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児童養護施設子供の家 早川悟司

激動期を切り拓く
社会的養護施設の経営戦略⑤



社会的養護下の子どもや
退所者等が負わされている二大不条理

１ 若年・低学歴で強いられる社会的自立
一般家庭よりも明らかに不安定な成育状況にありながら、早期に強いられる
自立は、その後の社会適応を一層困難にしている

２ 地域生活の連続性の欠如
子どもを支える３つの柱である「家庭」「学校」「地域」のうち、「家庭」の機能
不全を理由に、「学校」「地域」までもが奪われている
子どもの発達やアイデンティティ形成に与えるダメージは甚大だが、行政も
施設等業界もあまりに無頓着
（虐待を理由に、保護者に入所先を秘匿するケースは１～２割）

貧困・虐待・養護問題の世代間連鎖を止めるためには、
これらへの対応が不可欠



Ⅰ 社会的養護の動向
①国の法制度

・改正児童福祉法と付帯事項

「児童の権利に関する条約の精神にのつとり」（第１条）

「保護者を支援」「家庭同様の養育環境」

「良好な家庭的環境」（第３条の２）

２２歳までの支援継続（社会的養護自立支援事業）

中核市・特別区の児童相談所設置

保護への司法関与

・「新しい社会的養育ビジョン」2017.8.2

新たな社会的養育の在り方に関する検討会



Ⅰ 社会的養護の動向
② 「新しい社会的養育ビジョン」(2017年)

・就学前の子どもは原則として施設への新規措置入所を停止

・里親委託率75％以上：３歳未満概ね５年以内

就学前概ね７年以内

・里親委託率50％以上：学童期以降は概ね10 年以内を目途

・施設滞在期間：原則乳幼児は数か月以内

学童期以降は１年以内

特別なケアが必要な学童期以降 ３年以内

・特別養子縁組：概ね５年以内年間1000人以上（約２倍）

・「永続的解決」( permanent solutions ) という誤謬

・ 日本における「特別養子縁組」「養子縁組」「親権」

・ 子どもの最善の利益とは



Ⅰ 社会的養護の動向
③ 改正児童福祉法（2024施行予定）

＜現行・社会的養護自立支援事業＞
居住費支援（20歳で措置解除後22歳年度末まで）
⇒実施施設が極めて少なく格差が拡大
退所後支援の拠点⇒都道府県毎で対応が区々

＜改正法案第６条の３・2024年４月施行見込＞
(1)  「児童自立生活援助事業」相談・日常の生活上の援助・
生活指導・就業の支援⇒根拠法に基づく義務的経費と
なったこと、「22歳年度末」の年限撤廃は大きな前進。
しかし、支援が一度途絶える・あるいは受けていないと
再開・開始できないのが大きな課題



Ⅰ 社会的養護の動向
③ 改正児童福祉法（2024施行予定）

＜改正法案第６条の３＞
(3) 「子育て短期支援事業」当該保護者への支援が追加

(15) 「親子再統合支援事業」(新設)

(16) 「社会的養護支援拠点事業」（新設）
⇒いわゆるアフターケアの拠点。根拠法に明示されたの
は前進だが、義務的経費には至っていない。対象を
社会的養護経験者に限定しないことが肝要

(17) 「意見表明等支援事業」（新設・関連第33条の3の3）
⇒18歳成人を踏まえ、より有効に活用されることを期待。
施設や児童相談所が児童等を篩にかけるのではなく、
児童等をサービス利用の主体者に



Ⅰ 社会的養護の動向
③ 児童福祉法改正

＜改正法案第６条の３＞
(18) 「妊産婦等生活援助事業」（新設）
(19) 「子育て世帯訪問支援支援事業」（新設）
(20) 「児童育成支援拠点事業」(新設)

