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＜はじめに＞ 

 

大分県の要保護児童 479 人（平成 24 年 3 月 31 日現在）のうち、全体の 25.1％を占める 120
人の児童が里親とファミリーホームに委託されている。平成 13 年度末の委託率は 1.2％だったの

で、ここ 10 年間で委託率が 23.9％上昇したことになる。 
 平成 24 年 7 月、大分県の協力を得て、平成 14 年度から現在に至るまでの大分県の里親委託推

進を全国里親委託等推進委員会が調査した。本章では、委託率の上昇につながったと考えられる

大分県の取り組みについて報告する。 
 

 

【目次】 

１ 大分県の概要と社会的養護の資源   

２ 里親委託の成功体験を共有する   

３ 組織的に里親委託を推進する   

４ 着実かつ継続的にアプローチする   

５ 里親支援を丁寧に行う   

６ 里親の社会的養護の担い手としての意識を高める   

７ 施設と里親 －相互理解と連携の仕組みづくり－   

８ 里親委託率アップの取り組みを振り返って   

９ データで見る里親と委託児童の増加   

10 参考 児童相談所と里親支援専門相談員との協働   

11 委託推進の歩み 10年間で委託率1.2％から25.1％へ   

大分県 資料一覧   
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■里親委託推進が必要とされた理由 

 
 大分県の人口は 1,191,488 人、児童人口数は 189,440 人（平成 23 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１

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。現場が対策を模索するなかで、行き着いたところが里親制度であった。 
 
人口 1,191,488 人(H23.10.1) 約 119 万人 

児童人口 189,440 人(H23.10.1) 約 19 万人 

児童相談所数 2 か所  

乳児院数 1 か所 
18

(1)
人 20 名定員 （H23.4.1） 

児童養護施設数 9 か所 
348

(5)
人 405 名定員 （H23.4.1） 

情緒障害児短期治療施設 0 か所 0 人 0 名定員 （H23.4.1） 

里親登録数 128 世帯 （H23 年度末） 

受託里親数 62 世帯 （H23 年度末） 

里親委託児童数 82 人 （H23 年度末） 

ファミリーホーム数 10 世帯 （H23 年度末） ファミリーホームは９ホーム

が里親登録している 

ファミリーホーム委託児数 38 人 （H23 年度末） （里親委託の内数） 

 ※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) 

 
 
 
 
 
 
               

１ 大分県の概要と社会的養護の資源 
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打開策を必要とするタイミングで里親制度の改革があった 

 
 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った。

また、平成14年、『里親の認定等に関する省令』と『里親が行う養育に関する最低基準』が施行

された。専門里親、親族里親が創設され、里親支援事業や里親の一時的な休息のための援助（レ

スパイト・ケア）が制度化された。このような国による里親制度の改革があり、「子どもの最善

の利益を確保する」という児童の権利条約に基づいた視点から、児童相談所内で里親制度の有効

性をとりまとめることとなった。その結果、以下の４つを里親委託の有効性として所内で共有し、

委託を推進することになった。 

  

 

 

 

 

平成 24 年 4 月 1 日現在 

図１ 大分県の社会的養護資源分布図 
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その結果、少しずつ施設から里親への措置変更が始められた。措置変更の推移についてはP110

里親・ファミリーホーム関係年度別データ中の「施設→里親(FH)措置変更数」を参照。平成14

年度から平成23年度までの委託率の推移と主な取り組み内容を図２に示した（時系列での取り

組み内容の詳細については、P119の表を参照）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

里親制度の有効性 

 

①乳幼児期の愛着形成が図られる。  

   ②子どもと養育者で１対１の関係がとれる。 

   ③健全な家庭モデルを知ることができる。 

   ④子どもの生活の連続性を確保できる。 

現場では どう動いたのか？ 

・登録里親に対して、家庭訪問や手紙等の手段で委託についての意

向を確認した。 

・施設入所児童のうち、長期にわたって入所している子どもや実親

等の交流がない子どもをリストアップした。 
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図２ 

 
※ P119「委託推進の歩み」の表参照。 
 
 大分県の委託児童数の推移 

 
 
