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第 1 章 社会的養護とは何か 

P３_＊７ 

社会的養護 （厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakait

eki_yougo/index.html 

 

P３_＊７ 

子育て支援 （厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/kosoda

te/index.html 

 

P４_＊10 

児童の権利に関する条約 全文 （外務省ホームページ） 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html 

 

 

P４_＊13 

児童の代替的養護に関する指針 （厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課仮訳 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018h6g-att/2r98520000018hly.pdf 

 

 

P６_＊15 

新しい社会的養育ビジョン （厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000173903.html 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki_yougo/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki_yougo/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/kosodate/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/kosodate/index.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018h6g-att/2r98520000018hly.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000173903.html
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第３章 子どもの人権擁護と社会的養護 

p26_＊８ 

児童の権利に関する宣言 （厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta1620&dataType=1&pageNo=1 

 

 

p32_図３-２ 

子どもの権利擁護の枠組み  

（厚生労働省「子どもの権利擁護に関するワーキングチーム とりまとめ」参考資料 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000785667.pdf 

 

p32_＊12 

子ども意見表明支援員  

（厚生労働省「児童福祉審議会を活用した子ども権利擁護対応ガイドライン」PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000579038.pdf 

 

第４章 社会的養護に関する社会的状況 

p35_＊８ 

児童の代替的養護に関する指針  

（厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課仮訳 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018h6g-att/2r98520000018hly.pdf 

 

 

p38_＊10 

社会的養護の課題と将来像 （厚生労働省「児童養護施設等の社会的養護の課題に関する 

検討委員会・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会とりまとめ」PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001j8zz-att/2r9852000001j91g.pdf 

 

p41_＊13 

都道府県社会的養育推進計画の策定状況  

（厚生労働省「各都道府県等の策定状況」PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11923000/000677020.pdf 

 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta1620&dataType=1&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000785667.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000579038.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018h6g-att/2r98520000018hly.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001j8zz-att/2r9852000001j91g.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11923000/000677020.pdf
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第５章 社会的養護の基本的な考え方 

p43_＊２ 

社会的養育の推進に向けて （厚生労働省資料 PDF，p11） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000833294.pdf 

 

 

p44_＊３ 

児童の代替的養護に関する指針  

（厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課仮訳 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018h6g-att/2r98520000018hly.pdf 

 

 

p45_＊５ 

社会的養育の推進に向けて （厚生労働省資料 PDF，p12） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000833294.pdf 

 

 

第６章 社会的養護における保育士等の倫理と責務 

p53_＊１ 

児童養護施設入所児童等調査の概要（平成 30 年２月１日現在）  

（厚生労働省 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11923000/000595122.pdf 

 

 

p54_＊５ 

社会福祉士の倫理綱領 （公益社団法人日本社会福祉会 PDF） 

https://jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinri_koryo.pdf 

 

 

p54_＊６ 

社会福祉士の行動規範 （公益社団法人日本社会福祉会 PDF） 

https://jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/kodokihan.pdf 

 

 

p55_＊９ 

社会的養育の推進に向けて （厚生労働省資料 PDF，p12） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000833294.pdf 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/000833294.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018h6g-att/2r98520000018hly.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000833294.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11923000/000595122.pdf
https://jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinri_koryo.pdf
https://jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/kodokihan.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000833294.pdf
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第７章 社会的養護の制度と法 

p62_図７-１ 

社会福祉基礎構造改革について（中間まとめ）（厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/www1/houdou/1006/h0617-1.html 

 

 

p67_＊８ 

「児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン」

について （厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知 平成 24 年 3 月 9 日 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/dv120317-2.pdf 

 

第９章 社会的養護の対象と支援 

p87_＊４ 

子ども虐待対応の手引き（厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv12/00.html 

 

 

p88_＊６ 

里親制度等について（厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakait

eki_yougo/02.html 

 

p88_＊７ 

児童養護施設入所児童等調査の概要（平成 30 年２月１日現在） （厚生労働省 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11923000/000595122.pdf 

 

 

P90_＊12 

子どもの権利条約（全文・政府訳） （公益財団法人日本ユニセフ協会ホームページ） 

https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_all.html 

 

 

P90_＊13 

児童の代替的養護に関する指針 （厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課仮訳 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018h6g-att/2r98520000018hly.pdf 

 

 

p91_＊20  

ポピュレーションアプローチ （埼玉県保健医療部「母子保健行政マニュアル」PDF） 

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/145957/3103manual.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/www1/houdou/1006/h0617-1.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/dv120317-2.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv12/00.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki_yougo/02.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki_yougo/02.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11923000/000595122.pdf
https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_all.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018h6g-att/2r98520000018hly.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/145957/3103manual.pdf
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p98_＊31 

児童相談所運営指針（厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv11/01.html 

 

