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シンポジウム 「児童福祉法改正と今後の社会的養護の展望
～子どもの権利を中心に置いた徹底討論～」
シンポジスト：
相澤

仁（共同代表／大分大学福祉健康科学部 教授）

井上

登生（医療法人井上小児科医院 理事長・日本子ども虐待医学会 副理事長）

畑山

麗衣（NPO 法人 Giving Tree 相談員（ユース事業））

高橋恵里子（日本財団公益事業部長）
上鹿渡和宏（早稲田大学人間科学学術院 教授、早稲田大学社会的養育研究所 所長）
助言者：
中野

孝浩（厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長）

山縣

文治（関西大学人間健康学部 教授）

コーディネーター：
柏女

霊峰（共同代表／淑徳大学総合福祉学部 教授）

藤井

康弘（代表幹事／東京養育家庭の会参与、元厚生労働省障害保健 福祉部長）
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コーディネーター
柏女

霊峰

（共同代表／淑徳大学総合福祉学部 教授）

皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました、

ていただきましたので、役割分担をしながらお願いをで

淑徳大学の柏女と申します。今司会からお話がありまし

きればと思います。そこで 15 分間休憩をいたします。

たように、このパネルシンポ、メインシンポジウムでは

そして 2 時 30 分からですが、1 時間ちょっとの時間に

児童福祉法改正と今後の社会的養護の展望というテーマ

なるかと思いますけれども、全体のディスカッションを

で、3 時間をとりまして進めさせていただきたいと思い

進めていきたいと思います。コーディネーターは、前半

ます。趣旨説明をすべきところですけれども、既に主催

と後半を分けまして、前半を私柏女が担当し、後半は今

者の挨拶、あるいは橋本局長のご挨拶、さらには中野課

Zoom 参加しております藤井が担当して進めていくかた

長の行政説明、基調講演の中で詳細なお話がありました

ちにしたいと思います。できるだけ討論の時間をたくさ

ので、私のほうでは省略をさせていただきまして、時間

んとりたいと思います。こうした錚々たるメンバーの

を有効に、討論の時間を有効に使いたいと思っておりま

方々ですけれども、報告は時間厳守で、ということをお

すので、早速流れの説明をしていきたいと思います。

願いさせていただいております。それでは早速入ってい

このシンポジウムではこのテーマについて、内側から、

きたいと思います。最初に相澤さんからご報告をお願い

外側から考えてこられた 5 人のシンポジストの方に話題

いたします。ではよろしくお願いいたします。

提供いただき、またど真ん中でこの報告をまとめた中野
課長、さらに、山縣専門委員会委員長のお二人を助言者
に迎えて議論をさせていただくことといたしました。全
体の流れですけれども、まずはお一人 15 分ほどで、そ
れぞれのご関心のテーマにも沿いながら、また専門委員
会での議論についてのコメントも含めながら、お話をし
ていただこうと思います。報告順は、相澤さんから左へ
行く流れになります。
そしてその 5 名の方のご報告が終わったあと、中野課
長、そして山縣委員長から、この報告をお聞きいただい
てのコメントを頂戴するというかたちにさせていただき
ます。お二人合わせて 10 分という限られた時間にさせ
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シンポジスト
相澤

仁

（共同代表／大分大学福祉健康科学部
教授）

共同代表をしております相澤でございます。どうぞよ

していない世帯を含めて、身近な相談先としての機能を

ろしくお願いいたします。今回は児童福祉法改正と今後

果たせるようにする、かかりつけ相談機関としての役割

の社会的養護の展望について、社会的養育専門委員会の

を果たせるように整備するということです。市区町村等

報告書の案を踏まえて触れてみたいと思います。報告書

におけるマネージメントの強化ということで、こどもの

の案の基本的な考え方でございますが、中野課長からも

一体的相談支援を行う機関の設置により、妊産婦、子育

ご説明があった通り、六つの柱からできております。厚

て世代、こどもを適切な支援につなげるハブ機能を果た

生労働省の事務局、そして山縣座長のご尽力のおかげで、

すことになり、母子保健等、児童福祉の一体的な対応な

関係者からは報告書案について、全体的に社会的養育を

可能になるということです。

前進させる内容になっていると判断できる、と高い評価

こうした取組みをさらに推進するため、今後の検討課

を受けています。今回はこのような評価をした上で、さ

題の方向性としては、身体的健康を中心とした母子保健

らに推進するための検討課題や方向性について述べたい

から、バイオサイコソーシャルの観点からのこども家庭

と思います。

保健へ。母子保健法をこども家庭保健法へ。あるいは、

まず支援を確実に提供する体制の構築ですが、生まれ

母子保健法＋児童福祉法を統合すべきではないかと考え

る前からつながり、安心安全な出産となるよう、妊娠時

ております。また、現行のこども家庭総合支援拠点と、

に早期に支援につながる環境を整えるということで、つ

こども世代包括支援センターの設立の意義や機能は維持

ながる機会の拡充については、量的、質的な両側面から

した上での組織の見直しが重要であり、現在進行中のこ

の機械の拡充を図ると。量的な見直しとして、育児困難

ども家庭支援拠点設置自体などへの説明、調整が必要で

が予想される妊婦等を対象に、家庭訪問や個人の成長特

はないか。この部分については井上先生が力を注いでき

性に応じた乳幼児検診による状況確認の機会の充実。乳

ましたので、熱のこもった意見表明があるのではないか

幼児検診等の項目を見直し、身体的発育の確認に加えて、

と思います。

子や親の心理的、社会的な側面についての状況の把握を

次に、安心して子育てができるための支援の充実です

します。

が、育児負担の解消や家庭の生活環境を整える訪問支援。

また、未就園の割合が高い 0 歳から 2 歳の児童がいる

よりよい親子関係の形成支援。学校、家庭に居場所のな

世帯をはじめとし、全ての子育て世帯が悩み等を気軽に

い就学期のこどもの居場所の確保。メンタルヘルスに課

相談できる環境が必要です。このため、保育所、地域子

題のあるこどもの早期発見とその対応について、具体的

育て支援拠点などの子育て支援の資源が、これらを利用

な事業として、先程中野課長から四つの事業などを新設、
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または拡充についてご説明があったわけでございます。

になるのは、やはり大きな前進であると考えております。

また、切れ目のない支援を行っていくためには、リスク

また報告書の案で指摘されているように、ニーズに応じ

の程度に応じた児童相談所、市区町村が連携し、それぞ

た養育が可能になるよう、里親の種別、里親要件、柔軟

れの支援を上手く組み合わせて展開していくために、市

な里親制度の運用や、ファミリーホームと里親定員など、

区町村の支援が必要なこどもに利用干渉、措置により支

里親、ファミリーホームのあり方について、また児童福

援を提供するためのシステムを構築することになります。

祉施設などについては、各機能の果たす役割、人配置基

これにより、市区町村においても、措置費制度の一端を

準のあり方、措置費のあり方について、ケアニーズに応

担うことになり、確実に支援を提供できるようにするこ

じた支援が適切に提供されるよう、速やかに検討を開始

とが重要だと考えています。

し、早期に実現を図ることが必要であると提言されてい

そのためにも、今後の検討課題、方向性としては、か

ます。

なりのメニューが充実され、使い勝手がよくなったこと

今後の検討課題、方向性としては、前回の FLEC の場

は評価できます。さらに充実を図るためには、アセスメ

でも提案させていただきましたが、乳幼児総合支援セン

ントやケアマネージメントなど、ソーシャルワークへの

ター、社会的養育総合支援センターの創設。母子、親子

こども家庭支援機能と、一時保護時の養育を、施設等の

一体型支援制度の創設。ソーシャルワーク系事業への思

民間機関による社会福祉事業として児童福祉法に規定し

いきった措置費配分。パフォーマンスに応じた増加する

て、制度化し、全国に普遍的に体制整備が図れるよう、

措置費体型。小舎夫婦性＋心理療法士、ないしは看護師

安定的な財源確保を講じることが重要であり、市区町村

＋家庭支援専門相談員といった職員配置による里親・フ

の実施促進先としても、こうした財源措置を講じること

ァミリーを活用した小規模化、高機能化の推進といった

が必要ではないか、そう考えております。

対策が必要ではないかと考えております。

在宅指導措置については、児童家庭支援センター等の

一時保護でございますが、この一時保護時の司法審査

民間機関を増やして協働し、提供されるようにする必要

については、弁護士など法律の専門家から反対意見が出

があり、事務的経費によって支援する仕組みができるよ

されておりましたが、やはり司法手続きへの負担増など

うになることは、FLEC としても要望したことであり、

に伴う一時保護への躊躇、先延ばしのリスクなどもあり、

大きな前進であると考えております。さらにそれを前進

導入に際しては、こどもが不利益を被らないよう、運用

させるための今後の検討課題、方向性としては、児童家

については十分に検討した上で実施するべきだと思いま

庭支援センターの運営費の義務的経費化。先程の繰り返

す。今後の検討課題の方向性としては、こどもからの不

しになりますが、アセスメントやケアマネージメントな

服申立の制度化などについても検討されるべきだと思い

ど、ソーシャルワーク系のこどもの家庭支援機能、施設

ます。

等の民間機関による社会福祉事業として、児童福祉法に

こどもを中心にして考える社会的養育の質の向上です

規定し、安定的な財源を講ずる。また、支援の必要性の

が、こどもの権利養護についても児童相談所による措置

高いこどもやその家庭の支援については、支援事業など

等の際のこどもの意見、意向聴取。都道府県による意見、

の充実、強化が必要であり、家庭療法事業などの拡充、

意向表明支援の体制整備。権利擁護機関として、児童福

プログラム開発などのソフト面での充実が必要ではない

祉審議会等を活用した枠組みの整備など、大きな前進が

かと考えております。

図られることになります。私としては、こどもアドボカ

続いて、テーマに関係する社会的養護、代替養育です

シー活動は大分で実践をし始めましたが、こども権利養

が、まず家庭養育優先の原則の推進については、フォス

護を大きく前進させることが可能な取組みであり、仕組

タリング機関を児童福祉施設として位置づけられ、義務

みであると考えております。

的経費によって運営されることになること。これに伴い、

今後の検討課題、方向性としては、意見、意向表明支

フォスタリング機関の第三者評価が確実になされること

援及びアドボケイトの養成研修システムの構築。独立性、
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専門性を確保した児童福祉審議会権利擁護部会の設置。
全てのこどもに対象を拡充する必要があり、具体的には
こども基本法を制定すべきである。こどもの聞かれる権
利、意見を表明する権利を前提にした養育、保育、教育、
ケアワーク、ソーシャルワークなどの実施なども極めて
重要です。そして、保育所、一時保護所、乳児院、児童
養護施設、里親ファミリーホームなどにおける権利教育
の実施が必要不可欠だと考えております。
社会的養育経験者の自立支援ですが、都道府県等が必
要と判断される時点まで自立支援が提供されるようにな
ることは、養育のライフサイクル、リプロダクションサ
イクルをつなぐシステムにつながると思っており、これ
も大きな前進であると思います。今後の検討課題、方向
性としては、こども若者総合センターなど、青少年施策
や障害児施策などの活用、永続的につながるメンターの
配置などが必要ではないかと考えております。
最後に、1 から 3 を実現するための基盤整備でござい
ますが、これだけの取組みを実施していくためには人材
確保が必要条件であり、在宅指導措置などについて、児
童家庭支援センター等の民間機関を増やして協働し、提
供するシステムの充実を考えるならば、今後の検討課題、
方向性としては、民間などを活用した人材の養成確保が
極めて重要。また、児童相談所などの専門性のある人材
養成確保を考えれば、福祉専門職の採用の定着、その専
門性を生かしていく人事システムの構築、キャリアパス
による専門性の確保。さらには、社会福祉士＋実務経験
など、児童福祉司任用資格の強化といった資格要件の改
正も必要ではないかと思っております。以上でございま
す。どうもご清聴ありがとうございました。
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シンポジスト
井上 登生
（医療法人井上小児科医院 理事長
・日本子ども虐待医学会 副理事長）

