
f「＼

／（＼ 

第2@)

”. ., ,, ！・，・:t.--~－ 
.・a祷’t‘t&1首会

． 

三、使、
よ"#I'')7ミ

弘、』仰ぎ匂

． 

寧成 IG隼8向'2c:;() （土）

総今ィ IJ~ヴ横領

雪親・？？さリーオ.－ ~‘~·~接写急会
http://honE1pGqE1'2.nifty.con/fostE1r-fc;”I 1v-honE1/indE1x.ho”1 

;:! 0)事策協社告福祉事業暗号者基S0>1h成~~るも＠ど寄



3年目を迎える里親ファミリーホーム全国連絡会の指針
一子どもたちのために

里親ファミリーホーム全国連絡会会長康瀬タカ子

お暑いなか、そして、ご多忙のなか、遠路はるばる里親ファミリーホーム全国研

究協議会にご参加いただきました皆様、本当にありがとうございます。

今回の全国研究協議会は、社会福祉事業研究開発基金のご支援によって実現の運

びになりました。深く御礼を申し上げます。ご後援いただきました厚生労働省、財

団法人全国里親会、横浜市青少年局、全国乳児福祉協議会、全国児童養護施設協議

会に対しましても、重ねて御礼を申し上げます。

この里親ファミリーホーム全国連絡会が設立されたのは、 2005年8月28日

でした。早いもので、今年は3年目を迎えます。

この問、子どもをめぐる状況は年々深刻さを増しています。たとえば、昨年度の

児童相談所における児童虐待相談対応件数は37, 343件と、前年より 2' 8 7 

1件も増えました。

大人に傷つけられた子どもたちを救うのは、私たち大人の大事な役目です。彼ら

の心と体を癒さなければ、日本に明るい未来はなく、私たちの老後も暗くなってし

まいます。なぜなら、子どもたちは「育てられたように育つj からです。優しくさ

れたことのない子どもが、他人に優しくできるでしょうか。

里親ファミリーホーム全国連絡会のホームページでは、 f子育ての指針j として

1 8の項目を挙げています。たとえば、子どもは「憎しみの中で育っと、人と争う

ことを学びますj f恐怖の中で、育っと、おどおどとした小心者になりますj。しか

し、 f励まされて育っと、自信を持つようになりますj f安心感を与えられて育っ

と、自分や人を信じられるようになりますj f周りから受け入れられて育っと、世

界は愛であふれでいることを知りますj。

子どもが健全に成長するためには、安全で安心できる環境が必要であり、 「変わ

らない養育者j が不可欠です。四六時中一緒にいると、いい面だけを見せるわけに

はまいりません。苛立つたり、怒ったり、ときには夫婦喧嘩の様子も見せてしまい

ます。しかし、そのことこそが、職員が交代で勤務する施設では絶対にできないこ

となのです。喧嘩した翌朝、夫婦が仲直りする姿も見るのも、子どもにとっては

“大事な勉強”です。そういったプライパシーも含めた「ありのままの夫婦の姿、

親の姿j を間近に見ることで、子どもたちは大人になったときに自分なりの家族を

つくっていけるのですから。 5月に出された厚生労働省の「今後目指すべき児童の
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社会的養護体制に関する構想検討会中間とりまとめJにも、 「子どもの育ちを保障

