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　戦後まもない 1947（昭和 22）年に、「すべての児童の福祉の向上」を掲げた児童福
祉法が成立し、その 50 年後の 1997（平成９）年に、社会福祉基礎構造改革の序章と
しての児童福祉法の大改正が行われ、2016（同 28）年には初めて「児童の権利に関す
る条約」の精神を盛り込んだ児童福祉法の改正が行われました。
　この間、かつての保母は保育所や施設等にいる子どもだけを世話する、いわゆるケ
アワーカーとしての役割でしたが、子ども虐待問題の顕現化や、子育て不安に悩む家
庭の増加もあり、名称を保母から保育士と変更して、子どもの養育や発達支援に加え、
親子関係支援、さらには地域支援等の機能、いわゆるソーシャルワーク機能を担うこ
とも期待されるようになってきました。つまり、近年保育士への需要や期待が高まり、
その範囲もますます広がってきているといえます。
　さて本書は、このような社会的背景を展望し、子どもの未来への架け橋となるこ
とを願いとした「みらい×子どもの福祉ブックス」シリーズのなかの「社会的養護
Ⅱ」です。このシリーズでは、読者が能動的・主体的に学ぶことができるよう、各
Chapter に「インプット・アウトプットノート」「３分 Thinking」「イラストでのイ
メージづくり」等を設けるなど、さまざまな工夫をしました。
　本書においては、社会的養護Ⅱの学習について、基礎編→事例編→発展編という流
れでステップアップしながら学習できるよう構成するとともに、演習科目に対応した
演習課題や「対応困難Ｑ＆Ａ」の Chapter を設けるなど、より実践に生かす力を養
えるよう工夫しました。また執筆者には、社会的養護分野の現場職員や現場経験のあ
る研究者に多数ご協力いただきましたので、内容もとても充実したものになっていま
す。本書が社会的養護を学ぶ学生をはじめ、社会的養護や保育関連の職員 ･ 関係者の
実践的活用の書となれば幸いです。
　最後に、ご多用のなか精力的にご執筆いただいた執筆者の方々、また出版社の㈱み
らいの方々に心より御礼申し上げます。

　令和元年８月

監 修　喜多　一憲　
編 集　堀場　純矢　
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　私は 14 歳のときに名古屋市にある児童養護施設に入所しました。18 歳

まで児童養護施設で過ごしたのち、児童養護施設職員を目指して大学に入学

しました。卒業後は、児童養護施設職員として働き、現在に至ります。

　私にとって施設生活は、自分自身の人生のなかの大切な一部分だったと思

います。そして、自立に向けての準備期間だったと思います。こうして今、

当時を振り返ると、一つひとつ施設での生活がよみがえってきています。も

ちろん、今だからこそ感じることや書けることばかりですが、10 代に感じ

ていたこと、社会人となった今だからこそ感じることの視点に違いがあり、

新たに発見できたことが多くあります。

　施設で生活している子どものなかには、保護者と外出や外泊を行うことの

できる子どももいたと思います。しかし、私はそういった外出や外泊ができ

る身内がいない状況でしたので、良くも悪くも逃げることはできませんでし

たし、一度として、施設を出たい、家に帰りたいと思ったことはありません

でした。自らも望んで家を出たという事実があるため、児童相談所へ行き、

一時保護されるころには、「一人でやってやる」という覚悟がある程度でき

ていたのではないかと、今振り返るとそう思います。

　日々施設で生活していくなかで、安心感を覚え生活できたことは感謝しな

ければならないと感じています。まず、毎日３食ご飯が出てくること、お風

呂に入り布団で寝ることができること、当たり前のことのように聞こえるか

もしれませんが、当たり前にそれができなかった経験がある私にとっては幸

せなことでした。衣食住、これらの環境がしっかり整ったうえで、子どもた

　ここでは、「社会的養護Ⅱを学ぶあなたへ―学びを始める前に―」と題して、社会的養護に関わ
る当事者・施設職員・教員のインタビューを掲載します。Chapter １以降の学びに入る前に、イ
ンタビューを通して社会的養護に関わる方の思いを感じてみましょう。

