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里親家庭の実子として話をするということ巻頭
エッセイ

令和元年11月20日

第122号

公益財団法人
全国里親会
公益財団法人
全国里親会

　これまで私は10年近く里親家庭の実子について研究
を続けてきました。私自身も里親家庭の実子として育っ
てきた経験があります。
　里親制度への関心が高くなる中で、「実子がいるのに
なぜ里親になるのですか？」という質問をよくされる
ことが増えました。まだ、社会の中で里親は実子がい
ない人がするものだという概念があるのだと感じられ
る質問だと思います。いくつかの里親に関する調査か
ら里親家庭の約40％に実子がいることがわかっていま
す。しかし、実子がどのような想いを持ちながら成長し、
生活しているか、これまで十分に理解されてきたとは
いえません。
　近年少しずつですが里親家庭の実子について話題に
上がることが増えました。また、里親大会などで実
子についてのトピックが出されることも増えていま
す。これまで2015年の関東甲信越静里親研究協議会

や2016、2017年のファミリー
ホーム全国研究大会で実子に関
して分科会が開催されてきまし
た。今回台風の影響で中止と
なってしまった全国里親大会の
仙台大会でも実子の分科会が行
われる予定でした。これまでそ
ういった分科会に参加された実
子の方の感想の中には、「同じ

経験をしている方と話すことができて、気を遣うこと
もなく思いを打ち明けることができた」や「他の実子
さんの話を聞いて学びになった」といったものがあり
ました。
　里親は里親サロンなどで同じ地域の同じ立場の里親
同士の交流があり、悩みや喜びなどを共有できる場が
あります。同じように、里親家庭の子どもたちもその
ような場を求めていることがあります。里子同士の交
流も地域によっては盛んな場所もあります。しかし、
実子同士は同じ地域にいることが少なく、想いを共有
する機会はこれまでほとんどありませんでした。
　国外の研究や国外で行われている実子の支援におい
て、実子が集まり里親家庭の経験を話し合う場を持つ
ことが実子の里親家庭における家族関係への対応に有
効であることが示されています。日本はまだ里親の数
が多くはなく、同じ地域で実子同士が集まることが難
しいのですが、今後実子当事者として、支援者として、
これから少しずつ集まる機会を作っていきたいと考え
ています。
※実子に関する情報をサイトで公開しています。
　FCOC.jp (里親家庭の実子に関するページ）　
　➡ https://fcocsup.wixsite.com/fcocjp
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敗戦後の昭和22年、児童福祉法の施行とともに里
親制度も始まります。ここで気になるのは、児童福祉
法施行の前年、昭和21年に憲法が公布され、その第
89条に民間への公的補助の禁止が盛り込まれている
ことです。さまざまな福祉施設は困ってしまいますが、
昭和26年に社会福祉事業法が成立し、国の業務を代
行する場合に、社会福祉法人に限って公的補助が受
けられる、となったのです。それにならって同年、児
童福祉法も改正され、要保護児童の養育についても
乳児院や児童養護施設が担うこととなり、さまざまな
法人格を持っていた施設は社会福祉法人に一本化さ
れていきます。そして里親は、児童養護施設や乳児
院を補完する形で進んでいきます。

社会的養護全体でみると里親は施設の調整弁のよ
うな形で機能し、昭和30年代初期をピークに、里親
への子どもの委託数はどんどん減少していきます。

里親への子どもの委託数は一番少ない時で2,200
人（委託率で7％）になりますが、子どもの保護の
あり方としてのノーマライゼーション、施設のホス
ピタリズムなどが問題になっていきます。

そして平成14年の児童福祉法改正で、長い間の
課題であった「里親が行う養育に関する最低基準」
ができ、里親についても親族が養育を担う親族里親、
障害のある子どもなどを養育する専門里親ができま
した。専門里親には研修も義務づけられました。

その後、里親制度が大きく変わるのは平成21年
の児童福祉法の改正です。それまで里親というと養
子縁組のイメージがありましたが、養育里親と養子
縁組を希望する里親が明確に切り分けられました。
そして養育里親には研修が義務づけられました（平
成28年度の児童福祉法改正で養子縁組里親にも研
修が義務づけられます）。同時にファミリーホーム
が第2種福祉事業としてきちんと位置づけられまし

た。また、里親が孤立しないよう里親支援について
も盛り込まれました。

この年、国連子どもの権利委員会では、子どもの
権利条約採択10周年を記念して「児童の代替的養
護に関するガイドライン」を採択しています。ガイ
ドラインでは保護を必要とする子どもには家庭養
護、とくに乳児期の子どもには家庭養護を推奨して
います。こうしたこともあって、里親による養育の
機運が高まっていきました。

児童福祉法改正による里親支援などを整備してい
くため、平成23年の1月から「児童養護施設等の社
会的養護の課題に関する検討委員会」が設置されて
取り組みが始まります。3月には東日本大震災があ
りましたが、そうしたなか3月末に「里親委託ガイ
ドライン」がとりまとめられ自治体に発出されまし
た。これには、初めてのことですが「里親委託優先
の原則」がうたわれています。同年の7月には「社
会的養護の課題と将来像」が作られて、施設養護か
ら家庭養育への道筋をつくっていくことになります。
里親支援についても、児童養護施設や乳児院に里
親支援専門相談員を配置したり、児童家庭支援セン
ターに里親支援機能をもたせるなどの動きがありま
した。翌年には「里親及びファミリーホーム養育指針」
が取りまとめられ3月29日に発出されています。

その後の、平成28年の児童福祉法改正はまだ皆
さんの記憶に新しいと思いますが、大幅な改正とな
りました。改正のために前年9月「新たな子ども家
庭福祉のあり方に関する専門委員会」が設置されて、
検討が始まります。その報告書を基本に児童福祉法
改正の動きが始まります。平成28年5月に改正と
なった児童福祉法では、第1条で「児童の権利条約
の精神にのっとり」とはじめて子どもの権利条約が
児童福祉法に登場しました。そして第3条では、家
庭生活を奪われた子どものためにはそれに代わる家
庭生活を用意するようにと、里親や特別養子縁組を
優先することが法律上でも明確になったのです。

児童福祉法の理念の部分を刷新するという大きな

里親制度の成立

里親制度の充実に向けて

成立から改革、そして課題

現在里親制度 の 

　社会的養護、とくに里親制度は現在大きな転換期を迎えています。里親制度がどのよう
に成立し、今日を迎えているのか、そして、どのような課題を抱えているのか、考えて
みたいと思います。（木ノ内博道）
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改革となるため、児童福祉法改正後、それをどのよ
うに進めていくか、2か月後の7月から「新たな社
会的養育のあり方に関する委員会」が設置されて、
議論が行われていきました。委員会の設置から1年
後の平成29年8月、「新しい社会的養育ビジョン」
が答申されて、その内容を元に自治体で計画を策定
するようにと「都道府県社会的養育推進計画の策定
要領」が平成30年7月に発出されました。計画策
定の締め切りは令和2年3月末ですので、各自治体
ともいま計画策定に追われている状況でしょう。

平成28年度の児童福祉法改正のもととなった「新
たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報
告書」や改正後に検討された「新しい社会的養育ビ
ジョン」では、これからの里親制度のあり方、里親
支援のあり方が指摘されています。

里親支援のあり方としては、従来の支援のほかに、
包括的な支援（里親に関する啓発活動やリクルート、
研修やマッチング、養育相談など）を整理し、フォ
スタリング業務を明確にしました。またこの業務を
担うフォスタリング機関を児童相談所以外（民間）
に作ってもよいこととなりました。

