
意見募集期間：令和元年１２月２０日（金）から令和２年１月２０日（月）まで

ご意見をいただいた人数及び件数　：　４人、１９件

No. ご意見（要旨）

1 P.2
計画策定の基本的
考え方

　抜本的に社会的養護のあり方を転換しようとする際には、県として、今日ま
での施設養護の実績をどう評価し、その上で施設養護を継続する場合の限界や
課題を具体的に挙げ、どのような効果・成果を期待しているのか、目的とする
将来像を明確にしたうえでこの計画を推進したい、という明確なビジョンを補
足してはいかがか。

・計画の全面見直しの背景にはＨ２８児童福祉法の改正等があり、当該法
の理念を踏まえた計画であることを説明しています。
・里親等への委託及び施設の小規模化等の推進については、現行の家庭的
養護推進計画においても取り組んでいるところです。本計画では、家庭で
の養育支援から代替養育まで、社会全体で子どもの養育に責任を持って支
援していきます。

2 P.3 他計画との関係

　本計画との整合を図る点がどういった内容なのか、入所措置理由で経済困窮
世帯の割合が多いとか、経済困窮を背景とする多くのケースが市町村要対協で
管理されているとか、子どもの貧困と要保護児童等との関係が分かる資料の追
加、または記述は必要かと思われます。

・「8  社会的養護自立支援の推進に向けた取組」において、施設退所児童
の貧困の現状や、それを解消するための取組について記載しております。
・「岐阜県少子化対策基本計画（子どもの貧困対策計画）」においても、
里親養育支援や、児童福祉施設の自立支援機能の強化等、本計画に関連す
る内容について記載しており、整合性を図って策定しています。

3 P.3 策定体制

　子ども達から意見を聴取し策定を進めた、とありとても大切なことであると
評価しています。有意義な手続きを取られたので意見を聴取した子どもの、対
象・人数・内容・方法・時期・等が不明瞭なのは残念です。子ども達の意見も
反映させた計画であることを判断するためにも明記する必要があります。

・施設入所児童のヒアリング結果を「岐阜県社会的養育推進計画」の参考
資料に追加します。

4
P.7

P.20

家庭的養護推進計
画の目標数値及び
実績

ファミリーホーム
の状況

　ファミリーホーム設置個所数について、目標値を達成するためには何か所の
FHが辞められ何か所の新規FHの開設が必要なのか、毎期辞められるFH以上の新
規FH設置を確保する必要があることを明記し、その見込み件数を補足する必要
があります。
FHは管理者の方の自宅で事業されるのが原則ですので、継続が困難です。その
解消についての対策があれば明記する必要があります。
また、事業が終了する場合に、最後の一人が無事自立するまで事業継続に配慮
される施策があれば明記する必要があります。

・ご意見は、前計画である「岐阜県家庭的養護推進計画」の目標数値に対
していただいておりますが、ファミリーホームの新規設置、事業継続及び
廃止の見込みが困難であることから、「岐阜県社会的養育推進計画」にお
いてはファミリーホームの設置箇所について目標数値の設定をしておりま
せん。
・しかしながら、ファミリーホーム事業者の事業廃止に関しては、委託さ
れている子どもの最善の利益を第一に考え、適切な支援を実現しなければ
なりません。そのため、事業者が事業を終了する予定がある場合は委託児
童の状況を鑑みながら関係機関間で十分な調整を行い事業終了時期を決定
するといった対応を進めていきます。

県の考え方該当箇所

「岐阜県社会的養育推進計画（案）」に対するパブリック・コメントとそれに対する県の考え方

第1章 社会的養育の体制整備の基本的考え方及び全体像

第2章 社会的養育を取り巻く現状と課題
2 岐阜県家庭的養護推進計画の成果と課題
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5 P.7
家庭的養護推進計
画の目標数値及び
実績

