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はじめに 

 
 家庭的養護の推進は、社会的養護の大きな柱として、社会的養護専門委員会で議論され、

平成 23 年 7月には「社会的養護の課題と将来像」という形で取りまとめられた。そのなかで

社会的養護の基本的方向は、①家庭的養護の推進、②専門的ケアの充実、③自立支援の充実、

④家族支援・地域支援の充実であり、今後十数年をかけて施設機能の地域分散化を進めると

同時に、家庭養護である里親・ファミリーホーム（小規模住居型家族養育事業）への委託を

推進し、社会的な養護を必要とする子どもたちの 3分の１を担う方向性が示された。 

 また、平成 23 年 3 月末に厚生労働省から発出された「里親委託ガイドライン」にも、‘里

親委託優先の原則’が示されるなど、里親委託等の推進は、社会的養護の中でも大きな課題

の一つである。 

 このため、公益財団法人全国里親会において、関係各方面の参画を得て「全国里親委託等

推進委員会」を設置し、情報共有、意見交換を行うとともに、里親等の養育技術の向上、里

親支援及び里親委託等の推進策の向上を図るための調査研究を行い、全国の里親や里親支援

機関、児童相談所等の関係者に提供することとした。 

 本調査は、近年の里親委託率の増加幅の大きな自治体の推進のあり方を調査し、全国の自

治体等に紹介することで、里親委託等の推進の一助としていただくことを目的としている。

調査対象となった福岡市（近年の委託率の増加幅が全国１位）の特色は、行政と市民が協働

で里親推進に取り組んだことにある。また、大分県（全国２位）の特色は、行政が継続的・

積極的に里親推進に取り組んだことにある。各自治体の地域性に合わせて参考にしていただ

けたら幸いである。 

 本報告書は各自治体がすぐに活用できるように、また、里親推進に向けて具体的に取り組

めるように、事業の予定表、案内チラシ、組織構成や取り組みメンバー表など、さまざまな

既存の資料を多く収集した。手に取った関係者の方々の参考になり、里親委託等が推進され

ることを切望している。 

最後に、本調査のためにご尽力くださった福岡市と大分県の関係者の皆様に厚くお礼を申

し上げたい。 

 
 平成 25 年 2 月  

 
全国里親委託等推進委員会 

 
 



 
調査の目的 
 
最近７年間の里親等委託率の増加幅が大きい福岡市と大分県を調査し、その推進の方策等

をまとめて紹介することにより、全国の自治体・児童相談所および里親支援機関等が里親委

託等を推進する一助となるものを作成する。 
 
調査方法 
 
１）福岡市 

平成 24 年 7 月、全国里親委託等推進委員会の調査チームが福岡市を訪問し、福岡市児童

相談所（こども総合相談センター）、特定非営利活動法人子ども NPO センター福岡、特定

非営利活動法人子どもの村福岡へのヒアリング調査及び資料収集を行った。 
 
２）大分県 

平成 24 年 7 月、全国里親委託等推進委員会の調査チームが大分県を訪問し、大分県中央

児童相談所へのヒアリング、里親支援専門相談員の定例会議の傍聴等の調査及び資料収集

を行った。 
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＜福岡市について＞ 

福岡市は平成 17 年度から、行政と民間の協働による「市民参加型里親普及事業」というモデ

ル事業を実施し、新規里親登録数が毎年 10 世帯以上という、それまでにない成果を上げた。３

年後の平成 20 年度からは「里親養育支援共働事業」と名を変え、継続して里親制度の普及啓発

支援事業を行っている。  
平成 23 年度に厚生労働省が発表した「里親等委託率を大きく増加させた自治体における里親

推進の取組事例」では「里親等委託率の最近６年間の増加幅の大きい自治体（H16→H22）」の

第１位として公表された。平成 23 年度末の里親等委託率は 27.9％である。平成 16 年度（6.9％）

と比べると実に４倍、21％上昇したことになる。 
 そこで、平成 24 年７月、福岡市とＮＰＯ法人の協力を得て、委託率上昇につながったと思わ

れる取り組みを、全国里親委託等推進委員会として調査した。なお、データはモデル事業が始ま

る前年である平成 16 年度から平成 23 年度までとした。 
 
【注】同じ目的のために対等の立場で協力して共に働くことを意味する「きょうどう」は、通常「協働」

という漢字を使うことが多いが、福岡市では「共働」という字を使用している。 

 
 
