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橋本 達昌氏　橋本と申し
ます。どうぞよろしくお
願いします。

それでは最初に、大分
の河野さんから大分県の
アフターケアセンターでの
先進的な取組事例の報告
をお願いしたいと思います。

河野 博明氏　こんにち
は。私は児童養護施設の
子どもたちと関わり始め
て 30 年近くになります。
このアフターケア事業を
始めたのは平成 23 年の４
月からです。平成 22 年に
国が退所児童等アフターケア事業を一般化したとい
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うことで、大分県から大分県児童養護施設協議会（県
養協）にアフターケア事業を始めないかと提案があ
ったようです。県養協の出納会長が受けてくださっ
た。それで、児童養護施設で長いこと子どもと関わ
っていた私と児童自立支援施設や児童相談所経験者
のもう１人、計３人で始めることになりました。

実は、こういう相談所というのはなかなか一般の
人には受け入れてもらえなくて、４度相談所が変わ
りました。最初はマンションの一室を貸してくれた
のですけれども、マンションの管理組合というのが
あって、即刻出てください、不特定多数の出入りは
困るということで１か月も経たないうちに退去させ
られました。その後、少し不便な所ですが、母子相
談室の一室、穴のような所で相談業務をしていまし
た。相談をするには子どもたちが立ち寄りやすい
所、街の中が良いねということで、ずっと模索をし
ながら１年経って街の中に出ました。ここなら落ち
着いて仕事ができると言っていたところに、「子ど
も・若者育成支援推進法」とかいうのがあって、県
が総合相談所を開設するから若者の自立支援を一本
化しよう、ワンストップ化ということが言われまし
て、また引越しをしました。今、ワンストップ化が
始まって３年目に入るのかな、少しぎくしゃくして
いますが、青少年の自立支援ということで引きこも
りとか不登校の子どもたちの相談。それから、若者
の就労支援をしているサポステと、うちと３団体で
狭い部屋の中で仕事をしています、なかなか難しい
なと思っています。

ここは、ビルの４階にあり、事務系統のビルで、
子どもたちにとっては敷居が高いし、地域と交わる
ことがなかなかできないので、ここも早く退去して
もう一度街の中でというような考えもあります。

アフターケアをずっと続けてきて、世の中で「孤
独でありたい。孤独がいい。」ということを耳にし
ますが、僕は贅沢な要求だと思います。施設を出た
子どもたちは、ふと気が付くと本当に一人ぼっちで
す。午前中のお話の中にありましたけれども、一般
家庭のお子さんは一人ぼっちということはほぼあり
得ないことだと思いますが、施設を出た子どもとい
うのは支援をする人たちが本当にいない。うしろだ
てが全くない。施設の「普通」ということが社会で
は通用しないことが多いというか子どもたちは、そ
のことを理解出来ていない。施設はいつでも必要な

時に必要なものが手に入ります。幻かもしれないで
すけれども、自分の生活基盤が安定したような形で
あります。住むところとか寝るところとかお金とか。
でも、働き始める、社会に出るとそれは全部自分の
力で作っていかないといけない。そういった意味で
は、すごく不自由をしているのではないかなと。

ある高校生の事例ですけれども、授業で保険証を
持っていても受診するとお金を払わなければいけな
いと聞いて、「私、お金払ったことがない、受診券
だけで済ませている。病院にかかったらお金がいる
の？」というような会話をして、その子が施設にい
ることが分かってしまったというようなことがあり
ました。

このアフターケアをスタートした年に、施設を出
た子どもが自殺をしました。この子も一人ぼっちだ
ということで、違う施設の子ども（センター利用者）
にメールを送っていたのです。それを受けた子ども
は、お風呂に入っていて自分がそのメールに応えら
れなかったので自殺してしまった。それを今度は自
分の責任のように思ってずっと引きずっているので
す。センターがあるよという話はしたけれども、そ
れを生きる力にまでつなげられなかったということ
で、何年も何年もそのことを引きずって生活してい
る子どもがいます。

そういった形でアフターケアを始めたのですが、
支援の基本姿勢というのは継続的に個別にずっと見
守り続けよう、伴走型でやっていこうということを
基本にしています。　

失敗しても良いよ、すぐには働かなくても良いよ
と言っています。何年か経つうちにステップアップ
できたら良いなと思っています。施設出身者の子ど
もたちがたくさんいるなと。居場所に来る子どもた
ちを見ていると、どうしても施設にいると、高校を
出たらとか、短大を出たらとか、勉強したくない子
は中学を卒業してとか、働くことで社会人になる、
自立できると思われがちだし、子どもたちは早く働
かないといけない、とたぶん感じているのだろうと
思いました。

あるセンターに来ている高校中退者の子に「何が
したいの？」と聞きました。すると、その子は働き
たいと言うのです。本当に働きたいのかなというの
が僕らの気持ちでした。何か月かが過ぎても働く素
振りもない。その子にとって施設を出るということ
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は働くという選択肢しかなかったのです。それを大
人が気付くか気付かないか。子どもは他に選択肢が
ないので、無理やり、仕方なく「働く」と言ってい
るのです。16 歳、17 歳の子どもは、本当は遊びた
いのです。お金があって、住むところがあって、誰
かが支えてくれれば、遊びたいなと本音のところで
は思っているのですけれども、施設を出る時点では
選択肢が１つしかないので本音を話せないのです。
そういうことを施設の方には分かってほしいと思い
ます。分かってほしいということは、その子たちを
ずっと見るぐらいの腹づもりで受けてほしいと思っ
ています。

事業の内容ですが、そういう生活上の問題とか就
学、就業の問題の相談を受けたり、あとは、社会的
養護の高校生を対象にソーシャルスキルトレーニン
グ（SST）というのをしています。これは、里親さ
んとかファミリーホームとか、母子生活支援施設の
子どもも対象にしています。それから、小学校の高
学年から中学生に対するキャリア教育をインケア事
業として、小さい時から何年か先には働かないとい
けないということを子どもたちが自覚してほしいと
いう思いから実施しております。

あとは卒園生の交流会とかサロンの開設とか、
国が示した指針に則ってやっています。私どもの
SST の一番の特徴というのは、参加型のグループ
ワークです。最初はずっと座学で実施していたので
すけれども、２年ほど前から職業指導員の育成も兼
ねてグループワークに切り替えました。大分の場合
は職業指導員というのですが、本来の姿としては自
立支援専門員だと思いますが、それを県に要求した
ら、それは別枠ではなかなか設けられないから法に
則っていけば職業指導員の配置はできますよという
ことでしたのでお願いしました。国に働き掛けても
らって、９施設あるのですが現在８施設まで配置さ
れています。当初からですけれども、この職業指導
員さんたちを核に毎月定例の連絡会議を開いていま
す。難しい事例の勉強会をしたり、こういう事例に
ついてはこんなことをしていましたという報告をし
たり、各施設でのアフターケアの取組はどうしてい
るかという情報交換をする機会を持っています。

その情報交換の中で、職業指導員の中から「今ま
で SST で色んな講習会をしてくれたけれども、単
発では子どもに力が付かないよ。」と。「それはそう

だな、１年のうち１回半日ぐらいかけてしたってコ
ミュニケーション能力は付かないよね。」ということ
で、２年程前から座学をやめました。それで、グルー
プワークをやっています。貧乏なセンターですから、
お金を使わなくて知恵を出し合って何とかしよう
と。その中で職業指導員が施設に帰って自分たちと
同じような仕事を日常の中でやってくれるようにな
ると良いなということもあって、職業指導員を育て
ることも含めてのグループワークをしています。

このグループワークは、１グループ２～３人で、
全然違う施設の子ども同士にします。４月か５月に
第１回目をやるのですけれども、知らない人同士が
一緒になります。そこに、その子どもたちと全然違
う施設の職業指導員が入るから、例えば、４人のグ
ループであれば、４施設の人たちの集まりになるの
です。毎回そういう入れ替わりをしながら年４回、
コミュニケーション能力を高めることを目的にグ
ループワークをしています。

例えば、今年の６月だったか、子どもたちに１人
1,000 円、４人グループだと 4,000 円渡します。そ
れで、そのグループで相談してお昼に食べる物を考
えてもらう。職員は入りません。４人グループの時
は職員１人、子ども３人ですけれども、その３人で
お昼に作るものを予算の中で決めてもらって近くの
店に買い物にいく。そして、３人で作る。職員は行
動観察をするだけです。実は、食事は自分が作った
ものは食べられないのです、作っている間は誰も知
りません。シャッフルして抽選で当たったグループ
の食事を食べます。１グループは栄養士が入った職
員だけの食事を作るチーム。これもシャッフルをし
ますから、職員の作った食事が子どもたちに当たる
場合があります。後で感想を述べあったり、難しかっ
た料理の仕方とか振り返りをします。そうすると、
自分たちが日常買い物に行って食べる食事以上のも
のが予算の中で体験します。

子どもたちはお金を使うのが随分上手いなと思い
ます。ワークの最後に清算をしてもらうのですが
20、30 円しか残らないのです。デザートやジュース、
アイスまで準備します。そういった面白いワークを
ゲーム感覚でやっています。

それから、２年程前に始めたことですけれども、
野外活動でオリエンテーリングをした時に、これを
SST に活かしたいとの発案から実施したのがリア
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ルオリエンテーリングです。最初に始めたのは高校
３年生が仮卒業をした時期、だから２月ですか。そ
の時期に、もう少し実体験をとおしてアフターケア
センターを知ってもらおうということで、市役所に
行って住民票を取る。それから、銀行に行って模擬
紙幣を使って口座を開いて入金、そして今度は入金
したお金を出して家賃などの振込みをする。そうい
うことを実体験する。これは、労働金庫さんの協力
を得て平日の窓口でやります。驚いたことは、最初
の年、子どもたちは整理券を取ることができないの
です。じっと座って待っている。銀行の人が整理券
を取ってくださいと言って初めて取る。そういうこ
とを職員が気付き、体験しました。

これをもっと広げたいねということで、高校１、
２年生の夏休みに実施したのです。同じことをして
もおもしろくないから公共交通を使う、バスに乗っ
てもらおうと思って、８キロほど離れたところに会
場を設けて、そこをスタート地点にしました。そう
すると、何が起きたか。バスの利用が絶対条件では
なかったので、バスに乗らない子は真夏の暑い時間
に職員と一緒に往復歩いて、用件を全て済ませて
帰ってきました。お昼はどうしたかというと、コン
ビニとかで買ってきてみんなで食べました。お昼が
過ぎても、１時になっても食べないで帰ってきます。
こういうのもおかしいなと僕らは思いました。何で
途中で食べられないのか。しなければいけないこと
を済ますまで食事ができない。職員はバスに乗ろう
とかは言えないから、子どもが行動するとおりにつ
いて帰る。

では、もう少し難しいこと、失敗することも大切
だと改善を加えました。高校３年生は、車のローン
を組みたいということを窓口で相談します。どれぐ
らいの車が買えますかということで話が進むので
すけれども、最後に「何歳ですか？」、「18 歳です」
ということで未成年はローンを組めないということ
を知ってもらう。住民票も、高校３年生に対しては
本庁ではなくてバスでないと絶対に行けない支所に
行ってもらいました。そのバス路線とか金額も料金
表と地図で読みとってから出発します。ある班は全
然違う方向のバスに乗ってしまいました。職員は何
も言えません。約束の午後２時までに帰れなくなっ
たところでストップをかける。帰れないよというこ
とで。その時は、用務をストップしてセンターに

