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はじめに 

 

第 1 節 本報告書の目的 

 

厚生労働省「社会的養護の課題と将来像」」（平成 27 年 3 月）では、今後数十年ま

でに、施設、グループホーム、里親・ファミリーホームをそれぞれ 3 分の 1 ずつ、子

どもたちを迎え入れる構想が打ち出された。つまり、里親委託を社会的養護の子ども

たちのうち、3 分の 1 を家庭で受け入れることを目指すというものである。  

一方、里親委託率は 16.5%（「社会的養護の現状について（参考資料）」（平成 28 年

1 月）より参照）であり、目標数を実現のためには、いくつかの課題を解決していか

なければならない状況である。  

具体的には、新規里親登録者を増やすための開拓（新規里親リクルート）、里親委

託前から里親委託後までの包括的に取り組む支援システムモデル、里親支援機関の広

域ネットワーク構築モデル等、里親支援をソーシャルワークの視点から見ていくこと

が求められている。 

そこで本報告書は、「里親支援に求められる養育支援とその課題に関する研究」と

して、里親支援ソーシャルワークにおける社会資源の開発について、民間機関と里親

家庭、里親支援機関の実態調査から検討していく。また、実態調査より見えてくる視

点から、里親家庭に求められている養育支援とは何か、養育支援における課題にはど

のような内容があるのか等、今後の里親支援の課題について考察していく。  

 

第 2 節 調査研究の方法 

 

1）民間機関における里親家庭への訪問型在宅支援 実態調査－その 1 

①調査対象： 登録スタッフ 118 名 

（現在、活動中または休止中、事務局スタッフを含む）  

②調査方法： 質問紙調査（郵送） 

③調査内容： 里親家庭への訪問型在宅支援の実態、里親制度の認知度、里

親養育に対するイメージ等  

④調査期間： 2015 年 11 月～2015 年 12 月 

 

2）民間機関における里親家庭への訪問型在宅支援 実態調査－その 2 

①調査対象： 里親家庭への訪問型在宅支援に従事したスタッフ 5 名 

②調査方法： 聴き取り調査（グループインタビュー） 

③調査内容： 里親家庭への訪問型在宅支援の実態や感想  

④調査期間： 2015 年 12 月上旬 
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3）里親家庭における実態調査 

①調査対象： 東京都、千葉県、埼玉県、静岡県在住の里親家庭 8 家庭 

②調査方法： 聴き取り調査 

＊事前にフェイスシート（基本情報、養育経験、社会資源に

関する内容）を送付 

③調査内容： 里親登録に至ったきっかけ、これまでの養育経験に関して、

里親登録後に関わったことのある支援機関、里親登録後に利

用したことのあるサポート、家族・地域でお子さんの養育を

サポートしてくれる人、お子さんの習い事・スポーツ教室・

塾に関して等 

④調査期間： 2015 年 11 月～2016 年 2 月 

 

4）里親支援機関事業等の取り組みについて 

①調査対象： 東京都、千葉県、静岡県の里親支援機関 5 団体 

②調査方法： 聞き取り調査 

③調査内容： 里親支援機関の取り組み内容について 

④調査期間： 2015 年 10 月～2015 年 12 月 

 

第 3 節 倫理的配慮 

 

本調査研究実施において、個人情報の取り扱いには十分配慮を行った。里親家庭の

調査においては、調査で知り得た情報から個人あるいは都道府県、市区町村などを識

別する情報を取り除いて、個人が特定されないように十分配慮を重ねている。 

また、調査対象者に対しては、本研究の趣旨を理解していただいた上で、調査を行

っている。同時に、報告書とホームページ掲載に関しても同意を得られた対象者のみ

掲載している。 
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第 1 章 民間機関の取り組みについて 

 

第 1 節 民間機関における里親家庭への訪問型在宅支援の概要 

 

1）民間機関（バディチーム）の概要  

 

機関名： 特定非営利活動法人バディチーム  

設立： 平成 19 年 12 月 

住所： 東京都新宿区下宮比町 2 番 28 

主な事業内容： 家庭訪問型子育て支援  

養育支援訪問事業 

里親家庭支援 

託児 

研修講座 

 

 

2）里親家庭への訪問型在宅支援の実績  

 

○2009 年度 里親宅における家庭滞在型支援およびアンケート調査の実施  

 (社会福祉法人社会福祉事業研究開発基金助成事業) 

○2010 年度 里親家庭ファミリーサポート事業の実施(日本財団助成事業) 

○2011 年度 里親家庭ファミリーサポートの自主事業による継続実施  

 里親家庭からの個人利用による在宅支援の実施  

○2012 年度 東京都里親支援機関事業 育児家事援助者派遣受託(以降継続) 

 里親家庭からの個人利用による在宅支援の実施(以降継続) 

 

2009 年度「里親宅における家庭滞在型支援およびアンケート調査の実施」では、

モデル事業として訪問型在宅支援を里親の自己負担金無しにて実施。  

2010 年度「里親家庭ファミリーサポート事業の実施」では、長く継続できる制度

のモデルとして、行政で行われている一般的な子育て支援の「ファミリーサポート」

のように里親の自己負担金を 1 時間 800 円に設定し実施した。  

 

3）里親家庭への訪問型在宅支援の利用状況(育児家事援助者派遣) 

 

平成 24 年度 84 件 

平成 25 年度 212 件 

平成 26 年度 298 件 
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4）利用内容の具体例 

 

○保育 

 ・保護者外出時の自宅や指定場所での保育。  

・保護者の外出目的は、養育体験発表会や研修などへの参加、きょうだい児の

学校行事等への参加、保護者の通院あるいは美容院などの用事を済ませること

や、ヨガ教室や習い事への参加、夫婦だけの時間を設けることを目的とされる

こともあった。 

・保護者が外出されず自宅で家事に専念することや、行政担当者の訪問時に保

護者の子育て相談やプログラムの受講時に別室で保育を行うこともあった。  

・また、高齢の保護者が自分にかわって、子どもが体力を使った遊びが出来る

よう希望をされることや、子どもの長期休み（夏休み、冬休み、春休み）の負

担軽減を目的とした利用希望もみられている。  

・保育場所としては近くの公園、児童館、図書館などを中心に、遠方の施設等、

指定場所に伺った。 

 

○送迎 

 ・特別支援学級あるいは特別支援学校、習い事(サッカー、スイミング、チアリ

ーディング等)の送り迎え。バス・電車等交通機関を使った利用もみられた。  

・保護者に急用が入り、日頃の送迎対応ができなくなったことによる依頼が多

くみられている。 

 

○家事 

 ・保護者の病気あるいは入院等の事情により、保護者のうちどちらかが不在期

間中、委託直後に子どもが保護者から離れられない時期、保護者の怪我等身体

的に不自由な期間の調理または掃除等の家事支援。  

 

○学習支援 

 ・小学生から高校生までの学童期を対象に、学力の向上や学習習慣を身につけ

ることを目的とし、家庭教師としての定期的な利用がみられた。また、学習だ

けではなく、話し相手や遊び相手としての役割もあった。  
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5）里親支援マニュアル  

里親支援マニュアル（バディチーム）2015 年 12 月改訂版より一部抜粋  

 

里親とは 

○里親とは、親の病気、家出、離婚、そのほかいろいろな事情により家庭で暮らせない子どもたち

を、自分の家庭に迎え入れて養育する人のことをいいます。 

○里親制度は、児童福祉法に基づいて、里親となることを希望する方に子どもの養育をお願いす

る制度です。 

○里親は、どこにでもいる普通の家庭のお父さん、お母さんです。そして、子どもたちはどこにでも

ある家庭で生活を送っています。 

 

 

【育児（保育・送迎）】  

※育児支援（保育） 

 保育の内容 

 保育については、保護者が外出中のためにお子さんをご自宅または公園・児童館など

指定された場所で保育する内容です。（保護者在宅の場合もある）  

 ご自宅から交通機関（バス・電車等）※1 を使用して離れた場所（有料の施設の場合も

含む※2）での保育も依頼内容に含まれることがあります。その際は、依頼内容にある

ことを順守してご支援を行うように心がけてください。  

 お子さんが不安にならないように配慮をして、安全を第一に、楽しい時間が過ごせる

ように行ってください。  

 お預かり時 

 お預かりの際、当日のお子さんの様子をお聞きしてください（発熱時などの病児保育

はできません）。 

 長時間での保育が多いため、お子さんの好きな遊びや食事（好き嫌い）について保護

者に尋ねておくとよいかと思います。また、食事や排せつの手段（援助が必要かどう

か）やお昼寝の有無など、ご家庭でのお子さんの様子も同様に尋ねておいてください。 

 お引き渡し時 

 終了時、保護者にサインをもらって終了になります。  

 保育中のお子さんの様子（食事、排泄を含む）を報告してください。 
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＊育児支援（送迎） 

 送迎の内容 

 送迎については、お子さんを指定された場所から指定された場所まで送り迎えをする

内容です（指定された場所には、お子さんが通っている保育所や幼稚園、小学校や学

童保育など年齢に合わせて様々です）。  

 送迎時の移動手段  

 送迎の場合、通常保護者が送迎時に自転車または車を使用している場合が多いため、

長い道のりを徒歩移動することになります（支援者は自転車または車での送迎は禁止

されています）。※詳しい内容は別紙「送迎について」を参照。  

 ただし、保護者から指定された交通機関（バス・電車等）※1を使っての送迎もありま

す。 

※1  交通機関を利用しての保育・送迎の場合、電車代、バス代等の移動にかかる子育てパートナ

ーの交通費はご利用者（保護者）負担になります。  

※2  有料の施設を利用した場合にも同様に入場料や入館料、チケット代等にかかる子育てパート

ナーの費用はご利用者（保護者）負担になります。  

 

 

【家事】 

＊家事支援 

 家事の内容 

 家事支援については、保護者が在宅中に調理又は掃除等を行います。  

 

 

【留意点】 

 個人情報の取り扱いに気をつけてください  

 ご家庭の知り得た個人を特定する情報は慎重に取り扱ってください。（守秘義務※3） 

■ ご支援中は「里親さん」という言葉は一切使わないようにしてください  

・ 「里親」であることは、お子さんや近所の方にも伝えていないことが多くあります。  

・ 「○○さん」「お母様」などのよび方をしてください。  

 親子の事情など、こちらからは尋ねないようにしてください 

 ご家庭には様々な事情があります。こちらから興味本位で保護者の事情（何故里親に

なったか等）、お子さんの事情（実親さんについて等）などを尋ねないようにしてく

ださい。但し、保護者やお子さんの方から話があった場合には、傾聴し、そのままを

うけとめてください。  

 連絡は事務局を通してください  

 ご家庭と直接連絡をする事はできません※4。保護者から連絡先を教えていただくこと

もあるかと思いますが、事務局にご連絡ください。  
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 育児（保育・送迎）と家事を併用することはできません 

 お子さんをお預かり時に調理や掃除を行うことはできません。但し、支援内容に昼食

や夕食、おやつなどの食事を含む場合があります。その際は、保護者が事前に用意し

ている食事がありますので、電子レンジ等で温めるなどをして食事をさせてくださ

い。 

※3 ある一定の職業・職務に就いている者・就いていた者に課せられる「職務の中で知りえた秘密

を漏らしてはならない」＝秘密を守る義務。  

※4 現在、依頼書に里親の連絡先は載せていませんが、過去の依頼書では連絡先を載せているもの

があるかと思います。もしお持ちの場合は、取り扱いに気をつけてください。事務局から新しいも

のを送付することもできます。  

 

 

【その他】 

 里親家庭において知っておくべきこと  

 里親家庭の場合、お子さんに真実告知※5をされていないことがあります。  

里親とお子さんの姓は違いますが（養子縁組里親家庭は同じ）、保育園・幼稚園また

は学校などでは通称名※6 で通っていることもあります。  

※5 乳児期などに里子を受託し、里親であることを告げずに里子を育ててきた里親が里子に「自分

は里親であり、生みの親は別にいる」という事実を告げること。告げる時期や伝え方、その後のフ

ォローなどをよく検討し適切に行うことが必要とされる。 

※6 戸籍上の氏名（本名）ではないが日常生活で使用している氏名のこと。里子の場合は戸籍上の

姓ではなく、里親の姓を通称名として名乗るケースがある。  

2015/12 

 

第 2 節 質問紙調査の結果 

 

第 2 節では、質問紙調査の結果より、9 つの項目に分類し、考察を行った。 

回答者の基本属性 子育て経験・資格 ボランティア経験 社会的養護の認知度  

里親のイメージ 普及啓発・普及促進  支援者としての配慮  里親家庭支援の現状  

里親家庭支援の要望 

 

1）調査結果の概要 

調査票の回収結果は、以下の通りであった。  

配布数 118 名  

※集計結果のグラフにおいては、小数点第 2 位を四捨五入しているた

め、合計が 100％にならないことがある。 

回収数 84 名 

回収率 71.2% 
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2）回答者の基本属性 

 

支援者の年齢層については(図１)、「50 代」が 33.3%と最も高い割合を示した。続い

て「40 代(23.8%)」、「30 代(20.2%)」となっている。また、「20 代」は 15.5%、「60 代」

は 7.1%と、割合が少ない。50 代の割合が多いということは、子育てがひと段落した

方や、様々な仕事に就いてきた方が多いと考えられ、こうした経験豊富な支援者がい

ることは心強い。しかし、利用者の多様なニーズに応えるため、これからの活動をさ

らに活発化していくためにも、若い年代の支援者が今後より増加していくことが望ま

れる。 

支援者の性別については(図２)、「女性」が 85.7%と「男性」の 9.5%と比べると圧倒

的に多い。女性の社会進出が進んでいる現代においても、家庭内で家事・育児を担う

のは女性である傾向が高いことから、家事支援や保育に従事する支援者も、女性であ

る割合が強いと考えられる。  

近年、男女平等にむけて社会が前進する中で、男性支援者の割合を高めるためにも、

社会全体で男性の家事・育児時間を増やしていくための動きや、従来の価値観を変革

していく働きかけが必要であり、今後の課題として取り組んでいく必要があるといえ

る。 

 

図1 年齢層 

 

図2 性別 
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 (人) 

図 3 年齢別男女構成 

 

バディチームを知ったきっかけについては(図 4)、「求人情報誌」が 41%と高い割合を示し

た。このことからは、バディチームで働いている支援者は、現在の支援に関わる以前から、

仕事として支援に関わりたいという意欲をもっており、求人情報誌などで情報を得ていたこ

とが読み取れる。さらに、「ボランティア情報サイト(5%)」という回答があり、ボランティ

ア意識をもつ支援者がいることも分かる。2 番目に多い割合だったものが「バディチーム

HP(27%)」であり、近年はホームページが周知の方法として有効であることが分かる。 

また「友人・知人の紹介」が 9%あり、バディチームの支援者が、支援の輪を広げる役割

も担っていることが読み取れる。 

(人) 

図 4 知ったきっかけ(複数回答) 
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バディチームの活動経験については(図5)、36.9％の「1年以上〜3年未満」が1番高い割合

になった。ついで「1年未満」が31.0%となっており、大きな差はない。3番目に多かったの

が「3年以上〜5年未満(26.2%)」、最後が「5年以上〜7年未満(6.0%)」となった。 

 

図 5 活動歴 

 

これまでに従事した支援内容(図 6)は、「養育支援訪問(養育困難家庭におけるホームヘル

プサービス)」の回答が最も多く 68 人が従事している。次いで「妊娠出産時家庭ホームヘル

プサービス」(57 人)、「個人利用」(56 人)、「里親家庭支援」(54 人)であり、人数はほぼ同数

が続いている。このことから、「里親家庭支援」は他の支援と共通する利用者ニーズがある

といえる。 

(人) 

図 6 これまで従事した支援内容 (複数回答) 
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一番少ない「講座・イベントの託児」(38 人)は、講座やイベント会場での集団保育である。

里親会や里親サロン等開催時の託児もこの中に含まれ、里親家庭と関わっている。 

また、「里親支援を含むその他の支援は、利用者宅での保育や家事が中心となっている。こ

のことから、他の支援での経験を「里親支援」に活かせていると考えることもでき、今後も

その可能性が期待できる。 

 

3）子育て経験・資格 

 

子育て経験の有無については(図 7)、「ある」が 53.6%、「なし」が 40.5%という結果にな

った。「ある(53.6%)」の支援者の方が割合が多いが、「なし(40.5%)」の支援者も少ないわけ

ではない。このことから、家庭支援においても、子育て経験を重要視しすぎることなく、支

援者の意欲や子育て以外の経験、専門性や知識を用いて、支援に携わっていることが伺える。 

 

図7 子育て経験の有無 

 

支援者の資格有無については(図 8)、「ある」が 72.6%で「なし」が 27.4%という結果にな

った。このことから、支援者はなんらかの資格を取得している傾向が高いことが分かる。 

 

図 8 現在、取得している資格の有無 
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図 8 では、支援者の資格取得率は高いという傾向をみせた。では、具体的にどのような資

格を取得しているのかという質問については、図 9 に示す結果となった。 

１番多い回答だったものが、「保育士」の 30 名であり、「幼稚園教諭」も 12 名の方が資格

を取得しているという結果であった。さらに、「チャイルドマインダー(2 人)」や「ベビーシ

ッター(5 人)」の資格者もいることが明らかになった。このことから、保育や幼児教育、子

どもの福祉に関心の高い人、また子どもの成長・発達の分野に対する知識を持ち、それらの

専門性に長けた人が支援にあたっていることが分かる。 

さらに、教育の分野では、「幼稚園教諭」だけでなく、「小学校教諭(1 名)」、「中学校教諭(4

名)」、「高等学校教諭(7 名)」という結果もでており、幼児教育だけでなく学童期〜青年期ま

で、幅広い専門性をもつ支援者がいることが分かった。 

「社会福祉士」の資格は、7 名の人が取得しているという結果であった。里親制度を含む

社会福祉の専門家が、支援に携わっているということは、利用者にとって大きな支えになる

かもしれない。 

そして、「臨床心理士(2 名)」、「臨床発達心理士(1 名)」、「認定心理士(5 名)」、「精神保健福

祉士(4 名)」と、心理や精神面に関する資格を有している人についても明らかになった。支

援にあたる中で、お子さんや里親さんの抱える不安や悩みなどに触れるとき、これらの専門

性を活かして支援に携わっていることが考えられる。 
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 (人) 

≪その他内訳≫ 

・調理師 

・司書 

・歯科衛生士 

・簿記 1級 

・AFP 

・ファイナンシャルプランナー2級  

・法人税所得税 1級 

・産業カウンセラー 

・社会福祉主事任用資格 

・児童福祉司任用資格 

・認定臨床心理カウンセラー 

・臨床心理療法士 

・認定臨床心理士 

・心理カウンセラー上級 

・家庭生活カウンセラー 

・不登校訪問支援カウンセラー 

・アロマセラピーインストラクター  

・食育インストラクター 

・ホームアテンダント 2級 

 

図 9 現在、取得している資格(複数回答) 
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有資格者は図 10 より、社会福祉士や臨床心理士の資格取得を希望する人が多い。保育士、

幼稚園教諭など、既に子どもに関わる資格を取得している人が多い。このことから、資格や

経験を生かした活動を行い、その上でさらに福祉や心理の分野を含めたスキルアップを目指

そうとする姿勢がみられる。 

 (人) 

≪その他内訳≫ 

・言語聴覚士 ・調理師 ・ケアマネージャー ・児童指導員 ・公認心理師 

・自閉症スペクトラム支援士 ・幼稚園教諭二種から一種に昇格させてみたい 

・遺児のためのファシリテーター ・今のところないが時代の変化も踏まえ、多方面にわたり、

研鑽を積みたい。 
 

図 10 今後取得を希望する資格(有資格者)(複数回答) 
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無資格者はチャイルドマインダー、ベビーシッター、保育士など、主に子どもに関する資

格取得を希望している。図 1、図 2、図 7、図 9 からわかるように、バディチームの支援者

は年齢や性別、経験や保有資格も様々であり、それぞれの得意分野を活かして活動している。

実際に家庭支援に入ることで、保育や心理等の専門性を深めようと、資格取得の必要性を感

じる人もいると考えられる。一方で資格の有無に関わらず活動していこうとする意志を持つ

人もいる。各家庭のニーズに対応できるよう、今後益々支援者の志を高めていくことが大切

である。 

 (人) 

≪その他内訳≫ 

・メンタルケア心理士 

・何かあればとは思いますが具体的には調べたり動いたりしていないです。 

図 11 今後、取得を希望する資格(無資格者)(複数回答) 
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4）ボランティア経験 

 

ボランティア経験では、全体の 7 割以上の方がボランティア経験があるという結果がで

た。このことから、支援者は、全体の傾向としてボランティアに対する意識が高く、ボラン

ティアの経験をもつ方が多いことがいえる。 

 

 

図 12 ボランティア経験 

 

ボランティア経験者に対し、これまでどのようなボランティアを行ったことがあるのか

「ボランティア内容」についてうかがった。 

結果は、「子ども関連」の回答が 61%と、全体の中で高い割合を占めており、数あるボラ

ンティアの中でも特に、子どもに関するボランティアを経験された方が多いことが分かっ

た。つづいて「障がい者支援」が 11%、「被災地支援活動」が 7%、「高齢者支援」が 6%、「相

談・カウンセリング」が 4%という結果になった。「被災地支援活動」については、東日本大

震災以降に高まったものといえ、具体的な活動経験として「いわき市にておえかきボランテ

ィア」や「震災の赤ちゃんプロジェクト」などがあげられていた。 
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図 13 ボランティア内容 

 

図 14 ボランティア内容：子ども関連の内訳  
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「子ども関連」(61%)の内訳(図 14)をみると、「障がい児支援」(22%)が 1 番多い割

合を示している。ボランティアの内容(図 12)でも、「障がい者支援」が 2 番目に高い

割合を示していたことから、支援者は、障がい者(児)支援に関心をもつ傾向にあると

いえる。個々の意見からは、対象とする子どもの障がいの種類は、「発達障がい」「自

閉症」「聴覚障がい」など、様々であることが分かった。さらに、障がい児を対象とす

るボランティアの形も様々で、学校でのサポート、託児やデイサービスなどがあげら

れている。また、障がい児を対象とするボランティアの特徴として、「一緒に遊ぶ」と

いう意見が半数近くあげられていた。  

「障がい児支援」につづき、2 番目に高い割合を示していたのは「子育て支援」(16%)

であった。内容は、子どもの保育や送迎、一時預かりなど、保護者の負担を軽減させ

るものや、直接保護者と関わる対話式のボランティアなどがあげられていた。  

また、「小学校」、「保育園・幼稚園」、「乳児院」、「児童館」では、共通して「読み

聞かせ」のボランティアが多くみられた。そして、「養護施設」、「保育園・幼稚園」(11%)、

「乳児院」、「児童館」では、「遊び相手」や「保育補助」などのボランティアが共通し

てあげられている。 

その他の意見では、「児童相談所にて里子の学習支援」、「小児病棟で遊び相手」や

「子ども食堂」など、多様なボランティアがあげられている。中には「インドシナ難

民の子どもの家庭学習支援」というものもあり、国境を越えたボランティアもみられ

た。 

これらの結果から、ボランティアの対象・内容は、今日の社会で困難を抱えている

人、また課題とされている事柄に関係しているといえる。そのため、ボランティアを

行う人は、社会の様々な面に対し敏感な感性を持っていることが考えられ、人権尊重

の意識を高くもっている人だといえる。そして、このような意識をもつ人たちが、里

親家庭支援の業務に携わり、これまでのボランティアで培ってきた知識や経験を、支

援に活かしているのではないかと考えられる。  
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子 

ど 

も 

関 

連 

55

人 

障がい児支援  

(12 人) 

・ 小学校での発達障がいが疑われる児童の授業時でのサポート  

・ 障害児通園施設で子どもの遊び相手  

・ 障害児者施設での活動(バスハイクや活動参加) 

・ 自閉症の子どもたちの放課後の遊び相手  

・ 発達障がい児のデイケアで子どものあそび相手  

・ 放課後デイサービスでのイベントスタッフ  

・ 自閉症の子どもの遊び相手  

・ 障がい児の託児など  

・ 障がい児学習支援・障がい児移動教室引率 etc 

・ 重度障がい児の遊び相手など  

・ 障がいのあるお子様達と、ピクニックへ行き、1 泊するという

ボランティアを学生の頃にしました。  

・ ろう学校のボランティア参加(ドッチボールの参加) 

子育て支援 

(9 人) 

・ ブックスタートボランティア(絵本をお渡ししながらお母様と

お話) 

・ ホームスタートのビジター  

・ 親子ふれあい遊びのファシリテーター  

・ ファミリーサポート提供会員…保護者外出時のお子様のお預か

り etc (有償ではありますが基本理念はボランティア) 

・ 子どもの送迎  

・ ワーキングマザーのための対話イベント  

(生後 210 日までの子どもは同伴 ok) 

・ 保育  

・ 講座、説明会での区の施設での一時預かりのヘルプ  

・ 保育園へのお迎え  

小学校 

(7 人) 

・ 学校で、絵本の読み聞かせ  

・ 小学校の行事のお手伝い  

・ 小学生のスポーツ大会で審判、会場設営  

・ 小学校での(子供の)読み聞かせ  

・ 娘の小学校で朝の読み聞かせ  

・ 小学校で読み聞かせ  

・ 学校で読み聞かせ、算数のサポート  

養護施設 

(6 人) 

・ 児童養護施設にて、子どもの遊びボランティア、幼児寮や学童

寮の中学生に個別で学習ボランティア(英語のみ) 

・ 養護施設で子どもの遊び相手  

・ 私は養護施設の出身ですので、年の 1〜2 回園に行きイベント等

に参加したりしています。その他呼ばれることがあれば帰って
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います。  

・ 児童養護施設での学習支援など。  

・ 児童養護施設での学習ボランティア  

・ 児童養護施設訪問  

保育園・幼稚園  

(6 人) 

・ 保育園でのお手伝い  

・ 保育園での保育補助・遊び相手  

・ 保育園(無認可)での保育補助  

・ 保育園で子どもの遊び相手、読み聞かせ  

・ 幼稚園でオーケストラ演奏  

・ (幼稚園)での読み聞かせ、算数のサポート  

乳児院 

(3 人) 

・ 乳児院での保育補助  

・ 乳児院で遊び相手など  

・ 乳児院で絵画制作ボランティア  

児童館 

(3 人) 

・ 児童館、公民館での保育(お預かり) 

・ 児童館のお祭りのお手伝い  

・ 児童館で(公園も含む)読み聞かせ  

その他 

(9 人) 

・ あしなが育英会レインボーハウスで遺児のファシリテーターで

子どもたちに寄り添い遊んでいます。  

・ インドシナ難民の子どもの家庭学習支援。  

・ 子ども食堂というイベントで調理など  

・ 小児病棟で子どもの遊び相手  

・ 児童相談所の学習支援(里子さん向け) 

・ 母子生活支援施設で子ども達の遊び相手、キャンプ開催  

・ 区のフェスティバルのコンサート(子供)プロデュース  

・ 思春期の子どもとメールでのカウンセリング  

・ 公共施設で、子供の遊び相手や見守り、絵本の読み聞かせ  
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障がい者支援(10 人) 

・ 障害者施設で余暇活動、行事等での支援  

・ 障がい者への自然観察会でのスタッフ  

・ 車いすの方のお世話(移動など)  

・ 救護施設で散歩補助等  

・ 精神保健福祉施設で利用者の趣味の活動(卓球)とする、音楽会を開く  

・ 障害者入所施設でのお祭りボランティア  

・ 障がい者施設のお祭りの手伝い  

・ 障がい者(成人)対象レクリエーション  

・ ガイドヘルプ  

・ 視覚障がい者の介護人  
 

 

被災地支援活動(6 人) 

・ 被災地の農家のお手伝い  

・ バディチームでのボランティア(東日本大震災後に東北から東京に移ってこられたご家

庭の支援に入ったことがあります。) 

・ いわき市にて、おえかきボランティア  

・ 震災(東北大震災)等の赤ちゃんプロジェクト  

・ 被災地支援  

・ 自然災害、テロ被害者(地域)への募金集めのための活動、イベント実施他。途上国(タン

ザニア他)への寄付金集めのための料理教室等の実施。  
  

高齢者支援(5 人) 

・ 老人介護施設での介護  

・ 区のお年寄りへの見守りボランティアは現在も継続中  

・ 特別養護老人施設での入浴ボランティア  

・ 老人ホームでコンサート  

・ 高齢者施設での傾聴ボランティア  

 
 

相談/カウンセリング(4 人) 

・ 心理相談  

・ いのちの電話相談員  

・ 電話相談  

・ 対面カウンセリング  
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その他(10 人) 

・ ユニセフにてイベントに参加、物品販売、テレホンカードしわけ等  

・ 自分ができる範囲で、その時々の募金  

・ 国際交流、留学生支援(子育ては関係ありません) 

・ ホスピスでのトリートメント  

・ おもちゃ図書館のスタッフ  

・ 外国人の方への日本語講座  

・ 病院でコンサート  

・ バディチームでの事務補助  

・ 中間支援組織で NPO 関連の新聞記事のファイリング  

・ ごみひろい  
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5）社会的養護・里親制度の認知度 

 

社会的養護について知っている用語に関して(図 15)、「社会的養護」という用語自

体を知っている人は 53％と、半数以上の人に認知されていた。「家庭養護」(45％)、「家

庭的養護」(46％)も同じく半数近くが知っていると回答した。  

「里親制度」は 80％が知っていると回答しているが、里親の分類については、「養

育里親」56％、「専門里親」37％、「養子縁組里親」67％、「親族里親」44％、「週末里

親・季節里親」49％と、認知度が低いことがわかる。このことから、「里親制度」の

ことは漠然と知っているが、里親の分類等の具体的な内容については、深い理解まで

及んでいないことが読み取れる。  

里親の分類の中では、「養子縁組里親」の認知度が 67％と、際立って高い。「里親制

度」を子どもに恵まれなかった夫婦が子どもを希望する制度と認知され、養子縁組制

度との違いが明らかでない人も多い可能性が考えられる。これは、里親のイメージ(図

18)にも関連する。 

里親・里子の生活に関係する用語としては、「真実告知」は約半数の 46％が知って

いたが、「受診券」は 24％、「通称名」は 29％であり、里親・里子の生活面について

の具体的な内容についてはまだ認知度が低いようだ。  

一方で、「あかちゃんポスト」は 83％、「オレンジリボン運動」は 50％、「タイガー

マスク現象」は 65％の人が知っていると回答した。テレビや新聞等のメディアで話題

になった現象や、その名称については認知度が高いことがわかり、テレビのニュース

等をきっかけに、社会的養護の情報に触れる人も多いと考えられる。  

 (％) 

図 15 社会的養護について知っている用語 (複数回答) 
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里親制度をどのように知ったか(図 16)、においては、「バディチームに登録して」

が 35％と最も多い結果となった。次に多いのが、「TV(ドラマやドキュメンタリー)を

観て」(25％)である。さらに、「書籍を読んで」(15％)、「自治体の HP・広報誌を読ん

で」(11％)、「インターネットを観て」(9％)の回答も合わせてメディア全体とすると、

里親制度を知るきっかけは、メディアの影響が大きく関係しているということが読み

取れる。これは、社会的養護について知っている用語(図 15)とも関連する。 

「大学の講義・講座(バディチーム以外)を受講して」も、「TV」とほぼ同数の 24％

である。これは、取得している資格(図 9)の結果により、保育士、社会福祉士等の資格

を持っている支援者が多いことから、資格を取得するためのカリキュラムに、里親制

度についての講義が組み込まれていることも考えられる。  

一方で同じ“講座”でも、「バディチームの講座を受講して」は 11％、「養育体験発

表会に参加して」は 7％と、自ら興味を持って講座を受講し、里親制度を知った人は

少ないことがわかる。「友人・知人に里親家庭がいる」人が 6％いて、実際に里親をし

ている人との関わりの中で里親制度を知る人もいた。  

 

 (％) 

図 16 里親制度をどのように知ったか (複数回答) 
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ドラマ視聴の有無については、半数以上の 57.1％の人が、里親に関するドラマを観

たことがあると回答している。里親制度をどのように知ったか(図 16)では、きっかけ

がドラマやドキュメンタリーと挙げる人が多かったように、身近な機会と言えるドラ

マ視聴が、里親制度の周知に影響を与えることがわかる。  

 

 

図 17 ドラマ視聴の有無 
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6）里親のイメージ 

 

「里親」について思いつくイメージについて、回答した人の半数近くが消極面をあ

げており、「積極的なイメージ」を抱いている人を上回る結果となった。  

 

図 18 里親のイメージ 

 

「消極的なイメージ」の中でも、70%近くの人が「大変そう・難しそう・辛い」と

いうイメージを抱いていることがわかった。具体的には、「トラウマなどを抱えていて

大変なイメージ」など、要保護児童の育った背景等から養育の困難さを想像し、それ

が消極的なイメージに繋がっているということや、「血縁関係のない育児は大変そう

で、問題が生じるのではないか」という、血の繋がりのない関係が親子となることへ

の、漠然とした不安や困難なイメージを多くの人が抱いていることが読み取れた。  

また、諸外国と比較し、日本は里親制度の普及・啓発が遅れているというイメージ

もあるようだ。 
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図 19 里親のイメージ：消極的なイメージの内訳  

 

図 20 里親のイメージ：積極的なイメージの内訳  
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一方で、積極的なイメージを抱いている人は、全体の約 2 割を占めている。里親に

対しては、要保護児童に対して理解がある「善意の人」というイメージをもつ傾向が

あり、里子に対しては「家庭的な生活ができる」という、里親家庭の意義を理解した

イメージがあがっている。  

しかし、「経済的な余裕がある」というイメージもあり、里親手当の存在が広く周

知されていない可能性も感じられた。里親制度の理解の促進と合わせて、里親手当に

ついても、今後さらに周知していく必要があるのではないだろうか。  

また、消極面にもあった「血縁関係がない養育」というイメージは、積極面にもあ

がっている。「親子は必ずしも血縁関係だけではない」「血の繋がりが 1 番ではない」

等の意見から、里親家庭が血縁を超えた新しい家族になり、多様化した様々な家族の

形が、社会で広く認められていく可能性を感じさせられる。  

 

図 21 里親のイメージ：その他のイメージの内訳  

 

その他のイメージも多様だが、特に「子どもに恵まれなかった人が里親になるイメ

ージ」を抱いている人が多数いた。このことから、里親制度を「子どもに恵まれなか

った夫婦が、子どもを希望する制度」と認知されていることが読み取れる。これはつ

まり、子どもの健全な育成を図るための里親制度と、養子縁組との違いが正しく理解

されていないことと推察できる。今一度、家庭養育が困難な児童にとっての里親制度

の意義の理解を、促進していく必要があるといえるだろう。  
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積 

極 

的 

な 

イ 

メ 

ー  

ジ 

18人 

善意の人 

(7 人) 

・ 良い人、素晴らしい人  

・ 「篤志家
と く し か

」というイメージがあります。社会の中で少しで

も子どもたちに支援をしたいという…。  

・ 福祉事業に理解を持っている。要保護児童に対して熱意の

ある方。  

・ 両親に代わって子どもたちの養育をする人。大きな愛を持

っている人。  

・ 子どもに理解のある立派な方。身近にはいない。  

・ 受容力、包容力、無償の愛情  

・ やさしい、子どもを大事にする  

家庭生活 

が出来る 

(4 人) 

・ 家族としての触れあい  

・ 両親がいない子供を親の変わりに愛情を持って育ててい

く。  

・ 子どもが家庭に属すことで、施設にいては得られない体験

がある。  

・ 「養子縁組と何が違うんだっけ？」→「実際の両親より世

代が上の、子育て経験者(ベテラン)が自分の家庭で、期間

限定で愛情深く育ててくれる。  

経済的余裕 

がある 

(3 人) 

・ 収入が安定している。  

・ 愛情深い、家族の協力・理解がないとできない、経済的に

比較的余裕がある。  

・ 裕福な家庭 子供に恵まれない夫婦  

血縁を超えた

親子の繋がり  

(3 人) 

・ イメージ…何を書いていいかわかりませんが、里親になる

という決断を下すまでいろいろな葛藤や辛い経験をされて

きたのかなと思います。だからこそ里親になるという大き

な決断ができるのかと思います。親子は血縁だけじゃない

と思います。  

・ 血縁関係のない家族、途中からの養育  

・ 献身的、親子のつながり(血のつながりが必ずしも一番では

ない) 

その他 

(1 人) 

・ 里親と言わなければ、どこにでもいる普通のご家庭だと思

う  
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消 

極 

的 

な 

イ 

メ 

―  

ジ 

30 人 

大変そう 

難しそう 

辛い 

(20 人) 

・ 里親をやりたいという希望はあるが、要件や手続き、研修

など、大変なのでは…と思いなかなか難しいイメージがあり

ます。  

・ 大変な役割  

・ 双方がうまく合えば理想的ですが実子の子育てさえ困難な

状況が伴いますので里親さんだけで子育てを抱え込むのは

大変だろうと思っています。  

・ 愛着障がいやトラウマの問題などがあり、大変というイメ

ージ  

・ 日本ではあまり普及していないイメージ。養子であること

を隠そうとするような・・・。アメリカでは普及している

し、オープンにしていると聞いたことがあります。里親に

なるのはとても大変なことというイメージもある。一方で

大変申し訳ないが「偽善」というイメージもある。  

・ 里子を死亡させる事件が印象的で、想像以上に大変なのか

なというイメージがありますが、それ以外あまり情報が無

いように思います。  

・ 真実告知のタイミングが難しいだろうなぁとか。そしてそ

の情報を受け取った事へのフォローが大きく左右するかな

ぁとかでしょうか。  

・ 血のつながりがない事での育児に対する困難が待ち受けて

いそう。例えば、3、4 歳くらいになってきて、自分はどん

な感じで産まれてきたの？など、実際に関わっていない時

の事を聞かれた時はドキドキするのでは？と思います。又、

親目線としては、自分がどんなに子どもを誠意一杯愛して

いても、真実を知った時の子供が結局は実の親の方が良い

と離れていくのではないかという漠然とした不安がありそ

う。  

・ 血縁関係がないとの事実があるため育てる際いろいろな問

題が出てくるイメージがあります。  

・ 養育は大変だと思います。  

・ 親がいない(でも最近は虐待などでも養護施設にいるが )子

どもを自分の子どものように (そうでない場合もあるが)育

てている人。でも養子縁組とは違う・・・難しい。  

・ 表面的にはほほえましいが想像以上に大変さを伴う。職業

柄、精神科受診につながっている Case に遭遇する立場のた

め  
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・ 大変そう、若い里親さんはいなそう(40 代後半～のイメージ

がある)。  

・ 真実告知の難しさ  

・ 難しい、里親についての理解、認知度がまだまだ低い。  

・ 大変、虐待  

・ たいへんそう  

・ 大変、えらい  

・ むずかしい  

・ 子どもが大きくなり実の親を探す、というテレビを何度も

見ましたが、そういうイメージが強いです。見ながら泣い

てしまうほど辛いイメージです  

日本は停滞 

している 

(4 人) 

