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家庭復帰後も里親さんの支援が有難かった
ピラティスインストラクター

山川 宏美（大阪市在住）

私は現在48歳、２児の母親です。2歳の時に両親が離婚

3姉妹のうちのひとりが児童相談所

して、いったんは母と暮らすのですが、その後、父に引き

の職員をされていて、
その方に相談し

取られて、3歳の時に児童養護施設に入所します。当時、父

たら、
里親会などで自分の体験を話し

は宮崎県に住んでいたので、宮崎で保護され、宮崎の社会

てみたら、
と勧められました。それで、

的養護のお世話になります。4歳の時に、里親家庭で暮ら

少しずつですが、
そうした活動をして

すようになり、12歳からはまた大阪で母と暮らすようにな

います。
大阪の家庭養護促進協会の岩

りました。

崎さんとも知り合い、
里親制度の啓発、 ▲ 山川 宏美さん

母と暮らすようになってからも何かと里親さんのお世

東大阪の里親会などで自分の体験を話したりしています。

話になりました。
料理に関することはすべて里親さんに電

やっとそうした活動を始めたばかりです。
私自身は、
普

話で教えてもらいました。
里親さんの実子、
娘さん３人と

通の人生だと思ってきたのですが、
友人たちに話すと「苦

は今でもお付き合いがあります。

労をしたんだね」
といわれます。
運がいい、
といわれたこと

私は、
家庭に帰った後も、
母とうまくいっていませんで

もあります。
各地で自分のことを話して、
それが同じ境遇の

したから、
里親さんが何かと連絡を取ってくれて、
アドバイ

人たちの力になるのなら、
と思って、
最近はこの活動に力

スをくれるのはとてもありがたかったです。
直接はいいま

を入れるようにしています。

せんでしたが、
私を育てて、
嫁に行くまで面倒を見ようと

我が家は以前、
夫が転勤族で、
各地を転々としていまし

思っていたようです。
考えてみると、
こうして今があるのは

た。
私自身も孤独ななかでの子育てでしたが、
同様にママ

措置解除後も里親さんが何かと面倒を見てくれたおかげ

たちが子育てに疲れているのを目の当たりにしました。
そ

だと思っています。
里親さんは常に私の心のよりどころで

こで、
笑顔で子育てができるといいな、
子育て中のママた

した。
その里親さんも今は亡くなってしまいましたが。
残念なのは、
里親さんが遠くから訪ねてきても、
母や祖
母は「なんでくるんだ」という態度でした。
23歳で結婚して、
子どもが生まれた時に、
母には内緒で
宮崎まで里親さんに会いに行きました。
いま、
子どもも大き
くなり、
下の子が今度中学生になります。
そろそろ、
何か自
分にできることで恩返しができないかと思っています。

ちがコミュニティに加われればいいな、
と思ってピラティ
スインストラクターの資格を取って、教室をはじめまし
た。
ピラティスってヨガに似ていますが、
体幹を鍛えるエ
クササイズで、
ストレスを減らして自律神経を回復させる
働きがあります。誰でも簡単にできます。
こうした子育て支援活動も合わせて、
里親制度の啓発が
できたらいいな、
と思っています。

どうしたら里親を増やせるか、

を考える

「里親」
意向に関する意識・実態調査
平成 28 年に改正された児童福祉法では、子どもが家庭で養育できない場合はそれに代わる家
庭を用意することとしています。また、昨年 8 月に取りまとめられた「新しい社会的養育ビジョ
ン」においても、乳幼児を中心に施設養護から里親などによる養育にシフトする計画が盛り込
まれています。そこで、どうしたら里親を増やすことができるかが喫緊の課題となっています。
里親開拓のために参考になる調査データがこのほど日本財団から発表になりました。調査名は
『「里親」意向に関する意識・実態調査』
（2017 年 11 月実施）。里親になりたい人は社会にどの
くらいいるのかなどを調査したものです。調査の概要をご紹介します。
（木ノ内博道）
意向者のうちで「すぐにでもなってみたい」人は 1

はじめに

割強。意向があるとはいえタイミングや条件が整わな

この調査の目的は、今後の日本における里親意向を
高めるためのヒント（特にコミュニケーション戦略）
を導き出すことが狙いです。そして、①里親意向のあ
る人はどんな人なのか、②里親意向のない人が意向あ
りになる、あるいは里親意向のある人が実際に里親に
なるには、どのようなコミュニケーション戦略が必要
か、などを調べました。

里親意向者のうち実際に里親登録する人がどのくらい
いるかは不明ですが、一般に3 ～ 4％といわれています。

里親のイメージ
里親のイメージについては、
「どちらともいえない」
が 5 割。大半の人が良くも悪くもないイメージです。

調査は2つ行われています。①本調査：全国20 代～ 60

しかし、良いか悪いかで聞くと「良いイメージ」が 4

代の男女を人口構成比に合わせて10,000サンプル回収、

割を占め多めとなっています。良いイメージを抱いて

②サンプル調査：全国30 代～ 60 代の男女で、里親にな

いるのは 20 代の女性。養子縁組と里親を混同している

ることができる属性に合致する1,500サンプルを回収（里

人は約 3 割。男性では「特に何も浮かばない」との回

親意向あり700サンプル＋里親の意向なしから800サン

答が多くありました。

プル）
。サンプル調査では、里親制度などを説明したうえ
で意向のあるなしがどう変化したかなどを聞いています。

里親の知名度

里親をする人のイメージは「経済的に余裕がある人、
子どもが好きな人」が 5 割台。次いで「実子がいない」
「世
話好き」
「社会貢献に熱心」などが続きます。また、里
親に委託される子どものイメージは「幼児」
「乳児」
「小

まず、里親という言葉を聞いたことがあるかどうか

学生」などが多く、
次いで「助けが必要な子が多そう」
「傷

を聞いています。里親という「名前は聞いたことがあ

ついている」
「心を閉ざしている」など特殊な環境で育っ

る」は 4 割程度で最も多く、
「内容をある程度知ってい

てきた背景を感じさせる項目が続きます。

る」は 3 割。「よく知っている」は 1 割未満という結果
になりました。8 割弱が里親について知っていると答え
ています。

里親意向の理由
里親意向者の意向理由は「家庭を必要とする子ども

さらに、里親経験者がどのくらいいるか聞いたところ、
「里親を過去にやったことがある人」は全体の 2％未満。

を助けたい」が 7 割と圧倒的に高くなっています。
3位に「社会的貢献がしたい」が上がっており、意向者
の意識としては「子どもを助けて社会のために貢献したい」

里親意向

■

いと実施には至らないようです。

という意識が強いようです。2位は「子どもが好きだから」
。

「里親になってみたい」
「どちらかと言うと里親になっ

性別と年代でみると「女性・30 ～ 40 代」で「子育

てみたい」人は 6.3％。明確に「里親になってみたいと

てをしたい」
「実子がいない」が高め。
「男女・60 代」

は思わない」人が 60.0％という結果です。

では「実子の子育てが終わった」
「自分にもできそう」
「時
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■里親の意向はあるが、現状里親になっていない理由（里親意向者ベース）
50%
40%

