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要約 

(1)問題意識 

 児童憲章、子どもの権利条約、児童福祉法によると、児童は国で社会的に養護されるべ

きである。その上、日本では少子化が進み児童ひとりひとりの存在がより大切になってき

ている。しかし現状では、要保護児童が増加しており、その養育体制が問題視されてい

る。海外と比較した時に、日本での里親委託率は明らかに低く、要保護児童の約 9 割が児

童養護施設に委託されている。また、要保護児童になる原因や理由が多様化及び複雑化し

ていると言えるので、児童養護施設だけに頼っていると、ひとりひとりの要保護児童に対

して十分に対応できているとは考えがたい。筆者らは、この現状に対し、“要保護児童が

国によって適切に養護されていないこと”を問題意識として設定し、研究を進めた。 

 

(2)現状分析 

 要保護児童とは、実親がいない児童、もしくは実親に養育能力がない児童のことであ

る。要保護児童は、児童相談所の判断により児童養護施設、グループホーム、里親・ファ

ミリーホームなどの児童福祉施設に委託される。政府は、それぞれの児童福祉施設に要保

護児童を 3 分の 1 ずつ委託することを理想としているが、現在は、約 9 割の要保護児童が

児童養護施設に入所している。児童養護施設への委託割合が高い要因として、児童相談所

が施設に委託しやすいことと、施設委託が他の福祉施設への委託と比べて実親からの承認

を得やすいことの 2 点が挙げられる。しかし、この現状は変えなければならない。なぜな

ら、近年要保護児童となる原因が多様化しており、社会的に保護されるべき児童の状態は

複雑化しているので、それに対応して、児童に対する養育形態も多様化していくべきだか

らである。故に、児童養護施設 1 ヶ所だけに頼る養護体制ではなく、他の児童福祉施設も

活用するべきである。 

 

(3)施設の小規模化 

 平成 26 年、厚生労働省は『児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進につい

て』において、児童養護施設の小規模化により里親・ファミリーホームを推進するという

指針を明確化した。施設を小規模化すると里親・ファミリーホームが進むことの事例とし

て、イタリアにおける施設解体の例を用いる。また、独自の分析により、児童養護施設の

数と里親委託率は負の相関関係にあり、児童養護施設が多いほど里親委託率が低いことが

判明した。これらの分析により、児童養護施設の小規模化を進めれば、里親委託率が上昇

する傾向があると言える。しかし、厚生労働省の指針には、里親・ファミリーホームの登

録数を増やすための策は示されていないので、その点に関して、提言を行う。 

 

(4)里親制度の認識 

 里親登録の啓発・普及活動について、木村（2012）の論文を参考にした。ここから、里

親制度は社会全体の協力が必要不可欠であるので、社会全体で里親制度についての正しい

認識を持つことが重要であることが分かった。また、正しい認識を持つことが人々にとっ

て里親制度を身近になることに繋がると考察した。里親の登録数が増えない原因を、里親
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制度の認知度の低さと仮定し、アンケート調査を行った結果、制度そのものの認知度は高

いものの、制度の仕組みや内容などの認識は低いことが判明した。そこで、認識を高める

ための方法を探るために、マタニティーマークとピンク・リボン運動の事例を用いて研究

する。これらの事例から、マークなど人の印象に残りやすいものを利用することで、人々

にとってより身近なものになることが分かった。また、各都道府県にヒアリングを行った

ところ、里親制度に関する説明会などの実施が効果的であることが分かった。しかし、現

在は都道府県ごとに実施に格差があるので、国で統一して行うことが重要であると考え

る。 

 

(5)政策提言 

 (3)で述べた厚生労働省の『児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進につい

て』で打ち出された指針には賛同しつつ、それをより有効な指針にするため、2 つの提案

を行う。1 つ目は里親制度の周知を目的とした、里親制度のシンボルマークの考案。2 つ

目は里親制度の認識を深め里親登録に繋げることを目的とした、里親制度に関するフォー

ラム実施の義務化である。これらの提案によって、要保護児童を適切かつより良い環境で

養育することが可能になる。 

 

（キーワード：要保護児童、社会保障、社会的養護） 
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はじめに 

 児童憲章、子どもの権利条約、児童福祉法によると、児童は国で社会的に養護されるべ

きである。その上、日本では少子化が進み児童ひとりひとりの存在がより大切になってき

ている。しかし現状では、要保護児童が増加しており、その養育体制が問題視されてい

る。海外と比較した時に、日本での里親委託率は明らかに低く、要保護児童の約 9 割が児

童養護施設に委託されている。また、要保護児童になる原因や理由が多様化及び複雑化し

ていると言えるので、児童養護施設だけに頼っていると、ひとりひとりの要保護児童に対

して十分に対応できているとは考えがたい。筆者らは、この現状に対し、“要保護児童が

国によって適切に養護されていないこと”を問題意識として設定し、研究を進めた。 

 

 要保護児童とは、実親がいない児童、もしくは実親に養育能力がない児童のことであ

る。要保護児童は、児童相談所の判断により児童養護施設、グループホーム、里親・ファ

ミリーホームなどの児童福祉施設に委託される。政府は、それぞれの児童福祉施設に要保

護児童を 3 分の 1 ずつ委託することを理想としているが、現在は、約 9 割の要保護児童が

児童養護施設に入所している。児童養護施設への委託割合が高い要因として、児童相談所

が施設に委託しやすいことと、施設委託が他の福祉施設への委託と比べて実親からの承認

を得やすいことの 2 点が挙げられる。しかし、この現状は変えなければならない。なぜな

ら、近年要保護児童となる原因が多様化しており、社会的に養護されるべき児童の状態は

複雑化しているので、それに対応して、児童に対する養育形態も多様化していくべきだか

らである。故に、児童養護施設 1 ヶ所だけに頼る保護体制ではなく、他の児童福祉施設も

活用するべきである。 

 

 平成 26 年、厚生労働省は『児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進につい

て』において、児童養護施設の小規模化により里親・ファミリーホームを推進するという

指針を明確化した。施設を小規模化すると里親・ファミリーホームが進むことの事例とし

て、イタリアにおける施設解体の例を用いる。また、独自の分析により、児童養護施設の

数と里親委託率は負の相関関係にあり、児童養護施設が多いほど里親委託率が低いことが

判明した。これらの分析により、児童養護施設の小規模化を進めれば、里親委託率が上昇

する傾向があると言える。しかし、厚生労働省の指針には、里親・ファミリーホームの登

録数を増やすための策は示されていないので、その点に関して、提言を行う。 

 

 里親登録の啓発・普及活動について、木村（2012）の論文を参考にした。ここから、里

親制度は社会全体の協力が必要不可欠であるので、社会全体で里親制度についての正しい

認識を持つことが重要であることが分かった。また、正しい認識を持つことが人々にとっ

て里親制度を身近になることに繋がると考察した。里親の登録数が増えない原因を、里親

制度の認知度の低さと仮定し、アンケート調査を行った結果、制度そのものの認知度は高

いものの、制度の仕組みや内容などの認識は低いことが判明した。そこで、認識を高める

ための方法を探るために、マタニティーマークとピンク・リボン運動の事例を用いて研究

する。これらの事例から、マークなど人の印象に残りやすいものを利用することで、人々
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にとってより身近なものになることが分かった。また、各都道府県にヒアリングを行った

ところ、里親制度に関する説明会などの実施が効果的であることが分かった。しかし、現

在は都道府県ごとに実施に格差があるので、国で統一して行うことが重要であると考え

る。 

 

 先述した厚生労働省の『児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について』で

打ち出された指針には賛同しつつ、それをより有効な指針にするため、2 つの提案を行

う。1 つ目は里親制度の周知を目的とした、里親制度のシンボルマークの考案。2 つ目は

里親制度の認識を深め里親登録に繋げることを目的とした、里親制度に関するフォーラム

実施の義務化である。これらの提案によって、要保護児童を適切かつより良い環境で養育

することが可能になる。 
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第1章  問題意識 

(1)児童福祉の理念 

 日本国憲法の精神に基づき昭和 26 年 5 月 5 日に打ち出された児童憲章によると、「す

べての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児

童には、これにかわる環境が与えられる」（第２項）ということが明記されている。ま

た、1989 年の国連総会で採択され、日本では 1944 年に批准された、子どもの権利条約で

は、児童の「生きる権利」「守られる権利」「育つ権利」「参加する権利」が保証されて

いる。更に、児童福祉法は、「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、

育成されるよう努めなければならない」（第 1 条第 1 項）、「すべて児童は、ひとしくそ

の生活を保障され、愛護されなければならない」（第 1 条第 2 項）と規定している。この

ように、日本の児童は国で社会的に養護されるべきであるとされている。 

 