Message 社会的養護 を学ぶあなたへ
—学びを始める前に—

2

1 加久保さんの自己紹介をお願いします。

加久保さんにとって、施設生活はどのようなものでしたか。

1 当事者からのメッセージ

見本



K＋DIC566

11

Message　社会的養護Ⅱを学ぶあなたへ—学びを始める前に—

ちはのびのびと生活を送ることができ、日々成長することができると思いま

す。

　施設で生活していくなかで、自分の意見や思いはよく汲み取ってもらえた

と思います。高校に進学するときや施設退所後の進路に関しても、自分の思

いを尊重してくれました。高校は強豪校のサッカー部に入りたいという理由

から、私立の学校に進学しました。サッカーが強いという部分でいえば公立

高校にも選択肢はあったと思いますが、私の思いを大切にしてくれました。

　また、卒業後の進路選択に関しても、高校ではサッカー部に所属していた

ため、アルバイトなどもできず、施設退所後の貯金はあまりない状態でした。

さらに、当時は給付型奨学金も多くなかったので、きっと職員のなかには就

職の方がよいのではないかという意見もあったかと思います。そのようなな

か、最終的には自分自身の意思を尊重し、最後まで温かく見守ってくれたこ

とをよく覚えています。

　悪いことに関しては、あまり印象に残っていることはありません。もちろ

ん、自分が悪いことをしたときは叱られますから良い印象は残りません。し

かし、それは自分自身が招いたことなので仕方がないことです。ただ、今振

り返ると自分自身のために言ってくれていたことなんだな、ということは理

解できます。

　良いこととしては、小さなことでも自分のために何かをしてくれる職員や、

日々自分に関わろうとしてくれている職員の方との関わりは印象に残ってい

ます。例えば、部活で試合に行くのに交通費を用意してくれたり、目的地ま

での行き方を調べてくれたり、お弁当や食事を用意してくれたことがありま

した。また、何かあれば置き手紙をしてくれたり、自分のために動いてくれ

たりしたことも印象に残っています。

　少しテーマからは脱線してしまうかもしれませんが、施設入所中の関わり

に加えて、退所後も関わりを持とうとしてくれる職員の方は印象に残ります

し、とても感謝しています。何かあったときに連絡ができたり、頼りにする

ことができるということは、私の人生においてある意味心の支えになってい

ます。

　これは私の勝手なイメージでしかありませんが、一般の家庭の人たちでい

うところの、「帰ることのできる実家がある」「疲れたり、つまずいたりした

ときに一息つくことのできる場所がある」「安心感が得られる」ということ

�良いこと・悪いことも含めて、職員との関わりで印象に残っていることはどのよ
うなことですか。3
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1
社会的養護の
基礎理解

●イメージをつかむインプットノート

Section１「社会的養護の理念と体系」のアウトライン
　社会的養護とは、家庭で暮らすことができない子どもの生活を支える制度・施策の総称
です。この Chapter では施設養護と家庭養護に分けて解説します（p.21）。

　　

　　　□ 社会的養護　□ 社会的養育
　　　□ 児童養護施設　□ 里親
　　　□ 特別養子縁組

Section２「社会的養護に関わる職員の勤務体制と労働条件」のアウトライン
　社会的養護に関わる職員の勤務体制と労働条件、労働組合の役割について学びます
（p.28）。

　　

　　　□ 労働条件 □ 労働組合
　　　□ 小規模化・地域分散化

施設養護

家庭養護

職員の
権利

子どもの
権利

社会的養護は大きく施設養護と家庭養護に分けられます。

子どもに適切な支援を行うためには、子どもの権利と職員の権利の双
方を大切にする視点が求められます。
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Chapter１　社会的養護の基礎理解

◦社会的養護における、施設・里親の役割の重要性について考えてみましょう。

??