38.6

33.7

全体（あてはまるものすべて）
全体（最もあてはまるもの一つ）

26.0

30%

24.7

24.1

21.7

20%

20.3

20.0

19.7

17.0

10%
家か狭いから

専門的な知識やスキル
が必要そうだから

実子の子育てが
終わっていないから

漠然と大変そうだから

仕事や生活への負担が
心配だから

どこに相談すれば
いいのか
わからないから

里親制度について
よく知らないから

預かった子どもが
大きくなるまで自分が
健康でいられるか
わからないから

子どもの人生を
左右するので
責任が重いから

経済的負担が
心配だから

0%

■里親になってみたい理由（里親意向者ベース）
100%
80%
60%

全体（あてはまるものすべて）
全体（最もあてはまるもの一つ）

70.7

47.6

40%

38.7

20%
0%

家庭を必要と
する子どもを
助けたいから

子どもが
好きだから

社会貢献を
したいから

29.0

実子の子育て
が終わったから

25.4

子育てを
したいから

間・経済的に余裕がある」が高めでした。
里親意向者、非意向者ともに、ハードルとなっているの
は「経済的負担が心配」
「子どもの人生を左右するので責
任が重い」
「預かった子どもが大きくなるまで自分が健康
でいられるかどうかわからない」といった、負担感が上位
に上がっています。また、
「里親制度についてよく知らない」

19.7

18.7

実子が
いないから

自分にも
できそうだと
思ったから

17.9

時間に余裕が
できたから

10.4

4.6

1.7

経済的に余裕
があるから

補助金が
でるから

その他

意向者の心理学的属性では「社会や地域に役立つ人
生を送りたい」と考える人が非常に多くなっています。

里親を何で知ったか
里親についての認知経路として多いのは「テレビ番組」
（67.3％）で、これから里親を PR していくにはテレビ

「どこに相談すればいいのか分からない」といった、里親

は欠かせないメディアといえます。また意向者の特徴は

制度に対する理解度の低いことも要因になっています。

非意向者に比べて「新聞」
「インターネットのニュース

受け入れたい子どもの年齢については「乳児」が 4

サイト、ニュースアプリ」
「本」
「雑誌」
「インターネッ

割でトップ。次いで「幼稚園児・保育園児」が 2 割強

トの行政関連（児童相談所等）のホームページ」のスコ

と続きます。受け入れたい子どもの年齢上限としては

アが高く、情報感度の高い人が意向者に多いといえます。

「小学校低学年」が 3 割弱でトップ。次いで「幼稚園児・

里親意向のきっかけは「テレビ番組」が 6 割と、認

保育園児」
（2 割弱）と続きます。
子どもの受け入れ期間については「特に問わない」
が半数以上となっています。

里親意向と属性の特徴
意向者の属性は「男性」
「未婚」
「子どもがいない」
の比較的若年層や高所得者、時間のある人、です。
意向者の居住環境は「中核都市」
「郊外都市」に住む
人が多く、住居種別や間取りは意向の有無とは関連が
ありませんでした。

知経路同様有効なメディアとなっています。
「テレビ番
組」は、里親意向のある男性 30 代で高くなっています。
「新聞」は男女 60 代と高齢層で高めとなっています。
里親に興味を持ったきっかけでは、テレビ番組などで、
里親の心情にフォーカスしたものや実子がいるなかで新
たな家族が形成されるストーリー。そのほかでは、社会
問題として「育児放棄」を取り上げたドキュメンタリー
や実際に里親になった人の体験談もあります。

意向に関する変容メカニズム

意向者の職業や経歴では「会社員」で、同居人が「福

「現在の里親制度の内容」などの情報を提供すること

祉職」や「信仰」経験のある人がやや多くなっています。

によって、意向度合いが高まったり、反対に意向度合
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どうしたら里親を増やせるか、

を考える

「里親」
意向に関する意識・実態調査

いが低くなったりします。情報提供によって意向者を

もたちのイメージを提供した後に、再び意向を尋ねると、

増やしたり、意向低下を食い止めたり、非意向者を意

情報提供によって里親意向ありの一部が非意向者になり、

向者にすることができるといえます。

意向なしの一部が意向ありになったりしましたが、全体で
みると「里親意向あり」の6.3％は12.1％に上昇しました。

「意向あり」を上昇させるためには、①ターゲットの

情報提供によって里親意向が上昇したのは、当初「子

明確化、②訴求内容・コンタクトポイントの理解を考慮

どもが大きくなるまで健康でいられるかわからない」

してコミュニケーション戦略を立てることが必要、です。
現状意向者（里親に関する情報を提供する前）の特

「実子との関係が悪くなりそう」「どこに相談すればい

徴としては、20 代 30 代の男性が多く、会社員で子ど
もがいないか少なめ。可処分所得、可処分時間が多く、

いかわからない」と思っていた人たち、です。
一方、情報提供によって里親意向が当初よりダウン

居住エリアは都会。価値観としては①社会や地域に役

した人は「続けられる自信がない」
「仕事や生活への負

立つ人生を送りたい、②子どもを育てることは生きが

担が心配」「子どもの人生を左右するので責任が重い」

い・喜び・希望である、③活動的・行動的に人生を送

などで、やってみたいとは思ったもののよく考えると

りたい、④モノではなく心が豊かになる人生を送りた

負担が多いように感じたためと思われます。

い、⑤子育てを通じて人間関係が広がる、などでした。

情報提供による意向変容者をみていくと、意向がアッ

里親は「やりがいがありそう」
「楽しそう」といった里

プしたのは「子育てで忙しく、時間やお金があまりな

親イメージが意向を分けるポイントとなるようです。ま

い 30 代から 40 代の女性」です。逆にダウンしたのは
「60

た、これに加えて「社会や地域に役立つ人生を送りたい」

代女性と 30 代男性」。

「里親は人間的に成長できそう」
「里親は社会貢献できそ

意向のアップした人のハードルとなっているのは「実
子の子育てが終わっておらず、実子との関係が気になっ

う」といった自分のための側面も重要視しています。
里親意向者で価値観や里親イメージ以外では「経済
状況（可処分所得が高い）
」や「情報感度（新聞や本を
読む）
」が影響しています。
里親をやってみたい理由は、全世代共通なのは「家

ている」「預かった子どもが大きくなるまで自分が健康
でいられるかわからない」といった項目です。

どうすれば里親意向を高められるか

庭を必要としている子どもを助けたい」
。30 代の男性

里親意向と強い相関関係にある項目は「家庭環境の

は「純粋に子どもが好き」
。女性 30 代・男女 40 代は「実

中で、子どもの健全な成長を促すための制度である」
「他

子がいない」「子どもを助けたい」
「子育てをしたい」
。

人の子を家庭で育てる制度である」でした。

男女 50 代から 60 代は「子育てが終わった」
「時間に余

里親意向者が望むこととしては「家族・親族・同居

裕ができた」で、
特に 60 代になるとこれらに加えて、
「子

人の理解が得られれば」
「気軽に相談できる場所・相手

どもを助けたい」
「自分にもできそう」が加わります。

がいれば」でした。

意向のある人に、日本では里親を必要としている子ども

里親意向者の知りたいこととしては「子どもの写真

たちが沢山いることや里親に対するサポートの内容、子ど

提示」
（この調査では、大阪家庭養育促進協会の行って

■里親への興味が高まる制度や取り組みについての情報
100%
80%
60%
22.7

20.0
必要に応じて休みを
とるための援助制度が
ある︵他の里親や施設
に預けられる等︶
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20.8
家庭環境の中で︑
子どもの健全な成長を
促すための制度である