するための養育機能Jとして、 「家庭的な養育環境の中で特定の支援者との継続的

で安定した愛着関係の下、年齢に応じた子どもの自己決定権を尊重しつつ、親子分

離に伴う不安等個々の子どもの状態に配慮しながら、生活支援・自立支援を行うこ

とが重要となるj と書いてありました。

里親ファミリーホーム全国連絡会はいまだ発展途上にあり、いたらない点も多々

あります。しかし、子どもたちの幸せを願う多くの人たちと一緒に、どの子どもも

虐待されることなく、安心して成長できる環境をととのえていきたい。家庭生活を

奪われた子どもたちに、普通の当たり前の家庭生活を体験させる。それこそが里親

ファミリーホームの意義であり、原点です。私たちの会はそれを使命とし、今後も

精一杯頑張ってし、く所存です。

最後に、皆様からの温かいご支援とご協力に感謝し、今後ともいままでと変わら

ぬご指導、ご鞭援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

※子育ての指針

1、子供は批判されて育つと・・・人を責めることを学びます。

2、憎しみの中で育つと・・・人と争うことを学びます。

3、恐怖の中で育つと・・圃おどおどした小心者に成ります。

4、哀れみを受けて育つと・・・自分をかわいそうだと思うようになります。

5、馬鹿にされて育つと・・・自分を表現できなくなります。

6、嫉妬の中で育つと・・・人をねたむようになります。

7、引け目を感じながら育つと・・・罪悪感を持つようになります。

8、子供は辛抱強さを見て育つと・・・耐えることを学びます。

9、正直さと公正さを見て育つと・・・真実と誠意を学びます。

1 0、励まされて育つと・・・自信を持つようになります。

1 1、ほめられて育つと・・・人に感謝できるようになります。

1 2、存在を認められて育つと・・・自分を好きになります。

1 3、努力を認められて育つと・・・目標を持つようになります。

1 4、皆で分け合うのを見て育つと・・・人に分け与えられるようになります。

1 5、静かな落ち着きの中で育つと・・・平和な心を持つようになります。

1 6、安心感を与えられて育つと・..自分や人を信じられるようになります。

1 7、親しみに満ちた雰囲気の中で、育つと・・・生きることは楽しいことだと感じます。

1 8、周りから受け入れられて育つと・・・世界が愛であふれでいることを知ります。
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財団法人全国里親会理事

厚生労働省 社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会委員

木ノ内博道

全国里親会の理事をしております木ノ内です。本日は渥美会長が所用のため、代

理として出席させていただいております。第2回 「里親ファミリーホーム全国研究

協議会j の開催にあたりまして、ご挨拶申し上げます。

ご存知のように、里親制度は近年の被虐待児童の増加に伴って、社会的養護の受

け皿として大きく期待されるようになってきました。しかし、制度上の問題、およ

び里親の意識上の問題から、里親制度はその期待に充分応えていない状況にありま

す。

この春、当全国連絡会の顧問であり全国里親会の理事でもある柏女霊峰先生を座

長に、 「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会Jが精力的に開

かれてきました。 5月にまとめられた中間報告では、施設の課題とともに里親制度

の見直しと支援のあり方が提言されています。

これを受けて、 9月からは検討会を審議会に格上げして、法律の改正までにらん

だ取り組みをしようとしています。全国里親会の推薦を受けて、私も委員に加わる

ことができました。里親制度を、社会的なニーズ、に応えられるように整備していく

ととが私のミッションだと思っています。家庭で養育されることの難しい子どもた

ちの最善の利益に応えていくために、里親自身も意識変革をしてし1かなくてはなり

ませんが、なによりも制度の整備拡充が課題です。

／『＼

里子や里親の思いをできるだけ反映していきたいと思っています。ファミリーホ－ (""" 

ムの制度化も課題です。社会的養護の大きな転換期にあることを自覚して、皆さん

とともに里親制度を前進させていきたいと思います。

そこでご提案ですが、本日の研究協議会の分科会ではぜひとも問題や課題を明ら

かにしていただき、今後の方向性を探っていただきたいと思います。その成果を私

も行政に反映していきたいと思っています。

実り多い研究協議会であることを祈願して、ご挨拶に代えさせていただきます。
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基調講演

「理不尽な体験を重ねた子どもの成長を願い共に暮らす」

～虐待や不適切な養育を受けた子どもとのかかわりの工夫～

茨城大学人文学部准教授

首長千賀子

大人の側にどんな事情があるにせよ、虐待をはじめとする不適切な養

育は、子どもにとってはともて理不尽な体験です。そして、里親家庭や

児童養護施設は、望まずして理不尽な体験を重ねた多くの子どもたちが、

安心して育つ望みを託す大切な現場で、す。そんな子どもたちの成長を願

い子どもたちと共に暮している（あるいは、これから共に暮らそうとし

ている）里親や児童養護施設の職員の方々から、いくつもの相談を受け

てきました。そして、この大切な現場がさまざまな問題に直面し、多く

の課題を抱えていることを知りました。山積する課題や問題を、杖のひ

と振りで解決する魔法はありません。子どもたちとかかわる大人がそれ

ぞれの立場で、できること、しなければならないことを、優先度の高い

課題から、ひとつひとつ着実に取り組んでいくことが必要なのだと思い

ますD 今回の基調講演では、世界のさまざまなコミュニティでの人の発

達の姿との対比を通して里親養育を含めた現代の日本の子育ての現状と

課題について皆さんと一緒に考えてみたいと思います。そして、さまざ

まな保育・教育・養育の現場に身を置き、現場の人たちと協働して子ど

もたちとかかわってきた私自身の体験を踏まえ、不適切な養育を受けた

子どもとの具体的なかかわりの工夫についてお話しできればと思います。
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里親ファミリーホーム全国研究協議会 第一分科会

