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里親家庭で育った子が特別視されない日本に里親家庭で育った子が特別視されない日本に巻頭
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里親家庭などで生活する里子や実子の子ども７人が１月６
日、小倉將信こども政策担当相と内閣府で面談し、「里親家庭
で育った子どもが特別視されない日本になってほしい」と訴
え、里親制度に関する理解や認識を広げるため、若い世代へ
の授業を学校教育に取り入れるよう提言しました。取材する
報道陣を前に、プライバシーへの配慮から実名や顔出しでき
ないことに対して、子どもたちは撮られてもよいように仮装
して面談しました。メンバーの1人で、里親の下で暮らす小
賀坂小春さん（16）が『里親だより』のインタビューに答え、
「里子であることを伝えると、周囲からは『かわいそうだね』『な
んか、聞いちゃって、ごめん』といった反応を見せる。普通
に暮らしているのに、そのような反応と見方に違和感を覚え、
変えたかった」と要請の目的を語りました。
社会的養護とは関係のない事案でも、実親の許可がなけ

れば報道に応じることを認めない。そんな児童相談所など
関係機関の対応に、小賀坂さんは疑問を抱いてきました。
2019年、東京都中野区の公立中学校への進学を控えた小学
６年当時、「なぜスカートをはかなければならないのか」と
いう思いからアンケートに取り組みました。性別に関係なく
制服を自由に選択できる制度の導入につながり、報道もされ

ましたが、小賀坂さんは匿名でした。
「自分の存在がなかったことにされて
いる」と心に残ったのは社会から拒
絶されるような感覚でした。「例えば、
里子が人命救助で表彰されるようなこ
とがあっても、その子の名を伏せるの
か。そうであるならば、そんな社会は
どこかおかしいし、悲しい」

その後、実親からの許可を得ることができ、2022年９
月にようやく実名で報道されました。「実名で報道される
まで、こんなに時間がかかることなのかと思った」
その経験は今回の要請のきっかけにもなりました。「里子を

特別視」する日本の社会、関係機関に問い掛けます。「一番の当
事者である子ども、そのものの声を聞いていないのではない
か。例えば『児童相談所』と名乗ってはいるが、児童からの相談
を真剣に聞いているのか」と強調し、子ども目線の対応を求めて
います。小賀坂さんは生後間もなく乳児院に預けられ、３歳から
里親と暮らしてきました。里親家庭には実子らもいました。
今回の小倉担当相への提言は、一般社団法人グローハッ

ピーの活動の一環である2022年度「こども会議」におい
て、小学生から高校生たちが５回の議論を重ね、取りまと
めたものです。同法人は里親制度の普及啓発、里親子への
相談・支援、研修などに取り組んでいます。「特別視され
ない」というテーマは、子どもたちが自主的に決めました。
小賀坂さんは次のステップを見据えます。「社会的養護の

子たちは、願いを言っても聞いてもらっていない現状があり
ます。だから、その子達のためにも過去の自分を救う気持
ちで活動していきたいです」　　���（インタビュー・島袋貞治）
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◀︎  「里親家庭で育った子
が特別視されない日本
に」と提言した子ども
たち。写真右から４人
目が小賀坂小春さん、
５人目が小倉將信こど
も政策担当相＝１月17
日、内閣府（写真提
供・一般社団法人グ
ローハッピー）

　 ◀︎

  小賀坂 小春さん



おおぜいの赤ちゃんが乳児院に

―�福岡市こども総合相談センターの所長になっ
たきっかけは？

藤林 　私は精神科医として、もとは佐賀県の精神
保健福祉センターにいました。間接的に子どもの虐
待に関わることもあり、児童相談所がひどくバッシ
ングされているのも知っていました。それで精神科
医として何かできないだろうかと考えていたとき、
福岡市が児相の所長を行政職員ではなく、精神科医
で募集していると聞いたのです。なぜ外部から選ぼ
うとしたのか詳しいいきさつは知りませんが、市と
しては児相職員の専門性を高めたいとの意向があっ
たと聞いています。そんなわけで2003年春に所長
としての仕事がスタートしました。
なってみてまず驚いたのが、児相職員のほとんど

が行政事務職員ばかりで専門職がわずかしかいな
かったこと、そして、社会的養護の実情でした。赤
ちゃんや幼児さんがおおぜい乳児院に入っているこ
と。乳幼児期は特定の大人との関係が大事というの
が常識と思っていたのですが、まったくそうなって
いない。当時私の相談役として小児科医の坂本雅子
先生（現・NPO法人SOS子どもの村JAPAN常務
理事）もいらしたのですが、お互い衝撃を受け、自
分たちが社会的養護についていかに無知だったかを
思い知らされました。
それで最初に「乳幼児の里親委託を増やすこと」

を目指しました。あの頃は施設も満員でしたから、
一時保護した子どもの受け皿を増やす、という理由
もありましたね。

　福岡市と言えば、近年里親委託率を驚異的に伸ばし、数々の興味深い取り組みを生み出した

ことで注目を集めています。目覚ましい発展をとげた背景には所長に精神科医を登用した福岡

市こども総合相談センター（福岡市児童相談所）の大胆な改革があります。センターの所長と

して18年間勤め、2021年春に退任した藤林武史氏（現・西日本こども研修センターあかしセ

ンター長）にインタビューしました。　　　　　　　　　　　　　　　　（木ノ内博道・船矢佳子）

―どのような形で進んだのでしょうか。
藤林 　とにかく里親の数が足りなかったので、新
規の里親登録を増やすことに力を注ぎました。その
時、採用したのが当時は珍しかった民間（子ども
NPOセンター福岡）との協働です。市民参加型里
親普及事業「新しい絆プロジェクト」と銘打ち、実
行委員会「ファミリーシップふくおか」を立ち上げ、
地域の人たちに社会的養護の課題と里親制度につい
て詳しく知ってもらいました。里親登録を増やすこ
とが目的ですが、登録しなくても里親への理解者を
増やすことも目指していました。
話を聞いた人たちはみな「児童虐待は報道される

から知っていたけど、児相に保護された子どもがその
後どうなるのかは知らなかった」と驚いていましたね。
実行委員会では話し合いや情報交換を重ね、年十数
回の出前講座、年2回の里親フォーラムなどさまざま
な企画を実行にうつしていきました。フォーラムでは
NPOのネットワークや地元メディア、広報誌などを
活用し、多くの人たちに周知できたと思います。
そんなプロジェクトの活動の中から、乳幼児のみ

を一定期間だけ預かる「赤ちゃん里親」のアイディ
アも出てきました。年長の子どもを預かるのは難し
いけれど、赤ちゃんを短期間預かるのであれば、登
録が進むのではないかと思ったのです。また「校区
里親」といって校区ごとに里親を置く案も出ました。
各校区内に里親がいれば、保護された子が転校しな
くてすみますよね。このような様々なアイデアが
次々と生まれてくるのが、実行委員会「ファミリー
シップふくおか」の面白いところでしたね。とても
活気がありました。これらのアイデアは、少し間を