皆さんこんにちは。大分県中津市の小児科開業医、井

なるはずの養育者の手により、身体的にも心的にも外傷

上登生です。よろしくお願いいたします。私は一般小児

を受け、ひどい場合は亡くなるというような事態。また、

科開業医をしながら、厚労省の専門委員のほか、スライ

なんとか生き延びても、その行為が反復して続けられる

ドのような仕事を続けております。本日はこのような立

ことにより、右のような様々な障害を持つことになりま

場から経験したことを踏まえ、報告書作成に関わった者

す。この事実に目を向ければ、右上のような提言が必要

としての意見を述べます。メディカルスーパーバイザー

だと訴えました。ですので、まだまだ理想の状態にはな

としての市区町村との関わりは、35 年近くになりますが、

っていませんが、平成 28 年度児童福祉法等改正法の成

最近では支援拠点設置に関しての自治体支援が多くなっ

立は、私たちの悲願だったんです。

ています。これらの活動は、西日本研究センター明石か

本日ご参加の皆様はよくご存知だと思いますので詳

らスライドのような講演がオンデマンド配信されていま

細は述べませんが、スライドのような経過で平成 28 年

すので、よかったらご参照ください。特に上段、相談会

児童福祉法等改正法が国会において全会一致で成立しま

の最後には、厚労省事局より丁寧な説明もあります。主

した。以後平成 28 年改正児童福祉法と言います。結愛

に自治体向けの話となります。私の立場は、スライドの

ちゃんたちの痛ましいたち事件が続き、緊急総合対策等

ような仕事を続けていますので、市区町村のこども家庭

が出されました。スライドは、抜本改正された平成 28

支援のシステム構築のアドバイザーとしての仕事が中心

年改正児童福祉法の一部です。第 1 条に、こどもの最善

となります。

の利益の優先原則。第 2 条に、家庭養育優先の理念の規

少し古いのですが、2001 年に開催された学会で、青

定。第 3 条に、国および地方公共団体の支援のあり方の

山学院大学の故・庄司順一先生の、こども虐待の臨床と

規定が述べられています。スライドはその新しい児童福

いうテーマに引き続き、児童養護問題と子育て支援とい

祉法に新設された市町村、都道府県、国の役割を示し、

うテーマで学会を開催してから 20 年が過ぎました。以

下段の 10 条の 2 に、支援拠点の規定を載せています。

上のような経験を基に、児童虐待防止法が制定される前

このような法律の後ろ盾を使い、自治体と設置に向けた

の国会答弁のヒアリングの資料として、スライドのよう

交渉をしていくことが、地域の小児科医や子育て支援機

な被虐待児の予後を示す図を書きました。従来なら、健

関の重要な役割になります、と、こんなふうに自治体の

康に生まれてきたこどもたち、特に障害児も同じような

担当に語りかけ、この数年間、地域のこども家庭相談体

経過をとることもありますが、それでも普通に生きるこ

制づくりのアドバイザー事業に取り組んでいまいりまし

とが保障されるべきこどもたちが、通常なら最も頼りに

た。
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このような背景に立ち、スライドの報告書をまとめる

ど令和 2 年か 3 年度までに設置予定でした。ただ保健部

ための委員会に臨んできました。委員会は山縣委員長の

局、児童福祉部局、教育委員会部局は、それぞれ単独で

下、各委員も自身の立場から真摯に意見を述べ、しっか

設置するところが多く、児童福祉部局内の子ども子育て

り論議してきました。事務局も含め、この会はこどもの

課と、児童虐待防止課が合同になるところ多い状態でし

最善の利益の優先原則、家庭養育の優先の規定、国およ

た。次に、31 町村について見てみます。ほとんどが未定

び地方公共団体の支援のあり方の規定の趣旨を常に考え

のところが多く、この時点からどのように考えていった

ながら、時に現場の現実から現場に合わせようという雰

らよいのか分からないところが多くありました。

囲気になることがあっても、最後は現場の現実を認識し

小規模町村の例として、球磨医療圏で考えてみたいと

た上で、大原則を踏まえた論調に全体はなっていったと

思います。例えば人吉市と球磨郡の 1 市 4 町 5 村、全部

思っています。私は既にお話したような立場からの参加

で 10 の自治体で考えてみます。それぞれの市町村の要

でしたので、スライド中段の支援を確実に提供する体制

対協実務者会議ごとに児相がスーパーバイズするのは大

の構築から意見を述べます。

変な作業になります。出生数も人吉市が 230 人で、球磨

まず母子保健と児童福祉の一体的な対応、一体的相談

郡は全部合わせて 350 人ですので、分けたとしても 3 カ

機関についてです。報告書では最終的にスライド下段の

所、できれば 1 カ所で合同で行いますと、それぞれの市

資料を掲載しています。支援拠点が 1,741 自治体中、

町村ではケースが少なくても、他の市町村のケースを通

635 自治体、36.5 パーセントで設置。支援センターが

して介入や支援のあり方などを学ぶことができます。現

1,603 自治体、92 パーセントとなっています。スライド

在多くの母子保健事業で行われています EPDS 高値など、

は 1,741 自治体の人口規模別自治体数を示します。人口

特定妊婦と断定できなくとも、保健師による継続訪問が

5 万以上の自治体が 523。人口 3 万以上の自治体が 763

必要な事例は、一般統計でこんにちは赤ちゃん訪問実施

ですので、報告書にある令和 3 年 4 月時点での設置自治

後で 20 パーセント前後あり、4 カ月や 7 から 10 カ月の

体数は 635 ですが、支援拠点、スタートアップマニュア

乳幼児健診後のフォローが必要なケースが 8 パーセント

ルでの自治体累計分類、小規模市町村 A、B のうち、今

前後あることを考えますと、出生数が少ない地域では合

年度中に設置予定としていた自治体を入れると、私たち

同で行う意味があると思います。

の計算では 700 を超えておりました。ですので、人口 3

また小規模市町村でよく耳にします、1 人保健師や、1

万以上の自治体では大半が設置予定のはずでした。この

人子ども家庭支援員・ケースワーカーなどの孤立化の問

ためこの報告書作成を論議していた最終段階で、既にこ

題も、合同で行うことで仲間と出会う機会が増えて、仕

こまで大変な作業をして支援センター、支援拠点を設置

事を継続できたという意見もありました。小規模市町村

してきた自治体から多くの不満の声が上がり、最終的に

が合同で行う支援のあり方のモデルとして、スライド上

これらの組織を再編する、という言葉はなくなっていま

段の発達障害児の支援事業所などは、現時点でも、いく

す。ただ自治体業務の縦割りの問題は改善しなければ、

かの町村が一緒になって対応しており、既に動いていま

再編しないとならなくなる事態にあるのは間違いありま

すので、参考になるのではないかと思います。スライド

せん。既に支援センターと支援拠点が同一自治体で上手

は市区町村におけるこども家庭相談の流れを示します。

く機能しているところをモデルとして、知恵を使って改

平成 28 年改正児童福祉法の下、こどもとその養育者が

善すべきだと思っております。

生活している地域の市区町村は、今後はこどもとその養

具体的な資料として熊本県を示します。講演は 2 年 2

育者の困りを支援の対象とし、まずこどもの安心安全の

カ月前ですが、データは 2 年 7 カ月前です。熊本県は

確保を確認した上で、こどもが生活する家族や環境のニ

14 市、23 町、8 村、全部で 45 の自治体からなります。

ーズを把握し、家族全体のアセスメントを行った上で、

まず 14 市について示します。令和元年 5 月 1 日現在で、

必要な支援を提供しなければなりません。こどもと養育

支援センターは 6 自治体、支援拠点は 3 自治体。ほとん

者にとって、支援を受ける自治体は基本的に一つですの
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で、各部署や担当者の都合で支援の必要性の解釈や支援

る、こども家庭相談総合支援拠点が別部署にあったとし

のあり方が大きくことなることは、今後は自治体側が不

ても、偏りの問題もなく、連動、協働できている自治体

適切な関わりをしていると判断されるようになっていき

もありますので、全ての組織を再編するのではなく、縦

ます。

割りの問題を解消できずに、利用する住民にとっても不

市区町村における在宅支援の課題を示します。自治体

利益が生じる場合は、再編も考慮しながら進めなくては

ごとで要支援のあり方が異なること、支援メニューが整

ならなくなるという強いメッセージが、この報告書を提

っていないこと、今回の報告書でだいぶ明確になってき

出する段階で、有識者と事務局、その他の関連機関が一

た家庭訪問型支援や通所型支援のあり方について、そし

丸となった、チームこどもとでも言うべき思いが詰まっ

て市区町村でこどもを育てていくことを支援するツール

た報告書であることをお伝えしたいと思います。

が少ない現状を認識して、どのようなことを考え、展開

これらを元に、安心して子育てができるための支援の

していくかが重要になっていきます。支援レベルとその

充実と題して、対象を、1.こどもと養育者、2.支援を必

目安を示します。私が述べた 5 段階に、ポピュレーショ

要とする妊婦とし、全ての子育て世代の家庭養育環境へ

ンアプローチの視点から相澤さんが予防、一般的支援を

の支援として、市区町村において訪問型支援、通所型支

追加して整理してくれました。次に、支援と管轄の目安

援、保育所等、学齢期居場所支援等、親子関係構築に向

について資料を上げましたが、これについては教育と医

けた支援。子育て短期支援、ショートステイ等に重点を

学という雑誌の 2017 年 5 月第 65 巻に投稿しています。

置いた在宅支援の拡充。次に、支援の必要性の高いこど

この中で、要支援 1 と 2 に関する私見を述べています。

もや、その家庭への在宅での支援として、市区町村と児

いつか機会がございましたら、皆さんとディスカッショ

童相談所のあり方改善として、措置解除で自宅に戻る前

ンしたいと思います。

に、当該自治体担当者との顔の見える連携、共同体制づ

スライドは、これからの市区町村、こども家庭相談体

くりは必須であること、体制を整えたのちに、今度はこ

制のポイントを示します。時間に限りがありますので省

の場所にこどもや本人や養育者が参加すべきことなどが

略します。中津市の支援システムは、母子保健から関わ

盛り込まれました。

りが始まります。一人一人個室で時間をかけて行う母子

さらに在宅指導措置のあり方として、今まで児童相談

健康手帳の交付。97 パーセント以上の訪問率のこんにち

所のみに与えられていた指導措置の権限の一部を、きち

は赤ちゃん訪問。全て集団で行う乳幼児健診。母子保健

んとしたトレーニングを受けたワーカーの設置が整った

と児童福祉が一緒になって行う母子保健事業・養育支援

ところから、市区町村の中にも移していくといったよう

訪問事業研究会など、先程の西日本研修センター明石の

な流れが必要になると思います。

研修で詳しく述べています。

続いて、支援の必要性の高いこどもや、その家庭への

スライドは、2016 年に開催されたワーキンググルー

支援についてと、特別養子縁組のための環境整備につい

プで報告した資料です。市区町村の支援業務のあり方に

て示しています。スライドは、先程の話を図で示した、

ついて、どの部署が、どのような業務をなすべきか整理

令和 4 年度こども家庭局の概算要求の図となります。一

しました。ぜひ一度ご覧になってください。

体的な支援体制を構築するための必要な流れを示してい

以上のような考え方から、支援を確実に提供する体制

ます。それから、同じく家庭養育優先原則に基づく取組

の構築として、母子保健と児童福祉の一体的な対応が重

みを示しています。大分県では別府市にある光の園とい

要であると考えられました。そのことから、一体的相談

う児童養護施設が中心となり、里親養育支援体制の構築

機関の考えとなったのですが、既に先駆的な取組みを行

を 15 年以上かけて行ってきました。現在光の園に児童

っている自治体においては、たとえ母子保健主管課が中

家庭支援センターが設置され、平成 24 年の里親支援専

心となる子育て世代包括支援センターと、児童福祉部局

門制度が始まったときから、さらに本格的な支援が始ま

のこども子育て主管課と児童虐待防止主管課が中心とな

りました。本年度の現時点までで、里親、こども自身の
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ためのレスパイトを既に 80 回以上行い、思春期や愛着
形成の再構築の過程、プロセスで見られる危機的な状態
をやり過ごすための支援が続いています。
このような活動を続ける中で、こどもを中心として考
える社会的養育の向上の中で、こどもの意見、意向表明
など、権利擁護のあり方や、社会的養育経験者の自立の
課題などを、当事者を真ん中に置いて、支援する大人の
都合を押しつけるのではなく、いろいろな支援のあり方
を模索しています。最初からベストを目指さず、こども
たちとともに考え、悩み、苦しみ、そして成長を楽しみ
ながら仕事を続けています。ここでは、時に施設で生活
しているこどもたちとの交流もあり、それぞれの経験を
話し合いながら成長する場面も見られます。光の園の松
永さん、日本財団さんとの先駆的取組みを続けている、
中津市にある児童養護施設、清浄園に併設された児童家
庭支援センター和の古屋さんを中心に広がる仲間たちと
の活動は素晴らしいものがあります。
最後になりました。このようなこどもたちの生活をと
もに考え、一人一人のこどもたちにとってよりよい生活
を維持するために必要なことを一緒に模索してくれるこ
どものための専門員をどれだけ増やせるかが今後の課題
となります。私の話は以上です。ありがとうございまし
た。
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シンポジスト
畑山 麗衣
（NPO 法人 Giving Tree 相談員（ユース事業））

皆さんこんにちは。NPO 法人 Giving Tree の畑山と申

考えられていたものとしては、すごく意味のある報告書

します。本日はオンラインでの参加となりますが、どう

になったのではないかと思います。

ぞよろしくお願いいたします。NPO 法人 Giving Tree で

もちろんアドボケイトの導入についてはかたちだけの

は、里親さん、里子さんや社会的養護のケアから離れた

ものにならないように、慎重にこどもの視点での議論が

若者、ユースへのサポートを行っていますが、そこで私

行われていくべきだと思います。こどもの声を聞くとい

自身はピアサポーターとして働かせていただいています。

う点においては、こどもの権利条約の中で、自己の意見

また社会保障審議会の委員として、この報告書作成に関

を形成する能力がある児童、その児童に影響を及ぼすす

わらせていただいた立場として、今回お話できればと思

べての事項について、自由に自己の意見を表明する権利、

います。報告書全体の評価に加えて、特に社会的養護の

とありますが、今回の議論の中で声や言葉を持つこども

自立支援について評価をできればと思いますが、今回当

だけでなく、障害特性を持つこどもや乳幼児など、意見

事者という立場でお話をしてくださいということでした

表明することが困難な者も対象としてずっと検討を行い

ので、当事者の立場から見た児童福祉法改正について焦

続けまして、意志なのか、意向なのか、そういった言葉

点を当ててお話をしていきたいなと思います。

の部分もずっと議論されてきました。今後現場に落とし

先程も述べたように当事者として、そして現在ケアリ

こんでいく上でも様々な課題が想定されますが、まずこ

ーバーであり、子育てをしている者として特に注目した

ういったこどもの意見を聞く、意向を聞くというところ

点等をまずお話していきたいと思いますが、1 つ目のポ

で明記されたことはすごく意味のあることではないかと

イントとしては、報告書の中でも何度も書かれています、

思います。

こどもの意見、意向を踏まえた、また当事者参画という

特に児童相談所における意見表明権を保障するという

点においてですが、やはりこどもの最善の利益のための

点においては、こどもの意見を聞いて意向を反映する手

支援を、こどもの視点を尊重して実施していくとともに、

続きを設けている児相というのは全体の約 6 割という数

社会的養護経験者に自立支援を適切に提供していくため

字があります。また児童相談所などの判断でこどもを保

の、こどもを中心として考える社会的養育の質の向上を

護者から引き離す一時保護については、関わらせていた

図る、と書かれています。報告書を作っていく上でも、

だいているこどもたちの中でも、やはり一時保護所のこ

こども、若者、当事者、そして現場の声を多く取り入れ

とを事前に知りたかったとか、何も説明されずに急に一

ていただいたのではないかと思います。こどもたちの声

時保護された。また学校にも行けないなど知らなかった

を聞くのは権利擁護の観点ですごく重要ではあるのです

など、こどもへの説明が十分にされていない現状もある

けれども、容易なことではないと思います。そうしたと

かと思います。なぜ一時保護されたのか。いつまで学校

きに、こどもの声を聞くための仕組みとして、こどもア

に行けないのか。いつ家族に会えるのか。いつまでこの

ドボケイトの議論がなされたり、こどもの権利ベースで

生活が続くのか。一時保護所の生活って。大切な人に会
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えるの。そうやってこどもたちが不安にならないために、

思えるような場所となれば、アクセスしやすくなってき

こどもたち自身の声を聞き、丁寧に説明していくことは

たり、リスクのキャッチをしやすくなってくるのかなと

重要ではないかと思います。

思います。こちらに関しても利用者の視点がすごく重要

こどもたちの声を聞くというのはかたちだけ、見せか

で、一体的総合機関の名称についても自治体独自の名称

けのものにならないように、例えば一時保護するときだ

で可能ということですから、こちらも利用者視点で検討

けとか、措置先を決めるときだけとか、自立支援計画を

を進めていただきたいという願いがあります。

作るときだけというような、場面を切り取ったこどもた

3 点目ですが、一時保護所の環境改善、第三者評価の

ちの参画にならないように、こどもたちの生活の中で継

実施と明記されたことです。今年度行われたケアリーバ

続してこどもの声が聞かれるような機会というのもしっ

ー調査の中でも一時保護所で生活してきたこどもたちの

かり確保していくべきだろうなと考えます。

声が多く書かれています。一時保護所中に受けたサービ

そして 2 点目は、一体的相談機関による支援の実施と

スというのが、ほかの社会的養護の経験よりよくなかっ

いうことですが、子育てする身として、一体的総合機関

たという割合がすごく高いデータがありました。一時保

に関する支援の実施は評価できるものだと思いました。

護所での生活についても自由記述、たくさん書かれてい

もちろんこれまでこども家庭総合支援拠点、子育て世帯

ますので、ぜひお時間がある方はこの報告書を読んでい

包括支援センターとしてそれぞれ業務を行ってきた自治

ただければうれしいなと思います。一時保護所は施設等

体の混乱もあるかと思いますが、子育てする親という立

に比べるとより生活状況が外部に見えにくかったり、こ

場としては、この二つの支援機関がどんなことをしてく

どもの声が届きにくい環境にあるかなと思います。そう

れるのか、どんな職員がいるのかと、正確私も今言えな

した中、児童相談所の第三者評価は努力義務の対象とな

いです。20 代前半で妊娠、出産を経験しましたが、もと

り、全ての児童相談所が実施しているわけではないとい

もと私自身も行政窓口への抵抗があったりとか、妊娠を

う状況があります。第三者評価としてある程度外から見

して母子手帳の手続きをしに行ったり、出産、子育て等

るというのは、こどもを守る、また職員さんを守るとい

に関して経済的なサポートがほしかったり、そのほかの

う意味でも重要になってくるかと思います。こどもの権

サポートがないか相談しに行った際も、ほかの窓口に行

利が守られているかどうかについて、第三者から評価さ

ってください、であったり、1 回書類を見てみてくださ

れることはすごく賛成します。これまで施設、乳児院と

い、ということで書類を渡された。けれども不安な状況

も第三者評価を行っても改善されない部分もあるといっ

であったりとか、日々いっぱいいっぱいの状況にある中

た課題も聞きますが、どのように評価して、どのように

で、これってどうしたらいいのだろう。と悩むことがあ

改善していくべきかということは、今後検討すべきこと

ったり、またサポートさせていただいているユースの中

は多くあるかなと思います。この評価に関しては、昨日

でも、支援機関にたどり着かない者も多くいます。

のプレセッションの中でも、評価調査者の専門性や第三

その中の多くは、どこに行ったらいいか分からない、

者評価をどのように活用していくのかという課題も挙げ

自分のことをどう説明したらいいか分からない。また、

られていましたが、現在も様々な不安を抱えて一時保護

違う支援機関に行きなさいと言われたけれども、たどり

所で生活するこどもたちのためにも、やはり早急に検討

着かなくて疲れてしまった。特にリスクのあるお父さん、

を行う必要があるかと思います。

お母さんではギリギリの状況で行政窓口につながってく

4 点目です。補助金事業であったものが法律に位置づ

るケースも少なくないと思いますので、なるべくアクセ

けられることで、サポートを必要とする者が住む地域に

スしやすいものにしなければいけないのではないかと思

関係なく支援、サービスを受けられるようになることは

います。いろんな窓口に行くよりは、ここに行けばこど

すごく大切かなと思います。特に社会的養護、自立支援

ものことを、自分自身のことを、家族のことを解決して

事業においては、現在措置制度においてもこども自身が

くれるんだな、なんでもいいから駆け込んでみよう、と

これから生活する里親さん、ファミリーホーム、施設等
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を選べるような状況にはありません。親を選べない、じ

