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03/09/19 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５回議事録 
 
日時：平成15年９月19日（金）14：00～17：02 
場所：厚生労働省 共用第７会議室 
議事：１．開会 

２．財団法人全国里親会より意見聴取 
３．意見交換 
４．その他 
５．閉会 

 
○事務局  
 ただいまから、第５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、お忙しい中をお集まりいただきましてあり
がとうございます。本日の委員の出席状況を御報告い
たします。本日は、才村委員、野田委員が御欠席とい
う連絡をいただいております。 
 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  
 こんにちは。残暑が続く中、かつ、お忙しい中をあ
りがとうございます。議論もかなり終盤に入ってきて
いるかと思いますが、議事に入ります前に、先月、厚
生労働省の方で人事異動がございましたので、新しく
就任された方々の御紹介を事務局の方にお願いいたし
ます。 
 
○中村総務課長 
 ８月末の人事異動で代わりました職員を御紹介いた
します。 
 雇用均等・児童家庭局長の伍藤局長でございます。 
 
○伍藤雇用均等・児童家庭局長  
 伍藤でございます。よろしくお願いいたします。 
 
○中村課長  
 雇用均等・児童家庭担当の審議官、北井でございま
す。 
 
○北井雇用均等・児童家庭局審議官  
 北井でございます。どうぞよろしくお願いいたしま
す。 
 
○中村課長  
 家庭福祉課長の山田でございます。 
 
○山田家庭福祉課長  
 山田でございます。よろしくお願い申し上げます。 
 
○松原委員長  
 ありがとうございました。 
 それでは、本日用意をしていただきました資料の確
認を、やはり事務局からお願いいたします。 
 
○事務局  

 資料の確認をさせていただきます。 
 まず、第５回の議事次第でございます。続きまして、
資料１「社会的養護のあり方に関する専門委員会にお
ける主な検討課題と関連する指摘事項および方向性
（案）について」でございます。次に、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
委員発言状況でございます。次に、資料３「現在の要
保護児童に対する主なケア機関」でございます。資料
４「これからの社会養護システム（案）」。資料５－１
「少年非行対策のための提案（ポイント）～鴻池試案
としての位置付け～」。資料５－２「少年非行対策のた
めの提案のポイント」。資料５－３「少年非行対策のた
めの提案」。資料６「児童部会における主な論点事項と
関連する指摘事項および方向性（案）について」でご
ざいます。お手元に以上の資料がない場合はお知らせ
ください。事務局よりお渡しいたします。 
 
○松原委員長  
 資料はそれぞれお手元におありでしょうか。 
 それでは、早速議論を始めたいと思いますが、その
前に、今日は、前回御案内いたしましたように、財団
法人全国里親会に御出席をいただいておりますので、
まず里親会 1 から御意見を頂戴いたしたいと思います。 
 
○事務局  
 里親会から資料の提出がございます。「社会的養護の
あり方に関する専門委員会への意見書」というものを
提出いただいております。 
 
○松原委員長  
 それでは、里親会の方、よろしくお願いいたします。 
 
○(財)全国里親会（若狭） 
 皆様こんにちは。このたびは里親の意見を聞いてい
ただく機会を設けていただきまして、ありがとうござ
います。私は、全国里親会の事務局担当として参りま
した若狭と申します。 
 全国里親会からは、理事で福井県の竹内、東京都会
長の高瀬、東京都養育家庭の坂本洋子さんに来ていた
だいています。 
 時間もございませんので、先ほど御紹介いただきま
した意見書にまとめてまいりましたので、これを読み
上げる形で里親の意見として述べたいと思います。 
 
社会的養護のあり方に関する専門委員会への意見書 
 １． 社会的養護のあり方について 
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 子どもが養育されるのにふさわしい家庭で育つ
ことがまず最優先される社会的養護のシステムで
あることを望みます。 
 子どもの権利条約「子どもの家庭で暮らす権利」
を尊重し、家庭養護の優先原理を社会的養護の基
本理念とされるよう望みます。ただし、子どもの
最善の利益が最優先され、子どもが心身共に健康
に育つことが出来る場所において養育される社会
的養護のシステムであるよう望みます。 

 
 ２． 施設養護のあり方について 

 児童福祉施設は、子どもが健康的な家庭で暮ら
すための支援をする場所であることを望みます。 
 子どもが長期にわたり育つ湯所は、家族の形態
を持つ場所（実家庭・里親・施設なら里親型グル
ープホーム）であり、家族の形態を持たない児童
福祉施設への入所は、入所期間を短期とする形を
望みます。 
 児童養護施設の職員は高い専門性を持ち、子ど
もまたは子どもが育つ家庭（実親・里親）に必要
な援助を選択し、行えるものであることを望みま
す。 

 
 ３．家庭的養護（里親・グループケア等）のあり方
について 

 里親が最大限有効に活用されることを望みます。
里親はそのニーズに応える努力を惜しみません。 
(1)愛着形成の大切な乳幼児期の養育は、まず里親
を活用されること。 
(2)子どものニーズに応えるため、様々な形の専門
里親を。 例 乳幼児専門・虐待専門・障害児
専門・自立支援専門・家庭復帰専門・病気治療
専門・・・ 

(3)里親家庭を「育てる」システムを。研修の充実・
支援の強化。 

(4)里親型グループホーム・里親ファミリーホーム
の充実と拡充を。 

(5)里親・児童相談所・施設・地域、パートナーシ
ップをもって子どもを守り育てるシステムに。 

 
 4．家庭関係調整及び地域支援について 

 地域の支援者として、里親の地域での地位向上
を望みます。 
 地域の中で暮らす里親は、地域と共に社会的養
護を必要とする子どもと家庭への支援を行いやす
い立場にあります。地域でのサポートシステムに
里親が有効に活用されることを望みます。（但し、
里親家庭には様々な家庭があり、力量にも差があ
ることを考慮しなければなりません。） 

 
 ５．年長の子どもや青年に対する自立支援について 

 子どもには、「自立するまでの支援」が必要です。
自立するまでの支援が受けられることを望みます。 
 里親家庭における子どもの自立においても様々
な問題を抱えています。子どもが本当の意味での
自立をするまで、大きな負担を負っている里親家

庭は多くあり、また、自立への援助を必要とする
子どもを積極的に受け入れたいという里親家庭も
あります。里親家庭における子どもの自立への支
援の充実を望みます。 

 
 ６． 社会的養護の質の向上 

 社会的養護の質を向上させるためにも、里親制
度のさらなる充実を望みます。 
 これについては、今まで委員会の中で、３の「家
庭的養護のあり方について」のところで検討をい
ただいていたのですが、あえてここに挙げさせて
もらいました。 
(1) 里親制度の普及・啓発の促進 
◎日本各地隅々まで里親制度が浸透されること 
◎里親希望者が里親となることがスムーズに行
われること 

 
(2)里親制度の拡充・整理◎児童福祉法等への里親
に関する条文の制定。里親の権利や義務の明確
化。子どもの親権者についての整理 
◎諸外国における里親制度との比較検討 
◎里親が最大限活用されるシステムの構築 
◎里親のあり方についての検討 

 
 ７． その他 

 ここも「社会的養護の質の向上」の「子どもの
権利擁護」というところで話し合われていました
が、あえて別に大きく取り上げていただきたい問
題です。 ☆子どもの意見表明が最も大切にされ
るシステムであることを望みます。 
(1)子どものニーズに合わせた多くの選択肢があ
ること。 

(2)「意見表明権」の明文化。権利擁護教育の義務
化。 

(3)子どもが自分の人生について考え、自分で選び、
自立していくことの出来る教育方法・養育方法
の構築 

 
 このようなものを里親は望んでいます。 
 続きまして、それぞれの立場から意見を述べさせて
いただきます。 
 
○(財)全国里親会（竹内） 
 私は福井でございますので、御承知のように非常に
ちっぽけなところでございます。それだけに、ある面
においては、里親会のあり方としてきめ細かなところ
に心が向くわけです。と申しますのも、福井は、いわ
ゆる委託児が少のうございます。私も最初に預かって
からお返しして次までの期間が非常に長くございまし
た。そこで考えたことが、養護施設 2 の子どもの自立
支援を考えまして、近くにある養護施設に出向きまし
た。たまたまその施設の主任さんとは懇意にしており
ましたので、それが一つのきっかけとなり、そこの卒
園生のサポートと申しますか、その間、何人かの子ど
もたちを預からせていただいておりますけれども、そ
ういった卒園生の自立支援を担うところが福井には全
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くありません。全国でも三十数か所と聞いております。
これからの里親会は、そういうところにももっともっ
と力を入れるべきである。また、そういうところに、
社会のニーズに応えるこれからの里親のあり方がある
かと思います。 
 と申しますのも、我々は、いろいろな面でそういう
情報、人間関係をある程度持っております。そういう
点で、例えば卒園生の就職のあっせん、あるいは、卒
園してもすぐに生活できないという子どもたち、社会
に対応できない子どもたち、そういった子どもたちに
対する支援となりますと、里親会には大きなウエート
があるのではないか。そういう点で、おかげさまで、
私は武生という小さなまちですが、そこにある唯一の
養護施設の園長から時折電話がかかりまして、卒園し
て、あるところに就職していたのだけれども、どうも
うまくいかない、やめたいと。やめると生活がたちま
ち成り立たないから、竹内さん、どこかないだろうか
というような電話をいただきました。そうなるとこち
らも、そういうところには積極的にそういう卒園生の
フォローを買って出るということで、いい関係を持た
せてもらっています。 
 これも、単に家庭に恵まれない子どもの養育だけで
はなくて、そういう養護施設の卒園生に対する保護の
継続できるサポートを今後も広げるべきだと思います。
それがどういうわけか、私ども武生市の役所が取り上
げてくれまして、竹内さんだけに任せておくのでは申
し訳ない。これを武生市の市民の盛り上がりに持って
いきたいというところまで声が出ております。 
 そのようなことを考えますと、里親活動のこれから
の活動のあり方としてここで大いに取り上げていくべ
きであるということを、私見として申し上げたいと思
います。 
 
○(財)全国里親会（高瀬） 
 東京都養育家庭連絡会の会長４年目の高瀬礼子と申
します。今までの２、３、４回目のあり方委員会の傍
聴をさせていただきまして、勉強の場といいますか、
こういう議論がなされていることをいち早く知ること
ができまして、大変ありがたく思っております。 
 逆に、平成９年に児童福祉法が見直されましたとき
に私は大変残念な思いを感じました。といいますのは、
私たち里親をサポートしてくださる児童相談所とか、
その当時東京都でありました養育家庭センターという
ところが、私たちが行って言えなくても、ちゃんとそ
ういう大事な法律の見直しの中に里親の意見を反映し
てくださるとばかり思っておりましたら、そのときの
見直しでも里親の位置付けは明確にならないまま来た
ことを後から知りました。今後このような見直しがあ
るかどうかわからないけれども、そのときには、やは
り私たちの声を、未熟ですけれども、伝えさせていた
だいて、きちんとした体系の中に里親を組み入れてい
ただきたいという思いを持ちました。 
 今回このような機会に恵まれましたので、私たち里
親も今までのように家庭の中だけで、自分が出会った
子どもだけを抱え込んで育てるという里親ではなく、
地域に私たちも開き、地域からも迎え入れられるよう

な里親活動をしなければ、これからの問題を抱えた子
どもたちを受け入れてはいけないという思いになり、
未熟ながらも、他県の会長とは違うパターンですけれ
ども、なりたいと言ってならせていただいた会長です。 
 会員の方たちにこのような動きを速やかに伝えて、
私たちが改めなければいけない、受け入れていかなけ
ればいけないことを伝え合っていく、そういうことも
里親会の活動の中に生かせていけるなということで、
今日は、この場に来たい、発言したいという里親さん
がたくさんいたのですけれども、４人が出席させてい
ただきました。 
 この会について言いたいことが２点あります。よく
今まで、里親月間などのポスターなどとか、こういう
議論をされるときに、「家庭に恵まれない」、「親に育て
られない」ということで、ない、ない、ないという形
で子どもたちのことを表現されていると思いますけれ
ども、これからは、この子どもたちを、マイナスイメ
ージではなく、「社会的養護を必要とする子ども」とい
うような前向きな形で考えて議論していただける視点
をまず要求したいと思いました。 
 そして、幼児さんに対する配慮もいろいろなされて
いるのですけれども、多くはありませんが、里親家庭
にも、先ほどお話がありましたように、年長の子、措
置年齢を超えた子どもたちも、どうしていいかという
ことで問題を抱えている親子がいます。特に私自身の
経験では、私は６人くらいの子どもを、兄弟ではない
けれども、兄弟みたいに 10年くらいファミリーホーム
で過ごしてきました。おかげさまでその子どもたちは、
親子ではないのですけれども、みんな二十歳以上にな
った今でも、実家だ、お母さん、という形でかかわっ
てきて、必要なときに振り向いてくれています。 
 力のない親子関係でしたけれども、10年、20年と積
み重ねているうちに、ただ家庭があるだけで子どもた
ちは育っていくんだな、特別に何もなくてもきたなと
思う反面、去年１年間に、14、15、16、17、18、19
という、難しい施設や養育家庭を経験した子どもたち
に出会う機会がありました。その子たちは本当に家庭
を知らないということを言います。私も、何気なく、
ごはんを食べる、テレビを見る、その風景をテレビで
しか知らなかったと言う子どもたちに、もしかしたら、
私たちはもう何もできないと思っていたけれども、家
庭を提供することならばできるということを思いつき
まして、今もそういう子どもたちの受け入れをしたい
と思っています。 
 どこかの保護観察所とかそういうところで、家庭が
あれば少年院に行かなくても済むという子どもさんた
ちには、１度でもいいからお会いして家庭を提供して
いければと思っていますが、個人でできる範囲には限
界がありますので、私たちが今までお世話になってい
た養護施設とか児童相談所と対等な関係で子どものこ
とを救っていけるような関係が、これから私たちも配
慮していけばできるのではないかと思っておりまして、
今日はこのような場所で意見を言わせていただきまし
た。 
 まだ何人かいますのでこのくらいにしておきますが、
特に先ほど事務局から読み上げていただいた項目の中
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に自立援助ホームとかいう施設はありますけれども、
里親家庭でもそこのところが担えるということ、参加
させていただきたいということを２点お願いして終わ
らせていただきます。 
 
○(財)全国里親会（坂本） 
 私は東京都でファミリーホームをさせていただいて
おります坂本と申します。本日はお時間をいただきま
してありがとうございます。 
 私は 18年前に里親になりまして、今６人の子どもが
おります。その６人の中に、東京都では「愛の手帳」
と申しますけれども、知的な遅れを持った子どもが３
人、ＡＤＨＤを持った子どもが２人、被虐待児が１人
おります。この６人を育てております。年齢的には、
１人が高校生で、あとは小学生が４学年にわたって５
人おります。それはそれはにぎやかですけれども、私
は非常に手応えがあり、とても楽しい毎日を過ごして
おります。 
 そういうことや、今まで私は 10人の子どもと出会っ
ておりますけれども、その 10人の子どもの中には、途
中、17歳で事故死した子どもとか、いろいろな子ども
がおります。そのことを、うちに東京都知事がいらっ
しゃいましたときに、こういうことを世の中の人が知
らないのは非常にもったいないことだと。こんないい
制度があるのにということで、あなた本を書きなさい
と言われて、今年の１月に『ぶどうの木』という本を
出させていただきました。これは 11月にドラマになり
ますので、そういう意味では、ぜひ皆さんにＰＲして
いただいて、こういう制度がある、こういう子どもた
ちがいるんだということ、そして、家庭を求めている
子どもたちがいるということをぜひ知っていただけれ
ばと思います。 
 私どもが地域で生きていく中で、まずぶちあたる壁
が、差別、偏見、区別ということです。これは、普通
に御家庭で育っていらした方はなかなかおわかりにな
らないと思いますけれども、普通に育つことが難しい。
生きているだけで差別される、区別される。何かをし
ただけでそれが色眼鏡で見られる。このような子ども
たちを育てているのが里親です。この里親たちに、今、
高瀬会長がおっしゃいましたけれども、私たちもいろ
いろな思いを持っておりますし、また、いろいろな能
力がある、特技がある里親もたくさんございます。そ
ういう中で私たちは、ぜひ私たちを社会的資源として
これからも使っていただきたい。そして、その際には、
私たちが里親として困っているときにサポートしてい
ただけるようなシステムをきちんとつくっていただき
たいと思います。 
 その中で私がお願いしたいことは、私の本を読んで
いただければわかりますけれども、「愛着障害」という
言葉は一切出しておりませんが、その中に書かれてい
ること、子どもの様子を見ていただければ、それはほ
とんど愛着障害であることがおわかりいただけると思
います。そのように、子どもたちは非常に苦しみます。
もし、この子どもたちが皆さんと同じような家庭で当
たり前に育っていれば、このような苦しみを子どもた
ちは持つことはなかった。これは明らかな事実です。

