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社会的養護の子どもに対する自立支援
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１．目的

次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業
の支援（以下「児童自立生活援助」という。）を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の
援助を行う事業。（児童福祉法第6条の3第1項）

一 義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳に満たない者であつて、措置解除者等（第27条第１項第三号に規定する
措置（政令で定めるものに限る。）を解除された者その他政令で定める者をいう。次号において同じ。）であるもの

二 学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であ
つて、満20歳に達した日から満22歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもの（満20歳に達する日の前日におい
て児童自立生活援助が行われていた満20歳未満義務教育終了児童等であつたものに限る。）のうち、措置解除者等である
もの

２．実施主体について

都道府県、指定都市、児童相談所設置市

３．設備について

入居者の居室（一室の定員はおおむね２人以下、一人につき4.95㎡以上、男女別）、入居者が日常生活を営む上で必要な設備、
食堂等入居者が相互に交流を図ることができる設備

４．職員配置について

指導員、管理者（指導員を兼ねることができる）

５．施設数

６．予算額（平成30年度）

児童入所施設措置費等国庫負担金：１，２６６億円の内数
次世代育成支援対策施設整備交付金：７１億円の内数

児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）の概要

※家庭福祉課調べ（各年10月１日現在）

入居定員 ６人まで ７～９人 10～12人 13～15人 16～18人 19人以上

指導員数（補助員を含む） ３以上 ４以上 ５以上 ６以上 ７以上 ８以上

必置指導員数 ２以上 ３以上 ４以上 ５以上 ６以上 ７以上

【指導員の配置（単位：人）】

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
か所数 １１３ １１８ １２３ １４３ １５４

※少子化社会対策大綱（平成27年３月20日閣議決定）における数値目標：2019年度末までに190か所
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社 会 的 養 護 自 立 支 援 事 業 等

①社会的養護自立支援事業
里親等への委託や、児童養護施設等への入所措置を受けていた者について、必要に応じて１８歳（措置延長の場合は

２０歳）到達後も原則２２歳の年度末までの間、引き続き里親家庭や施設等に居住して必要な支援を提供するとともに、
生活相談や就労相談等を行う事業に要する費用を補助。

②身元保証人確保対策事業
児童養護施設や婦人保護施設等を退所する子どもや女性が就職したり、アパート等を賃借する際に、施設長等が身元

保証人となる場合の損害保険契約の保険料に対して補助を行う。

事業内容

対象者の状況に応じて必要な支援を実施

里親・児童養護施設等 18歳

支援コーディネーター
（全体を統括）

支援担当者会議の開催
（本人・児相・里親・職員等）

↓

継続支援計画の作成
（措置解除前に作成）

（措置延長の場合は20歳）

関係機関と連携しながら、継続支援計画に基づく支援状況を把握し、生活状況の
変化などに応じて計画を見直し

里親・児童養護施設等

家庭復帰・自立

生活相談支援担当職員（生活相談支援）
・居住、家庭、交友関係・将来への不安等に関する生活上の相談支援
・対象者が気軽に集まる場を提供する等の自助グループ活動の育成支援 等

措
置
解
除

※家賃・生活費について「自立支援資金貸付事業」
の活用が可能

就労相談支援担当職員（就労相談支援）
・雇用先となる職場の開拓 ・就職面接等のアドバイス
・事業主からの相談対応を含む就職後のフォローアップ 等

22歳

・居住費支援（里親・施設の居住費を支援）
・生活費支援（大学進学者等の生活費を支援）

身元保証（就職時、賃貸住宅等の賃借時、大学等進学時の身元保証（身元保証人（里親、施設長等）の損害保険料を支援）） 5



【目的】
児童養護施設や自立援助ホーム等を退所した者であって就職した者又は大学等へ進学した者のうち、保護者がいない又は保

護者からの養育拒否等により、住居や生活費など安定した生活基盤の確保が困難な状況にある者又はそれが見込まれる者に対
して、家賃相当額の貸付や生活費の貸付を行うことで安定した生活基盤を築き、これらの者の円滑な自立を支援することを目
的とする。
また、児童養護施設や自立援助ホーム等に入所中の者等に対して、就職に必要な各種資格を取得するために必要となる費用