(21) 「親子関係形成支援事業」（新設）

＜改正法案第７条の３＞
(1) 児童家庭支援センターに加え「里親支援センター」

＜改正法案第10条の２＞
(1) 「子ども家庭センター」（追加）



成人年齢引下による変化
18歳成人で可能 これまでと変わらず20歳で可能

〇契約（携帯電話・ローン・クレジット
カード・賃貸住宅等）

〇10年有効パスポート取得
〇国家資格取得（公認会計士、行政
書士、司法書士、社会保険労務士
等）

〇親権からの離脱（居所の指定・懲
戒・職業の許可・財産の管理等）

〇性別の取扱いの変更審判
〇選挙権（2016年より）
〇裁判員への選出（学生は辞退可
能）

〇飲酒・喫煙
〇公営ギャンブル投票権の購入・払
戻（競馬・競輪・競艇・オートレー
ス）

〇養子縁組の養親
〇大型・中型運転免許取得

その他
〇18・19歳は「特定少年」として家庭裁判所に全件送致されるが、検察に逆
送されると成人と同様に扱われる。この場合、実名等報道も成人同様。

〇女子の婚姻可能年齢は16歳から18歳に引き上げ。



Ⅱ 社会的養護の背景
①増える「虐待相談件数」

・児童の虐待の防止等に関する法律（2000年施行）を契機

・通報電話番号の三桁化（189）による一層の増加

年度 通告件数 前年度比

1998 6,932 29.5％増

2000 17,725 52.4％増

2013 73,765 10.6％増

2014 88,931 20.6％増

2015 103,260 16.1％増

2016 122,578 18.7％増

2017 133,778 9.1％増

2018 159,850 19.5％増

2019 193,780 21.2％増

2020 205,029 5.8％増



Ⅱ 社会的養護の背景
②家庭の状況（厚労省2018年2月）

(厚生労働省「児童養護施設入所児童等調査結果」2013年)
総 数

実父母
有

実父
のみ

実母
のみ

実父
養母

養父
実母

養父
養母

養父
のみ

養母
のみ

不詳

児童
養護

25,22

3 
6,636 2,777 12,227 606 2,624 54 89 75 135 

100% 26.3% 11.0% 48.5% 2.4% 10.4% 0.2% 0.4% 0.3% 0.5%

乳児院 2,959 1,561 79 1,240 ― 75 3 ― ― 1 

100% 52.8% 2.7% 41.9% ― 2.5% 0.1% ― ― 0.1%

里親 4,222 851 398 2,651 59 228 4 18 5 8 

100% 20.2% 9.4% 62.8% 1.4% 5.4% 0.1% 0.4% 0.1% 0.2%

自立
支援

1,348 325 132 656 38 178 4 6 7 2

100% 24.1% 9.8% 48.7% 2.8% 13.2% 0.3% 0.4% 0.6% 0.1%

心理
治療

1,268 276 109 601 41 219 6 9 7 ―

100% 21.8% 8.6% 47.4% 3.2% 17.3% 0.5% 0.7% 0.6% ―

ﾌｧﾐﾘｰ
ﾎｰﾑ

704 180 68 357 18 75 3 ― 2 1

100% 25.6% 9.7% 50.7% 2.6% 10.7% 0.4% ― 0.4% 0.4%

自立援助
ﾎｰﾑ

565 130 70 230 26 105 1 2 ― 1

100% 23.0% 12.4% 40.7% 4.6% 18.6% 0.2% 0.4% ― 0.2%



Ⅱ 社会的養護の背景
➂入所・委託児童等が受けた虐待（厚労省2018年2月）

）総 数
虐待
あり

虐待経験の種類 （複数回答） 虐待
なし

不 明
身体 性 ネグレクト 心理

児童
養護

27,026 17,716 7,274 796 11,169 4,753 8,123 1,069 

100.0% 59.5% 41.1% 4.5% 63.0% 26.8% 30.1% 4.0%

里親 5,382 2,069 629 62 1,361 390 3,028 265 

100.0% 38.4% 30.4% 3.0% 65.8% 18.8% 56.3% 4.9%

乳児院 3,023 1,235 357 2 816 202 1,751 32 

100.0% 40.9% 28.9% 0.2% 66.1% 16.4% 57.9% 1.1%

自立
支援

1,488 934 604 55 465 330 436 72 

100.0% 64.5% 64.7% 5.9% 49.8% 35.3% 30.1% 5.0%

心理
治療

1,367 1,068 714 96 516 505 249 46 

100.0% 78.1% 66.9% 9.0% 48.3% 47.3% 18.2% 3.4%

ﾌｧﾐﾘｰ
ﾎｰﾑ

1,513 802 365 60 500 289 576 123 

100.0% 53.0% 45.5% 7.5% 62.3% 36.0% 38.1% 8.1%