戻ってくるような仕組みにしています。失敗するプ
ログラムを組むことで、何故できなかったかを振返
りの時間に考えてもらうことにしています。毎回の
SST が子どもたちと私たち、それから職業指導員
たちの知恵比べです。必ず帰ったら振り返りをして、
何が悪かったか、どうしてできなかったかというこ
とを振り返りをします。それを今、センターがメイ
ンでしているのですけれども、将来は各施設でやっ
てもらいたいと考えています。少しずつですが施設
でもできる様になりました。

一時期、５名体制の時が２年ありました。でも、
その２年が過ぎたらまた３人体制になりました。ア
フターケア事業を続けていると、だんだん欲が膨ら
んできます。５人が３人になっても同じことを続け
てやりたいと思ってしまいます。やり始めたことは
続けたい。すると人が足りないのです。月に１回、
何時間でも良いから職業指導員に応援に来てもらえ
ないだろうかと県養協にお願いしました。月に１回
くらいだったら良かろうということで、毎月来てく
れるようになったのです。それでも、インケア事業
を始めたら、また人が足りない。それと、アウトリー
チができないのです。アウトリーチをする時に、２
人勤務ですから、２人で出かけることができない。
常時、居場所に遊びに来ている子どもがいる。その
対応もしないといけないので、これでは回らないな
ということで、県養協に再度無理なお願いをして、
運営協議会という私たちの活動を支えている協議会
があるのですが、そこに図って今年の９月から毎日
センターの応援を頼んでいます。

時間が来たようなので、途中ですけれども終わり
ます。

橋本氏　ありがとうございました。大分のアフター
ケアセンターの特徴は、全ての児童養護施設の施設
長や里親会の代表の方、そういう方々が運営委員と
して関わっておられる。さらに例えば福井で言った
ら、福井市内のすごく良い場所にセンターがあって、
そこに県内５つの児童養護施設と里親さんの元で育
てられてきた子どもたちがアフターケアとして結集
できるというか、色んな相談に来られるという形に
なっているというのがすごく特徴的なんです。その
センター長である河野さんの今回のお話は、そこで
どんなソーシャルスキルトレーニングをしているか
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ということのお話でした。
続いて、平井さんから児童養護施設や自立援助

ホームでの実践経験を踏まえたご報告をお願いした
いと思います。よろしくお願いいたします。

平井 誠敏氏　平井でござ
います。よろしくお願い
します。

名古屋の現状、私の実
践も含めて、先程あった
国のお話も少しだけでき
ればと思います。

名古屋には児童養護施設が 14 か所あります。私
は現在、名古屋若松寮という児童養護施設にいまし
て、この施設は４月から名古屋市の公立の施設が民
間移譲したものですから、前勤務していた名古屋養
育院から移動しました。４月から四苦八苦しながら、
子どもはスライドですが、職員は公務員から民間法
人に変わったものですから少し大変な目に遭いなが
らやらせていただいております。

あと、自立援助ホームはまだ１か所しかなくて、
これも私が兼務をずっとしています。自立援助ホー
ムは 26 年目です。平成３年１月に開所をしまして、
そこから夫婦住み込みでずっと 10 年間やって基盤
を作ってきました。今は、自立援助ホームも措置制
度になったものですから宿直ローテーションにして
います。

あと、児童家庭センターも１か所ですけれども、
去年まで私が兼務をしてやっておりました。

名古屋は５年前には 4.2％しか里親の委託率がな
かったのですけれども、少し頑張らないといけない
ということで、何とか里親支援専門相談員とかを割
り振りしながらやって、やっと現在 12.8％まで伸ば
してきましたけれども、なかなか伸び悩んでいます。
やはり都市部というか。里親さんはなかなか厳しい
状況ですが、名古屋なりに何とか伸ばしてきたと。

自立ということで、どうしたら良いのかなとか。
よく社会的養護の子どもたち、こういう感じで頭抱
えます。今、自立支援の施策が強化されていますが、
そういった子どもたちのこと、職員だけが分かって
いてはだめです。それをやはり子どもたちも理解し
てもらって、共有していかないと、やはり施策はで
きても、子ども達が何の理解もしないとなかなかや

はり難しいというのはそこにもあると思います。
東京は自立支援コーディネーターというのを全施

設で少し前に付けました。それが自立支援担当職員
ということです。名古屋も東京に負けるということ
で、今年から３人付けたのです。徐々に自立支援の
担当職員を全施設に配置しようということで。担当
はもちろんいますけれども、役割分担ですから、１
人の職員がお辞めになったり難しいです。ある意味、
入口の部分からインケア、リービングケア、アフター
ケアとこういう流れですけれども、施設の職員は入
口の部分から中身を一生懸命やられます。その中に
心理担当とか、個別対応とか FSW を含めている訳
ですけれども。そこからリービングケア、アフター
ケアにかけてはもちろん中の職員さんも協力するの
ですけれども、そこで自立支援担当職員がアフター
ケアまでを担っていくと。そうすると、役割分担で
中の現場の保育士とか指導員も、気持ちが幾分楽だ
と。何でもかんでも１人で解決しようとしたら、本
当に疲弊してしまってメンタルで辞めてしまわれる
職員もおります。

ということで、今の人材のこと。ここへ、ぽんぽ
んと出しますけれども。児童養護施設で言うと、１
施設当たりの平均勤続年数は 7.7 年です。過去３年
間で退職した職員は１施設当たり 8.5 人。５年未満
での退職は５割という、すごい数です。だから、す
ごく代わっているのです。もちろん、女性が多い職
場だと思いますので結婚退職、出産退職はあるとは
思うのですけれども、メンタル面でバーンアウトし
てしまう方も多いと思います。現実の厳しさという
か。希望を持って来られても現実の厳しさがあると
いうことです。

あと、ここには載せていませんけれども、自立援
助ホームで言うと、平均の勤続年数は３年から５年
です。あんまり大変だと言ってはいけませんけれど
も、やはり自立になかなか向かないお子さんたちが
自立援助ホームに来るものですから、結構職員は苦
労するのです。だからそこでお辞めになる年数とい
うか、なかなか伸びてこないというのはあると思い
ます。

私、自立援助ホームを 26 年やっているものです
から、私の家内もやっているんです。
「自立とは？」と当たり前のことを書きました。「誰

にも頼ることなく、自分一人の力で何でもできる。」
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と。これ、私は△にしています。必要なことです。
でも、△にしています。本当の自立というのは「適
度な人間関係を保ちながら自己意欲を持って生活し
ていける力。」、こういうふうに書きました。

あともう一つ。これは大事なことです。ソーシャ
ルスキルとか生活、就労、金銭管理、生活技術指導。
こういったことも大事です。でも、本人が心の傷を
癒やせないままずっと成長してきていますので、な
かなかそこは上手くコントロールができない部分が
あります。だから、やはり根本的なもののケアが必
要かなというのはあります。

色々な場面にぶつかりながら子どもたちの心の底
が見えてくる。付き合えば付き合う程、色々。それ
も上手に付き合わないとだめです。表面だけの付き
合いというのはだめになってきます。
「子どもを理解して行動をコントロールできるよ

うな技術が必要」と書きました。子ども自身にもコ
ントロールする力を学習させることが必要。一番大
事なのは、子どもから語ってくるようにならないと
だめです。私の経験から、やはり子どもが大人、援
助者に色んなことを語ってくる。それが大事だと思
います。

養護もやっていますけれども、これは自立援助
ホームの経験から。安心感・安全感・信頼感、当た
り前です。これの生活確保。そして、最小限の決ま
り。あまりルール、ルールと枠を作り過ぎるとだめ
です。今、当たり前の生活とか良く言われるのです
が、社会常識としての最小限の決まり。それはもう
当たり前のことですから。それをちゃんと認識しな
がら生活していくことは大事だと思います。

社会的養護の子どもは虐待の子どもたちも多いも
のですから、頭で考えるのではなく、身体で感じる
安心感の不足からくる警戒心と攻撃性がある。そこ
から色んな問題行動。行動上の問題が発生してしま
うことがあります。

なかなか感情コントロールできない。経験されて
いる方はお分かりだと思いますけれども、自分で自
分を上手くコントロールができないのです。まず
手っとり早いのは感情を言葉で表す、言語化すると
いうことです。真ん中に書きましたが、子どもたち
は受け身に自分を守るのが精一杯で、なかなかそこ
で育つことが難しい点もあります。

どうせどうにもならないという、開き直って切れ

るというか、そういう子どもたちも多くございます。
だから、人間に対する認識を変えていくことが必要
ではないかと。職員を利用してしまうのですね。利
用されてはだめです。本当に頼れる、頼める、そう
いった職員になることが大事かなと思います。

失敗をいっぱいします。それを繰り返しながら理
解をすることが大事です。自分の失敗を一歩一歩理
解することが大事だと思います。それが次のステッ
プにつながります。あとは、先程言ったように、い
つまでも心の傷を背負っている子はなかなか成長し
ていきません。変な言い方ですけれども、いつまで
も悲劇のヒロインではだめだよということです。過
去を乗り越えていく、そういう自信と勇気が必要で
す。それに気付かせることも大事だと思います。

犯罪傾向というか、非行傾向の強い子が多いと思
います。自立援助ホームなんかは司法がらみで家庭
裁判所の補導委託、それとか保護観察所の観察の少
年とか、あとは少年院を仮退院するときに行き場が
ないから来るとか、そういった子も多いです。再犯
をしてしまう子もいます。そのような子に関しては、
どうしても頭をひっくり返してあげないといけない
という、ある意味、ちょっとした枠組みも必要かな
と。でも、そこで処罰意識、罰の意識が働いてはだ
めです。その子たちの分からなさを知るということ
も大事だと思います。何で分からないのかというこ
とを知るということが大事だと思います。「わかる」
は、「かわる」ということ。「わ」と「か」を変える
と「かわる」になるのです。

今度は養護施設の関係でお話をします。やはり子
どもたちが施設に入所しますと、そこでは衣食住が
提供されます。そこの上に乗っかっていると、どう
しても施設の中で完結できてしまいます。そこで、
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施設適応力ではなく、社会適応力が身に付く支援を
しましょうと、うちの養護施設の職員にも言ってい
るのです。責任を取ることと罰を受けるということ
との違い。問題に向かい合うことが自立支援だよと
いうことです。やはり職員も子どもも問題に向かっ
ていくことが１つの自立支援につながると思います。

ヘルプとサポート。ヘルプとは、代わってやって
あげること。サポートとは手を貸してあげる・見守
り。自分の問題を自分で解決しようとせず逃げてし
まう。これは、どうしても代わってやってくれ、ヘ
ルプの方が強すぎるとそういうふうになってしまい
ますよね。だから、ヘルプとサポートは上手に使い
分けていかないといけません。

ここに書いてあります。同じことです。だから、
サポートでもサポートが放任にならないようにしま
しょうということです。

ここは、「育ての悪」と書きましたけれども、こ
れも色々虐待にもつながってきますね。この辺は飛
ばします。

よく職員に言うのです。「叱る種」、「甘やかす種」、
「与える種」、「やる気の種」。この「やる気の種」が
一番大事ですけれども、このバランスを考えながら
対応していくことが自立支援にもつながりますとい
うことです。