うな、柔軟な対応がなされていければいいなと思います。

ゃないですけれども、生活する地域を選ぶことができな

そういった点としても課題として挙げられるのではない

い状況かと思います。ですので、住む地域によってこど

かなと思っています。

もたちが受けられるサービスの差が生まれない点につい

3 点目です。自立支援を提供する拠点について書いて

ては、とても重要なことではないかと思いますので、今

いますが、ケアリーバー調査の中でも施設、里親とのつ

後の社会的養護、自立支援事業にはすごく期待を持てる

ながりを持てない、持たない若者が多く存在することも

のではないかなと思います。

データで分かってきています。既存の施設、里親等に頼

ここからは自立支援をめぐる法改正について見ていき

らない自立支援の枠組みができること。これはすごく重

たいと思います。一つ目は、措置解除の年齢についてで

要なことだと思います。また同年代の若者同様に、就職、

す。18 歳、20 歳、22 歳と年齢で区切られるのではなく

進学に伴い、県域を超える移動はあると思います。措置

て、児童等の置かれている状況や、児童等の意見、意向、

解除された、県域を超えた移動があったからケアができ

そして関係機関との調整も踏まえた上で都道府県が必要

ない、といった状況は現在あるかと思います。けれども、

と判斷する時点で自立支援が提供されるようになってい

住居の確保であったり、就学、就労の継続支援、医療や

くようです。社会的養護において、高年齢で措置される

司法等の利用の支援等、様々な支援を必要とするには変

お子さんが増えてきているかと思いますが、そうしたお

わりないと思います。そうしたユースにおいても支援で

子さんが措置されてすぐに自立に向かっていくというこ

きる拠点ができることは評価できる点ではないかと思い

とは困難なことかと思います。

ます。その中でも実務レベルで継続してこどもたちのサ

年齢を気にせず、安心して生活が送れる環境で、生活

ポートをどのように行うのか。県域を超えた際の情報共

が安定した上で社会的養護から、措置、ケアから離れた

有等、様々な課題はあるかと思いますが、この拠点がで

あともしっかりつながり続けられるような人間関係の構

きることは自立支援において重要な役割を担ってくるか

築。それから自立に向かっていくということが本当に可

と思いますので、早急に検討を行っていただきたいとい

能になっていくのかな、というふうに思いました。18 歳

う思いがあります。

になったから出ないといけない、ではなくて、準備がで

そして４つ目のケアリーバー調査の実施について、報

きたから出る、といった話ができるようになっていくの

告書に明記とありますが、私自身所属する当事者団体、

かなと思います。こどもたちの気持ちの部分では、追い

IFCA においても、ケアリーバー調査の報告を受けてから

出された、ではなくて、自分自身が自立を決めてケアか

何度も発言させていただいてきた者ではありますが、ケ

ら離れた。要は自己決定による自立というものが可能に

アリーバー調査を定期的に行うことが報告書に明記され

なっていくのかなと思います。

たことは本当にすごくうれしかったです。こどもたちを

2 つ目は、自立支援の対象についてですが、社会的養

取り巻く制度、法律において、こどもたちの状況が分か

護にいるこどもだけでなく、以前社会的養護にいた、児

らない中でどういうふうに改善していくのか、と思いま

相が介入したこども、若者も対象になること。これはす

すので、やはり調査、そして改善、実施、PDCA サイク

ごく重要なことではないかなと思います。しかし私が関

ルがすごく重要になってくるのではないかと思いますの

わるユースの中には、児童相談所にこれまで頼ることが

で、社会的養護の質の向上という点でよりよいものにな

できなかったけれども、本来は社会的養護のケアが必要

っていくことを願っています。

だった若者も多くいます。社会的養護経験者同様に過酷

今後の課題について、私個人的に感じている課題につ

な状況であったり、もしくはそれ以上にしんどい状況に

いてです。

ある若者も多くいます。社会資源につながりにくかった

１つ目の、妊娠検査に対する支援についてですが、対

り、社会養育の観点としては、実務レベル、事業レベル

象として低所得者の若年妊婦と書かれています。Giving

で社会的養護に関わらなかった若者もサポートできるよ

Tree の活動の中で出会う保護者の方も、一般の家庭で若
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年でない方、そして所得にはあたらない方というのも地

充も、今生活しているこどもたち、そしてこれから里親

域の中で孤立していたり、パートナーや家族から経済的、

家庭等に来るこどもたちのためにも、よりよいケアやサ

精神的にもサポートを得られないような方もいらっしゃ

ービスが提供されるためにも、速やかに検討が必要かと

います。こういったところでは全ての妊婦さんが対象と

思います。しっかりと期限を決めて行っていくべきだろ

なるべきではないかなと思いました。そして同様に、妊

うなと感じています。報告書の中には社会的養育やその

婦さんの家庭訪問についてもですが、孤立した育児に陥

後の自立支援の拡充を図るために、社会的養護を経験し

るなど、育児が困難になることが予想される、とありま

た者の実態については、国や都道府県とは引き続き調査

すが、妊婦さんからすると困難な状況になるなんてこと

を行い把握に努める、とありますが、努めるのではなく

は予想できない。生活状況も日に日に移り変わっていく

て、やはり義務として行っていただきたいというものが

ので、全ての妊婦さんに定期的に家庭訪問することでリ

あります。その中でも PDCA サイクルの仕組みの検討を

スクのキャッチができるのではないかと思います。

お願いして、そして例えばこの調査においても、当事者

そしてこれは私もそうでしたが、しんどさをアピール

がどのように参画していくのか、活動する IFCA の中で

することってすごくハードルが高くて、ヘルプを出すと

も話が出たものとしましては、社会保障審議会等の下に

どうなっていくのかって分からないので、プライドもあ

当事者ワーキングの設置など、こども、若者が参画して

ったりでなかなかしんどさを伝えられなかったり、窓口

いけるようなものになっていってほしいなと思います。

につながっていきづらかったり、というのも私自身もあ

そして４つ目、社会的養護への再措置についてです。

りました。あえて引っかかっていかない人もいます。け

一度ケアを離れた若者が社会的養護に戻ってくることが

れども支援は必要としている、という状況はありますの

できない現状があります。この児童福祉法改正において

で、つながる機会を作っていても、対象を作ってしまう

もこの点はなかなかクリアすることはできませんでした。

ことによりつながりを持てなくなってしまうこともあり

社会的養護から自立する際、自立したものの学校、会社

ますので、可能であれば対象を広げていくことでリスク

等で上手く行かなかった。けれどももう一度生活を整え

のキャッチができるようになっていくのではないかと思

るために安心して生活を立て直せる仕組み、エネルギー

います。

を貯め直すための仕組みというのが必要だろうなと思い

３つ目ですが、今よくニュースとかにも上がってきま

ます。海外の事例を見てみると、若者本人が必要とされ

すが、被措置児童等虐待に関しても、里親ファミリーホ

れば社会的養護への入り直しが可能となる仕組みもあり

ームの養育としては、もちろん家庭養育として考えたと

ます。日本においても検討が必要ではないかというふう

きに、家庭によって様々養育の質というのは違いがあっ

に考えます。最後になりますが、この児童福祉法改正で

てもいいかと思いますが、やはり公的な養育としてある

終わりではなくて、現場に落としていく。実務レベルに

べきだと思います。養育のスキルであったりとか、支援

おいても、当事者、現場の実務者等が参画した上で議論

体制、里親さん、里子さん、養育者に対する支援体制等、

を行っていただきたいなと思いました。以上です。あり

こどもたちにとっても養育の質にばらつきはあってはな

がとうございました。

らないと思います。フォスタリング機関と里親支援の拡
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シンポジスト
高橋恵里子
（日本財団公益事業部長）

私からは、家庭養育の推進とこどもの権利、主に日本

をやっている中ですごくよかったなと思っていることは

財団の取組みからお話させていただきます。まずこのよ

コンサルティングを受ける費用も支援の対象にしたこと

うなフォーラムを開催してくださった方々にお礼を申し

です。例えばキーアセットさんからコンサルを受けた民

上げたいと思うとともに、厚労省の皆様、本当に大きな

間の団体さん、乳児院さんや児童養育施設さんも多くい

児童福祉法の変更と、こども家庭庁の設立を本当にお忙

らっしゃいました。新しい取組みにあたるときに、補助

しい中やっていただいたことにお礼を申し上げます。私

金だけですとどうやって進めていいのか分からないとい

は皆さんと違って委員ではございませんので、主に日本

ったところも多いので、コンサルティングや人材育成も

財団の取組みも少しご紹介させていただいて、それから

必要かなと思っております。助成だけじゃなく、ネット

今回の児童福祉法改正について思うところをお話させて

ワーク会議や研修も実施いたしまして、多くはその後自

いただきたいと思います。

治体の補助金を獲得して続けていただいております。

家庭養育の推進について、日本財団で「子ども達に家

課題としては、里親リクルートが成功して里親登録が

庭を」というプロジェクトをやっております。ほかにも

増えても、なかなか自治体の補助金と連動しないで経営

IFCA さんの当事者支援ですとか、あとはヤングケアラー

が不安定ということと、新しい NPO の参画が難しいこ

支援などもやっておりますが、子どもたちに家庭を、と

とです。難病児とかの事業ですと、どんどん新しい NPO

いうのが今日本財団の一つの大きな柱になっております。

が参画してきているのですけれども、社会的養護の分野

やっていることとしては、妊産婦の支援や親子支援、そ

の課題かなと思っています。それから家庭養育推進自治

れから特別養子縁組や里親を推進することで、こどもた

体モデルというのを今大分県、山梨県、福岡市とやって

ちが家庭で暮らすようにできるようにしていきたいとい

おります。里親委託率だけではなく、親子支援という部

うことです。政策提言や調査研究、人材育成として、例

分も非常に大きく、例えば乳児院が機能転換する際の建

えば立命館のフォスタリングソーシャルワーカーの養成

て替えや、親子支援をしていくための新しいプログラム

や、キーアセットさんの事業なども応援しております。

に取り組むための研修等もご支援させていただいており

それからモデル事業の構築として、フォスタリング機関

ます。それから乳幼児短期緊急里親という、乳幼児を常

の立ち上げ助成や自治体の家庭養育モデル事業推進、妊

に受け入れることが可能な里親の確保というのが日本で

娠 SOS の窓口支援などもやっております。他にもネット

もこれから必要だと思っており、新しい取組みとして、

ワークの構築や普及啓発も含めて幅広にやっているので

毎月定額を支払って里親さんにスタンバイしていただく

すが、最初からこれをやろうと決めたわけではなく、や

という取組みも始めております。

っていたらどんどん広がっていったというのが実態です。

冊子の配布等もやっておりまして、特別養子縁組した

先程申し上げた、フォスタリング機関の立ち上げ助成

家庭が、それを学校に説明するのが難しいということで、
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学校関係者に説明するための資料を作成しています。ま

こういったところが必要だなと昨年の時点で考えており

た、養子縁組をした親子の声を集めた冊子も無料で配布

ました。
ここから日本財団のやっておりますこどもの権利条約

をしております。
社会的養育の目指すものとして、私は国連の子どもの

とこども基本法、それからこどもコミッショナー、オン

代替養育に関するガイドラインを基本としたいと思って

ブスパーソンの設立というところについて少しお話させ

おりまして、こどもが産みの親の下で育つための努力を

ていただきたいと思います。こどもの権利条約について

することと、それに失敗した場合、養子縁組などの恒久

は、皆さんご存知と思いますが、もちろんこどもは基本

的な家庭を探ること。その解決策を探る間、もしくはそ

的人権というものを憲法で定められて持っておりますけ

れが不可能、またふさわしくない場合、国が提供するべ

れども、こどもはなかなか人権を侵害されても自分から

きなのが代替養育と考えております。今回の児童福祉改

助けを求めることができない、非常に弱い存在である。

正は非常にこの考えに沿っていただていると思っている

そういったところからこどもに特別な権利が、こどもの

ので、本当にありがたいなと思っております。

権利条約で定められております。名前、国籍を持つ権利

国際的な動きとしても、こどもに限らず精神障害者、

や、親と引き離されない権利、家庭を奪われたこどもを

高齢者、こどもなどが隔離されていた大規模な施設を廃

保護する、出自を知る権利など、いろいろな権利がござ

止して、地域や家庭に根ざしたサービスに変更していく

います。

のが国際的な流れです。特にいまさらここで言うまでも

日本財団でこどもの権利を保障していくためにどうし

ないですが、乳幼児に施設養育がもたらすリスクという

たらいいのかということを検討したいと思ったきっかけ

のは広く認識されておりますので、今回厚労省さんのほ

ですが、これは私が社会的養護のこどもたちに会ってい

うで 3 歳未満の里親委託率のほうを進めていただいてい

る中で、この子たちは、本当にこどもの権利を守られて

るところが素晴らしい取組みだなと思っています。

いるのかという、非常に率直な疑問を覚えまして、奥山
眞規紀子先生や国連こどもの権利委員長の大谷美紀子先

こちらは一例として出していますが、欧米の国で施設
を家庭に変えていくときに、このような段階的なステッ

生とご相談して、日本財団として何ができるかを考えて、

プを踏んで変えていくというようなことをやっておりま

まずは研究会をしようということで研究会を立ち上げま

す。日本でも参考になるか考えています。

した。こどもについては教育分野、司法の分野など、い

私が社会的養育の課題として考えていたことは、まず

ろんな関わりがありますが、こちらについては主に児童

一つに、在宅措置、支援制度をもっと拡充するというこ

福祉の分野から声を上げることを目標として、そういっ

と。それから二つ目に、そのための資金の確保です。ま

たメンバーで開催いたしました。2019 年の 10 月から

た、フォスタリング機関の義務的経費化、これについて

2020 年の 5 月まで開催して、10 月の時点で提言書を発

は今回の児童福祉法改正でぜひお願いしたいと思ってお

表しております。

りました。在宅家庭支援の義務的経費化もお願いしたい

まずこどもの権利条約の４つの一般原則を、国内法に

です。三つ目は、人材育成です。四つ目は親子分離への

きちんと取り入れてほしいということです。こども基本

司法の関与。そ五つ目が評価制度の導入。こちらはプレ

法がなぜ必要なのかというところを端的に申し上げます

セッションでもお話していただいておりましたが、イギ

と、日本が 1994 年にこどもの権利条約を批准した際に、

リスのオフセットのような評価制度の導入が本来的には

日本政府は現行でこどもの権利は守られているという立

将来望ましいかなと考えております。六つ目にエビデン

場をとって、国内法の整備を行っておりません。これは

スの確立。里親委託率だけが向上すればいいというわけ

障害者権利条約を批准した際に、障害者基本法を改正し

ではないので、本当にこどもの育ちがよくなっているの

て、それから障害者差別解消法等の法律を作っているの

かをきちんと検証していくというのが、今後も必要かな

とはやはり大きく違っています。一方で、日本でも児童

と思っております。七つ目にこどもの権利の保障です。

虐待通報が急増して、いじめ、自死、不登校なども増え
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ています。やはりこどもの権利、こどもの最善の利益を

日本でこどもの権利条約がどれだけ知られているかと

常に第一に考慮する、こどもの意見を聞いて尊重すると

いうと、知っていると答えたのが、こどもが 8.9 パーセ

いったことがきちんと守られているとは言えない、と考

ント、大人が 2.2 パーセントしかおらず、知らないとい

えています。

うこどもが 3 割以上、大人が 4 割以上ということで、条

そうした中で、もちろん日本にもこどもに関わる個別

約に批准しただけでは、私も含めてですけども、それが

法が多く存在し、児童福祉法にこどもの権利の理念の部

どんな内容かまで分かりません。日本の法律のどこに書

分をは書かれていますが、やっぱりこれは福祉に関わる

いてあるんですか聞かれたときに、ここに書いてありま

法律でありますし、教育や司法分野においては及ぶもの

すと答えられることが非常に重要だなと思っております。

ではない。そうした中で、障害者の権利については障害

子どもオンブスパーソン、コミッショナーについてな

者基本法、女性の権利については男女共同参画社会基本

んですけども、呼び方はいろいろですが、こどもの権利

法が制定されているように、こどもについてもこどもの

が守られているかを行政から独立させた立場でモニター

権利をきちんと定めて、それに則って国として方針とを

するような機構で、世界でも既に 70 カ国以上の国で設

立てていくというようなこども基本法を制定していただ

置済みです。ヨーロッパでは 47 カ国中 34 カ国が設置し

きたいというふうに考えております。これがそちらを図

ています。国連こどもの権利委員会からも、こどもの権

にしたものですけれども、障害者の権利については障害

利条約を批准した国がそれを実際に進めていくために、

者権利条約の下に障害者基本法があり、その下に各法が

このコミッショナー、オンブスパーソンを設置してくだ

あります。女子差別撤廃条約についても、男女共同参画

さいということを求められております。どんなことをす

社会基本法があります。それに対してこどもの権利条約

るかというと、こどもの最善の利益を政策に反映してい

の下に今、日本ではこどもの権利を包括的に書いたこど

く、特に弱いこどもたちの状況を調査して、改善の提案

も基本法というものがないという状況だと考えています。

を行っていきます。例えばスコットランドとかだと、こ

これがさらにこどもの権利について包括的に示したも

ども、特に障害を持ったこどもたちが学校で拘束されて

のですが、昨今縦割りと言われております通り、法律に

いるような状況があったそうで、そういった問題を調べ

ついても内閣府、厚労省、文科省、法務省と分かれてお

て、改善していくような提案を国に対して行っていく、

ります。これからこども家庭庁という、こどもについて

そういった役割をしていらっしゃいます。

の包括的指揮権を持ってやっていく組織が日本でもでき

それからこどもの意見を聞いて、学校にも広く出かけ

るということなので、ぜひここでこども基本法のほうも

ていっていろいろ聞いたりするそうですが、そうしたこ

制定していただきたいというお願いをしているところで

どもたちが社会に参加していく、いろんな場で発言して

す。

いくのを応援することもあります。また、こども自身や

財団が出している子ども基本法の構成としては、最初

こども関係者の苦情申し立てに対応して、必要な救済を

に理念と責務があり、ここに権利条約の一般原則を四つ

提供します。こどもの権利に関する教育や意識啓発を行

書き込み、そして国及び地方公共団体がこれを守る責務

っていくということが、主な仕事になっています。

を明記します。それから国として、こどもの権利をどう

こちらについては国レベルで設置しているケースもあ

やって守っていくか。こちらについては社会的養護の分

りますし、それからオーストラリアのように、国にも州

野だけではなく、こども全てを意味しておりますけども、

レベルにも設置しているケースがあります。私どもとし

その部分についても年間計画や、きちんとウェルビーイ

ては、日本の人口規模からすると、国レベルにまず一つ

ングの指標を定めてやっていくこと。三つ目が、子ども

作ること。それから都道府県にも個別救済をするものと、

コミッショナー、こどもの権利擁護機関ですが、こども

双方あるのが望ましいのかなと思っています。日本でも

オンブスパーソンとも言う、こうしたものを作っていた

既に川崎市や世田谷区、それから兵庫県川西市などでこ

だきたいというような構成になっております。

どもの権利擁護機関というのが独自に設置されています。
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こちらは諸外国のこどもコミッショナーとかオンブス