テーマ： 「ファミリーホーム制度導入の課題と制度が拓く未来J

コーディネーター．柏女霊峰（本会顧問圃淑徳大学総合福祉学部教授）

パネリスト：宮腰奏子（厚生労働省 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課課長補佐）

パネリスト：江角義男（東京都八王子児童相談所所長）

パネリスト：！主司理恵（群馬県健康福祉局青少年こども課主任）

パネリスト・司会：坂本洋子（東京都ファミリーホーム）

趣旨

現在、全国の自治体のうち里親ファミリーホームを制度化しているのは、 11自治

体といわれている。しかし、そのなかには、財源難ゃなり手の不在等により制度存

続が危ぶまれているところもある。里親ファミリーホームは、現在のところ、里親

家庭の献身的な尽力に負うととろが大きいことが指摘されている。

その一方で、厚生労働省に設置された「今後目指すべき児童の社会的養護体制に

関する構想検討会Jが5月に提出した「中間とりまとめJは、里親・家庭的養護活性

化方策のーっとして、里親ファミリーホームの実態を踏まえた制度化の可能性につ

いて言及している。

第 1分科会においては、このような現状を踏まえ、厚生労働省、自治体、児童相

談所、養育家庭の担当者それぞれから発題いただき、新規に制度化を目指す自治体

関係者その他フロアの方々との意見交換を交えつつ、里親ファミリーホームの制度

化並びにその課題や可能性、全体としての里親制度活性化方策等について論議する

こととしている。
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第 1分科会レジュメ①

「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会」

中間取りまとめについて

厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課 宮腰奏子

0 「今後目指すべき児童の社会的養護体

制に関する検討会」を2月に設置し、検
討を開始。

0 現在の社会的養護の課題を整理し、今
後目指すべき社会的養護体制のあり方
とそれを実現するための具体的方策に

ついて検討。

今後目指すべき児童の社会的養護体制に

関する構想検討会委員名簿

委員名 所 震

奥山良紀子 国立成育医療センターこころの診療部長

i柏女霊峰 淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科教授

榊原智子 読売新聞東京本社生活情報部記者

庄司順一 青山学院大学文学部教授

松風勝代 大阪府健康福祉部児童家庭室家庭支援課長

西 海 哲 山梨県立大学人間福祉学部教授

山綴： 文1台 大阪市立大学生活科学部人間福祉学科教授

,.--._ 10 2月より9回開催し、 5月18日に中間と
吉田恒雄 駿liiJ台大学法学部教授

りまとめ。
。座長 （敬称略、五十音順）

7 
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心理的ケア等
ニーズ由多さ

~~r 

親子分離に伴う不安等
個々の子どもの状態に配
慮しながら、生活支援・自
立支媛の提供を基本とし
た対応が必要な子ども

-－家庭的な形態（里親又は小規
模なグループ形態）の住居・
施設で生活。

－必要に応じ、心理的ケア等の
スヲッフを有する施設から支
媛を受ける。

A 
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p
 ，

 

p
 ，

 
，
 

，
 

，
 

，
 

F
 ，

 

精神的不安等が落ち着くまでの
一定期関心理的なケア等が必要
な子ども

被虐待や障害等により、一定の
心理的なケア等が必要な子ども

言践
・一定の専門的なケアを受けることが
できる施設で生活。

・施設において可能な限り、小規模な
単位でのケアを受ける。

・必要に応じ、より治療的な機能を持 . 

つ施設から支援を受ける。 : 

－一定程度落ち着き、心理的ケア等の i
ニーズが減じられた場合は、左記の i
里親等のもとで生活し、支援を受け : 

る。
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；磁
発達障害や被虐待、情緒機
能の障害、非行等の行動化
が著しい等、高度な治療的・
専門的な対応が必要な子ど

も

総長

・専門施設において心理療法等の
高度な治療的・専門的ケアを集
中的に受ける。

・状態が落ち着いたら、左記の施
設や里親等のもとで生活し、支

援を受ける。
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［｜社会錦養護体観側諸山容母校卒関川蜘麟j

