くくらいなら家で叩かれている⽅がマシ！」

• 施設養護中⼼の社会的養護のなかでどのような対応が問題解決につな
がるのか、実践の中で（社会福祉の観点からも）考え続けてきた。

• 施設養護の枠の中では解決しがたい問題（例えばケアの個別化）が、
家庭養育の枠の中であれば解決できることもある。

• 個⼈の努⼒、善意だけでは解決しがたい問題がたくさんある。（学⽣
時代に乳児院で感じた違和感、皆⼀⽣懸命に⼦どものために頑張って
いるのにの結果はどうか・・夜間の対応、３歳で分離される姉弟） 2



⽇本における社会的排除
オックスフォード⼤学教授・社会⼈類学者ロジャー・グッドマン
「⽇本における社会的排除を研究する最善の⽅法は、⾃らの責任では
ないのに社会の周辺に押しやられている⼦どもを対象とすることであ
る」
→社会的養護児童を⽇本における社会的排除として位置付けた

ロジャー・グッドマン著、津崎哲雄訳（2006）『⽇本の児童養護』明⽯書店

ここに、⽇本の⼦どもが抱える様々な問題が集約されている

社会的養護下の⼦どもが抱える様々な問題を解決するためには、新た
な社会的養育システムの構築が必要

そのようなシステムは全ての⼦どもと家族を助け、安⼼を提供する



社会的養護当事者の声

施設で⽣活した私が施設に求めるのは

「いっしょに⽣きてくれる⼈」を失った⼦どもたち
にとって、

「いっしょに⽣きてくれる⼈」が⾒つかる場所

であってほしいということです。

NPO法⼈社会的養護の当事者参加推進団体（2009）
「『⽇向ぼっこ』と社会的養護」明⽯書店
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厚⽣労働省⼦ども家庭局家庭福祉課(2021)「社会的養育の推進に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000833294.pdf

⽇本は2020年3⽉末の状況

他国に比べ社会的養護となる
子どもの割合が低いことも特
徴（欧米諸国は3～6倍）

自立支援の領域で社会的
養護とならなかった子どもの
自立に関する課題も顕在化
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厚⽣労働省⼦ども家庭局家庭福祉課(2021)「社会的養育の推進に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000833294.pdf
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厚⽣労働省⼦ども家庭局家庭福祉課(2021)「社会的養育の推進に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000833294.pdf

障害児入所施設で「虐待経験あり」に
該当する子どもの割合は、37.7％で、
ネグレクト(23.9%)が最も多い
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社会的養護の⼦ども被虐待体験の有無
厚⽣労働省⼦ども家庭局家庭福祉課「社会的養育の推進に向けて」令和２年４⽉





当たり前の経験や関係の必要性
• 児童相談所で対応される虐待相談件数で最も多いのは⾯前
DVを主とする⼼理的虐待であるが、社会的養護となる⼦ど
もではネグレクトが最も多い。
• ⾝体的虐待や⼼理的虐待、性的虐待については⼦どもへの影
響の⼤きさを想像しやすく対応の必要性についても理解され
やすいが、ネグレクトの⼦どもへの影響については⼀般には
理解されにくい。
• 実際には、乳幼児の発達へのネグレクトの影響は⼤きく、ま
た、家庭での当たり前の経験や関係性を持つことができてい
ないため、これらについての⼗分な評価をもとにした対応が
必要とされる。
• 何らかの障害やメンタルヘルス上の課題があるからといって
⼼理的、精神医学的な対応だけでは⼦どものニーズを満たせ
ず、まずは不⾜・⽋如している当たり前の経験や関係をどの
ように保障するか検討する必要がある。



あるべきものがないことの影響
⼦どもにとって「ない」ことが影響

先⾏研究では親からの情緒的ネグレクト（親と⼦どもの間の相互的情緒関
係の⽋如）は、後のうつや不安、暴⼒などと関連があることが指摘されて
いる。
また、⾝体的虐待に⽐べて認知の問題や学業成績不良、社会的引きこもり
や限定的な仲間との相互関係、外に発するよりは内⾯的な問題などが特徴
的と⾔われる。

英国での２０１１年１７００⼈を対象とした調査結果、⼦ども⾃⾝が１１
歳時点で親からの無視や⽀配と感じている場合（それが実際にどうなのか
とは関係なく）とそうでない場合のその後を⽐べると、
無視と感じていた⼦どもの⽅が１５歳時点で何らかの精神的な問題を抱え
るリスクが２倍以上となることが⽰された。

Robert Young, Susan Lennie, Helen Minnis ʻChildrenʼs perceptions of parental emotional neglect and control 
and psychopathologyʼ, Journal of Child Psychology and Psychiatry 52:8 (2011), pp 889‒897