自立援助

ﾎｰﾑ
616 441 238 48 241 243 125 48 

100.0% 53.0% 71.6% 10.9% 54.6% 55.1% 20.3% 7.8%



Ⅱ 社会的養護の背景
④女性の貧困

・離婚による母子家庭
養育費支払24.3%（平均43,707円） ８割就業
平均年収200万円（非正規133万円）
生活保護受給率１割（父子家庭も同様）

⇒ cf.生活保護補足率：２割 利用率:1.6％
貧困率58%（有業ひとり親）（OECD 30国中最低）

・児童扶養手当
厳しい所得制限（養育費８割換算）
基準額：月42,330円
増額分：第二子10,000円

第三子以降１人につき6,000円



Ⅱ 社会的養護の背景
⑤児童扶養手当（月額）

出典：「シングルマザーのリアルなブログ。」

年収／子の人数 1人 2人 3人

８７万円 42,910円（全額） 53,050円（全額） 59,130円（全額）

１２５万円 34,190円 53,050円（全額） 59,130円（全額）

１６３万円 25,480円 42,980円 59,130円（全額）

２０１万円 16,770円 32,920円 48,250円

２２２万円 11,950円 27,360円 42,240円

２３９万円 0円 22,870円 37,380円

２６０万円 0円 17,300円 31,370円

２９８万円 0円 0円 20,510円



Ⅱ 社会的養護の動向
⑥ 「児童虐待」の捉え直しと施設機能の見直し

• 家庭で何らかの虐待を受けたとされる児童が大半

• 保護者の状況は、「単親」「低学歴」「低所得」
に加え「社会的孤立」が特徴

⇒ 必要なのは親への非難でなく、
分離前からの肯定的注目と支援！！

⇒「児童虐待」は親や特定の個人の問題ではなく、
社会の問題

⇒ 三つの柱（家庭・学校・地域）の尊重



Ⅲ 国連 「児童の代替的養護に関する指針」
①家族への支援

3. 家族は社会の基本的集団であると同時に、児童の

成長、福祉及び保護にとって自然な環境であるため、

第一に、児童が両親（又は場合に応じてその他の近親

者）の養護下で生活できるようにし、又はかかる養護下

に戻れるようにすることを目指して活動すべきである。

国は、家族がその養護機能に対する様々な形態の

支援を受けられるよう保障すべきである。



Ⅲ 国連 「児童の代替的養護に関する指針」
②地域生活の継続

11. 代替的養護に関する全ての決定は、家族との接触

及び家族への復帰の可能性を促進し、児童の教育、

文化及び社会生活の断絶を最小限にとどめるため、

原則として児童の通常の居住地のできるだけ近くで

養護を行うのが望ましいという点を、十分に考慮す

べきである。



Ⅲ 国連 「児童の代替的養護に関する指針」
③非公式な養護下の児童の福祉

18. 大半の国々では親の養護下にない児童の大多数は

親族又はその他の者による非公式の養護を受けて

いるという認識に立ち、各国は、文化・経済・性別・

信仰における相違と、児童の権利及び最善の利益に

反しない慣行を十分に尊重した上で、かかる非公式な

養護下に置かれた児童の福祉及び保護を保障する

ための適切な手段を、本指針に従って案出するよう

努めるべきである。



Ⅲ 国連 「児童の代替的養護に関する指針」
④家庭復帰の妨げの禁止

166. 児童とその家族との関係の有効性及び再び一つに

なりたいという児童とその家族の希望の確認は、

各々の児童につき検証しなければならない。

あらゆる追跡の努力が失敗に終わるまで、養子縁組、

氏名の変更又は考え得る家族の所在地から遠く離れ

た土地への移動を含めて、最終的な家族への復帰を

妨げるような行為を行うべきではない。



Ⅳ 子供の家の取組
①支援ニーズの高度化

＜児童定員48人：在籍56人＞

・児童自立支援施設からの措置変更 6人

・精神科長期入院からの措置 ４人

・他施設不調による施設変更 ６人

・里親不調による措置変更 3人

⇒入所時に必ず伝えている２つのこと

＜高校卒業後の入所等支援継続 １5人＞

・措置延長6人・措置外１人・社会的養護自立支援事業8人

・進学 13人（中退3人） ・就労 １人 ・就労移行支援 １人



Ⅰ 子供の家の取組
②近年の実践

＜ＧＨ増設等による受入枠の拡大と財政強化＞
・2018年度 Ｇ3開設（定員６人増） G2移転（本体定員36⇒30）
・2020年度ステップハウス（措置外の支援継続）開始
・2021年度 G1移転・G4開設

そだちのシェアステーション開設

＜段階的地域生活移行支援＞
・新設ＧＨにスペアルームを造設
・近隣アパート5室を借上げ、ステップルームとして活用（昨年より国事業に）
・ステップハウス（A棟）での20歳を超えた支援継続（現在８人）
・自立支援基金の活用による多様な経験の機会確保

＜支援体制の強化＞
・自立支援Ｃｏ、職業指導員に加え、自立支援担当職員を4人配置
・本園ユニット専任5人 GH専任6体制
・本園3棟・ＧＨにそれぞれに計４人の統括職を配置