(2)日本の児童に関する問題 

 現在日本では、少子化が進んでいる。子どもというのは、国にとって、非常に大切な存

在であると言える。なぜなら子どもは、将来的にその国の未来を担う存在になるからだ。

少子化国日本では、子どもの人数が減っているので、子どもひとりひとりは非常に貴重な

存在である。少子化が進んでいる今こそ、子どもを大切に育てていけるような社会である

必要がある。 

 しかし現状では、子どもにまつわる社会問題が増えてきている。その中の一つに、緊急

性のある課題として要保護児童の増加が挙げられる。(図 1-1) 

 

図 1-1 要保護児童数の増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省『平成 26年度 社会的養護の現状』により筆者ら作成） 
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方で、要保護児童の人数は増えている。国や社会全体で養護すべき子どもの数が増えてい

るのである。更に、要保護児童となる一番の要因である虐待の相談件数も、厚生労働省に

よる2と、虐待が著しく増加した平成 11年から平成 24年の間でおよそ 6倍にも増えてい

る。これらを踏まえると、今後も要保護児童の数は増加していくと見込まれる。 

 

(3)要保護児童に関する問題 

 では、要保護児童はどのようにして国によって保護されるのか。厚生労働省によると3、

要保護児童の委託先は、9割が乳児院や児童養護施設、1割が里親・ファミリーホームと

なっている。これに比べて、海外では、多くの要保護児童は里親家庭に委託される4。この

点に筆者らは疑問を持った。なぜ海外では里親委託が進んでいるのに、日本では進んでい

ないのか。また、要保護児童にとって最適の環境が児童養護施設であると言えるのだろう

か。「要保護児童」と一言に言っても、様々な背景をもつ、複雑な状態の児童なのであ

る。要保護児童となる理由・原因は多様化、複雑化している。だからこそ、要保護児童に

対する養育方法も多様化していくべきなのである。しかし、児童養護施設だけに頼ってい

ると、ひとりひとりの要保護児童に対して十分に対応できているとは考えがたい。日本に

おいて、要保護児童も大切な存在であるのに、このような保護体制で良いのだろうか。筆

者らは、この状況を打破すべきであると考えている。 

                                                      
2 厚生労働省 『平成 26 年度 社会福祉行政業務報告』 
3 厚生労働省 『平成 26 年度 社会的養護の現状について』 
4 第 2 章 第 4 節で解説 
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第2章  現状分析 

第1節 要保護児童について 
 

 第 1 章でも述べたように、日本では要保護児童が増えている。要保護児童とは、児童福

祉法第 6 条によると、保護者に監護させることが不適当であると認められる児童、また

は、保護者のいない児童のことである。要保護児童になる理由は様々であるが、ほとんど

が虐待によるものである。虐待相談件数だけを見てもその増加は明らかであり、それに伴

い要保護児童の人数も増加している。彼らが受ける虐待にも様々な原因がある。主な理由

は両親の不調であるが、一言に不調と言ってもその分類は多岐に渡る。虐待の原因の多様

化に伴い、要保護児童の抱える状態はより複雑化している。被虐待児童は幼い頃に両親か

らの愛を受けずに育つケースが多く、愛着形成がされておらず、それが後々の発達障害な

どに繋がる可能性も高い。このような児童には、より専門的かつ綿密なケアが必要となる

のである。 

 要保護児童は、第 1 章でも述べたように、児童養護施設、里親・ファミリーホームなど

の児童福祉施設に委託され、養育される。要保護児童のうち約 9 割もの児童が児童養護施

設へと入所しており、里親・ファミリーホームへと委託されるのはわずか 1 割程度の児童

である。上記の通り、要保護児童の状態は複雑化しているが、その保護の体制はほとんど

児童養護施設のみに頼り切っているものとなっている。 

 

第2節 社会的養護について 
 

(1)要保護児童の保護の流れ 

 まず、地域や学校から虐待通告を受けた市町村や都道府県等が、児童相談所に報告をす

る。その後、児童相談所が緊急の保護が必要かどうかを判断する会議を開き、社会的・心

理的調査を行った結果、緊急の保護が必要とされる場合、その子どもは要保護児童と呼ば

れる。その後、要保護児童は児童相談所に併設されている一時保護所で保護され、児童相

談所の職員によって児童養護施設などの児童福祉施設に委託される。 

 

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省 平成 26年度 社会的養護の現状より筆者ら作成） 

要保護児童 一時保護所 児童福祉施設 

図 2-1：委託の流れ 
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(2)児童相談所 

＜概要＞ 

 児童相談所は、児童福祉法第 12 条にのっとって、各都道府県により設けられる、児童

福祉の専門機関である。 

 児童相談所は、その地域の人口によって職員体制が異なる。最も基礎となる職員体制

は、教育・訓練・指導担当児童福祉司、児童福祉司、相談員、精神科医（嘱託も可）、児

童心理司、心理療法担当職員、その他必要とする職員であり、人口が多い地域では小児科

医（嘱託も可）、保健師、理学療法士等（言語治療担当職員を含む）、臨床検査技師を置

くことが総務省により定められている。これらの職員の中でも、児童福祉司が中心となっ

て事業を担っている。 

 児童福祉司とは、任用資格であり、児童福祉法第 11 条の規定に基づいて児童相談所に

配置される職員で、児童の保護や児童の福祉に関する事柄について保護者などからの相談

に応じ、必要な調査や社会的診断に基づいて、施設内で同じように相談活動をしている心

理判定員などと協力して指導や助言を行う。さらに、児童養護施設・里親家庭などの児童

福祉施設への児童の委託業務や、その委託先への訪問などによるフォローも行っている。 

 

第3節 児童福祉施設について 
 

 目に、児童福祉施設について詳しく見ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省 平成 26年度『社会的養護の現状』より筆者ら作成） 

 

図 2-2：児童福祉施設の概要 
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 図 2-2 は、厚生労働省の発表している児童福祉施設の概要である。児童養護施設、グ

ループホーム、ファミリーホーム、里親と矢印の進行方向に向かって段々と家庭的な養育

環境に近づいている。平成 26 年度の厚生労働省による『社会的養護の現状』は、要保護

児童を可能な限り家庭的な環境において養育できるよう、施設のケア単位の小規模化や里

親、ファミリーホームなどを推進することを明確化した。 

 また、平成 23 年度の厚生労働省による『社会的養護の課題と将来像』では、施設が 9

割、里親が 1 割という現状に対して今後十数年の間に、施設の本体施設、グループホー

ム、里親等の割合を 3 分の 1 ずつにしていく目標が掲げられた。児童養護施設について

は、施設の小規模化と施設機能の分散化を進め、本体施設は全施設を小規模グループケア

化するとともに定員を 45人以下とし、小規模化を進めていくこととしている。 

 

(1)児童養護施設 

＜概要＞ 

 児童養護施設とは、保護者のいない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要

する児童を入所させてこれを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立の為

の援助を行うことを目的とする施設と児童福祉法第 41条で定義されている。 

 つまり、児童養護施設とは、何らかの理由で家庭生活を続けることが困難となった子ど

もたちが保護される施設のことである。 

＜特徴＞ 

 入所対象者は、原則として 1 歳から 18 歳までであるが、子どもの自立状況などを踏ま

えて、場合によっては 20歳まで在籍を延長できる。 

 児童養護施設は、施設長を中心に構成され、主に社会福祉法人が行政から委託されると

いう形で運営されている。施設の運営資金は、入所児童の数によって決められており、そ

れらは国からの措置費と地方自治体からの補助金で成り立っている。 

 施設では、いくつかのユニット（舎）に分かれて生活をしており、そのユニットごとの

人数によって「大舎制」「中舎制」「小舎制」と区別されている。施設全体の定員は、小

さい施設で 30 人、大きい施設だと 100 人以上がひとつの場所で生活しているところも存

在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省 平成 26 年『社会的養護の現状』） 

図 2-3：大舎制の例 
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 図 2-3 のように、児童養護施設には、基本的に児童の 1 人部屋はなく相部屋がほとんどであ

る。また、トイレ、浴室、洗面所なども共同であり、食事は食堂で決まった時間にとる。 

 

