
一時保護所の体制整備等

○ 児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設（一時保護所）を設けることとされている。
○ 児童相談所長は、必要があると認めるときは、児童に一時保護を加え、又は適当な者に委託して、
一時保護を加えさせることができることとされている。

現状

○ 一時保護の対象となる児童の数が増加傾向に
あるため、十分な定員を確保する必要がある。
○ 一時保護を要する背景は虐待、非行あるいは
養育困難など様々であり、個々の児童の状況に
応じた対応を可能とするための環境改善が必要
である。
○ 保護・支援を受ける子どもの立場に立った質
の向上が必要。
○ 質の客観性の担保、課題の共有化が必要。

課題

○ 里親等へ一時保護委託を推進する。
○ 一時保護所についても必要な環境改善
や量的拡大を図る。
○ 一時保護所について第三者評価の仕組
みを設ける。

対応

年間平均入所率（平成26年）

迅速・的確な対応
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被虐待児童の心理的負担に配慮した面接

○ 特に性的虐待においては、外傷が認められないことが多い、生活状況からその事実の確認を行うこ
とが困難であることなどから、児童の面接での証言内容が非常に重要な意味を持つ。
○ 性的虐待などを受けた児童は、被害状況の確認のため、児童福祉司などの児童相談所職員、警察官、
検察官などから、複数回にわたり面接を受けることとなる。

現状

○ 被害状況の確認のための面接自体がいわゆ
る「二次的被害」（※）につながる場合があ
る。
※二次的被害とは、性的虐待などの事実を思い出し話すこと
自体が元のトラウマ的な出来事の再体験としてトラウマを
生じさせること。

課題

○ 児童相談所、警察及び検察が連携を強化
し、個別事例に応じて、協同面接を実施す
るなど、被虐待児童の心理的負担に配慮し
た試行的取組を実施する。

対応

被害児童

検 察警 察児童相談所

被害児童

検 察警 察児童相談所

関係機関が連携し、同様
に質問をしないこと等に
より、面接の回数を減ら
し、児童の心理的負担を
軽減する。

児童相談所、警察、検察など、
個別に事実確認のための面接を実施。

＜イメージ＞

迅速・的確な対応
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情緒障害児短期治療施設の体制整備等

○ 情緒障害児短期治療施設は、少子化社会対策大綱において全国47カ所を目標（平成31年度)として
いるが、平成26年度において全国38カ所の設置に留まっている。
○ 平成27年度に新たに５カ所設置予定であり、設置都道府県数も32道府県となる予定。
○ 情緒障害児短期治療施設がない地域では、児童養護施設に心理療法の担当職員などを配置して対応。

現状

○ 医師が必置であるが、人件費が低く確保困
難。

○ 学校教育との連携が進んでいない。
○ 被虐待児など対応が困難な児童が増えてい
ることや入所期間が長期に及ぶ場合がある等
の実態に合った施設とする必要がある。

○ 情緒障害児短期治療施設における医師を
確保しやすくするため、運営費（措置費）
を充実（平成28年度～）。
○ 情緒障害児短期治療施設への通所指導を
積極的に活用。

課題 対応

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

３７カ所 ３７カ所 ３８カ所 ３８カ所 ３８カ所

未設置都道府県
秋田県・山形県・福島県・千葉県・
東京都・新潟県・富山県・石川県・
福井県・山梨県・奈良県・徳島県・
愛媛県・佐賀県・大分県・宮崎県・
沖縄県 計１７県

○情緒障害児短期治療施設の設置カ所数

※各年１０月１日現在
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施設退所時の助言等

○都道府県知事、児童相談所長などは、一時保護や施設入所等の措置を解除する際、あらかじめ児童の
保護者等に対し、当該措置の実施の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴くこととさ
れている。
○また、児童虐待を受けた児童について上記措置を解除する場合には、当該児童の保護者を指導してい
る児童福祉司等の意見を聴くとともに、保護者指導や再度の虐待予防策等の効果等を勘案することと
されている。

現状

○ 措置を解除した後に、より深刻な虐待が発
生するケースがみられる。
○ 措置の解除に当たっては、継続的なフォ
ローが重要。

課題

○ 児童相談所が委託したNPO法人等による
助言・カウンセリングや、市町村、児童相談
所、児童養護施設、NPO法人等の連携した
対応による定期的な安全確認、相談・支援等
を実施する。