社会的養護の展開⼆つの⽅向性
社会的養護における課題を解決する⼆つの主な⽅向性
①家庭養護への移⾏（Deinstitutionalization:DI）
②施設養護⽔準の向上
欧⽶諸国では家庭養護への移⾏が早い時期に進められた。
⽇本は、多くが施設養護の枠組みの中で⼦どもの最善の利益保障を
⽬指し施設養護⽔準改善に取り組み続けてきた。しかし、早い時期
から施設養護の枠組みを超えた取り組みを展開する施設もあった。

2011年 「社会的養護の課題と将来像」を機に個別施設の取り組
みにとどまらない家庭養護への移⾏が各地で⾒られる。
2016年 改正児童福祉法で⼦どもの権利、家庭養育優先原則
2017年 新しい社会的養育ビジョン
2018年 都道府県社会的養育推進計画策定要領（5年・10年計画）
2020年 全国の⾃治体で実践へ
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⼦どもの代替養育に関する国連指針（2009）
• その⼦に安定した家庭を保証すること、安全と継続的な養育
者との繋がり（アタッチメント）という基本的な必要を満た
すこと。

• 専⾨家の有⼒な意⾒によれば、幼い児童、特に3歳未満の児
童の代替的養護は家庭を基本とした環境で提供されるべきで
ある。

• 施設での養育は、その⼦どもにとって特に適切かつ必要で、
建設的であり、その児童の最善の利益に沿っている場合に限
られるべきである。

指針の範囲として「寄宿制の学校、病院、精神障害及び⾝
体 障害⼜はその他の特別なニーズを持つ児童のための施
設、キャンプ、職場、並びに児童の養護に責任を持ち得る
その他の場所においても、必要に応じて本指針を活⽤する
よう奨励される」と記載されている。 13
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施設、里親、養子縁組が子どもに及ぼす影響
の研究成果から社会的養護実践への示唆



⼤規模施設養育が⼦どもの発達に与える影響
研究結果は以下のことを⽰している

①⼤規模施設での不適切な養育は⼦どもの発達に⼤きく影
響を及ぼす。

②⼀⽅でこのような施設から養⼦縁組や質の⾼い⾥親養育
に移⾏することで改善もする。⽣後半年〜2年までの間、
出来る限り早期に良好な家庭養育へ移⾏し「安定した愛着
形成」を可能にする個別の関係性を得ることが重要。

★ 家庭養育への移⾏が全てを解決するわけではない。養
育の形式よりもその内容、つまり、個別の養育の質こそが
⼦どもにとっては最重要。
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ネイサン A. フォックス「報告書 乳幼児期の施設養育がもた
らす⼦どもの発達への影響について」⽇本財団（2015年）

http://nf-kodomokatei.jp/repolist/page/2（囲み説明は上⿅渡追記）

大規模施設から養育の質の高い里親への移行が
2歳より前であったか後であったかによって、8歳時点
での脳の成熟度に大きな差が見られた。



BEIPにおける⾥親養育、⽀援システムの内容について

• 68⼈の⼦ども（6〜31か⽉）のために56⼈の⾥親家庭を準備しフルタイムで給
与

• ⾥親の学歴は⾼校卒業以上（63％はさらに職業訓練校や⼤学卒業）
• ⾥親の社会的背景等のチェックも念⼊りになされ、⽶国の⾥親トレーニングマ
ニュアルと同様のマニュアルを⽤いてのトレーニングも実施

• ⼦どものケア移⾏にも⼗分配慮
• ⾥親委託開始後もプロジェクトソーシャルワーカーによる⽀援と評価を継続
• 開始後数か⽉は毎週ソーシャルワーカーが訪問し、その後2週に1度、⽉に1度の
訪問継続

• ⼦どもの⾥親家庭への移⾏が順調に進展するようサポートグループも組織
• ⽶国の経験豊富な臨床家によるルーマニアチーム（ソーシャルワーカー）への
コンサルテーションも継続

• コンサルテーションはインターネットや電話で実施、加えて最初の3年間は⽶国
の専⾨家、臨床家が年に4回⾸都ブカレストを訪問

• これらのコンサルテーションやスーパーヴィジョンを通してルーマニアのソー
シャルワーカーは⾃分たちの経験を理解し、様々な介⼊アプローチを⾝につけ
た

• ⾥親が養⼦縁組するケースもいくつか⾒られ、委託困難となったのは2ケースの
み（⾥親の休⽌と精神病発症）

www.sciencemag.org/cgi/content/full/318/5858/1937/DC1のSupporting Online Material, pp.21-22.

