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03/08/28 社会保障審議会児童部会社会的養護のあり方に関する専門委員会第４回議事録 

  
 平成15年８月28日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 
【時間】 平成15年８月28日（木）14:00～17:06 
【場所】 厚生労働省 第７共用会議室（５階） 
【出席者】 松原委員長 庄司委員長代理 安達委員 奥山委員 加賀美委員 兜森委員 高橋委員 武田委員 
      徳地委員 中田委員 西澤委員 野田委員 四方委員  
      事務局 渡辺審議官 唐沢課長 中村課長 古川室長 
【次第】 １． 開会 

 ２． 議題 
 (1) 意見交換 
 (2) その他 

 ３． その他 
 
○事務局 
 第４回社会保障審議会児童部会「社会的養護のあり
方に関する専門委員会」を開催いたします。 
 本日は大変お忙しい中、お集まりいただきましてあ
りがとうございます。本日の会合は、才村委員、坂本
委員がご欠席という連絡を受けております。 
 それでは、議事に入りたいと思います。松原委員長、
よろしくお願いいたします。 
 
○松原委員長 
 それでは、きょういろいろ配付されております資料
の確認をして、その説明を事務局の方からお願いした
いと思います。 
 
○事務局 
 それでは、資料の確認をさせていただきます。 
 まず、議事次第です。資料１『主な検討課題』、資料
２『社会的養護のあり方に関する専門委員会 検討課
題及び各委員発言状況』、資料３『現在の要保護児童に
対するケア機関』、資料４『これからの社会的養護シス
テム案』、参考資料１『平成 16 年度厚生労働省予算概
算要求の主要事項』、参考資料２といたしまして『平成
16年度 雇用均等・児童家庭局予算概算要求の概要』
でございます。お手元に以上の資料がございません場
合は、お知らせいただきたいと思います。事務局より
お渡しいたします。 
 
○事務局 
 それでは、引き続きまして、資料の説明をさせてい
ただきたいと思います。 
 資料１は、検討課題ということで、資料２でござい
ますが、「社会的養護のあり方に関する専門委員会 検
討課題及び各委員発言状況』ということでございまし
て、第３回目の委員の方々の発言状況について追加さ
せていただいております。追加項目につきましては、
それぞれの白丸の下に黒ポチの点で意見が書かれてお
りますけれども、黒ポチが２つついているのが、第３
回のときにご議論いただいた委員の方の意見をまとめ
てそこに追加したということでございます。各項目に

ついて見ていただければと思っております。 
 それから、資料３でございますが、現在の要保護児
童に対する主なケア機関ということでございますけれ
ども、これは前回、奥山委員の方から縦軸に年齢、横
軸に問題性というようなものを設けて、それに該当す
ることを位置づけといったようなものをつくったらど
うかというようなご発言がございまして、そのご意見
に応えているかどうかわかりませんけれども、事務局
でつくってみました。 
 横軸に、児童の年齢ということで、乳児、幼児、少
年７～13 歳、少年 14 歳以上ということで、これは刑
事責任年齢ということで、少年を２つに分けておりま
して、それから 20歳以上の青年ということでございま
す。 
 それから、児童（ニーズ）ということで、適切な養
育、心理的ケア、その下が適切な養育、心理治療、行
動に関する治療、一番下の段が適切な養育、心理治療、
行動に関する治療、要医療（精神科）となっておりま
すけれども、下にいくに従って、より専門的な治療ニ
ーズがあるというようなことでございます。 
 ただ、ここに線で区切っておりますが、この線のと
おり区別されるものではありませんけれども、一応、
こういう形で区切らせていただいて、施設が中心にな
って担ってくださっている領域に、その該当する施設
名を書き込んであるということでございまして、実態
的にはその線を越えた対象の領域にまでケアをしてい
るような場合も多かろうと思いますけれども、一応、
中心的に担ってくださっている領域に、該当する施設
名を書き込んであるということでございます。 
 続きまして、資料４の『これからの社会養護システ
ム案』について簡単に説明いたします。この資料は、
今般、制度見直しの検討をするに当たっても、その延
長上に位置する、将来的に目指すべき姿を明確にして
おくことが必要ではないかとの考えに立ちまして、松
原委員長とご相談しながら、事務局において議論の参
考として策定したものでございます。 
 まず、参考１でございますが、これは主に第１回専
門委員会の配付資料の全国児童養護施設協議会の「子
どもを未来とするために」とか全国乳児福祉協議会の
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「21世紀の乳児院のあり方を考える特別委員会 最終
報告」、全国里親会、「里親制度の拡充整備に関する研
究会報告書」などを参考に作成いたしました。里親に
つきましては、グループホーム、自立支援里親の創設
などの里親機能の拡充、相談研修の充実などによる里
親支援の強化、福祉専門職としての里親としての位置
づけなどが述べられておりまして、そのような内容を
参考に多機能化、支援強化などを盛り込みました。 
 児童福祉施設ですが、乳児院や児童養護施設など、
各施設が本体施設をセンター、基幹として位置づけ、
その支援や補完を受けながら、家庭的なケアをする小
規模ホームを地域に設置し、子どもの養育やケアを行
うというものでございます。本体施設につきましては、
心理療法担当職員などの専門職員を配置いたしまして、
小規模ホームの援助機能のみならず、地域支援機能、
一時保護機能、心理治療的な援助、家庭調整などを行
う専門的支援機能、アセスメント機能などを用いまし
て、困難ケースのケア、保護者の援助、通所を含めた
在宅支援などを行うものでございます。 
 なお、里親と施設の関係でございますけれども、施
設が里親支援をするとともに、里親と施設とのパート
ナーシップのもとに協働して子どもの自立支援を行う
というような関係を構築していくものでございます。 
 里親、施設からの措置解除後は、必要に応じて自立
援助ホームも活用し、子どもの自立を支援していくと
いうシステムによって、子どもの自立支援を図ってい
くというものがこれからの社会養護システム案（参考
１）でございます。 
 次に、参考２でございますが、この案につきまして
は、参考１の児童福祉施設の部分についてのみ、平成
９年の児童福祉法改正時における関係団体などの意見
を参考にして作成した案と差し替えたものでございま
す。 
 児童福祉施設については、家庭的代替機能を中心と
する養護系施設と心理治療や行動に関する治療などの
トリートメント系施設に分化し、該当する施設を集約
するという案でございます。里親などにつきましては、
参考１と同じような内容になっているわけでございま
す。 
 最初に申し上げましたとおり、これはあくまでもご
議論をしていただくために事務局が委員長とご相談の
上、作成したものですので、この２案のいずれかでと
りまとめをいただくといった性格なものではございま
せん。あくまでも一つの参考ということでご理解いた
だければ考えております。 
 なお、どのような資料を参考にしたかにつきまして
は、次のページを見ていただきますと、主なものにつ
いて書いてございます。また、参考資料の中の一部を
抜粋したものをその後に取り上げてありますので、参
考にしていただければと考えております。 
 
○事務局 
 続きまして、予算の関係の資料でございます。参考
資料１でございますが、これは厚生労働省の平成 16年
度の全体の要求の主要事項でございます。 
 １ページ目をごらんいただきたいと思います。 

 これは総括表でございますが、一般会計で 15 年度
19兆 3,787億円が、16年度要望で20兆 2,154億円と
いうことで、8,367億円ほど増額要求でございます。内
訳として、公共投資、これは水道とか施設整備、それ
から義務的経費、これは人件費とか生活保護措置費関
係でございます。それ以外の裁量的経費ということで
載せております。 
 我が児童家庭局分の予算でございますが、参考資料
２を見ていただきたいと思います。「次世代支援育成対
策の推進と多様な働き方を可能とする労働環境の整
備」ということで、その下の方になお書きがございま
すが、平成 15年度税制改正に関連した少子化対策の施
策をする経費 2,500 億円の枠内については、児童手当
の対象年齢の見直しのほか、地域における子育て支援
事業、児童虐待防止対策等々、事項要求ということで
しております。 
 この 15年度の税制改正というのは、配偶者特別控除
の廃止ということで、枠がこちらに振り分けられると
いうことでございます。 
 2,500 億円の内訳でございますが、14 ページを見て
いただきたいのですが、まず児童手当の充実というこ
とで、年齢の見直しを行います。その他の少子化対策
ということで、地域における子育て支援事業の充実と
いうことで、(1)から(6)までございます。(2)で児童虐待
防止対策の充実ということで、施設の小規模化の推進。
これは地域小規模養護施設の拡充及び児童養護施設の
ユニット化の推進ということで、事項を要求しており
ます。 
 次に(2)でケア担当職員の質的・量的充実ということ
で、家庭支援専門相談員の配置、個別対応職員の配置
の拡充ということで、ファミリーソーシャルワーカー
や虐待児の個別対応職員の配置の拡充を図る。 
 それから、３番目といたしまして、里親支援の拡充
ということで、里親への生活援助や里親相互間の援助
を行いたい。それから、４番目で、年長児童に対する
支援ということで、自立援助ホームの拡充を行う。あ
と、不妊治療とか小児慢性疾患対策の確立ということ
で、(2)で虐待防止対策の充実ということで、これは全
体に予算編成過程、これから 12月までの間に決まると
いうことで、実際の予算額とかはこれから決めていく
ことということになります。簡単でございますが、資
料の説明は以上でございます。委員長、よろしくお願
いいたします。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございました。 
 資料の４などをつくっておりまして、なかなか難し
いなと思って、本当にご議論の参考程度にということ
で押さえさせていただきたいのですが、多分、このこ
とに関してもいろいろおっしゃりたいこともおありに
なると思いますし、前回、こういうシステム全体の見
直しを議論をすべきではないかというご意見もあった
ので、きょうはそのことをしようと思うのですが、た
だ３回までの流れがございまして、この資料１にあり
ます主な検討課題、前々回に１のところを議論しまし
て、前回、２から５、おおよそのところは議論ができ
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たと思いますが、まだ６、７と少し議論が残っている
と思います。 
 最初に、ここの主な検討課題の６、７等について議
論をいたしまして、その後、この目指すべき社会的養
護の構想ということで、ご議論をいただきたいと思い
ますので、論議の進め方のご協力方をよろしくお願い
したいと思います。 
 そういうことで、最初はこの資料１の主な検討課題
の６「子どもの権利擁護の強化」「施設入退所等に関す
るアセスメントの作成」「支援プログラムのあり方」「サ
ービス評価の実施」「社会養護関係者に対する養成、研
修の拡充等」というのが小項目で挙がっておりますの
で、ここから皆様方のご意見等をいただきたいと思い
ます。 
 特に名指しはいたしませんので、どうぞご自由にご
発言いただけたらと思います。 
 
○安達委員 
 何せ赤ちゃんなものですから、少しずれて、小股で
歩いていると大股でおいいていかれそうになるので、
少し話させていただきたいのですが、お手元にメモを、
勝手なことを書いているのですけれども、ごらんいた
だければ、私が何を申し上げたいかということがわか
るかと思います。 
 アセスメントのところでの重要性は共通した意見で
あろうと思っていますが、このアセスメントができる
職員といいますか、それがきちんとできることがもっ
ともっとやらないと、例えば乳児院でいきますと家庭
支援専門相談員などがまだまだ 100％というところま
でいっておりません。 
 そういうことで、その辺に力を入れていただかなけ
ればならないのかなというように思っています。 
 メモの中で、本当は触れてしゃべろうと思っていま
したので、ここに書いてあることと違ったことを口頭
ではしゃべろうと思っていたのですけれども、メモの
中で読んでいただいて、非常にガツンとこられる先生
がいらっしゃったらあれなんですが、ただ、私、２回
目だったでしょうか、兜森先生が「トントントン」と
いうお話をされました。非常にそれには感銘して、つ
い手を挙げて、食育とか乳児学級の参加というような
ことを申し上げたのですけれども、あれはやはり点と
いうことで、つまり行事とか行事食とは違う中身では
なかろうかなというぐあいに自分では思っています。 
 家庭ではできるけれども、乳児院ではできないとい
うような、そしてそれにお金をかけて実際やっている。
しかも高い措置費をいただきながらやっている。もう
少しのところだというところなんだと思います。 
 これ、やはり赤ちゃんを育てるといいますか、この
辺のところはぜひやらなければならない、それが我々
の使命だと思っていますので、この辺を強く申し上げ
ておきたいので、それだけちょっとお話しいたします。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございました。メモについては、また後
半のところでぜひご発言をいただきたいと思いますが、
今、安達委員の方は、特にアセスメントのところにか

かわって、それを担う職員の強化というのが必要では
ないかということで、このことについてはアセスメン
トともかかわりますし、職員に対する養成研修にかか
わるご発言だったと思います。 
 ほかにいかがでしょうか。加賀美委員、お願いしま
す。 
 
○加賀美委員 
 社会的養護の質の向上というところで、まず子ども
の権利養護の強化というお話で、少しお話しさせてい
ただきます。 
 これについては、近未来像 IIのところでも、議論を
してきたところでございますけれども、未成年後見制
度をどう社会的に公的責任で立ち上げていくかという
のは重要な課題ではないかというふうに思うわけでご
ざいます。それは、新しいシステムとして構築しなけ
ればならない部分が多分にあるのかなというのは、こ
れは社会的養護の編成との絡みのところで、その全体
を担保していく仕組みとしての未成年後見制度という
にらみと、もう一つはたびたび児童養護関係でも課題
になっております施設内の子どもへの権利侵害が発生
してしまうというような場面、あるいは全体、里親の
問題あるいは小規模化の施設をつくっていけばいくほ
ど、より専門性の高い職員の質・量の問題が重要になる
という話を申し上げましたけれども、そこでもやはり
子どもの権利というようなことが、逆に閉鎖的になる
仕組みの中で起こってしまう危険性、そういったこと
も含めて、未成年後見を視野に入れた権利擁護のサー
ビスシステムを社会的にどう構築していくかというの
は、これから大変重要な流れだろうというふうに思い
ます。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございました。大変大切なご意見だと思
います。 
 ほかにいかがでしょうか。庄司委員、お願いします。 
 
○庄司委員長代理 
 今の加賀美委員のお話にかかわることですけれども、
権利擁護の仕組みとしては、児童福祉施設に入所する
子どもはまだ入所時点で子どもの権利ノート等を配付
したり、説明したりということが行われていますけれ
ども、里親に委託されている子どもは、先ほどお話が
ありましたように、かなりクローズドな環境になりや
すい。そこで、子どもの不満、苦情等含めて聞く仕組
みというのが今のところほとんど考えられていないわ
けで、これも家庭的な環境で、あたかも親子のように
生活する中でということを踏まえて、どういう形で子
どもの意見を聞くようにしたらいいのかということは
考えなければいけないですけれども、そこが今ちょっ
と抜けているかなというふうに思います。 
 