　里親等は一代の事業ですので年齢・委託年数等の制限があります。中期・後
期それぞれの目標値を達成するためにはおおよそ何件の里親世帯が必要で、そ
の確保には何件の里親さんが辞められ何件の新規里親さんの委託が必要なの
か、が不明瞭です。委託率の増加を維持するには、毎期辞められる里親さん以
上の新規里親委託を確保する必要があることを明記し、その見込み件数を補足
する必要があります。

・里親の登録辞退理由には年齢以外にも様々なものがあり推測不能なこと
や、家族再統合に向けた支援を強化していく中で委託期間も子どもによっ
て一様ではないことから必要な里親登録件数の年次設定が困難です。
・社会的養護を必要とする子どもは様々な課題を抱えており、多様な子ど
もに適合する里親を見つけるには、養育技術の高い里親を増加していくこ
とが必要です。里親のリクルート等により登録里親の充実を進めるととも
に、里親研修等による養育技術の向上を一層進めていきます。

6 P.10
社会的養育等の啓
発

　「社会的養育」に関し県民の関心を広げるためには、自治体の多くが策定し
ている「地域福祉計画」に位置付けるのがいいかと考えます。子どもがいる家
族や地域においては、決して無関係ではないものと認識していただく必要があ
ります。ひとたび大規模な自然災害や交通事故、病気、自殺等で、保護者が子
どもの養育ができないとき、自身の子どもにどのような環境下で生きながらえ
てほしいのか。社会的養育のシステムは、生を受けた子どもが仮に要保護児童
等になっても、地域で生きていくうえで必要な「社会的資本」であるという認
識を県民に持っていただくために、もう少し強調した記述を期待したい。

・県では、社会福祉法第108条の規定に基づき、市町村地域福祉計画の達成
を広域的な見地から支援するため「岐阜県地域福祉支援計画（以下、「地
域福祉支援計画」とする。）を策定しています。
・地域福祉支援計画は、県の各福祉関係計画による施策の効果的な推進の
ために、各分野に共通して取り組むべき事項を記載しています。
・地域福祉支援計画には、高齢者や障がい者、児童に対する虐待防止の取
組推進として、児童に対する虐待防止の啓発活動の実施等を具体的な施策
で記載しており、本計画は地域福祉支援計画と連携しています。
・県民への広報啓発活動については、いただいた意見を参考に計画を修正
します。

7 P.11
市町村の子ども家
庭支援体制の構築
等に向けた取組

　令和4年度の全市町村に「子ども家庭総合支援拠点」の設置により、益々市町
村の家庭支援技術の向上が求められます。市町村による格差が大きくならない
よう県主導の設置・支援を求めます。また、施設に入所している児童の保護者
への支援について施設のFSWと所在地の家庭支援員とが共同で実施するケースが
想定されます。家庭復帰も見据えて地域の支援員の方の協力は不可欠ですの
で、児相と市町村と施設の家庭支援担当職員の連携強化を図る必要がありま
す。

・「子ども家庭総合支援拠点」の設置については、市町村による設置を促
進するための研修会の開催や巡回指導など、市町村への働きかけを丁寧に
実施していきます。
・子ども相談センターと市町村と施設の家庭支援担当職員の連携強化につ
いては、既に市町村や子ども相談センターが参加している要保護児童対策
地域協議会の構成員に乳児院や児童養護施設の職員を積極的に加え、それ
ぞれが有する専門性や機能、情報を有効に活用できる支援ネットワークづ
くりを促進していきます。

8 P.21 里親委託の不調

　里親委託後に里子の特性等から不調となり・・・と書かれていますが、里親
の資質についての明記を入れておくべきと感じます。また、里親の急な入院、
高齢等の理由により養育を継続できない等の理由も明記しておくべきです。岐
阜県の里親不調のデータの取り方を再検討いただき、上記のような理由も里親
不調の理由としておいた方が、今後の検討には役立つと思います。