児童相談所改革と里親
インタビュー藤林武史さん
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置いて、後から実現していきます。2016年に、赤
ちゃん里親を募集したところ「短期間預かるだけな
ら」と子育て中の方も登録してくれました。

里親委託を増やすために
施設養育の充実を

―里親委託率は順調に伸びましたね。
藤林 　そうですね。里親制度について地域の人た
ちの理解も深まり登録数も増えると、児相職員の意
識も変化してきました。「施設がいっぱいだから里
親委託を」という発想でスタートしたのが、だんだ
ん施設に空きがあっても「里親委託」を優先するよ
うになったのです。乳幼児には里親委託を第一に優
先するという発想が児相職員の中では当たり前と
なっていきました。それでもすべてが順調に進んだ
わけではないです。実は里親委託が増えたら、今度
は不調も増えてきてしまいました。

―なるほど。不調にはどんな対応を？
藤林 　平成20年ごろでしたか。被虐待児を中心
に施設での不調が増えて、その子どもたちを個別ケ
アが必要だからと里親に委託しました。そうしたら
里親の不調が増えてしまったのです。
「里親委託を推進するだけでは複雑な子どもの
ニーズを満たすことはできない」とあらためて気づ
かされた出来事でしたね。その時は職員みんなで話
し合いを重ねました。出できた結論は「無理なマッ
チングはやめよう」。実は、施設が空いていないから、
または施設が受けてくれないから、ベテラン里親に
無理言って引き受けてもらったり、新人の里親に難
しい子をお願いしたりしていたのです。
子どもの背景、成育歴、特徴などもっと細かくニー

ズを分析して、施設も含めその子どもに合う委託先
を考えるようになりました。

本当に里親委託がいいのか、あるいはファミリー
ホームがいいのか、施設の方が合っているのでは、里
親ならどんな里親がふさわしいのか、施設も大舎制か
小規模か、そんな議論を、一人ひとりの子どもの援助
方針を決める会議の際に、長々としていましたね。
当時、福岡市では施設といえば大舎制がほとんど

でした。施設の小規模化は必須の状況だったので、
それも同時に進めていきました。里親委託を増やす
ためにも、施設を充実させる必要性があった。社会
的養護の質を底上げするには、やはり里親と施設の
両方のレベルアップが大切なのでしょう。
ただ、ここでもまた問題が発生。無理な委託を

しないようにしたら、今度は里親に行きたくても
行けない子が続出したのです。このようなネーミ
ングがふさわしいかわかりませんが、「里親待機児
童」という、里親待ちの子どもがどんどん増えて
いきました。再び早急に里親を増やす必要に迫ら
れてしまいました。

行政と民間がいい意味で競争

―どのように乗り越えましたか。
藤林 　それまでやってきたフォーラムや出前講座
の実施だけでは、これ以上里親登録者が伸びそうも
ありませんでした。そんな時、英国のオックスフォー
ドにフォスタリング機関を視察にいく機会がありま
した。現地では児童相談所と民間機関の双方が専門
性を磨きながら、お互いいい意味でライバルとして
高め合っていた。その姿がとても素晴らしい感じ
だったのです。
これを福岡市でもできないかなと思いました。行

政は行政で熱心にいい仕事をしていたので、そのま
までいい。それとは別に民間にも業務委託して行政
と二本柱でしていってはどうだろうか。そうして、
民間フォスタリング機関（NPO法人キーアセット）

福岡市における取り組みと里親委託率の推移
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①｢新しい絆」事業：里親制度の市民への広がり 
②意識変革：「里親制度は子どもの育ちを保障」 

③里親家庭を支援する体制の強化
　児童相談所里親係の増員

④民間フォスタリング機関の導入
⑤パーマネンシー保障の取り組み
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の導入になりました。平成28年度のことです。
民間フォスタリング機関には最初は乳幼児専門の

赤ちゃん里親のリクルートから始めてもらいまし
た。いきなり中高生など年齢の高い子は難しいと
思ったのと、小さい子は一日でも早く家庭で生活さ
せたかったからです。チラシの配布、商業施設での
イベント、土日も含めた登録前研修など民間ならで
はのユニークな発想で、どんどん里親登録を増やし
ていただきましたね。そして、初めて子どもを委託
された里親さんへの支援や対応も、さすが民間なら
ではのきめ細かさがありました。児相も、そのやり
方を学ぶところがありました。
行政が民間に丸投げするのではなく、行政と民間

の双方が、お互いに協調しながら、そして、切磋琢
磨しながらやっていく。そんな形が実現してようや
く里親委託率は伸びていきました。

子どものパーマネンシーを保障

―驚異的な里親委託率の伸びですね。
藤林 　そうですね。でもまだ施設には長期入所の
子どもたちが残っていました。3年以上施設にいる
と、家庭復帰も里親委託もどちらも難しくなるとい
うことが福岡市の独自調査でわかってきました。一
度も家庭生活を経験せずに成人する子どもたちが多
数いることに、所長として心を痛めると同時に、責
任を感じました。
この時に行ったのが、家庭移行支援です。3年以上

施設入所の子どもを集中的にケースワークすること。
今のその子にとって施設入所の継続が本当に必要な
のか。児相が頑張れば家庭復帰がかなうのではない
か。あるいは親族の元で暮らせるのではないか。無理
なら里親養育や児相長の申し立てで特別養子縁組を
考えるべきではないかなど、子どもが家庭で暮らすこ
とと、パーマネンシーの保障に向けて知恵を絞りまし
た。その結果、施設で生活する子どもが激減しました。

実親の同意をとる方法

―�里親委託ではよく実親の同意がネックになり
ますが。

藤林 　私たちは早い段階で、児相業務には法的な
知識の必要性を感じていたので、いち早く児相の中
に常勤の弁護士を置いていました。そこで弁護士と
相談しながら実親の同意の取り方を変えたのです。

それまでは施設入所や里親委託ごとに同意をとって
いたのを、「社会的養護の措置」として一括で同意
をとることにし、書式も作り直しました。どこに措
置するかで同意をとるのではなく、社会的養護の措
置として一度に同意をとるようにしました。
その際に、里親委託を実親に納得してもらうには

大事なポイントが２つあります。ワーカーが実親に
「里親がなぜ子どもにとって必要なのか」をきちん
と説明すること。もうひとつは実親に子どもとの交
流を保証することです。よく里親委託は実親の同意
がとりにくいと言いますね。「里親の子になってし
まうのでは」とか、まだまだ日本では養子縁組と里
親の違いがわからないことも多いですから。なので
里親委託は子どもの成長発達に大切であり、スムー
ズな家庭復帰のためにも必要であることを実親に丁
寧に伝えるのです。

里親と実親の交流

いろいろ問題がありながらも福岡市がどうにか
やってこられたのは、みんなで顔を突き合わせて話
し合ってきたからだと思います。問題が発生したら
お互い言い分があったとしても行政、民間、市民な
ど関係者全員集まって話し合うことをポリシーにし
てきました。それがよかったのかなと思います。
今振り返ってやり残したことと言えば、里親と実