■

里親意向あり

20.9
﹇養育費﹈子どもの
生活費などの養育費が
行政から支給される
︵月約５万円︶

全体（あてはまるものすべて）

21.3
﹇里親手当⑴﹈
養育費以外に︑
里親手当も支給される
︵月約８万円︶

日本には︑里親を
必要としている
子どもが３万人いる

0%

23.3

受け入れの前に︑
基本的に子どもと
一定の交流期間がある

24.1

20%

マッチングの際︑
子どもの年齢・性別
など相談に
応じてくれる

28.9

経済的に裕福で
なくても里親になれる

29.4

世界と比べて日本は
里親不足が深刻である

40%

■里親になる意向があると回答した人のデモグラフィック属性
【当初の里親意向者】

（スクリーニング調査）
※情報提供前に意向ありと答えた層

ボリューム（推計）

【最終的な里親意向者】

※情報提供前も後も意向ありと答えた層と、
情報提供後に里親意向ありに変わった層

6.3％

12.1％

女性比率

38.6％

51.5％

平均年齢

41.9 才

49.0 才

性×年代（上位 3 位）

◦女性 30 代（14.0％）
◦女性 40 代（13.7％）
◦男性 40 代（12.9％）

◦男性 30 代（15.6％）
◦男性 20 代（14.5％）
◦男性 40 代（13.2％）

既婚率

59.0％

子あり率 / 末子の学齢
（※最も比率が高い学齢）
世帯年収

50.4％ / －

82.4％
70.6％ / 社会人（24.3%）

672.8 万円

704 万円

4.0％

3.9％

8.6％

8.2％

9.7％

7.9％

可処分時間（平日 / 休日）

－

4.7/7.7 時間

可処分所得

－

39,733 円

保育士・幼稚園教諭

職業、宗教など
宗教を信仰
※特徴的な項目
〈同居人が〉
のみ掲載
肉体労働を伴う職業

いる新聞での募集を参考に提示している）でした。
里親意向者が興味を持った里親制度の内容としては
「養育費・里親手当てを得られること」
「マッチングの
相談に応じてくれること」
「里親不足の現状」を知った
ことが意向をアップさせました。

には「里親を必要としている子どもたちの実情」
「具体的な
里親のなり方・留意事項」
「気軽に相談できる場所や相手がい
ること」
が有効なコミュニケーション内容となっています。
「どのように？」ということでは、①現状意向者と②
意向アップ層にはテレビでのコミュニケーションが有

里親意向者がさらに知りたい情報としては「精神的

効。コンテンツとしては実際の成功事例など、ハッピー

サポートの内容」「具体的ななり方」
「体験談」
「子ども

体験を提供することで「子どもを助けたい」
「里親は楽

のプロフィール」でした。

しそう・やりがいがありそう」といった気持ちを高め

里親意向を弱める里親制度の問題点としては、
「現状、

ることがポイントになっています。

リクルート、研修、支援などを一貫して担ってくれる機

意向ダウン層へのコミュニケーション戦略は難しい

関がない」
「行政の担当職員が経験不足のことがある」
「大

ですが、里親に興味を持ってはいるので、潜在的な意

学進学費用のサポートはない」といった窓口・金銭的サ

向者ととらえることはできるでしょう。

ポートの不足をあげる人が 7 割から 8 割に上っています。
「誰に？」
「何を？」
「どのように？」
伝えるべきでしょうか。

経済的サポートと里親意向の関連

「誰に？」
ということでは、
①現状意向者は20 代 30 代の

養育費や里親手当てがでることを具体的に金額まで

男性。
社会貢献性、
向上意欲など高い意識を持っています。

示して再度意向のあるなしを聞いたところ、
「意向あり」

里親に関して持っているイメージは
「楽しそう」
「やりがい

の 68.6％が、また「意向なし」の 20.6％が経済的なサ

がありそう」
。
可処分所得・時間があり、
情報接触頻度が高

ポートに興味を持っていることが分かりました。

い。
②意向アップ層
（情報提供によって里親非意向者から

里親意向者で経済的サポートがある場合には「モノ

意向者に変容する人）
は30 代 40 代女性。
子どもや子育て

ではなく、心が豊かな人生を送りたい」かどうか。また、

が嫌ではない。
時間やお金があまりない。
実子の子育てに

里親意向なしの人で経済的サポートがある場合には「子

忙しい、
といった人たちです。
③意向ダウン層
（情報提供に

育てをすることで人間的に成長することができる」が

よって里親意向者から非意向者に変容する人）
は60 代女

関心項目になっています。

性と30 代男性。
子どもの人生を背負うことに対する心理
的負担、
仕事や生活への負担が心配、
などとなっています。
「何を？」
ということでは、
①現状意向者と②意向アップ層

日本財団「里親」意向に関する意識・実態調査 ニュースリリース
⇨h
 ttps://www.nippon-foundation.or.jp/news/
articles/2018/8.html
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体験談を
シェアしよう！
6

テーマ リストカット

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「リストカット」について、
貴重な体験談を３人の里母が語ってくれま
した。（船矢佳子）

つらい時に体の一部を自ら傷つけるリストカッ

リストカットは隠れてこっそりと行われること

ト。大切な体を傷つける行為なので、子どもたち

が多いため、里親が現場を見ることはあまりあり

に最もしてほしくない行為のひとつでしょう。に

ません。なのでＡ子さん、Ｂ美さんのように後か

も関わらずリストカットをする里子たちは少なく

ら気づくことが少なくありません。

ありません。受託した子どもがもしリストカット
をしたら、いったいどうすればいいのでしょうか。

里親Ｃ代さんも、他のお母さんからの知らせで
知りました。1 歳過ぎで受託した女子 F 菜ちゃん
が小学校高学年になった頃でした。偶然外にいる

ひっそりと行われるため気づきにくい

Ｆ菜ちゃんを見かけた友人の母親が気づいて連絡
をくれたのです。当時Ｆ菜ちゃんは友人関係のト

Ａ子さんは里親歴 30 年以上のベテラン里親で

ラブルで悩んでいました。たまたま小さなケガで

す。これまで多くの里子と大変な生活を共にして

指から血を流した時に気持ちがスッとしたことか

きましたが、さすがに子どものリストカットを経

ら、自分を傷つける行為が始まったようです。

験した時は、動揺を隠しきれなかったといいます。
Ａ子さんの場合、それは約 2 年の予定で預かっ

リストカットを知った時、どうしたらいい？

た中学 2 年生の女子Ｄ香ちゃんでした。Ｄ香ちゃ
んが来て半年くらいたった頃、Ａ子さんは知り合

リストカットは刃物や血を連想させるため、里

いの里親に 1 週間の予定でレスパイトをお願いし

親の気持ちが揺れるのはごく自然なことです。ま

ました。
数日後、その里親からかかってきた電話に、

ず動揺する自分の気持ちを静めるための方法を、

Ａ子さんは耳を疑います。Ｄ香ちゃんの腕にリス

日ごろから考えておくことが大切でしょう。

トカットの跡を発見したというのです。
「ショックで愕然としました。いわれてみれば、

子さんの憔悴しきった様子に、友人たちは驚き心

さか傷を隠すためだったとは」（Ａ子さん）。

配して話を聞いてくれました。おかげでどうにか
その場を乗り切ることができたそうです。

夫くんでした。彼が中学生になり思春期を迎えた

Ｂ美さんは子どものリストカットに最初は退い

頃、実親の問題などで悩むようになり、リストカッ

ていました。しかし何度も繰り返されると、だん

トが始まりました。最初はＢ美さんも気づきませ

だん慣れてきて驚かなくなってしまったといいま

んでした。でもＥ夫くんが腕を隠そうと不自然な

す。「慣れって恐ろしいと思い、自己嫌悪に陥りま

動きをするので不審に思ったところ、腕にいくつ

したね。でも同時にその頃から少しずつ平然とし

もの傷跡を見つけたのです。「あまりの衝撃で言葉

ていられるようになりました」（Ｂ美さん）

が出ませんでした。正直怖かったです」
（Ｂ美さん）。

6■

身近に何人かの心をゆるせる友人がいました。Ａ

確かに普段から半袖を着たがらない子でした。ま
里親Ｂ美さんは小学校入学前に受託した男子Ｅ

■

Ａ子さんは子どものリストカットを知ったとき、
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どのような形で平静さを取り戻すかは人それぞ