では、そのとき私たちはどうすればいいのか。答えは
ただ１つです。この子たちに小さいときから家庭を、
皆さんと同じように、私たちと同じように、与えてあ
げる。これだけのことだと思います。 
 うちに来た子どもで、小学校１年生のときに引き取
った男の子がおります。この子は今では３年生になり
ましたけれども、その子が１年たったときにこう申し
ました。僕は都市部の施設でとても幸せだった。だけ
ど、僕が欲しかったのはこういう家庭なんだよ。僕は
この家庭から家出をすることは絶対ないだろう。僕は
お引っ越しはみんなと一緒にするよ。でも、僕は家出
はしたくない。そういうふうに言いました。この小さ
な子どもの一言は、私たちが忘れていた家庭の温かさ、
必要さ、そういうものではないかと思います。この子
たちが苦しまないように、少しでも早い時期に、赤ち
ゃんのころから私たち里親に出していただきたいと思
います。私たちは、過去に様々な職業を持っていた者
もおりますので、そういう意味では、このペーパーに
もありますけれども、私たちを利用していただいて、
私たちがもっと忙しくなるくらい、ぜひ仕事を与えて
いただきたいと思います。 
 ありがとうございました。 
 
○(財)全国里親会（若狭） 
 私たちからは以上です。あとは先生方からいろいろ
質問とかしていただけると幸いです。 
 
○松原委員長  
 ありがとうございました。実際に子どもたちを日々
の生活の中で見ていらっしゃる方たちの御意見、それ
から、全国里親会としてまとめられたものを含めて御
報告をいただきました。最後にコメントがございまし
たように、皆さんからの質問あるいは御意見等を伺い
たいと思います。どなたでも結構ですので、いかがで
しょうか。 
 
○安達委員  
 一、二点お伺いしたいと思います。私の認識が十分
ではないからかもわかりませんが、私は島根県ですの
で、子育ては山間地域が望ましいということを養老先
生がおっしゃっていて心強く思っているところですけ
れども、里親会の、都市型と地方型との温度差がある
かどうかということが１つ。 
 それから、この会でもレスパイト・ケアのことにつ
いて、７日をもっと増やすべきではなかろうかという
御意見があったのですけれども、その辺のことについ
てはどのようにお考えでしょうか。 
 
○(財)全国里親会（若狭） 
 まず、里親会に都市型と地域型とあるかということ
ですが、里親会自身、里親の意識を高く持って、とて
も活発に活動しているところは、正直に言って、今現
在はかなり少ないと思います。といいますのは、やは
り里親さんはそれぞれの御家庭の中での養育に専念さ
れているということが１つ。その中でも、たくさんの
社会的養護を必要とする子どもたちを抱えている都市
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における里親さんは、いくらか里親同士のつながりを
密にしなければいけないという意識が、ここ二、三年
のうちに、社会的養護という言葉が特に聞かれるよう
になってから意識が芽生え始めているように思われま
す。 
 地方型の里親会は、反対に、先ほど福井の竹内会長
からもありましたように、施設や児童相談所との個人
的な連携をとられているところが多いように見受けら
れます。児童相談所から個人的に委託の話が来たりと
か、施設から直接来たり。これは都市型の方ではあま
り考えられず、システム化されている部分が多いのか
なと思います。ただ、里親会としては、これから発展
途上であり、私たちもお互いに情報交換しながらやっ
ていかなければいけないなと思っています。 
 それから、レスパイト・ケアは７日よりも増やすべ
きということですが、今年、レスパイト・ケアを事業
としてやっている県とか都の報告が出ると、どのよう
な利用状況がわかると思うのですが、利用したいとい
う思いはたくさんありますが、実際に使ってみようと
いうときに使いづらいシステムであることは確かかと
思います。７日という期限が決められていることと、
預ける場所が子どもに合ったところであるかというよ
うなところで、預けるか、預けないかのところで悩ま
れる里親さんは多いと思います。しかし、これがない
と、いざというときに困るシステムであるので、日に
ち的にも多い方がこちらとしてはとても助かります。
これが今はまだ利用されていなくても、長い目で、利
用されるように、少しでも発展していくといいなと思
います。 
 
○松原委員長  
 ほかにいかがでしょう。 
 では、兜森委員、それから庄司委員の順でお願いし
ます。 
 
○兜森委員  
 非常に感銘深く拝聴させていただきました。１点だ
け教えていただきたいのですが、この委員会ではケア
の連続性ということも検討されているわけですが、い
わゆる専門里親の部分で「乳幼児専門」という言葉が
出てきております。「虐待専門」とか「障害児専門」と
かいう部分について私はよく理解できるのですが、ケ
アの連続性という視点で捉えた場合、幼児専門の里親
さんというのはどういう位置付けになるのか教えてく
ださい。 
 
○(財)全国里親会（若狭） 
 この場合の「乳幼児専門」というのは、実親家庭に
戻すことも踏まえたという意味です。生まれてすぐの
子どもでも、里親家庭でずっと同じ顔を見ながら愛着
の形成をしていって、実親家庭との交流も踏まえなが
ら実親のもとに戻すこともできるのではないかという
視点もあります。乳幼児専門といいましても、そのま
ま必要であれば大きくなっても育てるということも、
里親さんには柔軟性を持った対応ができるのではない
かと思っております。 

 
○庄司委員長代理  
 この意見書の内容に概ね同感するところです。また、
子どもたちの自立支援に里親を活用してほしいという、
大変心強いお話を伺いました。 
 ただ、里親のあり方、将来像についてどのように考
えているのか。従来型の、長期に里親のもとで養育す
ることを目指しているのか、それとも欧米型のパーマ
ネンシーを重視して、里親というのは短期間であると。
実親に返すか、養子縁組委託をする方向を目指すのか、
日本が欧米と違うところは、施設が中心であるという
ことと、委託期間が長いことも日本の特徴かなと思い
ますが、そういったことから、里親の将来像について
はどのようにお考えでしょうか。 
 
○(財)全国里親会（若狭） 
 こちらにも書きましたが、子どものニーズに柔軟性
を持って応えられる里親を目指しています。いろいろ
な里親さんがいて、それぞれの里親さんをうまく活用
してほしいと述べまして、専門里親についても、いろ
いろな専門里親ということを書きましたが、それぞれ
について独立しているものではなくて、里親さんの力
量によっては、それぞれすべてのものへの専門性を持
つことも可能であり、既にそういうことをされている、
例えば虐待を受けた子どもを自立支援のところまでず
っと持っていく里親さんもいらっしゃいますし、家庭
復帰させることができる里親さんもいらっしゃいます。
ということで、かなり柔軟性を持って対応できるのが
里親ではないかと思っております。 
 
○(財)全国里親会（竹内） 
 これは私ども福井の方で、こういった方向にも里親
会として取り組みたいと思っておりますのは、やはり
長年里親活動をやっている中で、子育てということに
おいて、例えば地域のお母さん方とのふれあいという
ことで、子育てはなかなか不安である、厳しい問題が
ある等、いろいろなことで、子育てプラス不安・心配、
そんなところから、子どもをつくるのがなかなか難し
いという中にあっての、いわゆる少子化の時代の中で、
我々が、実は子育てはすばらしい、こんな楽しみがあ
る、こうこうしかじかのところがあるんだよというこ
とを、もっと地域の中で核になって、自信を持って伝
えられるような、そういう里親になろうではないかと。 
 これは、少なくとも、今一番問題とされる少子化の
時代における新たな里親の一つの方向性もあるのでは
ないかということを私どもはよく伝えております。こ
れもやはり里親会の活動を通して、子育てすなわち自
分育てである、子どもはすばらしいのだという観点に
立っての意識をお母さん方に伝えていくための核にな
ろうということも、里親会の一つのあり方としても考
えております。 
 
○庄司委員長代理  
 僕がお聞きしたことの答えではないのですけれども、
一つの問題提起として考えていただければと思います。 
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○奥山委員  
 ありがとうございました。私たちも里親さんに対す
る期待は大きいのですけれども、何しろ増えない、少
ないということがあるわけです。里親を実際になさっ
ている方から見て、何がブロックになっているのか、
一言でお答えいただければと思います。 
 
○(財)全国里親会（高瀬） 
 私が思いますのは、里親というと、そうではないと
いうＰＲがされていると思いますけれども、篤志家で
あり、地域の名士であるという今までの第一印象があ
ったと思います。私は東京でしか会長になれないと思
うのですが、私のように、資産もない、立場もない者
が子どもを育てた、楽しかった、苦しかったけどこう
だったというものを示していっていないから、やはり
大変なところばかりが勝手に理解されて、篤志家のや
ることという位置付けがされているような気がします。 
 
○松原委員長  
 ほかにはいかがでしょうか。 
 
○西澤委員  
 どうもありがとうございました。これは質問という
よりは要望というか、多分すぐに答えが出てこないの
で一緒に考えてくださいということで、今、奥山先生
が言われたことも１点で、そういう篤志家というイメ
ージがあるがために妨げになっているとしたら、それ
を払拭していくにはどうしたらいいかということを実
践されている皆さんと一緒に考えたいと思います。 
 ２つ目は、今の庄司先生の質問は、もっと哲学に関
することで、例えばアメリカでも一時期は、養子縁組
をするよりも、むしろ里親で社会的養護は担っていっ
た方がいいということで、積極的に養子縁組を阻止し
た時代があります。それが今はパーマネンシーのもと
で、むしろ里親の利用は短くして、養子縁組という、
ある程度パーマネントな関係を子どもとつくることの
方がいいと。だから、子どもにとってどっちがいいの
かというポリシーの部分の検討を庄司先生は聞かれた
わけで、それはだれもクリアな回答を今持っていない
ので、そのことを実際にされている方々からの実践的
な意見としてまとめていくような、そういった動きを
つくっていただければありがたいと思います。 
 もう一つは、すべてにオーケーなシステムはないと
思うので、例えば施設の中でも、例を挙げれば施設内
虐待という問題が起こるし、里親さんでもそういう問
題が起こったり、あるいは、施設側から見ていると、
施設に帰ってきてしまう子ども、いわゆる不調ですよ
ね。こういう子どもたちの事態を減らすために、施設
側としては施設内虐待をどう減らしていくかというこ
とに取り組むのと同じように、そういった里親サイド
でもっと緊密な関係になる中で、そういう問題の発生
をどうすれば改善できるか。すべてなくなることは絶
対にないと思うので、そういった改善に向けた動きは
どうつくればいいか。そのために、例えば施設と里親
がどう連携できるかというようなことを、今後里親会
として検討していただいて、我々の方にも投げていた

だければ一緒に考えられるかなと思いました。だから
これはお願いということで、よろしくお願いします。 
 
○松原委員長  
 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 
 私からも１点伺いたいのですが、この中にはいろい
ろな里親さんがいて、そういう多様な里親がいること
を前提にいろいろ考えてほしいというお話があったと
思います。そういう里親の方たちを支えていくための
システムをつくるときに、その支える側の中に、例え
ば児童相談所、児童養護施設、乳児院等の児童福祉施
設も入ると思いますけれども、今、実際にどのあたり
と実際のサポート関係を結ばれているのかということ
が質問の１点目です。 
 それから、ある種の力量差ということを考えたとき
に、里親が里親を支えるようなシステムを、今後、社
会的なシステムとして考えていくことができるのかど
うか。この点を伺いたいのですが、いかがでしょうか。 
 
○(財)全国里親会（坂本） 
 私は、出かけるとき、ある児童養護施設の方が必ず
ボランティアさんを探してくださいます。そこの児童
養護施設の方は、うちのためのボランティアを用意し
てくださるし、そしてまた、何かのときには必ず顔を
出してくださいます。そしてまた、施設でこんなもの
をいただきました、どうですか坂本さん、と持ってき
てくださる。そういう形で私はサポートしていただい
ております。 
 あと、「こどもの日」のフェスティバルとかそういう
ことにも招いていただいたりとか、そういう意味で地
域での交流ということをさせていただいております。 
 それから、里親と里親で何ができるかというお話で
すけれども、私は、週に２回「里親サロン」というも
のを自宅で開いております。これは、私は宇都宮の事
件のときに非常に心が痛みまして、そのときに、私に
何ができるかということで、まず里親さんのお話を聞
こうということで始めさせていただきました。 
 実際、それを開きましたら、外では言えないこと、
私たちの悩みというのは外ではなかなか言えないんで
す。言ってしまうと、それは差別や区別、偏見に変わ
りますので、そういう意味で言える場がありませんの
で、まず語る場をつくっていくこと。これが私がまず
したことです。ほかの方はほかの形でなさっていると
思いますけど。 
 
○(財)全国里親会（高瀬） 
 今まで、単純とは言えなかったと思うのですが、長
い時間をかけて育った関係の子どもには、そういう反
社会的な行動をしたときに警察に行くとか、そういう
ことをしながらも、そういうことをしないための育て
方をしていったのですけれども、去年出会った子ども
たちは、もう既にうちに来たときから保護観察、試験
観察というものを持ってきていた子どもたちなので、
必然と、警察とか保護司さん、裁判所とかと急に関係
ができてきて、こういうことがあれば、難しいお子さ
んでも、私一人が何とかしようと思わなくても、私た
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ちの立場で、寝るところと食べるところを提供すれば、
週に１回裁判所に通い、保護司さんのところに通って
いき、そして車の教習所に通いという形で、自信を持
たせて自立させていけるなということが一つあって気
がつきました。 
 それが、今まで関連が持ちやすかった児童相談所と
か地域の近いところの養護施設とかと連携できれば、
１人や２人ではなく、もっと多くの子どもをそういう
形でサポートできるかなという思いがします。 
 それと、私も、４年前に、うちの子がみんな二十歳
以上になったので、終わりだと言っていたのですが、
子どもの状況がそうではないということを感じまして、
今さら３歳、４歳の子どもからもう一回長くは育てら
れないけれども、それをしようとしている里親さんの
グランマみたいな感じで、ちょっとリフレッシュして
おいでよという形のサポートができるなと。でも、行
政的にはそういう仕組みになっていませんので、私が
おうちにいて留守番をして遊ぶという形で、ちょこち
ょことできるといいなと。それが制度的に言うとレス
パイトになるということを見てきました。私たちも、
長時間継続的に長くは育てられないけど、地域の中で、
学校を移ったり、休んだりしなくて、学校に通わせな
がら、幼稚園に通わせながら子守りができるような、
そういう活用もしたいなという思いでいるんですけれ
ども。 
 
○(財)全国里親会（若狭） 
 私は東京都で養育家庭支援員ということで、養育家
庭さんの電話相談を受けることもしているのですが、
その相談電話の中に、特に初めて里親になった方が、
初めて子育てをするということで、施設に、対象とな
る子どもとの交流に出かけたときの施設職員とのかか
わりについて、とても悩まれる方が多いんです。そう
いう相談をよく受けます。施設の職員が私たちのこと
をどう見ているのかわからない。このままやっと委託
につなげていただけるのか、こんな里親はだめだと言
われるのかという不安がとても多い。 
 実は私は施設の方にも、アルバイトとかで施設職員
の経験があるのですが、そのときに、やはり里親さん
で交流されている方がいらして、今度、施設職員の側
の話を聞きますと、里親さんに対する不安がとても大
きい。この子を本当に預けていいのかという不安が大
きいということで、里親のこと、もしくは、交流して
いる里親家庭のことを施設としてなかなかわからない
し、理解することも難しい。反対に里親も施設の中の
様子はなかなかわかりづらいということで、意思疎通
がうまくできていないんです。ですから、施設からの
支援という前に、里親のことももっと施設の方々にわ
かっていただきたいし、里親も施設の中のことをわか
るべきではないかなという思いがしています。 
 
