


                 はじめに 

 

  

 全国里親委託等推進委員会は、「里親委託ガイドライン」に示されたように、里親の養育

技術等の向上、里親支援、里親委託推進方策の向上等のため、関係各方面並びに厚生労働省

の協力を得て全国里親会に事務局を置き、平成24年度より活動しています。 

 平成24年度には、調査研究により『里親ファミリーホーム養育指針ハンドブック』『里親

等委託率アップの取り組み報告書』を作成しており、平成25年度の調査研究では、里親支援

専門相談員等の活動及び里親サロンの活動について調査研究を行いました。 

乳児院と児童養護施設に配置されている里親支援専門相談員は、施設に地域支援の拠点機

能をもたせ、里親やファミリーホームへの支援体制の充実を図るとともに、施設と里親と

の新たなパートナーシップを構築することを趣旨としています。厚生労働省によると全

国の里親支援専門相談員は、平成24年11月には115名、平成25年10月には226名配置され

ています。しかし、活動が充実していない地域や施設があり、望ましい活動がどのよう

なものか知りたいという声も聞かれました。このため里親支援専門相談員が活動する際

の参考とできるよう、第1部を「里親支援専門相談員及び里親支援機関の活動報告」とし

て、4つの自治体の里親支援体制と里親支援専門相談員の活動とともに、里親支援専門相

談員と同様に児童相談所ではない立場で活動している里親支援機関（3か所）の活動をあ

わせて紹介することとしました。調査期間は平成25年7月～9月で、ヒアリングと資料収

集という方法で調査を行いました。 

 調査の結果、施設や地域によって里親支援専門相談員の位置付けや活動内容が異なり、

それぞれの地域状況に合わせて展開されていることが分かりました。また、里親支援専

門相談員の活動をどう活性化していくかについては、行政と施設の双方が模索しながら

進めていることも分かりました。このように本報告書では、完成されたシステムや活動

の好事例ばかりではなく、里親支援のシステム構築に向けて検討しているプロセスや活

動の実際を紹介し、今後の活動の推進に参考となることを目指しました。 

 第2部の「里親サロン活動に関する調査報告」では、サロンの状況、活動の成果や課題

等を集めて、サロンの運営者や関係各機関に紹介することにより、サロン運営の際の参

考にしていただくことを目的としています。運営の工夫などのアンケートの自由記述に

は、多くの示唆が含まれており、ご活用いただけると幸いです。 

 最後に、第1部の調査、第2部の里親サロンアンケートのためにご協力、ご尽力くださ

いました関係者の皆様に厚くお礼申し上げます。 

 

平成26年2月 

 

                       

                           全国里親委託等推進委員会 
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はじめに

家庭養護推進の動向～家庭養護の推進・里親支援機関事業の実施・里親支援機関

第１部 里親支援専門相談員及び里親支援機関の活動

 １ 里親支援専門相談員グループインタビュー  

   里親支援専門相談員活動の現状、課題と展望 

 ２ 里親支援専門相談員の活動  

   大分県の里親支援体制と里親支援専門相談員の活動 

～児童相談所と里親支援専門相談員が定期連絡会により一貫した支援を 

行っている事例～ 

   神奈川県の里親支援体制と里親支援専門相談員の活動  

～旧来からの施設による里親支援をベースにして、里親支援に関わる 

検討会で役割分担を行うとともに、里親支援専門相談員の研修等を 

行った事例～ 

   千葉県の里親支援体制と里親支援専門相談員の活動 

    ～支援体制の構築を目指した里親支援検討会を立ち上げ、共通理解を 

つくるとともに、地域との協働を目指した里親応援ミーティングを 

はじめた事例～ 

   山梨県の里親支援体制と里親支援専門相談員の活動 

    ～児童相談所と里親支援専門相談員が情報共有して里親支援 

を行っている事例～ 

 ３ 里親支援機関の活動 

   滋賀県における里親支援の取り組み ～小鳩会の取り組みを中心に～ 

   東京都における里親支援の取り組み ～二葉乳児院の取り組みを中心に～ 

   和歌山県における里親支援の取り組み ～なでしこの取り組みを中心に～ 

第２部 里親サロン活動に関する調査報告

 里親サロンアンケート調査方法・結果概要 

 里親サロンアンケート調査結果 

 アンケートから見えてくる成果と課題 

 里親サロンアンケート調査票原本 

 里親サロンアンケート調査の依頼状 

おわりに





家庭養護推進の動向



家庭養護推進の動向 

  ～家庭養護の推進・里親支援機関事業の実施・里親支援機関～ 

   
１．家庭養護（里親及びファミリーホーム）の推進のための取り組み  

 平成 14 年の里親制度改革以降、国際的な流れも反映し家庭養護推進に向けた施策が展開されてき

た。平成23年4月の「里親委託ガイドライン」では里親委託優先の原則が明記された。平成23年7
月に社会的養護専門委員会の議論を経て取りまとめられた「社会的養護の課題と将来像」では、本体

施設・グループホーム・家庭養護をそれぞれ概ね3分の1ずつにする目標が掲げられている。平成24
年 3 月には、「里親及びファミリーホーム養育指針」が策定され、家庭養護の特質等が明確にされ、

里親委託ガイドライン等も改正、里親支援の体制整備等が定められた。  
里親等（里親・ファミリーホーム）への委託を進めるためには里親制度に対する社会的な理解を深

めること、養育者の開拓と育成を進めること、家庭に委託されている子どもと養育者、養育の営みを

総体として支える体制の整備を図り、具体化することが引き続き重要課題となっている。 
  
２．旧事業をふまえての里親支援機関事業の実施 

昭和63年度に家庭養育推進事業が制度化、研修の実施が都道府県に求められた。平成14年度には

里親支援事業が制度化され、家庭養育推進事業は廃止、里親研修事業及び里親養育相談事業が実施さ

れている。平成 16 年度には里親支援事業に里親養育援助事業及び里親養育相互援助事業が追加され

た。平成 18 年度には里親委託推進事業の実施に伴い、児童相談所に里親委託推進員や里親委託推進

委員会が設置された。平成 20 年度からは里親支援機関事業が実施されたことにより、それまでの里

親支援事業と里親委託推進事業が統合された（事業内容については図1・図2参照）。里親支援機関事

業の実施主体は都道府県（指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ）であるが、里親支援の

事業内容の全部または一部を、「適切に実施することができる」事業者に民間委託できるとしている。

委託先として、乳児院・児童養護施設・里親会・児童家庭支援センター・公益財団法人・NPO 等が

あげられた。事業内容は里親制度普及促進事業と、里親委託推進・支援等事業である。実施体制とし

ては里親委託等推進委員の配置、里親委託等推進委員会の設置がされ、守秘義務が課せられている。 
 
３．様々な里親支援機関  

 全国の里親支援機関事業の委託状況を鑑み、平成 24 年度から、児童養護施設及び乳児院に里親支

援専門相談員（里親支援ソーシャルワーカー）が配置できるようになった。児童家庭支援センターの

役割機能としても、里親等への支援が実施要綱に盛りこまれた。また、すでに施設に配置されてきた

家庭支援専門相談員（ファミリーソーシャルワーカー）には、本来、里親支援の役割が求められる。

都道府県は里親支援機関事業を実施する際、委託先を里親支援機関として指定することができる。ま

た、里親支援専門相談員を配置した乳児院や児童養護施設、児童家庭支援センター、里親会等につい

て、里親支援機関として指定することが望ましいとされている。これらの状況から、里親支援を担う

多様な専門職や担当者等が分散的に配置されることとなった。 
こうした中、平成 24 年度より公益財団法人全国里親会の中に全国里親委託等推進委員会が設置さ

れ、家庭養護推進のため、関係者の情報共有や調査研究、全国への資料提供等を始めている。 
里親家庭への支援が実質的に機能することを目指し、支援を担うそれぞれの関係者・機関の役割の