れです。リストカットする本人たちは、やり場の

トする危険に気づき、このままではいけないと思っ

ない苦しい思いを抱いているから自らを傷つける

たのだそうです。

のです。できれば研修などで自傷行為に対する理
解を深めておくとよいかもしれません。

「刃物を隠す」と「傷の手当て」

引き受けた以上は全力で守る
レスパイト先でリストカットが判明したＤ香
ちゃんは、いったん一時保護所に入りましたが、

とりあえず落ち着きを取り戻したら、次は相談

本人の希望ですぐにＡ子さん宅へ戻りました。戻っ

機関に…と行きたいところですが、相談日までに

てきた時、Ａ子さんはＤ香ちゃんの隣に座り、２

またリストカットがあったら、どうすればいいの

人きりで静かに、でも強くいいました。

でしょうか。
Ｂ美さんはとりあえず目先の対応の方法を知り

「私たち夫婦はあなたを引き受けると決めたの。
決めた以上はあなたのことを最優先で全力で守ら

たいと思いました。ヒントになったのは里親支援

ないといけないの。おばさんたちも努力するけど、

機関のスタッフのアドバイスでした。

あなたが話してくれなければ何もわからない。コ

「刃物類は目につくところに置かない方がいいで
すね」
。
考えてみれば当たり前の話かもしれませんが、

ミュニケーションが必要なのよ。これからはつら
いことがあったら、ちゃんと話してね」。Ａ子さん
の言葉にＤ香ちゃんは涙を流し、それ以降、少し

いざとなると自分では気づけないもの。Ｂ美さん

ずつ話をしてくれるようになり、リストカットも

は包丁、ナイフ、ハサミ、カッターなど刃物類は

しなくなりました。

見えない場所に仕舞って、必要な時だけ出して使

Ｃ代さん宅のＦ菜ちゃんは小学校時代のリスト

うようにしました。「忙しい夕方に、包丁をこっそ

カットはいったん収まりましたが、高校生の時に

り持ち出すのがだんだん不便になってきて。途中

学校や友人関係のことで悩み、再び始まってしま

から 1 本だけ出しておき、しばらくはそれだけを

いました。その時は拒食症も併発しており、リス

使うようにしました。決して広いとはいえないマ

トカットは小学校時代よりエスカレートし、腕だ

ンションの中で、子どもに気づかれぬよう見えな

けでなく足などを傷つけることもありました。リ

い場所に置くのは至難の業でしたが、リスクは軽

ストカットというと「手首」のイメージが強いで

減できたと思います」（Ｂ美さん）。

すが、実際は手首とは限らず足やお腹など、人に

ある相談員からの「傷の手当てはしました？」

よってさまざまな部分を傷つけます。

という一言も役に立ちました。当時Ｅ夫くんは

Ｃ代さんは小学生の時も高校生の時も、リスト

傷を見せてもくれず、とても手当てをさせても

カットを「やめなさい」と頭ごなしに注意はしま

らえる感じではありませんでした。でも「傷の

せんでした。何かいってもかえってひどくなりそ

手当てをする」という対応の方向性に気づけた

うで、いえなかったのです。「『いざという時は救

ので「Ｅ夫くんが一人で包帯を巻いている時に、

急車を呼ぶから安心しなさい』とだけいって見守

『 巻 く の、 手 伝 お う か 』 と か『 包 帯、 新 し い の
があるよ』などといえました。どう声かけして
いいかわからない時期だったので救われました」
（Ｂ美さん）。

り続けました」（Ｃ代さん）。
やがてリストカットは収まり、その後、高校を
卒業したＦ菜ちゃんは、しばらくＣ代さん宅に住
みアルバイトで生活していました。あるとき「目

Ｅ夫くんのリストカットは 1 年くらい続きまし

標額が貯まったから一人暮らしをする」と突然いっ

たが、ある時「もうやめる」と本人からいい出し

たかと思うと、家を出ていったそうです。今は契

ました。後から聞いた話では、だんだんエスカレー

約社員として働きながら自活しています。
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私の

和田 隆博さんに聞く

（大阪府・大阪市）

▲ 和田 隆博さん

大阪市で
を
「子どもデザイン教室」
開きながら
今回は大阪市で「子どもデザイン教室」を開きながら

かし、親がいないわけではない。この子たちの将来を

里親としても活動しておられる和田隆博さんにお話を

支援できないものだろうか、そういうことが私のなか

伺いました。
（木ノ内博道）

でテーマになってきました。自分は子どもの可能性が

里親になったきっかけは

象にデザインのレッスンをはじめました。はじめはうま

話すと長くなりますが、まず、来歴を話しましょう。

くできないのですが、だんだん信頼関係ができてくる。

私はデザイン会社で、グラフィックデザイナーとして

そうしているうちに、あっ、子どもというのは愛された

卒業後ずっと働いてきました。世の中がバブル経済に

いと願う生きものなんだ、と分かってくる。レッスンは

湧いていた頃です。1992 年に独立してデザイン会社を

1 ～ 3 時間なんですが、24 時間 365 日共にいることが

オープンしました。

大事だと思い始めました。それで、里親登録をしたわ

こうして順調に事業をやってきたのですが、年を重
ねるごとになにか満たされないものを感じてきました。
広告の世界でデザインをやっていると、いいことはよ
りよくいうが悪いことはいわない。これでいいのかな、

けです。2011 年末ですから丸 6 年になります。

里親としての体験
現在、大学 1 年、高１の子どもを養育しています。

という気持ちでした。なにか世の中の役に立ちたい、

里親をやってみての印象は、大変さと楽しさ、でしょ

と思うようになりました。

うか。このふたつは別々ではなくて、大変だからこそ

そんななか、2002 年に病気になって入院。それま

楽しいということかも知れません。里親になってよかっ

では徹夜の連続でしたから無理がたたったのでしょう。

たと思っています。というより、里親になっていない

病室で寝ながら、お金よりは健康が大事だと初めて気

人生は考えられない、といった方がいいかも知れませ

づきました。すでに 41 歳になっていました。
「これま

ん。実子の養育から手が離れているので、2 人の養育

でを振り返って生き直したら」
と医者にいわれました。

が私の心のよりどころにもなっています。

それは人生のいい休養でしたね。その後、高校など

2 人とも「子どもデザイン教室」でレッスンを受けた

でデザインを教える講師になりました。子どもにデザ

りアルバイトをしたりしています。熱心にやってくれ

インを教えて、子どもが成長をしていくのがとても楽

ているので助かっていますし、子どもの学費の支援に

しみになりました。あるとき、
「金持ちの子どもを金持

もなっています。
「人」の字のようにお互い支え合って

ちにするのではなく、金持ちになれない子を金持ちに

いるというわけです。

するべきだ」
と親友にいわれました。
そのとき彼に、親から顔に熱湯をかけられた女の子の
話を聞きました。それから、近くに小学校のような建物

■

大好きです。それで、児童養護施設の子どもたちを対

偶然ですが、高 1 の子はデザインの才能を持っていそ
うです。でもデザイナーになる気はないようですが
（笑）
。
もちろん短期で委託を受けた子どもで、しんどい思

があるんですが、気が付くと子どもたちがいつでもいる。

いをしたこともあります。しかし、その反省もあって

児童養護施設だったんです。訪ねて行って、親と暮らす

今の 2 人とはいい関係が築けています。先日も家族旅

ことのできない子どもたちのいることを知りました。し

行で四国にうどんを食べに行ってきました。愛着の問

8■
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題って、その時は大変なんですが、乗り越えると笑い
話になりますね。

「自分デザイナー」を育てる
デザインという言葉はよく使われていますから、皆さ
ん知っていると思うのですが、
「アート」というのは自分
の想いを表現する。
「デザイン」は世の中の求めているこ
とを形にする。そういう違いがあります。世の中の求め
ているものを形にするには、社会と共感していかなけれ
▲ 教室風景