○松原委員長  
 ありがとうございます。そういう手立ての中で、そ
ういう立場の方がどこかの施設なり機関で活動できる
ようなシステムができるといいかなと思います。 
 ほかにはいかがでしょうか。 

 
○徳地委員  
 僕も、意見書と、皆さんのお話を聞かせていただき
まして、大変参考になりました。私は児童自立支援施
設武蔵野学院の徳地と申します。私の長い経験からい
きますと、私のところは昔の教護院、今の児童自立支
援施設ですが、やはり我々の施設では、虐待が根底に
ある子どもが平均 60％。私の武蔵野学院においては
84％が何らかの虐待を持っているということで、本人
も保護者のもとに帰らない、また、保護者も本人を拒
否する。児相にお願いしても受け皿が全然ない。最終
的には 18 歳まで置かなければいけないケースがたく
さんあります。中には、やはりそういうようなことが
根底にありますと、施設の経験が長くなって、本人も
だんだん目標をなくし、場合によっては心身症が出た
り、そういうこともあります。 
 先般、埼玉県の方にお願いしまして、これはずうっ
と施設にいたのですが、地元の施設ですと、父親が強
制的に一時保護所に行ったり、児童養護施設に行った
り、あとは当時の教護院へ行って、強制的に引き取っ
てしまうということで、そういうことで埼玉県まで県
外措置したのですが、その子もうちに４年間いて、高
校進学ということもあって、埼玉県内の里親を探しま
した。根底に非行があると里親もなかなか引き取って
くれない。特に年長になると、そういうケースが多い。 
 それで、できましたら、今聞いてみますと、児童養
護施設の話は随分出るのですが、児童自立支援施設に
関しては、あまりそういう話もありませんから、でき
ましたら、今度、養護施設と同じような並びで児童自
立支援施設の対象児童も、ぜひともそういう里親さん
の制度を十二分に波及していただければありがたいと
思っております。 
 もう１点。３の３で、里親家庭を育てるシステムの
中で「研修の充実」という点がありますが、当武蔵野
学院にも研修センターがありまして、今年初めて里親
さんの研修を、１月７日から１月９日まで、２泊３日
ですが、初めての試みとして研修をやることになって
おります。また県の方からそういう通知があるかと思
います。定員 30名ですが、今回初めてやるもので、一
応お知らせしておきます。 
 
○松原委員長  
 ほかによろしいでしょうか。 
 非常に貴重な御意見を伺うことができましたし、各
委員とのやりとりの中で、全体の社会的養護のあり方
のこの専門委員会で反映できるような点も幾つか見え
てきたのかなと考えております。今後、本日を含めて
まだ数回の議論の回数を残しておりますので、本日伺
った御意見等も参考にしながら、私たちのまとめに生
かしていきたいと考えております。今日はどうも本当
にありがとうございました。 
 それでは、次の議題は「意見交換」になっています
が、社会的養護のあり方に関する専門委員会における
主な検討課題と関連する指摘事項の方向性、これが意
見交換の中身になりますので、まず資料について事務
局から御説明をいただきたいと思います。よろしくお
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願いいたします。 
 
○古川虐待防止対策室長 
 資料１から４につきまして御説明申し上げます。 
 順番は変わりますが、資料１は後ほど御説明させて
いただきます。まず資料２からでございます。このＡ
３表の資料でございます。 
 これは、従来からこれまでの議論の御発言、御意見
などを踏まえて、それをとりまとめさせていただいた
資料でございます。表の中で「・」が２つのものがご
ざいますが、これは前回の専門委員会での御意見を踏
まえて追加させていただいた記述でございます。御一
読いただければと思います。 
 資料３は、現在の要保護児童に対する主なケア機関
ということで、これも前回出させていただいた資料で
ございますが、前回の御議論の中で、14 歳から 20 歳
の適切な養育を担う機関として母子生活支援施設もそ
の機能を果たしているという御指摘がございましたの
で、「母子生活支援施設」という記述を追加させていた
だきました。 
 資料４でございます。「これからの社会的養護システ
ム（案）」として、将来的に目指すべき方向性はこのよ
うな形ではないかということを前回２案出させていた
だき、それを踏まえて議論をいただいたわけでござい
ます。その２案をまとめた形で「目指すべき方向」と
して１つにしてはどうかという御提言をいただきまし
たので、このような形とし、※印の部分にいわゆるト
リートメント機能の部分を、「治療を中心とした施設は、
専門職員が配置されている本体施設内において小規模
化が図られることとなる」と表現させていただきまし
た。 
 それから、左側の「児童相談所」の欄から「各児童
福祉施設」を経由しないで直接「自立援助ホーム」に
行かれるお子さんもいるという御指摘もございました
ので、下から通り抜けるような形で矢印を１本追加さ
せていただいたという修正を加えさせていただいてお
ります。 
 以上が資料４の変更点でございます。 
 戻りまして、資料１について御説明をさせていただ
きます。 
 「社会的養護のあり方に関する専門委員会における
主な検討課題と関連する指摘事項および方向性（案）
について」でございます。これは前回の専門委員会の
最後に、松原委員長から、議論のとりまとめの概ねの
方向性を、これまでの議論を踏まえてまとめろという
御指示をいただきましたので、あくまでたたき台でご
ざいますが、作成させていただきました。 
 以下は、これまでの当委員会における主な指摘事項
を検討課題ごとに整理するとともに、こうした指摘を
踏まえ、社会的養護のあり方について具体的に見直し
を行っていくに際して念頭におくべき概ねの方向性を
議論のたたき台として示したものという位置付けで作
成をさせていただきました。 
 １の「社会的養護のあり方について」の概ねの方向
性ですが、まず「主な指摘事項」ということで整理さ
せていただいておりますが、これは、先ほど見ていた

だきましたＡ３表の御意見の全部をここに持ってくる
とあまりにも膨大な資料になりますので、幾つか類似
の御意見などにつきましては、同様の趣旨のものを一
つにまとめる形で、要約させていただき、整理させて
いただいたものでございます。そして、そうした指摘
事項を踏まえると、概ねの方向性としては以下のよう
なものになるのではないかというものを、一番下です
けれども、「概ねの方向性」としてまとめてあるという
ことでございます。 
 読み上げさせていただきますと、「概ねの方向性」と
しては、「社会的養護については、子どもの権利擁護を
基本とし、今後とも国、地方公共団体、保護者、関係
団体などの関係する主体が、それぞれの責任を適切に
果たすことが必要」、「社会的養護の役割は、子どもの
安全・安心な生活を確保するにとどまらず、施設入所
や里親委託を通じて、その子どもの社会的自立までを
支援することにある」、「家族の再統合や家族の養育機
能の再生・強化、地域支援といった家族や地域に対す
る支援もその本来の役割として取り組むことが必要」、
「現在の社会的養護の仕組みのもとで何ができるかと
いうことではなく、制度や意識を転換し、ケアの小規
模化や施設の創意工夫を促す仕組みの導入など、子ど
もの視点に立って、施設養護と家庭的養護等の協働が
確保され、子どもや家庭の多様なニーズに応えること
ができる体制に見直すことが必要」。このように整理を
させていただきました。 
 こうした基本的考えを踏まえまして、２「施設養護
のあり方について」でございますが、「概ねの方向性」
は次のページの真ん中辺になりますので１枚おめくり
いただきたいと思います。「施設養護の中長期的なあり
方としては、『1．社会的養護システムのあり方』を踏
まえ、大規模な施設養護ではなく、家庭的な生活ケア
の提供を基本としつつ、養育が困難な子どもへの対応
が可能な専門職員が配置されている各施設の本体施設
を基幹施設と位置付け、子どもの自立に向けて里親や
児童相談所などの関係機関等と相互に連携を図ってい
く方向を目指すべき」、「こうした将来的な方向を見据
え、子どもの自立を視野に生活面、治療面で個々の子
どものニーズに応えられるよう、適切な支援の下でケ
ア形態の小規模化を進めるとともに、専門的支援機能
や在宅支援機能、一時保養機能など地域の拠点として
の諸機能を充実・強化していくべき」、「また、子ども
を中心に据えるという視点に立って、乳児院・児童養
護施設で受け入れる児童の年齢要件の見直しなど、可
能な限りケアの連続性や親子の分離を避けることに配
慮するとともに、虐待を受けた子どもをはじめ様々な
問題を抱える子どもの入所状況に応じて、各施設が適
切なケアを提供できる職員の確保も含めた体制整備が
必要」、「こうした考え方の下、措置費についても、個々
の施設における子どもの状況、創意工夫や努力といっ
た取組みを反映したものに見直すべき」。このように整
理をさせていただきました。 
 ３の「家庭的養護（里親・グループケア等）のあり
方について」でございますが、これは４ページの下の
方に「概ねの方向性」がございます。「子どもの立場に
立ち、より積極的に里親制度の普及を図り、活用して
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いくために、制度の一層の啓発に努めることが必要」、
「また、里親の子どもに対する関わり方を多様なもの
とするとともに、里親の心身両面での負担軽減に向け
た支援の強化や研修体制の充実を図ることにより、多
くの者が参加しやすい仕組みとするべき」、「里親の機
能の拡充やその役割・責任の明確化により、里親の専
門性を確保していくことも重要」。 
 ４の「家族関係調整及び地域支援について」でござ
いますが、「概ねの方向性」は５ページの真ん中でござ
います。「施設は、入所した子どもの家庭復帰、家族再
統合に向け、子どもへの支援のみならず、児童相談所
と連携しつつ、家族への支援や親権者との関係調整を
適切に実施できる体制を確保することが必要」、「また、
施設は、その専門性を活かし、関係機関との連携の緊
密化や訪問・通所等のアフターケアの充実などにより、
地域社会で支援を必要とする子どもやその家族に対す
るサポートシステムを確立することが必要」。このよう
に整理をさせていただいております。 
 ５の「年長の子どもや青年に対する自立支援につい
て」でございますが、次の６ページでございますけれ
ども、「概ねの方向性」といたしましては、「子どもの
自立を促していくためには、自立援助ホームの果たす
役割は重要であり、その設置促進や機能の強化を図る
べき」、「自立には生活拠点の確保と就労支援が重要で
あり、施設退所後の当分の間や求職期間中の生活を支
えることができる実効ある制度的対応を検討すべき」、
「一律 18 歳、20 歳といった年齢で支援を打ち切るの
ではなく、必要に応じて支援を縦続していくべき」。こ
のように整理をさせていただきました。 
 ６「社会的擁護の質の向上」でございますが、７ペ
ージの真ん中でございます。「社会的養護における虐待
の防止の徹底など、子どもの権利の擁護のための取組
みを強化することが必要」、「社会的養護の質の向上を
図るため、一人ひとりの子どもの状況に応じた最適な
支援を行うためのアセスメント、自立支援計画の策定
等を推進していくべき」、「また、サービス評価の実施
を促進するとともに、社会的養護関係者の要請・研修
のあり方について、現場のニーズを踏まえてその充実
を図るべき」、「こうした種々の取組みによるサービス
の質の向上が正当に評価され、改善に向けたインセン
ティブが生じる仕組みとしていくことが必要」、このよ
うに整理をさせていただきました。 
 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、そのほかにまだ資料が幾つかございます
ので、次に資料５－１から５－３までの説明をお願い
します。 
 
○山田課長  
 それでは、資料５－１から３でございますが、まず
５－３を見ていただきますと、鴻池国務大臣から、昨
日、「少年非行対策のための提案」が出されております。
昨日、総理にも提出されたということでございます。 
 これは、御案内かもしれませんが、経緯がございま

して、７月に起きました長崎の事件をきっかけといた
しまして、この資料の 17ページをお開きいただきます
と、「少年非行対策のための検討会」というものが、鴻
池大臣をキャップに設置されました。その中には、厚
生労働省の伍藤局長も委員として入っているわけでご
ざいますが、ここで６回にわたって議論をされ、その
結果を踏まえて、これは鴻池私案ということで、この
検討会のとりまとめということではないのですが、提
案を出されたということでございます。 
 ごく簡単に中身を御説明いたしますと、資料５－１
に１枚紙がございますので、そこの「基本的考え方」
のところを見ていただきますと、少年保護とあわせて
少年犯罪から公衆を保護する視点が必要である。少年
事件についても事実を明らかにすることが重要である。
少年及び親に責任を自覚させる必要性があるという基
本的な考え方が示されております。 
 こういった基本的な考え方の具体的な提案として、
当専門委員会にかかわりがあるところを御紹介させて
いただきますと、資料５－３の 11ページに「施設処遇
の強化」という項目がございまして、それのページの
下の方ですが、少年院について言及があり、たまたま
年齢が 14歳未満であったというだけで、教育効果の高
い少年院での処遇を否定すべきではない。年齢で対応
を分けるのではなく、処遇の必要性での弾力的な対応
ができるよう少年院に入所できる年齢の引き下げを考
えてもよいということが書かれております。 
 さらにその下に、児童自立支援施設についての言及
がなされておりますが、12ページの２つ目のパラグラ
フで、児童自立支援施設への入所といっても、児童自
立支援施設自体の維持、職員の確保も困難となってお
り、小舎から大舎、夫婦住み込みから交代制へと、き
め細かな指導自体ができにくくなっていると。こうい
った現状で、その機能が十分に果たされていないとい
ったような、若干厳しい御指摘もされております。 
 それから、14ページでございますが、こういった非
行少年が措置をされて、「処分後のサポート体制の強
化」ということで、少年院なり児童自立支援施設を出
た後に家庭に戻ることが難しい少年をサポートしなけ
ればなかなか問題が生じてしまう。このため、更生保
護施設、自立援助ホームなどの充実を行うべきである
といったようなことで、先ほど、「社会的養護のあり方
についての方向性」の中でも、年長児童の自立のこと
が触れられておりましたけれども、それとも関連する
ことが述べられております。 
 簡単に御紹介を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。 
 それでは議論に入りたいと思うですが、議論に入る
前にもう１点御報告といいましょうか、確認をしてお
きたいことがございます。御承知のように、この社会
的養護のあり方に関する専門委員会は、社会保障審議
会の児童部会の中に設けられている形をとっておりま
す。現在、児童部会においても、相談所 3 のあり方を
中心に議論がされております。前回、９月９日にその
児童部会が行われておりますが、その中で何回かこの
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専門委員会における審議状況についての御質問がござ
いまして、私から、審議の経過と、大体この辺まで進
んでいるというお話はしたのですが、概ねのところで、
今度 10月３日が児童部会になるのですけれども、もう
一回この審議状況を御報告するような形になりました。
この点について、予め御承知をいただきたいと思いま
す。 
 そういった状況でございますので、一方で現在の児
童部会における議論の状況についても皆様方の方に把
握しておいていただきたいと思いますし、児童相談所
の議論がこの社会的養護のあり方に関する検討とも密
接にかかわるところですので、そのことも含めて、今
の児童部会における議論の状況について、事務局から
御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いし
ます。 
 
○中村課長  
 それでは、資料６を御覧いただきたいと思います。
資料６では、「児童部会における主な論点事項と関連す
る指摘事項および方向性（案）について」ということ
で、これは、今、松原先生からお話がありましたよう
に、９日に開かれた児童部会に提出した、児童部会に
おける議論の方向性の整理のペーパーでございます。
これについて９日に議論をして、幾つか意見も出てお
りますけれども、とりあえず当日出したものを今日も
提出をさせていただいております。 
 かいつまんで御説明いたします。２ページを見てい
ただきますと、「おおまかな方向性」ということで整理
されておりますが、特に下から２つ目の●印でござい
ますが、「こうしたことを踏まえれば、今後の児童相談
のあり方としては、できる限り身近な市町村を主体と
しつつ、行政権限の発動等の役割や専門性を踏まえた
都道府県（児童相談所、保健所等）との適切な役割分
担を考えることが必要である」ということで、できる
だけ市町村でできることは市町村でという考え方と役
割分担ということが出ております。 
 次の●印ですが、「なお、その際には、市町村と都道
府県のより一層の連携の強化、都道府県、とりわけ児
童相談所の専門性の確保・向上等その機能を強化し、
市町村の取組みを支援する体制の強化を図ることが必
要である」ということと、「さらに、医療、保健、法律
その他の専門機関や専門職種との連携強化等により、
児童相談所を支援する体制の強化を図ることが必要で
ある」というような基本的な考え方が示されておりま
す。 
 そして、それ以降、「おおまかな方向性」のところを
見ていきますと、３ページでございますが、「児童相談
所においては、援助を基本とした機関としての性格を
維持しつつも、市町村等との適切な役割分担の下、介
入機能を強化することが必要ではないか。そのために
は、従来の受容的な関わりを基本としてソーシャルワ
ークのみならず、介入的ソーシャルワークの技法を開
発、確立していくとともに、一定の司法関与の仕組み
を導入することが必要ではないか」というような整理
になっております。 
 ４ページでございますが、児童相談所については、