児童養護施設は高校卒業で退所します。名古屋で
も最初の就職先を１年以内に辞める人が多いです。
何故辞めてしまうのかというのを色々書きました。
とにかく、住まいがないのです。住まいが一番だと
思います。だから、どうしても昔でいう住み込み先
とか、アパートを提供していただけるか、そういっ
たところを選ぶと就職先が狭くなってしまうのです
ね。そこを優先してしまうものですから、なかなか
自分に合わないとか、そういったことも考えられま
す。やはりひとり暮らしの寂しさというのもありま
す。一番下には、18 歳という年齢自体が若すぎる
と書きましたけれども、それは一理あると思います。

離職してしまうと、非正規以下の状態になります。
せっかく高校を卒業して、今は大学に行く子もいま
すけれども、就職している子はまだ多いです。それ
で、正規で就くのですけれども、そこで離職してし
まうと、どうしても今度はそこからは非正規以下の
状態に陥ってしまう子が多いかと思います。そこで
上手く自立支援の施策、それとか色んな制度を使っ

ていくことも必要ですけれども、一番冒頭に言いま
したように、子どもたちがその制度とかも理解する
ことが大事だと思います。次へつなぐということが。

ネットワークと書きました。色んなネットワーク
がありますので、そのネットワークも利用していく
ということは大事だと思います。

中学３年生までは義務教育です。そこからは自分
の選択ですということです。自分の意思で。その中
で色んなことが起こります。先程あったように、高
校に行っても中退する。色んな問題行動にはまって
しまうとかがあります。

高校を出ても同じようなことが言えると思いま
す。今は大学進学もあります。でも、中退してしま
う子も結構あります。

18 歳から 20 歳までの支援、ここが今の法改正で
成立した部分があって、それと、あと大学に進学す
る子も増えましたので新たな事業を作っていこうと
いうことで厚生労働省が動いている訳です。

進学・就職の状況も、これは厚生労働省がデータ
を取っているものです。今、児童養護施設は、ほと
んどが高校進学します。ただ、高校に進学しても中
退も多いということです。中退の子も何とかしてあ
げなくてはいけない。大学に行く子もお金の部分で
結構経費も掛かります。何とかしてあげなくてはい
けないとここに書きました。これは全国の平均です。
一般家庭の大学進学率、中退率。これを見るともう
はっきりしています。大学の進学率、児童養護は
20％ですけれども、中退率はそれ以上に多いという
ことです。

身元保証の対策事業も一応国が平成 19 年から創
設しました。この 24 年度からは少し期間を延長し
ています。これは我々施設の施設長とかが保証人に
なります。アパートとか、就労の身元保証になりま
す。それで、もしそういった保証が発生した場合、
保証しなくてはいけない。家賃を滞納したとか色々
あります。弁償が発生したとか、破損したとか。そ
れは国と自治体が折半で払いますので腹が痛みませ
ん。こういう制度があるということを知らない人も
多いと思いますので、是非これは活用していただい
た方が良い。

教育費の部分は見ておいてくだい。まだまだ大学
の進学、あと学習支援も国が小学生にまで広げまし
たけれども、なかなかまだ金銭的には足りない部分
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もありますが、でも自立支援には学力向上も必要だ
ということも一つ。

最後の方、名古屋は今、国の大学に行く場合、支
度金の他に名古屋市単費によって 59 万 9,900 円。
これを子どもたちに出してくれるのです。これは国
プラスアルファです。１年間の大学の入学金と学費
は間に合うと思うのです。これと国のものと、色々
助成金があるものですから。２年目からが大変です。

よりどころサポート事業というのは名古屋市社会
福祉協議会が去年創設したのです。これは私もメン
バーに入って色々話し合いをしました。これは、社
会法人の改革で、法人が色々社会貢献しましょうよ
と。余っているお金があったら社会貢献しましょう
よと言われています。ですから、名古屋市内では老
人関係が多いです。老人関係の法人、障害、保育、
児童養護も含めて最低２万円以上の基金です。大学
へ養護施設の子たちが進学する基金として、それを
社会貢献にしました。名古屋市内にはたくさん法人
がありますから、それをかき集めたのです。そうし
たら、月々３万円ずつ支給することができます。こ
れは、今年も続けます。

その他に基金がもう一つありまして、それが自動
車運転免許の 10 万円、賃貸を借りる時の 10 万円。
これは併用できるのです。こういう制度を名古屋市
社会福祉協議会が主となって作っています。

もう一つは、これは名古屋市の単費ですけれど
も、私どもの自立援助ホームに名古屋市の就労支援
事業という、里親も含めてですけれども、社会的養
護の子どもたちが就労する前、就労した後、就職紹
介、あとは生活相談、そういったことをやる事業所
を立ち上げました。平成 24 年からこれをやってい
ます。協力雇用主というのにお願いして、登録用紙
を配って、協力してくれる雇用主を増やしています。
24 年から初めて、今、50 くらいになりました。

自立援助ホームのことはここに書きましたので見
ておいてください。どんな状況かという。今、自立
援助ホームも就学する子が多くなってきました。

それで、自立援助ホームを 22 歳の大学進学等は
措置でオッケーですよという法律ができました。そ
うしたら、どうなるのかと。自立援助ホームという
のは元々就労型です。就労させる。それで、シェル
ターが中に入ってきたのです。就労型とシェルター
はあるのです。今、私の自立援助ホームには全日制

の高校生もいます。そういった状態になっています
ので、やはり分けて、就労型とか就学型とか、そし
て今までの混合型、分けた方が良いのではないのと
は訴えていますけれども、どうなるかは分かりませ
ん。自立援助ホームの、私が国に出したものがこれ
とこれです。中に書いてありますので、細かいです
けれども見ておいてください。

児童福祉法の改正です。「新たな子ども家庭福祉
のあり方に関する専門委員会」ということで、練っ
て、練って、私もこの厚生労働省の委員に入ってい
ました。それで、今年の６月に公布された訳です。

第１条がこういうふうに変わったというので、児
童の権利に関する条約で児童の権利を保証するとい
うことで、ここが少し変わったことです。第１条と
いうのは理念ですから、かなり変わりました。これ
をもとにまた考えていかなければなりません。

３条の２というところも変わりました。「できる
だけ家庭に近い」というのが入ってきました。もち
ろん、里親さんが優先というのは、今までも言われ
ていますけれども、施設もできる限り良好な家庭環
境において養育と。ここは書いてありますから見て
ください。

社会的養護の推進というところです。最後の方で
す。被虐待児などへの支援の充実ということで、こ
れは自立援助ホームの 22 歳の年度末までプラス、
法律にはないですけれども、児童養護施設も 22 歳
の年度末まで支援ができるような、そういった予算
措置をすると。法律の中では、もちろん 20 歳の延
長までしかだめです。今までどおり。20 歳以降 22
歳までは別な形で作ると。そこに色々書いてありま
すけれども、国の今日の資料にも出ていたと思いま
すのでのまた見ておいてください。また新たに支援
事業をやるに当たって、支援コーディネーターとい
うのも新たに配置して。これは各児相単位に一つず
つそういうセンターみたいなものを作って、児童相
談所と養護施設関係、里親も含めて、その支援コー
ディネーターが、ケアマネージャーと一緒です。継
続支援計画を作って、それに子どもたちが了解を得
て、だから契約になります。それで支援をしていく。
里親さんの事業も少し変わってくるということで。

橋本氏　ありがとうございました。昨年から今年に
かけてすごく制度が変わっています。全てはやはり
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子どもの権利を擁護する、子どもたちの自立のため
に何ができるかという視点での変革です。関係者の
皆様、是非この制度変更をしっかり追いかけて子ど
もたちに使えるものは徹底的に使うということをお
願いしたいなと思います。平井先生、ありがとうご
ざいました。

ここから先は私が一陽の取組を報告させていただ
いて、その後、若干の休憩を挟みたいと思います。
それでは、一陽の実践についてお話をさせていただ
きます。

資料のペーパーを読んでいただければ一陽の実践
の全体像が分かるかと思いますので、特にというと
ころを２点だけ、お話しさせていただきたいと思い
ます。まず１点目です。

88 ページの下の方にある（Ａ）施設退所児童自
立サポート（福井県単）事業。47 都道府県ある中
で福井県だけのオリジナル制度。先程名古屋の独自
の事業を平井先生が御説明されましたけれども、福
井県もこういう事業を持っているということをご紹
介させていただきたいと思います。

この事業ですけれども、事業の流れとしては、施
設の退所予定児と施設の担当職員が就労場所や本人
の特性、性格傾向など、色んなことを勘案してアパー
トを探していきます。これはちなみに施設と書いて
ありますけれども、里親さんでもオッケーです。里
親さんが高校生をみていたけれども、中退して、里
親さんのところから出て行くとなった時に、ではこ
の制度を使おうかということが提案できるというこ
とです。

施設と友誼関係にある NPO が対象児童に代わっ
てアパートを借りて提供する。ちなみにこれは、施
設の母体である社会福祉法人そのものが借りても良
いです。一陽の場合は一陽の大元というか、一陽
を作ってくれた NPO がそのまま残っていて、その
NPO はとても自由が利くので NPO にお願いして
います。この NPO が朝と夕方に生活支援員を派遣
する。施設の担当職員は事業のコーディネートを行
う。生活支援員が何をするかというと、朝は起床の
促しをするのです。８時半に仕事に行くとすると、
７時半ぐらいに行って、「起きたか。」とやるのです。
それで、朝ご飯を作るのです。朝ご飯を食べさせて、

「仕事頑張って行っておいで。」とやるのです。夕方
にも、仕事から帰ってくるタイミングで夕飯作って

待っているのです。子どもが家に帰ってきたら、「お
帰り。」と。時々、子どもは仕事の愚痴を言います。

「仕事辛かった。」とか、「上司の誰々腹立った。」とか。
そんな時は「まあまあ、そうか、そうか。そういう
こともあるよな。でも、明日仕事頑張れ。」と慰め、
十分に話を聞いた後で、「じゃ、おばちゃんそろそ
ろ帰るわ。また明日の朝来るでな。」と言って夕方
帰る。こういう制度です。

知的障害者福祉に携わられた方は御存じだと思い
ますが、知的障害者のかつてのグループホーム。そ
れとほぼ同じような運営をしています。後でお話し
されます芝さんとか、福井県の福祉職の皆さんに独
自の制度として作っていただいたものです。

費用と期間。これは県がアパートの家賃や生活支
援の賃金を払ってくれます。マックスで、確か 21
万 6,000 円でしたか、金額は不正確ですけれども、
大体家賃とか水光熱費で６万と少し、それから生活
支援員の賃金みたいなものが 15 万程。この制度は
平成 20 年くらいにできたのですけれども、その当
時は自立援助ホームに１人子どもが入ったら、これ
だけ県に掛かるという費用額を、そのままこの単独
事業で費用負担してもらっています。

対象児からは、これも自立援助ホームのまねをさ
せてもらっているけれども、３万円程の実費を徴収
します。これは食費や水光熱費の一部だと理解して
ください。期間は 20 歳までというところです。