○松原委員長  
 ありがとうございました。西澤委員、お願いします。 
 
○西澤委員 
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 前回、休ませていただいたので、もしかしたらトン
チンカンなことを言うかもしれません、それはご容赦
ください。 
 社会的養護の質の向上という６番目の項目のところ
で、どうしても、私自身、力を入れていただきたいと
いうふうに思っているのは、施設内の職員からの暴力
に対する対応というんですか、施設内の虐待問題です。
この「施設内虐待」という言葉を仮に使いますが、非
常に業界では反発があるかもしれませんが、とりあえ
ず使いますけれども、２つの側面があると思うんです。
一つは予防だと思うんです。 
 多くの場合、施設内虐待の事件を見ていますと、倫
理の問題というよりも、むしろケア技術の未熟という
か、子どもたちの問題にケアする側の技術がついてい
かないがために、最終的にぶん殴ってしまうみたいな
構造が見え隠れしていますので、そういった予防の側
面としてケアワーカーの技術の向上をどう考えるか。
つまり、ケアワーカーの専門性のスキルアップといい
ますか、そういった部分が非常に大きいだろうと思っ
ています。 
 でも、残念ながら、今の施設の状況を見ると、あれ
だけ難しい問題を抱えた子どもたちに対して十分なケ
アができずに、その結果、暴力をふるってしまうとい
うのは、これは当然起こってくるだろうというふうに
思うのです。 
 その場合の対応が、今、私はたまたま「日本子ども
の虐待防止研究会」という学術団体の事務局長をさせ
ていただいている関係上、割と全国の施設内虐待の事
例というのが入ってきまして、それに対してどういう
ふうに周囲が動いているかという情報も割と細かく入
ってきます。 
 地方によってバラバラです。例えば、かなり第三者
委員会的なものをつくって、それが調査あるいは再建
への方向性を出すというようなことをやれているとこ
ろもあれば、一方では県が調査に入りました、しかも
児童福祉課長が行きました、課長さんは一般職で、児
童相談所は全然関与しませんというような県もなくは
ないですね。 
 そうしますと、その調査の内容であるとか、その後
の再建へ向けた方向性の出し方というのは本当にバラ
バラです。そういう意味で何らかのガイドラインをつ
くらなければいけないのではないか。あってはならな
いけれども、起こった場合にはこういうふうにやりま
すというような、「システム」とここでは書かれていま
すけれども、ある程度細かなガイドラインが必要では
ないかと思うんです。 
 例えば、調査委員会は第三者機関にすべきであると
か、そういったようなものをつくって、しかも単に調
査だけではまずいので、調査から再建へという連続性、
どういう点を改善していって、建て直しのためにこう
いう力を投入するんだみたいなことをやっておかない
と、施設ケアというのが全体に問題になってくるだろ
うというふうに思いますので、その点は強調させてい
ただきたいと思いました。どうもありがとうございま
す。 
 

○松原委員長 
 ありがとうございました。施設職員の養成という部
分では、大学も児童指導員を育てている我々の責任で
もあるのですが、ちょっとお互いに耳が痛いのですが。 
 その先、研修ということでスキルアップというお話
をしていただきましたが、施設の委員の方も何人かご
出席なのですけれども、現状、スキルアップの課題と
いうか、あるいは将来的な方向性とか、そういったこ
とについて何かご意見がございますか。 
 
○高橋委員 
 今、行政側のお話が出たんですけれども、現在、社
会福祉系の大学がほとんど社会福祉士の養成というこ
とが非常に大きな内容になってきて、実際には養護施
設と児童福祉施設に従事する職員のスキルにかかわる
ような講座が非常に少ないと思います。 
 これは保育士の課程であれば、例えば養護原理だと
か、それにかかるものもありますけれども、これもほ
とんどが幼児対策ですね。だから、思春期対応等にか
かわるような講座はほとんどないのではないか。前任
の大学ではありましたけれども、これも単位数に限り
があるので、どうしても希望したものは中に全部入れ
込めなかった。 
 そういう意味では、現任訓練的なものの特別枠をそ
ろそろつくらなければならないのてはないかと思いま
す。そういうふうなことは、当然、施設に入ってから
も、従事してからも機会はあるわけですけれども、従
事してからでは間に合わないことが多いので、４年大
学を終えて、あとの１年とか２年くらいの特別講座で
も設けるとか、それをしないと今の入所型の施設、そ
れから里親支援等にかかわる、そういうスタッフの質
というものはアップしていくというよりも、専門職と
して迎え入れるということが難しいのではないかとい
うふうに私は思います。 
 それから、子どもの権利擁護の強化という中では、
最近、東京では、施設のサーチ指導のときに子どもた
ちを集めて、子どもから意見を検査官が聞くようなこ
とを結構時間をかけてやるのですね。それから、職員
に対してもやりますから、これは経営に対してチェッ
クをするということにもなるかもしれませんが、そう
いうことを強化することは、一方では一つ方法だと思
いますし、また子どもが権利ノートを持っていて、直
接、権利委員会の方へ電話ができるようにするとかい
うふうな仕組みなどもとらえるようになっていきまし
たから、これをもっと充実させていくということでは、
新たにものを考えるよりも、既にあるもの、既存のも
のを充実させていくことで一つは方法が見えていくの
ではないかというふうに思います。 
 
○野田委員 
 子どもの権利擁護というところで考えたときに、施
設、もちろん年齢やいろいろなことによって違うと思
いますけれども、どのレベルの権利をイメージする、
あるいは権利侵害というか、権利擁護をイメージする
かでちょっと違うかなと思いながら聞かせていただい
ていたのですが、全体的には、一つは子どもの権利ノ
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ートというものの作成に私も幾つかの県でかかわらせ
ていただいたのですが、あれは現状、残念ながらスト
レートに子どもたちの権利擁護を確保するというより
は、一番大きかったのは、その作成に参画していただ
いた方が、あの作業を通じて、子どもの権利というも
のに改めて出会い直してもらうというか、そういう要
素は大きかったなと思うんですが、実際にはそれに
かかわってくださった方が数年後には退職してしまっ
ているというような状況があって、つくり運動のとき
には結構元気になるのですが、その後、それがどう動
いているかというところで、もうちょっとほかの仕掛
けが要るなというふうにいろいろ考えております。 
 いずれにしましても、つくることには非常に意味が
あるし、それを広げることに今も高橋委員もおっしゃ
っていただいたように、非常に意味があると思ってい
ますが、まだまだ全国に広まっているわけではなくて、
実際にはできていないところがあるというところでは、
これはやや象徴的な意味が強いかもしれませんけれど
も、広める方向でぜひお願いしたいと思いますし、そ
れはつくればいいということよりは、つくり、それを
維持し続けるプロセスに非常に意味があるというふう
に思っていますので、その点をということが１点。 
 それから、やはり施設内で、今、東京の例もありま
したが、滋賀県の場合には措置型の施設、児童福祉施
設に措置されている子どもたちの権利擁護を審査する
ための県の委員会ができておりまして、児童福祉審議
会の措置部会とは重なるわけではありません、全く別
の形で、各施設を回って、特に弁護士さん等の発案で、
一泊ずつ施設に泊まらないと昼間だけいってもわから
んというようなことで、そこに泊まって、子どもたち
の意見も聞き、理事側の意見も聞き、職員の意見も聞
くというようなことをやっています。 
 そのせいか、間もなく県の正式な文書として、今週
中くらいに滋賀県の場合はまとめるてはずになってい
るのですが、そこでも思いますのは、やはり子どもの
声というのは、周囲の方々が一生懸命聞いているつも
りだと思うんです。しかし、子どもたちは場面によっ
てというか、特に最近の子どもはＡという場面とＢと
いう場面で違う顔を出すというか、むしろそのことが
特徴の一つにもなっているわけですから、そのことに
ついての、それをオンブズパーソンというかどうか別
としても、そういったような第三者機関的な、そして、
これは社会福祉法でいうところの施設の第三者機関と
は違う、もうちょっと外からきちんと入ってきて、そ
してその権限をきちんと行使できるような機関が必要
だなというふうに感じています。 
 もう一点、付け足しなんですけれども、私もその担
当として施設に入ったのですが、やはり施設で日常子
どもたちに語ることを教えているかどうか。大上段に
いえば、子どもの権利条約の意見表明権的なものを積
極的に子どもたちに語ることとか、表明することは大
事なんだという姿勢で手当をしていただいているか、
あるいはそうではないかというあたりが権利擁護の仕
掛けとしては非常に大きな違いがあるなというのを、
子どもたちと会って実感しているところです。 
 そういう意味では、単に何かがあったときに手当を

するというような仕掛け以外に、日常的に権利ノート
の実施状況にも重なりますが、常にどういうふうに働
きかけているかということをきちんと見ていく。そし
て、そこに単に一人ひとりの職員のレベルアップだけ
ではなくて、そこの施設全体で行われているケアの水
準をきちんと評価できるような、そういったような視
点での擁護システムが必要かなと。 
 雑駁ですけれども、以上です。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございました。それでは、中田委員、お
願いします。 
 
○中田委員 
 施設の当事者の話が出たので一言言わないといけな
いと思うのですが、施設で問題が起きるときは、僕は
この会で１度か２度お話ししたかもしれませんが、や
はり基盤整備という点で、さまざまな条件が整ってい
ないと思うんです。 
 施設の実情は今は、職員の個人の情熱で、何とか毎
日を過ごしているところですが、事故があれば、起き
たことを弁明したり、いいというわけにはいかないわ
けですから、そのためにはもう少し基盤整備に意を注
いでいただく必要があります。 
 それよりも、きょう、冒頭から出た話で、今までの
児童養護施設中心にした措置児童だけのことではなく
て、社会全体に対して要保護児童の問題を考えようと
いうのであれば、今、個別に起きている問題を見ても、
適正化委員会 
 で勧告しても動かないという法人の事例もあるよう
ですから、もっと公の機関で、はっきりした、明確な
子どもの養育にかかわる機構なり、権利を持った機関
をつくらないと、それでときどきそれを有機的に活用
するために一定の、実際動く機関をつくらないことに
は、今の対象と子どもの数より、幅広くもっと広い領
域を考えようとしているわけですから、例えば権利擁
護にかかわる部分でいえば、親権とか子どもの権利の
競合の問題はずっと施設は抱えてきているわけですか
ら、それを明確な形に、民法が変わらない限り、今進
まないわけですから、一歩でもそれに対抗できるよう
な部分の委員会的なものを行政からある程度独立した
ような形ででもつくらないと、それは解消できないの
ではないかというふうに私は感じます。 
 そういうことをすれば、今、野田さんがおっしゃら
れたようなことについても、そういう機関がかかわれ
る要素がいっぱいあるのではないかと思いますので、
既存のものの枠を広げる、大きく外に役割を果たそう
というのであれば、そういう機構も考えるべきではな
いかというふうに思います。 
 
○松原委員長 
 全般的には、実は児童福祉領域だけに限らず、運営
適正化委員会のお話もありましたし、それから第三者
評価をこれから各施設は受けていくという、そういう
流れはあるかと思うので、その辺を視野に入れて、プ
ラスアルファ何か必要なのか、あるいはそういうもの
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を充実・強化していけばいいのかというあたりのこと
も含めて、ご意見を伺いたいと思いますが、兜森委員、
どうぞ。 
 
○兜森委員 
 非常に興味深くお伺いさせていただいておりました。
実はこれは学校教育の連携の部分にも関係してくると
思うのですけれども、権利擁護の強化を考えていった
ときに、どうしても人権教育が必要になってくるだろ
うと思うんです。今、いろいろなシステム、例えば運
営適正化委員会であるとか、あるいは第三者評価であ
るとか、一定程度のベースが担保されているという前
提のもとでのお話が多いのかなと思いますけれども、
もっと素朴な部分では、実際、私も現場の職員でござ
いますけれども、現場サイドに基本的な人権意識がま
だまだ徹底していない部分があるのではないだろうか
というのが率直な考えでございます。 
 したがって、この部分が学校教育との連携というこ
とになるわけでございますけれども、一番ベースにな
る人権教育というものが基礎なんだと。これはケアワ
ーカーたる職員がそのベースの部分を押さえて、日常
の仕事に当たっていくということが当然対象者として
児童とか、私の場合であると扶養者である母親、母子
がいるわけでございまして、日常生活の中でお互いの
人権を尊重しあおうというような風土、文化が芽生え
てくるのだろうというふうに思うわけです。 
 もう一点付け加えさせていただきたいことは、やは
り人権教育の中に、これは今職員に対するという意味
で申し上げているのですが、一番ベースになる職員に
対する人権教育の中で、全体的な視点を取り入れてい
ただく必要があるだろうというふうに思うわけです。 
 今、学校教育の中では、例えば男女別の出席番号で
はなくて、男女混合の通し番号制度が採用されている
とかということも耳にしておりますけれども、やはり
社会的に性別をもって分業されているというものがた
くさんあるわけでございます。人権ということを考え
ていった場合には、やはりその部分も切り込んでいた
だく必要があるというふうに思います。 
 
○松原委員長 
 職員研修というか、職員教育の話が出ました。 
 徳地委員の国立武蔵野 
 の方は、職員の養成もされていらっしゃいますし、
その他さまざまな研修もされていると思いますが、そ
こにかかわって何かご発言がいただければと思います。 
 
○徳地委員 
 それでは、武蔵野学院で行っております職員の養成、
それから研修についてちょっと発言させていただきま
す。 
 武蔵野学院には、もちろん感化院時代からも職員養
成所はあったのですが、昭和 22年に戦後国立武蔵野学
院附属教護事業職員養成所というものがありまして、
児童福祉法改正とともに児童自立支援専門員養成所に
改正しました。 
 そこには、コースが２つありまして、１つは養成部

のコース、もう１つは研修部のコースです。養成部で
は、児童自立支援専門員の養成を行っておりまして、
養成期間は１年で定員は 25名ということです。入学資
格は、年齢が 26歳未満、４年制大学卒業ということで、
現在まで約 800名の卒業生がおりまして、中には弁護
士さんもおりますし、家裁の調査官、法務教官、もち
ろんこういうふうな児童福祉施設の現場で働いてい
る者もたくさんいるわけです。 
 卒業しますと、当時に４つの資格が取得できます。
１つは、こういうふうな児童自立支援専門員の資格、
それから児童指導員、児童福祉司、社会福祉主事の４
つの資格が取得できます。 
 研修部におかれましては、児童自立支援施設の職員
を対象としました現任訓練を行っておりまして、全部
で 10コースを実施しております。そのうち７コースが
児童自立支援施設職員を対象としましたものです。残
りの３つのコースは児童相談所の一時保護所指導職員
の職員研修、それから児童相談所等の思春期問題担当
職員のコース、それから新しく里親担当職員を対象と
しましたコース、３つのコースを新しく考えてやって
おります。 
 近年、児童自立支援施設に入所する児童の特徴とし
まして、被虐待児もしくはＡＤ／ＨＤとか、そういう
ふうな精神医学的な、もしくは心理学的なケアを必要
とされる児童がたくさん入ってきております。先般申
し上げたのですけれども、全国児童自立支援施設では
約 60％が何らかの被虐待児、当武蔵野学院におきまし
ては 83％という結果が出ております。 
 先般、全国の児童自立支援施設で処遇困難な子ども
がどの程度入っているかという統計を出しましたら、
全体の 12％がそういうものに当たっていて、現場の人
間はそういう児童に対して処遇困難な状況に陥ってい
ると、そういうふうな結果が出ております。 
 我々児童自立支援施設に入っている児童の中には、
家庭的に非常に大きな問題を抱えている生徒がたくさ
ん入っております。具体的には、こういうふうな子ど
もに対して、世話をするという温かい、家庭的な雰囲
気のもとに指導しているのですが、子どもたちよりも
高いところに立つとか、教えるとか、命令とか、指示
するとか、そういうふうなことは努めて避けまして、
一緒に暮らしそのものを共有するということを基本的
にやっているわけです。 
 こういうふうな処遇困難な子どもに関しては、当武
蔵野学院だけではなしに、全国的に非常にそういうふ
うな子どもが多くなっていく。児童養護施設、情短施
設 
 におかれましても、当然、こういうふうな子どもが
多数入っておりまして、日夜大変な努力をしていただ
いていることだと思っております。そういうふうなこ
とで、職員の専門性の向上ということが急務となって
いるというところです。 
 そこで、武蔵野学院においては、専門委員会の検討
に合わせまして、緊急に児童自立支援専門員養成所検
討委員会を設置しまして、厚生労働省の担当官、国立
きぬ川学院、外部の有識者の先生方にも検討の委員会
に入っていただきまして、現在、児童福祉施設が抱え
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ている課題への対応を含めまして、専門性の向上と人
材の育成、充実の観点から、職員の養成、それから職
員の研修のあり方について総合的な見直しの検討に着
手したところであります。 
 具体的に、検討課題としましては、時代のニーズに
合わせた養成所の機能強化、拡充、組織体制のあり方
等々でありまして、入所児童の特徴の変化に十分対応
できる人材の育成、研修体系の見直し、そういうもの
を考えておりまして、本年 11月に何らかの形で報告書
として出す予定にしております。この専門委員会にお
かれましても、できましたらそういうような職員、そ
れから研修について議論していただければ幸いかと思
っております。 
 現在、具体的な見直しの方向としまして、養成部、
研修部、研究部という、３つの大きなことを考えてお
ります。養成部におきましては、資格の付与の問題、
養成期間の延長、先ほど申しましたとおり、１年間を
２年間にしたらどういうふうな資格取得が可能かとい
うようことですね。それから、また現在、年齢制限、
26歳未満ということで、これも公務員試験の年齢制限
に合わせまして 26 歳にしたのですが、以前ですと 28
歳未満という状況があったのですが、これも同じよう
な形で、各県の公務員試験が年齢幅が広くなってきま
したので、できるだけそういうふうな社会のニーズに
合わせるということを考えております。 
 それから、現在、我々の施設としまして小舎夫婦制
という勤務形態でやっている施設が大分減ってきまし
た。現在 58施設のうち 23施設が小舎夫婦制という勤
務形態で出ているので、ここ５、６年前から急に小舎
夫婦制から交替制の施設が多くなってきました。今で
も 23施設、小舎夫婦制で頑張っておりますので、小舎
夫婦制に合わせる職員養成を今後いかなる形でするか
ということも緊急な課題かと思っております。 
 研修部におきましては、心理担当職員の研修とかフ
ァミリーソーシャルワーカーの研修を考えております
し、それから研修内容の拡大としまして、精神医学的
な対応、事例研修、虐待事例研修、こういうような研
修も積極的に導入しようかと思っております。 
 研究部の新設ですが、当武蔵野学院は国立の施設と
いうことで、ナショナルセンター的な意味合いがある
ので、こういうふうな研究情報センター的な機能をい
ろいろ拡充するということも考えております。 
 それから、公開セミナー、非行関係の研究、調査、
統計、図書資料、情報管理、こういうようなことも総
合的に考えまして、11月には何らかの形で報告し、で
きましたら皆様方のところに配付したいと思っており
ます。以上、簡単ですが、説明させていただきました。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございました。職員の養成、研修等のご
意見をいただいておりますが、四方委員から手が挙が
りました。どうぞ。 
 
