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巻頭
エッセイ

里親は、子どもたちの「生きる力」を引き出す存在
朝日新聞編集委員

「大人は悪魔だ」
。そう繰り返していた彩美（仮名）
と出会って 19 年になる。

大久保 真紀

で、社会的養護を必要とする子
どもにはできる限り家庭に近い

彩美は幼いときに母親を亡くし、乳児院、児童養護施

環境を提供するとの方向性が

設で生活したが、施設で虐待を受け、無断外泊や万引き

はっきりと示された。施設を全

を繰り返した。その結果、16 歳の春に施設を追い出さ

否定するつもりはないが、彩美

れた。長年面会に来なかった実父に引き取られて荒ら屋

のことを考えても幼いときに里

に連れて行かれるが、実父は２万円を置いて姿を消した。

親さんに託されていたら、もっ

自暴自棄になった彼女はキャバクラで働き、体を売った。

と早く自らの人生を歩むことが

▲ 大久保 真紀さん

私が会ったときも、髪を金色に染め、
「５年先に生き

できたのではないだろうか。試し行為などさまざまな

ているだろうか」と思うほど危なっかしかった。同居

苦労もあるだろうが、里親さんには困難を抱える子ど

男性に暴力を受けて婦人保護施設に入所、電話をして

もたちの「生きる力」を引き出す存在であることが期

きた。
「仕事見つけて出ていけって言われた。高校中退

待されていると思う。

で住み込みだとパチンコ屋しかないよ。面接の行き方

ちなみに 37 歳になった彩美は、紆余曲折はあったも

もわからない」。彩美は社会的な経験が極端に少なく、

のの、いまは百貨店で職場リーダーになる一方で公私

電車の乗り方を知らなかった。切符の買い方を教える

ともに充実した日々を送る。
「私はラッキーだと思う。

と、ハローワークに向かった。不安そうだったが、人

いろんな人に支えられてきた」と語る。

生を諦めていたかつての彩美ではなく、何とかしよう
ともがく彩美がそこにはいた。
彩美を変えたのは、信頼できる大人との出会いだ。

かつて取材した北米で社会的養護に関わる関係者か
ら聞いた言葉を紹介したい。子どもたちに必要なこと、
それは――。

施設での虐待を問題視した住民や弁護士がいた。ある

hearing（話に耳を傾ける）

住民は「困ったら飯を食いに来い」と声をかけてくれた。

understanding（理解する）

弁護士は真剣に話を聞いてくれた。
「悪魔のような大人

ﬂexible（柔軟に対応する）

だけじゃないんだ」
。その実感が、彩美の「生きる力」

caring（気にかける）

を芽吹かせていった。

real（本当の、うそじゃない）

2017 年にまとめられた「新しい社会的養育ビジョン」

there（そこにいること）
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に聞きました

地域の里親会

里親会などの ユニークな活動をご紹介

校区里親・赤ちゃん専門の里親募集・地区里親会・里親ハンドブック・里親手帳・養子縁組部会・会費改革・新規委託里親の
応援ミーティング・里親スキルアップトレーニング・子ども向け資料作成・新規登録里親の歓迎会・里親認定書の交付式参加・
里親パパさん会・屋外サロン・委託直後里親サロン・週末里親 季節里親の制度化

里親会や児童相談所、里親支援機関などのユニークな活動を紹介しようと、地域の里親会事務局にアンケート
を行いました。年末年始の忙しい時期であったため、回答のあったのは 13 里親会にとどまってしまいました。
お寄せいただいたなかで、ユニークと思われるものを紹介します。ご回答いただいた里親会の事務局の皆様、
ありがとうございました。（木ノ内博道）
▶回答いただいた里親会
福岡市里親会、青森県里親連合会、栃木県南地区里親会、栃木県北地区里親会、栃木県中央地区里親会、
川崎市あゆみの会、北九州市里親会、香川県里親会、鹿児島県里親会、長野県里親会連合会、兵庫県里親会連合会、
新潟県里親会、愛知県里親会連合会（順不同）

●校区里親

地域の子育て支援団体などとも協力しあうことがで

中学校区や小学校区に最低一人の里親を開拓しよう
というものです。校区里親が完備すれば、一時保護や
措置される場合でも、子どもの財産である地域や学校
とのつながりを切ることなく預かることができます。

●里親ハンドブック
里親制度の解説がコンパクトに収められている「里
親ハンドブック」は各地で作られていますが、福岡市

また、里親開拓についても計画的な取り組みが可能

里親会では SOS 子どもの村 JAPAN や弁護士有志で作

でしょう。この地域には里親がいない、などエリアで

成した「弁護士に聞く・里親として知っておきたいこ

ものを見ていく習慣をつけることによって、地域と里

と（法律 Q&A）」があります。現在刷新中とのことです。

親のバランスのいい連携が生まれるでしょう。

●里親手帳の発行

福岡市西区では「この町でくらしたい子どもがいま

栃木県中央地区里親会では里親手帳を作成し、里親

す」をキャッチコピーに、小学校区に最低一人の里親

認定式で配布しているということです。

を確保しようとの取り組みをしています。

●養子縁組部会

●赤ちゃん専門の里親募集

里親会のなかで、スタンスの違いを感じているのは

「里親募集」というだけで具体性のない募集が多いな

養子縁組を希望している里親ではないでしょうか。養

か、児童相談所がいま求めている里親像を発信するこ

子縁組を希望する里親は行政上別の扱いになったり、

とは大切なことでしょう。それによって、必要なスキ

里親会に入れないような規約を持つ里親会もあります。

ルや資格も明らかになってきます。もっと具体的に里

福岡市里親会には「養子縁組部会」があって「おむ

親募集の広告を出すべきでしょう。
赤ちゃんに特化した里親、とくに赤ちゃんの一時保護を
受け入れてくれる里親を募集しているのは福岡市です。

●地区里親会
里親会は都道府県（市）単位に設置されており、児
童相談所ごとに支部を置いているのが一般的ですが、

■

きます。

すびの会」の愛称で呼ばれています。里親会に加入し
ていない里親や養子縁組家庭を巻き込んでピアサポー
トのつながりを広げている、ということです。
里親会のなかに部会を作る動きとしては、親族里親
部会、専門里親部会なども考えられるでしょう。

●会費改革

もっと小さな単位で活動をしたい、ということから

福岡市里親会の会費は、10 年ほど前は年間 5,000 円

市区町村単位で地区会を設けているところがありま

くらいで、里親手当てのない養子縁組里親にとっては

す。地区里親会を設けているのは福岡市。地区サロ

負担になっていました。多くの人に加入してもらうた

ンを開催して、地区で困っている里親がいれば支援を

めに年会費は 2,000 円にしました。それもすべて全国

行います。市区町村ともつながることができるので、

里親会の会費として納入してしまいます。里親手当て
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を受け取っている里親が委託児童数に応じて月 500 円

