
   

 

           News Letter  第１１９号 4年７月 

4年度第 1回 「運営会議」 が開催されました。 

 運営会議は 7 月 8 日（金）本部役員の他各ブロック理事、運営理事さんも参加し

オンラインで開催。会長挨拶、行政説明（厚労省子ども家庭局課長補佐久保安孝氏）、

各委員会報告、意見交換が行われました。 

 

                                                        北川会長挨拶 

 会員の皆さん、課題のある子どもたちをサポートし、大人に成長していく

支えを力強くなさっていることをありがたく思っています。これからも子ど

もたちを守っていくことを中心に、ファミリーホームをしっかりと運営し、

社会により貢献していくことに尽力されていくことをお願いするとともに、

日ごろのご苦労に感謝いたします。 

 

 

委員会報告 

〇研修委員会（委員長 徳田）  4 月から年間研修計画を作成しました。そしてその後

３回にわたって委員会を開き具体的な工程を討論してきました。皆さんにはぜひ受講し、

養育に取り入れていただきたいと思っています。 

〇事業調査・政策委員会（委員長 竹内）  昨年のアンケートの集計をしています。２

部構成になっており、野口先生（福山大教授、FH 研修委員等）の研究でも取り扱っても

らっています。７０％の回収率。この秋ぐらいには冊子にしたいと思っています。今後は

未定ですが、アンケート内容について要望があれば、連絡してください。 

〇「社会的養護とファミリーホーム」編集委員会（委員長 若狭）  編集委員が増え、

いろいろな企画が出るようになりました。当初学術雑誌として発刊していましたが、最近

は読み物として楽しめる雑誌を目指しています。また学者さんや、一般の社会的養護に関

心のある方が買ってくださるようになってきました。養育者では考えつかない企画も発案

されていますが、外部からの目も取り入れ、読み物として楽しんでいただければいいかな

と思います。 

〇広報委員会（委員長 大栁）  ニュースレターは１１７号まで発行しています。ファ

ミリーホーム通信も発行準備ができています。 



〇次世代育成委員会（委員長 野口、報告 元藤）  補助者が養育者になる条件が設定

されていないことから立ち上がった委員会で具体的に「要望書」で要望案を示していくこ

とが目的でしたが、安定した経営・運営の元、養育者を引き継いでいくことが大切だとい

うことで、様々な形態の FH さんにヒアリングを行ってきました。要望書の文章を作って

いくにあたり、勤務形態や勤務時間について、具体的に提案させてもらっています。また、

青色専従者形態の補助者も同等の勤務要件で養育者になれるように提案しています。今後

委員会で方向性やまとめを行っていきたい。 

〇虐待防止委員会（案）（委員長 宮本、報告 大栁）  私たちは虐待を起こさない養育

をしなければなりません。そのために「研修委員会」と連携して虐待防止研修を充実し虐

待防止の理念や態度を確立していきたいと思っています。また虐待事案が起きてしまった

ら、その相談機関を立ちあげること、その事例などを厚労省に提示し、ともに虐待防止の

ガイドラインを作成できればと思います。 

被措置児童虐待に認定されるとすぐに FH が廃止になってしまいます。虐待はよくないこ

とですが、施設ではもう少し柔軟に対応していることもあるので、それについても考えて

いきたいと思います。 

 

  第 16 回（22 年度）全国研究大会 進捗状況について 

名古屋大会では子どもの権利擁護について谷口先生の講演、社会的養護とファミリーホ

ームの編集委員による対談、「ファミリーホームの限界と可能性」をテーマとしてシンポ

ジウムを組んでいるところです。それ以外でもオンデマンドでの配信 4 本、イライラしな

い子育て法、「劇団うりんこさん」の児童演劇等期間限定で動画を配信します。ご覧にな

っていただきたいと思います。（詳細はレターで後日お知らせします。） 

第 17 回大会（23 年度）は大阪で行うことで提案されました。コロナの感染状況によっ

て、全国大会を対面で行えるかどうか、子どものプログラムの準備についてなど、対面が

難しい場合についても相談していきます。 

第 18 回大会は、北海道で考えていきます。 

 