(2)小規模グループケア 

＜概要＞ 

 児童養護施設や乳児院において、小規模なグループによる養育を行う体制を整備するこ

とにより、児童養護施設等の養育形態の小規模化を推進する。児童養護施設の敷地内で行

うものと、敷地外でグループホームとして行うものがある。 

＜特徴＞ 

 定員は 6 人以上 8 人以下となっている。敷地内で小規模グループケアを行う場合、玄関

の設置を別にし、図 2-4 のようにホームごとに居間、キッチン、浴室などを設け、各ホー

ムの生活に独立性を持たせている。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省 平成 26 年度 社会的養護の現状） 

 

(3)グループホーム 

＜概要＞ 

 グループホームとは地域小規模児童養護施設のことであり、子どもと職員が民間の住宅

に入居して生活するものである。2000年から制度化された。 

＜特徴＞ 

 6～8 人の子どもに対し、職員の人員配置は 3 人であり、3 交代制で運営する。グループ

ホームは、児童養護施設が小規模化されたものであると位置づけられている。大舎制の施

設では得ることのできない生活技術を身につけることができ、大舎制の児童養護施設と比

べると、比較的細かいケアを行うことができる。 

 

(4)里親制度 

＜概要＞ 

 里親制度とは、要保護児童の養育資格を持った者が家庭で行う児童養育の制度である。 

図 2-4：小規模グループケアの例 
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まず、里親には大きく分けて 4種類ある。 

・ 養育里親…要保護児童を一時的あるいは継続的に自宅であずかり養育する 

・ 専門里親…被虐待児童や非行児童など養育するうえで専門的な知識を必要とする児             

童を養育する 

・ 親族里親…親族を里子として養育する 

・ 養子縁組里親…里子を養子として受け入れること目的として児童を養育する 

 

 里親になるためには、以下の 4つの要件を満たす必要がある。 

・ 要保護児童の養育についての理解および熱意と、子どもに対する豊かな愛情を有し

ていること 

・ 経済的に困窮していないこと 

・ 都道府県知事が行う養育里親研修を修了していること 

・ 里親本人またはその同居人が欠格事由に該当していないこと 

 養育里親研修とは、自治体によって異なるが要保護児童に関する講座を受けたり、児童

養護施設に実際に訪問し子どもとの触れ合いを体験したりするものだ。専門里親はさら

に、虐待や障害に関する専門的な研修を受講する。養育里親では、委託できる子どもの数

を４人までとし（実子等を含めた場合には６人まで）、 子どものニーズに応じ、長期、

短期での委託など、さまざまな形で子どもを養育する。 

 

 里親として認定され児童が委託されると、国・地方公共団体から補助金を受け取ること

ができる。引き受けた児童の人数や自治体によって金額は異なるが、1 人あたり 5～7 万円

ほどを受け取る。 

 

(5)ファミリーホーム 

＜概要＞ 

 ファミリーホームとは小規模住居型児童養育事業のことを指し、2007 年に確立された比

較的新しい家庭養育の形態。 

＜特徴＞ 

 児童の定員を 5～6 名とし、事業として行う。運営の形態としては、個人で行う場合と

法人で行う場合がある。養育の際には、事業主となる養育者（夫婦ないしは 1 名）と補助

者（1 名ないしは 2 名）の計 3 名が必要であり（図 2-5 参照）、更に、5～6 人の児童を育

てるための広い住宅が必要である。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省『ファミリーホームの要件の明確化について』） 

  

ファミリーホームの事業主になるためには以下のいずれかを満たす必要がある。 

・ 2年以上で同時に 2名以上の児童の養育経験 

・ 5年間で 5名以上の児童の養育の養育経験 

・ 福祉事業に 3年間従事している経験 

図 2-5：ファミリーホームの養育者の形態 
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 ファミリーホームとして認定されると、国・地方公共団体から、補助金を受け取ること

ができる。その金額は自治体によって異なるが、1 か月で児童 1 人あたり約 20 万円であ

る。（事務費…15 万円程度 事業費…47680 円）この中から運営費や補助者への給料も支

払う。 

 

第4節 児童養護施設への委託割合が高い理

由 
 

(1)現在の委託割合 

 第 3 節では、児童福祉施設について述べてきた。厚生労働省は平成 23 年 3 月に『里親

委託ガイドライン』で、施設委託よりも里親委託を優先するという指針を示した。しか

し、日本の児童福祉施設への委託は施設に偏っているのが現状である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成 26年度 厚生労働省『社会的養護の現状』より筆者ら作成） 

 

図 2-6 は要保護児童のそれぞれの児童福祉施設への委託割合を表したものである。児童

養護施設は 88%、里親が 10%、ファミリーホームが 2%だ。政府の方針としては施設養育で

はなく、里親やファミリーホームなど家庭的養育を推進するとなっているが、実際はそれ

がまだまだ進んでいないことがこのデータからわかる。結果的に大半の子どもが施設委託

されているのが日本の社会的養護の現状である。 

 

諸外国では多くの要保護児童が里親などの家庭養育に近い形で養育されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-6：児童福祉施設の委託割

合 

図 2-7 

88% 

10% 2% 

 

児童養護施設 

里親 

ファミリーホーム 
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（出典：開原久代『家庭外ケア児童数及び里親委託率等の国際比較研究』平成 23年） 

 

 図 2-7は、各国の要保護児童に占める里親委託児童の割合を示したものである。ここ

からわかるように、他国に比べ里親の委託率が低い。日本では里親・ファミリーホームの

委託率は 12％と低く、児童養護施設への委託率が 88％だが、逆に諸外国では、施設への

委託率が低く里親への委託がほとんどを占める場合が多くある。 

 

(2)児童養護施設への委託率が高い要因 

では、なぜ日本はほとんどの児童が児童養護施設で養育されているのだろうか。 

 その要因として目の 2つが考えられる。 

① 児童相談所が里親委託より施設委託を選択してしまうこと 

② 施設委託の方が要保護児童の実親からの委託の承認を受けやすいこと 

 

①児童相談所が里親委託より施設委託を選択してしまうこと 

前述したように、児童相談所は児童を保護し、その後の児童の委託先を決定する機関で

ある。現在、児童相談所は職員数不足が大きな問題となっている。そもそも日本の児童福

祉司の数は先進国に比べると圧倒的に少ないため、一人あたりの取扱件数が非常に多い。

大阪府では人口 620万人に対して児童福祉司は 108人。一人が担当する新規案件は年間

225件。これに対してニューヨーク市では、人口 800 万人に対して児童保護局員は 2058

人。一人あたりの年平均の新規案件は 12件。ニュージーランドは人口 390万人に対して

児童ソーシャルワーカーは 989人。１人あたりの新規案件は年約 30件（社会的養護のみ

ならず非行も含んだ数字）である。 

 

また、滋賀県中央子ども家庭相談センターに勤務する児童福祉司 川副氏5は「仕事の大

半は虐待への対応だ」と述べた。虐待相談がくると児童相談所は、子どもの安全のために

対象家庭を訪問・調査し、保護した子どもを児童福祉施設に斡旋する。この仕事に追わ

れ、里親やファミリーホームなどに委託した後の各家庭への細やかなケアはなかなか実施

できていないという。つまり、現在の児童相談所の体制では里親に対して十分な支援を行

うことができない。さらに里親制度は、実際の家庭内で児童を養育するので児童を委託し

た後、児童福祉司が児童の様子を確認することは難しい。よって児童福祉司がどの里親家

庭に子どもを委託するのかを決定することは容易ではない。里親家庭をよく調査し、児童

を養育することがふさわしい家庭かどうかを慎重に見極める必要がある。 

それに対して、児童養護施設には、児童養護の専門的な知識をもった職員が常に在籍し

ているので、里親家庭に児童を委託するよりも児童養護施設に委託する方が、児童福祉司

にかかる仕事の負担は少なくて済む。よって、児童福祉司はある程度制度や形態、運営状

態が整備されている児童養護施設に児童を委託するケースが多くなるのである。 

 

また、施設側の既得権益も施設委託を優先する要因に関係してくる。施設は入所児童の

数を基に行政から措置費を受け取り、施設を運営している。日本の児童養護施設は約 9割

が民間6なので、委託される子どもが減ると施設の運営は出来なくなってしまう。児童相談

所職員としては、前述した児童相談所の現状を考えると施設との関係を継続していかなけ

ればならない。それにより、施設と敵対しないように施設への斡旋を行うことも少なから

ずあるのだ。 

②施設委託の方が要保護児童の実親からの委託の承認を受けやすいこと 

                                                      
5 2014 年 9 月 1 日 滋賀県中央子ども家庭相談センター 川副馨氏へのヒアリング調査より 
6虹釜和昭(2006)『児童養護の今日的課題―児童養護実践の方向性―』 
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要保護児童を児童福祉施設に委託する際、基本的に実親の承認を必要とする。川副氏に