○四方委員 
 研修ということなので、少し発言しなければいけな
いかと思いまして。 

 虹センターができまして、まだ本当に日が浅うござ
いまして、立ち上がったばかりということですが、し
かし、１年半ほどの中で、どこのニーズが一番高いか
といいますと、やはり養護施設からの方で、応募者を
少しお断りしているというのが現状でございます。そ
れくらい、現場の方々が自分たちの質を向上しなくて
はいけないと思っていらっしゃることは明確にわかっ
てきております。 
 そこで問題は、専門性の向上とはいいますものの、
現場を離れて３泊４日、最初は４泊５日でやっていた
のでございますが、４泊５日は一挙にはきついという
ことで今年から３泊４日になったのですが、ニーズと
して大変手を挙げてくださるのですが、実際には現場
を離れるのは困難があります。しかも私どもの虹セン
ターというのは指導者研修でございますので、そうい
った、中心になって施設を担っていらっしゃる職員が
離れること自体が大変なやりくりの行為でございます
ね。 
 ですから、現場の職員の研修というのは大事ではあ
るので、これは必須のことなのですが、その場合に、
基盤整備というものがあって、要するに現任訓練とい
うものが常に必要であるという認識のもとに基盤整備
が行われないと、職員研修に出るということが繰り返
し行えるだけの職員の配置というものが必要であろう
かと思うんです。 
 先ほど高橋先生が学生ということで、これも最も必
要なことだと思いますが、しかしやはり現任訓練とい
うのは大事です。いろいろな試行の中で発見しながら、
技術を向上していかなければいけないかと思いますの
で、これは最低基準といいますか、基盤整備とともに
これは行えることであろうかと思います。 
 それから、もう一つは、中央研修となりますと、こ
れはどうしても限界がございますので、やはり地方で
の研修をどのようにこれからやっていけばよいかとい
うことも大きな課題だろうと思います。 
 もう一つは、先ごろより情短などからも「ぜひやっ
てほしい」と言われているのですが、声が一番あがり
やすいのが新任研修です。これが地方でどの程度まで
やっていけるか。これも虹センターあるいは先ほど来
お話がございました武蔵野学院、こちらは児童自立支
援施設が主な対象でしょうが、これは限界がございま
すので、その辺のシステムをどうつくっていくかと思
っております。 
 それから、付け加えて、研修の中で児童養護の方々
がおみえになったり、あるいは情短、乳児院もそうで
すが、いろいろな中で一番感じますのは、アセスメン
トが一番最初の議論に出ましたが、このつなぎ目のと
ころが非常に貧困なのですね。だれがアセスメントを
するかということも、これも非常に大事なことですが、
それと同時に、受ける側あるいはアセスメントを子ど
もとともに送る側、その両者の協議のところがポッと
抜けているというのを感じております。 
 ちょっとこれは付け加えますが、いわゆる専門性の
向上ということばかりをそれぞれのところでやってい
たのではだめで、連携の問題というのが研修の中では
取り上げていかなければいけない課題であろうかと思
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っております。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございます。アセスメントのところに話
を戻していただいたこともありますので、奥山委員、
お願いします。 
 
○奥山委員 
 今、アセスメントのお話が出たのですけれども、２
番目のところに「児童相談所のアセスメントを明確に
行うことが必要」とだけ書かれているのですけれども、
アセスメントというのは日々のアセスメントといいま
すか、児童相談所で１回アセスメントをして、児童福
祉施設に入所しました、あとはアセスメント抜きです
よというわけにはいかないだろうと思います。やはり、
入所のときのアセスメントが必要でしょうし、それ
からしばらくして自分たちがやってきたケアがどれほ
ど良かったのか、あるいは悪かったのかも含めてのア
セスメントというのが必要でしょうし、退所のときど
うするかというアセスメントが必要で、今まであまり
きちんとしていないところです。さらに、家庭復帰し
てどうだったかという部分も必要です。アセスメント
というのは児童相談所でやりました、施設に行きまし
た、終わりという問題ではないと思うんです。 
 では、それをどういう形でやっていくのかというの
が非常に大きな課題だろうと思います。それをどこで
どういうふうに、今、先生がおっしゃったように、毎
日ケアしている人たちにそれが役立つ形で、しかも子
どもに一番役立つ形で、どういう形のアセスメントを
し、それがどういうふうにケアに結びついていくか、
そこのところが非常に重要なポイントになるのではな
いかというふうに思いました。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございます。まさに、そのことが次の支
援計画をどういうふうにつくっていくかということの
基礎になる部分がアセスメントだと思いますので、そ
こにかかわってのご発言でもあったというふうに思い
ます。高橋委員、お願いします。 
 
○高橋委員 
 今の児童相談所のアセスメントの入り口のところな
んですけれども、27 条１項３号の適用ということで、
処遇会議が開かれて決定されていく、あそこの場面に
本来受け手になるものがいないわけですね。将来、も
し施設へ行くとなれば、養育する側からの意見という
のがあそこに入っていないと思うんです。結果でつな
ぎがあるわけですから、評価していく段階で、このケ
ースは例えば児童養護施設で受け入れられるかどうか
という評価は必ずしもない中に施設措置を決めておい
て、後で電話等で連絡をいれて、どうだろうというつ
なぎになるわけですね。 
 評価をするとすれば、受け手のその後の養育という
ものが果たしてどういうイメージでそこに実現してい
くかという、そうした場面というものをつくっていく
必要があろうと思いますし、対象についても、年齢だ

とか家庭の調整状況によって帰っていくということに
なりますけれども、そこに対して入れた側の評価とい
うことも十分になされた上でなされていかないと、せ
っかくの社会的養護の結果というものがそこに評価さ
れないのではないだろうかというふうに思うんです。 
 ですから、そこでのシステムというものを明らかに
することと同時に、もう一度、メンバーというものに
対する検討が必要なのではないだろうかというふうに
思います。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございました。私もいろいろ研修をお手
伝いしていて思うのは、あとどういうふうに研修の世
界が活かされていくのだろうかという、そこがなかな
か目に見えてこないので、フィードバックをできるよ
うなシステムがあるといいかなと思いますし、例えば
西澤委員のように、ある個別の施設に継続的に関わっ
ていらっしゃると職員の変化なんかもおわかりになる
のかもしれませんが、なかなかその辺の部分もできて
こないところがあって、研修全体、今まで座学だった
ものがワークショップ的なものも随分強調されるよう
になってきてという変化がありますから、ここで細か
いことは議論できませんけれども、そういう研修シス
テムのあり方、内容のあり方も考えたらいいかと思
います。 
 
○西澤委員 
 もう一度、研修の話に戻ってしまうのですが、私は
東京都の方の中堅現任訓練という研修を、現在はステ
ップアップ研修というふうに変わっているのですけれ
ども、養護施設の職員の現任訓練ですが、10年近くや
らせていただいておりまして、今、大体、合計で２泊
３日と１泊２日というのを５日間をやるんですね。こ
れは比較的まとまってできるんですけれども、例えば
別の地方公共団体で呼ばれますと、地元の社会福祉協
議会の関係で呼ばれますと、１日だけというところも
珍しくないのですね。そうすると、都市部ではかなり
養成にお金がかかっているけれども、地方に行けば行
くほどお金はかかっていないというよう状況になって、
ばらつきがすごく大きいということが一つある。 
 ただ、全国の調査をしてみますと、養護施設に占め
る虐待の割合はそんなに変わらないということで、そ
こで格差が起こってしまうという問題が１点はあると
思います。 
 もう一つは、内容的な部分なんですが、２泊３日く
らいにして組んであると、偉い先生というと語弊があ
りますけれども、あまり現場をご存じのない大学の、
私も大学の教員ですが、先生を取っかえ引っかえ、日
替わりメニューみたいに入れて、勉強しましたと。そ
れを先生はさっき座学とおっしゃいましたけれども、
というようなものになっていて、実際にここに来てい
る現場の人たちは、子どもが癇癪、パニックを起こし
たらどう対応したらいいんだとか、自傷行為をしてい
るときにはどうすればいいんだ、夜、援助交際に出る
ときはどうしたらいいんだみたいな、本当にインシデ
ントに対してどう対応するとかいうノウハウを求めて



03/08/28 社会保障審議会児童部会社会的養護のあり方に関する専門委員会第４回議事録 

9 

いる。そこの格差もあるんです。 
 さっき、僕はケア技術といいましたけれども、そう
いうようなケア技術をどうやって教えていくかという
ようなプログラムはとても大事だろうというふうに思
っています。だから、そういうものを整備していくと
いう方向でいかないとだめだろう。 
 ちょっと長く話してしまって恐縮なんですが、そう
いったクオリティコントロールの一環として加賀美先
生等が中心になって数年前に全養協の方で子どもが癇
癪を起こしたらどう対応しましょうかというようなビ
デオと教則本をつくったというのがあるのですね。あ
れは僕はかなりいいものだろうと思っていて、ああい
うものをもっと細かに、いろいろな局面に応じたそう
いったものをつくっていくことで全国の研修のクオリ
ティのコントロールができるのではないかというふう
に思っています。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございました。１時間ほど話をしてきま
したので、７番目の方で、その他のところに１つだけ
丸が入っていまして、「学校教育との連携」ということ
が入っていますが、その他のところであげておくべき
項目があればあげていただきたいのですが、いかがで
しょうか。 
 
○高橋委員 
 サービス評価のところでやはり議論しておかなけれ
ばならないのは、今、評価業者が相当登録されており
ますけれども、残念ながら児童養護施設で評価を受け
ようとする施設の数は本当に稀な状態です。これは、
予算の問題があります。１回受けるのに 60万以上のお
金がかかるわけですから、そのお金を捻出するという
ことも大変なことなのですけれども、それと同時に評
価者が果たして養護施設のことをよく知っているのか
どうかという、そういう不安を相当持っているんです
ね。 
 この中にも評価員の先生方がいらっしゃいますけれ
ども、そういう先生が率先して養護施設のことについ
て、評価委員の研修などをされる必要があろうと思う
んです。そうしないと、出た結果がインターネットで
また公表されていくということは、その施設を必ずし
も適正に評価したことにならないのではないか。要す
るに、受けた側が不満があるということは適切ではな
いということになると思うので、そんなふうなことも
受け方も研修する必要がありますし、それから評価す
る側の方の研修も必要であろうと。 
 せっかくこういう制度ができて、社会福祉法で義務
づけていくわけですから、これは里親に対してもこれ
からやっていくということですので、公費が入ってい
るところは当然社会に対して知らせていく必要がある
ということからすれば、適正にこういう制度が運営さ
れるように考える必要があるのではないかと思います。 
 
○奥山委員 
 質の向上ということで、最後に一つだけ。 
 どうもこれまでの議論の中で悪いものをなくそうと

いうことが中心なのですが、50年間、ほとんど変わっ
てこなかったという問題をもう一度考え直さなければ
いけないだろうと思うのです。イノベーションが起き
てこないようなシステムだったということがあるので
はないかと思うんです。非常にシステムが固くて、「う
ちではこうやってみよう」と思っても、そこにお金が
つかないというシステム。それがあれば悪い方にいっ
てしまうのは目に見えています。自分たちはこれだけ
努力してこうやりましたということに対して、評価が
なされて、そこにお金がつくようなシステムをつくっ
ておかない限り、今、一番いいだろうと思うのをつく
っても、また次の 50年間何も変わらずにいってしまう
ということになりかねない問題です。社会が休息に変
化していっている中で、どういうふうにイノベーショ
ンを促進していくのか、そこの手当をどうするのかと
いうシステムをきちんと考えておかないと、社会的養
護の質の向上につながらないのではないだろうかと思
います。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございました。恐らく後半部分のところ
にもかかわるお話だと思います。ただ、まさに質の向
上にかかわる問題、質の向上に、そういう努力に見合
う何かシステムということが必要だというご発言だと
思うので、これはまた後で議論を提起させていただき
たいと思います。 
 では、６、７あわせてほかにご発言がありますか。 
 
○西澤委員 
 休暇をとった後なのでちょっと元気になってしまい
まして、いっぱいしゃべって申しわけないのですが、
２つありまして、１つはここにアフターケアというこ
とが出ているのですが、僕はあまりアフターケアとい
う言葉は好きではなくて、別に言葉に対する好みの問
題ではないのですが、実際、施設で 18歳として、そこ
からおうちに帰らずに社会的自立をしていくというの
は非常に困難です。実際、援助なしにやれる子どもと
いうのはほとんどいない。しかし、それは施設のアフ
ターケアとしてできるかというと、もっとソーシャル
ワーク的な仕事が出てくるわけです。 
 施設というのは、ケアワークということでは専門性
が求められているというか、ある程度担保されている
かもしれませんが、どうしてもソーシャルワークとい
う観点はまだ抜けている。もちろん、ファミリーソー
シャルワーカー等の配置ということは文言に入ってい
ますので、その部分でカバーするのだと言われればそ
れでいいのかもしれませんが、今のところ、例えば私
などが子どもを見ていて、子どもが 18、19、20 で出
ていったときに、あとどこに頼もうかというと、例え
ば保健所に頼んで、精神保健相談員に頼んでいるとか、
あるいは知的障害、例えばボーダー級の知能であれば、
知的障害の地域生活をサポートするＮＰＯに頼むとか、
他資源を利用しているのですね。 
 例えば、保健所のＰＳＷにとっても、施設で生活し
てきた子どものことってよくわからない部分があって、
結果的にこぼれ落ちてしまうということが起こってし