各ブロック活動報告 

〇北海道  ７月 16，17 日十勝川温泉で開催予定。100 名ほどの参加。北海道は移動に時

間がかかるので、大会参加と家族旅行を兼ねて、楽しめる大会になっています。 

〇東北  オンラインで会合と研修会を行います。会合は隔月。研修は「子どもアドボカ

シーについて」で、子どもアドボカシー研究会に講義をお願いしています。また、東北



大名誉教授本郷一夫先生の事例検討を企画しています。困っている事例をあげ、そこか

ら養育者のメンタルヘルスもできればと思っています。「アドボカシー」に関しては子

どもの権利など理解を深め、目的や方法など実際にどのようにやるのかということまで、

今後国制度で導入されることを踏まえ、心構えを学んでいければよいと思う。 

〇関東甲信越  関東ブロックの研修会を行いたいが、zoom で行えるかどうかを検討。 

〇東海北陸静岡  年度内に発達面を踏まえた子どもたちとの関わりについての研修を行

いたいと思っている。 

〇近畿  5 月に虐待事例を元に、立命館大、野田正人先生にお話しいただきＦＨとして

どのように対応していくかを学びました。神戸市の定例会には自家センにも参加してい

ただいていますが、今後どのように里親支援をいていくか分からないので一緒に考えて

います。 

〇中国・四国  6 月四国で県の代表者が集まり虐待関係

の話をしました。県の対応や児相の対応が杜撰なところも

あることが分かりました。四国で集まり、厚労省や行政に

も入ってもらい、大会を行いたいと思っています。 

〇九州  11 月に九州大会を行います。会場は長崎出島メッセ国際会議場の一室を借りて

zoom 配信を行います。佐賀と福岡県で 408 の補助金がついた報告がありました。 

 

意見交換 

宇佐神運営理事  虐待防止委員会については子どもを守るということと、養育者を守る

ということはとても大切で以前子どもが暴れたときには「先に警告して抑えるんだ」と

いう役員からのアドバイスがありました。実際にその後暴力をふるう子に対して、その

通りにして抑えました。その時子どもの腕に痣ができ、それを子どもが児相の担当者に

言って、写真を撮られ、経緯を聞かれたということがありました。その時にきちんと説

明をし、守られました。守るために知っておくべきことをみんなが知っておく必要があ

ると思いました。子どもたちのために自分たちも守らなければならないということを思

いました。 

北川会長  抑える必要のある子どもに対しては、「こういう場合は抑える」という契約

を子どもと児相との 3 者の連名で事前に取っています。いろいろな予防法を知っておく

ことは大切だと思います。 

山崎副会長  最近事務費の「定員払い」はどうか、という話を聞きます。定員払いの裏

には必ず「暫定定員」がついてくるのでよく考えてほしい。暫定定員のデメリットも 



ブロックで学習してほしい。４０８万円問題も経験の浅い補助員を入れると民改費が減

ってしまうからくりになっているので、事務費が減る場合もあります。 

北川会長  根本的に FＨと施設が事務費で横並びでよいのか？今後施設体系の検討会が

開かれると思うので、施設と横並び、しかし「家庭養育」という矛盾について訴えてい

きたい。協議会の要望としては 4 人になっても運営できるようにという要望です。根本

的に施設とは違う「家庭養護」がどれだけ必要か、どのように考えているのかを問うて

いきたい。 

 