親会は高齢化し活動がマンネリ化していきます。

の運営協力費を支払って活動資金にしています。しか

そこで年に何回か児童相談所から新しい里親に案内

しそれだけでは足りないので、夏季の素麺、冷麦の販

をしてもらい、歓迎会を開いている里親会があります。

売が欠かせない活動になっている、とのことです。

新しい里親に連絡先を聞くことによって、その後の円

●新規委託里親の応援ミーティング

滑な連絡が可能です。

新規委託となる里親に、地域の支援者との会合をもっ

川崎市あゆみの会でも新規里親の顔合わせ会として

てもらう活動をしているとの情報をお寄せいただいた

茶話会を開催している、とのことです。

のは青森県里親連合会。児童相談所が実施している、

●里親認定書の交付式参加

とのことです。

新規登録した里親の交付式に里親会の役員などが参

香川県や栃木県でも同様の「里親応援会議」を開い

加するのも、多くの地域で行われているようです。交

ています。メンバーは里親子、里親の居住する市町村

付式の後で、登録後の活動や受託するまでの準備など

の子育て担当職員と保健師、施設の里親支援専門相談

先輩里親の経験談などを話し、里親会入会のメリット

員、学齢児童であれば学校の先生なども加わって地域

を伝えていきます。

の子育て資源などを伝えていきます。予防接種、保育

●里親パパさん会

園や幼稚園に関する情報、市区町村の子育てに関する

栃木県中央地区里親会ではマロニエ・ダディーズの会

さまざまな施策、かかりつけ医師や救急窓口など医療

という里父の会を開いているということです。里親サロ

情報などを知ることができます。これらは、里親子の

ンは日中の開催で里父はなかなか参加することが難しい

不安解消にもなるでしょう。効果が高いせいか多くの

ので平日の夜に食事会のような形で開催しています。

地域で取り組まれているようです。

●屋外サロンの開催

●里親スキルアップトレーニング

兵庫県里親会連合会の北摂・丹波地区では年に 1 度、

乳児院との連携で、登録してまだ委託のない里親（養

屋外でのサロンを開催して里親家庭同士の絆を深める

子縁組希望の里親が多い）を対象に、乳児院で子ども

活動をしている、ということです。近年は施設の子ど

のお世話をさせてもらいながら、交流・マッチングに

もも参加するようになり、このことで未委託里親も参

スムーズに入ることができるような取り組みをしてい

加しやすくなったそうです。

るというのは鹿児島県里親会。

●委託直後里親サロンの開催

また、川崎市あゆみの会では「赤ちゃんプロジェクト」

主に乳幼児の委託を受けたばかりの里親が集まって

という名称で乳幼児委託を推進するために、希望者を募

サロンを開催する動きがあるということです。委託直

り乳児院と組んで研修会を実施しています。

後は子どもも里親も慣れていないためにいろいろと悩

●子ども向け資料作成

むことも多いと思いますが、同じような思いをしてい

長野県里親会連合会の福祉司の活動。絵本風の、子ど
も向けの資料を作っている。内容は子どもごとに違うが、

る里親だけで情報交換などをします。
委託直後里親サロンに子どもも連れて行って、児童相談

たとえばこんな感じ。①実親の事情（一緒に暮らせなく

所で発達の状況を検査してもらう地域もあるようです。

なった理由）②実親の考え（あなたを大切に思っている

●週末里親・季節里親の制度化

ので、信頼できる里親さんにお願いすることにした）③

週末里親や季節里親は、施設の行う子どもの家庭生

里親について（普通の家で、実親の代わりに育ててくれ

活体験事業の一環です。必ずしも里親登録をしないで

る人）④里親宅での暮らし（家と同じように暮らせる、○

ボランティアとして活動することも可能ですが、それ

○小学校に通う、困ったことや嫌なことは児童相談所職

では施設のほうが心配かも知れません。

員に相談できる）⑤委託後の交流の方法（月1回はお泊り
で交流を続ける）⑥引き取りの見込み（何歳くらいで一

ある地域では児童相談所長が認定して、この事業の
担い手になってもらっています。

緒に暮らせるようにする）
、など。

●新規登録の里親歓迎会の開催
個人情報保護の観点から、新規登録をした里親の情
報を得ることができないため、加入につながらず、里

ー

ユニークな活動については、引き続きご紹介し

ていきたいと思います。全国里親会『里親だより』編
集係までお送りください。
第 119 号
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体験談を
シェアしよう!
9

テーマ 先生との付き合い方

里親ひとりひとりの養育経験はささやかで
すが、いくつか集まれば貴重なノウハウにな
り、他の里親の養育にも生かすことができま
す。今回は「先生との付き合い方」について、
３人の里母が貴重な体験を語ってくれました。
（船矢佳子）

みなさんは学校の先生とどのように関わっているで

は、休みの日にバーベキューやピクニック、ブドウ狩

しょうか。里親制度は世の中ではまだまだ知られてお

りなど、さまざまな場所へＤ美ちゃんとＡ子さんを連

らず、学校側も社会的養護の子どもについて経験のな

れ出してくれました。先生と楽しく過ごす時間の積み

い場合がほとんどです。愛着障がいやトラウマへの理

重ねの中で、彼女の自傷行為はなくなり、安定してい

解、２分の１成人式への配慮など、教育現場では里親

きました。

子の問題は理解されにくいのが現状です。今回は学校
の先生との付き合い方について考えてみました。

「学校がおおらかな雰囲気だったので、先生もここま
でできたのだと思います。教師への締め付けが厳しい学
校だったら、難しかったでしょう。先生個人も素晴らし

優れた先生って？

かったけれど、学校にも恵まれていました」
（Ａ子さん）
。
里親Ｂ子さんは3歳で受託したE夫君を養育中で

子どもにとって学校の先生の存在はたいへん大きい
ものです。小学校低学年の時はもちろん、
中高生になっ

いわゆる2分の１成人式の前後にしばらく不登校に

ても先生の影響は絶大です。里親にとってどのような

なったことがありました。この時、助けてくれたのが

先生だと安心して子どもを任せられるのでしょうか。

校長先生でした。

「優れた先生」とはどういう人なのでしょうか。まずは
それを知ることから始めたいと思います。

当時Ｂ子さんはＥ夫君の不登校にショックを受け、冷
静な態度をとれませんでした。Ｂ夫君を無理やり学校

里親歴30年のＡ子さんが優れた先生として思い出

に連れていくと、たまたま昇降口で出会った校長先生

すのが、中学生で受託したＤ美ちゃんの担任の先生で

に「お願いします」と彼を託してしまいました。状況を

す。支援級に入っていたＤ美ちゃん、当時は自傷行為

察した先生は「お母さん、いいよ。後はやっておくから」

があり、とても不安定で、Ａ子さんもどうしていいか

と一言。
「校長室なら居られるかな？」
「うん」
。Ｅ夫君

わかりませんでした。

に直接話しかけながら、先生は彼を校長室に連れていっ

そんな時、力になってくれたのが担任の先生でした。

てくれました。いきなり校長先生に子どもを預けるとは

先生はＤ美ちゃんの自傷行為をたいへん重く受け止め

大胆な気もしますが、Ｂ子さんは日ごろから校長先生に

てくれました。深く尋ねず黙って見守る姿勢を貫き、

はマメに挨拶し、顔を覚えてもらっていたので、このと

勉強でなく学校行事を通して少しずつ彼女との距離を

き思い切ってお願いすることができたそうです。

縮めていきました。たとえば運動会や文化祭などの場

また保健の先生にも同じくらいお世話になりました。

合、2か月くらい前から、Ｄ美ちゃんの前で日々少しず

Ｅ夫君はよくケガをして保健室に行くため、Ｂ子さん

つ話題に出し、どんな活動をするのか丁寧に説明しな

は保健の先生のところにもマメに顔を出していたので

がら、
「不安いっぱいだろうけど参加して頑張れたらい

す。
「担任は毎年代わりますが、保健の先生は代わら

いね」と何度も励ましてくれたのです。

ないので心強いんです」
（Ｂ子さん）
。不登校の時もしっ

さらにＤ美ちゃんの生活体験が少ないと感じた先生

■

す。Ｅ夫君は今小学校6年生ですが、4年生後半の、
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かり目をかけてもらえました。