 
 
 全国の里親等委託率の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 

年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 

委託児童数 5 22 33 44 51 62 69 81 114 120 

委託率(%) 1.2 5.0 7.4 9.0 10.9 13.3 14.9 17.6 22.7 25.1 

   年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 
全国の里親等

委託率(%) 
7.4 8.1 8.5 9.1 9.5 10.0 10.5 11.1 12.0 13.6 

専任職員（常勤） 

の配置。 
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里親制度に関連した組織の紹介 

 

■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）  

 
■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：    1 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。 

 

■里親支援専門相談員   

設置箇所数：     乳児院1か所、児童養護施設4か所 

活動内容：      乳児院は、県全域担当。児童養護施設は、県を4ブロックに分担し地

域担当制。担当地域の里親家庭・ファミリーホームを訪問。施設内の

里親委託への措置変更を検討。ブロックの里親サロンへの参加・場所

の提供、週1回の里親支援専門相談員と児童相談所との定期連絡会の

実施、各種研修への参加（詳細は、P111参照）。 
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■里親委託率の顕著な伸びをもたらした取り組み 

 
里親委託率の顕著な伸びを実現できた要因として、大分県では、以下の４点を挙げている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

では、実践現場では、具体的にどのように取り組んだのだろうか。以下、実践現場における取り

組みを紹介する。 
 

 
① 里親委託を推進する理由が「子どもの最善の利益を確保する」という子ども中心

の視点であったこと。 

② 里親と施設の相互理解・連携が里親委託推進に関わる事業展開の大きな柱になっ

たこと。 

③ 施設入所児童のうち、里親委託が適当な子どもの選定や措置変更が、施設と里親

の理解・協力のもとに円滑に行われたこと。 

④ 児童相談所の体制強化、職員の里親委託の有効性理解が進んだこと。 
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■成功体験の意義 

 
 前述したように、大分県が里親委託推進を行うきっかけとなったのは、要保護児童の措置先の

選択肢の乏しさや集団生活に適応できない子どもの存在であった。実際に里親に子どもを委託し

てみると、子どもの表情などに変化が見られ、地区担当ケースワーカー(児童福祉司)が里親養育

は子どもに有効と考えるようになった。これが児童相談所全体にとって、「里親委託の成功体験」

につながった。このような体験の積み重ねを経て、子どもが保護され措置を検討する時に、「こ

の子どもには、里親委託が良いのではないだろうか」という発想をするようになった。 

 
 集団のなかで生活をすることが難しく、個別的なケアを必要とするこ子どもは、養育者との１

対１の関係をつくることのできる里親委託が望ましい。しかし子どもには、それまでの育ちのな

かで受けた様々な影響があり、里親自身が子どもに振り回されるなど養育困難な状況に陥る可能

性がある。そこで、このようなことを避け、里親委託を推進するために、家庭訪問や通所による

心理面接など、里親と子どもに手厚い支援を行い、困難を乗り越えていけるように整えた。困難

事例の対応経験が里親支援の充実を促し、困難事例が成功体験へと転じていった。児童相談所内

で一連の流れが共有されることで、措置を検討する際に里親委託を優先的に考えるようになった。 
 
■成功体験のあるスーパーバイザーが重要ポイントを引き継ぐ 

 
大分県では児童福祉司を専門職で採用していないが、児童相談の経験を持つ者をスーパーバイ

ザーの立場で再度赴任させるなど、児童相談所の専門性の確保に努めている。里親委託において

も、成功体験を持つ職員がスーパーバイザーの立場で指導したり、里親担当をした職員が県庁の

担当課に配置されるなど、大分県として一体的に里親委託を推進する体制になっている。里親委

託の有効性や気をつけるべきポイントを熟知したスーパーバイザーが、児童相談所に複数配置さ

れている意義は大きく、里親委託における専門的支援を保てる理由となっている。 

２ 里親委託の成功体験を共有する 

里親に委託さ
れた子どもの
表情の変化が
見られる。

里親委託の成功体
験につながり、次
に子どもが保護さ
れた時、里親委託
が検討される。

地区担当ケ
ースワーカ
ーが里親養
育が有効と
考えるよう
になった。
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■児童相談所の体制整備 