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/318/5858/1937/DC1


⼦どもに必須な経験・関係について
ルーマニア孤児院への介⼊研究（ＢＥＩＰ）から

• 養育の形態（施設/⾥親）と精神病理症状が直接関連するのではな
く、愛着の安定性（⼦どもが安定した愛着を形成できたかどうか）
を介して関連している。

• 物理的な養育環境を整えるだけでなく、安定した愛着関係の形成こ
そが最重要であり、愛着の安定性はその後の精神病理症状に対して
防御因⼦として機能する。・・・⾥親養育の可能性！

【参考】
⾥親のサポート体制やそれを維持するソーシャルワーカーの教育⽀援
体制も不⼗分だった政府管理の⾥親では「将来の別れが⾟くなる」と
いうことで愛着関係を形成することを避ける傾向もみられた。



「新しい社会的養育ビジョン」
早期パーマネンシー保障のための乳幼児家庭養育原則の徹底

• 実親⽀援（5年で市区町村の⼦ども家庭⽀援体制の構築）

• 養⼦縁組の利⽤促進（5年で年間1000⼈）

• フォスタリング機関の整備（平成32年度には全都道府県で実
施）と合わせ、代替養育としての⾥親委託率向上をめざす
• ３歳未満は概ね５年以内に、それ以外の就学前の⼦どもは概ね

７年以内に⾥親委託率75％以上
• 学童期以降は概ね10 年以内に⾥親委託率50％以上

• 乳児院は多機能化・機能転換し（アセスメント、産前産後⺟
⼦⽀援、家庭復帰⽀援、⾥親・養親⽀援等）新たに重要な役
割を担う

→フォスタリング機関整備に向けたＰＴ（プロジェクトチーム）

→乳児院・児童養護施設の多機能化等に関するＰＴ19



フォスタリング機関とその業務について
⾥親制度は「⼦どものための制度」

• ⼦どもに対し、安全で愛情ある養育者の下で、発達段階に応じたニーズ
を満たすことのできる、家庭と同様の継続的な養育環境を提供し、⼦ど
もが健やかに成⻑することを保障。

⼦どもの希望や気持ちに⽿が傾けられ、
⼦どもが個⼈として尊重され、

その⾃⼰肯定感が⾼められるよう、
個々のニーズや⽣い⽴ちに応じたケアが提供されるべき

• ⾥親が、⼦どもに最善の養育を提供するために適切な⽀援を受けられる
ようにすべく、⾥親制度に対する社会の理解をより⼀層促進するととも
に、⾥親のリクルート、研修、⽀援などを⾥親とチームとなって⼀貫し
て担うフォスタリング機関（⾥親養育包括⽀援機関）による包括的な⽀
援体制を構築することが不可⽋。

「ガイドラインの⽬的」より「フォスタリング機関及びその業務に関するガイドライン」
第６回児童虐待防⽌対策に関する関係府省庁連絡会議幹事会
平成30年４⽉24⽇ 資料2−2等をもとに作成



第２巻 ⾥親家庭で“絆”を育む(123分)
序 章 ⾥親制度はいま
第１章 福岡市・広がる乳幼児⾥親
第２章 ある⾥親家庭のケースに学ぶ〜健太さんと⻘葉夫妻
〜
第３章 傷ついた⼦どもたち〜⾥親にできることは〜
第４章 ⾥親を⽀えるフォスタリング機関
〜静岡市⾥親家庭⽀援センターの実践から〜
第５章 注⽬の⾥親研修！フォスタリングチェンジ・プログ
ラム
第６章 フォスタリングチェンジ・プログラムの理論を学ぼ
う
①アタッチメント理論
②社会的学習理論
第７章 フォスタリングチェンジ・プログラムの技術を学ぼ
う
①⼦どものかんしゃくに悩む⾥親
②効果的にほめる
③アテンディング
④ストップ・プラン・アンド・ゴー
⑤イギリスからのスペシャル・メッセージ
第８章 ⾥親に関⼼があるあなたへ

第１巻 特別養⼦縁組で“家族”になる（132分）
序 章 特別養⼦縁組はいま
第１章 愛知県・“⾚ちゃん縁組”で結ばれた家族
第２章 『愛知⽅式』に学ぶ〜⼦どものための養⼦縁
組〜
第３章 ⾚ちゃんの成⻑と『アタッチメント理論』
第４章 ⼦どもの｢試し⾏動｣とその対応
第５章 ⺠間団体の実践から
《セミオープン・アダプション》って何だろう？
第６章 ある家族の“真実告知”〜髙⼝家の場合〜
第７章 どう向き合う？“真実告知”
第８章 ⼤⼈になった養⼦当事者たちのクロストーク
①⾃⼰紹介
②千愛さんが振り返る“真実告知”
③クロストーク・当事者が語る“真実告知”
④クロストーク・思春期の葛藤
⑤“ルーツ”と向き合う〜千愛さんの場合〜
⑥クロストーク・“ルーツ”とどう向き合ったか
第９章 特別養⼦縁組のこれから
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フォスタリング業務は質の⾼い⾥親養育を実現し、関係
機関との協働により⼦どもの最善の利益を保障する