03/08/28 社会保障審議会児童部会社会的養護のあり方に関する専門委員会第４回議事録 

10 

まうので、できれば何らかの形でそういう施設から出
て、その後の数年間、ソーシャルワーカーがサポート
できるような、ＮＰＯでも何でもいいのですが、そう
いう機関があればとても助かるなというふうに今実際
に現場でやっていて思っています。 
 それはアフターケアというふうに考えるよりは、そ
の後のソーシャルワーク的なサポートをどう保証する
かということなのかなというふうに思います。 
 それから、その他のところで「学校との連携」とい
うふうに言われていまして、これはどういう意味で書
かれているのかよくわかっていないのですけれども、
多分、双方向性だと思っているのですね。一つは、や
はり施設の中に学校教育の、実際に学校に行けない子
どもがたくさんいるわけで、そういう子どもに対して
の学校教育という部分の保障は今のところないわけで
す。そういう子どもに対して、例えば施設のケアワー
カーが一生懸命学習指導をするということで実際にケ
アワークしている時間よりも学習時間の方が長いかも
しれないという矛盾が起こっている。その部分をどう
いうふうに保障していくか。例えば情短だったら院内
学級が認められているんだけれども、養護の場合だ
ったらそれはどうなのかみたいな検討、僕はその辺、
制度的なことは知らないのですが、そういうこともあ
ってもいいのかもしれないと思ったりします。 
 もう一方、学校側の方も、例えばある市町村の教育
委員会で教職員向けの虐待研修をやったら、その市町
村は 800 人の教員がいるんだけれども、500 人が来た
というような、そういうふうな事態になっているので
すね。学校の現場の先生たちも虐待を受けた子どもた
にどう対応していいかわからないというような状況に
なっていて、そういうふうなノウハウをこちら側が学
校に提供するという、そういう部分での連携。 
 だから、双方向性の連携というのを考えていく必要
があるのだろうというふうに思っています。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございます。少し年長児の話が出まして、
多分、６番とか７番にかかわって、武田委員、何かご
発言ありますか。 
 
○武田委員 
 前回、大体出たような気がしたので、私、特に言わ
なかったのですけれども、今、西澤さんがおっしゃっ
たことも前回、施設であれ、里親であれ、やはりかか
わった人が 10代から 20代にかけての困った状況に対
して助言ができたり、一緒に動いたりということがで
きるので、ほかの機関にもし預けたり頼んだとしても、
ゼロからスタートするということを彼らを非常にもの
おじするというか、できないですね。 
 ですから、施設のかかわった職員の中で動けるよう
な体制をつくるという意味では、ずっと昔からアフタ
ーケア担当の職員をというようなことを言われ続けて、
実際にはされていなくて、結果的にはベテランの職員
の人がかかわり続けるということになっているのだと
思うのですけれども、そうすると、最初に言ったかも
しれないのですが、施設の定員という考え方で職員を

配置するのではなくて、かかわった子どもの数に応じ
て職員を増やすというふうな発想をしない限り、こぼ
していくことになってしまうだろう。それがソーシャ
ルワークなのではないかというふうに思います。 
 
○西澤委員 
 それはもちろんそうなんです。だから、そちらの方
の拡充はファミリーソーシャルワーカーとかの配置と
か、おっしゃるとおり最低基準の見直しということに
つながっていくと思うのですけれども、一方で、社会
の方の側にもそういう機関があって連携できればいい
なと。 
 ある意味で、施設というのは閉じられた空間になっ
てしまうというか、人間関係的にも、だから施設の職
員がしゃかりきになってサポートしていくだけではな
くて、社会の方もそれを受けていく。例えば、私たち
の施設の職員だったら、保健所のワーカーさんと連携
しながら一人の子どもを見ていくわけですね。その場
合に、保健所も使われてもいいんだけれども、そうい
うサポート機関も一緒に連携していけるみたいな、そ
ういうふうな二重のかかわりのイメージというのがど
うしても頭にあるので、そういうふうに言わせていた
だきました。 
 
○松原委員長 
 では、中田委員、奥山委員。 
 
○中田委員 
 今の関連でお話しをしたいと思うのですけれども、
今の仕組み自体は、特定の課題があるから、その仕組
みに合う人を何らか行政的に救っていこうということ
なのですが、実践をやっている者の方から見れば、こ
ういう課題にはこういうプログラムをつくりたい、こ
れを行政的にかってほしいという考え方を出せば、か
なり柔軟に今の仕組みの中でもやれることがいっぱい
あると思うのですね。 
 足りない部分というのは、そういう柔軟性を持った
仕組みができれば、いろいろなことができていけるの
ではないか。私たち、実際、大阪市の施設でいろいろ
な調査をやって、いわゆるリービングケアの一つとし
て施設の中におるときにどの程度のことを子どもたち
にやったら、職員の方が安心して出せるということを
ある程度のものができているのですが、これはだれか
らもかってもらえませんから、今の中では職員が努力
するだけということになっていますのでね。 
 ですから、別の意味の措置をきちんとできるプログ
ラムについては、そのプログラムをかってくれる仕組
みができればいいのだろうというふうに思っています。 
 西澤さん、盛んに個人的な体験をおっしゃっている
けれども、施設の職員を長くやっていても、一つのパ
ターンでいける子どもというのはめったに出会わない
んですね。それが体系的にできることというのは私は
非常に少ないのではないかと。今の施設を見ていると、
自分のところしかわかりませんが、波がありまして、
ある時期にはこういう課題がいっぱい出てくるし、あ
る時期には別に振れてくるしということで、そうなっ
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てくると施設の中で専門性なんてということを一体ど
こまで、だれが言えるのかといつも思うんです。 
 だから、その場面を何とかクリアできることをいろ
いろな社会資源も含めて、今、現実にやっているわけ
ですから、自分たちの領域でないことに他人の力を借
りることは必要であって、今の施設がいいとは別に言
いませんけれども、そういうことも少し考えていただ
きたいということと、それから全然話されていないこ
とで、これだけ学卒の若い人を毎年採用するという就
労の採用構造というのは、社会的に見て、私はおかし
いと思っています。あるとき新聞記事を見ていたら、
関西の企業で大学の新卒を 100人雇ったのは上場企業
で何社あるかみたいな記事があったのですが、よく考
えたら、児童養護施設が近畿で 94カ所あるわけですね。
新卒を 100 人くらい毎年雇っているわけです。ある面
では貢献をしているんだけれども、社会的なそれだけ
の評価があるかというと、なさそうですから、今の若
年の学卒の特定の年齢を限った就労しかできない構造
もあわせて考えないと、かなり経験を要するような事
例なり、経験を蓄積していくのが実践だろうと思うの
で、そういう就労構造も少し変えていかなければいけ
ないのだと思っています。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございました。奥山委員、どうぞ。 
 
○奥山委員 
 一言だけ。別の研究会で話題になり、ここにもちょ
っと右側の方に書いてあるのですが、「自立援助里親」
の様な制度が欲しいと思います。言ってみれば昔の親
方さんで、住み込みで働かせていたというのは今はほ
とんどなくなっている状況で、そういう中で仕事をサ
ポートしながら見てくれるような里親というのも一つ
制度としては考えてもいいというのを付け加えておこ
うかと思います。 
 
○加賀美委員 
 既に１～５のところでも語られたというふうに思っ
てはいるのですが、ただこの自立ということについて、
出口のところの議論が中心になってきたというところ
を大変気になっているので、ちょっとそこのところを
押さえておきたいなと。 
 自立というのはインケアの中で、先ほど四方先生の
方から基盤整備の問題で研修のこともあったわけです
けれども、その基盤整備ができて、人と人との関係が
きちんと取り組まれるようなインケアがあれば、まず
基本的な自立のところのベースがつくられるというこ
とを忘れてはいけないというふうに思いますので、社
会的養護の質というところのプログラムの話ですから、
そこのところがまず大事だろうと。 
 もとへ戻すならば、インケアの中でのきちんとした
人との関係性、そういったところが体験できるような、
人の質と量の問題、これを押さえた上でのアフターケ
アなり、自立支援プログラムだろうと、そんなふうに
思いますので、一応、申し上げておきます。 
 

○庄司委員長代理 
 全く賛成で、それは多分かなり早い時期から長期に
わたってやっていかないと、充実しないということだ
と思います。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございました。ちょうど、今、加賀美委
員がそれは１～５にもかかわって議論をしてきたとこ
ろだというご発言もありました。後半で、目指すべき
社会的養護の構想ということでお話をする前に、１を
やり、２、３、４、５やり、きょう６、７をやったの
ですが、それぞれの回でまだ話し残した、戻りたいと
いうお考えもおありかと思いますので、全体的なお話
をする前に、主な検討課題の１～７まで、もう一回私
の方でこの柱に沿ってオープンにしますので、ここで
指摘し忘れたこと、あるいはこの資料の２の箱の中に
もう少しこんなことを付け加えておきたいというよう
なこと、コメントをいただいてから、全体的な構想の
お話に移りたいと思うので、６、７という柱を外しま
して、１～７の柱までどこでも結構なのですけれども、
この点で指摘をし残しているということがあったらご
意見をいただきたい。奥山委員、お願いします。 
 
○奥山委員 
 ７のときに６の話をして申しわけなかったのですけ
れども、７の方で、一番最初のときにちょっとお話を
したのですけれども、障害を持っているお子さんであ
るとか、特殊なニードを持っているお子さんのケアと
いうことをどういうふうに考えていくかというのを一
つ入れていただきたいなというふうに思っています。 
 
○松原委員長 
 ほかにいかがでしょうか。四方委員、どうぞ。 
 
○四方委員 
 前回申し上げたのですが、非常に難しい処遇といい
ますか、ケアのお子さんがいらっしゃる。これは全般
にわたって難しいことは難しいのですけれども、しか
し特別難しいお子さんがいらっしゃるわけですね。 
 治療機能ということが非常に重要になってくるわけ
なんですが、福祉体系の中で今児童自立支援施設も一
方ではあるのですが、情短の担っている役割というの
があろうかと思います。しかし、私は、これは本当に
長年やってまいりまして、やはり情短の機能そのもの
も私は非常に曖昧であろうと思っております。 
 少なくともいろいろな点でそうなので厚生労働省の
方にも要望事項が情短協から出ているとは思いますが、
これは情短協の問題ではなくて、社会的養護全体の中
における非常に難しい子どもを担っていかなければい
けない部分ということを少し考えていただきたいと思
っています。 
 １つは、法的な整備でもあろうと思うのですが、ど
うしても医療関与が直接的にも必要なお子さんがいら
っしゃるわけで、医師の配置が一応明文化されてはあ
るのですが、役割が十分に果たせているかというと、
そうでないように思っています。 
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 そんなこともありますし、もう一つは質の問題で、
今、17施設あったのが次々できていまして、この４月
１日までに 22になって、ことしは 26くらいまでいく
のでしょうか。多分、そうだろうと思いますが、この
施設の質を社会的養護全体を考える中で、きちんとい
いものをつくっていくサポートをしていかなければい
けないのではないかと考えておりまして、虹センター
の研修などは、それのほんの少しはできるかと思いま
すが、それではなかなか追いつかないですね。 
 まずは、法的な整備が一つと、新しくできていく施
設の役割というものを、これは各地域でうんと考えら
れなければいけない、各地域の行政もこのことに目を
向けていただきたいですね。その中では児童相談所で
しょう。是非育てていただかなければいけないと思い
ますし、周りのサポートが大変必要な機関ではないか
と思っています。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございました。ほかに。兜森委員、お願
いします。 
 
○兜森委員 
 今までの議論のどの部分に属するのか、私も判断つ
きかねていたのですが、この委員会が社会養護のあり
方に関することを議論するということでございますの
で、しかも既存の枠組みとか制度とか、そういったも
のにとらわれることなくというただし書きもいただい
ておりますので、申し述べさせていただきたいのです
が、今までの議論を伺って考えてみますと、施設養護
か在宅かという、大きく分けてこの２つの選択肢の中
で進んできたのかなというふうに思うわけです。 
 ところが、在宅というケアシステムということにな
ると、市町村の役割とか機能が随分担保されると申し
ますか、強化されてこないと、なかなかその役割分担
がきちんとされないと機能しないだろうという向きも
ありますし、あるいはＮＰＯとか、そういった社会資
源の活用ということもあるのではないか。いずれ、そ
ういったことを総合的に考えてシステム化をしていか
ないと、難しい問題があるだろうというふうに思うわ
けです。 
 また、施設養護については、今まで十分議論され尽
くしてきたと思うわけですけれども、ただ私が気にな
るのはこの中間点ということをどこかで織り込んでい
ただく必要はないだろうということなんです。つまり、
私は既存の体系でいうと母子生活支援施設の職員でご
ざいますので、母子生活支援施設のことを考えてみま
すと、まさに中間点みたいな形の機能も持っているわ
けですね。中間点という意味は、その中で日常のアセ
スメントができていたり、あるいはそのアセスメント
によって、親子の分離が図られていったり、また再構
築が行われたりということがあるわけでございまして、
その辺の位置づけも全体の枠組みの中では必要なので
はないだろうかと考える次第です。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございます。二分法ではなくて、多分、

通所とか宿泊とか親子入所というような形の社会的養
護のあり方もあるのではないかというご発言だったか
と思います。 
 
○庄司委員長代理 
 先ほどの奥山委員、四方委員の話にもかかわります
けれども、後で議論するのでしょうけれども、この資
料３を見て、障害に対するケアは別途検討するという
ふうになってしまっているところがちょっと気になっ
ていて、乳児院には実際にはかなり重篤な子どもも含
めて障害あるいは医療の必要な子どもが現実入ってい
るということもありますし、また里親に委託される子
どもも知的障害等、あるいはボーダーラインレベルの
子どもというのは決して少なくないわけで、精神科だ
けでなく医療機関についても視野に入れる必要がある
かなというふうに思います。 
 それから、先ほどの加賀美委員のお話にもありまし
たけれども、今回は自立というところにかなり重きが
あるような気がしますけれども、乳幼児時期からの養
護の質を向上することが自立にもつながっていくとい
うことは忘れてはいけないと思いますし、その一点は
最初のときに言ったと思いますけれども。もう一つ今
の兜森委員の話にもかかわりますが、施設養護と家庭
的養護は２と３であがっているのですけれども、これ
を後の方ではきっとあわせてということになると思い
ますが、分断するのではなく、一緒に視野に入れて検
討してほしい。特に、研修の話がありましたけれども、
研修なども施設職員への研修と、それから里親への研
修が相互乗り入れくらいにならないと、互いの不信感
みたいなものはいつまでたってもとれないのではない
かというふうに思います。 
 
○松原委員長 
 兜森委員、お願いします。 
 
○兜森委員 
 さっき申し忘れたのですが、もう一つ、これは虐待
の防止とか予防的なこととも関連してきますけれども、
実は周産期ケアというのが一つあるのだろうと思うの
です。特に、乳児関係の方はその辺を切実に考えてお
られるのではないかと思うんですが、母子の場合も全
く同じでございまして、制度的にはございませんけれ
ども、今は単身の女性も保護できるというシステムが
母子の場合とられているわけです。 
 その中で、妊娠をして臨月の入所もあるわけですね。
そのときに助産施設の利用だけではなくて、家庭的な
雰囲気の中で、出産期あるいは妊娠後期だとか、それ
から産褥期等に対するきちんとした、実家のようなケ
アができているというのが母子生活支援施設の機能の
一つだと思います。 
 そういった中で、どこが虐待の保護とかということ
に結びついていくかということになるわけですが、若
い母親の中には子どもに対する愛着だとか、なかなか
難しい方がいらっしゃるわけですね。そういう中で、
母子生活支援施設あるいは乳児もそうなんでしょうけ
れども、いわゆるマザリングの機会を持つことができ
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るわけです。そのことによって、正常な母子関係、親
子関係が築かれることができて、子どもにとっても愛
着対象がきちんとできていく。人生のスタートの一番
ベースになる基本的な部分の欲求が満たされていくと
いうようなことも期待できる。期待できるというより
も、実際にあるわけでございますけれども、その辺の
仕組みもできれば取り入れていただければいいのでは
ないかと思います。 
 
