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東京都における
フォスタリング機関事業の取組

東京都⾥親制度普及啓発キャラクター 「さとぺん・ファミリー」
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〇 令和２年１０⽉から、多摩児童相談所担当地域
で、フォスタリング機関事業の先⾏実施を開始しており、
令和４年４⽉から、江東児童相談所、⽴川児童相談
所管内で新たにフォスタリング機関事業を開所しました。

〇 フォスタリング機関事業では、⼀貫性、継続性のある
⾥親⽀援体制を構築するため、⾥親⽀援業務について、
包括的に⺠間機関へ委託を⾏っています。

〇 本⽇は、東京都におけるフォスタリング機関事業の
取組についてみなさまにご紹介したいと思います。



本⽇の流れ
１ フォスタリング機関事業開始の背景
２ フォスタリング機関事業の概要
３ フォスタリング機関事業の成果と実績
４ 今後の事業の展開
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１ フォスタリング機関事業開
始の背景



フォスタリング機関事業に関する国の
動向
□ 平成２８年改正児童福祉法
⾥親への普及啓発、リクルート、研修、マッチング、委託中の
養育⽀援、措置解除後の⽀援といった、⾥親⽀援に関する⼀
連の業務が「フォスタリング業務」として都道府県の業務に位置
づけ
□ 新しい社会的養育ビジョン（平成２９年８⽉）
・ フォスタリング業務は継続的で⼀貫したチームを形成すること
が⽋かせない。
・ リクルートから委託後⽀援まで⺠間機関に委託する⽅法
（フォスタリング機関事業）が挙げられる。
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１ フォスタリング機関事業開始の背景
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東京都社会的養育推進計画（令和
２年３⽉策定）

理念

社会的養護が必要な⼦供たちに加え、養⼦縁組成
⽴や家庭復帰後を含めた家庭で⽣活する⼦供たちが、
⽣まれ育った環境によらず、家庭や家庭と同様の養育
環境において、健やかに育ち、⾃⽴できるよう、状況や
課題に応じた養育・ケアを⾏います。

計画期間

令和２年度から令和11年度までの10年間

１ フォスタリング機関事業開始の背景
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東京都社会的養育推進計画
フォスタリング機関に関する施策の⽅向性

□ リクルート、研修、マッチング、委託後の⽀援に⾄るまでの
「フォスタリング業務」を包括的に⺠間機関に委託するフォスタリ
ング機関事業を実施し、⾥親等委託を推進する体制を強化
→ 令和11年度における⾥親等委託率を37.4％とすることを⽬
標（平成30年度時点14.3%）

□ フォスタリング機関事業の先⾏実施の状況等を踏まえて、他
の地域における実施の⽅法等を検討したうえで、⼀貫性・継続
性のある⾥親⽀援体制の構築を図る
→ 令和２年度から先⾏実施を開始し、全ての都児童相談所
担当地域で実施することを⽬標

１ フォスタリング機関事業開始の背景
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２ フォスタリング機関事業の
概要
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フォスタリング機関に委託する⽀援内容

・⾥親養育に関する⼀連の⽀援をフォスタリング機関に委託して実施します。
・チーム養育体制は継続し、児童相談所の親担当が、フォスタリング機関の業務の進
⾏管理をするとともに、チーム養育全体の進⾏管理を⾏います。

リクルート

フォスタリング機関に委託して実施

⾥親養育の⽀援
研修・

トレーニング
マッチング

フォローアップ研修は
⼆葉乳児院(⾥親⽀援機関)が実施

チーム養育体制は継続

２ フォスタリング機関事業の概要



フォスタリング機関の職員（8名）と担
当業務
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職員 主な業務内容
・⾥親リクルーター１名
・区市町村連携コーディネーター１名