ないと感じているので、ここのところもぜひ今後拡充し

パーソンを比較した図になっており、堀先生が作られて

ていっていただきたいなと思っています。

いる図です。財団が提案している子ども基本法について

それからこどもの権利についてなんですけれども、こ

は、こども家庭庁がこれから作られるので、ここがこど

どもの意見を聞くこととアドボケイトについては本当に

もの権利を基盤とした計画を立ててやっていっていただ

素晴らしい進展だなと思っております。一方で、特に養

きたいということ、子どもコミッショナーについては、

育環境を左右するような重大な決定については、児童相

行政から独立した組織として作って、ここが政府に調査

談所の方々がこどもの意見を聞くことももちろん必要で

や提言をしていく、それから国会にも報告をする。都道

すけども、司法の場でこどもと、実親の意見を聞くこと

府県にも独立した権利擁護機関を作っていくというのが

も将来的には必要かなと思っています。権利擁護機関に

将来的には望ましいのかなと思っています。

ついては、児童福祉審議会のほうでやっていくというふ

児童福祉法改正についてなんですが、本当にいろいろ

うには聞いておりまして、それはそれで必要かなと思っ

な大きな変更をしていただいて、皆さんの努力、素晴ら

ていますけれども、やはりこどもの問題は児童福祉だけ

しいなと思っております。特にフォスタリング機関を児

じゃないので、いじめなども含む全ての問題に取り組む

童福祉施設へ、というところが前から財団としてお願い

ような権利擁護機関が都道府県にあったほうがいいのか

していた部分でして、ここをしていかないと家庭養育を

なというふうに思っております。

進めることが難しいというふうに考えていました。今後

あといくつかお願いしたいこととしては、パーマネン

の課題としては、今いわゆる包括的フォスタリング機関

シーについて、できれば児童福祉法に明記していただき

とそうでない機関、リクルートだけをやっているところ

たいということと、里親類型の見直しです。緊急里親に

もありますので、どういった機能が義務的経費にあたる

加えて、短期里親、長期里親、レスパイト、ショートス

のか、そこを整理していくことが必要かなと思っていま

テイなどの里親も必要かなと思っておりますし、ファミ

す。それから市町村への家庭支援の措置費化というのも

リーホームに 6 人の定員というのも、やはり諸外国と比

必要だなと思っているところで、今後の課題としてどの

較して多いので、もう少し見直しが要るのかなと思って

ような家庭にどのようなサービスが必要なのかをアセス

います。児童福祉の資格化についてはもちろん必要です

メントをしていくことと、提供できる支援が市町村によ

けれども、まず児童相談所や市町村の職員さんが資格を

っても幅があると思うので、それを充実していくことと、

持っている人であるという業務独占も重要だなというふ

均てん化していくことが必要かなと思っています。それ

うに考えています。ちょっと時間押してしまいましたが、

から妊婦支援についても、妊婦さんの居場所がほとんど

以上です。
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シンポジスト
上鹿渡和宏
（早稲田大学人間科学学術院 教授、
早稲田大学社会的養育研究所 所長）

早稲田大学の上鹿渡です。どうぞよろしくお願いいた

っかりと報告書の中にも入っています（スライド５）。

します。私は社会的養育専門委員会の委員ではないので

そういったニーズがあるところに、一応制度としてはこ

すが、フォスタリング機関や里親のことで取組み続けて

ういった支援をしていくというものはあるのですが、そ

きたという経緯から、そのあたりを中心にお話をさせて

れらが実際どれくらい使われているのか、使える状態に

いただこうと思います。よろしくお願いいたします。

なっているのかということも含めて、こういったデータ

これ（スライド２）はもう報告書案が出ているので、

が示されています（スライド６）。これも先程説明済み

そこから相当する部分を抜き出しまして、特にマーカー

ですけれども、本当に少なくて、ショートステイは「予

をつけたあたりを説明して、コメントしていきたいと思

防の切り札」とも言われていますが、「切り札なのに切

って作ったものです。中野課長からもだいぶ詳しくご説

り札として使えない」という状況が結構多いということ

明いただきましたし、全体の説明の中にも含まれていた

が明確に示されました。これが、誰かから言われるので

ものも入っております。最初の部分ですけれども、家庭

はなくて、国のほうから示されたかたちで示されていて、

養育優先原則の下で、2016 年に法改正があって、新し

最後の報告書案にも、これは最後の資料のあたりにも入

い社会的ビジョンが出て、都道府県計画が策定され、実

っていましたので、ここを元にしてこれをどう変えてい

践され、という中ですでに結構時間が経ちました。何が

くのかということがしっかりと盛り込まれた報告書にな

できていて何ができていないかということで、これ（ス

っていると思っています（スライド７）。

ライド３）は第 1 回の国の社会的養育専門委員会で厚労

ショートステイについてどうするかという話です（ス

省から提示された資料です。私はこの資料のもとになる

ライド８）。これまでこの（スライド８にある枠の）右

調査・研究に関わらせていただいたのですが、この資料

側に示したように、私がいろいろ取り組んできたのは、

が第 1 回で提示されたということはとても重要で、この

実際に 2016 年法改正以降、新しい社会的ビジョンに参

委員会の方向性で一つ、とても大事な部分を当初から提

画させていただき、そのあとそこで示されたことをどう

示していただいたと思います。

実現するかということでした。その一端が早稲田大学に

これ（スライド４）も先程あったもので、説明されて

社会的養育研究所を設置して、実践をサポート、評価し

いたものですが、お母さんが自分で生まれていない土地

てさらに前に進めていけないかということでした。それ

で養育をするという、その割合がとても多かったり、こ

までは、社会的養護から考えて取り組んできました。施

どもを預かってもらえることが本当に少ないということ

設養護が中心だったものを家庭養育にどう変えていくか、

をしっかり提示いただいて、ここにあるような説明がし

その際に必要なことは何かということで、いろいろ突き
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詰めてきたわけですが、その先に実はこの家族維持や予

る、この両方をしっかり同時にやっていく必要がありま

防的対応もしっかりできるのではないか、施設の多機能

す。特に来年度からは、この「親を助けてほしかった」

化から始めて、さらにその新たな役割を地域の中で見出

に応える部分にしかり取り組むという話だと思います。

すということで、社会的養護を変えていけるのではない

市町村と県で、都道府県で分かれたようなかたちになっ

かということで取り組んできました。

ていたものを融合していくというか、それを市町村にし

ただ、これから起こってくること、来年度の法改正の

っかり取り組めるようにしていくようなことも実現でき

中身や今回の報告書案を見てみますと、このような考え

そうな状況になってきていると思います。

方を大きく変えて、予防的対応から社会的養護としてこ

子育て支援事業についてもいくつか書かれてあります

れからどういったものが必要になってくるのかという、

（スライド１０）。いろいろあるのですが、私はこれ

そういう考え方をする必要があります（スライド８左側

（里親ショートステイ）にかなり注目しています。これ

の枠）。代替養育における施設から家庭への移行と予防

から里親養育を支えるフォスタリング機関をどう作って

的対応の創出が同時に起きているのが今の日本の状況で、

いくかということもかなり大事なのですが、そのときに

社会的養護を家庭養育を主軸とするものに変えてから、

もこれはとても役立つと言いますか、よい方法ではない

その先にさらに必要な予防的対応を作っていくというよ

かと思っています。今回里親養育支援、子育て短期支援

りも、同時に進める、同時だからこそできることがある

事業、ショートステイに里親によるものをしっかりと入

というふうにも思っているところです。

れられています。以前から施設を通した里親への委託と

これ（スライド９）はすごく単純化していますが、虐

いうのはショートステイで可能であったり、自治体によ

待予防でよく言われる早期発見をしっかりしなければ、

っては単独事業で、自分で里親に委託しているというと

ということで、ここが上手くいかないからこどもが亡く

ころもあったようなのですが、基本は、施設で空いてい

なっているというようなニュースばかりクローズアップ

るところを活用し実施されていました。そういったこと

されますが、実はその前と後があることを明示したもの

もあってなかなか増えませんでした。あとは、利用日数

です。社会的養護は「後」です。発見されたあと、どう

も 7 日というのが原則になっていたのですがそれも検討

いった場でその子を養護していくのか、安全安心を確保

する。もう一つ、送迎を含めた運用、これもとても重要

するのか。社会的養護は「一緒に生きてくれる人が見つ

で、ショートステイの活用を増やしていくためにはここ

かる場所」であるべきだと思います。これは当時者の方

がセットになっていないと切り札にはならないものです

の声ですが、そういった場所をどう作るかということで

が、それがしっかり書き込まれて、しかも里親を活用す

私は取り組んでまいりました。そういった方向で家庭養

るというかたちで、実際に増やす方法が書き込まれてお

護を増やすという動きがある、特に乳幼児で家庭養護を

りました。

増やすということが行われているわけです。

これ（スライド１１）は既に動いているものですけれ

これは家庭養護の下にある方の言葉ですが、「親を助

ども、市町村連携加算というもので、フォスタリング機

けてほしかった」。今増やそうとしている里親家庭で、

関に対してその市町村と連携する人を配置できるという

そこではとてもよいかたちで生活ができていたとしても、

もので厚労省が出している資料です。ここに市町村にお

やはり「今里親さんのもとで助けてくれるのであれば、

けるメリットということで書いてあるのがこのショート

自分の親が困っているときにその親も助けてほしかっ

ステイ里親です。都道府県におけるメリットとしてもし

た。」という意味の言葉です。これは法改正でも言われ

っかり説明がされていまして、これは里親を増やしてい

ている、まずは親を支援するという部分とつながるわけ

く際に、リクルートが最初に問題になるのですが、リク

ですが、これにしっかり取り組むということです。「親

ルートについては市町村の協力が不可欠です。しかし、

も助けてほしい」という言葉に応えるような対応と、

これまで里親のことを市町村の方は知らず、情報も与え

「一緒に生きてくれる人が見つかる場所」をしっかり作

られず場合によっては都道府県に聞いても教えてもらえ
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ない、というようなこともある状況だったと思います。

ォスタリング機関をしっかりと児童福祉施設として位置

それがこのショートステイを活用する、市町村は活用

づけて、義務的経費でこれが運営できるようにすると、

したいわけで、その際に自分の地域に施設がなくても里

これは本当に大きなことで、FLEC としても提言してい

親を増やし、それをフォスタリング機関が間に入ること

ることです。現場の方皆が希望していたことで、それが

で安心してショートステイを活用できる状況が整ってく

今回明示されておりこれは本当にうれしいことです。と

れば、これは市町村も里親が増えていくことにとても関

同時に、この「第三者評価を確実になされることとす

心を持つと思います。また、フォスタリング機関として

る」と入れていただいたこともとてもよかったと思って

も短期の里親家庭で最初から期限が決まっている里親養

おります。これは昨日プレセッションで取り上げている

育を支援するという中で力をつけていけますし、里親家

のですが、特にフォスタリング機関については、今まさ

庭もその経験を通して、それ以上長くできるのか、自分

に始まったところで具体的な形が定まっていない状況で

のやろうと思っていたことと違うのか、ということも理

あり、既にできたものを評価するというほかの領域とは

解できるのではないかなと思います。

少し違うと思っています。

何よりこのようなかたちでショートステイが可能な里

ガイドラインにもあるのですが、育てるという感覚、

親が増えていくと（スライド１２・１３）、もしかした

自治体がフォスタリング機関を育ててきちんとそこに委

らそのこどもがそのままそこで一時保護委託されたり、

託できるようにしていくという、協働であり、育てると

場合によっては措置につながっていったり、そのあと家

いうような関係の中で活用する評価。そのような評価が

に帰る、家庭復帰ができたときにも、その里親さんの下

必要なのではないかと思っており、形がある程度揃って

で、その状況に合わせた活用というか、その場所を使っ

きたときに、もう少し違ったレベルの評価が要るのかも

ていけるということができるかもしれません。全てでは

しれません。昨日も言われていた通り、評価自体を評価

ありませんけれども、そういうケースが出てくるのでは

するとか、内容的にも方法的にも、評価自体が変わって

ないかなと思います。一緒にいる人がその地域にいてく

いかなければならないと思います。このようなことがい

れて、こどもをずっとみていける。里親さんに委託する

ろいろ議論されましたが、今作りつつあるフォスタリン

のを実親が嫌がるということがありますけれども、最初

グ機関の評価ということを通して、それがもしかしたら

からそういう関わりがある中での委託であれば、それほ

ほかの領域の施設や一時保護所、児童相談所、既にでき

ど拒否的にもならないのではないかなということも思っ

たものを評価していくところにも影響するのではないか、

たりします。ですので、このショートステイ里親につい

ということも考えています。いろいろな可能性を持って

ては、代替養育のほうで里親を増やすという意味でも、

いるのがフォスタリング機関の今後の取組みではないか

予防のところをどう作っていくかという意味でも、両方

と思っているところです。このようなことがしっかりで

の意味でとても重要な取組みになっていくだろうと思い

きるようになれば経済的基盤も安定するということで、

ます。

これもとても大事なことだと思います。それがしっかり

いろいろフォスタリング機関の方や市町村の方に聞い

報告書に書かれておりました。

てみると、この里親を使ったショートステイに取組み始

加えて、（スライド１５）ファミリーホームについて

めていたり、取り組もうとしているところが結構出てき

も今の状況を考えてどうしていくかを見直す、というこ

ているようです。正確な数は把握できてないのですが、

とや里親の種別についても書かれています。これもずっ

結構反応がいいような気がしておりますので、市町村と

と言われてきたことです。新しい社会的ビジョンの中で

しても、とてもニーズがあるところで、この動きがどん

も言われて、その後も必要だということはずっと言われ

どん広がっていくことを期待しています。

ていたのですが、まだ具体的にしっかりとした議論はな

これ（スライド１４）は何回も今日説明されているこ

されていません。これも先程申し上げた、新しい社会的

とで、これが一番大きなところになりますけれども、フ

養育を作っていく中で、予防の部分をどう作るのかを先
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に考えて、それに必要なもの、里親でできるものがない

の中でも、虐待経験ありの割合が本当に高いです。ネグ

のか、同時に進められるものがないのかという発想で、

レクトの子が多くて、社会的養護の中にいるこどもと同

新しい種類の里親を作っていけると、ほかの国にはない

じニーズのある子たちが、地域によっては障害児施設に

ものができていく可能性もあるのではないかと思ってい

いるということもありますので、ここも含めて変えてい

るところです。

く必要があると思います。これを進めるようなモデル事

それと被措置児童等虐待についても触れられています

業も、国からこのように提示されています。ただこれは

（スライド１６）。これもとても重要なことで、これか

まだ手を挙げているところが、2 カ所と聞いております

ら施設養護と里親養育の割合が逆転する中で、これまで

ので、もっとこれは手を挙げてもらえるようにできれば

あまりたくさん見えなかったものが見えてくるかもしれ

と考えております。そういったサポートもできるような

ません。これに関連してフォスタリング機関と連携して

体制を作る必要があると思います。これについても国に

ということが書かれています。これもとても重要なこと

取り組んでいただく必要があるところではないかと思い

だと思っています。フォスタリング機関とチームとして

ます。制度で予算がつくようになっても、やり方が分か

実践した結果の被措置児童等虐待であれば、それは里親

らないので手を挙げられないというところもあります。

家庭だけの責任ではなくて、フォスタリング機関も同様

ここも含めて対応できると、障害のある子たちの施設養

に責任を問われていく。そういった思いで普段からサポ

護を家庭養護にかえていくことも一緒に作っていける可

ートと、スーパーバイズ、コーディネートをしっかりし

能性が高まります。その点、欧米諸国から数十年遅く始

ていくということが必要だと思います。このようなこと

まった日本の家庭養護移行なのですが、そうであればこ

も全て書き込まれてあり素晴らしいと思っておりました。

そできる、今だからできることがあると思っています。

これ（スライド１７）はまとめのようなものになりま

新しいものを作って、ほかの国の参考になるものもでき

すが、代替養育における家庭養護移行から始まり、今あ

てくるのではないかとも思います（スライド１９）。時

る都道府県計画策定要領というのは、里親委託率がかな

間もすぎたと思いますので、これで終わりにいたします。

り強調されています。そこから始まったのですが、これ

ありがとうございました。

を予防を元にした進め方に変える方向に、次の法改正後
に計画をまた立て直すという時期が来るのではないかと
思いますので、そのときにはこのような考え方で進めら
れると良いと思います。「児家センあっての施設」とい
うのは、これは先程ご紹介あった清浄園の園長がおっし
ゃった言葉で、これを聞いて本当にそうだなと思ったの
です。「施設の下に併設された児家セン」という発想で
はなくて、児家センが本当に大事なところの機能を担っ
て、その中で必要な子が施設ケアを受けているという、
そういう発想が既にされています。そういったものが作
られていますので、こういったものが広がっていく可能
性を高めるような今回の報告書案になっていたと思いま
す。
最後に、これ（スライド１８）を入れているのですが
社会的養護・養育を新しく作っていくチャンスが今訪れ
ていますので、障害のあるこどもたちも含め、社会的養
護を再考する必要があります。障害のある子どもの施設
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助言者
中野

