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社会的養護に関する各種資料ダイジェスト版                                               ご利用上の注意 

【ご利用上の注意】 

 

① この資料ダイジェスト版には、社会的養護に関する厚生労働省関係資料のうち、平成29年（後期）

保育士試験の「社会的養護」で出題される可能性の高い内容を含む資料が掲載されています。 

  ただし、全資料の全文を掲載したのでは、試験対策教材としての独自の存在意義がなくなってし

まうので、「社会的養護」の出題傾向と照らし合わせて、重要と考えられる部分を抜粋し、約140ペ

ージのダイジェスト版としてまとめ、さらに読みやすいように、重要と考えられる語句・文はゴシ

ック体で表示しております。 

  重要と考えられる「里親委託ガイドライン」や「児童養護施設運営指針」、「里親及びファミリー

ホーム養育指針」などはできるだけ省略しないように掲載しておりますが、「社会的養護」の出題の

仕方から考えると、省略されている部分から出題される可能性も否定できません。 

  この資料ダイジェスト版に掲載されている内容を優先して押さえたうえで、さらに万全を期した

いという方は、厚生労働省ＨＰ＞「子ども・子育て支援」＞「社会的養護」のページで、資料全文

あるいは他の資料をご覧ください。 

（ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki_yougo/inde

x.html ） 

  なお、各資料の内容は資料作成当時のものとなっており、最新の統計数字等と一致しない点があ

るので、ご注意ください。 

 

② この資料ダイジェスト版を最初からそのまま読んでいくのは少々苦痛かと思われますので、まず

は、他の教材（リベンジセットのポイント集・予想問題集や他社の問題集など）で学習していて、

厚生労働省関係資料に関する内容に触れた際にさらに詳しい内容を調べる、その際に重要と思われ

る部分にマーカーやアンダーラインで色つけをしていき、ひと段落つくごとに通読してみる、とい

う形で利用されるのがいいと思います。 

  そのようなプロセスを平成29年（後期）の筆記試験までにできるだけ繰り返すという形で学習を

進めていっていただきたいと思います。 

  厚生労働省通知等の資料を読む際には、その資料の目的・理念・方向性（施設の小規模化、家庭

的養護の推進、個別化などが多いと思います。）を常に意識し、「覚える」のではなく「心で理解す

る」ことを繰り返していただきたいと思います。そうすることで、万一、準備していない部分が出

題されたとしても、無難に現場思考で対応できる可能性も高くなると思われるためです。 

 

③ 「平成28年改正児童福祉法の施行に伴う情緒障害短期治療設関係通知の取扱いについて」（平成29

年３月31日 厚生労働省通知）【抜粋】 

  「平成28年６月３日に公布された「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第63号。）

については、既にその一部が施行されているが、平成29年４月１日から全面的に施行され、「情緒障

害児短期治療施設」は「児童心理治療施設」に名称を変更することとしている。 

  このため、既存の厚生省児童家庭局長通知その他の厚生省通知及び厚生労働省雇用均等・児童家

庭局長通知その他の厚生労働省通知について、別途通知が発出されない限り、「情緒障害児短期治療

施設」とある部分の適用については、必要な読替えを行った上で、「児童心理治療施設」に対して引

き続き適用されるので、御了知の上、貴管内の関係者に対して周知し、その運用に遺漏のないよう

お願いする。」 
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社会的養護に関する各種資料ダイジェスト版                                     第３編 里親制度運営要綱 

第３編 里親制度運営要綱 

（平成14年９月５日（最終改正：平成29年３月31日） 厚生労働省） 

 

第１ 里親制度の趣旨 

  里親制度は、家庭での養育に欠ける児童等に、その人格の完全かつ調和のとれた発達のための温

かい愛情と正しい理解をもった家庭を与えることにより、愛着関係の形成など児童の健全な育成を

図るものであること。 

 

第２ 里親制度の運営 

１ 里親制度は、都道府県知事（指定都市にあっては、指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあ

っては、児童相談所設置市の市長とする。以下同じ。）、児童相談所長、福祉事務所長、児童委員及

び児童福祉施設の長が、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）、児童福祉法施行

令（昭和23年政令第74号。以下「政令」という。）、児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号。