○松原委員長 
 何点か出していただきたいので、ランダムでいいで
す。奥山委員、どうぞ。 
 
○奥山委員 
 先ほどの徳地委員や四方委員のご発言にもありまし
たように、医療が必要なお子さんというのは非常に増
えているということがあります。さっき庄司先生がお
っしゃいました、乳児院は医療併設型乳児院というの
がまだ結構あって、医療と福祉がある程度併設されて
いますが、合体はしていないという現実があります。
体のことばかりが割と優先になってきてしまっていて、
いわゆるインファントメンタルヘルスといいますか、
乳幼児の精神的な問題へのケアというのはそれほど進
んでいないのが現状だと思います。 
 乳児院以外では、かつて虚弱児施設というのがあっ
て、医療併設型というのは結構があったと思うんです
けれども、今は虚弱児が廃止されました。また、情短
というのは基本的には福祉施設に医者がいるという形
になっています。つまり、医療的ケアと福祉的ケアが
一緒になっているわけではないのです。福祉的ケアの
中に医者が入って、それを見ているという形が主だと
思うんですね。外来では持っているところはあります
が、病棟のような形はとれていない。 
 看護のケアというのもないし、生活のケアをする福
祉と、福祉保育士と医療的なケアをする看護師と、そ
ういうケアが両方受けられている体制ではないのです。 
 今後、さっきおっしゃったような重篤なお子さんに
関しては、医療的ケアと、福祉的ケア、つまりｍ生活
上のケアが同時に受けられるような場所がないと非常
に難しいのではないかと思います。 
 
○松原委員長 
 ちょっと後半の話ですが、四方委員、どうぞ。 
 
○四方委員 
 奥山先生がおっしゃってくださいましたので、付け
加えることもないのですが、実にそのあたりのことが
法的にもっときちんとされないと、現実には非常に中
途半端な状態であろうと私は思っております。 
 
○松原委員長 
 １から７にかけてそのほかよろしいですか。 
 
○安達委員 
 メモをつけておりますが、治療機能のところで話が
チラチラ出てきたのでここでお話ししたいと思うので

すけれども、24時間体制ということで、アレルギー疾
患や食事治療が個別的にできるということで、乳児の
場合におきましては離乳食も含めて正しい食事観とい
いますか、そういうものも身につけられるという意味
で、食の重要性ということを言っておきたいと思いま
す。 
 それから、３番目のところに少し書いておりますが、
先ほど権利擁護ということが話になっておりました。
子どもは社会的に擁護される権利があるだろうと思う
んです。権利があるという以上は、選択ができるとい
う制度が必要であろうと思っております。でも、地方
では子ども側から選択ができないというような、施設
が少ないということもございまして、そういうことに
なろうと思いますが、後にも関係すると思いますけれ
ども、やはりそうした受け皿を幅広い専門性といいま
すか、そういうことで地方にはより求められるのでは
なかろうかというように思います。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございます。きょうは、幾つか、今まで
もう出ていましたけれども、種別の施設の話が出てい
たのですが、１から７の議論をする中で、あまり児童
家庭支援センターの話が出ていなかったように思うの
ですが、何かそのことについてご発言があれば。加賀
美委員、お願いします。 
 
○加賀美委員 
 全養協がまとめた「近未来像 II」については、後で
お話をさせていただこうと思っていたので、きょうメ
モは出してあるのですが、その中でも触れております
ので、今、せっかくのお話がございましたから、児童
家庭支援センターについて、全養協があげております
児童家庭支援センターの役割についてはまた後ほどと
いうことで、いずれにしましても、これからの社会的
養護というふうなところで、前回、前々回あたりでも
私申し上げたのですが、いわゆる一般子育て等、従来
の社会的養護の子どもたちとの間にあるグレーゾーン
児の増加といったところを考えていくときに、そうい
う子どもたちも含めて社会的養護のシステムを展開し
ていく必要があるという中で、重要なリソースになっ
ていくのは児童家庭支援センターだろうと。特に、在
宅している子どもたちの中のハイリスクの子どもたち
を支援するということになりますと、やはり居住型児
童福祉施設に附置する児童家庭支援センターの役割と
いうのはさまざまな意味で、これまで持っている、培
ってきた養育のノウハウも含めて、それから今現状の
児童家庭支援センターの機能整備等を充実していくと
いうことがあくまでも前提ではありますけれども、24
時間対応型の支援をできるという可能性を持っている
のは児童家庭支援センターだろうと。 
 そういうふうなことでございますので、この増設の
問題ともう一つは市町村レベルでの設置の問題、市町
村との連携した在宅支援型サービスというふうに展開
していく必要があるだろう。もう一つは、配置の問題
を考えていくときに、ある程度の福祉圏を想定した配
置といったことも、増設の中の条件として検討してい
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く必要があるのではないかと思っております。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございます。目指すべき社会的養護の構
想ということで、そちらの議論に入りたいのですが、
５時までできょう長丁場ですので、若干休憩を挟んで
再開したいと思います。再開後はまたご自由に発言し
ていただいて結構なのですが、枠組みにとらわれずと
いうお話をさせていただきました。もちろんベースは
それぞれの特に施設出身から現場をお持ちの先生方は
それぞれの種別が出していらっしゃる将来構想もおあ
りになるかと思いますが、それを踏まえた上で自由な
ご議論をしていただければというふうに思います。そ
れでは、45 分まで休憩にさせていただいて、3 時 45
分、再開にしたいと思います。 
 
 〔休憩・再開〕 
 
○松原委員長 
 再開させていただきたいと思います。 
 児童福祉法の改正の時点でいろいろ議論がありまし
たものを参考にしたり、事務局の方から説明がありま
したけれども、出されたさまざまな研究等の成果を踏
まえて、この委員会も必要な回数はやるべきだと思い
ますけれども、そう長くいつまでもというわけにいき
ませんので、目指すべき社会的養護の構想ということ
で、先ほど説明がありました参考１、参考２というも
のを私と事務局の方で協議しながら作成をいたしまし
た。これあたりを参考にしながら、先ほど事務局から
ありましたように、これで何かということではなくて、
あくまでも議論をしていく上での参考ということで示
してみましたので、こんなものも参考にしながら議論
をしていきたいというふうに思いますが、どなたから
でも。 
 
○唐沢課長 
 少しだけ補足させていただきたいと思います。 
 今、委員長からお話をいただきましたように、この
参考１、参考２というのはこれまでいろいろな研究会
などで発表をした構想などを私どもの方で整理して、
委員長のご指示をいただきながら、何もないと議論に
なりませんのでこういうものを整理させていただいて
おるということでございます。 
 だから、これにするということではありませんし、
例えばある構想を実現していくことにはかなりの時間
がかかりますので、あしたからすぐこうなるというこ
とではないということも先生方十分ご承知だと思いま
すが、念のため、それを申し添えさせていただきます。 
 それから、もう１点だけ、恐縮ですが、資料３の要
保護児童に対する主なケア機関というのがありますが、
これは現在のケア機関を整備したものでございますの
で、これが望ましいということではなくて、今、大体
こんなところで受けているのではないかということで
整理したものだということでご理解いただきたいと思
います。以上でございます。 
 

○松原委員長 
 という唐沢課長からご説明をいただいた上で、それ
は確認したということで、あとはご自由に発言いただ
きたいと思います。奥山委員、それから兜森委員の順
番でお願いします。 
 
○奥山委員 
 資料３の方は、前回、私が言ったことが発端なので
ちょっとコメントを先に付け加えさせていただければ
と思います。 
 基本的に、右側の大きい方が先ほど来出ている自立
の後が、20歳となっていますけれども、養護施設とか
そちらの方はほとんど 18歳ということですね。 
 そちらから後がほとんどないという問題と、それか
らもう一つ、私が非常に気にしているのは、先ほど庄
司委員の方からも話がありました、非常に重要な乳幼
児のメンタルヘルスの部分が非常に欠けているのでは
ないかという点です。情短施設の方も、たしか一番最
初の資料では幼児さんは全国で一人か二人しか入って
いないという状態で、やはり大きい子どもたちの問題
を予防していこうと考えたときは、３歳までに何とか
しなくてはなりません。 
 例えば、ゼロ歳でも１歳でも、トラウマを受けた子
どもがフラッシュバックしている状態は往々にしてあ
るのですけれども、それをフラッシュバックとしてと
らえて、対応しているかどうかということに関しては
甚だ疑問がです。小さいからパニックになっていても
「よしよし」で何とかなるかということで終わってい
って、その背景まで見れていないということが結構が
ある。特に、愛着の問題、それから自分をうまくコン
トロールできるかできないかとか、そういった問題を
どうとらえて、どう対応していくかということがやは
り０歳から、少なくとも乳幼児期、つまり小学校にあ
がるまでの間にかなりのところがなされなければなら
ないのだろうと思うのですけれども、そこの部分を
強化していかなければならないと思います。 
 その２つの部分が現状ではかなり抜けているのでは
ないかなというふうに思うのと、先ほど四方先生がお
っしゃってくださった、一番下の一番大変なゼロから
20歳までの部分というのがなかなか難しいところがあ
るということを指摘しておきたいと思います。 
 
○松原委員長 
 ご指摘を踏まえて、いかがですか。全体的な目指す
べき社会的養護ということで何か加えて奥山委員の方
でコメントがありますか。 
 
○奥山委員 
 これ、２つ、別々と考えなくてもいいのではないか
と。 
 誤解していたら申しわけないと思うのですが、参考
２の養護系施設というところに児童福祉施設（センタ
ー構想）というあたりが入っていって、合体したよう
な形でもいいのかなと思います。もうちょっと見てか
ら詳しく。 
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○松原委員長 
 では、兜森委員が手を挙げていらっしゃったので。 
 
○兜森委員 
 私の方は簡単な、訂正の依頼と思うのですが、資料
３をちょうだいして眺めさせていただきましたら、左
側のところの「適切な養育」の行の 14～20歳のところ
に「母子生活支援施設」が抜けているんです。この意
図するところはちょっとよくわからないのですが、法
律上も基本的には 18歳、事情があれば 20歳までとい
うことで入っておりますので、母子生活支援施設はこ
の中にも入ってくるのかなと考えております。 
 それから、「適切な養育」とその下の「心理的ケア」
のところも含めて、心理的なケアというのがどういう
概念かちょっとわからないのですが、仮に心理療法士
の配置対象施設であるとすれば、ここのところにもず
っと入っていくのかなと思いますが。 
 
○松原委員長 
 後で事務局で調整させていただきます。 
 
○唐沢課長 
 すみません、これは議論を呼ぶようにつくってあり
ますので。 
 これは 14～20歳のところ、もちろん母子生活支援施
設の方、いらっしゃるのですが、主には小さい方のお
子さんが多いだろうということで、それで「主な」と
いうふうについているということでございます。 
 例えば、先ほどの乳幼児のメンタルのところも、情
短には入ってくるお子さんに年齢の制限はありません
ので、制度的にはそこもないとは言えないんですけれ
ども、その辺のところをどう考えていくかということ
です。母子の方はもう少し人数が多いと思いますので、
また表については考えたいと思います。 
 それから、心理的なケアと心理治療、要医療のとこ
ろをどういうふうに区別をするかというところは、む
しろ奥山先生や四方先生にご指摘いただきたいと思う
のですが、私どもの方は何もないといけないので、こ
この心理的ケアというのは心理士を一人配置している
程度の対応はできると。それから、心理治療のところ
は、もう少し組織立って、チームで対応できるような
形というイメージでございます。 
 それから、要医療になるともう少し医療性が強く、
医療モデル的に治療内容にコミットできるようなとい
うことで、とりあえずつくってみたということでござ
います。以上でございます。 
 
○松原委員長 
 唐沢課長がおっしゃったように、ある主の現状認識
なので、この後どうするかということについては、こ
れはもう一つの素材ですので、そういう意味合いで先
ほど私が奥山委員に質問しましたように、社会的養護
はどういうものを目指すべきなのかということでまた
ご意見をいただきたいと思います。加賀美委員、手を
挙げていらっしゃいましたので、どうぞお願いします。 
 

○加賀美委員 
 全養協でつくった「近未来像 II」につきましては、
既に皆さん、お手元に小冊子をお配りして、お読みい
ただいているので屋上屋を重ねることになるのかもし
れませんが、きょうの全体の議論というふうなところ
で、とりあえずそこのところについてはお話をさせて
いただければと思いまして、実は簡単な資料をまとめ
てありまして、概要というふうなことでお手元にお配
りさせていただいたところでございます。 
 この資料をもとに、全体を少し説明させていただけ
ればと思います。若干、お時間をいただきたいと思い
ます。 
 まず、１ページの「子育て支援システムの改革の必
要性」というところにつきましては、これも先ほど申
し上げたとおり、グレーゾーン児の増大というところ
で、社会的養護のあり方そのものが今問われていると
いうところの整理でございますので、このところはそ
ういうことで改めて子育て支援システムを改革してい
く必要があるのだという、そういうもとになっている
部分を要約してみたものでございます。 
 それから、２につきましては、「子育て支援システム
改革の方向」として、大きく幾つかの丸をあげており
ますので、ここにつきましては現在の次世代育成支援
対策推進法等の絡みで社会的養護サービスの計画化、
特に私たちの願いである社会的養護にかかる予算につ
きましても飛躍的な拡大が必要なところにきていると
いうふうなことで、社会資本整備をしていっていただ
きたい。そのためにも、社会的養護の 10カ年戦略とい
ったものを策定して、次世代育成支援対策推進法の中
に位置づけていっていただきたいというようなことが
ここに書かれておるものでございます。 
 そのためにも、ここでは子ども一人ひとりの社会的
養護の支援をどう進めるかという基本的なところに立
つと、近未来像のところでまず第１にあげたのが最適
なケアを保障するためのアセスメントの必要性という
ところで、従来ある、虐待を受けた子ども等のリスク
アセスメントに加えて、社会的なサービス、つまりケ
ースマネジメントを進めていく上のもとになるアセス
メント体制といったものをどうつくるかというのは、
これは先ほどからも、あるいはこの会でずっと話し合
われていることでありますけれども、そのことを取り
上げております。 
 そこで、先ほどの資料３と絡むところでございます
が、今回の社会的養護の体系の問題についての一つの
提起として、居住型社会的養護サービスの再編という
ことを少し絵に書いてございます。これは、ある意味
でこの資料参考２でまとめていただいている部分とか
なりダブッている部分、それから先ほどの奥山先生の
乳幼児の心理あるいは医療のケアのところの抜け落ち
の部分、それから 20歳以上の子どもたちというか、青
年の支援のところを含めて、このような形で、一つは
従来ある居住型社会的養護サービスを大きく３つのイ
メージで括っております。もちろん、ここに至るまで
のプロセスはさまざまに総合化したり、統合化したり、
いろいろなことがこれから行われながらいかなければ
ならないとしても、最終的なところのイメージとして
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は、ここにある児童養護系あるいは乳児養護あるいは
母子養護系の従来の家庭代替型といいますか、そうい
った子どもたちのプログラムと、その右側がいわゆる
治療系、その中に児童養護系、乳児養護系あるいは情
緒障害児あるいは児童自立支援施設系といったような、
そういう子どもたちのプログラムを持った施設系を一
つまとめていく必要があるだろう。 
 それから、そのほかに子どもの自立支援といったこ
とを目指した自立支援プログラムを持った児童養護系
あるいは高齢児の自立支援系、自立援助ホーム等も含
めたプログラムをここにひとまとめにしている。およ
そ３つのようなグループを総称して「社会的養護施設」
というふうな取り分け方でまとめたものでございます。 
 その下に書いております、これらはあくまでも適切
なアセスメントの実施が前提であると。さらに、子ど
もが抱える課題に応じた保護単価、費用負担が設定さ
れる必要があるといったようなこともここで提起して
おるところでございます。 
 それから、児童養護施設につきましては、これまで
もずっとあげていただいておりますが、ケアの個別化
とケア単位の小規模化の問題でございます。これは、
またここであえて申し上げるまでもなく、子どもの自
立支援といったことを担保できるような、子ども一人
ひとりの発達段階あるいは発達課題に応じた援助、自
立支援といったことが図られるためにも、ケアの個別
化といったこと、それから施設の小規模化といったこ
とをあげております。 
 その中でも、特にケアを個別化し、あるいは小規模
化していくというところで、自立支援とつながるとこ
ろでインケアというふうに考えたときに、先ほど来申
し上げた自立といったことを本質的なところで目指し
ていくための人間関係の場、そういったものを設定し
ていく必要があるということから、職員の質・量的保
障といったことが一番課題になってくるというふうに
まとめております。 
 それから、小規模化へのプログラムの道筋として、
ここに書いてあるもの、これは一つの例として児童養
護施設約 70％ほどが大舎制の施設でございます。その
施設をどう小さい形にしていくのかという一つの流れ
として取り上げたものでございます。現在の大舎の養
護形態をまずユニットケア、これは老人のところでい
うユニットケアというイメージよりも、むしろいわゆ
るそれぞれが独立した食・住をできるようなユニット
にまず大舎制の中で割って、そこで職員のスキルの問
題もそれから生活の形態や何かもトレーニングしなが
ら、さらにそれを小さい形で分散化していくという流
れを想定した図でございます。 
 それから、先ほど申し上げた児童家庭支援センター
についても未来像ではこれからの社会的養護のあり方
のところで一番重要な役割を担うところだというふう
なことについては、先ほどるる申し上げたところでご
ざいます。 
 最後に、５ページの児童養護施設の将来構想につき
ましては、ここに絵に書いてあるようなもの、つまり
児童家庭支援センター等の施設を附置した基幹施設を
中心にして、それが小規模型施設あるいは里親型のグ