( 1）家庭的養護の拡充

0 里親制度の拡充
－普及啓発活動の実施（国民運動としてのPR活動等）

・里親支援の拡充（レスパイ トケア、相談支援、里親手当等の拡充）

・里親と里子のマッチングを児童相談所と共同で民間主体が実施する仕組みの検討

0 小規模グループ形態の住居（ファミリーホーム）の鉱充
・小規模グループ形態の住居の制度化について検討

(2）施設機能の見直し

0 施設体系の見直し
．子どものニーズ、に合わせた施設体系のあり方について改めて検討

O 施設機能の充実
－家庭支援や治療的なケアを行う機能を強化

(3）年長児童に対する自立支援の強化

O 進学支援、就労支援の強化等

(4）社会的養護を担う人材の確保とその質の向上

0 施設長、施設職員等の資格要件、社会的養護に関する専門職や資格のあり方の検討等

0 施量生肉虐待等の防止を図るため、制度的な対応も視野に入れた検討

－高齢者虐待防止法等他の分野の施策を参考として検討

0 都道府県等において整備目標も含めた整備計画を策定し、これに基づき計画的な整備を行う仕組みの検討

ファミリーホームに関連する部分（抜粋）

2.社会的養護の質の向上に向けた具体的施策

( 1）家庭的養護の拡充
子どもの養育においては、家庭的な環境の下、地域の中でその個別性を確保

しながら、社会へ巣立っていくことができるよう支援していくという観点が重要である。
そのためには、里親制度を拡充するとともに、小規模なグループ形態の住

居・施設のあり方の検討、施設の小規模化の推進が必要である。

イ小規模なグループ形態の住居・施設のあり方について
現在、 4人から6人程度の子どもが里親家庭に委託されるいわゆる「里

親ファミリーホーム」がいくつかの地域に見られる。このような形態による支援は、
子ども同士も相互に関係を築きつつ、里親が家庭的な環境の下で社会的養護
を提供できる形態として注目される一方、一組の里親が4人から6人程度の複
数の子どもを養育することになるため、外部からの支援者の必要性を始めとした

様々な課題も指摘されている。
上記のような実態を踏まえつつ、小規模なグループ形態での住居・施設

のあり方について制度的な位置づ、けを含め、早急に検討する必要がある。
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第 1分科会レジュメ②

要綱制定経過

昭和 57年

昭和 60年

平成 14年

東京都八王子児童相談所長

江角義男

東京都ファミリーグループホーム制度試行要綱

東京都ファミリーグループホーム制度実施要綱

東京都ファミリーホーム制度実施要綱

東京都ファミリーホーム制度実施要綱 指定基準等

( 1 ) 定義

ファミリーホームとは、 4人から 6人までの児童を養育する、一定の要件を備
えた養育家庭で、かつ知事の指定を受けたもの

( 2) 指定基準

ア及びイの要件を備えていること

ア 次のいずれかに該当

・養育家庭として 2年以上登録し、同時期に 2人以上の児童を受託し養育し
た経験が 1年以上あること

－養育家庭として 5年以上登録し、通算して 5人以上の児童の受託経験があ
.,,,---.., ること

・保育士文は児童指導員として、児童養護施設等で2年以上の実務経験があ

ること

イ 住居につき、居室が 4室 24畳以上あり、ファミリーホームとして児童の

養育が可能であること

( 3) 申請・指定

・ファミリーホームの指定を希望する養育家庭は知事に申請する。
－知事は児童相談所長の意見を聞いた上で、指定の可否を決定する。

( 4) 指定の取り消し

委託児童数が 3人以下の期間が、 3ヶ月以上継続したとき、など。

一，
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3 東京都の体制

身近な相談

研修などの委託

NPO法人

東京養育家庭の会

研修、交流会 養育家庭

－家庭訪問

託委を杏同養

援
の
支

も

、

会

ど

談

流

子

相

交 定

録

費

認

登

経

0地域児童相談所 O児童相談センター

－児童福祉司 ・里親担当

－養育家庭専門員

・児童心理司など

/"'-

福祉保健局少子社会対策部里親担当

4 家庭的養護の拡充

0 「次世代育成支援東京都行動計画J （平成 17年4月）

［家庭的養護の拡充1
平成 19年度までに家庭的養護を社会的養護の 3害！！に

養育家庭 3 1 8人（平成 17年 2月）→420人

グループホーム 243人（ II ）→ 6 0 0人

f～、、、

0 都内には 11家庭あり、そのうち八王子児童相談所は 6家庭ある。里親はい

ずれもベテランの方で養育力に長けている。その家庭的な雰囲気の中で子ど

もが助け合い育ちあっていく体験はかけがえのないものである。
家庭的養護を一層推進するため、委託児童を常時4人以上預かる養育家庭を

「ファミリーホームj として国の方で制度化する必要があり、児童相談所は、

安定した運営が図られるよう支援を強化していかなければならない。

11.'. 



（参考） 東京都ファミリ ーホーム事業

項目 国 都 趣旨

里親手当 3 4, 0 0 0円 5 9' 0 0 0円 ー人当たり

ホーム管理費 自己所有の場合 家屋借上料

109, 00 O円／月 ホーム補修費

借家の場合 光熱水費等

家賃の実費 管理費全般

（上限）

270, 00 0円／月

（下限）

109, 00 0円／月
f「＼ ホーム開設準 実費 家屋を借り上

備費 （上限） げるときに要

810, 00 0円 する礼金・仲介

料等（敷金を除

く）の経費

病欠代替経費 日額 里親が傷病の

7' 8 9 0円 ため 2日以上

療養を必要と

した場合の代

替補助者雇上

経費

／｛＼ 

MEMO 
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第 1分科会レジュメ③

「群馬県におけるファミリーグループホーム制度」

群馬県健康福祉局青少年こども課

子育て支援グループ主任庄司理恵

1 概要

平成 14年、 「従来の施設養護と里親養護の中間形態として、家庭の中での養護
を実施するj ファミリーグルーフ。ホームについて、群馬県独自に運営支援事業を開
始・した。