整理、里親委託と支援を本来業務とする児童相談所との連携のあり方等が模索されている。 
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〈図１〉 

里親支援機関事業の概要

①普及促進
・里親制度の広報活動を行い、新たな養育里親等を開拓する

②養育里親研修
・養育里親として必要な基礎的知識や技術を習得する

③専門里親研修
・被虐待児等を受け入れる専門里親の養成等を行う

①里親委託支援等
・児童と養育里親との調整等を行い、委託を総合的に推進

②訪問支援
・里親家庭に訪問し、児童の状態把握・指導等を行う

③相互交流
・里親希望者等が集い、相互交流により養育技術の向上を図る

里親制度普及促進事業

里
親
支
援
機
関
事
業里親委託推進・支援等事業

実施主体

・都道府県・指定都市・児相設置市

・里親会、児童家庭支援センター、
乳児院、児童養護施設、NPO等に
委託可能

※児童福祉法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第８５号）の施行により、

・都道府県が行わなければならない業務として、児童福祉法第１１条第１項第２号へに、「里親につき、その相談に応じ、
必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと」が規定され、

・同条第４項及び児童福祉法施行規則第１条の３８で、当該業務に係る事務の全部又は一部を、都道府県知事が当該業務
を適切に行うことができる者と認めた者に委託することができることとされ、

・児童福祉法第１１条第５項に、委託を受けた者の守秘義務が規定された。同法６１条の３に違反した者への罰則も規定された。  

（厚生労働省資料） 

 

 

〈図２〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省資料） 

 

 

里親支援機関と児童相談所の役割について

都道府県市・児童相談所が
直接行う必要がある業務

里親制度普及

里親の認定
・登録

里親委託

里親支援
・指導

委託解除

●里親への研修
・登録前研修の実施
・更新研修の実施
・その他の研修

●里親委託の推進
・未委託里親の状況や意向の把握
・子どもに適合する里親を選定するための事前調整
・里親委託の対象となる子どもの特定のための事前調整

●里親家庭への訪問、電話相談
●レスパイトケアの調整
●里親サロンの運営（里親の相互交流 ）
●里親会活動への参加勧奨、活動支援

里親支援機関に行わせることが可能な業務

●新規里親の開拓
・里親制度の広報啓発
・講演会、説明会、体験発表会等の開催

●里親候補者の週末里親等の調整

都道府県市（児童相談所）の里親委託・里親支援についての業務

○認定、登録に関する事務
・申請の受理

・里親認定の決定、通知
・里親の登録、更新、取消申請の受理等

○委託に関する事務
・里親委託の対象となる子どもの特定
・子どものアセスメント
・委託する里親の選定
・里親委託の措置の決定
・措置に当たっての里親や子どもへの説明
・自立支援計画の策定、里親への説明

○里親指導・連絡調整
・養育上の指導、養育状況の把握
・実親（保護者）との関係調整
・レスパイトケアの利用決定
・自立支援計画の見直し

○里親委託の解除
・委託解除の決定
・解除に当たっての里親や子どもへの対応

・児童相談所の職員が直接行ったり、児童相談所に里親委託等推進
員を配置して行うほか、里親支援機関 （児童養護施設・乳児院（里
親支援専門相談員）、児童家庭支援センター、里親会、公益法人、
ＮＰＯ等）へ委託等して積極的に推進する。

※地域の実情に応じ、各機関の特徴を生かして分担・連携
※里親委託等推進員や里親支援専門相談員は、全てにかかわる

●アフターケアとしての相談

・里親支援機関の協力を得ながら、児童相談所
が中心となって行う。
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里親支援専門相談員
グループインタビュー

第１部　里親支援専門相談員及び
　　　　里親支援機関の活動
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里親支援専門相談員活動の現状、
課題と展望

１. 里親支援専門相談員グループインタビュー

1 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
日本女子大学 林 浩康氏（以降、林）： 最初に簡単な経歴、里親支援専門相談員になった時期

と経緯について、聞かせてください。 

 

千葉県 児童養護施設「野の花の家」宇田川政男氏（以降、宇田川）： 千葉県の木更津市から来

ました宇田川と申します。児童養護施設野の花の家で里親支援専門相談員をしています。私は今か

ら15年前に児童養護施設の児童指導員として入職しました。平成17年に児童家庭支援センター「フ

ァミリーセンターヴィオラ」に異動になりました。「児童家庭支援センター（以降、児家セン）と

の兼務もできるので、ぜひ里親支援専門相談員をやってほしい」と言われまして、平成24年 4月

から里親支援専門相談員になっています。 

  

千葉県 児童養護施設「子山ホーム」柴田弘子氏（以降、柴田）： 千葉県いすみ市の児童養護施

設子山ホームで里親支援専門相談員をしております柴田と申します。私は児童養護施設で6年間勤

務していまして、保育士として直接、子どもたちの生活に関わっておりました。その後、約10年

子育てに専念しておりまして、平成23年 4月から子山ホームで日中保育の非常勤ということで勤

務しました。そして、平成24年 4月から里親支援専門相談員ということで今の職に就いておりま

す。園長からは、実子3人の子育て経験と児童養護施設での経験を地域で生かしながら、里親さん

への支援に関わっていってほしいと話があり、里親支援専門相談員を受けることになりました。 

 

大分県 児童養護施設「光の園」久志敏則氏 （以降、久志）： 大分の別府から来ました久志とい

います。私は、平成8年に児童養護施設光の園に勤務し始め、平成18年から児家センに入りまし

て、今に至っています。 

日 時   平成25年 8月 22日(木)  

場 所   厚生労働省 共用第6会議室 

司 会   林 浩康  （日本女子大学人間社会学部 教授） 

参 加 者    宇田川政男 （千葉県 野の花の家） 

       柴田弘子  （千葉県 子山ホーム） 

       久志敏則  （大分県 光の園） 

       矢内陽子  （神奈川県 ドルカスベビーホーム） 
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里親支援専門相談員活動の現状、課題と展望

2 
 

 以前、里親さんから措置変更で来た子どもがおりまして、その時、どうして里親での養育に限界

があったのだろうという疑問を持ち、そのことを通して里親さんと一緒に子どもへの養育を考えて

いきたいと思いました。里親さんのことは全然知らなかったので「お互いを知ることが大事」と思

い、ちょうど児家センは地域支援もしていますので、平成 18年に地域のサロンに参加させていた

だいたのが里親さんと養育について一緒に考えることになったことの始まりです。児童養護施設の

里親支援専門相談員と児家センの副所長を兼務しています。 

 