【目次】 

１ 福岡市の概要と社会的養護の資源 

２ 福岡市における里親等委託の増加の推移 

３ きっかけは 

「児童養護施設の空きがない！」 

４ 民間の力を借りる 

５ 官民合同の勉強会から始めた 

６ ３年間のモデル事業としてスタート 

７ 「ファミリーシップふくおか」とは？ 

８ 里親を知ってもらう 

市民フォーラムを開催 

９ ４ヵ月後には第２回フォーラムを開催 

10 平成１9年からイメージを統一 

11 感動でつながっていく仕組みづくり 

12 里親だけでなく協力者も募集 

13 メディアとの協働 

14 現在の里親委託推進事業 

15 市民が参加する出前講座と里親サロン 

16 データで見る里親と委託児童の増加 

17 児相職員の意識が変化  

⇒「まず、里親を探そう」 

18 里親が増えたことで何が変わったか 

19 里親家庭支援は最重要課題 

20 里親支援の専従班をつくる 

21 里親と子どもへの支援内容 

22 里親研修 

23 「子どもの村福岡」の設立 

24 「子どもの村福岡」の事業と活動 

25 参考 福岡市里親会の活動 

26 まとめと今後の課題  
福岡市 資料一覧 
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■福岡市の概要【平成23年 4月１日段階】 

面積：341.7 平方ｋｍ 政令指定都市中第 13 位（１位は静岡県浜松市）【2011 年 10 月段階】 
 全人口：約 147 万人 

政令指定都市中第６位（１位は横浜市）、人口密度は第７位（１位は大阪市） 
児童人口：約 25 万人 全人口における児童人口の割合は 17％  

【注】平成24年 7月１日現在、全人口は149万人に増えている。 

 

■福岡市こども総合相談センター「えがお館」とは 

 子ども本人や家族関係者からの複雑・多様化してきている相談などに総合的に対応するため、

福岡市児童相談所、青少年相談センター、「育児 110 番」及び教育委員会相談部門を統合し、子

どもの問題に総合的に対応する施設として、平成15年５月５日に開設した。 

 窓口の一元化による利便性の向上と専門性

の強化を図り、関係機関とも適切に連携しなが

ら、0～20 歳までの子どもや保護者を対象に、

子どもに関するさまざまな問題に対して、保

健・福祉・教育分野から総合的・専門的な相談・

支援を行っている。 

平成 23 年度は、児童福祉司と児童心理司を

増員し、児童虐待への対応をさらに充実させる

ほか、法的対応など専門性の向上を図るため、

新たに弁護士の資格を有する課長級職員の配

置を行うなど、相談体制を強化している。 

 

 

えがお館（福岡市こども総合相談センター） 

〒810‐0065 福岡県福岡市中央区地行浜２丁目１－28 

電話（事務室）：092‐832‐7100  FAX：092‐832‐7830 

HP（URL）：www.city.fukuoka.lg.jp/egaokan/ 

 

 

 

★主な事業 

・相談事業                  ・情報提供、広報、啓発事業の実施 

・里親制度の推進の取り組み          ・児童虐待防止対策などの取り組み 

・教育相談事業と不登校対策          ・思春期相談の取り組み          

・地域支援                  ・非行防止活動 

１ 福岡市の概要と社会的養護の資源 
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■福岡市における社会的養護の資源（施設）（平成24年度定員） 

児童相談所数１ヵ所：福岡市こども総合相談センター「えがお館」（中央区） 

 一時保護所の定員は40名 

乳児院数２ヵ所：福岡子供の家 みずほ乳児院（城南区 定員20名） 

福岡乳児院（博多区 定員45名） 

計 65名のうち、市枠の定員は51名 

児童養護施設数３ヵ所：和白青松園（東区 定員106名） 

福岡育児院（東区 定員95名） 

福岡子供の家（早良区 定員96名） 

計 297名定員 

情緒障害児短期治療施設０ヵ所：県内施設の市枠の定員は6名 

自立援助ホーム１ヵ所：かんらん舎（城南区 定員６名） 

 

■福岡市内の児童福祉施設等一覧 

 