事業の沿革ですが、2008 年４月にスタートした
福井県の単独事業。利用実績は今日まで５名です。
いわば、単身版の自立援助ホームです。この制度の
自立援助ホームよりも良いなというメリットですけ
れども、この事業が終わっても子どもがそのアパー
トから出ていかなくて良いということです。自立援
助ホームであれば、自立援助ホームの措置が解除さ
れたらまたアパート探そう、新たに住むところを探
そうとなる。だけど、これは NPO が借りたアパー
トですけれども、２年後に再契約する時に、その子
ども自身が契約者になれば良い。これはすごく大き
なメリットがある。２年間、NPO がしっかり家賃
を払えば、大家さんも信頼してくれます。２年後は
直接子ども個人が、「もう 20 歳過ぎたので、自分自
身が契約書になります。」と言うと、「良いですよ。」
と言ってくれる。これが大きいなと思います。

今日は福井県の職員の方もいらっしゃると思うの
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で一つお願いをさせてください。この自立サポート
事業、すごく評判が良い。実は、３日前も東京で全
国児童養護施設長研究協議会があって、そこで発表
させてもらいました。その後、休憩時間に６人、７
人いらっしゃって、福井県の自立サポート事業の要
綱をくださいと言われて、軒並み送りました。全て
の県でこれができると良いなと思ってオーダーに応
えました。

先程平井さんが言いました。今回、22 歳まで、
大学に行く子まで自立援助ホームは支援するように
制度が変わったということであります。であれば、
この福井県の単独事業もその支援対象を拡大し、高
校を卒業して大学に進学する際にも使えるようにし
てほしいなと。福井県の担当職員の方にはその点を
お願いいたします。

ちなみに、この５つの実績の中の４つは一陽が担
当させてもらっていますが常に支援者が課題です。
どんな人に支援してもらうか課題ですけれども、あ
りがたいことに、越前市の里親さん、ご存知の方は
多いと思いますが、福井県里親会の元会長さんに生
活支援員になっていただいたこともあります。施設
と里親との連携が、こういう形で具体的に実現でき
ることもすごく良いと思っています。

それと、２つ目です。２つ目の論点は親族里親へ
のサポート実践というところです。

現在、一陽では自立期、20 歳目前の青年を 70 歳
代の祖父母が親族里親として養育しています。一陽
の里親支援専門相談員はこの方々の養育相談に乗っ
ています。それから、里親が出す申請書とかの書類、
結構難しいです。この 70 代のおじいさん、おばあ
さんに色々な書類を書いてと言ってもなかなか難し
いと思います。だから、書類の提出支援をしていま
す。色んな書類を書いたり、請求書とか領収書を集
めたり、そういうことをやっています。

それから、うちの里親支援専門相談員は臨床心理
士なので子どもさんにカウンセリングも実施してい
ます。これをやっていて周りを見ていると、意外と
福井ではおじいさん、おばあさんがお孫さんの面倒
をみているところが多い。例えば娘さんが東京や大
阪や名古屋に就職して福井から出ていきますよね。
そちらで世帯を持ちます。だけど、運悪くパートナー
と上手くいかずに精神的に追い詰められた状態で子
どもとともに福井に戻ってくる。その母子の世帯を

おじいさん、おばあさんが面倒をみているというの
が意外と多いです。何しろ、福井は昔気質なので自
分たちで何とかみよう、行政の世話にならんと自分
たちで何とかするぞって頑張って、子どもの貧困と
いう状況に陥っている家族が多くいる。それをすご
く感じています。つまり私は、昔気質のおじいさん、
おばあさんによる抱え込みという実態を発見した時
に、「かわいそうやけど、おじいさん、おばあさん
頑張って。」と言って、問題が掘り起こされても目
を瞑って埋め戻すのではなくて、この問題にどう対
応できるかということをみんなで考えたいと思うの
です。そのヒントが私は親族里親制度の活用という
ところにあるのかなと思っています。

今日は、平成 23 年 10 月 31 日第 36 回社会保障審
議会児童部会の議事録を厚労省のホームページから
とってきました。ここに当時の林委員さんが親族里
親をもっと拡大適用できないかって質問しているの
です。これは実は東北大震災の半年後です。不幸に
も３月 11 日の震災で、たくさんの要支援児童、要
保護児童が東北地方に生まれてしまった。それから
半年後、いわゆる親族里親とか養育里親とか、多様
な里親制度を東北の中でどんどん活用していこうと
いう時代だったのです。時代背景はそうでした。

読んでほしいところは、当時の高橋家庭福祉課長
の発言。この課長はこういうふうに回答しているの
です。私が読みます。
「親族里親の要件拡大につきましては、今年の４

月に議論しまして、６月の省令改正で一部拡大して
おります。これまでは死亡や行方不明、収監された
とか非常に限定的な感じでありましたのを、病気の
場合などで親族が引き受けなければ施設措置を余儀
なくされるような場合に適用できる。」
「都道府県によりまして非常に適用の姿勢に差が

ありまして、積極的にやっている自治体と親族里親
は基本的にやらないという自治体があります。親族
が養育するのが当然ということで、それに現金を出
すような親族里親はやらない。」、そういう都道府県
には指導します、と、高橋課長は言及しています。
ここが“みそ”だと思います。今、里親支援、里親
優先だと言われている中で、本気で都道府県が取り
組むとしたら、こういう親族里親、子どもの貧困に
あえいでいる、おじいさん、おばあさんが何とか我
が家で、何とか我が家族の中で頑張っていこうと
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やっている、そこにきちんと里親制度というのがあ
りますよと伝えていくことが大切だと思うのです。
子どものための日用品や学用品を買うお金とか、ス
ポーツ少年団や子ども会の会費とか、部活の費用と
か、そんなのは言ってくれれば里親制度の枠の中で
支援ができるということを伝えることで、どれだけ
おじいさん、おばあさんの生活が安定し、そこに暮
らす子ども自身の権利が守られていくかということ
を、訴えたいと思っています。以上で私のお話を終
わらせていただきたいと思います。

橋本氏　それでは、福井県の児童相談所の芝さん、
よろしくお願いいたします。

芝 康弘氏　福井県の総合
福祉相談所の芝といいま
す。よろしくお願いします。

私は、この４月から福
井県総合福祉相談所のこ
ども・女性支援課長をし
ております。こども・女
性支援課では児童相談所の児童福祉司が配置され、
保護者の相談や関係機関との調整などを行う部門、
それから女性相談の部門を担当しており、現在は
DV と虐待の対応が中心になっております。

私自身の児童相談所の経験は、今年で 11 年目に
なります。私がお話したかった施設退所児童等の自
立サポート事業の話を先程橋本さんからお話があっ
たので私からは福井県の社会的養護の状況について
お話したいと思います。

福井県においても全国同様虐待の件数は年々増加
し平成 27 年度の児童相談所の児童虐待の対応件数
は過去最多となっております。

福井県の社会的養護の現状では乳児院は県内２か
所でございます。児童養護施設が５か所、里親さん
は現在約 80 人の方が登録されております。資料に
あるように平成 23 年の社会的養護を必要とする子
どもさんは 195 名だったのが、27 年度には 225 名
に増加をしています。

資料には書いてないのですが、児童相談所の虐待
への対応件数では平成 23 年度が 159 件、それが 27
年度では 353 件となっているので虐待の増加が社会
的な養護を必要とする子どもさんの増加につながっ

ている状況です。
平成 28 年度の状況は資料にはございませんが平

成 28 年度 10 月末現在では乳児院が 17 名、それか
ら、児童養護施設に 174 名。里親委託は 30 名で合
計 221 名、里親委託率が 13.6％というふうになって
います。

親族里親さんについて先程お話がありました。里
親委託率の国の資料では福井県の里親委託率はずい
ぶん低かったと思います。しかし今年度の法律の改
正の内容も踏まえ現在、児童相談所では措置が必要
な事例においては里親委託を最初に考えて対応する
ようにしているところです。

また、平成 28 年度の社会的養護の児童の状況は、
平成 27 年度の 225 件に対して 10 月現在で 221 件な
ので減っているような感じがしますが、先程お話し
たとおり平成 27 年度児童虐待の対応件数は過去最
多ございます。また、今年度 10 月の状況を見ると、
警察から通告が大変増えており今年度の 10 月と昨
年度の 10 月を比べると 1.6 倍ぐらいになっていま
す。このような状況から今年度の虐待の件数がさら
に増えるということは間違いないと思います。

それから、今既に一時保護をされている子どもさ
んについて、里親さんに委託一時保護をして、その
まま委託をしようと考えている子どもさん、また入
所を考えている子どもさんもいらっしゃることか
ら、里親さんにお願いする事例は昨年度よりも全体
的には増加するかなというふうには考えているとこ
ろでございます。

県としてはこの状況を踏まえて、家庭的養護推進
計画を策定してより家庭に近い環境で社会的養護を
考え計画的に推進していくこととしております。

まとめると、福井県の状況として、虐待対応件数
は増えているし、それに伴い社会的な養護を必要と
する子どもさんは増えている状況でございます。

では、この平成 27 年度の社会的養護を必要とし
て施設や里親さんに委託をされていた方がどのよう
にして退所をされたかというところを見てみると、
全体で 40 名いらっしゃって、高校卒業に伴って家
庭引き取りをされた方、お家に帰った方が６名。高
校以上で家庭に戻った方が１名。それから、高校卒
業までにお家に帰った方というのが 18 名です。職
業による自立というのが５名。それから、その他の
施設であったり、里親さんから施設へとか、障害者
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サービスを利用した方が 10 名となっております。
今日のこの分科会の内容である、この方に児童相

談所はどんな支援をしているのかをお話したいと思
います。

児童相談所では児童虐待の初期対応で家庭訪問を
したり入所するまでの手続をしたりというところが
大変忙しくなっています。他県や大都会に比べ少な
いかもしれませんが当所の児童福祉司によっては
100 名を超える事例を持っている者もおります。そ
のような中、児童虐待の初期対応であったり、保護
者や関係機関への説明、もしくは家庭裁判所への手
続であったりに時間が掛かっていて、実は自立支援
のところが十分行えていないのではないかと思って
いるところでございます。

では、どのようにしているか。先程の高校卒業ま
でにお家に帰る事例については、虐待事例もたくさ
んあるので、地域の要保護児童対策地域協議会に
ケースを上げて進行管理をして再発がないようにし
ていくと共に、退所前から保護者や子どもとの面接
を重ねて対応していくということをしています。た
だ、18 歳を超えて大学に行く、または就職をされ
る方に対して児童相談所として十分支援をしている
かというと、なかなかできていないところがあるの
かなと思っています。

児童養護施設においては先程橋本さんからお話が
あったような展開されているところでございます。
私からも施設退所児童等の自立サポート事業につい
て少しお話をさせていただくと、この事業は児童相
談所が補助金を払うシステムになっていて、支援の
内容や児童の様子を児童相談所が確認し援助してい
くということになります。先程お話のあった５件の
うちの１ケースは私が見に行かせていただいたので
すけれども、やはり、施設にいる時とは全く表情が
違う。私のお家よという感じになっていて、その後、
またそこに住んでいけるというメリットはすごく大
きいなあと感じていました。しかし、先程お話があっ
たように、事業を利用できる子が限定されてしまう
ということがあります。そういう点では事業内容の
再検討が必要になっているのかなというふうに思っ
ています。児童相談所としては施設の方々のお話を
聞きながらニーズの把握に努めていきたいというふ
うに思います。

その他、名古屋市の取組の説明がありましたけれ

ども、大学の学費に対する援助や大学進学後の生活
に関する援助について福井県においても事業を実施
しているところです。これらもどのような支援が必
要であるか、施設の方々や里親さんと連携し実態を
把握し福井県の状況にあった援助の方法を検討して
いくのが、児童相談所の役割かなというふうに思っ
ています。