神奈川県 乳児院「ドルカスベビーホーム」矢内陽子氏（以降、矢内）： 神奈川県のドルカスベ

ビーホームで里親支援専門相談員をしています矢内です。私は平成元年からドルカスベビーホーム

に勤務しています。私自身はドルカスベビーホームに入って 5年ぐらいの間に担当の子どもを 4、5

人続けて里親委託でお願いした経緯がありました。その当時の里親さんとの出会いがとてもよかっ

たので、この仕事を続けていくのなら里親さんのことをもっと知りたいし、里親さんに携わるよう

な仕事をしたいと思っていました。平成 24年度に里親支援専門相談員が配置されることになった

という話を院長から聞いて「ぜひ、やらせてください」と話しまして、やることになりました。 

 

 

 

 

 

林： 続きまして、里親支援に関する相談員の活動について、各自治体から方針のようなものは提

示されましたでしょうか。 

 

宇田川： ので、お互いに確認しながら話したいと

思います。後ほど説明しますが、千葉県では特にこうやって行こうという初めから定まったプラン

はなかったようなので、「では、みんなで一緒に検討しましょう」という話をしたのが去年 1年間

 

林： では大分県の話を久志さん、お願いします。 

 

久志： 大分県では、児童相談所の取り組みがとても早かったです。今、全国でも里親委託の取り

組みは大分が進んでいるとよくいわれますけれども、自治体のベースがしっかりしていて、私たち

はその土台の上に乗せてもらっているという感じです。 

 平成 25年度の「里親支援専門相談員(里親ソーシャルワーカー)の活動について」ということで

基本方針が大分県から出ています。方針は４つありまして、①里親を指導するのではなく、一緒に

子どもの育ちを考える存在として位置付ける、②里親とは、社会的養護の支援者のひとりとしてパ

ートナーシップを取り、信頼関係を構築する、③里親を支え、里親にゆとりが生まれることが、里

親の養育に有効であることを理解する、④原則として、里親・ファミリーホームへの寄り添い支援

を目指す、となっています。 

地域によって異なる里親支援専門相談員の活動方針 

今日は千葉県から柴田さんと私が２名来ている

の状況でした（  P.58参照）。
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一番は、やはり寄り添い支援ではないかと思います。寄り添いのなかに、同じ社会的養護の子ど

もたちと生活をともにしている人たち同士が一緒に子どもの育ちを考えることで同じ視点に立て

ると思います。同時に、「社会的養護の支援者の１人なのだ」という意識が里親さんと施設職員に

生まれることで、より子どもを見るパートナーシップができるということ。そうすることで里親さ

んに「地域のなかで私だけではないのだ。施設の職員の人たちもいるのだ」と考えてもらえる。具

体的に子どもに出ているいろいろな課題を同じ視点で考えられるので、里親さんにゆとりができる。

実際にレスパイトをすることで子どもを一緒にみてもらえる。そのことで里親さんに余裕ができる

ことは里親養育に非常に有効ではないかと感じています。 

 

林： では、矢内さん、神奈川県の話をお願いします。 

 

矢内： 神奈川県では、里親支援専門相談員の配置について、まず申請の段階で「あなたの施設で

は、どういうことをやるつもりですか」ということで申請書の提出を求められました。それの大き

な業務内容が、①里親委託の新規開拓について、②里親等の調整について、③里親への研修につい

て、④里親委託の推進について、⑤里親家庭への訪問及び現行の支援について、でした。また、レ

 県の方で去年は 2か月に 1回「里親支援に関する検討会」を行って、県内で里親支援をどのよう

ただいて率直な意見を言ってもらったりして、今後の方向性をまとめました。 

 

 

 

 

 

林： 次に、皆さんの施設における立場、あるいは他の職員との連携のあり方等についてお聞かせ

ください。兼務の方もおられますが、兼務の職は除いて里親支援専門相談員の立場でお願いします。 

 

●孤独になりがちな施設内での立場をどう解消していくか● 

宇田川： 里親支援専門相談員として一人職場です。よくも悪くも私が何をやっていても、みんな

はよく分からない状況なのだろうというのが正直なところです。やったことなどをある程度まとめ

て施設長レベルまでは報告していますが、他のスタッフたちに私が何をしているか説明する時間を

持てない状況です。 

 それから、私は今、児家センの相談員も兼務しているので、自分自身でもすみ分けができない時

があるのです。児家センとしても里親支援はやっていかなければいけないことの１つだし、自分の

中の本体は里親支援専門相談員の立場だし、どちらの立場でやるのか、自分のなかでもすみ分けが

うまくできていない部分があります。 

施設内での立場と職員間の連携 

スパイト・ケアや、アフターケアに関する項目もあって、それに対して「私どもの施設ではこのよ

うに取り組む計画です」というのを最初に立てて、それに県から助言などもいただいて修正し、配

置オーケーという感じで始まりました。 

に考えていくかということを話し合いました（P.38参照）。 そのなかで、実際に里親さんに来てい
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宇田川政男氏 

 これから施設が小規模化していって里親さんに社

会的養護の3分の1の子どもたちを預けていこうとい

う話がありますよね。そういうことも施設の中で法人

としてどう受け止めていくかという話もまだ十分に

されていないのです。施設長や理事長とも自分たちの

児童養護施設がこれからどうあるべきかをよく話し

合いながら、里親さんとの関わりをみんなにも伝えて

いくという仕事をしていかなければいけないという

ところまでは話し合っているのですが……。 

一人職場になると、他のスタッフとの距離感が出て

きてしまうということは感じています。ただ、私は古

株なので融通の利くところはあります。私は里親支援

専門相談員の仕事の１つは、本体施設のなかで里親支

援の理解を深めることだと思っているので、なんとか、みんなと一緒にこれからの支援を考えてい

きたいです。 

 

林： 孤独な状況が理解できました。 

 

柴田： 私は子山ホームでの勤続年数が短いということと、仕事の内容の点からやはり孤立感は感

じています。職員に里親支援の理解を深めてもらうのは、これからだと感じています。 

 ただ、私どもの施設は昔から「ふれあい家族」といいまして、千葉県では里親会が中心となって

お盆と正月時期に家庭体験をさせていただいています。私は里親さんと担当職員の間の調整役をや

っています。この調整役は、以前はホームの主任保育士が中心になってやっていたのですが、私が

担当になり、少しずつですが、ホームの「ふれあい家族」に行く子どもの理解をしようと保育士さ

んに声をかけたり、里親さんとの話を伝えたりするなかで、少しずつ保育士さんとの関わりもでき

てきました。それから、私が里親家庭の訪問などで外に出ていることも多々あり、施設職員にはど

こで何をしているのか分からない状況もあるので、できるだけ知らせるようにしています。 

 

林： 里親支援専門相談員単独の部屋があるのですか。 

 

柴田： いいえ。 

 

林： 職員室のようなところで顔を合わせることはあるけれども、お互いに自分の仕事についてコ

ミュニケーションをとることは、ほとんどないということですか。 

 

柴田： 事務室に私の席があります。でも、事務室にいる時間帯がケア職員と合わなかったり、こ

ちらも家庭訪問などで出かけますので、顔を合わせる機会は思ったより少ないです。 
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柴田弘子氏 

林： ケア職員の会議などに顔を出すことはありますか。 

 

柴田： 職員会議、ケース会議に参加しています。 

 

林： 宇田川さんは、おられる場所も離れているのです

か。 

 