また里親については、「新たな子ども家庭福祉の
あり方に関する専門委員会報告書」では里親の名称
の変更、一時保護や新生児・乳児の養育が可能な里
親の育成・開拓、就学前の子どもの家庭養護原則
が、「新しい家庭養育ビジョン」でもフォスタリン
グ機関や里親の名称の変更が指摘されており、加え
てショートスティ里親、一時保護里親、親子里親な
どの創設が提案されています。

新しく里親になる人から、里親が担うべき役割は分
かるが身分保障について教えてほしい、といった問い
合わせがありました。「里親委託ガイドライン」や「里
親の養育指針」などには担うべき役割は書かれている
ものの、里親とはいったい何か、里親とは何者なのか
ということについては触れられていません。そればか
りか、里親とは何かが巧妙に隠されているようにも感
じられます。里親手当ての性格や養育中の事故での施
設と里親の違いなどの点についてみていきましょう。
①里親手当て

手当てといえば多くの場合、労働の対価と理解さ
れますが、里親手当ては労働の対価ではありません。

里親手当ては養育費とともに措置費として支給され
ていますが、これについて、児童福祉法第57条の５に「租
税その他の公課は、この法律により支給を受けた金品を
標準として、これを課することはできない」とあります。

措置費は課税の対象にはならないと判断すべきで
す。ところが、平成24年12月26日付けで国税庁
個人課税課から「児童福祉法の規定に基づき里親及
びファミリーホーム事業者が支弁を受ける措置費等
の取扱いについて」という通知が出ています。

これによると、里親への措置費は、児童福祉法第
57条の5第１項（租税その他公課の非課税等）に
規定する「支給を受けた金品」には該当せず、課税
の対象となる、というのです。

その理由としては、里親は「社会福祉事業とは位
置づけられておらず、事業として行っているとまで
は言えないことから、支弁を受ける措置費等につい
ては、その者の雑所得の金額の計算上、総収入金額

里親制度への課題など

里親の身分について

台風15号、19号、21号による暴風雨が各地に甚大な災害をもたらしました。

強風や河川の氾濫、崖崩れなどによって災害にあわれた皆さまに心からお見舞い申し上げます。

全国里親会では、現在、里親家庭の被害状況を調査しているところです。

ご協力をいただき、全国の里親仲間とともに支援の活動が行えたらと思います。

公益財団法人 全国里親会 会長　河内 美舟

台風災害へのお見舞い
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に算入されることとなる」というのです。
そして、「雑所得の金額は、１年間の総収入金額から必

要経費の総額を差し引いて計算することとされている
ことから、必要経費を差し引いた結果、残額が生じない
場合には課税関係は生じないこととなる」といいます。

確かに国民の税金から措置費が支払われているこ
とを思うと、きちんと把握することは必要ですが、
生活にかかった費用からその子どもにかかった経費

（養育費）を割り出すには、家計全体を正確に把握
することが必要となります。

厚生労働省は「里親に支弁される措置費等に係る
具体的な手続き」で「措置費等として支弁された金
額（一般生活費等及び里親手当ての合計額）以上に
必要経費が生じている場合には、この措置費等につ
いて雑所得の金額は生じません」。そして「税務署
からの照会があった場合には里親委託に係る金銭の
収支状況を説明する必要がありますので、収支状況
の記録や書類を整理しておく必要があります。なお
確定申告に係る具体的な手続きについては、最寄り
の税務署に問い合わせください」としています。

そして、里親手当ては雑所得に含まれるので、里
親会への参加、研修や勉強会、行事への参加費（交
通費等を含む）、家族レクリエーションなどの経費
が考えられる、としています。育児に関する人件費
は含まれていないということです。

児童福祉法の理念の部分（3条2項）では、家庭
養育の困難な家庭にはそれに代わる家庭を用意する
べきとして里親に期待していながら、第57条は里
親家庭を除外するというのです。
②養育中の事故の補償について

もう一つ、養育中の子どもに事故が起きた場合の責
任について、施設と里親について比較してみましょう。

児童養護施設の事故としては、暁学園（愛知県・
2017年度末で法人は解散）の事故が最高裁判例と
してあります。施設内の4人の子どもから暴行を受
けて脳障害になった少年に対して誰に賠償責任があ
るのか。実親は県と施設に賠償を求めていたが、施
設の賠償を退け、県のみが3,375万円の賠償という
判決。判決内容は「都道府県の判断で児童を措置入
所させる場合、施設職員の行為は公務員としての職
務と考えるべきだ」との判断を示したわけです。

※ 〈暁学園の集団暴行事件〉　1998年1月、当時学園で養
育監護を受けていた12－14歳の少年4人が、約30分間

にわたって9歳男児の頭や腹を殴ったりけったりして外

傷性脳梗
こうそく

塞などのけがを負わせた。

では、里親についてはどうでしょうか。
長男が知的障害などに陥ったのは里親の責任だと

して、埼玉県川口市の両親が、所沢市の里親夫婦と、
仲介した埼玉県を相手取り、1億6,525万円の損害
賠償請求訴訟をさいたま地裁に起こしました。判決
としては、県は免れて、里親に8,500万円の支払い
を命じました。里親保険と、残りは異例の措置です
が埼玉県が支払いました。県の温情がなければ里親
が支払うべきものであったということです。

暁学園の判決、「都道府県の判断で児童を措置入
所させる場合、施設職員の行為は公務員としての職
務と考えるべきだ」は、里親にはなされないのでしょ
うか。この場合でも、都道府県の措置によって里親
は児童を受託していたはずですが。

最初に書いたように、施設は法人格を有し、憲法
第89条で禁止されていることを免れている（国や自
治体の代行業務）わけです。それに比べて、里親は
単なる私人。施設の職員は業務として養育を担って
いますが、里親はボランティア、社会貢献の範囲です。
里親の行う養育が業務であってほしいとはいいませ
んが（業務として行う里親がいてもいい）、身分保障
の上では厳しい立場にいる、ということになります。
③健康を害する里親

ところで、里親は十分な支援を受けて、充実した
養育をしているのでしょうか。「里親家庭の全国実
態調査」（平成27年度調査・全国里親会）によると、
最初に子どもを受託した際、養育者にどのような心
身上の変化があったのか複数回答で聞いています。
「心身上の問題があった」は里父で20.1％、里母

で32.1％。
その内訳は、「体調不良」が最も多く46.0％。次

いで「睡眠障害」（28.2％）、「不安症状」（25.4％）、「う
つ症状」（14.5％）と続きます。示した選択肢に含
まない「その他」も35.6％と高くなっています。

心身上の問題があった人のうち、服薬したが
31.6％、通院したが37.5％となっています。

里親は自分で希望して里親になったので、好きで
やっているのだから問題ないだろう、というには課
題が多すぎないでしょうか。里親とは何か、とみて
いくとき、身分的な保証のないまま担いきれない大
きな責任を負っていくということになります。
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次回の質問は 育休の取得もほとんどが母親ですし、家事育児はどうしても、主たる養
育者である里母（里父）に負担がかかりやすいですよね。みなさんのお
宅では夫婦（家族）の家事分担はどうなっていますか。家事分担