親との交流の問題ですね。海外では、里親委託当初
から、里親と実親が交流する国もあって、その関係
性があると里親委託中の子どもが安定するし、家庭
復帰もスムーズです。日本の児相は里親と実親との
交流に消極的ですが、私は委託中の里親と実親の交
流は大事だと思って、全てというわけではありませ
んが、可能な場合には進めてきました。でも道半ば
だったので、後進の方たちが後を引き継いでくださ
ることを期待したいですね。里親と実親がお互いに
信頼しリスペクトしながら関わっていくと、子ども
にも安心感が育まれていきます。
　

■プロフィール
ふじばやし　たけし
大阪市生まれ。明石市在住。精神科医師。2003年から
2021年春まで福岡市こども総合相談センター（福岡市
児童相談所）所長を勤める。現在は西日本こども研修
センターあかしセンター長

児童相談所改革と里親
インタビュー藤林武史さん
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　奨学金の充実度が上がり、社会的養護の子どもたちの進学が夢でなくなってきました。本コーナーでは初
めて里子の進学を迎える里親に向けて、さまざまな奨学金をご紹介しながら、進学とお金について考えてい
きます。（船矢佳子）

奨学金はじめての  

●入学前にもらえる奨学金
　進学でもっともお金がかかるのが入学前です。複数の学校を受験すれば受験費用はそれだけかかりますし、
合格となると入学前に入学金やら前期授業料などを支払わないといけません。奨学金はほとんどが入学した後
に給付されるため、もっともお金がかかる入学前には頼れないのが現状です。
　給付されるまでの間をどう工面するか。里親が全額たてかえるケースもめずらしくなく、高額な受験関連費
用の負担は里親にとっても悩みの種です。こんなとき、少しでも援助してもらえるお金があったらありがたい
ものです。今回ご紹介するのは、そんな入学前にかかる費用に対し給付される奨学金です。

■入学前にいくら必要？
　入学前にかかるのは、主に受験費用と合格した場合の入学手
続き費用です。実際に進学を希望する学校の入学案内をwebな
どで見て、だいたいの金額を把握しておきましょう。

◦�受験費用　�受験料＋交通費など　
　　　　　　受験校が複数あればその分増えます　
◦入学手続き費用　入学金＋前期の授業料など

■認定NPO法人キッズドア基金　https://kidsdoorfund.com
　困窮家庭の中高生の進学を支援する奨学金や、子どもの貧困
に取り組む団体の支援に取り組んでいる。2020年より、受験サ
ポート奨学金、英検奨学金、新生活準備奨学金を通じて延べ2,100
名超の中高生家庭へ奨学金を支給。NPOキッズドアの姉妹団体。

■認定NPO法人キッズドア　https://kidsdoor.net/
　2009年設立。理事長は渡辺由美子氏。日本の子どもの貧困課
題の解決に取り組む団体で、困窮家庭の小学生～高校生を対象
に、無料学習会のほか、食事などの生活支援を行う居場所を東京・
宮城で展開。

第3回

認定NPO法人キッズドア基金
ゴールドマン・サックス大学受験給付型奨学金
　子どもの貧困に取り組む認定NPO法人キッズドア基金
と認定NPO法人キッズドアが、ゴールドマン・サックス・
ギブズの支援を受けて設立した奨学金（2022～ 2024年
の3年間実施予定。2025年以降は未定）です。
　キッズドアでは子どもの貧困問題（社会的養護含む）
に関わる過程で、入学前の費用が払えず進学を断念する
高校生たちを数多く見てきたことから、入学前の準備期
間に給付する奨学金を考案しました。子どもたちは情報
の面からも不利な立場にたっていることが多いため、経
済面の支援だけでなく、奨学金や受験に関する情報提供
や関連イベントのサポートなどもあわせて行っています。
◦応募対象者　※昨年の例

　①高校3年生、浪人生（1浪まで）
　②国内の大学・短大に進学予定　専門学校不可　
　③�奨学金の使途は、受験応援または進学関連費用(受

験料、塾/予備校、模試、テキスト参考書、受験
関連交通費、入学金、PC等)

　④�所得等に関する次の条件のいずれかに該当する
　　�児童扶養手当受給世帯、生活保護受給世帯、年収

が一定以下の世帯、社会的養護（里親家庭・児童
養護施設入所など。親族養育は不可）など

　※�給付後は、使途や進学についてアンケート調査への回答が必須
になります。

◦支給内容　※昨年の例

　受験応援金　5万円（7月頃給付）

　�入学準備金　10万円（合格発表後　推薦12月、　
または一般3月頃給付）

　�受験伴走支援　受験情報提供、大学奨学金・教育資金
セミナー、進学に関するオンラインイベント等
◦返済の有無　
　給付型なので返済はなし
◦他奨学金との併用　可
◦募集人数　※昨年の例

　600名
　�応募多数の場合は、所得の状況や進学への意欲等の
事情を考慮して審査を行い、決定します。

◦応募者数　※昨年の例

　非公開
◦応募書類提出期　※昨年の例　
　2022年4月1日～ 5月15日24時
　Webでホームページよりエントリー
　ホームページ　https://www.gs-scholarship.com

　情報は昨年度のものです。今年度は変更もあるかも
しれませんので、くわしい内容については直接下記
までお問合せください。

　申込・問合せ先
　認定NPO法人キッズドア基金�奨学金事務局�　
　〒104-0033�東京都中央区新川�2-1-11�八重洲第一パークビル７階�
　Mail　gsjuken@kidsdoorfund.com
　ホームページ　https://www.gs-scholarship.com�
　お問い合わせは、ホームページまたはメールで
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◦授業を利用する
　私は小２の「生い立ちに関わる授業」や小４
の「２分の１成人式」とか、生い立ち関連の授
業を利用して情報を集めましたね。「授業だから」

◦成長ごとに知りたいことが増える
　委託の時に児童相談所の職員から、子どもが保
護されたいきさつは聞きました。でも実際は養育
していく過程で、いろいろ知りたいことが増えて
きます。たとえば実親さんの好きだったものとか、
特技とかわかれば、子どもの特性をよりよい方向
へ伸ばしてあげられるかもしれませんよね。実親

◦里親には情報提供が少ない
　施設に比べると、里親に対しては委託の際に提
供される子ども関連の情報が少ないと言われて
いますよね。以前、その理由を児相の人に聞いた
ら、「情報管理の面で不安だから」と言われました。
つまり里親に資料を渡すと、紛失、流失、子ども
に見られるのではないかなど、そういうことが心
配なようでした。確かに一般家庭なので限界はあ

子どもに生い立ちについて語る

●児童相談所、施設職員に聞く

と言えば、児童相談所や施設職員の方もみなさ
ん親切に教えてくれましたよ。さらに「真実告
知にも必要なので」と言ってどんどん質問して
多めに情報収集しました。　　（里親　花枝さん）