分権の観点から必置規制の議論がございます。これに
ついては、慎重な検討が必要ではないかということに
なっております。ただ、「地域の実情に応じ、関係機関
との統合や連携について柔軟な対応がなされるべきで
はないか」ということで、これは既に他の、例えば婦
人相談所や何かと一緒に整備されているということを
念頭に置いての方向性の整理でございます。 
 ５ページの上の方で、「市町村の役割強化、市町村と
の役割分担」とありますが、これは、先ほど説明した
「おおまかな方向性」と関連しておりますが、「子ども
と家庭に関する相談については、基本的にできる限り
身近な市町村が一義的に応じるとともに、専門的な指
導や判定、一時保護や施設入所措置等の権限の発動を
要するような困難事例に関しては、児童相談所に送致
するなど児童相談所の業務を重点化していくような役
割分担が考えられるのではないか」、「この場合、市町
村における取組みについて、児童相談所など都道府県
が市町村に対する専門技術的な支援その他の必要な支
援を行える体制を整えておくことが必要ではないか」
という整理になっております。 
 それから、特に市町村の中でも、現在、指定都市は
市でも児童相談所を設置しておりますが、さらに中核
市が児童相談所を設置することについての整理につい
て、５ページの下の方にございます。「住民により身近
な相談体制を確保する等の観点から、可能な限り、中
核市における児童相談所の設置を促進することが必要
ではないか。この場合、専門性の確保等の観点から、
段階的な設置を進めることが適当ではないか」という
こと。それから、「中核市において児童相談所を設置す
る場合には、一時保護機能のあり方や設置のための準
備期間、都道府県による何らかの支援などについての
配慮が必要ではないか」という整理がされております。 
 それから、障害相談等の問題でございますが、６ペ
ージの上の方に、「障害児に関する判定業務や入所措置
権限などの行政権限の市町村への委譲については、専
門性の確保や効率性などの課題及び支援費制度の施行
状況も踏まえ、検討することが必要ではないか」とい
う整理になっております。 
 それから、「非行児、不登校児等への対応」というこ
とで、「児童相談所においては、要保護性が高い非行児
への対応力の強化を図るとともに、関係機関等との連
携が必要ではないか」ということになっております。 
 それから、「児童相談所職員の配置の充実、専門性の
確保・向上」という点については７ページに載ってお
りますが、「児童相談所の職員については、引き続き、
必要な職員，体制の確保に努めることが必要ではない
か」ということと、「職員の専門性の確保・向上につい
ては、それぞれの地方自治体における人材投与に関す
る様々な工夫や配慮、実践的な研修を充実、ＳＶ（ス
ーパーバイザー）体制の充実などを図ることが必要で
はないか」ということ。 
 それから、やはり規制緩和の観点から、児童福祉司
の必置規制が言われたりしていますけれども、この点
については慎重な検討が必要ではないかということと、
児童福祉司の任用資格については、子どもや家庭にか
かわる業務に携わっている経験豊富な人材を幅広く登
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用できるような検討が必要であるという整理になって
おります。 
 ８ページの上の方ですが、「心理判定員業務および名
称の見直し」ということで、「心理判定員の業務につい
ては、虐待を受けた子どもや虐待を行った親に対する
心理療法の実施等の機能を強化するとともに、名称に
ついても、業務の実態を踏まえたより的確なものとす
る方向での見直しを検討することが必要ではないか」
ということが出されております。 
 それから、「一時保護所のあり方、混合処遇緩和のた
めのシェルター機能の分散」でございますが、「児童相
談所に附置することが原則とされている一時保護所
（機能）そのもののあり方について、他の児童福祉施
設等との機能分担を含め、検討することが必要ではな
いか」、「当面、特に処遇上の課題が多いとされている、
虐待を受けた児童と非行児との混合処遇の緩和の観点
から、児童自立支援施設や里親の活用方策なども検討
することが必要ではないか」、この点については、当専
門委員会とかかわり合いが深い指摘がされております。 
 あとは、関係機関の役割等でございますが、郡部の
福祉事務所、その中には家庭児童相談室があるわけで
すが、その機能強化、あるいは、児童家庭支援センタ
ーの設置促進や機能強化を図ることが必要ではないか
ということ。それから、「主任児童委員については、必
要に応じ、児童虐待その他の個別のケースに関する直
接的な援助活動を行うなど、積極的な活用を図ってい
くことが必要ではないか」というような整理がされて
おります。 
 いろいろ御意見が出ておりますので、さらに修正を
した上で 10 月３日に再度まとめの案を提出して議論
を進めていくことになっておりますので、先ほど松原
先生からお話がありましたように、当専門委員会の議
論の状況もお伝えをした上で、総合的な議論をしてい
ただくこともお願いしております。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。 
 それでは、中心的には資料１にかかわっております
ので、これについて御意見をいただきたいと思います。
これは、先ほど事務局から最初に説明していただきま
したように、まだたたき台ということですので、この
前の虐待の専門委員会のときにちょっと議論されまし
た体言止めみたいなものがここの段階ではまだありま
すけれども、最終的に整理をしていく中で工夫をした
いと思っております。考え方とか、特に「概ねの方向
性」のところで付け加えるべきこと、あるいは、修正
すべきこと、厚みをつけるべきこと等の御意見をいた
だきたいと思います。 
 今日御欠席の委員のうちの野田委員から、９月 17日
付け資料の検討案に関する意見ということで、ファッ
クスを事務局に寄せていただいておりますので、これ
は私が読み上げる形で御紹介をさせていただき、それ
から各委員の御意見を伺いたいと思います。 
 文章のとおり読み上げさせていただきます。 
 

 社会保障審議会 社会的養護のあり方に関する専門
委員会委員長殿 
９月 17日付け資料の検討案に関する意見 
 
 本日、委員会を欠席いたしますので、検討案に基づ
き以下の３点の意見を述べさせていただきます。 
１ 施設相互（里親を含む）の連携の強調 
 ケアの小規模化や専門的支援などを視野に入れるな
ら、関係者に対し、他種施設や同種施設間での相互支
援を意識してもらう必要がある。従来、むしろ二重措
置の危険や、施設の独立性の強調による「抱え込み」
的対応も見られたので、施設相互の連携やネットワー
ク化などの連携の強調を図りたい。 
２ 施設の提供する機能に優先性をつけ、本来機能を
強化する 
 施設が地域の相談で振り回されたり、短期の預かり
児童の対応で措置児童全体が荒れるというような状況
をよく見聞きする。施設に多様な機能を付加するのは
よいが、施設の小規模化が進行すると、その危険性は
増すので、本来の子どもを育むことの妨げにならない
方向での工夫をあわせて検討願いたい。 
３ 相談の多様化と「子どもの最善の利益」確保 
 相談機能の多様化は結構だが、従来から保護者と児
童との相談を同一担当者や同一部署が行う結果、どう
しても保護者の意向に従ってしまい、「子どもの最善の
利益」の視点が弱くなる傾向が見られる。 
 本質的には、子ども専門のアドボケーターが必要な
のであろうが、家族や地域全体を見ると言いつつ、子
どもが後回しにならない工夫をお願いしたい。 
 
 以上３点の御意見をいただいておりますので、御披
露させていただきます。 
 それでは、資料１の１「社会的養護のあり方につい
て」から順次御意見をいただきたいと思いますが、そ
の前に全体についていかがでしょうか。 
 
○奥山委員  
 全体の問題ですけれども、「概ねの方向性」は、これ
だと永遠に方向性だけで終わってしまうような気がし
ます。一体いつまでに何をやるのかということを最終
的にはきちんと出さなければいけないと思います。例
えば、「健康日本 21」では、完全に数値目標を立てて
いますよね。それと同じように、何年後までに何をど
うするのか。例えば「５年後までに、社会的養護を必
要とする子どもの 30％は里親委託にする」とか、そう
いうきちんとした数値目標を立てなければ意味がない
と思います。そこをきちんとまず把握して先へ進まな
ければいけないと思います。 
 
○松原委員長  
 全体のことについての御意見は伺いたいと思います
が、先ほど紹介していただいた資料６は「おおまかな
方向性」ということで、「概ね」と「大まか」では違う
かもしれませんけれども、このような表現をされてい
る中で、ある委員が、これは非常に近未来的ではない
かと。これは直近のことを言っているのでという御発
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言もあって、ある種、この「概ねの方向性」の中には、
期日が視野の中に入っているものも含まれているかと
思いますが。 
 
○奥山委員  
 今の段階ではいいのですが、最終的な報告書を出す
段では、数値目標は必ず入れるということを合意した
方がいいと思います。 
 
○松原委員長  
 この点は、御意見をいろいろ伺いたいと思います。 
 
○加賀美委員  
 今の御意見は大事な御指摘だと思います。それに加
えて、この議論を始める前に、少なくとも直近でやら
なければならない課題がたくさんあるから、それにつ
いて手をつけていく方向を示すことが一つあると思い
ますけれども、中長期的なビジョンもきちんと整理し
て並べよう、議論していこうということがあったと思
いますので、そのことを含めて、今のような数値目標
という形態になるのかどうかということがありますけ
れども、中期、長期それぞれに分けて、計画的にどう
いう道筋を立てていこうというところまでは整理して
いく必要があるのではないかと思います。 
 
○松原委員長  
 全体的な性格付けの御意見がおふた方から出ていま
すので、ほかの方からも御意見を伺いたいと思います。 
 
○西澤委員  
 基本的には、奥山先生の今の指摘は正しいだろうと
思います。これを最初にお送りいただいて、見てみる
と総合的になっていて、これはすべき、これもすべき
と。一つひとつ項目を挙げれば、それはだれでもそう
だなと言えるけど、これが実際に実効性があるのかと
なると、かなり戦略を組まなければいけない。攻略と
いうか、何のプライオリティーが高くて、これをやる
ことによってこちらの問題もある程度波及的に解決さ
れるだろうといったような、そういった全体像をシス
テム化することが必要だろう。それで、それを例えば、
僕はそこまでは考えていなかったけど、奥山先生は、
それに年限付きで努力目標という、いわゆるマニフェ
ストですか、そういうものを設定することを言われて、
そこまでやるのであれば、それは本当にぜひやるべき。 
 ただ、目標を設定するということは、要は、そのた
めに何をしなければいけないかということが明らかに
なってきますから、例えばさっきの、仮に出された、
里親さんへの委託を 30％にするということも、今は
５％くらいだと思うので６倍ということになると思い
ますけれども、そうすることによってコストがどう動
くかも計算できていくはず。そうしたら、それを使っ
て、その間に、今の施設の中で、小規模化を中心とし
た施設が何％くらいできるというような、そういうよ
うな、実際に我々がどう動いたらいいかということが
はっきりしてくると思います。そういう意味での行動
目標を出す。それが数値目標という形で行動を縛って

いくということは必要だろうと思います。 
 
○中村課長  
 今の御意見について、事務局から若干お話をさせて
いただきますと、全体的な流れとして、子育て支援に
ついては、この場でもお話ししたと思いますが、さき
の通常国会で次世代育成支援推進法が制定され、児童
福祉法の中に地域子育て支援が位置付けられ、各自治
体に行動計画をつくっていただくことになっています。
８月 22 日には指針も示した上で、15 年度には調査を
していただいて、なるべく 16年度の早いうちに計画を
つくっていただけないかという方針で進めております。 
 実は、子育て支援について数値目標を示したものは、
新エンゼルプランというものが 12年度から 16年度ま
での計画としてございまして、17年度以降の子育てに
ついての計画は次の課題になっているという事情がご
ざいます。 
 では、こちらの、いわゆる要保護児童の部分につい
て、そういうものについてどう考えていくかというこ
とが議論になると思いますが、恐らく、これも何度も
申し上げておりますように、児童虐待防止法の改正、
あるいは、少なくとも児童福祉法の要保護児童の部分
につきましては、来年の通常国会にぜひ法案を出させ
ていただきたいというお話をしておりますが、そうい
う議論が、法律の形になった時点ですなわち、将来方
向としてこういう形で施策を進めていくことが確定し
た上で、そうした数値目標なりの議論ができるのでは
ないかと思っております。 
 ですから、これからのタイムスケジュールの問題も
あると思いますが、何という名称になるかわかりませ
んけれども、子どもについてのプランがこれからつく
られていく中で、その要保護児童の部分は従来は入っ
ていないわけですが、そういうものも含めて議論をす
べきかどうか、そういう中で決まっていくのかなと思
います。そうした議論をするためにも、ある程度、法
的な意味での枠組みがきちんとできていて、それを踏
まえた形で行政的には数値目標なり計画づくりが進ん
でいくという順番かなと思っております。私どもとし
ては、そういう手順を踏んでいく中で、数値目標が必
要であればそういう形でつくられていくことになると
思います。この専門委員会で直ちに数値目標をつくっ
ていくというよりは、そういう形のプロセスかなと考
えております。 
 
○西澤委員  
 確認ですが、要は、この報告書を踏まえて、例えば
児童福祉法の改正なり児童虐待防止法の改正について
の法律的な検討を行って、それが国会で通過した場合
に、社会的養護の部分に関しては、それを踏まえた上
で数値目標を設定していくという方向性だと理解して
よろしいでしょうか。 
 
○中村課長  
 数値目標つくることが必要だという御議論が高まっ
ていけば、そういうことになるのかなと思っておりま
す。ですから、参考で申し上げたのは、地域における
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子育て支援について、従来、保育を中心にした形で新
エンゼンルプランが 12年度から 16年度までのプラン
としてできているわけですが、それについては、さき
の国会で法律が改正されたりつくられたということも
あって、地域において計画がつくられようとしている
わけですが、それを踏まえる形で 17年度以降のものが
できていくプロセスがもう動き始めています。そうい
うプロセスの中に要保護の問題も含めて議論がされる
のか、それともまた別途かということは、また議論が
いろいろあると思いますけれども、数値目標的なもの
を考えていくというのは、それが一つの参考になるの
かなという意味で申し上げております。 
 
○西澤委員  
 それは、今の検討の段階で数値目標を出せないとい
うことは、十分にいろいろなことを勘案しなければい
けないのでわかりますが、それはいずれは必要になる。
直近に必要になってくるだろうと思うので、それはそ
ちらの方向で検討いただければありがたいという要望
です。 
 今のお話を聞いていて思ったのは、新エンゼルプラ
ンなどでも、社会的養護の部分については検討されて
こなかったというのは、ある意味、養護を必要とする
子どもは子育ての対象ではないと言ったらすごい厭味
な言い方ですけど、一般の子どもとは違うんだと。や
はり社会的スティグマだと思います。そういう意味で、
それと同じ土壌で社会的養護を必要とする子どもたち
に対しても、一般の子どもたちについての子育て支援
の数値目標があるとしたら、それと同じような扱いを
受けなければならない。これは子どもの人権というこ
とだろうと思いますので、その点も勘案して御議論い
ただければありがたいという要望です。 
 
○奥山委員  
 「すこやか親子 21」の方で、「全児相 4 に児童精神
科医を入れる」とか、「各県に１つずつ情短 5をつくる」
とかいうものは既に入っているわけで、そういう数値
目標が片方では示されていて、この社会的養護に対し
ては、そういう数値目標が今まで考えられてこなかっ
たということがあるのだろうと思います。だとしたら、
ここの会の意見として、それをつくりなさいというこ
とを、そして最終的に出すべきと大きな柱を入れてお
く。もし、今ではないということであれば、それぐら
いは必要だろうと思います。 
 
○加賀美委員  
 西澤委員が話をしたこととちょっとかぶっていくだ
ろうと思いますが、この社会的養護の議論を始める冒
頭に、社会的養護とは何かという議論をきちんとしよ
うという話をしたと思います。そのときに、一般子育
てや保育所の子どもを代表とするような子育て群と、
社会的養護という子どもたちの群との、いわゆる位置
付けというか、そういったものが接近してしまったと
いうお話の中で、言ってみれば、かぶっているグレー
ゾーンの子どもたちが増加しているという実態から考
えると、社会的養護とは一体何かということをきちん