　読者が質問して読者が答えるコーナーです。

　里親養育を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

私も自分が親からされて怖かった思い出
があるので、子どもを怖がらせるしつけ

はしないようにしています。たとえば道路を歩
く時、子どもが車道の方へ行きそうになったら

「この白い線の内側を歩こうね。はい、外れたら
負け～！」とか「マイナス1点～！」みたいに、
なるべくゲームや遊び感覚を取り入れてやって
いました。

うちでは「嘘をつくとオオカミに食べら
れる」という話をしていました。一瞬怖

がってやめましたが、小さい子はすぐ忘れてしま
うのでしつけの効果としてはあまりなかったです

ね。今、中学生ですが、いわれた記憶は残ってい
るけど、怖かった記憶はないといっています。子
どもによっては「そんなの嘘にきまっている」と
最初から疑っていた子もいました。

私も怖がらせてはいけないと思い、そうい
う方法をとらないようにしてきました。結

果的に子どもが危ないことを甘くみてしまうこと
に。今思い返すと多少「怖がらせる」って子育てに
大切な要素なんじゃないかなということ。昔から言

い伝えがありますよね。うちの地域では「夜に口笛
を吹くと泥棒が入る」といわれていました。迷信だ
けど、夜を静かに過ごすための昔の人の知恵だった
のでしょう。もちろん被虐待児などもいるので、成
育歴には十分配慮しないといけませんが。

現在小学校高学年の子どもがいます。「鬼
がくるぞー」というと2歳の頃は確かに怖

がる感じでしたが、次第にその手には乗らなくな

りました。最近子どもにも聞いてみましたが、怖
い思いどころか覚えてもいない様子。鬼がくると
信じている可愛い時期もあっという間ですね。

●鬼がくるぞー

2歳児を最近受託しました。危険なことをやめさせるために「（それをすると）鬼がくるぞ～」
とおどかしています。でもこういう方法はよくないのでしょうか。こわい思い出が残ってし

まうのではと気になっています。皆さんはどうしていますか。

A1

A3

A4

A2

Q

読者で作る コーナー �
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上田駅に電飾看板を設置したり、民放テレビ局でコ
マーシャルを流したり。

効果的な方法としては、自治会の回覧やフォスター
ホーム募集チラシの全戸配布、里親制度についての出
前講座（高校の授業、自治会のサークルなど）でしょうか。

里親の募集というだけでは伝わりにくいので、
興味を持っていただけるような工夫をしています。

希望者から問い合わせがあったらブックレット
をお送りして、ガイダンスを行います。その後はソー
シャルワーカーの仕事になっていきます。初回の家
庭訪問では制度についてと長野県の認定基準などを
説明します。

それから、フォスターホーム・トレーニングという
プログラムを受けていただきます。養育に必要な知識
やスキル、また自分が生まれた家庭で生活できない子
どもの心身への影響などについて学んでいただきます。

その後も児童相談所と連携を図りながら、認定
に向けてすすめていきます。

養育里親として認定が済んだら私どもでフォス
ターホームとして認定します。

登録後は、里親の質の向上を図るために、年２回以
上独自のスキルアップ研修を受講していただきます。

● フォスタリング機関を始めた経緯
私ども社会福祉法人敬老園は昭和48年にスタート

しています。主に老人介護施設を運営していますが、
11年ほど前に認定こども園を開設しています。そして、
平成23年に上田市から市営の乳児院を引継ぎ、定員
9名のうえだみなみ乳児院がスタートしています。

平成28年の児童福祉法の改正で乳児院の多機能
化・機能転換が求められて、里親支援の「家庭養育
チーム」を乳児院内に発足させました。（平成30年
に家庭養育チームはフォスタリングチームに改名）。

フォスタリング機関として先行している事業者
からのコンサルテーションを受けて、まず里親リク
ルート活動を始めました。

そして去年の5月に、長野県と包括的里親支援業
務の契約を締結にして今日に至っています。ですか
ら、契約する前は独自事業として活動してきたわけ
です。また、担当エリアは東信地区（8市町村）です。
● フォスタリング機関の事業活動

フォスタリングチームについては、現在4名のス
タッフで活動しています。内訳は、家庭支援専門相
談員1名、里親支援専門相談員1名、里親ソーシャ
ルワーカー 1名、里親リクルーター 1名の体制です。

私どもの特徴としては、うえだみなみ乳児院と一
緒に歩み、子育てをする養育里親のことを「フォス
ターホーム」と呼んでいることです。里親希望者を
開拓して長野県から養育里親として認定してもらっ
た後に、私どもがフォスターホームとして認定しま
す。従来の養育里親についても希望があればフォス
ターホームとして認定し、里親支援を行います。

活動としては、まずリクルートですね。リクルー
ターがさまざまなツールを使って里親制度のPRな
どを行っています。里親制度を養子縁組と誤解され
ている方も多いので、里親制度を理解してもらうこ
とが大事だと思っています。PR活動では、たとえば

児童相談所の里親に関する業務を整理し、それを民間事業者に委託してもいいという国の方針
が打ちだされました。いち早くフォスタリング機関として活動を始めた「うえだみなみ乳児院」
を訪問し、竹内芳美さん（家庭支援専門相談員）にお話をうかがいました（木ノ内博道）

ユニークな活動のご紹介
フォスタリング機関として活動を始めた

「うえだみなみ乳児院」
▲ フォスタリングチームのメンバー・左が竹内芳美さん

▲ JR上田駅の電飾看板
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また、未委託里親の段階では乳児院のボランティ
アや研修時の託児にお誘いしています。

子どもが委託されたら、家庭訪問や電話連絡を
行っています。最初は週１回からで、ケースの状況
に応じて支援を行います。関係性を強化して信頼感
を高めるのが大事だと思っています。

交流会として、夏にバーベキュー大会、冬はク
リスマス会などを実施しています。

フォスタリング機関を始めて、現在6世帯10名
の方をフォスターホームとして認定し、委託されて
いる児童が3名と委託予定の児童が3名、一時保護
の児童が3名となります。

今後、認定・委託ともに増えていくなかで、しっ
かりとした支援体制を整え、丁寧なアセスメントの

もと地域に里親家庭が増えていくように取り組んで
まいります。

また、今の職員体制のなかで何世帯までの支援
が可能なのかを見極めていきたいと思います。

そして、地域の家庭の予防的な活動としてショー
トステイ里親を検討しています。
● 乳児院事業からの多機能化・機能転換

①里親支援のフォスタリング事業
②妊娠葛藤相談など産前・産後母子支援事業
③子育てに関する予防・家族再統合事業
④特別養子縁組（連携）事業
⑤施設ケア事業
今、うえだみなみ乳児院はこれらの事業に取り

組んでいます。

新刊のご案内

里親制度の史的展開と課題 ―社会的養護における位置づけと養育実態―
貴田美鈴 著　勁草書房　定価6,500円＋税

　貴田美鈴さんといえば本紙でも「戦後里親制度の変遷」で連載をし
ていただきましたが、同様のテーマで書籍を出版されました。帯には
こうあります。「里親制度の今後を展望するにあたり押さえておくべき
史的経緯と関連資料をまとめた基本文献。社会的養護・里親研究の進
展を後押しする。児童養護に関し里親等家庭養護に委託する割合を大
幅に増やす方針が出された「新しい社会的養育ビジョン」。政策転換
に際し戦後の里親制度の歩みを振り返るとともに、当時者へのインタ
ビュー調査を通じ、今後の制度の課題を浮かび上がらせる」。

特性とともに幸せに生きる
高山恵子 著　岩崎学術出版社　定価1,800円＋税

　里親の養育する子どもたちには発達障害が疑われる子どもたちが少
なくありません。そのような事情を考えると、養育に課題をもつ里親
にとってはぜひ読んでおきたい本といえます。
　4つに分かれていて、①発達障がいがあってもよりよい人生を　②支
援者の人たちへ（支援で変わる人生の質）③親御さんへ（親子で幸せ
になるために）④発達障がいのあるパートナーと暮らすあなたへ。そ
れぞれにQ&Aがあり発達障害に詳しくない人でも読みやすい内容に
なっています。
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3倍以上の地域、一方でマイナスの地域も