よると、里親委託を拒む実親は多いようだ。 

要保護児童を里親・ファミリーホームに委託すると、児童は措置解除までの間特定の大

人に養育されることになる。これが実親にとって、承認をしない大きな理由となってい

る。施設であれば職員が交代制で養育をする。よって、特定の大人に愛着が形成されると

いうことは少ない。しかし、家庭的養育となると、24 時間 365 日養育する大人は同じなの

で愛着形成がされやすい。実親は、自分の子どもを他の大人にとられてしまうような心理

状態になり、自分のところに戻ってくる可能性が低くなると考え、家庭的な養育環境に子

どもを委託することを嫌がる。実親の同意が得られないと里親に委託することが出来ない

ので、結局は施設養護を選択せざるを得なくなるのだ。 

  

しかし現在の日本では、実親が同意をしなくても、児童相談所の判断で児童を委託する

ことが出来る仕組みが存在する。児童福祉法第 28 条に基づき「保護者に監護させること

が著しく当該児童の福祉を害する」ことを示して、子どもを里親または施設に委託する承

認を求め申し立てすれば、実親の意向に関係なく、児童を委託することが出来る。 

平成 22 年度の児童相談所に対する調査7によると、28 条手続きを利用した事例は全体で

466 件、その内施設委託に関して利用したのが 447 件、里親委託に関して利用したのが 19

件である。 

このような手続きが可能であるのに、児童相談所が積極的に利用しない理由として、手

続きに手間と時間がかかるということが考えられる。手続きの準備に 1,2 ヶ月、家庭裁判

所が申請から決定するまでが平均 2～4 ヶ月かかる。この間、子どもはどこにも委託され

ることなく、児童相談所に併設される一時保護所で保護される。一時保護所は実親から引

き離すことを目的とした場所なので、基本的に学校に通うこともできず、児童の行動が著

しく制限される。よって、実親からなかなか里親委託の承認を得られず、28 条を利用する

か、すぐに施設委託するかを検討した際、児童へ与える影響も考慮し施設委託をすること

が多くなってしまうのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 全国児童相談所会(2010)『「親権制度に関するアンケート調査」結果報告』 
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親と

の離

別 

10% 

親の

都合 

39% 

虐待 

36% 

その

他 

15% 

平成20年 

親と

の離

別 

19% 

親の

都合 

47% 

虐待 

20% 

その

他 

14% 

平成10年 

親と

の離

別 

34% 

親の

都合 

44% 

虐待 

10% 

その

他  

12% 

昭和62年 

第5節 要保護児童の多様化 
 

 第 4節では、児童養護施設への委託の割合が多い理由について述べてきた。ではなぜ、

政府はこの施設偏重の現状を変えようとしているのか。それは、児童養護施設が要保護児

童の多様化に対して十分に対応できていないことが原因として考えられる。 

 

(1)児童の保護理由の変化 

かつての児童養護施設は、親と死別した子どもや親の経済的困窮により養育が不可能と

される子どもがほとんどの割合を占めていた。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成 26 年度 厚生労働省『社会的養護の現状について』より筆者ら作成） 

 

図 2-8 は、昭和 62 年・平成 10 年・平成 20 年それぞれの児童養護施設の児童の措置理

由を示したものである。 

親との離別の項目は、「死別」「行方不明」などが含まれる。「親の都合」の項目に

は、「離婚」「入院」「拘禁」「精神疾患」などが含まれる。 

 これら 3 つの調査結果を比べると、児童の児童養護施設への入所理由は変化しているこ

とがわかる。平成になってからは、「親がいない子どもを養育する」というよりも「親に

子どもを育てる能力がない子どもを養育する」役割のほうが大きい。また、昭和 62 年か

ら平成 20 年までの約 20 年の間に虐待による入所は 10%から 36%に増えている。全ての年

の調査結果から考えても、1項目が 30%を超えるのは平成 20年の「虐待」だけである。 

  

(2)虐待が与える影響 

では、「虐待」が原因で要保護児童となり、児童養護施設などの児童福祉施設の入所す

る児童が増加していることがなぜ問題なのか。もちろん、日本で虐待が増えていること自

体問題であるが、児童福祉施設にとっては被虐待児童が保護後に精神障害を引き起こすこ

とがより重大な問題なのだ。公益社団法人日本薬理学会の『幼若期ストレスによる成長後

図 2-8：要保護児童の保護理由の推移 
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ネグレクト 

51% 
身体的虐待 

30% 

心理的虐待 

16% 

性的虐待 

3% 

児童養護施設入所者のうち、被虐待

児童が受けた虐待の種類 

の情動行動障害』の研究において、「医療分野においては、虐待体験を、“幼児・児童期

に受けた過度で持続的なストレス”ととらえ、生体機能に与えるその影響について生物学

的側面からの研究も進められている。特に精神機能に関しては、虐待を受けた小児期のみ

ならず、思春期・青年期とそれ以降のあらゆるライフステージにわたって影響し続けるこ

とが明らかとなっている。」と述べられている。また、厚生労働省が養護教員向けに作成

した虐待対応の手引きでは「児童虐待は、子どもの心身を傷つけ、自尊心の低下、心的外

傷後ストレス障害（PTSD）、（略）子どもの成長・発達を妨げる」と述べられている。こ

れらの研究から、被虐待児童は将来的に障害をもつ可能性が高いということが言える。 

 

(3)虐待種類の多様化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省「平成 21年福祉行政報告例の概状」をもとに筆者ら作成） 

 

 また、被虐待児童も一括りにできないのが現状だ。図 2-9 は、児童養護施設入所者のう

ち、被虐待児童が受けた虐待の種類について示している。育児放棄や遺棄などのネグレク

トが 51%、身体的虐待が 30%、心理的虐待が 16%、性的虐待が 3%である。このように虐待

といっても様々な種類が存在し、児童に与える影響は受けてきた虐待によって異なる。 

 

区分 内容 

身体的虐待 殴る、蹴る、投げ落とす、やけどを負わせる、首を絞め

る、縄などにより一室に拘束する など 

性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触らせ

る、ポルノグラフィの被写体にする など 

心理的虐待 言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、DV など 

ネグレクト 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自

動車のなかに放置する、病気にかかっても病院に連れて行

かない など 

  

上記は、厚生労働省が定める虐待の種類と内容である。種類分けすれば 4 種類だが、その

内容はさまざまで、児童によって受けてきた虐待の種類は異なるだろう。受けた虐待によ

図 2-9：虐待の種類 
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り、子どもの精神状態や行動は変化する。和歌山県で里親をしている安武氏8は、これまで

預かってきた児童は、「受けてきた虐待によっておこす行動が異なった」と述べている。

例えば、実親から身体的虐待を受けてきた児童は大人が手を上に上げただけで怯えた様子

を見せる。ネグレクトを受けていた児童は、食事が与えられていなかったので摂食障害を

起こしたり、歯磨きなどの仕方も知らなかったりする。また、児童養護施設入所児童を対

象とした研究9でも、虐待の種類によって、児童が示す行動は異なることがわかっている。 

 

このような被虐待児童が保護され児童福祉施設に委託されることが多くなった。よって

児童福祉施設には、様々な児童へのケアが求められるようになっている。子どもによって

特性やニーズ、持っている障害などが異なるため施設職員や里親は児童一人一人に対して

それぞれに適したきめ細やかなケアをすることが必要となる。 

第6節 児童福祉施設の必要性 
 

 日本における児童福祉を考えていく上で、筆者らは、前述した児童福祉施設（児童養護

施設、グループホーム、里親・ファミリーホーム）それぞれの分析を行った。 

 (1)児童福祉施設の分析 

 

                                                      
8 2014 年 9 月 5 日 和歌山県伊都郡 童楽寺住職 安武 隆信氏へのヒアリング調査より 
9 坪井裕子(2005) 『被虐待児の行動と情緒の特徴-児童養護施設における調査の検討』 

