
 

 

（４）被虐待児童への自立支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



親子関係再構築支援【平成28年10月施行・児童虐待防止法】 

 ○ 親子関係再構築について、保護者の意向に左右されること等により、実効ある支援が十分行われてい 

   ないほか、支援の際の関係機関間の連携が不十分。 

○ 措置を解除した後に、より深刻な虐待が発生するケースがみられる。 
 

      児童相談所や市町村のみならず、児童を現に養育する施設や里親も、積極的に親子関係再構築支援を行うとと
もに、都道府県が措置を解除するに当たっては、継続的なフォローを行う必要がある。 

考
え
方 

 
 

○ 親子関係再構築支援について、児童相談所、市町村、施設、里親などの関係機関等が連携して行うべき旨
を明確化する。 

○ 措置の解除に当たって、以下の取組を実施する。 
 ・措置解除時、児童相談所が保護者に対し、児童への接し方等の助言・カウンセリングを実施 
      （ＮＰＯ法人等に委託可） 
 ・措置解除後の一定期間、児童相談所は地域の関係機関と連携し、定期的な児童の安全確認、保護者への

相談・支援等を実施 
 ※ 併せて、児童相談所の体制強化・専門性向上による保護者への継続的な指導等の実施、親子関係再構築プログラムの充実を含む国の調査・

研究の推進、一時保護・保護者指導等への裁判所の関与の在り方の検討等に取り組む。  

改正法による対応 

親子の
再統合 

児童相談所による 
定期的な連絡・訪問、 
相談支援 

児童相談所による一時保護 
や施設等入所措置の解除 

児童相談所による 
助言・カウンセリング 
 ※ ＮＰＯ法人等に委託可 

市町村、児童養護施設、ＮＰＯ法人
等の関係機関と連携して対応 

児童相談所による一時保護 
や施設等入所措置の実施 

※ 保護者指導（親子関係再構築 
支援を含む。）を同時に実施 

親子関係再構築支援のイメージ図 
支援全般について、関係機関等が連携して対応 



       里親委託の推進 【平成29年４月施行・児童福祉法】 

○ 里親制度に対する社会的認知度が低く、委託可能な登録里親が少ない。 
○ 児童相談所が虐待対応業務に追われ、里親委託の業務に十分関わることができず、個別の里親  
 への支援が行き届いていない。 
 

     里親制度の普及促進及び里親支援の拡充が必要。 

考
え
方 

Ｈ22年度末 Ｈ23年度末 Ｈ24年度末 Ｈ25年度末 Ｈ26年度末 

12.0％ 13.5％ 14.8％ 15.6％ 16.5％ 

○里親等委託率の推移及び目標値 

Ｈ31年度末 

22.0％(※) 

Ｈ41年度末 

概ね33％ 

(※) 少子化社会対策大綱（平成２７年３月閣議決定）における目標値 

○里親等への委託の推進及び児童養護施設等の小規模化を推進するための「都道府県推進計画」の内容等 
 に関する調査結果（平成２８年３月末日現在） 

平成27年４月１日 平成31年度 平成36年度 平成41年度 

里親・ファミリーホームへの委託児童の割合 15.8％ 20.2％ 24.7％ 30.8％ 

グループホーム入所児童の割合 7.9％ 11.6％ 17.1％ 24.8％ 

本体施設入所児童の割合 76.4％ 68.2％ 58.1％ 44.5％ 

合計 100％ 100％ 100％ 100％ 

※国が目標としている「概ね33％」に満たない目標設定にとどまっている自治体については、より一層の取組が必要。 

 
 

○ 家庭と同様の環境における養育推進の理念を明確化。 
○ 里親制度の広報啓発等による里親開拓から、里親と児童のマッチング、里親に対する訪問支援等による 
   自立支援まで、一貫した里親支援を都道府県（児童相談所）の業務として法定。 

改正法による対応 

    改正法を踏まえ、特別養子縁組の 
  位置付け等について今後検討 



 