最後になりますけれども、私自身児童相談所の経
験が少ないですけれども、時々施設を出られた子ど
もさんが大きくなって、またお母さんになって電話
が掛かってきたりします。そのようにつながりがあ
る方が何人かおられます。その子たちの一人は「精
神病院に入院したんやけど出た後ひとり暮らしがし
たい。障害の方のグループホームなんか嫌や。俺、
ひとり暮らししたい。」と連絡がありました。その
子に対しては生活保護を申請しひとり暮らしできる
お手伝いをさせてもらいました。また、先日は「職
場復帰せなあかんから１週間後保育園に子どもを預
けなあかんし、どうしようかな。」と相談をしてき
た方がいました。その子の話を聞くと身内がいない
不安や様々な制度が利用できるのに利用の仕方を全
く知らないので利用できないと話し、苦労している
様子でした。そこでお手伝いをしたところ何とか保
育園に１枠空いて利用できて、その子も今元気に
やっています。施設を退所した方については、そう
したちょっとしたお手伝いが必要なのかなと思いま
す。それをしっかりとしたシステムとして関係機関
とも連携しながら、また、本日、河野さんや平井さ
んからお聞きした事業の展開も参考にしながら検討
していく必要があるなと思っているところです。以
上です。

橋本氏　続いては福谷光則さん、お願いします。

福谷 光則氏　福井県の里
親会の理事をさせていた
だいています福谷光則と
申します。今、お子さん
２人預からせていただい
て、私の子どもも含めて
３人の子どもを育ててお
ります。

先に少し里親制度について説明をさせていただい
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て、それから私が今取り組んでいることについてお
話をさせてもらいたいというふうに思っております。

109 ページ、里親制度というところは読んでいた
だいたら良いと思います。福井県のことにつきまし
ては、今説明があったところだと思います。

めくっていただきまして、里親の種類ですけれど
も、養育里親という里親と、その養育里親の中から
更に勉強した人が専門里親。それから、親族里親。
それから、養子縁組里親という形になっております。
私はこのうちの養育里親ということでお願いをして
やらせていただいています。

何かの事情で家庭では預かれない、今言っておら
れるような方々をお預かりする。私の中の里親とい
うイメージは小さい赤ちゃんとか保育所に行くくら
いまでの子どもさんを預かって育てていくというよ
うなイメージがあったり、最初の頃は良く分からな
かったので、当然お父さんもお母さんもおられない
のだろうなというふうなイメージを持って里親の申
し込みをしました。子どもも大きくなって家から出
ていきましたし、下の子どもも４年生か５年生に
なっていましたので、上にまだお兄ちゃんが２人い
るのですけれども、２人とも出ましたので家も余裕
があるし、私の父母も健在でしたので、何とか子ど
もさんを預かっても見ていくことができるかなとい
うふうな思いもありました。テレビでも少し取り上
げられたこともあったりしたものですから、私もで
きるかなと。夫婦で相談もしました。父母にも相談
をして、部屋も開いている、色んな条件があった訳
ですけれども、何とか私もできそうだということで
養育里親に申込みをさせていただきました。

私が養育里親としてやらせてもらっているのは、
もうべったりですけれども、中には週末・季節里親
というのもあります。これは施設から土日、夏休み、
またお正月というような時に子どもさんを預かる制
度です。これも少し制度が変わってきていまして、
ちょうど過渡期になっているのかなというふうに思
います。これから児童相談所、施設、里親３者で相
談を進めて良いシステムで預かれる形になっていく
と良いのかなというふうに思っております。

それから、専門里親というのは養育里親を５年以
上経験して、その上で新たに研修を受けて認定され
る里親制度で、特に子どもの心に障害を持っている
方、また、今日のテーマにもなっています虐待を受

けられたお子さんを専門的にケアしながら養育をし
ていくというような制度です。２年ごとに研修を受
けるという、大変専門的な勉強をさせてもらえる制
度であると思っています。

それから、養子縁組里親。福井県でも何組もやっ
ておられますけれども、ご自身にお子さんがおられ
る、おられないに関わらず、完全に自分の養子とし
て子どもさんを受け入れるという制度です。この制
度を利用されますと、戸籍上でも自分の子どもとし
て長男、長女という形になっていくということで、
完全に自分の子どもとして育てさせてもらう。これ
が養子縁組里親です。
「里親になるにはどうしたら良いの？」とありま

すが、単純に児童相談所にお電話ください。それが
一番分かりやすいと思います。それに対して色々教
えていただけると思います。また、啓蒙活動で色ん
なところにパンフレットを配らせてもらったりもし
ています。10 月は里親月間ですので 10 月には街頭
でパンフレットを配ったりさせてもらっていますの
で、そういう機会を見て、またご相談いただければ
というふうに思います。里親制度のことについては、
ご承知の方もたくさんおられると思いますのでこの
くらいにさせていただきます。

私のところで預かっている２人ですけれども、
ちょうど今から３年前の 10 月 24 日に私のところへ
来てくれました。当初、児童相談所からの説明では、
姉と妹と２人。更に、下にもう１人妹がおられる３
姉妹のうちの上の２人を預かってくださいというこ
とでした。私の家からは車で 10 分くらいの所に住
んでおられる方で、非常に近い所で、えっと言うく
らいの感じでした。

来ていただいた時は、大変素直な姉妹で「何の問
題があるの？」というような感じで一緒に生活を始
めました。家族ともそれぞれ言っていたのですけれ
ども、よく見ていくと、段々と不思議なところが見
えてきまして、あれ、あれ、あれっと。児童相談所
からは預かるに当たって大まかな説明は聞いていま
すけれども、実際にこんな子ですよとか、こういう
環境で育ってきましたよというような詳しい説明が
あまりなかったです。生まれてからどういう環境の
中でどんなふうにしてきたのかということも良く分
からない。ただ、学校には行けていない。これは事
実でした。
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お姉ちゃんについては、月に１回福井大学病院の
方へ通院させてくださいというお話がありました。
詳しいことは、その時私たちも全く勉強していな
かったです。本当に普通に子どもを育ててきただけ
でしたので全く分からない状態だったのですが、育
てていくうちに色んなことが見えてきました。お姉
ちゃんについては、やはり学校には行けないし、教
室にも入れないというような状態でした。中学２年
生でしたので修学旅行にも行くだけは行ったのです
けれども、なかなか他の子と一緒に行動できるよう
な状態ではなく、育っていきました。

小学校６年生の妹は、中学校になったら私は自分
でデビューすると言いまして、中学校からは普通に
行きたいと言い出して、小学校の間はずっと送り迎
えをしたのですけれども、中学校からは自分で電車
に乗って学校に行き、部活も始め、２年生からは普
通クラスに入り、学校へ行けるようになりました。

問題はそのお姉ちゃんです。どうも良く分からな
い。それで、本人たちに一体どういうふうなことやっ
たのかということを色々聞きました。それから、実
際にそのお父さん、お母さんにも会って、お父さん、
お母さんの様子も見させていただきました。実は、
お父さん、お母さんの家の中も入らせてもらって話
もして、様子も見させてもらいました。現状は、お
父さんもお母さんも障害を持っておられて、お子さ
んをきちっと育てることが難しかった様です。小さ
い時からそんな中で育ってきて、家はいわゆるごみ
屋敷状態。その中で３人姉妹が学校に行かずにいる
というような状態です。お父さんもお母さんも学校
に行くように相当頑張っていたらしいですが、逆に
厳しすぎると地域からも言われたりしてどうして良
いのか分からない状態で、もうこれ以上子どもには
手を出せないというような感じでした。想像してい
ただくと非常にかわいそうな状態。ごみがいっぱい
家の中に散乱している中でテレビを見たりビデオを
見たり。それから、アニメ。そういうのを見ながら
毎日過ごしていると。ご飯も一応は食べさせてもらっ
ているのですけれども、きちっと一般家庭のように
してもらっているということではないようでした。

２人が保育所くらいの時はおばあちゃんが一緒に
生活してくれていて、おばあちゃんがきっちり見て
くださっていたのですが、おばあちゃんが一緒に生
活できなくなったところから、どうも様子がおかし

くなってきたようでした。
お姉ちゃんについては、その後、一緒に生活する

中で障害があることが分かってきました。ADHD
とかアスペルガーというような感じのことが色々と
出てきて、生活にも支障をきたすようなことが出て
きました。同じ注意を何度しても理解できないし分
からない。こちらの気持ちを察することももちろん
できないですし、感情のままに動かないとなったら
１時間でも２時間でも動かない。気分が乗ればまた
動きだして学校にも行くというようなことが続い
て、我々もどう対応して良いのか分からなくて、一
時お姉ちゃんは１か月半、児童相談所に戻っても
らったこともありました。

それから、姉妹で預かりましたので同じ部屋で良
いですよという話でした。それで、そんな広い部屋
ではなかったのですけれども、１つの部屋に２人
入っていただいて、２人で布団を並べて最初のうち
は仲良く生活していたのですけれども、１か月、２
か月目くらいになってくると、段々姉妹関係が険悪
な感じになったり、妹が中学校に行くようになると、
妹は中学で友達をどんどん作っていくと、お姉ちゃ
んは妹と今までベッタリ２人でいた関係を崩されて
しまうので非常に不安定になりまして、妹の嫌なこ
とをする。妹もお姉ちゃんにそういうことをされる
と嫌なのでお姉ちゃんの嫌なことをするという感じ
で、部屋の中で上手くコミュニケーションが取れな
くなっていきました。後から児童相談所の方に聞か
せてもらったら、ある県では、きょうだいは必ず別々
のお家に委託するというような話を聞いたこともあ
りまして、やはりきょうだいって難しいというよう
なことも思いました。

現在、そんな中で育てさせてもらって丸３年経っ
た訳ですけれども、お姉ちゃんは支援学校の高等部
の２年生になりました。中学３年生から支援学校に
行く時も、実のご両親がどうしても普通の高校に入
れてくれと言ってずいぶんもめましたが、実際には
とても行ける状態ではありませんので、その辺のこ
とも理解いただいて支援学校へ行き、手帳も取らせ
てもらって、今は支援学校でのびのびやっています。
毎日朝からきちんと学校にも行きますし、学校で教
えてもらうこともこなしています。それから、今、
２年生ですのでこの先就労に向けて学校で色んな経
験をさせてもらう中で、企業に行かせていただいて
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職場実習もさせてもらっています。おかげさまで、
その中から、今はファミレスのお皿洗いのアルバイ
トも、不定期ですけれども休み毎にさせてもらえる
くらいになってくれました。ありがたいことだなと
思っています。

それから、小学校から学校の授業にほとんど出て
いなかったので、普通科目もそうですけれども、体
育とか家庭科とか、そういう身に付くようなことも
何もやってきませんでしたが、支援学校で体育をや
りましたら走るのがすごく速いということが分かり
まして、県の障害者のスポーツ大会に出ると 50 メー
トルで１位、２位になるようなタイムが出るというこ
とが不思議と分かってしまいました。実際出ました
ら、やはりそれくらいの成績を取ったものですから、
今年は岩手の全国障害者スポーツ大会に出させてい
ただいて、それも競争して２位になり、銀メダルを
ぶら下げて帰ってきまして、今はもう絶好調です。
本当に、職場体験とか職場の実習にもすごく喜んで
勇んで行きますし、今度学校で文化祭があるのです
が、それの練習も一生懸命やってくれて、今すごく
前向きに物事に取り組めるようになってきました。