 
【注】「子どもの村福岡」は児童福祉施設ではないが、参考のために表示してある。 

福岡子供の家 

福岡子供の家 みずほ乳児院 

（かんらん舎）

■こども総合 
相談センター

福岡乳児院 

福岡育児院 

和白青松園 

乳児院 

児童養護施設 

自立援助ホーム 

子どもの村福岡 子どもの村福岡

福岡子供の家　みずほ乳児院

かんらん舎

福岡子供の家

福岡乳児院

福岡育児院

和白青松園
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福岡市における里親等委託の増加の推移 

 

福岡市では、社会的養護を必要とする 18 歳未満の子どものうち、里親やファミリーホームで

暮らす子どもの数は平成 23 年度末で 115 人となり、里親等委託率は27.9％になる。 
 

■里親委託の現状 

登録里親数 98世帯  

委託里親数 55世帯  

委託児童数 115人  

ファミリーホーム数 ８世帯 ファミリーホーム事業者は全員、里親登録をしてい

る。 

ファミリーホームへの委

託児童数 

45人 里親への委託児童数の内数に入っている。 

【注】平成23年度末 

 

 しかし、８年前（平成 16 年）までは全国平均より低かった！ 

 
平成 16 年度、福岡市において里親に委託されている子どもの数は 27 人、里親委託率は6.9％。

全国平均（8.4％）よりも低い状況だった。 
 
■里親と委託児童数、里親等委託率の推移 

年度 
登録里親数 

（世帯） 

委託児童数 

（人） 

福岡市の里親

等委託率（％）

里親等委託

率の全国平

均（％） 

H16 43（20） 27 6.9 8.4 

H17 51（30） 41 10.6 9.1 

H18 64（37） 53 12.7 9.5 

H19 76（39） 65 15.6 10.0 

H20 77（40） 75 18.3 10.5 

H21 73（40） 85 20.9 11.1 

H22 85（51） 105 24.8 12.1 

H23 98（55） 115 27.9 13.6 

                         【注】数字は各年度末。 

登録里親数のかっこ内の数字は委託里親数。平成21年度からはファミリーホームを含む。 

 

 

 

２ 福岡市における里親等委託の増加の推移 
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■福岡市の里親等委託率（％）の推移（全国平均と比較） 

 

委託率は、平成16年度の6.9％から23年度の27.9％まで、７年間で21％もの増加が見られて

いる。委託児童数も27人から115人と、4.26倍となっている。 

【注】平成20年度までは「里親委託率」。平成21年度からファミリーホーム（小規模住居型児童養育事業）

が加わったため、「里親等
．
委託率」となっている。 

 

■福岡市における施設入所児童数と里親等委託児童数の推移 
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■当時の一時保護所の状況 

福岡市の児童相談所である「福岡市こども総合相談センター（えがお館）」は、平成15年に開

設された。法律に基づき、児童相談所の設置とともに一時保護所を附設している。当時の一時保

護所の定員は30名だった（その後、定員は平成17年度35名、平成20年度40名とした）。 

 
■子どもたちは地元・福岡を離れて、遠くの施設へ 

平成 16 年秋、福岡市内の児童養護施設が満杯になる。その後、福岡県内の児童養護施設（11
ヵ所）もいっぱいになった。 
その結果、県外の児童養護施設に福岡市の子どもたちの入所をお願いしなければならなくなっ

た。まずは隣の佐賀県から、そして長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県へ。施設の多くは県庁所

在地から離れているため、片道４時間近くかかる場合がある。ケースワーカー（児童福祉司）は

子どもに会いに行きづらく、親も会いに行けないという状況が生まれた。 
 

■混雑し、“野戦病院化”する一時保護所 

一時保護所に入所する子どもは、平成 12 年度の 250 人から増え続け、平成 17 年度をピーク

に、その後も高い水準で横ばい状態となった。 

行き先が決まらず、一時保護所で何週間も過ごす子どもたち。子どもたちは対人関係のストレ

スと行き先が決まらないストレスを抱え、集団が不安定となった。それがまたストレスを生むと

いう悪循環があり、一時保護所はさながら“野戦病院化”していった。 

 

 
 

３ きっかけは「児童養護施設の空きがない！」 
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市内に施設を新設するのはむずかしい。お金も時間もかかってしまう。 