と我々は議論しておく必要があるのではないかという
お話を僕は強調したと思う。 
 そのことを考えると、ここの社会的養護のあり方の
ところは、まさにそこのところをきちんと捉えた上で、
これからの日本の子育てを社会的子育てというところ
できちんと議論していく必要がある委員会だと位置付
けていく必要があると思ったので、そういう意味では、
先ほど奥山先生がおっしゃったようなことの位置付け
を明確に出していく責任があるのかなと思っています。 
 もちろん、事務局としての今後の進め方についてい
ろいろお考えがあると思うので、それに向けても、こ
この委員会としてどうするんだということだけは整理
しておく必要があると私は認識しております。 
 
○伍藤局長  
 数値目標であれすることも、明確化し、目標を今、
私どもの行政守備範囲の中で、御承知のように、例え
ば高齡者の施設を整備していく、あるいは、社会現象
としてこういうニーズにどう応えていくかということ
で、ニーズに供給が追いつかないような分野について、
何とかそれを一定の期間で追いつこうということで数
値目標をと、こういう議論が普通はよくされるわけで
あります。一つ言えることは、ニーズがある程度定量
的に推測できる、かなり増大傾向にあるというような
ところで、片や供給する資源が追いつかない、それを
何とかするべきだという分野でわりと数値目標という
行政手法がとられる。そして、それに社会的なコンセ
ンサスがあること、そういうことを設定しても財政当
局を含めて、それに合意を得られ、いろいろな機関を
巻き込んでそれについての達成が図られる、概ねこう
いう条件が満たされた分野について数値目標という議
論がなされ、それが具体化されていくという気がいた
します。 
 ただ、社会的養護の分野では、ニーズが増えるだろ
うという推測がどのようにできるのか、あるいは、ほ
かの行政目標の場合には、それが増えても当然だとい
うコンセンスというか、そういうものがあるような性
格のものが多いのですが、こういう社会的養護、要保
護児童といった分野で、これからのニーズをどう見込
むのか。増えれば増えるほどいいという性格のものと
はちょっと様子が違う分野の話という気もいたします。 
 むしろ私どもは、これにどう対応していくか、中身
の質をどう上げるかとか、今まで対応してきた方法に
問題はなかったのか、もっと違ったやり方があるので
はないか、効果的な方法がもう少しあるのではないか
とか、そういう質の面とか、そういったものに中心を
置いて議論をしているのではないかと私自身は思って
聞いていました。 
 そういった分野で、私どもも少し研究させていただ
きたいとは思いますが、大雑把に言いますと、数値目
標を行政に取り込む難しさもありますし、それが合致
する分野、必ずしもそうではない分野といろいろあり
ますから、御意見をお聞きしながら少し研究してみた
いと思いますが、なかなか難しい面もあるのではない
かなということを参考までに申し上げさせていただき
ます。 
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○西澤委員  
 多分、事務局が考えたこととは違った方向で話が進
んでしまって、頭を抱えている人がその後ろにはいっ
ぱい座っていらっしゃるのだろうと私は思っています
が、これはやはり非常に重要なポイントなので、認識
がずれているとやはりまずいと思います。１つはニー
ズの評価に関してですが、これはもう、専門家という
か、専門ではない人でもだれでも知っていることだと
思いますけれども、この 10年間で通報件数は 20倍近
くのウナギのぼりの状態で、それに対して児童相談所
の数は増えていない。あるいは、児童福祉司の数もほ
とんど増えていないという状況で、今既に欠乏してい
ることは明らかだと思います。だから、その欠乏を埋
めるだけでも数値目標はできると思います。 
 それは、例えば諸外国と比較すると、日本の場合、
児童相談所の児童福祉司に当たる人たちの諸外国の数
とを比較すると、20 分の１から 10 分の１しか配置さ
れていないという状況の中で、今破綻してきているこ
とはいろいろなところで明らかではないかと思います。
だから、これからどれだけ増えるかを出せというのは、
その辺の分野に関しては、人文科学、社会科学に日本
はお金を落としてきていない。社会学的に言えば、実
際には手法はある程度確立されています。どのように
データを収集し、どう入力していけば、虐待の増加率
は大体読めるという研究が諸外国ではあります。ただ、
日本ではお金がないからそれができていないだけで、
適切なお金を落とせばそういった評価もできるのでし
ょうけど、今のところは数字がないので、それを云々
しなくても、欠乏状態であることは明らかです。その
部分のこと。 
 あるいは、例えば、年々、少子化と言われて、各ジ
ェネレーションの子どもたちの数が減っているにもか
かわらず、社会的養護を必要とする子どもは、暫増で
はあれ増えております。ということは、同じ世代で考
えると、社会的養護を必要とする子どもたちのパーセ
ンテージが年々上がっているということです。そこか
らも今後の大体の推測値は出せるわけです。それに対
して、児童養護施設の量・質が追いついているかとい
うと、これも追いついていない。あるいは、一時保護
を必要とする子どもたち、これは行政が一時保護所を
提供するという形でやらなければいけないのですが、
これもやはりシーリングエフェクトが出ています。 
 そのようなことを見ても、ある程度のニーズ評価は
できると思うし、ここの議論が、単に児童相談所の質
であるとかケアワーカーの質の問題だけを議論してい
ると認識されているとしたら、それはやはり間違いだ
ろうと思います。 
 
○松原委員長  
 全体にかかわっての御意見が出ていますので、そこ
にかかわっての御意見ということで、中田委員、いか
がでしょうか。 
 
○中田委員  
 具体的なことで数値目標のお話が出ているわけです

が、そのことをここでやることが実際的かどうかと思
います。確かに、こういうことのかかわりで言えば、
基本問題部会がありましたよね。それから、家庭福祉
部会ありました。そういうことの議論を踏まえて、あ
る程度、ざっくばらんな言い方をすると悪いのですが、
基本問題部会も一部についてしていただいた部分があ
るし、残された課題もあるかと思います。そういうこ
とを感じているから今みたいな議論が出たと思います。 
 確かに、行政的に直接すぐにかかわるような課題も
ここには実際にあるわけですし、それを一歩でも進め
てもらわなければ困るということもありますから、第
１回目に役所的な話は大体あったと思います。ですか
ら、この中でやるしかないのではないか。それは具体
的な数値目標にきちんとなればいいでしょうけど、本
来的なことを、ここに課されている課題としては、今
言っているような話に行くかというと、どうも行く可
能性が少ないという気もしますので、できるものは、
最初から中長期的なことも含めて、どうするかという
話がありましたけれども、そのときはあまり意見が出
なかったものですから。 
 今、具体的な形で表を示されたのは、十分か不十分
かというのはそれぞれ個人的な意見があるかもしれま
せんが、できるだけ早くある程度の意見を出してもら
いたいという感じがしています。もっとざっくばらん
言い方をすれば、ここの委員をやって委員会に出てき
て、一部しか実現しなくて、後の問題はどうするかと
いうと、実際に仕事をやっている者とすれば、残され
た課題はいつどうなるのかと仲間から言われる話だろ
うと思います。その辺も行政的には十分に考慮をして
いただいて話は進めていただいたらいいのではないか
と思います。 
 
○松原委員長  
 高橋委員、全体的なことに関してはいかがでしょう
か。 
 
○高橋委員  
 議論の中には既に出てきていると思いますが、結局、
この検討されているものが、どこで、だれがするのか
ということが明確になった方がいいのではないか。つ
まり、今、次世代育成の方では、市町村行動計画をつ
くれということになりますね。その中に、従来のエン
ゼルプランの中に社会的養護の部分が抜け落ちていた
という話もありました。ということになれば、次世代
の中に社会的養護も考えれば、やはり一定のエリアが
もっと議論されなければいけないと思います。市町村
に、もし「措置」ということが下りていくとすれば、
やはりそういうことももちろん考えられるのではない
か。そういうエリアの問題と、体系をもう少しシンプ
ルに必要があるのではないかと思いますけれども、そ
ういう中で絞れるというか、このサービスそのものが
もっと明らかになっていくというようにも思います。 
 
○松原委員長  
 ちょっと確認させてください。 
 次世代の柱の後半の部分のところに、社会的養護対
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策のものが盛り込まれていましたか。 
 
○中村課長  
 入っております。７番目だったかと思いますけれど
も、その中に、母子家庭の話とか障害児の話、要保護
児童の話も入っております。 
 
○松原委員長  
 その辺が新エンゼルプランでこれから検討されてい
く次世代育成の計画、ちょっとスタートのところで違
っていたかなと思いますが。 
 私、皆さんの御意見を伺っていて、この社会的養護
のあり方に関する専門委員会の基本的な役割として、
社会的養護は今後一体どのようにやっていくのかとい
うことを考えることがこの委員会の一つの責任ではな
いかというお話をされていて、議論はまだ十分に詰ま
っていませんけれども、前回の議論を踏まえて、資料
４のような図が出てきました。 
 これは、今日も含めてもっと煮詰めていかなければ
いけないと思いますが、旧児童福祉審議会からの流れ
を考えまして、国レベルでは、社会的養護のあり方を
正面切って全部を含めて議論したのは恐らく最初だろ
うと思います。 
 そうすると、私たちの責任の一つは、こういうもの
はもう少し議論詰めていって、これを一旦、ある種、
公のところへ戻して、何人かの方がおっしゃっていま
したし、事務局のコメントの中にもありましたけど、
コンセンサスをどこで得ていくことができるか。我々
がいろいろ提案しても、そうなんだという御意見や、
そうではないという御意見など、これはまた各方面か
らいろいろな御意見が出てくると思います。そういっ
たことで、今、ここの議論を進めることが一つの役割
だろうと思います。 
 もう１点は、奥山委員がおっしゃった、非常に抽象
的になって終わってしまうのではないかという御懸念
は、そのとおりだと思います。そういうことで言えば、
私は、虐待専門委員会 6 のところでも発言したかと思
いますが、これで終わりにするのはよしましょう、こ
れは一つのスタートポイントだ、そういうことで虐待
の専門委員会の中で、社会的養護のあり方の委員会も
始まっております。こういう専門委員会をこれからま
とめていくに当たって、次のステップをどこに進めて
いくのか、このことについてきちんと議論し、提言し
ておく必要があるのではないか。そのときに、我々が
今回提示をするものについて、いろいろな御意見をい
ただき、もう一回検討する場が必要になってくるのか
なと、現時点ではそんな思いがしております。 
 ３点目に、ただ、そうは言っても、ステップを刻み
ましょうといって、今回は議論のスタートだけしまし
たということでは、５回を過ぎてあと何回かやるので、
それでは話をしただけということになって、逆に、果
たすべき責任を果たしていない部分もありますので、
近未来的にすぐ取り込めることについては、この委員
会の中で提言として具体的な施策に結びつくようなも
のを提案していく。そのことについては、まさに来年
度なり再来年度以降、来年度というのは来年度予算で

しょうし、再来年度以降というのは次世代の支援計画
等がつくられていくことを踏まえてということになる
でしょうけれども、そういうものも考えていくことで、
いわゆる近未来への責任を果たす。そういう３つの責
任を果たすことになるのではないかと思います。 
 数値目標ということの具体的なお話が出ていました
けれども、それは１つ目のステップ、コンセンサスを
得ていく中で、２番目の「今後継続していく議論」の
中で出てくるだろうと思います。ただ、おっしゃる意
味で、出したものが実現されないでそのままスッと、
20年たってしまいましたということでは困るので、や
はり実現に向けてどういうステップを刻んでいくのか
ということについては検討をした方がいいと思います
が、例えば具体的な、先ほどの例で出ましたもので言
えば、５％を 30％にするというような数値そのものの
議論は、今回は、この委員会の中でのコンセンサスを
得ることもなかなか難しいかなと考えているのですが、
いかがでしょうか。 
 
○奥山委員  
 私たちの一つの責任として話したいのです。ここに
書かれているように、小規模化しましょうという話を
出しているわけですよね。そうすると、いつまでに、
どういう形で、本当にできるのか。あなたたちは、で
きないような絵に描いたもちを出してきたのではない
かということでは、この委員会としては無責任でしょ
う。やはり現場の人たちがいるわけですから、いつご
ろまでに、どんな方法でやるのか。先ほど、ストラテ
ジーということを西澤先生がおっしゃいましたけれど
も、そういうストラテジーもある程度提示しないと、
専門家として責務が果たせないと思います。 
 最初にみんなで、社会的養護とはどうあるべきかと
いうことを議論してきて、その上で、もう少し細かく
前回までかなり議論を詰めてきて、幾つかの見えてき
たものがあると思います。今度はそれを実現するのに
どうしたらいいかという議論がこれから必要だろうと
思います。そこまで議論して初めて専門家として意味
があって、小規模の方がいいよ、みんな小規模にして
しまえということはだれでも言えることで、それをど
う実現するのかをきちんと言うべきだろうと思います。 
 
○兜森委員  
 この委員会の認識は、私はこのように考えています。
１ページにあるように、現在の問題は、これまで子ど
もの養育に社会的コストが十分に投入されてこなかっ
たことの結果であるという認識が必要だということが、
主な指摘事項の一つとして挙がっているわけですが、
こういった認識に基づいてこの委員会の議論が始まっ
たというか、議論の中でこういった視点が中心的な認
識として出てきていると思います。それを引いて、ケ
アの小規模化、ソーシャルワーカーを導入するなど、
個々の施策に反映されるようなマターが出てきている
と思います。 
 一番もとになっている、この世界に社会的養育をし
なければいけないという認識のもとで、この世界にコ
ストが十分に投入されてこなかったではないかという
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認識を、この委員会が共通認識して出していけるなら
ば、それはおのずから政策に反映していただけると私
は単純に考えているわけです。 
 先ほど中村課長から御説明があったように、では、
社会的コンセンサスをどうやって得ていくか、あるい
は、予算をどのように持ってくるのかというような、
技術的な、あるいは、いろいろな要素がたくさん出て
くるだろうと思いますけれども、この委員会では、こ
れが必要なんだということを、今も相当具体的に項目
として出してきておりますので、そこを押さえて、そ
してこれは実行してくれというような方向性を持って
いけば、それで済むのかなと単純に考えていますが、
甘いでしょうか。 
 
○坂本委員  
 長年、制度の根幹が変わらない問題に正面から取り
組んでいこうとするということで、様々な課題が出て
きて当然だと思います。あり方に関する検討会という
ことですので、理想論も含めて、遠い将来に向けての
あるべき姿が議論されることは大変有意義だとは思い
ます。ただ、今、現実に十分なサービスが行き届かな
いで大変な思いをしている子どもたち、あるいは、埋
もれてしまってそれすらわからないかもしれない子ど
もたちもいるわけです。ですから、少なくとも「概ね
の方向性」から緊急課題を抽出して、それを具体的に
どのように実現するのかをこれからしっかり考えてい
く必要があるのではないかと思います。 
 緊急課題と中長期的な課題、そこはこれからはっき
り色分けして、あと何回か御議論の時間があるようで
すので、進めていってはどうかと思います。 
 
○松原委員長  
 虐待に関する専門委員会のときには、議論がなかな
かまとまらない部分については、課題という形で最後
のところに残すような形の報告書構成をとりました。
このときに、まさに緊急にやらなければいけないとこ
ろをもう一つ別の表現で、たしか四角の中に組み込ん
で表現をしました。そのようなやり方も、奥山委員が
おっしゃったストラテジに近い部分で工夫ができるの
かなと思います。 
 緊急にやるべきことを、今後、時間をかけて、方向
性そのものは見えていると思いますが、それをどう実
現していくかについての議論をしていかなければいけ
ない部分がありますので、そのような工夫だったらで
きるのかなという気もしております。 
 全体の性格といいましょうか、つくりの話ですので、
御発言をいただいていない方からももう少し御意見を
いただいてから中身に入ろうかなと思います。いかが
でしょうか。 
 あるいは、今までに御発言された方でも結構ですが、
いかがでしょうか。 
 
○加賀美委員  
 「社会的養護とは」というところで、これはもっと
前に申し上げなければいけなかったことであると思い
ますが、この社会的養護のあり方委員会が進む一方で、