 
 里親委託を推進するということは、里親の開拓、アセスメント、打診、家庭訪問など、施設措

置に比べて多くの労力を必要とすることでもある。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（下記の表参照）。 
 
★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（P107 参照）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。 
★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つながった。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。 
 
  児童相談所の体制 

  児童福祉司数 里親委託等推進員 

うち里親担当職員 
年度 

児相数 
 

 うち専任 うち他業兼務 
  常勤 非常勤 

H16 2 16 2 2 1  1

H17 2 20 2 2 1  1

H18 2 20 3 3 3  3

H19 2 21 3 3 3  3

H20 2 22 3 3 3  3

H21 2 23 4 4 3  3

H22 2 21 2 ※1 1 3  3

H23 2 23 2 ※1 1 3  3

H24 2 23 3 ※2 1 4  4

※H22 以降、里親専任職員は児童福祉司の数に含まれていない。 

３ 組織的に里親委託を推進する 
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■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。 
 
■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。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  里親専任職員(SV)の主な業務 

・里親関係業務の総括・調整 
・里親とファミリーホームへの指導 
と助言 

・登録里親とファミリーホームの現状把握

・里親研修の企画・実施 
・児童福祉審議会里親部会関係 
・里親支援専門相談員との連携 
・里親会との連携 
・被措置児童虐待に関することなど 

    非常勤職員３名の主な業務（里親の居住地により担当地区がある） 

・里親とファミリーホームに関わる措置費のとりまとめ ・里親の現状把握(訪問

や電話など) ・里親研修会に関する事務補助 ・里親支援ボランティア事業に

関する事務補助 ・レスパイト事業関連 ・里親登録者台帳の整理 ・里親訪問

台帳の整理 ・トライアル里親事業関連 ・里親の開拓と調査関連 など 

  里親専任職員（担当）の主な業務 

・里親とファミリーホームへの指導 
と助言 

・登録里親とファミリーホームの現状把握

・里親研修の企画・実施 
・里親の開拓、里親認定のための調査関連

・里親支援ボランティア関連 
・里親委託推進委員会関連 
・里親関係支出事務など 
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■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く、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。 

 
 
■里親個別ファイルの作成 

 
 平成 17 年度に里親の個別ファイルを作成し、過去の委託状況、里親の意向、家庭の状況、受

託可能な子どもの年齢層、不調のおそれがある子どものタイプ等を把握している。里親個別ファ

イルにより、 
 

職員の異動があっても、児童相談所内で情報を共有することができている。 
 

また、児童相談所の定例会議(毎週開催)では、月に１回、直近の里親情報を里親担当職員から

全職員に提供している（平成 22 年度から）。里親の近況や受託可能な里親、新規登録里親等の動

向が報告され、職員がケースワークを行う際の参考になっている。 
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■地域福祉の視点から里親委託を推進する 

 
大分県では「一中学校区に一里親家庭を」を目標に、平成 17 年度から、里親制度説明会を全

市町村で継続的に開催している（資料大分１）。前述したように、施設の場所が県内で偏在して

おり、施設のない地域で子どもが保護された場合、慣れ親しんだ地域から子どもが切り離されて

しまう可能性がある。そこで、施設の地域的偏在を補い、子どもの生活の連続性を確保するため

に、里親開拓を進めるに当たって、「一中学校区に一里親家庭」のスローガンを掲げている。 
 

地域で里親推進を行う利点 

                   
★子どもの地元に里親がいて受け入れできれば、馴染んだ学校や保育園に通い続けることが 
できる。 

★里親が生活する地域で里親制度に対する理解があれば、里親が地域で孤立することなく、 
地域の社会資源から子育て支援を受けることができる。 

 
■里親制度説明会の展開 

 
１．里親制度説明会の概要 

 
平成 24 年度は県内各地で計 14 回の里親制度説明会が開催された。広報の手段は、新聞や市町

村広報への案内記事の掲載である。市町村広報掲載の２～３週間後に説明会を実施すると、人が

集まりやすいという傾向が見られる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 着実かつ継続的にアプローチする 