群馬県では、現在5ホームが指定されているが、平成19年度においても1ホームが
申請準備中である。

平成 14年 4月 18日 群馬県ファミリーグループホーム事業実施要綱施行（10月 1日適用）

平成 14年 10月 1日 1ホーム指定（桐生市）

平成 15年 12月 1日 1ホーム指定（前橋市）

平成 18年 3月 1日 1ホーム指定（前橋市）

平成 18年 12月 1日 1ホーム指定（前橋市）

平成 19年 1月 1日 1ホーム指定（前橋市）

平成 19年 8月現在 lホーム申請準備中（高崎市）

2. ファミリーグループ。ホーム運営に関する支援
圃 群馬県ファミリーグループυホーム運営費補助金

桐生市 1ホーム

高崎市申請準備中

定員は概ね6名。委託児童4人以上の場合に補助を行う（管理費、人件費、

補助要員費、初年度経費） 0 ・ファミリーグループρホーム情報交換会
（ 平成 18年度より年 1回の情報交換会を行っている。

口昨年の内容：
ファミリーグループ。ホーム運営及び養育等に対する情報交換について
今後のファミリーグループホーム内でのネットワークづくりについで

3.群馬県における課題
圃 県単補助金であるために財政状況の影響が大きく、毎年補助金が減額となっ

ている
園 地域的な偏りがある（前橋市に集中している）
圃 委託児童数が4人に満たないホームがある

4. 今後の取組・毎年度 1ホームの新規指定を目標に、ホーム実施希望者の掘り起こしを行う・レスパイト事業の充実を図る
圃 運営費補助金の適正化を検討する



群馬県ファミリーグループホーム事業 ( 1 ）ホームの指定を受けた者から、指定第3 支出対象経費
実施要綱 の取り消しの申請があったとき。 ホーム運営に係わる人件費、家屋借上

(2）委託児童の養育状況が不良で‘あった料、維持管理に必要な備品費、消耗品費、

（目 的） とき。 通信費、光熱水費、旅費、保健衛生費、勝

第1条 この要綱は、ファミリーグルー ( 3）正当な理由がないにもかかわらず、 員研修費、補修費

プホーム （以下「ホームJという。） 事業 委託児童数等の実績が著しく不良な第4 補助金の交付申誘

を実施することにより、保護を要する児童 とき。 補助金の交付申請をしようとするもの

に対し家庭的な環境を提供し、児童の社会 (4）各種法令違反などの非行があったとは、別紙様式 1 「群馬県ファミリーグルー

的自立の促進に寄与することを目的とす き。 プホーム運営費補助金交付申請書」を知事
る。 ( 5）その他知事が必要と認めたとき。 に提出しなければならない。

（定 義） （申請内容変更の届出） 第5 交付条件

第2条 この要綱において、ホームとは、 第7条ホームの指定を受けたものは、指 この補助金の交付決定には、次の条件を

次の事項を充たすものをいう。 定を受けたときの申請内容に変更が生じ付するものとする。

( 1 ）住居は地域社会のなかに位置し、独たときは、すみやかに別紙様式3により、 ( 1 ）この補助金は、第3の事業に対し補

立した家屋であること。 居住地を管轄する児童相談所長を経由し 助するものであり、これ以外の事業に

(2）養育者は児童と起居をともにし かて知事に届け出なければならない。 使用してはならない。

つ、専門的知識、経験を有すること。 （委託措置） ( 2) ( 1）の事業以外の経費に使用した

( 3）定員！立、概ね6人程度であること。 第8条児童相談所長lま、相談を受けた児 場合は、補助金の交付を取り消すこと

(4）日常生活は、 一般家庭と同様に送る重についてホームでの養育が望ましいと がある。
ものであること。 判断したときは、第5条により知事の指定 (3）補助事業に係わる予算及び決算との

（対象児童） を受けたホームに対して委託措置を行う 関係を明らかにした調書を作成し、こ

第3条 この事業の対象児童は、保護を要ものとする。 れを補助事業完了後5年間保管して

する児童のうち、その生育歴、性向等から （経費） おかなければならない。

判断して、ホームで養育することが望まし第 9条 ホームに入所する児童にかかる (4）その月の初日における受託児童の数

いと児童相談所長が判断する児童とする。 経費は、里親への委託児童として知事が定 が、 3人以下となったときは、この間

（ホームの設置基準） める「児童福祉法による入所施設措置費等 の補助をしない。

第4条 ホームは、次のいずれかの要件を支弁基準J （平成 17年5月6日付膏第第6 交付決定

備えた群馬県の登録里親が運営するもの 70 1 6 7ー7号群馬県理事兼保健・福 知事は、補助金の交付申請の提出があっ
とする。 祉・食品局長通知）により支弁する。 たときは、その内容を審査し、適正と認め