さんが児相職員にどこまで語るかという問題もあ
りますが、児相職員もどこまで実親さんに尋ねて
いるのかなと気になります。何を実親さんから聞
くのか、質問内容について海外ではフォーマット
があると聞いたことがあります。日本もそのよう
なものがあるとよいと思いました。

　（里親　芙美さん）

るかもしれません。
　でも心配する前に情報管理に関する研修を行う
とか、管理方法についてアイディアを募るとか、
対応策を考えてもいいのではないでしょうか。そ
ういうことを何もしないのに、一般家庭だから素
人だからと施設との間に差をつけられるのは不公
平な気がします。里親は信用されていないんだな
と思いました。　　　　　　　（里親　英子さん）

　乳幼児期から長期で養育している子どもはもちろんですが、もう少し大きくなってから保護された
り、実親の記憶がある子どもであっても、親から引き離された事情など詳しいことはわからないまま
の場合が少なくありません。大人の都合で社会的養護に入らざるを得なかった子どもたちです。納得
できる話ばかりではないでしょうが、自分の置かれた状況が少しでもわかるための材料を、里親は提
供したいものです。

井戸端会議
生い立ちを伝えるために

　「井戸端会議」とは、かつて長屋の女たちが
井戸端に集まって、水汲みの合間に世間話をし
たことから生まれた言葉だそう。本連載ではひ
とつの話題について、里親さんたちの意見をあ
れやこれやと集めていきます。結論が出るかど
うかはわかりませんが、とりとめのない話の中
から、何かお役にたつものをひとつでもひろっ
ていただけたら幸いです。（船矢佳子）

里親

9
今回の話題：子どもの生い立ち関連の情報収集

　子どもに生い立ちや実親のことを話すのは、里親の重要な役割のひとつです。ただそのために必要
な情報が、里親へ十分に提供されているとは限りません。子どもの背景によっても異なりますが、里
親が自分から情報収集に動かなければならない場合も多々あります。みなさんは子どもの生い立ちに
関わる情報をどのように集めていますか。今回は情報収集の方法について考えてみました。
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◦専門の機関などを尋ねる
　私が知っていることは子どもにはほぼ全部話し
ましたが、本人にとって十分かどうかはわかりま
せん。もう自立も近い年齢なので、今後は自分で
情報収集してもらうことになるかな。最近、子ど

◦ネットで検索
　最近はSNSをやっている人も多いですよね。
実親さんの名前を検索したこともみなさん、一
度くらいはあるのではないでしょうか。それら
しき人を発見したという話も聞いたことがあり

◦弁護士に依頼
　子どもの希望で、自立前に弁護士に実親探し
を依頼しました。本当に子どもの側に立って動
いてくれたので、よかったです。結果的にすべ

◦サロンや研修などあちこちに顔を出す
　よい情報はやはり「口コミ」で入ってくるこ
とが多いと感じました。とにかくサロンや研修、
関連イベントなどの行事に顔を出し、いろいろ
な里親・里子・関係者たちに会い、つながりを
持つことが大事。児童相談所や施設に話を聞く

●専門家に頼る

●その他

ものルーツ探しを手伝ってくれたり、当事者同士
が集まって情報交換できる団体があると聞きまし
た。そういうところを紹介したり、弁護士とか探
偵とか、専門家に頼ろうかなと思います。

（里親　若菜さん）

ますが、うちは同姓同名の人がずらりと出てき
てしまい、誰が誰だかわかりませんでした。で
も子どもがスマホを使うようになり、この間ネッ
トのストリートビューで実親が住んでいたマン
ションを見つけていました。���　（里親　茜さん）

てのことがわかったわけではないし、子どもに
とってつらい内容もあったけれど、「知ることが
できてよかった」と本人は納得してくれました。
ただお金はかかりました…。　（里親　早苗さん）

にしても聞き方というものがあるでしょうし、
それ以外の方法で情報収集をするにしてもどん
な方法があるのか、知ることができました。や
はり一番役に立つ話は「人」を介して入ってき
ますね。　　　　　　　　　

　（里親　葉子さん）

子どもの出自を知る権利 �……………………………………………………………………………………………………………………………………

子どもには「出自を知る権利」があります。出自を知る権利とは、「自分がどのようにして生まれ
たのか」など子どもが自分の遺伝的ルーツを知る権利のことです。1989年に国連総会で採択された「子
どもの権利に関する条約」（日本は1994年に批准）の第７条に「児童はできる限りその父母を知り、
且つその父母によって養育される権利を有する」とあります。この権利は「権利と義務」などという
時の「義務」をともなう権利とは違い、すべての人が生まれながらに持っている権利「人権」にあた
るものです。だからみんなで守る必要があるのです。

◦知り合いの職員がいるうちに
　知りたいことって、子どもの成長ごとにその
都度出てくるんですよね。子ども自身が「この時、
どうだったの？」と聞いてくることもあります
し。そのたびに出身施設に問合せて、ていねい
に対応していただきました。でも担当だった職

員が辞めてしまったら、急に聞きづらくなって。
聞いても紋切型の返事しか返ってこなかったり、
児相を通してくれと言われたり。なるべく知り
合いの職員がいるうちに聞いておくといいと思
いました。

（里親　芽衣さん）



北海道里親会連合会は遠隔地に住む会員同士のコ
ミュニケーションが長らく課題でしたが、コロナ禍
を逆手に取ってITツールの活用を進めました。鈴木
三千恵会長にオンライン交流を進める上での工夫な
どについて伺いました。　　　　　　　（若林朋子）

北海道里親会連合会
８

里親会カレンダー
北海道の 拝拝見見!!!!

当会は1958年結成、1975年に社団法人、2012
年には一般社団法人へ移行しました。児童相談所の
管内ごとに、函館、日胆、中央、空知、帯広、釧路、
北見網走、道北の8地区で活動しています。集まる
機会は総会と理事会2回、全道大会だけで、主な活
動は地区ごとに実施しています。例えば私が住む函
館は、総会に合わせて1回目の研修会を行い、別の
機会に2回目の研修会を、自立支援の研修会は冬に
行っています。
2020年7月に会長と北海道ブロック長を拝命して

以来、LINEを使った連絡網の構築を進めてきました。
8地区の会長・副会長・事務局長が情報を共有した
り、行政に働きかけるために連合会の三役(会長、副
会長、事務局長)がつながって策を練ったりするなど、
目的に応じたグループを作っています。
Zoomの活用は、まず8地区の事務局長全員が入

▲ 北海道里親会連合会会長・鈴木三千恵さん。湖月橋と北海道駒ヶ岳、五稜郭、レンガ倉庫（イラスト・京川誠）

５ 月　理事会、総会
９ 月　全道大会
３ 月　理事会

主
な
活
動

れるようにし、地区の会長を事務局長がサポートす
る形でつながりました。また、日胆地区ではZoom
講習会の講師を務めました。
会議や研修会はほぼオンラインになったのですが、

パソコンを使わない方はすぐに対応できませんでした
ので、まず私とLINEでつながり、LINE電話で音だけ
を聞くようにしました。すると「自分も顔が見えるよ
うな形で参加したい」と思われたのでしょう。高齢の
方でもZoomをマスターする方が増えていきました。
今年度、函館地区の研修に性暴力被害者などを支