ループホームであるとか、いわゆる里親あるいは地域
社会の中のハイリスク家庭の在宅支援をしていくとい
うプログラムを児童養護施設の将来構想として絵にし
たものでございます。 
 以上、簡単な説明をさせていただいたわけでござい
ますけれども、これらも含めてこれから急速にこの形
に持っていくというのは大変なことでございますので、
ぜひ中長期的な社会的養護の計画を立てていただきな
がら、戦略を立てていただいて進めていっていただき
たいという思いでございます。以上です。ありがとう
ございました。 
 
○松原委員長 
 何人かの委員から冒頭、それから休憩を挟んで、乳
幼児期のケアの大切さということが発言されておりま
すが、その点に関連しながら、メモも出していただい
ておりますので、安達委員からもご発言いただきたい
と思います。 
 
○安達委員 
 最初まとめて話そうと思ったものですからあれです
が、ほとんどこの資料２などで乳児院としてあるとこ
ろに出ているような問題を、結局、山登りすると頂上
はここら辺にいくのだろうということがありまして、
下手な口を挟まん方がいいのかなと思って聞いている
のですけれども、できたら登山口を別のところから探
して、メモはこの５点くらいのところで話してみよう
かなと思って書いております。 
 ２点ほどは先ほど申し上げましたので、小規模化と
いうようなことなのですが、乳児院という施設に私お
りますので、やはりそこに軸があると思うのですが、
115 カ所ございます。その中で、シングルの施設が暫
定も含めまして５カ所ございます。それから、20まで
の施設が 43ほどありまして、約 40％強、50以上の施
設は 12施設でございまして、10％程度という、全体的
にそう大きなところでないというところですが、ただ
施設の中では担当制というものをとっておりまして、
その担当制は職員一人当たり、私どものところでは一
人が２名ということですが、大体３名くらいまでだろ
うというように感じておりますし、それから昼間はグ
ループ化をしておりますけれども、これも５、６名く
らいということで、複数の職員で養育しているという
状況だろうと思います。 
 一番、全体的に施設で多い 20とか 30とかいう施設
につきましては、小規模化をしよう、ユニット化をし
ようということになりますと、今の処遇職員の配置と
いうものが非常に難しいなと。それから、施設整備と
いうことも考えていかなければいけないというような
ことで、これが望ましいではなかろうかということで
全国的にいろいろな施設がやってはおられますけれど
も、まだ全体的なところまでいっていないという現状
で、望ましいということであれば、アセスメントにも
関係しますけれども、少し年齢が高くなった子どもさ
んはそういうところでやっていけばいいのかなと。中
田先生がいらっしゃいますけれども、先生のところは
すごくそういうことを試みていらっしゃいまして、
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非常に皆さんが注目しているところでございます。あ
あいうことが実際、20、30の施設でできたらいいなと
いうように思います。 
 それから、ケアの連続性のアセスメントのこと、こ
れが大変重要だということを申し上げておきたいと思
います。年齢的にはいろいろな子どもがいますので、
柔軟に対応していただくということが必要ではなかろ
うかというように思います。 
 それから、里親制度ということで、家庭的養護の範
疇といいますか、柱の下なのだろうと思うのですが、
施設養護側からといいますか、乳児院の者が出しゃば
って話をする必要はないかもわかりませんが、私が考
えるのは、場所を家庭ではなくて施設ではじめるとい
うことが必要だろうと思います。 
 そこに専門性と愛着と書いておりますが、施設がい
ろいろな子どもを扱うやり方があります。食事の面か
らいろいろな面を、専門性というのはそういう意味で
よく理解するといいますか、そういうことが必要でな
かろうかなと。愛着を身につけるといいますか、子ど
もとのアタッチメントの中で家庭に帰ったといいます
か、家庭に連れていったときの段差を緩和する意味で、
そこに書いております。 
 それから、２番目のところで、第２段階として週末
里親からはじめた方がいいのではなかろうかと思って
います。これは、どうしても子どもから選べないとい
うことでありますし、もちろん里親さんの責任といい
ますか、週末くらいで、例えばどこかにお出かけする、
旅行に行くというような雰囲気であれば、解消しても、
多少、お互いが楽ではなかろうかなというように思っ
ていますし、里親さんが普及するには、こんな楽な方
法が普及するのではなかろうかなというようなことも
思います。 
 それから、フォローアップは、僕はちょっとあれな
んですが、たしか 30％くらいは家庭から直接里親さん
のところにという子どもがあるかなと思っていますけ
れども、そうだとすれば、もう少し施設を利用してい
くのも一つの方法かなと。これもアセスメントだとい
う話になってくるのでしょうけれども、施設を有効利
用して、それからレスパイトケアというような場合に
も、これだって年間７日間ということなんでしょうけ
れども、これも里親さんはリフレッシュをして、そし
て子どもは場合によっては大きなストレスをためると
いうようなこともある。これをいかに緩和していくか
ということで、その施設がその間一緒に面倒を見てい
くという実情があるのかなと。これは施設だって職員
は同じなのですけれども、代替があるということが施
設のいいところかなというように思っております。 
 
○松原委員長 
 配付された資料の後ろから２枚目に、乳幼児虐待ケ
アセンターというのが一つ図で提案されているのです
が、このことについて安達委員、何かコメントござい
ますか。 
 
○安達委員 
 「21世紀の乳児院のあり方を考える特別委員会の報

告」がなされておりまして、その中に乳幼児養育セン
ター、それから虐待ケアセンター、子育て支援センタ
ー機能を持ってというように、方向性を示しておりま
す。それを個別個別のケアでセンターをつくるという
ことになりますと、これは都市型に見なければならな
い。先ほど申し上げましたけれども、地方型という中
に、こういうものをコンパクトに固めた形の中で、地
方にもこういう機能が入った受け皿として、そういう
かなり広い範囲になってくるかもわかりませんけれど
も、必要ではなかろうかというふうに思います。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございます。それでは、ご自由にご意見
をいただきたいと思います。まず庄司委員、手が挙が
っておりますので、次に西澤委員、お願いします。 
 
○庄司委員長代理 
 今、安達委員のご説明に関して少し補足をさせてい
ただくと、乳児院の規模、小規模化ということが話題
になっていますけれども、乳児院自体はかなり小規模
なところが多い。大きなところもあるのですけれども、
そういうことが一つ。 
 それから、先駆的な施設では、グループホーム、ユ
ニットケアといえる試みがあります。ですけれども、
まだそれはあまり普及していないことがあります。 
 乳幼児虐待ケアセンターは、先ほど奥山委員がおっ
しゃいましたけれども、情短に当たる施設で、乳幼児
に対応できるところがない。虐待を受けた子どもが多
くなっている中で、そういった虐待を受けた子どもの
治療機能を持った乳児院というものも、すべての乳児
院がこれに変わるということではないにしろ、必要で
はないかということです。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございます。それでは、西澤委員、お願
いします。 
 
○西澤委員 
 私は飛行機の関係で、少し早めに中座させていただ
くので、まとめて、いつマイクが戻ってくるかわかり
ませんので、話をさせていただきます。 
 １つは、まずご提示いただいている資料４について
は、基本的に今までの議論を踏まえて、こういう形で
書かれていると思いますので、枠組みとしてはこうい
う方向だろうというふうに思います。 
 さっき奥山先生が言われていた、トリートメント系
施設というのは恐らく本体施設の中の困難ケースのと
ころに入ってくるのだろうというふうに思います。私
は３年ほどアメリカでこの分野で仕事をしていて、ア
メリカももともと大規模施設で 1,200 人とか 2,000 人
定員の施設が多かったのですね。それが、今、あの施
設はほとんど残っていない。残っている施設は何かと
いうと、このトリートメント系というか、行動制限を
しなければいけない子どもで、その施設でもたなかっ
たら州立病院の小児精神科病棟にというような子ども
たちをみるというのが施設の役割になっています。そ
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れも小舎制で、本キャンパスの小舎制。加賀美先生の
言い方を使うとユニットケアといいますか、そういう
ふうなものでやっていますので、これはどこまでいっ
ても、そこは残ってくるだろうというふうに思います。 
 こういった小規模化を進めていくということの中に
そういった治療規模を持ったところがあるのだろう。
それを考えると、情短施設の小規模化というか、情短
は大体 50人定員で、小舎制でやっているところはまだ
そんなに数はなかったように私は記憶しています。基
本的に大舎、中舎でやっていて、そういった治療施設
は小舎制になっていくということも必要なんだろうと
いうふうに思います。 
 先ほど来出ている、例えば幼児が入っていないとい
うのは、僕はそろそろ情短施設は、これは四方先生に
怒られるかもしれませんが、自分たちの認識を変えな
いといけないと思うんです。あれは基本的に情短施設
が不登校の子どもたちの実質上の専門施設だったころ、
６歳以上でないと義務教育だから不登校というのは問
題にならないので、だから幼児は入れなかったという
経過があるんです。それがいまだにずっと尾を引い
ていると。 
 だから、幼児のケアの重要性を考えると、やはり情
短がその分野をきちんと自分たちの自分たちの仕事と
して認識していくということが必要になるのではない
かというふうに思っています。 
 それから、さっきの話の中で、これはもしかしたら
安達先生の方から「いや、それは違う」とおっしゃら
れるかもしれませんけれども、小規模化は進めていか
なければいけないという認識で一致していて、今も小
さな単位でやっているところはあるんだとおっしゃる
のですけれども、乳児さんにとって小さな単位という
のはどれくらいなのかというのは、もうちょっと考え
なければいけないのかもというふうに思っています。 
 つい先だって、あるドキュメンタリー番組で、ネグ
レクトの子どもで夜中に頭打ち行動を乳児院でやる子
どもの番組があって、その中で宿直者が一人二人しか
いないので、頭打ち行動をしている子どもを抱き上げ
たらいいのはわかっているんだけれども、その子を抱
き上げるとほかの子がみんな寄ってくると。だから、
抱き上げられないという状況になっているということ
を某乳児院の、公立ですが、主任の人は言っていらし
たんですね。 
 そういうふうな実態があるときに、小規模化という
のは一体どの程度だということの算定であるとか、ど
れくらいの配置が必要かということは出していかない
といけないだろうと。 
 もう一つは、里親制度も、僕は乳児からの里親の利
用というのは促進する方向にいくべきではないかとい
うふうには思っています。これはもしかしたら庄司先
生の方から意見があるかもしれませんが、制度的にど
うなんですか、今、児童相談所は親に聞くじゃないで
すか。親御さんに「里親がだめだったら施設はどうで
すか」みたいな、あれはインフォームド・コンセント
というか、親御さんの選択権を保障しているけれども、
親御さんの選択が必ずしも子どもの福祉にとってベス
トであるとは限らないわけで、そうなってくるとアセ

スメントがきちんとあって、子どもにとっては里親が
いいんだということになれば、親との関係の調整の仕
方というのはあってもいいような気がする。 
 つまり、現状を見ていると、里親制度－－もちろん、
里親の数は少ないということもあるんだけれども、乳
児の場合に利用されないのは、親御さんが「里親はど
うも抵抗があるから施設に」というような、それを児
童相談所が「そうですか」という形で受けているとい
うパターンもあると思うので、その辺をどうするかと
いう見直しが必要なんじゃないかというふうには思っ
ています。 
 すみません、時間をとっていますが、もう１点だけ。 
 今までかなりいろいろなことを見てきていて、大き
なところでいえば、今までの福祉の体系の全般的な見
直し－－これはいくら話しても意味がないのかもしれ
ませんが、全般的な見直しというのが必要になるので
はないかと思うんです。今までは、みんな平等に、措
置費も同じだけ出していってというような形で進んで
きた。だから、ある意味、モデル的に先駆的なことを
やろうとするところにインセンティブがいかない。例
えば、小舎制をやろうとすると、これは出ていますけ
れども、実際に今の状況で６人、７人の小舎制をオン
キャンパスで 50 人程度の児童福祉施設がやろうとし
たら、前も言ったかもしれませんが、一人のケアワー
カーが月に 16日か 17日、宿直しなければいけない。
実際、それをやっている施設も、労基法違反覚悟でや
っている施設も幾つかある。 
 そういうふうな状況なので、小舎制というときに必
ず措置費というか、お金の問題が関係してくるのです
ね。ただ、これは一気にやろうとすると絶対できない
ので、そういうものをモデル的にやってみるとか、何
かそういうふうなビジョンを変えていかないと、この
問題は机上の空論に終わる可能性があるのではないか
と思うんです。 
 そういう大きな絵を書くとしても、来年度、再来年
度どうするのかというときに、小さな話だけれども、
例えば今の施設だったら、これは高橋先生や加賀美先
生、中田先生がいらっしゃる中で言うのもなんですけ
れども、もう業界で生きていけないかもしれませんが、
例えば今定員払いなわけですから、ある意味、八十数％
の子どもの定員で満たしておいて、そこで自分の身銭
を切ってサービスしないのが一番効率がいいわけで
す、簡単な話をすれば。 
 ある意味、措置費というのが今の定員でバンとまと
めて出すというのではなくて、将来的には例えば高齢
者のケアみたいなアセスメントがあって、ケアプラン
がつくられて、月々のお金というのが出てくるように、
個別の子どもに応じたものになっていくのだろうと思
うんです、将来的には。だけれども、その一歩をどう
やって踏み出すかというあたりで、そういった定員払
いという形でいいのかどうかみたいな検討とか、ある
いは本当に現場にいて思うのですが、今、一時保護所
がもう満杯機能で、パンパンになっていて、一時保護
委託の形で施設にやってくるわけです。そういう子ど
もたちでもやっぱり難しい子どもたち、アセスメント
もされていない子どもが多い。そういうのを積極的に
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受けていく施設に対してインセンティブはない。汚い
話かもしれないですけれども、例えば措置費も出ない
というような、危険承知でやっているようなところに
対して、それを伸ばしていくというか、みんなが次に
これをやっていこうとか、元気になろうというような
福祉体系にはなっていないというのが正直なところだ
と思うんです。 
 その辺の大きなビジョンを出すのもいいですけれど
も、それにつながるような小刻みなものというのは、
これは多分厚生労働省に最後に聞いた方がいいと思う
んですけれども、そういうことを考えていただかなけ
ればいけないのではないかと。すみません、時間をい
っぱいとりまして、申しわけないです。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございました。最後の部分のご発言につ
いては、先ほど奥山委員もイノベーションをきちんと
できるような、そういうシステムを考えていくべきで
はないかというご発言もありましたので、決して、孤
立したご意見ではないと思いますし、十分、業界で大
丈夫だと思います。 
 
