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里親委託ガイドラインについて

里親委託ガイドラインについて

里親制度の運営については、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）等の関係法令

里親制度の運営については、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）等の関係法令

及び平成１４年９月５日雇児発第０９０５００２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

及び平成 14 年９月５日雇児発第０９０５００２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通

通知「里親制度の運営について」
、平成２年３月５日児発第１３３号厚生省児童家庭局長

知「里親制度の運営について」
、平成２年３月５日児発第１３３号厚生省児童家庭局長通

通知「児童相談所運営指針」等に基づき行われているところであるが、今般、各都道府

知「児童相談所運営指針」等に基づき行われているところであるが、今般、各都道府県、

県、指定都市、児童相談所設置市及びその児童相談所並びに里親会、里親支援機関、児

指定都市、児童相談所設置市及びその児童相談所並びに里親会、里親支援機関、児童福

童福祉施設等の関係機関が協働し、より一層の里親委託の推進を図るため、別紙のとお

祉施設等の関係機関が協働し、より一層の里親委託の推進を図るため、別紙のとおり「里

り「里親委託ガイドライン」を定めたので、積極的な取組をお願いする。

親委託ガイドライン」を定めたので、積極的な取組をお願いする。

なお、この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の

なお、この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の

規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。
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別紙

別紙

里親委託ガイドライン

里親委託ガイドライン

１．里親委託の意義

１．里親委託の意義

里親制度は、何らかの事情により家庭での養育が困難又は受けられなくなった子ど

里親制度は、何らかの事情により家庭での養育が困難又は受けられなくなった子ども

も等に、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下での養育を提供する制度であ

等に、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下での養育を提供する制度である。

る。家庭での生活を通じて、子どもが成長する上で極めて重要な特定の大人との愛着

家庭での生活を通じて、子どもが成長する上で極めて重要な特定の大人との愛着関係

関係の中で養育を行うことにより、子どもの健全な育成を図る有意義な制度である。

の中で養育を行うことにより、子どもの健全な育成を図る有意義な制度である。

近年、虐待を受けた子どもが増えている。社会的養護を必要とする子どもの多くは、

近年、虐待を受けた子どもが増えている。社会的養護を必要とする子どもの多くは、

保護者との愛着関係はもとより、他者との関係が適切に築けない、学校等への集団に

保護者との愛着関係はもとより、他者との関係が適切に築けない、学校等への集団に

うまく適応できない、自尊心を持てないなどの様々な課題を抱えている。また、予期

うまく適応できない、自尊心を持てないなどの様々な課題を抱えている。また、予期

せぬ妊娠で生まれて親が養育できない子どもの養育が課題である。子どもを養育者の

せぬ妊娠で生まれて親が養育できない子どもの養育が課題である。子どもを養育者の

家庭に迎え入れて養育を行う家庭養護である里親委託が、これまでよりさらに積極的

家庭に迎え入れて養育を行う家庭養護である里親委託が、これまでよりさらに積極的

に活用されるべきである。

に活用されるべきである。

児童福祉法（以下「法」という。
）において、児童は適切な養育を受け、健やかな成

児童福祉法（以下「法」という。
）において、児童は適切な養育を受け、健やかな成

長、発達や自立が図られる等を保障される権利を有することが位置付けられており、

長、発達や自立が図られる等を保障される権利を有することが位置付けられており、

その上で国民、保護者、国、地方公共団体がそれぞれこれを支える形で、児童の最善

その上で国民、保護者、国、地方公共団体がそれぞれこれを支える形で、児童の最善

の利益を優先して考慮され、児童の福祉が保障されることが明記されている。このこ

の利益を優先して考慮され、児童の福祉が保障されることが明記されている。このこ

とを踏まえ、社会的養護を必要とする子どもの養育を進める必要がある。

とを踏まえ、社会的養護を必要とする子どもの養育を進める必要がある。

また、法第３条の２において、
「国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身と

また、法第３条の２において、
「国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身と

もに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、児

もに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、児

童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案

童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案

し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児

し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児

童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、（中

童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、（中

略）必要な措置を講じなければならない。
」と規定していることを十分に踏まえ、子ど

略）必要な措置を講じなければならない。
」と規定していることを十分に踏まえ、子ど
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もを養育者の家庭に迎え入れて養育を行う家庭養護である特別養子縁組を含む養子縁