援している関西の団体の関係者を講師として迎えま
した。講演の動画を撮り、ほかの地区の会員と共有
すると好評でした。もともとエリアが広く、全道か
ら集まることは難しかったのです。また、子どもを
受託している現役の里親さんだからこそ、場所・時
間が限定された催しに参加しにくい現状がありまし
た。会員全員がITスキルを向上させることにより、
北海道の活動の選択肢が広がったと思っています。
地区ごとで開催しているサロンの運営の仕方はさ

まざまです。例えば日胆は移動に高速道を使っても4
時間以上かかりますので、細長いエリアを4分割して
集まっています。委託の有無や、受託している子ども
の年代・課題によって悩みは異なるので、対面・オン
ラインを使い分けながら開催方法を模索しています。

北海道里親会連合会ホームページ

▼ https://dosatoren.com/
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北海道の里親会のご紹介にあわせて、北海道地区
の里親登録状況などについてみていきます。

（木ノ内博道）

北海道の里親への子どもの委託数
―複数の子が一つの里親家庭で養育されている

里親への子どもの委託を、子どもの側からみてみ
ましょう。
里親に委託されている子どもは315人。委託さ

れている里親は220世帯ですから、95人の子ど
もが同一の里親家庭に委託されていることになり
ます。
子どもたちはどんな里親に委託されているのでしょ

うか。養育里親への委託は272人で、86.3％の子ど
もが養育里親に委託されていることになります。親族
里親への委託が21人、養子縁組里親への委託が13
人、専門里親への委託が9人となっています。
養子縁組里親への委託が13人ですが、里親の登

録は94世帯ですから、多くの養子縁組里親が未委
託ということになります。これは多くの地域で見ら
れる傾向です。
また、子どもの年齢で見ると、3歳未満の子ど

もが44人、3～ 6歳の子どもが54人、7歳以上が
217人となっています。

北海道の里親等委託率
―他の地域に比べて里親等委託率は高い

児童養護施設や乳児院と比較して里親やファミ
リーホームへの子どもの委託の割合をみるのが里親
等委託率です。北海道の里親等委託率はどうなって
いるのでしょうか。
北海道の里親等委託率は令和3年3月末現在で

33.5％（全国平均は22.8％）で、都道府県と政令
指定都市あわせて70地区のなかで15位に入ってい
ます。
北海道の里親等委託率は全国に比べて高いのです

が、平成23年3月末時点では全国5位の位置にい
ました。他の地域の委託率が高くなってきているた
め順位は下がってきています。
厚生労働省は児童福祉法を改正して、家庭養育

優先の原則を打ち出しました。里親等委託率の目
標を、「3歳未満」は令和4年度末までに75％以上、
「3歳以上～就学前」は令和6年度末までに75％以
上、「学童期以降」は令和8年度末に50％以上とし
ていますが、北海道はこの目標数値を公表してい
ません。

北海道の里親登録数、子どもの委託里親数など
―登録数は全国で4番目

福祉行政報告例の最新版（令和3年3月末現在）
によると、政令指定都市である札幌市を除いた北
海道の里親登録数は552世帯（札幌市の里親登録
数は301世帯）です。全国平均の2倍以上ですが、
東京都は1,036世帯、埼玉県は661世帯、千葉県
は585世帯で、北海道の里親登録数は全国では4番
目となります。
北海道の里親登録数は、実は以前は長くトップの

座にありました。たとえば平成13年3月末の調査
では北海道の登録里親数は521世帯でトップ。埼
玉県は432世帯、東京都は373世帯、静岡県342
世帯などです。他の地域の里親登録が大きく増え
たことによって、北海道の里親登録の停滞が目立
つというわけです。里親開拓が進んでいない背景
にはなにがあるのでしょうか。
登録里親のうち種類別にみるとどうなっている

のでしょうか。登録里親552世帯のうち、養育
里親が511世帯（92.6％）、専門里親が54世帯
（9.8％）、親族里親が17世帯（3.1％）、養子縁組
里親が94世帯（17.0％）という状況です。養育里
親と専門里親は重複登録。多くの地域では養育里
親と養子縁組里親を重複登録する動きがあります
が、北海道ではそうした動きがあまりみられない
ようです。
北海道の登録里親のうち、子どもを委託されてい

る里親は220世帯で委託されている割合は39.9％。
全国平均が33.1％ですから、北海道の里親委託の
割合は高いといえます。
種類別の委託状況をみてみましょう。養育里親

が193世帯（37.8％）、専門里親が10世帯（18.5％）、
親族里親が16世帯（94.1％）、養子縁組里親が14
世帯（14.9％）。全国平均は養育里親が31.8％、専
門里親が23.9％、親族里親が92.6％、養子縁組里
親が6.3％ですから、北海道の場合は全国平均に比
べて、養育里親、養子縁組里親への委託が高くなっ
ています。

北海道の里親の登録状況北海道の里親の登録状況
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シリーズ 31

私の

萩原タキ子さんに聞く
（埼玉県） ▲ 里親のスムーズな育児を支える萩原さん

赤ちゃんの新米里親をサポート
愛着の土台を築き、次の養育者へ

埼玉県里親会の萩原タキ子さんは37歳で里親登
録し、「養子縁組を前提に赤ちゃんの里親になる人
がスムーズに育児を始められるようサポートした
い」との思いから2018年2月、春日部市内にファ
ミリーホーム「にこにこほーむ」を開設しました。
乳幼児が家庭で暮らし、特別養子縁組が成立しても
地域の里親会や、支援職とつながることはメリット
があると話します。どんな思いで里親（養親）と関
わってきたのでしょうか。　　　　　　（若林朋子）

高校卒業と同時に、保育士の資格を取るため、勤
労学生として埼玉県内の会社に就職。卒業後に結婚
し、実子3人の子育てをしながら託児室で保育士と
して勤めていました。2002年、37歳の時に里親登
録をしました。長男が高校1年生、長女は中学3年
生、次男が小学4年生のタイミングでした。初めて
の受託は登録から1年ぐらい経ったころです。2歳
と10カ月の姉妹を1週間ほど一時保護し、委託に
変更となりました。当時、仕事もしていましたので、
短期養育がほとんどでした。

「里親だより」がきっかけ
2018年2月には「養子縁組を前提に赤ちゃんの

里親になろうとする人が、スムーズに子どもとの生
活を始められるようサポートする活動に重点を置く
ファミリーホームをやりたい」という思いから「に
こにこほーむ」を開設しました。きっかけは2015
年5月に発行された「里親だより」104号に掲載さ
れた千葉県内でファミリーホームを営む廣瀬タカ子

さんの記事を読んだことです。
廣瀬さんは「乳幼児を安全に委託するには、先輩

養育者が新米養育者を支援する仕組みづくりが必要」
と語っておられました。当時、孫が生まれて沐浴させ
ている時に「笑顔で迎えてもらえない赤ちゃんもいる
のだろう」と思うと切なくなり、廣瀬さんの言葉に「私
がやりたいのはこれだ」と思ったのです。
新生児の委託は、そのまま養育里親として育てる