担任だけでなく、校長や保健の先生に支えられたＢ

Ｂ子さんは小学校入学当初から、担任だけでなく校

子さん。里親仲間に助けてもらいながら、つらい時期

長先生との関係づくりには力を注いできました。
「仕

を乗り越えることができました。一方、Ｅ夫君もちょ

事でも上の人に話を通すと事がスムーズに運びますよ

くちょく校長室に行くようになり、少しずつ教室にも

ね。学校も校長が変わるとカラーが変わります。
『組

足を運べるようになりました。

織はトップが重要』というのは、学校でも同じだと思っ

里親Ｃ子さんの場合は、3歳で受託した女児Ｆ香ちゃ

たんです」
（Ｂ子さん）
。でも校長先生は「えらい人」

んの、小2の時の担任の先生です。小2と言えば「生

なので、なかなか話しづらく個人的に顔を覚えてもら

い立ちの授業」ですが、ご多分に漏れずＣ子さんもこ

うのは難しいはず。Ｂ子さんはどうやって校長先生と

の授業には頭を悩ませていました。学齢期の実子がい

の関係を築いたのでしょうか。

るＣ子さんは、すでに学校にはたくさんのママ友や知

里親には毎年措置費などの関係で児相に出す書類が

り合いがいて、最初から里親であることはオープンに

あり、一部は学校の印鑑をもらうことになっています。

していました。でも生い立ちの授業はＦ香ちゃんは他

Ｂ子さんはその書類を「校長先生の印鑑をいただくこ

の子どもたちと同じにはいきません。

とになっているので」と、最初から担任を通さず校長

担任の先生は厳しいけれど、子どものことを真剣に

先生と直接やりとりしてきました。書類はまとめず、

考える人。勇気を出して生い立ちの授業の悩みを相談

あえて何回かに分けて小出しで持っていき、校長室に

すると、先生はＣ子さんに思い切った提案をしてきま

顔をだす回数を増やすというテクニックも。

した。
「生い立ちの授業の一環として、子どもたちに
里親制度の話をしてみませんか」
。
Ｃ子さんが住むのは人口の多い都市部。外国人など
さまざまな人が住み偏見もあまりない土地柄でした。

それ以外に年度始めと年度末に先生方へ必ず挨拶に
いくことも欠かしませんでした。とくに年度末の方は
次年度の先生にも引き継いでもらうよう、しっかりお
願いしておきます。

「話せないことや、話したくないことは話さない」
「踏

「先生方も忙しいので、挨拶と言ってもほんの5分く

み込んだ質問には答えない」などＣ子さんはＦ香ちゃ

らいです。でもこのわずかな時間が大きいんです」
（Ｂ

んと相談しながら慎重に里親制度について話す内容を

子さん）
。B子さんは用事で学校へ行くときもなるべく

考え、無事に授業を終えることができました。

立ち話程度でも、先生とコミュニケーションをとるよ
う努めています。

学校や教師とつながる方法

Ｃ子さんは、子どものいい面だけでなく課題部分も
先生へオープンに話すことをモットーにしています。

担任はこちらから選べるわけでもなく、学校も公立の

「こんな暴言吐かれた」
「こうやったけどうまくいかな

小中学校なら最初から決められています。理解ある先生

かった」など、子どもの大変なところもしっかり知ら

に巡り合うのは半ば運でもありますが、3人の里母たち

せておくと、
「子どもをはさんで先生と三角関係になら

はいずれも学校や先生との付き合い方を試行錯誤しなが

ずにすむんです」
（Ｃ子さん）
。確かに先生が子どもの

ら工夫して「先生運」を高める努力をしていました。

いいところだけしか見ていなかったら、問題行動に対

Ａ子さんの場合、実はＤ美ちゃんの担任は、以前の

し、学校と一枚岩になるのは難しくなります。心に傷

里子の担任でした。非常に優れた先生だと感じたＡ子

を負う子たちは複雑なところがあるので、日ごろから

さんはその後も先生との関係を大切にしてきたのです。

先生との意思の疎通をしっかりして、一緒に対応して

たとえば子どもが卒業しても地域のボランティアとして

もらう必要があります。Ｃ子さんは社会的養護の基礎

学校に出入りし、先生にはいつも挨拶していました。支

知識も、様子を見ながら先生に伝えていっています。

援が必要な子を受託すると、先生が異動で学区外に行っ

理解ある先生に巡り合うのは難しいですが、それ以

ても「越境してその先生のいる学校を選びました」
（Ａ

上にそれぞれの里親は頭を働かせ、知恵と工夫を積み

子さん）
。ひとつの縁を細く長く大事にした結果でした。

上げているのです。
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数字でみる里親制度 2
里親と里親に委託された子ども

今回は、里親と里親に委託された子どもについてみていきます。参考にしたのは国が公表している福祉行政報告例
の最新資料である平成 29 年度末時点のもの。
（木ノ内博道）
を希望する里親（25.8％）
、専門里親（4.8％）
、親族里

里親

親（3.8％）となります。

表１にも示しましたが、平成 29 年度末の里親登録数

ところで、里親全体で委託の割合が 30％台というの

をみると 11,730 で、平成 27 年度末から登録数は 1 万

は低いのではないかと前述しましたが、里親のタイプ

の大台にのっています。4 年前と比べてみると 17.9％

によって大きな差があります。委託率の高いのは親族

の伸びとなっています。

里親で 97.0％にもなります。これは実親に養育されな

登録数は 11,730 ですが、委託里親数は 4,245 で委託

い子どもを親族が引き受けるのですから、当然のこと

されている里親は 36.2％に過ぎません。また委託の割

ではあります。逆に委託率の低いのは養子縁組を希望

合は 4 年前と比べて改善しているとはいえません。

する里親で、委託率は 7.9％です。

里親家庭も一般の家庭と同じで、親の介護があった
り、子どもが受験で少し待ってほしいというような、

ら監護期間が過ぎて養子縁組が成立すると里親登録を

さまざまな事情があるのでしょう。しかしながら、数

辞退していきますから、委託率が低いのもうなずける

年も待たされて、委託の見込みがないなら登録を辞退

ところです。しかし、養子縁組は養親の年齢とも関係

する、という里親もいます。里親は年齢の問題もあり、

してきますから、ながく待つことができません。最近

また養育の熱意が強いうちに委託されるのが望ましい

は養子縁組希望として里親登録はしているものの、民

と感じます。

間の養子縁組あっせん事業者に登録して、民間からの

里親には現在、養育里親、専門里親、親族里親、養
子縁組を希望する里親、と 4 つのタイプがあります。

あっせんを待っている里親も少なくありません。
多くの割合を占める養育里親の委託の割合はどうで

養育里親と専門里親、養育里親と養子縁組を希望する

しょうか。34.7％で、全体の割合よりも低くなって

里親など、重複して登録している場合があります。ど

しまいます。養育里親の委託割合を 4 年間で比較して

のくらい重複しているのでしょうか。全体の登録数

み る と、 平 成 26 年 度 末 が 26.8 ％、 平 成 27 年 度 末 が

は 11,730 で す が タ イ プ 別 の 里 親 数 を 足 し て み る と

36.0％、平成 28 年度末が 35.0％、そして平成 29 年度

14,635 で、2,905（24.8％）の重複となります。

末が 34.7％ですから、徐々に委託の割合が減ってきて

里親全体のなかでも割合の高いのは養育里親で

います。後述しますが、養育里親の登録は増えている

65.5％（重複数で割る）を占めます。次いで養子縁組

ものの、委託が間に合わないのでしょうか。

表１ 里親数、委託里親数の推移

表２ 平成 29 年度末の取り消し・新規登録

認定・登録者数
委託里親数

平成 26 年度末 平成 27 年度末 平成 28 年度末 平成 29 年度末
9,949 10,679 11,405 11,730
3,644
3,817
4,038
4,245

養育里親（登録） 7,893
養育里親（委託） 2,905

■

養子縁組を希望する里親は、子どもが委託されてか

認定・登録
委託里親数

前年度末
11,435
4,048

新規
1,448
1,131

取り消し
1,153
934

年度末
11,730
4,245

8,445
3,043

9,073
3,180

9,592
3,326

養育里親（登録）
養育里親（委託）

9,049
3,172

1,061
773

518
619

9,592
3,326

専門里親（登録）
専門里親（委託）

676
174

684
176

689
167

702
196

専門里親（登録）
専門里親（委託）

690
181

56
47

44
32

702
196

親族里親（登録）
親族里親（委託）

485
471

505
495

526
513

560
543

親族里親（登録）
親族里親（委託）

525
513

126
118

91
88

560
543

養子縁組里親（登録） 3,072
養子縁組里親（委託）
222

3,450
233

3,798
309

3,781
299

養子縁組里親（登録）
養子縁組里親（委託）

3,780
299

787
290

786
2

3,781
299
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表 2 では平成 29 年度末までの 1 年間の、里親登録の