↓ 

里親委託を検討するも、平成 16 年当時の福岡市の里親登録数は 43 家庭と少なく、 

しかも、そのうち約半数の 20 家庭には既に子どもが委託されていた。 

↓ 

 困った！  

 

■市民の力に目覚める 

平成16年 12月 10、11日 日本子どもの虐待防止研究会（ＪａＳＰＣＡＮ） 第 10 回学術集

会福岡大会（実行委員長 満留昭久さん／福岡大学医学部小児科教授（当時））が開催された。 
ＪａＳＰＣＡＮの大会の関連事業として、子ども関係団体で実行委員会をつくり、第３回市民

フォーラム「子どものいのちと心が尊重される社会の実現をめざして」を開催した。市民フォー

ラムの事務局は、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）「子どもＮＰＯセンター福岡」（代表 大谷

順子さん）。 
実行委員の中に里親制度に興味のある人がいて、分科会の一つで「里親」について取り上げた。

市民フォーラム全体では、２日間で 1000 人もの市民が集まった。 
 

それを目の当たりにした行政は、 

「里親開拓にＮＰＯの力、市民の力を活かせないか？」と考えた。 

↓ 

 施設定員を増やすのではなく、⾥親を増やす⽅向に舵を切った。 

 
 

みつどめ
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「頼れるのは里親さんしかいない！」「里親さんを増やそう」 

↓ 

しかし、従来のような取り組みでは限界がある。 

児童相談所職員の努力だけでは、里親は増えない。地域の中に入っていくことが必要。 

そこで、市民団体やＮＰＯ法人のネットワークと協働して里親開拓を行うことにした。 

 市⺠の⼒をお借りしよう！  

 市⺠とともに⾥親を増やして、⼦どもたちの⾏き場所を増やそう。 

 

福岡市の特性は、子どもの課題に取り組むＮＰＯが多くあり、それらの間にネットワークと連

携が進んでいること⇒市内のＮＰＯ法人に「里親制度普及促進事業」を委託することに 

 

■「子どもＮＰＯセンター福岡」に打診 

福岡市内には里親に取り組むＮＰＯ法人がなかったため、子ども分野にネットワークを広げ、

そのセンターとしての役割を持つ「子どもＮＰＯセンター福岡」に事業委託を打診した（平成17

年１月）。「子どもＮＰＯセンター福岡」は、子ども分野のＮＰＯと連携して、子どもの権利や子

どもの課題に積極的に取り組んできた活動実績があった。 

 

■ネットワークを持っている団体を選んだ理由 

「ネットワークとは、みんなで考えることであり、活動の基盤になるものです。しかし、一から

ネットワークをつくっていくのはむずかしく、時間もかかるため、既に幅広いネットワークを持

っている組織に依頼することは、重要なポイントです。幅広いネットワークを持っている子ども

ＮＰＯセンター福岡にお願いしたことは、結果として、とても良かったです」 

 （こども総合相談センター長 藤林武史さん） 

 

■「子どもＮＰＯセンター福岡」とは？ 

福岡市には、それまでにも子ども関連のＮＰＯ法人が多くあった。 

平成15年、「子ども劇場福岡県センター」が呼びかけ、子どもに関わる市民グループやＮＰＯ

法人と実行委員会を立ち上げて「子どもが育つ地域づくりフォーラム」を開催した。いろいろな

団体とつながり、一緒に活動することで、幅広い視野で多様な動きができる。情報の発信、受信

も幅広くできる。刺激し合え、共通の課題も見えてくる。 

この動きの中から、さまざまなＮＰＯをつなぎ、推進するセンターとしての機能が必要となり、

平成15年９月、「子どもＮＰＯセンター福岡」を立ち上げた。 

【注】子ども劇場は、文化芸術や遊びの体験を通じ子どもと大人がともに育ち合える地域をつくっていこ

うという活動。昭和41（1966）年に福岡で始まった市民運動に端を発している。 

４ 民間の力を借りる 

いち
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■行政側には、民間委託に対する戸惑いもあった 

「福岡市役所内では当初、ＮＰＯ法人に委託することに対して反対もあったと聞いています。 

福岡市こども総合相談センター（えがお館）の藤林所長は、精神科医で、ご自身もＮＰＯ法人

に関わられており、市民活動にも理解が深い。えがお館名誉館長の坂本雅子さん（現・子どもの

村福岡村長）も小児科医で、もともとは民間の方です。そのおふたりが、私たちが市民フォーラ

ムで1000人を集めた実績を評価して、『あそこに頼めば、うまく行きます』と強力に押してくれ

たと聞いています」（「子どもＮＰＯセンター福岡」事務局長 宮本智子さん） 

 

