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         提出された意見等の概要とこれに対する考え方 

 

 案   件   名 ： 兵庫県社会的養育推進計画（案） 

 意 見 募 集 期 間 ： 令和２年２月19日～令和２年３月10日 

 意見等の提出件数 ： 19件（12人） 

  （県の考え方欄） 

    「ご意見を反映しました」･･･計画に反映した意見 

    「既に盛り込み済み」･･･････その趣旨が既に計画に記載されている意見 

    「今後の検討課題」･････････今後、計画を推進する上での課題とする意見 

    「対応困難」･･･････････････対応が困難な意見 

    「その他」･････････････････計画に関係のない意見や感想 

 

項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

①３市町

の子ども

家庭支援

体制の構

築等に向

けた兵庫

県の取組 

 

 

（本文8ページ） 

要保護児童対策地域協議会には学校

関係者も入っていることや、実務者

会議には現場の教職員も入っている

例もあり、学校との連携が必要。 

 

１ 「ご意見を反映しました」 

(本文P8) 【３今後の取組】(1)市町の相

談体制等の整備に向けた対策について 

下記の文言を追加しました。 

『①要保護児童対策地域協議会と関係

機関の連携強化等 

イ要保護児童対策地域協議会と学校の

連携強化 

県内全市町の要保護児童対策地域協議

会において、学校関係者が構成員とし

て参画しており、今後より一層情報共

有を密にすることにより、児童虐待対

応と子どもたちが過ごす学校との連携

強化を目指す。』 

②４各年

度におけ

る代替養

育を必要

とする子

ども数の

見込み 

（本文14～16ページ） 

代替養育が必要ないと判断された子

どもの見守り・支援のあり方に関し、

学校との連携や学校の条件整備につ

いても言及する必要がある。 

１ 「ご意見を反映しました」 

(本文P8) 【３今後の取組】(1)市町の

相談体制等の整備に向けた対策につい

て 

下記の文言を追加しました。 

『①要保護児童対策地域協議会と関係

機関の連携強化等 

イ要保護児童対策地域協議会と学校の

連携強化 

県内全市町の要保護児童対策地域協議

会において、学校関係者が構成員とし

て参画しており、今後より一層情報共

有を密にすることにより、児童虐待対

応と子どもたちが過ごす学校との連携

強化を目指す。』 
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

③４各年

度におけ

る代替養

育を必要

とする子

ども数の

見込み 

（本文10ページ） 

「代替養育を受けている子どもの

数」並びに「代替養育を必要とする

子どもの数」については、児童自立

支援施設及び児童心理治療施設への

入所児童数を含まない旨の脚注を加

えるべき。 

１ 「ご意見を反映しました」 

(本文P10) 【１兵庫県の子どもの人口

に占める代替養育を必要とする子ども

数】表８・表９ 

下記の文言を追加しました。 

『※１ただし、児童自立支援施設及び

児童心理治療施設への入所児童数を含

まない。』 

④５里親

等への委

託の推進

に向けた

取組 

（本文23～24ページ） 

今後、里親等の委託を推進していく

のにあわせ、ファミリーホーム委託

児童数も増加させることが必要では

ないか。 

１ 「ご意見を反映しました」 

(本文P24) 【５本県における里親等委

託率の数値目標について】五段落目 

下記の文言を追加しました。 

『ファミリーホームに措置する子ども

数を３人以上増加させる』 

⑤５里親

等への委

託の推進

に向けた

取組 

（本文20～23ページ） 

今後、里親会の活動強化のためには、

今まで以上にイベント等を開催する

必要があるため、里親会の活動支援

のための委託金を増額すべき。 

１ 「今後の検討課題」 

今後も兵庫県里親会連合会が実施する

活動を支援していくため、ご提案の内

容について検討していきます。 

⑥５里親

等への委

託の推進

に向けた

取組 

 

７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 

（本文21～22、32～33ページ） 

行政は、市町と学校、自治会そして

施設が連携し、施設受け入れ地域の

住民の意識の向上をより進めるよう

啓発推進するべき。 

１ 「ご意見を反映しました」 

(本文P22) 【４フォスタリング業務の

包括的な実施体制の構築】(3)課題  

六段落目 

下記の文言を追加しました。 

『学校等教育機関や児童福祉関係以外

の行政機関・団体等に対しても、里親

制度の周知と、愛着形成などの課題を

抱えた里子を養育していることを啓発

していく必要がある。』 

 

(本文P33) 【２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】(2)今後の取組 

三段落目 

下記の文言を追加しました。 

『また、施設所在校区の学校と連携し、

施設と地域児童等との交流の機会をさ

らに増加させるなど、地域住民の施設

理解を高め、子どもを社会全体で育て

る意識を高めていく。』 



                       

3 
 

項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

⑦６パー

マネンシ

ー保障と

しての特

別養子縁

組等の推

進のため

の支援体

制の構築

に向けた

取組 

（本文28ページ） 

特別養子縁組前提里親への個別支援

活動を明記するべき。 

１ 「ご意見を反映しました」 

(本文P28) 【４今後の取組】(1)特別養

子縁組制度の普及 

下記の文言を追加しました。 

『関係機関の連携を深めるとともに、

養子縁組里親への特別養子縁組申請等

に関する適切な支援を行う。』 

⑧７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 

（本文31ページ） 

児童自立支援施設、児童心理治療施

設については、国から当該施設の運

営等についての方向性が示され次

第、改めてその在り方を検討する旨

を追記すべき。 

１ 「ご意見を反映しました」 

 (本文P31) 【２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】(1)現状 

十段落目 

下記の文言を追加しました。 

『児童自立支援施設、児童心理治療施

設については、国から当該施設の運営

等についての方向性が示される予定で

あるため、それを踏まえ改めてその在

り方を検討する。』 

⑨７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 

（本文32～33ページ） 

医療的ケアが必要な子どもなど、ケ

アニーズの高い子どもについても、

学校での生活があるため、学校との

連携や学校で受け入れるための条件

整備を図る必要がある。 

１ 「ご意見を反映しました」 

 (本文P33) 【２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】(2)今後の取組 

五段落目 

下記の文言を追加しました。 

『施設は、医療的ケアが必要な子ども

など、ケアニーズの高い子どもが通う

学校との間で情報共有を密にし、緊密

な連携を行って必要な条件整備を図

る。』 
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

⑩７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 

 