○唐沢課長 
 私どもの方も、今の施設は定員払いの方式でやって
いるのですが、かなり充足率が上がってきている。た
だ、子どもの施設なので、全く空きがない状態ではこ
れも困ると。非常に差し迫った状態というのがありま
すのでね。だから、そういうことも考えて、一番大変
な仕事をしていただいているところ、それから一時保
護も、子どもはとっかえひっかえで代わりますから、
やっぱりそれは大変なんですね。だけど、これは定員
に今カウントしませんので、全体として大変なところ
にきちんと支援をしてやる、財政的に支援をしてやれ
るという仕組みを全体的に考えていく必要があるとい
うふうに思っております。これは、私どもの方でもよ
く検討したいと思っております。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございます。ほかに、今のことと関連し
てもいいですし、ご自由に他の観点からのお話でも結
構です。高橋委員、お願いします。 
 
○高橋委員 
 課長さんから大変心温まるというか、激励をいただ
いたので、これからは汗をかいたら、その汗に対して
何らかの報酬があると。それがまたこういう業界をま
た活性化していくことにもなるのだろうと思いますし、
西澤さんも仕事が続けられることにもなるのだろうと
思います。 
 今のお話にちょっと続くのかもしれませんが、入り
口のところと同時に、やはり自立を支援していくとい
う上では出口のところが非常に重要なことであって、
今、施設を退所していく子どもたちに対する保証とい
うものはだれがしているのかというと、ほとんどが施
設の施設長なり、またその施設の職員がされている。
しかし、その保証は結局は個人的立場でやることにな

りますから、それに対するリスクというのは非常に高
いわけですね。 
 東京では独自に自立支援促進事業というのを東京都
が 100％の支援、といっても資金的にはそう多い額で
はありませんけれども、それを東京都社会福祉協議会
に委員会をつくって、そこに委託しているということ
であるわけですけれども、全国の調査を最近されたの
を見ると、非常に多くの施設で施設長なり、職員がそ
の役をされている。これに対しての担保はほとんど個
人的にされることになるわけで、こういうふうなこと
を考えると、やはり社会に正常に、それぞれの自己実
現を前提に子どもたちが出ていくとすれば、身元保証
だとか就職、それからアパートの借り上げ、ローンの
組み等、こういう仕組みを何らかの公の仕組みの中に
組み込んで保証していくということも、子どもたち
が安心して社会に出ていくということにもなるのでは
ないかと思うんです。 
 これは、より具体的な話であるわけですけれども、
そういうふうなことを一つひとつ積み上げていく中に、
この自立ということもまた考えられるのではないかと
いうふうに思います。 
 東京では、ちなみに里親養育家庭さんや自立援助ホ
ームを退所する子どもたちも対象になっているわけで
すけれども、そしてさらに公的な制度で該当しない子
どもたちをさらに民間の資金を使った、また別の制度
を設けて、そこを補っているというふうな状況でもあ
ります。 
 
○松原委員長 
 庄司委員、お願いします。 
 
○庄司委員長代理 
 西澤先生のお話は、ほとんどそのとおりだなという
ふうに思ったのですが、乳児の場合のグループはどれ
くらいかということはちょっと抜け落ちていて、麻布
乳児院はユニットケアと言えるようなものだと思いま
すけれども、４人だったと思います。 
 それから、乳幼児は里親にというのも、もちろん原
則的に大賛成ですけれども、まず里親を増やさなけれ
ばいけないということと、それから実親に聞いてどう
のこうのというのは、あれは児童相談所のソーシャル
ワークだけの問題で、児童相談所がもう少しちゃんと
してくれれば済む話ではないかというふうに思います。 
 ただ、里親については、認定から研修、その問題が
とても大きいかなというように思います。それから、
里親を充実させるという、これは今回の委員会でも重
要な柱だと思いますけれども、ここでは議論が出ない
のですが、児童相談所－－児童相談所だけではないと
思いますけれども、児童相談所をもっともっと機能を
充実させてもらわないと、単に子どもを施設から里親
に移せば済むということでは決してないというように
思います。 
 もう一つ、絵に描いた餅にならないように、最近は
やりですけれども、マニフェストといいますか、ある
程度、目標みたいなことを明確にすることも必要かな
というように思います。 
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○松原委員長 
 では、野田委員、奥山委員、兜森委員という順番で、
時計に向かって最後、中田委員になります。野田委員
からお願いします。 
 
○野田委員 
 先にすみません。 
 何点もあるので、箇条書き的に、一つは今の児童相
談所に関連して、これはむしろ検討項目の中にも跳ね
返る話なんですけれども、児童相談所がアセスメント
をして、それを引き受けて施設側がやっていくという、
この構図、入り口のところではそれでいいんでしょう
けれども、あとのところをどういうふうにしていくの
かという、これは奥山委員のご指摘もあったと思いま
すが、やりながらしていくアセスメントをもしそこの
精度を上げるとなれば、施設の中にそういう例えば機
能やスタッフを入れるのか、あるいは児相が手厚くや
る話なのか、そこの点の絵というか、それはもう人の
張り付け方も含めて、あるいはさっきから出ています
専門性というところでも、非常に大きな仕事だろうと
いうふうに思っていまして、整理をしておく必要が、
児相機能だけではなく、施設機能として必要なのかな
と。 
 それから、見せていただいています図というのは、
たたき台ということですが、そうはいっても非常によ
く、それなりに考えられているなと思いながら、特に
私は平成９年のときに全社協の方でのあり方検討委員
会にかかわっていましたので、このあたり、議論して
いるところに今回の小規模化であるとか、いろいろな
ことが乗っかってきて、ですから、ぜひこれを２つ重
ねる方向でのいいものにしていただきたいなというと
ころがあります。 
 ただ、そのときに、今は例えば乳児院における数の
問題がありましたが、情短や児童自立支援施設のよう
なところにおいて、問題別に相当ユニットを考えると
か、あるいは個別性を考えるというところでも相当動
くだろうと思うので、このあたりについては本当にさ
っきからあるインセンティブをそこに働かせるかどう
かは別としても、丁寧な検証とそれから工夫というか、
それによって相当柔軟に本当に効果が上がるような方
向性を考えていく必要があるのだろうなと。 
 ただ、一方で、これは基本的にこの流れあるいは近
未来像 IIを承認した上での話なのですが、逆に施設と
して一定規模の形で残していかなければいけない施設
というのが、特にトリートメントスタイルの場合には
あり得るかなと。 
 そうしたときには、今度はケア規模は大きくなるん
だけれども、中のプログラムとしては非常に個別に、
あるいは専門職も相当手厚く配置してと。ですから、
中は個別プログラムを目指すが、ケア単位としては割
合大舎が残ってしまうというような、だけれども、そ
こはそこで一定の予算というか、人の張り付け等々も
要るのだろうというところでは、基本的に分散してい
く。それはそれで手当がすごく必要なわけですが、一
方、残されたところの充実も、そういうところにのら

ないケースが多くなるかと思うので、考える必要があ
るだろうということ。 
 それから、小規模な施設になったときに、今回の長
崎の事件ではありませんけれども、非行とか虐待のケ
ースのようなものになったときに、例えば親からの攻
撃であるとか、あるいはマスメディアからどう守るか
というような、もうちょっと重層的な、社会から守る
仕組み・仕掛けということを非常に強く意識する必要
があって、実際に中でケアできるにもかかわらず、シ
ステムとしてハードウエアとしてそれが守れないので、
児童福祉のチャンネルで処遇できないというような子
どもたちが出てくるのは、それはまた違う話だろうと
いうふうに思うので、例えば警察との連携であるとか
いうような、ちょっと今まで議論されていたのと違う
意味での社会のネットワークの中にどう位置づけるか、
あるいはそのネットワークを使いやすい形でどう規定
していただくかという問題があると思います。 
 あわせて、法的な手続というか、入所の手続あるい
は退所の手続に関しても、虐待防止法の方で非常にご
努力いただいているというふうに聞いておりますけれ
ども、そういった手続に見合ったような箱ものとして
考えておくという軸も必要だろうと。 
 最後の１点ですが、今、保証のことも言われました
が、高齢者や障害者領域では、最近、成年後見だとか、
あるいは地域福祉権利擁護事業のような、もともとそ
の家族だとか何とかだけでは支え切れないことを前提
にしたようないろいろな仕組みがあるわけですが、こ
れも加賀美委員、未成年後見のところで言っていただ
きましたけれども、本当に自立の最後の最後まで、社
会的な自立を、責任を持てるような仕組み・仕掛けと
いうのをケアレベルだけではなくて、保証であるとか、
あるいは権利擁護であるとかいう視点できちんと持た
ないといけない。 
 今日の児童相談所のチャンネルではちょっと不十分
ではないかというふうに思っていまして、そういった
ようなアドボケイトセンター的な視点というのは要る
のかなと。たくさんですみません。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございます。それでは、奥山委員にマイ
クをお渡しします。 
 
○奥山委員 
 幾つかあるんですけれども、先ほど庄司先生が説明
してくださいました乳幼児の虐待ケアセンターの必要
性の問題なんですけれども、まだ児童相談所でも、乳
幼児のアセスメント、乳幼児のケアのあり方というの
はほとんど開発がなされていない部分があって、要す
るに一時保護が、既に乳児院ですからその間のアセス
メントはないわけです。そういうことを考えると、や
はり乳幼児のセンター的なものがどうしても必要にな
るのではないかと思います。 
 同時に、今の児童相談所が、ここは児童相談所のこ
とを語る会ではないのですけれども、児童相談所がソ
ーシャルワークとケアの問題があって、両方大変だろ
うと思います。どちらかというと、大きい子も児童相
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談所がある程度ケアできる場所、ケアセンターみたい
なものを持ってもいいのではないかなと思います。そ
こが、さっきの本体施設のいろいろな問題にも絡んで
いろいろ話ができるようなところというのも必要だろ
うと思います。 
 もう一つは、西澤先生は情短の小規模化ということ
をおっしゃって、野田先生はトリートメントセンター
として大きいのを残しておいた方がいいのではないか
ということをおっしゃっていました。その辺のところ
をもう少しうまく整理できないかなと思うんですけれ
ども、生活の場というのはきちんと確保されなければ
ならないですし、子どもにとってあまりしょっちゅう
変えるものではないのです。そういう意味で、生活の
場があって、かつちょっと大変な子どもの生活の場と
して情短の小規模化というのはあっていいのだろうと
思いますけれども、同時にある程度入院のような形で、
そこに入所していて、半年なら半年いてまた戻れると
いう短期入所の場所というのも必要ではないかと思う
んですね。 
 例えば、医療機の入院をモデルとして考えると、医
療機関に入院したときに、多くの県では、入院したら
もう籍がなくなるところが結構あるのですね。だから、
施設の所属ではなくなってしまう。でも、何とか施設
の方が「私があなたの保護者よ」ということで、医療
機関の方にお見舞いに行ったり、「ケアは私たちが考え
るわよ」ということで一緒にやってくれる場合とそう
ではない場合ではかなり違うのです、当然なのですが。 
 やはりこの子の生活の場所はここで、トリートメン
トのために少し行くような場所、しかもそれがある程
度の生活の機能も持ったところという場所とそれから
生活中心の施設なんだけれども、ちょっとケアの厚い
ところとそうではないところというところが必要にな
ってくるのではないかというふうに思います。 
 
○兜森委員 
 ３点ほどになるかと思いますが、少し意見を申し述
べさせていただきます。 
 先ほど唐沢課長さんにお話しいただきました資料３
の件でございますが、私どもの実態調査の数字を見て
みましたところ、主な相談援助の内容は子どもの進学、
就労課題 52.2％を占めております。それから、子ども
の行動課題、これは年齢を軸にはとっておりませんけ
れども、これも 51.6％というふうに、決して少ない数
字ではございませんので、やはり 14から 20のところ
でも母子生活支援施設の役割というものはあるのだろ
うというふうに思いますので、よろしくお願いいたし
ます。 
 それから、２つ目でございますけれども、私は子ど
もの育ちということを考えたときに、子ども同士の学
びあいだとか育ちあい、あるいは育てあいというパワ
ーも大変大きいものがあるのだろうと思うんです。そ
れを考えながら、生活の場におけるケアの連続性とい
うものを考えたときに、やはり対象年齢の設定を考え
る視点の一つにしなければいけないのではないだろう
かというふうに思います。 
 それから、３点目でございますが、これは中長期的

というよりも、非常に遠大な、いつできるかわからな
いという構想になるのかもしれませんけれども、実は
児童相談所を語る会ではないというお話も先ほどあり
ましたが、児童相談所の機能とそれから家庭福祉とい
う基本に立った場合に、私は母子の方の仕事というこ
とだけではなくて、婦人相談所というのがございます。
つまり、先ほどの児童養護の近未来像のところに「発
生するハイリスク家庭への対応」というふうにうたわ
れてあるのですが、これはまさにそのとおりだと思う
わけです。 
 やはり、ファミリーを対象にした施策にならなけれ
ば、児童だったら児童、あるいは女性だったら女性と
か、母子だった母子とか父子とかというような切り口
だけでは、これからなかなか総合的に対応できないの
ではないかと思うわけです。 
 したがって、例えば資料４の参考１の絵を見た場合
に、当初のアセスメント機関あるいは相談機関として
児童相談所がありますけれども、実はこれはもっと機
能を統合し、それから拡充して、具体的に言うならば
婦人相談所とかいろいろな機関があると思いますが、
もう一括してファミリーリスクセンターとしての機能
を備えた方が有効に活用できるのではないかというふ
うに思うわけです。つまり、それは新たな施設体系に
対応できる幅広いものになるのではないかと思います。 
 大変、これは唐突な考えかもしれませんけれども、
そういう意味でいつできるかわからないというふうに
申し上げましたけれども、ひとつご検討いただければ
と思います。 
 
○唐沢課長 
 １点目だけ、兜森委員がデータまで調べていただき
ましたので、謹んで訂正させていただきます。最初か
らここに字が書いてあると思って、この資料を直させ
ていただきます。失礼いたしました。 
 それから、すみません、途中で私がお話しするのは
変なのですが、１点だけ。システム案の参考１のとこ
ろに、本体施設の中に小舎制ホーム（ユニット）とい
うベージュの色の部分があります。こういうところに
どのくらい残すということも、今、奥山先生からお話
がありましたけれども、ぜひご議論いただきたいと思
います。とても難しいお子さんですとか、あるいは対
人関係群の距離を適正にとれないというお子さんもい
ますので、そういうご議論もぜひお願いできればと思
います。 
 
○中村課長 
 児童相談所の件についていろいろご意見が出ており
ますので、ちょっと申し上げておきたいと思うのです
が、都道府県、市町村、児童相談所のありようについ
ては児童部会の本体で今議論を進めておるところでご
ざいます。そこでこうした社会的養護の観点から、児
童相談所についてこういうふうにあってほしいとか、
そういうご意見がありましたら、それも少しまとめて
いただいて、いずれにしてもこの専門委員会の報告も
児童部会の方にあげていただいて、その中で全体的な
次年度の制度改正ということを考えたいと思いますの
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で、そういうことでご意見がまとまるようでしたらま
とめていただければ、それをまた児童部会の方でご議
論していただければと思いますので、よろしくお願い
いたします。 
 