もを養育者の家庭に迎え入れて養育を行う家庭養護である特別養子縁組を含む養子縁

組や里親委託を、原則として取り組んでいかなければならない。

組や里親委託を、原則として取り組んでいかなければならない。

しかし、現状においては、地域社会の変化や核家族化により、社会的養護を必要と

しかし、現状においては、地域社会の変化や核家族化により、社会的養護を必要と

する子どもが増加する中、虐待による影響など、様々な課題を抱えた子どもが多くな

する子どもが増加する中、虐待による影響など、様々な課題を抱えた子どもが多くな

っている一方で、このような子どもに対応できる里親が少ないこと、里親家庭におい

っている一方で、このような子どもに対応できる里親が少ないこと、里親家庭におい

ても家庭環境が変化していたり、里親制度への社会の理解不足から、里親委託が進ま

ても家庭環境が変化していたり、里親制度への社会の理解不足から、里親委託が進ま

ない事情がある。多様な子どもに対応できる様々な里親家庭、例えば、乳幼児、中・

ない事情がある。多様な子どもに対応できる様々な里親家庭、例えば、乳幼児、中・

高校生等の高年齢の子ども、障害のある子どもや非行児童などそれぞれに養育支援が

高校生等の高年齢の子ども、障害のある子どもや非行児童などそれぞれに養育支援が

可能な里親を開拓し、社会的養護の担い手として多くの里親を確保する必要がある。

可能な里親を開拓し、社会的養護の担い手として多くの里親を確保する必要がある。

さらに、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する
法律（平成２８年法律第１１０号）が平成２８年１２月に成立し、民間あっせん機関
が養子縁組のあっせんを行う上での様々な規制が設けられたところである。児童相談
所は、同法の規制を直接受けるものではないが、同法の規定の趣旨に則り、養子縁組
里親の選定や委託等の業務を行うことが求められる。
併せて、児童養護施設等においても、できる限り良好な家庭的環境における養育を

併せて、児童養護施設等においても、できる限り良好な家庭的環境における養育を

目指して、子どもの個別のニーズに応ずることが可能となるような養育単位の小規模

目指して、子どもの個別のニーズに応ずることが可能となるような養育単位の小規模

化や、地域社会に存在して、地域社会に子どもも養育者も参加できるような地域化を

化や、地域社会に存在して、地域社会に子どもも養育者も参加できるような地域化を

推進していくことが必要である。

推進していくことが必要である。

２～４

（略）

２～４

（略）

５．里親への委託

５．里親への委託

（１）～（３）

（１）～（３）

（略）

（４）養子縁組里親へ委託する場合

（略）

（４）養子縁組里親へ委託する場合

児童福祉の観点からの養子縁組制度の意義は、保護者のない子ども又は家庭での

児童福祉の観点からの養子制度の意義は、保護者のない子ども又は家庭での養育

養育が望めない子どもに温かい家庭を与え、かつその子どもの養育に法的安定性を

が望めない子どもに温かい家庭を与え、かつその子どもの養育に法的安定性を与え
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与えることにより、子どもの健全な育成を図ることができるという点である。この

ることにより、子どもの健全な育成を図ることができるという点である。このため、

ため、要保護児童対策の一環として、パーマネンシー（恒久的な養育環境）を必要

要保護児童対策の一環として、パーマネンシー（恒久的な養育環境）を必要とする

とする子どもが適合する養親と養子縁組を結べるよう制度を活用する。

子どもが適合する養親と養子縁組を結べるよう制度を活用する。

とりわけ特別養子縁組は、永続的な家庭の保障という観点から、社会的養護を必

とりわけ特別養子縁組は、永続的な家庭の保障という観点から、社会的養護を必

要とする子どもにとって極めて重要であることを念頭に置いて取組む必要がある。

要とする子どもにとって極めて重要であることを念頭に置いて取組む必要がある。

委託する養子縁組里親は、一定の年齢に達していることや、夫婦共働きであること、

委託する養子縁組里親は、一定の年齢に達していることや、特定の疾病に罹患した

特定の疾病に罹患した経験があることをもって排除するのではなく、子どもの成長

経験があることだけをもって一律に排除するのではなく、子どもの成長の過程に応

の過程に応じて必要な気力、体力、経済力等が求められることなど、里親希望者と

じて必要な気力、体力、経済力等が求められることなど、里親希望者と先の見通し

先の見通しを具体的に話し合いながら検討する。

を具体的に話し合いながら検討する。

また、子どもの障害や疾病は受け止めること、養子縁組の手続中に保護者の意向

また、子どもの障害や疾病は受け止めること、養子縁組の手続中に保護者の意向

が変わることがあることなどに対する理解を確認するとともに、子どもとの適合を

が変わることがあることなどに対する理解を確認するとともに、子どもとの適合を

見るために面会や外出等交流を重ね、里親の家族を含め、新しい家族となることの

見るために面会や外出等交流を重ね、里親の家族を含め、新しい家族となることの

意志を確認する。

意志を確認する。

子どもとの面会等に際して、里親の呼び方など子どもへの紹介の方法はそれぞれ

子どもとの面会等に際して、里親の呼び方など子どもへの紹介の方法はそれぞれ

の状況に応じて対応する。

の状況に応じて対応する。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があり、特別養子縁組は実親との法