( 1 ）里親として同時期に2人以上の児童 2 知事は、ホームの指定を受けたものにるときは、補助金の交付を決定し、その旨

を2年以上養育した経験のあるもの。 対し、別に定める「群馬県ファミリーグルを申請者に通知するものとする。

(2）里親として 5年以上児童の養育したープホーム運営費補助金交付要綱」に基づ第7 実績報告
経験があるものの き予算の範囲内で補助する。 補助事業者は、補助事業が完了したとき

(3）霊父、皇母のいずれかが児童指導員、 （報告書の提出） は、その翌年度の4月10日までに別紙様

文は保育士の資格を有するものであ第 10条ホームの指定を受けたものは、 式2 「群馬県ファミリーグループホーム還

って、児童入所施設等で2年以上の実四半期ごとに別紙様式4により、実施状況営費補助金実績報告書」を提出しなければ

務経験のあるもの。 を知事に報告しなければならい。 ならない。

(4）前各号に準ずるものであって、知事 （その他） 第8 補助金の確定・交付
が特に適当であると認めたもの。 第 11条この要綱に定めのない事項につ 知事は、前項の事業実績報告書の提出が

2 ホームの設置においては、次の要件をいては、知事が別に定めるものとする。 あり、その結果が当該補助金の交付決定の

満たすものであること。 附則 内容及ぴ交付の条件に適合するものであ

( 1 ）原則として、 4人以上の委託児童が この要綱は、平成 14年4月18日に施ると認めたときは、交付すべき補助金の額

見込めること。 行し、平成 14年 10月1日から適用すを確定し、当該畿を交付するものとする。

(2）里親が行う養育に関する最低基準る。 第9 概算払
（平成 14年厚生労働省令第 11 6 この要綱は、平成 16年4月1日に施行 補助事業者は、補助金の確定前におい

号）を遵守すること。 し、平成16年4月1日から適用する。 て、概算払を受けようとするときは、理由

（指 定） この要綱は、平成 17年4月14日に施を付して別紙線式3号「群馬県ファミリー

第5条 ホーム事業の実施を希望する者行し、平成 17年4月1日から適用する。 グループホーム運営費補助金概算払請求
この要綱は、平成 18年4月14日に施書Jにより知事に誘求することができる。は、別紙機式 1により、居住地を管轄する

児童相談所を経由して申請し、知事の指定行し、平成18年4月1日から適用する。 第 10 検査
知事は補助金の客員を確定しようとする

を受けるものとする。
とき、または必要があると認めたときは、

2 児童相談所長は、前項の規定による申
職員をして補助金に係る帳簿類等につい請書の提出があったときは、これを調査 fl10なご詑ヤ叩出叶明細惜時間明治蕊総統おとご!ire

し、ホーム事業を実施する者として適当で3薄融ファミリーグループホーム て検査を行わせることができる。

あるかのどうか等の意見を付して、これを m運営費補助金交付要綱 第11 その他
群馬県補助金等に関する規則 （昭和31 

知事に進達するものとする
3 知事は、前項の規定lこ：kる申請書の進第 1 趣旨 年群馬県規則第68号）及びこの要綱に定
違があった場合は、この要綱に定める要件 この要綱l立、 「群馬県ファミリーグルー めるもののほか、補助金の取扱に関し、必

のほか、事業計画等勘案のうえ可否を決定ブホーム事業実施要綱」に定めるファミリ要な事項は知事がその都度定める。

し、別紙様式2により、当該申請書を進達一グループホーム（以下「ホーム」とい子） ~ JllJ 
した児童相談所長を経由して申請者に通の運営費補助金 （以下「補助金Jといっ。） 」の要綱は、平成 14年4月18日に施

について、必要な事項を定めるものとす行し、平成 14年 10月 1日から適用す
知するものとする。

る。（指定の取り消し） 'o! 

第6条知事は、前条の規定により指定さ第2 補助金の額 この要綱は、平成 18年4月14日に施
れたホームが次の各号のいずれかに該当 補助金は、ホームの運営に要した経費に行し、平成18年4月1日から適用する。

するときは、指定を取り消すことができ対して、予算の範囲内において知事が定め
た額を交付するものとする。

る。
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第 1分科会レジュメ④

「東京都養育家庭里親ファミリーホーム、 S家の歴史と現状J

1 9 8 5年

1 9 9 9年

2 0 0 7年

東京都養育家庭里親に登録

ファミリーホームに認定される（平成 11年 1月 1日）

6人の措置児（ 5歳から14歳）

史家族として暮らすということ

大多人数養育のメ リット・デメリ ット

＊養育者への支援

（ 古里親が直面する一般的な課題（学校・実親・措置解除後のアフターケアなど）

女社会への理解啓発

健太 齢議議題軍司

覧太
ト

彩
トー

雄介

拓也
／｛＼ 

貴之

朋美

秀樹

真希

薫

純平 議議議議懇藤綴畿欝畿議機議線機撃劉

※名前はすべて仮名です
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里親ファミリーホーム全国研究協議会 第二分科会