〇 養子縁組里親を法定化し、①研修の義務付け、②名簿登録制、③欠格要件を規定。 

改正法による対応 

養子縁組里親の法定化  【平成29年４月施行・児童福祉法】 

 〇 親は児童と多くの時間を共にし、児童の成長、発達などに与える影響が大きいことから、養育の質について、 
  全国的に一定の水準を確保する必要がある。 
〇 自ら妊娠・出産する場合、乳幼児健診や両親学級などがある。養子縁組里親についても、親として身に付ける  
  べき知識や子どもへの接し方を学ぶ機会を十分に確保することが必要。 
 

考
え
方 

里親の類型 

  養育里親（専門里親を含む） 

（児福法 第６条の４第１号、 
第３４条の１９・２０） 

養子縁組里親 
（児福法 第６条の４第２号、 

第３４条の１９・２０） 

親族里親 
（児福法 第６条の４第３号） 

対象児童 要保護児童 要保護児童 
扶養義務があり両親等の 
養育が期待できない児童 

研修の受講義務 あり なし → あり なし 

名簿登録 必須 任意 → 必須 任意 

欠格要件 あり なし → あり なし 

手当等 
里親手当 あり なし なし 

一般生活費 
 教育費 など 

あり あり あり 

登録里親数 委託里親数 委託児童数 

養育里親 7,893世帯 2,905世帯 3,599人 

専門里親 676世帯 174世帯 206人 

養子縁組里親 3,072世帯 222世帯 224人 

登録里親数 委託里親数 委託児童数 

親族里親 485世帯 471世帯 702人 

合計 9949世帯 3,644世帯 4,731人 

参
考 

出典：平成26年度福祉行政報告例（平成27年３月現在） 



養子縁組に関する相談・支援の法定化 【平成29年４月施行・児童福祉法】 

 
〇 平成25年度の１年間で、相談・支援の結果、養子縁組が成立した児童相談所は約６割にとどまっている。 
〇 児童相談所ごとの取組状況のばらつきを解消し、均てん化を図る必要がある。 
〇 また、養子縁組成立後の養育状況の確認など、個々の状況に応じた継続的な支援も重要。 

考
え
方 

≪補足≫ 
 平成26年度厚生労働科学研究（注）のアンケート調査によると、回答のあった１９７ヶ所（全２０７ヶ所）の児童相談所のうち、 
 平成25年度の養子縁組成立件数が０件であった児童相談所が８３ヶ所（４２．１％）。 
 最も成立件数の多かった児童相談所では１６件。 
（注）「国内外における養子縁組の現状と子どものウエ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」研究代表者：林浩康教授（日本女子大学） 

 

 

○ 養子縁組里親に関する相談・支援を都道府県（児童相談所）業務に位置付け。 
 

      児童相談所運営指針等を見直し、具体的な相談・支援の在り方（※）を明記。 
        ※ 実親の意向確認、養親希望者の適格性判断、出自に関する情報の保管・提供 など 
 

〇  併せて、特別養子縁組制度の利用促進の在り方（※）について速やかに検討。 
 

        ※ 主な検討課題は、以下のとおり。 
         ・原則６歳未満とされている対象年齢 
         ・児童相談所長への特別養子縁組に係る手続の申立権 
                  ・特別養子縁組の成立要件（実父母による同意の要件など） 
                  ・特別養子縁組成立後の子どもの出自を知る権利 
                  ・特別養子縁組成立後の養親や子どもに対する支援 

 
 

改正法による対応 



普通養子縁組と特別養子縁組について 

○ 普通養子縁組は、戸籍上において養親とともに実親が並記され、実親と法律上の関係が残る縁組形式。 
 
○ 特別養子縁組は、昭和48年に望まない妊娠により生まれた子を養親に実子としてあっせんしたことを自ら

告白した菊田医師事件等を契機に、子の福祉を積極的に確保する観点から、戸籍の記載が実親子とほぼ
同様の縁組形式をとるものとして、昭和62年に成立した縁組形式。 

＜縁組の成立＞ 
   養親と養子の同意により成立 
 
 
 
 
 
 

＜要件＞ 
   養親：成年に達した者 
    
 
  養子：尊属又は養親より年長でない者 
 

 
＜実父母との親族関係＞ 
  実父母との親族関係は終了しない 
 

＜監護期間＞ 
  特段の設定はない 
 

＜離縁＞ 
   原則、養親及び養子の同意により離縁 
 

 

＜戸籍の表記＞ 
   実親の名前が記載され、養子の続柄は「養子（養女）」と記載 

 