以下「省令」という。）及び里親が行う養育に関する最低基準（平成14年厚生労働省令第116号。以

下「最低基準」という。）のほか、この「里親制度運営要綱」、平成23年３月30日雇児発0330第９号

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「里親委託ガイドラインについて」、平成24年３月29日雇児

発0329第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別添６「里親及びファミリーホーム養育指

針」等により、それぞれ運営し、関与するものであること。 

２ 法第32条の規定により都道府県知事から児童を里親に委託する権限の委任を受けた児童相談所長

は、必要と思われる事項につき、都道府県知事に報告すること。 

３ 児童相談所長は、福祉事務所長、児童委員、児童福祉施設の長、市区町村、学校等をはじめ、里

親支援機関、里親会その他の民間団体と緊密に連絡を保ち、里親制度が円滑に実施されるように努

めること。 

４ 児童福祉施設の長は、里親とパートナーとして相互に連携をとり、協働して児童の健全育成を図

るよう、里親制度の積極的な運用に努めること。特に、児童福祉施設に配置されている家庭支援専

門相談員、里親支援専門相談員等は、児童相談所や里親支援機関等と連携し、里親への支援等に努

めること。 

 

第３ 里親制度の概要 

１ 里親の種類 

  里親は、法第６条の４に定義されており、里親の種類は、養育里親、専門里親、養子縁組里親、

親族里親であること。 

⑴ 養育里親 

  保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童（以下「要保

護児童」という。）を養育することを希望し、かつ、省令で定める要件を満たす者のうち、都道府

県知事が要保護児童を委託する者として適当と認め、養育里親名簿に登録されたものをいう。 

  なお、法令上、養育里親は、専門里親を含むものとして規定されているが、この要綱において

は専門里親を除く養育里親を単に養育里親という。 
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第14編 児童養護施設入所児童等調査結果（平成25年２月１日現在） 

（平成27年１月 厚生労働省）【抜粋・要約】 

 

１ 調査の概要 

① 調査の目的 

  この調査は、児童福祉法に基づいて、里親若しくは小規模住居型児童養育事業（以下「ファミリ

ーホーム」という。）に委託されている児童、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支

援施設及び乳児院に措置されている児童、母子生活支援施設を利用している母子世帯の児童並びに

その保護者、児童自立生活援助事業（以下「自立援助ホーム」という。）に入居している児童の実態

を明らかにして、要保護児童の福祉増進のための基礎資料を得ることを目的とした。 

② 調査の対象及び客体 

  全国の里親委託児童、児童養護施設の入所児童、情緒障害児短期治療施設の入所児童、児童自立

支援施設の入所児童、乳児院の入所児童、母子生活支援施設の児童並びに保護者、ファミリーホー

ム委託児童、自立援助ホームの入居児童を対象とし、その全員を調査客体とした。 

 

◆ 客体 

里親委託児童 4,534人 

児童養護施設入所児童 29,979人（内、中学３年以上の年長児童 8,412人） 

情緒障害児短期治療施設入所児童 1,235人 

児童自立支援施設入所児童 1,670人（内、中学３年以上の年長児童 810人） 

乳児院入所児童 3,147人 

母子生活支援施設入所世帯 3,725世帯 及び 当該児童6,006人 

ファミリーホーム委託児童 829人 

自立援助ホーム入居児童 376人 

 

③ 調査の時期 

  平成25年２月１日 

④ 結果の集計 

  結果の集計は、雇用均等・児童家庭局において行った。 

⑤ 観察上の注意 

  この調査は、すべて全数調査であり、以下の統計数字は実数値である。 

  以下では、里親に委託されている児童を「里親委託児」、児童養護施設、情緒障害児短期治療施

設、児童自立支援施設及び乳児院に措置されている児童をそれぞれ「養護施設児」「情緒障害児」

「自立施設児」「乳児院児」、母子生活支援施設を利用している母子世帯の児童を「母子施設児」、

ファミリーホームに委託されている児童を「ファミリーホーム児」、自立援助ホームに入居してい

る児童を「援助ホーム児」という。 

  なお、構成割合は四捨五入のため、内容の合計が総数に合わない場合もある。 

※ 結果については、前回調査の数字を比較の参考として掲載している。（前回調査日 平成20年２月１日） 

  なお、ファミリーホーム及び自立援助ホームについては、今回より調査している。 
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２ 児童の現在の状況 