のが養子縁組里親（298 人、17.0％）、親族里親（165 人、
9.4％）、専門里親（76 人、4.3％）となっています。

増減をみたものです。

里親家庭に措置された子どもたちはどこからき

前 年 度 末 の 登 録 数 は 11,435、 平 成 29 年 度 末 は
11,730 ですから 1 年間で 295 増えたことになります。

た の で し ょ う か。 も っ と も 多 い の は 家 庭 か ら（917

しかし里親は増えるだけでなく、高齢であったり事情

人、52.4％）
、次いで多いのが児童福祉施設（535 人、

があったりして取り消す場合があります。当然のこと

30.6％）となっています。

ですが、里親は新規登録もありますが辞めていく里親

里親に委託されている 5,424 人の子どものうち 1 年

もいて、たえず新陳代謝をしています。ですから、常

間で解除になった子どもたちは 1,147 人（21.1％）で

に PR し新規里親を増やしていかなければ里親は減って

すから、2 割の子どもが措置解除になっています。
措置解除の理由で多いのは特別養子縁組（362 人、

いくことになります。
では、里親のタイプごとに、年間での増減をみてい

31.6％）、次いで保護の必要がなくなり帰宅（308 人、

きます。養育里親については新規が 1,061 で取り消し

26.9％）
。なかには極少ないものの逃亡や死亡もみられ

が 518 ですから新規は取り消しの 2 倍以上になってい

ます。

ます。親族里親も新規が 126 で取り消しが 91、4 割近

里親のもとから措置変更になった子どもについては

く多くなっています。しかし、専門里親は新規が 56 で

どうでしょうか。里親のもとから措置変更になった子

取り消しが 44 と 3 割弱の伸び。養子縁組を希望する里

どもは 1 年間に 368 人います。措置変更の内訳は、児

親に至っては新規が 787、取り消しが 786 で１増えた

童 福 祉 施 設 が 161 人（43.8 ％）
、 他 の 里 親 が 117 人
（31.8％）となっています。

だけです。

平 成 29 年 度 末 の 里 親 家 庭 へ の 子 ど も の 委 託 数 は

国は、パーマネンシー（長期安定した養育）の観点
から特別養子縁組に力を入れようとしています。しか

5,424 人で、委託変更数は 368 人（6.8％）になりますが、

し残念ながら平成 29 年度末のデータでは頭打ちの状態

このなかには里親がファミリーホームになった場合な

です。

ども含まれますから、不調の割合をみようとするなら
施設と他の里親に措置変更された合計 278 人（5.1％）

里親に委託された子ども

より多くはならないということになります。しかし里

表 3 には、平成 29 年度に、里親に委託された子ども、

親は 1 年だけ里親をやっているわけではなく、10 年間

その子どもがどこから来たか、また措置解除、措置変

養育している里親の場合この 10 倍になると考えられま

更についてみていきます。

す。不調についてのアンケート調査がありますが、里

平成 29 年度末に里親委託されている子どもは 5,424
人ですが、平成 29 年度末までの 1 年間に新規に委託さ

親の養育年数を把握しないと実態はみえてこないこと
になります。
（福祉行政報告例のデータは修正などがあり同じ時期

れた子どもは 1,751 人です。その多くは養育里親の元
に委託されています（1,212 人、69.0％）
。次いで多い

の数字でも一部変更することがあります）

表 3 里親に委託された子ども
新規又は措置変更により委託された児童数

措置を解除又は変更された児童数

児童福祉
保護の必
家族から
普通養子 特別養子
総 数 施設から
その他 解除総数 要がなく
満 年
受託
縁組
縁組
受託
なり帰宅

逃 亡

死 亡

年度末現在

児童福
他の里親
その他
その他 変更総数 祉施設
に委託
に入所

就 職

委託
児童数

里親に
委託された児童

1,751

535

917

299 1,147

308

27

362

142

2

2

140

164

368

161

117

90 5,424

養育里親に
委託された児童

1,212

375

691

146

686

270

17

78

104

1

1

93

122

327

144

103

80 4,134

専門里親に
委託された児童

76

18

34

24

37

15

1

-

3

1

-

7

10

23

8

7

8

221

親族里親に
委託された児童

165

7

139

19

126

22

1

-

35

-

-

40

28

10

5

5

-

770

養子縁組によって養親となる
ことを希望する里親に
委託された児童

298

135

53

110

298

1

8

284

-

-

1

-

4

8

4

2

2

299
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戦後里親制度の変遷❸
見直し期（1990 年代～ 2002 年）