・ 里子の幸せ、日本は里親制度の普及が遅れている。  

・ アメリカの知人が里親をしていましたが、それをかくすこ

となく、里子である事は周りも知っていました。要は特別

なことではないという考えです。日本では、特別なこと、

かくしたい事というイメージが強いと思います。  

・ 何らかの家庭事情で養育ができないお子様を受けいれ自分

の子供として育てるので、日本もアメリカと同じ様にその

制度が広がると、里親、里子も生活しやすいかと思う。  

・ 日本は消極的。もっと認知されてほしい  

その他 

(6 人) 

・ 家庭で暮らせない子どもを親の代わりになり育てる。養子

とは違い、どこか子どもとの間に壁があるように感じる。  

・ 里親というネーミングが古いと思う。  

・ 一生懸命過ぎる。  

・ どの自治体もとりくんでいるはずなのに知っている人が少

ない。間違ったイメージを持った人が多い。身近に感じら

れない。感じる機会が身近にない。  

・ 本当の親子関係ではない。タブー視されているイメージが

あります。  

・ 里子の側の過酷な事情／それゆえの里親の苦悩／意外と高

齢／ブラピとアンジー  
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そ 

の 

他 

の 

イ 

メ 

―  

ジ 

22人 

 

子どもに 

恵まれ 

なかった 

(11 人) 

・ かわいそう。里親さんというより里子さんに対してですか

ね。実の親との関係を思うと、ということです。暖かい。

尊敬する。お子さんが欲しくてもできなかったのかしら？  

・ 実子を育てることが難しいご夫婦や、子育てがひと段落し、

様々な境遇のお子さんをたくさんの愛情を持って、受け入

れていこうとする強い意志のあるご家庭が思い浮かびま

す。幼少期や、小学校低学年ごろより、育てていきながら

成長を見守り、受け止め、尽力されている様子  

・ 夫婦の間に子どもができなかった。また子育てが落ち着い

た等の理由で支援が必要な子どもを引き取る、というイメ

ージ。(でも私の友人は自身のお子さん 2 人が大学生・社会

人くらいの時に養育里親を始めていました。) 

・ 子供が欲しいが出来ないご夫婦が希望する制度というイメ

ージが自分の中では強い(強かった)。  

・ お子様が欲しくて出来ず、作ることを断念されたご夫婦が、

理由があって親元に居ることのできないお子様を育てるこ

とを決断される以上大切に育てられているイメージです。

ざっくりした意見ですみません。いろいろな里親さんの理

由があると思いますが、やさしいイメージです。  

・ 一般的なイメージですが、子どもが欲しくて恵まれなかっ

た場合に、保護者のいない子どもと養子縁組をして育てる。 

・ 今までは子どもに恵まれないご夫婦がされる事と思ってま

した。イメージ的にはいつも優しく接することができる性

格の安定した人がするという感じだと思います。  

・ ①社会的養護の思想をもってやっている人と②子どもが

いなくてほしい人がいる。  

・ 子ども好きな愛情深い人、実子に恵まれなかった人  

・ 子どもができない。呼び方に困る。子どもがのびのびでき

ない。親が必要以上に気をつかう。お金に余裕がある。一

軒家。子どもが好き。夫婦の仲が良い。40 代前後。パワフ

ルな親。  

・ 育ての親として産みの親の代わりに育てる (実子がいない

等で)。  

  

(22 人) 
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両面性 

(積極面・消極面)  

を持つ 

(5 人) 

・ 他人のお子さんを育てるので、「大変そう」「立派」「余裕の

ある方」というイメージです。  

・ 簡単なことではないが、とても大事な存在と思います。  

・ 大変、忙しそう、寛大、葛藤  

・ 里親さんは私たちのような”親に育ててもらえない事情の

ある子ども”を受け入れ家族として一緒に生活し、社会的ル

ールや「家庭」というもののイメージをつけさせるとても

大切な人たちです。そしてとても大変で、お子さんたちが

もういる家庭での生活ともなれば、そう簡単にはできない

ボランティアだと思います。  

・ 家庭的、優しさ、人の命を預かる、受け入れることの大切

さ、重さ  

イメージが 

浮かばない 

(4 人) 

・ 周囲に里親がいないのでイメージを持ちにくいと思いま

す。テレビで見たドキュメンタリーでは、家が旅館のよう

に広くて、自宅で仕事をしているご夫婦でした  

・ 実際のお宅を見てしまったのでイメージが浮かびません。  

・ あえてイメージを持たないようにしています  

・ あまり周りにいないので浮かびません  

その他 

(2 人) 

・ 比較的、高齢なご夫婦というイメージがある  

・ 夫婦のパートナーシップ  nomalcy 公的な福祉事業  一

時的養育 私的空間 マイノリティ  
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7）普及啓発・普及促進の提案  

 

里親を増やすための活動が各自治体で行われていることを知っているか、という質

問については、約半数以上の 54.8%が「知っている」と回答があった。  

里親制度の普及啓発活動については、各自治体によって様々な取り組みが行われて

いる。近年では、自治体が NPO 法人と協働 1)あるいは自治体から NPO に委託 2)をし

て、普及啓発を行っている自治体の取り組みも多くみられている。 

 

 

図 22 自治体の普及啓発活動  

                                                   
1) 福岡県福岡市では、NPO 法人と福岡市こども総合相談センターが共働で普及啓発に成

功している例がある。里親制度に関する講座や、里親さんたちが集う里親サロン、市民

への啓発や理解を求めるフォーラムなどを実施している。その結果として、委託率が平

成 16 年から 21 年の 5 年間で 14.0%増加している。(厚生労働省(「里親等委託率を大きく

増加させた自治体における里親推進の取組事例」より参照) 
2) 宮崎県宮崎市においては、県より NPO 法人に委託し、「里親普及啓発センターみやざ

き」(平成 27 年 9 月 1 日)を開所している。同センターは、新規里親開拓のための広報

啓発や、里親等の養育技術向上のための研修等を県より委託されて活動を行っている。

里親制度に関心のある方からの相談窓口を事業の一つとしているため、児童相談所、乳

児院・児童養護施設、里親会と連携して、里親制度の普及促進を図ることが期待されて

いる。 
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里親を増やすためにどのような取り組みが必要と思いますか（図 23）、という質問

においては、「制度や現状の周知」（図 24）が必要だと回答した人が 1 番多く、「里親

制度や里親の現状、実親と暮らすことができない子どもの現状が、社会に周知されて

いないことが、里親が増えない一因になっている」という印象を抱いている人が多数

いるとわかった。 

 

図 23 里親を増やすための取り組み  

 

図 24 里親を増やすための取り組み：制度や現状の周知内訳  
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周知の方法について、メディアの活用が有効であるという意見があり、CM やニュ

ース、テレビ特集など、メディアの持つ影響力の大きさを実感している様子がうかが

える。しかし、「ドラマは逆効果」「真実を伝えるものにしてほしい」など、影響力の

大きさゆえに、それを不安視する声もあがっている。その他、「里親の講演や体験談を

聞く機会を増やす必要がある」という意見も複数あがった。「里親制度に関心はあるが、

実態がわからない。不安がある。」と感じている人たちに対して、働きかけることがで

きる方法だといえる。また、「多様な家族の形を地域の中で相互に認め合う」ことや、

「ひとりひとりに合わせた様々な里親の形を広める広報活動などを、地域で推進して

いく必要がある」という意見もあった。  

 

図 25 里親を増やすための取り組み：制度の見直しの内訳  

次に、「制度の見直し」（図 25）の意見では、「近代家族像を基盤とする制度の改正」

と「里親制度の条件の緩和」を求める声が、大部分を占める結果であった。「里親にな

りたい」と潜在的に思っている人は複数いるが、共働きの夫婦やひとり親では里親委

託が難しい現状や、里親になるための条件に当てはまらない等の理由から、里親希望

者さえも里親になることができずにいることが明らかとなった。 

また、里親子に対する消極的なイメージが、社会で先行していることを懸念する意

見も多数あがった。里親のイメージ（図 18）の他、「里親になるにはハードルが高い」

「主婦として家にいることを求められるイメージなので、仕事をしながらではできな

い」「特殊なイメージ」などの声があった。制度の見直しと合わせて、これらの消極的

なイメージの払拭をしていくことが、普及促進にも繋がるのではないだろうか。  
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制 

度 

や 

現 

状 

の 

周 

知 

 

24 人 

 

周知のため

の取り組み 

(17 人) 

・ 作り物的にでなく実情を (たとえばテレビなどを通じて世

間一般の方に知って頂く。NHK 特集などで)。地域でポスタ

ーや講演会の実施を増やす。イベントを行う。  

・ ヘネシー澄子先生のアン基金の講座に毎年参加させていた

だいています。とても良い話が聞けるので、もっと一般の

方々にも参加してもらってはどうでしょうか。子どもの脳

の発達のことなど実子の子育てにもとても参考になりま

す。アメリカでは、親が子を育てられない時、祖父母が親(子)

を育てた責任を感じ、子を引き取って育てるそうです。  

・ 「里親」という言葉は知っておりましたが、詳しい事はバ

ディチームの講座や書籍から現状を知り得ました。ドラマ

以外でのメディアの情報が少ないと思います(CM、討論番組

など) 

・ 里親をされたご経験のある方々の講演 (や直接お話を聞け

る場)を多くすれば良いと思います。  

・ 産婦人科でポスターを貼ったり、医師・看護師が制度を紹

介する。夜の時間帯や、土日に里親制度を紹介する講演会

や、体験発表を行う。  

・ 里親についての情報発信と理解の促進。実際に開始になっ

たあとのサポート体制の充実。  

・ 制度自体を知ってもらう取組。子どもを望んでいるけど授

からない家庭も私自身のまわりにもいるので・・・そうい

った方々にもまず制度自体を知ってもらうことができた

ら、やってみようと思える人も増えるかもしれない。  

・ わかりやすく、制度や現状を伝えてもらえる機会を増やす。 

・ 里親制度を世間一般にもっと PR した方がいいと思う  

・ 里親になってからの具体的ビジョンが分からないので、10

年後、20 年後と、里親さんの生活をもっと広く認知しても

らえたら良いのでは、と思います。  

・ 先日、生まれたての乳児が放置されていた事件があり、全

国各地から「養子にしたい」という声が出たと聞きました。

やはりまだまだ認知度がない、身近にいないから現実的に

考えられない、というところで、多くの人に知ってもらう

ことが一番必要かと思います。それが難しいのですが…。  

・ 年令、収入などの制限があり難しさを感じた。様々な形、

週末里親などをもっと広く知ってもらい”私にもできる支
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援”の形を作れたらよいと思う。  

・ 社会的に一般の人への周知がまだまだ足りないと思う 子

どもに恵まれない方にも、このような子育ての方法がある

ことを今よりも知らせていった方がいいと思う。  

・ 不妊治療をしている女性やそのパートナーに、里親制度を

紹介する。  

・ 一般の人の「里親制度」への理解力を高め、地域で育児を

していくための取り組み  

・ フレンドホーム、週末里親、季節里親から、始められるよ

うに、市区町村で広報、支援に取り組む。  

・ フレンドホームをホームステイと同じくらい社会に周知さ

せ、徐々に養育里親、養子縁組里親と発展させてはどうか。 

メディアによる 

認知の促進 

(7 人) 

 テレビ、ニュースで里親について多く取り上げてもらう。

メディアの力は偉大。日本人はテレビで見たことは信じや

すい。里親をやってみたいけれど条件が合わず諦めている

人たちを集めてファミリーホームはできないか？条件の

緩和？もしくは里親への教育の強化。登録しても委託され

ない人を減らしていくため。  

・ AC ジャパンの CM など  

・ TV で特集すると関心を持ってもらえるのではないかと思

う。ドラマは逆効果だと思う。  

・ テレビなど多くの人が見る場での PR。PR もなるべく真実を

伝えるものにしてほしいです。  

・ メディアの活用・広報・セミナーの実施・制度改正  

・ テレビ、メディアにて、広く伝えていく。  

・ 里親の方のイメージしやすい様なインタビューや雑誌。事

例紹介。里親の人だけが使えるサービスや特典。支援する

側の里親専門の資格とか、質のよいサービス。  

 

制 

度 

の 

見 

直 

し 

17 

人 

近代家族像 

を基盤 

とする 

制度の改正 

(5 人) 

・ 現在、里子さんを委託されるにあたって主に里母さんが主

婦として家にいることを望むようなことが多いが、仕事を

続けながら里親として、子どもを委託できるようにする。  

・ 近代家族を基盤としない制度にしていってほしい。  

・ 難しいのだけど、里親の資格の規制緩和？以前バディの講

習会で、未婚でも里親になりたい方が複数いらっしゃいま

した。私もひとり親だが、将来季節里親等でお役にたちた

い気持ちはあります。モデルケースから外れていても今後
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どうにかならないでしょうか？  

・ 自分が育ててもらったので、恩返し的発想で育てたいと 20

年ほど前に探した時、条件が合わず断念しました。今は変

わっていると思いますが、仕事しながらだと難しいという

様ではこれからの社会、難しいですね。  

・ 手続きを簡単にして受け入れ易くする／保育園を増やして

働いている人も里親になり易くする／同性愛夫婦でも里親

になれる、先進国(アメリカ)を見習う。  

里親になるための  

条件の緩和 

(5 人) 

・ 現在の制度は色々と「縛り」が多いということを聞いてい

ます。欧米と同じようにする必要はないと思いますが、多

くの人に周知してもらい、理解を深めることも大切だと思

います。  

・ 里親になるための要件の緩和。里親というものがどういう

ものであるか積極的にアピールが必要だと思います。  

・ 大阪府の取り組みがとても興味深い。0〜2 歳児を 1〜2 週間

だけ預かるというもので、里親を”始める”ハードルが下が

って良いと思います。  

・ 要件の緩和と支援体制の充実／施設から家庭へのシフトが

国際比較で遅れているとの啓発／民間による斡旋事業 (業

界として自主的な基準・規制づくりを行うことも含む) 

・ わかりやすい制度や広報。条件の明確化。  

その他 

(7 人) 

・ 教育機関や地域全体国全体が里親に限らずに子育てしやす

い取り組みを作る。教育費の負担を減らしたり医療費を無

料にするなど。子育てパートナーを普及させる。(すみませ

ん、受診券ですでに実施済みなのを知りませんでした。) 

・ 行政からの援助がもっとあったらいいのか？と思ったり、

世間にあまり積極的に告知されてないような気がします。  

・ 人員増員  

・ 養育期間を 22 歳にのばす。法律、医療、心理等のチームで

サポート体制をつくる。  

・ 幼小中高の教育の中で、机上やテキスト上だけでなく、福

祉について学び考える時間を設ける。  

・ 養護施設、乳児院、児相の人員確保と保護の質の向上、施

設・機関同士の連携の強化  
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イメージチェンジ (里親・里子への理解) (10 人) 

・ 里親の認知度、イメージアップのための活動  

・ 対象が子どもに恵まれない夫婦または経済的に余裕がある人というような特殊なイ

メージがあるので、それを取り除いていく取組。養育のみの里親、季節の里親という

形もあるという情報も広めていくことは必要かもしれません。里親里子という表現自

体も時代に合っていない気がします。  

・ 今でしたらインターネットを使って調べることができるので「里親」というものが一

体何なのかすぐ理解できると思いますが問題は悪いイメージが先行してしまってい

るのではないかということです。私たちのようにお世話になっていた事がある人たち

がもっと外部へアプローチするべきではないでしょうか…？  

・ 里親を必要とする子どもへの理解。いきなりより少しずつ関わり合いの体験。心、体

の変化、思春期がどの様に表れ、どう受けとめ考え、一緒に乗り越えるかを、体験者、

専門者の話を聞く。  

・ 誰にでもなれるチャンスがある？里親になるにはハードルが高いイメージがあるの

で、そのイメージを少し変えるといいかもしれません…。  

・ 一般の方に里親さんのことがあまりよく知られていないと思うので、もう少し認識し

ていただけるとよいと思います。偏見や好奇の目で見られないようにする活動が広が

れば、ハードルが少しずつ下がってくると思うのですが…。  

・ 里親に対し、前向きな印象を持つ人が増えることが大切だと思います。  

・ 養子縁組等を含めてアンジェリーナ・ブラピの様に国民から愛されている方に関わっ

てもらう。  

・ 里親制度の認知度をもっと増やして、里親の方が周りに隠さなくて良い状況になると

良いなと思います。そのためには、里親制度がプラスのイメージになっていき、大変

なだけでなく、家族の新しい形としてあたりまえのことになっていくと良いかなと思

いました。そうなれば、里親の方も、周りに大変な時、助けを求めやすいのでは？と

感じます。  

・ いろいろな家庭、家族の形があることをおたがいが認め合う。  
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里親への支援 (6 人) 

・ 実情の周知はもちろんですが、バディチームが行っているような、家庭支援は必要だと

感じます。乳幼児期は特に悩みも多いので、一般の家庭のように児童館の乳幼児向けサ

ークルや、保育園の地域子育て支援センターの広場解放と、公共の語らい場などにも出

づらいのではと思いますので、児相が相談にのることと合わせて、具体的に家庭にはい

って相談や休息時間を設ける仕組みは必要だと思います。  

・ 不安や心配などを解決できるようなシステム作り。具体的な案は思い浮かびませんが。 

・ ピアサポート、カウンセリング 精神的なサポート  

・ 里親さんを支えるシステムが充実していったらいいと思う。学校教育など教育分野の中

で周知していくことも大切だと思う。  

・ 児相職員が、起こり得る問題点・大変な点を提示し、それについても丁寧に具体的に支

援策を示していくことで、里親の方が１人で抱え込まない相談しやすい雰囲気、環境作

りが必要だと思います。  

・ 里親の方々が話す機会。里親という言葉が壁を感じる。(かわいそうなイメージなど) 

 

8）支援者としての配慮 

 

支援者としての配慮（図 26）については、「発言に慎重になる」が 1 番多く、全体

の 3 割近くを占めた。この項目の中でもいくつか特徴がある。  

 

図 26 支援者としての配慮 
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まず「こちらから立ち入った質問はしない」「土足で踏み込まない」等、自分から

聞くことは最低限に抑えることと、「里親の話をじっくり聞く」「待つコミュニケーシ

ョンをする」など、傾聴するという点である。そして、「里親から具体的な相談をさ

れても、深く追及しない」など、不用意にアドバイスをしないように心がけ、事務局

に報告することで行政に繋げられるように、という意見もあがった。里親からの相談

は慎重に受け止め、対応している様子がうかがえる。 

上記の里親への対応については、当法人において独自に「里親支援マニュアル」（第

1 章 第 1 節 5）参照）を作成している点があげられる。留意点のなかで「親子の事

情など、こちらからは尋ねないようにしてください」という決まりを設けている。 

また、「子どもの前での里親の呼び方を、慎重に確認をする」という声も多く含ま

れており(ママ・パパ、お父さん・お母さん、名前など)、「里親」という言葉を出さ

ないよう、支援者が配慮していることが明らかとなった。 

上記の「里親」という言葉を出さないようにしている理由としては、前述した「里

親支援マニュアル」（第 1 章 第 1 節 5）参照）に深く関連していると思われる。マ

ニュアルの留意点においては、「ご支援中は『里親さん』という言葉は一切使わない

ようにしてください」という配慮を支援者として順守していることがわかる。 

このように、多くの支援者が、里親子との会話や言葉のやりとりに、常に配慮をし

ていることが、明らかとなった。 

つづいて「家庭に合わせた支援を心がける」という意見が 13%となった。「各家庭

のもつ空気感を大切に」「ご家庭のやり方に添えるように」と、まずは状況をありの

ままに受け止め、「その家庭のニーズにできる限り応えていくこと」で、里親子の気

持ちに寄り添う支援ができ、「いい雰囲気の中で支援を進めていく」ことにも繋がる

と考える人が多い傾向があった。 

さらに、「自分自身の心構え」に気を付けている人が、11%という結果になった。「笑

顔で対応する」「明るく振る舞う」ことに留意している意見や、「安心感を持ってもら

えるように」「里親さんと里子さんの両方の気持ちに寄り添えるように」などの意見

もあった。また、「謙虚でいること」「主役にならない」等、支援者としての謙虚さを

大切に、支援に臨む人が複数いることもわかった。 

次に、「先入観を持たない(意識しない)」と回答した人は 8%であった。「里親家庭

だからといって特別に意識せず、先入観をもたないように」という意見が多く、理由

としては、「傷つけまいと大人が実親の話を避け過ぎると、本人から話したいことが

あったりするので」など、自然体での支援を心がけている様子がわかる。 

その他には、「子どもの安全」に関して気を付けているという意見が全体の 4%であ

る。ケガや事故のないよう細心の注意を払い、子どもを楽しませることを大切に考え

ている、支援者の姿勢が表れている。 
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発言に慎重になる (22 人) 

・ こちらから立ち入った質問はしない。誠実な対応をする。 

・ 必要以上に土足で踏み込まないように、自分から聞くのは最低限におさえ、保護者の

方からのお話を待つようにします。お子様の様子や自分が感じた性格は細かく伝える

ようにしています。 

・ 支援内容の質問はするが、その他の話はお母様お父様からしてこない限り、深く聞か

ないようにしている。お子さんの呼び方に気を付ける。 

・ 自分からは、ふみこまないこと。待つコミュニケーションをすること。 

・ 真実告知をされているかどうかわからないので、そのような話題はしないよう心がけ

ました。 

・ 家族関係についての会話は余計なことは話さないよう配慮する。 

・ こちらからはあまり質問しないように…程度です。 

・ こちらから話をしたり聞いたりしない。利用者さんの話をひたすら聞く。その家庭の

ルールなど良い点があればほめる。 

・ 里親家庭でも、一般の家庭であっても、ご家庭の悩み、お子さんの話があったとして

も深く追及しないようにし、聴くことを大事にしている。具体的な相談があれば、担

当者(行政関係)に話すように勧めたり、事務局を通して、行政につなげてもらうよう

に心がけている。 

・ こちらから余計なことは言わない。普通の家庭と同じく接すること。もし、里親さん

から相談されたら、もち帰る。その場で即答しない。  

・ 過去を思い出してしまうような発言はしない。  

・ 「お父さん」の事、「お母さん」の事を聞きませんでした。子供が自分から言う以外

は、お父さんお母さんという言葉も出さずたずねる事はありませんでした。  

・ 一般的な話しの内容に気をつけました。アドバイスにも気をつけ、こちらからは基本

しませんでした。聞かれた事、お願いされた事はしっかり進め、やり残しの無い様に

しました。 

・ 里子に対して、会話に気をつけています。(里親家庭と他の家庭の違いなど) 

・ 子供の前で里親さんのことを何と呼んでいいのかわからないので(お父さんなのか、里

親さんなのか、又は名前など)そこだけは慎重に聞いていくようにしました。 

・ お子様の前では、「里親」という言葉を言わないようにしていました。 

・ お母さん、ママ、等呼び方を気をつける。何を聞いても、動揺せず、へぇーそうなん

だと流すようにする。 

・ どうして里親になったのか、などこちらからは聞かないようにしている。周りの人(近

所の人やお友達)に会ったときは、親せきの人と言ってください、などの要望はしっか

りと守る。 

・ お母様の不安な思いなど、あるようであれば、傾聴を心がける。うかつなアドバイス
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的な「〜したら？」みたいな事はつつしむ。 

・ 支援に入る家庭によって服装は意識しています。(とくに港区)疲れている様子が見ら

れる時はタイミングを図りながら声をかけています。 

・ どのくらいプライベートな領域にふみこんでいいのかと考えます。  

・ 身だしなみ／プライバシーの配慮／明るく元気に 

 

家庭に合わせた支援を心がける  (11 人) 

・ ほかのご家庭同様に、気軽な気持ちでご利用していただけるようにしています。里親

さんに委託される前の、状況や背景がさまざまなお子さんたちを受け入れておられる

中で、子どもの出方に苦労される面は、多いと思います。通常の発達段階を合わせて、

そういった面もふまえながら、里親さんに接するようにしています。  

・ 正論にとらわれずにその家庭ごとの文化、価値を尊重し、その上で良き関係を築きよ

りベターな生活になるようサポートしていく。  

・ 衛生面、お母様の体調、性格などを判断し対応  

・ ご利用者様のニーズにできる限りこたえていくこと。お母様、お子さんとよい雰囲気

の中で支援を進めていくこと  

・ そのご家庭のやりかた、方針など、子どもへの接し方  

・ 保護者のしてもらいたいことをできるだけ聞き入れるようにします。子どもの行動を

よく見るようにしています。  

・ ご家庭のやり方に添えるように。私が行くことで息抜きになったり子どもたちには楽

しんでもらえるように。  

・ 各家庭のもつ空気感を大切にする。  

・ 冷静に家庭の様子を見るようにしています。  

・ 他の活動と変わることなく、まずは、自分が心身ともに整った状態で、入らせていた

だく。また、それぞれのご家庭のやり方を受け入れる。お母様のお話をよく伺い、気

持ちに寄り添う。お子様と関わる時間を、大切に穏やかに、楽しく過ごす。  

・ 家庭の状況をありのままに受けとめる／時間に遅れない  

 

自分自身の心構え (9 人) 

・ お子さんにも親御さんにもまず安心して迎えてもらうために、余裕のある笑顔。／家

庭の背景や事情を踏まえつつも、それに引きずられないようにする。行政に対して不

信感や警戒感を持っている場合もあるので、別の事業体であることを理解してもら

う。  

・ コミュニケーションを取りながら、その方が抱えている悩みを聞きだし、出来る範囲

でアドバイスをする。(プラス思考にもっていく！)／明るくふるまう！  

・ 謙虚であること、笑顔でいること  

・ 笑顔で対応する／わからないことは確認する。  
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・ 清潔、不安にさせないよう堂々と「安心して頼れる人」と印象を持ってもらえるよう

にする。  

・ 里親さんと里子さんの両方の気持ちに寄り添えるように心がけている。  

・ 自信を持ちつつ、主役にならないようにしている。  

・ 安心感を与えられるように、開心してもらえるように、と常に思っています。  

・ お子さんの名前をまちがえないよう、できるだけ覚える。あとは気持ちにできるだけ

よりそう。  

 

先入観を持たない (意識しない) (7 人) 

・ 里子から話したいことがあったりするので、傷つけまいとして実親の話を避けすぎる

など、あまり気を使わないこと  

・ 今まで 2 回ほどしか支援に入ったことはないですがあまりかわいそうなどという気持

ちを持たないように気を付けようと思いました。  

・ あまり里親家庭であると意識しないで自然体でいること  

・ その他は他のご家庭に入るときとあまり変わらない感じで接しました。  

・ 先入観を持たない、「里親」という言葉を使わない。里子が里親をどう呼んでいるか。

(お母さん、お父さん、パパ、ママとは限らない。) 

・ 先入観を持たないこと、自分の考えなどを押しつけないこと、まずはご家庭のお母様

の意に沿うことなど  

・ 里親さんの支援だけでなく初めて支援に入る時は、主訴は伺うが、実際にはどんなお

母さんなのかを、かかわりを通してつかんでいこうと思っています。部屋に飾ってあ

るものなどで共通するものを見つけ話題にします。  

 

子どもの安全 (3 人) 

・ 最低限ケガや事故のないよう細心の注意を払うこと。ご家庭の希望などをこまめに伺

い可能であれば柔軟に対応していくこと  

・ 子どもの安全、子どもを楽しませること、保護者の話を聞くこと  

・ 子どもの安全とその時間、いかに楽しく過ごせられるか。また、保護者の要望に応え

ること  

 

  

その他 (1 人) 

・情報の守秘義務。分離時の様子の詳細な報告。親への賞賛や労い  
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9）里親家庭支援の現状  

 

現在の里親家庭支援(H24.9～現在)において、従事した支援内容についてうかがっ

たところ、全体の 4 割にあたる 47 人が「保育(育児)」と回答し、1 番多い結果となっ

た。これは、図 27 里親家庭ファミリーサポート事業(H22.6～H24.3)の支援でも、「保

育」で入っている人が一番多い。これらのことから、里親家庭が一番多く必要として

いる支援は「保育」であり、里親家庭ファミリーサポート事業と、現在の里親家庭支

援でニーズが共通しているということが読み取れる。  

次いで「送迎(育児)」が 19 人、「家事」は 15 人である。「保育(育児)」ほど多くは

ないが「送迎(育児)」と「家事」の支援も、里親家庭ファミリーサポート事業の頃か

らニーズがあり、入ったことのある人の割合も共通している。  

支援者として登録しているが「支援に入ったことがない」と回答していた人は、全

体の 4 人に 1 人いた。問 22 の結果からわかるように、里親家庭支援に入る上で不安

をもつ人もいる。 

 

 

表 1 現在の里親家庭支援に従事した支援内容 (複数回答) 

保育 47人 

送迎 19人 

家事 15人 

支援に入ったことがない 28人 

無回答 5人 
 

 (人) 

図 27 現在の里親家庭支援従事した支援内容 (複数回答) 

(「支援にったことがない」「無回答」を除く) 
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現在の里親家庭支援(H24.9～現在)に実際に入って感じたことを自由記述で書いて

いただいた。 

一般の家庭と変わらないとの声が多かった。血のつながりは関係ない、愛情深く温

かい家庭という印象を抱いたようだ。その経験が、里親制度普及の重要性を改めて認

識するきっかけになった人もいた。  

しかし、一生懸命関わり大事に育てていると同時に、子どもに対して気を遣ってい

たり、子どもが甘やかされていると感じた人もいた。  

また、支援中に里親の悩みや子育てについての相談を受けることも多いようだ。そ

のことから親への支援の重要性を実感し、相談できる機会を増やすことが必要だと考

える人もいた。相談だけではなくレスパイトの必要性についての声もあった。  

真実告知をしている家庭、里親のことを名前で呼ぶことに驚いたなど、里親家庭な

らではのエピソードに触れた人もいた。 

周りの人にオープンにしている家庭もあるが、一方では周りに里親と知られたくな

いと秘密にしている家庭もある。各家庭により状況は様々であり、実際に里親家庭に

入って感じた内容も様々であった。  

 

表 2 実際に支援に入ってみて、思ったことや感じたこと(現在の里親家庭支援) 

 実子がいる場合、実子は支援の対象外になるので、どう対応するのか戸惑うことがあ

った。  

 委託間もない家庭は特に、里子と離れる時間を増やしたいと思っている里親が少なか

らずいることがわかった。  

 ごくごく普通のご家庭と同じでした。自然な感じで親御さんもお子さんもとても仲が

良かったです。  

 里親であっても実母と変わらない掛け合いを里子としていて、里子の方も楽しそうに

している様子を見て、里親制度の重要性や必要性を感じた。  

 里親さんたちは皆それぞれに温かく、里子さんを迎え養育されていると感じました。

でも成長の過程で困難もいろいろあるのだろうと感じました。(反抗期の時など)実子

さんがいる上で里子さんを引き取るお宅があることも、素敵なことだと思いました。

里親さんみな尊敬します。  

 初めてご利用されるご家庭に一度入りました。里親さんも日頃の寝かしつけの方法を

お悩みのようでした。些細なことでも、気軽に話せる機会がもっとあれば良いなと感

じました。  

 里親さんにもリフレッシュできる機会は必要と感じていました。  

 里親にもたくさんの悩みがあり、すぐに解決できない物も多く、話を聞いてあげられ

る場所や人がいるだけで少しは助かることもあるのだと思った。  

 里親さんがお子さんに対し、細心の注意を払って一生懸命関わっていらっしゃるのが
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印象的です。  

 私が支援に入った里親さんのお子様(里子)は何カ所か家を変わっているらしく、何回

も親が変わっているらしく「かわいそう」という気持ちが強くなった。実子さんと里

子さんが同じ家に暮らすのは難しくないのかなと思った。接したのは里子さんと里親

さんのみだったのでそれが難しいかどうかみることはできなかった。  

 里子さんに気を使っていると感じたことと、家事が苦手で部屋がとても散らかってい

る家だったので、精神的に余裕がなさそうだという印象でした。私にも里子がいるの

かどうかと聞かれたので、同じ境遇の人と話がしたいのかなとその時は思いました。 

 家庭で大切に育てられている様子を見て、里親制度がもっと広まってほしいと思いま

した。  

 全ての里親家庭の子どもがそうという訳ではありませんが、「この子は安心できる場

所が欲しいのだろうな」と思う事はありました。里親になった方へ、なぜ里親になっ

たのかと聞きたかったです。実際聞けなかったですが…。  

 子どもたちは、里子さんと言われなくてはわからないくらい元気なごく普通の子ども

たちだった。里親さんのことを「○○ちゃん」と名前で呼びかけていたことに少し驚い

た。  

 保育、家事と２回しか入っていないので、何とも言えませんが、里親の方は、確か当

時、真実告知のことを気にかけていらしたし、育てるにあたっても、気を使ってしま

う部分もあるような事もお話されていました。  

 母親の不安時の育児支援だったので(子と２人きり)、他の支援とそんなに変わりない

と感じました。(里親だという事を変に自分が意識しすぎていた部分がある？！ ) 

 お互いに気を使っている(遠慮している感じを受ける)ように見えるご家庭が多いと思

う。  

 周りから見れば、他の親子関係と何ら変わりはないと感じました。  そう見える様、

努力されているとすれば、親への支援の重要性は高いと思います。  

 お父様、お母様がとてもお子様のことを思っていらっしゃると感じました。(愛情を

もって関わってらっしゃる) 

 理想と違うなと思った。  

 子どもさんはとてものびのびと育っていました。子育てを楽しんでいる方もいまし

た。原ひろ子著で『極北のインディアン』の中で、冬の暗い時期は里子をとって子ど

もの姿のおもしろさを楽しむインディアンの生活が描かれています。今の私達は子ど

もがいるだけで楽しいと思える気持ちを失っていると思います。  

 血のつながりは関係ないと思いました。  

 とても大事にされているなーと思いました。しかし同時に、少し甘やかされすぎてい

ないかな？と思いました。里親さんは実の親ではない分、思いっきり怒れる方が少な

いのかもしれません(仕方ないのですが…)。 でも私がそうだったように、思いっき

り怒ることも子どもにとって必要であり大事なことだと思いました。  
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 お子さんと自分がどういう関係 (距離感)でいるのがよいか、常に考えさせられました。

里親さんと共に、子育て(親育ちも？)について話せる時間があれば、里親にとって良

いレスパイトになったり、有機的なつながりが持てるのかなと感じます。”交替可能”

な関係にならず、バランスを保つのが難しくやりがいがあると感じました。  

 障がい児だったので、そちらの印象の方が強く残っていますが、言われないと分から

ないくらい普通の家族、と思いました。  

 普通の家庭の様子と思われます。ただ、金額(生活費他)に余裕が無い。  

 里親(里母)の方が、オープンでない部分で、いろいろと悩みを抱えているのではない

かと思いました(細かいことで悩む、実母では分からない悩みがある) 

 １度だけなのでわからないところですが、すごく元気なお子様だし、心優しいお子様

でした。お母様も里親という立場がオープンな感じで、とても優しそうで穏やかでし

た。  

 我が子(実子)と同じように育てていらっしゃると思いました。責任を持って大切に育

てていらっしゃる印象です。  

 物にあふれていたが、里親と子どもには目に見えない距離があった。母親のストレス

を感じた。  

 言われなければわからないほど、親子の絆は血がつながっているとかそういう問題で

はないと思いました。実際は本当に大変だと思いますが、本当に欲していて迎えたと

いう感じが出ていて親子の形は色々あるのだなと思いました。  

 数回支援に入りましたが、母親と子どもはいなく、父親の家事のお手伝いで特に里親

家庭と感じられませんでした。  

 一回しか入ったことがなく、特別に一般のご家庭との違いは感じられませんでした。 

 あまり先入観はなく支援に入ったので、特に実子の方と違っているという感じはあり

ませんでした。大きいお子さんは、自分の家族の話などをいろいろ話してくれたので、

特に里親さんだから・・・みたいなことは感じなかったです。  

 支援に入り、里親の方に信頼していただき、いつも指名してくださり、何回も支援に

入り、いきさつや里親の制度、気持ちなどを伺いました。  

 役割の重要性が大きい。早期に支援が入ることの重要性を感じる。まだ支援を要する

段階で終結になるのは残念である。  

 実子さんを育てる事とは異なった大変さがあること。障がいのあるお子さんが多いと

いう実感。素晴らしいご家庭を築いている感動。里子さんの思い、里親さんの思いを

汲みとる必要性。  

 里親家庭ファミリーサポートの時よりも、自由度が少ない(保育と家事同時にできな

いことや支援時間など)・里子であることを周囲に秘密にしているお宅もけっこうあ

る・里親さんから、育児のことを聞かれることが多いと感じた  

 継続的(毎週、毎月など)な利用ではないため、少し期間が空いてしまったり、次にい

つ利用があるかが分からないため、ご家庭はどうしているかな、と少し不安に思うこ
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ともある。数回支援に入ることで、保護者からお子さんの心配事、不安なことの話を

聞く機会になっているのかなと思う  

 大人が思っている以上に子どもはたくましい。過去に何があったのかはわからない

(知らされない)が、新しい素敵な家族に出会えて良かったと思う。  

 とても大事に育てているなぁと思います。私自身は男 4 人の母ですが、多少の傷やは

れだと気づかなかったりもしますが、里親さんは注意深くみているなぁと感心したこ

とがありました。  

 とても良い経験になっています。１件１件の依頼を大切にしてきたいです。  

 数回しかしていませんが年齢の行っている子はいろいろわかっていて暗い子が多い。 

幼い子は温かい大人に囲まれて明るく過ごしていました。  

 里親の方が、お子様が生みの親ではないということを周りの人に (ママ友など)ばれな

い様に気を遣っている様子が、ヒシヒシと伝わってきたお宅がありました。  

 留守中のお子さんの保育だったので、実際の親子関係や困難さなどはわからなかっ

た。お子さんは、この温かい家庭で過ごせるようになってよかったな…と思った。  

 子どもはとってもかわいかった。きちんと家族としてやっている様な感じ。一見すれ

ば。でも話をきいていると、いろいろある様だ。  

 子どもたちがすぐに懐いてくれてかわいかった。本当の(血のつながった)親子のよう

に感じた。物分かりがいいおとなしい子が多いと思っていたが無邪気で子どもらしか

った。  

 2,3 時間の保育(一緒に遊ぶ)だったので、お父様は途中でいらっしゃらなかったです

が、のびのび生活していて幸せそうでした。お父様も久しぶりの小さな子で甘やかし

ているとお話ししていました。(上に大きなお兄ちゃんたちがいて彼らも弟くんを可

愛がっていました)又、もう一件ものびのびしていて遊ぶのも大好きで元気いっぱい

でした。普通のご家庭となんら変わりはありませんでした。  
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里親家庭ファミリ－サポート事業(H22.6～H24.3)において、実際に行った支援内容