テーマ： 「子どもの安心・安全、里親の安心・安全一虐待の再演防止
に焦点を当ててJ

司会者：土井高徳（副会長・土井ホーム、北九州市）

助言者：田蔦誠一（顧問・九州大学大学院教授、福岡市）

発題者：菅野恵子（会員・菅野ホーム、千葉県）

問題の所在

近年、虐待相談件数が急増している。厚労省によれば、統計を取り始めた平成2
(1990）年度こそし 101件であったが、虐待防止法が制定された、平成12 (2000) 

年には1万7、725件と 16倍、平成17年には3万4、451件と31倍となり、深刻な様相を
見せている。

虐待の深刻さは平均週一回起こる死亡事例だけにとどまらない。不登校は大多数
が良好な長期転帰を示すのに対し、被虐待生存児（者）は、虐待による慢性的反復
的心的外傷によって心身に広範囲で重篤な影響を受け、その影響がその後長期間に
わたって持続することに虐待の深刻さはある。すなわち、過去の虐待体験や心的外
傷体験の「再演Jとしての「行動化j (acting out）や「精神医学的症状j (act in 

g in）は長く持続し、その影響は当の本人にとどまらず、世代問で連鎖するととが
知られている。

ちなみに、平成12年の法務省の調査によれば、少年院在院者の被虐待体験は男子
で63.側、女子で74.7覧となっており、また平成17年版犯罪白書によれば、虐待に関

連した各項目で平均54.9%の少年院在院者の保護者が虐待的な対応をしていたと回
答している。少年非行・少年犯罪の問題の背後にも被虐待体験が重大な影響を及ぼ

していることが明らかである。

深刻な課題を抱える青少年をどこで受けとめていくのか

平成16年度の児童福祉施設等の被虐待児の入所割合は、乳児院（27.5弘）、児童養
護施設（62.1拡）、情緒障害児短期治療施設（69.8拡）、児童自立支援施設（59.7弘）、
児童相談所一時保護（32.8弘）となっている。被虐待児の増加に伴い、児童福祉施設

等に措置される子どもも急増しており、都市部では施設入所児の半数以上を被虐待
児が占め、施設運営が破綻しかねない事態も報告されている。 （全養協・ 2003、P13)

それだけに、虐待による深刻な発達疎外状況を抱えている子どもに対しては専門
的な治療的援助が行える場が必要であり、そのような場は、現在のところ、児童精

神科の入院治療、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、治療的専門里親な

どであろう。
しかし、心的外傷が強度で日常生活に支障がある、 20歳未満の青少年を受け入れ

る施設である情緒障害児短期治療施設は全国で25ヵ所（在所者数910人）にとどまっ

ており、また、非行や暴力等行動上の問題が顕在化している児童を受け入れる児童

自立支援施設は58カ所（在所者数1,872人）となっていて、現状の深刻さには到底対

「、／、
’可 白・' . 
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応できない状況にある。

また、治療・教育的な専門里親に関しては、わが国でも平成14年に 「専門里親J
制度が創設され、専門里親ひとりに上限2名の被虐待児が委託されているが、登録
された専門里親は平成17年段階で322名と厚労省の期待通りには増加を見せていな

。
、、t

u
v
 

~ 

このため、深刻な課題を抱える被虐待児の多くが、養育里親のもとに措置され、
結果として多くの問題が発生していると指摘されている。
被虐待児など深刻な課題をもっ子どもが示す症状

自分を守ってくれるはずの親からの虐待は、大人への不信感を募らせるばかりで
なく、自己と他者への基本的信頼感を喪失させてしまう。 「自分は生きていてはい

けない存在なのだJと思い、自分の殻に閉じこもったり、自傷行為や睡眠障害、反
応性愛着障害、外傷後ストレス障害（PTSD）、解離性障害、反抗挑戦性障害、
行為障害（非行）、人格障害などの精神疾患の発症に関連があることが知られてい
る。
杉山（2004）は、 「重症の解離には過覚醒による多動性行動障害がしばしば見ら

れ、この一見無関係な両者には実は治療とい う側面から見たとき深い関係があり、
解離の存在は意識の不連続をもたらすという点で、被虐待児の治療を困難にする大
きな要因となるJと指摘している。このように反応性愛着障害を基盤とする多動症