Ⅰ 子供の家の現状
③当面の取組

＜シェアステーション開設と人財育成＞2022年

・不登校・放課後支援 ショートステイ・トワイライトステイ拡充

・ステーション運営や今後の事業に向けた人財育成を集中的に

行う

・法人内や関係機関との協働による育成・意欲向上

＜新規事業の準備と着実な実施（案）＞2023年～

・サテライト型児童養護施設(Ｇ５・Ｇ６)開設・地域支援拡充

◇フォスタリング機関開設（地域密着型里親支援機関の創設）

⇒2024年までに都児相全て実施予定

◇障害福祉サービス（グループホーム・就労継続支援B型）

◇豊島区児童養護施設創設（新たな児童養護施設像の提示）

（◇は今後の検討事項）



Ⅳ 児童養護施設等の新たな役割
➀ 「サポート（支援）」から「シェア（共有）」へ

・「産んだら育てて当たり前」という母親への自己責任論から

⇒「産み育てる」ことへの賞賛・見守り・共有

・「施設か里親か」という大人中心主義から

⇒子ども自身を地域生活の主体者として尊重

⇒施設は小規模分散化しつつ行政・学校・里親と連携

・「子育て支援」から「育ちのシェア」へ

⇒「子育て」も「児童虐待」も主語は親（大人）

親による子育てを強調するよりも、主体的な子どもの育ち・

大人との育ちあいを共有

⇒子ども・保護者・障害者・高齢者・外国籍者も皆、孤立をなくす

ための地域資源



Ⅳ 児童養護施設等の新たな役割
➁そだちのシェア・ステーションの開設

＜目的＞

① 子ども・子育て家庭のエンパワーメントと孤立防止

② 地域住民の主体的参加によるコミュニティの再創生

③ 社会的養護の将来像の提示

（子どもの主体的地域生活の保障）

＜基本活動＞※清瀬市・日本財団との三者協定により実施

①清瀬市・東久留米市・豊島区のショートステイ・トワイライトステイ

② 放課後児童・不登校児童等の居場所・生活支援

③学習支援

④ 食事提供

⑤保護者等への養育相談



Ⅳ 児童養護施設等の新たな役割
➁そだちのシェア・ステーションの開設

＜付帯活動＞※基本活動を確立した上で検討・実施
① 交流プログラム

スタッフやボランティア等により、子ども向け・親等向けそれぞれにメニューを
用意。（遊び、音楽、絵画、工作、ヨガ、演劇、料理、野外活動、ペアレントトレー
ニング、セカンドステップ等）

