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 研究目的 

2016 年の児童福祉法改正では、子どもが権利の主体であること、実親による養育が

困難であれば、里親や特別養子縁組などで養育されるよう、家庭養育優先の理念等が規

定された。そして、この改正児童福祉法の理念を具体化するため、2017 年 8 月に「新

しい社会的養育ビジョン」(以下、新ビジョン)が示された。新ビジョンでは、家庭への

養育支援をするため、身近な市町村におけるソーシャルワーク体制の構築と支援メニュ

ーの充実を図ることや、子どもの状態に合わせた多様なケアの充実を謳っている。また、

虐待の危険が高いなど集中的な在宅支援が必要な家庭には児童相談所の指導の下、市町

村が委託を受けて支援を行うなど在宅での養育支援を構築することとしている。 

さらに、実家庭で暮らすことが困難な場合の代替ケアおいては、家庭での養育を原則

とし、里親への委託を推進することとしている。これを受けて、児童相談所については、

里親制度に関する包括的業務（フォスタリング業務）の質を高めるための里親支援事業

や職員研修の強化が行われるとともに、民間団体も担えるようフォスタリング機関事業

の創設を行うとされた。また、代替ケアに関しては、特別養子縁組も視野にいれ、永続

的解決（パーマネンシー保障）を目指したソーシャルワークを行うこととされている。 

 このように、日本の代替ケアは大きな施策転換が図れられようとしている。新ビジョ

ンでは、里親養育を推進するための包括的な里親支援機関（フォスタリング機関）を

2020 年度までにすべての都道府県に整備することが目標とされているが、里親が委託

児童のケアにおいて実際に必要とする支援は、委託前の段階から相談ができる体制があ

り、委託する子どもについての情報提供がなされ、委託中は実親や地域との連絡調整や、

子どもの変化や成長を共に確認しながらともに支援を行い、委託解除後も里親家庭とか

かわりを持ち続けることができるような支援システムではないだろうか。 

こうした問題意識から、里親家庭に継続的かつ一貫した里親支援を提供することを通

じて、里親委託全体を支える体制を「里親委託支援システム」と定義し、この里親委託

支援システム構築のための課題を明らかにすることを試みたい。本報告では、イギリス

の実践状況として、主に Barnardo's の取り組みについて述べる。Barnardo's への調査

を通して、日本における実践にむけた示唆を得たいと考えた。  



 研究の視点および方法 

調査は、2018 年と 2019 年に実施した。2018 年時の調査では、fostering agency で

ある Barnardo's（独立型民間機関）と自治体（Hillingdon）のソーシャルワーカーに対

し、半構造化されたインタビュー調査を実施した。2019 年時の調査ではミッドランド

地域における Barnardo's の実践状況について見学できる機会を得たため、実施した。

訪問先は、バーミンガムを中心として、Barnardo's が担当しているミッドランド地域の

fostering agency（里親委託を実施する機関）、Chileren's Centre（地域の子育て支援セ

ンタ）、Adoption Plus（Barnardo's 所管の養子縁組団体）である。2019 年時の調査で

は、これらの機関を訪問し、ソーシャルワーカーに半構造化されたインタビュー調査を

実施した主な質問項目は、①機関の概要、②機関の具体的な活動内容、③機関で実施し

ているサポートの特徴、等である。 

なお、2018 年に実施した fostering agency としての Barnardo's の特徴や自治体

（Hillingdon）の実践についてのインタビュー調査の内容については、2019 年に別に報

告を行ったため、今回は割愛している。本報告は、それに続くものとして、タイトルを

②と表記している。 

 

 

 倫理的配慮 

一般社団法人日本社会福祉学会研 究倫理規程等にのっとり、研究を実施している。 

インタビュー調査においては、事前に調査の主旨および質問項目を調査先に送付

し、インタビューにおいて知りえた事項は調査にのみ使用することも伝え、了解を得

た。また、本聞き取りを行った個人の氏名を公表せず、団体名およびインタビュー対

象者の職種のみを記載することで個人が特定されないよう留意している。 

 

 

 研究結果 

Barnardo's とは？ 

 