成果⽬標は以下の通り
・委託可能な⾥親を開拓・育成する
・相談しやすく、協働できる環境を作る
・安定した⾥親養育を継続できる（不調を防ぐ）

業務は以下の通り、⼀貫した体制のもと継続して提供すべき
・⾥親のリクルート及びアセスメント
・登録前、登録後及び委託後における⾥親に対する研修
・⼦どもと⾥親家庭のマッチング
・⾥親養育への⽀援（未委託期間中及び委託解除後のフォロー
を含む。）

「フォスタリング業務とその重要性」より



⺠間フォスタリング機関活⽤とチーム養育の必要性
⺠間フォスタリング機関の利点
・⺠間ならではのリクルート⼿法による多様な⾥親の開拓
・児童相談所と異なる⽴場からのサポート等
・継続性・⼀貫性のある⼈材育成、⾥親との継続的関係構築
※乳児院や児童養護施設等は有⼒な担い⼿として期待される。

⾥親とフォスタリング機関による「チーム養育」が必要。

⼦どもに関係する市区町村、保健センター、教育委員会、学
校、保育所等、医療機関、乳児院、児童養護施設等の関係機関
も⽀援者として「応援チーム」に位置づけ地域ネットワークの
構築に努める。

「フォスタリング機関の担い⼿及びチーム養育」より



⾥親養育のサポート、スーパービジョン、コーディネート

職員体制
統括者・ソーシャルワーカー・リクルーター・⼼理職・事務職員等

ソーシャルワーカーの業務
・⾥親養育の⼼理的・実務的サポート
・⾥親養育に関するスーパービジョン

（養育⽔準向上に向けた助⾔・指導等）
・⾥親養育の状況に応じた⽀援のコーディネート

（地域の⽀援体制構築や、レスパイト・ケアの利⽤勧奨等）

※フォスタリング業務を担う⼈材育成に取り組む必要あり

「フォスタリング機関の職員体制とそれぞれの業務内容」より



リクルート、アセスメント、研修
①⾥親のリクルート及びアセスメント
・認知度向上に向けた取組を含む「攻めるリクルート」による
登録候補者獲得
・⾥親になることへの不安や負担感を軽減する説明
・家庭訪問の実施を含めた丁寧な適性評価

②登録前、登録後及び委託後における⾥親に対する研修
・⾥親のスキルアップを⽬指すとともに、アセスメントの機会
としても活⽤。マッチングに活かす
・実践的内容とするとともに、⾥親同⼠の互助関係の醸成に努
める

「フォスタリング業務の実施⽅法」より



マッチング、⾥親養育⽀援（不調、解除時含む）
③⼦どもと⾥親家庭のマッチング
・マッチングは⾥親委託の成否を左右する極めて重要な要素
・フォスタリング機関と児童相談所が情報を持ち寄り、細部にわたって共有
しながらマッチングを図る
④⾥親養育への⽀援
・定期的な家庭訪問や電話によるフォローを実施し、状況を把握
・⾥親養育の状況に応じて関係機関による⽀援をコーディネートする
・実親との協働の⼤切さを⾒失うことのないよう、⼦どもと実親の関係性に
関する⽀援を⾏い、⼦どもと⾥親の不安を緩和する
・⾥親家庭での養育が不安定になった場合や虐待など不適切な養育があった
場合に、要因に応じて適切に対応する（←施設での虐待よりも⼦どもに及ぼ
す影響は⼤きく養育チームの責任と認識し対応する。）
・⾥親委託が不調となった場合には、⼦どもと⾥親の双⽅に対する⼗分な
フォローを⾏う
・委託解除時は、⾥親の喪失感を軽減できるように配慮する

「フォスタリング業務の実施⽅法」より



被措置児童等虐待 ⼆重犠牲者化
２００９年の児童福祉法改正で児童福祉施設などでの虐待に
通報義務が課せられた。その年度の全国の虐待通報は２１４
件、うち虐待と確認できたのが５９件。２０１９度は全国の
被措置児童等虐待の届出・通告受理件数は２９０件で、都道
府県市等において虐待の事実が認められた件数は９４件。

２０１９年度虐待の事実が認められた施設等は、
児童養護施設５０件、
障害児⼊所施設等１４件、
⾥親・ファミリーホーム１１件、
児童相談所⼀時保護所（⼀時保護委託含む）１１件、
児童⾃⽴⽀援施設４件、
児童⼼理治療施設２件、
乳児院２件となっている。