の貸付を行うことで、これらの者の円滑な自立を支援することを目的とする。

【貸付対象者及び貸付額等】
➀就職者：就職により児童養護施設等を退所した者等であって、保護者がいない又は保護者からの養育拒否等により、住居や

生活費など安定した生活基盤の確保が困難又はそれが見込まれる者。

【貸付額：家賃貸付として家賃相当額（生活保護制度における当該地域の住宅扶助額を上限）】
【貸付期間：2年】

➁進学者：大学等への進学により児童養護施設等を退所した者等であって保護者がいない又は保護者からの養育拒否等により、
住居や生活費など安定した生活基盤の確保が困難又はそれが見込まれる者。
【貸付額：家賃貸付として家賃相当額（生活保護制度における当該地域の住宅扶助額を上限）、生活費貸付として月
額5万円】
【貸付期間：正規修学年数】

③資格取得希望者：児童養護施設等に入所中の者等であって、就職に必要な各種資格を取得することを希望する者。

【貸付額：資格取得貸付として実費（上限25万円）】

【貸付事業の実施主体】
➀都道府県（都道府県が適当と認めた者への委託も可能）
➁都道府県が適当と認める社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人などの民間法人（都道府県が貸付に当たって必要な指
導・助言 を行う場合に限る。）

【貸付金の返還免除】
一定の条件（家賃貸付及び生活費貸付は５年間の就業継続、資格取得貸付は２年間の就業継続）を満たした場合には返還免除

【補助率】
➀の場合 ９／１０（国９／１０、都道府県１／１０）
②の場合 定額（９／１０相当）※都道府県は、貸付実績に応じて１／１０相当を負担

児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業

平成27年度補正予算：６７．４億円
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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

○児童心理治療施設

○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 就職

２年間の
就業継続で
返還免除

施設入所・里親委託中又は施設退所・里親委託解除後４年以内で大学等に在学している間 7



里 親 支 援 事 業

里親の普及啓発から里親の選定及び里親と子どもとの間の調整並びに子どもの養育に関する計画の作成までの一貫した里親支援
及び養子縁組に関する相談・支援を総合的に実施する事業に要する費用を補助。
①里親制度等普及促進事業
里親制度の広報啓発活動により新たな里親を開拓するとともに、里親に対する登録前の研修や更新研修等を実施することによ

り、養育技術の修得、向上を図る。
②里親委託推進等事業
委託先の候補となる里親家庭の選定、委託の打診と説明、子どもと里親の面会を実施するとともに、委託児童の自立に向けて、

里親や委託児童本人の意向を踏まえ効果的な自立支援計画を作成する。
［拡充内容］新規里親委託件数に応じて加算
③里親トレーニング事業
未委託里親に対して事例検討やロールプレイ、実習などのトレーニングを実施することにより、養育技術の維持、向上を図る。

④里親訪問等支援事業
里親家庭や養子縁組家庭などを定期的に訪問し、相談に応じるとともに、子どもの状態の把握や里親等への援助を行う。
また、里親等が集い、養育についての話し合い等相互の交流を定期的に行い、情報交換や養育技術の向上を図る。
［拡充内容］家庭復帰に向けた支援を行うため、里親訪問等支援事業の事業内容として、実親との面会交流支援を加える。

⑤共働き家庭里親委託促進事業
企業に働きかけ、里親委託と就業の両立が可能となるような仕組みづくりを官民連携の下、共有し、分析・検証し、その成果

を全国的に普及拡大。

都道府県・指定都市・児童相談所設置市（民間団体等に委託して実施することも可）

国：１／２（都道府県・指定都市・児童相談所設置市：１／２）

１．事業内容

２．実施主体

平成30年度予算 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金（159億円の内数）

３．補助率
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リクルート、研修、支援等を通じた一貫した里親支援体制

都道府県（児童相談所）

事業の全部又は
一部を委託可能

社会福祉法人・NPO等

リクルート

マッチング
・子どもと里親とのマッチング
・自立支援計画の作成
≪拡充≫新規里親委託件数に応じた加算を創設

トレーニング ・未委託里親へのトレーニングの実施（事例検討・ロー
ルプレイ、里親宅での実習等）

訪問支援・交流
・委託後の里親家庭への訪問支援
・定期的な相互交流の場を設け、情報交換等を図る
≪拡充≫実親との面会交流支援を追加

両立支援 ・共働きの里親家庭が相談しやすい、平日夜間や土日の
相談支援体制の整備等

・講演会や説明会の開催等による制度の普及啓発
・里親に対する研修の実施
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家庭と同様の環境における養育の推進