対応

市町村

警 察

児童養護施設

保健機関

定期的な連絡・訪問、
相談支援

＜イメージ＞

一時保護所・児童養護施設等措置解除・一時帰宅

ＮＰＯ等の民間団体

児童相談所

委託

自立支援
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○ 平成23年の「社会的養護の課題と将来像」において、社会的養護全体の中で施設養護を概ね１／３、
グループホームを概ね１／３、里親・ファミリーホームを概ね１／３とすることを目標としている。
○ 里親・ファミリーホームへの委託率は平成26年度末現在で16.5％。
○ 都道府県等において、里親制度の普及促進や里親委託の推進、未委託里親へのトレーニングなどを
実施する里親支援機関事業が行われている。

現状

○ 里親制度に対する社会的認知度が低く、新
規委託可能な登録里親が少ない。
○ 児童相談所が虐待対応業務に追われ、里親
委託の業務に十分関われていない。

○ 里親の開拓から児童の自立支援までの一
貫した里親支援を都道府県の業務として法定。
○ 上記の支援について、社会福祉法人や
NPO法人等の民間団体に委託することを推
進。

課題 対応

里親委託の推進

○里親等委託率の推移
Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

１１．１％ １２．０％ １３．５％ １４．８％ １５．６％ １６．５％

※福祉行政報告例及び家庭福祉課調べ（各年度末現在）

自立支援
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里親家庭

全戸訪問等の里親対象
自立支援里親家庭に対する訪問事業等の実施

○ 平成23年の「社会的養護の課題と将来像」において、社会的養護全体の中で施設養護を概ね１／３、
グループホームを概ね１／３、里親・ファミリーホームを概ね１／３とすることを目標としている。
○ 里親・ファミリーホームへの委託率は平成26年度末現在で16.5％。
○ 里親に対する支援として、児童相談所、児童家庭支援センター及び里親支援機関による相談・援助
が行われている。

現状

○ 里親の負担軽減のための支援の充実
が必要。

課題

○ 乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業及び乳
幼児健康診査について、里親家庭も対象であること
を明確化する。

対応

＜イメージ＞

里親家庭に対する
対象事業の明確化
里親家庭に対する
対象事業の明確化国

都道府県

市町村

連
携
連
携

支援の実施支援の実施

・委託児童の日常生活
など養育に関する不
安の解消
・委託児童の健康の状
況に関する不安の解
消 等

・委託児童の日常生活
など養育に関する不
安の解消
・委託児童の健康の状
況に関する不安の解
消 等
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○ 養子縁組は、実親による養育が困難な子ども等の養育に法的安定性を与えることにより、子どもの
健全な育成を図る重要な仕組み。養子縁組が子どもの最善の利益になると認められる場合は、積極的
な支援を行うことが重要。
○ 児童相談所において、児童相談所運営指針等に基づき養子縁組に関する相談支援が行われているが、
更なる取組を促進するための法整備が必要。
○ 同時に、就業中の者であっても養子縁組をしやすい環境の整備を図ることも必要。

現状

○ 児童相談所の業務について、養子縁組に関
する相談支援が法に位置づけられていない。
○ 養子縁組里親が法に位置づけられていない。
○ 育児休業の対象となる子が、法律上の親子
関係のある者（実子又は養子）に限られてい
る。

＜児童福祉法関係＞
○ 児童を養子とする養子縁組に関する相談支援
を児童相談所の業務に位置づける。
○ 養子縁組里親を法定化し、研修義務化や欠格
要件、都道府県知事による名簿登録を規定。
＜育児・介護休業法関係＞
○ 育児・介護休業法上の育児休業等の対象に、
養子縁組里親に委託された者等を加える。

＜イメージ＞

課題 対応

養子縁組の推進

・必要な支援
・研修の実施

・相談
・研修の受講

児童相談所

養子縁組里親

法

法
養育の継続性
を重視

企業養子縁組里親に
委託された児童等

育休申請

育休付与

法

法

養子縁組里親名簿
1. ＿＿＿
2. ＿＿＿

法
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○ 児童家庭支援センターは地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他か
らの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町
村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行う。
○ 平成26年10月現在104か所。少子化社会対策大綱では、平成31年度までに340か所を整備する目標。

現状

○ 現在のところ全国的に設置数は少なく、ま
た地域によって取組状況は様々であり、児童
相談所の補完的役割を十分に果たせていない。

○ 相談・援助体制の強化を図るため、児童
家庭支援センターの設置を拡大。
○ 児童家庭支援センターにおける相談・援
助機能の強化を図る。

課題 対応

児童家庭支援センターの機能強化

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ ・・・ Ｈ３１
８２カ所 ８７カ所 ９２カ所 ９８カ所 １０４カ所 ３４０カ所