Barnardo's は、ドクターバナードスによって

設立されたバナード・ホームに端を発している

（左図はBarnardo'sのロゴマーク：Barnardo's

の HP より）。 



現在は里親委託および支援、養子縁組支援、障害児支援、地域の子育て支援など子ど

もの福祉に関する種々のサービスを提供している。 

民間チャリティ団体であり、政府や自治体からの委託料や補助金、寄付などで財源を

確保している。 

 

 

 

Barnardo's が実施している地域での子育て支援 

～Yaedley 地区の Chileren's Centre の視察から～ 

 

【センターの概要】 

2019 年時調査では、地域での子育て支援を実施している Chileren's Centre（以下、

センター）を訪問した。センターのミッションは①健康、②幼児教育、③ファミリーサ

ポートの 3 点である。 

 

【センターの活動内容】 

このセンターでは、妊娠期から出産後子どもが 5 歳頃までサポートしていた。早期介

入と予防を目的とし、ファミリーサポートワーカーのほか、保健師や助産師も配置され

ており、チームでの支援を行っている。 

なお、訪問したのはバーミンガムのヤードリー地区にあるセンターであるが、バーミ

ンガムは 11の地区に分かれており、Barnardo'sがすべてを担当しているわけではなく、

3 つのチャリティー団体で請け負っている。訪問したセンターが担当しているのは、貧

困率や犯罪率等が高い、いわゆるハイリスクな地区が多いといわれていた。家庭の状況

を 3 段階に分けており、状況に合わせた支援を行うということであった。さらに、支援

の状況についても、3 段階に分けて目視で確認できるようにされていた。 

センターでは、多職種チームによるワンストップ型の支援を実施している（統合モデ

ル；integrated model と表現されていた）。 

提供する支援は、親子での遊び場の提供、ベビーマッサージ、母乳育児についてのレ

クチャー、食事の提供（フードバンクや ホリディミール）といった、地域の子育て家

庭全般を対象としたものから、DV の被害女性へのエンパワメントなど、複雑なニーズ

のある家庭を対象とするものまで、多岐にわたる。 

  



Barnardo's の養子縁組における支援について 

～養子縁組団体 Adoption plus の視察から～ 

 

【Adoption plus の概要】 

Adoption plus は、元自治体のソーシャルワーカーが設立した団体であり、2008 年か

ら Adoption plus として活動を始めている。 

Adoption plus の対象とする子どもは、深刻なトラウマ経験のある子どもである。こ

うした子どもたちは養子縁組のニーズが最もある子どもだと自治体ワーカーの時代か

ら思っていた。こうした子どもたちにパーマネンシーと安心を提供したいと考えている。

訪問時は 25 名の縁組実績があるとのことであった。複雑なニーズのある子どもの養子

縁組に対する実績があるので、自治体もサービスを購入するようになり、現在は 6 つの

自治体と契約している。 

 

【Adoption plus の活動内容】 

先述したように、Adoption plus が養子縁組を行う子どもは、深刻なトラウマ経験の

ある子どもであるため、丁寧な初期アセスメントを行うようにしている。養子となる子

どもへのアセスメントでは、脳科学的状況、発達の状況、自閉傾向の状況、胎内の状況、

アタッチメントの状況等、9 つのアセスメントを行う。アセスメントの期間は 3 か月ほ

どで、何か問題が起こる前の予防的かかわりにもつなげているという。 

その家庭で何が起きているか、それぞれの子どもにどのようなことが必要か、プレイ

セラピーやライフストーリーワークも使って、家族の状況に合わせたプログラムを提供

するため、ソーシャルワーカーのほか、臨床心理士やアートセラピストも含む多職種連

携チームを作っている。 

養子縁組は年内に成立することが多いが、縁組後の支援として、成立後も年 1 回はフ

ルデイアセスメントに参加するように求めている（法的規定はないが、予防的かかわり

の一つ）。フルデイアセスメントという名前のままでは語感に柔らかさがなく、硬いイ

メージがあるため、Adoption plus では「Keep in touch day」と呼んでいる（これから

もよろしくね、というイメージである模様）。 

また、この機関の特徴として、養子に出した後の実親への支援も行っているという点

がある。実親への支援については、すぐにつながる実親もいれば、つながりにくい実親

もいる。30%はこの Adoptionplus の支援を受けることにすぐに同意が得られるが、支

援をいちどは断る 70%の実親にも、3 か月おきに電話をして、支援を受けたいと思うよ



うになったときにつながりやすい状況をつくっているという。 

支援においては利用者に「恥をかかせない、責めない（No shame, No blame」をポ

リシーとして、つながりやすい関係性づくりを目指している。 

 

