第５分 科 会
児童相談所における
特別養子縁組への取組
主担当
概

横須賀市

会

場

横浜市社会福祉センター

要

虐待の連鎖を断って、パーマネンシーを保障し、あわせて家庭で育つ権利も実現する特別養
子縁組について考える場を提供する。

講演者 プロフィール

林 浩康（はやし ひろやす）氏
日本女子大学社会福祉学科教授
社会保障審議会児童部会委員、川崎市・東京都

児童福祉審議会委員

略歴
岡山県立大学保健福祉学科助手
北星学園大学社会福祉学部講師・助教授
東洋大学生活支援学科教授を経て現職
著書等
「社会的養護施策の動向と家族支援・自立支援」中央法規出版
「子ども虐待時代の新たな家族支援」明石書店
「社会的養護の近未来」明石書店
「ファミリーグループ・カンファレンス入門」明石書店
他
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●

講演者

林 浩康氏

●

司会

高場 利勝氏
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司会 プロフィール

高場 利勝（たかば としかつ）氏
横須賀市児童相談所長
略歴
平成４年４月

横須賀市役所入庁

児童相談所児童福祉司
こども育成部こども青少年支援課長

等

◀ 横須賀市のキャラクター「スカリン」
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横須賀市 資料

取り組みに至る経過
特別養子縁組の推進に向けた
横須賀市の取り組み

横須賀市における背景・・・
①平成５年をピークに、人口と出生数の減少
②児童相談所への相談受付件数の増加
③一時保護の長期化
④施設への入所期間の長期化・再統合の難しさ
⑤特定の愛着関係を結ぶ困難さ

2015年
2015年11月
11月８日
横須賀市児童相談所

これから、
社会的養護についてどのような内容を計画していくのか？

1

社会的養護の推進に向けて
①施設の専門的ケアの充実

・・・学習支援等

②里親開拓と委託の推進

・・・家庭的養護等

2

特別養子縁組について
横須賀市では、
これまで積極的に取り組んでこなかった
しかし

選択肢のひとつとしての

特別養子縁組

＊18歳以降の子どもの自立の大変さ
＊特定の大人との愛着関係の構築の大切さ
＊できれば新生児期から親子で暮らせることが良い…
に着目

支援する上での課題は多い
3

4

事

SIBの仕組みを活用した特別養子縁組
SIBの仕組みを活用した特別養子縁組

例

ソーシャル ・ インパクト ・ ボンド

ＳＩＢ ： Social-Impact-Bond
イギリス発祥の社会的課題を解
決する為の仕組み。投資家が
資金提供し、チャレンジングな事
業を行い、うまくいかない場合は税
を投入しなくてよいシステム。

概 要
実母 ： １７歳（無所属）

主に生活困窮者の自立
支援や、受刑者の社会復
帰に成果を上げてきた。

特徴：民間との協働

＊非行歴あり
＊児童相談所の係属歴あり
＊母方祖母と共に、妊娠33週時に来所相談

日本では、日本財団がこの
仕組みを活用して社会的
実験を行うことに！

支援のはじまり
＊児童相談所で意思を確認し、民間団体の
民間団体の紹介
＊役割分担をしながら、支援開始

⇒2015年、横須賀市で特別養子縁組をテーマ
2015年、横須賀市で特別養子縁組をテーマ
に１年間のパイロット事業として着手
5
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事例（つづき）

実施してみての課題
＊『里親委託』ではないため、養親の居住地の児童相談所
の理解や協力を得ることの難しさ

支援方法
＊民間団体を中心に、児童相談所で継続面接

＊民間ＮＰＯと児童相談所、相互の手順や支援方法の違い
を調整する事に時間を要した
１

３

養親とのマッチング
手続きへの助言
５

２

４

実親へのケア

＊誰が？どこまで？責任を持って成長を見守るのか

医療機関との調整

＊実親の“気持ちの揺れ”へのフォローのあり方…
＊医療機関との調整 …病院ごとに受け止め方が様々

養親への育児支援と関係機関調整

7

8

実施してみての収穫

特別養子縁組に関わって

特別養子縁組は新生児委託が望ましい
・・・新生児期の濃密な親としての関わりを乗り越えること
で愛着関係を密に築くことができる
（cf.“可愛い”の前に命を守ろうとする意識の醸成）