ばならない。その作法をレッスンで教えるわけです。
課題の解決方法を教える、といっても遊び感覚のレッ
スンを通してですね。遊びのなかにこそ学びがあると
思っています。自発的な学び、ともいえます。

強しないといけないのに、それを断ることができない
んですね。断ることも重要な能力だと思うのですが。
自分デザインには「創造力」
「計画力」
「対話力」が必要

社会的に排除される子どもたちがいます。そうした

だといっています。
「創造力」は困った時に解決策を思

子どもたちに、困難に立ち向かっていく力のあること

いつく力です。
「計画力」はもうちょっと頑張ってみよ

に気づいてもらいます。人に流されるのではなくて、

うと思える力です。
「対話力」は困った時にきちんと意

自ら困難を切り開ける人になってほしい、と思います。

見がいえる力のことです。

自己肯定感を高めて、能動的に生きる。自己肯定感

幼稚園児から大学生まで、それぞれのプログラムを

が低いと、
断ることもできないんですね。たとえば、レッ

用意してレッスンをしています。里親家庭や児童養護

スンを受けている子で、アルバイト先から「人手が足り

施設の子どもには受講料無料（年会費 3,000 円のみ）で

ないので残業してほしい」といわれた若者がいます。勉

通ってきてもらっています。

里親家庭向け無料レッスンのご紹介
◆幼稚園・小学生

◆中学生・高校生

造形工作レッスン：迷路ボックス、ピンバッジ、お

デザイン国語研究レッスン：論理的な思考力、人の

絵かきカバン、空気鉄砲など、楽しいカリキュラムを

意見を聞き、自分の意見を話す力は、困難を乗り切り、

週替わりで楽しみ

自己肯定感を高

ます。作品展示会

め ま す。 そ こ で

も行います。自分

中・ 高 校 生 の プ

のための作品を作

レゼン力、コミュ

り、自分の考えを

ニケーション力

絵や文字で伝える

を高めます。

力を体験します。

◆小学生・中学生

◆高校生・大学生

グッズデザインレッスン：商品販売会に向けて、

人生デザインレッスン：ゲスト講師の講義や自分の将

キャラクターグッズを作ります。自分だけのキャラク

来を設計する練習をします。これにレッスンのお手伝い

ターをデザインし、ピンバッジ、お人形、アクセサリー

やデザイン、ビジネススキルなど、子どものデザイン教

などの商品にし、

室でアルバイトと

自ら販売します。

インターンをしま

創造力と設計力、

す。自立に向けて、

対話力を育てる

子どものライフコ

社会体験レッス

ンサルティングを

ンです。

します。
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読者で作る コーナー ❻
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

●一時保護委託

Q

A1

一時保護委託で子どもを預かることがありますが、レスパイト等が使えないため苦労してい
ます。用事がある時など皆さんはどうしていますか。

正直、大変です。レスパイト等が使えない

ればまたうちに戻すという形をとっています。里

と頼れるのは家族のみ。夫婦の他に成人し

親関係の用事のときなどは児相の職員が見てくれ

た実子がいるので、短時間だけみてもらうことも

ることもありました。児相も普通の委託よりは配

あります。家族でどうにもならないと、いったん

慮してくれますね。

解除して一時保護先を他の里親にして用事が終わ

A2

一時保護で引き受けたのは 1 週間とか短期

の間だけ外出の用事は控えて夫婦で乗り切ってい

間の場合だけですね。期間が短いので、そ

ます。

A3

一時保護の子は急に来て、いつまでいるか

も都合がつかないときは一時保護所で預かっても

わからないことがほとんど。我が家は里

らったことも。一時保護中に子どもが過去の話を

父がリタイアしているのと、成人した子がいるの

始めることも多く、これは里親が一対一の関係だ

で、どうにかやれています。他の里親に預ける時

からなんだろうと思います。施設や保護所が空く

はいったん解除して保護先を変更してもらい、ま

までという理由で来る子が多いけど、一時保護に

た戻してもらっています。外出先が理解のあると

もっと里親を積極的に活用してもいいのでは。

ころであれば子どもを連れて行ったり、どうして

次回の質問は

里親のメンタルヘルス

■
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里子との関係でひどく落ち込んだ時、皆さまはどうしていますか。自
分自身のメンタルヘルスについて他の里親さんのお話をお聞きしたい
です。

ホット トピックス

H O T

T O P I C S

平成 30 年 2 月～平成 30 年 4 月末

『里親だより』は季刊で発行しています。本号で

コード・映画制作会社）からの寄付をもとに行う平

は平成 30 年 2 月から 4 月末までの動きをお知らせ

成 29 年度「幼い子どものゆたかな育ち応援助成」

します。

が実施されました。本事業は、里親家庭、ファミリー

メーリングリストをリニューアル
2 月1日（木）より、全国里親会のメーリングリス
トをリニューアルしました。メーリングリストに参加
するには新規の申し込みが必要になります。
新規参加申し込みをされる場合は下記アドレスま

ホーム等で生活する子どもの七五三お祝い費用の一
部（1 人 3 万円を限度）が助成されるもので、里親
家庭は 381 件（対象児童 411 人）、合計およそ 1,210
万円の助成が行われました。

今年度の大会開催予定など

で氏名、住所、電話番号、メールアドレス、所属な

今年度の全国里親大会、ブロック大会、日本フォ

どをお知らせください。なお、こちらは指定委託業

スターケア研究大会などの開催予定をお知らせしま

者で、全国里親会の事務局では対応していません。

す。お住まいのエリアのブロック大会だけでなく、

mlentry@zensato.or.jp

社会的養育専門委員会が開催されました
1月31日（水）
、厚生労働省の「社会的養育専門委
員会」
が開催されました。
「新しい社会的養育ビジョン」
の数値目標を都道府県におろすべきかどうかが焦点
になっていましたが、専門委員会では結論が出ず、厚

他の地域のブロック大会にも参加してみましょう。
▶第 63 回全国里親大会石川大会
平成 30 年 11 月 17 日（土）～ 18 日（日）
石川県地場産業振興センター
（〒 920-8203 金沢市鞍月 2 丁目 1 番地）
▶ブロック大会
〈北海道地区里親会連絡協議会〉釧路地区里親会

生労働省子ども家庭局の預かりとなり、今後、関係

平成 30 年９月８日（土）～９日（日）

者で調整し、都道府県に通知することとなりました。

阿寒町

※「 新しい社会的養育ビジョン」では 7 年以内に就学前の
子どもの里親委託率を 75％以上にすることなどを盛り込
んでいますが、現場が混乱するなどの意見があり、都道
府県におろすべきかどうかが焦点になっています。

なお、この専門委員会では別途に「一時保護ガ
イドライン」を作成中です。
※一時保護については改正児童福祉法で、子どもが権利の主
体であることや家庭養育優先の理念とともに、一時保護の
目的が、子どもの安全を迅速に確保し適切な保護を図るた
めに、又は子どもの心身の状況、その置かれている環境そ
の他の状況を把握するためであることが明確化されました。

同日には「フォスタリング機関事業のガイドライ
ン策定に係る調査研究」検討委員会の第 2 回が開催
されました（第 1 回目は平成 29 年 12 月 8 日）。全
国里親会から河内美舟会長が関係団体としてヒア
リングを受けました。
また、この専門委員会では「乳児院・児童養護施
設の多機能化等に関するプロジェクトチーム」を
組んでいて平成 29 年 11 月 30 日に第 1 回の会議が
もたれたことが報告されました。