宇田川： 小さい法人なので、施設から20メートルぐ

らい離れた所にセンターがあります。そこに机が置いて

あって、スープの冷めない距離ではあります。 

 朝の会議やケース会議には毎回参加しています。あと

は、月1回の職員会議に出席しています。児家センの職

員もそうだけれど、里親支援専門相談員は、それこそ１

人なので、いざという時には職員の協力が必要です。このため普段からコミュニケーションが重要

だと思っています。私の場合、調理場から小規模グループホームまで定期的にぐるりと回ってお茶

を飲みにいったりする努力をしているし、後輩にも「児童福祉施設で働くのなら、調理場さんにか

わいがられるくらいでなければダメ」と言っています。仲間内のコミュニケーションは、特に里親

支援専門相談員に限ったことではありませんが、心がけています。それから、母子生活支援施設も

あるので、そちらの方にも顔を出すようにしています。 

 

林： では、久志さん。 

 

●⾥親に施設を、施設に⾥親を理解してもらう⼯夫● 

久志： 最初にお伝えしたいのは、私は児家センの職員なので、その業務と里親支援専門相談員の

業務が連動しています。大分県内の他の里親支援専門相談員の施設は、児家センを柱にして支援し

ているのではないので、その点が他の里親支援専門相談員と異なる点です。 

 私が里親支援専門相談員だということを施設職員は知っていますが、何をしているかというのは

分からないと思います。ですから、朝の打合せは、児家センも児童養護施設もみんな一緒にします

ので、私のスケジュールを必ず言うようにしています。昨年、園長から、私がしている仕事をみん

なに理解してもらうために発表してくれないかと言われたので、園内研修の中で時間をもらって、

パワーポイントを用いて取り組みなどを伝えました。 

けれども、それだけでは十分伝わりません。個人的に一番力を入れているのは、児家センで里親

さんから子どもをレスパイトで預かる時に、「今度、里親さんからこういった子どもが来るからよ

ろしくお願いしますね」とセンターの職員や施設職員にインフォメーションしておくことです。そ

れから、私の児童養護施設では、実親との面会やセラピーはセンターで行う決まりになっているの

で、そのために施設職員が児家センに来ることがよくあります。その時に、レスパイトで来ている

子どもたちを職員に紹介します。そして、里親さんについても、さりげなく話すようにしています。

また、施設から里親さんに委託された子どものアフターケアで、その里親家庭を訪問した時の様子
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を職員に話すことも心がけています。すると「よかった、うれしかった」と職員は喜んでくれます。

このように里親さんの情報は自施設に伝えて、繋げるようにしています。 

 それから、里親登録の認定前研修の実習を児童相談所より依頼された際、できるだけ施設職員に

里親（候補者）さんを知ってもらうようにしています。逆に里親さんに職員を知ってもらうことも

かなり意識しています。里親さんに「施設全体で里親さんを応援している」という理解でいてもら

いたいので、サロンで話す場合でも「私は」と絶対に言わず、

います。里親さんには「ぜひ、うちの職員に会ってください。ぜひ、うちの子どもたちを見てくだ

さい」といつも言っています。自施設には児童館が併設されているのですが、レスパイトで来た時

にさりげなく職員を紹介したり、レスパイトで来た里子さんと施設の子どもたちの相性を見ながら、

よければ一緒に児童館で遊んだりするようにしています。そうすると、次回のレスパイト時に、「こ

の前一緒に遊んだ○○ちゃんとまた遊べるなら、センターに泊まりに行きたい」と子どもに喜んで

もらうことにも繋がります。 

一番は職員にインフォメーションしていくことを意識する。施設とセンターが連携できるように

しておく。ただ、それだけでは里親さんの課題、大変さは職員には分かりません。しかし、できる

だけ意識付けができるようにしています。これはセンターの機能を施設も活用しているからできる

ことであり、他の里親支援専門相談員は、皆さん、最初は慣れるまで大変だったそうです。 

それまで児童養護施設で子どものケアに入っているのに、急に入れなくなったら、事務室にいる

ことが多い。訪問もたくさんあるけれども、訪問以外は事務室勤務をしている。一番には、施設の

子どものケアに関わっていたのに、関われない辛さがある。児童養護施設に勤めるということは、

児童養護施設に来る子どもたちのケアをするために施設に入ったのに、そこへ入れないという矛盾

がとても苦しいというのは率直に感じる部分です。施設から里親へ子どもを繋ぐのであれば、施設

の子どものことをもっとよく知らないといけないと思うのですが。でも、今はだいぶ慣れてきたの

も事実です。 

 

林： では、神奈川県の話を聞かせてください。 

 

●里親支援専門相談員は里親の側を向く施設職員● 

矢内： ドルカスベビーホームは乳児院で、里親委託の数も児童養護施設よりも多いこともあって、

里親との繋がりは元々ありました。長期委託した後、遊びに来てくれた姿を見ると、感覚的なもの

ではあるのですがバックに強いものがあるというのを私たちは見て分かるので、みんな里親さんに

子どもを委託することはよいことだと考えています。委託時に一番大事なことは、里親さんと信頼

関係を築くことだということは、職員のなかでもある程度、意識としてあります。 

「光の園は」と必ず言うようにして
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矢内陽子氏 

 私は里親支援専門相談員になると決まった時に、園長から

「あなたは施設にいながら里親さんの側を向く人だから、里

親さんの悪口は絶対に言ってはいけません」と言われました。

その言葉が私のなかにずっとあって、それで活動してきて、

里親委託に関して、自分のなかで少し違った見方ができるよ

うになってきたと感じています。例えば、ドルカスベビーホ

ームでは里親さんにマッチング期間として大体3か月ぐら

い交流してもらっています。交流の過程のなかで今までも施

設職員から交流の状況や子どもの様子を聞き、里親さんから

もどう思っているかを聞き、そこをすり合わせていく役割を

していましたが、意識して里親さんの側を向くことで、より

里親さんの思いをくみ取れるようになり、よい交流に繋がっ

ている気がします。 

 それから、今まで里親委託はファミリー・ソーシャル・ワーカー（以降、FSW）が提案・支援を

しており、里親支援専門相談員ができたからといって、FSWがその仕事を抜けたわけではないと聞

いています。ですので、施設内で里親委託の可能性を探る時は当然一緒に考えますし、FSWとの付

き合いも長いので、連携がうまくいっています。FSWと違い、私は里親委託を推すことだけに焦点

を絞ることができる役割なので、児童相談所が里親委託を迷っている際に、里親委託の可能性を追

求する発言ができます。それはとてもよいのではないかと1年間を振り返って思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林： 今、児童相談所との連携の話も出ましたが、もう少しその辺りの詳しいことも含めて、「児

童相談所・都道府県との連携」「里親さんとの関わり方」についてお聞かせください。 

 

宇田川： 担当が地区で分けられていて、「ここの区域はあなたに任せる」という大分県の方法が

私にはとても羨ましかったです。千葉県では方向性が決まっていない状況だったので、昨年1年間、

施設内の連携をスムーズにするためのポイント 

・１日のスケジュールを予め職員に知らせる。 

・自職場から里親委託になった子どものその後の様子を職員に伝える。 

・レスパイト等で施設を訪れた里親や子どもを職員にさりげなく紹介する。 

・里親委託の可能性に関して、FSWと連携する。 

・里親支援専門相談員という「個人」でなく、「施設全体」で里親を支援して

いることを里親に理解してもらう。 

都道府県、児童相談所との連携はどうしているか 
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児童相談所の児童福祉司と里親対応専門員（児童相談所内にいる里親委託等推進員）、千葉県の児