　10年前と比較する場合、注意しなくてはいけな
いのは制度の変更があったこと。平成21年度の児
童福祉法改正では、それまでひとくくりになって
いた里親を養育里親と養子縁組里親に切り分けま
した。このため、養子縁組を希望する里親が、待っ
ていても子どもが来ないならと、登録を辞退した里
親が多くいました。平成28年度の児童福祉法の改
正では養子縁組里親の5年ごと更新と研修が義務付
けられました。
　また地域によっては、養子縁組を希望する人にも
養育里親として登録してもらうところもあります。
ダブルカウントという意味では、養育里親と専門里
親についてもいえます。ですから、正確な意味での
比較は難しく、この表も参考としてみていただくこ
とになります。
　平成29年度の里親登録数全体では11,730。平成
19年度は7,874ですから、里親は1.49倍の増加に
なっています。増加はしていますが、社会的養護を
担う数字とはいえない増加率ではないでしょうか。
地域別にみると、右の表のように、3倍以上の伸び
を示している地域は金沢市と堺市。一方マイナスに
なっている地域は秋田県、山形県、滋賀県、三重県、
長野県となっています。
　地域性（里親制度についての地域の関心度）や登
録里親の年齢構成（高齢里親の登録が多く引退する
里親が多い）、行政の里親についての考え方（里親
リクルートに努力しているか）など、要因はさまざ
までしょう。

数字
里親制度

でみる
5

　前回ご紹介しましたが、国が統計をとりまと

めている福祉行政報告例をみると、里親制度に

ついてもさまざまなことを知ることができます。

　今回は、最も基本的なことですが、里親の認

定登録を都道府県（市）ごとに10年前と比較し

てみましょう。（木ノ内博道）

認定登録里親数を10年前と比較してみた

福祉行政報告例にみる10年間の里親登録の増減

●平成29年度と平成19年度の比較都道府県市 平成
29年

平成
19年

前回比
(%)

金 沢 市 43 13 331
堺 市 60 20 300
仙 台 市 145 52 279
さいたま市 171 62 276
鹿 児 島 県 156 59 264
佐 賀 県 113 44 257
福 岡 市 193 76 254
浜 松 市 97 40 243
愛 媛 県 144 61 236
新 潟 市 133 59 225
石 川 県 73 33 221
宮 城 県 164 75 219
長 崎 県 141 69 204
名 古 屋 市 176 87 202
千 葉 市 75 38 197
福 岡 県 212 109 194
千 葉 県 480 247 194
横 須 賀 市 27 14 193
札 幌 市 236 123 192
福 井 県 96 53 181
大 分 県 197 111 177
和 歌 山 県 127 72 176
高 知 県 72 41 176
茨 城 県 249 144 173
埼 玉 県 538 312 172
京 都 市 106 63 168
横 浜 市 169 101 167
大 阪 府 232 143 162
兵 庫 県 372 230 162
神 戸 市 119 77 155
川 崎 市 145 94 154
愛 知 県 382 253 151
広 島 市 67 46 146
京 都 府 97 67 145
香 川 県 65 45 144
山 口 県 179 125 143
徳 島 県 63 44 143
鳥 取 県 96 68 141
島 根 県 124 89 139
山 梨 県 151 109 139
栃 木 県 262 191 137
東 京 都 793 584 136
熊 本 県 112 86 130
群 馬 県 174 134 130
岐 阜 県 186 145 128
岡 山 県 118 92 128
広 島 県 137 107 128
神 奈 川 県 222 174 128
静 岡 県 273 214 128
岩 手 県 183 145 126
奈 良 県 131 104 126
北 九 州 市 74 60 123
大 阪 市 113 94 120
富 山 県 73 61 120
福 島 県 190 161 118
北 海 道 519 472 110
宮 崎 県 120 112 107
青 森 県 124 116 107
新 潟 県 176 172 102
沖 縄 県 250 246 102
静 岡 市 84 83 101
長 野 県 191 193 99
三 重 県 197 204 97
滋 賀 県 178 206 86
山 形 県 93 109 85
秋 田 県 71 101 70
相 模 原 市 59 0 0
熊 本 市 72 0 0
岡 山 市 70 0 0
全 国 11,730 7,874 149

0.0 400
（%）

300200100
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　本号より当事者の声を紹介していきます。ユースの声の収集は自らも当事者である山本愛夢さんに。また
コメントはアドボカシー問題に詳しい栄留里美さんにお願いしています。

  子どもアドボカシー 1

ユースたちの声～児童相談所職員について～

●時間を割いて来てくれた。　●進路を一緒に考えてくれた。　●奨学金をまとめて提示してくれた。

◆ 私と話していながら、チェックシートへの記入が中心で私の個別事情については聴いてくれない。
話をする気になれない態度をとられた。

　  　目を見て聴いてくれたり、チェックシートへの記入をするときは一言断りをいれてほしい「メモとって
いい？」と言って。チェックシートを埋めるためではなく、他に話したいことはある？と聴いてほしい。

◆ 大人の話は信じるのに子どもの話には裏づけが必要だった。
　  　子どもの話を心から信じて聴いてほしい。うわのそらで聴かないで。裏付けのために、他の大人に許可なく聴かないで。

◆ 児相職員は里親を信用していないようなのに頼りすぎていると感じた。
　 　もっと里親の相談にのるべき。児相職員はケース抱えすぎ。

◆ 児相の業務は異動が頻繁にあるので公務員ではなく、民間で意欲のある人が運営する方がいいと思う。

①子どもが導く
貴重な経験をお伝えいただき、ありがとうございました。

このユースたちの声からはメモの許可、子どもに許可なく
聴かないで、チェックシートばかりみて…など、大人が主
導して進めているな…という印象をもちました。

子どもアドボカシーは簡単にいえば、子どもの「マイク」
になることです。子どもの声は、子どもを信じない、軽視
するといった「子ども差別」によって排除されがちで、だ
からこそアドボカシーを行うアドボケイトはマイクとなっ
て、子ども自身の声がしっかり聴かれるように働きかけま
す。しかし、子どものため、とはいえ勝手に代弁するわけ
にはいきません。イギリスのアドボカシー研究者であるダ
リンプル先生は「子ども主導」（Child-led）の原則を掲げ
ています。子どもが主役であり、メモをとることも含め、
誰に何を伝えたいかについても許可を得ながら進めます。
すなわち、マイクの「スイッチ」は子どもが持っています。
児相職員も子どものアドボケイトです。とはいえ、児相職
員は安全といった「最善の利益」の確保のために子どもの
意見をすべて認めることはできないという限界もあります。
ですから、可能な限り子どもの許可を得ることが望まれま
す。時に「大人主導」になっていないか？　相手が大人だっ
たら同じように対応するか自問してみましょう。子どもた