＊「育てられない」を主張した場合、特別養子縁組を提
示できることは、児童相談所も相談者にとっても支援の
選択肢や可能性が広がる
＊「育てられない」のか、「育てるための支援があれば育
てられるのか」、実親が子どものこれからについて真剣
に考えてもらう機会となり得る

民間の強み
①養親教育
②マッチング過程
③育児へのアフターフォロー

＊子どもが早い時期に、安定した環境を持てることは何
よりも望ましい
9

10
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林 浩康氏 資料

2015 年 11 月 8 日
第５分科会「児童相談所における特別養子縁組への取り組み」
日本女子大学人間社会学部 教授 林
目的

浩康

子どものパーネンシーを保障する上で、養子縁組は重要な選択肢である。
特に、乳幼児の特別養子縁組の推進は、予期しない妊娠で悩む方、子どもを育て
たいと望んでいるが叶わない方、こどもの家庭で育つ権利の保障の３者の問題
を同時に解決しうる社会的にも利益の大きい取り組みである。しかし、現状で
は主に一部の民間事業者まかせになっている部分がある。
今後、児童相談所が特別養子縁組推進に向けてどのようなことが出来るのか、
等を考える場を提供する。

概要
１ 厚生労働科学研究による児童相談所における養子縁組に関する実態調査に
ついて
・全国児童相談所の取り組み状況
・調査で見えてきた課題

２

パーマネンシー保障のための養子縁組推進の重要性
・０歳時死亡事例防止
・リーガルパーマネンシー（法律的安定）保障と子どもの安定

３ 児童相談所が今後、養子縁組推進を図るためのアイデア
・民間養子縁組相談支援機関との連携・協働の可能性
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平成２６・２７年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）総括研究報告『国内
外における養子縁組の現状と子どものウェルビーイングを考慮したその実践手続きのあり方
に関する研究』「児童相談所における養子縁組に関する研究」を通して
日本女子大学 林 浩康
研究協力者
櫻井 奈津子
髙橋 一弘
久保 樹里
横堀 昌子
山本 真知子
山口 敬子
栗原 明子
三輪 清子
昨年度調査結果
１.本調査研究について