② プレイパーク
法人構内敷地を利用し、開設。プレイリーダーを養成・配置

③ 訪問活動・機関等連携
コミュニティ・ソーシャルワーカー（仮称）を配置し、家庭への訪問や関係機関との
連携を進める

④ ブランチ運営
地域の子ども食堂・居場所等の取組を醸成・支援

⑤ フォスタリング機関
公募に応じ、里親のリクルート・研修・マッチング・委託後の支援を実施

⑥ 人材育成
地域の子ども家庭に関わる人材を関係機関・大学等と協働で養成



包摂型コミュニティの拠点として
包摂型

コミュニティ

拠点

里親・

地域支援

生活支援

自立支援

＜居場所 養育相談＞

＜ショートステイ・トワイライトステイ＞

就労・生活相談

フォスタリング機関

障害福祉サービス

外国籍・無国籍の課題

子育て世代包括支援

引きこもり・独居高齢者の孤立の課題

矯正施設退所後等支援

＜自立生活援助＞

＜社会的養護等アフターケア＞

＜児童養護・社会的養護自立支援＞

要保護児童対策地域協議会

学校・教育委員会

子ども家庭支援センター

清瀬市子ども家庭支援者団体連絡会

児童相談所

子ども食堂

学童クラブ

保健所

市・都・国

プレイパークカフェ 駄菓子屋



自立支援施策 地域支援施策 子供の家　早川悟司

創設 開始年度 現状および課題 

1 国 2017
都道府県＋政令市１自治体１か所だが、22年度より児相
設置数の拠点を想定

2 国 2017
21年改訂要綱は施設外の居住を認めている。就学者自
立生活援助事業は自立援助ホームの就学者が対象

3 都 2017
１人目の自立支援Coは国の自立支援担当職員へ移行。
職業指導員を配置している場合はCo継続、２人目Ｃｏの
要件が緩和された

4 国 2018
多機能化に向けた取組を推進。②は准看護師も可。そ
れぞれ実費上限額

5 国 2019
東京都では19年度途中に国が支弁基準を示した後、４
月に遡って実施された

6 都 2019
事業主の負担割合が他種別と比較して高いためか、積
極的に検討する施設が少ない。人材確保の効果は大き
い

7 都 2019
国の入所児童（者）処遇特別加算費（満60歳以上および
障害者）の対象を拡大して補完

8 国 2020
①は複数配置が可能。②は児童養護本体施設に１名、
国型ＧＨ・自援・ＦＨ（新規）は各ホームに１名ずつ配置可
能

9 国 2019
小規模ＧＣを４人とすることで施設の定員構成の再構築
が必要になる

10 国 2020 全国で１か所。21年度は小学館が受託

11 国 2020
都から、東社協に委託。20年度はアンケート調査、カリ
キュラム検討、モデル研修を実施

12 国 2020 19年度要綱の加算職員が１人から最大３人に

社会的養護出身者ネットワー
ク形成事業

職員の資質向上のための研
修等事業

小規模かつ地域分散化の更
なる推進

高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化を
進める上で必要な人材育成のための研修費用補助。各種別
2,543,000円

社会的養護経験者等の孤立防止と自立に向けた継続支援体
制構築のため、民会団体等において全国規模の交流会等を開
催(10,000千円）

地域小規模および小規模ＧＣ地域型ＧＨ職員の増配置最大３
人。児童：職員、６：６、５：５、４：４。

　　　　　　　　　　　　　　　　国および東京都の児童養護施設等に関する新規事業等の概要と現状　2022.6　　　　　　　　　　　　　

社会的養護自立支援事業(1)

社会的養護自立支援事業(2)
／就学者自立生活援助事業

自立支援強化事業の拡充

乳児院等多機能化推進事業

事業名・実施状況 概要　（国事業の金額は２０２２年度）

①支援Co１か所当たり 6,224 千円 ＋2,009 千円（加算）
②生活相談支援 １か所 当り 10,196 千円（常勤２名以上配
置）、 6,975 千円（左記以外）
③就労相談支援 １ チーム当り 5,739 千円。 就労支援機関へ
の同行支援を行う場合、 557 千円を加算

④措置解除後、22歳年度末までの支援の継続
居住費支援：月額397千円（児童養護）
生活費支援：5,2120円/11,360円

支援対象者（社会的自立10年・家庭復帰５年以内）８０人、年
間支援回数480回を満たす施設に自立支援Coを複数配置。非
常勤も設定されたが、要件が常勤と同一。国の自立支援担当
職員制度化に合わせ21年度より要件変更

①育児指導機能強化事業(4,987千円)
②医療機関等連携強化事業(2,129～6,349千円)
③産前・産後母子支援事業

①小規模ＧＣの定数６～８人を６人に（24年度まで）
②地域小規模および小規模ＧＣ地域型に職員１人加配（6:4）

ケアニーズの非常に高い子ども（医療的ケア児等）「4人の生活
単位」を新設し、職員４人を配置

シニア世代・予備群の非常勤・ボランティアの雇用・活動経費
の一部補助　施設と同一自治体に居住する40歳以上の者　1
施設1,016千円（1,200時間以上）上限

職員の住居を事業者が借り上げる場合、基準額82,000円に対
して半額を都が補助。21年度からは児童養護・乳児院に加え、
自立援助ホームも対象

小規模かつ地域分散化

医療的ケア児等受入加算

施設と地域との関係強化事業

児童養護施設等職員宿舎
借り上げ支援事業

児童養護施設等
体制強化事業(1)

①指導員を目指すもの1人当たり4,079千円
②補助職員配置１か所当たり4,079千円
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事業名・実施状況 概要　（国事業の金額は２０２２年度）

13 国 2020
児童養護施設は職業指導員との選択。1人目の自立支
援コーディネーターは可能な限り移行、ジョブトレーナー
は選択。自援常勤はローテ勤務可

14 国 2020
都は20年度多摩児相区域で二葉学園がモデル実施。
4300万円。24年度までに都児相全てで実施予定。区児
相区域も順次開設の見込み

15 都 2020
東京都社会的養育推進計画の概要に記載。国制度との
両立が課題

16 都 2020
現在、３ホームからの配置、以降１ホーム増える毎に一
人ずつ増員。これを２ホームからの配置で検討してきた
が、国のＧＨ増員があったため保留

17 都 2020
モデル事業としては終了、GH設置促進事業に編入。施
設不在区市の要件外れ、本体からの遠隔地であれば実
施可能

18 都 2020
従来定額だったが、国分含めて実費上限額の補助に
なった

19 国 2020
家賃約５万円、生活費約８万円。５年間の就業継続で返
還免除

20 国 2020
「児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業」
および「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」
の合計額850万円を超えた部分を対象