ちは、一度聴いてくれない、大切にしてくれないと思うと
次に話すことは難しくなります。
②「内」と「外」のアドボカシー

ユースの指摘通り、日本の児相職員がもつケース数の多
さ、異動の多さ—一人ひとりに向き合えない現状は早急
に改善されるべきです。一方で、職員が増えても、子ども
の安全のために、子ども主導を貫けない限界は認識すべき
です。だからこそイギリスやカナダで制度化されている外
部のアドボカシー機関が「聴いてもらえない」と感じてい
る子どものために必要なのです。日本でも児童福祉審議会
の新たなガイドラインに「意見表明支援員（アドボケイト）」
が昨年度位置付けられました。苦情を申立てる場面で活用
が期待されます。また、今年６月の改正児童福祉法の附則
で「児童の意見を聴く機会」について施行後２年を目途に
必要な措置を講じることになりました。目黒区や野田市の
虐待死亡事件を機に、子どもの声が真摯に受け止められる
制度改善、意識変革が今まさに児相に求められています。
③ユースは良かったこともみている

ユースたちは「良かったこと」 もみており、決して問題
点だけを指摘したいわけではありません。「良かったこと」
に「聴いてくれた」が増えるようにするにはどうすればい
いか？　私たちはユースから学ぶ必要があります。

コメント

プロフィール
山本 愛夢： 20歳。看護学生。高1で保護され里親家庭で2年半過ごす。社会的養護出身の当事者活動に参加している。　　　　　　

里親家庭やひとり親家庭のお手伝いの活動 ｢オリオハナ」 の言い出しっぺ。
栄留 里美： 大分大学健康福祉科学部助教・博士
　　　　　 著書『社会的養護児童とアドボカシー意見表明権の保障を目指して』等。イギリスをモデルに児童養護施設で訪問アドボカシー

を実施中

良くなかった
こと

良かった
こと
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田
 た なか

中 友
ゆ か こ

佳子

陸し、朝鮮満洲国境を通過して、哈爾濱（ハルビン・現

黒竜江省）へと向かいました。栄久さんの遺した備忘録

には、「零下5 ～ 10の寒冷肌を指す中、徒歩行軍にて北

満佳木斯（ジャムス・現黒竜江省）に到着、治安警備に

当る」と書かれています。約1年後に帰還できたものの、

1937年に「盧溝橋事件」が勃発。1939年に新設された

第37師団第37連隊に転属し、再び博多港を出発、天津

に程近い渤海湾の塘沽港（タンクー港、現天津市）に上

陸し、転属を経て天津の西方に位置する保定（バオディ

ン、現河北省）で幹部候補生隊に配属されました。

保定に配属された頃、栄久さんは10代半ばの身寄り

のない日本人の少年と出会いました。この少年に鳥取の

家を訪ねるよう書いた紙を渡し、たった一人日本内地へ

と送り出したのです。もしも満洲に留まっていたら、引

揚時に命を落とすか、残留孤児になっていたかもしれま

せん。無事に鳥取に到着した少年を、栄久さんの妻・春

子さんは迎え入れました。彼を助けた経緯ははっきりし

ませんが、「人の子を預かって育ててやる程の大きなたす

けはない」という天理教の教えが、栄久さんや春子さん

の行動の礎になったと考えられます。このとき家には長

男・建彦さんの姿もありました。建彦さんは栄久さんが

満洲の地を再び踏んだ年に産まれ、終戦を迎える頃には

父親を見たことのないまま6歳になっていました。戦地

から春子さんに送られた手紙には「建彦の〔国民学校初

等科への〕入学も今年ですね。進学する事をたのしみに

してゐる事でせう。どうか御国の御役に立つやうな立派

な日本人に育つてほしいものだと切に願つてゐます」と、

息子の成長を気遣う言葉と、軍人としての気概がしたた

められています。

栄久さんは1945年12月に復員しますが、混乱した社

会で生きる目的を失っていました。生と死の狭間にあっ

た戦地での経験を、栄久さんは次のように語っています。

「ある時、殺すくらいなら殺された方がいい、と思って

前回の連載で記した秋田県里親会連合会の設立経緯

をふり返ると、まず地区里親会が発足し、その代表者が

1954年5月全国里親会連合会の結成大会に参加し、県

里親会の設立を促したことが分かります。これに対して、

全国里親会連合会の結成より前に設立された県里親会と

して、千葉県、栃木県、群馬県、長野県、鳥取県、島根県、

広島県、熊本県などが挙げられます。意外ですが、日本

で初めて県里親会が創設されたのは、全国里親会連合会

結成に関わった関東甲信地域ではなく、鳥取県でした。

鳥取県里親会の創設までの詳細は定かではありませ

んが、里親第一号・田中学稟氏、第二号・西村長太郎氏、

初代会長となる斎藤貫一氏などの尽力のもと、鳥取県

婦人児童課と協議が重ねられ、1950年9月1日に発足

したことが分かっています＊１。今回は、鳥取県里親会

の立ち上げの一翼を担い、また天理教里親連盟の発足

にも寄与した升
ますもと

本栄
しげひさ

久さんに焦点を当てたいと思いま

す。写真や手紙、備忘録、取材記事などをもとにその

足跡を辿ると、活動に対する信念や信仰とともに、当

時の里親の置かれた状況も見えてきます。

升本栄久さん（以下、栄久さん）は、鳥取県気高郡（現

鳥取県鳥取市）で天理教教師を務める父のもと、1912

年に生まれました。旧制高等小学校を卒業し、近くの農

機具店で丁稚奉公を積んだ後、「何か無性に勉強がした

い」という思いで上京。早稲田大学専門部で学び、マル

クス・レーニン主義に触発されたといいます＊２。その後、

天理教校別科を修了し、1933年に大日本帝国陸軍第10

師団歩兵第63連隊に入隊しました。栄久さんの青春時

代は、まさに日本が日中戦争、太平洋戦争へと向かう時

期に重なります。1931年「満洲事変」が勃発、翌年に

満洲国が建国され、大陸の緊張関係が高まる中で入隊し

た栄久さんは、すぐに広島の宇品港を出発、釜山港に上

戦後里親制度の変遷❻

日本初の県里親会・鳥取県里親会

満洲で出会った少年をきっかけに

戦地の記憶と里親・教誨師としての活動

九州大学学術協力研究員 博士(教育学)

鳥取県里親会・天理教里親連盟の創設者、升本栄久さんの足跡を辿る
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引き金を引かなかったんです。次の瞬間、顔に肉片が