 入所児童定員数 養育者 利点 欠点 

児童養護施設 少ないところで

30 人 

多いところで 100

人以上 

施設職員による

三交代制 

・専門的な知識

を持つ職員によ

る養育 

・実親からの承

認を得やすい 

・児童の愛着形

成が難しい 

・職員不足 

・プライバシー

が守られにくい 

グループホーム １カ所に６人 施設職員による

三交代制 

・小規模な

のできめ細

かいケアが

期待できる 

・交代制の養育 

・愛着形成が難

しい 

里親 最大４人 里親資格を持つ

者による家庭養

育 

・一般家庭での

養育なので愛着

形成がしやすい 

・児童に対する

きめ細かいケア

ができる 

・実親からの承

認を得にくい 

・制度自体の認

知度が低い 

ファミリーホーム ５〜６人 里親経験のある

者による家庭養

育に加え、補助

者による養育補

助 

・家庭養育の形

を維持しつつ、

一度に 6 人の児

童を受け入れら

れる 

・補助者がいる

ことで第三者の

目が入る 

・制度自体の認

知度が低い 

・開始は養育者

本人に任されて

いる 
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(筆者らの分析により作成) 

 

児童養護施設 

 児童養護施設は、専門の職員がいるので複雑な事情を抱えた子どもに対応できること

や、実親が面会に来やすく委託の承認を得やすいことなどの強みがある。一方で、職員の

交代制による愛着形成が難しいこと、職員不足により、職員 1 人に対して１６人の児童の

養育をしなければならない環境であることなどの弱みもある。更に、児童福祉全般的に現

在の体制のままで進めば、要保護児童の増加に伴い、入所児童数も更に増加する可能性も

考えられる。 

 

グループホーム 

 グループホームとは、簡単に言うと児童養護施設が小さくなったものであるが、少人数

制であるため児童に対してきめ細やかなケアが期待される。しかしながら、２４時間いる

職員は１名のみという場合も多く、児童養護施設の弱みも同様に抱えた状態である。 

 

里親・ファミリーホーム 

 里親・ファミリーホームは、家庭内養育の場として子どもたちに与えられる環境であ

る。里親と子どもの１対１の関係を構築することができ、それにより、より綿密なケアが

可能となる。更には、児童養護施設の時には難しかった愛着形成も可能であり、児童養護

施設の弱みをカバーできていると言える。一方で、実親からの承認を得にくく委託が進ん

でいないこと、養育者が専門の職員ではないので複雑な事情を持つ児童には相応しいと言

えないこと、更にはアフターケアが足りず養育者が１人で抱え込んでしまうことなど、弱

みも多く存在する。 

 
 
(2)考察 

 現在の日本には、子どもの社会的養護のための福祉施設が数種類存在し、それぞれに強

みと弱みがあるが、現状ではそれを活用できているとは言いがたい。 

 

 これらの分析から、多様化している児童たちにとって、どのような施設が相応しい環境

なのかを考えた。例えば、重度の虐待を受けた児童は、非常に複雑な経緯を持つ児童であ

り、養育するにあたって専門的な知識が必要と考えられる。よって、児童養護施設で養育

されるべきであろう。また、同じような被虐待児童でも、大人数のコミュニティに属せる

だけの社会性が備わっていない場合には、グループホームが適していると言えるだろう。

その他にも、まだ幼くて愛着形成が必要な児童は、きめ細やかなケアによる必要であると

考えられるので、家庭養育としての里親・ファミリーホームへの委託が行われるべきであ

ろう。 

 現在日本は、児童養護施設に頼りすぎている福祉の体制であるが、里親・ファミリー

ホームなど他の制度も存在しており、それぞれでメリット・デメリットがある。現状とし

て、児童養護施設に入所している児童の中にも、里親・ファミリーホームの方が適してい

る児童がいる可能性がある。児童ひとりひとりの事情に合わせた委託先を決定することは

容易ではない。しかし、児童を適切な場所に委託する必要がある。児童福祉施設の小規模

化を進めることで、児童養護施設以外の選択肢が増え、児童ひとりひとりにとってよりよ

い養育の場が与えられるのではないだろうか。 
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第3章  施設の小規模化 

第1節 はじめに 
 

 現在、厚生労働省では児童養護施設の小規模化、地域分散化や里親委託の推進などの家

庭的養護の推進、施設運営の質の向上、施設の人員配置の引き上げなど社会的養護の充実

を図る取り組みが進められている。すべての児童は適切な養育環境で、安心して自分をゆ

だねられる養育者によって、ひとりひとりの個別的な状況が十分に考慮されながら養育さ

れるべきとし、できるだけ家庭的な環境で養育する必要がある、としている。筆者らは、

厚生労働省の出している『児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進のために』に

は賛同している。しかしこの方針で小規模化が進むかは定かではないため、イタリアでの

事例や独自の分析を用いて、それを検証していく。 

 

第2節 児童養護施設等の小規模化及び家庭

的養護の推進のために 
＜概要＞ 

 厚生労働省内に設置された、施設の小規模化及び家庭的養護推進ワーキンググループに

よるこの指針は、施設の小規模化及び家庭的養護を推進していくために、施設の小規模化

の意義や課題、措置費や整備費の活用方法、人員配置、小規模化に対応した運営方法、小

規模化の計画の策定方法などについてとりまとめたものである。児童養護施設の小規模

化・地域分散化は施設経営を縮小するという意味ではなく、その機能を地域分散化し、更

に地域支援へと拡大させ、施設の役割を大きく発展させていくものである。小規模化・地

域分散化の方法とステップとして以下、4つの例が挙げられている。 
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（出典：『児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進のために』平成 24年 9月 厚生労

働省） 

 

 例 1〜4のように、児童養護施設の定員は徐々に縮小される。児童養護施設の定員が減ること

によって、元々いた人数の児童は施設内にいられなくなってしまう。そこで、施設内にいる児

童の中でも、特に大舎制の施設よりもグループホームでの養護が相応しい児童、里親・ファミ

リーホームでの養護が相応しい児童がそれぞれ委託される。いずれの例の場合でも、児童養護

施設は改築を行い、最終的に児童養護施設内の全面ユニットケア化を実施する方針である。 

 

第3節 イタリアの事例 
 

事例として取り上げる意義 

 イタリアは児童養護施設を大幅に縮小し、家庭的養育を進めることに成功した。施設の定員

や規模を小さくし、家庭的養育を進めた部分が、厚生労働省が推進する『児童養護施設等の小

規模か及び家庭的養護の推進について』の施設小規模化に向けたプロセスと類似している。

よって、イタリアがこれを成功させたプロセスや実績を参考とする。 

 

イタリアの小規模化の概要 

 イタリアでは、「すべての子どもは生来の家族の中で育ち、教育される権利を有する」と定

められている。このことから、保護されるべき児童の最も望ましい処遇として、特定の家族へ

の養育委託、特にすでに未成年がいるような家族への委託が挙げられ、目いでファミリー・グ

ループ・ホーム、それらが困難な場合に限って初めて施設入所措置が認められる、とされてい

た。これは、施設における養育が児童に悪影響をもたらすことから、児童の精神の健全な発達

のためには、父と母による養育が必要だと認識されていたからだ。しかし、実際は「脱施設

化」は進まず、地域差も大きかった。そこで、2001 年に『家族に対する未成年者の権利』が改

正された。この改正で、定員 12 名以上の施設は段階的に閉鎖していき、2006 年末をもって施

設は全面閉鎖することに決まった。 

 

イタリアの小規模化の効果 

 2006 年末までに、イタリアにおける児童養護施設が廃止されることになったが、現実には、

どのくらいイタリアの脱施設化は実現されたのであろうか。全国児童青少年文献資料分析セン

ターが、2003 年 6 月 30 日時点で、イタリア国内 429 の児童施設についてまとめた調査による

と、215 施設に 2633 人の入所児童が存在することが確認されている。イタリア中部、北部の

ピエモンテ州、エミリア＝ロマーニャ州、トスカーナ州などでは全面閉鎖済みで、イタリア南

部や島部では、小規模の施設がまだ存在している。残っている施設に関しても、平均値で考え

ると、一つの施設に 12 人程度の収容であり、大規模な児童施設は、減少していると言える。 

 

考察 

 この事例から、施設の解体により施設入所児童の数は確実に減少し、里親や養子縁組などの

家庭的環境で養育されている児童が増加したと考えられる。しかし、イタリアと日本では、社

会的養護の体制や児童保護の法律形態も異なる為、イタリアと同じように施設を完全に解体す

ることは難しいので、日本に合った制度を考える必要がある。厚生労働省の出す指針では、施

設の体制を残しつつ小規模化を進めるので、日本に馴染む制度となると想定される。 
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第4節 児童養護施設と里親・ファミリー