童家庭課、里親支援専門相談員、里親、児家センが集まり、まず何が課題なのかというところから

話を始めました。それが平成 24年 8月に始まり、全部で 5回話をして、マニュアルを作成しまし

た。自分たちにはどのような課題があって、その課題にどうやって立ち向かっていくのかを示唆を

するものをつくりました。 

 

●千葉県では関係者が集まり、仕組みづくりに参画● 

林： 里親支援専門相談員に特化して検討するのではなく、里親養育全体の在り方について検討し

たということですか。 

 

宇田川： そうです。千葉県には児家センが 10か所あって、これは全国的に見ても一番ぐらい多

いと思いますが、「児童相談所との連携をどうするか」という児家センが抱えていた問題がずっと

残っていました。そのなかに新しく里親の話が出てきたから、どうやって里親支援していくか混乱

したのです。けれども、児家センの里親支援はどういうものか、それから、児童相談所が考える里

親支援とはどういうものか、里親支援専門相談員はどういうところで里親支援をしていけばよいの

か、とてもぼんやりだけれども、今まで何も話していなかった状態よりは少し矢印が見えてきたと

思います。 

 例えば児童相談所と都道府県との連携というところで、具体的には里親支援専門相談員の仕事を

地区担当制にしようという意見もあります。また、千葉県には「里親応援ミーティング」というも

柴田： 子山ホームは千葉県内の東上総地域ということで、管轄児童相談所とは平成 23年から里

親支援を地域で展開するために準備会を始めまして、地域のファミリーホームや里親さんの意見を

聞きながら準備を始めてきました。初めのころは月 1回ペースでとりあえずこれから里親さんに対

してどういう支援ができるのかということで話し合いの場を持っていまして、去年と今年に入って

からは大体 2か月に 1回ぐらい、児童相談所で行っています。 

 現在の児童相談所との連携方法なのですが、児童相談所の職員が委託前のケース説明時やマッチ

ング時期などに声をかけてくれるので、同行させていただいて、スムーズな委託に向けて一緒に働

きかけたりしました。また、家庭復帰予定の子どもがおりまして、児童相談所、里親、児家センと

ともに関係者会議を持ち、最良の復帰時期や進め方を模索したこともありました。 

 

●大分県で週一度、定例会議を開催する意義● 

久志： 児童相談所との関わりはかなり深く、元々児童相談所主導ということもあるのですが、評

中央

児童相談所に集まってするのですが、施設にも里親委託について知ってもらいたいので、第 3水曜

日は施設持ち回りで開催するようになりました。持ち回りの施設の施設長には最初に挨拶をしても

らい、その後も定例会議に残ってもらって、どういったことをしているかを理解してもらうように

のがあって 実際に活動しているケースもあります。 

価として挙げられる大きな１つは、毎週水曜日の午後に行われる定例会議です

（P.59参照）、

（P.29参照）。
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久志敏則氏 

しています。 

 毎週水曜日にベテラン職員が不在すると、施設職員

としてはその日は頼れなくなる。「その会議は 2週に 1

度でもよいのではないか」「本当に毎週行くだけの意

味があるのか」という疑問は、正直なところ、施設に

あると思います。ですから、どういうことをしている

のかということを理解してもらうようにしています。

それと同時に、インフォメーションになると思います。

県内の児童養護施設を借りるので、施設の人たちに里

親支援専門相談員の活動、社会的養護の質を高めてい

く上での重要なパートナーシップとしての里親連携

事業を知っていただくことになるのではないかと思

います。 

 その会議で何が行われているかというと、まずは行事関係の連絡です。１週間のなかでどういう

行事があるのかといったインフォメーションや調整です。次に中津児童相談所と中央児童相談所の

委託関連の報告です。また、1週間でどこを家庭訪問したか報告しています。次の１週間に予定し

ている児童相談所と里親支援専門相談員の訪問も確認します。児童相談所と里親支援専門相談員の

動き全体を周知できるようにしてあります。 

  それから、里親さんとの関わり方に関してですが、研修で里親さんと顔を合わせることで関わ

りが深まっています。里親向けの研修がたくさんありまして、グループ討議の時は、里親支援専門

相談員はグループリーダーをしたり、調整役を担います。そういう場面で、自分の地区の里親さん

以外の方の名前と顔が一致するようになりました。養育の状況や子どもの様子なども、研修を通じ

て分かるようになりました。 

 

柴田： 県全体の里親さんを里親支援専門相談員がみんなで支援されている感じですか。 

 

久志： ファミリーホームの家庭訪問は里親支援専門相談員単独でしており、自分の地区以外の場

所にも、日程が合えば行くようにしています。私の施設は大分県のだいたい中央にありますが、地

区のファミリーホームに他の里親支援専門相談員が行く場合、「日程が合ったら私も行きます。里

親さんにも事前にその旨お伝えください」ということで、たまに一緒に行かせてもらっています。

大分県全部は無理ですけれども、ある程度、他の地域へも行く。そうすることで、関わっている子

どもが措置変更になった時に、いろいろな状況が分かるようになります（状況をみて、皆で連携し

ています）。 

実際に今、自施設の子どもが一時保護所にいて、今度、もしかすると里親さんに措置変更になる

可能性がある。児童相談所から「この里親さんとマッチングしようと思います」と話を聞けば、「あ

の里親さんのところだ」と私も分かりますので、園長やグループ担当にも「こういった里親さんの

ところに行けるようになるかもしれません」という話ができる。それは研修を含めて、いろいろな

ところで顔を合わせることで可能になっている感じがします。お互いに顔を合わせることで、受け

入れる側の里親さんと子どもの双方の負担が軽くなる。地区を超えて、里親支援専門相談員同士が
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林 浩康氏 

連携することにより、子どもに安心してもらうことができるようになると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林： 児童相談所との連携のなかで、情報の共有の辺りで何か課題を感じられていることはないで

すか。あるいは、こういう情報がもう少し必要だとか。逆にそれには問題を感じていないなど。児

童相談所とはどのように情報の共有をされていますか。 

 

宇田川： 名簿はなく、措置変更の話や里親さんとのやりとりなど、基本的に情報はないです。 

 

林： 情報の必要性を感じていますか。 

 

宇田川： あれば便利かなという部分があると思います。そこは、児童相談所が里親支援専門相談

員をどのように扱うかを見定めているところかもしれません。 

 

林： 他に、情報共有の在り方の辺りで何かありますか。 

 

矢内： 神奈川県では、まだ県内でも差がある状況です。私

どもでいうと、紙面ではなく、月に1回の児童相談所担当者

との個別ケース検討会の際に、本当に必要なことだけを、児

童相談所が伝えてくれていると感じています。そして、サロ

ンの時にそれを生かした助言をすることもできています。里

親支援専門相談員制度ができた時に、「里親さんの情報はど

こまで知らせてもらえるのか」と、いろいろなところで話題

に出ました。私の個人的な意見ですが、「里親さんの情報の

どういう内容が支援していく上で必要なのか」をきちんと児

童相談所に伝えていかないと、ただやみくもに情報がほしい

行政や里親支援専門相談員同士の連携ポイント 

・行政を含めた里親支援関係者が集い、課題を明らかにするための場を持つ。 

・要保護児童対策地域協議会のネットワークを使った里親応援ミーティングに参加する。

・定例会議を施設で持ち回り制にして、施設長も参加し、里親支援への理解を深める。

 ・担当地区を超えた里親支援専門相談員同士の連携で、里親委託を安定したものにする。

児童相談所との連携と情報共有 
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といっても児童相談所にしても難しいのではないかと思います。私どもの場合はいろいろいな意味