 

 

Barnardo's の里親支援について 

～Midland の Fostering agency の視察から～ 

 

【Barnardo's 里親の種類】 

Barnardo's の里親のタイプには、一般里親（Generic；短期/長期委託、等）、のほか、

リマンド（Remand）里親、ショートブレイク（Short Break）里親とったタイプがある。 

 リマンドについては、日本では実践されていないタイプの里親である。これはドラッ

グ等、何らかの罪を犯した子どもの更生保護の目的が強く、リマンド里親への委託中に

問題を起こして対応できなくなった場合、その子どもは鍵のついたグループホームか少

年院に収監されることになる。リマンド里親自体は 25 年ほど前から実施しているが、

概ね 15～17 歳の子どもを 3 か月～15 か月の期間、里親に委託するという。 

リマンド里親への委託を担当しているソーシャルワーカーによると、リマンド里親へ

の委託となるケースは執行猶予付きの地域における勾留という意味合いが強く、リマン

ドにつながるかどうかは裁判所が判断するということであった。また、収監されたとし

ても実家庭に戻ることが困難な子ども（マルトリートメント 等）や、親のコントロー

ルが効かない子どもは、ドラッグや DV、性的搾取といった様々な問題に巻き込まれや

すい。こうした子どもに対して、裁判所の判断に基づいて、親にできないことをリマン

ド里親がケアをすることができるという。 

 ショートブレイク里親は、1 泊以上の宿泊を伴うショートステイ型の里親である。里

親と里子の関係性が安定してきたころから利用可能で、里親家庭で暮らす子どものレス

パイトやショートステイだけでなく、要支援状態の実家庭で暮らす子どもも対象となる。

後者の対象となる児童は、何らかの重度の障害を持つ子どもである。ショートブレイク

里親も他の里親と同じ手続き手登録に至り、子どもを委託している期間は手当も支給さ

れる。また、一時保護のような役割を担うこともある。 

 ショートブレイクのケースでは、フルタイムの里親がダウンしないよう、2～3 週間

預かることもある。ショートブレイクにおけるケアでは、なるべくこれまでの生活のル



ーティンを変えたくないよう、その子が委託されているフルタイム里親や実親との連携

が重要となる。事前に情報を得られることで準備ができる。ルーティンを変える必要が

る場合は、Barnardo's のサポートワーカー（Support Worker；子どもとの外出等の支

援をするワーカー）が協力してくれるという。 

 

 

【里親の登録】 

Barnardo's では登録の前にＦＮの Skills to Foster を受講する。そのうえで本当に

Barnardo's の里親として登録するか確認する。意思確認が取れた場合はさらに 3 日間

の研修を行うこととなっている。また、認定アセスメントの際は、BAAF の FormF を

使用している。 

 イギリスでは、一つの Fostering agency で里親の認定を受けて登録をすると、その

Fostering agency の里親となり、他のところでは登録できない。そのため、どの

Fostering agency も「良い」里親を求めている。 

 

【里親への手当】 

 里親手当は登録する団体によって異なる。支給額の典型例として、里親への手当てが

子ども一人当たり週に￡300、一般生活費相当として、子ども一人当たり週に￡100～

250(子の年齢によっても異なる)が支給されるという。子ども 1 名の委託で支給される

手当てで里親が生活するうえで十分な額面が支給されるが、2 名委託された場合は、日

本のように減額されるわけではなく、単純に 2 倍となる。 

 なお、リマンド里親については、子どもを委託していない期間も一定の手当を支給し

ているという。これは、リマンド里親が専門的な里親であるためである。 

 