についてうかがったところ、52 人が「支援に入ったことがない」と回答した。  

その理由として、まず事業の期間が 1 年 9 か月ほどで短かったことが挙げられる。

さらに、図 5 の結果からバディチームでの活動歴が１以上～3 年未満の人が 36.9％と

一番多く、1 年未満の人も 31.0％、合わせると活動歴が 3 年未満の人が 67.9％である

ことから、里親家庭ファミリ－サポート事業を行っていた期間はバディチームに未登

録だった人が全体の約 7 割を占める為と考えられる。  

支援に入ったことがあると回答した人の中では、「保育」が 12 人で 1 番多かった。

里親家庭ファミリーサポートは、里親が自ら支援内容を選ぶことができた。それでも

ほとんどの支援依頼は「保育」であった。図 25 の結果からも、里親家庭の要望は」「保

育」が多いことがわかり、事業が変わっても、そのニーズは変わらないと言える。  

その他には、少数ではあるが「送迎」(7 人)、「家事」(4 人)、「学習支援」(6 人)に

従事した人もいた。「学習支援」は、現在の里親家庭支援の内容にはなく、里親家庭

ファミリーサポート事業の支援の特徴の１つである。  

表 3 里親家庭ファミリーサポート事業に従事した支援内容 (複数回答) 

保育 12人 

送迎 7人 

家事 4人 

学習支援 6人 

支援に入ったことがない 52人 

無回答 14人 
 

 (人) 

図 28 里親家庭ファミリーサポート事業に従事した支援内容 (複数回答) 

(「支援に入ったことがない」「無回答」を除く) 
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里親家庭ファミリ－サポート事業(H22.6～H24.3)に実際に入って感じたことを自

由記述で書いていただいた。  

「入る前は、里親家庭ってどんな感じなのか、想像がつかなかったのですが、入っ

てみると普通の家庭とそんなに違いはない」という声は、表２(現在の里親家庭支援)

の自由記述でも多くみられ、共通する意見であることがわかった。  

現在の里親家庭支援にはない、学習支援を経験し支援者からは、「1 年間を通して、

少しずつ学習に向かう時間が、5 分、10 分と長くなり、嬉しかった。」という意見が

あった。 

長期に渡る受託のケースでは、受託当初は想定していなかった出来事が起こること

もあり、そのようなことも含めた支援が必要という提案もあった。  

全体として様々な意見があり、支援形態に関するものや、実際の現場での出来事な

ど、興味深い。 

 

表 4 実際に支援に入ってみて、思ったことや感じたこと(里親家庭ファミリーサポート) 

 関係を作っていくことの大切さを改めて感じました。  

 親子ともとても落ち着き明るい印象を持った  

 現在のものよりも自由な支援形態だったなと思う。内容は現在のものと変わらない  

 別の方からもいきさつや気持ちなどを伺いまして、勉強になりました。(何人も里子

がいる家庭) 

 長い間には里親さんの環境も変わっていく。年齢もあがり、それに伴って里子を育て

るうえで予定外のことも起こる。そういったことも含め支えていく支援が必要。Ｅｘ．

１８を過ぎても見てあげられると思ったが、そうもいかなくなり、里子に自立が求め

られてしまったこと。里母が亡くなり里父のみで育てる必要の起こったことなど。障

がいが里子にあった場合、学校への送迎の必要が出て、それに対応する大変さ。障が

いについて児相からあまり説明がなかったという苦情を伺ったこともあります。  

 入る前は、里親家庭ってどんな感じなのか、想像がつかなかったのですが、入ってみ

ると普通の家庭とそんなに違いはない  

 中学生の学習支援に当たったが、勉強に集中する時間が短く、教え方に試行錯誤した。

一年間を通して、少しずつ学習に向かう時間が、5 分、10 分と長くなり、嬉しかった。

また、最近の中学生が好きなカードゲームなどを教えてもらうきっかけにもなった。 
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10）里親家庭支援の要望 

 

里親家庭における支援内容について、「利用者ニーズに応える」ことを望む意見が 1

番多く、31%という結果になった。一律ではなく、各家庭の要望や、支援の必要性に

応じた支援があげられており、具体的には、「困難な状況の家庭には手厚い支援(時間

数などの対応)」や、「学習支援(中高生に向けた支援)」、「家事支援と保育の両立」等

であった。「簡単な家事支援(洗濯物たたみ、片づけなど)を、要望に応じて対応できる

ようになれば」という意見もある。その理由として、共働き家庭が多いことを指摘し

ている。また、「どのような支援を望んでいるのか、実際に支援をしながら理解したい」

「里親の負担を軽減するために、送迎、保育以外にももっと手助けできる事があれば

力になりたい」という声もあり、里親がどのような支援を望んでいるのかを知りたい

という気持ちが強いようだ。これらのことから、里親サイドの気持ちや考えが知った

上で、各家庭のニーズに合わせた支援をすることが大切だと考えている人が、多くい

ることがわかる。 

次いで、「支援時間を増やす」という意見が 15%となった。「1 回につき最大 6 時間

は短いので、せめて 8～9 時間まで可能にしてほしい」という、1 回の支援時間数の増

加を提案する人と、年間の利用可能時間数(上限時間数)の増加を提案する人との、2

パターンがみられた。これらも、前述の「利用者ニーズに合わせた支援」の 1 つと考

えることもできるだろう。 

 

図 29 里親家庭支援に望む支援内容  
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「相談支援・里親の話を傾聴する」という意見と、「ネットワークの構築」を望む

意見は、共に 15%となった。「里親の日々の話を聴く」という意見のほか、「里親経験

者に支援する側に加わっていただき、養育の真っ最中の里親さんとわかり合える関係

で、現在の支援を行う」という具体的な提案もあった。里親を経験した人が支援に入

ることで、より里親の状況や気持ちを理解することは、里親にとって必要な「ネット

ワークの構築」といえるのではないだろうか。 

また、その中には、地域の中で理解され、見守られることや、里子同士の交流の場

での裏方支援(保育、会場設定、交流コーディネート等)という提案もあった。里親同

士だけではなく、地域の人や里子同士の交流や、人と人との繋がりを大切にする支援

の必要性を考えていることがわかる。 

「レスパイトが必要」と回答した人は 8%であった。「お休みをとられずに生活して

いるはずなので、たまにはゆっくりとマッサージなどでも行ってほしい」「体調を崩し

た時なども」等の意見からは、一般の子育て同様、またはそれ以上に、里子の子育て

にも休息が必要であることが考えられる。「その間に保育などできれば」とバディチー

ムの活動にも期待する声があがっていた。 
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利用者ニーズに応える (8 人) 

・ 私の支援した家庭は、特に「里親」と意識する必要がない(ベビーシッティング、送迎)

ご様子だったので、支援の必要性がよくわかりませんでした。一方で、困難な家庭が

あると思うので、手厚いサポートが必要であったりもすると思います。家庭により(一

律ではなく)支援の必要性に応じた時間数などの対応。  

・ 学習支援・小学校以上の、中高生に向けた支援(学習や、話し相手など？) 

・ 保育と家事の併用ができない為、簡単な家事支援(洗濯物たたみ、片づけなど)を、要

望に応じて対応できるようになればと思う。共働き家庭も多いと思うので。  

・ 「行政への同伴もしてもらえるのか」と、聞かれたことがあります。「事務局へ、問い

合わせてみて下さい」と伝えましたが…。  

・ 里親さんの負担を軽減させてあげることが出来れば…と思いますが送迎、保育以外に

ももっと手助けできる事があれば力になりたいです。  

・ 里親さんサイドの気持ちや考えが知りたいです。それに沿った支援をしたいと思うし、

里親制度について研修を受けたいです。  

・ 支援に入った回数があまり多くないのでわかりませんが、里親さんからのご要望にこ

たえた内容であればよいと思います。  

・ 支援内容の希望はありません。どのような支援を望んでいるのか、支援をしながら理

解したい。  

 

 

支援時間を増やす (4 人) 

・ 支援内容よりも、支援時間を増やしてあげてほしい。  

・ 1 回につき最大 6 時間は短いので、せめて 8～9 時間まで可能にしてほしい。  

・ 利用可能時間をもっと増やした方が良いと思う。  

・ 支援時間が増えるといいと思います。継続して伺っている方がすでに一般になっているので。 

 

ネットワークの構築 (4 人) 

・ 近所、地域(具体的にコンビニなど)の協力の輪をつくること  

・ 他のご家庭が受けられる支援と同じもの。地域の理解を得られるような支援(地域でも

見守れるようなもの) 

里親経験者の方に、支援する側に加わっていただいて、現在真っ最中の里親さんとわ

かり合えるような関係で、今と同じ内容のサポートがあれば一層よいのでは？と考え

ます。  

・ 里子同士の交流の場での裏方支援(保育、会場設定、交流コーディネート等) 
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相談支援・里親の話を傾聴する  (3 人) 

・ 日々の話を聞く時間があったらいいと思う時がありました。  

・ 里親さんの話を聞く時間がとれるといいと思います。  

・ 優等生の母親でなくても大丈夫ということを知らせてあげれば気持ちが楽になるのか

なと個人的に思います。そんな方法はないですね…？  

 

レスパイト (2 人) 

・ 里親さんが求めていることでできることは全て力になりたいと思います。特にお休みをとられ

ないで生活しているはずですので、たまにはゆっくりとマッサージなどでも行って来てほしい

ので、その間に保育などできれば里親さんたちのお力になれるのかもしれません。(体調を崩し

た時なども) 

・ 親御さんのレスパイト  

 

その他 (1 人) 

・ 18 歳以降の里子さんの自立するための支援をつくる。  

 

よくわからない (4 人) 

・ すみません思い浮かびません。  

・ わかりません。一般と同様で良いかと…。  

・ 特に思いつくことがありません。すみません。  

・ あまりに件数が少ないので、お答えできません。  
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最後に、里親家庭支援に入ったことがない人に対して「今後、里親支援に入ってみ

たいか」の有無を尋ねた。その結果「今後支援に入りたい」と回答した人は 39%だっ

た。また、「どちらとも言えない」と回答した人は 8%であり、「里親についてしっか

りした知識がないため関わることが少し怖い。けれど興味はある」等の意見だった。  

 

図 30 今後、里親家庭支援に入りたいか 

「はい」と回答した理由の中には、「自分自身が里親になりたい」と考えているた

め、自分の目で見て知識を深めたいという意見が複数あった。里親家庭の支援に実績

のあるバディチームだからこそ、里親になる前の段階として、「まずは里親家庭に関わ

り、現状を知りたい」と思う里親希望者が集まり、支援に入ってみたいと考えている

のではないだろうか。 

その他には、「実際の様子がわかり、どんなことに困っているのか知ることができ

るため」というような、「自分の興味・関心」に関わる意見が多くあがった。これらの

意見からは、実際に支援に入ることで、里親のニーズをより理解することができるの

ではないかと、期待している回答者が多くいることがわかった。また、その中には「友

人の子が施設に入っているため、勉強、参考になれば」という声もあり、社会的養護

に関心を持っており、里親家庭支援にも興味を持っていることがわかる。「何か役に立

ちたい」と回答した人からは、学習支援など「子どものために何かをしたい」という

意識を感じることができた。 
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図 31 今後、里親支援に入りたいか：「はい」の理由  

一方で、「不安ではあるが入りたい」という回答の中には、「今後支援に入りたいと

いう気持ちはあるが、実態が想像できないため不安が大きい」、「実際に家庭に入って

支援を行うことに不安を感じる」、「入ってみたいが、専門的な質問にどう答えたら良

いかわからない。事前に研修のようなものがあったら良い」という意見があった。 

全体的に、専門的な質問にどう答えたら良いのかという不安や、「里親支援とはど

のようなものなのかイメージができない」、「実態がわからずに不安に感じている」と

いう人がいることがわかった。こうしたことから、事前に里親家庭支援についての活

動内容を具体的に詳しく伝えることが必要だといえるだろう。 
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は 

い 

14

人 

自分が里親に  

なりたい 

(4 人) 

・ 今、自分が里親になれたら…と思うことがあるので。  

・ 私自身里親になりたい気持ちがあるので。  

・ 里親希望しているため自分の目で見て知識を深めたい。  

・ 関心事の為 自分自身、里親になりたかったが主人の理解

を得られなかった。  

自分の 

興味・関心 

(4 人) 

・ いろいろな家族、家庭のあり方にふれてみたい。  

・ 実際の様子がわかり、どんなことに困っているのか知るこ

とができるため  

・ 友人の子が施設に入っているため、勉強、参考になればと

思います。  

・ 仕事と育児でしばらく携われていないですが今後再び少

しずつでも携われたらと思っています。  

何か役に 

立ちたい 

(3 人) 

・ 子どもが好き。子どもの為に何かできたら嬉しいから。  

・ 少しでも力になりたいから。  

・ 学習支援など、役に立てることがまだあると思うから。  

不安ではある  

が入りたい 

(3 人) 

・ 関心はあるが実態が想像できないため不安が大きい。  

・ 実際に家庭に入って支援を行うことに不安を感じる。  

・ 入ってみたいが、専門的な質問にどう答えたらよいかわか

らない。事前に研修のようなものがあったらよい。  

 

いいえ (1 人) 

・ 相手の家で見るのでしたら協力出来ますが自宅での支援は無理。  

 

どちらとも言えない (3 人) 

・ 支援内容によります。  

・ どちらともいえない。里親についてしっかりした知識がないため関わることが少し怖

い。けれど興味はある。  

・ あまりイメージできないので、よくわかりません。  
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第 3 節 グループインタビュー調査結果 

 

1）調査結果の概要 

 

インタビュー対象者 支援者 6 名 

（I さん、J さん、K さん、L さん、M さん、N さん） 

※支援者の内、K は事務局スタッフを兼務、N はファミリテーターを兼務 

日時 2015 年 12 月 4 日（金）15：30～17：30 

場所 当法人事務局 

 

2）高齢で受託していたケース  

 

M さん 

私がいろいろ行った中で割と気が付いたのは、里親さんが年配の家庭が多いなとい

うことです。これはあくまで想像ですけど、子宝に恵まれず、でもやはり子育てはし

てみたいと 40 代、50 代になって初めての子育てで分からない事だらけですっておっ

しゃる方もいます。 

 

 

I さん 

私が支援に入ったところで、里親を受けたときには夫婦とも健康だったけど、その

後に怪我をされたというケースがありました。その時にお母さんがおっしゃったの

は、受けたときは、自分たちがそういう状況じゃないから受けられたけれど、その後

に状況が変わってしまった時に、結構いろいろと考えたところがあるということで

す。 

あと、子どもさんを引き取る時の里親さんの年齢というのも関係します。引き取る

時は健康だと思っていたのに、歳を重ねていって、いろんなところが調子悪くなった

ときに、本当にベストな状況で子どもの面倒を見られないことがあります。そういう

時に、家事支援に入ってもらえるというのは、すごくありがたい事だとおっしゃって

いました。 

 

 

K さん 

実子さんがいらっしゃらない里親さんで、50 代近くなって委託を受けた方がいまし

た。支援者がお子さんに接しているのを見て、その接し方がとても参考になると言っ

て、またぜひ来てくださいという声を頂いています。家事をやってもらって助かる場

合だったり、お子さんへの接し方で自分も悩んだりされるので、普通に親を経験され
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た方だったり、保育士さんだったり、そういう方の子どもへの接し方を見たいという

風に素朴に思われるのです。 

 

 

I さん 

本当にそれはあるかもしれないですね、だって経験がないですものね。子育ては体

力で、ある程度の年齢になってからの方は、受け入れはけっこう大変ですよね。  

 

 

K さん 

大変ですよね。その後、2 人目も希望したいという気持ちも少しあったと思うので

す。具体的な話は知らないですけど。でも「50 代過ぎたら小さい子どもはダメって言

われました」とご立腹めに、世間話の中でおっしゃっていました。実際そういうルー

ルがあるのかないのかは、わからないですけど。 

 

 

I さん 

実際には大変…50 歳は… 

 

 

K さん 

だから今はもうご自身でも無理だなと思っているかもしれないです。 

 

 

L さん 

私が支援に入った中で、両肩が痛くてお母さんが抱っこできないご家庭がありまし

た。、お子さんの方はまだ 2 歳で「抱っこ、抱っこ、抱っこ」だから、どうしてもお

母さんが無理やり抱っこするけど、やっぱり痛いものは痛い。最初から痛かったのに、

受けたわけではないのではと思うけど、受けた瞬間にそうなったのか、抱っこしたか

らそうなったのか。多分抱っこしたからなったのではないかなと思います。50 過ぎて

急に重いものを抱っこして。 

 

 

I さん 

小さいときから徐々に重くなっていく分には、体が慣れていくけどね。 

急にダッシュしないといけないから、仕方がないし。お母さんが受診している間に

病院で保育しているのですが、お母さんが診察室に入ったりしている間にその様子を
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見ていると、けっこう年齢的に厳しくなってきているのを感じました。お母さんも気

の毒だし、子どももちょっとかわいそうかなと感じることはあります。 

 

 

I さん 

気持ちだけでは受けられないですよね。 

 

 

L さん 

やっぱり難しいのもありますよね。でもすごく頑張っていらっしゃって、抱っこし

ないように言い聞かせたり、あと病院の先生に、今お母さんがこういう状況だからと

いう話を、先生に言ってもらって聞かせたいというのがあるみたいです。子どもに「聞

いてきた？」って聞くと、「うん、聞いた聞いた、シールもらった」って。どこまで

聞いてきたかわからないけど、一応お母さんもこうなのだという説明とか、今ここが

痛いから注射をしているのだとかを見せると、それに関してはうまいこと病院で一緒

に説明をやっているので、そういうところはすごくいいのではないかなと思います。

どこまで子どもが聞くかは別として、何もしないで、抱っこは痛いからできないと言

い続けているよりは、ママはすごく頑張っていると思われる。 

そういう風にしていく方が、子どももどんどん成長していくので、だんだんわかる

ようにもなってくると思います。親が言っても聞かないことも、第三者に言ってもら

うことで、同じことを言っていても違ってきます。 

 

 

I さん 

本当にそう思います。今本当に煮詰まっているご家庭が多くて、やっぱり第三者が

家に入るというのは必然ですよね。 

 

 

K さん 

問題解決は、きっとそんなにすぐにできることばかりではないですけど、うちみた

いな支援者が入っていることで、少し役に立てると良いです。 
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3）里親・里子の関係性について  

 

I さん 

入っていて思うのは、やはりみんないい子ですよね。そのいい子だというのが、や

はり少し引っかかっています。本来だったらもっとわがままでもいい年代で、別に里

親に限らずですが、支援に入った時に、一般の家庭と里親家庭と比較すると、やはり

いい子だと思います。そして遠慮みたいなものがあるように感じるのです。それは子

どもが遠慮しているのではなく、親が遠慮しているから、のことが多いです。特に支

援に入った時に、そういうものを外せる場になることができればいいかなと思いま

す。 

騒ごうが泣こうが、もし自分が入ったときにそういう場ができたらいいのかなという

気がしています。 

 

 

N さん 

支援者が入った時間だけ、いい子の時間をちょっとやめて、悪い子になってもいい

のですね。 

 

 

I さん 

そうそう、それが無意識のうちに開放される空間だったらいいかなという気がしま

した。何か出せる場があったら、子どもにとっても親にとってもいいのかなというの

を感じました。そしてそのサポートができたらいいかなと思いました。 

 

 

L さん 

どこのご家庭もやっぱり、親も遠慮があるし、子どもも少しお母さんに気を遣って

いるなと感じる部分があって、本気でぶつかり合っている親子は 1 組ぐらいしか見た

ことないです。けっこうお互いに言いたいことを言っていくほうが、お互い疲れない

し、すごくいい関係というか、本当の親子になれると思うことがあります。 

 

 

I さん 

遠慮しているというのは、どういうところからわかります？  
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L さん 

自分の子どもにそんなに丁寧に聞いたりしないし、腫れ物に触るわけではないけ

ど、こんな風にはあんまりしないかなと思うことがあります。委託を受ける方だから、

いい方なのだと思う。だからいい親でありたいという想いが多分あって、いい親とい

うイメージが壊れるのを避けるから。そこはでも時間がもしかしたら解決してくれる

のかもしれないですけどね  

 

 

K さん 

里親家庭支援の中で稀なケースというのが、ひとり親家庭です。片方の親御さんが

亡くなられてしまって、その時点でお子さんは中学生になるところでした。 

でも亡くなられてしまったので、これ以上できないと。でも児相の方からひとり親

家庭ではあるけれども継続でオッケーですと言われ、お子さんも里親さんと暮らすこ

とを選びました。 

お子さんがもう里子とわかっている年齢で成長しているが、少し子どもの振りをし

ているかなという傾向があるようでした。 

里親さんは 18 歳を過ぎて委託期間が終わったとしても、関わっていれば、子ども

として常にずっと悩み続けるだろうし、その微妙な期間を、どんな形でもいいから介

入していくことによって、意識が少し離れたり、本当にその場だけ凌げれば、何とか

また暮らしていけるんだなぁとか、私としてもすごく勉強になったなぁと思うケース

もあります。 

その上で対象年齢外のお子さんも今後みていく必要もあると思います。特例がない

限り、今の里親支援は小学生までなので、年齢で区切っていいのかなって。児相もあ

りますし、いろいろありますけど、児相ではないところの支援を求められたりすると

ころもやはりあるので、家庭支援もやはり大事なような気がします。里親さんに限ら

ず、今は、第三者の介入は絶対必要な感じがします。 

 

 

L さん 

外国のお子さんもいらっしゃいましたよね？車が大好きなお子さん。すごいなぁと

思って…よく引き取る余裕があるなぁと。 

また、2 人のお子さんを受託されているお宅で、上のお子さんが、「きょうだいが欲

しい」と言ったから引き取ったのに、その下の子は少し落ち着きがなく、いろいろ大

変なお子さんだったものだから、上のお子さんがもう口も利かないし、「嫌い！」、「返

して！」みたいな感じになってしまって。最初の頃そのお宅に行っていたけれど、も

う全然依頼がなくて心配です。実子は大きい子が 2 人ぐらいいて、もう家にはいない

のだけど。 
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上のお子さんが高校生の時に、下の子は、その時には小学校か幼稚園。本当離れて

いるのです。それで、里親さん自体もほら年齢がいっているわけじゃないですか。そ

れでその小さい子を引き取って、いろいろ暴れたり大変な子だから、結構大変な状況

な上に、そもそも欲しいって言ったお姉ちゃんの方からは背を向けられるみたいな感

じの状態を気にしつつも、そのご家庭は目一杯家事支援を使ってしまったから、支援

が終了してしまいました。  

 

 

J さん 

里親さんは、どういう風に接していたのですか？下のお子さんに。 

 

 

L さん 

保育園かどっかに行っていて、一度も私は会っていないです。上のお子さんは、試

験休みか何かで 1 回いたけど、私とは話をしないし。私を避けたいから、とにかく私

がいない部屋へ、いない部屋へと、行ってしまうような感じの子でした。でもその時

で中学生だったから、そんな時期だから仕方がないかなと思っていたのですけれど。

そのお母さんはいろいろ手作りをされていて、食べる物もすごく気遣われていまし

た。 

人参も何十本もスライスするとか。そういうのをやりながら、その話を聞いていた

ので、これではこの先、下の子は小さいし、上のお子さんはこれから高校になってい

くから難しい時期で、そんな状況ではとても大変だと思いました。それでお母さんは

割と責任感がある人だから、その下のお子さんは一旦どちらかのお宅に行ったけど、

2 年ぐらいで戻されてその子が再度お願いされての、引き受けてだったから、もう私

が手を離す訳にはいかないみたいなことを、少しおっしゃっていたので、責任感があ

るから余計、年齢的にも 50 歳ぐらいだったはずだから、大変なことになっていない

といいなぁと思って、いつか聞こうと思っていました。ああいうお家はそれこそ支援

してあげないと、大変ではないかな？ 

怪我したからっていう理由で行ったけれど、していなくても、気持ちの上でも、お

母さんも友人関係というか、孤立しがちになるのは目に見えているようなところがあ

ったので。上の子との関係性も、そういう理由で 2 人目を委託受けているということ

も少し恐いし、その後に向けて上の子にどう話して聞かせられるのだろうって。 
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4）障がいを持っているお子さんが多い  

 

M さん 

結構意外だなと思うのは、割と障がい児を受け持っている家庭が多いですね。テレ

ビドラマや映画だといかにもお利口さんを選んでという印象ですが、ダウン症であっ

たり、多動であったり、自閉症であったり。そういう子かなり多いのですよね。 

 

 

K さん 

その子がたまたまそうだった、でも…最初から障がいありきで始まっているのか、

里親さんどうなのでしょうかね？それはわからないですよね。 

 

 

M さん 

やはり承知の上だと思います。 

 

 

K さん 

いろんな障がいを持っているお子さんが多いじゃないですか。私が本当に初期に関

わったお子さんが今中学生になって、先週学校の行事があって、それを見てきたお母

さんの感想を聞きました。「障がいがあって何が悪いの」みたいなお母さんなので、

行事が素晴らしかったって。みんないろいろやってしまったりするのだと思うのです

けど、楽しかったと。 

本当にそのお子さんの養育環境がどんなに大事…養育環境ばかりではなくて、その

子の能力もあるかもしれないですけど、やっぱり里親さんから受ける、家庭から受け

ることで、ものすごい知的障がいがあっても、この子こんなことまでできるんだー、

あんなことまでできるんだーっていうことが、ものすごく成長を私は感じたので、里

親家庭に行って本当に良かったのではないかなって。このお母さんとお父さんに育て

られて良かったのではないかなぁって思います。 

お母さんも本当に送迎 1 つ、障がいがあると全部親がやらなきゃならない。本当に

その内 1 回でもいいから手伝ってあげられればいいかな、というぐらいしかお手伝い

できませんけど、この子が育っているのだから、またやはり協力したいなという気持

ちにもなります。地域の方もすごく声を掛けてくださるので、私が支援に入っていて

も、移動の際バスで迷ったりすることもあるのですけど、皆さん「あっ違うわよ、あ

っちのバスよ」「どこどこの学校でしょ？ここ行けば間違いないから」なんて教えて

くれたりして、本当に助けられています。歩いていても声掛けてもらえたりとか、見

守ってもらえているような意識がある。地域の手助けだったり、学校の助けだったり、



67 

 

こういう機関の支援だったりがあっていいのではないかなと。やっぱり必要だよなと

私は本当に強く思いました。 

 

 

J さん 

ご家庭に入って、保育や家事をすることによって、お母さんの負担が少し減ったり

するといいかなと思います。 

 

 

I さん 

誰もいないよりはね。 

 

 

N さん 

それをもう少し効果的に使ってもらえるといいなと思います。 

 

 

K さん 

里親サロンとかそういうところに積極的に参加される方だったり、学校の PTA と

か行かない方もいるし、どこに愚痴をこぼしたり、相談をするところをどこに持って

いるかっていう、果たして持っていないのかというのもあるし。 

 

 

5）里親・里子と意識しない  

 

M さん 

(里親支援を利用する方は、)具体的に美容院に行きたいからとか、学校や幼稚園の

用事があるからという理由。どうしても行かなきゃいけないから預かってくださいと

いう。私の目から見て、お子さんを育てる仕事から離れてリフレッシュしたいという

人にはお目にかかることがないです。  

私、随分たくさんの家庭に行きましたけど、みんな言われなければ里親しているな

んて分からないような、どこにでもいる普通の家庭なのです。だから、支援中は全く

意識していなくて。ただ一つ気をつけなければいけないのは、児童館とか公園で、他

所の子どもやお母さんと一緒に遊ぶことはありますけど、そういうときにポロッと里

親支援というキーワードは絶対に言わないように注意が必要です。 

結局、意識してしまうと、何でもかんでもちょっと気になることがあったら、里親

だから、里子だから、本当の親子じゃないからと。多分里親さん自身も、そう思われ
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てしまうことが苦しさだと思うので、私たちの支援はそういうことを考えないであげ

ることが、支援の大事な点ですね。  

割と世間的なイメージがあると思うのですよね。例えば施設で生活している子ども

はかわいそうで、里親家庭に行った子どもは幸せというような。言ってみればステレ

オタイプで、今の里親さんのお家にも馴染んでいるけれども、昔生活した施設も楽し

かったという子どももいます。ずっと乳児院で生活していた子が新しい家庭に入っ

て、その家に支援に行くと、施設のアルバムを見せてくれるのです。「これが誰々先

生で、これが誰々ちゃんで、楽しかったんだよー」って。 

新人さんの支援者が里親さんの家に入るときは、あんまり里親と考えすぎず、児相

関係の託児に行っても、施設の子どもはかわいそうとか、そういうイメージは置いて

おいて頭を空にして行けば、血の繋がりがあるないは関係ないどこにでもいる普通の

子ども・親だと思います。 

里親家庭に入ると、やはりぎこちないな、と思うことはたまにはあるのですね。で

も結局、里親であるから以前に、単純に初めての子育てだからぎこちないのは当然な

のですよね。実際は、実子さんでうまくいっていない家庭もあります。 

 

 

I さん 

だから、一般家庭と同じですよ、本題としては同じだと思うのですよ。だからあん

まりそれは変わらないのかなと思うのだけど。 

 

 

N さん 

里親家庭であるからこその特有の困難さではなくて、一般家庭でも共通の子育ての

困難な部分があるし、里親家庭特有のお子さんが持っている今までの経験のこともあ

るし、共通部分はあると思います。 

 

 

I さん 

でも、普通とは違う形態ではあるわけなので、その形態から発生する想いを受け止

める機関はあった方がいいなと思いますね。問題は、どこの家庭にもあって、それか

らいい点もどこの家庭にもあって、里親であろうが何であろうが、その関係である限

りは、いろんなことが発生すると思うのです。でも、普通の親子とは違うということ

は事実なので、そのために出てくる、想いとかはあるのではないかなと思うのです。

そこを受けられるような機関なり仕組みがもしあれば、スムーズにいくのかなと思い

ます。 
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M さん 

結局児相の人手不足でしょうね。元々それをやるのが児相のはずで。やっぱり児童

福祉司の数が足りない。  

 

 

6）措置解除されたケース  

 

M さん 

自閉症や多動の場合は後から分かるパターンが多いのでしょうね。実際、私が知っ

ている家庭でも 1 件、後で預かって一緒に生活した後で、発達障がい傾向だと診断さ

れて引き戻された子どもが 1 人います。児相の勧めなのか、里親さんの意思なのか、

それは分からないですけど。 

 

K さん 

何か理由があって、措置解除だったような気がします。 

 

M さん 

そう、後日、託児の会場に偶然その里親さんが現れて、お母さんが、「実はあの子

がこうこうこういう訳で、戻ってしまったんです」って。多分お母さんも無念だった

と思います。 

 

K さん 

自分のお家に置いておかない方がいいという、何か理由があったのかもしれませ

ん。実子さんもいて、実子さんもすごく可愛がっていると言っていたのですよね。当

初は、家族合意の上に里親家庭を始めますみたいな話があったので。 

 

 

M さん 

(そのご家庭は、現在新たにお子さんを受託されていて)少なくとも今こうして新し

い子どもが来ているということは、里親家庭としてはやはり認められているというこ

となのだな、と思います。 

 

J さん 

そこの里親さんは、お子さんのことをすごくよく考えてくれている里親さんです。

実親さんとの関係とかも、すごくいろんなことを考えている方なのだなと。いろんな

葛藤とか、どこまでうちの子として育てたらいいか。お返しするというのがあるから。 
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M さん 

そう、必ずしも実の親と縁が切れている子どもばかりではないのですよね。実の親

とも繋がっているし、里親さんとの繋がりもある。一回、託児で里親さんと児相、実

親さんが一緒にいて歓談しながら子どもを見ているシーンもありました。健康上とか

仕事上とか本当にやむを得ない理由で、「少しお願いします」という関係、お互いの

仲も良いというパターンもありますし。必ずしも全員が全員、死に別れてとか虐待と

かばかりじゃないのでしょうね。 

 

K さん 

問題というか、養育支援家庭があって、親の施設に入ったり出たりに伴って、子ど

もも転校しなきゃいけなかったりということも起きていたりするから、何か本当に同

じような感じがしますね。子どもの学校問題とか本当、親として大人の社会として考

えてあげないとやはりいけないのかもしれません。 

 

 

7）今後の里親家庭支援における提案  

 

N さん 

考えていかなければならない問題もいろいろあると思うのですけど、今後の里親支

援に向けて、皆さんの方で提案というか、こういう仕組み・取り組みがもっと増えれ

ばといいなとか、こういった関わり方の支援があるといいなとかありますか？  

 

J さん 

私は、里親家庭ファミリーサポートのとき入っていました。その時は結構、掃除等

の家事と、保育を両方して良かったのです。でも、今の里親家庭支援になったら保育

だけなので、そこがもう少し融通きいたほうが、お母さんが楽かなと思います。 

 

I さん 

私は個人でいろんな仕事を受けていますけど、結局、みんな両方お願いしたいわけ

ですよ。でも、結局は今のこの仕組みの中だと、ベビーシッター会社は、シッターし

かダメと言うし、家事代行会社は、家事しかダメと言うし。私が登録しているベビー

シッター会社は、家事支援と育児支援が一回の中にあったら、別々に用紙を書かない

といけないのですよね。どうしてなのかなって。要望としては皆さん両方お願いした

いわけですよね。同じ時間の中で。何でできないのかな。 
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N さん 

おそらく乳幼児が多いと思うので、家事は危険だから難しいと思います。 

 

I さん 

安全面ですかね。 

 

K さん 

あと、もしかしたら里親さんがお子さんから離れることによって、少しリフレッシ

ュしてもらいたいとか、そういうことが先に立つと、子どもを見てもらう、年齢の低

い保育が必要という世代に関してはやはり、保育ができる方をというのがまず始まっ

たのかな？ 

でもそれは、うちの他の養育支援でも、要は支援者のできる内容が、マルチの方も

いれば、限定の方もいるので、そうすると依頼者さん側には、「この方は全部できな

いから、これだけにしてくださいね」というパターンは、コーディネーターの側から

してみたらいくらでもあるのですよ。 

また、「支援者のできる範囲で」、「家事でも保育でも大丈夫」っていうお母さんも

います。(支援者が)ちょっと保育に自信はないけれど、お母さんが在宅であれば何か

あったら聞けるから、お子さんを見守ることはできる程度の保育だったり、家事でも、

料理は苦手だけど、掃除ならできるという場合もある。 

ただ、そこまでの細かい内容を全部ルール的にも OK にして、尚且つソフト面で、

ここで全部調整をするというのは、ものすごい事務量としてあるのですよ。それをこ

こでやる費用を全部行政もある程度まとめて出してくれているにせよ、追いつかない

件数と、特に保育はいろんな場面があって、どの保育はどの場所で、どんな内容で、

どんな受け渡しで、どんな引き渡しでと、現地確認できていないから、そこもイメー

ジして皆さんに伝えています。 

だから、個別支援は本当に実はものすごいコストとお金がかかるというところもあ

って、だからやはりルールも必要でもあると思います。けれどそれは現実的に皆さん

に喜ばれる内容でなければいけないというところもありますし。その難しさは感じま

すかね。 

里親支援は、推進員さんが児相にそれぞれいて、最初は推進員さんから里親さんに

連絡を取るので、私たち事務局が個別に里親さんに連絡取れないのですよ。最近では、

少しずつ OK になっている部分もあるのですけど、推進員さん追いつかないですね。

そういうルールも現実的になかなか即していない。手間が掛かる、時間が掛かる、や

っぱり直にやった方がいいのではないかというところもあります。 
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N さん 

ファミサポの時期は直だったのですよね？ 

 

K さん 

ダイレクトでした。 

 

J さん 

それは、里親さんからすごく言われます。「何で直接連絡取れないのか」例えば、

物の場所とか、「そういうのは(推進員を)通さなくていいじゃない？」とか言われるの

ですけど、こちらとしてはもう決まりなんでと言うしかない。そういう要望は、あり

ます、確かに。 

 

K さん 

伝言ゲーム状態になっちゃってね。マニュアル化した仕事の時代的なものがあると

いうか、マニュアルにないことをやってしまって、問題になったり、どこに責任の所

在があるかということだったりとか、やっぱり仕事になった時の難しさ…そうした範

囲をどうしていくか、ですよね。あとは、「またこの人に来てください」と言われた

ときに、予定がつかないときに複数担当者になってしまったり、いろいろあります。

利用者さんから、いろんな要望が事務局に入ります。 

 

J さん 

あと、結構 24 時間では足りない方もいて、「24 時間終わってしまったらどうなる

のですか？」と、その心配がある方もいて。保育時間が 5 時間の方もいるので。 

 

K さん 

まとめて長時間保育なんていったら、24 時間あっという間に使いきってしまうから

ね。 

 

M さん 

あと、1 回あたりの上限が 6 時間というのも中途半端ですよね。労働基準法で 1 時

間休憩取れといいますけど、支援中に一緒にご飯食べてしまえばご飯は平気だし、せ

めて 8 時間あれば、お弁当持って遊園地行って帰ってくるとかいろんなことができる

のに、6 時間というと中途半端ですよね。ある家で、「自宅から距離がある動物園に連

れて行ってもらえませんか？」という話がありました。でも、上限が 6 時間なので、

家を出るところから始まると現地滞在時間が短いなと思い、現地集合・現地解散の提

案をすると、「だったら自分で連れて行った方が早いですね」と言われたことがあり

ます。 
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そういう融通をきかせて欲しいというのは、いろいろあります。あと、あるお家で

は、「エリア外の遊園地に連れて行ってほしい」と言われました。そこはいいなと思

ったのですけど、行政に確認したら、「エリア内ではないので難しい」とのことでし

た。 

 

K さん 

理由だと思うのですよね。子どもを預かったら、時には遊びに連れていくというこ

とも、普通だったらそうそうできるのに、なぜ連れて行けなくて人に頼みたいのかと

いう。それはやはり里親さんがやってあげた方が、お子さんとの関係としていいので

はないか、と思えるようなことであれば、それはこちらの出る幕じゃないかな、とい

う気が個人的にはします。だけど、ある程度の年齢になると「遊園地は無理だ」みた

いな世代もやはりいるかもしれないですよね。理由を、どう聞いてあげたら良いかと

いうこともあると思います。  

 

I さん 

同行というのはダメなのですか？私は個人で受けている仕事の場合は、同行なので

すよ。 

 

K さん 

親も一緒？ 

 

I さん 

一緒です。以前どこかの何かに参加するから、「一人では見きれないので一緒に来

てください」となった場合は、時間関係ないですよね。その日に要する時間なので、

「今日は何時から何時でお願いします」とか、「今日は少し遠出するから、少し早く

来てもらえませんか」という。個人だったらできるけれども、通常はなかなかできな

いですよね。私は、個人でできるわけですけど。 

結局は、もしそういうのができるのだったら、私としても通してもらった方がいい

わけですよ。だって、保険に入っていないじゃない？○○○○の資格を取ろうとした

のは、その保険が協会で持っていれば、あそこはトータルですから。 

コーディネーターは、すべて自分でやらなきゃいけないですね。もしも、将来的に

コーディネーターできるような組織があったとしたら、とてもいいな、と私は思いま

す。両方受け入れられて、しかもそういう事務局もきちんとあってというのを。そう

したらご家庭からのニーズと、合致するわけですよね。今ないですよね、やっぱりい

ろんな問題があるからですよね。 
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N さん 

行政の枠ではなくて、外れた枠の人たちを何かサポートできる体制も必要かなと思

います。 

 

K さん 

当法人の個人利用でしたら、支援者がそこで仕事を確保できて、内容も事務局であ

る程度確認できて、責任を負えるという方、できる内容だったらそこで一つ仕事成立

するので、そういう利用者さんに限っては受けているのですよ。ただ利用者さんとの

関係性がすごく大事です。 

 