改正児童福祉法 〜⾥親もかわる〜
第四⼗⼋条の三
乳児院、児童養護施設、障害児⼊所施設、情緒障害児
短期治療施設及び児童⾃⽴⽀援施設の⻑並びに⼩規模
住居型児童養育事業を⾏う者及び⾥親は、
当該施設に⼊所し、⼜は⼩規模住居型児童養育事業を
⾏う者若しくは⾥親に委託された児童及びその保護者
に対して、市町村、児童相談所、児童家庭⽀援セン
ター、教育機関、医療機関その他の関係機関との緊密
な連携を図りつつ、
親⼦の再統合のための⽀援その他の当該児童が家庭
（家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な
家庭的環境を含む。）で養育されるために必要な措置
を採らなければならない。
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既存の⾥親研修の⾒直しの必要性

• ⽇々の⽣活の中で⽣じる⼦どもへの細かな対応については、⾥
親⾃⾝が⼦どもの問題⾏動に⽬を奪われるのではなく、⼦ども
の真のニーズを⾒極めて対応できるようになる必要がある。

• ⽇常における⾥親の⾥⼦への様々な対応は、⾥⼦との良好な関
係を築く過程でもあることに⼗分留意する。

• ⾥親にとって意味のある楽しい研修が、必ずしも⼦どものニー
ズを実際に満たすものとなるわけではない。⼦どもが実際によ
り良い成果を得られるかどうかが問われなければならない。
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フォスタリングチェンジ・プログラム
NHK厚⽣⽂化事業団貸し出しＤＶＤ教材
新しい絆の作り⽅特別養⼦縁組・⾥親⼊⾨ 第2巻
https://www.npwo.or.jp/video/13172

• アタッチメント理論、社会的学習理論、認知⾏動療法に
基き、ペアレントトレーニングの考えも取り⼊れて1999
年にロンドンのモーズレイ病院の専⾨家チームが開発。

• 現場での実践と2011年に改訂され、これに基づき無作為
化⽐較試験（RCT）を2012年実施し成果確認。

• ⼦どもとの関係構築を第⼀に、学びながら実践し⾃分で
考え対応できるようになることを⽬指す。

30

https://www.npwo.or.jp/video/13172


http://fields.canpan.info/re
port/detail/20063

FCP国内実践例

31

「フォスタリングチェンジ
報告」で検索すると2016・
17・18年3つの報告書ダウ
ンロード可

http://fields.canpan.info/report/detail/20063


フォスタリングチェンジ・プログラムの実際

•最初にファシリテーターとなる担当ワーカーが⾥親
宅を個別に訪問し規定の聞き取りを実施（その情報
をグループでのセッションに⽣かす）。

•ファシリテーターの個別訪問による事前の関係づく
りによってプログラムへの⾥親の参加・継続率が⾼
く維持されている。

•週1回3時間程度、⾥親グループでのセッションを
12回（約3か⽉）継続。1グループあたり6〜10⼈の
参加。
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フォスタリングチェンジ・プログラムの特徴

•⼦どもとよい関係を作り問題⾏動に対応するため
の様々な⽅法を紹介

•⼦どもの視点を重視し、⼦どもの問題⾏動をどう
理解するかを意識しており、⾥親に個別の「答え
を与えるプログラム」ではなく、⾥親が「⾃分で
問題を⾒つけるための⽅法や考える枠組を与える
プログラム」

•⾥親⾃⾝の⾃尊感情や⾃信を回復するという⽀援
者⽀援の観点が含まれていることも特徴
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セッション内容
題⽬ 具体的内容

１ グループの⽴ち上げ、⼦ど
もの⾏動の理解と記録

⼦どもの経験、発達に関する理解と問題
の再認識

２ ⾏動に影響すること、
先⾏する出来事と結果

アタッチメント理論、社会的学習理論、
ABC分析

３ 効果的にほめること ⼦どものニーズと不適切な養育の関係、
養育者⾃⾝の経験の話し合い

４ 肯定的な注⽬ 遊びの役割、アテンディング、
説明的コメント

５ ⼦どもが⾃分で感情をコン
トロールするためのコミュ
ニケーションスキル

⼦どもの感情理解とコントロール能⼒へ
の注⽬、⼦どもの視点

６ ⼦どもの学習を⽀える 教育の状況、特別なニーズ、
読むことの⽀援、マイナスの⾃動思考



セッション内容（続き）
題⽬ 具体的内容

７ ご褒美とご褒美表 アイ（私は）・メッセージ、
適切な⾏動への変化とその強化

８ 指⽰を与えること、
選択的に無視すること

効果的な指⽰、賞賛、無視の⽅法

９ 肯定的なしつけと
限界設定

家族のルール、⾃然な結果、合理的な結果、
⼦ども⾃⾝の学びを⽀持

１０ タイムアウトと問題解
決のための⽅法

適切なタイムアウトの実施⽅法、
問題解決⽅法

１１ 終わりにあたっての
まとめ

⼦どものライフストーリー理解を助ける、
次の学校への移⾏、内容のふりかえり

１２ 今後について、
養育者⾃⾝のケア

⽀援者のケア、⾃尊感情の重要性



アテンディング（attending：付添、共にいること）

⼦どもが遊んでいる間、⼦どもに何の恐れも与えずに⼀緒に
いて肯定的にサポートすること。⼦どもが何をして、何に興
味を⽰しているかに気づくことで⼦どもと関係をもつ。⼦ど
もに対して何をすべきか⽰したり、質問することはしない。
ただ⼦どものリードに従う。