【里親家庭への支援】 

 里親家庭への定期的な訪問や 24 時間体制の相談の実施のほか、里親に対して、ライ

フストーリーワークや、DDT (Didactic Developmental Therapy)等、様々な研修を実施

している。これらの研修は、ソーシャルワーカー自身が受講し、里親に提供できるよう

にしているものや、サービスを購入し提供しているものがある。プログラムやアプロー

チの効果測定には、教育省や Fostering Network、BAAF といった外部の情報も活用す

る。 

これらの研修を実施する際には、何がそのエリアに必要か、里親のニードはどのよう



なものがあるか、現場からの意見を集約していくと共通するテーマがみえてくるので、

そのニードを充足できるレパートリーを検討していくという。 

また、イギリスの里親団体である Fostering Network は里親が登録するとこの機関

の様々な支援が受けられるようになるので、登録を勧めている。なお、登録料は

Barnardo's が負担している。 

 なお、今回のインタビューでは、措置延長の状況についても話を聞く機会があったの

で、ここで述べておきたい。 

Barnardo's にはケアリーヴァー専門のソーシャルワーカーが配置されているので、

リービングケアを行う際はこのワーカーが中心となってかかわっていく。 

Stayin Put(措置延長)するケースもあるが、これはリービングケア法に規定されてい

る制度であり、25 歳頃まで里親宅で生活できるというものである。措置延長する場合

は、Barnardo's では 23 歳くらいまでを推奨しているという(大学への進学後に、長期

休みの際の帰宅先となることもある)。 

ケアリーヴァーのうち、25%程度が措置延長を利用するという（障害のある子どもの

場合は 90%以上となる）。 

 

 

 考察 

【Chileren's Centre の視察から得られた日本の実践に向けた示唆】 

子どもとその家庭が要ケア児童となるかどうかの状態にあることを“edge of care”と

表現するが、このセンターでは、なるべく地域で生活できるよう、支援を行っている。  

センターでは種々のプログラムも行っているため、親がこうしたプログラムを受けてい

ると、かかわるワーカーは常日頃から家族や子どもと顔見知りの関係であり、他の資源

にもつながりやすい。 

また、edge of care にある子どもに対しては、自治体と Barnardo's のワーカーが協

働して支援を行っている。 

日本にも子育て世代包括支援センターが創設され、ワンストップ型の支援が実践され

ようとしているが、フォスタリングにおいても、要支援児童のいる家庭の状況が変化し、

要保護ケースになった場合、これまでに関わりのある人がフォスタリング機関につなげ

ることができるよう、今回訪問したセンターのような、統合モデルによる実践も参照に

していくことが重要ではないか。 

 



【Fostering agency および Adoption Plus での実践からみた今後の課題】 

日本では里親委託におけるソーシャルワーク実践の蓄積が不十分であるという点が

挙げられる。里親への支援は、委託児童ならびに実親に対する支援と別個に存在するも

のではなく、それらが統合された支援が必要となってくる。 

Fostering agency や Adoption Plus における実践では、里親または養親に対して、「そ

の人」が必要とする支援を提供できるよう、種々の取り組みが行われていた。 

日本における現在の実践では、ワーカーが里親家庭を訪問し、里親や里子の話を聞く

という寄り添いや傾聴といった支援が主に実施されがちであるが、今後は支援の充実を

図る必要があるといえる。 

Barnardo's でも開始当初は里親へのサポートも整っておらず、やはり寄り添いや傾

聴がメインのアプローチを行っていた。しかし、様々な問題が起こり、里親資源を失う

わけにもいかないことから支援の必要性が認識され始めたという。家庭養護の促進へと

舵を切った日本においても、里親・養親を支援するための支援レパートリーの拡充が必

要となるだろう。 

また、支援を行うソーシャルワーカーの役割としては、①実親から離れ、里親家庭を

拠点とした生活を開始する子どもが里親家庭での生活に適応し、本来その子ども自身が

持っている潜在能力を十分に発揮できるよう、里親とともに支援しつつ、②実親が抱え

る生活課題の解決を支援し、子どもとの関わりを適切に持てるようになるのを助け、③

子どもを受け入れることによって変動する里親と里親家庭のメンバーの支援を同時に

行い、④それぞれの支援の関係を調整し統合すること、が挙げられる。 

里親へのアセスメント・ニーズに応じた適切な支援の実施、地域やフォスタリング機

関に必要な資源のアセスメント、スーパービジョンの実施等、ワーカーに求められるも

のは多いが、先述したように、これまで十分な実践が蓄積されているとは言いがたい状

況であるといえる。 

 

 

 本報告は、以下の科学研究費補助金による研究成果による 

「里親委託支援システム構築に関する研究―日英比較研究から―」（課題番号：17K13896） 

 

 