ケースもあればほかの養育里親に託すこともある
し、養子縁組希望の里親に託すことになるかもしれ
ないし、生みの親のもとに戻るかもしれません。そ
れら全ての可能性が難しいとなれば、乳児院に行く
こともあるでしょう。しかし「新生児のわずかな時
期でも家庭で養育することは必ず、その子の後々の
人生にとって大きな意味がある」と思っています。
愛着形成といって生まれた直後から特定の大人と関
わることによって愛情の基盤ができ、その後につな
がる人との関係性の構築が安定するからです。私の
思いを当時の越谷児相の所長に伝えました。すると
「やってみる価値は、あるよね」と受け止め、チャ
レンジさせてくださいました。

親子の関係性をずっと見守る
新生児委託では後で自分以外の誰かが育てること

になっても、育児支援として携わり続けることがで
きます。すると養子縁組が成立しても、養親が里親
会から離れていくことは起こりにくいでしょう。長
期にわたって子育てを見守り、真実告知の相談に乗
るなど、親子の関係性をずっと見守ることができま

養養育育体体験験養育体験
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す。乳幼児期から知っている子どもとの縁が続くこ
とで子育てする親の孤立を防ぎます。
ファミリーホームという形を選んだのは、以前か

ら「里親よりファミリーホームの方が、生みの親は
（委託を）受け入れやすい」と聞いており、県内の
全児相から受託できることも理由でした。「にこに
こほーむ」は2023年2月で5年となります。
子どもは、たった数カ月の関わりでもいろんなこ

とを身に付け、変化していきます。真剣にごまかさ
ず、子どもと対等に接する必要があると思います。
暴れる子に対しては「お母さんに、かかってきなさ
い」と本気で向き合うと、少しずつ行動が変わるの
です。ふとした瞬間「大変だったんだね」と言うと「う
ん」とうなずき、心が通じたと感じます。子どもの
気持ちになって本気で寄り添うことにより子どもは
「理解している」と知り、少しずつ落ち着いてきます。
受け止める大人がいることこそ大事なのだと思いま
す。児相の職員が迎えに来た時、「ずいぶん穏やかに
なりましたね」と感心されたこともありました。

印象深いのは委託解除になった子
20年にわたる経験の中で印象に残っているのは

最初に委託解除になった子です。2年間預かって解
除となり、しばらく我が家に委託がなかったので「私
では無理なのかなぁ」と落ち込みました。その子に
は発達障害があったので児相の職員に相談したり、
検査を受けたりしましたが、「そういった子に対す
る養育の方法が、もっとちゃんとわかっていればよ
かった」と思いました。そこで2010年に専門里親
の研修を受けました。
子どもによって状況は異なり、どう接したらいい

かを探りながら育てています。毎日、勉強だと思い
ます。夫も里親登録をして更新講習も受けています。
補助員の次男の妻が2022年3月に里親として登録

してくれました。もし私たち夫婦に何かあっても、
子ども達は我が家で暮らすことができます。
これまで乳幼児の段階で預かったのは60人ぐらい

でしょうか。新生児は15人で、交流ののちバトンを
渡したのは13人でした。縁組が成立した場合も養母
とLINEでつながり、育児相談を受けています。

36項目のチェックシートを活用
2015年12月、「埼玉里母の会」が設立する際、

里親仲間から「自分のやりたいことを研究してみな
い？」と声を掛けられ、新生児委託について学ぶた
めに千葉県の（前出の廣瀬さん宅とは別の）ファミ
リーホームを2017年夏に見学しました。全国里親
会で、ここの里母さんの話を聞いたことがあり、自
然体で子育てする様子に感銘を受けていました。実
際に会って話し、「勇気をいただいた。ますます、やっ
てみたい」という気持ちになり、その後は一気にファ
ミリーホーム開設の準備が進みました。
この里母さんからいただいたベビーチェックシー

トに、自分なりに変更を加えた36項目でチェック
しています。この内容は交流中の里親さんにもお伝
えしており、赤ちゃんの子育てを安全に楽しめるよ
うに相談に乗っています。何よりも大事にしている
のは子育てを楽しむこと。そのためには自分もリ
ラックスし、時には適度な手抜きが必要だと思って
います。

生みの親に感謝できる子に
これからは体力が続く限り、たくさんの「命のバ

トン」をつないでいきたいと思います。また、自分
の体験を伝え、引き継いで下さる里親さんを増やし
ていきたいです。子どもが「自分は生まれてよかっ
たんだ」と、生みの親に感謝できる子になるように
協力していきたいです。

私の

養養育育体体験験養育体験

▲ 「にこにこほーむ」のベビーベッドが置かれた一角 ▲ 次男の妻が2022年3月に里親登録した



福井県里親会で講演

　「生みの親以外の大人が子育てを引き継いだ家庭」では、子どもの性とどう向き合って
いくべきか―。長年にわたり、全国各地で性教育を行ってきた河野産婦人科クリニッ
ク（広島市）の院長・河野美代子さんが2022年11月、福井県越前市で開催された福井
県里親会の「里親スキルアップセミナー」で講師を務め、「今どきの『子どもの性との接
し方』と『性教育』／里子や養子等との家庭生活の中で」と題して講演した。（若林朋子）

�親が質問をはぐらかすと子どもは　　　
ネットなどの情報を信じてしまう

性教育とは子育てそのものだと思います。子ども
の疑問に答えるのが親の役割です。質問から逃げず、
正面から答えてあげてください。親が子どもの質問
をはぐらかしたら、子どもは自力で探します。そし
てインターネットなどのいい加減な情報を信じてし
まいます。
子どもは好奇心から「赤ちゃんはどこから生まれ

るの？」などと聞いてきます。3歳までには60%、
5歳までは100%、このような質問をするのです。
聞かれたら目を見てちゃんと答えてほしいと思い
ます。お母さんのお腹を指さして「ここにいたの？」
「ここから出てきたの」と聞くかもしれません。里
子・養子の場合には「あなたを産んだ女性は、ほ
かにいるのよ」と伝えてあげられるといいですね。
真実告知のきっかけになるかもしれません。
性教育の始まりは「あなたの体は大事」と教え

ることです。守るべきはプライベートゾーンであ
り、「水着で隠れるところ」と教えてあげてくださ
い。「プライベートゾーンを人に見せたり、触らせ
たりしてはいけません。口もだめです」と言いま
しょう。

�「子どもには親に知られたくない領域がある」
と認識すべき

思春期は自立のステップです。子どもはイライラ
したり、コンプレックスを抱いたりしますが、それ

を乗り越えて大人になり、自分で自分の世界を創っ
ていきます。親であっても、そこに踏み込んではい
けません。「子どもには親に知られたくない領域が
ある」と認識すること。その上で付き合うことが大
切です。
世の中の「性のお悩み相談」の電話にかけてくる