飛んできた。横を向くと、戦友が胸を撃ち抜かれてい

てね。「お母さん」と言いながら、死んだんです。」「私

はね、あの戦争で私自身の手を血に染めたんです。そ

の苦しみから、里子や出所した受刑者を家に引き取っ

てきました。」＊２十数年間を戦争に費やした経験が、栄

久さんを苦しめると同時に、生きる意味にもなったと

いえるでしょう。1948年に天理教温條分教会長に任命

されると、鳥取刑務所の教誨師（刑事施設の受刑者に

対して講話や宗教儀式などを無償で行う。北海道の空

知集治監の教誨師となり、後に感化院・家庭学校を設

立した留岡幸助などが著名）となり、さらに創設され

て間もない里親制度に登録しました。

結核療養所の入院患者の子どもを預かったり、刑務所

出所者の身元引受人となったことで、20人ほどの「大家

族」が温條分教会で生活しました。現在のファミリーホー

ム、自立援助ホーム、自立準備ホームなど、複数の福祉

施設の役割を教会が果たしていたのです。この「大家族」

の衣食住を支えたのは、妻の春子さん、そして建彦さん

の妻・由美さんでした。栄久さんも「食事や洗濯など身

の回りの世話は妻の仕事。二十人分の食事を二度三度つ

くるだけでも大変なことですよ。でも、妻は死ぬまで、

不平を口にすることはありませんでした」＊２「今日まで

教誨、里親活動を続けてこれたのは家内の全面的な手だ

すけがあったればこそ」＊３と、偉大な貢献に深い感謝の

意を示しています。

鳥取県里親会副会長・同県東部里親会会長を務める

など功績が認められ、栄久さんは1976年に藍綬褒章を

受章します。その後も活動を続け、1980年には天理教

福祉課長に対し里親会結成を要請しました。翌年6月

に全国里親会長・渥美節夫氏、天理教会本部の表統領

室次長、天理教信者の里親15名が出席して里親登録者

懇談会が開催されました。11月の天理教里親連盟設立

準備委員会で栄久さんは委員長に任命され、翌月の常

詰会議で結成が承認されるに至ります。1982年6月に

は天理教里親会創立総会が開かれました（翌年、天理

教里親連盟に改称）＊４。

このように長年にわたり里親・教誨師の活動を続け、

組織の立ち上げにも寄与してきた背後に、栄久さんとご

家族のたゆまぬ努力があったことを見過ごすことはでき

ません。温條分教会の「大家族」の生活は決して余裕が

あったわけでなく、「家にはいつも二十人くらい人がいて、

常にお金がなくて、よくかゆをすすって空腹をいやしま

＊１ 全国里親会編（1997）『里親読本シリーズ・地域里親会
活動実践事例集』第48集

＊２ 「昭和私史1 教戒師升本栄久さん」『朝日新聞』地方面鳥
取版, 1989年1月18日

＊３ 鳥取教区東部支部（1976）「われらようぼく③」『東部支
部報』73号

＊４ 天理教里親連盟（2012）『天理教里親連盟・創立30周年
記念大会』天理教里親連盟

＊５ 「秋の叙勲52人に栄誉 勲五等双光旭日章 教誨師升本栄
久さん」『朝日新聞』地方面鳥取版, 1988年11月3日

＊６『天理時報』第3093号, 1988年11月20日

引用文献

篤志家が担ってきた役割の大きさ

〔写真6-1〕 鳥取刑務所に寄贈した「升本文庫」の前で
　　　　　ほほえむ升本栄久さん＊６

した」＊５と、栄久さんは回想しています。また、子ども

を「ぱっと連れてこられて」受託することもありました。

地域の人々や児童相談所等関係者による篤志家への期待

と信頼、それに少し無理をしても応えたいという篤志家

の献身的な姿勢が見て取れます。このような篤志家の善

意と自負に頼ってきたのが、2000年代以前の里親制度

でした。本連載の第2回で貴田美鈴先生は、1987年「家

庭養育運営要綱」が40年ぶりに「里親等家庭養育運営

要綱」に改められたとき、「篤志家から普通の人・ボラン

ティアへ」と里親の位置づけが変わったと指摘していま

す。これは、公共的問題の解決を独自に担ってきた篤志

家の役割の大きさ、活動に対する献身性を過小評価する

ものだったといえるでしょう。現在、里親の位置づけは

篤志家あるいはボランティアによる「個人的な養育」で

はなく、公的責任と支援に基づく「社会的な養育」へと

変わりつつあります。篤志家が責任と負担を一手に担う

養育から、里親とフォスタリング機関が連携する「チー

ム養育」へ―里親制度は重大な転機を迎えています。

謝辞 　インタビュー調査と史料収集にご助力くださった天理教温
條分教会・升本由美さん、里親支援とっとり所長・遠藤信彦
さん、ご協力くださった皆様に深く感謝申し上げます。

　　　本稿はJSPS科研費17K13989の助成を受けたものです。



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「措置変更」について考え

てみました。２人の里母の貴重な体験をご

紹介します（船矢佳子）

今回のテーマは「措置変更」です。さまざまな形の
措置変更がありますが、とくに問題になるのは不本意
な措置変更の場合でしょう。「不調」と呼ばれることも
あり、里親の心に大きな傷を残します。今回はなかな
か話しにくいこのテーマに、2名の里母さんが勇気を出
して語ってくれました。うち一人はご本人が編集部に
直接原稿を寄せてくださいました。取材させていただ
いた里母さん、原稿をお送りいただいた里母さんのお
ふたりに感謝しつつ、ご紹介いたします。

家庭の中に異質なものが入ってきた

里親A子さんは約8年前に里親登録をしました。福
祉系の仕事をしていた関係で、親がいない子どもの存
在や里親制度のことは以前から関心を持っていました。
小学生の娘が高学年になって子育てにも少し余裕が出
てきたので、社会の役に立てたらと思い、登録しました。

すぐに1歳半の女児C香ちゃんが委託されました。
約3か月の交流中は、正直可愛いとは思えなかったけ
れど、イラつくこともありませんでした。「そのうち可
愛く思えるかな」「いろいろあった子だから可愛く思え
なくても当たり前」と自分に言い聞かせ、彼女との生
活がスタートしました。家族みんなで新しい子どもを
迎えるつもりでした。

…でも、それは予想外の結果となりました。Ｃ香ちゃ
んはカンにさわる泣き方をし、コミュニケーションが
とりにくく、食事の仕方もぐちゃぐちゃ、食器の扱い
方も雑でした。同じことを何度言ってもきかず、大切
なものも平気で踏みつけて歩きます。「おもちゃだって
踏んづけられたら痛いよ。大切にしようね」と言って
も通じません。まるで「いままで大切に守ってきた家
庭の中に、何か異質な物が入ってきた」という感じで
した。

A子さんはイライラが募ってストレスがたまり、と

きどき理由もなく涙が出るようになりました。児相に
相談し、レスパイトを使い、里親仲間に悩みを聞いて
もらってもどうにもなりません。そのうち実子が友達
に意地悪したり、黙って他人の物を持ち帰るようにな
りました。頭を壁に打ち付ける様子も目撃しました。
実子の変わりように愕然としたA子さんは「もう無理
だ」と観念し、Ｃ香ちゃんは返されることになりました。

立ち向かうより逃げて反省

C香ちゃんを受託して約半年。結局最後まで可愛い
とは思えませんでした。連絡すると児相はすぐC香ちゃ
んを迎えにきました。実子には本当のことが言えず、「Ｃ
香ちゃんはうちよりもっといい場所にいくことになっ
た」とだけ説明。大人になったら読んでもらうように、
支援機関の職員が、実子に宛てた手紙を用意してくれ
ました。

Ｃ香ちゃんの措置変更先は、Ａ子さんもよく知って
いる里親宅でした。「信頼できる里親さんに託せたこと
で少しほっとしました」（Ａ子さん）。それでも、返し
た直後はすべてのことに自信を失い、落ち込んで毎日
ふさぎ込む日々。「時間がたてば少しは気持ちが落ち着
いて、短期の子ぐらいは預かれるかなと思ったのです
が、ぜんぜんダメでしたね」（Ａ子さん）。そんな時、
たまたまネットで見つけたのが「立ち向かって傷つく
よりは逃げて反省すればいい」という一文。この言葉
に押されて「そうか。逃げていいんだ。私は今、反省
するために逃げよう」と、Ａ子さんは里親をやめるこ
とにしました。
「里親をやったことは後悔していません。もう少し妥

協すればよかったかなとか、いろいろ思うことはあり
ますが、やってみないとわからないこともある。人が
できることには限りがあって、私にとって里親は『でき
ないこと』だった。そこに気づけたことがよかったと

体験談を
シェアしよう!