里親家庭の七五三の費用を助成
全国社会福祉協議会が㈱ジェイ・ストーム（レ

〈東北地区里親連絡協議会〉秋田県里親会
平成 30 年７月 28 日（土）～ 29 日（日）
秋田温泉さとみ（秋田市添川字境内河原 142-1）
〈関東甲信越静里親協議会〉静岡市里親会
平成 30 年７月８日（土）
静岡県コンベンションセンター（静岡市駿河区池田 79-4）
〈東海・北陸ブロック里親連絡協議会〉名古屋市親和会
平成 30 年 6 月 2 日（土）～ 3 日（日）
名古屋国際ホテル（名古屋市中区錦 3-23-3）
〈近畿ブロック大会〉神戸里親会
平成 30 年 6 月 23 日（土）
神戸市勤労会館（兵庫県神戸市中央区雲井通 5-1-2）
〈中国地区里親会〉山口県里親会
平成 30 年 5 月 19 日（土）～ 20 日（日）
ホテルニュータナカ（山口市湯田温泉 2-6-2）
〈四国地区里親連合会連絡協議会〉愛媛県里親会
平成 30 年 10 月 21 日（日）
愛媛県視聴覚福祉センター（松山市本町 6 丁目 11-5）
〈九州地区里親連絡協議会〉北九州里親会
平成 30 年 12 月 1 日（土）～ 2 日（日）
リーガロイヤルホテル小倉（北九州市小倉北区浅野2-14-2）
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▶日本フォスターケア研究大会（第 4 回）
平成 30 年 12 月 15 日（土）
国立オリンピック記念青少年総合センター

退所児童等支援事業全国セミナーが開催
されました

③ 家庭養育等を推進するための予算として、ア.里
親支援事業の充実強化策として、
「新規里親委託件
数」に応じた加算を設定するとともに、親子関係
再構築に向けた実親との面会交流支援を追加 イ.
経験の浅い里親等の育児不安や育児疲れ、看病疲

3 月 1 日～２日、全国社会福祉協議会において「退

れ等の身体的・精神的負担の軽減を図るためのレ

所児童等支援事業全国セミナー」が開催されました。

スパイト・ケアについて、利用手続き等を里親支

里親家庭からは、ピラティスインストラクターとし

援機関に委託することができるよう運用改善を図

て活躍中の山川宏美さんが「当事者の声を支援に生

る ウ.ファミリーホームにおいて安定的な運営が

かす」
というテーマで登壇しスピーチを行いました。

図られるよう事務費の保護単価の見直し エ.養親

山川さんには本紙「巻頭エッセイ」を書いていた

希望者等の負担軽減に向けたモデル的な取組を行

だきました。

養子縁組あっせん法が施行されました

う民間養子縁組あっせん機関に対する助成や、職
員の人材育成を進めるための研修事業の創設等。
④ 被虐待児などへの支援の充実のための予算とし

営利を目的とした養子縁組あっせん団体がマスコ

て、ア . 里親や児童養護施設等の委託・入所者に

ミをにぎわせたりしてきました。4 月 1 日から、
「民

対して、措置解除後、原則 22 歳の年度末までの

間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る保

間、引き続き里親家庭や施設等に居住して必要な

護等に関する法律」が一部の規定を除き施行になり、

支援を行う「社会的養護自立支援事業等」イ . 大

養子縁組あっせん機関は届け出から許可制になりま

学等に就学している自立援助ホーム入居者につい

した。2015 年現在、養子縁組あっせん機関は全国

て、20 歳到達後から 22 歳の年度末までの間、引

に 27 団体あるということです。

き続き継続して支援を行う「就学者自立生活援助

全国児童福祉主管課長会議が開催
されました
3 月 20 日（火）、厚生労働省において全国児童福
祉主管課長会議が開催されました。家庭福祉課から

事業」ウ . 入所児童に対する支援の充実を図るた
め、入所児童に必要と認められる一定の予防接種
（定期接種（Ａ類疾病）、破傷風トキソイド、ロタ
ウィルス）の実費分の支弁 等。
⑤ 一時保護児童の支援の充実のための予算とし

社会的養護関連で次のような報告がありました。

て、ア.一時保護された子どもに対する一般生活

① 社会的養育の充実：改正児童福祉法では児童が

費の支弁方法の見直し（初日から５日目までに一

権利の主体であることを位置付けるとともに、社

般生活費のうち日常生活諸費にかかる経費を全額

会的養護が必要な場合には里親等の家庭養育を優

支弁できるよう見直し）イ.一時保護実施特別加

先することを明確にする等の改正を行った。これ

算について、これまでの一時保護専用施設の敷地

ら児童福祉法等の抜本的な改正を受けて、「社会

内要件を緩和し、敷地外に設置した場合も加算の

的養護の課題と将来像」を全面的に見直し、改正

対象に追加。ウ.一時保護委託を受けた施設の職

児童福祉法に基づく新たなビジョンを提示するた

員又は里親が子どもの通学時に送迎を行った場合

め、
「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」

の加算を創設に必要な予算として、約 1,498 億円

が設置され、平成 29 年８月に、今後の社会的養

を計上したところであるので、都道府県等におか

育の在り方を示す「新しい社会的養育 ビジョン」

れては、積極的な実施をお願いする。

が提言されたところである。

■

の支援の充実に必要な予算を計上することとした。

⑥ 家庭養育の推進について、都道府県推進計画は、

② 平成30 年度予算案においては、
ア.家庭養育等の

これまで、平成 23 年７月にとりまとめられた「社

推進、
イ.施設の小規模化・多機能化等の推進、
ウ.被

会的養護の課題と将来像」を踏まえ、
「里親・ファ

虐待児などへの自立支援の充実、
エ.一時保護児童

ミリーホームへの委託児童」
、
「グループホーム入
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所児童」
「
、本体施設入所児童」
の割合を概ね１／３

や発達には不可欠であり、今後の人格形成に多大な

ずつとすることを目標として、各都道府県におい

影響を与える時期でもあることから、長期的に実親

て策定されてきた。平成 28 年改正児童福祉法等

の養育が望めない場合は、子どもにとって安定し継

を受けて既存の都道府県計画を全面的に見直す

続した家庭における養育環境と同様の養育環境を

必要があり、この見直しに当たって踏まえるべき

提供することが重要である。このため、特別養子縁

基本的考え方や留意点などのポイントをまとめ

組を希望する養子縁組里親に委託し、子どものパー

た都道府県計画の見直し要領を今後お示しする

マネンシー（恒久的な養育環境）を保障することを

こととしている。

優先して検討するようお願いする。また、委託の期

⑦ フォスタリング業務や、乳児院・児童養護施設の

間が限定されている場合も、特定の大人との関係を

高機能化及び多機能化・機能転換、小規模化・地

築くことは、健全な心身の成長や発達を促すことか

域分散化に向けたガイドライン等の作成作業を進め

ら、積極的に養育里親への委託を検討するようお願

ている。これら見直し要領やガイドライン等につい

いする。 新生児については、障害の有無が明らか

ては、現在、関係者との調整を進めているところ。

になる年齢を待ってから、里親委託を検討する考え

⑧ 新生児・乳児の里親委託。特定の大人との愛着

方もあるが、心身の発達にとって大切な新生児の時

関係の下で養育されることが、子どもの心身の成長

全国里親会

期から里親委託を検討するようお願いする。

事 務 局 訪 問

全国里親会の事務局は2 人体制ですが、
2 人とも最近変わりましたので、
この機会にご紹介を兼ねて事務局を訪問し
ました。
（木ノ内博道）
◆事務所の所在地（東京都港区）
全国里親会の事務所は地下鉄赤坂駅と六本木駅の中間く
らいにあります。江戸時代には毛利藩の邸。戦後、防衛庁
があった東京ミッドタウンの裏の檜町公園そば。都心で、
しかも静かな一等地といってよいところ。そのビルの8階
に事務所はあります。どうしてこんな一等地に事務所があ
るのか疑問を持ちますが、以前に日本財団の寄付によって
購入したもので、賃貸ではありません。
◆事務局員の紹介
まず、事務局長に就任した堀切健司さんにお話を伺い
ました。堀切さんは今年 1月から勤務しています。出身
地は新潟県で、以前は東京の商社に勤務。住まいは千葉
県の海浜幕張。5 年ほど前にお母さんの介護のため実家
に戻り、福祉関係の仕事に就く（介護老人保健施設の事
務長）
。この度、兄が定年になり実家に入ることとなっ