＜縁組の成立＞ 

   養親の請求に対し家裁の決定により成立 

   実父母の同意が必要（ただし、実父母が意思を表示 
 できない場合や実父母による虐待など養子となる者の 

 利益を著しく害する理由がある場合は、この限りでない） 
 

＜要件＞ 

   養親：原則25歳以上（夫婦の一方が25歳以上であれば、 

一方は20歳以上で可） 

  配偶者がある者（夫婦双方とも養親） 

   養子：原則、6歳に達していない者 
      子の利益のために特に必要があるときに成立 
 

＜実父母との親族関係＞ 

  実父母との親族関係が終了する 
 

＜監護期間＞ 

  6月以上の監護期間を考慮して縁組 
 

＜離縁＞ 

   養子の利益のため特に必要があるときに養子、実親、 

 検察官の請求により離縁 
 

＜戸籍の表記＞ 

   実親の名前が記載されず、養子の続柄は「長男（長女）」等と 記載 

普通養子縁組 特別養子縁組 



18歳以上の者に対する支援の継続 【平成29年４月施行・児童福祉法】 

〇 改正前の法律においては、原則として１８歳（措置延長の場合は２０歳）に到達した時点で支援が終了しており、 
 支援の必要があるにもかかわらず、１８歳に到達することにより支援を断たれる場合がある。 
      

     児童福祉法の児童の年齢である１８歳を超えた場合においても、自立のための支援が必要に応じて継続 
されるための仕組みの整備が必要。 

考
え
方 

自 立 

  里親／児童養護施設 
   ※リービングケアの強化 

    （自立訓練の場を整備） 

措置延長【法律】 
※積極的に活用 

支援対象を２２歳の年度末まで延長（就
学者）【法律】 

自立援助ホーム 
 （義務教育終了後～２０歳未満） 

※設置数の拡大 

 新たな予算事業による対応 
 （次ページ）【予算】  

義務教育 
終了後 

生活相談支援、就業支援、相互交流、居場所づくり（退所児童等アフターケア事業）※実施自治体を拡大 

１８歳 ２０歳 ２２歳の年度末 

一時保護 里親等委託 

新規 延長 新規・措置変更 延長 

一時保護中に18歳到達 ×→〇 ×→〇 ×→〇 

里親等委託中に18歳到達 ×→〇 ×→〇 ×→〇 〇 

 
 

○ 一時保護中に18歳に達した者の一時保護の延長・措置を可能とする。 
○ 里親委託等中に18歳に達した者の措置変更・更新、一時保護を可能とする。 
○ 自立援助ホームの入所者について、大学等に就学中の場合には、22歳に達する日の属する年度の末日ま

で支援の対象とする。 

改正法による対応 

18歳～20歳到達まで 



   自立援助ホームの対象者の拡大【平成29年４月施行・児童福祉法】 

○  改正前の法律においては、自立援助ホーム入居者が２０歳に到達した時点で、支援が必要な場合でも 

 退所することとなってしまい、大学卒業まで継続した支援を行うことができない。 
 

     ２０歳を超えた場合でも、必要に応じて支援を可能とする仕組みの構築が必要。 

考
え
方 

改
正
前 

２０歳 

※現行の児童福祉法では、２０歳到達以降は、  
 自立援助ホームによる支援の対象外 

１５歳 

  ○対象者の拡大（※） 改
正
後 

２０歳 １５歳 

 
 

○ 自立援助ホームの入居者であって大学等に就学している場合には、２２歳に達する日の属する年度の末日
まで支援の対象とする。 

 ※ 入居者の支援の必要性に応じた柔軟な運用を検討。 

 
 

改正法による対応 

１８歳 

 ○児童自立生活援助事業 
(自立援助ホーム)による援助 

１８歳 

○児童自立生活援助事業 
(自立援助ホーム)による援助 

２２歳の年度末 

※大学等（職業訓練校、専門学校等を含 
 む。）就学中の者にあっては、22歳の年 
 度末までの間にある者に対象拡大 

ついては、１８歳（措置延長の場合は２０歳）到達後も、 
２２歳の年度末まで、引き続き必要な支援を受けることが
できる予算事業の創設を検討 

予算事業 

大学等就学者以外の者に 
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