でとても恵まれていて、児童相談所と元々よい関係にあるので、その辺を分かり合えていて、里親

支援に必要な情報を共有している感じです。 

 

林： 宇田川さんのところには、委託されている子どもの情報は全くないということですか。 

 

宇田川： 基本的にはないです。 

 

林： 大分県はどうですか。委託されている子どものケース記録の共有や閲覧も可能ですか。 

 

久志： ケース・バイ・ケースです。全部は知らないのですけれども、例えばケースに動きがあっ

た場合、状況によっては会議のなかでホワイトボードを使って、情報が提供されます。例えば、「こ

ういった理由で措置変更になります」とか、「子どもが新たに委託されます。背景にはこういった

家庭の状況がありますので、児童相談所で考えた上でこの里親さんに委託することになりました」

という情報です。そういったケースの共有はあります。 

 

 

 

        ●里親支援専門相談員活動の評価点と課題点● 

 

 

 

林： ホワイトボードを見たり、あるいは口頭での情報交換という手段で情報を把握されているの

ですね。最後に、里親支援専門相談員の活動をしてきて、肯定的に評価できる点と課題点について、

話を聞かせてください。 

 

●「⽀援者は複数あってよい」ことを⽀援者間で共有する● 

宇田川： 去年1年間で里親支援のための整備作業ができたと思っています。私は児家センとも児

童相談所との繋がりも少なからずあったので、みんなで話ができてとてもよかったと思います。た

だ、これから１つひとつ具体性を持たせて、役割分担や内容を明文化する作業をやっていかなくて

はいけないと感じています。 

 支援機関の人たちはいろいろな技術を持っています。里親会のキャンプには複数の支援者が参画

しており、私も里親支援専門相談員として参加しました。私は施設の児童指導員としてのキャンプ

経験があるので、貢献できたのではないかと思います。他にも、楽器や体操が得意な支援者がキャ

ンプに参加して、それぞれが得意分野で活躍したところ、「キャンプにとても膨らみが持てた」と

いう意見をいただけました。私のいる君津支部は千葉県県南部の割と広いエリアなので、里親支援

に関わる機関が複数あり、「支援者はいろいろなところにあってよいのではないか」という考え方

を支援者間が共有できるようにしています。 

児童相談所との情報共有のポイント 

・「里親の情報のどういう内容が支援していく上で必要なのか」を明らかにして 

児童相談所に伝える。 
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 また、できれば私は児童家庭支援センター相談員との兼任はやめて、専門がよいと思っています。

というのは、今まで里親さんに向き合う人がいなかったから里親委託が進まなかった部分があった

というのがよく分かったのです。もっとやることを具体的に絞り込んでいって、しっかりと里親さ

んに向き合える状況ができて、そういう状況のなかで兼任となっていくのなら話は別なのですが…

…。 

 

林： 正直に言っていただいて、ありがとうございます。 

 

●課題だと感じた部分に積極的に関わることが⽀援に繋がる● 

柴田： 手探り状態でしたけれど、課題ではないかと感じた部分に自分から積極的に関わることが

できたのがとてもよかったと思っています。 

 先日家庭訪問に行った家庭が、進路の決定時期の高校生の子どもを持つ里親家庭でした。「高校

生なので20歳まで2年間の措置延長ができます」ということを以前、里親さんにお知らせしたと

ころ、「措置が切れる寸前で延長の手続きがスムーズに済んだ」と、里親さんから聞きました。「そ

れまでの家庭訪問がとてもよかった、タイミングがよかった」と言っていただけたので、私もよか

ったと感じました。他の家庭ともそのような関わりができたらと思います。 

 それから、相談ケースの関係者会議を児家センで提案したところ、児童相談所が動いてくれて、

その機会を持つことができました。児童相談所対里親という二者関係ではなく、いろいろな機関が

入ってその子どもの育ちについて話し合いができ、私たちが入ることでよりよい支援ができたと感

じました。 

 児童相談所との役割分担と連携はまだ課題として残っています。今までは里親さんと児童相談所

との二者でやっていたところに、里親支援専門相談員や児家センの支援が入ることによって、児童

相談所も里親さんのニーズに沿った支援ができるようになる、そういう働きかけができればと思い

ます。 

 また、施設の「ふれあい家族」で、施設に対する理解があまり進んでいない里親さんが結構いる

ことが出てきているので、施設の子どもや施設を理解してもらえるよう働きかけができればよいと

感じています。同時に、施設職員の里親への理解を深める活動をきちんと考えてやっていきたいで

す。 

 

●施設から措置変更された⼦どもを理解する⼿助けができる● 

久志： 評価できる点としては、家庭訪問が里親・ファミリーホームとの相互理解に繋がったこと

です。また、先ほどから何度も出ていますが、定例会議で、児童相談所と里親支援専門相談員が情

報を共有できているので活動しやすいこと、レスパイトが里親さんからとても喜ばれていることで

す。大分県の里親支援専門相談員の感想としては、乳児院では養子縁組の里親等、乳児院と関わり

のあった里親さん、施設、行政等、広く対象とした「里親きっさ」を開催していて、これはサロン

ですが、このことで顔つなぎができて、相談電話が入るようになっています。別の里親支援専門相

談員は、外部との関わりが増えることで新たな知識が増えて、自分自身も変わったと言っています。
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児童相談所との連携がしっかりしているので、することがはっきりしている。家庭訪問等で里親さ