孝浩

（厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長）

厚生労働省の中野でございます。各先生、大変勉強に

うコーディネートの役割についてこれまであまりタッチ

なるご意見、ご発言をいただきましてありがとうござい

できていなかったというか、自治体任せになっていまし

ました。本当はすべてについてコメントをしないといけ

た。自治体とか、あるいは地域の事業者の中に非常に気

ないと思うのですが、時間の関係もありますので、1 点

の利いた方がいるところはぐっと進むし、という状況で

だけに絞って感想めいた話をさせていただければと思い

あったところを、日本財団さんはフォスタリング事業に

ます。

ついてそうしたところに目配せをされているというとこ

上鹿渡先生から、モデル事業についてやり方が分から

ろが一つ参考になりました、という感想でございます。

ないといったご発言がございました。その関係で言うと、

では、これからどういうふうにやっていくのかという

日本財団の高橋さんから、フォスタリング機関の立ち上

ところでアイデアがあるわけではないのですが、地域の

げの助成のところで、さらっと「コンサルティングを受

中で統合役（インテグレーター）というか、統合力を持

ける費用も支援対象」というお話をいただいたんですが、

った方、地域のいろんな関係者を上手く統合して、いろ

実はこれ、非常に重要だというふうに感じておりまして、

んなアイデアを、例えば日本財団の助成金を組み合わせ

厚労省もいろいろな予算事業を実施しているのですが、

たりとか、こういう補助金を使っていく、というところ

一方、こうした子育て支援の取り組みはそれぞれ地域ご

が重要になるわけですが、ここをどのようにするか。今

とに全然状況が違うところで、自らカスタマイズをして

後それぞれの地域ごとにこどもの支援体制を作っていか

いかないといけないというところが一つネックになって

なければいけない中で、そうした役割が非常に問われる

います。なかなか事業が進まない、国の補助が 10 分の

という中で、そこについてどうしたらいいのかなという

10 で自治体負担なしになっても事業を実施してくれな

重要な気づきをいただきましたという感想でございまし

い、というところが結構頻発しているんです。

た。簡単ですが以上です。ありがとうございました。

今後一体的な相談支援拠点、これは先程ご説明した通
り、地域資源、民間資源を使って地域づくり、支援体制
づくりをそれぞれの地域で考えていかなければいけない
というところが大きな課題になるわけですが、こうした
中、地域のニーズを汲み取って、新制度を上手く組み合
わせて、それからその地域の施設とか里親さんとか、状
況を目配せして、こういう人にこういう役割を担ってい
ただこう、というコーディネートをするという役割が非
常に重要になるのですが、役所の支援事業の中でそうい
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助言者
山縣

文治

（関西大学人間健康学部 教授）

専門委員会の委員長を務めさせていただきました山縣

れども、児相の応援になるのか、むしろ児相に業務量の

のほうから少しだけ、今日 5 人の方々から話された中身

負担をかけてしまうのか、結果として時間を要したり。

をフォローするだけでなく、それも含めて議論のポイン

司法での判断を仰ぐよりも同意を取り付ける方向に力が

トになったところをいくつか紹介させていただこうと思

注がれてしまったりして、一時保護が遅れてしまうとい

います。議事録とかライブで見られておられる方はご存

うことになるのではないかということです。この問題が

知かと思いますが、これだけエキサイティングで、スリ

一番大きかったと思います。最終的には 1 週間というこ

リングな委員会はなかったと思います。それでも今日、

とになりましたけれども、その 1 週間も結構議論になり

畑山さんも含めて 3 人ですけども、委員の方から、トー

ました。なるほどと思ったんですけれども、例えば金曜

タルでは一定の評価を得ることができたということは、

日に事案が起こったときに、土日は市町村の役場は閉ま

委員の皆様の真摯な議事、意見の提出と、他の委員への

っていますから、そこの情報収集は、他機関も含めて土

了解、事務局の整備。それがあってできてものだと大変

日は休みのところが多いといったとき、その必要な情報

感謝しています。

をどこまで児相が集めることができるのかということで

基本的な考え方とかそのへんはもう既にお話をされて

す。迅速性からいうと 1 週間は長すぎる、準備時間から

いますし、今回のポイントも話をされていますので、い

すると１週間は短かすぎるといことです。

くつか意見が大きく分かれたところを少し紹介してみた

もう一つ議論になったのが、こどもや保護者に対して

いと思います。

不服申立ての機会が与えられておらず、児相にしか与え

まず、基本的な考え方とか理念ですが、これはそんな

られていないということです。最終的には、児童福祉の

に議論は分かれませんでした。ただ、それを実現するた

理念、安全性を確認するための手続きであり、家裁が拒

めの方法、どういう道筋をたどってその理念を実現する

否したときに、安全性が本当に大丈夫なのか、児相とし

んだ、というところでいくつか意見が分かれました。と

ては不安です、という不服申立てをするけども、保護者

りわけ最も時間を要したのが資格制度です。これはまだ

については、速やかな児相の取組みによって、保護の必

今の段階でも確定していないという状況です。とりあえ

要がなければ帰すというところで考えていくと、今回に

ず前回で確定したのが一時保護です。ここも結構時間を

おいてはこどもや保護者の不服申し立てについては組み

要しました。ほかにも複数の意見が出ていたところもあ

込まないということになりました。これについては法律

ります。そのへんをいくつか紹介していこうと思います。

家の方々から必要性があるという意見も結構出ていまし

最初の一時保護ですけれども、これは何が問題になっ

た。

たのかというと、一時保護制度において司法介入するこ

それから資格制度ですけれども、ここは先程言いまし

とが、結果的にはこどもの応援ということになりますけ

たように、いまだ十分に同意を得ていないというところ
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になります。こちらのほうでは、これは同意されていな

作るのかどうかということです。最終的にはいろいろな

いから説明し始めたらすごいことになるんですけれども、

形態を認めて、市町村のほうで考えていただく、という

基本的にはソーシャルワークの資格、専門性が必要だと

かたちに落ち着いています。

いうところは合意を得ていました。

それから、言葉としてこれは畑山さんが言ってくれま

考え方が分かれたのは、ソーシャルワークの中身です。

したけれども、こどもの意見。権利条約はこどもの意見

これを、一方は、社会福祉士と精神保健福祉士をベース

と書いていますけれども、日本の制度では児童福祉法で

に考えていくべきだ、という考え方、もう一方は、それ

も、あるいは様々な各種資料、厚生労働省が出している

が上手く行っていないゆえに虐待の死亡等が起こってい

進め方でも、意向と書いているところと意見と書いてい

るんだから、新たな資格を作らないとダメだというもの

るところと両方あるんです。そのへんは、制度を恐らく

です。委員会で直接出た意見ではないんですけども、私

使い分けてやっているはずだというとき、この報告書で

は委員長なのでほとんど今回時間もなくてコメントでき

どう表現するか、最終的には併記をしていますけれども、

ていないのですが、ソーシャルワーク先進国であるとそ

具体的な制度設計においてはそこも考えていく必要があ

れなりに認められている国で、国家資格になっていると

るのでないか、となっています。だからどちらかに、両

ころはほとんどないんです。フランスと、確かイタリア

方使うというかたちで確定しているわけではなくて、と

がなっていたと思いますけども、アメリカは恐らくもう

りあえず両方書いておきましょうという書きぶりになっ

絶対やらないです。イギリスは、今回やろうかなという

ています。

意見が出ていることは間違いないんですけれども、現段

最後になりますけれども、上鹿渡委員から出ていた、

階ではまだなっていません。スウェーデン、いろいろな

児家センあっての施設という、これは私自身も児家セン

ところもほとんど認定型の資格です。国家資格化さらに

が法定化されてからずっと言い続けていることなんです

は、ソーシャルワークのジェネラリスト化という国際基

けど、児童養護施設等に附置されている児家センではな

調を考えたときに、どう評価するのかということです。

くて、児家センに附置されている施設。入所機能がある

最終的には、私は一方で必要性を見つめつつも、ソー

児家センと、入所機能を直接は持たない児家セン、そう

シャルワーカーとしてどう考えていくかというところで

いうかたちで普及していかないといけないんだ、という

は、保育士さんとか、こういうところも研修等によって

のが持論だったんです。今回委員長で特に言っていませ

ソーシャルワーカーと認めていく、という案となりつつ

んけれども、そのことを上鹿渡委員からいみじくも言っ

あります。保育士資格の所持者は非常に多いですから、

ていただいたというのは感謝しています。それと含めて

この方々が大量に入り込まれたときの人の確保について

ですけれども、里親支援機関に対する評価が非常に高く、

は非常に有利になります。一方で、ソーシャルワークを

児童福祉施設としての法定化を含めた検討を求めていま

メインとする業務であるという視点からは慎重に考える

す。それでも気にしないといけないということが、不安

必要があると思います。いずれにしても、資格のあり方

の山縣としては 2 点ありまして、一つは児家センと里親

についてはまだ最終結論が出ていません。ただ案として

支援機関が実質一緒のところが結構あります。ここの関

は、大きく二つの案の下で議論をされていることは、議

係をどうするのかというところ、もちろん丁寧に制度設

事録等でご確認をいただけたらありがたいと思います。

計上考えていかないといけないです。

以上の２つほどは大きな対立はなかったけれども、そ

もう一点ですが、支援機関の方々に自覚をしておいて

れなりの時間を要して議論をしたところもあります。例

いただかないといけないのは、施設になったということ

えば、本日も井上さんのほうから出ていた、新しい拠点。

は社会的な重みが強くなったし、制度に基づいて税金を

これについて、2016 年以降進めてきた子育て世代包括

使わせてもらう機関になるとういうことです。すなわち、

支援センターと子ども家庭総合支援拠点、これをせっか

社会の目が今まで以上に厳しくなるということです。法

く作っている途中なのに、それを廃止して新たなものを

律を逸脱したような固有の理念を進めていただくわけに
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はいかないですし、前金を使うという意味でのアカウン

ると、社会的に監視される、ということを一方で覚悟す

タビリティ、情報開示等も必要ということです。換言す

る必要があります。
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ディスカッション

柏女：

どもたちとか家庭を地域で支えていこうという、いわゆ

ご協力ありがとうございました。今の 2 人の方、いず

る家庭支援というのがありますけれども、そのための、

れも内部にいるからこそ語れるところで、非常に貴重な

特に市町村の体制整備として、井上先生が随分強調され

アドバイスを頂戴したと思います。以上で 5 名の方のシ

てらっしゃいました、子育て世代包括支援センターとこ

ンポジストのご発題、そして助言者の方のアドバイスな

ども家庭総合支援拠点の一体化というのがあったと思い

どを終了いたしました。皆様、ありがとうございました。

ますけれども、私も必ずしも既にあるものとか、準備中

また後半よろしくお願いいたします。それでは休憩とさ

のものを何か、いわゆる再編するような必要性は必ずし

せていただきます。

もないかもしれませんけれども、ただやっぱり両者が連

後半のディスカッションに入らせていただきたいと思

携もなくただ並び立って別々に活動しているという自治

います。ここからの進行につきましては、名簿というか

体は、リアルに考えればたくさんあって、それはどうか

チラシにはないのですけれども、FLEC フォーラムの代

というふうに思いますので、報告書の文言はともかくと

表幹事の藤井さんにお入りいただきたいと思います。藤

して、とにかく大事なのはどこの自治体でも旧来の医師

井さんのほうから、シンポジストのご発題、それから助

や保健師中心の保健、ヘルスの世界と、福祉専門職を中

言者のアドバイスなどお聞きの上で、いくつかの論点に

心とした福祉の世界というのが業務上も、あるいは人事

絞りながらディスカッションを進めてまいりたいと思い

組織上も分断されているんじゃなくて、いずれかの拠点

ます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは藤井

において一元化されて、自治体としてもまさに包括的な

さん、お願いいたします。

支援が行われるようになる。これが重要な点だと思いま
すけれども、これも皆様方ご案内のように結構根の深い

藤井：

課題なんですけれども、今回の報告書で、この点がどれ

それでは早速ですが、ディスカッションを始めたいと

ぐらい前進できるのかついて、またこれも含めてですけ

思います。今回の専門委員会の報告書、本当に多岐にわ

れども、もう少し幅広く家庭支援の体制整備、全体につ

たっていまして、あらゆる論点を議論するにはとても時

いてでも結構ですから、改めて何人かの方にご意見をお

間が足りませんので、まず私どものほうで重要だと考え

伺いできればなと思います。

る論点を順次発題しながら進めさせていただきたいと思

まずその中でも皮切りで井上先生、先程のプレゼンも

います。その上で、議論の進み具合によってそれぞれの

ありましたけれども、さらに何か付け加えること、補足

登壇者、あるいは助言者の皆さんから別の論点を出して

されることがあれば、そこからお始めいただけますでし

いただいてもなんら差し支えありませんし、また登壇者

ょうか。

同士のやり取りになっても全く構いませんので、できる
だけ自由闊達な意見交換ができる時間になればと思って
います。よろしくお願いします。
初めに、先程のプレゼンの中で皆さんが言及されてい
た論点になりますけれども、今回の報告書の柱の一つに、
代替養育に至る以前に様々なリスクにさらされている子

井上：
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今言われているところ、大変大事なところで、私たち

していかないといけません。そこを自治体の方だけに任

の感覚で見ますと、やはり人口規模が大きいところで、

せておきますと、それだけだと上手く行きませんから外

それぞれが別々でやっているところ、どうしてもそんな

部の私たちみたいな人間が、その仕事はやめてはいけな

ふうになっております。そこをどのようにやっていくか

いということをずっと言い続けてやっていきますと、本

と言いますと、やはり一番上に持っていくのが、今回や

当に蓄積されてくる、そんなふうに思っております。

ろうとしている児童福祉法をしっかり規定して、そして
その児童福祉法の規定の下で、まずその自治体の中で相
互の考え方を共有しなければならないというようなとこ
ろを明確化する。それをするためにはわれわれどうやっ
ていますかというと、母子保健主管課のほうで、こんに
ちは赤ちゃん訪問が始まって以来ずっとケアしているん
ですが、その方たちのまとめを 3 ヶ月に 1 回ぐらい、そ
藤井：

の間にこんにちは赤ちゃんで見ていった人たちの統計と

まさに自治体ごとにそういう努力というか工夫を繰り

か、それから気になる方たちの話し合いの場を母子保健
事業の研究会の中でやっております。そこに必ず子育て、

返していかなきゃいけない、そこが本当に大事なところ

児童福祉のほうから参加をして、そこでまず母子保健主

です。さらに言えば、先程私もチラッと申し上げた、人

体の考え方を聞きながら、子育てのほうでその話の内容

事とか組織とかそういうところもまたできる限り一体化

をしっかり把握するというような、これを義務化みたい

していかなきゃいけないというふうにも思ったりするん

にしっかりやっていくと。

ですけれども、このあたりの論点についてはほかの方、
いかがですか。どなたかご意見あればお願いできればと

もう 1 点は、今度は逆に児童福祉のほうで、これは要

思います。

対協を中心としてやっていくんですが、そこで上がって
きたケースに関しての考え方のところに、母子保健の担

相澤：

当の人たちが入ってきて、そしてその会にも出る。そこ
の母子保健主体の話し合い、それから児童福祉主体の話

妊娠期からのつながりのある一体化を含めた相談体制

し合い、そこが連動して、そこに要対協側のほうは学校

を整備していくためには、そのケースを継続的に支援し

教育も入ってきますので、そこも一緒に入って、児童相

ていくためのつながりのある職員体制が必要だろうと思

談所も入って、という格好で全体の話し合いのところを

います。ソーシャルワーカーとか保健師とか心理士によ

押さえてつなげていく。母子保健のほうで大丈夫と思っ

る基本チームを形成して、ネイボラのようにそのケース

ていた人、あるいはこの人はすごく心配だったと思って

を継続していくような職員配置を行って、異動までの期

いた人たちが、その後子育てのほうに行ったあとにどう

間は先程 2、3 年と言っていましたけど、異動の際には

なっているのかということをしっかり見る。そういった

必ず 1 人を残してケースへの継続性を確保するような体

経験を 2、3 年きちんとやっていくということをします

制を作っていくということが必要じゃないかなと思いま

と、始めてそれらの自分たちの考えの甘かったところと

す。

か、あるいはよく読み込めていたところ、それから子育

また、市町村では地域共生社会の実現に向けて、社会

て側から言いますと、母子保健の人がなぜあそこで大丈

福祉法の改正によって重層的支援体制整備事業が創設さ

夫だと言っていたのかという意味、そういったことなん

れました。属性とか世代を問わず包括的な相談支援事業

かが相互に分かってくる。そういったことをやれている

とか、それから重層的支援事業の中核を担う役割を果た

ところは変わってきている状況であります。担当が 2、3

す他機関協働事業などの推進が図られることになってい

年で交代しますので、交代したとき、それをきちんと残

るわけです。そのため、人口 3 万程度の市町村では、全
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世帯対応型の相談体制の整備を検討しているので、その