人の多くは男の子です。質問の多くがマスタベー
ションやペニスに関する不安で、「マスタベーショ
ンをして害はないか？」「自分は包茎か？」などと
ひとりで悩んでいます。
マスタベーションを母親に見られてしまったこ

とで家出をしたり、自殺したいなどと思ったりし
たというケースがありました。なぜ、そういうこ
とが起きるのかというと、家庭内のプライバシー
の意識の欠如です。例えば夜食を持っていく時に
足音を立てて名前を呼んでいき、ノックしてから
息子の部屋に入るようにしましょう。また、子ど
もに対しては「親の寝室には勝手に入るな」と言
いましょう。なぜなら子どもがコンドームやアダ
ルトビデオ（本）などを見つければ、親のプライ
バシーを侵害することになるからです。
また、「ペニスは大きいほどいい」ということが

世間でまことしやかに言われていたり、そういった
価値観に毒されてしまったりしている男の子もいま
すが、大きさは関係ありません。ペニスは勃起した
状態で4センチの長さがあれば充分、機能を果たせ
ます。また、女性にとって大事なのは、自身の体を
知り、性行為についての希望を相手に伝えた上で実
行するということです。

「性と生、子どもの質問に
 親は正面から答えて」

産婦人科医・河野美代子さん
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月経痛の治療に保険適用の低用量ピルも

女の子が月経痛を我慢している状況で、「鎮痛剤
をのむな」と言う人がいまだにいますが、それは
間違いです。我慢するほど体が萎縮し、吐き気を
催すこともあるので、早めに服薬するよう教えま
しょう。市販薬で効果が無ければ産婦人科を受診
してください。低用量ピルを月経痛の治療に用い
ることもできます。
予期せぬ妊娠をしても受診が遅れるのは、本人が

月経周期や妊娠週数の数え方を知らないからです。
月経周期は月経の頭から、次の月経が始まる前の日
までで、25日から28日ぐらいの周期であり、多少
変動があります。ですので「安全日」という考えは
曖昧で「信じてはいけません」と伝えています。
4月1日のエイプリルフールに性交して妊娠した

場合、出産予定日はクリスマスイブです。赤ちゃ
んが10カ月お腹の中にいると思ったら大間違いで、
8カ月ちょっとで生まれてきます。そして、いつま
で人工妊娠中絶手術は可能かというと、お盆の8月
13日がタイムリミットです。
また、避妊をしない性行為は、性暴力であるとい

うことを知っていただきたいです。男女どちらに
とっても、性暴力を受けたり、女の子は生理が来な
かったりなど、「大変なこと」になったら「SOSを
求めましょう」と伝えてください。親や学校の先生
に相談したり、産婦人科に自分で行ったりする勇気
がなくても、「妊娠SOS」の窓口は全国各地にあり
ますから「検索して電話をしましょう」と、言って
ください。

性的違和を感じている子は親に言えない

LGBTQの中で「親には絶対に言えない」という人
は75%、「言えない」は�12.5%なので、ほぼ親には言
えないと考えられます。そして性的違和を感じている
人は、身体が男性で心の性が女性のM�to�F（Male�to�
Female：MtF）は65%、身体が女性で心の性が男性
のF�to�M（Female�to�Male：FtM）であれば60%が
自殺念慮を抱えているといわれています。
カミングアウトを受けた時は、最後まできちんと

話を聞き「話してくれてありがとう」と言いましょ
う。セクシャリティーを決めつけてはいけません。
そして「どうして伝えてくれたのか」「何に困って

いるのか」を聞いてあげてください。また、「誰に
話しているか」「誰に話してもいいか」を確認し、
専門の支援職につなげてください。

◇　　　　　　◇　　　　　　◇

今回、福井県里親会「里親スキルアップセミナー」
の講師として同会が河野さんを招いたのは、「家庭
におけるプライバシーや性教育について学びたい」
という狙いがあった。企画した同会理事で事務局長
の岩本恵美さんによると、スキンシップを大切にす
る心情とリスクの境界に悩むことがあると話す。
「他人の子を預かるからこそ見守りが必要であり、
親子で風呂に入ることは家庭生活の意味を伝えるこ
とにもなります。一方で、里子・養子から『実は一
緒に入浴するのは嫌だった』と言われれば、里親・
養親が性犯罪の加害者として罪に問われることもあ
り得ます。子どもが小学校低学年を過ぎると気をつ
けましょう」
河野さんは実子・里子・養子にかかわらず、「（一

緒に入浴したり、股間を洗ったりすることについて）
親は本人に確認してから行動すべき」と述べた。ま
た、「子どもに対しては『嫌なことをされたら、す
ぐに言おう』と教えよう」とし、児童相談所や児童
養護施設の職員など社会的養育に関わる大人たちが
子どもの体や性について曖昧にせず、子どもと話し
合うことの重要性を説いた。
講演後、福井県里親会副会長の竹澤賢樹さんは「性

に関することをオープンに話題にできるような関係
性を子どもと築いて行くべきだと気づかされた。こ
れを機に取り組みたい」と話し、参加した里親から
もあらためて家庭での性教育の重要性を認識したと
の声が挙がった。

河
こう�の�

野�美
み よ こ

代子�氏
1947年4月生まれ、75歳。広島市出身、同市在住。
1972年に広島大学医学部を卒業後、同大学附属病院、
1981年からは特定医療法人あかね会土谷総合病院の産
婦人科部長。1990年に広島市中心部に河野産婦人科ク
リニックを開業。同クリニックは特別養子縁組あっせ
ん事業認可施設。河野セクシャリティー医学研究所所
長、NPO性暴力被害者サポートひろしま理事、にんし
んSOS広島顧問、広島エイズダイヤル代表、人間と性
教育研究協議会広島サークル幹事、日本産婦人科学会
専門医、日本女性医学学会会員、日本思春期学会評議員。
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● 編集スタッフからのおすすめの本 ●

か？　僕はただの僕だ。もちろ
ん、僕を産み落とした生物学的
な親は存在するだろうが、その人を知らないからと
いって、その人に育てられなかったからといって、
不完全な人間だとは思わなかった。僕は誰よりも僕
を知っているから。自分がどんな人間かを正確に理
解しているほうが、自分の親が誰かを知っているよ
りはるかに価値があることなんじゃないのか？」
ジェヌと心を通わせる大人の1人である施設職員

には虐待された経験があり、ジェヌが信頼する養親
希望者は毒親に育てられた過去があります。一方、
ジェヌの言動はしたたかで痛快です。「大人の弱さ」
をジェヌが知り、大人が「ジェヌの強さ」を理解す
る時、大人と子どもの心の距離が縮まった気がしま
した。本書は韓国でベストセラーとなり、未成年の
支持も受けて文学賞に選ばれています。

物語は近未来の韓国を舞台にしたフィクションで
す。北朝鮮と韓国の間で終戦宣言がなされ、国防費
を子どもの福祉に充ててセンターが設立されたとい
う設定です。
産みの親が子どもを育てることを望まない場合、