本調査研究は、平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）に基づき
「国内外における養子縁組の現状と子どものウェルビーイングを考慮したその実践手続きの
あり方に関する研究」というテーマで行われた。2 カ年計画で行われ、本稿はその初年度の研
究成果に基づくものであり、以下の 4 つのテーマに基づく研究班により構成される。①児童相
談所における養子縁組調査研究、②民間機関における養子縁組調査研究、③日本における国際
養子縁組の調査研究、④国際・国内養子縁組を含む海外における調査研究である。海外研究は
アジア（韓国）、ヨーロッパ（ドイツ、オーストリア、アイルランド、イギリス、フランス）、
北米（アメリカ、カナダ）とした。また法学、心理学、医学等の研究者や養子縁組実務者をア
ドバイザーとして組織化し、随時研究結果に関して意見交換できる体制を図ってきた。分担研
究者数および研究協力者数は計 30 名、アドバイザー7 名である。本報告では、児童相談所に
おける養子縁組調査研究に限定して論じることとする。
２.目的
本調査研究の目的は、児童相談所における養子縁組や養子縁組里親に関する取り組み状況、
職員体制、生みの親の支援状況等について明らかにするとともに、その結果を踏まえ政策提言
を行うことである。また児童相談所における養子縁組の実態把握や基礎資料に基づき、子ども
のウェルビーイングを第一に考慮した養子縁組手続きや相談支援、および養子縁組後の相談支
援等に関するガイドラインの作成に資する資料を提示することである。
３.研究方法
児童相談所における養子縁組調査研究
（全体票）
全国全ての児童相談所に対し、質問紙を送付し、記入後返送してもらった。調査実施期間
は 2014 年 8 月 10 日から 9 月末日。全国 207 カ所の児童相談所の内 197 カ所から回答を得、
回収率、有効回答率はともに 95.2％であった。
（個人票）
平成 25 年度に児童相談所が関与して養子縁組が成立した子どもについても個別調査票によ
って各児童相談所に対し調査を行った。回収された個別票は 269 であった。
（本報告では割愛：
報告書Ｐ６５～）
４.全体票の研究調査結果の概要
① 職員体制・里親登録数等
・ 里親・養子縁組担当の職員体制については、1 人でも「常勤専任」を配置している児相は
28.4%にすぎない。常勤で他の業務と兼任している職員と非常勤の専任各々１人ずつが業務
に携わっているという組み合わせで担当している形が 32(16.2%)で最も多かった。
1
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参照（③ １)）
平成 25 年度新規の特別養子縁を前提とした里親委託数が最も多いＡ市では１９件であり、
次いで８（3 箇所）、７件（1 箇所）と続き、平均 1.4 件。０件であったのが７８児相（39.6%）
であり、地域間格差や児相間格差が大きい。Ａ市は正規 3 人と非常勤 2 人、さらに民間の養子
縁組相談支援機関と連携している。
・ 里親常勤専任を配置している自治体の登録里親数が相対的に高かった。
・ 里親認定のための審議会の年間開催回数は最大 12 回、最小１回と格差が大きく、平均 3.7