○松原委員長 
 ９月に児童部会も予定されておりますので。 
 中田委員が手を挙げていらっしゃいますので、次、
四方委員にお話しいただきます。 
 
○中田委員 
 乳児院の小さなグループのことで、私は個人的には
乳児３人で大人が４人くらいで、何とか頑張ってやれ
ないかなと思っています。 
 それよりも、むしろそういう実験的なことをやる、
あとのバックアップするスタッフの問題で、今、具体
的に安達さんから話が出たから申し上げますけれども、
私の方では法医学をやった人、小児精神科の人、心理
の実践的なケアを追求した人、それから長らく子ども
のところで臨床心理士の心理治療をやっていた者が今
大学に行ったので、その人。それから、それにもと乳
児院の職員で大学の先生になった人等で検証する機関
をきちんとつくって、後で報告できるスタイルにして
やりたい。頑張って、やっても、せいぜい２年くらい
かなと。３年か４年になったら費用をどうしようかと
思っているようなところがありますので。 
 それから、こういうプログラムをやりますから、ど
こかでお金が出ませんかという仕組みができると非常
に実験的に進むのではないかなと思っています。 
 児童家庭支援センターは、前回の児童福祉法の改正
のときに、10カ所くらいつくるという話があったとき
に感じたことですけれども、入所施設にとって相談援
助だとか、在宅支援の仕事というのは、これからの時
代の要請があって、やらなくてはいけない。ただし、
社会で広く啓発をされないと進まないだろうという文
章を作った記憶があります。 
 それと、家庭の懐の中に突っ込んでいかなければい
けない。何の法的根拠もないまま今やっているわけで
すから、法律的な根拠がないままやっていて、トラブ
ルになる可能性も、今のところはないようですけれど
も、少し法的な整備で、バックアップしてもらわない
と児童家庭支援センターは、今後広く多機能化して、
家族に対する総合的な援助機関と位置づけるのなら、
そういう法的整備も必要ではないかと考えます。 
 それから、施設そのものにとっても、在宅支援は施
設の本来機能としてやはりやる仕事かなというような
ことを思います。 
 それから、里親さんに赤ちゃんをという話、乳児院
で多少トレーニングした職員を見ていても、ゼロ歳児、
１歳児を見るというのは、病気の場合に勝負が早い。
回復も早いけれども、悪くなるのも早いので、相当な
覚悟が要るし、突然死症候群については相変わらずそ
のケアはどこにいてもできないわけですから、それも
含めて、今、事故保障だとかという問題も未整備な状
況ですね。措置における法的な関係が当事者間の争い
になるということであれば、よほどリスクを個人的に

考えて里親さんをやらなければいけない。施設も大変
なのに、里親さんだったらもっと大変ではないかなと
いうような気がします。 
 それから、私も二十何年か児童施設をやってきて、
里親に子どもがたくさんいった年、海外の養子縁組だ
けでも８名くらい出た年がありますけれども、経験的
にはそれはあまり競合するものではない。 
 もっとも大阪市というバックにニードの多い地域が
あったせいかもしれませんけれども、あまり語られな
いことは、里親さんから何％か帰ってきますから、う
まくいかなっかったらアフターケア、これはアフター
ケアと言っていいと思うのですが、その部分も社会的
にどうするのかということで、それの経験のある施設
は非常に少ないのではないかと思いますので、その部
分も何年か小さい生活単位で経験した後、帰ってきた
子どもたちというのは、また別の意味のケアのやり方
があるのではないか。以上のことを思います。 
 
○西澤委員 
 何もしゃべらないで行こうと思ったら、さっき唐沢
課長の方から治療ユニットのどれくらいのパーセンテ
ージを残せばいいのだというのがあったので、たまた
ま、今、アセスメントの研究をやらせていただいてい
て、その中で虐待を受けた子どもたちの中でどれくら
いの子どもが施設で強力なケアワーカーの援助のもと
に何とか見ていられるという調査のデータがありまし
て、大体 75％なんです。逆にいえば、虐待を受けた子
どもの25％はいくら頑張っても今では無理だと。措置
変更等というようなことを考えざるを得ないという数
字が出てきていまして、これは虐待を受けていない子
どもの場合だと全然違います。そういう子どもは５％
しか出てきません。 
 そういう意味では、全体の 25％、４分の１くらいが
割と強力なそういったユニットで見ていかなければい
けない子どもではないか。全体というのは虐待を受け
た子どものという意味ですが、という資料がありまし
たので、参考までに。 
 
○松原委員長 
 四方委員、お願いします。 
 
○四方委員 
 幾つかあるのですが、まず先ほどから情短的なケア
のできる幼児さんの問題が出ていますが、これも既に、
私、たしか記憶では平成９年の末ごろに厚生労働省の
方にこの問題について文書を書いたような記憶がある
のですが、非常に大事なことでして、つまり早期に、
本当に早くからきちんとしたケアをどれだけするかと
いうことはその子の一生の問題にかかってくるわけで
して、ただ、今の情短の延長線上でできるかというと、
これはできないと思います。 
 ですから、これは新たに体系として考えていかなけ
ればいけない問題であろうかと思います。情短に隣接
してということもあろうかと思いますし、どんな形に
なりますか、これはきちんと考えていかなければいけ
ない。 
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 それから、もう一つ、先ほどからの小舎制の問題で
ありますが、このユニットをどうするべきかというこ
ともきちんとした検証があって考えるべき問題ですが、
一つだけ言えることは、非常に重症なお子さんの場合
には、小舎制ということが非常に難しいのではないで
しょうか。といいますのも、いろいろな人が代われる
体制の中でお互いにチームとしてやっとできるという
のが重症な子どものケアであろうかと思います。 
 小舎制で非常に小さいところでやっていますと、や
る方も傷つき、また一層子どもが傷つきということの
悪循環が起こる可能性を非常に含んでおります。どん
な人も普通の人間でありますから、そういうことを避
けられないということが一つと、仮に小舎制の児童養
護施設で難しい子どもがどれくらいケアできるかとい
うこともあるのですが、実に大事なのは、そこのとこ
ろを少し客観的に見ていけるスーパーバイザーといい
ますか、この存在が欠かせないのではないでしょうか。
それをなしに人数ということではないんじゃないでし
ょうかと思っております。 
 それから、もう一つ、先ほどから出口のことが云々
されておりますので少し触れたいのですが、皆さんの
中でこれは当たり前のことになっているのでしょうけ
れども、施設から出ていく子どもたちはそれなりに多
くのハンディキャップを持っておりまして、それだけ
でも非常に難しいわけなんですが、もう一つ、頭の中
にきちんと私たちが持っていなければいけない視点と
しては、やはりこの社会に出ていく 20歳前後というの
は、いわゆる精神的にいろいろな混乱を招きやすい好
発年齢なんですね。このことは、児童自立援助ホーム
を担っていらっしゃる方が最もよくご存じだと思うの
ですが、精神的な混乱が非常に大きくなって、病的な
水準まで至る子どもも中にはいるかと思います。 
 ですから、社会的養護として本当に基盤の中でどこ
までやれるかというのは、先ほど加賀美先生のご説明
で、それはそのとおりなんですけれども、しかしでき
ない部分というのはあるわけで、そのためには出てい
った子どもたちを支援する施設といいますか、機能を
何とか福祉施設の延長の中で考えていただきたいと思
っています。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございました。加賀美委員、お願いしま
す。 
 
○加賀美委員 
 四方先生のお話、そういう機能が同時に必要だとい
うことはそのとおりだと思います。 
 全然また違うわけですけれども、先ほど奥山先生の
ところでお話があった、小規模の施設の基本とすると
いうところについて、未来像のところで小規模化とい
うふうに申し上げているところは、子ども一人ひとり
にとっての居場所、生活の場というふうなものをまず
小さい形で保障するというのが基本だというところに
立った上で、それからその治療の問題や何かの枠組み
もそれを担保するものとして併設していくというふう
な議論をしてきたところです。 

 つまり、すべての子どもについては、生活をする自
分の居場所をきちんと保障する、それが基本だという
ところで、個別化と小規模化の議論をしてきたところ
なので、そのこともあえて申し上げておきます。 
 
○松原委員長 
 武田委員、お願いします。 
 
○武田委員 
 資料３と４でちょっと考えていただきたいのは、青
年という層の枠をつくっていただいたからには、やは
りここには自立援助ホームを、一番上の欄だけでも結
構ですけれども、対象としているということで、制度
上は認める・認めないという問題があるかしれません
けれども、実情としては 20歳前後の人たちを見ている
自立援助ホームがあるということなので、ここには入
れていただきたいということです。 
 それから、資料４の方に、自立援助ホームが里親と
か、養護施設を経由してくるというふうな図になって
いますけれども、もちろんそういう場合もありますが、
そういうところで育った子どもが結果として児相とか
家裁から来るということなので、そういう意味では入
れていただくのは非常にいいのですけれども、どこに
どういうふうに図解するかということについては、ち
ょっと誤解をされないようにしていただけたらなとい
うふうに思いました。以上です。 
 
○松原委員長 
 おっしゃっている意味は、在宅でいて、自立援助ホ
ームに、最初の施設が自立援助ホームだという、そう
いう青年たちもいるという部分ですね。ちょっとイメ
ージでつくりましたので、なかなかうまく表現できて
いないのですが、そのことはよくわかります。中田委
員、お願いします。 
 
○中田委員 
 ちょっと小さいか、考え方とすれば大きいのだと思
うんですが、技術的なことを言いますと、今、全国の
施設、いろいろ小規模化ということになると、現在も
既に改築がはじまったり、鉄筋化されたものがまた建
て直さなければいけない時期にあるのですが、見てい
ると大体入り口が一つで中で分かれるような施設の設
計はだめだと私は思うのです、外から個別に入れるよ
うにしないと。 
 それで在宅支援をやれということになると、外の人
が施設の子どものプライバシーを侵して入ってくると
いう、対外的な交流をやろうとすればするほど、そう
いう形になるので、入り口は生活単位ごとに要ると私
は思っています。設計そのものの段階から、基本的に
そういうことを考えないといけないのではないかなと。 
 直す場合はそうはいきませんけれども、新たにつく
るのに、また入り口一つで、その中で分かれて、外の
訪問者も外来者も一緒というふうなところが残念なが
らまだ見受けられるので、そういうことも考えていた
だきたいと思っています。 
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○唐沢課長 
 きょうでなくても構いませんけれども、ユニットの
話ですね。今、中田委員からもちょっとお話がありま
したけれども、どうなっていればユニットなのかと。
どういう条件を満たしていればユニットなのか、また
これから後もご議論いただきたいと思います。 
 
○松原委員長 
 では、加賀美委員。 
 
○加賀美委員 
 先ほどもちょっと申し上げたのですが、入り口が一
つあって、それぞれに一つあって、その中で衣食住の
生活が一応営まれる仕組みがその中にあるというもの
を一つのユニットとして、それを幾つか併設するとい
う形で一応のところはユニットと考えています。 
 つまり、いわゆる従来あった小舎制というようなも
のもそれに含まれるのかと思いますけれども、現状で
は大舎のものをもし改築をしていくというか、改修し
ていくプログラムをもし考えるのであれば、そういう
形態を考えた改修の方法をまず一つとっていくという
ようなイメージもあるのかなというふうに思います。 
 
○松原委員長 
 奥山委員、どうぞ。 
 
○奥山委員 
 先ほど四方先生がこのままでは乳幼児はみれないと
いう話がありましした。そこで、今後の議論の流れな
んですけれども、理想像を出した上で、どこをどうい
うふうにステップを踏んでいったら、これに近づける
のかという議論が最終的に必要で、そこまで私たちは
議論する責任があるのではないかというふうに思いま
す。 
 
○松原委員長 
 冒頭、事務局から説明していただいたように、これ
が来年できるとか、再来年できるというようなもので
はないですから、ただ事務局と打ち合わせをしていて、
かつての児童福祉審議会、今の児童部会というような
ところでこういう問題を話し合う機会というのは割合
なかったということで、議論ができているというのは
これもすごいことだと思いますし、やはり主な検討課
題というのも議論してきたこともありますので、当面、
できること、それからどういうステップを刻んでいく
べきなのか、それからまさに目指すべき方向性という
ような形で、やはり少し区分けをしながら議論してま
とめていくことにはなるのではないかと思いますが、
それで議論したいのですが、ちょうど５時なのですね。 
 時間が来ましたので、きょうはこのくらいのところ
で閉じさせていただいて、今後のこともありますので、
少し唐沢課長の方からご発言をいただきたいと思うの
ですが、よろしくお願いします。 
 
○唐沢課長 
 それでは今後のことについて、少しご相談申し上げ

たいと思います。 
 まず、きょうまでで検討項目に沿って何度かご議論
いただきました。なお、ご検討していただく必要なと
ころがたくさんございますけれども、とりあえず、一
応、とりまとめに向けまして、論点を整理したものを
次回は資料としてお出ししたいと思います。この検討
項目だけということでなくて、いろいろご意見が出ま
したので、それを少し整理をしたものを、どう整理す
るか、まだ私どもも考えさせていただきますが、とり
まとめに進めていけるように資料を事務局の方でつく
らせていただきたいと思います。 
 それから、２つ目は９月中にまとめたいというふう
に申し上げましたけれども、なかなか日程的に厳しい
ので、少し月をまたぐことに多分なると思いますので、
またよろしくお願いいたしたいと思います。大変盛り
沢山の議論になっておりますので。 
 あと２つだけご相談させていただきます。整理をす
る際には、私どもの固有の問題もございますけれども、
きょうのこれまでのご議論をお伺いしていますと、例
えば未成年後見の問題というのはこれは民法との関係
で法務省の関係が大変深い問題でございますので、そ
ういうものについては他のところにも働きかけるとい
うことも意見の中に必要な部分がございますので、そ
ういうものをまたご議論していただきたい。 
 それから、医療との関係ということで申しますと、
やはり根本的には児童精神科といいますか、そういう
ものを担う医師の養成ですとか、あるいは医療職の養
成をどういうふうにしていくかということもやはり働
きかけていくような事柄でございますので、そういう
ものも含めてまた整理してご議論いただけたらと思っ
ております。 
 ということで、少し整理した資料をもとにさらにと
りまとめに向けて議論に入っていただきたいと思いま
す。 
 もう一点、お願いしたいと思っております。きょう
のご議論の中でも里親の制度、システムに関するご意
見をたくさんいただきましたけれども、実は私どもの
方で里親会の方の皆さんにいろいろご意見をお伺いし
ましたときに、ぜひ自分たちも意見を述べさせていた
だければありがたいというお話もございましたので、
次回、できれば冒頭の方で30分ほどお時間をいただき
まして、里親の方に来ていただいて、意見交換をする
ようなお時間をいただければと思っております。以上
でございます。 
 
○松原委員長 
 ということで、なかなか予定どおりには終わらない、
もう少しご議論にもおつきあいをいただくというか、
回数を少し延長させていただいて、大切な議論ですの
で、十分議論を尽くしたいと思っております。 
 きょうはこれで終了させていただきますが、次回第
５回委員会の確認を事務局からお願いいたします。 
 
○事務局 
 第５回の専門委員会９月 19 日（金）14 時から本日
と同じ５階の共用第７会議室にて開催を予定しており
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ます。委員の皆様には改めて開催のご案内をさせてい
ただきますので、よろしくお願いいたします。 
 それから、冒頭、事務局からの資料の確認をお願い
いたしましたが、事務局以外から資料が提出されてお
ります。安達委員と加賀美委員の資料は先ほどご説明
のあったとおりでございますが、里親会の方から養育
里親からの意見書、『こんにちは！通信』が２種類、『里
親委託促進のあり方』、庄司委員から日本子ども家庭総
合研究所紀要という、『グループホームの現状と課題
(1)』が出ております。以上でございます。 
 
○松原委員長 
 ありがとうございました。それでは、定刻５分ほど
回りましたけれども、きょうの委員会の閉じさせてい
ただきたいと思います。どうもありがとうございまし
た。 
 
○松原委員長 
 29日の件、どうしますか。一応、決定ですか。 
 
○事務局 
 場所はとれましたので、午前中 10時から 12時とい
うことでお願いしたいと思います。 
 
○松原委員長 
 どうもありがとうございました。 
 
 －以上－ 
（照会先）厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉
課 
〒100-8916 東京都千代田区霞が関１－２－２ 
 電話 ０３－５２５３－１１１１ （内線７８８９） 

 （担当）指導係 