  ４０８問題 

藤倉理事  ４０８万円の予算、昨年１７０万円から今年１８２万円に上がりました。青

森でも人を募集してもなかなか来ないので、制度はあっても人材確保が問題です。4 人

目の補助員雇用については国の条件以上の条件はありません。今は非常勤的な職員に充

てているので相当しないが、常勤的に雇うと民会費が減ることの課題もあります。 

竹内理事  北海道でも４０８のうち２６３万円ついています。言えばいつでも申請でき

ます。人材も誰でも良いわけではないので、どういう人が良いのか考えています。履歴

書、宣誓書は必要。その人が辞めたときにはすぐに精算できます。 

野口理事（神戸市）  神戸も履歴書を出してもらって雇い入れる形。ボーナスも出すよ

うにしたが、申請した分は出してもらえた。 

小松事務局長  条件は国基準です。3 人目までは措置費から支出ですが、4 人目の補助

員さんについてはすべて出るので、いくら支払うかを悩まないで済みます。立替払いで

はありますが、すべて戻ってきて助かっている。 

若狭本部理事  東京でも難しい子どもに合わせた人を雇うのはとても難しいです。さら

に児童養護のことをよく分かっている経験者にきてもらいたいのですが FＨは家庭なの

で、それも理解してもらえる人でないと困ります。各家庭のやり方を否定せず、前向き

に提案してくれるような人を望んでいますが・・・。 

坂本本部理事  愛媛県では、市議さんから議会にかければ通らないわけがないのでは。

と言われました。市議さんから県議さんに掛け合ってもらう方向でいこうかと思ってい

ます。それより、委託を潤沢にしてもらうことが大事。加害の子を預かってしまうと、

難しい子がいるからと小さい子も女子も預けられないというおかしな事を言われます。 

牧山理事  ４０８万円の受け取り方も９月に一度支払い、その後３月に支払い。６ホー

ム中１ホームが受けています。人材を探しているところもあるし、このままでよいとこ

ろもある。私は FＨは４人がよいという考えに同意します。 



その他 

仁井田本部理事  東北ブロックでは内容の深い研修になりそうなので参加させていただ

きたい。要望については、個人の意見をみんなで検討し、全体のものにして協議会とし

て要望書を作成していけたらいい。福島は児童福祉部会にまぜてもらって要望している。

行政とは対立ではなく相互に折り合いをつけてやっていくことが大切だと思います。 

北川会長  要望は幅のある意見を出していくことがよいかと思いました。行政は昔のよ

うに私たちを下に見ているというのではなくて、あまりわからなくて制度を作ってきて

いるようなところがあるので、一緒に勉強しながら、情報提供しながら作っていく必要

性があります。 

中兼理事  こちらからどんどん提案していって、その中から取り上げて行ってもらうの

がいい。 

宇佐神本部理事  措置費のことでは、議連の勉強会に出席した際に、奥山先生か長島先

生（議連の会長）が話していましたが、子どもの大変さに応じた措置費形態を作ってい

った方がよいというお話をされていました。子どもの養育の大変さの評価ということだ

と思います。 

北川会長  スウエーデンなどでは障がいのある子、障がいの程度、子どもの困り度につ

いて加算が行われています。そのような尺度があればそれに応じて加算をしていってほ

しい。その一つとして障がい児加算はぜひやってほしいと要望しています。 

野口理事（鳥取）  ホームを作った時は 4 人の措置児でしたが、2 人はすぐに出て、そ

の後 2 人のまま 8 年間。委託をお願いすると、「考えています」という答えばかり。私

たちは７０歳を越えているので、児相からは自然消滅を願われているようです。他の児

相の管轄の FＨには子どもは多く行っています。他の児相管内からでも子どもを委託で

きるなど対策を考えてほしいです。反して一時保護やショートステイはたいへん多い。

今まで 110 数名来ています。「困ったときの野口さん」になっています。下の子は体が

大きくＡＳＤがあり、かなり暴れるので家内は今まで７本あばら骨が折れました。私も

透析しています。腕を殴られ血が噴き出たこともあります。ここ

まで頑張り、たちあがりしてきたことを認めてほしいです。 

北川会長  大変な中、子どもたちを養育していただき、また委託

児は少ないけれど地域で重要な役割をしてくださりありがとうご

ざいます。委託児の少ない問題は全国的にあるので、厚労省にも

訴えていきたいと思います。 

 



 