回であった。登録数が多い自治体で認定部会開催回数が多いわけではなく、「年 4 回」開催
されている自治体での登録里親数がとくに多かった。
・ 回答のあった６４か所の中央児童相談所における養子縁組を希望する者の里親登録につい
て、「希望者により養子縁組希望里親のみ登録の場合と養育里親にも登録する場合がある」
が最も多く 45 カ所(70.3%)、次いで「希望者はすべて養子縁組里親のみに登録する」が 9 カ
所(14.1%)である。
「養子縁組希望里親はすべて養育里親のみに登録」と回答した中央児童相
談所は６カ所(9.4%)である。
・ 養子縁組希望里親への研修について各中央児童相談所でとりまとめられた結果では、「養
育里親と合同で行っている」が 47（73.4%）で最も多い。養育里親と合同で行っている研修
の 1 年における開催回数は年２回が最も多く、24 カ所(51.1%)であった。
②養子縁組前後の生みの親、養親への配慮や対応、支援
・ 養護相談の際の養子縁組への配慮や対応
1) 養護相談の際に、生みの親へ養子縁組に関する説明をするのは、
「養子に出して欲しい」
と相談を受けた場合にすることが最も多く約 8 割の児童相談所が選択。
「生みの親の状況か
ら家庭復帰が困難と思われるケースに説明する場合」が約 6 割で、この 2 項目が多く選択
された（複数回答）。
2) 平成 25 年度に、生みの親から養子縁組希望の相談を受けた児童相談所は全体の 6 割、
総相談件数は 290 件。そのうち 3 割の児童相談所で、生みの親が養子縁組の希望を取り下
げた。取り下げ総件数は 56 件だった。
3) 生みの親から養子縁組希望の相談がなくても、児童相談所の判断で養子縁組を前提とし
た里親委託を決定した児童相談所数は平成 25 年度で 17（8.6％）、総件数は 28 件と少ない。
4） 平成 25 年度に、養子縁組が適当と児童相談所が判断しながら、生みの親の同意等の問
題で里親委託に至らなかった事例があった児童相談所は 44 で約 2 割強。25 年度の取り止め
件数は 73 件だった。
・ 養子縁組に対する同意と生みの親支援
1) 6 割弱の児童相談所が、家庭裁判所への養子縁組申立時に、生みの親の意思を再確認し
ている。一方で、生みの親から一度意思確認ができていれば同意とする児童相談所も 3 割
弱あり、再確認の時期や判断に差がみられる。再確認の理由は「一度だけでは冷静に判断
できているか不明」が最も多く、次いで「すべてのケースについて複数回の確認」、「家庭
裁判所から調査が入ることを伝えるため」などが挙げられた。
2) 生みの親自らが子どもを養育することになった場合、「どのような場合も情報提供を行
っている」を選択した児童相談所は約半数にとどまる。「生みの親から相談を受けた場合
には行っている」は 4 割。また情報提供時に、実際に制度利用につなげるために何らかの
対応を行っている児童相談所は 7.5 割。支援内容で最も多かったのは市町村の担当窓口（生
活保護、母子相談など）につなぐで、次に多かったのは関係機関への情報提供や支援依頼
である。
2
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・