 

p98_＊32 

児童養護施設運営指針  

（厚生労働省雇用均等･児童家庭局長 平成 24 年 3 月 29 日通知 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_04.pdf 

 

第 10 章 家庭養護と施設養護 

p105_＊５  

普通養子縁組と特別養子縁組 （厚生労働省「普通養子縁組と特別養子縁組のちがい・ 

特別養子縁組の成立件数・参照条文」PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000637049.pdf 

 

p106_＊６ 

里親委託ガイドライン （厚生労働省「里親委託ガイドラインについて」 

令和 3 年 3 月 29 日改正 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000803837.pdf 

 

p107_＊７ 

里親サロン （厚生労働省「里親サロン運営マニュアル」PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-

Koyoukintoujidoukateikyoku/0000080953.pdf 

 

p109_＊14 

児童養護施設等のケア形態の小規模化の推進について 

 （厚生労働省（令和元年 10 月 4 日）雇用均等・児童家庭局長通知 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000727837.pdf 

 

第 11 章 社会的養護とソーシャルワーク 

p116_＊３ 

ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる役割等について （厚生労働省 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000199560.pdf 

 

p116_＊５ 

「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」報告書 

（厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/www1/shingi/s0012/s1208-2_16.html 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv11/01.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_04.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000637049.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000803837.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000080953.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000080953.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000199560.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000199560.pdf
https://www.mhlw.go.jp/www1/shingi/s0012/s1208-2_16.html
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p117_＊６ 

ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる役割等について （厚生労働省 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000199560.pdf 

 

第 12 章 社会的養護に関わる専門職 

p130_＊５，P131_＊６ 

家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、心理療法担当職員、個別対応職員、 

職業指導員及び医療的ケアを担当する職員の配置について 

 （厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 平成 28 年 6 月 20 日通知 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-

Koyoukintoujidoukateikyoku/0000128504.pdf 

 

p132_＊９ 

児童相談所運営指針 第 1 章 児童相談所の概要（厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv11/01-01.html 

 

 

第 13 章 施設等の運営管理 

p136_*２～６（出典） 

令和２年社会福祉施設等調査の概況 用語の定義 （厚生労働省 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/20/dl/yougo.pdf 

 

 

p145_＊17 

児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律（平成 29 年法律第

69 号）について （厚生労働省 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-

Koyoukintoujidoukateikyoku/0000174771.pdf 

 

第 14 章 被措置児童等虐待の防止と権利擁護 

p150_＊１ 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準＿e-GOV 法令検索ホームページ 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100063 

 

 

p150_＊２ 

里親が行う養育に関する最低基準（第 6 条虐待等の禁止）＿e-GOV 法令検索ホームページ 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414M60000100116_20200401_502M60000100049 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000199560.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000199560.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000128504.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000128504.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv11/01-01.html
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/20/dl/yougo.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000174771.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000174771.pdf
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100063
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414M60000100116_20200401_502M60000100049
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p150_＊３ 

被措置児童等虐待対応ガイドラインについて  

（厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長 平成 21 年 3 月 31 日通知 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/tuuchi-45.pdf 

 

p157_＊13 

ペアレント・トレーニング実践ガイドブック  

（厚生労働省令和元年度障害者総合福祉推進事業 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000653549.pdf 

 

第 15 章 社会的養護と地域福祉 

p159_＊２ 

新しい社会的養育ビジョンについて（概要） （厚生労働省 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000182466.pdf 

 

p159_＊３ 

都道府県社会的養育推進計画の策定要領〈概要〉 （厚生労働省 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000349123.pdf 

 

 

ｐ160_＊５ 

社会的養育の推進に向けて （厚生労働省 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000833294.pdf 

 

 

p163_＊８ 

児童養護施設運営指針 （厚生労働省 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_04.pdf 

 

 

p163_＊９ 

児童養護施設運営ハンドブック （厚生労働省 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki_

yougo/dl/yougo_book_2.pdf 

 

p163_＊10 

第三者評価共通評価基準 （厚生労働省 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-

Koyoukintoujidoukateikyoku/0000080552.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/tuuchi-45.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000653549.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000182466.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000182466.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000349123.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000833294.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_04.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki_yougo/dl/yougo_book_2.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki_yougo/dl/yougo_book_2.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000080552.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000080552.pdf
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p164_＊11 

児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部改正（概要） （厚生労働省 PDF） 

https://www.moj.go.jp/content/001301546.pdf 

 

 

p165_＊12 

子ども食堂と連携した地域における食育の推進＿農林水産省ホームページ 

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomosyokudo.html 

 

 

p166_＊13 

都道府県社会的養育推進計画の策定要領 

 （厚生労働省子ども家庭局長 平成 30 年 7 月 6 日通知 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000657485.pdf 
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医療的ケア児について （厚生労働省 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000846525.pdf 

 

 

https://www.moj.go.jp/content/001301546.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomosyokudo.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000657485.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000846525.pdf