児童相談所の検討委員会も進んでおり、２本立てで進
んでいるから、そちらとこちらの両方で、言ってみれ
ば、広く社会的養護全体の枠組みができてくるという
期待を持っているわけです。 
 そういう意味でいくと、今日は中間の報告があった
わけですけれども、これらも含めて、「社会的養護とは」
ということになると、入り口のところの児童相談所の
問題が、あるいは、我々現場の人間からすると、子ど
もたちの問題についてパーセンテージで言うのは何で
すけれども、半分以上の役割を占めている、あるいは、
80％くらい占めるのかなと思うくらい、児童相談所の
存在というか、役割・機能のあり方が、我々が抱えて
いる子どもたちの問題にとって非常に重要なところが
あるわけです。そういう意味では、どこかで議論のす
り合わせをする機会を今後持っていく必要があるだろ
う。その辺のところを今後どうするかも今後の課題か
なと。全体にかかわるところです。 
 
○松原委員長  
 これは必要なことだろうと思います。先ほど、資料
６でも、私たちのこの委員会にかかわる一時保護等の
問題も触れられているのですが、加賀美委員の言葉を
お借りすれば、もう少しすり合わせをしていく部分も
あるかと思います。今日の時間配分の中で、もう少し
全体の確認をしてから、資料１について見ておきたい
のですけれども、児童相談所にかかわる問題を少しど
こかでというか、具体的に言えば、次回９月 29日に時
間をとってありますので、そこで議論をすれば、その
中のある部分は、10月３日に、それはどういう形で報
告できるかわかりませんけれども、少なくとも児童部
会には、あるところは、こちら側のいろいろな議論を
反映できる。まさに具体的にすり合わせができるかと
思いますので、加賀美委員がおっしゃることは大切だ
と思います。ぜひ、29日に児童相談所についての議論
を、少し時間をとって、この委員会としてもさせてい
ただきたいと考えております。 
 ほかにいかがでしょうか。 
 それでは、兜森委員、奥山委員の順でどうぞ。 
 
○兜森委員  
 大変失礼ですが、先ほど私が申し上げたことが、も
しかしたら舌足らずで誤解を招いたかなと反省しまし
たので、もう一度申し述べさせていただきます。 
 この委員会では、これまでの子どもの養育の問題に
対する社会的コストのかけ方が少なかったという認識
では一致していると思います。私も本当にそう思いま
す。そういった認識に基づいて、システムも含めて今
後どのように介入していけばいいのかという議論がこ
れまでされてきたわけですが、その中で、すぐにでき
るもの、あるいは、すぐにやらなければいけないもの、
中長期的な課題として検討をする必要があるものとい
う形で方向づけをしていき、そして、できるもの、す
ぐにやるべきものについては、即予算化していただく
というような方向で進めていただければというのが先
ほどの真意でございます。 
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○奥山委員  
 今の兜森委員と坂本委員がおっしゃったように、緊
急の課題をきちんと「緊急」と入れておいていただい
た方がいいと思います。というのは、子どもたちの状
況は、今はもう待ったなしですよね。それに対して悠
長なことは言っていられないという部分があるので、
そこはきちんと「緊急」という言葉が入るべきだと思
います。 
 もう一つの問題は、「中長期」といったときに、みん
なは一体何年を連想するのかということがあります。
概ね５年以内にやるべきこと、概ね 10年ぐらいにはや
るべきことということをきちんとしないとストラテジ
ーになっていかない部分があると思います。例えば、
何かの形で、今は見えないけど、５年以内には形をつ
くれよと。そして実際に実現化していくのはその先に
なるかもしれない。そういうことも含めて、今全部の
形を見せてしまえということではなくて、５年後まで
に、例えばモデル的な事業をして、５年後までにある
程度の形を出すとか、そういったことを含めて、やは
り大体５年後がめど、10年後がめどということがわか
らないと、方向性だけでは、一体いつなのかというこ
とが全然わからないと思います。そこをもう少し明確
にした方がいいと思います。 
 
○松原委員長  
 高橋委員、いかがでしょうか。 
 
○高橋委員  
 今のお話にも関連するのですけれども、今、現場は
本当に待ったなしです。問題を整理して示していくこ
とが、今現場がこの委員会に期待していることだと思
います。だから、あまり期待に応えないものを出すと
すれば施設崩壊につながるようなことにもなりかねな
いと思います。 
 そこのところをぜひ踏まえていただきたいことと、
私はもう中長期計画は要らないと思います。当面の５
～６年の計画の中でやらないと、バブルの時期に計画
したものが、崩壊してお荷物になってしまう例もある
わけですから、今の子どもたちの問題というのは本当
に当面しているし、大学の養成側からすれば、今、養
護施設を敬遠する学生たちが増えてきました。やはり
大変な仕事であることがだんだん認識されてきたとい
うことからすると、やはり環境の問題なども十分に、
人の配置だとかを整備していかないと、この社会的養
護は非常に難しくなると思います。現場に行って感じ
るのは、隣近所のケースが結構忙しくなってきた。だ
から、エリアというものもある程度絞っていき、その
中でどう考えられるのかということも、この全体の中
のあり方として考えていかないと、従来の社会的養護
というイメージでは済まないサービスが求められてい
るような気がします。そういう意味で期間は重要です
し、エリアも大事だと思いますし、シンプルな体系も
ぜひ考えていく必要があるのではないかと思います。 
 
○松原委員長  
 ありがとうございました。社会保障審議会の中の児

童部会の中に設けられた委員会ですので、年ごとの予
算対策とは違う性格があるかと思いますので、先ほど
坂本委員がおっしゃってくださったことですが、本当
に、今、子どもたちをどうするのかということがあり
ますので、「緊急」という御発言が幾つかありましたけ
れども、それは具体的な施策に結びつくようなものを
つくっていく、そこの指摘事項及び方向性の中で表現
するということと、全体的にこれから検討していかな
ければいけないものについて課題として示していくこ
と。そのときに、奥山先生がおっしゃった、それをど
のくらいのスパンでやるかについては、今後の児童部
会全体の審議予定等もありますので、事務局と打ち合
わせをさせていただいて、どういう表現ができるのか、
その辺は考えさせていただきたいと思います。 
 それでは、このたたき台の段階ではまだいろいろな
ものが混在しているかと思いますし、「主な指摘事項」
にこういうことも入れておいた方が手がかりとしては
いいのではないかということもあるのかと思いますの
で、１から順にと思っていたのですけれども、そのよ
うにやっていきますと、また年長のところが後になっ
て時間がなくなったということになるのもまずいと思
いますので、気がついた点からで結構ですので、資料
１にかかわって御意見をいただければと思います。 
 
○兜森委員  
 順不同ということですので。私は、サービスの供給
体制の話ができていなかったのかなと。私の記憶違い
であれば誠に申し訳ないのですが、これは２ページの
２「施設養護のあり方（施設サービス体系のあり方等）
について」のところに入れていただくのがいいのかと
思いますけれども、要するに、児童福祉施設が全国に
適正規模で配置されているかということを申し上げた
いと思います。 
 私は母子生活支援施設の人間ですので、母子生活支
援施設について申し上げると、１つしかない県もあり
ます。一応、措置ではなくて、利用契約方式になって
おりまして、それは利用者の選択権を保障するという
基本命題もあるわけですが、１つの県に１か所しかな
いという状況で、選択権の保障ができない。これはち
ょっと話がそれるのですけれども。たくさんニーズが
ある、先ほど西澤委員がおっしゃったように、社会的
養護のニーズが相対的に増えているという御指摘があ
りました。一方、その受け皿がどう整備されているか
といいますと、必ずしも十分な態勢ではないと思いま
す。これは、ケアの小規模化とかいう問題とは全く別
ですし、あるいは、里親さんとの問題とも全く別と私
は考えておりますが、要するに、サービスを供給して
いく態勢をマクロな視点で考えていく、その項目を追
加しなければいけないのではないかということを申し
上げたいと思います。 
 
○奥山委員  
 今、子どもの状態が危機状態で待ったなしだという
あたりの現状の問題を最初に考えて入れておかないと
いけないのではないかと思います。ただ、あり方はこ
うですよとポンと出すよりも、今これだけ危機状態に
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あるということをまず考えて、私たちの最初のスター
ト点をきちんとして、それに対応する対策を出すこと
が必要だろうと思うことが１つです。 
 あと細かいことになりますが、７ページにある「社
会的養護の質の向上を図るため」の後のところ、「一人
ひとりの子どもの状況に応じた適切な支援を行う」と
いうことは、どちらかというとあり方の問題ではない
かと思います。質を向上させるためにやるのではなく
て、あり方として、子どもにオーダーメードの支援を
するということがあるので、これは１へ持っていかれ
るべき問題ではないかと思いました。 
 基本的には、要するに、今の危機状態をとにかく明
確にするということが必要だろうと思うことと、あと
は、先ほど来議論していました、その中で緊急に一体
何が必要なのか、小規模化していくとしたら、どこか
らどう手をつけていくのか、その辺のところを少し議
論していかなければいけないのではないかと思います。 
 
○松原委員長  
 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 
 
○四方委員  
 基本的には、野田委員が既におっしゃったことと共
通することですが、やはり「連携」のところは強調し
て書かれるべきだと思います。と申しますのも、例え
ば、資料４に出ておりますが、これも児童養護施設が
主体となったところで書かれておりまして、児童自立
支援施設あるいは児童養護施設、乳児院、情短等々の
施設がこの場合にどう連携していくかということが、
やはりそこのところだけが中心に書かれているという
一つの特徴があろうかと思います。ぜひとも、１つの
体系の中でもっと総合的に考えていかなければいけな
いのが今の児童施設福祉のあり方だろうと思いますの
で、そこのところを強調していただきたいと思います。 
 
○松原委員長  
 ありがとうございます。後でまとめたいと思います
が、連携は非常に大切だと思いますが、もう１点の四
方委員の御意見の、資料４は児童養護施設中心だとい
う点についてはコメントさせていただきたいと思いま
す。事務局と一緒につくった責任がありますので。 
 資料４の真ん中、「各児童福祉施設（センター構想）」
とあるところですが、これは乳児院でもこういうこと
を、その場合の小規模ホームというのは、例えば年齢
制限の緩和があったときに少し上の子どもがという考
え方、あるいは、情緒障害児関係の治療施設でも、児
童自立支援施設でも、こういう形で考えられないかと
いうことで、決して、児童養護施設だけをイメージし
ているということではないことだけは補足させていた
だきたいと思います。 
 
○四方委員  
 ありがとうございます。しかし、ちょっとこだわっ
たことですけど、小規模ホームの形が重症な子どもの
ケアに最も必要なことかどうかというのは、これから
続く検証が必要な部分ではなかろうかと思いますので、

ちょっと触れさせていただきました。 
 
○松原委員長  
 そういう処遇に手のかかる子どもについては、そこ
に「困難ケース」ということで、これは本体施設の中
でやりたいというイメージもつくっておりますので、
そこも補足をさせていただきます。だから、これを全
部小規模化して地域に出すというイメージはしており
ません。 
 
○西澤委員  
 今のことでちょっと引っかかったのですが、小規模
施設というのは、地域のグループホーム以外にも、例
えばオンキャンパスの小舎制も小規模ですよね。私、
アメリカで３年ほど向こうの施設に勤めていたのです
が、精神病院から来る子ども、ここでだめになったら
精神病院に行かなければいけない子どもたちのケアは、
やはり小舎ユニットです。要は、小舎の問題としてい
つも言われているのは、日本でもよく言われるのです
けれども、例えば子どもと大人との関係が悪かったら、
もうそれでどうしようもなくなるとか、風通しが悪い
とか言われているのは、あれは職員配置の問題とかそ
ういうところに由来するので、もちろん四方委員が言
われるように検討はしなければいけないと思いますが、
私の海外での経験やこれまでの蓄積からいくと、そう
いう重症度の高い子どもでもやはり小規模が望ましい
というのが大体の風潮ではないかと思います。 
 
○松原委員長  
 そういうことも含めて、この本体施設のところでも、
左側のところで、これも小舎制ホームでやりましょう
ということを書いてあります。大体そのように考えま
した。なぜか考えたかというと、今までにさんざんに
議論してまいりましたので、それを生かしているつも
りです。 
 
○加賀美委員  
 今、せっかく資料４のことが出ましたので。これを
言葉に変えたものが、２の２「概ねの方向性」で、「施
設養護の中長期的なあり方としては」という部分に該
当すると捉えてよろしゅうございますか。 
 
○松原委員長  
 そのとおりです。 
 
○加賀美委員  
 それをまず確認しておいて、これを中長期的な課題
とするということで真っ先に挙げてあるのですが、先
ほどから、緊急度といったところでどういうビジョン
を持っていて、どのように中長期のところに結んでい
くのかという道筋が見えてくる方向性でないとだめだ
ろうと思っています。そのことを含めて、中長期とい
うのは大事だと思っていますけど、やはり緊急度につ
いての課題が真っ先に挙げられてきて、まず方向性を
持っていくところかなと思います。 
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○松原委員長  
 事務局の弁護をするわけではないのですが、中長期
でそういうことで挙がっていて、７ページの「社会的
養護の質の向上」のところの「概ねの方向性」の一番
下の「サービスの質の向上」云々と書いてあるところ、
こういうところで、まさに緊急的にいろいろやるとこ
ろをリード役にしていく、そういうインセンティブを
きちんと働かせていくということで、その緊急度にも
対応できるような考え方をしているのではないかと、
多少弁護しておきます。 
 
○奥山委員  
 今ちょうど、「概ねの方向性」の７ページのところの
お話が出たので、細かい点ですけれども、追加したい
と思います。 
 要するに、今の緊急性の一つだろうと思いますが、
子どもたちがいっぱい入れられて大変な状況になって
いるということがあるわけですね。子どもたち一人ひ
とりの行動の問題も多いと。それにどう対応するかを
考えていくときに、まず小規模とかいう大上段ではな
くて、今の施設をどう改善していくのかという第一歩
ということで考えたときに、その中で、子ども同士も
あるし、施設の職員の問題もあるでしょうけど、虐待
を防ぐとか、いろいろなことを考えていくと、施設の
第三者評価というものをきちんと入れていった方がい
いのではないか。そういうことを考えていくことも大
切なのではないかと思います。 
 
○松原委員長  
 どこかに第三者評価については入っていましたね。 
 
○奥山委員  
 「主な指摘事項」の中には入っているのですけれど
も。 
 
○松原委員長  
 「方向性」の方へ少し。 
 
○奥山委員  
 そうですね。もう少し強調してもいいのかなと思い
ます。 
 もう一つですが、今大変になっているところで、何
から手をつけられるだろうといろいろ考えていくとき
に、もちろん人は増えないとだめだということは前提
ですが、小舎型に移るに当たって、今の中・大舎の中
でも、クワイエットな空間といいますか、静かにでき
る空間として、カーッとなったときにそこにいて自分
をおさめられるような個室であるとか、行動が激しい
子どもはある程度個室対応が必要だとか、セクシャル
アビュースに対応する社会的養護をどうするかきちん
と考えなければいけないという話が出ていましたけれ
ども、セクシャルアビュースの子どもがいるときに、
グループで寝かせているといろいろな問題が起きてき
ますし、そういうことを含めて、個室にきちんと入れ
ていくような対応をしなさいと。最低基準を変えるな
りして、物理的な環境を変えることも必要になってく

るのではないかと思います。 
 
○松原委員長  
 ありがとうございます。いろいろ細かいことをどう
書けるかということがあると思いますが、おっしゃる
ことは大切で、僕もこの間、九州のある児童養護施設
を見学させていただいて、親が面会に来てかえって興
奮してしまっている子どもを、生活空間に返す前に、
いわゆる本体部分のところで、まさにクワイエットな
空間と時間が保障できるような工夫がされているとこ
ろを見てきて、非常にいいなと感じました。 
 そういった工夫をされているところ、そういうもの
にきちんと応えられるような形でまさにインセンティ
ブを働かせていく、また、それが全国発信できるよう
な仕組みは大切なのかなと考えております。たまたま
奥山先生にお話を出していただきまして、そのほかに
もいろいろな工夫があるかと思いますが、非常に大切
なことだと思います。 
 ほかにいかがでしょうか。 
 