状に解離が合併すると、その結果よく認められるのは、今日教育現場で問題となっ
ている、些細なきっかけで、激怒やパニックが生じ、大暴れとなるといったいわゆる

「キレルJ現象である。
こうした衝動統制の困難さをかかえる少年たちの中には、虐待的環境を「解離j

による防衛機制で生き延びた少年も少なくない。それゆえに、解離という問題を理
解する事なしには、激しい行動化を示す少年に対する理解と指導を行っていくこと

が困難な事態が生じていると楠（2006）は指摘している。

子どもと養育者の安全をどのように確保するか（安全を保障すること
の重要性）

（ 多くの子どもが被虐待体験、心的外傷体験を有している養護施設やグループホー
ムのなかでは、過去の虐待体験や心的外傷体験の「再演Jとしての「行動化Jの問

題がしばしば生じている。そのような「再演jが生じてくることは、養育者やとり
わけ子どもたちの「安全である権利j を根底から脅かし、さらなる心的外傷を、そ
して、新たな加害者、被害者を生み出してしまうものであるだけに、早急に克服し

てし、かなければならない。
田罵（2005）は、児童養護施設の特徴として、学校でのいじめは不登校として回

避できるが、施設の深刻さは「徹底した逃げ場のなさ」にあり、生活の場での職員の
暴力、特に児童問暴力は目に見えないことが多く、発見されてからでは遅いと指摘
し、その上で年少児の回線に立った「安心で安全な生活Jは切実なニーズとして最

優先課題であると述べている。
伊東（2006）は、虐待などの場合、熱心に支援しようと心理的距離を急速に縮め

ると、逆に子どもの不安を高め行動化を招いてしまうと警告する。そのためにあら
かじめ周囲の人に対するトラウマに関する心理教育をおこない、理解を得ることの
重要性を述べている。また子どもの心理セラピーでは、安全治療構造の中で言葉や

遊びを介して、自由に表現させた意見を乗り越えられるよう援助する。子どもの身
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体に刻み込まれた警戒態勢（覚醒充進）を解除するには、突然に脅かされることが
なく、分かりやすい日課と規則が示された心地よい生活が続くことが必要であり、
受容し守ってくれる大人の存在により、徐々に人を信頼し、社会性を広げていく。

このようにして、治療者との関係が形成されるとトラウマの再現が行われ、次第に
衝動コントロールや対人関係の再構築などがテーマとなっていくと伊東は述べてい

る。 （文責：土井高徳）
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里親ファミリーホーム全国研究協議会 第三分科会

テーマ： 「子ども自身からの声J

司会・進行 青葉紘宇（東京都ファミリーホーム）

II 入江礼奈（浜松の里親）

助言者 川名はつ子（早稲田大学准教授）

コーディネーター 兼井 京子（ 東京旧養育家庭センターワー力一 ） 

パネリスト 稲垣友美（広島の稲垣家の大学生）

II 大目祐賀子（ 京都の北川家の大学生 ） 

II 島田 陽水（船橋市の里子）
II 渡辺 三郎（ 町田市の渡辺ホームの実子、大学生 ） 

特別報告 早稲田大学里親研究会

企画の趣旨

「子ども自身からの声」は、サービスの受け手である子ども達からの発言こそが

社会的養護の質を高めるために必要であるとの思いからスタートしました。里親の
下で家庭的養育を受けさえすれば全て良しとするのではなく、私達はさまざまな当
事者からの率直な声に耳を傾ける必要があります。これからの子ども達に必要な養
育環境を、より広い視野に立って考える場にして行きたいと思います。

社会的養護には不完全な部分もあり、その一角を担っている里親やファミリーホー
ムも試行錯誤中の制度であることを心に留めておきたいところです。個人の思いを

発信することから始まり、そこから広く承認される社会性を持った発言に内容を高
めていく場として行きたいと思います。
子ども自身の発言は、里親をはじめ関係者の人権意識を高め啓発に大きな効果を

持ち、発言することが子ども自身にとっても自分を知る手掛かりとなります。昨年
報告のあった早稲田大学里親研究会によるライフストリーワークの試みも、子ども

と里親ともに足跡を見つめ自分を確認する大切な一つの手法であります。

今回の企画
分科会としては 「場j を設けることに専念し、内容は若いパネリストに委ねてい

ます。発言の趣旨も自由を尊重し事前に内容を聞くことをしていません。パネリス

トのプロフィールも詳しくは本人に語ってもらうことにしました。
この企画を進めるにあたって、事前の交流を試み、少しでも気持ちの通じ合える

ようにしました。この会が終了しても、長いお付き合いを持てるように、そして、
多くの子ども達が幸せな生活を送れるように、息の長い発信の場としていくことを

期待しています。若い世代の発言と交流に、大人には気付かない何かを期待してい

きたいと思います。
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