ホーム委託率の関連性 
 

方法：里親委託率と児童養護施設数の相関分析 

   

 滋賀県中央家庭相談センターの川副氏によると、要保護児童を児童福祉施設に委託する

際、児童養護施設の設置数が少なければ、委託先として児童養護施設以外を積極的に考え

るようになり、里親やファミリーホームなどの家庭養育ができる環境へ委託する傾向があ

る。 

 これを基に、筆者らは、児童養護施設の設置数が少ない地域のほうが小規模化は進みや

すいのではないかと考えた。 

以上より、児童養護施設の設置数が少なければ少ないほど里親委託率は高く、児童養護

施設の設置数が多ければ多いほど里親委託率は低い、という仮説を立て、里親委託率と児

童養護施設の負の相関関係を調べた。 

 

2 つの変量データ（x,y）10 

x：里親委託率の高い都道府県・政令指定都市上位 10 ヶ所、里親委託率の低い都道府県・

政令指定都市上位 10 ヶ所（図 3-1 赤丸）それぞれの児童養護施設数 

y：里親委託率の高い都道府県・政令指定都市上位 10 ヶ所、里親委託率の低い都道府県・

政令指定都市上位 10 ヶ所（図 3-1 赤丸）それぞれの里親委託率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （出典：厚生労働省 平成 26年度 『社会的養護の現状』） 

                                                      
10 厚生労働省 平成 26 年度 社会的養護の現状 

全国児童養護施設協議会 全国児童養護施設一覧 

図 3-1：都道府県市別の里親等委託率 
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 里親委託率が最も高い新潟県と、最も低い金沢市を比較すると、格差は大きいが、上図

のように、中央に近づくにつれて都道府県市ごとの委託率の格差はわずかになってくる。

よって、中央周辺は、里親委託率が高い、里親委託率が低いと断言できなくなる。そこ

で、今回は x,y を上位 10 ヶ所と下位 10 ヶ所に限定した。 

 

 2 つの変量データ x,y の回帰式を求めると、 

回帰式（線形近似直線）y=-1.119x+27.582 

決定係数 0.23 

 

x,y の相関係数を correl 関数により求めると 

相関係数Ｒ=-0.48 これより|Ｒ|=0.48 

 

 0.5≧|Ｒ|≧0.4 ：中程度の相関がある（出典：「社会調査の基礎」放送大学テキスト）

より、|Ｒ|=0.48 であることから、x,y の 2 つの変量データには、ある程度の相関関係が

あると判断できる。つまり、Ｒ=-0.48 より、x,y にはある程度の負の相関関係が存在す

る。 

 

 よって、一概には言えないが、児童養護施設の設置数が少ない地域ほど里親委託率は高

くなり、児童養護施設の設置数が多い地域ほど里親委託率は低くなる傾向があるのではな

いかと推定される。 

 

 本稿の第 3 章第 2 節で先述した、厚生労働省の『児童養護施設等の小規模化及び家庭的

養護の推進のために』という児童養護施設の定員を減らしていくことで小規模化を進める

という指針は、ある程度、推進されることが見込まれる。 

 

第5節  課題 
 

 前述の分析の結果からも分かるように、施設の小規模化が進めば、他の児童福祉施設へ

の委託率は上がる傾向にある。縮小された施設に入りきらない児童には、里親・ファミ

リーホームに委託される児童ももちろんおり、このことからも委託率の上昇は見込めるだ

ろう。しかし、厚生労働省の『児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進につい

て』では、里親やファミリーホームが当たり前のように増えていくように示されている

が、里親・ファミリーホームの母数である登録数が増加することについては一切触れられ

ていない。グループホームは、児童養護施設での養護の一環として職員が民間住宅で運営

するが、里親・ファミリーホームは国民の自発的な協力がなければ運営されない。つま

り、里親・ファミリーホームとして社会的養護に貢献したいという意思がなければそもそ

も運営すらされないのである。それにも関わらず、この指針では里親・ファミリーホーム

を増やす具体的な策が取られていないのだ。これでは本来、里親・ファミリーホームに委

託されるはずの子どもの行き場が飽和状態になってしまい、結局施設に残されたままの児

童の存在が浮き彫りになり、施設の小規模化がうまく進むとは言えないのではないだろう

か。要保護児童の増加が懸念され、施設の小規模化が推進される今、里親・ファミリー

ホームの母数を増やすことは重要である。 
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第4章  里親制度の認識 

 この章では、里親制度について、木村の論文を用い里親制度の啓発・普及活動について

述べた後、アンケート調査を使って、これから社会に出ていく大学生の間で里親制度の認

識が低いことを示す。その後、各都道府県へのヒアリングを通して、どのような周知方法

が効果的かについて分析を行う。 

 

第1節 里親制度の啓発と普及についての一

考察 
 

(1)先行研究の意義 

 政策提言を行うにあたって、里親制度の社会的認識を高めることが必要であると筆者らは考

えた。木村（2012）の研究では、里親制度の啓発と普及することの必要性について述べられて

いる。これを参考に、どのような啓発・普及活動を行うべきか考えた。 

 

(2)先行研究の概要 

 木村は、まず里親制度が不活発な理由について考察した。その理由として 3つあげている。 

① 里親制度と養子縁組制度の混用 

② 里親自身が里子の養育についてオープンにしてこなかったこと 

③ 委託機関である児童相談所の消極的姿勢 

 

その後里親家庭を対象にアンケート調査を行い現状の里親家庭について調査した。この調査

結果から木村は、家庭的養護による児童の成長への効果を示すことが第一義であるとしてい

る。その効果をもっと明示していくことが、一般の人々にとってもインパクトが強く、理解が

得やすい。また、家庭的養護の重要性が社会に浸透していけば、要保護児童の保護者から里親

委託の承認を得やすくなるのではないかと述べている。 

 その上で、里親制度の啓発と普及において留意する点を以下のようにまとめた。 

 

① 養育里親と養子縁組里親の相違を明確にして人々に周知していくこと 

 養育里親による家庭的養護は、実親のもとへ児童が帰ることができるように、

あるいは実親と児童の関係を再構築し、親子関係が永続的なものになるように支

援するものであるということを、社会的に示していくことが求められる。 

② 養育里親にあるさまざまな手当に関する事項を啓発段階で知らせる 

 児童を育てるためには経済的負担もかなりかかることから、知らせることで具

体的に里親養育にたずさわる生活を思い描く要素となる。 

③ 里子は様々な支援を受けながら育てていくもの、という認識を社会に伝える 

 社会的養育の一員として児童を取り巻くさまざまな人びとと、機関・施設等々
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とともに担っていくものということを伝えることで、特別な人でないとやっては

いけないといった敷居、ハードルが低くなることを期待。 

 

(3)考察 

 里親制度を日本で活用していくためには、社会的認知度をあげていかなければならない。日

本では「里親」という言葉自体の知名度は低いわけではないが、里親制度の中身や実態につい

てはあまり認識されていない。また、里親についての間違った認識やイメージも広がってい

る。里親制度は社会の協力が必要不可欠であるので、里親に登録する、登録しないに関わらず

社会全体が里親制度に関する正しい認識を持つことが重要である。正しい認識が広がること

で、里親制度に関するマイナスイメージが払拭され、人々にとって、里親制度がより身近なも

のになることが期待される。 

 

第2節 アンケート調査による分析 
 

(1)調査目的 

 筆者らは、里親登録数が増えない原因として、そもそも里親制度自体の認知度が低いの

ではないかと仮定した。実際に里親制度の認知度はどの程度なのかを確認する。 

 

(2)調査対象 

これから社会に出て、家庭を持つこととなる大学生。270 名対象の選び方は無作為であ

り、所属学部も多岐に渡る。 

 

(3)調査方法 

 SNS上で 10月下旬にアンケートを実施。 

 質問項目は、 

・「里親制度」という言葉を聞いたことがあるか 

・里親制度が身寄りのない子どもを実親に代わって養育する制度である 

・どのような児童が委託されているか知っているか 

・里親になるための手続きを知っているか 

・里親には国から補助金が支給されることを知っているか 

 