  事務局より 

臨時総会を 7 月 26 日に準備しています。資料一式、委任状（書面評決）を速や

かに記入し、投函をよろしくお願いします。今回は「虐待防止委員会」設立と、定款変更

についてです。定款変更は総会を行うのに電子媒体やメールなどでのやり取りも可能にす

る内容です。 

 

 行政説明に対しての質疑応答 

山崎副会長  各県行政のＦＨが３月になって異動しますが、その方が措置費について間

違って理解していてこれまで出ていた費用が出ないということがあります。厚労省から

も勉強会を開くなどして自治体に指導してほしい。また「処遇改善加算」についてＦＨ

はⅠとⅤの 10,000 円ほどでていますが、児童養護施設はユニットリーダーに 35,000～

40,000 円ついています。ＦＨとの格差を知ってほしい。そして 9,000 円のベースアップ

も夫婦でしたことで、社会保険料が高くなり、基本給を下げたところもあります。現場

との温度差がある制度になっていることも知ってほしいです。 

久保補佐  ４月当初は、人事異動があって、分かっていないのに行政側から押し切られ

る場合があるのかと思います。限られた予算の中でどうすればよいかを考えていますが

目に見えた形でしっかり届いていないことが分かりました。引き続き密にご意見を頂き

ながら、自治体にも周知していくようにしたいと考えます。 

北川会長  小規模グループホームと比べても、少ない人数で難しい子どもたちを養育し

ています。保育園も利用できるようになりましたが、障がいのある子がいるか、保育に

欠けないなどの理由で利用できず、またＦＨで両親が働いているというふうにはみなさ

れません。２４時間３６５日頑張っているのに谷間に落ちているような感覚です。もっ

と話し合っていかなければと思っています。 

富永理事  「社会的養護自立支援事業」は措置費と一緒にしてよいのか、別に取り扱う

のでしょうか。 

久保補佐  措置費ではなく補助金として入ってくるので、別にする必要があります。 

中兼理事  民改費と処遇改善に関して、仕組みが難しくて分かりづらいという声が多く

出されています。措置費のベースアップの方が分かりやすいのでその方向にしてほしい。

また２２歳、それ以上の社会的養護自立支援事業について大変ありがたいが、どこで自

立と考えるかが悩みどころです。年齢制限しないことで覚悟を決めるタイミングがなく

なるので、その辺の線引きを決めてほしい。 



北川会長  ＦＨには事務員もいないので、養育者が子どもの養育をしながら事務作業に

追われていて非常に難しい制度になっています。 

久保補佐  国全体で同じようにしているので、変えることは難しいですが、今後新しい

施策があれば、ご意見を踏まえて検討したい。２２歳以上の自立のタイミングについて

は自立支援計画をしっかり作ってもらって、こういう状況になれば自立が大丈夫という

ガイドラインを示す必要があると考えています。それを自治体にしっかり説明できるよ

うにしていきたい。 

北川会長  「暫定定員」について説明をお願いします。 

鈴木措置費担当  専門委員会で措置費のあり方を検討していくこととしています。ＦＨ

が現員払いであることに対して継続的な入所児童を受け入れるためには、定員払いで措

置費を示す方向で検討してほしいという要望に対して今後検討していくことになってい

ます。定員払いとなったら、入所児童の現員が３年間程度で１０％以上の階差を認めな

いというところで暫定定員となるという方法になります。 

山崎副会長  令和６年度から「定員払い」になるということは厚労省からは発出されて

いませんよね。 

鈴木措置費担当  その通りです。 

山崎副会長  定員払い制度にすると同時に暫定定員があるということですが、ＦＨ協議

会として暫定定員を要望しているということではないと、分かっておいてほしい。６人

定員だと１人減るだけで１０％に達してしまうので、暫定定員の数式通りにすると、定

員がどんどん少なくなってしまうホームがたくさん出てきてしまいます。暫定定員にな

るなら定員払いでない方がよいと思っているホームは多くなると思います。協議会から

は「定員払い」にしてほしいとは要望していません。 

北川会長  「定員払い」というより４人になっても運営できるようにしてほしい、とい

うことを要望しています。今後も話し合っていきたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

以 上 