■「子どもＮＰＯセンター福岡」の活動及び関係図 

 

※資料 福岡１ 特定非営利活動法人「子どもＮＰＯセンター福岡」のパンフレット（三つ折り） 

 
 

特定非営利活動法人 子どもＮＰＯセンター福岡 

〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-2-7みずほビル506号 

TEL/FAX 092-716-5095 

E-Mail  kodomo-npo.cf@rose.ocn.ne.jp 

HP(URL): http://www3.ocn.ne.jp/~kodomocf/ 
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■事業委託を受けるにあたってＮＰＯ法人の不安と決断 

「私たちは、子どもの健全育成の分野で活動してきた者がほとんどでしたので、“里親”とい

う言葉は知っていても、深いことは何も知りませんでした。それに『行政責任で専門家が行うこ

と』という認識がありましたし、『私たちにできるのだろうか？』という不安もありました。実

際、『素人が手を出すような仕事ではない』と、反対の意見もあったほどです」 
「それでも、私たちが『これは受けなければならない』と決断したのは、初めて知った、社会

的養護の子どもたちの厳しい現実だったのです」 
（「子どもＮＰＯセンター福岡」代表 大谷順子さん） 

 
■市民ネットワークと行政との協働で進めよう 

 「子どもＮＰＯセンター福岡」は、まわりのＮＰＯ法人に参加を呼びかけた。児童相談所の関

係者も実行委員会に参加した。 
呼びかけに集まった団体は、「子どもＮＰＯセンター福岡」「ふくおか・こどもの虐待防止セン

ター」「アジア女性センター」「福岡ＹＷＣＡ」「にじいろＣＡＰ」「チャイルドライン もしもし

キモチ」などのメンバー、そして、こども総合相談センター（児童相談所）の関係者。 

市内の里親で参加したのは、当初は１名だけだったが、後に福岡市里親会につながり、会長と

副会長が参加した。小児科医も関心が高く、参加するようになった。 

 

  市⺠のネットワークと官⺠協働型の実⾏委員会が、事業の成功のカギとなった。   

 
■「市民参加型里親普及事業」実行委員会の結成 

 松本壽通さん（松本小児科医院院長、ふくおかこどもの虐待防止センター代表）を委員長とし

て、実行委員会が結成された。 

事業を始めるにあたって、里親制度を知るための勉強会を３回実施した。そこで社会的養護の

現実を知ると共に、取り組むべき課題がすこしずつ見えてきた。 
【注】「市民参加型里親普及事業」の事業内容は14ページを参照。 
 

■勉強会を通して、お互いにショックを受ける 

 勉強会は、お互いを知る良い機会になった。民間側は、それまで全く知らなかった市内の子ど

もたちの状況を知った。 

「勉強会では、“里親”という名前に暗いイメージがあるから増えないのではないか？ など

と話し合いました。こども総合相談センターの所長や職員も参加して要保護児童の状況を話して

くれたのですが、そこで、私たちは福岡市内の子どもたちが県外へ、遠くは鹿児島県の児童養護

施設まで行っていると知り、大きなショックを受けたのです」 
（「子どもＮＰＯセンター福岡」事務局長 宮本智子さん） 

５ 官民合同の勉強会から始めた 
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一方、行政側は、里親制度や社会的養護のことが市民には全く知られていない現状を突き付け

られた。 
「福岡市の社会的養護の現状と里親制度の必要性を、幅広く市民に伝える必要があることを痛

感しました。そして、知っていただいた人の中から、里親登録を希望する人も出てくるのではな

いか？ と考えました」（こども総合相談センター長 藤林武史さん） 
 
 

「私たちＮＰＯは長年、子どもたちに関する活動を続けてきたのに、 

要保護児童が見えていなかった……。 

 

なぜ、要保護児童たちの実情を市民に知らせないの？ 

自分たちが住んでいる町で何が起きているかを知るのは、とても重要なこと」 

↓ 

 「市⺠参加型⾥親普及事業」の始まり  

 