⾥親の新規開拓、普及啓発

・⾥親トレーナー１名 ⾥親研修、未委託⾥親に対するトレーニング
事業

・⾥親等委託調整員１名 ⾥親新規登録・登録更新⼿続、
マッチング⽀援、⾃⽴⽀援計画作成

・⾥親委託等推進員２名 ⾥親家庭への指導・⽀援、⾥親等による相
互交流、実親交流⽀援

・⾃⽴⽀援相談員１名 ⾃⽴に向けての⾥親家庭への情報提供、
相談援助、⾃⽴後の相談援助

・統括責任者１名 業務全体の統括・調整・進⾏管理、⼈材育
成

状況に応じて職員間で担当業務の変更があります

２ フォスタリング機関事業の概要



受託事業者について
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「応募者の要件」
〇 本事業の趣旨や意義を理解するとともに、社会的養護の現状や背景、
⾥親制度に関する施策等について、相応の知識と実績を有し、かつ児童相
談所と⼗分な連携を図ることができること。
〇 児童養護施設、乳児院等を運営する社会福祉法⼈、⼜は⾥親⽀援等
を⽬的とした特定⾮営利活動法⼈等であること。
〇 ⾥親及び関係機関並びに⼦育て⽀援サービス等に熟知していること。

プロポーザル⽅式での事業者選定を⾏い、以下の事業者が受託
地域 開始時期 受託者
多摩児童相談所 令和２年１０⽉ （社福） ⼆葉保育園 ⼆葉学園
江東児童相談所 令和４年４⽉ （社福） ⼆葉保育園 ⼆葉乳児院
⽴川児童相談所 令和４年４⽉ （社福） 愛恵会乳児院

２ フォスタリング機関事業の概要



フォスタリング機関事業が始まって
変わること 変わらないこと
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★ 変わること
・⾥親や委託児童からの相談窓⼝は、今まで⾥親担当児童相談所
の親担当の職員でしたが、その窓⼝がフォスタリング機関になります。
・これまでは⾥親の研修は東京養育家庭の会、トレーニングやカウン
セリングは⾥親⽀援機関というように、携わる機関が分かれていまし
た、その⼀連の⽀援を、⼀つの機関（フォスタリング機関）が⾏うよう
になります。

★ 変わらないこと
・都に登録されている⾥親であることに変わりはないため、引き続き都
の⾥親認定基準の適⽤を受けるとともに、⼦供とのマッチングも都の
児童相談所全域で⾏います。

２ フォスタリング機関事業の概要



フォスタリング機関

委託児童
・新規委託時フォロー訪問
・定期巡回訪問
・⾃⽴⽀援計画策定に際しての意⾒
・育児家事援助者派遣
・学習ボランティアの派遣調整 等

施設
（乳児院・児童養護施設）

・当事者同⼠の⽀え合い 等

東京養育家庭の会

・相談活動
・⾥親サロン、各種⾏事 等

⽀部

地域の関係機関
（学校、医療機関等）

・⽇常⽣活⽀援

⾥親育成⽀援課
区市町村

（⼦供家庭⽀援センター）

養育家庭⽀援員

⾥親⽀援専⾨相談員・フォスタリング機関の業務の進捗管理・⽀援 等

親担当児童相談所
親担当児童福祉司 養育家庭専⾨員

・コンサルテーション
・⾃⽴⽀援計画策定
・⾥親家庭からの⼀義的な相談窓⼝、訪問⽀援
・⾥親サロンの実施 ・カウンセリング（縁組成⽴後含む）
・未委託家庭訪問⽀援、⼀時保護委託への⽀援
・⾥親新規登録、更新⼿続 ・実親交流⽀援
・マッチングへの参加 等

・委託措置（マッチング）
・実親との窓⼝
・委託児童の養育の相談⽀援、⾃⽴⽀援計画策定等

⼦担当児童相談所
児童⼼理司⼦担当児童福祉司

⇒ 連携

⇒ 相談・⽀援

・⾥親向け具体的・実践的な研修の実施
（都全域を⼆葉乳児院が担当）

⾥親⽀援機関
フォローアップ研修担当

⾥親委託等推進員２名・⾥親委託等調整員１名

⾥親トレーナー１名
・⾥親研修
・スキルアップ研修 等

⾃⽴⽀援相談員

・⾃⽴に向けた⽀援や
措置解除後の
相談援助の強化等

⾥親リクルーター２名

・⾥親のリクルート全般

統括責任者１名
・フォスタリング業務全体の
進⾏管理調整等

チーム養育体制について（フォスタリング機関が⼊っている児童相談所）

チーム養育
全体の進⾏管理
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⾥親家庭からの相談につ
いては、⾥親委託等推
進員が、⼀義的な窓⼝
になります。