※各年１０月１日現在

○児童家庭支援センターの設置カ所数

※目標カ所数

自立支援
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○ 児童養護施設等では、自立に向けた生活習慣や金銭管理等を習得するための支援や、進学のための
学習指導、就職するための職業指導を実施している。
○ 児童養護施設や児童自立支援施設には職業指導員を配置しているところがあり、職業実習の指導や
就職活動の支援を行っている。職業指導員を配置している児童養護施設は全国601カ所のうち41カ所、
児童自立支援施設は全国58カ所のうち3カ所となっている。

現状

○ 入所措置等の時点から将来の人生設計を見
越した自立支援計画を策定し、定期的に点
検・評価を行いながら進めることが必要。
○ 施設入所児童は偏った経験をしていること
が多いため、様々なことを経験できる機会の
提供が必要。

○ 施設入所等児童に対する効果的な自立支援
のための職員を配置すること等により、専門
的支援を実施。

＜イメージ＞

課題 対応

効果的な自立支援の実施

＜自立支援のための支援例＞
①社会性の習得
②履歴書の書き方、面接指導
③ハローワークへの同行支援

→社会体験・就労体験を追加
農家等での活動
ボランティア活動への参加 等基幹的職員

自治体による
研修

計画作成・
進行管理

報告・見直し

計画に基づき、
専門的支援の提供

自立支援のための職員

自立支援
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○ 現行児童福祉法における児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）の対象者は、義務教育を終了し
た児童又は児童以外の満20歳に満たない者とされている。
※児童とは、満18歳に満たない者をいう。

現状

○ 現行の児童福祉法では、自立援助ホーム入
居者が20歳に到達した時点で支援が必要な場
合でも退所することとなってしまい、大学卒
業まで継続した支援を行うことができない。

○ 自立援助ホームの入居者であって大学等
へ進学している場合には、自立援助ホームの
対象者として22歳に達する日の属する年度
の末日まで支援の対象とすることを目指す。

＜イメージ＞

課題 対応

自立援助ホームの支援対象者の拡大

現
行
制
度

１８歳 ２０歳

○児童自立生活援助事業
(自立援助ホーム)による援助 ※２０歳に達すると、自立援助ホームから

退所することになってしまう

１５歳

○対象者の拡大（※）

見
直
し
後

１８歳 ２０歳

○児童自立生活援助事業
(自立援助ホーム)による援助

※大学等就学中の者に
あっては、22歳の
年度末までの間に
ある者に対象拡大

２２歳１５歳
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○ 児童養護施設等に入所している児童等は、一般と比べて大学等への進学率が低く、また、就職後も
一般と比べて離職しやすい状況にある。
○ 地域社会における社会的自立を促進するため、児童養護施設退所者等の生活・就業に関する相談に
応じる退所児童等アフターケア事業を実施しており、平成２６年度実績では２３自治体で実施されて
いる。

現状

○ 保護者がいない等により生活基盤が脆弱
なため、やむなく離職や中途退学に追い込
まれることのないよう、支援が必要。

○ 施設退所者等の生活・就業に関する相談
支援体制の強化が必要。

○ 児童養護施設退所者等に対して相談・支援等
を行う退所児童アフターケア事業を拡大。
○ 施設退所者等に家賃相当額や生活費の貸付を
行うことにより安定した生活基盤を築くための
自立支援資金貸付事業を創設（平成27年度補
正予算で実施）。

＜イメージ＞

課題 対応

施設退所児童等に対する支援

退所児童等の
生活安定を確保 資金貸付

相談・支援

都道府県等：自立支援資金貸付事業

ＮＰＯ等：アフターケア事業

就業・就職
の継続

自立支援
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児童養護施設退所者等に対する自立支援資金の貸付

○児童養護施設等を退所し、就職や進学する者等の安定した生活基盤を築き、円滑な自立を実現するため、家賃相当額の
貸付及び生活費の貸付を行う。

○また、児童養護施設等の入所中の子ども等を対象に、就職に必要な各種資格を取得するための経費について貸付を行う。

○児童養護施設

○児童自立支援施設

○情緒障害児短期治療施設

○自立援助ホーム

○里親

○ファミリーホーム

就職

５年間の
就業継続で
返還免除

家賃貸付（家賃相当額※）

※生活保護制度における当該地域の住宅扶助額を上限
例）東京都特別区で単身世帯の場合 53,700円

家賃貸付（家賃相当額※）

※生活保護制度における当該地域の住宅扶助額を上限
例）東京都特別区で単身世帯の場合 53,700円

生活費貸付（月額５万円）

各種奨学金（日本学生支援機構等）

進学

就職

正規の修学年数
（大学であれば４年間）

２年間

新

新

新

５年間の就業継続で
返還免除

施設入所等

資格取得貸付（上限２５万円）
※自動車運転免許等を想定新

２年間の就業継続で
返還免除

自立支援

概要
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