たので、東京に戻ることにしたとのこと。趣味は山登り。
若いときにはウインドサーフィンやフィッシングカヌー
などもやったが、現在は時間がなく、最近はクラッシッ
クギターを弾くことと潮干狩り、はぜ釣りとか。
4 月から働き始めた事務局員は白土あつ子さんです。
東京都の出身。港区育ちで今は江東区在住。食品卸（主
にふぐを扱う）の会社に勤務し、経理や営業に携わり、
夏にはマーケットリサーチのためにヨーロッパの各地に
行っていたとか。また、美容師の資格をお持ちとのこと。
白土さんの趣味は、子どもの頃はテニス。ゴルフもやっ
たが現在ではホットヨガに凝っているそうです。
ふたりに全国里親会の職員になった動機を聞くと、堀切
事務局長は老人福祉の仕事をしていたが、将来のある子ど
もの福祉に魅力を感じたから。白土さんは、里親のことは
マスコミの報道などでしか知らなかった。保護を必要とす
る子どもたちに幸せになってほしいから、とのこと。

▲ 事務局長に就任した堀切健司さん

▲ 事務局員の白土あつ子さん

◆抱負を語ってもらいました
白土さんは、
「とにかく早く慣れるために勉強をしたい。
会員の皆さんから、事務局にいろいろな問い合わせがあ
るので、的確に説明できるようになりたい」
。堀切さんは、
「昨年『新しい社会的養育ビジョン』も出て、社会的養護
が大きく変わるときに関わることができてうれしい。制
度の発展に寄与したい」
。
そして、堀切さん、白土さんとも、
「地方の皆さん東京に
来られることがあったらぜひ気軽に立ち寄っていただきた
い」とのことでした。
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「新しい社会的養育ビジョン」
を理解するためのキーワード解説
児童福祉法が改正されて、「新しい社会的養育ビジョン」が取りまとめられました。従来使われて
いなかった言葉が散見されて、理解しにくい感じがします。そこで里親関連を中心に、新しい言葉を
解説します。「新しい社会的養育ビジョン」の理解にお役立ていただければ幸いです。（木ノ内博道）
●子どもの権利に関する条約
国連が採択し、日本も批准している条約。今回の改
正児童福祉法では、第 1 条に「子どもの権利条約の精
神にのっとり」と、子どもが権利の主体であることを

いけない。

●永続的解決
パーマネンシー保障ともいわれる。実親による養育

明確にしている。

が困難であれば特別養子縁組など、長期安定した養育

●特別なケアを必要とする子ども

環境を用意する。

子どもの権利に関する条約の第 23 条に書かれてい
る。社会的養護の対象となる子どものこと。

●意見表明権
子どもの権利の一つ。子どもは年齢に応じた意見表
明権をもち、意見の表明と適切な応答関係の保障は子
どもの発達の基盤となる、としている。また、意見を

●ポピュレーション・アプローチ
ハイリスク・アプローチに対して使われる。まだリ
スクが高いわけではないが、早い段階でリスクを下げ
ていこうという考え方。

●産前産後母子ホーム
文字通り妊娠出産期の女性、子どもを保護する施設。

適切に表現することが困難な場合にはアドボケイト（権

今後必要とされている。

利擁護の活動を行っている人）を利用できる制度の創

●在宅措置（指導措置委託）

設が必要である、とも。

●社会的養育

虐待の危険が高いなどで集中的に在宅支援が必要な
家庭に対して行うもの。児童相談所が児童福祉法第 27

社会的養育は、子どもの養育全般のことで、社会的

条第 1 項第 2 号に基づく行政処分として行う。親子分離

養護よりも広い概念。すべての局面において、子ども・

のない支援の方法として期待されている。社会的養護

家庭の参加と支援者の協働を原則とする、としている。

の一部として位置づける。

●新しい社会的養育ビジョン

●出来る限り良好な家庭的な養育環境

改正児童福祉法に基づいて、取りまとめられた提言。

子どもにとって高度に専門的・治療的ケアが必要な

国や自治体などによる子どもの養育支援のあり方を構

場合は一時的に施設ケアが必要になる場合がある。こ

想したもの。

の場合でも個別のケアが行われる必要があり生活の場

●社会的養護

は家庭的であるべき、としている。

従来の措置以外に、一時保護、自立援助ホーム、障害

●新たな子ども家庭福祉のあり方に関する

児施設やショートステイ、母子生活支援施設も含める（行

専門委員会報告書

政機関が関与して『入所し、生活全般の支援を行うもの）
。

抜本改正となった児童福祉法のベースになった報告書。

特別養子縁組については、縁組成立後は社会的養護には
含まない。保護者と分離して子どもが養育されている形態

●リーガルソーシャルワーク
児童福祉法改正で児童相談所に弁護士配置及びそれ

としての親族、非親族、学生寮、下宿、法外施設等、保護

に準ずる措置を行うとされた。

者と契約で養育されているものは社会的養護に含めない。

●リーガルパーマネンシー

●代替養育

■

漫然とした長期間にわたる代替養育措置がなされては

親子の法律的安定に基づいたパーマネンシーのこと。

社会的養護には、保護者と分離している場合と分離

①家庭復帰に向けた努力、②親族や知人による養育。

していない場合の両者を含むが、分離している場合は

それが困難な場合に③特別養子縁組、④普通養子縁組。

特に代替養育という。代替養育は一時的解決の方法で、

これらが子どもにとって適当でない場合には⑤長期里
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親やファミリーホーム、⑥施設養護が検討されるべき、