博士
（人間文化）
き

だ

み すず

貴田 美鈴

「里親制度及びその運用に関する研究」がスタートし、

はじめに

児童相談所の里親制度運用の問題点を指摘しています。

戦後里親制度の変遷として、第 1回は「草創期」を、

子どもの権利委員会へ政府報告書を提出してから２

第 2 回は「衰退期」を振り返りました。３回目の今回は、

年後の 1998 年 6 月に、国連から、「第 1 回政府報告書

「見直し期」として、1994 年の「児童の権利に関する条

に基づく最終見解」を受け、主な懸念事項として、わ

約（以下、
「子どもの権利条約」と表記）
」の批准と、児

が国の社会的養護体制の施設養護への偏重、里親など

童虐待の顕在化が 2002 年の里親制度の改正にどのよう

家庭養護体制の不備が指摘されました。こうした指摘

な影響を及ぼしたのか、また、里親制度の位置づけはど

に対応し、翌 1999 年に、厚生省は３つの通知を発出し

のように変化したのかを述べていきたいと思います。

ています。すなわち、①里親への援助事業を行う児童

「子どもの権利条約」批准を契機とした
里親制度改正

養護施設等への補助金交付、②里親委託促進などを業
務とする家庭支援専門相談員の乳児院への配置、③里
親委託児童の保育所入所の許可の 3 つです。

2002 年の里親制度の改正に影響を及ぼした要因の一

さらに、子どもの権利委員会に提出された 2001 年の

つが、
「子どもの権利条約」の批准でした。1989 年に

「第 2 回政府報告書」では、里親に関して、第 1 は全国

は、国際連合総会で「子どもの権利条約」が採択され、

里親会による未委託里親と児童との交流事業への補助、

1994 年 5 月、わが国は条約を批准します。

第 2 に児童養護施設等による里親への援助・助言事業

この条約では、養子縁組と里親委託が施設措置より

への補助、第 3 に委託児童の保育所利用を許可したこ

優先されると明示されており、この後、わが国は施設

とを述べています。これらは、子どもの権利委員会へ、

養護中心の社会的養護の是正を国連から求められてい

里親推進を進めようとしている政府の姿勢をアピール

きます。その結果、1990 年代前半から、里親制度の改

しようとしたものと位置付けられるでしょう。

善や普及が国の検討すべき課題としてあげられるよう

このように、国際的な圧力が、子どもの権利条約の理
念に沿った家庭養護体制を整えなくてはならないという

になります。
一方、政府は、1996 年 5 月、国連の子どもの権利委

政府の認識を生み出し、社会的養護体制の再構築が政策

員会へ「第 1 回政府報告書」を提出し、里親の普及が

課題として浮上してきたわけです。そこで政府はこのよ

進まないことについて、養子縁組との混同から児童の

うな通知によって里親委託促進を図ろうとしました。し

保護者が里親の委託を望まないこと、社会全般の関心

かし、結果として、充分に効果を得られるものではあり

が低いことなど、保護者や社会の意識に転嫁するよう

ませんでした。本格的な里親委託促進は、2002 年の里

な説明をしています。しかし、同年 12 月には中央児童

親制度改正を待たなくてはなりませんでした。

福祉審議会が、里親制度のあり方の検討の必要性を指
摘しています。また、1997 年には日弁連が、その政

■

名古屋市立大学非常勤講師

専門里親創設の経緯―児童虐待問題をめぐる動向から

府報告書に対する報告書を公表し、里親などの最低基

さて、里親制度が見直されたのは、もう一つ大きな

準が定められていないこと、里親制度の発展は国の責

要因、1990 年代後半からの児童虐待問題の顕在化があ

任であることなどを指摘しています。さらに同年には、

げられます。1990 年以降、児童相談所の虐待相談対応

里親制度の運用の見直しを目的に、厚生行政科学研究

件数は漸次増加し、1997 年度の『厚生白書』は児童虐

8■
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待を大きく取り上げています。虐待の急増により児童

設されたこと、里親養育の最低基準が定められたこと

相談所の一時保護所が定員超過状態となり、児童養護

があげられます。また、里親の一時的な休息のための

施設等の充足率が急上昇し、2000 年には全国平均で

援助であるレスパイト ･ ケアも導入されました。

90％近くになっています。このようにして、被虐待児

前述の６本の通知の一つである「里親制度の運営に

の保護先の確保が社会的養護における緊急課題になり

ついて」では、児童福祉施設に対して、里親との相互

ました。

連携を進めることによって、里親制度の積極的な運用

こうした状況を背景に、2000 年に「児童虐待防止法」

を図るよう努力することが求められました。さらに、

が制定され、厚生労働省は 2001 年に専門里親制度の創

注目したいのは、里親が行う児童の養育は、個人的な

設を決めています。それを受け、全国里親会は「専門

養育ではなく、社会的な養育であることを強調し、児

里親モデル実施調査研究報告書」を出しています。こ

童相談所などによる里親の養育支援の必要性を明示し

の報告書では、①児童相談所における児童虐待相談処

た点です。このように、里親養育を社会的な養育とし

理件数の増加、②児童福祉施設の定員が一杯であるこ

たことは、国が里親養育に対して、公的責任と支援の

と、③被虐待児の養育は愛着形成を基本とするもので

必要性を認識した第一歩であると位置づけられます。

あり、そのためには家庭的な環境が望ましいという 3

こうしたことから、2002 年は「里親制度改革」の年と

つの理由をあげ、虐待を受けた子どもを専門里親の対

いえるでしょう。

象とすることを報告しています。
ところで、実は、その 2 年前の 1999 年に、全国里
親会の里親推進事業検討委員会は、
「里親事業推進のた

おわりに
このように、子どもの権利条約の批准と児童虐待の

めの提言」の中で、専門里親の創設を提言しています。

社会問題化という二つの要因に影響を受け、2002 年に

この専門里親とは、具体的には、
「乳幼児里親」や「障

里親制度が改正されたことは、現在につながる起点と

害児里親」など、年齢や障害に対応したケアの専門性

なりました。この後も、2004 年・2008 年の児童福祉

を有し、手当の加算が配慮される里親として提言され

法の改正、専門里親の対象拡大、ファミリーホームの

ており、この時点では、専門里親の対象に「被虐待児」

新設など、家庭養護の拡充を志向した社会的養護再編

はあげられていませんでした。一方で、虐待問題対策

が進められていきます。

が重要な政策課題として浮上するなかで、国は里親活

2002 年の里親制度の改正は、外圧としての「子ども

用を考え始めていました。そこで、国は、この全国里

の権利条約」の批准、さらに、児童虐待の顕在化とい

親会提言の対象とは異なるものの、被虐待児を養育対

う社会問題が、国に家庭養護体制の強化と拡充を認識

象とした専門里親の創設を決定しました。単に子ども

させることにより実現しました。もちろん、政策側は

を預かるだけの役割ではなく、子どもの発達に寄与す

全国里親会などの要望の一部を限定的に切り取り、里

る里親として、機能強化された専門里親という概念を

親制度改正へと動いたという側面も見逃すことはでき

国が持つに至った第一歩として画期的であったといえ

ません。このように、外圧や社会問題が突きつけられ

ましょう。

た場合、政策側はそれを政策課題として取り上げるこ

里親制度改正の中味

とがありました。一方で、関係団体の要望などは、国
によって限定的に切り取られてしまうのですが、政策

2002 年の里親制度の改正とは、2002 年 9 月「里親

に反映されることもあります。制度や運用の問題点を

の認定等に関する省令」
（厚生労働省令第 115 号）及び

指摘し続けることが必要であると思います。全国里親

「里親が行う養育に関する最低基準」
（厚生労働省令第

会も地域里親会も家庭養護拡充のために、メディアへ

116 号）という二つの省令が発せられ、それに伴う一

の働きかけや、国へのアピールなど、運動団体として

つの告示、及び 6 本の通知が発出されたことです。里

の一面をより自覚的に推進していくことが必要だと思

親制度は 1947 年に里親が児童福祉法に規定されてか

います。

ら、わずかな通知の改定及び廃止によって運用されて
きましたが、2002 年の改正では、通知より上位規定で
ある省令が発せられています。このような大きな改正
は、制度発足から 55 年目にして初めてのことでした。
その改正の主な内容として、親族里親と専門里親が創

付記 本
 稿は、貴田美鈴（2008）
「2002 年の里親制度の改
定に影響を及ぼした社会的要因－子どもの権利条約
批准と児童虐待の社会問題化」
『人間文化研究』10，
77-89．をもとに、新たにまとめたものです。
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NHK × チャレンジ中野 ! grow happy ♡

共同調査

「里親の声を聞こう！」アンケートの結果報告
昨年１月、全国里親会の協力によって、ＮＨＫと「チャレンジ中野 ! grow happy ♡」の共同で、里
親アンケートを行いました。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
全部で 549（有効回答、回収は 553）の回答をがよせられました。アンケートの結果を紹介します。（齋
藤直巨）

里親家庭の就労、43％が共働き
◆里親家庭の就労、43％が共働き
3.2%

困難さを感じていないという方のなかには、子ども
がまだ小さいので分からないという意見もありました。

養育困難の原因

43.2%

49.9%

里父のみ就労
（里母専業主婦）
里母のみ就労
（里父は専業主夫）
共働き
シングルで就労

トップ 3

愛着障害がみられる
本心が言えない
子ども自身の自身喪失
親子間の信頼関係構築の拒絶
ばれるようなウソをつく
よく泣く

3.7%

試し行動・思春期

里親家庭といえば、お父さんは外へ働きにいき、お
母さんは家にいる、というイメージがいまだに強いか
もしれませんが、アンケートから見えてきた現状は、

試し行動・幼児期
基本的生活に難しさがある…

0

１位

多くの里母達が働いているというものでした。

50

100

150

200

250

基本的生活に難しさがある
（食事、着替え、生活リズムなど）

この結果からいえることは、里親リクルートで、共

２位

愛着障害がみられる

働き層へのアプローチが重要なポイントだということ

３位

ばれるようなウソをつく

です。皆さんがどのように子育てと仕事を両立してい

１位に選ばれた「基本的生活が難しい」ということは、

るのか、知りたいものです。

たとえていうなら、食事、排泄、睡眠という「いつも

里母のみ就労（里父は専業主夫）が 3.7％いるのも注
目ポイントです。

の生活」を過ごすことが大変ということです。これが
24 時間、365 日続くことを考えると、頑張っている里

養育困難を感じている

全体の 80％

親への支援が極めて大事だと感じます。
3 位の「ばれるようなウソをつく」ということも里親
が悩むところです。

「不調により措置解除をした」は4人に1人

20.0%
はい
80.0%

いいえ
26.6%

養育困難を感じている里親は、実に全体の 80％にも

73.4%

はい
いいえ

なりました。
「周りの里親仲間が余裕に見える」という意見や、
「自
分だけ困っているように感じる」という意見も寄せら
れました。

いるという結果になりました。

多くの里親が同じように、養育困難を感じながら、子
育てを頑張っていると現状が見える結果となりました。

■
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里親の 4 人に 1 人（26.6％）が措置解除を経験して