3 ThinkingThinking分

社会的養護の理念と体系

１　社会的養護の理念

 社会的養護とは、厚生労働省によると「保護者のない児童や、保護者に監護させる

ことが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困

難を抱える家庭への支援を行うこと」とされています。

①社会的養護の理念と近年の政策動向
　社会的養護の基本理念は、児童の権利に関する条約（以下「子どもの権利条約」）
と児童福祉法に規定されている「子どもの最善の利益」の保障です。また、
2016（平成28）年には児童福祉法が改正され、子どもが権利の主体である
ことや、「家庭養育優先」の原則が明記されました。
　社会的養護とは、厚生労働省によると「保護者のない児童や、保護者に監
護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護すると
ともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと」とされていま
すが、近年は政策的に「社会的養育」という用語が使用されることが多くな
りました。
　また、厚生労働省が示す社会的養護の原理は、「家庭養育の個別化」「発達
の保障と自立支援」「回復をめざした支援」「家族との連携・協働」「継続的
支援と連携アプローチ」「ライフサイクルを見通した支援」の６点です。そ
して、近年は後述するように、施設養護から里親やファミリーホームなどの
家庭養護が推進されており、施設は小規模化・地域分散化や高機能化・多機
能化が求められています。
　こうした流れの契機としては、2011（平成23）年 7月に社会保障審議会
がとりまとめた「社会的養護の課題と将来像」があります。そこでは、家庭
的養護の推進（乳児院・児童養護施設が９割、里親・ファミリーホームが１割であるも
のから、里親・グループホーム・本体施設を３分の１ずつへ）や、施設の小規模化・
地域分散化などが提起されましたが、2017（同29）年８月の「新しい社会
的養育ビジョン」（以下「ビジョン」）では、それが全面的に見直され、就学前
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の子どもの施設入所を原則停止し、高い目標値を掲げて里親・特別養子縁組
などの家庭養護を推進する提言がなされたため、関係者の間で大きな議論を
呼びました。
　「ビジョン」では、それまで使用されてきた「社会的養護」から「社会的
養育」という用語に転換しています。これは児童養護施設（以下「施設」）や、
里親以外の地域で暮らす子どもと家庭を含めたより広範な概念になったとい
う点で、評価する見方もあります。しかし、これまで日本の社会的養護を支
えてきた施設への客観的な評価がないまま、数値目標や家庭養護ありきで里
親・特別養子縁組に転換することになるとしたら、本末転倒です。
　そのため、日本の児童養護における制度・施策の脆弱さ（施設の職員配置、
里親への支援策など）や、欧米で起きている里子が里親家庭を転々とせざるを
得ない「フォスターケア・ドリフト」問題をふまえると、元全国児童養護施
設協議会の藤野興一が提起した「日本型社会的養護（仮称）」*１のように、日
本の実態に即した制度改革が必要といえます１）。

②「養護」と「児童養護問題」
　前項でみてきた社会的養護の理念を理解するためには、「養護」と「児童
養護問題」の本質を捉える必要があります。そこで、ここでは、「養護」と「養
育」が持つ意味の違いについてみていきます。
　まず、「養育」とは中嶌洋が指摘するように、「親または法定保護者が子ど
もを養い、保護し、育てること」を意味しており、「原則として夫婦関係と
親子関係によって成立する家族という生活共同体の中で行われる親による扶
養・監護・教育であり、親の生活行為の一部」です２）。一方、「養護」は後
述する「養護問題」に対する国・地方自治体の責任による制度・施策の総称
です。
　このように、「養育」は親による私的扶養という意味合いがあり、社会的
な意味を持つ「養護」とは異なる意味があります。この点について野澤正子
は、「児童養護」と「養育」「養育ケア」は区別されるとし、「養育」「養育ケ
ア」は親の私的生活のなかで、私的労働によって行われる私的ケアであると
しています３）。
　特に「ビジョン」以降、政策的に使用されている「社会的養育」は、「社会的」
という前置きがあるとはいえ、私的扶養の概念としての「養育」に入れ替 
わったことは、重要な意図があるといえます。こうした概念の転換は、国連
の勧告や 2016（平成 28）年の児童福祉法改正が背景にありますが、その
一方で従来の公費負担が大きい施設よりも、里親や特別養子縁組などの家庭
養護へシフトしていくなかでは、行政コストを削減していくねらいもあると