統括責任者、リクルーター、アセスメントワーカー、スー

としている。

パーバイジングソーシャルワーカー、心理職（兼任も可）

●一時保護里親

等で構成される。

一時保護の場として特別な場合を除いて家庭と同様

●民間フォスタリング機関

の環境が望ましく、乳幼児は里親等への委託を原則と

社会福祉法人やＮＰＯ法人等の民間機関に委託する

すべき。しかし一時保護の子どもはアセスメントの必

方法。包括的な業務を一貫して行うことで、里親とチー

要があり、行動観察も担うことも考えて、一時保護里

ムが組みやすいメリットがあり、民間ならではの多様

親は養育里親とは異なる専門性が求められる。一時保

な取り組みが可能となる。

護里親として里親類型を創設することも検討すべき。

●ショートステイ里親

●試験的帰宅
一時保護から家庭復帰の場合に、子どもの安全を確
実なものにするため、試験的帰宅を行うなど柔軟な運
用が必要。

●一時保護最低基準
一時保護ガイドラインを作り、将来的には緊急一時
保護所及びその他の一時保護施設の最低基準を設け、

ショートステイに特化して市町村やフォスタリング
機関と連携して行う里親類型を作るべきとしている。

●親子里親
親子（母子）への生活を提供して子どもの安全と親
の安定を図る里親。

●リービング・ケア
代替養育の目的は、その子どもが成人した時に社会

スーパーバイザーを法定化すべき。児童福祉法の改正

において自立的生活を形成、維持する能力を身につけ

では、一時保護に「緊急一時保護」と「アセスメント

ることである。そのための制度的枠組みを整備して自

のための一時保護」があることが明記された。

治体の責任を明確化する必要がある。

●家庭における養育環境と同様の養育環境

●青少年自立支援センター（仮称）

単に虐待やネグレクトのない良好な生活基盤という

思春期、青年期、親になる準備を経て、親として妊

だけでなく逆境体験や離別・喪失による傷つきからの

娠出産期までつなげていく自立支援体制が不十分であ

回復を促進する生活基盤となる必要がある、としてこ

り、そのための施設の創設が検討されるべきである。

のビジョンでは 9 つの項目を挙げている。

●ファミリーホーム養育者

●できる限り良好な家庭的環境
「家庭における養育環境と同様の養育環境」では提供で

ファミリーホームの養育者を里親に限定する。現在、
里親以外が養育者になっている者には里親登録を義務

きない機能をもつもので、子どもの状況によって適用す

づける。

べき環境は異なる。生活の単位は小規模の施設であって

●フォスタリング機関事業運営ガイドライン

最大 6 人まで。困難な問題を抱えた子どもがいる場合は

ガイドラインを元に各事業者や自治体が説明を行いプロ

4 人以下で運営できるようにすべきである、としている。

ジェクトチームを発足させて平成32年度までに実施する。

●ケア・ニーズに応じた措置費・委託費

●一時保護所の在り方ガイドライン

現在の措置費は、里親類型や施設類型により一律に
なっている。本来、子どものケア・ニーズによって措
置費や委託費が定められるべきである。そのために国

この報告書に基づいたガイドラインを作ること。

●ケア・リーバー
社会的養護経験者のこと。実態把握を国が行う。

は早急にケア・ニーズの内容や程度による加算制度に
関する検討を始めるべきである、としている。

●フォスタリング業務
リクルート、里親登録から子どもの委託、措置解除
に至るまでの一連の過程の業務のこと。

●フォスタリング機関
一連のフォスタリング業務を行う機関。最小単位は

※こ こでいう改正児童福祉法とは平成 28 年度に行われ
た改正のことです。
※「新しい社会的養育ビジョン」を読むと里親の重要性
の増す内容ですが、里親会のあり方などにはあまり言
及されていません。新しい動きのなかで、里親会がど
のように位置づけられるのか、また、位置づけていく
のかは、課題のひとつと思われます。
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●

おすすめの本

●

家族のこころの病気を子どもに伝える絵本
ボクのせいかも… ―お母さんがうつ病になったの―
プルスアルハ著（お話と絵：細尾ちあき 解説：北野陽子） 2012年12月発行 ゆまに書房 定価1,500円＋税

実親が精神的な病気にかかっている場合、
皆さんは子ど

ています。どの本も病気になった親とそれをみつめる子

もたちにどう説明をしていますか。
小さいうちは「お母さ

どもの物語です。そこには他の家族や支援者もいて、サ

ん、
病気だから」
で済むでしょうが、
小学生ぐらいになってく

ポートを受けながら家族でゆっくり病気とむきあうス

るとそうはいきません。
だんだん「病気はいつ治るの」
「どん

トーリーが描かれています。巻末に15 〜20 ページの解

な病気なの」
と、
少し詳しい話を求めてきます。

説も付き、
「 絵本の目的と使い方」
「 病気の説明」
「 子ども

でも普通の病気と異なり、精神的な病気は子どもへ
の説明が難しいもの。里親自身も病気について詳しく

へ病気の伝え方」
「相談先リスト」など大人が読んで理解
を深めるページもあります。
著者のプルスアルハは精神科の看護師と医師を中心

知っているとは限りません。何かわかりやすく説明して
くれる本はないかと探していた時に出会ったのがこの

に、心理教育ツールの作成と普及活動を行うプロジェク

絵本です。
「家族のこころの病気を子どもに伝える絵本」

トチーム。
親の精神的な病気に不安を抱えているのは、
里

シリーズで、表題のうつ病編の他に「お母さん

子だけでなく同居している子どもたちも同じようです。
細

どうし

ちゃったの…―統合失調症になったの・前編―」
「 お母

尾ちあき氏は看護師、北野陽子氏は医師（精神保健指定

さんは静養中―統合失調症になったの・後編―」
「 ボク
、

医）
として精神科の診療所と精神保健福祉センターで働

のこと、忘れちゃったの？―お父さんはアルコール依存

くうち、
患者の背後にいる家族、
とくに子どもたちの存在

症―」の計4 冊（各本1,500 ～2,100 円税別）が刊行され

に気づき、
これらの絵本を制作しました。

赤ずきんとオオカミのトラウマ・ケア
白川美也子著

2016 年 5 月発行

自分を愛する力を取り戻す［心理教育］の本

―

㈱アスク・ヒューマン・ケア

トラウマについて赤ずきんとオオカミの物語を使って、
とてもシンプルかつ的確に書かれた本です。オオカミに食
べられそうになった赤ずきん。もしそのことがトラウマに
なったとしたら…。そこから本書はスタートします。
トラウマ後の赤ずきんは危ない森には近づかなくなり、
自分の安全を守れるようになるでしょう。トラウマは生き
るために必要なしくみなのです。でも同時にフラッシュ
バック、回避・麻痺、過覚醒など困ったことももたらしま
す…。トラウマ支援に関わる人だけでなく、当事者とその
家族も読むことを前提に書かれているため、トラウマ体験
を必要以上に責めないよう表現に細かい配慮がなされて
います。
一方、本書の特徴はオオカミ＝加害者の視点も大切にし
ていること。
「赤ずきん」以外にも「三匹の子ブタ」
「七匹
の子ヤギ」など昔話でオオカミはいつも悪者扱いです。で

定価 1,800 円＋税

もオオカミの暴力性も実は幼い頃受けた
虐待によるトラウマの影響なのかもしれません。本当はみ
んなと仲良くしたいのに、被虐待体験故にうまく感情や衝
動性をコントロールできないのかも。本書の赤ずきん、オ
オカミはともに心理教育を受け、自分のトラウマを客観的に
みつめ、セルフケアの方法、感情表現、対人関係など生き
るために必要なスキルを学びます。
最後の支援者向けページも当事者に寄り添った内容で
必見。
「トラウマを抱えた人が相談に来るとき」
「その人
は自分にとって一番つらいことを他人に話すことになりま
す」
「だから丁寧に接する必要があるのです」といい、当
事者には支援者ページを読む重要性を強調。自分自身が
「どう支援されているのか」を理解すれば「どう支援され
たいか」が明確になると伝えています。

船矢 佳子

お詫びと訂正
『里親だより』115 号の「里親家庭が利用できる給付型奨学金」
（4 ページ）のうち、
JXTG 奨学助成の案内が古い情報（JX-ENEOS）になっ
ていました。正しくは次の通りです。お詫びして訂正します。JXTG 奨学助成・対象は全国の社会的養護出身者。申請者で条件を満たし
ている者全員に入学支度金 10 万円を支給。
問い合わせ先 全国社会福祉協議会 児童福祉部 TEL 03-3581-6503 FAX 03-3581-6509 E-mail taisyoji-sien@shakyo.or.jp

編 集 ●巻頭エッセイを書いてくれた山川さんは、家族再統合のあとも里親に助けてもらって、自分がこ
後 記 うしてあるのは里親のおかげだといっています。嫌われたとしても、そういう里親でありたいもの。
（木ノ内）●新学期が始まり、子どもたちはそれぞれ新しい環境での生活が始まりました。4月は緊張していまし
たが、GWを越えてどうにか慣れてきたようです。毎朝登校する子どもたちの後ろ姿にホッとしています。
（船矢）
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電話 03-3404-2024

FAX 03-3404-2034

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

E-mail info@zensato.or.jp