妹は、今中学３年生で受験です。この妹はお姉ちゃ
んが小学校の３、４年生くらいから学校に行かなく
なったのにくっついて学校に行かなくなってしまい
ました。だから、小学校もほとんど行ってない。も
しくは支援クラスでした。中学校になって中学校デ
ビューしましたが、実際のところ、やはり基礎学力
とか当然知っていて当たり前のことを知らないこと
が多すぎて、戸惑いながら何とか授業についていっ
ていましたけれども、もうすぐ、あと３か月、４か
月くらいで受験が来るのですが、大変成績面で苦し
んでいます。本人はすごくまじめな性格できちっと
やらないと気が済まないタイプなので一生懸命ノー

トに書いて勉強していますけれども、なかなか知識
として身に付かなかったり、実際に分かっている事
をテストで失敗してしまったりというようなことが
続いていて、今後どうしていくかを学校と塾とを含
めて相談させてもらいたいなというふうに思ってい
ます。

私のところで預かることに対して特に力を入れて
どうしようかと考えたのは、やはり規則正しい生活
です。朝昼晩、１つのサイクルをきちんと進めてい
こうということを心がけました。これは私の家自体
がそうやって生活してきている習慣があるので、そ
れに基づいて朝ご飯はこの時間に必ず家族揃って食
べる。それから、夕食はこの時間に家族で揃って食
べるということをまず第一条件にして、そして、も
う 10 時には寝る。10 時になったら子どもは、高校
２年生のお姉ちゃんも下の子も電気を消して寝ると
いうふうにさせてきました。おかげさまで生活習慣
が身についてくると色んな良い面が出てきます。ご
飯、もちろんしっかり食べます。来た当初は熱いも
のがあまり食べられなかったです。そういう温かい
食事を採ってなかったので。家には電子レンジもな
かったそうで、スーパーで買ってきたお弁当を冷た
いままいつも食べていたと言っていました。ですか
ら、温かいものを食べるというようなことも含めて、
食べ方。それから、お風呂の入り方とかも最初の頃
は家内が一緒にお風呂に入って、スーパー銭湯で頭
を洗ったり、どういう服を着たら良いかというよう
なこともやらせてもらっています。

生活のリズムを付けて、きちんと自立していく方
向の話もしないといけないと思っていますが、自立
も必要ですのでお手伝いもさせています。お皿洗い
とか自分の物は全部自分で洗濯をして、干して、片
付けてということはきちんとやるように。それから、
夏服、冬服等の管理も自分たちでやるようにさせて
います。

お姉ちゃんについては障害があるということで、
この先、そういう方向で進んでいけるので、むしろ
安心している部分もあります。ただ、下の妹につい
ては、この先高校に行ったとしてもどこかで就職し
なくてはいけない。一応、里親も 18 歳、高校３年
生で終わりになりますので、その時点のことを考え
ると１人で世の中に出さなくてはいけない。それか
ら、就職も新たに一からしなくてはいけない。生活
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も一からしなくてはいけない。この２つのことを一
度に一からスタートするというのはなかなか、大学
に行くようなしっかりした方ならあるかもしれませ
んが、うちの子どもの場合は少し難しいなというふ
うには思っています。聞かせていただくと、里親制
度であと２年の措置延長みたいなことができると聞
いていますので、例えば、仕事に行っていてもうち
に取りあえずいてもらって、仕事のペースがついて
から何とかひとり暮らしができるようなところまで
見てあげたいなと思うのと。私たち里親の、その辺
は良いところと思うのは、個人の関係がきっちり出
来上がっていますので、仕事のことについても、生
活していくことについても、20 歳を過ぎてからで
も、ここまで培ってきた人間関係がありますから、
それをもとにして支援をしていくことは十分できる
なというふうに思っています。向こうが嫌がらなけ
れば、度々私も顔を出したいと思いますし、家にも
遊びにきてもらえるような関係を築きながら自立に
向かって進んでいっていただけるとうれしいなとい
うふうに思います。

預からせてもらって、この里親制度、養護施設、
児童相談所と上手に連携しながらやらせてもらうと
すごく良いなと思います。うちは、父は亡くなりま
したが母がおりまして、お年寄りはある程度の年に
なると支援を受ける形になっていきます。介護保険
があって、その制度の中で色んなことをしてもらえ
たりします。その時にはケアマネさんが必ず付きま
す。そのケアマネさんに対してこちらが窓口となっ
てお願いしていく。ケアマネさんはずっとそれを引
き継いでどういう状態になっても、いわば最期まで
面倒を見ていただけるようなシステムができ上がっ
ていると思います。私は、この社会的養護を必要と
する子どもたちにとってもこういうケアマネのよう
なシステムは必要ではないかというふうに思ってい
ます。

実際、私のところに子どもたちが来た時には、そ
の子どもたちの生い立ちや、その子どもたちの状況
があまり説明されないまま、そして、そのことに対
してこちらも知識がないまま受け入れました。家内
と２人で必死に色んな勉強をさせてもらって、何と
かこっちが追いついて対応しましたけれども、ケア
マネさんのような方がおられて、個別にアドバイス
していただける。また、そういうところで、ずっと

後々まで見ていっていただいて、支援が終わった後
も自立していく部分までケアマネさんのような方が
きっちり見てくださる。その上に里親制度があった
り、施設さんのことがあったりというようなことに
なっていくのが一番良いのではないかというふうに
思っています。お年寄りの方では介護システムでで
きているので、多分できないことはないのではない
かと思います。

児童相談所にも大変お世話になって色んなこと
を教えてもらっていますけれども、申し訳ないので
すが、担当の方が何年かすると変わられます。ま
た一から説明するのかな、分かってもらっているの
かなということは、こっちにとっては非常に不安で
す。多分、きっちり引き継ぎをしていただいて次の
方が来てくださっていると思いますけれども、個々
の人間の対応になりますので。そう思うと、その部
分のケアは児童相談所では手が届きにくい部分もあ
るのではないか、初期対応が大変というふうにおっ
しゃっておられましたからと思うと、その間に入っ
て全体をコーディネートしていくような、NPO 法人
でするというような形があるのかどうなのか、私、
詳しい事は分らかないですけれども、そうして子ど
もたちのケアができる仕組み作りができるともっと
良い形になっていくのではないかと、最近は思って
います。以上でございます。ありがとうございました。

橋本氏　ありがとうございました。
河野さん、平井さん、それから芝さん、福谷さん、

今日のパネラーの皆さんに一通り 15 分ずつくらい
お話いただきました。ありがとうございました。

ここで、フロアから前にいる者に対して何かご質
問、ご意見があったら。時間が限られているので恐
縮ですけれども、どなたか発言されたい方、いらっ
しゃいませんか。

分科会参加者①　今回は貴重なお話をたくさん聞か
せていただいて、ありがとうございます。

質問ですが、少し語弊がある言い方になるかもし
れませんが、やはりお子さんが社会的な自立をする
というのが、私の仕事もそうですが、１つのゴール
のような位置付けかと思います。私自身もそこを向
いているつもりではいるのですが。養護施設に入ら
れるお子さんでも、全員が全員生活スキルの無さに
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つまずくという訳ではなく、やはり一部の方がつま
ずく。その方の割合が多いから問題になる訳だと思
いますが。

それで、そのつまずく方とつまずかない方をなる
べく早い時期に見分けをして、つまずきそうな方に
は早期から介入をしていくのが効率的には良いかな
と思いまして。私の職場ですと、つまずきそうな方
が集まってくる場所の仕事をしているのでそう思う
のですが、出口に近いところでお仕事をしていただ
いているこの会場の先生方から見て、もう少し早く
にこれが分かっていればというような、つまずく方
の見分け方みたいなことについて、何かご意見をい
ただけると、私の仕事の役にも立つかなと思って、
実は今日、このフロアに寄せていただきました。す
みません、どなたか教えていただけたら大変ありが
たいです。お願いします。

橋本氏　ありがとうございます。
他にご質問ないですか。では、最後というふうに

させていただきたいと思います。

分科会参加者②　先生方に本当に良いお話を聞かせ
ていただきました。一陽の橋本先生も非常に良い施
設で非常に良いスタッフの皆さんがお揃いだと思い
ますけれども、子どもさんが先生のところのお世話
になる前、実は、自分は民生委員を今年で３年目で
すけれども、地域でできるようなアドバイス、ある
いは、我々でもできるような、今、里親さんの良い
お話をお聞かせいただきましたけれども、そこまで
は自分でどうかなと思いますが、何かもう少し我々
にでもできるようなアドバイスがあったら是非お願
いします。

橋本氏　ありがとうございました。
お二方からご質問、本当にありがとうございます。
最初の方のご質問は、全てのパネラーの方に。回

答があればということで結構です。サジェスチョン
でも結構です。

それから、次の方からのご質問は、これも一応全て
のパネラーの皆さんにということでよろしいですか。

では、２つのご質問に対してそれぞれ回答を。時
間も限られているので、２、３分ずつでお願いでき
ますか。

それでは、福谷さんから。

福谷氏　子どもさんのそれぞれ個性もありますし、
色々あると思うのですけれども、小学校、中学校、
高校を見ている間に、成績を付ける訳ではないです
けれども、何か項目表みたいなものをいただいて、
どれに当たりますかみたいな感じのアンケートを取
っていただくようなことには協力できるのではない
かというふうに思います。それにまた対応をしてい
ただけるのであれば、それは非常にありがたいなと
いうふうに思います。

芝氏　あらかじめ問題が把握をされているようであ
れば、早目早目の対応はやはり必要になってくると
思います。児童相談所の立場からすると、入所の時
点で子どもさんやご家族の状況も把握しているの
で、施設にお願いをした後、定期的に状況を把握し
その時どきの支援の目標をしっかり作っていく。そ
のための計画、自立支援計画を活用し施設と児童相
談所が、将来を見据えてお話をしていくことがすご
く重要かなと思います。その上で関係機関を含めて
支援の役割分担をしていくことが大事なのかなと思
います。

その点でいくと、児童虐待についての初期対応な
どで大変になっている児童相談所の現状を踏まえ、
しっかり人的な配置に関する対応や児童虐待に関す
る初期対応の部分と施設に入ってからの子どもさん
への支援を分けて考えるとかの児童相談所の体制の
見直しの時期に福井県も来ているのかなというふう
には思っています。

平井氏　子どもの早目の支援の方法というのがござ
いましたけれども、私のところでは、まずは何らか
の障害を抱えているお子さんは早目に障害者支援セ
ンターとかそのようなところと連携しながら出口の部
分まで何とか見つけていくことも必要だと思います。

あと、私が先程話したように、やはり学力の問題
というのも強いかなというのもあります。学力の問
題は、どこでというか、それはやはりまず高校の入
口です。高校を選択する時にまたその子が変わって
きます。どういう道へ行くかというのは。そこで見
分ける。あとは、結構どうでも良いことと言うと失
礼ですけれども、どうでも良いことではない、施設
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入所にずっと納得しない子がいます。そういう子と
いうのはやはり難しいです。納得してくれれば良い
のですけれども、全然納得しない。親のことも納得
しない。だから、施設の職員にも納得しないという、
そういう子がいます。そういう子の行く先というの
はなかなか難しいと思います。