の人とそれから拠点の人、それから子ども発達センター、

ような場合でもこども家庭総合支援拠点と子育て包括支

障害の方々も含めた児童発達支援の方々の機関でケース

援センターとの一体化した機関とか、子育て総合支援拠

カンファレンスをして、そこで気になる方々を出してい

点といった、こども家庭福祉分野の相談機関が中心にな

ただいた上で、まだケアプランまで作れるところまでは

って、その属性とか世代を問わず包括的な相談を受ける。

行っていないんですけれども、調整をするというような

そういう包括的な相談支援事業を担うようにしていくと

ことをしてかなり効果が出ているようでして、それを定

いうことが、こどものことを考えると必要ではないかと

例化するように進めています。そうしたことも、他の機

考えております。以上です。

関も入ったような、フレキシブルな仕組みをそれぞれの
地域で検討できるようにしていくことがいいかなと思っ
ています。以上です。
藤井：
今の柏女先生のお話も、地域ごとにいろいろ工夫をさ
れている例なんだと思うんですけれども、こういう例っ
てどうやって広げていけばいいのかな、というのは大き

柏女：
今の相澤さんのご意見に補完してというか補足してな

な課題としてありますよね。先進事例ということで、厚

んですけれども、私どもの調査研究によると、この拠点、

労省もいろんな先進事例を各自治体に情報提供していた

一体化した機関、サポートプランを作成するということ

だいているんですけれども、なかなか正直広がっていか

になっていますが、これだといわばケアマネージメント

ないという現実もあると思うんですけれども、これはど

なんです。ただ、今までの拠点調査によりますと、人口

うしていったらいいのかというのは、ここは中野課長、

があまり大きくなりすぎると、具体的には 17 万程度以

山縣先生あたり、何かコメントいただけますでしょうか。

上になりますと、ケースマネージメントができない、ケ
アマネージメントができないということで、そういうか

中野：

たちでここでサポートプランを作成していくとすると、

これは縦割りのところを直すというので、非常に難し

複数拠点というか一体的相談機関を作っていかないとな

い課題があります。藤井さんはよくご存知の通り、例え

かなか難しいのではないか、と思っています。

ば、保健と福祉を一つの組織にしたというかたちで、同

そうしますと、身近な相談機関でのサポートプランが

じような相談支援機関としては介護保険の世界で、もう

作れるようなシステムにしていくことのほうが合理的な

かれこれ十数年以上になりますけれども、地域包括支援

のではないかというふうに思っています。もちろん全て

センターというのを創設しました。これは福祉の社会福

の自治体がそれができるとは限りませんけれども、例え

祉士さんと、主任ケアマネージャーさんと、それから保

ば私が顧問をしている石川県では、問題解決型プランと

健分野の保健師さん。この制度を作ったとき、家庭内離

いうかたちでその関係機関が参加をしながら、保育所で

婚状態で没交渉になるんじゃないかという話で言われた

サポートプランを作っているという実践もあるので、そ

んですけれども、最初は確かにそれぞれ得意分野だけバ

こは多様な実践の場を生かせるようなかたちにしていっ

ラバラとやる傾向にあったと言われていましたが、机を

たほうがいいかなと思っています。

並べて共同作業で、1 人のケース、それぞれのケースに

それからもう 1 点なんですけれども、サポートプラン

向き合ってニーズを解決していく作業を共同作用でやっ

を作るときに、今私の地元の自治体では、拠点と利用者

ていくうちに、連携のかたちが徐々に見えてきたという

支援専門員、子育てケアマネと呼んでいるんですが、そ

ような、そういう経過をたどっているわけです。
では一方で今回保健の支援と福祉の支援の拠点、これ
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を広げていくにはどうしたらいいかと、われわれも藤井

実践していただいて、法律が施行されるまでの間に少し

さんがおっしゃった通り、これからどんどん調査をして、

ずつ固めていく、やりながら考えていくというアジャイ

しかも今議論にあった通り大規模型、人口 30 万のとこ

ル型で実践をしていくというところについて考えてみる

ろと、それから非常に小規模な過疎地のところ、それも

ことになるのではないでしょうか。これはほかの家庭支

そのやり方というのは恐らく違うだろうというところで

援、訪問型とかも含めて、こうした取組みを基金事業の

はあるんですが、冒頭そのほかの家庭支援事業も含めて

中で積んで、実践を通じて磨き上げていくというような、

申し上げた通り、今回基金事業の中にお金を積んで、モ

そんな取組みを実践したいなと思っています。

デル的にというか、先行して事例を先に走らせましょう
と。言ってみればアジャイルのようなかたちで、事例を

藤井：

先行させながら、施行までの間にいろいろ考えていくと

要するに単に情報提供するだけじゃなくて、事例自体

いうような、そういう取組みを実践したいなと思ってい

も進化させながら、さらに高度な情報提供をしていくと

るところです。

いう、そんなイメージでしょうかね。ありがとうござい

そうした中でこの一体的支援拠点も、このモデル事業

ます。じゃあほかに何か、この家庭支援に関して言って

というか、運営事業というふうに申し上げているんです

おきたいというのがあれば。

が、その中で一体的な運営の支援をやっていく。一つは、
その箱を作るんですね。場合によってはもう物理的に一

山縣：

つの箱がいいだろうというところもあると思いますので、

今までの議論について、全く否定するものではないん

整備をする。どちらか一つに寄せたりとか、新たに一か

ですけれども、常にちょっかいを出したい山縣としては、

所作ったりという、その整備費を支援するとともに運営

こどもだけの包括性でいいのかという、そういうところ

費の支援もするわけです。そのときにわれわれの資料の

もだんだん必要になってくるのかな、ということです。

中でご提示しているのが、いくつかの要素を出していま

特に虐待等で言うと、発見とか予防は家庭単位になった

して、一つは保健の拠点、福祉の拠点の上に統括的な支

とき、ほかの問題も生じているということもありますの

援員をまず置きましょうと。母子保健と児童福祉の双方

で、そこをモデル的に考えていくような状況もぼちぼち

に十分な知識を有する統括的支援員を置く。障害保健福

必要なのかなというのが 1 点です。もう一つ、こどもだ

祉部の例えで言ったら、藤井部長が上にいて、精神保健

けの包括性が可能なのかという、今度は量の問題なんで

課がいて、障害福祉課がいて、というイメージです。両

すけれども、私も含めて都市部にいますから、都市だと

方目配せできる上司のところに必ず情報が行って、判断

いろいろなことが量的に考えられるんですけれども、地

されるということです。

方に行ったとき、例えば 2 年前ぐらいの国のデータで、

それからその保健と福祉、両方の職員が常に両方の情

年間出生数 10 人未満のところが 8 パーセントぐらいあ

報を共有できるような環境整備をする。それから保健、

るんです。恐らくこれはどんどん上がっていきます。50

福祉両方の業務についてそれぞれの職員が協働して対応

人未満だったら 3 割ぐらいあります。

する。どっちがどっちというだけではなくて、その協働

そういう地域で、こどもだけの包括性を行政が確保で

の仕方というところは難しいんですが、得意を生かしな

きるか、あるいはそれに関連する専門家を確保できるか

がらそれぞれ両方の業務、片方、片方というふうに完全

って、かなり難しくなってくるのではないかと。そうい

に分けるのではなくて一緒にやるという体制を整備する

うときに、小規模地域における包括の問題というのは別

と。その上でいろんな地域の民間団体との協働。そうい

途検討が必要かなと思います。ベースは都市型でいいと

う民間団体を作り出したり、連携を推進するというよう

思うんですけれども、細かいところは考えていく必要が

な、おおまかな一体的な運営の例というところを示して

あるのかなということを感じています。以上です。

いまして、その上で補助事業で自治体の取組みを実際に
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井上：
追加で。山縣先生が今言われたので大事なのは、実は
私たちは、センターと拠点だけじゃなく、利用者支援事

わけですから、そこのところをしっかり認識した上で、
それを基盤として次にどうしたらいいのかということを
考えていくようにしないと次は進まないと思います。

業をしっかり使わなきゃいけないと思います。小規模の
ところに関しては、利用者支援事業をしっかり成熟させ

藤井：

て、そのエリア全体の中で、一緒にやったときに個々に

それでは少し角度を変えた議論に進めたいと思うんで

たまたまこの事業に関しては何々市、何々町にあります

すけれども、今のいわゆる家庭支援、これは社会的養護

よ、これに関してはその隣の何々村にありますよ、とい

の側から見ましても、この何人かの先生におっしゃって

う格好で、明確に利用者支援ができて、かつ協働でそこ

いただきましたように、もともと養育している実親家庭

に行ったらできると。それを考えていくときに、住民に

を支えて、社会的養護に至る以前にこどもの養育環境を

優しくないとダメですので、非常に遠くのところまで行

保障するということ。これはパーマネンシーの観点から

かなきゃいけないというのはちょっとありえません。そ

考えても大変重要なわけですけれども、それと合わせて

れを考えていくときに、モデルとして二次医療圏でくく

今回の報告書では、これも特に高橋さん、あるいは上鹿

って考えていくというやり方をすると、ほぼほぼ人々が

渡先生が強調されていましたが、フォスタリング機関は

ある程度動けるところの範囲で考えられますので、大体

随分拡充されるということで、その点でも家庭養育、家

それぐらいの人の動きとかも考えながらやっていくとい

庭養護が推進されるような方向が強く打ち出されている

うのが大事だと思います。

というふうに私も思うんですが、ただやっぱり、そのた

それから先程人口 17 万という柏女先生のお話があり

めの社会資源というのは、私はこの国では圧倒的に少な

ましたが、私たちは出生数で、一つのグループが 1 年間

い、圧倒的に脆弱だと思っているんですけれども、そう

に扱える数というのが、大体 500 から多くて 800。それ

いう中で、私も乳児院とか、児童養護施設とか、施設っ

を超えると月 1 回の話し合いだとアップアップしてきま

て本当に地域のすごく大事な社会資源なんだと思うし、

すので、出生数がすごくたくさんいるところは大体それ

この FLEC フォーラムでもこれは再三議論してきました。

ぐらいの目安、800 ぐらいまでで、グルーピングで分け

施設の児家センとか、あるいは全乳がずっと主張して

て、こどもの数が多いところではそういうグループがた

いる乳幼児総合支援センター構想とか、これは相澤さん

くさんあるという格好になると思いますが、それぐらい

のプレゼンにも出てきていましたけれども、私も極めて

でやっていかない限りは何千というものをいっぺんにや

重要だというふうに思っています。フォスタリング機関

っていくのは無理だと思います。

を含めて、家庭養育の支援の拡充に向けた施設の多機能
化についてどういうふうに考えるか。どう考えるかとい
うか、どうやったらこれが本当に広がっていくのか、と
いうところです。もう随分長く厚労省も旗を振ってきて
いると思うんですけれども、割と乳児院のほうは結構響

最後に、母子保健のほうは、こんにちは赤ちゃん訪問
でほぼほぼ 95 パーセント訪問しますが、これは 1 回限
りで終わるんじゃなくて、その地域の学校に上がるまで
のこどもさんたちのケアをするのは母子保健が全体を押
さえますよと。そしてそこから基本台帳ですね。それか
ら学校に入ると今度は学校教育の中で義務教育期間はき
ちんとそれ全部その自治体を見ていくようになっている

いているんじゃないかと私も印象としては持っています
けれども、児童養護施設のほうはまだまだこれからの議
論じゃないかという感じもします。上鹿渡先生から先程
児家センあっての施設というようなお話もありましたけ
れども、この点はどうやったら、まさにそういう施設に
なっていくのかというところでご意見あればお願いした
いと思います。
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上鹿渡：

これは妊娠葛藤相談のほうでも、これも日本財団が先

施設が多機能化するというとき、考え方としては先程

駆けてやってくださっていますけれども、これも乳児院

言った、先に施設があるのではなくて児家センがあって

等で実施できるのですが、その実際のやり方が分からな

の施設だというような、山縣先生がおっしゃってくれた

い。そういったお母さんと関わっていったり、その後の

発想をまず持って、そこから何をすべきか、ということ

養護には関わってきたけれども、妊娠葛藤相談そのもの

を考えるべきだと思います。実際にはフォスタリング機

には関わったことがないわけで、それを担うときにやは

関として受けていこうということで代替養育ではそこが

りそれを先行して実践している民間機関からコンサルテ

一番大きなものになっていくと思います。そういったと

ーションを受けてできるようになっているところもいく

きに、これは日本財団で最初にやってくれたものでした

つかあると思います。今日このあとのパネルディスカッ

けれども、そのコンサルテ―ションが重要です。研修を

ションで参加されるところがまた示してくださると思い

受けて、里親支援専門相談員が 1 人でどうやって進めた

ます。このようなな取り組み方、考え方が大事で、先ほ

ら良いのか。研修を受けたところで、それを持ち帰って

ど中野課長もそこに関心があるともおっしゃってくださ

も、その組織がそれを実施できる体制を作れていないと

ったのはとてもうれいしいことです。このような進め方

何もできなくなってしまうということが起きたり、本当

やり方についても、今までと違ったものを考えていけた

にチームとしてやっていくという意味では、機関として

ら良いと思いました。

それに取り組んでくれないとそもそもできないことだと
思います。

高橋：
例えば福岡市さんにある乳児院さんとか、大分にある
乳児院さんといろいろ話をして、実際にどのように多機
能化を進めていくかというあたりを相談しています。や
っぱりその変革の時期って、一時期予算も必要になるん
ですけど、落ち着けばまた下がっていくというか、一定
のところに落ち着くと思っていますので、その部分の費
用、やること自体も変わっていくので、そのための検証

ですから、取り組むときには施設を上げてやると。そ

も必要ですし、あと多機能化していきたいという気持ち

のときには、予算が普通はないのでできないのですが、

は実際には現場の方にはあるんです。親子の支援もして

日本財団から助成を受けられたところはそういったかた

いきたいし、里親家庭の支援もしたいと。だけど、実際

ちで新しいことを、既に先行して実践を進めている民間
機関からコンサルテーションを受けながら進めていった、
ということだと思います。
これはある期間を通してやるものなのですが、その期
間中に、コンサルテーションですから、どのように進ん
でいるかとか、進捗の報告とか、本当に細かなところを
確認しながら進めていくということもされていました。
そもそも施設の中だと、いろんな方が能力を持っていた
り、知識を持っていたり、専門職の方がいるので、その
人たちがどのようにできるようになっていくかというと
ころを考える、そのようなコンサルテーションというも
のが本当に有効だと思います。

に運用するにあたっての将来的な不安というのが非常に
大きくあるなと思っておりまして、例えば財団が 3 年ぐ
らいそこを支援したとしても、人を引き続き親子支援に
雇用できるのかとか、そういう部分で経営陣の方が前に
進めないというところがあるように感じていますので、
そこのところをしっかり保障していただけるようになれ
ば、もっと多機能化が進んでいくのかなと思っています。
藤井：
また中野課長に振って申し訳ないんですけど、FLEC
でもこれまで提案してきたところでもあるんですけれど
も、措置費なら措置費の世界でも、そこらへんのインセ
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ンティブを与えられるような、そういう仕組みにもっと