・里親不調は、「子育てと仕事の両立が困難であった」、「子どもの障が
いの受容ができなかった」等の様々な要因で発生しています。
・里親の入院や高齢といった理由により、措置を変更又は解除せざるを得
ないことも里親不調の一つであると考えられます。
・いただきましたご意見を参考に計画を修正します。

4 里親等への委託の推進に向けた取組

第3章 社会的養育の推進に向けた具体的な取組
1 当事者である子どもの権利擁護の取組(意見聴取・アドボカシー)

2 市町村の子ども家庭支援体制の構築等に向けた取組
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9 P.23

表3-4-7
社会的養育推進計
画における里親等
委託率

　R11年の0～3歳の里親委託率を67.9％とかなり高い数値に上方修正しておりま
すが、岐阜県の乳児院の現在の入所状況やショートステイ依頼の状況を鑑みる
と、現実的には到達できる数値とは考えられません。
　全国の乳児院の退所状況を見ると、平成元年以降平均しても約53％の子ども
たちが親元に家庭引きとりになっています。また、乳児院から里親委託になっ
ている割合も約18％になっているため、合計して約70％の子どもが平成28年の
児童福祉法改正の理念である「家庭養育優先原則」に則る理念を実践している
ととらえるべきであると思います。そのため、残り30％の子どもの家庭養育優
先の原則に則った里親委託率の向上を考えるのが現実的で説得力のあるものだ
と思います。

・本計画の里親等委託率は、乳児院や児童養護施設に入所中の子どものう
ち、現状「実親の同意が得られない」等の課題があるため里親等への委託
には至っていないが、課題解決に伴い里親等への委託の可能性がある子ど
もの数を調査し、割合を算出しております。このように、現状に加えて、
潜在的な里親等委託の可能性も加味して算出しているため、妥当な算出で
あると考えています。
・子どもの最善の利益の実現のため、実親への丁寧な説明や理解を進めて
いくとともに、広報・啓発活動による新規里親の掘り起こしや、研修によ
る里親の知識習得及び養育技術の向上を進めるとともに、精緻な情報に基
づいた子どもと里親とのマッチングや、未委託里親への委託に向けた支援
の実施など、様々な施策に取り組んでいきます。

10 P.23 里親の養育力強化

　里親が社会的養護の一つという捉え方をするならば、現状で、養育里親さん
が登録前に行う研修は登録前研修と実習しかない状況で子どもたちを養育して
いく事は、大きなリスクを伴います。児童養護施設は支援にあたる職員は保育
士もしくは児童指導員の資格があり、また施設で働いている中でもOJT、OffJT
を受けますが、それでも子ども達を支援していく事は困難な状況が増えている
現状です。
　登録前、登録後の研修の回数や内容を充実したものにすることが、将来的に
委託可能な里親の増加につながる必須事項と考えます。

・県では里親の養育技術の向上のため、登録前、登録後の研修やトレーニ
ングを実施しています。
・しかしながら、被虐待経験や障がいのある子どもが委託されるケースが
増加しており、そうした子どもたちを養育するにあたって理解しておくべ
きことや配慮すべきことについて、具体的に理解できるようなきめ細やか
な研修を実施していくことが必要です。
・いただきましたご意見を参考に、計画に記載します。

11 P.25
里親支援専門相談
員の育成

　各施設の里親支援専門相談員の役割について、「各圏域ごとの子ども家庭支
援センターおよび子ども相談センターとの連携を重視し、各圏域のフォスタリ
ング機関の機能を充分に発揮できるように、岐阜県全体の里親支援業務のより
一層の充実に向けた取り組みを強化します。」といった内容の文章を明記して
おいた方が良いと思います。

・県では令和２年度より、里親のリクルート、研修・トレーニング、マッ
チング、委託後の訪問支援・交流といったフォスタリング業務を包括的に
実施し、質の高い里親養育の実現に向けた取組みを進めていきます。
・そのためには、子ども家庭支援センター及び子ども相談センターの他、
乳児院や児童養護施設に配置された里親支援専門相談員との連携が非常に
重要となってきますので、引き続き連携していきます。