＊１　日本型社会的養
護（仮称）
欧米のように施設を廃
止して里親へ移行する
という方向ではなく、
日本独特の措置制度の
もとで、４～６人の小
規模ケア・個別ケアの
拡充・強化を図りつ
つ、施設と里親が連携
し、施設のソーシャル
ワーク機能などの専門
性を生かした社会的養
護を目指すものをいい
ます。
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●学びを振り返るアウトプットノート
　年　月　日（　）　第（　）限　　学籍番号　　　　　　　氏名　　　　　

❖ この Chapter で学んだこと、そのなかで感じたこと（テーマを変更してもOK）

❖ 理解できなかったこと、疑問点（テーマを変更してもOK）

❖ 演 習 課 題 ❖
1　社会的養護の理念・体系をふまえて、将来、社会的養護に関わる職員として働くうえで
何を大切にして実践していきたいかを考えてみましょう。

2　社会的養護で働くうえで、安心して長く働き続けるには何が必要かについて考えてみま
しょう。
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8
社会的養護の
課題と展望

●イメージをつかむインプットノート

Section１・２ のアウトライン

　社会的養護では、政策的に家庭養護の推進と施設の小規模化・地域分散化が進められて
います（p.169）。
　また、Section ２では、Section １で述べた状況をふまえて、社会的養護の課題と展
望について取り上げます（p.170）。

　　

　　　□ 新しい社会的養育ビジョン
　　　□ 都道府県社会的養育推進計画
　　　□ 里親
　　　□ 社会的養護
　　　□ 小規模化・地域分散化

見本



K＋DIC566

169

Chapter８　社会的養護の課題と展望

◦社会的養護に関する政策動向をふまえて、今後、子どもたちやあなたが社会的養護に関わる施設
などで働くうえでどのような影響があるか考えてみましょう（影響がないという意見もＯＫ）。

??

3 ThinkingThinking分

社会的養護に関する政策動向

１　「新しい社会的養育ビジョン」

 2017（平成 29）年に公表された「新しい社会的養育ビジョン」では、「社会的養護

の課題と将来像」（2011［同 23］年）が全面的に見直され、高い目標値を掲げて里親委託を最

優先する提言がなされました。その後、2018（同 30）年に「都道府県社会的養育推進計画の

策定要領」が出され、それを具体化していくことになりました。

①近年の政策動向
　2011（平成23）年に公表された「社会的養護の課題と将来像」では、家
庭的養護の推進や施設の小規模化・地域分散化が提起されましたが、2017
（同 29）年の「新しい社会的養育ビジョン」（以下「ビジョン」）ではそれが全
面的に見直されました。具体的には、就学前の子どもの施設入所を原則停止
し、高い数値目標を短期間で設定した里親委託を推進する提言がなされたた
め、関係者の間で大きな議論を呼びました。
　その後、2018（平成30）年に「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」（以
下「推進計画」）が出され、里親委託率は「乳幼児は 7年以内に 75%」「学童
期以降は 10年以内に 50%」などとする方針を示したうえで、都道府県は
2019（令和元）年度末までに新たな「推進計画」を策定することになりました。
ここで児童養護施設は、おおむね 10年程度での小規模かつ地域分散化と高
機能化・多機能化が進められることになりました。