M さん 

40 代、50 代の里親さんからは、子どもを思いっきり遊ばせたいというご希望があ

るので、極力、危なくない限りは、私も子どもの欲求を満たしてやろうと思って。ど

んなにデカかろうが重かろうが、抱っこと言われれば抱っこするし、肩車します。里

親さんが「抱っことかやめなさい、歩きなさい」と言う人もいますけど、あれは私達

に気を遣っているのですね。重さをご自身が一番よく分かってらっしゃるから。迷惑

を掛けたくないと。そういう時は、「いいですよ、いいですよ。体力には自信があり

ますから」って言っています。 

 

I さん 

そういう意味では男性・女性いろんな人に関わってもらうというのは、大事かもし

れないですよね。 

 

K さん 

そこら辺の要望を、もう少し範囲を広げてもいいのではないかと思います。 

 

N さん 

里親家庭のニーズに応じた、柔軟性というところが課題と言うところかもしれませ

んね。 

 

 

8）考察 

 

グループインタビュー全体を通して、第三者が介入することの重要性が挙げられた。 

例えば、里親が高齢で受託されたケースでは体力的に厳しい面があるという声があっ

た。そのような状況では、支援者が家事支援を行うことで里親の負担が軽減できたよ

うだ。 

また、支援者が子どもと思い切り遊ぶことで、「遊んであげたくても(体力的に)難し
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い」という里親の気持ちや要望に応えようと考える支援者もいる。  

里親の怪我が理由で支援に入った場合でも、関わっていくにつれ精神面での支えも

必要だと感じる事例もあった。どのような形であっても第三者が介入することで、里

親の気持ちが一時的にでも救われ、その積み重ねで暮らしていくことができる家庭も

ある。 

具体的に医師が間に入り病状を子どもに説明してもらうという事例では、第三者が

介入することで、子どもにとっては親とは異なった視点からの関わりを得ることがで

きるようだ。また、地域や学校での見守りも大切であり、社会全体が丸ごと受け入れ

る体制づくりが望まれる。  

受託当初と家庭状況が変わってしまう事例もあったが、それは一般の家庭でも起こ

りうることであり、良い面・困難な面は里親家庭も一般家庭も共通する部分もある。  

「里親・里子ということを意識しない」、「先入観を持たずにありのままの家庭を受

け入れる」ということは、支援者として家庭に入る上で大切な姿勢である。  

その一方で、血縁関係ではないという事実を受け入れ、その形態から出てくる想い

を受け止める機関や、仕組みも必要である。支援者が入る時間が、親子にとって自ら

を開放できる場、想いを吐き出せる空間になれば、という意見にもつながる。  

今後の里親家庭支援における課題点としては、里親家庭のニーズに合わせた柔軟な

支援が挙げられる。具体的には、利用可能時間の上限を含む支援内容を各家庭の状況

やニーズに合わせて柔軟に対応できるようになると良いという意見があった。しかし、

ある程度のルールやマニュアルは危険の回避のためにも必要である。そして個別支援

はコストがかかるという現実もあり、里親家庭に喜ばれる支援内容と、現実的な面と

で難しさがある。 

しかし、まずは里親家庭の要望に合わせた支援者の派遣という範囲で、男性・女性、

様々な支援者と関わって頂き、少しずつ柔軟性を広げていくことは今後期待ができる。 

今回、実際に里親家庭に入ったことのある支援者から、様々なエピソードや意見が

挙がった。一人一人の支援者の多様な価値観を共有できたと考える。普段支援者は個

別での支援を行っているため、支援者同士での報告や意見交換をする機会が少ない。

それぞれの里親家庭の立場に立った、より柔軟で細やかな支援を行うためにも、今後

はさらに支援者同士の事例検討会を増やしていくことも改善の余地があることがわか

った。 
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第 2 章 里親家庭の聴き取り調査 

 

第 2 章では、里親家庭 8 家庭の聴き取り調査をもとに、「社会資源」に関する内容

を抽出した。その上で、「社会資源の活用」と「社会資源の開発」の 2 つの項目に分

類した。 

「社会資源の活用」については、これまで活用したことのある社会資源について、

分類した。また、「社会資源の開発」では、「利用したい（してみたい）サポート」や

「こんなサポートがあるといい」など意見や要望をまとめた。  

 

第 1 節 社会資源の活用 

 

第 1 節の「社会資源の活用」については、「関係機関とのかかわり」、「利用したこ

とのあるサポート」、「家族や地域の養育サポート」をそれぞれ分類した内容である。  

 

1）関係機関とのかかわり  

「関係機関とのかかわり」については、以下 19 項目に分類した。 

 

1．児童相談所 2．乳児院 3．児童養護施設 

4．地区里親会 5．里親支援機関 6．保育所・幼稚園 

7．小学校・中学校 8．高等学校・大学 9．特別支援学校※  

10．教育相談センター 11．保健所・保健センター 12．療育センター 

13．地域子育て支援ｾﾝﾀｰ 14．児童館 15．図書館 

16．自治会 17．病院（医療機関） 18．警察署 

19．民間機関 ※特別支援学校には特別支援学級を含む 

 

事前のフェイスシートでは、30 項目の機関のうち、「児童相談所」はもちろんのこ

と、「乳児院」、「児童養護施設」、「地区里親会」、「里親支援機関」等と関わっているこ

とが明らかとなった。また、子どもたちが普段関わっている「保育所・幼稚園」、「小

学校・中学校」、「図書館」、「児童館」などの利用が見られた。他、「保健所・保健セン

ター」、「病院（医療機関）」などの子どもの健康に関わる機関の利用も多く見られた。 

 

1. 児童相談所 

 

≪幼稚園や学校の説明についてきてくれる≫ 

2，3 年前くらいから、新年度になると必ず児相の担当者が、学校や幼稚園に子ども

のことを説明する際について行ってくださるようになりました。当時は、児相の担当

者が幼稚園や学校の説明について来て下さることはありませんでした。私は、先輩里
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親さんから「小学校入学する時は、一緒に行って説明してもらったほうがいいわよ」

って言われて、知りました。  

 

 

≪里親担当職員≫ 

子どもの委託は登録後、多分 1 年くらいしてからですかね。最初は、乳児を希望し

ていたんです。お預かりするんだったら、自分達の赤ちゃんを育てる・・みたいなイ

メージだったんですけど、なかなかそういうご縁がなくて。そこで、里親担当の職員

さんが、小学生くらいまで対象を広げたらもっとお話がありますよって。それで小学

校低学年だったらできます、ということで。交流が始まったのは子どもが年長で、実

際に委託されたのは 1 年生の途中からでした。  

 

 

≪家庭訪問≫ 

児相の方の家庭訪問は、委託されてから毎年決まっているものは一年に一度、年度

変わりに、子どものいる時間にという感じです。あとは、実親さんとの面会に連れて

行くときに話す時間があれば児相で少しお話ししたり、何か連絡事項等がある場合に

電話でやり取りをして、必要があればこちらから児相に訪問するなどの関わりがあり

ます。 

こちらからこう押していけばもっと関わる機会があると思うのですが、そうでなけ

ればそんなにはないと思います。  

担当の方にもよるのかもしれませんが、私の担当の方は何年か経つと変わっていっ

てはいますが、それほど「どうですか、どうですか」と聞いて来られる感じはないと

思います。 

頻繁に来られるということはないですね。委託されて半年以内ぐらいに、何か書類

のやり取りをするついでだったのか、顔を見るということが目的だったのか？忘れて

しまいましたが、玄関先で子どもの顔を見て帰られるというようなことはあったと思

います。 

 

 

≪カウンセラー≫ 

児相から業務委託された、里親をサポートするためのカウンセラーさんがいらっし

ゃるんですけど、子どもが委託されて 1 年くらいは、毎月 1 回訪問してくださいます。

話を聴いてもらっては、毎回号泣していました。まず、一方的に私が喋って「うんう

ん」って聞いてくださって、「大変でしたね〜」と共感していただいて、最終的には、

自分では整理しきれない私の「もやもや」な気持ちをまとめてくださるので、ああそ

うかもしれないなって素直に聴けました。  

乳児院からいらしてる心理士の先生なので、子どもの心理をよくご存知で、例えば、
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「子どもに何かをやらせたい時は、まず本人と一緒に簡単な目標をたてる。その上で、

達成できたらカレンダーにかわいいシールを貼って、成功体験をさせる。『宿題した、

歯磨きした、一人でお風呂に入れた』などをシール貼っていくと、ゲーム感覚で楽し

んでやりますよ」って。私は実子がおらず子育てが初めてですので、大変助かりまし

た。 

子どもと１対１だと、目が行き届きすぎて注意が多くなって、そこで反抗的な態度

をとられると、感情的に叱ったりすることがありました。一歩引いて冷静に見ること

が出来なくなるときがあるので、そういうときお話を聴いてもらうと、気づくことが

たくさんありました。 

子どもは注意されると、全否定されたみたいに受け取るのか、怒りの感情がすごい

んです。自己評価が低いところがあり、傷つきやすいから、自己評価をあげていくよ

うに、「大好き！大好き！」っていうことを思っているだけではなく、口で伝えていき

ましょうとアドバイスがありました。  

 

 

≪話を聴く体制に関して≫  

「児相はこういう方針を立てているけど実際無理なんじゃないか」って日々の生活

の中で思ったことが出てきたらまず電話して「最近の様子を見ていると、これこれこ

うなんですけど、もう1回児相内で話してくれませんかね」っていうのを、担当の人

と里親支援の人、両方に話をしておきます。信用していないわけじゃないけど、1人

に伝えたことがその上司にどう伝わっているかというのは、里親はわからないし、も

しかしたらその人で止まっているかもしれない。  

だから何かこちらから話があるときは、廊下で立ち話ではなく、きちんと部屋を取

ってもらいます。そして、聴いてもらうときは2人以上で聴いてほしいです。1人だと

どうしてもその人の主観や感情が入ってしまうので。せっかく児相に足を運んでいる

のだから、その機会にじっくりと里親さんの声を聴いてほしいと思います。  

 

 

≪学校の入学手続き≫ 

入学の手続きや、学校への最初の挨拶の時は、児相の方が間に入ってくださるので、

不安はありませんでした。名字は、本人の希望で本名を名乗っています。自分の名前

をすごく気に入っているのでそれでいきたいということで。  

 

 

≪きょうだい児の面会の際に仲介をしてくれた≫ 

実親さんの状況については、里親さんから言うと揉める原因になるため、児相から

言ってもらうようにしていますね。児相からは、「実親さんは、今こんな状態です」っ

ていうのは教えてくれるけど、それ以上の背景は教えてくれないのでわかりません。  
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預かった子の上のきょうだい児が高校を卒業する前に養子縁組をされるというこ

とで、個人的に会うのは難しいから、「会った方がいいだろう」と思って面会させたこ

とがありました。そのときは、児相の担当者が間に入って下さいました。  

 

 

≪自分でどうにかするしかないのか≫  

委託後間もない頃は悩みしかなかったですね。当時、児相の方には子どもが泣いて

いるときの状態に関して、ちょっとこれは明らかに一般的な状態を逸脱しているとい

うふうに感じて電話しても「ああ、子どもは泣くものですよねー」等のことを言われ

てしまうとこちらもそれ以上言葉が出なくて、「あーそうか…自分でどうにかするしか

ないのか…」というふうに感じてしまい、そこまででした。  

児相の人に言えばちょっと相談に乗ってくれるのかなと思っていたので、何回か電

話をしたのですが、結局うまく伝えることができなかったということなのだろうと思

います。言われたわけではもちろんないのですが、当時は「それでも、まあまあ、が

んばってくださいよ」みたいな、そんな感じなのかなという印象を受けました。いっ

たん委託をされたら、あとは自力でやっていくしかないということなのかなと。その

ため結構ひとりで悩んでいましたね。  

養育に関して、私もまあ難しいなとは感じていたのですが、その状態がどういうこ

となのかよくわかっていなくて。今もそれほどわかっているわけではないので推測で

しかないんですけど、そのときはもっとよくわかっていなかったので推測さえできな

くて大変でした。推測だけでもできていれば少しは楽だったのではと思います。  

 

 

≪児童相談所の担当者≫  

困った時は児相に聞けば教えてくれます。例えば、ADHD で服薬している子を預か

って引っ越しをするときも、「引っ越した先での通院できる病院を探してください。」

とお願いして探してもらいました。例えば、預かっている子どもの実親さんの状況が

変化した場合もその説明は児相の担当者にしてもらいます。何でもかんでも里親でや

ろうとすると子どもとの関係も危うくなってしまうので、子どもにとってあまり聞き

たくない話なんかは児相の担当者に悪者になってもらって、私はフォローする側に回

らせてもらっています。  

里親が負担するべきところと児相が仕事として負担するべきところをきちんと区

切らないと里親は多分長続きしないです。  

 

 

≪ワーカーと推進員が病院に同行してくれた≫  

病院の受診時に担当ワーカーさんと推進員さんが、時間を合わせて来てくださった

ことは 1 番嬉しかったですね。里親が分からない子どもの背景のことは、直接ワーカ



80 

 

ーさんに聞いてもらいたいっていうのはあります。それから、私がワーカーさんと先

生からの話を聞いている間に、推進員さんが子どもを見ていてくれるので、それはす

ごく助かりました。 

 

 

≪その時の問題を解決してくれる支援力がない≫ 

これまで児相にも何度も相談したのね。うちには来てくれるのですが、一緒にウロ

ウロされちゃうだけでした。その時の問題を解決してくれるその支援力がないと思い

ます。 

これはみなさんよく言われることなのですが、長期で見てくれている人やわかって

くれている人が児相にいた方がいいそうです。子どもをずっと見てないとわかんない

こともあるしね。それは一理あるし、そのポイントポイントの困っている事に対応し

てくれるというか知恵を貸してくれるというか、子どもに直接言ってくれるとかそう

いうところがないですね。  

 

 

2. 乳児院 

 

≪きめ細やかな配慮≫ 

生い立ちの授業があったとき、子どもの小さいときの情報がなにもなかったため、

「どうしよう」と思ったんですが、乳児院に電話をして尋ねたら、うちに来る前のこ

とがきちっと記録として残っていました。乳児院の職員が全部メモしてくれて、それ

を FAX で送ってくれました。そのメモを読みながら、初めてしゃべった言葉は、「マ

ンマだった」とか「お気に入りのおもちゃは、汽車だった」って。細かく書いてあっ

て、里親子でお互いに共有することができました。小さいときの情報を共有すること

で、安心したというか、絆が深まったというか、それは良かったですね。施設の記録

は出してもらったほうがいいですね。乳児院の職員に会うたびに、「（施設での記録は）

すごく助かりますよ」ってことは伝えるようにしていますね。  

 

 

≪乳児研修≫ 

乳児院は、研修で行きました。乳児をお預かりするには、乳児研修が必須なんです。

基礎の研修があって、乳児を引き受けたい方は乳児研修っていうのを別に受けます。  

実際に、乳児院へ夫と訪問してみると赤ちゃんはあまりにも小さくて、壊れちゃい

そうで、「首大丈夫？みたいな・・」だから抱っこするときすごくドキドキしました。 

乳児院は、1 部屋に 7，8 人くらい赤ちゃんがいて、抱っこして、ミルク飲ませて・・

を順番に。職員さんは 1 人で何人もの赤ちゃんを見なくてはならないので大変だな、

と頭が下がる思いでした。赤ちゃんたちは、規則正しい生活、栄養バランスのとれた
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食事、天気のいい日はお散歩や運動など、きちんと育てられていて、万が一うちでお

預かりして、これだけ丁寧なお世話ができるかな？と考えさせられました。  

 

 

≪乳児院の職員さんと一緒にトイレトレーニングをしてもらった≫  

施設で暮らしているから、大人がお風呂に入るとか、トイレに入るというのを知ら

なかったんです。ちょうどトイレトレーニングがあったから、乳児院の保育士さんに

見てもらいながら「トイレトレーニングをやりたい」って言いました。それで、まず

は私がトイレに入っているところを子どもに見せたら、「ママもおしっこしてやだー」

と言って、ちょっとパニックみたいに泣きだされちゃって、ちょっとそういうところ

はありました。お試し行動っていうんでしょうか。  

ただ、子どもはすごく欲しくてたまらなかったのと、可愛くて仕方なかったので、

後から「試し行動がひどかったですね」と言われても、「えっ何が？」と思ってしま

いました。子どものそういう行動は、何か単なるわがままと私は捉えてしまいました。  

 

 

≪乳児院の職員さんには本当に感謝している≫ 

乳児院の保育士さんが気付いてくださって、「こうしましょう、ああしましょう」

って、アドバイスをしてくれたので、ものすごく感謝しています。保育士さんは、ベ

テランの方だったので、私は本当に何にもせずに、ただ一緒に遊んでいただけで、交

流中は楽しかったです。もう子どもがうちに来るのが待ち遠しかったのを覚えていま

す。 

 

 

3. 児童養護施設 

 

≪施設の思い出≫ 

施設を拠り所にしていたところはあったと思います。乳児院から、児童養護施設を

経て里親宅に委託されましたが、施設は 6 歳になるまで過ごしてきた実家のような所

ですから、今でも乳児院や児童養護施設の話をしてくれます。私の中の施設のイメー

ジは、正直あまりいいものではなかったのですが、「こんなに楽しいことがあった、〇

〇先生にこんなこと教えてもらった」という話を聴くにつれ、大切に育ててもらって

いい出会いがたくさんあったんだな、と感じました。  

 

 

≪児童養護施設の職員さんから話を聞けることは大きかった≫  

ちょうど、発達障がいの診断をされる前に、自治体で養護施設の見学会があって、

そちらに参加したのですけれど、そこで実際に働いている児童養護施設の職員さんと
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いうか専門家の方からの話を聞けていたので、すごく障がいの受け取り方がスムーズ

でした。 

よく「うちの子は絶対違いますよね！」ってなっちゃうんですけど、先生の方から

きちんと説明してくれたため、「発達障がいですか？」とこっちから言った感じです。

なので、そういう事は本当に助けになっていて、良い先生からお話聞けるってことは、

里親になったきっかけでもあるけれど、そういう専門家の方から話を聞けるっていう

のはものすごく大きいです。  

 

 

≪里親研修≫ 

児童養護施設や乳児院で合計 30 時間の研修というのが義務付けられています。夫

婦二人で、乳児院と児童養護施設の両方に行って、合計 30 時間だったかな。今は色々

変わっているみたいなんですけれど、私たちの時はそうでした。  

最初の研修では、どの子をという話は全くなく、色々な赤ちゃんと関わったり、養

護施設の児童と関わる研修が 30 時間ありました。それが終わった時点で里親認定を

受けました。 

 

 

≪里親支援専門相談員さんは信頼できる存在≫ 

私は、施設で子どもたちと関わっている里親支援専門相談員は、里親さんの相談相

手としては適していると思います。今、一番しっくりくる存在です。相談員さんたち

をもうちょっと格上げして頂けるといいのかなぁと思っています。直接、子どもの支

援にも関わってもらえたらいいですね。  

 

 

≪施設での生活と家での生活≫ 

施設では幼児のお部屋にいましたので、4 時にお風呂、5 時から夕飯、7 時には寝床

に入るという生活をしていました。  

同じホームの子たちの中ではお姉さんだったので、「何でも一人でできますよ！」

と伺っていましたが、うちに来たとたんに何も出来ない子になってしまいました。朝

顔を洗わない、歯は磨かない、磨かせない、トイレも一緒じゃないと入れない・・な

どなど、大きい赤ちゃんになってしまいました。  

また、施設のほうから事前情報として、癇癪があるということを聞いていたのです

が、実際に経験してみて驚きました。気に入らないことがあると、暴言とともに地団

駄ふんで暴れ回るんです。里母に飛びかかってきて、たたいたり蹴ったりもしてきた

ので、あざが絶えませんでした。  

ハキハキした明るい子なのですが、肝心なことが言えないようで、自分の気持ちを

表現できないと暴れるようでした。施設では、癇癪を起こすと他の職員さんが対応に
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当たってその場を収める、ということをしていたそうです。  

職員さんが何人もの子どもをみなくてはいけませんよね。そうすると、一人の子ど

もに割ける時間は限られるじゃないですか。だから、うちにきてからも、何かをやり

たいと思ったら「今やる！今やんなくちゃ！」という強迫観念にも近いこだわりがあ

ったのかな、と思います。遊んでいるところを中断させるということが、本当にでき

ませんでした。 

言葉がしっかりしてきて、やることを済ませて時間のあるときならやってもいいよ、

ということを約束できるようになって、癇癪もあまりおきなくなってきたような気が

します。出会ってから 2 年ほどたちますが、自分のことは自分でやる頑張りやさんの

姿に戻っています。 

 

 

≪養育家庭センター時代を振り返って≫ 

ちょうど里親になった頃、（児童養護施設や乳児院に設置されていた）養育家庭セ

ンターがあったのですが、子どもが委託されて、一年くらいに制度が変わって、なく

なってしまいました。 

当時、うちの主人がね、子どもを叱れなかったのよ。子どもを諭すというか、子ど

もに何が悪かったかと言う事を子ども目線になって伝えられなかったんです。それで、

子どもとの関わり方にすごく悩んでいた時期がありました。当時の養育家庭センター

のワーカーさんがうちにも来ていたので、「（主人が子どもとの関わり方に）悩んで

いるみたいなんだけど」って言ったら、すぐに経験がいっぱいある里父さんにつない

でくれて、その里父さんと 2 人で飲みに行って話したら、ちょっとスッキリしたみた

い。子ども目線で話すという意味は違うけど、「（話をすることで）ちょっと軽くな

った」って、本人も話していました。私は、それってとても大切なことだと思います

ね。 

 

 

4. 地区里親会 

 

≪新しい里親さんとの交流会≫  

今年度から里親会の支部のほうで、児相に「（里親会に入っていない人も含め）新

しく認定された里親さんに、児相から交流会の案内を送ってほしい」ということをお

願いし、連絡が行くようにしてもらったみたいで、よかったなと思っています。去年

に比べたらやはり、支部の催しに来られている新しい里親さんも多いように感じます。 

それまでも、認定された人と支部長さんとの顔合わせなどはあったと思いますが、

今年度の試みとして、新しい人に特化して交流というような、新規の方ようこそみた

いな感じでされていたので、そこから委託直後の大変かもしれない時期にもつながり

やすくなっていたらいいなという気持ちでいます。  
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私自身は、初めから里親会には入っていたものの、自分からどんどん交流していけ

るほうではないため、委託されてから何年かはあまり馴染みがありませんでした。あ

るときから会の役割を少しずつ与えられるようになったことが、私の場合はたまたま

良いきっかけとなり、ほかの里親さんとも少しずつ交流を持てるようになりました。  

それからはちょこちょこと「あるあるネタ」みたいな感じで、お互いに子どもの状

況を話す機会にも恵まれました。里親の養育じゃなくてもすごく大変な状態の子はい

ると思うのですが、それとは何か、どこか違うということも時と場合によってはある

のではないか、みたいな部分については、説明があまり要らないという面で話しやす

いのかなと思います。 

また、県の里親会の中にいくつか支部があり、今年度になってほかの支部の催しに

ついても紹介し合いましょうということになったみたいです。  

 

 

≪里子同士の交流≫ 

1 年目は悩みが多くて、なるべく里親サロンやイベントには参加するようにしてい

ました。昼間、主人は仕事でいないですし、子育てしている友達はいますが、やはり

里親子との関係とは違うので、なかなか相談できない。先輩里親さんにお話を聴いて

いただくのが一番のストレス発散になりますね、同じ思いをされていますから。私だ

けじゃないんだ・・と随分救われました。子どもは、お出かけするのが大好きなので

イベント（クリスマス会、バーベキューなど）を楽しみにしています。  

最初は当然分かっていなかったのですけど、「この集まりは何なんだろう？」とい

う疑問がでてきたようで、簡単に説明しました。徐々に理解していって、だからとい

って特に変わったところはないように見えます。  

 

 

≪地域の里親会に参加≫ 

その当時、里親ってわからないから、研修を受けながら、地域にある里親会にも参

加しました。研修と実際（子どもの養育）がタイムリーに、ちょうど中身が入ってい

くんだよね。 

 

 

≪里親会の活動≫  

里親会の活動を自分たちだけでやろうとしているとやっぱり限界があるので、少し

ずつ外部の方を巻き込んでいけたらと思っています。といってもいろいろな考え方の

方がいるので、一般の方は誰でもいいというわけにはいきませんが、例えば福祉を勉

強している学生さんたちと繋がっていけたらという意見もあり、里親だけのつながり

から少しずつ広げていきたいと思っています。  

≪里親会の登録≫  
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里親会は里親登録したら必ず入るものだと思っていたのですが、地域によっていろ

いろのようです。登録時に里親会の申し込みも同時に渡されるところもあれば、里親

認定式で説明があって申込用紙を渡されるところもあったりするようです。里親会に

入会しない方がいたり、入会しても途中でやめてしまったりする方もいると知ってち

ょっとびっくりしました。  

 

 

5. 里親支援機関 

 

≪やはり重みが違う≫ 

（里親支援機関事業が）出来た頃は里親さんの「傾聴」、話を聞くっていうところ

が欲しいって言っていました。でも、里親サロンとか里親会の支部活動とかがあるの

で、里親さん同士で「あーそうだったよ」って話ができれば里親仲間で済むことです

よね。それで、経験のある里親さんから「（子どもは）そんなもんだよ」って言われ

るのと推進員さんに言われるのでは重みが違う。実際、経験のある人が「そんなもん

だよ」って言ったら「あっそうか、じゃいいんだ」って思うじゃない。  

 

 

≪家庭訪問相談≫ 

おしゃべり会や勉強会等の催しをされていて、そこにいろいろな地域の方々も集ま

っていらっしゃるようです。私は詳しくはないのですが、最近は訪問事業も始められ

たようです。私も一度、訪問していただきました。まだ始まったばかりで、「ちょっと

訪問を受けてみませんか」というお話があり、今回は私から相談という形ではなく来

ていただきました。私のほうは家ではちょっと無理なのでとお願いして、外でも良い

ということになり、貸しスペースを取っていただいてお会いしました。経験を積まれ

ている里親さんがおふたり、ペアになってお話を聞きに来てくださるという形です。

いろいろと日頃の話を聞いていただいたり、経験談等もお話ししてくださったりして、

良かったと思います。 

 

 

≪推進員さんに話を聞いてもらうことで気持ちは軽くなる≫ 

推進員さんが必ず月に 1 回来て下さって、様子を見て下さったり、困っていること

は言える状態です。なかったら、話題にできない内容だから、相談できなくてちょっ

と抱えちゃうかなって気がするんですけど、そういうのがあるから助かってるかな。  

そういった時に、何か気になることがあれば話をするようにしています。後は、担

当者に連絡をマメに入れたり、なにかあればこちらから連絡を入れるようにはしてい

ます。ですので、それはすごく助かっています。  
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解決できないことはいっぱいありますが、話を聞いてもらってちょっと気持ちは軽

くなるのと、喋ることでなんか気持ちがまとまって、児相を頼りにしないでも自分で

やってみようとかそういう気持ちに切り替わったりします。  

 

 

≪対応は早ければ早い方がいい≫ 

新しい子どもが来たら、2 週間に 1 回だったかな、推進員さんの訪問があるのです

ね。ただ、こちらから相談しても「本部に持ち帰ってきます」っていう感じで、それ

で数日後に話を持ってきてくれるのだけど、そのときにはもうその相談内容は解決し

ていることがあったんです。  

今すぐに欲しいっていうことじゃないけど、もうちょっと早く欲しいかなぁってい

うこともあります。そういうところで、ちょっと里親とズレが生じちゃうときがあり

ますね。 

私なんか他の所でも相談できるけど、新しい里親さんは推進員さんしかないわけだ

から、持って帰ってまた来るけど、それでいいのかなーと思います。児相も同じだけ

ど、里親にとっては、対応が早ければ早い方が一番です。  

資格を持っているわけだから、専門的には強いのだと思うのだけど、里親制度につ

いてあまり詳しくは知らない人もいるので、あまり相談にはならない気がします。「里

子」ならではの支援が欲しいわけだから、地方によっては、施設の先生が推進員さん

をやっていたりするらしいです。私はそれでいいと思うんですよ。  

 

 

≪相談をして少し気持ちが救われた≫  

子どものことで、1、2 回相談にのってもらったことがあります。実子であっても元

里子なので、幼稚園が嫌で行きたくなかったときや他の子よりも少し成長が早い（言

葉を覚えることが早かったがおむつが取れなかった）ので、そういうときにどう対応

したらいいのか、相談しました。私がすごく悩んでいて、かなり不安定になったとき

に、推進員さんから「のんびりやればいいよ」って言ってくれたことで少し気持ちが

救われました。 

 

 

6. 保育所・幼稚園 

 

≪幼稚園の受け入れ≫ 

上の子が通っている幼稚園の園長先生は、もとは町内会長さんなので、子どもたち

のことは全部お話してあります。幼稚園では、軽度の障がい児も受け入れてくれるの

で、下の子も上の子と同じ幼稚園に入る予定でいます。  

かばんもお友達から譲り受けた物があり、毎日腰を振って、「（幼稚園へ）行く、行
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く」と楽しみにしている様子です。下の子を連れて、上の子のお迎えに行くと先生た

ちから、「大きくなったね」って声をかけてくれます。  

 

 

≪幼稚園の先生と園長先生にはうんとよくしていただいた≫  

幼稚園入園は、激戦で倍率が 3 倍から 4 倍でした。のびのび系ですごく子どもにと

ってもいい幼稚園だと思っていたんですが、「何とかお願いします」って最後まで粘

っていたら、その後 1 週間ぐらいして電話がきて、「もし決まってなかったらどうぞ」

って言われて、補欠合格で入園が決まりました。もう半ば幼稚園浪人しそうになって、

その苦しさもあるし、その辺はもし上の方にお話しする機会があったら、ぜひ伝えて

ください。 

私は、赤ちゃんとか幼稚園生にね、そんな想いさせるって、ちょっとどうでしょう

かねって思います。幼稚園の先生がおっしゃるには、「幼稚園は本当に足りていて、

本当に行きたい幼稚園に願書出せばこんな事ならないのに、試験みたいなことして、

こんな事はしたくないんです」って聞きました。そんなところは、ちょっと疑問です

ね。子どもにはやっぱり幸せでいてほしいと思うので。  

幼稚園の担任の先生と園長先生にはうんとよくしていただいて、こちらの事情も話

してあります。園長先生からも、「肩ひじ張らなくても普通の子と同じだと思ってこ

ちらも接するから、あなたも別に気を遣ったりとか何か起きたからって、血がつなが

ってないからって思っちゃいけませんよ」って言っていただいて、ほっとしたってい

うか、すごくいい園に入れてもらって良かったです。  

 

 

≪幼稚園の先生方の理解≫ 

幼稚園の園長先生に「（この子は）こういう事情なんですけど、本人は私が母親だ

と思っているのでお願いします」と話しに行きました。園長先生や幼稚園の先生たち

も「里子」について理解してくれました。 

 

 

7. 小学校、中学校 

 

≪小学校入学後は少し余裕ができた≫  

行事への保護者の関わりが大きかったり、送り迎えやお弁当の用意等もあり、幼稚

園のほうが大変でした。学校より時間も短いですしね。そういう面では、入学後のほ

うが少し余裕ができたかなと思います。ただ、子どもが学校生活の軌道にどうにか乗

れるようになるまでは、いろいろ大変な面もありましたが。  
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≪学校で度々友達とけんかしていた≫ 

学校から帰ってきて、何となく機嫌が悪くて私に当たり散らすことがあるんです。

最初はわからなかったのですけど、学校でお友達とけんかして来たときなんです。  

1 年生の時はほぼ毎日でした。委託の関係で、1 年生の途中から転校してきている

ので、子どもなりに相当なストレスがかかっていたと思います。自分が小さかった時

を思い出して、「こんなに毎日喧嘩していたかな？」って疑問に思うくらい、毎日毎日、

誰かれかまわず、といった感じです。  

自分の気持ちを言葉で伝えることが出来るようになってきて、八つ当たりや癇癪な

どは減ってきました。 

 

 

≪担任の先生≫ 

学校の先生方は里親子だということをご存知だと思います。だからといって、担任

の先生は、「里子だから」という特別視はしていないと思います。相変わらず、学校で

けんか三昧ですが、けんかを仕掛けた子も乗ってしまった子もお互いに謝って、「はい、

仲直り！」というけんか両成敗で、あたたかく見守ってもらっています。  

 

 

≪担任の先生≫ 

転校先の中学校へ意気揚々と通い始めたのだけど、しばらくしたらまた登校できな

くなっちゃったんです。でも、当時の担任の先生が「転勤がない限り、私が 3 年間持

ちますよ」って言ってくださいました。若めの 20 代後半か 30 代前半のやる気のある

先生でした。先生には、「実は、先生不信があるので、ちょっと無理かと思います」っ

てお伝えしたら、「じゃあ、まず電話で話すことからやります」って、電話をして下さ

いました。 

子どもと電話のやり取りをしていたのは、興味があることや好きなことなど、子ども

に話を合わせてくれて、徐々に徐々に関わってくれました。  

 

 

≪担任の先生≫ 

子どもがうちに来てしばらく経ってからずっと続いていた心配ごととしては、本人

が感情のコントロールが利かなくなったときにすごく乱暴になるという面がなかなか

消えなくて。本来はとても優しい子なのですが。入学してから夏休みぐらいまでは、

私に対して暴れるのがひどかったり、学校をさぼりがちだったりということもあり、

担任の先生に連絡帳で、子どもの状態をお伝えしたりはしていました。乱暴なことは

友達にはやっていないようなので、謝りに行ったりしなくて済むという部分ではいい

のかもしれませんが。 

乱暴なことが収まってきた理由はいろいろあるとは思うのですが、まあ推測でしか
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ないんですけど、ひとつは担任の先生が教室でいろいろと、これはいけないことだと

か伝えたり、例えばすぐ手が出ちゃう子がいたりすると、クラスの中でそういうこと

があったときにお話をしてくださったりしているのかなと。そこでクラスでの共通認

識が子どもの中にも形成されてくるのか、こういうことはしたらダメなんだよね、と

いうような話を子どもがすることがあって。でもまったく人のこととして話してくる

ので、「○○だって、私にはやっているよね」という感じで自覚を促したりはしていま

す。 

あとはおもらしが気がかりで、夜は年に 1、2 回ぐらいで数えるほどですが、昼間

のおもらしがまだわりとあるので。幼稚園のときは下着を頻繁に持って帰ってきてい

ましたが、学校でも時々あったようです。  

子どももだいぶその恥ずかしさというか、そういうことはもうわかっているので、

学校ではたぶん、周りへの恥ずかしさもあって先生にも言ってなかったようです（本

人は「違うよ」とか「こうしてね」って普通に言われただけでも叱られた、怒られた

って思っちゃうところがあるので、そういう心のハードルもあったのでしょうか）。で、

そのまま帰って来てしまって（幸い、学校では派手なおもらしはせずに済んでいるよ

うなので）。そういう問題も気持ちの上ではあったのかもしれません。 

それで、たまたま面会する機会のあった精神科医の先生から、「本人が困っている

ことがあったら学校の先生と連携を取って、保健室でも何でもいいですけど学校での

逃げ場所のような行ける場所を作ってあげたらどうですか」と言われて、それを担任

の先生にも面談の際にお伝えしました。担任の先生も「ほかの子に対しても、保健室

にいけば着替えたりできるんだよと言ってあげたほうが良いですね」と言ってくださ

っていました。 

 

 

≪お世話になった校長先生が学校に入れるように手続きしてくれた≫ 

当時、小学校時代にお世話になった校長先生から「最近どう？」って聞かれて「実

は・・・」って話したら、「すぐ（その学校は）辞めさせなさい」って言われて、うち

に 3 日間くらい通い続けてくれました。初日は、ドアの前から子どもの名前を呼んで

くれて、「開けたくないならいいよ」って、それでドアの前でちょっと話をして、その

日は帰りました。 

次の日もまた来てくれて、今度は子どももリビングへ降りてきて、リビングでお話

しをして、3 日目は「もうそこの中学校は行かなくていい」、「その代わりに校長先生

が別の中学校を紹介してもいいし、スポーツが盛んな中学校もあるから、入れるよう

に手続きしてあげる」って話してくれました。それで、子どもも行く気持ちになった

ようで、そのことを校長先生に話したら、すぐに手続きしてくれて、次の日には通学

できるようになりました。  
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≪保護者会≫ 

小学校の保護者会の初顔合わせみたいなときに「私は里親です」と言うことと「本

人は、私が里母だという事は知りません。その辺はご配慮していただけるとありがた

いです。」とお話をさせて頂きました。  

 

 

≪名字の違い≫ 

学校や子どもに関わる場所では、私たちが子どもの姓を名乗っています。うちの子

は、自分の名字が珍しいこともあり愛着を持っていますので、本人の希望で本名で通

学しているのですが、学校行事などに参加する際に名字が違うと、混乱を招くことも

多かったのでそうしました。  

 

 

≪いろんな視点から子どものことを見てくれる≫ 

みなさん（学校の先生とかスクールカウンセラーの先生とか）にちょっとずつ関わ

ってもらうことがいいですね。じっくり関わってもらっちゃうと、本人も里親もどち

らも大変になっちゃうので、いろんな方に同じことを相談して、いろんな視点から子

どものことを見てくれるのが良かったです。いろんな視点から見ていただくことで、

私はちょっとスッキリしたりする部分もありました。  

 

 

≪真実告知≫ 

児相や里親支援機関の方とか、先輩の里親さんなどの知識のある方達から「小学校

入学前には言ったほうがいいよ」っていう事を教わって聞いてはいたのですけど、一

緒に住んでいるうちに、言いたくなくなってきたんです。「この子は、私が産んだ」と

いう風に思いたかったのだと思います。 

でも、改めて社会的養護の観点から考え直しました。けれども頭では、「子どもは

自分の所有物では無いので、ましてやお預かりしているお子さんなので、そういう考

えはいけない」とあるんですが、どこか感情としては納得できていませんでした。 

私としては、もう実子と本当に全く変わらない存在になっていました。さすがに 3

年生、4 年生になると「育ちの授業」など色々なものがあるため、言わなければいけ

ないと覚悟を決めました。けれども、タイミングを「どうしよう、どうしよう」と思

っていました。また、夫からは、「いつかそういう時期が自然にきっと来るよ、なんか

変だなと思って聞くこともあるだろうから、それまで無理に言わなくていいんじゃな

いか」と言われたこともあり、先延ばしにしていました。 

そうしたら、去年の 5 月に真実告知の講演会があって、その話を聞いて、「やっぱ

り自分は言いたくないなんて言ってる場合じゃないな」という気持ちの決心がつきま

した。 
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それで、「今日こういう話を聞いたことをきっかけに子どもに話をしよう」と思っ

て、家に帰って夫と相談をしたあとに、その日のうちに話をしたのです。これで 1 日

2 日経つと言えなくなるだろうから、勢いで「今日はもう言うしかない！」と思って

話をすることができました。 

 

 

8. 高等学校・大学 

 