○高橋委員  
 第三者によるサービス評価が今徐々に進み始めてき
ていますけれども、やはり措置施設の特性は、前回も
お話ししたのですが、まだまだ理解されていないとい
うところで、そういう評価員の養成も必要だと思いま
すが、もう一つ、評価だけではなくて、積極的にコン
サルをするような仕組みを入れていくことも必要だと
思います。そういう専門家を養成することも必要では
ないかと思うので、ぜひ、施設経営とか養育、心理が
介入することでのコンサルテーションとかいう仕組み
が徐々にできてきているけれども、施設全体の、納税
者側から見るというよりも、むしろ経営を専門的に見
るような仕組みをつくってコンサルテーションしてい
くことも大事なことではないかと考えます。 
 
○松原委員長  
 お２人の委員から、第三者評価の重要性みたいなこ
との指摘をいただきました。 
 
○武田委員  
 質問と意見ですけれども、３ページの「家庭的養護
（里親・グループケア）」と書いてありますけれども、
このグループケアというのは、何をいわんとしている
ものでしょうか。それは前からちょっと引っかかって
いたところなので、それを伺っておきたいと思います。 
 それから、自立援助ホームに関しては、東京に自立
援助ホームが多いので、地方の子どもを今まで随分頼
まれてきたのですけれども、東京都がその辺かなり厳
しくものを言うようになってきて、地方の子どもを受
けるときには、地方に費用負担してもらうことと、地
方の子どもが入ったために東京の子どもが入れない責
任をどうしてくれるのかということを、この２年ほど
かなり言われているものですから、各地方自治体に、
目標としてですけれども、自立援助ホームをつくるこ
とによって、地元での生活の安定を図る基盤を子ども
たちに保障する。それを入れていただけたらと思いま
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す。 
 
○松原委員長  
 わかりました。御質問の点については、事務局の方
でお答えいただけますか。 
 
○古川室長  
 次の４ページの３つ目にありますけれども、いわゆ
る里親やグループホームなどを典型的な例といたしま
して、小規模集団での生活を行えるような形というこ
とで、これは様々な形があっていいと思いますけれど
も、障害者の方や、高齡者の方にあっても、いわゆる
グループホームというものが落ち着いた生活に大変効
果があると言われておりますので、一つの典型例とし
て、このファミリーグループホームというものをイメ
ージして書かせていただきました。 
 
○武田委員  
 それは施設の小規模化で既に言われている部分のよ
うな気がするのですけれども、「家庭的養護」のところ
にあえて入れているのはなぜですか。 
 
○古川室長  
 小規模化が、ひいては家庭的な養護につながる一つ
のあり方として望ましいのではないかということで、
ここに整理させていただいたということです。 
 
○武田委員  
 施設の方の意見もちょっと伺えたらと思うのですけ
れども、２番で小規模化を言われているということは、
施設の取組みとしてのグループホームは、ここで既に
挙がってきているわけですよね。さらに３番でまたグ
ループホームが挙がるということは、ちょっとわかり
にくくしているのではないかと思いますが、いかがで
しょうか。 
 
○古川室長  
 １点補足させていただきますと、いわゆる施設サイ
ドからもだんだん小規模化していくという考え方と、
例えば里親さんのように個々で取り組んでいただいて
いる方からも、グループを組んでいくという方向があ
り、それぞれの方向からグループ型を目指すことが現
実的な小規模化を実現する手法としてあるのではない
かということで、このようにそれぞれの項目から記述
をさせていただいております。 
 
○高橋委員  
 これは、高齢で言うユニット化ですよね、この「グ
ループケア」というのは。 
 
○松原委員長  
 ちょっと違うと思います。武田委員がおっしゃる方
が近いと思います。 
 僕がイメージしていたのは、東京都等がされている、
いわゆる養育家庭で、１人や２人ではなくて、６人ぐ
らい受けていらっしゃる里親の方がいらっしゃるグル

ープホームなので、恐らく、東京都的に言えば、武田
委員がおっしゃるようなグループホームという発想に
なるのかなと思います。 
 
○西澤委員  
 それだったら、「ファミリーグループホーム」とはっ
きり書けばいいんじゃないですか。そうでもないんで
すか。 
 
○武田委員  
 それは、やはり地域によって解釈が違うかもしれな
いのですが、一般的に言ったら２番で、いわゆる施設
が取り組むグループホームはもう既に挙がっているわ
けです。 
 
○松原委員長  
 それは、表現をどこに持っていくかということで、
本来の趣旨は、恐らく、事務局が考えていることと武
田委員が考えていることは変わりないと思いますので、
それをどこに移すかということ。ただ、要するに、施
設を小規模化していくことも必要だけれども、一方で
里親を普及しながら、その里親が多様な形で存在し、
その中には、比較的な数字で言いますけれども、人数
を多く受けてくださる里親さん、そういうものの充実
も図っていきたいという線だということを御理解いた
だいて、あとは、表現をどこの場所に置くかは工夫し
たいと思います。 
 奥山委員、どうぞ。 
 
○奥山委員  
 一つ抜けていると思うのは、施設体系の問題を、最
終的に今の乳児院、養護施設、情短、児童自立支援施
設という施設体系をどうするのかというあたりの議論
が深まっていなかったかなという部分があると思いま
す。このままこの４つの体系を維持し、例えば情緒障
害児短期治療施設がもうちょっと低年齢も入所させま
しょうよとか、そういうちょっとしたマイナーチェン
ジだけで済む問題なのか。それとも、昔たしか議論が
あると思うのですけれども、いわゆる生活型施設と治
療型施設という分け方に大きくしてしまうのか。そう
いったところの、里親さんとの関連も含めて、どうい
う体系がいいのかというあたりのことは、議論がまだ
詰まっていなかったと思います。 
 
○松原委員長  
 加賀美委員、御意見がありますか。 
 
○加賀美委員  
 奥山委員から出たこととかぶっているところもある
のですが、それは今おっしゃっていただきました。つ
まり、未来像のところでは、社会的養護施設という大
きなくくりの中で、そのことを一応提起はしてありま
す。そこのところを、この社会的養護のあり方専門委
員会ではどう整理するかと思っています。 
 今申し上げたいのはもう少し細かいことですが、２
の「概ねの方向性」で、２番目に、「こうした将来的な
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方向を見据え、子どもの自立を視野に」というくだり
で、後の方の「専門的支援機能や在宅支援機能、一時
保護機能など地域の拠点として諸機能を充実・強化し
ていく」というくだりがありまして、これを、言って
みれば社会的養護の機能として施設養護の中に付置す
るというイメージでいくと、４の「概ねの方向性」の
ところは極めて雑駁と言っては何ですが、施設の努力
義務みたいなイメージだけが強調されているので、こ
このところをもう少し丁寧にしておく必要があるので
はないか。言ってみれば、どういう機能をここに持っ
ていくかということがちゃんと語られていかないと、
ここのところが、地域支援のところはこの部分でいっ
てしまう可能性もあるので、２のところでせっかくそ
ういうことを言っていますので、ここのところの「概
ねの方向性」の２つについても、機能充実ということ
も挙げておいていただきたいと思います。 
 それから、年長の子どもの自立支援のところの「概
ねの方向性」では、自立援助ホームの機能強化という
ことを具体的に挙げてあります。あとは、自立に向け
ての生活拠点、就労支援といったようなことで、施設
を退所した子どもたちへの支援のあり方について、実
効ある制度的対応を検討すべきということは、その意
見の中に、自立を目指す子どもに貸付け制度であると
か、保証の問題であるとか、そういったことがありま
すが、そういったことも含めておっしゃっていること
だと理解できます。イメージとしては、施設から大学
へ進学する子どもたちのイメージがここでは見えてこ
ない。その子どもたちがかなりいるわけで、社会的自
立ということを考えたときに、この子どもたちの支援
もかなり重要だと思います。ですから、そこのところ
もしっかりと、大学へ進学する子どもたちも支援する
ということも、きちんとしっかりと社会的養護のとこ
ろでは枠に入れていく必要があるだろうと思います。 
 
○松原委員長  
 今、ちょっと中間の整理をさせていただきます。 
 １つは、奥山委員がおっしゃったのですが、この「方
向性（案）について」という議論を始めるスタートの
ところで、児童部会の虐待の専門委員会からこれがで
きてきた経緯とか、今、社会的養護の、特に子どもた
ちが置かれているような状況について少し書きましょ
うという御意見をいただきました。スタートポイント
を明らかにしましょうということの議論はぜひ入れて
いきたいと思います。 
 それから、四方委員がおっしゃってくださいました、
「連携」については、これは野田委員も書かれており
ますので、そこかしこに「連携」という言葉が入って
おりますけれども、御意見を参考にしながら、もう少
し練ってみたいと思います。 
 武田委員あるいは兜森委員もおっしゃっていたので
すが、適正な供給態勢といいますか、ニーズにきちん
と合ったような形でどういう工夫ができるのかについ
て考えなければいけないという御指摘があった点だけ
は確認しておきたいと思います。 
 もう１点。資料４にかかわって、これは事務局と私
が勝手につくったのではなくて、乳児協から出してい

る近未来像とか、全養が出されている近未来像、その
他いろいろな関連の厚生科学研究などでされたものを
参考にし、これまでのいろいろな議論を参考にしなが
らつくったものです。逆に、事務局から御紹介をいた
だき、いろいろな説明をする中で、奥山委員がおっし
ゃった、全体像を見直す中で、各施設についてどう考
えるかということについて、まだ委員会の中では確か
に議論されていないということがあって、これがどう
いう形でまとまるか自信がないのですけれども、その
議論は１度しておくべきかなと考えております。 
 ただし、それをこの 30分でというのはなかなか難し
いかもしれないので、時間があったら入り口のところ
に入りたいと思いますが、そこまでで、それも 29日に
できれば少し議論を深めながら、それを、私としては、
資料３とか資料４にその議論を生かしていくような形
で、ここへうまく織り込めたらと考えております。 
 そのような形ですが、これはもちろん、報告書が出
るときに、少なくとも資料４などはきちんと報告書の
資料のところに載っていく性質のもので、ここでしっ
ぱなしということではない形で生かせると思いますの
で、そのための時間も取りたいと思いますが、職責上、
先を見てしまうのですが、29日にあと１回やりますが、
今日いろいろな御意見が出ましたので、恐らく、手直
し等についてもう少し時間がかかるだろうと思います。
そうすると、その手直しされたものが出てきて、そこ
でまた議論してと考えると、もう少し資料１について
具体的な項目について、御指摘等をいただき、残り 30
分くらいでいただいておくと、事務局の作業もやりや
すいかなと思います。 
 今、中間のまとめは何点か確認をさせていただきま
したけれども、そのほかにここということがあれば、
お願いします。 
 
○庄司委員長代理  
 今日は、この「概ねの方向性」に基づいて議論して
きましたけれども、「概ねの方向性」は事務局の方で整
理していただいていると思いますので、最大公約数的
なものになってしまっているという感じで、むしろ、
「主な指摘事項」の方が具体的で、検討する課題が多
いように思います。この「主な指摘事項」について、
意見は上がったけれども、十分な議論をしたのかなと
いうことがちょっと気になります。 
 例えば４ページで、「主な指摘事項」の下から３番目
で、「一時保護委託先としての機能を持つべき」という
提案はあったと思いますが、それでいいよということ
と、そういう必要はないというような検討はあまりし
てこなかったと思います。そういった意味で、指摘事
項についても目を向ける必要があるかなと思いました。 
 この「家庭的養護」の「概ねの方向性」のところは、
すぐにでも、やりようによっては予算もそんなに考え
ずにできることかなという感じもしますし、やり方に
よっては児童相談所がかかわらないとできないところ
もあると思います。 
 それから、特にここに関係して、今までずっと「里
親」と言ってきましたけれども、名称がこれでいいの
かということも、新しい方向性を出すときに検討すべ
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き課題かなと思います。 
 
○松原委員長  
 坂本委員、お願いします。 
 
○坂本委員  
 まず、２の「施設養護のあり方」のところに関連す
ると思うのですけれども、ここで、生活機能、治療機
能、教育機能などケア機能の強化ということで、総論
的にはこれが言えるのですけれども、施設種別で言う
とあまり適切ではないので、例えば非行問題に対して、
あるいは、それ以外の問題に対して、どのような機能
を発揮するかという点で考えますと、やはり少し集約
しきれない、各施設が今担っている機能をもう少し特
化した固有のものも書いていく必要があるのではない
かと思います。 
 特に非行問題では、先ほど資料をいただきましたけ
れども、この提案の中であったことがニュースで流れ
て大変ショックを受けましたが、少年院への入所の年
齢を下げていこうということが提言されていますよね。
これが実現されるかどうかは別として、児童福祉に携
わる者としては、それについて、もう少しこだわり逡
巡する必要があるのではないかと思います。そういっ
たときに、今の児童自立支援施設の機能をさらに強化
する必要があることも十分に出てくる可能性もあるの
ではないかと考えました。そういうことで、もう少し
各論的なこともここには盛り込まれていいのではない
かという気がいたします。 
 それから、１のところですけれども、地域養護とい
うことは書かれていますが、ここで何らかの形で市町
村ということをもう少し意識できるような書き方がで
きないかなと思います。この社会的養護に関して、市
町村は、我がこととは今の段階ではなかなか思ってい
ない現状があります。児童相談所と施設のことである
という認識がまだまだ強い中で、児童相談所の機能が
市町村に行くことになればまた変わってくると思いま
すが、もう少しここでも市町村の役割を何か入れてい
くような工夫が要るのではないかと思います。 
 それから、２のところに入るかと思いますが、既に
「主な指摘事項」の中にはありますので、「概ねの方向
性」のところでは、子ども、家庭に対するケアプログ
ラムの研究開発という方向性も盛り込んでいただく必
要があるのではないかと思います。自立支援計画、あ
るいは、それに先立つアセスメントについてはかなり
意識化されてきていますが、やはり何といっても今足
りないのはケアプログラムとその実施ですので、どう
いう治療をしていくのか、それに対する標準的なプロ
グラムをどのように開発していくのかという視点が必
要ではないかと思います。 
 それから、年長児のところですけれども、18歳の子
どもを特に意識した方向性が書かれていますが、自立
に向けた準備が必要な中卒以上の子ども、15歳以上の
子どもたちへの処遇も今後は念頭に置いていく必要が、
社会のニーズとしてはあるのではないかと思います。
心理的、社会的に自立困難な子どもたちをどう支援し
ていくかという機能を、社会的養護の中でしっかり担

っていく必要が今後出てくるのではないかということ
です。 
 以上です。 
 
○松原委員長  
 ありがとうございました。今日の里親会のお話の中
でも、活動をされる中で、武生市が市の事業として新
たな事業を立ち上げたというお話も伺うことができま
したので、やはり市町村の役割も今後は大きくなって
いくのかなと思います。 
 児童自立支援施設の役割については、徳地委員、何
かコメントがおありになりますか。 
 
○徳地委員  
 ４番のところでお話しさせていただきたいのですが。 
 
○松原委員長  
 では、そこを発言していただいて、次に西澤委員に
お回しします。 
 
○徳地委員  
 家族関係の調停について、若干御報告します。 
 やはり親子関係に非常に問題があるために児童自立
支援施設に入ってくるわけですが、うちの場合ですと、
70％がひとり親家庭です。特に母子家庭が多くなりま
して、35％がお母さんとの生活。その次が父子家庭と
いうことで、これも30％くらいです。そういうことで、
70％がひとり親家庭です。 
 そういうことで施設に入ってくる年齢というのは、
中学２年生、３年生が一番多いのですが、実際、非行
となりますと、７歳、８歳くらいでまず非行があり、
施設に入ってくるまでの期間が７年ぐらいありまして、
その期間は、いわゆる非行の学習期間ということにな
って、そういうことで親子関係に非常に問題があって、
精査されて入ってくる。そういうようなことで、施設
に入ってくる中で親子関係を修復しなければなりませ
ん。 
 そのためには、単に親が来て、面会して、はいさよ
うならではなくて、どういうことが必要かといいます
と、一種の家族療法的なものもやってみて、それで関
係修復をしていく。特にうちの場合は全国から来てい
ますから、面会にもなかなか来れないような家庭が多
くて、そういうことでは非常に苦労しているのですが、
地方の児童自立支援施設ですと県内にもありますから、
そういう点では施設の方から出向いてみたり、もちろ
ん面会に来てもらったりということで関係修復をして
おります。そのためには、いわゆる心理専門職の人間、
生活指導担当職員を交え、１泊２日もしくは２泊３日
のプログラムを組みまして関係修復を図っていく。そ
ういうことでその後は対処していくということをやっ
ております。 
 もう一つは、アフターケアのことがあまり詳しく書
いてないのですが、ぜひともアフターケアの専門職員
を入れてほしいと思います。私、以前、日本の現状で
すと、医療担当職員が子どもとの関係がいいというこ
とで、自分の休暇のときを使って、家庭に行ったり、
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職場に行ったり、あとは電話とか通信、そのようなこ
とでアフターケアをやっているのですが、アメリカの
施設などですと、アフターケアは専門的な教育を受け
ている人間が、アフターケア専門職員としてやってい
るわけです。決して、施設職員がそういうアフターケ
アをやっているところはありません。どっちかといい
ますと、施設職員は施設の退院生とかそういうものを
施設職員としてやっております。アフターケア専門職
員は社会的地位の高い方がやっておりまして、私自身、
今まで施設経験がありまして、アフターケアというの
は、関係性ができている職員が直接行けば一番いいか
と思っていたのですけれども、アメリカの施設におき
ましては、今紹介しましたとおり、施設の直接の職員
は、単に子どもを管理していくだけであって、あとの
直接的な指導はそれ以外の職員がやる。特にアフター
ケアに関しては非常に重要な仕事ですので、専門的な
教育を受けた人間がそのようなことをやらなければい
けない。そのようなことを御紹介します。 
 