→⾚ちゃんとの間での⾃然な当たり前の関係

これまで⼤⼈からあまり多くの注⽬を与えてもらえなかった
⼦どもにとっては効果的な⽅法。定期的にこれができれば（1
⽇10分）、養育者と⼦どもの間に信頼関係が形成され、⼦ど
もは⾃分⾃⾝をより肯定的に感じるようになる。



社会的養護当事者の声

施設で⽣活した私が施設に求めるのは

「いっしょに⽣きてくれる⼈」を失った⼦どもたち
にとって、

「いっしょに⽣きてくれる⼈」が⾒つかる場所

であってほしいということです。

NPO法⼈社会的養護の当事者参加推進団体（2009）
「『⽇向ぼっこ』と社会的養護」明⽯書店



社会的養護当事者の声

⾥親養育に必要な⼦育てスキルを考える⼦ども会議
において、親としてのニーズや、⼦どもとしてのあ
り⽅を考えるうちに、その全てを親の責任とするこ
とに疑問がでてきた。

もしかしたら、「下⼿な躾（虐待）」の⽅法しか分
からず、親も困っていたのかもしれないという発想
から、親も助けて欲しかったという思いが出てき
た。もし親を助けてくれる⼈がいたら、⾃分は離れ
ずに仲良く暮らしていけたのではないかと。

チャレンジ中野・グローハッピー「⼦ども会議」
2019年8⽉3⽇第3回会議録より
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⼦ども虐待への対応

39

早期発⾒・介⼊のもっと⼿前、そもそも親がその
ような養育をせずに済むような取り組みは？

「親を助けてほしかった」

早期発⾒・介⼊は重要

早期発⾒・介⼊により安全確保のため家庭から離
された⼦どもはどう⽣きていくのか？

「『いっしょに⽣きてくれる⼈』が⾒つかる場所」

市町村

県・施設・
⾥親
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第27回社会保障審議会児童部会社会的養育専⾨委員会
資料２「児童、その保護者、家庭を取り巻く環境」
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000772092.pdf



41厚⽣労働省「令和３年度社会保障審議会児童部会社会的養育専⾨委員会報告書（案）
（令和３年12⽉28⽇現在）」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23102.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23102.html


2016年改正児童福祉法・・⼦どもの権利と社会の責任
第⼀条
全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適
切に養育されること、その⽣活を保障されること、愛され、
保護されること、その⼼⾝の健やかな成⻑及び発達並びにそ
の⾃⽴が図られることその他の福祉を等しく保障される権利
を有する。
第⼆条
全て国⺠は、児童が良好な環境において⽣まれ、かつ、社会
のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じ
て、その意⾒が尊重され、その最善の利益が優先して考慮さ
れ、⼼⾝ともに健やかに育成されるよう努めなければならな
い。
②児童の保護者は、児童を⼼⾝ともに健やかに育成すること
について第⼀義的責任を負う。
③国及び地⽅公共団体は、児童の保護者とともに、児童を⼼
⾝ともに健やかに育成する責任を負う。
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改正児童福祉法・・・これからの社会的養育を明⽰

第三条の⼆
国及び地⽅公共団体は、

①児童が家庭において⼼⾝ともに健やかに養育されるよう、児童の
保護者を⽀援しなければならない。

②ただし 、児童及びその保護者の⼼⾝の状況、これらの者の置かれ
ている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育するこ
とが困難であり⼜は適当でない場合にあっては児童が家庭における
養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、

③児童を家庭及び当該養育環境に おいて養育することが適当でない
場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育さ
れるよう、必要な措置を講じなければならない。
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「家庭における養育環境と同様の養育環境」
family based care 

「できる限り良好な家庭的環境」
family-like care及びresidential care



新たな社会的養育システムの構築に向けて
• 新たな社会的養育システム構築のため、都道府県計画の中で具体的な期限と
数値⽬標が設定され実践が始まった社会的養護における家庭養育移⾏の動き
を予防的対応、家庭⽀援の充実と同時に推進する。