養子縁組前後の支援
1) 養子縁組申立て前の里親委託期間中には、殆どの児童相談所が支援を実施している。こ
の間の家庭訪問は「特に頻度は決めず必要に応じて」が最も多く 4.5 割が選択、2 位は「そ
れ以外の頻度」で 2 割強、3 位が「1 か月に 1 度」で 1.5 割。
「それ以外の頻度」では、里
親委託ガイドラインや、ガイドラインを目安に各所で具体的な頻度を決めている例が多か
った。しかし、中には半年に 1 回、年 1～3 回のような回答も見られ訪問頻度の差が大き
い。「その他」では、「里親支援機関と連携しながら頻回訪問に努めている」「里親支援担
当、支援専門相談員と協力してガイドラインに沿って訪問」などの例が見られた。
2) 6.5 割の児童相談所が、所の方針として養子縁組成立後の支援を実施している一方で、
実施していない児童相談所が 3 割強ある。支援内容としては、「里親会・里親サロンに関
する情報提供」が最も多く 8.5 割が選択、以下「養子縁組家庭への訪問」4.8 割、
「地域の
子育て支援に関する情報の提供」4 割、「養親が真実告知する際の留意点に関する支援」4
割弱、
「養親への研修の実施」3 割、
「その他」2.5 割と続いている。その他の例としては、
研修案内の送付、里親支援機関による支援、里親サロンや里親会を通じた支援が挙げられ
ていた。一方で特別養子縁組親子の交流の場や応援ミーティングなどこれまでにない養子
縁組家族独自の支援の場作りが 2 例紹介されていた。
③特別養子縁組とケース記録の保管および出自を知る権利について
・ 特別養子縁組について
1) 特別養子縁組を前提とした新規里親委託があったのは約６割の１１４児相で合計２７
６事例、１児相平均は１．４事例であった。委託がなかった児相も約４割の７８児相あっ
た。
2) 特別養子縁組を申し立てた事例について、容認された事例があったのは約６割の１１４
児相で２６７事例、１児相平均は１．６事例であった。事例がなかった児相も約３割強の
６６児相あった。
3） 申し立て後に取り下げをした事例があったのは４児相で４件、却下された事例があっ
たのは４児相で９件であった。
4） 申し立てを取り下げ、あるいは却下された事例のうち、その後普通養子縁組の申し立
てをし、容認された事例はなかったが、再度特別養子縁組の申し立てをして容認された事
例が２児相２件あった。
5） 特別養子縁組が取り下げ、却下された理由としては、「実父母が同意を撤回」が２件、
「実父母の同意がない」が１件だった。その他に、親権者でない親が同意しなかった、特
別養子縁組をする理由がないなどがあった。
6） 棄児の場合を除き、生みの親の同意が得られないまま特別養子縁組を申し立てた事例
があったのは１０児相であった。
7) 申し立てた事例があったと回答した１０児相のうち、生みの親が行方不明の場合に、申
し立てた事例があったのは７児相であった。申し立てまでの平均日数は４１０日であった。
8) 生みの親の同意が得られないままに申し立てる場合に工夫していることについて、自由
記述してもらったところ、以下のような回答があった。
・できる限り探す努力をし、証拠を残した。
・他の親族（祖父母など）に生みの親がどのような意向を持っていたか確認した。
・申し立てをする前に弁護士や家裁に相談した。
・児童福祉審議会にかけて、了承を得た。
9) 生みの親の同意がないまま特別養子縁組を申し立てた事例について、容認されたのが８
児相８件で、取り下げや却下の事例はなかった。
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10）特別養子縁組成立後に離縁についての相談があったのは１児相で１件であった。これに
ついても、実際の離縁の申し立てはなされなかった。
・養子縁組ケースの記録の保管と出自を知る権利について
1) 養子縁組が成立したケースについて、そのケース記録の保存は永年保存が約７割の１３
５児相、有期保存が約２割５分の５３児相であった。
2) 有期保存の場合、年数で規定しているのが２１児相、年齢で規定しているのが３３児相
であった
3) 年数規定では一番多かったのが「３０～３９年」の１０児相で平均年数は１９．８年で
あった。年齢規定では「２５歳」が３０児相と圧倒的に多く、平均年齢は２５．８歳であ
った。
4) 成長した養子から出自に関する問い合わせ等があったのは約１割の１８児相で、 実際
に生みの親に関する情報を提供したのは１２児相、提供しなかったのは６児相であった。
情報提供した内容について自由に記述してもらったところ、以下のような回答であった。
・養子に来所してもらい、生みの親の情報、委託の経緯を口頭で伝えた。
・個人情報保護条例に基づき、ケース記録を部分開示した。
・生みの親に連絡し、了承を得た上で生みの親の状況と連絡先を伝えた。
・戸籍の取り方、そこから遡る方法を説明した。
・養親と相談の上、養子が傷つかないよう言葉を選んで伝えた。
④養子縁組を希望する里親への管外委託および新生児の養子縁組
・ 管外委託を実施している児童相談所は 85 児相（43.1%）で（その内、都道府県を越えた管