８一時保

護改革に

向けた取

組 

（本文29～38ページ） 

一時保護や施設入所については、食

事などの文化の違いや生活習慣の違

い等に配慮して過ごせるようにする

など、在日外国人や外国につながり

のある子ども達についての言及を行

うべき。 

１ 「今後の検討課題」 

「一時保護所のあり方検討会（仮称）」

において検討を進めるとともに、児童養

護施設等に入所する子どもについても

同様の配慮がなされる環境作りについ

て研究していきます。 

 

⑪８一時

保護改革

に向けた

取組 

（本文36～37ページ） 

施設又は里親に一時保護委託された

場合、委託先の学校にいきなり通学

することもあるが、学校側は子ども

について十分な情報がなく適切な支

援ができない可能性もあるため、学

校との連携が必要。 

１ 「ご意見を反映しました」 

 (本文P37) 【２課題】(5)学習の保障 

四行目 

下記の文言を追加しました。 

『一時保護委託先の地域の学校等との

連携を含めた環境整備が必要である』 

⑫８一時

保護改革

に向けた

取組 

（本文37ページ） 

こども家庭センターと女性家庭セン

ターとの連携強化については、実現

に向けて進んでいってほしい。 

１ 「既に盛り込み済み」 

(本文P37)【２課題】(8)において、児

童の安全確認方法等について女性家庭

センターと更なる連携強化を行う必要

があると認識し、その旨記載しており、

既に具体的な方策についても取り組ん

でいます。 

 

⑬８一時

保護改革

に向けた

取組 

（本文37ページ） 

女性家庭センター、こども家庭セン

ターとの連携のもと、婦人保護施設

での一時保護委託を考えてもらいた

い。 

１ 「ご意見を反映しました」 

(本文P37) 【３今後の取組】(1)現状対

策 

三行目 

下記の文言を追加しました。 

『女性家庭センターとこども家庭セン

ターの連携のもと、婦人保護施設での

新たな一時保護委託の受入依頼』 
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

⑭８一時

保護改革

に向けた

取組 

（本文36～38ページ） 

婦人保護施設の職員にも専門性向上

のための研修の機会を与えてほし

い。 

１ 「今後の検討課題」 

婦人保護施設職員も一時保護所職員と

同様、専門性の向上を図っていくこと

が必要であり、今後中央こども家庭セ

ンター等で実施する研修の内容につい

て検討していきます。 

⑮８一時

保護改革

に向けた

取組 

（本文38ページ） 

こども家庭センターと女性家庭セン

ターの一時保護所が統合されれば女

性家庭センター一時保護所の住所の

秘匿性が問題となるため、シェルタ

ーとして安心安全な生活ができるよ

うにしてほしい。 

１ 「今後の検討課題」 

「一時保護所のあり方検討会（仮称）」

を設置し、その中で検討を行います。 

⑯９社会

的養護自

立支援の

推進に向

けた取組 

（本文39～42ページ） 

施設退所児童は地域の一住民として

自立した暮らしをしていかなければ

ならないが、自立できない児童もい

る。そのサポートが必要になると思

うので、各児童養護施設に退所後の

児童のケアを行う専任職員を配置す

るべき。 

１ 「既に盛り込み済み」 

（本文P42）【３今後の取組】(4)にお

いて、児童養護施設等に、退所前後の

自立に向けた支援の充実を図るため、

進学・就職等の自立支援や退所後のア

フターケアを担う職員の配置を検討す

る旨を記載しています。 

⑰９社会

的養護自

立支援の

推進に向

けた取組 

（本文39～42ページ） 

企業をはじめ、企業に送り出す大学

等が施設の理解とともに連携を図る

ことが必要。 

１ 「今後の検討課題」 

令和２年度に児童養護施設退所児童実

態調査を実施予定であり、当該調査結

果を踏まえて、児童養護施設と企業、

大学等との連携のあり方について研究

していきます。 

⑱10児童

相談所の

強化等に

向けた取

組 

（本文43～46ページ） 

里親等への委託推進に伴い、担当す

る里親数が増加するが、里親担当職

員の数が同じだと、各里親への支援

活動が希薄になるため、こども家庭

センターの里親担当職員の増員計画

を示すべき。 

１ 「今後の検討課題」 

児童福祉法施行令の一部改正による配

置標準見直しに基づく児童福祉司の増

員や、フォスタリング業務実施体制の

強化を推進する中で、里親担当職員の

増員を検討していきます。 
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項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

⑲その他 （本文50ページ） 

この計画を改定するにあたり、本作

業部会メンバー以外に、学校関係者

の代表や労働組合の代表を入れるべ

き。 

１ 「その他」 

今後、本計画を見直すための委員会を

設置する場合は、ご意見を参考とさせ

ていただきます。 

  
 

（項目別件数） 

「ご意見を反映しました」 １０件 

    「既に盛り込み済み」    ２件 

    「今後の検討課題」     ６件 

    「対応困難」        ０件 

「その他」         １件 