• 社会的養護をもとに予防（家族維持や家族再統合等）を考えるのではなく、
予防をもとに社会的養護のあり⽅を考える。→「児家センあっての施設」

• 欧⽶諸国からは数⼗年遅れて施設養護から家庭養育への移⾏が始まった⽇本
であればこそ構築可能なシステムがあるはず。

• 代替養育における施設から⾥親への移⾏だけを考えるのではなく、その先に
すぐに⾒えてくる（福岡市等先⾏⾃治体の取り組みからも明らか）パーマネ
ンシー保障のために必要なシステムの構築、乳児院や児童養護施設の多機能
化についても同時に考えることで、より良いシステム構築が可能になるので
はないだろうか。

• これまで分けて考えられることの多かった障害のある⼦どもも含めて今回の
家庭養育移⾏の動きを進めていくべき。（障害児⼊所施設で「虐待経験あ
り」に該当する⼦どもの割合は、37.7％で、ネグレクト(23.9%)が最も多
い）・・・・・すでに動き始めている
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家庭養育優先原則の下
これからの社会的養育を考える

必要な予防的対応から
これからの社会的養護

家族維持・予防的対応
（家庭⽀援・⼦ども⽀援）

↓
家庭養護
↓

施設養護

すでにある社会的養護から
可能な予防的対応

施設養護
↓

家庭養護
↓

家族維持・予防的対応
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福井充⽒（福岡市こども家庭課こども福祉係⻑）作成



②家庭での養育の⽀援の充実
○安⼼・安定して保護者がレスパイトを利⽤可能となる環境を整備
するため、⼦育て短期⽀援事業（⾥親による⼦育て短期⽀援含む）
について、専⽤の居室や専⽤の⼈員配置を推進することにより、い
つでも利⽤可能な受⼊体制を構築可能にする。また、適切な⼦ども
の成育環境を整備するため、保護者が⼦どもと共に⼊所・利⽤する
場合や⼦どもが⾃らの意思で⼊所・利⽤を希望した場合に⼊所・利
⽤できるようにする。また、この⾒直しに伴い、⼦育て短期⽀援事
業の⼊所・利⽤⽇数について、個々の状況等により決めることを可
能とする。

○⼦育て短期⽀援事業については、地理的要因により利⽤が滞るこ
とが無いよう、送迎も含めた運⽤の改善を図る。 (p.13.)
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令和３年度社会保障審議会児童部会社会的養育専⾨委員会報告書（案）
（令和３年12⽉28⽇現在）

Ⅳ．安⼼して⼦育てができるための⽀援の充実
（１）全ての⼦育て世帯の家庭・養育環境への⽀援



SOS⼦どもの村JAPAN（福岡市）児童家庭⽀援センターによる
⾥親ショートステイ 「みんなで⾥親プロジェクト」

• 福岡市⻄区において、地域の⼈が、⾥親家庭も地域で⼤変な思い
をしながら⼦育てしている家族も⽀えられる「⼦どもと家族にや
さしい地域づくり」を⽬指す。来年度は全市で実施予定。

利⽤実績
2020年度
⾥親登録10世帯
⼦ども19⼈
延109⽇間
2021年度11⽉末
⾥親登録18世帯
利⽤は５８世帯
⼦ども96⼈
延393⽇ 48



利⽤者の声
【利⽤した保護者】
・ショートステイ中は、⼦どもが学校に⾏けず勉強が遅れることが不安だっ
たようだが、通学できると知ってホッとしていた。
・親の⼊院で、離れている間はお互い寂しかったが、きょうだい⼀緒だった
のでよかった。
・調整役が間に⼊り、電話やメールで⼦どもの様⼦など知らせてくれたので
安⼼だった。
【⼦ども】
・どんなところで過ごすのか想像できず、最初はとても緊張した。
・いつもの学校に通えたのが嬉しかった。
・前はきょうだい別々で寂しかったけど、今回は⼀緒だったのでよかった。
・おうちにいたお兄ちゃんも遊んでくれたので楽しかった。
【ショートステイ⾥親】
・⾚ちゃんだが、なんとなく覚えてくれているのか、すぐ慣れて笑顔が⾒ら
れて嬉しかった。
・預かりのたびに、成⻑を感じ家族で喜んでいる。
・実⼦が利⽤児の世話を通して思いやりのある⾏動が⾃然に出来る⼈になっ
たと感じている。
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出典：⼦ども虐待の予防とケア研究会編(2021)
『⼦どもの虐待の予防とケアのすべて』第⼀法規出版



社会的養育：予防から社会的養護を考える
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厚⽣労働省⼦ども家庭局家庭福祉課(2021)
「社会的養育の推進に向けて」 より