②「ビジョン」と「推進計画」の問題点
　「ビジョン」は、児童相談所の機能強化や市区町村における子ども家庭支
援体制の構築など、評価できる点もあります。しかし、短期間の議論で極端
な目標値を掲げたことや、関係団体や里親・施設経験者などの参画がないま
まに提起されたことに批判があります。
　「ビジョン」とそれに基づく「推進計画」で懸念されることは、里親への支
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　施設には虐待を受けた経験のある子どもがたくさん生活しています。虐待

を受けて入所した子どものなかには、職員の声かけにすぐに応えて行動した

り、声をかけなくても自分で気付いて行動する、ちょっと無理をして生活に

馴染もうとしているように思える子どもがいたりします。一方で、就寝時間

をわざと守らなかったり、職員に言われても部屋の片付けをしなかったりす

るなど、施設のルールを破っていこうとする子どももいます。また、職員が

ほかの子どもの世話をしているときに声をかけられ、手を離すことができず、

その子どもにすぐに対応できなかったりすると、突然怒り出し、壁を殴った

りドアを蹴ったりして暴れてしまう子どももいます。

　このような子どもたちに出会ったとき、職員の気持ちは揺れ動くものです。

子どもの試し行動や、暴言・暴力を受けると職員自身がイライラしてしまっ

たり、ときには怒りたくなってしまうこともあります。こうしたときは、子

どもと関わる大人のなかに生じるイライラや怒りなどの感情に気付くことが

大切ですが、自分自身の気持ちに目を向けるのはなかなか難しいものです。

そこで、仲間の職員などとその子どもについて話してみるのもよいと思いま

す。仲間があなたのなかに生じた気持ちに気付かせてくれることもあります。

　虐待を受けた子どもが試し行動や暴言・暴力などの行為をするのは、それ

まで家庭のなかでその子どもが行ってきた自分に関心を向けさせるための方

法かもしれません。もしそうであるのなら、そのような方法でなくても職員

は常に関心を向けていることを子どもに気付かせることが大切です。その方

法は毎日の生活のなかにあります。生活のなかで子どもと関わる大人は、子

どもたちの小さな変化に気付き、子ども自身が大切にされていることを感じ

られるようにいつも声をかけてあげることが大切です。

　また、子どもたちのさまざまな行動により職員の内面に生じる気持ちは、

子ども自身が抱いている気持ちと同じかもしれません。そうだとすると、子

ども自身もイライラしたり、怒りたくなったりしているのではないでしょう

　ここでは、より実践に生かす力を養うために、基礎編・事例編で学んだ内容もふまえながら、社
会的養護の支援に関わるさまざまな事柄に関してＱ＆Ａ形式で学んでいきます。

9 対応困難Ｑ＆Ａ

虐待を受けた子どもへの対応はどのようにしたらよいでしょうか（試し行動や暴力・
暴言、自傷行為等も含めて）。1
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Chapter９　対応困難Ｑ＆Ａ