21 国 2020
20年度補正予算が２１年度から当初予算に計上。前年
度の活用に係わらず次年度も活用可能

22 国 2020
20年度補正予算が21年度からは当初予算に計上。区市
町村による複数の指定が可能

22 国 2020
実施主体：都道府県 ・市町村。補助率：国1/2、都道府
県 ・指定都市・中核市1/2   国1/2、都道府県1/4、市町
村1/4

ひとり親家庭等生活向上事業
/子どもの生活 ・ 学習支援事
業

ひとり親家庭の子どもの生活習慣の習得 ・ 学習支援や食事
提供等を行う。事務費１実施主体当り 2,731 千円。事業費（集
合型）①１実施主体当り7,687 千円②加算額 105~156日：
3,844千円、 157~208日：7,687千円、209 日以上：11,531 千円

新型コロナウイルス感染症に
関連したかかり増し経費

新型コロナウィルス感染症関連の人件費・食材費・光熱水費等
のかかり増し経費を児童入所施設措置費等国庫負担金によっ
て補助

国と同等額(高1・2：２万円、高３：２万５千円)を都が新たに単独
補助し、実質倍額に

新型コロナウィルスの感染拡
大防止を図る事業

補助基準額１施設当たり8,000千円。人件費等のかかり増し経
費を含む

特別育成費補修費

児童養護施設退所者等に対
する自立支援資金貸付事業

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により収入が
減少し、経済的に厳しい状況にある児童養護施設退所者等を
支援するため、生活費貸付の増額期間を延長する

支援対象児童等見守り強化事
業

補助基準額１か所当たり9,723千円。要対協を中核とする対象
児童の状況把握、食事提供、学習・生活支援等を民間団体が
行う。国補助10/10

本体施設からの遠隔地に複数のＧＨを設置する場合に、主任
的職員、非常勤事務・心理職の配置が可能。ＧＨ支援員の配
置対象からは外れる

アフター対象者20人・年間実施240回、あるいはすべての対象
者に毎月支援を行った場合は常勤加算。アフターケア対象者
10人・年間実施120回、あるいは半数の対象者に毎月支援を
行った場合、あるいはアフターケア対象者がいないが退所前
からの支援に取り組む場合は非常勤加算。児童養護施設本体
および各ＧＨ・自立援助ホームに各１名配置

フォスタリング機関創設

ジョブトレーナー拡充

里親のリクルート、研修・トレーニング、マッチング、委託後支
援・交流を行う。これらを包括的に行う場合、部分的に行う場合
が想定される

自立支援担当職員

増配置は見送られ、これまでの補助単価が月額８万円引き上
げとなった(法定福利費相当)

GH支援員拡充

サテライト型児童養護施設

努力実績加算：支援対象36人、支援720回、訪問・対面支援
136回：220万円＋220万円×３ホーム
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事業名・実施状況 概要　（国事業の金額は２０２２年度）

23 国 2021

実施主体は都道府県・政令市等だが、各施設やアフター
ケア事業所等に委託可能。自助グループが児童養護施
設等に赴いて入所児童の自立に向けた相談支援を行う
経費補助新設。居住費支援に「措置解除後に継続して
支援可能な寮・寄宿舎、民間賃貸住宅等」が追加→1/25
に東京都が実施要綱を発出。寮・寄宿舎・民間賃貸住宅
での実施を認めるのは原則、措置延長中からの継続に
限る。⑥については同要綱にて実施。⑤⑦⑧不明

24 国 2021 配置要件は児童養護施設等同様

25 国 2021
実施要項・交付要綱が正式に発出された。東京都は里
親委託加速化プラン未採択のため、里親支援専門相談
員の加配対象外。加速化プランは2024年度まで

26 国 2021
施設機能強化推進費に新規編入（事務費の加算分）。加
算は人件費に限らない。年間事業計画と共に都道府県
に申請

27 国 2021

28 国 2021
職員配置基準は現行と同様（最大１：１）。体制強化事業
補助職員・自立支援担当職員配置、サテライト型児童養
護施設の実施はいずれも対象となる見込み

29 国 2021
実施要項・交付要綱が正式に発出された。配置に向けて
は、一定の要件をすべて満たす必要がある

地域小規模児童養護施設等
バックアップ職員加算

本体施設に１名の配置。措置費事務費の加算分保護単価に
新設。地域小規模児童養護施設職員等のスーパーバイズ・メ
ンタルヘルス支援、本体施設との調整、必要に応じた支援の
介入、地域社会との関係構築等を行う

社会的養護自立支援事業(3)

⑤医療連携支援：１か所7,842 千円(拡充) 医療機関への同行
支援を行う場合、 557 千円を加算(新規)
⑥自立後生活体験支援：１人月額53,700円（社会的養護自立
支援事業利用者対象・最長１年）
⑦法律相談支援：１か所3,000千円
⑧事務費（実態把握費用等の補助 ）１か所当たり3,000千円
(新規)