ショートステイ⾥親の意義・可能性
〜予防から社会的養護を考える社会的養育〜

• 施設にショートステイ利⽤希望があったとしても、遠⽅、満員などの理由で対応が難
しいこともあったが、地域の⾥親家庭がショートステイを受け⼊れることでタイミン
グよく⽀援することが可能となる（予防的対応）。

• 予防的対応の切り札であるだけでなく、⾥親養育を地域で安全に確実に広める契機と
もなる。⾥親家庭にとっても⽀援者にとっても、まずは短期で経験できる。

• 施設併設の児童家庭⽀援センターが実施することで施設の多機能化や機能転換にもつ
ながる。

• ⼦どもからすれば、地域にショートステイ可能な⾥親がいてくれることで、ショート
ステイから⼀時保護、措置に⾄る環境変化が最⼩限に抑えられる（⽣活の場と「いっ
しょにいる⼈」は変わらない）可能性がある。また、家庭復帰後もショートステイ先
となることでアフターケアまで「いっしょにいる⼈」が変わらない。

• 市町村が直接⾥親にショートステイを委託することが可能になる中、そのバックアッ
プ体制をどうするかが問題になる。現在社会的養護の領域で各地で急速に実践展開が
進みつつあるフォスタリング機関が⾥親とともに地域の⼦どもと家族のためショート
ステイの体制を整える取り組み、予防から社会的養護のあり⽅を考える社会的養育の
体制づくりが今後全国に広がることが期待される。



社会的養育：最初から障害のある⼦どもを含める
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＿ 厚⽣労働省⼦ども家庭局家庭福祉課(2021)
「社会的養育の推進に向けて」 より



（３）社会的養護・代替養育 (pp.18-20.)
① 家庭養育優先原則の推進

○こうした中で、⾥親等⽀援をより効果的に⾏い、⾥親・ファミリー
ホーム養育者や⾥親委託がされた⼦どもが相談しやすい環境を整えるた
め、⼀貫した体制で継続的に⾥親等⽀援を提供するようにすべきである。
このため、⾥親⽀援機関（フォスタリング機関）を児童福祉施設として位
置づける。これに伴い、⾥親⽀援機関（フォスタリング機関）の第三者評
価が確実に成されることとする。

○また、施設により実現しているチーム養育と、⾥親と⾥親⽀援機関
（フォスタリング機関）により実現されるチーム養育については、どちら
もそれぞれの「養育に関する最低基準」を満たし、その⽔準を維持し、そ
れをさらに向上させる役割がある点などを踏まえ、⾥親⽀援機関（フォス
タリング機関）の要する費⽤について、委託に必要な⼿当が確実に成され
るよう、都道府県等の⽀弁とそれに対する国による負担について法律上に
位置付ける。 53



早稲⽥⼤学社会的養育研究所 https://waseda-ricsc.jp/

「⼦どものために」が、⼦どもにとってどのような結果をもたらしているか
が⼤切。⼦どもの最善の利益を保障する社会的養育システムの構築にあたっ
ては⼦どもの声を聴くことと評価や調査等の研究が必要。「研究」「実践」
「施策」を連動させるべく、２０２０年４⽉に早稲⽥⼤学社会的養育研究所
を開設。同年7⽉より⽇本財団の助成を受けて下記について取り組む。
【研究所の取り組み】
• 社会的養育に関するエビデンス・情報の整理・蓄積と提供
• 新しい社会的養育実践に必要なプログラム・システム等の開発・導⼊
（今年度は主に以下４つ、来年度は家庭⽀援や家族再構築も視野に）

①⾥親候補アセスメント⽅法開発
②Skills to Foster（登録前研修）⽇本版開発
③包括的乳幼児⾥親養育⽀援のためのプログラム開発、トレーニング・
コンサルテーション実施 Watch Me Play!
④フォスタリング機関評価⽅法の検討・開発

• ⾃治体モデルプロジェクト（福岡市・⼤分県・⼭梨県）実施のサポー
ト・評価

• 関係者ネットワークの構築と⼈材育成
• ⼦ども当事者の意⾒聴取、研究所事業への反映
• 関係者・機関、社会全体に向けての発信・協働の呼びかけ 54

https://waseda-ricsc.jp/


国と⾃治体と⺠間が、これまでの枠組みを超えて
⼦どもの最善の利益を保障する「社会的養育システム」を
作るため家庭養育優先原則の下、協働し続けることが必要

これは社会的養護の⼦どもの声であるだけでなく、
いまは家族と暮らしている⼦どもの声でもある
この声に応えようとする社会的養育システム構築は
すべての⼦どもと家族の安⼼と希望を実現する

もし親を助けてくれる人がいたら、

自分は離れずに仲良く暮らしていけたの
ではないか

「いっしょに生きてくれる人」を失った
子どもたちにとって、

「いっしょに生きてくれる人」が見つ
かる場所であってほしい
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