主
に
市
町
村
広
報
誌
に
掲
載

２～３週間後 

・場所によって夜に開催 

・希望者が１人でもいれば開催 

・真剣な希望者にしっかりと情報提供 

・大分県の現状を伝える 

・養育の喜びと難しさの両面を伝える 

・子どもの生活の場が必要だと伝える 

・じっくりと検討してもらう 

例年の繰り返しが着実な申し込みにつながる 
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大分市の説明会では夜 19 時から開催するなど、開催時間を工夫している。県下全域を対象に

した中央児童相談所での説明会も１回開催されたほか、若い人たちに里親制度を知ってもらうと

いう目的で大学や大学院の学生を対象に２回説明会を開催した。例年、説明会を繰り返すことが、

着実な申し込みにつながっている。 
 
説明会の内容は、社会的養護の体系、大分県の現状、里親制度の概要、里親養育のメリットと

デメリット、里親への支援体制、申請から登録までの流れなどの情報が網羅されている（資料大

分２）。社会的養護の体系の部分では、保護されている子どもたちが全員、里親に委託されるわ

けではなく、子どもにとって最善の利益が確保できる場所を児童相談所が選択することが説明さ

れている。また、里親委託は子どもと里親の双方に家族としての喜びや豊かさをもたらす一方で、

相性の問題や中途養育の難しさ、家庭という私的な場所で行われる公的養育であり、里親は社会

的養護の担い手であることなどを説明し、申請前に家庭で十分に検討するように働きかけている。 
 
２．里親制度説明会のターゲットは里親を真剣に考える人に絞る 

 

広報を見て説明会に足を運ぶ人はかなり関心の高い人なので、参加希望者が１名でもいれば実

施している。多くの参加者を募るというコンセプトではなく、真剣に考えて里親になってくれる

人にしっかりとした情報を届けることを目的としている。不特定多数では参加者の理解のために

必要なポイントを絞りにくいが、参加者が少ないことは、参加者の理解や興味にあわせて具体的

にわかりやすく説明できるという利点がある。 
施設がない地域の説明会では、里親がいないと保護された子どもが地元を離れなくてはいけな

いという事情を話し、「子どもの生活の場が必要である」と協力を求めている。 
 

３．里親制度説明会への市町村職員参加 

 
平成 24 年度は 14 回の説明会のうち、12 回で市町村担当者（要保護児童対策協議会担当者）

の参加があった。最近では、保護者の短期間の入院時に里親委託するなど、里親制度が地域の社

会資源として機能している。 
                   

■市町村に里親養育行政説明会への参加を呼びかける 

 

 里親制度説明会に加えて、里親養育行政説明会にも市町村の児童福祉担当者の参加を呼び掛け

ている。 

 

 

 

 

 

 

  平成24年度里親制度説明会 

・里親に関心がある人を対象に広報啓発

・県内各地で 14 回開催 
・12 回で市町村担当者（要保護児童 
 対策協議会担当者）が参加 

 平成24年度里親養育行政説明会 

・登録里親を対象に必要事項を周知 

・地区別に開催（7 地区） 
・11 市町 18 名の市町職員が参加 
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里親養育行政説明会は里親養育に必要な事項を登録里親に周知する目的で開催しているが、市