フォスタリング事業の拡充
24年度まで目標達成に意欲的な自治体の負担率を嵩上げ
（1/2→2/3）、フォスタリング機関への自立支援担当職員の配
置

親子支援事業

市町村、児童相談所その他関係機関と連携し、地域における
要支援家庭等の親子を通所または宿泊で受け入れて、親子分
離に至る前に親子関係の再構築に向けた日常的な支援を行
う。対象は要支援家庭の他、里親・特別養子縁組家庭、特定妊
婦、家庭復帰間もない児童のいる家庭、その他必要が認めら
れる家庭。年間限度額5,450,000円

ファミリーホームの養育負担
の軽減

児童養護施設におけるレスパイトケアの対象にファミリーホー
ムを追加

加算職員の拡充

定員30人以上かつ地域の要支援家庭に対して訪問支援等を
行う施設は家庭支援専門相談員を２名、地域の里親・ファミ
リーホーム・自立援助ホーム等に対して定期的に巡回して心理
療法を行う施設は心理療法担当職員１名、「里親委託・施設地
域分散化等加速化プラン」の採択を受けた自治体は里親支援
専門相談員１名を加配

グループホームの定員要件の
緩和

都市部等における小規模化かつ地域分散化を促進するため、
国型ＧＨの定員下限を４人まで引き下げる
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事業名・実施状況 概要　（国事業の金額は２０２２年度）

30 国 2021

施設機能強化推進費に1992年から予算化、今年度拡
充。支援方法は対象者の希望および適正・能力を勘案
の上、決定。少人数での共同生活を実施する場合には、
夜間において対象者だけの生活とならないように職員の
配置を考慮することが求められる。

31 国 2021 　

32 国 2021 　

33 国 2021 ＲＳウィルス感染症、流行性耳下腺炎を追加

34 国 2021

生産緑地法による農地・緑地の用途変更制限が2022年
秋に一旦解除されるのに合わせ、用途変更を検討してい
る地主が多い。2021年秋に地主の意向を確認する予定
の自治体もあり、早急な対応検討が必要

35 都 2021
複数配置施設が１４に増える想定とのことだが、対象者
の退所後の年数や退所時の年齢の要件が国要綱に合
わせて撤廃されたことで、更に拡大する見込み

36 都 2021 22年度要求だが、実施は21年度より

37 国 2021

22年度2・3月分は一時金として一括支給可。国・補助金
職員や別事業職員、理事を兼務する施設長等は算定対
象から外れる。施設ごとの柔軟な運用が認められている
が、対象外職員の処遇改善には適用できない。

38 国 2022 指導員等の離職防止に向けて22年度より拡充

39 国 2022
施設長等が身元保証人となった場合の損害保険契約を
全国社会福祉協議会が契約者として締結

40 国 2022 実施法人は国による公募。予算総額20,000千円
社会的養護魅力発信等
事業（仮称・新規）

養成校等学生向け広報啓発コンテンツの作成、特設サイトの
開設やＳＮＳも含めたインターネット広告を実施。特設サイトで
は、施設従事者同士のピアサポートも行う

予防接種費用の対象拡大
施設における感染症予防対策を強化するため、予防接種費用
の助成対象を拡大する

児童養護施設等民有地マッチ
ング事業

都道府県における整備候補地の確保等に向けた取組を支援
することによりＧＨの整備を促進する①土地所有者と法人等の
マッチング支援②整備候補地等の確保支援➂地域連携コー
ディネーターの配置支援

自立援助ホームの体制強化 管理宿直職員を配置し、指導員等の負担を軽減する

医療機関との連携体制の強
化

施設における医療機関との連携体制を強化するため、嘱託医
手当を拡充する

児童養護施設等
体制強化事業(2)

③児相ＯＢ等を活用したSV実施  １か所当たり 547 千円
④児童指導員等の相談支援  １自治体当たり 5,068 千円

身元保証人確保対策事業
保証開始の対象を措置解除等から２年以内の者から、 措置解
除等から５年以内の者までに拡大し、退所後の生活状況の変
化に対応

自立支援強化事業の拡充
（Co複数配置）

自立支援Ｃｏは、可能な限り国の自立支援担当職員に移行。
不可の場合はＣｏ継続。二人目の配置は「対象者８０人かつ支
援回数４８０回以上」から、「対象者４０人以上・支援回数５８０
回以上かつ４０人の中に４８回以上の支援を受けた退所者が２
人以上」に変更