うな人材を育成するにはどうしたらいいのかというのが

できないのかな、というのは、これは FLEC の幹事会の

一つ課題になるのではないでしょうか。今自治体職員が

中でも議論されてきたんですけれども、中野課長ご自身

忙しい中で、気の利いた自治体職員がいらっしゃるとこ

も先程施設の多機能化を随分強調されていましたし、今

ろはバッと進むんですが、必ずしもそこは十分進んでい

後の展望なり、何かコメントいただけますか。

ないというのが実情だと思います。
そうした中で、繰り返しになりますが、さっき日本財

中野：

団さんがやられているコンサルテーション事業、非常に

多機能化の関係、どんどんこれから進めていかないと

関心を持ったという次第です。ちなみに地域展開で先行

いけないですし、専門委員会の報告書の中でもしっかり

する障害福祉の世界ですと、そういう施設の多機能化か

関係者と検討して、中長期的な展望を含めて進めていく

ら始まって、いくつかのところで事例がありますけれど

ということが明記されているところでございます。その

も、施設と飛び出して NPO 法人を立ち上げて、施設と

中で多機能化を進めるにあたって、さっきも私コメント

も連携していい関係を保ちながら、地域の中で独立した

申し上げたんですが、コンサルテーションの話、もう少

担い手になっているという事例も見受けられますので、

し突っ込んで申し上げますと、実際うちの施設多機能化

やがて子育て支援の分野もそういうふうになるといいの

して、例えば児家センをやる、あるいはフォスタリング

かなと思っています。いずれにしてもそういう人材、経

機関になるといったとき、どういうニーズに応えて、ど

営的な視点も含めたそうしたリーダーとなる人材づくり

のぐらい支援をする対象者がいるのか。その支援を実施

を進めていくところが必要になってくるのかなと感じて

したらどのぐらいの実入りがあるのか。スタッフとして

いる次第で、これからの多機能化の鍵になるのではない

求められる能力や専門性はどれぐらいか。それから当然

かなと思っています。以上です。

普通やっている通常の入所児童への支援、ケア自体とは
違う能力が求められるわけで、そうしたソーシャルワー

藤井：

ク的な能力を持った研修をどれだけしないといけないの
かなど。

おっしゃるようなやり方でもって、どれぐらい自治体
が、人材育成というのはなかなか難しいですけれども、

ざっと考えてもこれだけ経営者として判断しないとい

それも含めて自治体がしていけるのかというところが大

けなくて、そういう判断に見合っただけの収入、国の措

きなポイントなんじゃないかなと思います。その点はあ

置費の新しい加算がどうか、補助事業がどうかとか、そ

とでもう少し掘り下げてご議論いただくとして、ここで

のあたりをちゃんと見合ったものかどうかというのを見

一つまた別のテーマに持っていきたいと思うんですけれ

ていかないと、おいそれと国の口車に乗ってそっちのほ

ども、自立支援ですね。今回の報告書では、特に畑山さ

うに行っちゃって本当に大丈夫なの、となるわけです。

んが強調されていたと思いますが、自立支援の関係でか

そのへんの安心感をしっかりお届けしないと施設に皆さ

なりの前進があるわけですけれども、私も FLEC の幹事

んが動いていただけないのではないかと感じています。

会でもいろいろ要望させていただいていましたので、大

実際優れたリーダーが地域にいらっしゃるところは、

変ありがたいと思っています。

例えば自治体職員かもしれないですし、施設の方かもし

ただあえて今後の論点として挙げれば、個人的にはい

れないですし、そういう地域全体を目配せして、うちの

わゆるアフターケア事業所が、どうも義務的経費にまで

地域にこういう事業を実施するその担い手として、施設

ならなかったなというのはちょっと残念だなとか、あと

の多機能化というかたちで施設機能を変えていこうとい

畑山さんがおっしゃっていた、これまで児相のサポート

う見通しを立てて、そのための手段として、どの補助事

を受けたことのない若者たちのこともさらに課題として

業を使って、という具体的な計画をつくり、自治体も巻

ありますし、それから児童自立生活援助事業の対象年齢

き込んで上で引っ張っていくわけです。それができるよ

が撤廃されるというのは、私も前進だと思いますけれど
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も、多分運用面ではかなり難しいところが出てくるんじ

ればいけないだろうなと思いますけれども、直近の課題

ゃないかなとも思いますし、いくつか課題も残っている

としてよく分かりやすいデータとしては、ケアリーバー

わけなんですけれども、そうしたことも含めて、これか

調査としていくつかユースが困っていて利用したいサー

ら、あるいは将来の自立支援の拡充の方向についてご意

ビスの一つとしては、1 位として金銭面に関する支援と

見いただければと思います。まず改めて、畑山さんいか

いうのが 29 パーセント上がっています。そういったと

がですか。

ころには、医療の支援、医療のケアを受けたい方々も金
銭的な課題で医療サービスを受けられない方がいらっし

畑山：

ゃったりとか、やはり金銭面なり住居であったり心身の

自立支援の方向としては、今自立に向かっていくこど

健康に関する支援を受けたいというデータが出ている中

もたちにおいては、自立支援計画を作るというところに

で、やはりそこから取り組んでいく必要があるのではな

こどもたちの意見がなかなか反映されていない。こども

いかなと思います。こういった回答で大丈夫ですかね。

たちが参画して一緒に、どういうふうに自分自身が自立
する、将来どういったかたちになっていたいとか、自分

藤井：

の希望が反映されたものがなく自立していってしまって

確かにご指摘の点は本当に大事な点だと思います。ほ

いる部分があるので、まず自立の段階においては、しっ

かの方はどうですか。自立支援に関して何かコメントの

かりこどもたちが参画した上での自立支援計画作成とい

ある方、いらっしゃいませんか。ここは山縣先生にお願

うのが確実に行われていくことが、またそれはチームで、

いしてもよろしいでしょうか。

いろんな関係機関を囲んで、こどもたちを中心に置いた
チーム会議を行った上での自立支援作成というのが重要

山縣：

になってくるのかなと思います。それは自立後にこども

畑山さんのご意見については同意をします。そのとお

たちが何か起きたとき、サポートをしてくれる人が確実

りだと思いますけれども、視野を広げるという意味で、

に顔が浮かぶような、頭に浮かぶようなものになってい

彼女が最後のほうで少しお話をした部分をちょっと触れ

くものになると思いますので、しっかりそういった機会

たいと思います。彼女自身も確かサポステか何かの相談

を確保するというのは重要かなと思います。

員、こども、若者支援法に基づく相談員をやっていた経

全ての若者、社会的養育という観点においては社会的

験がありますので、そういう発言に恐らくつながってい

養護を経験していないお子さんに対しても、全ての若者

ると思うんですけれども、母子保健とこども家庭福祉の

をサポートを受けられるような、私がいつも言っている

包括化とか、シームレス化というのは結構議論されてい

ユースセンターと言われるようなところに行くと、就学

ますけれども、二十歳を超えたところのこども、若者支

のサポートであったり就職のサポートであったり、学び

援との関係、これが十分に私たちは今議論できていない

直しのサポート、また住居のサポート、司法関係のサポ

んではないだろうか、と思います。

ート等、そこに行けば包括的にサポートを得られるよう

それは一つは、限界があって、母子保健等に比べてこ

な、また行けなくてもアウトリーチによるサポートが得

ども、若者支援というのは市町村事業としてあまり展開

られるようなことがきっと重要になってくるのかなと思

されていません。制度的な限界、実態上の限界があって、

います。

相手方がどこにいるか分からないという状況があるので、

というのは、私が今関わらせていただいている若者、

そこをやっていかないといけない。そのことによって、

ユースの中には、支援機関を持っていてもアクセスしづ

私はいつまで社会的養育の枠組みでこどもたちを捉えて

らい方々も多くいらっしゃいます。それは金銭的にもで

いくのか。その延長、延長で捉えていくのか、それとも

すけども、相談窓口への抵抗というのはやっぱりありま

児童相談所に相談に来る人は、もう 20 代後半になると

すので、そういったところを緩和できる方法は考えなけ

ほとんどいないわけで、それはサポートステーションの
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ほうがいっぱい行っているわけです。そこをわれわれは

もらえない子もいるし、入院のときとか就職するときも

きっちり受け止めて、どこかで引き継いでいく、軸足を

保証人って必要なんです。それはもう少しやり方で、そ

変えていく、主従の関係を変えていく必要があるのかな、

んなに大きく制度を変えなくても救済できる子がいるん

ということを感じています。そのことによって、これも

じゃないかなと思っていて、それをもし考えていただけ

委員会のほうでも話題には少しなったんですけども深堀

れば大変ありがたいのと、畑山さんおっしゃった通り、

りはできなかったのが、ヤングケアラーの問題とか、社

メンタル的な治療を必要とする子もすごく多くて、それ

会的養護の制度には直接乗っかっていないけれども生活

についても自立して、しばらくは見てあげられたらいい

的には同じような状況にある若者たち、そういうところ

のかなと思っています、という意見でした。

への介入のしやすさとか、そういうことも出てくるのか
なと。
いろいろ言いたいことはあるけれども、こども家庭庁
がこのままだとできるという前提で考えたときに、少な
くとも子若法は内閣府が管轄しておられますので、そこ
の関係は今までよりは少し垣根が低くなって、一体的な
施策を講ずることができるんではないか、ということを

藤井：

感じています。以上です。

メンタル的なところは、アフターケアもそうですけど、
大人の支援にも結びつけていくようなことをしっかりや

藤井：
畑山さんがおっしゃった中で、すごく気になったのが、
こどもが自立するときの進路を定めていくとき、まだこ
どもの意見がなかなか聞かれないというところで、私も

自立支援のところ、どうしようかなと思っていたんで

けれども、里親だと、まあこどもの意向を聞かないで進

すけど、児童養護施設の嘱託医でも長くやってきていま

路を決めていくということは、正直私の感覚でいくとま

すので、そのときのこどもさんたちの話の経験を少しお

ずあり得ないなと思ったりもしていて、しかし一方でそ

話させていただきます。実際に卒業していかれるとき、

うじゃない世界も社会的養護全体で見たらあるなという

こどもさんたち、今までは年齢で切られて出ていかれま

のも垣間見てきているところではあるんですが、そこは

す。1 年目はそれぞれの学校で、これがいいからと言わ

やっぱり一つこの報告書の中でも、アドボケイトという

れた仕事に就いたりとか、自分なりにこれしてみたいと

ような大きなテーマもここで掲げられているんですけれ

いう気持ちでやっていくんですが、実際生活してみると、

ども、アドボケイトとの関係でもっとしっかりやってい

ほとんど 1 年か、長くて 2 年ぐらいで、全然自分と思っ

かなきゃいけないんだよな、ということを改めて思った

ていたのと違うというところで、それを上手く相談する

んですけど、そこは高橋さん。

こともできず。結局実際にこどもたちに聞くと、相談し
たら全部、お前の我慢が足りないとか、人との付き合い

高橋：
自立のところで、そんな大きな話じゃないんですけど、
のが保証人の問題でありまして、今も 2 年間は児童養護
施設の施設長さんとかなってくれたりしますけど、それ
も 2 年で終わってしまうと聞いていますし、あとなって

く実感できるものがあります。はい、井上先生。
井上：

里親として何人かうちから自立した子どもたちがいます

うちがやっている奨学金で、割とすぐ困ることっていう

らなきゃいけないですよね。これは私も経験的にもすご

方がおかしいとか、そんなことばかり言われるので、辞
めるという相談もしたくなくてそのまま辞めちゃったよ、
という感じで、僕ら外部の人間には話してくれます。
そういうこどもさんたちの状態から、自分は今一番大
切にしているのは、いろんな行政とかじゃなくて、こど
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も同士が SNS でつながっているんです。本当にびっくり

この点について改めて皆さんのご意見をお伺いできれ

するぐらい。あの子どうなっているんだろうと心配して

ばと思うんですけれども、合わせて、地域間格差って民

いる子がいたら、こそっとこどもたちが、今こうしてい

間の事業だけじゃなくて、そもそも行政機関である児童

るよ、とか僕に教えてくれます。そういうこどもさんた

相談所自体とか市町村自体の、これは先程来議論に出て

ちの生活ぶりからずっと見ていったとき、一体何が大事

いましたけれども、仕事の地域格差というのも顕著に存

かなと思ったら、実は先程畑山さんが言っていられた、

在するわけです。昨年末の FLEC の提言では、一時保護

こどものほうが、もう大丈夫先生、1 人でやっていける、

したあとの社会的養護のこどもの支援は、ケアマネージ

というようなことを言えるようになって離れていくとい

メントも含めて基本的に民間の施設とか社会福祉法人と

うときに、じゃあ卒業かな、でも何かあったらまたいつ

か NPO にお願いすることとして、いわば官民の役割分

でも相談してね、ということを約束して、顔を思い出し

担の見直しを図ってはどうか、という提案もしましたけ

てね、っていうくらいな感じで出ていって、電話かけて

れども、このわが国の今の地方分権体制の下で、国とし

きてくれたときに、どうしたんだお前、じゃなくて、あ

て児相とか市町村に対してどういうふうにしかるべき対

りがとう、連絡してくれて、っていうそこから始まるよ

応を求めていくのかということについても合わせてご意

うな関わりを根づかせていかない限り、こどもたちは開

見いただければと思います。中野課長もおっしゃってい

いてくれないんじゃないかなと思っています。自分の経

たような、官民それぞれの人材の問題というのもあると

験です。以上です。

思いますので、そういう面も含めてご意見をいただけれ
ばと思います。これはまず相澤さん、いかがですか。

藤井：
それではそろそろ時間も押してきましたので次の話題

相澤：

に行きたいと思うんですけれども、この FLEC フォーラ

われわれがこの FLEC で出した内容として、アセスメ

ムの重要な課題として、昨年の 7 月の FLEC の緊急シン

ントやケアマネージメントなどのソーシャルワーク系の

ポをやりまして、そこで地域による支援体制の大きなば

こども家庭支援機能施設等の民間機関による社会事業と

らつきっていうか格差をどうやって埋めていくのかとい

して、児童福祉法に規定にして、制度化して、全国に普

うのが大きな論点になっていました。今回の報告書案見

遍的な体制整備を図るように、安定的な財源をきちんと

せていただくと、いくつかの事業で義務的経費化を実現

確保するということがとても大事だと思いますし、都道

されるのではないかと期待もされますし、もちろん財源

府県から、児童家庭支援センターが義務的経費化してく

の問題もありますので、そんなあれもこれもというわけ

れると推進を図ることができる、といったような意見は

にはいかないわけですけれども、しかしそれでも義務的

多々聞かれるわけです。

経費化を進めていく、すなわち義務的経費になれば国も

民間機関である家庭支援センターを中心に据えた相談

自治体もちゃんと決められただけの措置費なり経費をち

体制整備といったようなことが必要で、格差をなくすに

ゃんと事業者に払っていかなければいけなくなるという

はゾーンを考えた相談機関の設置というようなことが考

意味で大きな前進だと受け止めているんですけれども、

えられて、例えば大分県の場合ですと、県の東部には中

今後あるいは将来にわたってこの地域間格差って、私は

央児相、北部には中津児相で、ほかはないわけです。で

本当に超難儀な問題だと思っているんですけれども、露

すので、県の西部に児家センを、そして県の南部にまた

骨な言い方をすれば、なかなか本腰を上げてやってくれ

児家センを設置するということが社会的養育推進計画に

ない多くの自治体に対して、どうやったら前を向いても

盛り込まれまして、それを実際に今年度取り組んでおり

らえるのか。これはもう私たち現場でこどもたちを支援

ます。

している立場からすると本当最大の問題の一つなんです
ね。

そういうきちんとしたゾーンを考えた計画づくりをし
ていくというようなことと、私は将来的には虐待などの
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家族の構造的な問題に対応するためには、家庭全体を相

ところで整備目標を出していく。

談、援助するためのシステムの構築が必要じゃないかと。

その前提として、じゃあそれぞれの地域ごとにどのぐ

一次医療圏があるように、市町村レベルのかかりつけ相

らいのサービス水準が必要なのかというと、そこらへん

談機関を使っていこう、そのへんを強化していこう、充

のよりどころとなる考え方は、これはなかなか難しいん

実していこうと。こども家庭支援拠点を含め、一時相談

ですが、一応自治体ごとにどのぐらいの水準の整備をし

圏域とか、児童相談所とか児童家庭支援センターを中心

ないといけないのかというところについては一定程度考

にした二次相談圏域とか、中央児童相談所と精神保健福

えていかないといけないのではないかなと思います。

祉センターとか婦人相談所などを統合した、児童相談所

あと、各論になりますけど、さっき議論になったケア

を中心にした総合相談センター、これは青少年なんかも

リーバーの支援、これを全然自治体のほうが取り組んで

含めて、そういった三次相談圏域というようなことを設

くれないというご意見がありました。そこを解決するた

置して、相談体制を整備して格差を是正していくとか、

めに、これも計画に乗せるというところを目標にしてい

そういった解決方策も考えていいんじゃないかなと思い

るのですが、来年度補助事業で、昨年の 5 月に公表した

ます。以上です。

社会的養育ケアリーバーの全国の実態調査を国のほうが
実施しましたが、今度は各県のほうにケアリーバーの実

藤井：

態把握の調査を行っていただく補助事業をスタートさせ

ほかの方、いかがですか。中野課長、ではお願いしま

ています。これはケアリーバーの実態を把握していただ

す。

くことで、調査のための調査というより、どのぐらいの
支援体制を作らないといけないのかというところをそれ
ぞれ自治体ごとに把握していただくことを目的とした調
査ということになります。
ですからまずそのニーズ、実態を各自治体のところで
把握していただき、その上で支援体制をどのぐらい、例
えばケアリーバーの話であれば、ケアリーバー支援の事