① 児童の現在の年齢（里親委託児、養護施設児、情緒障害児、自立施設児、乳児院児、母子施設児、

ファミリーホーム児、援助ホーム児） 

  児童の平均年齢は、里親委託児が9.9歳（前回9.3歳）、養護施設児が11.2歳（前回10.6歳）、情緒

障害児が12.7歳（前回12.4歳）、自立施設児が14.1歳（前回14.2歳）、乳児院児が1.2歳（前回1.2歳）、

母子施設児が7.4歳（前回7.3歳）、ファミリーホーム児が11.2歳、援助ホーム児が17.5歳であった。

前回調査に比べ、里親委託児及び養護施設児の平均年齢が上昇したこと以外は大きな変化はない。 

② 児童の委託（入所）時の年齢（里親委託児、養護施設児、情緒障害児、自立施設児、乳児院児、

母子施設児、ファミリーホーム児、援助ホーム児） 

  児童の委託時または入所時の年齢は、里親委託児、養護施設児及びファミリーホーム児では２歳、

情緒障害児及び自立施設児では13歳、乳児院児及び母子施設児では０歳、援助ホーム児では16歳が

最も多くなっている。 

  また、６歳未満で委託または入所した児童は、乳児院児の全部をはじめ、里親委託児で56.1％（前

回59.4％）、養護施設児で52.9％（前回53.8％）、母子施設児で59.5％（前回57.8％）、ファミリーホ

ーム児で34.6％となっている。12歳以上で入所した児童は、養護施設児で13.9％（前回12.0％）、情

緒障害児で39.6％（前回39.9％）、自立施設児で88.7％（前回87.1％）となっている。 

 

◆ 委託時又は入所時の年齢別児童数 

 第１位 第２位 第３位 平均年齢 

里親委託児 ２歳（14.7％） １歳（10.5％） ０歳 （9.8％） 6.3歳 

養護施設児 ２歳（21.4％） ３歳（12.5％） ４歳 （8.7％） 6.2歳 

情緒障害児 13歳（13.4％） 12歳（13.1％） 

10歳（12.2％） 

11歳（12.2％） 

10.6歳 

自立施設児 13歳（33.8％） 14歳（30.6％） 12歳（13.1％） 13.1歳 

乳児院児 ０歳（78.2％） １歳（16.8％） ２歳 （4.0％） 0.3歳 

母子施設児 ０歳（13.5％） １歳（10.7％） ２歳（10.1％） 5.2歳 

ファミリーホーム児 ２歳 （8.2％） 15歳 （7.5％） ３歳 （7.1％） 8.4歳 

援助ホーム児 16歳（36.4％） 18歳以上（26.9％） 17歳（21.3％） 17.0歳 

 

③ 児童の委託（在所）期間（里親委託児、養護施設児、情緒障害児、自立施設児、乳児院児、ファ

ミリーホーム児、援助ホーム児） 

  児童の委託期間または在所期間は、いずれの場合も「１年未満」が最も多く、養護施設児、情緒

障害児、乳児院児、援助ホーム児は期間が長くなるに従い児童数が漸減している。 

  また平均委託（在所）期間は、里親委託児3.9年（前回3.9年）、養護施設児4.9年（前回4.6年）、

情緒障害児2.1年（前回1.9年）、自立施設児1.0年（前回1.1年）、乳児院児1.2年（前回1.1年）、ファ

ミリーホーム児2.9年、援助ホーム児0.9年となっている。 

 注）「ファミリーホーム児」委託期間は、ファミリーホーム制度創設以前における里親委託期間を含む。 

 

 

 

 