(4)調査結果 

このアンケート調査の結果、98.1％（誤差率約 3.4％）の人が「里親制度」という言葉

を聞いたことがあり、75.8％（誤差率約 4.9％）の人が、「里親制度が身寄りのない子ど

もを実親に代わって養育する制度である」ことを理解していた。 

しかし、53.5％（誤差率約 5.7％）の人が「どのような児童が委託されるか」を知ら

ず、93.5％（誤差率約 3.4％）の人が「里親になるための手続き」を知らなかった。ま

た、「里親には国から補助金が支給される」ことを 94.6％（誤差率約 3.4％）が認知して

いなかった。これらの結果から分かるように、現在の大学生の中では、里親制度という存

在は知っているものの、具体的な中身や仕組みまでは知らない人が多いことが分かった。

里親制度の存在は知っていても、具体的な中身を把握していないことには、「里親制度を

認知している」とは言いがたい。里親制度のことを知らない人が里親登録をするとは思え

ない。このことより、里親制度の認知度を上げる必要性が伺える。 

 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

28 

 

第3節 マタニティーマークの事例 
 

(1)先進事例としての意義 

 厚生労働省により作成されたマタニティーマークは、全国に普及し浸透したものとして

成功をおさめた。妊婦に対して周囲が気遣うようになり、妊婦の存在を意識するように

なった事例として取りあげる。 

 

(2)マタニティーマークの概要 

 妊娠初期は、外見だけでは妊婦であることが分かりにくい。そこで、妊婦がマタニ

ティーマークを身につけることで、交通機関利用時などに、周囲の人が妊婦に対して気遣

いができることを狙ったものである。また、マークのデザインは一般から公募で募集し

た。 

 

(3)マタニティーマークの効果 

 マタニティーマークには著作権などがなく、誰でも自由に利用することが可能であるの

で、関係団体や各自治体、NPO 団体などが利用することで、マタニティーマークが全国に

広まった。 

 

第4節 ピンク・リボン運動の事例 
 

(1)先行事例としての意義 

 ピンク・リボン運動の乳がんの予防についての周知効果に着目し、里親制度の促進にも

同様の効果が見込めることを示す為に取り上げる。 

 

(2)ピンク・リボン活動の概要 

 ピンク・リボン運動は、乳がんについての正しい知識を多くの人に知ってもらい、その

結果がんから引き起こされる悲しみから１人でも多くの人を守るための活動である。この

運動は、アメリカの乳がんで亡くなった患者の家族が、同じ悲劇を繰り返さないようにと

願いを込めて作ったことから始まった。 

 

(3)ピンク・リボン活動の効果  

 高田一樹（2007）『企業の社会貢献と大義−ピンク・リボン活動の事例に基づいて−』よ

り 

・ ピンク・リボンを啓発活動のシンボルとすることである。乳がんの話は、人々にネガ

ティヴなイメージを連想させかねない。ピンク・リボンは、啓発活動に使われるなか

で、乳がんや啓発活動から受ける印象を変える役割を果たした。 

・ 啓発の要素と集客する要素が組み合わされたこと。ピンク・リボン活動では、乳がん

にあまり興味のない人たちも、スポーツイベントやシンポジウムに参加することに

よって、乳がんについて知る機会が作られてきた。情報を伝える要素と集客力を期待

できる要素がそれぞれ結びつけられることによって、ピンク・リボンに込められた

メッセージは、より多くの人に知られるようになった。 

・ 日本では、「ピンクリボンフェスティバル」という都市空間を啓発の場がつくられた。

このイベントを通じて、上述した２つの要素をかねそなえながら、効果的なイベント

を開催する事務局が作られ、趣旨に賛同する企業から協賛金を集めるしくみがつくら
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れた。 

 

 このように、ピンク・リボン活動は、啓発される側の人たちの興味を引くことだけでは

なく、社会貢献活動として啓発する側の企業にも、その参加しやすいしくみがつくられ

た。 

 

第5節 各都道府県における一般向けの里親

説明会の有無と里親委託率の関係 
 

(1)調査目的 

 各都道府県で里親やファミリーホームの推進のための活動状況と現在の委託率との関係

性を導く 

 

(2)調査方法 

10月下旬に、各都道府県庁に電話でヒアリングを行う。 

 質問内容は、・国民向けの里親説明会やフォーラムの実施の有無、 

・有の場合、年間で行われる頻度 

 

(3)結果 

 47 都道府県中、【有】27【無】16【未回答】4 という数値が得られた。これらのことか

ら、里親推進のための活動状況については全国で統一されておらず、各都道府県の間でも

格差が見られることが分かる。また、厚生労働省が示しているデータ(図 4-1 参照)ととも

に分析すると、里親等委託の最近 7 年間の増加率において上位にいる県(福岡,大分,静岡,

山梨,香川,佐賀,栃木,滋賀,島根)は一般向けの里親説明会やフォーラムを積極的に開催し

て、県全体の里親への理解度と委託率を上げている事が明らかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：厚生労働省 平成 25年度『社会的養護の現状について』より筆者ら作成） 

 

 特に里親委託増加率 2 位の大分県を例に挙げると、年に 2 回に分けて 4〜5 月、10 月の

里親期間に 18 市町村全てで説明会を開き、それに加え里親関係団体にも出向いて説明す

図 4-1：里親委託率の最近 7 年間の増加幅の大きい自治体 

増加幅
（16→23比較） 平成16年度末 平成23年度末

1 福岡市 21.0%増加 6.9% 27.9% ○
2 大分県 16.4%増加 7.4% 23.8% ○
3 福岡県 11.7%増加 4.0% 15.7% ○
4 山梨県 11.7%増加 17.8% 29.4% ×
5 静岡県 11.6%増加 10.6% 22.2% ○
6 香川県 10.2%増加 6.5% 16.8% ○
7 佐賀県 9.6%増加 1.2% 10.8% ○
8 栃木県 9.6%増加 7.9% 17.5% ○
9 滋賀県 9.6%増加 20.3% 29.9% ○
10 島根県 9.2%増加 12.8% 22.1% ○

里親委託率
説明会の有無
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るなどして毎年 15 組前後の里親を増やすなどの成果を上げている。また、厚生労働省が

平成 25 年に行った『里親等委託率を大きく増加させた自治体における里親推進の取組事

例』においても、効果的であった取組に里親制度の説明会やリーフレットの作成・配布な

どの広報活動をあげている。 

 

 この結果から言えることは、一般向けの里親説明会やフォーラムなど里親推進活動が活

発であることが県全体の里親認識度を上げ、里親登録数を増やしているということだ。ま

たその積極的な推進活動が里親委託率の増加とも密接に結びついているということが考察

できた。 
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第5章   政策提言 

 この章では、上述した問題意識や現状分析、現行政策を踏まえ、課題を解決するための

政策案を提言する。まず、政策案の概要を述べた上で、政策の目的、対象、主体と詳細を

述べる。そして、この政策によって達成される効果を検討する。 

第1節 概要 
 

 平成 24 年度に出された厚生労働省の『児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推

進のために』を参考に提案を行う。児童福祉施設の小規模化を進める形は維持するが、里

親・ファミリーホームが増える根拠については明記されていない。ファミリーホームの事

業主は里親経験者が大半であり、そもそも里親の登録数が増えれば、ファミリーホームの

事業主になるための要件を満たす人も増えてファミリーホームの数も増えると見込む。し

かしそれは、里親の登録数が増えることを前提としている。その点について、里親を増や

すための政策として、まずは里親の認識を変える必要があると考えた。認識を変えると同

時に、国民にとって里親制度がより身近なものになるように、①里親のシンボルマークの

考案を提案する。更に、登録数を増やすための政策として、②里親制度についてのフォー

ラムの実施の義務化を提案する。 

 

政策内容 

・ 里親のシンボルマークの考案 

・ 里親制度に関するフォーラムの実施の義務化 

第2節 里親のシンボルマークの考案 
 

(1)目的 

・ 里親制度の認識を変えること。 

・ 里親制度を取り巻く暗いイメージを打ち消し、国民に里親制度を身近に感じてもらう

こと。 

 厚生労働省が示している現在の指針では、児童福祉施設の小規模化は進むと想定できる

が、里親・ファミリーホームが増えることについては根拠や政策が明記されておらず、そ

の点について、新たな政策が必要と考えた。しかし、里親制度に関しては、制度の存在そ

のものの認知度は低くはないが、制度の中身についての認知度が高いとは決して言えず、

これでは登録以前の問題である。そこで筆者らは、まずは里親についての認知度を上げる

ことを目的に設定した。更に、研究を進めていく中で、里親制度に対して、「触れてはい

けない問題だと思っていた」や「暗いイメージがあるから避けてきた」などのマイナスイ
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メージが先行していることが分かった。なので、このイメージを払拭するために、里親制