≪自分に合った高校で頑張れた≫ 

中学時代は大変な時期でしたね。通っていた中学校とちょっと合わなかったので、

別の学校に転校しました。けれど、それでも学校に行けなくて、かなりすったもんだ

していました。それで、教育委員会から紹介された単位制の高校へ行ったら、とって

も合っていたみたいです。そのあと高校で頑張って、無遅刻、無欠席で、やり直しを

しました。 

 

 

≪手厚い心遣い≫ 

措置延長をしたため、現在は大学に通っています。大学入学後は、担当の先生から

お電話で「どうしていますか？」とすごく面倒を見てくださいました。大学側には、

子どもが「里子」であることや、何かを始めるまでに時間がかかるということはお話

をしてあるため、気にかけてはくださっているのだと思います。担当の先生や学部長

の先生とメールや電話でのやりとりを通して、手厚くしていただきました。  

 

 

9. 特別支援学校、特別支援学級 

 

≪特別支援学級の先生≫  

以前預かった子どもで、普通学級に属しながら、週の何日かだけ特別支援学級に通

級していたケースがありました。専門の先生方の対応はとても勉強になり、「なるほど、

こんな時はこういう風に対応するのね」と思うことが度々ありました。  

 

 

10. 教育相談センター 

 

≪名字を訂正してくれた≫ 

入学するときに里親と子どもの名字が違ったりすると教育委員会に電話すると訂

正してくれたりしました。今はやってはいないみたいです。  
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11. 保健所・保健センター 

 

≪どこまでが里親の守秘義務なのか分からなかった≫ 

たぶん 3 歳児健診などで行ったきりかもしれません。あと、育児相談の電話を一回

したと思うのですが、どこまでが里親の守秘義務に関わるのかとか、中途養育や里親

の養育特有のものかもしれない悩みを持ってしまった人への理解がどの程度あるのか

とか、そういうことがよくわからなくて。そういう面で、自分の悩みは少し特殊なの

ではという感覚がありました。うちに来るまでの子どもの経験がどういうものかはっ

きりわかりませんが、やはり知らないおうちに来るということ自体がまずもう大きな

環境の変化なので、子どもの性質によってはそこから受ける影響も大きいと思います

し。 

どんな話をしたのか覚えてないんですけど、あまり話も多くできなかったかもしれ

ません。当時はほとんどひとりで悩みを抱え込んでいたような感じでいました。  

 

 

12. 療育センター 

 

≪真実告知をしていないときに子どもの本名が書かれた本を渡された≫  

子どもがもう幼稚園に通い始めていた頃、発達障がいの疑いがあったため、児相か

ら紹介されたある自治体の療育センターに、具体的に「子どものこういう所が困って

います」っていう感じで相談に行ったんですね。だけどそこで、なんとびっくり、子

どもの本名が書かれた本を渡されてしまいました。まだ、平仮名読めなかったから良

かったですが、ちょっと待ってとか思って、「ちょっと、どうなってますか？」とい

うのは言っちゃいましたね。子どもには、まだ真実告知をしていないので、うちの名

字なんですよ。 

そこは、一番気使ってくれなきゃいけないところじゃないかなと思っていたんです

が、もうびっくりっていうか、「え？」って思って、幼稚園を早退させて、わざわざ

行って、そんな目に遭うなんて。すぐに児相に話をして、対応して下さったんですが、

これまでそれ以外の施設とか民間とか幼稚園もそうだし、絶対そういうことなかった

んですよ。保健センターとかでもそこはすごく気を使ってくれていました。  

あと、療育センターに通うのがものすごく大変で、子どもが電車の中とかで騒いじ

ゃって、帰りなんて子どもも疲れてしまって、もう大変だからそういうことももう少

し配慮はしてほしいですね。  
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13. 地域子育て支援センター 

 

≪子育て支援センターの役割≫ 

私は、公設民営の子育て支援センターで一年半、勤めていたことがありました。も

う何年前かな、10 年だったかな。子育て支援センターで、保育士として勤務している

友達から誘われて、1 年半ほど臨時職員やっていたんです。あそこに出て来られるマ

マって、大丈夫なんですよね。問題は、センターに来られないママたちなんだ、と分

かってきました。 

あと地域には、ハンデキャップのあるママたちもセンターを利用しているんですよ

ね。知的障がいのあるママたちって、申込書を記入してもらうときに、文字を書くの

が大変だったりするので、分かりますね。それに、先生の顔を見たとたん泣きだすと

か、あーもう相当抱え込んで、悩んだ末に来て泣いちゃったんだろうなって。どんな

に抱え込んできたんだろって思うと「良かったねー」ってこっちも涙が出そうになっ

ちゃいました。 

私が働いていた子育て支援センターは、すごく良かったですよ。子どもの発達を見

てくれる先生が巡回で来てくれたし、児相の職員も来られていて、情報交換の場にな

っていたと思います。 

 

 

≪里親が子育て支援センターを利用するのはなかなかハードルが高い≫ 

里親が子育て支援センターを利用するのは、なかなかハードルが高いかもしれない

です。特に養子縁組前提の家庭で、民間から迎えた赤ちゃんだと利用しづらいと思い

ます。 

センターを利用するママ同士の会話って「どこ（の産婦人科）で産んだ？」って言

うのが、合言葉になっていたので、そういうのはキツイですよね。それに、利用者の

中には、地域の人がいる訳だから、「どこまで知らせるか」、「誰にどうやって」ってと

ころが、まだ固まっていなくて、ちょっと親子で遊ぼうかってところに、「どこ（の産

婦人科）で産んだ？」って言われるとかなりキツイだろうな、と思います。  

けれど、支援センターには、個別相談もあるよというのは伝えたいですね。  

 

 

14. 児童館 

 

≪お母さん同士のグループができていて利用しづらかった≫ 

児童館は行ったんですけど、すでにお母さん同士のグループができちゃって、ちょ

っと排他的な感じがありました。  
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≪小学校に上がるまで時々利用した≫  

小学校に上がるまでは、時々ですが連れて行っていました。私はほかのお母さんと

交流はしていませんでしたが、そこはわりと、ほかのお母さんもそういう感じだった

ような気がします。子どもは「遊ぼー」って声をかけていくタイプで、子ども同士で

遊んでいることはありました。 

 

 

≪子どもだけで利用している≫ 

児童館は子どもだけで行きます。最初は送り迎えをしていましたが 1 年生も 3 学期

くらいになると随分としっかりしてきましたので、児童館だけではなく公園などにも

子ども達だけで遊びに行きます。  

児童館では、ドッチビーや絵を描いたり、スライム（のりと何かを混ぜて）を作っ

たりして遊んできます。児童館主催のイベントで、映画会や、肝試し会なども行われ

て楽しそうです。 

 

 

15. 図書館 

 

≪親子で一緒に利用している≫ 

図書館は少し離れているので、親子で一緒に行きます。うちの子は、本が大好きな

ので、行くと 10 冊ほど借りてきます。一時期はハマってしまって、週 1 回の頻度で

通っていた時期もありますが、最近は落ち着いてきて、長いお休みのときに行く感じ

です。 

 

 

16. 自治会 

 

≪家族ぐるみのお付き合い≫ 

祖父が商店街の自治会に関わっていたときがあったので、子どもたちの関わる行事

（運動会、秋祭り、クリスマス会、餅つき大会など）に参加しています。この間も餅

つきに行ってきたみたいです。  

自治会の繋がりでよく子どもたちの面倒を見てくれるお兄さんたちがいるんです

が、家族ぐるみでお付き合いをさせてもらっています。お兄さんたちが子どもたちの

ことを「里子」と知ったのは、ここ数年前くらいなんですが、それでも変わらず、可

愛がってくれていて「（子どもたちを）遊びに来させて～！」と言ってくれています。  
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17. 病院（医療機関） 

 

≪子どもの受診券について≫ 

私は、なるべく受診券に付箋で「すいません、この子は里子です。私の名字（通称

名）でお願いします」って書いています。 

 

 

18. 警察署 

 

≪お巡りさんのお世話になった≫  

子どもが来たばかりのときに、少し目を離したすきに家から勝手に出て、行方不明

になったことがありました。そのときにお巡りさんのお世話になったことがありまし

た。泣きながら、近所の交番に走り込んだら保護されていて、本当に無事でよかった

です。どうやら公園に 1 人でいた所、公園にいた他のお母さんが「おかしいな」と思

って 110 番してくださったみたいです。  

 

≪警察官の対応≫  

「僕、今、里親から虐待されています」と警察に電話をした子どもがいました。警

察の方が来て、玄関先で子どもの話をよく聴いてくれました。結局最後は、子どもの

ことをよ～く諭して下さり、「なんで俺が怒られるんだ・・・」となりました。いい警

官でよかったです。 

 

 

19. 民間機関 

 

≪民間機関の里親支援≫ 

民間機関にお願いするときは、月に 1 度あるかないか、という感じですが・・・私

が仕事にいくときにサポートをお願いしています。それ以外の用事ですと、なかなか

お願いしづらいところはあります。  

 

 

≪民間機関のサポートがあってなんとかやっていられている≫ 

子どもが小学校に入ったあとも民間機関にお願いをしたいと思っています。今まで、

ほんとに助けていただいて。民間機関のサポートがあってなんとかやってられている

んで、本当に助かっています。  
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≪子どもの遊び相手や家事援助は助かった≫ 

幼稚園の頃は、民間機関のサポートを受けていました。夏休みとか長期休みに入っ

たときに蝉取りにつれて行ってくれたこともありました。たくさん遊び相手をしても

らったみたいで、疲れて帰ってきていました。だから、そういう民間のサポートで子

どもを見てくれるとか家事援助してくれることが一番助かりました。 

個人利用の場合は、利用料が少し高くなりましたけど、子どものことをよく知って

いている人にお願いしたいっていうのはすごくあるんですよ。たとえば、塾や家庭教

師を頼んだときは、子どもが「里子」ということを知らない訳だから、その話からし

なければならない。それは里親としては、少し煩わしいことなんです。里親さんにも

よると思うけど、（中学生の）塾代は出ている訳だからある程度の金額はかけてもいい

っていう方はいらっしゃると思います。  

 

 

2）利用したことのあるサポート  

 

利用したことのあるサポートについては、「里親支援に関するサポート」と「子育

て支援に関するサポート」の以下 2 項目に分類した。それぞれのサポートを 8 項目に

分類した結果が以下の内容である。  

 

1．里親支援に関するサポート  

（1）里親サロン、（2）レスパイト） 

2．子育て支援に関するサポート  

（1）ショートステイ、（2）一時保育、（3）園庭開放、（4）ファミリーサポート、 

（5）子育てサークル、（6）学習ボランティア 

 

1．里親支援に関するサポート  

 

フェイスシートの調査によるとすべての家庭が「里親サロン」を利用していたこと

が分かった。「レスパイト・ケア」も一部利用が見られる結果となった。どの家庭でも

サロンの場があることで安心している様子が見られた。レスパイトでは、レスパイト

をお願いした例やレスパイトを受けた例、また施設に一時的にレスパイトをお願いし

た例があった。 

 

（1）里親サロン 

≪里親サロンの企画≫  

顔を出してくれる新しい方が増えています。サロンは年に 3 回ほどあったのですが、

ここ何年かは講義を聴いたり、テーマに沿った話し合いをしたりとちょっと真面目な

ものばかりだったので、「ちょっとつまらないから楽しいことも混ぜましょう！」と言
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いました。 

そして、今年度は、大人も子どもも一緒に工作をしたり、体験をしたり、テーマを

決めた懇談会というようにしてみました。新規の里親さんやご夫婦での参加も増えて

きました。 

 

≪里親の先輩≫ 

月 1 回のペースで里親サロンという場があるんですけれど、色々とお話を聴いてい

ただいています。1 年目は泣きながら、とにかく一方的に訴えていました。話してみ

ると、やはりみなさん一通り経験されているので、「自分だけじゃない！頑張ろう！」

という気持ちになりました。今は、他の方のお話を聴けるほどの気持ちのゆとりが、

少しだけでてきました。  

 

 

≪サロンは安心できる場所≫  

サロンは、用事がない限りは参加しています。サロンに参加すると知りたい情報を

知ることができますし、里親の先輩たちが養育のアドバイスを教えてくれて、「やっぱ

りそうなんだ」と解決もできることもあります。それに同じくらいの時期に子どもを

預かったお母さんたちとも会えてお話も聞けるので、「うちもそう、同じなんだね」っ

て、安心できるんです。担当のワーカーさんや支援センターの方に聞かないとわから

ないこともあるので、体の調子が少し悪くても頑張って行くようにしています。  

 

 

（2）レスパイト・ケア 

≪レスパイトを受けたことがある≫  

ずーっと 2 人で暮らしてきた人に、2 歳児の子どもが来て「かわいいのだけれど、

やっぱり時々離れたくなってしまう」というので、「あ、わかる！わかる！1 日預かる

から」ということでレスパイトを受けたこともあります。  

その時は 2 日預かって、1 泊 2 日の旅行に行ってリフレッシュして、「またかわいが

る気持ちになれた」と言っていました。「預かった子どもを手放すのはどうなの」って

ことを言う方もいるのですが、無理だと思った時は、少し離れた方がお互いのために

良いと、それは本当に思います。なんかもう預かった以上は必死に、「こうやるべき」

って抱え込んでしまう人もいるのですが、そこはやっぱり周りに頼って離れた方がい

い時もあると思います。 

 

 

≪元施設で 2 泊 3 日のお泊まり≫ 

委託される前、子どもが「里親と交流はしたいけれど、ずっと施設にいたい」と言

っていたので、施設の職員さんが「里親宅に行っても、いつでも遊びにきてもいいん
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だよ」という話をされて、なんとか納得した経緯があります。  

約半年の交流期間があったのですけれど、「施設のほうがいい」とずっと言ってい

ました。うちに委託されて、よくないことをして注意したりすると「施設のほうが良

かった、帰る！」と脅し文句のように言われていました。いつでも施設にお泊まりし

てもいい、との約束でうちに来てはいましたが、1 年目は子どもとの関係が落ち着い

ていないと感じていましたので、行かせられませんでした。  

2 年目になって、ようやく状態が落ち着いてきて、レスパイトという形で 2 泊 3 日

のお泊まりが実現しました。また今年もお泊まりしたいと言っています。年 1 回の恒

例のお泊まりになりそうです。  

 

 

≪レスパイトは何度かお願いをした≫  

上の子は、小さい頃に育ててくれたおばあちゃんの家に預かってもらったのですが、

ちょっと大泣きしてしまいました。「ごめんねー」って言って、その代わりに主人がお

もちゃ屋さんに寄って、ごほうびを買ってあげていました。  

下の子のときは、赤ちゃんのころに、レスパイトは 5 回か 6 回くらい頼んだことが

あります。今まで、子どもも慣れた里親さんにお願いをしたんですけど、そのご家庭

が赤ちゃんを受託したもんで無理になってしましました。それで、これから赤ちゃん

を頼みたいっていう方に相談員さんが付き添ってくれて、1 回お願いをしたことがあ

ります。それからその方に 2 回か 3 回は頼んだと思います。  

 

 

2．子育て支援に関するサポート  

 

事前のフェイスシートから「一時保育」、「園庭開放」、「延長保育」、「ファミリーサ

ポート」など、地域の子育て支援に関する社会資源の活用が見られた。 

 

（3）一時保育 

≪保育士さんの存在は大きかった≫ 

公立保育園の一時保育を委託から 3 か月後くらい（1 歳 3 か月くらいから 3 歳にな

る直前）まで使いました。日々の細々とした育児の疑問は、一時保育の保育士さんに

教わることができました。乳児院で養育実習はしましたが、家庭での育児はまた別だ

と考えたので、日常的にアドバイスをしてくれる保育士さんの存在は自分にとっては

大きいものでした。 

また、自分では気が付かなかった点をうまく保育士さんが指摘してくれて、積極的

に周囲のサポートを受けるべきだと感じました。保育士さんの「母親を誉めて励ます」、

「アドバイスをする時は批判的にならないようにする」姿勢に「プロ」を感じました。  

保育園のお母さんたちは基本的に忙しく、朝と夕方に保育園ですれ違う時に挨拶す
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る程度のお付き合いだったので、プライベートに踏み込まれることもなく、子どもの

保護者との適切な距離の保ち方も学べたように思います。保育園のお母さんたちから

濃い付き合いを求められなかったので、初めはどうお母さんたちと付き合ったらいい

のかとても緊張したのですが、周囲のお母さんたちの振る舞いを参考にしながら段々

とリラックスした付き合いができるようになりました。それが幼稚園ママたちとの付

き合い方の予備練習になったと思います。  

 

 

（4）園庭開放 

≪保育園のベテラン保育士さんにアドバイスをもらった≫  

保育園の園庭開放は、本当に助けて頂きました。保育園には、ベテラン保育士さん

がいるのですが、子どもと一緒に利用できたため、もう本当に救われた感じがありま

した。園庭開放をしている保育園は、すぐ近所にあったので、調べて行ってみたんで

すけど、遊び方を指導してくれたりとか、「本人にもちょっとやらせてみましょう」

と言って下さったり、子どもにとっても良い所です。保育園の保育士さんには、里親

であることを話していて、その事でアドバイスを頂いたことも大きかったです。それ

から、保育園では子育てひろばもやっているので、そちらでも親子 2 人で利用させて

もらっています。 

 

 

≪園庭開放≫ 

幼稚園の園庭開放は、上の子のときによく利用させていただきました。今度、幼稚

園でクリスマス会をすると聞きました。他にもカルチャースクールというところにも

参加しています。1 ヶ月に 1 回あるのですが、幼稚園の先生たちも来てくれて、体を

動かす体操をやってくれます。おやつも無料でくれるんですよ。  

 

 

（5）ファミリーサポート 

≪以前は利用していた≫ 

案内はポスター等で時々目にしていましたが結局、幼稚園のときはずっと園の延長

保育に助けられていました。小学校に入ってそれがなくなり、学童保育も働いている

人だけなので、どうしても用事があるときはファミサポに申し込んでみようかなと思

い、実際に利用してみました。  

ところが、子どものほうから「あと一回だけにして」と言われてしまって。預かっ

てくださった方は、家が近くの方で。子どもは「それならいつもの遊び場で外遊びが

したい」ということでそうしてもらうことにしたのですが、子どもだけで外には出せ

ない、子どもを見ていなくてはいけないという決まりがあったため、付いて行ってい

ただきました。でも実際やってみると子どものほうは、いつもの子どもの遊び場でず
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っと付いてくれている人がいるということが恥ずかしかったようです。小学生には普

段、親はあまり付いて行かないので。  

最初登録したときは、里親であるということを校区内の人にもうあまり言わないで

おこうかなという思いがあったので、少し遠くの方を希望していました。「少し遠くの

人でもいくらでもいますよ」と言われたのですが、蓋を開けたら紹介していただいた

のは近くの方で。近いほうがもちろん、迎えに行ったりするのが楽という面ではとて

もありがたいことなのですが。  

もう少し遠くの人で、もし子どもも進んで行きたがるようなところがもしあったら

またお願いしたいという気持ちはあるのですが、子どもと面接をし直したりしなくて

はいけないので、今は子どもにその負担をかけないでおこうと思い、今のところはお

願いしていません。 

 

 

（6）子育てサークル 

≪参加できるものへ参加していた≫  

小さい子を預かった時には、公民館でやっている子育てサークルに連れて行ったり

しました。そういったところへの参加に対して特に抵抗はないですが、里親であるこ

との説明が厄介だなと思うときは、単発で参加できるものへ参加していました。待っ

ていても情報は来ないので、パソコンや何かで自分で探しています。 

 

 

（7）学習ボランティア 

≪乳幼児の遊び相手として利用させてもらった≫ 

うちは、年少さんの頃に週 2 回くらいかな、学習ボランティアさんに来ていただき

ました。年少さんだったので、勉強ではなく遊び相手としてですが、それでも「あい

うえお」を教えてもらいました。学ボラさんには、子どもの遊び相手という感じで利

用させてもらいました。  

 

 

（8）ショートステイ 

≪お互いに助け合い≫ 

自治体の家庭支援センターの事業で、「ショートステイ」というのがあるのですね。

うちは、そのショートステイにも登録をしていています。きっかけは、子どもたちが

「里子」として出る前に防げれば、と思って始めました。  

ショートステイは、施設で行っているものもあるのですが、これは自治体がやって

いるひとり親家庭のサービスの一環だと思います。子どもたちを短期間（2 泊 3 日と

か 2 週間）、各家庭で預かっています。そうすると「里子たち」もいるから、うちの

中がとても賑やかになりました。それで、ふと主人がね、「ねぇ、ファミリーホームに
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なると常にこの状態だよね？」って、実は数年前からファミリーホームを考えていた

ことがあって、そういう状態を夫婦で少し実体験も出来ています。 

 

 

3）家族や地域の養育サポート  

 

家族や地域の養育サポートについては、以下 3 項目に分類した。 

1．家族 2．地域 3．習い事 

 

1．家族 

 

事前のフェイスシートによると家族の養育サポートでは、「（子どもの）祖父母」、

が多くあげられた。また、少数意見としては「（親の）きょうだい」、「夫」、「姪」、「実

子」なども見られた。 

 

≪祖父母≫ 

祖父母（母方）は、私が風邪を引いたり、ダウンしたときに、自宅に来て助けてく

れました。また、私が気分転換に買い物に行きたい時は、実家に子どもを数時間預け

て、祖父母が世話をしてくれました。  

子どもが小学校に入ってからは、私の仕事の都合で迎えに行けないときは、子ども

の習い事の送迎を私に替わってやってくれました。小学校高学年になった今は、子育

てのサポートという感じではなくなり、夏休みや週末など、子どもが祖父母の家に泊

まりに行き、欲しいものをねだって買ってもらったり、自分の家では許されないわが

ままをしています。 

 

 

≪祖父母≫  

母たちにも子どもが来たらちょっと預けたりして助けてもらっています。何とかみ

んなのスケジュールを合わせて、例えば土曜日の午前中だけ幼稚園児が１人になって

しまうような時、「ごめ～ん暇？」とか言って頼んだりします。基本的には家族内で調

整して、無理な場合はちょっと隣の祖父母にお願いしています。  

 

 

≪祖母との関わり≫ 

うちの母はずっと専業主婦だったので、特にだと思うけど、「小学生になる前に、

小学校から帰ってきて、そのときに家にいないとだめ」って、「『ただいま』って帰

ってきたときに『おかえり』って言えないおうちはあまりよろしくないじゃないのか」

って、ぴしゃりと言われてしまいました。  
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≪祖父との関わり≫ 

朝は、おじいちゃんが週に 2 回か 3 回くらいお散歩に連れてってくれました。委託

当初は子どもが、無言で笑いもしなかったのですが、おじいちゃんが迎えに来るとタ

タタタって行っていました。消防署と警察署と踏切が同じ道にずらっとあって、そこ

がいつものお散歩コースでした。  

 

 

≪母との同居≫ 

母は、一人暮らしをしていたのですが、子どもとほぼ同じ時期に、私たち夫婦と一

緒に同居することになりました。母は、これまでずっと仕事をしてきた人だったので、

子育てをあまり得意としてなかったです。だから、「どうなるかな～」と心配していた

のですが、実際に住み始めたら、子どもがとてもおばあちゃんに優しくしてくれて、

おばあちゃんも子どもをとても可愛がってくれました。お互いにとてもよかったみた

いです。 

80 代の祖母がいて、私たち 50 代の夫婦がいて、子どもがいると「家族って色々な

人がいるのがいいな」ってつくづく思いました。  

 

 

≪夫≫ 

主人の仕事が忙しくて家にあまりいなかった時期と、子どもが学校をさぼりがちだ

ったり乱暴だったりした時期が重なっていたように思います。主人の仕事が一段落し

て家にいる時間がだいぶ増えたことが良いほうに働いて気持ちが安定したのか、それ

とも、主人は「学校行かない」とか「行きたくない」とか子どもが言うと「行きなさ

い」みたいに少し叱るので、それが我慢するきっかけになっただけなのか、何がどう

影響しているのかはわからないのですが収まってきました。子ども自身の成長のタイ

ミングによるものもあるかもしれませんが。  

 

 

≪姪≫ 

私は地方出身なのですが、成人している姪が近くに住んでいまして、委託された最

初の年はよく遊びにきてくれました。姪も子どもも、絵を描いたり、手芸が好きで、

一緒に何かを作ったりしています。  

 

 

≪実子たちの支えはとても大きい≫  

住んでいる場所は、離れているんですが、私たちが「里親になる」というときに実
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子たちにもちゃんと相談したんですね。「もし、預かることになれば、こういうような

子が来るかもしれない」という話をすると、賛成してくれました。子どもをうちに迎

え入れた時には、「あの子がいるから帰りたい」、「早く実家に帰りたい」等、すごく可

愛がってくれました。だから、実子たちはなくてはならないような存在になっていま

す。 

 

 

≪家族間の話し合い≫  

新しい子どもが来るとやっぱり家族間が微妙に変わってくるのですよね。うちもそ

うなんだけど、夫婦がいて実子がいて、そこに今度また新しくポッと1人入るとなる

と、何となく1回バランスが崩れるのですよね。子どもたちは子どもたちで、この子

はどの力関係のところに入るのだろうっていう動きもあるし。夫婦の間でもその子に

対しての考え方も違えば、その子の好きなところも違ってくる。例えば、里母が「こ

の子のこういうところが嫌だ」と言ったら、里父が「そこがその子の良いところだ」

って言ってみたりする。という具合に、家族のバランスがちょっと揺れるのだけれど、

その時にやっぱりきちんと話をしないと多分後々きつくなってくるのかなぁと思いま

す。 

 

 

≪ペット≫ 

うちに来て「初めて猫に触った」と言っていました。最初は怖がっていましたが、

今ではきょうだいのように仲良しです。学校のお友達も毎日のように猫を見に来たり、

最初は嫌がっていたお友達が猫を好きになったりというのがうれしいようです。  

癒されているということもありますし、子どもと同じように、猫も怒られたりして

いますから、「家族ってこんな感じなんだ！」というイメージの助けになっているので

はないかと思います。 

 

 

2．地域 

 

地域の項目には、「里親仲間」がほとんどのご家庭であげられており、同じ当事者

としてのサポートが助かっていることが分かった。その他では、身近な存在である「近

所」、「保護者（ママ友）」などもサポートの一人だということが分かった。反面、「近

所」や「保護者（ママ友）」との付き合い方には十分気を付けているという意見も上が

った。 
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≪里親仲間≫ 

子どもが小学校に入ってから 2 年間ほど、週末に私に仕事が入っていたときに、先

輩里親さんが子どもを預かってくれました。先輩里親さんのお宅に子どもを預けて、

そのお家の子どもたちと一緒に遊ばせてくださり、昼ごはんまでいただきました。  

今でも細々と仕事を続けることができるのも、先輩里親さんがあのとき、私が仕事を

することを応援してくださったからです。先輩里親さんは私よりも年上の方なので、

先輩里親さんがもっと高齢になった時、そのお宅の子どもたちを私たち夫婦がサポー

トすることで、恩返ししたいと考えています。  

 

 

≪ご近所さん≫ 

ご近所さんは、皆さん長年その地域に住んでいる方なので、「里親」だと知ってい

ますね。だからといって、あまり余計なことは言わないようにしています。相手が里

親と知っていてもこちらから言わず、聞かれれば答える、というスタイルでやってい

ます。里親さんの中で、オープンにしている方は、学校の先生や保護者会で説明して

いるみたいですが、そこまでは必要ないと思っています。  

 

 

≪ご近所≫ 

以前、咳で肋骨を折ったことがあって、「コルセットしていて、痛いんだよ」って

ことを言ったんですが、「うん」って口にはしても、まだわかんないからパンチされ

たこともありました。そのときは、ご近所の奥さんから「なんかあったら言ってね」

って言ってくださって、そういう声掛けがあるだけでも全然違いました。あと、以前

住んでいたマンションの下には、中華料理屋さんがあって、そこの方がよくして下さ

いました。朝、差し入れ持ってきてくださったり、うんと可愛がってくださったり、

ほんとに良くして頂きました。  

 

 

≪ご近所さん≫ 

正直なところ、委託される前は、ご近所さんとはご挨拶程度の関係と割り切ってい

ました。ところが、「里親になります！」と話したところ、「孫ができるみたいで嬉し

い」と言ってくださる方や、「病院に行く時は車出してあげるからね～」と言ってくだ

さる方もいらして、私自身、地域との関わり方が 180 度変わりました。 

子どもは手芸が大好きなのですが、手芸が好きなご近所さんがいらして、アサリで

作るストラップなど教えていただきました。私が行けなくてもお呼ばれして遊びにい

けるくらいに仲良くしてもらっています。  

 

≪お隣のご家庭≫ 
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前の自宅は、賃貸だったんですけど、マンションのお隣さんとはまだ子どもが来て

ないときから仲良くしていただいていました。お隣さんのご家庭は、男の子 2 人（高

校生と大学生）を育てていて、ちょうど手が離れたときに子どもが来たので、孫には

まだ早いんだけど、男の子の子育てとかアドバイスしてくださって、可愛がってもら

ったりもしました。 

結構、そういう子育て経験のある方の力って強いと思います。そういう現実を知っ

たので、ちょっと考えて、児童相談所とも相談しながら、理解してくださる方にだけ

理解してもらうようにと、今はそういう気持ちでいます。そういう意味でも、幼稚園

に入って、いろいろ揉まれたっていうのは大きかったかなっというか、現実はきれい

ごとだけじゃないなっていうところもありました。  

 

 

≪困った時の手伝いから家族のつながり≫  

子どもの友達のお母さんには、「困ったときに手伝ってもらうのもいいかな」って

思っています。子どもたちのことを知っている友人家族とバーベキューをやったりし

て、夏は 3 つの家族で盛り上がりました。「来年は何人に増やすか」という話しも出

ています。 

 

 

≪それほど近所付き合いをしていない≫  

私はそれほど近所付き合いをしていないので、気軽に頼めないところがあります。

近所のほかの方はもしかしたら、そういったことができている部分があるのかもしれ

ませんが。 

 

 

≪近所の方との関わり≫ 

下の子はね、おじいちゃんとかおばあちゃんとかと話すのが得意で、おばあちゃん

のお友達とね、道で話し込んでいたりしました。近所の人にも可愛がられているとい

うか、近所は「里子」と隠しようがないので、連れて歩いていると、近所のおじさん、

おばさんから「その子は？」って言われるので「今度、うちの家族になったの、よろ

しくね」みたいな感じでさらっと言いました。そしたら、結構ノータッチでした。  

 

 

≪近所に色々と手伝ってくれるお母さん≫  

近所に色々お手伝いしてくれるお母さんがいるんです。私、すごく忙しかったので、

朝は幼稚園まで送ってくれたり、「うちに来てもらったら、預かるよ」と言ってくれた

ので、子どものおやつを持たせて、預かってもらっています。その間、私は用事を済

ますことができています。  
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≪真実告知を受けた子どもを受け止めてくれた≫  

子どもに真実告知をしたときも助けてもらったのが近所の人でした。近所の人は、

付き合いも長いので、私たち親子の関係性も見守ってくれています。子どもに真実告

知を話した際、私に反抗的な態度を取った時も「お母さんは、お母さんでしょ」と言

ってくれました。私に反発して、うちを飛び出して行ったときも友達の家がすぐ近所

にあるので、その友達のお母さんがちゃんと子どもの事情を話していたので、「わかっ

た、わかった、気持ちはわかるよ」って、抱きしめてくれたみたいです。そうして、

1 ヶ月くらい経ったときに、子どもからすり寄って来てくれて、「お母さん、ごめんな

さい。お母さんは、本当のお母さんだよ」って言ってくれました。 

 

 

≪地域に恵まれて幸せ≫ 

近所の方たちにも最初から「この子が里子だよ」っていうお話はしています。でも、

「うちの子には、変わんないからよろしくね」ってことは伝えています。近所の農家

のおばさんもうちの子を見ると「○○さん家の○○ちゃん」ともう覚えてくれていま

す。地域には、本当に恵まれていると思います。  

うちの地域は、すごく子どもが少ない所なので、子どもがいるってことが、周りの

近所の人たちは、「（子どもの）声が聞こえる」ってことが嬉しいみたいです。うちの

子は、本当に幸せ者だと思います。  

隣の 1 人暮らしのおばあちゃんには、親戚付き合いみたいな関係で、「何かあった

らすぐに手伝うからね」と言ってくれています。もう自分の孫のようにしてくださっ

ています。この子たちがうちに来なかったら、私たちもこんなに近所と関係ができな

かったと思います。私たち夫婦は、お互いに「この子たちは、宝くじの特賞だね」、「幸

せと元気をくれる天使のようだ」といつも言っています。 

 

 

≪幼稚園の保護者≫ 

周りの先輩ママさんたちから、「ママ友っていうのは友達じゃなくて、子どもの友

達のお母さんだからね」って、アドバイスをもらいました。君子の交わり水の如しで

はないけれど、幼稚園のママ友とは、近くにいるからこそ、ちょっと線を引いてとい

う感じでやっています。でも、子どもが育つ環境としてはいいことだ思って、ママ友

との関わりも大切だと思います。  

 

 

≪ママ友≫ 

ママ友には「里親」のことは話していないです。でも、子どものためにママ友作る
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ことは意識してやっていますね。やっぱり、小学校に上がると子どもの行動がわから

なくなるので、つなげておくというのは意識してはいます。ママ友とは、なるべく、

当たり障りなく、笑顔で接するようにしています。  

里親さんの中でも、PTA 活動とか保護者と繋がりを自分から持とうと意識してやっ

ている方多いと思います。私は、そういう人脈を作っておくと違うと思います。子ど

もは、お友達とちょっと距離が取れないためにトラブルが多いので、親として学校へ

説明に行ったり、ママ友に説明をして「ごめんね」と後からフォローをすることをし

ています。 

 

 

≪ママ友達≫ 

最初は、みんな私のことを「（子どもとは年齢が離れているため）おばあちゃん」

と思うわけですよね。でも、本当にいいお母さんたちがたくさんいて、仲のいいママ

友がいっぱいできました。それに、とってもよくしてもらって、子ども同士も仲良く

なりました。 

ママ友には、私が「里親」ということと「本人は里子だと知らない」ことは、話を

しています。事前にお話ししておくと本人には言わずに内緒にしてくれていました。  

 

3．習い事 

 

習い事の項目では、運動系や武道系、芸術系、学習系など、様々な分野の習い事を

経験している子が多かった。子どもの年齢や興味関心によっては、習わせていないご

家庭もあった。 

以下は、フェイスシートで得た情報から運動系、武道系、芸術系、学習系に分類し

た内容である。 

運動系 サッカー、野球、水泳、テニス、体操  

武道系 柔道 

芸術系 ピアノ 

学習系 学習塾、体験学習（里山遊び塾、ボーイスカウト）  

 

 

≪習い事の先生≫ 

習い事全般に言えることなのですが、「うちは里親子です」と最初にお話します。

それで困ったことは特にないです。  

他の里親さんから、「月謝の引き落としの口座と子どもの名前が違ってスイミング

スクールに入れなかった」というお話を聴いたりもしましたが、私の場合はそのよう

なこともなかったです。  

 



108 

 

 

≪習い事の先生≫ 

習い事の先生とかそういう所にも子どもの生い立ちについて話をしています。やは

り学習面とかそういう部分で年齢より劣っているので、色んな面を言わないといけな

いことが多いです。 

習い事の先生のうち、スポーツ系は言わなくてもいいのだけど学習面とかピアノと

か教養の部分は言っておかないといけないですね。先生は、色んな子を教えているか

ら同じ年齢の子と比較して「なんでできないのかしら」って悩まれてしまうことがあ

ります。 

 

 

≪柔道の先生≫ 

柔道の先生もすごく志の高い方で、最初の 3 ヶ月間は、遊んじゃったりして、全然

練習について行けなくて、「どうしようか・・・」って思って、すごく切なかったん

です。けれども、柔道に通わせているお母さんから「大丈夫ですよ、それもお兄ちゃ

んたちの試練だから」って言ってくれる人もいれば、あまり良く思っていないお母さ

んもいました。そのときは、辛かったけど「とにかく、毎回行こう」って思って、3

ヶ月間は歩いて通いました。  

先生に一度だけ、正座をさせられながら「なんでお前は練習しないのか」って、本

気で叱ってくれました。そうしたら練習にも参加できるようになって、先生からも「今

日はよかったね、頑張りましたね」って、褒めて下さいました。ほんとそういう方に

お会いできたのは宝というか、そういう方がいらしてくれたっていうのは嬉しいこと

です。もう「いつも、いつも、先生すみません」と謝っていて、お世話になっていま

す。 

 

 

≪水泳のコーチ≫ 

水泳のコーチにもいつもよくしてもらっていて、親だと感情的になるところを泳ぎ

も一緒にハードルを越えて教えてくれるので、すごくいいなって思っています。子ど

もは、体格に恵まれているので、そっちの体力面を伸ばしてあげられたらいいかなっ

て考えています。 

 

 

≪以前は水泳教室に通っていた≫ 

事前アンケートを書いたときは通っていたのですが、今はやめました。少なくとも、

命の危険がないくらいには泳げるようになってほしいというのを目標にしていたので

すが、そこはクリアできたかなと思っています。子どもは、運動が得意なんです。走

るのは早いし、テニスをやれば先生に筋がいいと言われました。でも、水泳は苦手意
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識が強くて、1 年ちょっとは続けたんですけど、本人がどうしてもやめたいというこ

とでした。 

 

 

≪体操教室の先生≫ 

子どもたちに人気がある先生で、幼稚園のときから続けています。幼稚園を卒園す

るときに、「小学校に上がると環境も変わるので、入学してしばらくの間だけでも続け

ておくといいですよ」と聞いて。子どもも「続けたい」と言っていましたので。 

 

 

≪ボーイスカウト≫ 

月に 4 回ほど活動があります。アイススケートやハイキンングなどの遊びの行事と、

学びの場があり、吸収することがたくさんあり、親子共々楽しみにしています。  

ボランティア活動などもこれからあると思いますので、とてもいい活動だと思いま

す。 

 

 

≪自然の中で育つことは大切≫  

昔は、川へ飛び込んで魚をつかんでみたり、そんなことを平気でしていたんですけ

ど、今はなかなかそれが危なかったりして、普通にできないですよね。それで、地域

に自然体験学習をしている民間機関が近くにあるので、そこへ通わせています。 

 

 

4）考察 

 

第 1 節では、関係機関とのかかわり、利用したことのあるサポート、家族や地域の

養育サポートの 3 つの視点から聴き取り調査の内容を分類することができた。  

結果としては、各家庭の状況によって、養育支援ニーズも様々であることがわかっ

た。養育支援ニーズには、子どもについての相談が多く、児童相談所や里親支援機関

を利用することで問題解決ができた人もいれば、解決できなかった人もいた。特に児

童相談所は、里親家庭と一番距離が近いためか、厳しい意見も多く見られた。 

地区里親会や里親サロンのサポートで、同じ里親という立場から悩みを打ち明けて、

気持ちが軽くなった人もいる。他に里親も地域で暮らしている当事者でもあることか

ら、同じ地域で暮らす近所の人たちにも支えられていることも分かった。 

また、子どもが日常的に関わる保育所・幼稚園、学校などの先生が里親にとっても

頼りになっていることが明らかとなった。日常的に子どもの様子や姿を見てくれてい

るため、里親家庭も安心して子どもの養育ができるのだ考える。 

上記の保育所・幼稚園、学校の先生たちは、里親制度について専門的な知識がある
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というわけではない。しかし、一生懸命、愛情を持って子どもに関わる里親の気持ち