Ø 里親委託の更なる推進に向けて、

・ 「新規里親委託件数」に応じて加算

・ 実親との面会交流支援を追加

里親支援事業の拡充

Ø 経験の浅い里親等の育児不安や育児疲れ、医療的ケア
の必要な子どもの看病疲れ等の身体的・精神的負担の
軽減を図るためのレスパイトケアの利用手続きを簡素
化し活用を促進

レスパイトケアの活用促進

Ø 入所児童を里親に委託する際のマッチングの実施
や、委託後のアフターケアの実施など、積極的な
里親支援を行う体制構築のため、児童入所施設措
置費等の運用改善

乳児院等における里親支援の取組促進

Ø 関係機関との連携体制を構築し、養親希望者
等の負担軽減に向けたモデル的な取組を行う
民間あっせん機関への支援及び人材育成のた
めの研修の実施、制度の周知広報を実施

特別養子縁組制度の推進

Ø 児童養護施設等におけるケア単位の小規模化・地域分散化の更なる推進を図るため、小規模グループケアの設置
か所数の制限を廃止

Ø 児童養護施設等に対し、施設整備費や既存の建物を活用して地域小規模児童養護施設等を運営する場合の賃借料
に対する助成等を行い、施設の小規模化・地域分散化等の取組を着実に実施

施設の小規模化・地域分散化等

家庭と同様の環境における養育が困難な場合は、「できる限り良好な家庭的環境」で養育

・児童虐待・DV対策等総合支援事業159億円の内数
・児童入所施設措置費等1,266億円の内数
・特別養子縁組民間あっせん機関職員研修事業19百万円
・里親制度等広報啓発事業60百万円

Ø 家庭養育を推進するため、ファミリーホームに
おいて安定的な運営が図られるよう事務費の単
価区分を見直し

ファミリーホームの設置促進
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里親支援事業の拡充

Ø 里親委託の更なる推進に向けて、

・ 「新規里親委託件数」に応じて加算

・ 実親との面会交流支援を追加

レスパイトケアの活用促進

Ø 経験の浅い里親等の育児不安や育児疲れ、医療的ケアの必要な
子どもの看病疲れ等の身体的・精神的負担の軽減を図るための
レスパイトケアの利用手続きを簡素化し利用を促進

乳児院等における里親支援の取組促進

Ø 入所児童を里親に委託する際のマッチングの実施や、委託後の
アフターケアの実施など、積極的な里親支援を行う体制構築の
ため、児童入所施設措置費等の運用改善

里親・養子縁組支援の強化

小規模化、地域分散化の推進

Ø 児童養護施設等におけるケア単位の小規模化・
地域分散化の更なる推進を図るため、小規模グ
ループケアの設置か所数の制限を廃止

Ø 児童養護施設等に対し、施設整備費や既存の建
物を活用して地域小規模児童養護施設等を運営
する場合の賃借料に対する助成等を行い、施設
の小規模化・地域分散化等の取組を着実に実施

施設の小規模化・地域分散化

受入体制の強化

Ø 一時保護が必要な子どもを積極的に受け入れる乳児院等に対す
る安定的な財政支援を図るため、児童入所施設措置費等の運用
改善

一時保護機能等の強化

医療機関との連携強化

Ø 医療機関との連携強化を図るため、医療機関と
の連絡調整等を担う職員を配置することにより、
継続的な服薬管理や健康管理が必要な児童等の
円滑な受入を促進

医療機関との連携強化

産前・産後母子支援事業（モデル事業）の拡充

Ø 母子ともに社会的養護が必要な場合に、施設において
受け入れ、自立に向けた支援を実施
＊平成29年度予算において創設した産前・産後母子支援事業（モデ
ル事業）について、看護師配置による居住支援・養育支援等を新
たな支援体制モデルとして対象に加える。

特定妊婦等への支援

家庭養育の推進等に向けた乳児院等の機能強化・多機能化

親子関係再構築支援等の推進

Ø 乳児院等における保護者等への支援のため、施
設に育児指導を行う者を配置し、親子関係の強
化や親子関係再構築のための育児指導機能の充
実

Ø 里親支援事業に実親との面会交流支援を追加

親子関係再構築支援等の強化

・児童虐待・DV対策等総合支援事業159億円の内数
・児童入所施設措置費等1,266億円の内数
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