第 119 号

養育困難から措置解除をしたケースが多くを占めま
した。養育困難で措置解除しなければならないという

ことは、里親として苦しい決断だったと思います。
寄せられたコメントのなかにも、
「自分たちの精神的

●

寄せられたコメント

●

負担が限界だった」
、
「子どもを見捨てたようで、後悔

「実子の養育を経てお預かりした里子が、あまりに

ばかりが残っている」という苦しい思いが寄せられて

も理解不能な行動をすることでずいぶんと悩みました。

います。措置解除にまで至らないよう里親支援が望ま

人によって態度が変わったり、
ウソをついたり。それが、

れるところです。

背景に愛着の問題があることによっておこる人間不信
や不安からくるものなんだと知るまで、家族みんなが

どんなサポートが必要？ トップ 3

悩み、苦しい時期をすごしました。
」
「里親の年齢が高いのに育児の経験がなく、最初は不

１位

里親会

１位

子育て仲間（ママパパ友、里親仲間）

３位

専門家（心理士、医師、療法士、弁護士、保健師、保育士等）

安でした。
」

生活の近くで支えてくれる「里親会」
、
「子育て仲間」
（同数）と、
専門的な力で支えてくれる「専門家（心理士、
医師、療法士、弁護士、保健師、保育士等）
」へのニー
ズが高い結果となりました。

「かわいいとは思うが、心底からの愛情があふれてく
るまでに 1 年以上かかった。
」
「里親制度をよく知らない人が多く、里子を養育して
いることを隠す里親が多い。堂々と言える社会になれ
ばいいなと思う。
」
「このようなアンケートは、自分たちが日々の養育の
困りや支援をどう考えているのか再考することができ

実際に役立ったサポート

るのでありがたいです。ネットでできるところも字を

トップ 3

書くのが苦手なので嬉しい限りです。ありがとうござ
いました。
」

その他
措置解除後の自立サポート
里親のレスパイト・ケア
児童民生委員
時養護施設
児童相談所
学校・教育機関
専門家
実践で役に立つ養育研修
地域（町会・近隣住民）
里親会
子育ての仲間（ママ友・パパ友・里親仲間）
パートナー・家族親戚等

「子どもとの生活は、とにかく楽しいし、自分の生
き方を誠実なものにしてくれる。妻が闘病中や他界後
のつらいとき、子どもを一生懸命支えようと努めたが、
逆に子どもに支えられていることが多くあった。本当
にありがたいし、そんな子どもたちが愛しくてたまら
ない。施設と里親の見解の違いや、新しい養育ビジョ
0

100

200

300

400

ン等の実行に関して対立してはいけない。どちらも違
う機能を持ったソーシャルリソースのひとつでしかな

１位

里親会

２位

子育て仲間（ママ友、パパ友、里親仲間）

いので、それぞれの強みが子どもや子育て家庭を支援

３位

パートナー、家族親戚等

する選択肢のひとつであるようになりたい。児童福祉
は時代遅れもいいところ。里親の活動を通して少しで

必要なサポートとして第 3 位に挙げられた「専門家
（心理士、医師、療法士、弁護士、保健師、保育士等）」
ですが、実際に役に立ったサポートランキングでは５
位という結果となりました。

も前に進めたい。
」
「制度が里親のハードルを高くしていると感じる。日
帰りの預かりから始めていずれ里親になるなど段階的
な研修システムを作るべきだ。
」

一般的な子育てよりも支援が多いはずの里親養育に
おいても、ニーズと支援のミスマッチがあることがみ
えてきます。
そして、パートナーや家族、専門家もおさえて、役に立っ
たサポート第１位に選ばれたのが里親会でした。
「必要な
サポート」
、
「役に立ったサポート」の両方で１位となった
ことは、各地で活動している里親会の皆さんにとっては、
とても嬉しい結果ではないでしょうか。引き続き、ピア
サポートとしての役割を担っていただければと思います。

詳しくは NHK の特設サイトをご覧ください。
▶ NHK オンライン全国里親アンケート :
https://www.nhk.or.jp/d-navi/link/kodomo/qa.html
▶アンケートのお問い合わせはこちら :
info@growhappy.jp
※「チャレンジ中野 ! grow happy ♡とは、東大の政策コ
ンテストを切っ掛けに設立した、東京・中野区を中心と
した若い里親の活動です。有識者、行政、メディアを巻
き込んで、里親の周知活動や研修を行っています。
」
第 119 号
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読者で作る コーナー ❾
読者が質問して読者が答えるコーナーです。
里親活動する上で気になっていることを質問としてお寄せください。また質問に対するご意見やアド
バイスも募集します。どちらもメール、ファックス、手紙で「里親だより・読者で作るコーナー係」と明
記してお送りください。また一部文章に手を加える場合がありますので、ご了承願います。今回は前号
に掲載した質問に、以下の通りご意見が集まりました。他にもさまざまな考えがあると思います。あく
まで参考例としてご活用ください。なお、
いただいたご質問・
ご意見はすべて取り上げるとは限りません。
（船矢佳子）

Mail info@zensato.or.jp
FAX 03-3404-2034
住 所 〒 107-0052 東京都港区赤坂 9-1-7-857

●里子（養子）の結婚

Q

A1

将来子どもが結婚するとき、里子（養子）だということで、相手や相手の家族から何か言わ
れないでしょうか。経験者の方の話をお聞きしたいです。
まず自立後、実親の元に帰った子については

スクを避けるためにも、交際中に相手と相手の家族

結婚する時も親元からなので、普通の結婚と

には話しておく必要があります。

同じでした。問題になるのは実親の元に帰らない子の

うちは行政や福祉制度に支えられながら生活して

場合だと思います。里子（養子）自身が自分の立場

いる子だったので、そういう支援者の方も交えて、

や状況を理解して、きちんと相手の方に伝えられる

交際相手に我が家の事情をお話しました。助っ人が

かどうかがカギでしょうね。たとえ何か言われたとし

たくさんいることがわかって、相手の方も安心したよ

ても、里子（養子）であることをずっと隠したままと

うです。もし本人がうまく説明できそうになかったら、

いうわけにはいかないと思います。後に破談になるリ

第三者に入ってもらうのも方法だと思います。

A2

やはり相手の方と、しっかり意志を確認しあ

いました。子どもはショックでしばらく自暴自棄に。次

うことだと思います。うちの場合、最初の交

に出会った方には最初から里子だという話はしなかっ

際相手の方に里子であることを伝えたところ、相手の

たようですが、相手にもいろいろあったようで、最終

家族の中に結婚を反対する人が出てダメになってしま

的にはお互いきちんと話をして結婚に至りました。

A3

私は里親ではありませんが、夫が元里子な

は結婚後です。とくに子どもができた頃から、子

のでお話させていただきます。結婚すると

育てや家族に対する夫の価値観に驚きました。そ

き、夫が複雑な家庭で育ったことは知っていまし

んな時、いろいろと助けてくれたのが育ての親で

た。でも私はあまり気にしなかったし、私の親も『親

す。里親の方には結婚後も里子とその家族を愛情

がいないなら面倒を見なくて済む』ぐらいに楽観

持って見守ってくださると有り難いです。

的でした。そんな単純な話ではないとわかったの

次回の質問は

通称名か戸籍名か

通称名で育ってきた里子です。自立が近づいてきて、戸籍名を名
乗るのは嫌だと言います。かといって里親の通称名に改名するの
も納得いかないようです。最初から戸籍名のままでいれば、こん
なふうに悩むことはなかったのでしょうか。通称名、戸籍名など
名前について悩んだことのある方、お話を聞かせてください。