町村に対しても里親養育行政説明会を案内し、児童福祉担当者の参加を呼び掛けている（資料大

分３）。平成 24 年度は初めて地区別（別杵、大分、豊肥、県南、県北、玖珠・日田、中津）に開

催し、11 市町 18 名の市町村職員が参加した。市町村からは「市町村としても支援していきたい

ので、市内の里親や委託されている子どもについて、児童相談所から情報提供してもらいたい。

必要があれば市の他部局とも連携して支援できる」という反応があった。市町村が里親制度を知

ることで、里親に有効な子育て支援制度を紹介できるなど、スムーズな連携が図られている。 
また、里親が児童措置費の支給を含めどのような支援を受けているか、その根拠法令等を知り、 
 

市町村の子育て支援策の何を適用できるかを一緒に考えてくれることもあった。 
 

 
★市町村のバスを里親会の活動等に貸し出してくれる市町村が現われた。 
★ある市町村では子どもの小学校等での怪我などに備えて養育者が加入する 
日本スポーツ振興センターの掛金が免除となった。 
 

市町村職員からは、「地区別説明会を通じて、里親と顔見知りになれた。児童措置費など事務

的な内容も理解できてよかった」との反応もあった。児童相談所としても、各市町村に対して管

内里親委託児童について情報提供していくとともに、今後の委託についても、その都度、里親が

居住している市町村に連絡することになった（要保護児童対策地域協議会の位置づけで情報提供

するため、守秘は保持される）。 
里親からは「市町村にも里親を知ってもらいたい。まずは市役所の人と顔見知りになりたい。

支援もしてもらいたい」「市町村の人を知ることができてよかった」という反応があった。 
さらに里親のスキルアップ研修（年に１回の里親の全体研修）にも児童相談所から市町村に声

をかけて、市町村職員が参加している。 

 
 
 

市町村

里親

児童相談所
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■広報の機会にアンテナを張る本庁担当課 

 
 県の広報番組や広報誌など本庁(こども子育て支援課)の里親担当者が広報に関してアンテナを

張ることにより、広報の機会を逃さないようにしている。平成 23 年度は、地元新聞の県の広告

欄に里親制度説明会を掲載することができ（資料大分４）、それを見て、９組（14 名）が１週間

後の説明会に参加し、内７組が里親申請・認定された。新聞広告は県の買い取り枠で、本庁の里

親担当者が説明会の２か月半前に申し込んだ。３連休の中日に新聞の２面に掲載したことが、も

ともと関心のあった参加者の目に留まり、効果をあげた。前述した市町村での里親制度説明会も

じわじわと効果があった。以下の広報活動も行っている。 
 
・県の広報ＴＶ番組（15 分）で里親制度をとりあげる。 
・保育士・心理・福祉養成校で里親制度の講義をする。 
・学校教員向けの子どもの人権研修の１コマに「里親制度について」が設定される（里親による

小学校との連携体験談などを入れる）。 
 
 チラシも配布しているが、1000 枚配って反応が１件程度なので、 
 
 
 
 
 
その他、「県内の不妊治療クリニックから里親制度について聞いた」という里親希望者が複数

いたことから、里親担当職員が当該クリニックを訪問して、制度説明をするなどの工夫をしてい

る。 

不特定多数に配るよりも、もともと関心を持っている人に着実に説明会に足を運んでもら

うことが大切だというコンセプト 



102

                     17 
 

 
 
 
 
■里親制度に関わる児童相談所の人員を増やし、体制強化 

  
前述のように里親委託には、里親の開拓、アセスメント、打診、家庭訪問など、施設措置に比

べて多くの労力が必要であり、また、里親が増えれば、その分、里親への支援が必要になるので、

里親に関わる人員を増やすとともに、里親専任職員を配置している。里親専任職員を置くことで、

専門性が向上し（里親養育の気をつけるべきポイントや支援方法の蓄積）、里親からの相談を受

けやすい体制をつくることができたため、支援が行き届くようになり、里親が危機を乗り越えや

すくなった。 
 また、大分県ではファミリーホームが増えている。ファミリーホームは複数養育を経験したベ

テラン里親が開設していることもあって、ファミリーホームに難しい課題を抱える子どもが措置

されることが多くなってきている。そのため、ファミリーホームごとに固定した児童心理司を配

置し、養育者等が相談したい時にできるだけ応じられる体制及びファミリーホームの全体を把握

して相談に応じられる体制をつくった。さらに、平成 22 年度から児童相談所に24時間対応する

電話相談体制が整備されたため、里親がいつでも相談できるシステムができている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■里親家庭への心理面接・家庭訪問 