⾥親家庭
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３ フォスタリング機関の取組
実績
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多摩児相フォスタリング機関の取組実績
リクルート

〇 ⼀つの児相管内でリクルート活動を⾏う専任職員を配置す
ることにより、地域に根差した⽀援を積極的に実施
〇 令和３年３⽉以降、毎週オンラインによる説明会を開催し
ているほか、⽉に１回⾥親制度説明会を開催
〇 多摩児相フォスタリング専⽤のホームページを設けること
により、⾥親希望者からのメールによる相談受付も開始
⇒ こうした取組は、⾥親登録数の増にも貢献

＜取組＞

時間を選ばすにメールができ、⾥親に興味がある⼈がよりアクセスしやすくなった

⾥親さんからの声（令和3年度実施多摩児相管内⾥親へのアンケートより）

より多くのツールを活⽤して、制度の普及に取り組んでくれていると感じる

３ フォスタリング機関の取組実績
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研修

〇 児童養護施設⼆葉学園を会場として、多摩児相管内の⾥親
のみを対象として研修を実施。
〇 ⼩規模な⼈数での開催であり、児童相談所やフォスタリン
グ機関と各⾥親家庭との距離が近く、互いのことを知る機会
になっている。
〇 グループワークは⾥親の希望に沿ったものを設定するなど、
⼀部の科⽬では柔軟な対応も可能としている。

＜取組＞

研修会場の場所が⾃宅から近くて助かった。また、研修時に⼀緒に受講した⼈が近隣の
⼈で嬉しかった

⾥親さんからの声（令和3年度実施多摩児相管内⾥親へのアンケートより）

アットホームで良い雰囲気の研修だった

３ フォスタリング機関の取組実績
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委託児童・委託解除後の児童の⽀援

〇 実親交流について、フォスタリングの拠点である施設の活
⽤により、着実な⽀援を⾏っている。
〇 リクルート事業において構築したLINEシステムを活⽤し、
⾃⽴⽀援相談員が元委託児童との連絡にLINEを活⽤。連絡が途
絶えがちな元委託児童に対するアフターケアにつなげている。
〇 ⾃⽴⽀援強化事業として、⼆葉学園の施設を活⽤し、委託
児童の⾃⽴に向けた勉強会「多摩フォスcafe」を定期的に毎回
テーマを設けて開催している。

＜取組＞

措置解除後も関わってもらえるのは本当に
有り難い。様々なふれあいの機会や情報は
切らさず、このまま持続してもらいたい

⾥親さんからの声

継続的な⽀援はとても⼼強く、今後も続け
てほしい

３ フォスタリング機関の取組実績



４ 今後の事業の展開
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今後の事業の展開
・ 現在実施している３つの児童相談所におけるフォス
タリング事業は「先⾏実施」という取扱であり、効果検
証と事業成果の確認が重要であると考えています。
・ 事業開始後、アンケートを実施する等、⾥親のみな
さんのご意⾒をお聞きしながら、効果検証を⾏っていき
ます。
・ 効果検証の結果を踏まえ、フォスタリング機関事業
の拡⼤に向けて検討を⾏ってまいります。
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４ 今後の事業の展開



（参考）
児童福祉法改正について
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【⾥親⽀援センターの業務内容】
⾥親の普及啓発、⾥親の相談に応じた必要な援助、⼊所児童と⾥親相
互の交流の場の提供、⾥親の選定・調整、委託児童等の養育の計画作
成といった⾥親⽀援事業や、⾥親や委託児童等に対する相談⽀援等を
⾏う。

□ 「⾥親⽀援センター」を児童福祉施設（第⼆種社会福祉事業）として
位置づけ
□ ⾥親⽀援の費⽤を⾥親委託の費⽤と同様に義務的経費とする。

児童福祉法等の⼀部を改正する法律案（R6.4施⾏、R4.3閣議決定）に
おいて以下の改正が予定

→ 都としては、今後国が定める「⾥親⽀援センター」の基準などの
詳細情報を確認し、フォスタリング機関事業を着実に運⽤していく

４ 今後の事業の展開



ご清聴ありがとうございました
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引き続き、みなさまのご意⾒を聞きながら、⾥親家庭の
よりよい⽀援体制を構築してまいります。