んと関係ができたので、次に会った時にスムーズにまた話ができる。「こんにちは」と必要な話が

すぐにできる。訪問して気になったことを里親さんの了解を得て、代弁するような形で児童相談所

に話して、ケースワーカーが動いてくれて問題が解決したことがありました。そういった面ではよ

かったと思います。 

 それから、これは私以外のみんなも感じていると思いますが、施設から措置変更された子どもの

幼い頃を里親さんが知りたくて、施設がそういう情報を持っている場合、里親支援専門相談員が説

明すると、「そういうことがあって、今、こうなのですね」と子どもを理解する手助けになります。

子どもの小さい頃の可愛い時の写真を見せると里親さんはとても喜んでくれます。その写真を里子

さんにあげることで、里子さんも自分のパーソナリティに大きく影響しているライフヒストリーと

して見られるので、とても喜ばれます。 

 課題として感じていることは、児童相談所と里親との繋ぎです。ここが深まれば深まるほどデリ

ケートな問題が生じてくるので、かなり難しくなるのではないかと思っています。里親さんや児童

相談所が関わっており、社会的養護の問題として大きなうねりになってくるだろうから、みんなで

一緒に考えていこうと話し合っています。 

 施設職員へのさらなる里親事業の周知も大事です。先ほど話したように、できるだけみんなに知

ってもらえるように心がけていますが、中身や課題が伝わりづらいので、若い新人職員に里親さん

の話をする時には、「例えば、あなたたちの父親・母親が、あなたがグループで見ている子どもた

ち5、6人を自分の家で見ているようなものだよ」と説明しています。そうすると若い職員が「へ

え、里親さんは大変なのだな」と分かる。里親さんにはレスパイトはあっても休みはないので、自

分の家庭で子どもを受け入れる難しさをどのように伝えていったらよいのか、言うに言えない里親

さんの思いをどのように伝えるかという課題があります。 

 また、里親さんが里親支援専門相談員に悩みを話して解決できた場合、私たちがそこをやり過ぎ

てしまうと、私たちがスーパーバイザー的な存在になってしまうかもしれない。そうすると、児童

相談所と里親支援専門相談員は役割が同じで独自性がなくなり、距離をとられてしまうのではない

かと心配になる時があります。寄り添い、傾聴ではあるけれども、役に立たないといけない、役に

立とうとやり過ぎた時に、そこは難しくなるのではないか。そのために、私たちの活動は何なのか

ということをみんなで考えています。 

 それと里親さんから、「私たち里親の話を聞いてくれて助かるけれども、もっと里子を見てほし

い、里子に関わってほしい。里子には私たちに言えないことがあるのではないか。子どもの気持ち

を聞いてほしい」と言われることがあります。その辺をどのようにやっていけばよいのか。１つの

解決策として、里子キャンプに参加することで、普段の生活の中に私たちが入れてもらうことが考

えられます。遊びがメインのキャンプで一緒に泳いだり、一緒にごはんを食べたり、ともに行動す

ることを大事にしています。 

あと、まだ1回しか行っていないのですが、里親さんと施設のケアの交流を行いました。私とも

う１人の児家セン職員が夕方16時から夜21時まで里親さん宅にお邪魔して、子どもたちの宿題を

一緒にやってみたり、一緒にごはんを食べて、里親さんがしている生活をともに過ごしました。訪

問だけではなく日常の生活を見ることで、「やはり、家庭なのだな」ととても実感しました。逆に

その里親さんに施設に来てもらったこともあります。14時、15時ぐらいから来ていただいて、折
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りを見て、１つのグループに入ってもらって夜の21時まで過ごしてもらいました。そうすること

で「光の園は施設ではないです。本当に家庭に近いですね」と里親さんに言ってもらえました。社

会的養護のパートナーシップのためにも、里親と施設がお互いを知るということは重要だと感じて

います。 

 

林： 矢内さん、お願いします。 

●乳幼児期に早く⾥親委託する⼤切さを実感できる● 

矢内： 評価できると感じていることは、まず、1年半ぐらい活動してきたなかでは、里親さんと

今までより深く関わったことで、里親さんへの理解が深まったことです。今までも、子どもは集団

の施設にいるより里親さんに行く方がよいという意識はあったのですが、乳幼児期に施設にいるこ

とのデメリットがより分かりました。児童養護施設の話も聞く機会があって、児童養護施設から里

親委託することの難しさも分かり、乳幼児期にその辺を考えて早く委託することの大切さを実感で

きたことが、自分自身としては大きな、評価できることだと思っています。 

 施設内では、先ほどから出ているように、今まではFSWが家庭の調整などいろいろな仕事と一緒

に里親のことをやっていたので、里親支援専門相談員ができたことでより丁寧に、そこはできるよ

うになりました。また、実習で何を学びたいか、里親さんの意向を聞くことで、よりよい実習を検

討できたり、里親と子どもの交流の様子を以前より深く捉えることができていると思います。交流

期間に築く里親と子どもの関係はその後の里親支援に大きく関わってくるので、その部分のアセス

メントが丁寧にできることは、とても大きな評価だと思っています。ここ最近、里親委託した後も、

子どもを連れて乳児院に来てくださる方がいますので、施設と繋がっていくよさを実感として感じ

てくれている方が多いのではないかという気がします。 

 課題としては、乳児院の職員は子どもの思春期については今後、勉強していかなくてはいけない

だろうと思っています。「乳児院だから知らない」とは言っていられません。また里親さんと関係

ができてくると、自分のなかにも甘えが出て、変な話ですが、言い過ぎたりすることなどが出てき

てしまうと思います。人から質問される時、つい自分の感覚で答えたくなりますが、そうではなく

て、相手にとってどういうことが必要なのかということを考えて話すことを忘れないようにしなく

てはいけないと思っています。 

 大分県の話を聞いてすごいなと思ったのですが、県全体としてどういう方向に進んでいくべきな

のかをもう少し整理する必要があると思いました。里親支援専門相談員の配置が増えたので、今年

から月1回里親支援専門相談員の連絡会をやっているのですが、長い先を見て、県内で個別の地域

性を生かした支援と、県全体として考える支援を考えていかないと難しくなるのではないかという

気がします。 

 

林： 産みの苦しみのなかで非常に主体的に、かつ、創造的に「出過ぎず遅れず」という感じで非

常に積極的に取り組んでおられる姿を、私自身再認識させていただきました。これで終了させてい

ただきます。どうもありがとうございました。 
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里親支援専門相談員活動の現状、課題と展望

 15

 里親支援専門相談員としての活動の手ごたえ（抜粋） 

 

・家庭訪問により、時機を逃さない支援ができる。 

・家庭訪問で気になったことを里親の了解を得て児童相談所に伝え、解決に向けて働きか

けることができる。 

・施設で交流中の里親と子どもの様子をよく捉えて、里親支援に生かすことができる。 

・施設と繋がるよさを里親が実感してくれる。 

・里親に対して、施設から措置変更された子どもを理解する手助けができる。 

里親支援専門相談員活動で課題だと感じる点（抜粋） 

 

・里親と施設の相互理解がまだまだ十分ではない。 

・施設の子どものケアに関わっていたのに、直接関わることができなくなった辛さがある。

・里親支援に対する施設の理解が必要。 

・児童相談所と里親の間をどう繋ぐかが、デリケートな問題になると思う。 

・里親の役に立とうとやりすぎると、スーパーバイザー的な役割になる可能性がある。 

・里親支援専門相談員としての子どもとの関わり方を検討する必要がある。 

・里親支援に必要な情報が児童相談所から十分に提供されていないと感じる。 



2

里親支援専門相談員
の活動
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大分県の里親支援体制と里親支援専門相談員の活動
～児童相談所と里親支援専門相談員が

定期連絡会により一貫した支援を行っている事例～

２.里親支援専門相談員の活動

1 
 

●概要● 

 

１．大分県の概要と社会的養護の資源                  

 