 
子どもの抱える課題が大きく、委託後の養育に困難が予想される場合には、養育目標を短期的、

５ 里親支援を丁寧に行う 
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かつ、達成可能なものとすることで、里親の養育が失敗しにくいものとすると同時に、心理面接

や家庭訪問などの援助や養育状態の把握の機会を頻回にしている。また、この委託に困難が予測

されることを十分に伝えて、たとえ不調になっても里親の心構えができるようにしている。 
例えば、「里親も子どもも拒否感なく１か月間生活でき、大きな逸脱で地域が受け入れられな

くなるようなことがないことを目標にしましょう」などと小さな目標を設定し、「難しい養育な

ので、他の枠組みの方が適切かもしれないが、この子どもに家庭生活の温かさを一度でも味わっ

てほしいので、お願いしたい。必要が生じれば、措置変更を行う」などと里親に告げておく等で

ある。 
小さな目標を設定しておくことで、里親の失敗体験を極力減らし、たとえ委託解除になっても、

その理由は里親の実力不足ではなく、子どものための発展的な措置変更のためであるという認識

を共有する。 
上記のような対応をしても、措置変更は、里親が委託の不調と考えたり、養育力不足であると

自分の養育を否定しがちなため、平成 23 年度からは措置解除から概ね 1 か月以内に里親宅を家

庭訪問するなどのフォローを行い、次の委託につながるようにする活動を開始した。 
 
■里親研修 

 
平成 24 年度は、スキルアップ研修（年に１回の里親の全体研修）（資料大分５）、テーマ別研

修（資料大分６）、里子研修（任意の夏季キャンプ）（資料大分７）、児童養護施設職員等合同研

修会などが開催されている。テーマ別研修は、発達障害をテーマとした研修が２回、トライアル

里親に関する研修（資料大分８）、真実告知に関する研修の計４回開催される。『平成 24 年度里

親研修の概要』（資料大分９）という資料を年度当初に配布し、研修の理念や意義を伝えたり、

研修の一覧を示して、里親が計画を立てられるようにしている。 
 
■レスパイト・ケア 

 
 大分県では、レスパイト・ケアは、里親が一時的に休息をとることで、里親が行う委託児童の

養育を支援することを目的とすると規定している。レスパイトの受け入れ先は他の里親宅や児童

養護施設等であり、その比率は概ね半々である。施設配置の里親支援専門相談員は、自分の施設

から里親に委託になった子どものフォローとともにレスパイトも受け入れているので、里親と緊

密に連携できる点が強みとなっている。施設から里親委託になった子どもを出身の施設が受け入

れるケースもある。平成 23 年度は 22 回、延日数 87 日活用された。 
 
■里親ヘルパー事業（里親養育援助者の派遣） 

 
 里親ヘルパー事業は里親からの要請により、里親家庭に派遣された養育援助者が家事や養育の

補助などを行うものである（資料大分 10）。養育援助の対象となる里親は、子どもの委託から概

ね１年以内で、養育に負担があると認められる場合や子どもを同伴できない外出等により、里親

の留守中の養育が必要だと認められる場合である。 
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かつ、達成可能なものとすることで、里親の養育が失敗しにくいものとすると同時に、心理面接

や家庭訪問などの援助や養育状態の把握の機会を頻回にしている。また、この委託に困難が予測

されることを十分に伝えて、たとえ不調になっても里親の心構えができるようにしている。 
例えば、「里親も子どもも拒否感なく１か月間生活でき、大きな逸脱で地域が受け入れられな