度が身近なものであり、決して暗いものではない、ということも同時に伝えていき、後々

の里親登録数が増えることを狙う。 

 

対象 

 全国民を対象に政策の実施を行う。 

 

 アンケート調査によると、里親制度の存在自体の認知度は低くはないが、制度の内容に

関する理解度は低いことが伺えた。まずは、里親制度についてきちんと理解してもらうこ

とが第一と考えた。そこで、制度の理解への第一歩として、里親制度についてのイメージ

アップをはかる。 

 ヒアリング調査によれば、里親制度には暗いイメージがつきものであり、「自分とは無

関係だ」と感じている国民が多いというのが現状である。 

 

(2)主体 

 厚生労働省がこの政策の主体となる。 

 

 現在の体制では、各自治体によって里親制度推進の進め方が異なり、それぞれで進捗状

態に差があるので、全国で統一して進めていくことが相応しいと考えた。しかし、児童の

委託などの繊細で複雑な事業においては、専門家が直接家庭に働きかける方が児童にとっ

てより良いと考え、それぞれの制度や仕組みの広報活動などの、登録に至るまでの段階の

みを統一することが相応しいと考えた。 

 

(3)政策内容 

① 厚生労働省による里親制度のシンボルマークの考案。 

 先行事例として挙げた、ピンク・リボン運動のリボンやマタニティーマークのよう

な、暗いイメージをもたらさないようなマークを考案・作成する。デザインは一般か

ら公募するものとする。このマークには特に著作権や商標登録などは与えず、誰でも

自由に利用できることとする。 

② 小学校にてマークの入ったクリアファイルなどの配布。 

 ①で作成したマークの配布場所として、小学校を考える。小学校というのは、小学

生がいる家庭に対してアプローチすることのできる場所であり、小学生などの比較的

幼い頃から里親制度を児童に認識させることで、里親制度を少しでも身近に感じても

らえる場所として最適であると考えたからである。 

③ すでに里親に登録済みの人や関係団体、NPO 団体などに対して、マークの使い方をレク

チャーする。 

 ①で作成したマークには著作権がなく、誰でも自由に利用できる。なので、関係団

体や既に里親として活躍している家庭でも自由に使うことができる。そこを活かしそ

れぞれで里親推進事業を進めていくことを期待している。 

 

(4)効果 

① 里親制度について広く知ってもらえること。 

 現在の制度では、国や自治体が、里親制度について積極的に周知することができる仕組

みが整っていない。しかし、筆者らの提案により、里親制度のシンボルマークが広く普及

し、浸透することで、制度の周知を実現することができるようになる。 

 

② 里親制度をより身近に感じてもらえること。 
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 現在、里親制度は、すべての国民にとって、身近なものではない。しかし、筆者ら

の提案する里親制度のシンボルマークが普及し、浸透することで、老若男女問わず里

親制度について知る機会が増える。更に、日頃から里親制度に関するものを目にする

ことで、人々の意識が変わり、里親制度のことを、より身近に感じさせることができ

る。 

 

第3節 里親制度に関するフォーラムの実施 
 

(1)目的 

・ 国民の里親制度に対する理解を深めること。 

・ 里親登録数を増やすこと。 

 アンケート調査によって、里親制度の中身についての理解は高いとは言えないというこ

とが発覚した。第 2 節で提案した内容により里親制度に対する国民のイメージが向上し、

興味を持つ人も増えることが見込まれる。その上で、里親制度に関する更なる理解を深

め、里親登録へと繋げることを目的とする。 

 

(2)対象 

 全国民に対して政策の実施を行う。 

 

 現在は里親制度に対するしっかりとした理解がないと言える。里親制度とは何のため

の、どのような制度であり、里親登録を行うとどのような児童が委託され、どのような支

援があるのか、など、里親制度を語るにあたって必要不可欠な事項についての理解が必須

となる。 

 

(3)主体 

 厚生労働省により政策の実施を行う。 

 

 里親制度などの児童福祉に関する分野を統括する厚生労働省によって、各自治体へ指示

を出し、国が一丸となって、平成 24 年に厚生労働省が出した『児童養護施設等の小規模

化及び家庭的養護の推進』の方針と、筆者らの提案を推進していくものとする。 

 

(4)政策内容 

厚生労働省が、各自治体に里親制度に関するフォーラムの実施を義務化。全国民を

対象とするフォーラムを各自治体で行う。第 4 章の第 5 節で行った分析結果から、

フォーラムの開催が里親登録数の増加に効果的であることが判明している。また、各

都道府県で開催の頻度などにばらつきが見られるので、厚生労働省が義務化し統一す

る。フォーラムの内容としては、里親制度の仕組みや体制などのより詳しい事項につ

いて、実際に里親登録を行っており子どもを養育したことのある人による、体験談

や、里親と一般人との交流の場など、制度についてだけではなく、生の声を聞き、実

態を知ることのできるものを考えている。 

 

(5)効果 

① 国民の里親登録の動機付けになる。 
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 フォーラムという形で行うことで、里親に少しでも興味を示した人が、気軽に話を聞き

に行くことができる。本来なら、児童相談所に行って話を聞く必要があるところを、自分

でそこまで行くほどの気持ちではないが、フォーラムなど広く全体で行われる所であれば

行きたい、といった興味を持ち始めた人たちにとって、良い機会になると考える。更に、

フォーラムの内容に里親経験者からの体験談を盛り込むことを考えているので、その話を

聴くことで、養育者になる人に里親としてのやりがいを感じてもらい、実際に児童相談所

に赴いてもらう動機付けを行えるものと考える。また、里親登録者のうち、質の良い里親

の割合は一定数であると考えられるので、里親登録数が増えれば、それだけ質の良い里親

の数も増加すると言えるだろう。 

 

② 里親制度についての正しい認識が広まる。 

 現在は、里親制度の内容などについて、正しい認識が広がっていない。しかし、国で統

一化された方針にのっとった内容で、各自治体が定期的にフォーラムを開催することで、

国民が、里親制度の仕組みや体制についてより深く理解することが可能になる。更に、里

親制度の深い理解は、要保護児童を社会全体で保護する必要性があるという認識が広がる

ことにも繋がる。 

 

第4節 成果指標 
 

 この政策の成果指標としては、里親制度に関するフォーラムへの参加者と、里親登録数

やその増加割合で示すことが可能であると考える。 

 シンボルマークの普及により里親制度について広く知れ渡れば、筆者らの考えるフォー

ラムの参加人数は増えるだろう。更に、フォーラムによって里親制度についての認識が上

がれば、里親登録を決意する人数も増加するだろう。これらのことにより、筆者らの提案

の成果指標として、フォーラムへの参加人数と、里親登録数を挙げる。 

 

第5節 展望 
 

 筆者らの提案により、里親のマークが、ピンク・リボン運動やマタニティーマークのよ

うに、関係団体や NPO 団体によって広まることで、里親制度の認知度は更に上がり、そこ

から更に里親の登録数が増えることになるだろう。 

 また、筆者ら独自の分析によると、児童養護施設の数が減れば、他の児童福祉施設への

委託率が上がるので、里親家庭に委託される児童の数も増加していくと想定する。むやみ

に登録数を増やしては、質の悪い里親が増えるのではないか、という不安もある。しか

し、滋賀県中央子ども家庭相談センターの川副氏によれば、里親登録数に関係なく、現時

点でも里親に質の善し悪しがあるので、登録数が増えれば、それだけ質の良い里親も増え

る見込みがあるので、その点は問題ないと言える。 

 更に、里親制度に対する国民の理解が深まり、里親登録数が増えることで、後々ファミ

リーホームの事業主になる人とファミリーホームが増えるだろう。ファミリーホームの事

業主になるための条件である、(a)2 年間同時に 2 人以上の養育里親としての養育経験、

(b)5 年間で通算 5 人以上の養育里親としての養育経験を満たした里親が増えることとなる
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だと考えられるからである。これらのことにより、里親・ファミリーホームが増え、児童

福祉施設の体制を整えることが出来る。 

 

 以上より、要保護児童を養育する適切な環境が整備されるだけでなく、社会全体で児童

を育てるという国民の意識も高まるだろう。その結果、最初の問題意識でも述べた、児童

憲章（第 2 項）「すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術を持って育てられ、

家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられるに記されている、日本の児童

福祉の理念が実現されると考える。 
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