社会的養護従事者
処遇改善事業

特別育成費の拡充
大学受験料の支援を拡充：35,000円×3校分＝105,000円を上
限額とする

賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、月額9千
円引き上げるための措置を22年2月から9月まで実施。22年 10
月以降の処遇改善は、児童入所施設措置費等国庫負担金で
実施

自立生活支援事業

施設等の敷地外の独立家屋またはアパート等を用い、措置解
除前の概ね一年以内で一人暮らしまたは少人数での共同生活
のどちらかの方法で支援を実施する。居住場所一人分につき
年額809,800円限度。年間最大６人。対象施設は施設の申請に
対して知事が認可。自立支援担当職員および実務上の責任者
を配置し、個別支援計画を定めて支援実施
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事業名・実施状況 概要　（国事業の金額は２０２２年度）

41 都 2022

42 都 2022
国の自立支援金貸付事業と重複するが、国貸付は償還
免除条件が5年の就業となる等、ハードルが高い。自立
援助ホームは継続検討

43 国 2022
実施主体：市町村。補助率国1/2、都道府県1/4、市町村
1/4。全国100か所

44 国 2024

20歳までの措置延長終了後の入所支援継続は、社会的
養護自立支援事業において22歳年度末までを限度とし
ている。2022年度の児福法改正により、年齢で一律に支
援対象を区切らず、必要に応じて継続できるものとする。
2024年4月実施見込み

45 国 2024
東京都においては、現在も支援の拠点設置や実施でき
ている支援内容が不明瞭

46 国 2024

いわゆる「子どもアドボカシー」だが、義務的経費になっ
ていないために自治体間の取組格差が予測される。国
連・児童の権利に関する条約にも規定されており（第12
条）、全国において適切な実施が求められる

児童自立生活援助事業
（20歳を超える入所支援継続）

現在、社会的養護自立支援事業において20歳を超えた入所支
援の継続を行っているが、補助金による予算事業の為、都道
府県等の取組にバラツキが大きい。同事業を児童福祉法第６
条の3に基づく義務的経費とすることで、取組の標準化を図る

自立支援強化事業の拡充
（居住費支援）

措置解除後、民間アパートでの一人暮らし等の居住費を最長１
年間支援する。月額上限53,700円。高校卒業後、就職や大学
等に進学する者のうち、一定程度自立が見込める者（自炊や
金銭管理等）が対象。対象範囲は22歳まで

施設運営力向上コンサルテー
ション事業

被措置児童虐待が発生する等、運営に課題を抱える施設に対
して、個別コンサルテーションを実施し、人材育成や組織管理
能力を向上させ、重大事故の再発・未然防止を図る

子どもの居場所支援モデル
事業（仮称・新規）

学齢期以降の子どもに対して居場所提供、生活習慣形成支
援、学習支援等を行う。専門職配置１か所当り13,243千円。そ
れ以外１か所当り17,231千円。賃借料加算１か所当り 3,000 千
円

社会的養護支援拠点事業

現在、社会的養護自立支援事業において退所者支援の拠点
を設置しているが、補助金による予算事業の為、都道府県等
の取組にバラツキが大きい。同事業を児童福祉法第６条の3に
位置付けるが義務的経費には至っていない。「措置解除者又
はこれに類する者」が対象

意見表明等支援事業

第33条の3の3で対象となる児童等（措置の開始・延長・変更・
解除、一時保護）に対して当該措置に係る意見または意向を
児童福祉の知識・経験を有する者が適切に聴取し、関係機関
との連絡調整その他の必要な支援を行う。児童福祉法第６条
の3に位置付けるが義務的経費には至っていない



チャイボラは社会的養護の施設の職員確保と定着をサポートする団体です

社会的養護総合情報サイト
「チャボナビ」の運営

各施設のPR、行事や職員の様子、
見学会、採用試験、募集要項な
ど社会的養護に関する幅広い情
報を発信しています。

施設見学会・イベント
企画運営サポート

採用につなげるための見学会の
企画運営だけでなく、告知制作
や告知のサポート、WEBアン
ケート制作、総括まで行ってい
ます。

大学・短大・専門学校への
出張授業

施設職員向け相談窓口と
研修の運営

社会的養護の実情や施設で働く
魅力を知ってもらうため、
現役の施設職員と連携し出張授
業を行なっています。

施設職員が悩みや不安をはきだ
せる相談窓口を運営しています。
また、職員のニーズに沿った
テーマでオンライン研修も開催
しています。

確保 確保

確保 定着

全てのサポートが無料です。お気軽にお問い合わせください。

チャボナビはこちら

研修スケジュールはこちら

https://chaibora.org/contact/
https://chaibora.org/
https://chabonavi.jp/
https://chaibora.org/facilities_environment/