くなるようなことがないことを目標にしましょう」などと小さな目標を設定し、「難しい養育な

ので、他の枠組みの方が適切かもしれないが、この子どもに家庭生活の温かさを一度でも味わっ

てほしいので、お願いしたい。必要が生じれば、措置変更を行う」などと里親に告げておく等で

ある。 
小さな目標を設定しておくことで、里親の失敗体験を極力減らし、たとえ委託解除になっても、

その理由は里親の実力不足ではなく、子どものための発展的な措置変更のためであるという認識

を共有する。 
上記のような対応をしても、措置変更は、里親が委託の不調と考えたり、養育力不足であると

自分の養育を否定しがちなため、平成 23 年度からは措置解除から概ね 1 か月以内に里親宅を家

庭訪問するなどのフォローを行い、次の委託につながるようにする活動を開始した。 
 
■里親研修 

 
平成 24 年度は、スキルアップ研修（年に１回の里親の全体研修）（資料大分５）、テーマ別研

修（資料大分６）、里子研修（任意の夏季キャンプ）（資料大分７）、児童養護施設職員等合同研

修会などが開催されている。テーマ別研修は、発達障害をテーマとした研修が２回、トライアル

里親に関する研修（資料大分８）、真実告知に関する研修の計４回開催される。『平成 24 年度里

親研修の概要』（資料大分９）という資料を年度当初に配布し、研修の理念や意義を伝えたり、

研修の一覧を示して、里親が計画を立てられるようにしている。 
 
■レスパイト・ケア 

 
 大分県では、レスパイト・ケアは、里親が一時的に休息をとることで、里親が行う委託児童の

養育を支援することを目的とすると規定している。レスパイトの受け入れ先は他の里親宅や児童

養護施設等であり、その比率は概ね半々である。施設配置の里親支援専門相談員は、自分の施設

から里親に委託になった子どものフォローとともにレスパイトも受け入れているので、里親と緊

密に連携できる点が強みとなっている。施設から里親委託になった子どもを出身の施設が受け入

れるケースもある。平成 23 年度は 22 回、延日数 87 日活用された。 
 
■里親ヘルパー事業（里親養育援助者の派遣） 

 
 里親ヘルパー事業は里親からの要請により、里親家庭に派遣された養育援助者が家事や養育の

補助などを行うものである（資料大分 10）。養育援助の対象となる里親は、子どもの委託から概

ね１年以内で、養育に負担があると認められる場合や子どもを同伴できない外出等により、里親

の留守中の養育が必要だと認められる場合である。 
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養育援助者として登録するのは里親の知人・友人で子育て経験のある者や、ホームヘルパー・

保育士などの資格保持者などである。友人や知人が養育援助者になれば、里親も子どもも安心し

て援助が受けられるメリットがある。登録者数は約 50 人。児童相談所は養育援助者に対して、

謝礼と旅費を支給する。里親が葬儀に出席する際などに、ヘルパー事業が使われている。平成 23
年度は 53 回活用された（１回４時間）。 
 
■里親登録証 

 
 里親委託時に里親としての身分が証明され、市役所での子どもの転入手続きや転校手続き等が

スムーズに進むよう、名刺サイズの里親登録証の発行が平成 23 年３月に始まった。登録証には

養育里親登録証と養子縁組里親登録証の２種類あり、 
 
表面 ⇒ 里親の住所、氏名、生年月日、登録番号、登録年月日、有効期間、交付年月日を記載

し、知事印を押印している。 
 
裏面 ⇒ 里親の根拠法（児童福祉法６条の３＜当時＞）を記載している。 
 
 知事印は身分証明に大きな効果があり、市役所での様々な手続きがスムーズになるだけでなく、

公的な身分証明があることにより、社会的な信用が高まったと里親から報告されている。 
 

県こども子育て支援課は、里親登録証は予算措置がなくてもできる、里親支援の一つ  
と、位置づけており、 

 
「里親制度が社会的に十分根づいていない日本で、里親登録証を公的な身分証明とすることで、

社会に対する里親制度の普及啓発にもつながる。胸を張って『わたしは里親です』と言っていた

だくためにも必要なもの」だとしている。 
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■「里親が里親会を活性化する」仕組みをつくる 
 