■
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ホット トピックス
『里親だより』は季刊で発行しています。本号では平
成 30 年 11 月から平成 31 年 1 月末までの動きをお知ら
せします。

全国里親会の動き
◆全国里親大会石川大会の開催

H O T

T O P I C S

平成 30 年 11 月～平成 31 年 1 月末

◆理事会を開催
昨年 12 月 25 日、全国里親会事務局で理事
会を開催しました。
平 成 31年 1月1日から 平 成 32 年 12 月31日
の各委員会メンバーが決まりましたのでお知ら
せします。
統括委員長

業務運営委員会

相澤
仁
梅原 啓次
本多 洋実
佐々木 裕
棒
智宏
柴田 寿子
中兼 正次
眞保 和彦

里親委託等推進委員会

委員長
副委員長
副委員長
委員
委員
委員
委員
書記

津崎 哲郎
上鹿渡和宏
小林真理子
糸永真利子
小田切則雄
河田 一郎
都留 和光
吉田菜穂子

広報委員会

委員長
副委員長
委員
委員
委員
書記

鶴飼 一晴
堀切 健司
岩朝しのぶ
斎藤 直巨
船矢 佳子
木ノ内博道

委員長
委員
委員
委員

渋谷
愛沢
磯部
高橋

昨年 11 月 17 日（土）～ 18 日（日）
、石川県地場産
業振興センターで全国里親大会石川大会が開催されま
した。参加人数は約 560 人。
17 日は開会式、行政説明、記念講演、懇親会。18
谷本正憲知事も登壇され、あたたかいお言葉をいただ
きました。
開催予算のうち子ども企画の運営について、今回初
めてクラウドファンディングを利用しました。20 万円
の目標に対して 23 万円が集まりました。ご寄付をいた

美舟

委員長
副委員長
副委員長
委員
委員
委員
委員
書記

▲ 全国里親大会

日は分科会、シンポジウムなど。開会式では石川県の

統括委員長 河内

第三者委員会

だいた皆さま、ありがとうございました。

幸夫
隆一
裕子
温

また、17 日には、理事会、会長会も開催されました。
◆「社会的養育を推進する上での要望」取りまとめ

◆全国里親会に立ち入り検査

全国里親会では、全国里親大会の際に取りまとめた

監督官庁である内閣府の立入検査が 12 月 17 日（月）

「社会的養育を推進する上での要望」をその後さらに地

にありました。概ね問題なしの判断をいただきました。

域の里親会の意見を反映させて作成しました。
「新しい社会的養育ビジョン」に基づいた計画の策定

◆来年度の全国大会・ブロック大会予定
＜全国里親大会＞

がなされている地方自治体に対して、地域の里親会か

◦ 10月12日（土）～ 13日（日）
、
仙台国際センター（仙台市）

ら要望してもらうために、地域の里親会と全国里親会

＜ブロック大会＞

連名での要望書を作成しました。

◦北海道地区里親会連絡協議会、9月8日
（日）
、登別温泉

河内美舟会長と堀切健司事務局長が 1 月 30 日（水）
に根本匠厚生労働省大臣を訪問し、「社会的養育を推
進する上での要望」を説明し要望書を手渡しました。

登別万世閣
◦東北地区里親会連絡協議会、
10月12日
（土）～ 13日
（日）
、
仙台国際センター
（仙台市）
◦関東甲信越静里親協議会、7 月 21 日（日）新潟コン
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ベンションセンター朱鷺メッセ
（新潟市）
◦東海・北陸ブロック里親連絡協議会、6月 15日（土）
～ 16日
（日）
、場所未定
◦近畿地区里親連絡協議会、6月 23日（日）、県民交流
プラザ和歌山ビッグ愛
（和歌山市）
◦中国地区里親連絡協議会、
5月 25日
（土）～ 26日（日）、
広島ビックフロント広島ガーデンパレス
（広島市）
◦四国地区里親連合会連絡協議会、9月 1日（日）、かが
わ総合リハビリテーションセンター
（高松市）
◦九州地区里親連絡協議会、
7月 27日
（土）～ 28日（日）、
ロイヤルホテル宗像
（福岡県宗像市）
＜全国里母の集い inあいち＞
◦ 2020年 2月
（日程調整中）
、岡崎ニューグランドホテル

お話をいただきました。
◆特別養子縁組の年齢引き上げ
法制審議会の部会は、実の親が育てられない子ども
のための特別養子縁組制度について、現行では原則 6 歳
未満となっている対象年齢を、小中学生が含まれる 15
歳未満に引き上げる民法改正要綱案をまとめました。
◆厚生労働省が性的な暴力について初の調査を開始
厚生労働省は、児童養護施設、一時保護所、里親家
庭などの子ども間で起きた性的な暴力に関する初の実
態調査をはじめました。

ご寄付などのお知らせ
◆セイバン様からランドセルをいただきました

（愛知県）

議連や厚生労働省、行政の動き
◆社会的養育専門委員会ＷＧ
12 月 7 日（金）厚生労働省社会的養育専門委員会の
ワーキンググループ「市町村 ･ 都道府県における子ども
家庭相談支援体制の強化等について」が開催されまし
た。児童相談所の業務のあり方、市町村における相談
支援体制の強化などが議論されました。
◆議連の動き
このところ、自民党の「児童の養護と未来を考える
議員連盟」と超党派の「児童虐待から子どもを守る議
員の会」は、
共同して積極的な勉強会を開催しています。
11 月 29 日（木）
、講師は兵庫県明石市長の泉房穂氏。
テーマは「児童虐待防止対策のさらなる強化を」
。
11 月 30 日（金）
、講師は京都府立大学名誉教授の津
崎哲雄氏。
「児童ソーシャルワークと社会的養護
（養育）
・
虐待防止」
。

ランドセルメーカーの「セイバン」より、公益財団
法人全国里親会を通じて、里親家庭で暮らす子ども（来

12 月 7 日（金）、議題は「厚労省からの報告」で、
① 香川県、
東京都、
国の「虐待検証報告書」の「相違点」
について、② 自治体向け通知（
「警察 FAQ」
、
「計画策

春小学 1 年になる 132 人）にランドセルが贈られまし
た。今年で 5 年目になります。
12 月 19 日（水）にセイバン心斎橋店で寄贈式があり、

定に係る事務連絡」
、
「施設整備費採択方針」等）につ

訪れた子ども 3 人に、サンタクロースに扮した社員か

いて、③ 今後の予算方針について。

らランドセルが手渡されました。公益財団法人全国里

本年 1 月 29 日（火）
、山梨県立大学教授の西澤哲氏。
「子ども虐待対応の専門性の向上に向けて・子ども家庭
福祉領域の新たな国家資格の創設の必要性」
1 月 25 日（金）には自民党「児童の養護と未来を考
える議員連盟」の総会があり、厚生労働省からの報告
がありました。
◆虐待等に関する特命委員会の開催

■

▲ ランドセル贈呈式

親会からは河内美舟会長と武藤廣茂監事が出席し、河
内美舟会長から泉幸子常務（セイバン）へ感謝状を贈
りました。
当日は報道機関はじめ関係者の方々が多数お集まり
になり、盛大な式典となりました。
河内会長は関西テレビから取材を受けました。
◆ご寄付をいただきました