中野：

業所を作らないといけないのか、というところですとか、

ほかの先生が考えている間に、とりあえず私どもの今

そのへんを考えていただく。その先に整備目標数を含め

考えている話を申し上げますと、サービスの関係で行く

た社会的養育推進計画の見直し、そこを考えていくと。

と、例えば在宅指導措置とかフォスタリング、これは非

そうした段取りで進めていきたいと思っています。

常に重要だというところで義務的経費化をしました。た

ただこれもそう簡単な話ではなくて、じゃあどのぐ

だこれは全ての事業についてそういうふう義務的経費に

らいの水準が必要なのかは自治体の状況によって全然違

できるわけではないんです。そこで今、相澤先生おっし

いますし、そのへんの考え方については今後関係者の皆

ゃった通りなんですが、社会的養育推進計画を使うなど

さんといろいろ意見交換をしながら詰めていきたいなと

の手法を考えないといけません。今回の専門委員会の報

思っています。とりあえず現在考えている状況について

告書の中でも、整備目標を見える化してどのぐらいのサ

は以上でございます。

ービス水準が必要かというところを定めるという方向性
が出されています。今、社会的養育推進計画は、里親委

藤井：

託率の目標というところが中心になっていて、必ずしも
個々のサービスについてどのぐらい必要かというところ、
これを推進するようなものが十分かというとそうじゃな
いというところがありますので、それぞれのサービスの

おっしゃっていただいているところはまさしくそのと
おりなんですけれども、ただあえて申し上げれば、なか
なか計画を作ったり目標を作ったり、私も計画を作ると
きに若干地元で参画したりもしましたけれども、計画は
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できるんですけども、その計画を実現するためのその具
体的な施策をどういうふうに立てていくかというところ
が、なかなか各自治体、分からないのか、先程来出てい
ますように、それを全体コーディネートできるような人
材がいないのか、そこらへんは自治体によっていろいろ
だと思うんですけれども、厚労省はいろんな工夫、いろ
んな知恵を出していろんな事業を組み立てていただける
藤井：

んですけど、それがなかなかそれぞれの自治体に響いて
いかないと言うか、厚労省が思うようになかなか動いて

確かにそこも大事な視点ですね。子育ても割と同じよ

くれないというのが現実なんだとは思うんです。義務的

うなところがあるんですけども、モチベーションを上げ

経費化というのは財政面でそこを少しでも厚労省という

ていくというか、そういうことも必要だし、評価される

か、政策的にしかるべき方向に押していく一つのツール

ことでもって自治体の中でもステータスも上がっていく

ではあるんですけども。ほかにどんなやり方があるのか、

というか、自治体の中での注目度とか優先順位も上がっ

本当に考えあぐねるところなんですけれども、ほかの先

ていくという面もあるのかもしれないなと今お聞きして

生方いかがですか。何かお考え、知恵なり何かあれば。

いて思いました。ほか、いかがですか。山縣先生にお願
いしてもいいですか。

高橋：
山縣：

本当に一案なんですけれども、自殺対策のとき、全国
をトップセミナーと言って回っていかれたようなことを

これ、本当に国の努力だけでは難しいような状況で、

厚労省さんも、あと民間団体さんと協力してやられてい

これだけ地域差が激しくて、先程も言いましたけど、資

たことがありまして、そういうのも一つのやり方として

源そのものの配置が全く違っていて、単に地域と言って

あるのかなと、今ふと思いました。

も、最近私仕事柄興味を持っているというか、自分で不

あと私も児童相談所の方とお話をすることがあります

勉強だったなと思っているのが離島です。こういうとこ

けど、児童相談所の方ってすごくお忙しくて、場所によ

ろが本当に孤立していまして、例えばこのコロナの状況

っては虐待で手一杯というところがあり、もちろんそれ

下で、通常であっても飛行機で妊婦さんがいられるのは

を今増やそうということは皆さんやっていらっしゃるん

妊娠 9 カ月までなんです。ということは、出産できる本

ですけれども、そうした中でなかなかなりたがる人も減

島なりに行こうとしたら、1 カ月以上前からそこで住ま

ってきているということも聞いて。こどもたちを守って

ないといけないんです。コロナでさらに 2 週間ぐらいの

くださっている児相の人たちって割とマイナスなときに

滞在期間を設けられたら、1 カ月半ぐらいの負担がかか

採り上げられがちなんですけど、それをもうちょっとや

っている。そのことに対して私本当に気がついていませ

りがいのある仕事みたいな評価していくというか、そう

んでした。そういう意味で、もっと地方の細かい状況を

いうことも必要かなと思いました。

私たちは気づきながらどう埋めていくのか、具体的な埋
め方は即単純に提案できない。地域の方々の声を聞きな

昨日安部先生が評価のところをまさに、ダメなところ
を出すだけじゃなくてよくできているところも評価して

がらでないとできないのかなということを感じています。

いくというふうにおっしゃっていたので、そういうこと

それはちょっとこのテーマからは外れますけれども、

を全国にやっていくという、地道な努力になりますけど、

幼稚園についてです。公私を含めた幼稚園ですが、今 27、

そういうことも必要なのかなと思いながら。つらつらと

28 パーセントのところは幼稚園ゼロです。一園を含める

した意見で申し訳ないです。

と 5 割しかないんです。こどもの教育保障、就学前教育
保障となったときどう考えていけばいいのか。このへん
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も広く FLEC フォーラム、社会的養育、家庭養護だけで

してこのシンポの締めにしたいと思います。相澤さんか

なく、こどもたち全体についても私は意識していく必要

らお願いしてよろしいですか。

があるのかなというようなことを感じています。以上で
す。

相澤：
私は国民にこどもが権利の主体であるという理念を認
識してもらうということで、高橋さんが言ったこども基
本法の制定をすることが必要だと。それで全てのこども
の声を大切にして、ともに育ち合う共生社会の実現を目
指して、こどもを中心にして、こどもの参画に基づくこ
どもの視点に立った政策を行っていくと。そしてそのた
めには今回大幅な施策を推進させることになりましたけ

藤井：

れども、さらに推進するためにこどもアドボカシーシス

それではもう時間が近づいてきましたので、最後に皆

テムなどの構築など、子供の権利養護システムを推進す

様一言ずつというふうに思うんですけれども、最後の一

ることが重要です。また私が常々言っております、養育

言にあたりまして、これも何人かの方がおっしゃってい

のライフサイクルを見据えた社会養育システムの確立が

ましたけど、これからは低所得だとか若年とかだけでは

とても重要であって、その確立に向けた推進を図ること

なくて、全てのこども、全ての子育て家庭への包括的、

が必要です。最後に人材育成ですが、民間機関を活用し

あるいは継続的な支援というのを地域で実現していくと

た養成確保はもとより、今後は児童委員とか主任児童委

いう、そういうことが大きな論点になってくるんじゃな

員とか、あるいは里親のように、身近な住民を活用した

いかと思います。高橋さんおっしゃっていたような基本

人材養成確保が必要ではないかと考えております。本日

法というような議論もありますでしょうし、私ども
FLEC フォーラムとしては、各制度の縦割りを打破して、
包括的、継続的な支援体制を全国普遍的に整備していく

井上：

ためにはどうしたらいいかということを、これまでも議

私は今までやってきまして、こどものことを思ってい

論してきましたけれども、来年度以降は、例えば法制度

る、そして心配している仲間が地域には必ずいます。そ

については、これは保育なんかも含めて支援サービス全

ういう方たちが、今私が知っている限りは結構孤立して、

体を一元的に提供できるような包括的な法制度に組み立

一人で頑張っておられたりとか、ほんの数人で、こども

て直す、ということも検討してはどうかと相澤さんから

のことは本当どうなっているんだろうね、っていうつぶ

少しお話もありました。
社会的養護を含めた全子育て家庭を対象にした包括的、
あるいは継続的なソーシャルワークの支援の体制の構築
が必要じゃないかとか、そういった議論をさらに FLEC
フォーラムでも本格的にやっていかなければいけないな
と思っていたりもするんですが、何よりこども家庭庁創
設の動きは、そういう議論に世の中全体を持っていく大
きなチャンスだと思っています。今後の議論に向けて、
これものすごく大きなテーマですので、断片的でも結構
ですから、制度面であれ運用面であれ、それぞれお考え
のあるところを少し入れていただいて、一言ずつお願い

はどうもありがとうございました。

やきで終わっている仲間がいるので、その方たちをしっ
かり見つけて、そしてサポートするという姿勢が大事じ
ゃないかなと思っています。
私はその人たちとの顔の見える連動、そして協働、こ
の場所をどのように作るかというときに行政が手伝って
くださって、そういう方たちがこの地域にはいるんだ、
じゃあその人たちにはここの場を行政として提供できま
すよ、何が必要ですか。これだったらお手伝いできます、
という格好で双方がつながっていって、そして今のこど
もの施策で、これだけ変わってきた施策の中で、今こそ
あなたたちが本当に必要なんだということをもう一度お

110

第 4 回 FLEC フォーラム報告書

Day1.シンポジウム児童福祉法改正と今後の社会的養護の展望

伝えしていただくと僕はまだ間に合うと思っていますの

ければならなくなります。その方法やその成果をしっか

で、ぜひそのへんの声かけをしていただければなと思い

り社会的養育研究所としても追っていったり、サポート

ます。本当にありがとうございました。

していったりしたいなと強く思っています。それと自治
体間格差というのがまたそれでひどくなっていくのかも

畑山：

しれないという中で思っていました。井上先生もおっし

本当にこの FLEC フォーラムにおいては、また様々な

ゃった通り、上手く行っているところは必ずキーパーソ

専門家の方、また現場の方々が集って、こどものために

ンがいます。その人たちが結びついていて、一人ででき

これだけ議論されているということは私自身本当にすご

ているところは確かになくて、各地にいるまだできてい

くうれしく思いながら一緒に参加させていただきました。

ないけれどキーパーソンとなっている方、埋もれている

本当にありがとうございました。全てのこども、全ての

ようなところのキーパーソンの方々を全国で集めるとか、

子育て世帯を中心に置いて必要な支援を作っていってい

今だと Zoom でも集まったりもできますし、そういった

ただけたらよろしいなという思いがあります。

かたちでやれることを共有していくということも実は結

社会的養護の当事者としては、特に自立支援におい

構大事かなと思います。

て、よくアフターケアと言われますけれども、これも私

フォスタリングチェンジプログラムという里親委託後

もよく言わせていただいていますが、こどもたちにとっ

の研修を今全国に広めているところですけれども、あれ

てはアフターではないです。社会的養護を離れたあとは

も最初はなかなか実施させてもらえなかったのです。お

アフターではないので、こども、若者の人生において自

金が出ないからとか、いろいろな反対があってできない

立支援というのは、こどもたちの人生の一部なので、や

というときに、でもやりたいという人がいて、施設の方

はり社会全体でケアを離れたあとのこども、若者の人生

が里親さんのためにやりたいと言って研修を受けてやれ

というのを、ライフステージに応じていろんな課題がで

る準備はしているけどまだできませんというときに、フ

てくるので、そういったところをサポートできるような

ォローアップミーティングという中で、もう実施してい

仕組みを議論し続けていただきたいなと、私もぜひ一緒

る人たちとみんなで全国で集まって話すと、そこでやり

に考えさせていただけたらうれしいなと思いながら、本

方を教えてもらったり、行政の説得の仕方とか、施設長

日参加させていただきました。本当にありがとうござい

はどうやったらできるのかとか、お金はどういうかたち

ました。

で具体的に準備できるかなど。場合によっては、すでに
実践している人が応援に行く。その自治体の方々に説明

高橋：

に行き、こんなふうにできますよ、ということを具体的

児童福祉法改正とこども家庭庁という、本当に何年か

に伝えて埋もれているキーパーソンが埋もれないように

に一度という大きな変革の時期だと思いますので、皆さ

する。その地域で実はまた別の方がいたりして、そこと

んからいろいろ示唆をいただけて本当にありがたかった

結びつけるようなことを、外から応援が入ることで作る

です。財団としても何が必要かいつも考えながらやって

ことができます。ですので、そのような応援体制もしか

いますので、また皆さんにいろいろご示唆をいただけれ

したら仕掛けとして作っていけると格差が少しは減るか

ばできることをやっていきたいと思っていますので、よ

もしれないと思っておりました。今日はありがとうござ

ろしくお願いします。

いました。

上鹿渡：

中野：

本当にこの案がそのまましっかり実施されたら、大き

はい、本日はいろいろと貴重なお話を聞かせていただ

くまた変わると思います。そうすると、その新しい制度

きましてありがとうございました。私としても大変お勉

の下で民間や自治体それぞれが新しいことをまた始めな

強になりました。われわれは今日頂いたようなお話も含
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めてしっかり勉強を重ねて、それから制度、これは新し

きながら報告の内容の実現と、さらに必要なものの修正

い制度に限らず、今目の前でできるような事項を、地道

に取り組んでいきたい、というふうに思いました。今日

なようではあるんですが、しっかり伝えていくというの

はたくさんの情報、ありがとうございました。

が重要な仕事だと思っています。
コロナが非常に多くの方々に苦しみを与えてしまった

柏女：

わけですが、唯一よかった点というのが、今日もまさに

こどもの特性って何だろうかと考えると、始期と終期、

そうですけど、こうしたネットを活用したオンラインの

始まりと終わりがある。必ずこれはあるわけです。でも

コミュニケーションシステム（Zoom 等）で、安価で多

どこに線を引いていくかということは、こども家庭庁が

くの方々と対話ができるというような、そういう機会が

できるときにどこまでを担当するのかというのが非常に

広がったわけですので、例えば自治体とか支援者の方、

難しい問題として上がってくると思います。まずは始期

施設の関係者、それから当事者の方、関係団体、こうし

で言えば、胎児、妊娠期からの切れ目のない支援はよく

た方々としっかり対話を重ねるという取組みを進めてい

言われるけれども、それは大人側に焦点を当てたもので

きたいと思います。

あって、胎児をどう考えるのかというのはまだまだ宿題

専門委員会の宿題でもある施設関係者の方と中長期的

になっているかと思います。また、終期についてはどう

な視野も含めて意見交換をしっかりするという話、これ

するかというのは、今日は自立支援の問題で議論されて

は可能な限り早く進めていきたいと思いますし、こうい

いたかと思います。関係機関がたくさん関わりますので、

うことができるんだという情報についてお伝えをすると

こども家庭庁に行っても教育委員会は、そこは抜かされ

ともに、われわれ国としても地域や支援現場、当事者の

るという話になりますので、いわば関係機関の連携とい

みなさんの状況についてしっかり勉強して、双方向で情

う課題はまだ大事になってくるわけです。

報を意見交換する。政策当事者として「対話」を重視し

それから終期で言えば、障害児支援が、今度はこども

た議論というのを、新しいこういうネットを活用した方

家庭庁のほうに移管になりますと、今度は大人の障害者

法も上手く取り入れながら、うちの課のスタッフを上げ

のサービスとの間に切れ目が生じてしまうという話にな

てしっかり取り組んでいきたいなと思います。本日は大

りますので、ここもどうやってつなぐのかということが

変勉強になりました。ありがとうございました。

とても大事になるかなと思います。あとは最後としては、
包括的な支援、これをどう目指していくのか。こどもの

山縣：

分野は難しいということが言われましたけれども、それ

旧約聖書に、生まれてこなかった者が一番幸せである、

なりの理由があると思うので、ここをどうやって作って

というフレーズがあるんです。それぐらいこの世という

いくのかということが大事かなと思います。そういう意

のは非常に厳しい現実があるんだ、ということを語って

味では、メインのシステムと、それからいくつかのサブ

いるわけですけども、今こどもたちが問題を避けるとい

システムを組み合わせて、こども家庭福祉の改革を考え

う方向で私たちは支援しがちですけれども、四苦八苦で、

ていかないといけないのかなと思いました。たくさんの

そういうのを抱えながら生きるという生き方も、私は宗

方からのご発言の中で、とても啓発される気持ちで聞か

教大好きなので、現実的に考えたほうがいいのかなと。

せていただきました。以上です。

避けるではなくて、そこの中で生きていくすべを身に着
けていく。そういう支援を親に対しても子に対しても、

藤井：

そういうことを頭に起きながら、私の責任としては、報

ありがとうございました。本日大変拙い司会で本当に

告書の内容を実現する。その責任が委員以上に私はある

申し訳ありませんでしたけれども、時間も過ぎてしまい

と思っていますので、今後、国、あるいは地方自治体、

まして、しかし私も本当に大変たくさんのことを勉強さ

あるいは現場等の声も聞きながら、さらに親子の声も聞

せていただきました。何人か最後におっしゃっていた、
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キーパーソン同士とか、あるいは関係機関同士の対話と
か意見交換の場という意味では、この FLEC フォーラム、
まさにそういう目的をもってみんなで作ってきたもので
すので、私もまた皆さんと一緒にこれからもいろんな議
論、意見交換も続けていきたいと思いますし、また皆さ
んのほうもそれぞれ FLEC フォーラムという場を活用し
ていただければありがたいなと思いました。本日は本当
にありがとうございました。ではこれにシンポジウムを
終了させていただきます。お疲れさまでした。
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