それと、もう一つは、民生委員のお話がございま
した。名古屋で今、学校区で子ども応援会議、子ど
も応援委員会というのがあります。気になる子とか、
そういう支援が必要な家庭の子を取り上げて。名古
屋は区割りで区役所ですので、名古屋市の下に 16
区役所あります。区役所の民生こども課の担当係。
それと、児童相談所、小中学校、それと民生児童委
員、それと、子ども応援委員というのがいます。そ
れと、あと必要に応じて施設等という、そんな会議
をやりながら支援をしています。以上です。

河野氏　早期に発見するというのはとても難しいこ
とだと思います。アフターケアをしていて気が付く
ことと言えば、いつの時点でその子が本音で話せる
か。施設に入れば、施設に入った時に本音を話せる
土壌ができているかどうかだと思います。その時点
が見極めかなと思っています。

本音を語れるようになって、生立ちの整理ができ
ると自分の進路、やりたいことが見えてくる傾向が
あると感じています。どうしても初期とか早い時期
には、子どもたちは緊張していますから本音を言わ
ない。今までの辛い体験から、大人を信じることが
できないので、大人の側に合わせるのがとても上手
いです。それを本音と思い込んでしまうところが、
大人は多々あるのではないかと思います。

それと、もう一点は、先程もお話にあったと思い
ますが、自分の能力というか、自分の力そのものが
自分自身で理解できていない子どもだと、進路の選
択時につまずいてなかなか上手くいかない。自分の
思いをなかなか言えず、周りの大人の考えに従って
しまう傾向があります。高校に入る時点では周りの
人の意見ばかりに左右されて自分の行きたいコース
を選べないままに進学し、高校を中退するケースが
多いと感じております。

以上です。

橋本氏　ありがとうございました。

私からは、最初のご質問、自立しにくい子をどう
見分けるか、なるべく早くというところ。児童養護
施設の職員は、たくさんの子どもたちを、しかも成
長段階を一つ一つしっかりと見ていられるという意
味で、すごく貴重な仕事をしていると思っています。

なので、児童養護施設一陽では、越前市の乳児検
診に児童養護施設のケアワーカーが参加させていた
だいて、一六検診とか３歳児検診のカンファレンス
の場で保健師と一緒にケース協議をしています。そ
こから定期的な見守り等を行っていきます。

今日、午前中に講演された遠藤先生、あるいは数
井みゆき先生、「第四の発達障害」という言葉を作
られた杉山先生とか、第４分科会にいらっしゃる友
田先生。こういう先生方の書かれているものを一陽
では勉強会でみんなで共有する、知識を深める取組
をしています。そうすると、おのずと入所してきた
子の特性が見えてきます。ADHD であったりアス
ペルガー症候群であったり。それから、第四の発達
障害という言い方をしますけれども、愛着障害が見
えてくる。そこにどう対応するかということは、こ
れはまずは医療につないでいくということですけれ
ども、それをなるべく早期にやっています。少なく
とも二次障害、三次障害を発生させないように努力
しているところです。

２つ目のご質問、地域で市民の人たちに何ができ
るかということですけれども、キーワードは、「子
どもの貧困」。これも、2008 年に阿部彩さんが『子
どもの貧困』という本を書かれて、そこからこの言
葉が一大ブームになりました。今、６人に１人の子
が貧困だと。そこで国も子どもの貧困対策というこ
とで、色んな事業を打ち出しています。児童福祉の
領域ではないですけれども、生活困窮者自立支援事
業で貧困家庭、あるいはひとり親家庭の学習支援も
制度として出来上がってきています。それから、子
ども食堂です。　実はこういう事業の所管は、市町
村です。児童相談所ではないのです。市町村が持っ
ている事業と市民が自分たちでやりたいという意欲
をどうマッチングさせていくかということで多彩な
市民による取組が見えてくるのかなと思っていま
す。繰り返しますが、今後は市町村が子どもの貧困
対策や児童虐待防止対策の中核になっていくでしょ
う。ちなみに越前市の子ども食堂に一陽は実行委員
として参画しています。一陽の中にいる子どもに加
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え、一陽からつい最近退所した子の家に立ち寄り、
子どもとお母さんを連れて子ども食堂に行くので
す。そういう取組なども今継続してやっているとこ
ろです。

ご質問の皆さんに回答になっているかどうか分か
りませんが、以上でフロアからの質問に対する回答
とさせていただきたいと思います。

残り 15 分くらいですが、４名の皆さんに言い尽
くせなかったことなどを。

なお名古屋の児童養護施設では里親さんと連携し
てすごく面白いことをやっているということで、福
谷さんや今日フロアにいらっしゃる里親の皆さんに
聞いてほしいという話があります。平井先生から、
それを是非後で紹介していただければと思います。

４名の皆さん、３分ずつということで本当に恐縮
ですけれども、平井先生はその説明もあるので５分
ということで、お願いします。

では、河野先生から順番で。よろしくお願いします。

河野氏　平井先生に質問ですけれども、東京都が自
立支援コーディネーターを置いているのですけれど
も、国では消費税をアップすればそれを充てるとい
うような話があったのですが、最近そういう話を聞
かないのですが、どうなっているのかということを
お聞きしたいと思っています。

それから、私の資料の中で変な円を描いた図が
入っていたと思います。95 ページですが、これは
今私たちが目指しているというか、こういう組織で
アフターケアができれば良いなと思っているのです
が、今までは施設の職員と子どもが線か点のつなが
りだけで完結するような支援をしていたと思いま
す。そうすると、その関係性が少し壊れてくると子
どもは離れていってしまってなかなか連絡が取れな
い。それをつなぎ止めていくのがセンターの仕事か
なと思っています。どこの施設の職業指導員もうち
に来るようになっていますし、居場所に毎日違う施
設の職業指導員が来ています。毎日利用する子ども
たちも来ています。そうすると、今日はあの人が来
るから卓球をしに行こうとか、今日は料理がうまい
あそこの女性の職業指導員が来るから一緒に料理を
しようとか、買い物に行こうとか言って、最初はセ
ンターがその日、その日のメニューを考えていたの
ですけれども、今は子どもたちが来る人を選んでメ

ニューを考えてグループワークができるようになっ
ています。そういった広がりが、ここではＡ施設、
Ｂ施設ということしか書いていませんけれども、母
子生活支援施設とか自立支援施設、里親さんやファ
ミリーホームと連携できて、点と点、線の関係では
なくて、面、厚い層としてのアフターケアを目指し
ています。そして、施設を出て行く子どもたちが出
身施設の職員だけではなく、あなたが好きな職員を
選んで相談しても大丈夫ですよと。その相談を受け
た職員は、センターや出身施設の職業指導員と連携
が取れていますから、情報を共有しながら誰が一番
この子の支援に当たるのが良いか。そういうことま
で話し合ってできるようになると良いなと思って、
支援の輪を少しずつそういうふうに広げています。
子どもが施設を出て、引越しするというのを他の職
員が聞いた時に、うちの職員も手が空いているから
応援に行きますよということで、ほんの２、３日前
ですけれども、子どものアパートの引越しと片付け
にうちの職員と他の施設の職員、２人程手伝って片
付けてくれたりするように。こういう層の厚い支援
員たちのつながりを作りながら今後支援していくの
が大分の課題かなと思っています。

以上です。

橋本氏　ありがとうございました。この 95 ページ
の絵、すごく良いですね。これ、河野先生が自分で
作られたのですか。

河野氏　はい。

橋本氏　素晴らしい。点と点でなくて面と面。本当
にすごく良いキーワードだなと思いました。ありが
とうございました。
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平井先生、宿題が多いので、最後に回させてもらっ
て良いですか。

では、芝さんから。

芝氏　先程橋本さんのところで親族里親のお話があ
りましたが、福井県では親族里親を積極的に活用し
ていることをお伝えしたいと思います。

社会的養護の子どもさんが自立するに当たって児
童相談所がすべきことと思っているのは、今お願い
している里親さんや施設の方々に対して、何か子ど
もさんに問題があった時とか、保護者との問題が
あった時だけではなく、常に連絡し合えるように。
それも、この後の子どもさんの援助をどうするかと
いうところでしっかり話ができるようなことが必要
であると思います。今も定期的には各施設、里親さ
んのところをお伺いしお話するようにしていますが
今後とも、本音を言い合える関係を築き、連携を強
化していきたいと思います。

それから、例えば、高校を卒業した後の支援に当
たって他の制度の利用や関係機関との調整について
は児童相談所として十分対応していかなければいけ
ないと思っています。

以上です。

橋本氏　ありがとうございました。
本当に問題が起こった時だけの関係でない児童相

談所との付き合い。芝さんのところは結構そういう
ことができているのではないかなと思います。福井
県は親族里親、今、越前市にも実際に１例あるとい
うお話をしました。でも 47 都道府県では、「そもそ
もお金をおじいさん、おばあさんがもらうのはおか
しいだろう。自分の孫の面倒を見るのに何故だ。」と
いうことをおっしゃっている都道府県もある。やは
りそこを突破しないとだめなのかなというふうに思
います。福井県は越前市に親族里親の事例があって、
また、今も上手く親族里親をつなぎたいという事例
もあるというふうにお聞きしています。更に、積極
的に頑張っていただけたらというふうに思います。

ありがとうございます。
それでは、福谷さん、どうぞ。

福谷氏　先程もお話がありましたように、週末・季
節里親について、平井さんにお聞かせいただきたい

と思いますので、お願いします。

橋本氏　感想とかもあれば。

福谷氏　私の経験したことは皆聞いていただきまし
て、心がすっとしておりまして。もし、里親を何か
しらでサポートしようと思う方がおってくださるよ
うでしたら、是非、里親さんの話を聞いてあげてく
ださい。里親さん、色んなぐわっとした思いを持っ
ていますので、誰かに聞いてもらったり、こんな場
でお話しさせてもらうとすごく楽になります。そし
て、また明日から頑張ろうという気持ちになれます
ので、是非、そういうふうに支援していただける方
がおられましたから、里親さんの声を、どうしてい
るのと聞いていただけるとうれしいかと思います。

では、平井さん。すみません。

橋本氏　はい、ありがとうございました。
福谷さん、本当に里親実践者としてお一人だけの

登壇で、全てを背負ってお話していただきまして、
どうもありがとうございました。

福谷さんの、先程言われたケアマネの話ですけれ
ども、自立支援コーディネーターというのが近々予
算化されそうです。これはあくまでも自立を目前に
控えた子どもたちのケアマネみたいな制度でしょう
か。平井先生にこの制度の説明もしていただけると
ありがたいと思います。では、平井先生、色んな宿
題をまとめてお願いします。

平井氏　分かりました。
まず里親のことです。週末里親といったお話があ

りましたが、名古屋は今まで里親ボランティアと
いって、週末とか正月とか盆とかの短期帰省とかに
登録していただいてやっていたのを、私が勝手に名
前を変えて家庭体験事業ということで。里親ボラン
ティアというのは名前が難しいというか。里親さん
は里親さんで正規にいますので、家庭体験事業とい
うことで、そういった週末とかに子どもに家庭の体
験をさせてあげるということで、そういった制度が
あります。