○西澤委員  
 このことを話そうと思って手を挙げていたわけでは
ないのですが、今、「子どもを管理」とおっしゃったの
は、やはりまずいと思いますので。子どものケアをす
るのであって、管理するわけではないので。 
 それから、今おっしゃった、アメリカの施設でのア
フターケアということをおっしゃいましたが、あれは
要するにファミリーソーシャルワーカーのことだと思
います。ＤＳＳに所属するファミリーソーシャルワー
カーがケアワーカーの後を継いでやるということだと
思います。 
 私が手を挙げたのは、２の「施設の養護のあり方」
の中で、ケア担当職員の質的・量的な確保ということ
がさらりと書かれているのですけれども、これは非常
に重大な問題で、人員配置を含めた最低基準の見直し、
改善ということをどこかに入れておかなければまずい
のではないか。小規模を支えるにも今の最低基準は無
理だと、私は何回も繰り返して言いましたけれども、
その点は触れるべきだろうと思っています。ただ、具
体的に、何対何の配置がいいのかについては、さっき
のニーズ評価ではないですけど、適正な配置基準を、
やはりリサーチをかけないといけないと思うし、そう
いったものをきちんと科学的に検討する。多ければ多
いほどいいというようなわけのわからない議論ではな
くて、そういう仕組みが必要だろうと思います。 
 それから、質的な部分については、必ず出てくるの
が研修ということですけど、これは中期的なことにな
るのかもしれないけど、僕は資格要件の問題が出てく
るだろうと思います。今のケアワーカーの資格は、保
育士資格ということが１つあるし、あとは任用資格で
すよね。これはまずいのではないか。そういった子ど
ものソーシャルワーカーなりケアワーカーの養成をき
ちんとするというような、それが国家資格に結びつく
のかどうかわかりませんけれども、そういった養成プ
ログラムと資格化を考えていかなければいけないだろ
うということと、これは業界の皆さんからはえらい怒
られるかもしれないけど、施設長の資格要件というこ

とも関係があるのではないかと思います。日本の場合、
施設長が全権を持つシステムになっていますから、ど
うしてもそこに専門性ということが要求されると思う
し、また嫌われ者になると思いますが、そこのところ
は考える必要があるのではないかと思います。 
 あと２点あるのですが、１点は、気になることは施
設内虐待の問題で、６番目の「社会的養護の質の向上」
のところで書かれていることは、これはまさしくその
とおりですが、施設内虐待に関して、もう一つは、ア
メリカの場合は、民間の施設のネットワークの中で相
互にスーパービジョンをするシステムによって風通し
をよくするという仕組みがつくられているのですが、
それと似たような発想でいくと、養護施設の協議会が
相互に、北海道の場合はケア基準をつくっていますけ
ど、どの程度の実効性があるのか僕はよく知らないの
ですが、第三者評価も大事だけれども、ああいったも
のによって身内で監視し合うシステムをつくる必要が
あるのかなと思います。 
 もう一つは、これだけ施設内虐待のケースがこれだ
けたくさん蓄積されているのだけれども、具体的には、
ちゃんとしたデータになっていないので、今までに幾
つか起こった有名な事件に関しては内部で処理されて
しまっている可能性があるというか、僕には見えてこ
ない。そうすると、そういうものについて、もう一度
検証・調査をして、そこから基礎データを得る。だか
ら、これは厚生省としてやれなくても、どこか、例え
ば日本子どもの虐待防止研究会等の学術団体にあれす
るなり、何かそういう基礎研究ができないかと思って
います。 
 最後に、これは報告書のとは全く無関係ですが、前
回のときに私が発言した内容で、一部だけが切り取ら
れて風紋となって流れて、西澤はまたよけいなことを
言いやがったというリアクションを私は受けたので、
ちょっと確認しておきたいと思います。 
 私はこの前のときに申し上げたのは、これからは、
すべての子どもにイコールのケアではない、子どもに
よってケアの強度が違ってくるはずだ。そのために、
例えば児童相談所のアセスメント機能の強化というこ
とを言っているわけで、それによっては、変な話です
けれども、子どもにかかるお金が変わってくるだろう
と。したがって、そういった形で今後は子どもにニー
ズに合わせたケアを保障していくために措置費の体系
も見直さなければいけない。そうすると、例えば定額
払いなんていうものはなくなるでしょうねという話を
したのが、「定額払いがなくなる」のところだけが切り
取られて風紋で流れたということがありました。これ
は、私は自分自身の保身のために、ここでもう一度、
そういうコンテクストであることを確認しておきたい
と思います。 
 長くなりまして済みませんでした。 
 
○奥山委員  
 施設内虐待のことを話そうと思ったのですが、西澤
先生が指摘されたので飛ばすことにして、兜森委員に
伺いたいことがあります。子どもの社会的養護を考え
たときに、ＤＶ家族とかそういうことで、親が子ども
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を連れて逃げていく。ここでどういうケア、治療が必
要かというところが議論としてはなかったのではない
かと思います。今、ＤＶが増えていて、多分、兜森委
員の方などにかなりの方がいらっしゃっているだろう
と思います。そういう家族へ、母子寮 7 での指導はあ
るのですけれども、子どもの治療とかケアは、その中
にどのように組み込まれていくべきとお考えなのか、
その辺をお聞かせいただけたらと思います。 
 
○兜森委員  
 今の御質問、本当に感謝いたします。と申しますの
は、実は、このメンバーの中で母子生活支援生活は私
だけですけれども、資料４を見ても、このペーパーを
見ても、幾つかの意見は述べさせていただいてきまし
たが、母子生活支援施設の立場、中身がどうも見えて
こないという感じがして、私はさっき、こういう形な
んだなということで赤を入れさせていただいて、後で
発言しようと思っていたのですが、それはまた別のこ
ととして。 
 今、ＤＶの話がありました。それから、先ほど、徳
地委員から、児童自立支援施設の入所比として、ひと
り親世帯が多くて、うち母子世帯が 35％、父子が 30％
という話を聞いて非常にショックでした。母子世帯と
父子世帯の割合からすれば、父子世帯は母子の約６分
の１という統計ですので、それからすると、同じひと
り親世帯でも父子世帯比率が圧倒的に多いなと思いま
す。社会的養護の関係からしても、ひとり親家庭が抱
えている課題はやはり大きいと再認識したところです。 
 今のＤＶの話ですけれども、母子生活支援施設の利
用者の方たちにはＤＶ被害者が約４割おられます。こ
れも地域性がありまして、ＤＶ被害者が比較的少ない
施設と圧倒的にＤＶ被害者で占められている施設に大
きく別れますけれども、そこでどういう支援をさせて
いただいているかと申しますと、まず１つは、直接の
被害者である母親に対して、第一義的には、安全と安
心を提供させていただくということが基本です。それ
から、児童についても、同じ家庭の中で両親のＤＶを
目の当たりにしてきたということは、とりもなおさず
児童虐待と私どもは認識しておりまして、被害者であ
る母親から直接児童に対する虐待が生じてくるという
こともままございます。 
 母子生活支援施設は、御承知のように、母親とお子
さんという親子を一緒にケアさせていただくという施
設ですので、もちろん、さっきも申しました安全と安
心を提供するということに加えて、いろいろな時間や
経過がありますけれども、それをベースにしながらい
やしの時期を過ごしていただく。さらに、いろいろな
課題を解消する支援をしていきながら、自分の力でま
た人生を生きていくというような、いわゆるエンパワ
ーできるような形で支援をしていくことをさせていた
だいております。 
 そういう意味で、虐待問題が大きくクローズアップ
されて、そしてこの社会的養護の委員会も立ち上がっ
ていると認識しておりますけれども、母子についても、
ＤＶ対応の機能を発揮させていただいていることと、
親子が一緒に生活をしていただいている施設であると

いう観点から、これは第１回目か第２回目のときにも
申し上げたのですが、親子関係の修復や再構築である
とか、親子の分離を含めて、ある意味でのアセスメン
ト機能を持っていることを申し上げさせていただきた
いと思います。 
 
○松原委員長  
 ありがとうございました。４の部分の御発言もある
かと思いますが、次回その議論をしますので、後で、
その赤が入ったものを私にも見せていただきたいと思
います。 
 事務局から何かありますか。 
 
○古川室長  
 先ほどの職員の配置基準に関して、科学的裏付けを
持って数値を示すべきではないかという御指摘につい
てですが、先ほどの数値目標と同じ話でありまして、
具体的な方向性をどのように表現するかは、ぜひ御相
談させていただきたいと思っております。この「概ね
の方向性」の記述につきましても、本専門委員会とし
ておまとめいただけるとすれば、役所はそれを正面か
ら受け止めることは、当然意識をしております。 
 
○加賀美委員  
 今のことに関連して、事務局の立場ということを考
えれば、ここでは、あくまでも措置費の問題について
は、個々の施設における子どもの状況、創意工夫、努
力といった取組みに反映したものにという言い方であ
ると書いてありますので、概ね西澤委員がおっしゃっ
た趣旨はこういう形で表現されていると理解しており
ます。ただし、今後のあり方とすれば、これは社会的
養護全体をどう考えるかというところで、入り口の問
題は別の部門でという話は先ほど申し上げたとおりで、
つまりアセスメントの問題が不十分な状況にある今日、
この問題を本当に、個々の施設における子どもの状況
をどう反映できるのかということがありますので、こ
れは今後の重要な課題であると思っております。言っ
てみれば、そこのところがきちんとできれば、措置職
員の配置問題についてもかなり改善を期待できると思
っているところです。 
 
○松原委員長  
 ありがとうございました。いろいろな議論をいただ
きましたが、これは現実的な時間の制約がありますの
で、再度の細かい整理はしませんけれども、資料２の
中の各委員からの発言に入れられるもの、「主な指摘事
項」に入れていくべきもの、「概ねの方向性」はまた少
し工夫したいと思いますが、ここないしは「課題」と
いうところに入れていくべきもの、いろいろな御意見
をいただいたと思います。全体に議論をしていただい
た中で少し振り分けができるかなと考えております。 
 ただ、庄司委員がおっしゃっていたところがすごく
大切で、今日、「主な指摘事項」で挙がっている中で、
十分に議論していないところがあるかもしれない。具
体的に挙げていただいた一時保護委託については、先
ほど中村課長から資料６を紹介していただいた、この
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６の中でも一時保護の話が出ておりますので、まさに
すり合わせということで、ぜひ 29日には児相との関係
で、一時保護をどのようにお互いが考えているのかと
いう議論をしたいと思います。 
 前回の虐待の委員会のところでは事務局がいろいろ
御苦労されて、ここの指摘事項は、場合によっては両
論併記ありみたいな整理もさせていただいたのですが、
ここはそこまでシビアにならなくていいと思います。
また、もう少し時間がありますので、これは「主な指
摘事項」として表現されては困るということがおあり
になったら、29日に発言していただきたいと思います。
今日のところは、庄司委員から、一時保護のことにつ
いてもう少し議論しましょうということで、偶然かど
うかもわかりませんけれども、「機能の強化・充実」と
いうことだけ表現してありますので、その中身を、児
童相談所なり市町村との役割分担をどうするかという
ようなことも、議論は次回できるかと思っております。 
 残り５分を切りましたが、これはどうしても今日発
言しないと 29日につながらないとか、まとめには絶対
につながらないということがございますか。冒頭から
の全体の位置付け等については重々伺いましたのでま
た考えさせていただくとして、でも、これはまだある
ということがおありになりましたら、どうぞ。 
 
○奥山委員  
 「周辺との問題」で、メインのラインではないかも
しれないけど、やはりＤＶで、母子寮だけではなくて、
シェルターの問題とかいろいろな問題が絡んでくると
思います。また、教育との関係とか、その辺の周辺と
の連携みたいなところは、一回きちんとまとめなけれ
ばいけない項目で、もう少し議論が必要な項目かなと
思います。学校との連携もあるということで終わって
いるので。 
 
○松原委員長  
 そうですね。資料４で言うと、点線で囲った部分で
すね。「地域の社会資源との連携」、例えばそういうＤ
Ｖ対策との関連その他で、方向性までまとめられるか
どうかはわかりませんが、ここでの議論としてこうい
うことをやったということは、記録に残せるのではな
いかと思いますし、必要だと考えております。 
 
○兜森委員  
 次回の議論につなげるためにどうしてもということ
で１つお願いします。 
 先ほど、資料４の件で少し話しかけたのですが、後
で委員長に御覧いただくとして、実は、今の奥山委員
の御発言にもありましたけれども、母子生活支援施設
は、資料４の中の外にあって、いわゆる地域で支援す
る体系なのかなと悩んできたところです。今、ＤＶ対
策の話がありましたが、母子生活支援施設が仕事をさ
せていただいているのは、もちろんＤＶ対策だけでは
なくて、本来の児童福祉の仕事も熱心にさせていただ
いているということからすれば、このシステム像をど
ういう形でこれに加えていったらいいのかということ
が、私もこの間からずっと考えていますけれども、何

かいいお知恵があったら、次回に拝借したいと思いま
す。 
 
○松原委員長  
 ありがとうございます。私のつもりとしては、本体
施設の一つの種別として母子生活支援施設も入って、
シェルターとしての一時保護機能も持っているし、地
域支援機能もお持ちだし、いわゆるサテライト型の小
規模母子もありますので、そういう意味では小規模ホ
ームの整理ができるので、各児童福祉施設の核の中に
は母子生活支援施設も含まれていると私は考えており
ます。決して外にはありません。 
 
○兜森委員  
 ありがとうございます。「各」という一文字の中にこ
れが入っているなという、先ほど委員長が、各に入れ
てあるとおっしゃってくださったので、そうかなと思
いましたので、それはそれで、今明快にいただきまし
た。ありがとうございます。 
 ただ、市町村から自立、家庭復帰に至るまでの矢印
のつけ方として、もう一つ工夫が必要なのかなという
感じがいたしましたが、それについては後でまた。 
 
○松原委員長  
 後でまた図を見せていただきたいと思います。 
 Ａ４判一つにまとめることは難しいので、できると
Ａ３判になってしまうかもしれませんが、工夫したい
と思います。 
 それでは、どうもありがとうございました。時間に
なりましたので、次回の開催の確認を事務局からして
いただいて、今日は閉会とさせていただきたいと思い
ます。 
 事務局、お願いします。 
 第６回専門委員会は、９月 29 日、月曜日、午前 10
時から、17 階の専用第 21 会議室で開催を予定してお
ります。委員の皆様には、お手元に開催の御案内を配
付させていただいておりますので、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。それでは、これをもちま
して第５回専門委員会を終了いたします。長時間にわ
たりどうもありがとうございました。 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
1 財団法人全国里親会のこと。以下、「里親会」と略

すこともある。ただし、各地方自治体の里親会を
さすこともある。 

2 児童養護施設のこと。以下、「養護施設」と略す。 
3 児童相談所のこと。 
4 全国の児童相談所のこと。 
5 情緒障害児短期治療施設のこと。 
6 虐待の防止等に関する専門委員会のこと。 
7 現在の母子生活支援施設のこと。平成９年の児童福
祉法改正以前の母子生活支援施設の名称。 
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