に応えることができれば、大きな心の支えになっていくのではないかと考える。  

そして、今回の調査結果では、想像以上に地域の人たちの存在が大きいということ

がわかった。具体的には、近所の人を始め、習い事の先生などの存在である。一般の

子育て家庭と同様、里親家庭も地域で子どもの養育に当たる当事者である。一般の子

育て家庭が子育てへのサポートを求めている以上に里親家庭も里子養育に対してサポ

ートを求めていることが分かった。  

 

 

第 2 節 社会資源の開発 

 

第 2 節では、「社会資源の開発」として、「利用してみたい（利用してみたかった）

サポート」、「里親家庭に必要なサポート」、「里親に必要なスキル」、「児童相談所・支

援機関に対する要望」に分類した結果である。  

 

1）利用してみたい（利用してみたかった）サポート  

 

≪学習ボランティア≫ 

学習ボランティアはお願いできるんだったら、お願いしたいんですけど、どうなん

でしょうね、特にそういう話もないから。そうですね。ただほんとに、駅からも遠い

から、なかなかそういうのも厳しいかなとか思っているんですけど。  

 

 

≪地域のファミサポ≫ 

ファミサポは利用したことがないです。子どもが落ち着くまでは、本格的な仕事が

できないと思っていますから、現時点ではあまり必要性も感じていません。  

ただ（委託されていた）1 年目は子育てが辛すぎて、学童に預けられないかと調べ

たことはありました。就労日数などの条件があり、それに満たない場合は受けてもら

えないということが分かりました。  

里親子の関係ができるまでは、誰かにサポートしていただけたらどんなに良かった

だろうと思います。 

 

 

≪レスパイトやファミサポ等も利用できれば利用してみたい≫ 

この中（フェイスシート）に掲載されている支援でしたら、子どもにも預け先にも

負担をかけない形であれば、レスパイトやファミサポ等も利用できればいいなとは思

っています。 

ただ、「レスパイトは施設で預かってもらう場合もある」ということを児相の方か
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ら聞いたことがあり、「それならレスパイトはできないな」と諦めていました。詳しく

は知らないのですが、もし施設で暮らしている子が、里親家庭から一時的に来ている

子どものことを知り得るような状況（生活を共にする場面がある等）なのであれば、

そこで暮らす子に何らかの負担をかける場合もあるのではと個人的には思ってしまい

ます。その点では、里親さんへのレスパイトなら、先方に子どもがいても家庭で暮ら

している子なので、少なくとも先方の子にそういうデリケートな面での負担をかける

ことはないのかなとは思います。  

 

 

2）里親家庭に必要なサポート  

 

≪里親が体調を崩したときに一時的に預かってくれる場が欲しい≫  

急な天候不良（降雪）の関係で、幼稚園が休園になることがあるんですね。そうい

う時に、親が体調を崩したりすると、苦しいというか辛いです。今までは、私の母に

お願いしていたんですけど、ちょっと年齢的に厳しくなったため、今はお願いしてい

ません。 

そういうときに、「ちょっと病院に行くので」とお願いすれば、一時的に預かって

くれるところがあればいいなと思います。1 時間だけでもちょっとの間でもいいから、

預かってくれるところがあると助かるんです。親はみんな我慢していると思いますが、

サポートがあると本当に助かります。実家が近くにあれば頼めるんですけど、そうい

う場がないときにはすごく嬉しいです。  

 

 

≪気軽に子どもを預けられるようになってほしい≫ 

今現在は、仕事へ行くときに民間機関にサポートをしていただいているのですが、

外国ドラマなど見ていると、夫婦の時間を作るためにシッターさんをお願いするよう

な場面がありますよね。ドレスアップしてパーティーに出掛けたり。あり得ないでし

ょうけど、そういう世の中だったらいいなぁと思います。  

委託後の約 1 年間は、子どもも環境が変わったので不安がって、一緒に寝ないと寝

なかったり、お風呂に入らなかったりで、相談したいことがあっても夫婦で会話する

時間が全くなかったんです。だから、もし夜間のサポートなどあれば、利用したかっ

たです。
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≪子育てや子どものやる気を引き出すような講座内容があるといい≫ 

登録するときに、里親研修を受けますが、2 年ごとに更新の研修があります。月に

一度、里親会や児相からお便りが届きますが、その中で、愛着障がいや、社会的養護

などの任意の講習会も案内されています。子育てや、子どものやる気を引き出すよう

な講座があったらいいのにな、と思います。  

 

 

≪思春期の子へのアプローチ≫ 

相談先によって対応がちょっと違うため、アプローチはしてくれるのですが、ちょ

っとしっくりこないことがあります。  

たとえば、子どものことで、教育相談センターに相談へ行ったのですが、「ちょっ

と普通の不登校と違いますよね」って、言われました。おそらく違うっていうのは、

「里子」の生い立ちの部分とか、子どもが持っている特有の性格も関係しているのだ

と思います。それに、うちの子の場合は、外にはあまり出なかったけど、お友達がし

ょっちゅう出入りしていたので、引きこもりではなかったみたいです。それで、セン

ターの方からは「ちょっと違うんですよねー」って言われました。  

だけど、「里子」の相談をこっち（児相）の心理の先生は得意でやってくれていま

す。この 2 つ合わせて、連携した支援が受けられないのかなって思います。子育てっ

てみんなそうなのかもしれないけど「里子」の場合は、普通の思春期＋α があるから。

その＋α の方をたぶんメインでやらないと、この普通の思春期も終わらないのだと思

います。 

その＋α のところがわかる人っていないため、結局のところ里親もわからないまま

だし、本人もたぶんわかってない。つまり、＋α の部分がわかってないってことは、

アプローチする人はもっとわかんないと思います。  

だから、いっぱいアプローチする人がいてもいいのだけど、そうすると里親は混乱

していっちゃうばかりです。アプローチのやり方を変えて、同じ人が関わってくれる

方がいいのかどうか。逆に、一人の人だけだと思春期の子って、うっとうしいって言

うから、色んな人が関わっているよっていうところを見せた方がいいのかとか、判断

もつかないままです。 

 

 

≪子どもの見通しを立てることができるプロが必要≫ 

実家庭に戻る見込みのない子どもは一刻も早く、里親・養親家庭に委託されてほし

いです。大人の都合で子どもが施設に長期間にわたって、生活するような事態はよく

ないです。乳児院で子どもが暮らす期間は最長で 6 か月とか、ルールを決めて、実家

庭に戻るか、里親家庭に行くか、養子になるか、短期間のうちに見通しを立てないと、

子どもが漫然と乳児院で育ってしまいます。こういう見通しを立てることができるプ

ロが必要だと思います。  
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≪保育園利用に関して≫ 

私の知っている方は、児相から委託されたと同時に保育園の紹介までしてくれたと

言う人もいます。その子は、すぐに保育園に入っても大丈夫だったのかは、分からな

いです。 

基本、保育園はどうだろう。県の場合は、保育園の利用が可能になったのは、つい

最近なんですよね。私のときは、「自宅で見て欲しい」というのがあったので、保育園

の利用が認められなかったんです。でも、子どもが何歳で来たのかにもよるんですよ

ね。赤ちゃんの時から来ていれば、その子の性格にもよるけども、絆も十分出来てい

て、お母さんがある年齢を過ぎたら、保育園に入れて共働きしてもいいんじゃないか、

と思います。ただ、まだ 2，3 歳くらいで受託になると、イヤイヤ期もあるし、愛着

関係も出来てないから、児相の方も「一対一でじっくり関わってください」って、言

われると思います。でも、どうなんでしょう。中途養育って大変だから、イヤイヤ期

と愛着関係が出来てない時に、親子が密室で抱え込むような形っていうのは、私はす

ごくよくないと思います。  

親子の愛着形成に時間がかかったとしても、第三者の目、保育園とかそういう所か

らアドバイスもらって、いろんな関わりを持っていいと思いますね。それに、別に問

題があることだってあるじゃないですか。実は発達の問題だったとか。そういうのっ

て、親子で密室にこもっていたら、絶対わかんない。悪いけど、児相の担当者が家庭

訪問にたまに来るくらいじゃわかんないですよ。よっぽど保育園の先生の方が頼りに

なりますよ。 

今、保育園は、ソーシャルワーク的な関わりができるじゃないですか。私は、絶対

お勧めしたいと思います。  

 

 

≪子どもに関して相談する場所が欲しい≫ 

今、お預かりしているお子さんで、睡眠障害なのか、夜寝るのが遅い子がいます。

そういうときに、「この病院行ってみれば」とか「もうちょっとすると収まるかもよ」

とか、そういうアドバイスが欲しいです。  

そういうアドバイスをしてくれる総合的な窓口が 1 箇所あればいいのかもしれませ

ん。色んな事を知っている窓口があって、そこにコーディネートができる人を配置す

る。里親の相談はなくていいので、「子どもに関して相談する場所」があるといいと思

います。 

 

 

≪子どもを迎えた場合のボーダレスに集える場所≫ 

里親だけでなく養子縁組の家庭への支援っていうのを検討に入れていくっていう

事が 1 つと養子縁組斡旋機関をサポートすること、児相や養子縁組に興味のある方た

ちとつなぐっていう事も法人としてやっていこうという風に動いているんですね。  
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民間機関は、実母支援で際立ったご活躍をされていると思いますよね。真摯に取り

組んでいる民間機関って、児相ではやりきれない実母支援をされているんですよ。す

ごいですよ。児相みたいに管轄がないから、全国、津々浦々、相談が入れば会いに行

ったりとかしていますよね。あと、未成年者だったら、実母さんのご両親やおじいち

ゃん、おばあちゃんに会ったりもするそうです。  

それから、実母さんの状況が想像を絶する状況もあると聞いたことがあります。野

宿している状態で、暮らすところがなく、携帯だけは持っている人には、母子寮やシ

ェアハウスを用意しているところもあるみたいです。  

「産んだからさようなら」、「養親さんに託しましたよ」じゃなくて、自立支援まで

考えている。だから、この人は生保の手続きをさせなきゃとか、ちょっと仕事が決ま

るまで、母子寮とかシェアハウスに置かせてあげようとか、産んで手放したことでス

トレスになったため、そのケアに当たるとか、ニーズに応じてね。  

民間機関によっては、子どもを手放した実母さんが集まって、おしゃべりするとこ

ろもありますね。それって、実母支援じゃないですか。実母支援って、児相がやって

いないところですよね。支援する側（児相）は、人数も少ないので手が回らないし、

養子縁組の方へのケアまでできないだろうと思います。  

養親さん達も力のある人たちが養親さんにはなっているんだけども、それでもうま

くつながれない人もいると思うんですね。やっぱり、そういうニーズを拾い上げて欲

しいし、子どもを迎えた方なら、里親でも民間機関からでもボーダレスに集える場所

って、すごく大事です。  

児相のサロンだと民間から迎えた人は、断られちゃうケースもあるんですね。でも、

それも一部分かるの。児相が委託した家庭は、知っているけれども、そういう場所に

どういう人かもわからない人がサロンに来ると、戸惑っちゃうこともありますからね。

だったら、その養親さんが集えて相談できるようなサロンって必要だなって思います

よね。 

 

 

≪自力で社会的資源を獲得する力≫ 

養子縁組の場合、民間機関からお子さんを迎えた人はつながりが薄いですね。民間

機関は、妊娠相談から一生懸命やっていて、「どこで産むか」、「病院をどうするか」、

それから「未成年の場合は保護者との相談に乗る」とか、それと並行して養子縁組を

希望している人のスクーリング、マッチング、出産したらしかるべき人に託す等々、

民間機関っていうのは、やることがたくさんあって、びっくりしました。  

それに、実母さんは生活できない人が沢山いる訳で、「この人の生活をどうしよう」

とか、あと「委託後に家庭訪問行った方がいいのか」、審判始まったら、家裁に調査書

を提出したり、あらゆることをやっていて、養子縁組のプロじゃないと出来ないです

よ。 

私、最近聞いたのですが、ちょっと発達に問題を抱えているお子さんの養親さんが
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いるんですね。民間機関から迎えた家庭なんですが、「（民間機関に）相談できてる？」

って聞いたら、「相談できてない」って、なかなかね、民間機関が忙しいの分かってい

るから。だから、養親の人って、自分が自力で社会的資源を獲得するくらいの力がな

いと、とても厳しいですよね。私的養育って、相談できる場所がないと大変ですよね。  

例えば、民間機関に実力のあるソーシャルワーカーさんを入れて、その人が常時ず

ーっと長い間、継続的に関わってくださるとか、いつでも相談できることも必要だと

思いますよね。 

 

 

≪実親に対するサポート≫  

本来の児相のあるべき姿は、実親をケアするというか、実親を成長させる機会を担

うべきなのだけれど、多分人手と予算が間に合ってないのか、フォローしきれてない

部分もあり、もう児相は子どものケアばっかりでいっぱいになっちゃっているという

印象を受けます。実親に対してカウンセリングのプログラムがあればいいなぁとは思

いますね。 

たとえば、宿泊施設に実親子で仮に暮らしてみるとか、段階を追って家に帰せるよ

うな制度はちゃんと確立するといいのになぁとは思います。大人はそんなに変われな

いのだけど。今も実親さんが希望すれば心理サポートを受けられるそうです。「希望

すれば受けられます」、「紹介しますよ」、「うちの職員でもいますよ」っていう体

制を児相は取っていますが、本当はその子どもに面会に来たときにでも親の心理、子

どもの心理、里親のそれぞれのケアができればいいのかなって、思いますね。  

同じ時間にその児相に来るわけだから、そこで3人のケアをいっぺんにできる人員

がいればいいのになって思います。今は児相で子どもが実親に面会している間、里親

さんはじゃあ1時間外で時間潰してきますとか1時間後に戻りますね、とかいう感じで

待っているのだけど、それはちょっともったいないなって。その子どもたちと面会し

た後の実親の気持ちとかも整理してあげてほしいのですよ、その場で。終わった後に

そういう時間が多分持てていないのではないかっていうのはすごく思います。他のと

ころにそういう施設があってもいいけど、本来は多分児相が両方（実親子の支援、里

親子の支援）持つべき機能なのだとは思います。  

 

 

≪子育て割引カード≫ 

うちの自治体だと、「子育てカード」をもらえるんですね。上の子は、養子縁組を

したため、もらいました。子育てカードは、実子が対象なので、里子は対象外なので

すね。里親家庭であっても子どもが家に来たらカードをもらえる仕組みにしてほしい

です。 

子育てカードがあれば、子どもの髪の毛を切るのも安くなるし、おむつも 5％割引

きになるんですよ。それなのに、里子の場合だとおもちゃを購入しても遊びに連れて
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行ったとしても割引きの対象にはならないのです。実子と同じように子育てをしてい

る立場であるならば、子育てカードが使えてもいいと思います。母親から見れば、割

引きになるというのは大きいことなんですよ。カードは、15 歳まで使えるので、文房

具が安くなったりするのもいいことじゃないですか。  

うちはね、上の子どものときは、子どもがよくミルクを飲んだので助かりました。

里親も普通の家庭と同じように生活しているので、ぜひそれは考えて欲しいことです。 

 

 

≪里親制度のサポートと市の子育てサポートを両立できれば≫  

里親制度で使える里親のサポートと、自治体で使える子育てサポートが両立できれ

ばいいと思います。それが、今子育てをしている家庭にとっては必要なことだと思い

ます。 

 

 

3）里親に必要なスキル  

 

≪虐待児に関する講義≫  

専門里親登録の更新研修をついこの間受けてきました。被虐待児に対する知識や対

応についての講義や実習を受けてきました。養育里親研修でもそういった講義はある

のですが、もうちょっと踏み込んだ専門的な知識を得られるこの研修を里親登録した

人すべてが受けられるようになるとよいなぁと思いました。  

里親さんのところに来る子どもたちは、多かれ少なかれ虐待をされた経験を持って

いる子どもが多いので。  

 

 

≪里親のための勉強会≫ 

里親になる研修も、講師の先生がけっこう実体験で話して下さるので、後になって

から「あ、この事か」と分かることもありました。座学は、退屈だったりするんです

けど、すごく助かりました。今、情報が溢れ過ぎていて、何が本当かわからないこと

が多いですよね。だから、勉強会みたいなものはすごく有効だし、必要だなって思い

ます。これは別に里親じゃなくても、普通の親でもそうだと思うんです。  

私は、勉強会で、そういうきちんとした専門家の先生のお話っていうのはなるべく

入れて、もう外野の声はシャットアウトしちゃうことを心がけています。里親として

は、変な情報が入ってこないようにとは気をつけています。
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≪身近な人にも気を付けようと思った≫ 

知り合いにお医者さんの奥さんがいるんだけど、事件の内情をべらべら喋っちゃっ

ているんですよ、びっくりしちゃって。子どものそういう真実告知のこととかと、重

なっちゃってどうしようって思って、児相に電話したんですけど。そういうことを何

も知らずに、みんなに話さなくて良かったと思いました。すぐ近所に大きな病院があ

るからと思ってたのに、また頼りにならないなと思っちゃいました。  

ただ、病院関係者が全員そうではないと信じています。すぐ近所の病院にもお世話

になっているんですけど、絶対嫌なことってないし、そういう方っていらっしゃらな

いし、すごく仲良くしていただいている前のマンションの奥さんも病院の事務をやっ

ているんですけど、そういう一切守秘義務に関するような話は聞いたことがないです。

だけど、なかにはそういう方もいるから気を付けようって言う風に勉強になったと思

いました。 

 

 

≪児童相談所を頼らず自分で動くこと≫ 

この間、子どもが「ちょっと発達障がいの疑いがある」という診断が出たため、児

相の担当者が色々調べて下さったんですけど、「こういう行動があるため、個別の指

導が欲しいです」と言っても、「（施設の）空きがありません」、「しばらく集団の

ところで待って下さい」というような感じでした。それで、自分から電話をして、数

ヶ所当ったのですが、同じような回答でした。やっと「ちょうど枠を増やしました」

と言う民間のところを見つけて、「そこ押さえといて下さい」と言って、後は児相の

職員さんに頼んで、手続きなどはお願いしました。  

やはり、児相の担当者が 3 年ごとに変わりますし、そういう意味で個別の詳しい状

況を判断っていうのは、事実上ちょっと難しいのかなって思っています。児相担当の

方とか窓口の方は、親切でなんとかなっています。やっぱり、どこの自治体もそうか

もしれないけれども、受け入れ先が全然足りてないですね。国とか自治体は頼りにな

らないので、「何でも自分でやらなくちゃ」って思うことで、乗り越えられました。

本当、頼りにしたらストレスがたまるだけで、つらいだけ。  

その代わり民間機関で、けっこう良い施設とか、サービスが整ったところとか、本

当に民間団体のサポートには助かっているんですけど、そういう所を自分でもう見つ

けていくことが必要、と最初からそう思っておいた方がいいですよね。もちろん児相

にも必ず相談をしてはいるんですけれども、自分でどんどん探して動くようにしてい

ます。 

 

 

≪いっぱいある支援のなかで選ぶこと≫ 

結局、支援して欲しいのは子どもの事なので、里親さんが自分で見つけて来なきゃ

いけない状況ですよ。いっぱいあるなかでチョイスしなきゃいけないし、こっちでい
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けるかなと思ったらいけないこともあります。  

 

 

≪子どもを受託して分かることがたくさんある≫ 

今はどうか分からないけど、養子縁組里親で子どもを紹介されて、半年後に家裁で

審判が始まって、確定すると「（養子縁組をすると）私的養育だから」って、そこで里

親登録抹消とかなるとこもあるんですよ。私の住んでいるところでは、そもそも養子

縁組希望していようがしていまいが、養育里親の登録なんですね。それは、もれなく

研修を受けて、人とつながってもらいたいからなんですが、それが正反対のところも

あるんですよね。 

私はね、子どもを受託されてから、分かってくることって、たくさんあると思うん

ですよ。発達の遅れや障がいが分かることもあるし、あとは真実告知だってあるわけ

で、人とつながってなければ、真実告知はどうしたらいいのかわからない。だから、

「（真実告知は）もうしない」っていう方向にもなっちゃうと思いますよ。  

里親会に入るとサロンやレクリエーションとかもあって、色んな里親さんから真実

告知の事例を聴く事ができます。その中で、私はこの人のこのパターンが自分の親子

には合っているから、「こういう方法で真実告知しようかな」とか、色んなケースを知

って、「自分に合ったものをピックアップする」そういうことって、すごく大事です。 

 

 

4）児童相談所・支援機関に対する要望 

 

≪児相の担当者は同じ人がずっとというわけにはいかない≫ 

児相のみなさんは、熱心で良くして頂いています。ただ、やはりなかなか一人の担

当者にずっとというわけにはいかないです。これが子どもの立場だったら嫌だろうな

って思います。「ああ、これが（子どものために）親っていう環境が欲しい」という

ことかと思いました。こうやって、人がコロコロ変わったり、育つ場所がなかったり

すると、大変だなって思います。なかなか社会に適応していけないというか、違いは

すごくありますね。 

児童福祉施設でも何時から何時までっていうシフトで変わるから、それを考えると

少しはお役に立てているのかな、という気はしていて、大変だけど楽しいです。  

 

 

≪体制を整えて欲しい≫  

児相には、「やってみてダメならフォローは私たちがしますから」という体制を整

えてほしいと思います。マッチングを失敗すると子どもの傷になるからというのもわ

かるのですが、やってみなくては分からない部分も多々あって、そこをフォローする

体制をもっと整えれば、児相も「やってみてください！」と言えるのだろうなぁとい
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うのはすごく感じます。  

 

 

≪マッチングに関して≫  

夫婦 2 人のところに行って愛情たっぷりもらいたい子どももいるだろうし、実子が

何人かいるような家族に迎えられたい子どももいると思うんです。「その辺の見極めは

児相がしてくださいね」ということはずっと言っています。子どもも様々なので、里

親さんもいろいろなタイプの方が増えてほしいです。  

 

 

≪子どもに関して情報が欲しい≫  

子どもの情報に関して、児相だけじゃなくて、里親さんにも分かるようにして欲し

いです。病気でも何でも、子どものことが分かるような情報です。病院に行くと困る

ことがあるんですよ。「これまで、どんな病気何がありましたか？」って聞かれも「わ

かりません」、「聞いていません」としか答えられないんです。だから、子どもを預か

る以上、子どもの病気とか全部教えてもらったほうが、親も安心すると思います。病

院では困らないし、治療はうまくできると思います。  

 

 

≪愛着形成の対象者をもっとゆるく≫ 

ある専門家の方が、こういう子どもの問題行動は、愛着の欠如、愛着障がいだって

言い出して、そういう側面もあると思うけれども、「なんでもかんでも愛着障がいな

の？」って思います。一時期、愛着に関する論文を取りよせて読んだ事があるんです

が、診断基準ってめちゃめちゃ厳しいんですよ。これに当てはまったら、もうはっき

り言って、里親による養育なんて無理じゃないか、と思います。情短（情緒短期施設）

とか、専門里親とか、そういうレベルの話ですよね。「愛着障がい」って言葉だけが一

人歩きしているのはすごく嫌いですね。  

それに、母子関係にフォーカスしていて、それが怖いですね。愛着形成は、もっと

ゆるく、広がったっていいじゃないって思います。周りにおじいちゃん、おばあちゃ

ん、保育園の先生だってそれに含めたっていいですよね。  

 

 

≪誰の為の家庭訪問なのか≫ 

里親支援機関事業から始まって、いろんなところから家庭訪問に来るようになりま

したよね。里親さんの中には、色んな人が家庭訪問するとそれが負担になるっていう

人もいるんですよ。この家庭訪問は、どういう趣旨で、自分がしゃべったことが、一

体どういう所の誰に報告がいくのか、すごい気にする人がいたりとかしますよね。  

支援機関事業を受けているところは、家庭訪問に行ったら、結果を児相に報告しな
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きゃいけないわけですよね。そうするとどうなんでしょう。里親によっては、児相に

報告となるとあんまり心を開けないとかあるかもしれないですよね。  

「誰の為の家庭訪問なのでしょうか。」人によっては、「里親のためではなく、児相

のための家庭訪問なのじゃないか」っていう人もいました。  

支援機関事業は、児相内に入っている支援機関もあるじゃないですか、同じ机並べ

ていても情報の共有が少ししかないとか、だから、行政以外からお金もらった方がい

いんじゃないかと思いますけどね。  

 

 

≪当事者から意見を聞くこと≫ 

私は、民間から受け入れてないんで、わからないっていうか、言えないんですけど、

それはとても調査が必要な所だと思っています。今、去年度から養子縁組の在り方の

研究が始まっていますよね。中間発表も厚労省のサイトで全部読む事ができます。  

ただ、その研究が当事者抜きでされているんです。今回の研究対象は、児相と民間

機関で、メンバーの中に養親さんがいないし、養親へのヒアリングがゼロでした。私

は当事者に聞くことが、すごく大切な事だと思っています。  

 

 

≪児童相談所の学習ボランティアは成り立たない≫ 

学習ボランティアさんは、児相でお願いする学習ボランティアとしてはやっぱり成

り立たないですね。学習ボランティアは、遊びと学習が半分半分でいいんです。学習

は、よくて半分っていうことをハッキリと言いますね。でも、里親さんの中には、「学

習」という面でお願いをしているので物足りない人もいると思います。それから、学

習ボランティアさんは学生さんが来ることが多いため、人が入れ替わり立ち替わりの

ときもありますね。 

 

 

≪保険証と受診券のマニュアル化≫  

里親と普通の家庭では、医療機関で使う保険証が違うんですね。そうすると普通の

家庭と話が合わないので、「こういうアイテムなんかを知っている？」とか、話が合う

ような形のマニュアルが欲しいです。普通の家庭から、「あれはどうやった？」「こう

やった？」と聞かれるんですが、里親のものと違うので聞かれても困るんですよね。

そういう普通の家庭のものと照らし合わせられる共通のマニュアルみたいのあるとい

いと思います。 

たとえば、書類に関することや、保険証はこういうのがあるけど、実際こういう物

だとか、こういうのは何々って書いてくれれば、他の人との会話に入っていけると思

います。そういうマニュアルだけは、作った方がいいですよ。1 番大切なものだと思

います。 
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書類のマニュアル化に関しては、どこの県でもやってもらいたい。そうすれば子ども

たちを守れると思うんです。里親子ってことは、見ただけではわからないじゃないで

すか。里親が子どもを守るために、一番欲しいのはマニュアルです。 

 

 

≪里親制度の認知度が低い≫  

里親制度を知らない人が多いです。小学校や高校の先生にも「里親さんって初めて

見ました」って言われてその都度、制度について説明はするのですが、教員免許や保

育士免許等を取る人には授業で取り入れるなどしてもう少し勉強していてもらいたい

と思います。 

 

 

≪養子縁組をしたあとでもレスパイトを利用したい≫  

知らない里親さんのところに 1 人で行かせるより、知っている方にお願いした方が

安心します。けれど、上の子はもう実子になったため、レスパイトは使えなくなって

しまいました。でも、元里子なのに利用できないのは、おかしいと思うので、お金を

余分に出してもいいので、下の子と一緒に預かってもらいたいです。  

 

 

5）考察 

 

第 2 節では、社会資源の開発として、利用してみたい（利用してみたかった）サポ

ート、里親家庭に必要なサポート、里親に必要なスキル、児童相談所・支援機関に対

する要望の 4 つの視点から分類した。  

利用してみたい（利用してみたかった）サポートに関しては、里親家庭のニーズに

即さなかったあるいは、求めていた時期を逃した内容であった。  

里親家庭に必要なサポートにおいては、里親が求めているサポートまたはこれまで

の養育経験において、必要と感じたサポートについての内容をまとめた。里親家庭で

はなくても、一般の子育て家庭でも使えるサポートもいくつか挙がっている。同時に、

里子ならではの特性を汲んでくれる支援者やある部分に関しては、里親支援を利用し

て、もう一方の部分に関しては一般の子育て支援を併用できないかとの意見もあった。 

里親に必要なスキルにおいては、里親が身につけておきたいスキルやさらに研鑽を

積んで専門性を高める要望も見られた。  

最後に児童相談所・支援機関に関する要望については、児童相談所あるいは支援機

関に対して、様々な意見や要望などが上がった。その中でも、内容は養子縁組のあり

方についての内容だが、当事者からの意見を聞くことの必要性が求められていた。  

今回、社会資源の開発を節のタイトルとしているが、こうした里親家庭の声を反映

させることで、養育支援のニーズに応じた里親支援を展開できるのではないかと推測
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する。 
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第 3 章 里親支援機関の取り組み 

 

第 3 章では、里親支援を行っている機関 5 団体に対して、聴き取り調査を行った。

対象機関は、大阪府 1 団体、静岡県 1 団体、千葉県 1 団体、東京都 2 団体である（法

人所在地、本部事務局により都道府県を振り分けた）。  

今回、調査を行った機関 5 団体は、すべて自治体より里親支援機関事業を受託して

いる結果となった。聴き取り調査では、里親支援機関事業に関する内容からこれまで

の里親支援等、里親支援機関の取り組みについて、現状把握することが出来た。  

調査結果の概要では、調査日時と法人情報、里親支援機関の事業内容（活動内容）

をパンフレットあるいは聴き取り調査により作成した内容である。  

 

 

第 1 節 キーアセット 

 

1）調査結果の概要 

インタビュー対象者 キーアセット代表 

日時 2015 年 12 月 7 日（火）13：00～15：00 

場所 キーアセット大阪オフィス  

 

団体名称 特定非営利活動法人 キーアセット 

所在地（本部事務所） 大阪府東大阪市 

ホームページ URL http://www.keyassetsnpo.jp/ 

（法人）設立年月日 2012 年 12 月 

目的 子ども中心の里親養育を推進することを目的に活動  

沿革 

平成 22 年 05 月 大阪府東大阪市に事務所を開所 

12 月 特定非営利活動法人として登録 

平成 24 年 03 月 東京都立川市に事務所を開所 

川崎市こども家庭センター内に事務所を開所 

平成 24 年 04 月 東京都里親支援機関事業受託（継続中） 

・東京都立川児童相談所と小平児童相談所に

おいて里親支援機関事業者としての活動を開

始。 

川崎市里親支援機関事業受託（継続中） 

・川崎市での里親支援機関事業を開始。開始

当初は、2 名のスタッフ体制。 

大阪府里親支援機関事業受託（継続中） 

・里親支援機関事業の一事業「里親相互交流
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事業」を受託。里親同志の交流を活発にできるよ

うに支援。 

平成 25 年 04 月 堺市里親支援機関事業受託（継続中） 

・平成 25 年度「堺市新規里親のリクルート及び

委託後の支援等業務」、平成 26 年度「堺市里

親委託推進及び新規里親リクルート業務」を受

託し、新規里親リクルート及び里親委託推進に

取り組んでいます。 

平成 27 年 04 月 大阪府はぐくみホームによる地域子育て支援シ

ステム構築事業（受託） 

・地域の子育て当事者であるはぐくみホーム（養

育里親家庭）をリクルートして、 組織的な活用

により地域の子育て支援のあたらしい資源として

機能するようシステムを構築することで、質の高い

家庭養護を促進する事業。 

活動内容 

【Action】キーアセットは 4 つの「取り組み」を中心に活動をいたします 

実親や家族との生活の機会を失った子どもたちを中心に活動し、彼

らの人生にポジティブな変化と長期的な利益がもたらされるよう、里親

養育の質の向上に役立つこと、また子どもと若者たちの養育に責任の

ある組織や個人の皆様と協働させていただくため、信頼される組織とな

るよう努めてまいります。 

 

１．リクルートとアセスメント 

地域のニーズに応じて、キーアセットは養育里親のリクルート活動と

透明度の高いアセスメントを行います。キーアセットが里親家庭に対し

てどのような評価をしているのか、それを里親家庭に示すことが、信頼

関係を築くために重要だと考えています。 

 

２．理解を深めるトレーニング（ワークショップ） 

キーアセットでは、研修を“学び”としてだけでなく、アセスメントの機会

としています。ワークショップでは、里親候補者が必ず意見を述べるよう

デザインされているため、養育に対する考え方を知る機会となり、また

「キーアセットが何を期待しているのか」を発信する機会ともなるため、

一方的なアセスメントとならず、相互理解の重要な機会にもなっていま

す。 

 

３．強みに基づいた関わり 

里親さんには子どもの強みに基づいて養育してほしい。だから、キーア
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セットも里親さんの強みに基づいて関わらなければいけないと考えていま

す。先ずキーアセットから相手の強みを理解して関わりをもつことで、里

親家庭をはじめ、関係機関との信頼関係構築のスタートを切ることが

できると考えています。 

 

４．訪問支援 

里親家庭への訪問支援は、受託している事業内容、児童相談所

からの依頼、または里親家庭からの相談により実施しています。家庭

訪問は、“問題”やネガティブな情報を見つけることを目的とせず、前回

の訪問から里親家庭において子どもがどのようにポジティブな変化をした

いのか、その変化を里親家庭がどのように引き出したのか、といった情報

を得るように努めています。 

 

【５つのミッション】 

私たちキーアセットの大切なミッションは、家族のもとでの育ちの機会

を失った子どもと若者の現在と将来に、ポジティブな変化を生みだせる

環境を整えること。養育里親家庭と力を合わせて、質の高いケアを提

供していくことで、日々その達成を目指します。 

 

○MISSION１ 熱意をもって可能性を追求します 

私たちは、“家庭”と子どもの可能性を信じています。だからこそ、子ど

もと若者そして養育里親家庭に対して、誠実さ、誠意、そして情熱を

もって行動します。 

 

○MISSION２ 子ども自身に希望を抱きます。 

私たちは、子どもに家庭生活の中で帰属感と安心感をもってもらい

たいと願っています。そのために、彼らが安心できる環境で、彼らの声に

耳を傾け、彼らの強みに注目し、そして小さな達成感を積み重ねられ

るよう努めます。 

 

○MISSION３ 全ての人を大切にします 

その中でも、私たちは子どものニーズを最優先に考えます。一人ひとりの

多様性を重んじ、責任感をもちつつ助け合いながら挑戦を続けます。 

 

○MISSION４ 挑戦は安全第一 

私たちは、常に挑戦し、子どもの為ならなんでも改善を働きかけたいと

願っています。でも私たちはなによりも安全を最優先させます。経験と
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研究に基づいて行動しつつ、文化的な配慮も大切にします。 

 

○MISSION５ 地域社会と共に 

私たちは、地域社会と協働してこそ養育里親家庭で子どもは育つと信

じています、だからこそ、地域に敬意を持ち、誠実にその地域の状況に

あわせて質の高い養育里親によるケアを提供できるよう努めます。 

備考 

［スタッフ体制］ 

○大阪オフィス（スタッフ 3 名） 

・事務員 1 名（大阪、川崎、東京の事務を兼任） 

・リクルートコーディネーター1 名 

・ソーシャルワーカー1 名 

 

○川崎オフィス（スタッフ 3 名） 

・リクルートコーディネーター1 名 

・ソーシャルワーカー1 名 

・マネージャー1 名（東京と川崎のマネージメント担当） 

 

○東京オフィス（スタッフ 3 名） 

・ソーシャルワーカー3 名 

（2015.12.7 現在） 

【出典】パンフレットまたはインタビュー内容を参照して作成 

 

2）調査結果 

キーアセット代表に聴き取り調査を行った。以下は、項目ごとに整理をした調査結

果である。 

 

【対象団体の情報】 

≪キーアセットジャパンについて≫  

・イギリス本部にコアアセットグループがあり、その傘下にキーアセットインター

ナショナルがある。キーアセットインターナショナルには、イングランドを除いて、

世界で 9 ヶ国（日本もその 1 つ）ある。国によって取り組み内容が異なる。NPO

のところもあれば、NPO ではないところもある。  

・キーアセットジャパンは、オーストレイジア（オーストラリアとアジア）エリア、

正確に言うとオセアニアとアジア地区という分類に入る。アジア地区は、日本にし

かないため、オーストラリアはすべての州ではないが 6 つとニュージーランドが 1

つ、そして日本で構成されている。  
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【特色①：「里親支援機関事業」受託】  

≪これまでの事業受託について≫  

・受託前より家庭養護推進のためのソーシャルワークの展開を発信していたところ、

事業受託の話をいただいた。事業は、すべて単年度契約となっている（公募のとこ

ろもある）。事業を精一杯やらせていただき、成果を出すこと。  

・キーアセットの取り組みは、すべて海外での実績のみだったため、与えられた事

業をこなしていくこと、関係性を壊さないようにすることをきちっとデモストレー

ション（表現）、していかなければならないという思いで 3 年間実践を積んだ。そ

の前提としては、自治体と里親家庭から信頼をいただくことから始まった。  

・15 年計画（里親家庭を 3 分の 1 に増やす）が打ち出され、キーアセットとしても、

リクルート、アセスメント、トレーニング、委託後の支援までの家庭養育事業（あ

るいは養育家庭事業）を包括的にしていきたいということをずっと発信していた。 

 

≪新しい事業受託について≫  

・今年度、ある自治体より事業委託の話があった。これまでの里親支援機関事業は、

分かりやすい事業成果設定はされていなかった。それは、里親支援の成果とは何か、

という議論から始めなければならない。  

・今回の事業では、「委託につながるような新規の里親開拓を達成すること」を目

標と決まり、「うちで出来ることは、全部やろう」という思いで、リクルート、ア

セスメント、トレーニング、委託後の支援を包括的にやらせていただこうという形

で受託を決めた。 

・ある市（40 万人くらい）で、自治体が指定した委託家庭数をリクルートしている

最中である。年度内に登録までは至らないが、最終的には自治体が希望されている

数値にかなり近付けられると思う。  

 

≪これからやらなければならないプロセス≫  

・厚生労働省の里親支援機関事業は、自治体によって特色が分かれている。どこを

どういう風に任せるかは、各自治体次第である。すべて任せているところもあれば、

全く任せていない自治体もあるため、多岐に渡っている。支援機関事業は、成果設

定をする作り方になっていない。現在を批判している訳でも過去を批判している訳

でもない。これからやらなければならないプロセスがあるということ。  

・実践者として与えられた事業をこなしていくか。ただし、それはプロセスの一部

である。そのプロセスを今後もずっと続けるのであれば、私たちは事業の進め方を

考えなければならない。また、新たに事業の話があったとしてもそれは慎重になら

なければならない。 

 

 

【特色②：ミッション・ビジョン】  
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≪信頼を得ること≫ 

・今、厚生労働省が考えている家庭養育事業が制度化されていく上で、私たちがや

りたいことをモデル事業として引き受けたいという思いはある。そもそも私たちの

団体は、何十年も歴史のある児童養護施設や乳児院とは違って、5 年という歴史し

かない。そこが信頼を得るということは、生半可な気持ちではできない。  

 