12 P.25
里親専門相談員の
育成

　里親専門相談員は法人職員であり、その立場で長期にわたり業務をすること
は難しいのが現状です。3年や5年で交代していく事が通常の中で、里親専門相
談員の底上げをしていくことは難しいと考えます。
　里親専門相談員に特化するのではなく、里親専門相談員が所属する施設職員
全体の里親支援に対する知識や支援技術の向上をめざすという形がよいと考え
ます。

・里親支援専門相談員には他の児童指導員等とは異なる専門的な役割があ
り、子ども相談センターと連携しつつ里親の支援を行う重要なキーマンで
あることから、当該職員のソーシャルワークの専門性の向上が里親委託向
上の動向を左右するものになります。
・子ども相談センター児童福祉司の相談援助の継続性の確保と同様に、乳
児院や児童養護施設における里親支援専門相談員の専門性の向上を考慮し
た人事異動の仕組みの導入を期待します。
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13 P.35
地域の理解と良好
な関係の構築

　県としてこの抜本的な計画を大きく推進しようとするのであれば、施設の地
域分散化にかかる地域展開にはぜひ県に積極的に前面に出ていただきたい。最
終的には施設と地域との関係性に負うものではあるが、当初の説明において県
の姿勢を示し、その有効性や必要性、地域の協力の重要性を真摯に説明してい
ただければ、地域の方の理解も安心も広がります。県が強く表に出ないと地域
の方に不安が広がるのは当然です。広報啓発活動のみでは効果はありません。
県の積極的関りを表記する必要があります。

・社会的養護について県民の理解が深まるよう、引き続き地域における広
報啓発活動を推進していきます。

14 P.36
妊婦等への支援体
制の強化

　この施策だけで支援体制が強化されたとは評価できない。例えば、熊本慈恵
病院が新たに取り組む「内密出産」について岐阜県は推奨することを考えられ
ないか？本当に生まれてくる小さな命を大切にするのなら岐阜県として効果的
な施策を挙げなければならない。
乳児院と病院との連携を密にし、特別養子縁組にかかる施策とも併せて、新生
児の命と母体の健康を守る施策を挙げる必要があります。

・本県では、産前・産後母子支援事業において、予期せぬ妊娠など妊娠、
出産について悩む妊婦のための相談窓口を開設しています。また、出産
後、自ら子どもを育てることができない場合など、母親が希望する場合に
は、子ども相談センターと連携して特別養子縁組に向けた支援を行ってい
るところです。
・ご意見の内容も踏まえ、新生児の命と母体の健康を守るため、妊娠期か
ら育児期までの切れ目のない母子支援の実現に向けて市町村や関係機関と
連携して取組みを進めていきます。

15 P.36 職業指導員の配置

　令和2年度厚生労働省の予算概要によると、自立支援担当職員の配置（児童入
所施設措置費等）の記載がある。またP66には、職業指導員との選択とある。
　これが実際に行われた場合、業務内容としては自立支援担当職員の業務内容
が実際の業務的には合っていると考えるので、本計画の中でも「自立支援担当
職員の配置」とした方が良いのではないか。

・令和２年度家庭福祉対策関係予算案において、ご指摘の記載があり、入
所児童の自立支援にあたっては、自立支援担当職員の設置が必要になって
くると考えます。いただいたご意見を踏まえ、計画の記載を修正します。

6 施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組
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16 P.45 生活費等の支援

　高校卒業後の進学者・就職者に対して、経済的支援が行政・民間双方から大
変充実したものが支給されており、安心して進学・就職できています。その中
で特別支援学校を卒業してグループホームを利用しながら就労支援を受ける児
童への支援との格差が大きすぎます。就職者扱いにならないため家賃支援が受
けられません。グループホームの利用料を施設にいる間に積み立てた児童手当
を取り崩しそれが尽きたら生活保護を受けることになります。ハンディキャッ
プを抱える子への自立支援の視点が欠けています。