外委託は 19 児相）、実施している児相の 70%以上が「所管内に受入れ家庭が見つからない場
合」と回答している。
・ 管外委託実施時の連携では、70%以上の児相が「ケースに関する記録の提供」
「養親候補者
と養子候補児童に関する情報の提供」、60%以上の児相が「家庭訪問への同行」を行っている。
・ 新生児の養子縁組を実施している児童相談所は 44 児相（22.3%）で、多くの場合早期委託
による安定した環境の提供、養親との愛着関係形成を重視するといった子どもの最善の利益
を考慮しての実施である。
・ 反対に、新生児の養子縁組を実施していない児童相談所の多くが、子どもの発達状況・障
害等の見極めや親の意向確認に一定期間を要することを、実施しない理由としてあげていた。
・ 新生児の養子縁組は、登録里親数の多い児童相談所、専任担当者を配置している児童相談
所で実施する割合が高い傾向にあった。
⑤民間養子縁組事業者との連携
1)民間養子縁組事業者から児童相談所への相談・通告の件数は、4 児童相談所で 6 事例だった。
相談の理由としては、養親希望者が養育を始めるまでの間に子どもを監護・養育する者がい
ないため、生みの親による養育が不適切であるためといったものがあった。
2)上記１の 6 事例の内で、民間養子縁組事業者から児童相談所への情報提供があった事例は、
あらかじめ情報提供があった事例が 2 事例で、児童相談所から情報を求めた結果情報提供が
あった事例が 1 事例だった。
3)上記１の 6 事例に対する児童相談所の援助方針は、養子縁組里親委託が 1 事例、その他が 5
事例であった。
4)養親希望者から児童相談所への相談は、56 児童相談所で 107 事例あった。このうち、同居の
届がなされた事例は 105 事例であった。
5)上記 4 の養親希望者からの相談事例で民間養子縁組事業者と情報共有を行ったのは 5 児童相
談所のみであった。
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6)児童相談所から民間養子縁組事業者に対して協力を要請した事例は 6 児童相談所であった。
その内容は、
・生みの親が民間養子縁組事業者によるあっせんを希望したため
・同居人届けを出させた事例
・生みの親の同意書の徴収を依頼した事例
・民間養子縁組事業者と連携してマッチングをしている、などであった。
7)児童相談所と民間養子縁組事業者との連携の在り方を自由記述で聞いたところ、以下の様な
回答があった。
・まずはお互いのことを知るための情報共有が必要。
・個人情報の取り扱いを慎重に検討する必要。
・民間事業者から児童相談所に養子候補児や生みの親の情報を提供してほしい。
・児相で登録している里親に事業者から委託した場合には情報がほしい。
・民間事業者は児相の里親委託と同等の基準で活動する必要。
・民間事業者から同居の届けを指導してほしい
・民間事業者による養親希望者の適性の判断が見えない。
・民間事業者の場合、ベビーシッター宅を転々としている事例があり子どもにとって不適切。
・身近な養親子支援サービスを民間事業者が行い、マッチングは公が行うべき。
研修や、縁組成立後支援、真実告知、子どもの権利などの情報提供を民間事業者が実施
・児相の里親認定を民間事業者での養親の条件とすべき。
・民間事業者の方が生みの親・養親ともにメリットが大きく、児相の養子縁組里親制度が有
名無実化するのではないか。
・連携は考えられない。
8)国際養子縁組が適当と判断する場合の方法と基準について自由記述で聞いたところ、以下の
様な回答があった。
・該当事例がないためわからない
・子どもがハーフや外国人同士の両親で養育困難な場合は ISSJ（日本国際社会事業団）に相
談する。
・国内で養親候補者が見つからない場合に、民間事業者に選定を依頼する。
・公的機関が国際養子縁組に踏み出すのは慎重になるべき。
・県内の希望里親が多数待っている状態のため、国際養子縁組を検討することはない。
・希望があっても対応できる体制がない。
・里親登録した外国人に委託した事例がある。
・双方または一方が外国籍の里親に養子縁組前提で委託する場合がある。
・日本人の生みの親を持つ子どもの場合、民間事業者が国内で養親希望者が見つからなくて
も、行政に相談して児相の里親を捜すなど、国内での成立をまず目指すべき。
・国際養子縁組については都道府県単位を越えたマッチングを検討するなどのルール作りが
必要。
５.考察・提言
・ 子どものパーマネンシー保障を具体化する上で、養子縁組は重要な選択肢である。生みの
親の同意が得られる場合、子どもの時間感覚を考慮し、一刻も早く法律的安定を伴った養子
縁組を行うべきである。そうした意識の醸成と具体化する実務のあり方が提示される必要が
ある。その上で、公民機関が協働して養子縁組を推進する体制づくりが必要である。
・ 里親・養子縁組業務に各児童相談所で専任職員を配置し、養子縁組に関する何らかのガイ
ドラインを作成する必要がある。説明内容や対応方法により生みの親の意思決定内容は左右
5