テーマ  措置変更12
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思います」（A子さん）。Ｃ香ちゃんを返してから、幼い
子どもを抱いたり、生き物を触ることができなくなり
ました。「子どもも生き物も大好きだったんですけどね。
あれから何かを『可愛い』と思う気持ちが湧かなくなっ

て」（Ａ子さん）。恩返しの意味も込めて数年はボラン
ティアで里親会のお手伝いをしていましたが、今はそ
れも離れました。最近は他の仕事で忙しくなり、A子さ
んにとって里親時代は遠い思い出となっています。

● 思春期
「このままだと、ここにはいられなくなるよ」
中２の春休みでした。半年ほど前からLINEのや

り過ぎで、Ｂちゃんと私は対立するようになって
いました。自分から暴力を振るったことも、椅子
を蹴ったことも、後で話すと「えっ？」という顔
をして覚えていません。一時保護から帰ってきて
も、またすぐ睨みつけ暴言を吐く姿に戻ってしま
います。タブレットを24時間手放さず、ラインに
のめりこみ、家で私たちとの会話はなくなりまし
た。「小さい時からずっとＢちゃんのこと愛情もっ
て育ててきたんだよ。褒めることだけでなく、叱
ることも愛情なの。関心がない人には何も言わな
いでしょう」と言っても伝わらない。これでは里
親子とも疲れ果て日常生活が困難になると児相へ
伝えたところ、里親失格とみられている気がして
とてもショックでした。

Ｂちゃんは再び一時保護となり、その後我が家
へ戻ることはありませんでした。「盗みがやめられ
ず里親さんたちを困らせるから、施設に行って一
時的にここに来るのがいい」と彼女はあっさりと
離れ、児童福祉施設に入りました。「親じゃない」
とも言われました。

発達障害があり、難しい子だと言われて9年間、
普通が何かわからなくなるほど寄り添い育ててき
た結果がこれでは…。里親を辞めようかと落ち込
んでいる時、里親仲間や里親家庭支援員の方々が
慰めてくれました。里親失格と思い詰めていた私
の心は、幸い早い段階で回復に向かいました。措
置変更は養育の失敗ではなく、養育の「バトンタッ
チ」です。これからも絆の端くれでもつかんでＢ
ちゃんに寄り添っていきたいと思います。

寄稿　 養育のバトンタッチ
　　　～措置変更を経験した里母さんから

Ｈ19年に里親登録をしました。実子がいない私た
ちはＨ21年に当時一時保護中だった3歳11か月の女
児Ｂちゃんを受託しました。面会のため雪の中を往復
5時間、3日連続で車を走らせたことを覚えています。

最初から「難しい子です」と児相に言われていま
した。覚悟はしていましたが、想像以上でした。褒
めても叱っても無表情。いつも不満げな顔はまるで
うつ状態のよう。言葉も2語文しか話さず、半年たっ
てもコミュニケーションがとれません。日常の生活
習慣もなかなか身につかず、急な予定変更があると
カンシャクをおこします。委託後2年くらいは精
神的にへとへとで、先輩里親さんへ何度もSOSを
出して相談にのってもらい、そのたびに「自分は
一人じゃない」と奮起して乗り切っていました。
● 児童期

小学校１年生の時、宿題をしていて「違うよ」と
言ったら、床にゴロンとひっくり返り30分くらいご
ねていました。相変わらず日常生活の指示が通りに
くいので、２年生の時に療育センターに行ったら自
閉症スペクトラム障がい（アスペルガー症候群）と
の診断を受けました。それからは発達障害センター
に定期的に通いながら手探りで養育する日々。やが
て私自身の気持ちも変化し、「一番困っているのは
私ではなく、実はＢちゃん」と思えるようになりま
した。Ｂちゃんが抱えている生きづらさを少しでも
軽くすることができたらいい。否定的な言葉は言わ
ず寄り添うようにしました。盗みをすることもあり
ましたが、そのたびに頭を下げて回り、あまりきつ
く叱りませんでした。発達がゆっくりだから、もう
少し大きくなったらわかると思っていました。

編集部に寄せられた、ある里母さんからの体験談です。ありがとうございました。プライバシー保護のため原稿
に若干手を加えた上でご紹介させていただきます。
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2019年8月～ 10月末トピックスホット H O T  T O P I C S

『里親だより』は季刊で発行しています。本号で
は2019年8月から10月末までの動きをお知らせ
します。

全国里親会関連の動き
◆全国里親大会・会長会議・会長研修会
　10月12日（土）・13日（日）に予定されていた全国
里親大会（宮城仙台大会）は台風19号の上陸が予想さ
れるため中止となりました。
　10月11日の会長会議、12日の会長研修会について
は予定通り実施されました。
◆里親制度研修講座を開催
　全国里親会主催の里親制度研修講座が10月3日に自民
党本部において開催されました。参加者は約350人。開
催にあたって加藤勝信労働大臣より祝辞をいただき、
塩崎恭久前厚生労働大臣の基調講演、NHKの作成したビ
デオ上映、パネルディスカッションなどが行われました。

◆ブロック大会の開催
　9月1日、かがわ総合リハビリテーション福祉セン
ターで四国地区里親研修大会が開催されました。参加
者は125人。

　9月8日、登別万世閣で北海道地区里親研修大会が開
催されました。参加者は158人。

◆ワンラブ・キャンペーン
　10月4日の里親の日に、全国一斉にワンラブ・キャン
ペーンが展開されました。全国104か所（約800人）。日
本こども支援協会が主催。全国里親会が後援しています。

厚生労働省関連
◆来年度の概算要求が発表されました
　厚生労働省から来年度の概算要求が8月末に発表に
なりました。その中で、里親関係は「里親への委託前
養育支援事業等（新）」、「里親養育包括支援（フォスタ
リング）職員研修事業」、「里親制度・特別養子縁組制
度の普及促進（拡充）」があり、里親への委託前養育支
援事業では、新しく補助基準額（案）が計上されてい
ます。
　① 里親への委託前養育支援事業　
　 　一般生活費：1,689円（日額）
　　マッチング訪問旅費：3,490円（日額）
　　里親研修旅費：3,490円（日額）　
　② 里親への短期預かり委託支援事業　
　 　ⅰ 短期預かり生活援助：2歳未満時8,630円（日額）、

2歳以上児4,720円（日額）　
　　ⅱ 夜間養護等：基本分900円（日額）、宿泊分900

円（日額）、休日預かり事業2,100円（日額）

▲ 四国地区里親研修大会の風景

▲ 北海道地区里親研修大会の風景

▲ 講演をする塩崎恭久前厚生労働大臣

▲ 研修講座には全国から約350人が参加
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話題の言葉 （社会的養護・子ども・若者・女性）
――皆さんはどれだけ知っていますか。詳しく知り
たい方はネット検索で。（木ノ内）

▶ 産後ドゥーラ（産前産後の女性に寄り添い、家事や育児
など生活全般を支援する活動が広がっている）

▶ わんぱくサンド（たっぷりの具材を挟んで半分に切り断面
をきれいに見せるサンドイッチがインスタ映えすると人気）

▶ キッズサングラス（子どもの紫外線対策で子ども向けサ
ングラスが売れている）

▶ アスリートシッター（ベビーシッターサービスで、スポー
ツや音楽などを教えるシッターが増えている。子どもを
短時間預けて習い事もできると忙しい共働き夫婦に好評）

▶ イン・チャイルド（気になる子、気がかりな子など、包
括的な教育を必要とする子どもが増えている。発達障
害などの診断を受けていなくても学習や生活上の困難
があり、支援の必要な子のこと）