・グループホームを利用しながら就労支援を受ける場合、利用者負担と家
賃の支払いが必要となります。グループホームの月ごとの利用者負担は、
所得に応じて負担額が設定されます。例えば、所得金額が一定額以下で市
町村民税非課税世帯の場合、利用者負担はありません。また、家賃につい
ては、市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯の方が利用する場合、各市
町村において月額１万円を上限とした助成が行われており、事例となって
いるケースも支援の対象としているところです。
・また、ぎふ職親プロジェクトにおいて「安心して働くことができる場
所」と「安全な住居」の提供等、企業や団体が支援を行う相互ネットワー
クを形成し、児童養護施設退所児童等の継続的な就業による生活の自立を
支援しています。

17
P.51

P.52

岐阜市の児童相談
体制

岐阜市との連携強
化

　岐阜市による児童相談所設置について、岐阜市の判断任せであり、その際に
も必要に応じて、という表現ですがもっと積極的に岐阜県が関与し推進するこ
とが必要です。
「エールぎふ」がいかにも岐阜市における児相の代替機関のような印象を受け
てしまいますが、エールぎふには児相の強力な権限は与えられていません。

・児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法
律（令和元年法律第46号）において、国における中核市への児童相談所設
置に向けた支援が盛り込まれました。
・これら国の動向を注視しながら、岐阜市の意向も踏まえ、引き続き支援
していきます。

18 P.53

指標
児童福祉司一人あ
たりの担当ケース
数

　該当年度の目標値に達するためには、結局児童福祉司が何人増員されれば達
成できるのか、の表記は必要である。該当年度のケース数は算出できるはずで
ある。また、初期対応で親子分離を担った児童福祉司と親子再統合を担う児童
福祉司は別々の方が効果があるため、単なる人員増員だけでなく、その活用に
ついても標記する必要があります。

・ケース数の算出について、将来予測は困難です。市町村の子ども家庭支
援体制の強化や、児童福祉司の増員等により、子ども相談センターが対応
する児童相談件数の増加の抑制が期待でき、それに伴い児童福祉司が１
ケースに丁寧に対応することが可能となります。このように要保護児童の
発生を未然に防止する取組みを促進していくものの、それによる児童相談
件数を将来推計することは困難です。当該目標数値は、１人の児童福祉司
が子どもの最善の利益の実現を目的とした十分な支援を行うための理想的
な担当ケース数として設定したものになります。
・児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法
律（令和元年法律第46号）において、児童相談所における介入機能と支援
機能の分離が盛り込まれました。
・県においても、初期対応で親子分離を担った児童福祉司と親子関係調整
を担う児童福祉司を別の者とするなど、効果的な児童虐待対応を行ってい
きます。

8 社会的養護自立支援の推進に向けた取組

9子ども相談センターの強化等に向けた取組
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19 全体

　中期・後期での具体的目標値が載せられていますが、他の具体的な取り組み
で記述式になっているところがあいまいな表現に感じます。人員の確保や研修
の実施、施設や設備の整備等について「～が必要」等の表記では単なる努力目
標止まりで本当に実現するのか疑問です。どの項目にも目標数値を設定し、同
時にその実現にかかる経費とその財源を明示する必要も出てきます。
予算が獲得できるかどうかではなく、その実現のためにかかる経費は明示する
必要があります。

・計画に記載した施策の進捗管理を客観的に行うにあたって必要な項目に
ついて目標数値を設定しています。前計画で目標数値を設定していた項目
は７項目でしたが、本計画は１９項目と大幅に目標数値を設定した項目を
増加しており、より取組みを強化していきます。
・経費や財源については、１０年間の長期計画であり、明示が難しいと考
えます。国の動向や制度改正を踏まえ、施策の実施に必要となる予算の確
保に努めていきます。
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