107

第５分科会

される。
・ 養子縁組に関してその業務の特殊性から常勤職員が一貫して業務に専念できる体制が望ま
しい。とくにマッチングは長年の経験が重要であり、マニュアル化が困難な業務である。長
期での勤務が可能となるよう、専門職化することが必要である。
・ 先に述べてように、養子縁組成立ケースが最も多いＡ市では、1 年間（2013 年度）に成立
した養子縁組成立数は 16 であり、
次いで 11、10 件と続く。０件であったのが 83 児相（42.1%）
であり、地域間格差や児相間格差が大きい。Ａ市は正規 3 人と非常勤 2 人、さらに民間の養
子縁組相談支援機関と連携している。そうした体制でこれだけの成立数となっていることに
鑑み、それ以外の児相における体制強化や民間機関との連携が必要不可欠である。
・ 里親研修や認定のための審議会の開催回数の自治体間格差を検討する必要もある。こうし
た回数が登録里親数に影響を与える。またその際提出される書類や過程は自治体により異な
る。
・ 養護相談に占める養子縁組相談の比率は少ない。平成 25 年度に児童相談所が対応した「養
護相談」は 127,252 件で全体の 32.5％を占める（厚生労働省「平成 25 年度 福祉行政報告
例 結果の概要」）。今回の調査によれば、平成 25 年度に生みの親からの養子縁組相談は 290
件で、これに児童相談所の判断で養子縁組前提の里親委託を決定した事例 28 件を加えても
318 件で、全養護相談の割合に占める比率は 0.25％である。
ここまで
・ 2 割強の児童相談所で、生みの親の同意等の問題で縁組に至らなかった相談があり、子ど
もの養子縁組を巡って揺れる生みの親の様子が窺える。一部の諸外国のように、子どものパ
ーマネンシー保障を考慮し、一定期間（長くとも 2 年）を経過して家庭復帰が困難な子ども
には養子縁組を提供できるよう、親権への介入のあり方を検討すべきである。
・ 養子縁組を進めるにあたって、7 割の児童相談所が、家庭裁判所に申立を行う際に生みの
親に再確認を行うと回答したが、3 割は一度同意が取れていればよしとしており、対応に差
がある。家庭裁判所での手続きが開始されることを踏まえると、この時点での生みの親への
再確認は必須と思われる。
・ 生みの親自らが子どもを養育することを選択した場合の支援について、必ず情報提供を行
うと回答したのは半数の児童相談所にとどまる。当初養子縁組を希望したことを踏まえると、
生みの親の養育環境の厳しさは容易に想定できるが、そういった中で、この半数という回答
は少ない。また、さらに情報提供時に何らかの支援を行っている児童相談所が 4 分の 3 とい
うのも十分とは言えない。状況に応じて同行訪問を行っているといった回答もあったが、今
後はさらに生みの親のニーズや養育状況をよくアセスメントし、その結果に基づいたきめ細
かい支援が必要である。また生みの親の意思決定内容は社会資源内容に大きく左右されるこ
とから、サービスを創造することも重要である。
・ 養子縁組申立て前の里親委託期間中には殆どの児童相談所が支援している。家庭訪問は「必
要に応じて」が最も多いが、ガイドラインに沿って各所で目安を決めている場合から年数回
の訪問までばらつきが相当ある。今後はガイドラインを基により具体的な目安を示す必要が
あるだろう。
・ 養子縁組成立後に支援を実施している児童相談所は全体の 6.5 割、支援を実施していない
児童相談所が 3 割強である。実施している支援内容も、里親会や里親サロンの情報提供が主
となっていた。自由回答からは、真実告知や出自を知る権利の保障等、養子縁組家庭ならで
はの養育の悩みや課題があることに気づき、新たな支援の場をつくる必要性を感じていると
か、出自を知る権利を保障するために養子となった子どもの記録の永年保存が必要など、新
たな支援の枠組みをつくる必要性に気づきながらも、里親委託解除に伴うケース終結という
6
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従来通りの児童相談所の枠組みの中で消極的な支援に終始したり、縁組後養親が関わりを拒
みフォローすることができない難しさが述べられている意見も多くみられ、養子縁組親子を