自民党は政務調査会に設置されている「虐待等に関

全国里親会に対して 11 月～ 1 月は３人の個人から計

する特命委員会」を 1 月 30 日に開催し、金沢市長の山

25,333 円のご寄付をいただきました。この場を借りて

野之義氏に「中核市の児童相談所設置の意義について」

お礼申し上げます。
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ホット トピックス
ご寄付のお願い
皆様からのご寄付は、すべて「家庭養護を必要する子ども」のために使わせていただいております。ご寄付を
お願いします。
公益財団法人全国里親会の活動
①調査・研究、②「里親の育成」と「里親制度の普及啓発」
、③里親家庭間の連絡協調、④関係機関団体との
連絡調整、⑤相談指導、⑥災害被災里親家庭への支援、⑦その他
お振込の場合
振込先銀行：ゆうちょ銀行
口座名義：公益財団法人全国里親会
フリガナ：コウエキザイダンホウジン
ゼンコクサトオヤカイ
①ゆうちょ銀行からお振込の場合
口座番号：00160-4-565205

問合せ先

クレジット決済の場合

②ゆうちょ銀行以外の金融機関から
お振込の場合
店
名：〇一九
（ゼロイチキュウ）
店
店
番：019
預金種別：当座預金
口座番号：0565205

公益財団法人全国里親会

事務局 堀切・白土

〒107-0052 東京都港区赤坂 9 丁目 1-7-857

新語チェック（社会的養護・子ども・子育て）
▶里親活躍率（一時保護委託など里親が子どもを措置される
だけではないなかで新たな指数作りをしようとの動き）
▶インリバ（親の虐待にあった3人の当事者がグループ「イ
ンタナリバティプロジェクト（内面の自由）
」を立ち上げた。
インリバはその略。結成1年で共感の輪が広がっている）
▶通級指導（発達障害などで通級指導を受ける小中学生が増

当会のホームページからお手続き
できます。
▶ http://www.zensato.or.jp
※受領証、税額控除に係る証明
書を必要な方は送付先を下記
までご連絡下さい。

℡：03-3404-2024

FAX：03-3404-2034

e-mail：info@zensato.or.jp

かったりしゃがみこみができない子どもが増えている）
▶エルザゲード（子どものトラウマになりそうな不適切な内
容の動画のこと。子ども向けの動画を見ているうちに主人
公の首が突然切られるなど）
▶施設出身者推薦入試制度（青山学院大学は施設出身の子ど
もに学費免除、給付金をだす制度を導入する）
▶ほめ写（子どもの写真を我が家に飾ると、子どもは愛され
ていると感じ自己肯定感が高まる。逆に言うと自己肯定感

えている。通常の学級に所属して週に数回グループや個人

の高い子どもほど自宅に自分の写真が飾ってあることが多

で学ぶ方法）

い。ほめ写の運動が始まっている）

▶箱型授乳室（自治体が庁舎内に移動式の箱形授乳室を設置
する動き。工事が不要でスマホで場所検索ができる）
▶子育 Tech(こそだてっく）
（ITを使って子育て支援をする
動きが活発になっている）
▶タイルカーペット（マンションなどで階下に子どもの足音
が響く対策としてタイルカーペットが話題になっている。
床に敷くだけで工事は不要。色や形のバリエーションもあ
る。インテリアとしても楽しめる）
▶家庭内バイト（子どもにお金の使い方を教えるため家事を
手伝ってもらいあらかじめ決めたお金をあげるもの）
▶ママ振（成人式の着物で、バブル世代の母の晴れ着を受け
継ぐことが主流になりつつある）
▶緊急避妊（望まぬ妊娠を避けるためのアフターピルが医師
の処方箋がないと買えないのはおかしいと女性が署名活
動。海外では無料のケースも）
▶一時保護一択（子どもが児相に行きたくないと言ったらど
うしたらいいのか。子どもの安全が第一なので連れて行く
べきだとの意見）
▶子どもロコモ（体のバランスがわるく、片足立ちができな

▶居場所カフェ（高校生が学校のなかで支援者と雑談しなが
ら悩みを相談できる居場所カフェが増えている）
▶ HSC・HSP（ハイリーセンシティブチャイルド、ハイリー
センシティブパーソン。生まれつき周囲の刺激や他人の気
持ちにとても敏感な子どもや大人のこと。こうした人たち
への関心が高まっている。発達障害と類似。不登校の相談
が多い）
▶子ども死亡登録検証制度
（チャイルド・デス・レビュー
（CDR）
ともいう。亡くなった子どもの声を聴き、学び、死ぬ蓋然
性のない子どもを少しでも減らしていくための知見を集積
していくシステムのこと）
▶親子法制（親子関係を定める民法の改正で、
人工授精ドナー
が激減している）
▶赤ちゃんの駅（小さな子どもがいても気軽に外出できるよ
う赤ちゃんの駅（授乳やおむつ替え）が全国に広がっている）
▶ランリュック（重すぎることが理由でランドセル離れ。体
にフィットするリュックが受け入れられている）
▶友達幻想（書籍名。同質が求められる社会から自由になろ
うと、発売から10 年になる本に火がついた）
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おすすめの本

●

かんぺきなこども
ミカエル・エスコフィエ作 マチュー・モデ絵 石津ちひろ訳
2019 年 1 月発行 ポプラ社 定価 1,512 円（税込）

マカロン夫妻の家に、ピエールという子どもが

そ れ で も、 ピ エ ー

やってくることになりました。最初のうち、ピエー

ルはちっともおこっ

ルはマカロン夫妻にとって、カンペキな子どもに

たりしませんでした。
し か し、 あ る 事 件

みえたのですが…。
ある晴れた日に、「こどもストア」に子どもを

がきっかけとなって、ピエールはとうとうかん

買いにいくという、ビックリな展開からこのお話

しゃくを起こしてしまいます。マカロン夫妻、そ

は始まります。

してピエールはどうなるのでしょうか。

お店で一番人気なのは「かんぺきなこども」。

「かんぺきなこども」を選んで買うなんて、な

マカロン夫妻はピエールという「かんぺきなこ

んて怖いお話だろうと読み進めていくと、可愛ら

ども」と共に、どんな暮らしを夢見ていたので

しいイラストとは裏腹に、実は強烈なメッセージ

しょうか。

が込められていました。

ピエールは、甘いものは歯に悪いといって食べ

ピエールが最後に放った一言と、それを受けて

ないし、ご飯はこぼさず食べるし、おもちゃで遊

の店員のやり取り、そして、裏表紙のマカロン夫

んでもちゃんとお片付けできる。

妻とピエールのイラストを見て、ホッとした気持

夜は良く寝るし、どこへ連れて行っても文句な

ちになるかもしれません。
するどいユーモアたっぷりに、「家族」につい

しにお行儀が良いのです。
しかし、それに比べてマカロン夫妻といったら、
子どものことを考えているのかしら？と思うよう

て考えるきっかけをくれる、フランスの翻訳絵本
です。

齋藤直巨

な失敗ばかり。

編 集 ●家族や家庭って何だろう。乳児にとっては第二の子宮だろうか。何よりも安全基地でなくてはな
後 記 らない。養育者は酒を飲んだりもする。施設だったらあってはならないようなことが家庭では起こ

る。風呂上がりに裸同然でうろうろしたり。でも、医者でさえ治せないようなことが治ったりもする。普
通というのはすごいことなんだ。（木ノ内）●昨年の冬号制作時には、自分と家族がインフルエンザにかか
り原稿が大幅に遅れてしまいました。今年もやはり締め切り前に子どもがインフルエンザに（涙）。「うつ
りませんように」と祈りながら看病しつつ、「たとえ高熱を出そうとも原稿は書く！」と強い決意を固めた
ところ、うつらずに済みました。やはり「病は気から」（!?）。（船矢）●文章って難しいなぁと悩みつつ、
先輩方に助けて頂いて、何とか書き上げています。文章力はないけれど、フツウの母の目線で、素朴に感
じたことを伝えていけたらと思っています。今回は、昨年ご協力いただいたアンケートの結果をお伝えで
きました。皆さんのご意見はとても貴重なもので、もっと詳しく紹介できたらと思っています。（齋藤）

里親だより
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電話 03-3404-2024

FAX 03-3404-2034

http://www.zensato.or.jp/

E-mail info@zensato.or.jp