か。そのことから子どもの気持ちを理

解する手がかりにすることができ、子

どもに「イライラしているみたいだね」

などと話しかけ、子ども自身に自分の

気持ちに気付かせ、一緒に考えるため

の糸口にすることできます。

　しかし、なかには自傷行為が激し

かったり、とても不安定な状態が続いていたりして、重大な事故につながる

ことが考えられる危険な状態の子どももいます。その際には、施設のなかだ

けで対応するのではなく、児童相談所や医療機関などの他機関と連携するこ

とも忘れてはいけません。

　筆者が児童養護施設で働いて３年目のとき、面会に来ていた入所児童の父

親から、｢息子の名前を呼び捨てしている職員がいるが絶対に許さない｣ と

お叱りを受けたことがありました。実は子どもを呼ぶとき、名前を呼び捨て

で呼んでしまったことから、職員・施設への不信感につながってしまってい

たのです。また、保護者のなかには、自分の行為（虐待）を反省し、子ども

との別れを悔やむ保護者がいる一方で、自らの行為が「虐待」にあたるとい

う認識が低い場合や、子どもと離れて生活することに納得がいかず、「子ど

もを奪われてしまった」という思いから、児童相談所などの関係機関や施設

に対して不満を感じたり、不信感を抱いたりする場合もあります。

　このように、保護者との関係はマイナスから始まる場合もありますが、ど

のような保護者に対しても敬意を払い、言葉一つにも配慮しながら丁寧で温

かみのある対応をすることがまずは求められます。

　保護者が虐待に至った経緯や背景は、さまざまな要因が複雑に絡み合って

おり、その保護者自身も親から虐待を受けて育ってきたケースも少なくあり

ません。そのため職員は、家族の構造的な問題、保護者の成育歴や地域にお

ける生活環境、経済状況などを総合的に捉える必要があり、そのような保護

者の複雑な気持ちに思いをはせながら対応する必要があります。

　そこで、まずは関係機関（児童相談所や学校）との密な連携により、保護者

への対応を統一しておく必要があります。そして、役割分担（保護者対応の責

任、助言・指導をどの機関や専門職が行うか）などを明確にし、対応記録を丁寧に

残しておく必要もあるでしょう。記録は、保護者への関わりや保護者の成長

を確認するときの資料にもなりますし、ケース会議や支援計画策定時など、

2 虐待をしてしまった保護者への対応についてはどのようにしたらよいでしょうか。

◯
◯
ち
ゃ
ん
は

大
切
な
存
在
だ
よ
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保護者の支援に活用することができます。

　また、家庭に戻ること（家族再統合）が子どもの最善の利益にならない場合

でも、その保護者と子どもがより良い関係でつながっていくように取り組む

必要があるでしょう。どのような場合であっても、施設と保護者が「ともに

子育てをしていく」という意識を持つことが必要で、その保護者が抱く子ど

もへの思いを聴き、時には子どもに関する困りごとを相談しながら養育が大

変だった状況を共有することができれば、保護者との距離も近くなると思い

ます。

　Chapter ８までで学んできたように、社会的養護に関わる施設には、家庭

で虐待を受けた子どもが多く入所しています。社会的養護に関わる施設は、

そうした虐待等によって心身に傷を負っている子どもに対して、その子ども

の最善の利益を中心に置きながら養育をしていく場ですが、一方でそういっ

た施設のなかで職員等による虐待（被措置児童等虐待）が起きているという事

実もあります。

　本来ならば施設では、家庭で覚えてしまった暴力によるコミュニケーショ

ンではなく、愛情ある言葉によるコミュニケーションを覚え直さなければな

りません。しかし、被措置児童等虐待は、家庭での虐待の傷を広げ、傷口に

塩を塗り込む行為であり、暴力によるコミュニケーションを補強するものに

ほかなりません。こうして、子どもたちは暴力を内在化していきます。

　そういった状況を防ぐために、2009（平成 21）年４月に施行された改正児

童福祉法により、施設職員等による被措置児童等虐待について、都道府県や

市などが子ども本人からの届出や周囲の人からの通告を受けて、調査等の対

応を行う仕組みが制度化されました。しかし、実際には被措置児童等虐待の

数はあまり減少していません。

　では、被措置児童等虐待の防止のために何をすれば良いのでしょうか。第

一にできることは、各施設に設置されている第三者委員会を活用することで

す。第三者委員会というのは、施設が提供するサービスについての利用者か

らの意見、要望または苦情に関して、利用者の立場に配慮した適切な対応を

図るために設置している機関です。職務内容としても、

　①苦情申出人からの苦情に応じ、必要な助言をすること。
　②苦情解決に関し、施設長へ必要な助言をすること。
　③申出人と施設長との話し合いの際に立ち会いをすること。
　④苦情内容の確認をすること。

3 被措置児童等虐待への対応についてはどのようにしたらよいでしょうか。
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