▶ 子ども六法（子どもに関係の深い法律をわかりやすく
解説した本が発売されて人気）

▶ ペダルなし二輪車（幼児向けの地面をけって進む二輪車
での事故が増えている）

▶ 水上遊具（としまえんのプールで8歳の女の子が水面に
浮かぶビニール製の遊具の下に入っておぼれ死亡した。
安全性や監視体制の見直しが進む）

▶ 共同面接（虐待の確認に児童相談所、警察、検察が連携
して被害内容を確認する動きが急増している）

▶ 育児（意気地）なし（イクメンの反対語が取りざたされ
ているが決定打がない）

▶ パパ・カフェ（悩みを共有できるパパ友がいないなど、
養育に悩む父親が子育てへの関わり方を話し合える場
所を作る動きがある）

▶ ピア学習（不登校の経験のある生徒などが支え合いなが
ら仲間との関係作りの方法を学ぶ授業が広がっている）

▶ うきこぼれ（落ちこぼれの対義語。授業に物足りなさ
を感じて不登校になったりする）

▶ ギフテッド教育（ひとつまたは複数の領域で傑出した
才能を持つ子どものこと。そうした子どもへの教育に
関心が高まっている）

▶ ポリティカル・コレクトレス（誰にも不快感を与えな
い言葉を使うべきという考え方）

▶ 子どもアドボカシー（子どもの声を聴きながら問題を
改善していく動き）

▶ 親なきあと相談室（障害のある子は親が亡くなったり
病気になったりしたらどうしたらいいのだろう。複雑
な福祉について一元的に相談できるので好評）

▶ 中２病（思春期にありがちなちょっと恥ずかしい言動。
母親に「どこにいくの」と聞かれて「外」と答えるなど）

▶ ひとり親審査（児童扶養手当の審査を巡って交際相手
や妊娠の有無を確認する一部の自治体の対応に疑問の
声が上がっている）

▶ 学生FD（FDはファカルティディベロップメントの略。
大学生の視点で理想的な授業や教育環境の充実を目指
すこと。大学設置基準の改正で義務付けられた）

▶ キッズコスメ（幼児から小学生の子ども用の化粧品が
人気）

▶ 心理的DV（目黒虐待死事件で保護責任者遺棄致死の罪
に問われた母親の裁判で、夫からの心理的DVを受け
ていたことは否定できないとした）

▶ スタンディングデスク（授業中に立った状態で机を使っ
たり押して移動できる机が注目されている。座りすぎ
が体に悪影響を与えるとの考え方から）

▶ 外国人就学（外国人の子どもで学校に通っていない可
能性があるのは2万人、との文科省調査）

▶ 民間学童保育（放課後の小学生を預かる学童保育に民
間企業の参入が相次いでいる）

ＴＥＬ：03-3404-2024　ＦＡＸ：03-3404-2034 
e-mail：info@zensato.or.jp

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
問合せ先

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

お振込の場合 クレジット決済の場合

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

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

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。

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
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●里親になりたての方に、里親の役割ではなくて存在意義について聞かれました。考えてもいま
せんでしたが、そういう問いの立て方も必要でしょう。（木ノ内）●おすすめの本はどちらも「当

事者支援」がキーワード。当事者が声を上げることの難しさを思い、その中で勇気を出して声を上げた人
たちにエールを贈りたいです。（船矢）●いよいよ夏も終わり（とっくに終わっていましたが）、少し肌寒
くなってきたせいか、風邪にしっかりかかってしまいました。皆様もお身体ご自愛くださいね。（齋藤）

編 集
後 記

● おすすめの本 ●

「困っていません」と言われた時、あなたならどうしますか?
「困った時にSOSを出す」ことを「援助希求能力」と言

うのだそうです。よく里子が自立後に音沙汰がないので「順
調なのだろう」と安心していたら、大変な状況になってい
た…などという話を聞きます。このとき周囲は「なぜもっ
と早く知らせてくれなかったのか」と悔やみ、「困った時に
助けを求められることが大事」と援助希求能力を高める重
要性を訴えます。しかしこの問題、実は児童虐待や社会的
養護の子どもだけでなく、貧困、いじめ、依存症、自傷、
自殺、性被害などさまざまな領域の支援困難事例に共通す
る問題なのだそうです。

本書はそれぞれの現場で支援にあたっている医療・福祉・
民間支援団体などのメンバーが「援助希求能力の乏しい人
たち」について書いたものです。そもそも助けを求める行
為は、自分の困難さを暴露することで、時に偏見や屈辱に
さらされるリスクも含み、簡単に発信できるものではない

「助けて」が言えない ―ＳＯＳを出さない人に支援者は何ができるか
松本俊彦 編　2019年7月発行　㈱日本評論社　定価1,600円＋税

と指摘しています。子ども時代の逆境
的体験により助けを求めてはいけないと思い込んでいる人、
助けを求める方法を知らない人、助けを求めたけど無視さ
れたから「助けは要りません」という人。助けを拒否する
ことで尊厳を保つ人…。助けを求められない人にはそうな
るだけの理由があることを丁寧に紹介しています。

また困難な状況にある人に「困ったら相談してね」と
「SOSを出させる」ことが本当にいいのか、援助希求能力
を求めるアプローチにも疑問を投げかけています。援助希
求能力を要求することは、当事者と支援者が1対1の閉じ
た関係になりやすく、かえって孤立を招きかねないといい
ます。本当に力を注ぐべきは、もっと地域社会に働きかけ、
当事者が関われる人や場所を増やすこと。それこそが支援
仲間を増やし、結果的に当事者が「助けて」と発信しやす
く、かつ支援者が疲弊しない環境を育むことにつながると
語ります。

子どもに関係ある法律、子どもが知っておいた方がよ
い法律を、子ども自身（対象 小学校高学年以上）が読め
るようにわかりやすい表現で紹介した本です。法律の本で
すが、著者は弁護士ではなく小学校時代にいじめ被害を経
験した人。「当時の自分に法律の知識があれば、自分で自
分の身を守れたかもしれない」と強く思い、大学生になっ
た時「法教育を通じたいじめ問題の解決」をテーマに研究
を始めました。その活動の中で制作した法教育の副教材が
土台となり、誕生したのが本書です。

扱っているのは刑法、刑事訴訟法、少年法、民法、民
事訴訟法、日本国憲法、いじめ防止対策推進法の7つ。た
とえば「『あいつ、キモイ』など人前で誰かをバカにする
と刑法第231条の侮辱」になり、「『死ね』と気軽に人に
言うと刑法第202条自殺関与及び同意殺人」にあたるな
ど、子どもの身近で起きそうなことを例に挙げて説明して
います。「大人が子どもに必要な世話をしないのは刑法第
218条保護責任者遺棄等」にあたり、親権は子どもを健全
に養育するという義務を果たすため与えられた権利であっ

て、もし「親から虐待などを受けたら
民法第834条により親権喪失」もあり得るといい、「子ど
もには生きるための世話をしてもらう権利がある」と教え
ています。

暴力をふるわれて何もペナルティがなかったら、私た
ちは安心して生活することはできません。法律は堅苦し
く見えますが、安心して暮らすために必要なものです。
本書は、とくに子どもに向けて情報発信することで、子
ども側からSOSを発信しやすくなることがねらいです。
巻末に警察の少年相談、児相や弁護士会の窓口なども掲
載し、最初に相談を受けた大人が動かなかった場合に、
親と学校以外の他の大人に助けを求められる場があるこ
とを伝えています。また大人に対するメッセージとして、
法的根拠を知ると子どものSOSを受けた時、大人も問題
解決に動きやすくなること、苦しむ子どもを発見してど
うやって助けるかを考えるのは大人の義務だと訴えてい
ます。

こども六法
山崎聡一郎 著　2019年8月発行　㈱弘文堂　定価1,200円＋税

船矢佳子