≪現在と将来にポジティブな変化をもたらすこと≫  

・私たちは、今のところ養子縁組の斡旋機関ではないし、今後もその予定はない。

養育里親の制度を通して、子どもの利益、現在と将来にポジティブな変化をもたら

すことが私たちのミッションであり、ビジョンでもある。それに繋げていくために、

私たちが事業展開をしていくこと、こういうやり方も必要であるという実践のチャ

ンスをもらえるような団体をめざしたい。そして、キーアセットに任せてよかった

な、と思っていただく団体でありたい。 

 

≪他機関との違いをきちっと示していくこと≫  

・厚労省の家庭養育事業（養育家庭事業）が事業化されていく中で、私たちがきち

っとこなせるように自分たちを持っていく。そして、子どもたちのためにキーアセ

ットの違いをきちっと示していくことが必要である。  

 

≪法人としての存在意義≫  

・児童養護施設や乳児院は、いろんな批判を受けているが、これまで施設職員さん

や里親さんたちの力で、なんとか今の社会的養護が成り立っている。日本の社会的

養護の予算は、世界と比べると本当に少ない。そうした少ない予算の中で、運営し

ている皆さんが必死になって行ってくれている。今回、新しい目標が決まったため、

足りないものを一個一個きちっと埋めていく。その一部のそのまた一部にキーアセ

ットが何か出来れば、法人としては存在意義があると考えている。  

 

 

【代表としての思い】 

≪子どものために貢献すること≫  

・日本では、民間機関を活用したフォスターリングソーシャルワークはやってきて

はいない。そういう成果を必ず出せる専門性もない。成果を達成するために、組織

としてどういう人材を獲得するのかの基準にはなると思う。これから民間団体がも

っと存在意義を発揮して、任せられる信頼度を高めて、子どものために貢献するこ

とだと考えている。 

 

≪社会的養護が子どもに届くために≫  

・大事なのは、家庭養護が子どもに届くようにきちっと整備を行うこと、ソーシャ
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ルワークの部分が必要である。どうすれば、そういったシステムが、きちっと子ど

もたちに届くようになるのか。  

 

≪社会的養護のポテンシャル≫  

・社会的養護の子どもたち、18 歳以下の子どもは全体の 0.3％弱くらい。これを多

いとみるか、少ないとみるか、だと思う。私は、少なくてもこの国の将来の投資だ

と考えている。納税者の方々が納得するような事業でなければならない。感情面だ

けでなく、成果を出すこと。たとえば、「社会的養護が子どもの将来にこういう貢

献をします。その貢献によって子どもたちは、こういう生き方が出来ます。それは、

彼らが社会を作っていく側、納税者として社会を支えていく側になります」という

エビデンスを導き出していく必要性がある。社会的養護の実践者としても意識して

いくことが大切であると思う。社会的養護は、そういうポテンシャルを含んでいる。 

 

≪海外の取り組みから学ぶこと≫  

・今の海外の取り組み内容は、失敗を繰り返して修正してきた内容である。私たち

は、その失敗の部分にもっとも注意を払わなければならない。たとえば、「脱施設

化」が家庭養護の質向上につながるかというとそうではない。家庭養護の質向上こ

そが、子どもたちにとっても良いことだと思っている。なぜ届かない状況なのか、

それは届けられる条件が整っていない。その状況下で、脱施設化になると子どもが

質の悪い家庭養護をたらい回しにされる。つまり、欧米諸国の失敗例を日本でも繰

り返されることになる。  

 

≪子どもたちが「自分らしい生き方」を目指していくこと≫  

・社会的養護を含む子どもたちが自分らしい生き方のできるように、そして自分ら

しい生き方が目指せるような、地域社会の環境を整備してこと、育ち・育ての環境

を整えていくことが必要だと思われる。  

 

 

3）考察 

今回、支援機関における聴き取り調査を行った機関の内、キーアセットは、複数の

自治体より、里親支援機関事業を担っている特徴が見られた。各自治体の特徴に合わ

せた支援を行っている。  

今年度の受託事業では、家庭養護推進のためのソーシャルワークを展開する事を目

的として、リクルート、アセスメント、トレーニング、委託後の支援を包括的に展開

している。 

今後、社会的養護の子どもたちにきちっとした支援が届く為にもこれから制度や事

業を整理していくことが課題であると分かった。  
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第 2 節 静岡市里親家庭支援センター 

 

1）調査結果の概要 

インタビュー対象者 静岡市里親家庭支援センター事務局長、推進員 

日時 2015 年 11 月 7 日（火）13：00～15：00 

場所 静岡市里親家庭支援センター（静岡市児童相談所内） 

 

団体名称 特定非営利活動法人 静岡市里親家庭支援センター 

所在地（事務所） 静岡県静岡市葵区堤町 静岡市児童相談所内 

ホームページ URL http://fcsshizuoka.com/ 

（法人）設立年月日 2010 年 10 月 

目的 

＜里親制度の啓発＞＜養育力向上のための研修＞＜養育に関

する相談・支援＞を活動の三本の柱として、関係機関と連携し、

里親の支援を行う 

沿革 

平成 17 年 04 月 静岡市里親会発足 

静岡市の政令指定都市移行とともに、静岡

県中部地区里親会から「静岡市里親会」とし

て独立。同会は、里親として活動するとともに、

児童相談所と連携して里親促進事業や里親

支援事業に取り組む。初代会長に眞子義秋

氏が就任。 

平成 18 年 05 月 里親サロン開設 

・各区の先輩里親宅を会場として、年６回開

催。家庭的な雰囲気の中で、養育上の不安

や悩みについて相談したり、里親同士の交流を

促進し、精神的な負担の軽減を目的に実施。 

平成 18 年 04 月 里親促進事業推進員の設置 

・同会では、地域と児童相談所とのパイプ役を

担う「里親促進事業推進員」を設け、11 名の

先輩里親に委嘱。 

・推進員は、地域の里親宅を訪問し、里親や

家族の相談を受け、必要な助言を行うととも

に、地域の民生委員・児童委員などと協力し

て、里親制度の普及啓発を推進。 

平成 20 年 04 月 ちびっこサロン開設（乳幼児に特化した） 

・乳幼児特有の養育不安や悩みについて情報

交換をしたり、先輩里親からのアドバイスを受け

たりする機会として、市内の公園や児童相談
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所プレイルームを会場として年１０回開催。ま

た、未受託里親や里親希望者にも同席しても

らい、乳幼児の養育について知ってもらうよい機

会としている。 

平成 21 年 12 月 静岡市里親会が NPO 法人「静岡市里親家

庭支援センター設立準備事務所」を開設  

平成 22 年 10 月 NPO 法人「静岡市里親家庭支援センター」法

人登記 

平成 23 年 04 月 静岡市より、里親支援業務の一部受託 

・里親研修事業として、登録里親に対し、「乳

幼児期の養育」、「真実告知」、「思春期の児

童心理」、「非行問題」などテーマ別に研修の

実施。 

・里親相談活動として、相談への対応のほか、

里親相談員（「里親促進事業推進員」を名

称変更）による定期的な里親家庭訪問や相

談受付を行う。 

平成 25 年 04 月 静岡市より、児童相談所の行政処分（措置

権）を除く里親支援業務全般を受託 

1）里親制度普及促進事業 

①普及促進事業、②里親研修事業 

2）里親委託推進・支援等事業 

①里親委託支援事業、②訪問支援事業

及び相互交流事業など 

活動内容 

（平成 27年度業務） 

（1）里親制度普及促進事業 

①普及促進事業 

ア．里親制度普及啓発のための一般相談及び広報活動  

○一般市民への啓発活動 

・区役所玄関ホール等に「里親制度説明・相談」ブースを開

設し、一般市民からの質問に答え、理解と関心を深めてもらう

とともに、新規里親の開拓を行う。 

・電話及び来所による里親制度説明 

・地域小規模懇談会の実施（1 回/年） 

○出前講座 

・出前講座依頼先・大学・短大等に出向き、里親としての体

験談等の講演を通して、広く一般市民や里親希望者、若い

世代に里親制度の理解と関心を深めてもらう。 
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イ．里親月間記念事業開催 

○記念講演 

・里親制度の普及、啓発を図る里親月間にあわせて、里親

制度を広く県民・市民に知らせ、社会的養護について理解を

深めるとともに、地域全体で子どもを支える意識の啓発のた

め、講演会を企画、実施する。 

○一日里親体験 

・里親希望者にレクリエーションを通して児童養護施設入所

児童とふれあう機会を提供し、児童を身近に感じることにより

里親普及促進を図る。 

○里親支援機関業務推進員（１名）を配置し普及促進

等に資する活動を行う。 

・里親認定に関する初期面接・訪問調査・資料作成・児童

処遇審査部会への提出資料の原案の作成、審査部会への

同席 

諮問、一般市民や関係機関からの里親制度に関する問い合

わせや相談、面接。 

 

②里親研修事業 

ア．親業スキルアップ養育援助・テーマ別研修を実施。 

10 回（講座）／年 

○里親の養育技術及び里親相談員の支援技術向上を目

的として、テーマ別の研修等を企画し実施する。 

●「ピアカウンセリング」 

●「ケアプログラム」 （幼児・学童受託里親対象） 

●「自立のためのステップ」（中高生と受託里親対象） 

●「ベビーマッサージ」（乳児と受託里親対象） 

●「真実告知」 

●「救急救命」（特に新規認定里親に奨励） 

●「あそびとこども」 （未受託里親と養育 2年未満の里親対

象） 

●「子育てプチ心理学講座」 

 

イ．養育里親研修の実施・認定時の基礎研修 

○養育里親の新規認定時の基礎研修及び施設実習、認

定前研修及び施設実習、登録更新時の更新研修及び施

設実習、乳児受託前養育実習を行う。 
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ウ．専門里親研修の実施 

○専門里親の新規認定研修及び実習と登録更新研修を

行う。 

新規認定研修：母子愛育会に再委託（４か月間の通

信教育と３日間スクーリング） 

新規認定実習：静岡市児童相談所一時保護者にて一

泊二日、児童発達支援センターにて 5 日の実習を行う 

登録更新研修：母子愛育会に再委託（２日間の日程

で事例検討・演習・講義 を受講） 

 

（2）里親委託推進・支援等事業 

①里親委託支援事業 

ア．里子自立相談援助事業 

○措置解除後の元里親による各種相談援助、自立支援  

・社会生活に困難を抱える元里子(措置解除後５年以内)

に対し、生活習慣や社会常識の習得、学業・就労・人間関

係等についての相談援助を行い、円滑な自立を支援する。 

イ．レスパイト・ケア及びショート・ルフラン事業円滑化事業  

○静岡ホーム及び静岡乳児院と里親意見交換会の企画、

実施 

・レスパイト・ケア及びショート・ルフラン事業の円滑な実施のた

め、静岡ホーム及び静岡乳児院と里親の意見交換会を各１

回以上企画し、実施する。 

○ショート・ルフランの実施の調整、報告書受理、謝金支払

等 

・児童養護施設からのショート・ルフラン希望児童票に基づき

児童相談所の協力の下、ショート・ルフラン希望里親に繋げ

る。 

・実績報告書の受理、里親所管児童相談所への通知、謝

金支払事務等を行う。 

 

ウ．養育援助事業 

○養育中の里親に対し、登録援助者が家事援助、養育支

援を行う。 

 

エ．里親賠償責任保険事業 
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○里親賠償責任保険の加入・脱退、給付に関わる事務を

行う。 

・登録里親の内、養育、ショート・ルフラン、一時保護で児童

を受託している者 

オ．里親委託推進業務 

○里親委託等推進員（１名）を配置し里親委託の推進に

資する活動を行う。 

・認定申請に係る説明・調査、研修等の調整、里親家庭の

現状と意向の把握、委託対象児童に適合する里親を特定

するための事前調整と委託に伴う調整等を行う。関連行事や

研修案内、措置解除後の里親・里子へのアフターフォロー等、

里親委託の推進に資する業務を行う。 

 

②訪問支援事業 

ア．里親相談員等による訪問等支援事業 

○里親相談員１０名を配置し、里親及び里子への支援を

行う。 

・里親相談員等は対象里親に対し、概ね６ヶ月に１回程度

の訪問支援の他、行事・研修や電話等、より多くの機会を利

用して支援を行う。その他、必要に応じ随時支援を行う。ま

た、相談員としての資質の向上と相談員間の連携を図る。 

相談員：葵区(３名)、駿河区(３名)、清水区(４名) 

研 修：「傾聴研修 全４回」 

会 議：年１０回 

イ．新規里親家庭等訪問支援事業 

○新規受託里親・一時保護里親宅を訪問し、養育相談・

養育指導等の支援を行う。 

・新規受託の日から２ヶ月間は２週間に１回程度、委託２

年後まで は毎月ないし、２か月に１回程度行うものとする。 

・一時保護受託里親については２週間に１回程度訪問す

る。 

・そのほか養育が不安定になった時などは、必要に応じて訪問

する。 

 

③相互交流事業 

ア．里親サロン開催（９回／年） 

・里親が集い、里親の養育技術の向上を図るとともに、里親
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の精神的負担軽減を図る。 

イ．ちびっこサロン開催（１０回／年） 

・里親・乳幼児里子・未受託里親、場合によっては里親希望

者が集い、養育についての情報交換や里子同士の交流を図

る。 

・また、乳幼児特有の養育不安や精神的負担軽減を図る。 

 

④里親委託推進委員会の開催＊新規事業＊（１回／年） 

・各専門家の意見を基に静岡市における里親委託推進につ

いて協議する。 

委 員：９～１０名 

 

⑤自立支援事業（センター独自事業） 

・子どもが就職や進学等で自立する際、その支度費や生活費

としてまとまった資金が必要となるため、その一部について、セン

ターの独自事業として助成する。 

・自立する里子１人につき１０万円  

備考 

［スタッフ体制］ 

○センター事務局 

＜常勤＞ 

・事務局長 1 名 

・推進員 1 名 

・支援員 1 名 

＊「推進員」「支援員」は児相の名称をそのまま引き継いでいる 

＜非常勤＞ 

・事務局ボランティア２名 

・アドバイザー2 名（1 名／週 1 回、1 名／週２回） 

＊元児童相談所職員 

＜その他＞ 

・里親相談員９名 

（2015.11.7 現在） 

【出典】資料「平成 27 年度里親家庭支援センター業務について」またはインタビュー内容を参照して作成 

 

2）調査結果 

 

静岡市里親家庭支援センター（以下、センター）の事務局長と推進員に対して、聴

き取り調査を行った。以下は、項目ごとにまとめた調査結果である。  
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【対象団体の情報】 

≪事務局長≫ 

・今年度より赴任。 

≪推進員≫ 

・児童相談所（以下、児相）の非常勤として 2 年間里親業務に携わった。その後、

センターへ転職し、今年度 3 年目となる。 

 

【特色：「里親支援機関事業」のうち措置を除く里親支援業務全般を受託】  

・センターは、平成 25 年度に措置を除くすべての里親支援に関する業務を受託し

た。 

・当時、推進員を含む、里親担当職員 2 名がセンターへ転職した。児相では里親の

啓発、認定、委託、研修、相談支援、サロン、里親会事務等の業務に携わり、また

子どもの保護から措置、措置解除までの流れを把握していたため、センター移行後

もスムーズにできたのではないかと思う。  

・センターでは、①啓発、②研修、③相談・支援を 3 本の柱として事業を行ってい

る。この柱のうちどれかを行えばよいということではなく、3 本柱の事業をセット

として実施することで包括的な支援ができる。  

・まだセンターと児童相談所の区別がついていない家庭もあるが、相談窓口が増え

たことで里親の声がキャッチしやすくなり、支援につながる頻度が増していると感

じている。 

・センターは、児相、里親の間に立ち、より良い里親養育を推進するための通訳者

であり、援助者としての役割を担っている。  

・センターは、児相内にあるため、児相の職員ともすぐに話ができるため、情報交

換や、連携を取りやすい。  

・登校を渋る子どもがセンターに通い、他の里親やボランティアとおしゃべりをし

たり、イベントの準備を手伝い、その間里親は安心して休憩することができた。数

か月後、少しずつ学校へ通えるようになったケースもある。  

 

≪里親委託率が増加している理由≫ 

・市内は、乳児院 1 ヶ所、児童養護施設 1 ヶ所と施設が少ないため、社会的養護の

子どもたちを施設入所だけでは対応できない状況だった。そうした経緯もあり、里

親委託に力を入れてきた。  

・里親会の取り組みが活発で、親睦行事等での里親里子同士のつながりがピアカウ

ンセリングの役目を果たしサポートへとつながっている。  

・不調は、全国平均の 4 分の 1～5 分の 1 程度である。新規希望者に対する丁寧な

面接から委託時のマッチング、委託後の訪問支援までを一貫して行えていることが

有効なのではないか。  

・高齢、初めての養育、仕事を持っている里親や、子どもがリスクや問題を抱えて
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いる場合は、特に孤立させないように里親サロンや家庭訪問だけでなく、適宜電話

やメール等でフォローをし、早めの支援を心がけている。  

・里親のニードに合った内容、新しい情報を取り入れた養育スキルアップ研修の充

実化を図り、養育スキルを高めてもらうように働きかけている。  

 

・自閉的傾向が強く、育てにくいと言われていた子どもが、専門里親に委託され、

目覚ましい成長を見せたので養育里親に委託されたケースがある。また、養育経験

のない里親が、乳児を一時的に受託したベテラン里親のもとで乳児受託前実習を受

けたケースもあった。ベテラン里親層が厚く、安定していることが、養育経験のな

い里親への委託を後押ししている。  

 

≪課題≫ 

・センターは、先駆的な取り組みとして注目されているが、他地域の取り組みとの

比較検証によりもっと自分たちの強さと弱さを把握し、新たな課題を見つけていく

必要がある。今後は、他機関から情報収集をしていきたい。  

・委託率は上がったが、専門的なケアが必要な子が増加している。被虐待児、特別

な支援を必要とする子どもが（グレーゾーン含む）が４割強措置されている。その

うち、７割は養育里親へ委託されている。  

・今後子どもの将来を見据えた支援、里親への支援が必要となるだろう。  

 

【取り組み：里親支援機関事業】  

○里親促進事業 

≪出前講座≫ 

・今年度は、昨年度の約 3 倍の 17 回開催。 

・民生委員、ロータリークラブ、学生、PTA 役員などを対象に出前講座を行う。ま

た、市役所職員を対象に夜間講座も開催。  

 

≪問い合わせ先≫ 

・登録希望者の問い合わせは、児童相談所、センター、児童養護施設のうち、セン

ターが一番多い。 

 

≪登録：養子縁組希望者が多い≫ 

・近年、里親制度の問い合わせから新規面接に訪れる人の、90%以上が実子のいな

い方で、養子縁組を期待しての来所である。不妊治療を経験し、中には民間の養子

縁組団体からの斡旋も難しいため、センターを訪れる人もいる。  

・新規面接を最低 3 回行い里親制度、社会的養護の子どもたちの現状や課題、養子

縁組のしくみ、市の委託状況について、丁寧に説明することで、申請時にはほとん

どの方が養育里親としての登録をされる。  
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≪課題≫ 

・里親制度を知らない人がまだまだ多い。地域にオープンにできていないのではな

いか。市民に広めること、地域とのつながりを持つこと。社会的養護をオープンに

し、壁を取っていく仕組みを考える必要がある。  

 

○里親委託等支援事業 

≪自立支援≫ 

・措置解除後、5 年以内は自立を支援するため、元里親による元里子への自立相談

援助を行っている。 

・元里子が里親宅を行き来できるような「実家機能」の必要性を感じている。 

 

≪レスパイト≫ 

・里親登録時にレスパイトが利用できることを伝えている。里親さんの中には、人

に頼ることが良くないと思う人もいる。できるだけ、里親支援を活用してほしい。 

 

≪養育援助≫ 

・養育援助は、利用制限はなく、援助者に対しての報酬はある。養育経験のある里

親が援助者として登録し、養育中の里親に対して、家事援助や養育支援を行ってい

る。なるべく同じ援助者が関わるよう調整することで里親も子ども安心できている。 

 

○訪問支援事業 

≪里親相談員≫ 

・相談員マニュアルに基づいた訪問を実施。  

・厚労省のガイドラインに沿って年間訪問計画を立てている。担当制にしている。 

・センター職員との役割分担。委託前と委託後 2 か月間、必要時にはセンター職員

が訪問し、養育が安定したのを見計らって里親相談員にバトンタッチする。  

・相談員会議（年 10 回）訪問報告と支援の検討を行う。  

・相談員会議にはアドバイザーを置き、里親相談員、一般里親、センター職員の相

談を受け付けている。  

・相談員研修（年 5 回）1 回目は守秘義務、2～5 回目は傾聴研修。 

・訪問後、報告書をセンターで受理し、その後児相へ提出される。  

・始めは 1 名で訪問を行っていたが、昨年度（H26 年度）からは 2 人 1 組で訪問し

ている。1 名は、聞き手としてしっかり話を聞く。もう 1 名は、観察者として客観

的に話の流れを見守る。あとで振り返りをしたり、記録を起こす上でも 2 人体制の

方が効果的。担当する里親家庭は、基本的に年度ごとに、必要時は適宜見直してい

る。 

・里親相談員の立場を里親に周知し、訪問が支援につながる等説明し理解を求めて
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いる。 

・その他、里親相談員は里親サロン、ちびっこサロンの運営を協力している。  

 

○里親相互交流 

≪里親サロン・ちびっこサロン≫ 

・里親申請の段階からサロンに参加してもらうようにしている。乳幼児と触れ合う

機会であり里親との顔合わせの意味もある。初期から里親と面識を持つことで、里

親会入会や委託後の訪問がスムーズに受け入れられる。  

・市内の短期大学部保育科の協力を得て構内を会場に年 1 回開催。 

 

≪里親・ちびっこ合同サロン≫ 

・毎年、夏に里親サロンとちびっこサロン合同でキャンプを、冬にはクリスマス会

やもちつき大会を行っている。  

・夏のキャンプには、中高生も参加し、スタッフの手伝いをしてくれた。年々参加

率も増えている。子どもたち同士の横のつながりができてきている。  

 

○自立支援事業（センター独自事業）  

・センター独自事業として、子どもが自立する際の支度金を寄附金から助成してい

る。 

・昨年度（H26 年度）は、里子を短期大学に進学させる里親 1 組に対し 10 万円を

支給した。今年度（H27 年度）は 4 組に各 10 万円を支給する予定。  

 

【支援機関：里親会】 

・市里親会は、入会率がほぼ 100%である。 

 

≪課題≫ 

・里親相談員や里親会役員の高齢化が進んでいる。後継者の育成が必要。  

 

【推進員の思い】 

・養育の困り感の Max が 10 だとしたら、３くらいまでにのところで把握したいが、

タイムラグあり、5 や 6 の段階、場合によっては対応がもっと遅れることもある。

問題の早期発見、早期対応ができる観察眼とケースワークの力をつけたい。  

 

・委託された子ども達が少しずつ、あるいは劇的に回復し成長する様子や、子ども

に勝るとも劣らぬ変化を遂げる里親さんの姿、例えば・養子縁組を期待して初回面

接に臨まれた方たちが、里親制度を知り、事情のある子どもの受け皿になること決

め、養育里親として日々子育てに奮闘されている姿を見る時、人の力の凄さに感動

し、「家庭」を創っていく、その過程に携わることに大きな責任を感じている。  
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3）里親相談員との会話 

センターで事務も担っている里親相談員 O さんとお話しする機会をいただいた。以

下は、会話の内容をまとめたものである。  

 

≪里親相談員とは≫ 

・里親さんの話を傾聴する「聴き手」とやり取りを観察する「観察者」に分かれて、

養育相談にあたっている。  

 

≪里親相談員になって≫ 

・数年前、里親会の役員に推薦されて、役員となった。それと同時に、里親相談員

の前身である「里親促進事業推進員」に任命された。「里親促進事業推進員」は、

里親会の役員が担っていた。（里親促進事業推進員 11 名） 

・現在、「里親促進事業推進員」から「里親相談員」と名称が変わり、引き受けた

当初よりも責任の大きさをとても感じている。  

 

≪配慮していること≫ 

・O さん自身も里親のため、里親さんに対しては、自分の経験談は話さないように

している。（聞かれたら答えるが）自分の経験談を話すことは、考えの押し付けに

なる可能性があるため。  

・里親相談員になって、傾聴研修を受けた。傾聴研修を受けて、アドバイスをする

のではなく、「話を聴くことの大切さ」、「相槌の打ち方」などの大切さを理解した。  

 

≪傾聴研修を受講して≫ 

・研修が始まった当初は、里親相談員同士が気を遣ってか、なかなか相手の発言に

対して意見することができなかった（特に年長者に対して）。けれど、お互いに意

見交換ができるようになり、それに伴って「傾聴のスキルが向上している」と講師

に言われて嬉しかった。  

 

≪真実告知について≫ 

・里親相談員の O さんも他の里親相談員による養育相談を受けている。  

・初めて受託した里子に真実告知ができたのは、里子が小学校 3 年生のとき。3 歳

で委託されたため、ある程度、施設職員からも話を聞いていたため、時々、生みの

親のことを聞かれた。  

・里子は里親がどこまで実親のことを知っているのか、気になってしまうため、ど

ういう風に話をしようか悩んだ。委託前より告知を受けていた子ならではの難しさ

があった。 
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・児相の嘱託医からは「実親のことはよくわからないと伝えたほうが良い」とアド

バイスを受けた。それで、「お母さんもよく知らない。児相の人なら知っているか

もしれないから、一緒に聞きに行こう」と話をした。  

・今は、児相に養育で大変なことも相談できるようになったがそう思える迄には時

間がかかった。里子の通う小学校には、里親であることを伝えるのに 5 年かかった。

（お子さんが小 5 の時にやっと伝えることができた）  

・真実告知についても、小さい時から里子であることを伝えるほうが良いことだと

わかっていても、実際には「言えない」という人も多い。子どもの性格や里親との

信頼関係等よく考えて、いつ、どのように伝えるかを夫婦でよく考えていく必要が

ある。 

・地域の方に里親であることを公表することに抵抗がある人もいる。里親自身が公

表しても大丈夫だと思えた時に告知するもので、人に言われてすることではないと

思う。 

 

≪二人目の里子の進路について≫ 

・現在、二人目の里子は高校 3 年生となり、入学から一緒に進路について考えてき

た。里子だからこそ、早めに考えておくことが必要だと考えている。里子には、何

か手に職をつけてほしいと願っている。  

 

○里親仲間との支え合い  

・O さんは、養育の悩みがあると里親仲間に話を聞いてもらうようにしている。ま

た、里親仲間からの相談も受けている。夜間に里親仲間から、電話がかかってくる

こともある。 

・里親会のメンバーは、本当に仲が良い。仲が良いので、新しく里親登録した人が

入りづらいのではないか、と危惧していた。  

・市内では、里親サロンまたはちびっこサロンが充実しているため、すぐに打ち解

けられる。また、同年代の子どもの親同士もすぐにグループができて仲良くなりや

すい。 

 

 

4）考察 

静岡市里親家庭支援センターの特徴としては、「里親支援機関事業」のうち措置を

除く里親支援業務全般を受託していることである。里親支援機関事業では、措置以外

のすべての里親支援業務を委託できるようになっているが、全国的には静岡市のみが

受託できている。 

こうした取り組みは、先進的な取り組みとして、全国里親委託等推進委員会『平成

26 年度調査報告書』の「委託推進のための基盤づくりの先進的な取り組み」としても

報告されている。 
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里親支援機関の成功例としては、静岡市里親家庭支援センターが立ちあげ時に、児

童相談所の「里親支援担当職員 2 名がセンターへ転職した。2 人とも児相内で業務に

携わっていたため、内部の動きや流れが分かり、センター移行もスムーズにできたの

ではないか」と静岡市里親家庭支援センター側も分析している。  

静岡市里親家庭支援センターでは、里親会の入会率が高い点や里親家庭同士の横の

つながりのネットワークができていた点も成功の秘訣なのではないかと考えている。

また、里親登録者の養子縁組を目的としている家庭に対しては、社会的養護の現状や

子どもの課題等を丁寧に説明し、原則養育里親として登録して関わってもらう取り組

みも注目すべき点である。  

また、センターでは「啓発、研修、相談・支援」の 3 本の柱を掲げている。聴き取

り調査のなかで、「この柱のうちどれかを行えばよいということではなく、すべて 3

本を 1 本の柱として里親支援に当たることが重要」と指摘するように一括した支援が

行えることが静岡市里親家庭支援センターの特徴の一つだと言える。  

最後に静岡市では里親相談員を配置している。今回、里親相談員のお話を伺う事が

出来た。この取り組みで注目すべき点は、里親相談員が「傾聴研修」を受講し、専門

的なスキルを身につける為のトレーニングを行っていることである。当事者同士のピ

アカウンセリングの関わりではなく、カウンセラーとしての立場を確立しているので

はないかと考える。 

こうしたベテラン里親を育成する取り組みは、丁寧に相談・支援を行う上では効果

的な手法の一つでもあるのではないかと思われる。  
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第 3 節 千葉県里親家庭支援センター 

 

1）調査結果の概要 

インタビュー対象者 千葉県里親家庭支援センター理事長 

日時 2015 年 11 月 

場所 船橋市市民活動サポートセンター  

 

団体名称 特定非営利活動法人 千葉県里親家庭支援センター 

所在地（事務所） 個人宅 

ホームページ URL http://fosterfamily.web.fc2.com/index.html 

（法人）設立年月日 平成 20 年 

目的 里親家庭のニーズに即した支援活動 

沿革 

平成 19 年 NPO 法人設立準備 

平成 20 年 NPO 法人立ち上げ 

月例研修会 

PMJ フォスターファミリー奨学助成の事務局を開設 

平成 23 年 県より「千葉県里親大会」を受託（毎年 10 月開催） 

平成 24 年 おしゃべりの会 

里親の学校の開催 

平成 27 年 8 月 県より「里親支援機関事業」の一部を受託 

活動内容 

 

○「PMJ フォスターファミリー奨学制度」 

・毎年 1000 万円ぐらいを関東甲信越静地域（里親会では「関

東ブロック」と呼んでいる）に在住する 5 人の高校を卒業した子ども

たちに 50万円ずつ、最短卒業まで支給している。自立支援の一つ

として。措置解除後の支援の必要性を感じて。 

 

○おしゃべりの会 

・里親のためのサロン。養育者同士が気軽に話が出来る場所だった

が、里親会でも里親サロンは実施しているため、現在は休止中。 

 

○里親の学校（家庭養護に関する勉強会） 

・里親が困っていること、発達障害、発達遅滞、被虐待児の病理

的な行動等、理解促進のために行った。被虐待児の養育は、子

育て経験があっても難しい。里親、里親希望者、研究者も巻き込

んで流れを作っていきたい。 
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○千葉県里親大会の開催（千葉県からの受託事業） 

・里親をはじめ、行政関係者、里親希望者、研究者等、参加者

も様々である。そのため、今後は目的を持った企画の必要性を感じ

ている。 

 

○千葉県より里親支援機関事業の一部を受託 

・千葉県北部エリア（市川児童相談所・柏児童相談所・銚子児

童相談所管内）の「里親委託支援等及び里親家庭への訪問事

業」を受託。 

 

○各種相談 

・メールでの相談（里親希望者、養育中の里親家庭、子どもから

の相談など） 

・家庭訪問相談（千葉県の市川・柏・銚子児童相談所管内の

里親家庭に訪問相談員 2 名が伺う） 

・無国籍・無戸籍の子どもの相談（里親家庭で暮らす国籍や戸

籍のない子どもについての相談） 

・進学・就職の相談（進学・就職に関する社会的自立の相談） 

 

【出典】ホームページまたはインタビュー内容を参照して作成 

 

2）調査結果 

千葉県里親家庭支援センター理事長に聴き取り調査を行った。以下は、項目ごとに

まとめた調査結果である。  

 

【対象団体の情報】 

≪千葉県里親家庭支援センター理事長について≫  

・これまで、里親として子どもの養育に携わってきて、県里親会や全国里親会の役

員もやってきた。今後は、こうした経験を踏まえて里親を支援する側に回りたいと

思っている。 

 

 

【特色①：里親家庭支援センター】  

≪設立のきっかけ≫ 

・平成 18 年、19 年に社会的養護専門委員会（厚生労働省の審議会）で児童福祉法

改正に携わってきた中で、里親支援機関事業の必要性が打ち出された。里親の一人

として、支援機関の必要性を感じたが、審議会の話し合いのなかでは、里親のため

の支援機関ではなく、児童相談所のための支援機関だった。  
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・上記のような、里親側に身を置いて、里親の支援ができないか。そうして、行政

の考える里親支援ではない、独自の里親支援機関を感じ立ち上げるに至った。  

 

≪里親家庭支援センターの役割≫  

・里親支援と言われるが、里親「家庭」を含めた支援でなくてはならない。里親制

度は、本来であれば子どものための制度である。現在、静岡県にも里親家庭支援セ

ンターが立ち上がっているが、こうした NPO 団体の活動が全国的にも拡がって欲

しい。 

・千葉県里親家庭支援センターは、千葉県里親会とも連携するため、県里親会の副

会長を必ず、センターの役員に加えている。里親会の活動からずれないようにして

いる。「里親側に身を置いた支援」を心掛けている。  

 

≪里親を孤立させない「チーム養育」≫  

・これまで、里親を孤立させない「チーム養育」、里親家庭の子どもを支援するこ

となどを心掛けてきた。里親だけに養育を任せるのではなく、里親の相談にものる

が子どもの相談にものることの必要性を感じている。  

・去年は、子どもたちとザリガニ釣りに出かけた。国の里親支援からはかなり逸脱

していると思われるだろうが、子どもと一緒になって遊ぶことで子どもの様子を見

るようなことも行った。  

 

≪里親支援機関事業の受託経緯≫  

・今年度 8 月から千葉県が行う里親支援機関事業の内、「家庭訪問事業」と「里親

委託等推進委員会」を受託することとなった。当センターでは、これらの事業の北

部エリア（市川児童相談所、柏児童相談所、銚子児童相談所管内）を担当する。  

・また、私が里親委託等推進員の一人となり、里親側からの代弁者になって改革し

ていきたいと思っている。  

・今年度から里親支援機関事業の機関となったが、スタンスは変わっていない。ま

た、地域の社会的養護に関しての意見は出していくことを明言している。里親支援

の仕組みがきちんとできていない。里親経験者からすれば、満足のいく形の支援が

行われていると思わない。その点を何とかしたいという思いで行っている。  

 

【取り組み】 

≪家庭訪問事業（千葉県からの委託）≫  

・当センターの家庭訪問の担当者と里親、児童相談所（以下、児相）の里親担当、

場合によっては子どもも入れて、みんなで子どもの将来を考えながら、発達あるい

は自立計画書を作成したい。  

 

【里親会】 
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≪里親サロン≫ 

・里親サロンは、当事者同士のピアカウンセリングの場。自治体（児童相談所、里

親会）主催によっては、行政の職員や里親支援機関が関わることもあるが、行政の

関わり方の度合いに注意が必要。  

 

＜各自治体の取り組み①委託直後の里親サロン＞  

・児相が中心となってサロンが行われるが、同時に子どもたちを連れて来てもらって、

子どもの発達検査を行っている。乳幼児を預かった場合、2 年くらいフォローがある。

支部単位で里親が 6 人ぐらい集まって話をする。委託直後は、子どもが興奮して眠れな

いため、里親が「私のせいなのではないか」と心配している。  

 

＜各自治体の取り組み②新規登録者を歓迎する会＞  

・千葉県でも誰が里親か分からないという声があったため、里親会で実施して、かなり

の効果があった。新規登録した人は、どう活動していいか分からないことがあると思う。

たとえば、未委託里親はどう過ごしたらよいか。  

 

【地域の社会資源】 

≪市町村のサービス（シルバー人材センターやファミリーサポート）の活用≫  

・里親支援の在り方もいろいろだと思う。学習支援だとか、スポーツをして遊ぶ、

キャンプをするなど、それぞれをうまく活用していくこと。ただ、子どもの福祉が

充実しているところだと、自分たちがやるより、そこと繋げていくこと、可能な限

り、他の資源を使いながら。うまく繋がっていないのが、市町村の子ども福祉であ

る。 

・我が家の場合、乳幼児がいたときは、シルバー人材センターのおばあちゃんに来

てもらった。とっても雰囲気がよくて、良かった。私が帰宅したら、子どもと一緒

におばあちゃんを送ることもあった。うちの近所の保育園も里親に理解があるとこ

ろで、子どもを預かってもらった。里親の中には、地域のファミリーサポートを利

用している家庭もある。里親は、地域で社会資源を探してやっている。  

 

≪自治体の役割≫ 

・自治体の役割は、重要である。例えば、静岡県では大学卒業の 22 歳まで措置費

と同額を出していくことになっている。国で、一律でするのではなく、地方自治体

がプラスαのことをしてほしいと願っている。そのプラスαになるところを全国か

ら持ち寄って、制度を豊かにしていく取り組みが必要だと思っている。  

 

【民間機関の取り組み】  

≪民間機関への期待≫ 

・里親支援という言葉が曖昧に使われている。東京に拠点を置く、アン基金の代表



147 

 

から聞いたが、行政に比べて民間の方がメニューを多様に持ちやすい。行政は、基

本的に単一サービス。公的なお金を使う。民間団体がニーズにフィットする形で選

択肢を持って行うべき、等々。 

 

≪海外の事例（ＨＩＶの子どもたちに特化した養育のできる里親開拓）≫ 

・海外では、ＨＩＶの子どもたちを対象としたフォスターエージェンシーがある。

行政では難しいことを民間団体にお願いをして、ＨＩＶの子どもたちを養育できる

里親を開拓し、マッチングする機関がある。  

 

≪日本の事例（ダウン症の子どもを養育するサポート）≫ 

・日本でもダウン症の子どもを養育している里親家庭は、独特の支援を必要として

いる。行政と離れたもっとやりやすい自由な場所を作って、その機関が一括で業務

を請け負うことが必要。こま切れで業務を請け負ってやるのではなく。  

 

≪NPO 法人の取り組み≫ 

・ある NPO 法人では、大学の学生を対象にしたインターンシップの仕組みを作っ

ているところがある。一般家庭に二人一組で訪問して、家事などのサポートをする。

それで単位が取れる仕組み。大体は、女性学生が多い。これの里親バージョンを作

りたい。インターンシップまでいかないで、ボランティア的な家庭訪問だったら、

今のところ出来る見通しはある。  

 

【今後の課題：社会的養護に関して】 

≪里親制度について≫ 

・国連の子どもの権利条約に批准しているため、国内法として整備してほしい。子

どもを保護の対象として見るのではなく、権利の主体者として見るべきである。社

会的養護の子どもたちの声を聞いてほしい。社会的養護の仕組みについて話をして、

子どもたちが意見表明出来るようにするべきである。子どもの権利条約 20 条にあ

るように家庭養護を中心として考え、必要な場合のみ施設養護とするべきである。

また、産まれてから 3 歳くらいまでは、家庭養護を基本とするという国連ガイドラ

インは、乳児院を廃止するということでもある。法律的には、国内法より国際法が

上である。里親支援はどうあるべきか、整備していくことが必要である。 

 