支援する体制と支援方法はいまだ未整備である。
・ 今後は、養子縁組が社会的養護の一翼を担う重要な受け皿であることを、児童相談所職員
がまずよく認識を深める必要がある。その上で、現状の養子縁組希望里親への研修のあり方
を見直し、養子縁組希望者にも研修を実施し、養親希望者が社会的養護や養子縁組家庭なら
ではの養育上の課題についてよく理解することが必要である。
・ その上で、養子縁組家庭の支援を行う新たな枠組みをつくることが求められる。対象児童
の記録の永久保存、出自に関する支援、真実告知に関する支援、養子縁組家族の交流の場づ
くりなどが今後求められる支援として想定される。これらの支援を具体的に展開するために
は、例えば、里親支援機関が養子縁組家庭の支援も行うなど、役割を明確化したうえで、新
たに養子縁組家族を対象とした交流会等を組織する、支援機関職員を充実させ養子縁組家庭
への支援を専門とする職員を配置し養子縁組家庭へのソーシャルワークを実施する、支援の
ネットワークを構築するなどが想定される。養子縁組を巡るよりきめの細かい支援が今後さ
らに必要である。
・ 特別養子縁組前提の新規里親委託があった児相は約６割で２７６ケースに留まっており、
４割近くの児相では、新規委託がないという結果だった。また特別養子縁組を申し立てて容
認されたケースがあった児相も約６割で２６７ケースとなっており、特別養子縁組前提で委
託された児童は殆ど縁組が成立しているものと思われる。
福祉行政報告例によれば、平成２５年度中の新規里親委託は１４４３ケースなので、特別養
子縁組前提の委託ケースは里親委託の中でもまだまだ少数派であり、今後さらに委託できる
児童を増やすよう、児相の一層の努力が望まれる。
少数ではあるが、取り下げまたは却下となった事例を見ると、実父母の同意が得られなか
ったものが多く、申し立て前に実父母の同意についての十分な確認が必要であろうと思われ
る。しかし、父母が行方不明の場合などでは、同意が得られないまま申し立てをしても容認
された割合が高かった。裁判所の理解が得られるよう、あらかじめ十分な準備をしておくこ
とで、特別養子縁組が可能な児童を増やすことができるのではないだろうか。
・ 管外委託は、管轄地域内に適当な里親候補を得られない場合、生みの親等の状況から遠方
地域への委託が望ましい場合に実施されており、登録里親数との相関関係はとくに見られな
かった。管外委託を行った場合に多くの児童相談所がケース記録の提供等必要な連携を行っ
ている一方で、「ケースに関する記録の提供」も「養親候補者と養子候補児童に関する情報
の提供」も行っていない児童相談所が 11 児相あり、そのうちの 8 児相は連携対応の詳細に
ついて無回答であった。複数機関・複数の児童相談所が関わって委託を決定し委託後の対応
を行う場合の対応マニュアルを整備する必要があるだろう。
・ 新生児の養子縁組を実施している児童相談所は、早期委託による安定した環境の提供と養
親との愛着関係形成を重視しており、委託児童の障害・疾病が判明した時の対応として、事
前に養親候補者から誓約書を提出させるなどのリスク対応を行っている。一方、新生児の養
子縁組を実施しない理由には、委託児童の障害・疾病に対する見極めや親の意向確認には一
定期間が必要だとの意見が多くあげられた。養育者の継続性を優先するか、それとも将来的
なリスクを想定しより慎重な対応をとるかで、委託の判断が大きく分かれていることを示す
結果であった。新生児の養子縁組は、常勤・非常勤を問わず専任担当者を配置している児童
相談所において実施率が高い傾向にあり、養子縁組を含む里親委託の意義を理解した実践者
の存在が新生児の養子縁組の実施に影響を与えているものと思われる。
・ 民間養子縁組事業者と児童相談所とのケース情報の共有に当たっては、個人情報に関する
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取り決めなど、ルールを作成する必要がある。
・ 一部の自治体での取り組み事例を参考として、民間養子縁組事業者と児童相談所との間で、
養子候補児と養親希望者とのマッチングを行うシステムを検討することが望ましい。
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