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があり、特別養子縁組は実親との法

的な親子関係が切れ、戸籍上は長男・長女等と記載される。しかし、裁判所での審

的な親子関係が切れ、戸籍上は長男・長女等と記載される。しかし、裁判所での審

判決定によることは記載され、実親をたどることはできることを説明する。

判決定によることは記載され、実親をたどることはできることを説明する。

また、特別養子縁組の手続きは、養親となる者が居住地の家庭裁判所に申し立て

また、特別養子縁組の手続きは、養親となる者が居住地の家庭裁判所に申し立て

を行い、６か月以上の養育状況を踏まえ、審判により成立する。６か月の期間は申

を行い、６か月以上の養育状況を踏まえ、審判により成立する。６か月の期間は申

立時点から起算されるが、申し立てる前に、児童相談所から里親委託され、養育の

立時点から起算されるが、申し立てる前に、児童相談所から里親委託され、養育の

状況が明らかな場合は、この限りではない。特別養子縁組は、父母による監護が著

状況が明らかな場合は、この限りではない。特別養子縁組は、父母による監護が著

しく困難又は不適当である等特別の事情がある場合において、子どもの利益のため

しく困難又は不適当である等特別の事情がある場合において、子どもの利益のため

に特に必要があると認められるときに成立するものであり、そのような場合には積

に特に必要があると認められるときに成立するものであり、そのような場合には積

極的に活用する。

極的に活用する。

なお、特別養子縁組の成立には、父母の同意が原則として必要とされるが、父母

なお、特別養子縁組の成立には、父母の同意が原則として必要とされるが、父母

において子どもの利益を著しく害する事由がある等の場合には、父母の同意がなく

において子どもの利益を著しく害する事由がある等の場合には、父母の同意がなく
4

ても、家庭裁判所は特別養子縁組を成立させることができる（民法（明治２９年法

ても、家庭裁判所は特別養子縁組を成立させることができる（民法（明治２９年法

律第８９号）第８１７条の６ただし書）
。

律第８９号）第８１７条の６ただし書）
。

（５）～（９）

６～９

（略）

（５）～（９）

（略）

６～９

１０．里親委託及び里親支援の体制整備

（略）

（略）

１０．里親委託及び里親支援の体制整備

里親委託及び里親支援の体制整備については、次の事項に留意しながら、地域の実

里親委託及び里親支援の体制整備については、次の事項に留意しながら、地域の実

情に応じて推進する。

情に応じて推進する。

（１）担当職員の充実

（１）担当職員の充実

①

（略）

①

（略）

②

里親等委託調整員

②

里親等委託調整員

里親等委託調整員は、里親支援事業により置かれる職員であり、児童相談所にお

里親等委託調整員は、里親支援事業により置かれる職員であり、児童相談所にお

ける非常勤職員として配置される場合のほか、里親支援事業を委託された法人に常

ける非常勤職員として配置される場合のほか、里親支援機関事業を委託された法人

勤職員として配置することも可能である。また、里親支援事業を委託された法人の

に常勤職員として配置することも可能である。また、里親支援機関事業を委託され

常勤職員が、里親等委託調整員として児童相談所内で業務に当たる場合もある。

た法人の常勤職員が、里親等委託調整員として児童相談所内で業務に当たる場合も
ある。

里親等委託調整員は、里親支援事業全体の企画及び里親と乳児院等児童福祉施設、

里親等委託調整員は、里親支援事業全体の企画及び里親と乳児院等児童福祉施設、

関係機関との円滑な調整、自立支援計画作成等を行い、又は児童相談所の里親担当

関係機関との円滑な調整、自立支援計画作成等を行い、又は児童相談所の里親担当

職員を補助して、地域の里親委託及び里親支援を推進する。

職員を補助して、地域の里親委託及び里親支援を推進する。

③・④

（略）

（２）～（６）

③・④

（略）

（略）

（２）～（６）
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（略）