【今後の課題：行政に関して】 

≪行政の責任を伴うこと≫ 

・今、支援と言うのは過渡期。支援なのか、義務なのか、支援と言うきれいごとな

のか、責任を伴うことをやるべきなのか。  

・里親支援は、行政の責任が伴う形でなければならないと思う。  

・里親委託ガイドラインでは、委託のときには 2 ヶ月に 1 回の訪問とあるが、行政
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の責任としてやらないため、里親が来てほしくないとい言えば訪問することが出来

ない状況になる。子どもを中心に置いて、子どもの福祉に貢献する形でなければな

らない。 

 

≪育児と仕事の両立支援≫ 

・来春の改正育児介護休業法では、養子縁組は対象になりそうだが、養育里親は対

象外になる可能性が高い。企業の CSR、社会貢献の方で里親に子どもを受託したら、

休みが取れる制度を作ってもらうとか考えている。厚労省も来年度より、里親のた

めの両立支援を始めると聞いている。里親にも育休が必要と活動してきたことが半

分は実りそうにある。  

 

≪子ども裁判所（司法判断）の必要性≫ 

・アメリカでは親子分離や措置権は、司法の判断となっているが、日本では、児相

の職員が親子分離をするかどうかを判断している。公務員の判断でいいのか、ちょ

っと権限としては大きすぎる。大事なのは、司法が絡んでいく体制。最終的には、

親子分離から委託、措置解除、再統合もすべて、司法判断にする「子ども裁判所」

のような機能が必要。  

 

≪フォスターエージェンシーのようにまとめて外部化すること≫ 

・里親に関する業務は、アメリカやイギリスなどのフォスターエージェンシーのよ

うに、里親開拓、研修、マッチング、最終的には実親の支援を含む、一連の流れを

細切れにせずにまとめて外部化する。それを措置費でやることが大事かな、と思う。

子ども一人の措置費ではなくて、事業を措置として行うような仕組みが必要。 

 

≪里親を含めた養育チームの必要性≫ 

・子ども一人にとっての里親を含めた養育チーム、再統合した場合でも里親が関わ

るとか、ソーシャルワーカーが関わるとか。そういう子どもの応援団ができるよう

になってない。子どもたちの立場になって、考えていく制度であって欲しい。  

 

≪子どもを中心とした支援体制≫ 

・子どもの支援者が里親、里親を支援するのが支援者、というと、階層を作ってい

るとしか思わない。子どもを中心にして、回り込む、千葉県の要対協を作った人が

よく言っているのは、「いちご大福」の仕組みである。子どもが中心で、支援者が

丸く取り囲むこと。 

 

≪当事者を取り囲む仕組み≫ 

・「当事者主権」の考え方、当事者を取り囲む仕組みが必要。現在の行政には当事

者の認識があまりにもなさ過ぎる。そういう意味では、障害者の支援から学ぶこと



149 

 

は大きい。施設を少なくして、里親支援を地域のセンター等で行うようにし、業務

を地域に散らばらせるとか。地域の中で、支援することがどんな世界でも必要なこ

と。日本は、高度成長期のときに作った枠組みがそのまま続いている。もっと地域

に当事者が住みやすい仕組みを作っていかなければならない。  

 

【今後の課題：支援機関に関して】 

≪里親支援は海外のフォスターエージェンシーのようなものであるべき≫  

・本来であれば、里親支援は「エージェンシー」であればいいと思う。課題を持っ

た子に対して、一定額の措置費と言うことではなく、子どもに見合った柔軟な措置

費を考えなければならない。  

・児童福祉審議会で、児童相談所の業務を丸ごと外部委託させる「里親養育支援機

関」の取り組みについて提言する予定。行政の責任が伴うものとして、里親開拓、

マッチング、実親への支援等、現在のように一つ一つを切り離した支援ではなく、

総合的に支援する機関が必要。既にアメリカ、イギリスでは、「フォスターエージ

ェンシー」が一括して行政と同じ機能を持って行っている。  

 

【今後の課題：地域の社会資源に関して】  

≪地域の子育て支援を利用できる体制に≫  

・最近、自治体ごとで子育て家庭をサポートする体制が増えてきていると新聞で報

道されていた。シッター代とか、家事支援、養育支援に対して、自治体がお金を出

して補助しているケースが増えてきているとあった。ただ、社会的養護の都道府県

の仕組みは、こうした市町村の仕組みがなかなか利用しづらい。里親が利用できる

仕組みを市町村に働きかけていくことが必要である。 

・本当に必要なのは、レスパイトケアなども、利用しやすいものにすべき。  

 

≪要保護児童対策地域協議会で新規委託里親を見守る体制≫  

・国として考えているのは、要保護児童対策地域協議会（要対協）をうまく使う。

これは、千葉県が一番早く取りかかったと思うが、子どもを委託する 1 ヶ月前から

子どもを委託した 1 ヶ月後の 2 ヶ月の間に里親を地域の要対協が見守る仕組みがあ

る。この取り組みを全国的に広げていきたい。  

・地域に支援の資源は、いくつもあるが、知らないと使えない。メニュー化すると

かが必要。ただ、地域性があるので、そこを使えばうまくいくと言う訳ではない。

利用のノウハウはある。  

 

【今後の課題：自立支援に関して】 

≪ユース支援≫ 

・日本は、ユースという概念がない。大体 27 歳くらいまで。子どもの方は、それ

なりにあるが、中間の若者というユースに支援する動きがない。自立の過程という
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のは課題が多いし、社会的養護の子どもたち、ユースのケアというか、ホームレス

だとか、犯罪だとか、あるいは水商売だとか、いろいろあるけれども。  

・自立に向けたユースに対する支援は、当事者が当事者を支援していく仕組みを作

っていかないと、そうでない限り、この分野はあんまり周りがどんなにやろうとし

ても難しい。 

 

≪就職支援≫ 

・職業の問題は、ハローワークだけでは解決しない。社会的養護の子どもたちのた

めの職業、住まいとかを自立のパッケージにして提供すること。アメリカでは、既

に自立パッケージ化されている。  

 

≪当事者の声を聞く≫ 

・今、審議会でもテーマになっているのは「自立」について。年齢の問題ではない

のではないか。それから、当事者の声を聞く、当事者がどうしたら自立しやすいの

か。大人が考えて制度を作っているが、それもどうなのか。一番いいのは、当事者

同士のピアカウンセリング、今ネットがある時代だから、全国に広がってもいいと

思う。 

 

 

3）考察 

千葉県里親家庭支援センターの特徴としては、「児童相談所の支援機関ではない、

里親家庭支援を行うこと」を目的として設立している点である。これまで、里親家庭

のニーズに合わせて、勉強会やメールでの相談を行っており、設立当時から関東甲信

越静地域を対象とした、奨学助成を毎年公募している。  

以上のことは、里親家庭に寄り添った当事者側からの支援に繋がっているのではな

いかと思われる。 

また、支援機関としては、今年度から里親支援機関事業「訪問支援」を受託してい

る。里親支援機関事業を受託したことで、どのような訪問支援を展開するのか、里親

家庭にとってどのような効果があるか、今後の活躍に期待したい。  
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第 4 節 東京臨床心理士会 

 

1）調査結果の概要 

インタビュー対象者 里親委託等推進員 

日時 2015 年 12 月 11 日（金）13：00～15：30 

場所 東京臨床心理士会 事務局 

 

団体名称 一般社団法人 東京臨床心理士会 

所在地（事務所） 東京都文京区 

ホームページ URL http://www.tsccp.jp/ 

（法人）設立年月日 2012 年 4 月 

目的 

東京臨床心理士会は、東京都内の「臨床心理士」の連携を密に

し、「臨床心理士」の職業倫理、資質および技能の向上をはかり、人

びとのこころの健康と福祉の増進に寄与することを目的としている。 

里親支援機関事業 

東京臨床心理士会では、目的達成の一環として様々な事業を行っ

ており、その一つとして、臨床心理士の資格を持つ東京臨床心理士

会の職員が、里親委託等推進員として、4 つの児童相談所に配置

され、児童相談所と連携して里親支援を行っている。 

沿革 

平成 20 年度 「里親支援機関事業」モデル事業開始。 

平成 23 年 4 月 「里親支援機関事業」受託。 

都内 1 所担当：品川 

平成 24 年 4 月 「里親支援機関事業」受託。 

都内 3 所担当：品川、杉並、世田谷 

平成 26 年 4 月 「里親支援機関事業」受託。 

都内 4 所担当：品川、杉並、世田谷、多摩

（5 月～） 

活動内容 

【相談支援】 

○新規委託児フォローアップ 

対象：子どもを新しく迎えた養育家庭、専門養育家庭、親族里親及び養子縁組里親  

・交流中～委託後 6 か月間は、特に戸惑いや不安が多く、推進

員が 2 週間~1 ヵ月に 1 回程度家庭訪問し、ゆっくりとお話を伺

う。 

 

○定期巡回訪問（半年に 1 回程度） 

対象：委託中の養育家庭、専門養育家庭、親族里親及び養子縁組里親 

・推進員が委託中の里親家庭を定期的に訪問し、よりきめこまや

かな、継続した支援を目指す。 
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○里親カウンセリング（訪問・来所・電話） 

対象：希望する養育家庭、専門養育家庭、親族里親及び養子縁組里親  

・子どもの成長に伴い、里親は様々な課題に直面する。必要に応

じて、推進員が集中的にお話を伺い、課題を一緒に整理し対応を

考える。 

 

【里親の相互交流】 

○里親（養育家庭）の相互交流 

・地域の養育家庭が、情報交換、相互支援、学習をすることがで

きる場を提供する。 

 

○養子縁組家庭の相互交流 

・養子縁組成立後の家庭へのアフターフォローを主旨とした交流サ

ロンを開催する。委託中の養子縁組家庭も参加することができ、

参加しやすい土日を中心に行っている。 

 

【養育体験の実施】 

○養育体験 

・乳児院や児童養護施設等で、子どもたちと関わる、施設職員と

意見交換をする場を提供し、里親家庭が養育技術の学習と社会

的養護についての理解を深める機会とする。 

 

【育児家事援助者・学習ボランティアの派遣】 

○育児家事援助者派遣 

・委託中の里親家庭（ファミリーホームを除く）に対して育児（保

育・送迎）、家事の援助者を派遣する。 

 

【新規開拓・普及啓発】 

○里親委託等推進委員会の運営 

・里親代表・学識経験者・児童相談所職員・関係機関職員等

が参加して意見交換をし、里親支援の拡充・里親登録数の増

加・乳児委託の促進等を目指す。 

 

○新規開拓・普及啓発 

・広報物の作成と配布 ・地域のイベント等での PR 活動 

・大学等で里親制度や社会的養護についての講義 
 

【出典】パンフレットまたはインタビュー内容を参照して作成  
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2）調査結果 

東京臨床心理士会の里親委託等推進員にグループ・インタビューを行った。以下は、

項目ごとにまとめた調査結果である。  

 

【対象団体の情報】 

≪東京臨床心理士会について≫  

・東京臨床心理士会は、都内で勤務する臨床心理士が登録をして、講習や研修、情

報交換等の活動を行う場所である。それぞれ、活躍するフィールドは様々のため、

他の支援機関とは少し違った特徴がある。  

 

 

【特色：「里親支援機関事業」受託】  

≪専門性を活かした強み≫  

・里親家庭の話を丁寧に聞くこと、思いを受け止めることに最も重点を置いており、

里親家庭がゆっくり話すことができるよう、家庭訪問の時間を長めにとっている。

また、里親家庭が「発達障害では」「愛着障害では」と不安を抱えていることもあ

り、専門職の立場、経験を活かして対応している。  

・里子の行動や言動について、里親家庭から理解を得られないこともある。その場

合、里子について様々な可能性を思案しつつ行動観察をする、里親家庭から丁寧に

伺う等して、情報を得るよう努めている。以上の情報収集から考えられることにつ

いて、時に里親家庭に伝え、改めて里子対応を共に考え、状況によっては児童相談

所（以下、児相）に繋げる等の対応をしている。臨床心理士としてのカウンセリン

グやアセスメントなどの臨床経験やスキルを活かせる関わり方である。  

・また常に相手の方のニーズを引き出し、臨機応変に支援することも心がけている。 

 

 

【取り組み：里親支援機関事業】  

○養育体験 

・里親家庭が児童福祉施設での 1 日体験をする募集や企画、運営等でフォローを行

う。 

 

○相談支援 

・新規フォローアップ（2 週間に 1 回、1 ヶ月に 1 回の家庭訪問）、定期巡回訪問（半

年に 1 回程度の家庭訪問）、里親カウンセリング（状況に応じて）  

・里親家庭と里子の関わりは委託前の長期外泊頃からである。特に乳幼児の場合、

1 ヶ月の経過でも心身の発達が認められるため、里親家庭は常に里子の様子観察と、

成長に応じた対応が求められる。家庭訪問は、里子対応を行う里親家庭を支援する
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点で意義がある。 

 

≪例えば、実子のいるご家庭に対して≫  

・実子がいる里親家庭では、里子が新たに生活を共にすることにより、里親を巡っ

て実子里子間で関係性が悪くなることがある。また、関係性が悪くならぬよう、実

子が我慢してしまう場合もある。このような相談を受けた場合、里親子だけでなく、

里親実子だけの時間を意図的に作る、親子の関係性を再確認してもらう工夫も時に

求められる。 

・実子がいる里親家庭では、実子が里子の面倒をみてくれることがあり「助かって

いる」という意見も見られる。実子の場合、一番下の子にとっては、自分より下の

きょうだいができて嬉しい半面、複雑な思いもあるが、長い目で見れば良い経験に

もなっているのではないかとも考えられる。慣れるまでは、お互い時間がかかるの

だろうと思う。 

・家庭訪問の際には、里子だけでなく実子の様子も適宜尋ねるようにしている。実

子の様子も含めた家庭訪問の積み重ねもあり、里親サロン開催時に実子が参加する

こともある。そうすると顔の見える関係になってきた。  

 

○普及啓発活動 

・里親委託等推進委員会（学識経験者、地域住民等）、地域のイベント等でのちら

しやグッズの配布、大学等での講義（学生向けに制度理解の促進）、映画上映会、

東京臨床心理士会主催研修会での説明会。  

 

≪問い合わせ≫ 

・養育家庭の登録者が増えており、年度で 10 家庭位、新規登録があった管内もあ

った。問い合わせは更に多くの数が寄せられている。これまでの地道な啓発活動が

実を結んだのではないか。里親制度については、前から知っていて、夫婦で何回も

体験発表会に足を運んで、考えた末に来られたというのが多い。きっと思いついて

できるものではなくて、家族の中で何年間も練っていることを実感した。  

 

≪新しい啓発活動≫ 

・知り合いに里親家庭がいて、登録に至った方もいた。新しい啓発の形だと思う。 

 

≪課題：養子縁組を希望するご家庭が多い管内もある≫  

・担当管内で地域差がある。新規登録希望者は、ほぼ養子縁組を希望するご家庭が

多い管内もある。啓発が不十分、里親希望者が養育家庭を躊躇している等、様々な

理由が考えられる。登録数においても、養子縁組を希望する家庭が増加し、養育家

庭とほぼ同数である。この現状を踏まえ、普及啓発を行うにあたって養育家庭の推

進を図っている。 
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○里親サロン 

・年 3 回程度、4 児相の支援機関合同で開催する。里親サロンの内容は「生い立ち

の整理」「真実告知」等があり、テーマにより外部講師に講義を依頼することもあ

る。 

・他の里親家庭の話を聞き「自分と同じ悩みを持っていた」とか「こういう関わり

方があった」と、納得する家庭もある。  

 

≪企画内容≫ 

・里親家庭の意見を取り入れつつ決定する。年度末に児相とも相談しながら、次年

度のテーマを検討している。  

・今年度は、4 回実施のうち、土日開催を 3 回設けた。児相は、土日開催が難しい

ため、支援機関に平日以外の開催を期待されている。 

・各児相単位だと人数が少なくなることもあるため、4 所合同で開催している。児

相の管轄を超えた関わりが出来ることが利点である。  

 

≪参加者：参加率が高い管内がある≫  

・一部の管内の養育家庭の特徴であるが、児相主催のサロンに加えて支援機関のサ

ロンの参加率も高い。それは、児童相談所が頑張ったというのもあるが、内容を工

夫して、参加しやすくした面もある。  

 

≪要望≫ 

・里親家庭から新規の里親登録者や里子の年齢別（乳幼児、小学生、中高生）に開

催してほしい、と要望があった。  

 

○養子縁組サロン（茶話会：さわかい）  

・2 ヶ月に 1 回、土日などに開催（養子縁組のサロンを実施している所が少ないた

め、需要が高い） 

・養子縁組希望の場合は、成立後に関わりが途絶えてしまう家庭もあるが家庭の希

望に応じて継続して関わることもできる。  

 

≪企画内容≫ 

・茶話会では、基本的には「里親同士が話す場所」ということを大事にしている。

これまではフリートークだったが、テーマがあった方が話しやすいとのことで、最

近はテーマを決めることもある。真実告知についての要望が高いため、学習会を開

催。里親支援専門相談員などの外部講師を招いて行う。  

 

≪参加者≫ 
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・土日開催だと夫婦で参加ができるメリットがある。これまで平日開催はない。  

・サロン開催と同時に託児を設けているので、子ども同士の交流もできる。  

 

≪対象者≫ 

・スタッフ数が参加者より多くならないように配慮している。施設の里親支援専門

相談員から参加希望も多々ある。そのため、テーマや参加者数に合わせて、里親専

門相談員の数を調整している。  

・基本的に、委託中～養子縁組成立後の家庭を対象にしている。未委託里親の学習

会を企画することもある。  

 

≪里親サロン・養子縁組サロンの課題≫  

・4 所合同で行っているため、開催場所が自宅から遠くなってしまうこともある。

そのため、開催場所を 4 所が持ちまわりにしている。それに合わせて、開催地域の

施設の里親支援専門相談員にも声かけしている。開催場所を選定することが難しい。 

 

○育児家事援助者派遣など  

・里親家庭から依頼を受けて、育児や家事のサポートを外部機関に委託している。 

・里子の学習面についてニーズがあれば学習ボランティアを、「少し養育に疲れた」

等であれば育児家事援助者派遣を進める等、具体的な提案をしている。  

 

【関係機関：児童相談所】  

・里親家庭のなかには、自分のことよりも里子のことに対して悩んでいることもあ

る。里子へのケアが必要な場合には、児相に繋げるようにしている。  

・「実子は、厳しく育てた自負があるため、預かった里子に対しても同じように養

育したが、うまくいかなかった」との家庭もあった。その場合は、児相から働きか

けてもらい、里子対応の方法を変えてもらったケースもあった。  

・日中は児童相談所で勤務しているので、児相の職員なりの考えもあることが分か

る。児相と里親で分かり合えない部分もあるかもしれないが、目指しているところ

は同じだと思うので、そこを推進員としてうまく繋げられたら良いと思っている。

推進員がいろいろと出来るわけではないが、潤滑油のような、何か少しでも役に立

ちたい。 

・里親家庭から「児童相談所や推進員以外に色々な方が家庭訪問に来るが、どう対

応を分け、話をしていいか分からない」という声を聞く。  

 

≪課題≫ 

・児童相談所の職員と支援機関の違いを理解してもらえないこともある。今後は、

新規の里親家庭だけではなく、より多くの里親家庭に支援機関を理解して頂けるよ

う事業の案内、啓発活動を続けていきたい。  
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・支援機関事業には、里親委託等推進員の他に施設の里親支援専門相談員もいるの

で、もう少し分かりやすく説明出来るようにしたい。  

 

 

【推進員としての思い】  

≪信頼関係を築くこと≫  

・様々な機関が関わるため、里親家庭が相談しやすいところを選べられると良い。

推進員は、そのうちの 1 つであるという役割で、信頼関係を築くことを大事にして

いる。 

・里親家庭により、話をして「すっきりして良かった」と述べる家庭があれば、一

方で困っていることに対して悩んでいたり具体的な解決策を求めていたりする家

庭もある。里親の話を聴いたり、一緒に考えたりして信頼関係を築きたいと考えて

いる。 

 

≪気軽に相談できる存在≫  

・里親家庭に気軽になんでも話していただけるような立場になりたい。  

・里親家庭によっては、児相とコミュニケーションが必ずしもうまくいっていない

場合もある。そういったところをフォローしたい。何か話をしたいときや聞きたい

ときに対応できる存在でありたい。  

 

≪少しはメリットがある存在≫  

・里親家庭にとって、少しはメリットがある存在であればいいと思っている。  

 

≪養育家庭および養子縁組希望家庭との関わり≫  

・担当地域によっては、実子が居る家庭が半数以上、委託児童は高齢児童で高校生

が多く、一番年齢が低くて年中児という地域性がある。実子のいる家庭が多いため、

実子の子育てではうまくいっていたのに委託児童との関わり方が難しい、という内

容がある。成功体験はあるが、うまくいかない。  

・養子縁組希望家庭は、ずっと待っていても来ない状況。年に 20 人希望者がいた

ら 1 人に委託があるかどうか。養育家庭に変更することもあれば、民間機関に移る

こともある。ただ、中には本当に子どもが欲しいという人もいる。社会的養護とい

う考え方と自分の子どもがほしいという考え方がある。関わり上で、その点は大事

にしている。 

 

3）考察 

東京臨床心理士会では、臨床心理士を有する資格を持って、相談支援にあたってい

る。臨床心理士の専門性も必要と考える一方で、連携・調整等ソーシャルワーク的な

関わりの必要性も推進員それぞれが実感していた。  
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里親家庭からは、具体的な解決策を求めてくる場合もある。里親さんが求めている

ニーズに応じて、「里親サロン」「学習ボランティア」「育児家事援助者派遣」を紹介し

ている。あとは、必要に応じて、児童相談所につなげる取り組みをしている。  

東京臨床心理士会が担当する児相管轄地域は、23 区と多摩地域の一部にまたがって

いる。そのため、ベテラン里親の多い地域や養子縁組希望者が多い地域、養育家庭登

録数が増えた地域等の特徴がみられた。 

支援機関事業では、訪問支援を児童相談所以外に、里親委託等推進員、施設の里親

支援専門相談員もいるため、里親家庭にとっては分かりにくいのではないか、という

意見があった。反面、様々な支援機関と里親家庭が選択できるというメリットも挙げ

られた。 

今回、推進員複数名に対してグループ・インタビューを行うことができたため、推

進員同士が共感し合う面や児相管轄ごとで地域の特色があることが分かった。また、

臨床心理士としてのスキル以外にもソーシャルワークの役割が求められていることか

ら、専門性以外の面でもスキルアップの必要性を推進員自身も実感されていた。  
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第 5 節 二葉乳児院 

 

1）調査結果の概要 

インタビュー対象者 里親委託等推進員 

日時 2015 年 12 月 11 日（金）13：00～15：30 

場所 二葉乳児院 

 

団体名称 社会福祉法人 二葉保育園 二葉乳児院 

所在地（法人本部） 東京都新宿区 

ホームページ URL http://www.futaba-yuka.or.jp/int_nyu/index.html 

（法人）設立年月日 1948 年 1 月 1 日 

目的 

基本理念－創立以来の精神から－ 

・キリストの愛の精神に基づき、すべての子どもが愛され、健康に育つことを

願い、特に困窮にある子どもたちがわけ隔てなく、愛と理解と敬意を持って

養育されるために活動している。 

・子どもの個性を大切にし、子どもたちがかけがえのない人生を自らの力で

獲得できるような養育を目標としている。 

・子どもの家族が、地域社会で健康にその人らしい生活を営むことが出来

るように、ともに考え、ともに活動している。 

里親支援機関事業 

二葉乳児院では、臨床心理士、社会福祉士などの資格を持つ職員を、

里親委託等推進員として 4 つの児童相談所に配置されている。児童相

談所と連携しつつも、児童相談所とは少し違う立場で、事業をすすめられ

るよう工夫している。 

沿革 

（里親支援に関する業務） 

昭和 61 年 「養育家庭センター」を配置 

東京都では、昭和 48 年に独自の「東京都養

育家庭制度」を発足。児童養護施設・乳児院の

敷地内に養育家庭支援センターを配置。養育家

庭センターCW が養育家庭の受付・申し込みから

養育家庭へ支援を行う。都内の乳児院では、二

葉乳児院のみに配置した。 

平成 14 年 3 月 「養育家庭センター」廃止 

東京都の方針が変更になり、里親支援は児童

相談所の業務として引き上げられた。 

平成 17 年度 

～平成 18 年度 

「東京都家庭的養護推進モデル事業」受託 

平成 21 年 2 月 

～平成 23 年 3 月 

「里親支援機関事業」のモデル事業を受託 

都内 1所担当：児童相談センター（以下、センター） 
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平成 23 年 4 月 「里親支援機関事業」受託（都内 3 か所実施） 

都内 1 所担当：センター 

平成 24 年 4 月 「里親支援機関事業」受託（都内 11 か所実施） 

都内４所担当：センター、北、墨田＊、足立 

＊平成 25 年 4 月より墨田児童相談所は江東児童相談所に移転。  

活動内容 

【相談支援】 

○新規委託時フォローアップ 

対象：新しく子どもを迎えた全ての養育家庭、親族里親、養子縁組里親など  

・交流中～委託から 6 か月間は、特に戸惑いや不安が多い時期です。 

・委託後 1 ヶ月は 2 週間に 1 回、委託 2 ヶ月目からは月 1 回程度、

推進員が家庭訪問し、ゆっくりじっくりお話をうかがいます。 

 

○定期巡回訪問 

対象：委託中の全ての養育家庭、親族里親、養子縁組里親など 

・新規委託時のフォローアップが終わってからも、半年に 1 回くらいのペー

スで訪問させていただきます。 

・ゆっくりお話をおききして、よりきめ細やかな、継続した支援を目指しま

す。子どもさんの成長の様子、ご家族のこと、なんでもお話しください。 

 

○里親サポート（訪問・来所・電話） 

対象：養育家庭、親族里親、養子縁組里親など 

・推進員は、定期巡回の訪問の機会以外でも、ご相談に応じます。子

育てをしていると、子どもの成長に伴い、様々な課題に直面します。真

実告知、子どもの発達、学習、進路、学校や関係機関との関わり、

日々のちょっとした疑問や不安…等、課題になっていることを整理し、対

応を一緒に考えます。 

 

【養育体験】 

○養育体験 

対象：主に未委託の養育家庭、養子縁組里親など 

・児童福祉施設（乳児院や児童養護施設など）で、子どもたちとかか

わったり、施設職員と話をしたりすることで、社会的養護を必要とする子

どもとその生活を理解していただく機会を提供します。 

 

【相互交流】 

○里親の相互交流 

対象：養育家庭、親族里親、養子縁組里親、養子縁組成立後の家
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（企画の趣旨によって、対象が異なります） 

・里親さんが支え合ったり、情報交換をしたり、学んだりする機会を企

画、運営します。 

・二葉乳児院では、特に、里親さん、養親さんとの日々の関わりから、そ

のニーズをくみ取ること、その時だけで終わるのではなく継続的な支えに繋

がる学びや交流の場となることを大切にしています。 

 

○養子縁組成立後の家庭の相互交流 

対象：養子縁組成立後など（交流中・委託中の方もご参加いただけま

す） 

・養子縁組が成立した後のご家庭へのアフターケアを主旨とした交流サ

ロン「ほっと★のんびり茶話会」を毎月 1 回開催しています。お母さんが

多いですが、お父さんも大歓迎です！年 1回は、子どもたちも楽しめるお

出かけ企画を実施しています。 

・縁組成立後は児童相談所からの支援を得られにくいと感じる方も多

いようです。そんな皆さんが、ほっとできる場を目指しています。 

 

【その他のサービス】 

○育児家事援助者派遣 

対象：委託中の養育家庭、親族里親、養子縁組里親など 

育児（保育・送迎）、家事の援助者を派遣します。年間 24 時間利

用可能です。 

（1）育児：原則、小学生までの委託児童がいるご家庭が外出等の

理由により保育、送迎等が必要な場合にご活用いただけます。 

（2）家事：委託後間もない場合や養育者の入院等、家事支援が

必要と思われる場合に児童相談所の方から提案させていただきま

す。 

 

○学習ボランティアの派遣 

対象：委託中の養育家庭、親族里親、養子縁組里親など 

里親家庭に委託されている子ども達の学習を支えるボランティアを派遣

します。学習ボランティアは基礎学力の定着はもちろん、子ども達のお兄

さん、お姉さん的な存在となり、里親家庭を支えます。 

必要に応じて、推進員がボランティアと里親の間に入って、相談に応じま

す。 

 

【普及啓発】 
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○新規開拓・普及啓発 

・里親制度を普及する広報物を作成し配布、大学・各種機関・団体

などで里親制度についての出前講座などを行っています。 

 

○「里親委託等推進委員会」の運営 

・里親さんの代表・学識経験者・児童相談所の職員・児童福祉施設

の里親支援専門相談員・地域で子育て支援に関わる職員・里親委

託等推進員などが参加し、里親支援の充実・里親登録数の増加・施

設に措置されている子どもの委託の促進などを目指します。 

 

備考 

 

【スタッフ体制】 

○支援機関事業スタッフ（4 名） 

・臨床心理士 3 名（うち精神保健福祉士 1 名） 

・社会福祉士 1 名 

（2015.12.11 現在） 

【出典】パンフレットまたはインタビュー内容を参照して作成  

 

 

2）調査結果 

二葉乳児院の里親委託等推進員（以下、推進員）に聴き取り調査を行った。以下は、

項目ごとに整理をした調査結果である。 

 

【特色①：「里親支援機関事業」受託】  

・厚生労働省の通達を受けて、東京都では平成 21 年 2 月より里親支援機関事業が

始まった。都内は、児童相談所が 11 か所あるため、まずは児童相談センターから

始めることになった。里親支援機関事業は、児童相談所の業務を一部委託するとの

ことで、民間機関である二葉乳児院に話があった。これまで、二葉乳児院では、東

京都独自の取り組みである「養育家庭センター」を配置し、長くから里親家庭への

支援を行っていた。そうした取り組みや実績が評価されて事業受託に至った。  

 

【特色②：「里親支援機関事業モデル事業」受託】  

・モデル事業は、平成 21 年 2 月に受託をしたため、次年度までの 2 ヶ月間は、児

童相談所の職員さんとどういう風に支援機関事業を進めていくか、ということを話

し合った。本来の里親支援事業にある「相談業務」ということが無いところでスタ

ートした。 

・まずは、広報啓発と研修等の活動から始めて、養子縁組さんのサロンを実施して

きた。2 年目からは、相談業務も徐々に受けるようになり、家庭訪問や新規委託後
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の訪問支援など、今の支援機関事業のような形になっていった。3 年間のモデル事

業後、平成 23 年に 3 ヶ所の児童相談所（センター、品川、八王子）、平成 24 年に

は全 11 ヶ所の児童相談所に配置された。 

 

【特色③：「家庭的養護推進モデル事業」受託】  

・里親支援機関事業モデル事業前には、平成 17 年度から 2 年間、家庭的養護推進

モデル事業を受託していた。事業では、研修テキスト作成、研修会、乳児院のフレ

ンドホーム（週末里親・季節里親）導入（当時、児童養護施設にはフレンドホーム

があったが、乳児院にはなかった）、などを検討してきた。その後、17 年から 19

年までは、乳児院にフレンドホームを導入することに取り組んできた。  

 

【特色④「里親支援機関事業」受託までの取り組み】  

・平成 14 年度に養育家庭センター廃止後、平成 16 年度から「養育家庭専門員」（非

常勤）が各児童相談所に配置された。（東京都の単独事業）養育家庭センターCW の

経験を生かす取り組みも行われていた。  

・現在、都内のすべての乳児院には、里親支援専門相談員が配置され、児童養護施

設にも里親支援専門相談員が徐々に配置されてきている。養育家庭センターの取り

組みのなかで、里親家庭が必要と感じていた取り組みについては、里親支援専門相

談員に活かすことも必要であると考える。  

 

【取り組み：里親支援機関事業】 

≪訪問支援（新規委託時フォローアップ、定期巡回訪問）≫  

・新規委託後、6 ヶ月間は里親もいろいろと悩みや不安が多い時期でもあるので、

定期的に家庭訪問をしている。（新規委託時フォローアップ）  

・その後、6 ヶ月に 1 回程度の家庭訪問に移行して、子どもの成長や家庭の様子を

伺っている。（定期巡回訪問）家庭訪問は、各児童相談所担当の推進員 1 名で巡回

している。 

 

≪島諸地域の訪問支援（新規委託時フォローアップ、定期巡回訪問）≫  

・島諸への訪問は、近くても 2 時間弱、離れているところだと 1 日がかりのところ

もある。しかし、島諸の方にお願いするということは、そういったところにも子ど

もたちがいるんだ、ということを把握しておかなければならないことにもなる。  

・訪問の時期としては、仕事によっては繁忙期があるため、そこは日程から外して

いる。ニーズがあるときや時間があるとき（年末年始を避けたり、あえて年末年始

に訪問したり）にお伺いする形にしている。  

・島諸は、観光地でもあるため、里親さんの中にも民宿を経営しているなど、サー

ビス業の方もいる。また、子どもが中高生であったり、子どもから夜や週末の訪問

を希望されたり、等あった場合は、泊まりがけで島諸へ行くこともある。  



164 

 

 

≪養子縁組成立後の家庭の相互交流（茶話会）  

・月に 1 回。平日に開催すると 5～6 家庭だったが、土日に開催は 20 家庭くらいの

参加があった。 

・土日開催の場合は、夫婦そろってサロンに参加する家庭も多くある。  

・また、民間の斡旋機関からの紹介で養子縁組をされた家庭のニーズも多く、参加

受け入れをしている。  

 

≪普及啓発≫ 

・これまで様々な大学へ訪問をして広報・啓発を行ってきた。各大学で 1 コマ授業

をいただいて、里親制度についての DVD 上映、または社会的養護の（児童養護施

設・乳児院で暮らす）子どもたちの様子についても知っていただいた。福祉系大学

に限らず、経済学部や法学部など、様々な方に知っていただく活動を行った。  

 

≪里親による訪問支援事業（H27 年度 6 月終了）≫ 

・里親さんに研修を受けていただいて、「訪問支援員」となって訪問をしてもらう

活動。 

・要件としては、委託経験 3 年以上、養子縁組の場合は委託経験のみで可としてい

た。 

 

【推進員としての思い】 

≪子どもに嘘をつかない養育を≫  

・真実告知を躊躇される里親・養親家庭もある。その気持ちについては理解できる

が、ただ、施設職員そして推進員としては、「養親子の素敵な出会いを大切にして、

子どもに嘘をつかない養育であってほしい」と願っている。  

・養親さんの不安と揺れを受け止め、気持ちの整理につきあいながら、その家族に

とって良い形の真実告知であるよう、寄り添っていきたい。  

 

 

3）考察 

二葉乳児院の母体である二葉保育園は、明治 33（1900）年に設立され、戦後から

社会的養護に携わってきた機関でもある（都内に児童養護施設 2 か所、乳児院 1 か所

等）。また、養育家庭センター時代から考えると 30 年以上に渡って、里親支援の実績

もある団体である。 

養育家庭センターは、かつて都内の児童養護施設に 8 か所、乳児院に 1 か所配置さ

れ、里親とも良い関係性を築いてきたが、惜しくも平成 13 年に廃止となってしまっ

た。養育家庭センター廃止後、平成 16 年度から「養育家庭専門員」（非常勤）が各児

童相談所に配置（東京都の単独事業）されており、養育家庭センターCW の経験を生
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かす取り組みも行われている。  

現在、都内のすべての乳児院には、里親支援専門相談員が配置され、児童養護施設

にも里親専門相談員が徐々に配置されてきている。養育家庭センターの取り組みを里

親専門相談員に活かすことも必要であると考える。 

また、里親支援専門相談員としては、アフターケアとして 2 年間までは、委託児童

の対応ができるが、2 年後以降の対応は、これからの課題でもある。それは、里親支

援機関全体としても課題と言える。  

二葉乳児院の管轄内では、島諸地域も含めると担当地域が幅広いことが挙げられる。

そのため、島諸地域の支援については、「都内で暮らしている家庭よりも圧倒的にやれ

ることが少ないため、里親さんが困った時に町や村で連携してもらうことを把握しな

がら進めなければならない」点を挙げている。緊急的な対応は、難しいところではあ

るが、島諸地域の関係機関と情報交換をしつつ、関わりを持っていることが分かった。  

里親支援機関事業が行う養子縁組のサロンは、養子縁組成立前の家庭から成立後ま

で一括して対応できる利点があると考える。また、サロンを土日開催にすることで、

夫婦そろっての参加が高いことが挙げられた。養親の母親だけではなく、父親同士も

集えることで、安心して子育て（養育）できるのではないかと思われる。  
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おわりに 

 

今回の調査研究事業は、「里親支援に求められる養育支援とその課題に関する研究」

として報告書を取りまとめた。今回の研究においては、里親委託後の里親家庭に求め

られている養育支援とは何かを明らかにしていくことである。また、養育支援におけ

る課題にはどのような内容があるのか、今後の課題について検討することである。  

まず、民間機関の取り組みにおいては、里親家庭における在宅家庭支援の実態につ

いて質問紙調査、聴き取り調査をおこなった。それぞれの調査から、里親制度に対し

て、どの程度の知識を持ち、理解を示しているか、また、今後の里親支援における要

望や課題なども結果として明らかになった。支援者の意見は、支援者としてだけでは

なく、地域住民の声としても有効だと考える。（第 1 章） 

次に、里親家庭に対しては、利用しているまたは今後利用したい機関や、あるいは

サポート、そして今後必要な社会資源を中心に聴き取り調査を行った。聴き取り調査

により、養育者（当事者）ならではの声を拾い上げる事ができた。（第 2 章） 

最後に、里親支援機関の聴き取り調査では、具体的な取り組み内容について聴き取

り調査をおこなった。各支援機関では、児童相談所から委託されている業務の違いは

あるが、基本的にはどの支援機関でも「相談支援」を軸に支援展開をしている結果と

なった。（第 3 章） 

里親支援に求められる養育支援においては、まずは当事者（養育者）のニーズを把

握することが必要であると考える。家庭によって、委託している児童の発達課題や生

活課題など、特性が異なるため、里親が求めている養育支援（委託された児童を養育

するための支援）ニーズも異なることがあげられる。  

養育支援ニーズに対応する機関は、里親支援機関のみで対応するのではなく、地域

の社会資源も活用しながら、養育支援に当たることが必要である。今後、里親家庭の

実状に合わせて、地域の子育てサポートあるいは民間機関を活用できるようにコーデ

ィネートしていく役割も必要ではないかと考える。 

里親支援機関がネットワークを拡げていくことで、地域に暮らす里親家庭を含めた

すべての子育て家庭（養子縁組家庭含む）を支えていく仕組みも今後重要な視点の一

つでもあると考える。 

民間機関である当法人では、里親家庭を対象ではなく、地域の子育て家庭を含めた

子育て支援団体である。こうした民間機関あるいは地域の社会資源を里親家庭に提供

できるように工夫し、地域子育て支援と里親支援のどちらのサポートも受けられると

里親家庭も安心して委託児童の養育に当たることができるのではないか。  

この点においては、今後も里親家庭を含めた訪問型在宅支援のあり方を考えていく

上で、課題として調査研究報告書のまとめとする。  