それと、４年前に私が発信していって、今年から
その里親さんの事業が成立したのですけれども。名
古屋ももう３年程ずっと施設が満所状態です。うち
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もそうですけれども、今、どこの施設も定員満所状
態で、プラスアルファ、児童相談所も保護率が高い
ものですから、児童相談所の一時保護所も一杯で
す。だから、どんどん出していかないといけないと
いう状態で、施設が定員以外の一時保護委託を受け
ているのです。受け入れるだけ。そんなような状態
ですから、是非これは里親さんにも色々協力しても
らおうということで。まず、そういう状態でショー
トステイもあります。そのショートステイも受け入
れる部屋もないし、人手もないということで、里親
さんにショートステイを是非やってもらおうという
ことで、４年前からずっと言い続けて、やっと名古
屋市と話ができまして里親ショートステイというこ
とで。もちろん、施設も窓口はあるのですけれども。
名古屋の場合は政令市ですから各区にショートステ
イが必要なご家庭があれば申し込みをして、施設に
お話が来るのです。でも、施設は満所状態ですか
ら、その施設の近くで連携できる里親さん、あとは
ショートステイが発生した場合、その同じ家庭の学
校区にみえる里親さんであれば、そこで受けていた
だければお子さんは学区内ですから学校に通えるの
です。そのようなことも含めて里親さんにショート
ステイをお願いしようと。しかも、里親さんに全て
ぶつけて、経理事務とかも全部任せるとなると、い
やーとなってしまいますので、それは窓口の施設を
４か所決めて、そこの施設が窓口になって経理関係
はやる。里親さんにショートステイの費用を払う。
そういうようなシステムを立ち上げました。それと、
里親さんからも何かあったとき保険はどうするのだ
と。もちろん、保険は名古屋市が全部持ちますとい
うことで成立しまして、今年から一応開始をしてお
ります。

先程福井の虐待対応件数も言われましたけれど
も、名古屋は去年というか、その前が 1,800 件でし
たけれども、国と一緒でまたぐんと伸びて 2,300 件
台になりました。ですから、本当に保護率がすごく
高くて、もう施設もアップアップの状態ということ
です。

それと、もう一つは支援コーディネーターの話で
すけれども、これは国では自立支援担当職員と言っ
ていますが、その職員を施設に配置しましょうと。
それを自立支援のお手伝いができるような形で施設
に１人ずつということを言っていましたが。私が先

程言いましたように、東京では自立支援コーディ
ネーターという名前を使っています。これは実は国
の言う自立支援担当職員のことです。東京は先行し
て２、３年前から配置をしています。養護施設等に
は自立支援コーディネーターという名前。自立援助
ホームにはジョブトレーナー。すごくかっこ良い名
前をつけましたね。そうしたことで、そういった方
を配置して東京都はもうやられている訳です。自立
支援担当職員は、来年度の予算の中には載せられて
はいません。載せられているのは、先程橋本さんが
言った自立支援の、これは東京と同じ名前になって
いるのですけれども、支援コーディネーター。自立
を支援する支援コーディネーター。今は仮称ですけ
れども、その事業を立ち上げようということで、そ
の支援コーディネーターは２人配置。常勤は２人で
す。それは就労支援コーディネーターと生活支援
コーディネーター。それを２人常勤にして各児童相
談所単位に１つセンターみたいな機能を持たせて。
それは福祉法人でも NPO 法人でも良いす。そこに
そういう機能を持たせて、もちろん児童相談所がそ
こに絡みます。それで、支援コーディネーターと児
童相談所のケースワーカー、施設の担当職員、もし
くは里親が一緒になって継続支援計画と今は言って
いますけれども、それを作る。それを支援コーディ
ネーターさんが結局全体的なものをちゃんと作って
いく。それに基づいて子どもを自立支援していこう
と。でも、これは子どもが納得しないとだめです。
私はこれに乗っかってやらせてもらいますと。でも、
少し障害傾向のある子とかはなかなか難しいと思い
ますので、それは職員がお手伝いして支援計画を支
援コーディネーターに作ってもらうという形になり
ます。ですから、児童相談所と施設、里親さんが絡
んで支援コーディネーターというのは立ち上がるの
ですけれども。ですから、施設に全部先程言った自
立支援担当職員をつけましょうと。そこにかましま
しょうということです。この支援コーディネーター
の制度がもし来年成立したら、その次のステップと
して自立支援担当職員を全施設に付けましょうとい
うような行程です。一応そういう作戦です。でも、
予算がどうなるか分かりません。こればっかりは。
そんなようなことでよろしかったでしょうか。

あと、もう一つだけ。名古屋が、来年これも予算
要望しているのですけれども、ステップハウスと



152

第５分科会

いって、やはりいきなりアパート生活をさせるのは
難しいかなというようなお子さんを名古屋の市営住
宅、あき住宅を借りてというか、市営ですから名古
屋が持ちますよね、そこを利用してステップさせる。
３か月なり半年なり。そこで生活訓練をさせながら、
施設の職員が見に行ったり。福井方式もそのような
ことですけれども。それで、「頑張ってるね。」とか、

「ちょっとごみたまってるから捨てなさいよ。」とか、
そういうアドバイスをしながらステップさせて、本
契約のアパートに移していく。というようなことを
今考えています。

以上です。

橋本氏　ありがとうございました。
他に、何か４人の方、言い足りないこと、追加で

ということはありませんか。よろしいですか。
それでは、この分科会のまとめをさせていただき

たいと思います。今日は、大分、名古屋から福井へ
来ていただきまして、ありがとうございました。私
自身、「児童アフターケアセンターおおいた」は昨
年見せてもらいに行きました。河野さんから直接
色々とお話をお聞きしました。何がすごいかといっ
たら、河野さんが今、正におっしゃったように、点
と点で支援するのではなくて面を作らなくてはだめ
だというので、面が本当にできていたことです。Ａ
施設を退所したＡ君に、Ｂ施設を退所したＢ君に、
Ｃという里親さんが自分の里親措置解除したＣ君
に、アフターケアをＡはＡ、ＢはＢ、ＣはＣという
ふうにやっているのが当たり前だとしたら、おおい
たはＡの施設を出た子がＣの施設の先生に色んな悩
みを相談できている。むしろ、そういうことが多い
と。馬が合って、趣味が合って、Ａ施設を卒園した
けれども、Ｃ施設の先生と仲良くなれているという
ふうなことがありますよと。私は、子ども自身が選
ぶ、それは就職先も選ぶし、住まいも選ぶし、支援
者も選べるという形が、支援の理想であると思って
います。そして子どもの権利にとって、自己決定、
自己選択というのはすごく大事だと思っています。
そういう意味で、おおいたでは、既に点と点をつな
ぎ、面を創ることで、より多くの自己選択ができる
環境が整備されている。

芝さんのところには、本当に施設の OB の子たち
が色んなことを相談に来ているみたいです。県内５

施設全ての子たちが来ていると思います。芝さんみ
たいな人がアフターケアセンターにいたら、すごく
子どもたちが集まって楽しいだろうなと。その先例
が多分河野さんではないかと思うぐらいです。こう
いうアフターケアセンター、本当に夢が広がると思
うので、是非福井県でも作れると良いなと思います
し、色んなところに普及できると良いなと思います。
残念ながら大分方式はまだ大分だけでしょうか。退
所した当事者たちが団体を作ってアフターケアセン
ターを作っているところは結構あります。だけど、
施設や里親さんが一緒になって一枚岩になって運営
主体を作って、運営委員会を作って、そして共同で
実践しているところは残念ながら大分しかないで
しょう。本当に河野さん、ありがとうございました。

それから、芝さんからは児童相談所のこれからの
行く末を語っていただきました。問題が起こった時
だけの関係ではないように、そういう児童相談所を
目指すよと。それから、色んな相談機関をつなぐ役
割はお手のものだと。例えば、今の福谷さんのとこ
ろにいらっしゃる支援学校の子どもさんが高３に
なって就労支援施設を選ぶ際には、どこが良いとか、
あそこはこうだ、ああだという話は幾らでも児童相
談所で相談に乗るよという話だと思います。確かに、
つなぐ役割というのはすごく大事で、福谷さんがケ
アマネの話もされましたけれども、本当にそういう
つなぐ役割を児童相談所が担っていただけると、も
う一つ進化するだろうなと思います。

福谷さんからは、実際に２人の子どもさんを里親
として養育されている実践者として貴重なお話をい
ただきました。子どもの変化、変容というのは、正
にそういうことだろうなということを改めて感じま
した。要望は介護保険制度におけるケアマネのよう
な存在が欲しいということです。地域包括ケアとい
うのが今介護保険の世界でも広がっています。あれ
をずっと読んでいると高齢者だけの制度ではないの
だ。障害者にも、それから子どもにも地域包括ケア
が必要だという議論になっています。向こうからも
子どものところに歩み寄ってきているというか、入っ
てきているし、こっちも子育て世代包括支援セン
ターとか、市町村に社会的養護の支援拠点を作ると
いうように児童福祉法や母子保健法が今年改正され
ました。これを見ていると、市町で、子どももお年
寄りも障害を持っている子も、それも０歳から、あ
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るいは生まれる前の特定妊婦から 18 歳、20 歳、イ
ギリスでは 25 歳まで支援をするらしいですけれど
も、20 歳を過ぎた子までずっと切れ目ない支援をし
ていく。そのシステムをどうやって作っていこうか
ということが今次の課題なのかなと思っています。
やはり児童虐待をどうやって防止していくかという
議論はバラバラでやるのではなくて、特定妊婦か
らの切れ目のない支援をどうやって作るか。それか
ら、漏れがない。都道府県をまたいで転居したらも
う分からなくなってしまったということではなくて、
どこへ行ってもきちんと捕捉できている、そういう
意味では悉皆性、つまり漏れがない支援体制をどう
作っていくか。そして、障害は６番窓口、高齢者は
８番窓口、子どものことは２番窓口に行ってくださ
いというのではなくて、お年寄りのことも障害者の
ことも子どものこともワンストップで解決できる。
そういうシステムをどう作れるか。介護保険のよう
なケアマネのような存在という一言は、恐らくそう
いう意味なのかなと理解させていただきました。

最後、皆さんの報告をお聞きして得た私個人の感
想をお話しさせていただきます。私の所属する一陽
というのは実はお金持ちが作ったり、権力のある人
が作った訳ではないです。私のような普通の市民が
少しずつみんなでお金を出し合って作りました。で
すから、すごく弱い組織です。社会福祉法人越前自

立支援協会ができて 10 年、そして、一陽は５年、
今の場所で運営しています。何しろ頼りになる強力
な親がいる訳でも、先祖代々持っている土地や資産
がある訳でもない。本当に弱小法人なので、人の輪
やみんなの力を頼っています。地域の NPO とか、
地域で色々応援してくれる企業の人、施設を出た子
どもの就職を世話してやるよという人とか、あるい
は民生委員とか、学校の先生とか市役所の人、もち
ろん児童相談所も。そういう色んな人たちに支援し
てもらって児童養護施設を運営しています。子ども
も同じだなと思っています。平井さんの言葉ではな
いですけれども、自分一人で全部やれることが自立
じゃない。色んな人の力を借りて、頼みたいことを
自分の言葉で主張して頼めて自己実現を果たしてい
く。これが社会的養護を必要とする子どもたちの自
立だろうというふうに思っています。一言で言うと、
上手く依存できることが自立することだと。換言す
れば自立するということは上手く周囲の人々に依存
できるようになること。現に一陽は地域の皆さんに
依存しながら５年、10 年とやってきたので、自分
たちが養育する子どもにも、このような自立観を伝
えていけたらなと思っているところです。

以上でこの分科会を終わらせていただきたいと思
います。ご清聴いただきまして、誠にありがとうご
ざいました。