 里親制度を安定的に運営するためには、里親会が当事者組織として里親同士の相互交流を通じ

て、養育技術の向上を目指し、次世代の里親へ経験を伝承し、孤立を防止する活動を活性化する

こと、里親自身が養育を社会的に委託されていると考えるようになることが重要である。このた

め大分県では、里親会に里親サロンの実施を委託するほか、児童措置費の請求を里親自身が行う

取り組みを行っている。 
 また、里親会の活動が一部の里親の活動となっては、効果が半減するため、登録里親の県里親

会への加入を原則としている。加入について県こども子育て支援課長名で依頼文書を送付し、「里

親及びファミリーホーム養育指針」と「里親委託ガイドライン」を根拠として明示している。ま

た、「国、県ともに、時代の流れを踏まえ、里親制度の安定的運営のためには『（里親会への）全

員加入による当事者組織の体制強化』は不可欠なことであるとの認識のもとに、今回の通知（加

入について）を送付させていただきました」と解説している。依頼文書は１度だけでなく、２度

送付し、平成 24 年 7 月現在、里親会への加入率は 70.8％となっている。 

 

           
 
■里親サロン運営を里親会に委託 

 
 大分県から里親会に里親サロンの運営が委託されており、サロンは県内５つのブロックごとに

開催されている。里親会は大分県から里親支援機関に指定されており、サロンで話し合われる内

容等について守秘義務を負う。サロンの冒頭でも守秘義務を確認するなど、安心して話ができる

環境を里親自身がつくっている。里親会への委託条件として年３回のサロン開催を義務付けてい

るが、里親が多いブロックでは毎月のように開催しているところもある。サロンには里親支援専

門相談員も参加して、交流を深めている。サロンの予算は１ブロック年間４万円で、サロンの開

催費用（例：通信費・印刷費）、旅行や行事（例：クリスマス会）の費用などに使われている。

里親会に里親サロンの運営を委託することで、里親会の自主的な活動が進んでいる。 
 

 

 

６ 里親の社会的養護の担い手としての意識を高める 

・里親及びファミリー 

ホーム養育指針 

・里親委託ガイドライン 

依頼根拠 
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■里親の請求行為に基づく児童措置費の支払いシステム 

 
 平成 18 年度から里親養育行政説明会を開催し（資料大分 11）、委託に関連した児童措置費の

請求書などの作成方法や里親支援制度の利用方法について説明する機会を設けている。平成 24
年度は里親が参加しやすいように地区別に開催するなどの工夫や、併せて大分県の里親の現状、

里親支援体制の拡充、里親会への加入について（資料大分 12）、また里親研修の概要、情報管理

や養育記録などについて説明を行う機会としており、里親の意識啓発の機会としている。 
 大分県では里親の請求行為に基づき、児童措置費を支払うというシステムになっている。 
 
 
 
 
 
児童措置費請求の留意点として、「期限厳守！」「責任を持って請求を！」と呼びかけるととも

に、「措置費請求書 月別・項目別 チェックポイント」表や請求書記入例を『児童措置費（里

親）請求の手引き』に掲載して、分かりやすく説明している（資料大分 13）。 
 里親養育行政説明会に参加した里親からは、「地区別に開催してくれたので参加しやすかった」

という反応があり、参加率も上がった（68 家庭が参加。参加率は 53.10％）。また、市町村児童

福祉の担当者(要保護児童対策協議会担当者)も招いて開催したため、「市町村担当者や施設担当者

を知ることができてよかった」という意見が出た（11 市町の担当者が参加。参加率 78.10％）。 
 

  
 
 

月に一度、養育についての必要経費を自分で請求することにより、社会的養護を担っている

という意識を高める狙いがある。 