大分県の人口は 1,185,830 人、児童人口数は 187,295 人（平成 24年 10月 1日現在）、県内の児

童相談所数は２か所である。県内には乳児院数が１か所、児童養護施設が９か所あるが、図にある

ように、すべて県中部・北部にあり、県南部には乳児院と児童養護施設がない。 

平成 12～13 年当時、増え続ける児童虐待のなかで要保護児童が増えて施設が満床になり、子ど

もの生活の場が足りなくなったのが課題であった。また地理的な問題以外にも、集団生活に適応が

難しい児童がいるという理由で、他の選択肢が必要であった。児童養護施設は、精一杯子どもたち

を支えていたものの、個別的な関わりが必要な子どもへの対応については体制的に十分とは言えな

かった。このような状況のもとで、以前から細々と行われていた里親委託で子どもたちが落ち着い

て生活している様子が見られたことから、打開策として、現場が里親制度に関心を持つようになり、

里親委託の有効性を児童相談所内で共有し、委託を推進することになった。 

大分県では里親委託の有効性をまず児童相談所内で共有し、里親委託推進に向けた取り組みを開

始するとともに、里親専任職員を配置するなど、里親制度に関わる児童相談所の人員も増員してき

た。また、同時に乳児院や児童養護施設による里親への支援が不可欠と考え、施設との連携・相互

理解を事業展開の大きな柱としてきた。 

里親支援専門相談員制度については、児童相談所職員と里親支援専門相談員が週に１回定期連絡

会を持ち、情報共有、家庭訪問の計画調整、ケース報告などを行っている。定期連絡会は相談援助

の方向性を確認し、支援の方法について意見交換することで、児童相談所の里親担当職員と相談員

が一貫した支援を行うことができるとともに、里親支援専門相談員の研修的な役割も担っている。 

 

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

委託児童数 5 22 33 44 51 62 69 81 114 120 129

里親等委託

率(%) 
1.2 5.0 7.4 9.0 10.9 13.3 14.9 17.6 22.7 23.8 27.8
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大分県における里親支援の取り組み

2 
 

 

 
                     

人口 1,185,830 人(H24.10.1) 約 119 万人 

児童人口 187,295 人(H24.10.1) 約 19 万人 

児童相談所数 2 か所  

乳児院数 1 か所 
17

(0)
人 20 名定員 （H24.4.1） 

児童養護施設数 9 か所 
347

(2)
人 405 名定員 （H24.4.1） 

情緒障害児短期治療施設 0 か所 0 人 0 名定員 （H24.4.1） 

里親登録数 134 世帯 （H24 年度末） 

受託里親数 56 世帯 （H24 年度末） 

里親委託児童数 75 人 （H24 年度末） 

ファミリーホーム数 12 世帯 （H24 年度末） ファミリーホームは 11 ホーム

が里親登録している 

ファミリーホーム委託児童数 54 人 （H24 年度末）  

 

 

 

 

※乳児院・児童養護施設の在所者の（ ）書きは、他県・市からの措置児童（内数） 
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3 
 

2．大分県の里親関係の組織                      

 

●里親会 

 事務局の所在：    大分県社会福祉協議会 

 事務局の所管事務：  文書関係事務、理事会決定事項の実施に係る準備・運営・調整、会計管

理（会費徴収、委託事業関係業務、予算・決算等）、里親賠償責任保険

窓口 

 里親会の活動内容：  事業計画は、理事会で決定。総会・理事会・委託を受けている里親サロ

ンのブロック別運営、全体交流会、児童相談所と県担当課との意見交換

会、会報の発行、ファミリーホーム協議会及び児童アフターケアセンタ

ー大分との連携、里親促進活動（里親開拓等）、里親賠償責任保険 

 里親会加入率：     48加入里親数／128 登録里親数＝37.5％ (平成 24年 3月 31日現在） 

            92加入里親数／130 登録里親数＝70.8％（平成 24年 7月 1日現在） 

91加入里親数／134 登録里親数＝67.9％（平成 25年 7月 1日現在） 

 

●里親委託等推進委員会 

 委員会構成団体：   児童養護施設、乳児院、県里親会、児童相談所、県庁担当課 

 委員会の内容：    2 回／年開催。社会的養護の現状や里親委託等の現状、取り組みについ

て報告し、県の取り組みについて共有を図る。 

 

 

３．大分県（行政）の里親委託推進                   

 
大分県の里親支援に関する更なる詳細については、平成 24 年度に全国里親委託等推進委員会が

作成した『里親委託率アップの取り組み報告書 ～委託率を大きく増加させた福岡市・大分県の取

り組みより～』を参照されたい。 

 

１）児童相談所の体制整備 

 大分県では児童虐待対応件数が増加するなか、児童福祉司や一時保護所職員を中心に人員増が行

われてきたが、里親委託を推進するに当たり、里親制度に関わる人員も増員している。 

 

●平成 16 年度に里親専任職員（里親委託等推進員 非常勤１名）を初めて中央児童相談所に配

置した。その後、平成 18年度に 2名、平成 24年度に 1名と、非常勤専任職員を県全体で 4名に

増員し、里親訪問や電話相談、トライアル里親の調整、措置費のとりまとめ、台帳管理、各種事

務など里親支援全般を担当している。 
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大分県における里親支援の取り組み

4 
 

●平成 22 年度には新たに里親専任職員（常勤 1 名）を中央児童相談所に配置した。常勤専任職

員の配置前は、地区担当児童福祉司が里親業務を担当していたため、里親開拓・普及啓発・広報

活動や研修対応が十分ではなかった。配置後は上記の業務に加え、里親委託に関わる指導・助言、

里親支援や里親会対応も行うことができ、里親委託の大幅な伸びに繋がった。平成 24年度には、

里親専任職員（常勤 1名）が新たに追加配置された。 

 

また、かつて里親担当をしていた職員が県庁担当課など他部署を経て、児童相談所に里親ＳＶと

して戻ってくるなど、県全体で一体的に里親委託を進めることができる体制となっている。 

 

２）里親専任職員の受理会議と援助方針会議への参加 

 里親専任職員は週１回、児童相談所で定期的に開催される受理会議に必ず参加している。受理会

議では児童相談所が相談援助活動を行うすべての事例について扱うので、会議に参加することによ

り、支援が必要な子どもたちの情報を把握することができる。また、入所や委託の措置を検討する

援助方針会議にも参加し、里親委託が適当かどうかを検討している。 

 

３）中央児童相談所における里親担当職員の業務分担 

里親専任職員(常勤 2名と非常勤 3名)から構成される里親担当(班)が里親に関することや支援メ

ニュー、措置費に関する業務を行っている。 

 

４）里親担当職員と地区担当ケースワーカー(児童福祉司)の業務分担 

 委託児童の措置に関することと実親に関することは地区担当ケースワーカー(児童福祉司)が担

当し、里親に関することや支援メニュー、措置費に関することは里親担当職員が受け持つ。しかし、

現実的には明確な分担が難しいため、情報の共有が最も大切である。里親が児童相談所に連絡して

くる場合も、連絡の内容や相談内容を担当毎に分けることが難しいので、受けた方の担当が内容を

整理した上で、適宜引き継ぎをする。通所、家庭訪問、実親との面会などの里親と子どもに関する

情報は、委託の継続の判断や家庭復帰等を検討するため、また、子どもの状態を把握するのに重要

なため、里親担当職員と地区担当ケースワーカーが小まめに連絡し合うことを徹底している。 

 

５）市町村との連携 

 大分県の里親開拓・制度普及は、平成 17 年度以降、市町村ごとに里親募集説明会を開催するな

ど、市町村の協力を得ながら実施してきた経緯がある。また、市町村職員には里親制度を知っても

らうために、里親向けの会議や研修にも、市町村職員の参加を積極的に呼びかけてきた。 

特に、平成 24 年度から地域ごとに開催した里親養育行政説明会では、市町村職員が里親と直接

意見交換する場を設けたところ、里親から、「一番身近な市町村からも支援を受けたい」と意見が