子どもは「NC（ナショナルチルドレン）センター」
で育ち、養親希望者とのマッチングを待ちます。「ペ
イント」という名の面接を経て育ての親を決め、セ
ンターを出て行く権利を得るのです。センターで暮
らす17歳の少年「ジェヌ301」は、どんな選択を
するのでしょうか。
ジェヌには、おおいに共感しました。とりわけ次の

言葉はものごとの本質を捉えていると感じます。
「人はよく出自を問題にする。原産地の確かなも
のを買って食べるみたいに、人間について誰から生
産されたかに大きな関心を寄せる。僕のルーツがわ
からないことが、それほど大きな問題なのだろう

ペイント
イ・ヒヨン著　小山内園子訳　出版社：イースト・プレス　発行日：2021年11月　定価：1,500円＋税

若林朋子

ついにスカーレットは弟を心
配する気持ちを抑えられず、大
胆な行動に出ます。「あのころに帰りたい。何もか
もが複雑になってしまう前の、気楽な時代に戻りた
い」。彼女の心の叫びが、胸に迫ります。
作品の大部分はスカーレットの葛藤が書き連ねら

れています。スカーレットが信頼を寄せる大人も登
場しますが、「理解者＝支援者」ではないため、読
んでいてやきもきします。だからこそ、ラスト20
ページの胸すく展開に「来たー！」と嬉しくなりま
した。オセロゲームで角を取り、一気に形勢が逆転
する感覚です。本を読み終えたら開いて裏返し、面
表紙と裏表紙を一枚の絵として眺めてみてくださ
い。姉弟が熱望し、やっと手に入れた「心穏やかに
過ごせる世界」が広がっています。

12歳の女の子スカーレットは、いわゆる「ヤングケ
アラー」です。心を病んだ母に代わって家事を担い、ア
スペルガーで自閉症の弟（レッド）を喜ばせようと心
を砕く日々を送っていました。ある日、学校に行ってい
る間にマンションが火事になり、自身は里親宅、母親は
病院、弟は児童ケアホームで過ごすことになります。
スカーレットは「火災は母にライターを渡した自分

の責任」と悔い、里親宅を出て「母・弟と3人で暮
らしたい」と願い続けます。一方で里親宅の生活は
張り詰めた心を、ほぐしていきます。「（里親家族と
一緒にいると）私たちは、普通の家族に見える。お
母さん、お父さん、そして兄と妹。（中略）私は自分
の気分が良いことに気づいて、うしろめたくなった」。
母や弟との間に生じた心の距離に罪悪感を抱きます。
私は「心の折り合いを付けて、里親に頼っていいん
だよ」と祈るような気持ちで読み進めました。

紅
くれない

のトキの空
ジル・ルイス著　さくまゆみこ訳　出版社：評論社　発行日：2016年12月　定価：1,600円＋税

若林朋子

「里親だより」で紹介してほしい本がありましたら、どうぞ事務局までご一報ください。

本

本



トピックストピックスホット 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2022年11月から2023年1月までの動きをお知らせします。

◆全国里親会（全里）の動き
〈役員会開催報告〉
▶令和4年度第5回理事会　
　12月18日（日）東京ウィメンズプラザ
　内容　�全国里親会委員会委員の任期満了について

全里「創設70周年記念事業」の進捗等
▶�令和4年度里親委託等推進委員会・業務運営委員会
合同委員会

　12月18日（日）東京ウィメンズプラザ　ハイブリッド
　内容　�令和5年度各委員会事業計画について、
　　　　「創設70周年記念事業」について等
▶令和4年度第2回会長会議＆会長研修
　2023年1月28日（土）・29日（日）
　東京ウィメンズプラザ　ハイブリッド
　参加対象　�里親会正副会長、里親会事務局、役員、

児童相談所職員等
　内容　28日　�会長研修　講師�國澤有記氏（厚労

省家庭福祉課）、会長会議
　　　　29日　�会長研修　講師�増沢高氏（こども

の虹情報研修センター）、里子関連
保険について等

▶全国里親大会兵庫大会実行委員会
　次の全国里親大会は、兵庫県が会場です。すでに
実行委員会が立ち上がっており、全里からは会長、
副会長がオンライン参加しています。
〈大会開催報告〉
▶第9回日本フォスターケア研究大会
　12月17日�（土）　連合会館（東京）ハイブリッド
　内容　�基調講演「里親家庭における複数養育につ

いて～子どもには一人一人にニーズがあり、
養育上の配慮や課題等～」�（白井千晶静岡大
学教授)、ディスカッション、分科会等

〈感謝〉
▶ドミノピザ様「無料ピザで地域支援」
　昨年に引き続きドミノピザ様が社会的養護の子
どもたちにピザ1万7,000枚をプレゼントしてくだ
さいました。11
月28日（月）の
贈呈式には全国
里親会より河内
会長が参加しま
した。

▶セイバン様よりランドセル226個
　今年度も㈱セイバン様より226個のランドセル
をお贈りいただきました。
▶幼い子どものゆたかな育ち応援助成（七五三助成）
　今年度も㈱ジェイ・ストーム様の助成で、子ども
たちがご支援いただきました。
◆行政の動き
▶「こどもまんなかフォーラム」動画公開
　内閣官房こども家庭庁設立準備室では、9月22日
（木）、10月28日（金）、12月14日（水）、12月23日（金）、
2023年１月25日（水）に開催した「こどもまんな
かフォーラム」を動画で公開しています。
　今後、こども政策の基本的方針を定める「こども
大綱」を作るため、実際に子どもたちの意見を聞く
のがねらいです。
　�https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_
mannaka_forum/index.html
▶児童虐待防止月間WEBサイト更新
　11月の児童虐待防止推進月間にちなみ、厚生労
働省の特設サイトでは、さまざまな情報を発信して
います。
　今年度はモデルのわたなべ麻衣さんの子育て対談
などを新たに更新。11月20日（日）開催の「子ども
の虐待防止全国フォーラムinかがわ」も動画でまだ
公開されていますので、ご興味ある方はご覧ください。
　https://www.mhlw.go.jp/189-ichihayaku/
▶子どもの家庭養育推進官民協議会シンポジウム
　上記シンポジウムが11月16日（水）にオンライ
ンにて開催されました。好評につき、動画が下記ホー
ムページにて公開されています。
　内容　�各自治体（千葉県知事、岡山県知事、奈良

市長、福岡市長）の取り組み、民間団体か
らの報告（全国里親会会長等）。

　なお当日はサヘル・ローズ氏の講演もありました
が、動画公開はありません。
・子どもの家庭養育推進官民協議会
　https://kateiyoiku.com/
　https://www.youtube.com/watch?v=DI0ufXMmZPQ
▶民法改正案　親の懲戒権削除
　親が子を戒めることを認める「懲戒権」を、民法
から削除する改正案が12月に国会で可決され、成立
しました。

2022年11月～2023年1月
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沖縄で車を運転中、ラジオからのニュースでたまたま流れたのは、巻頭で取り上げた里子たちの大
臣要請でした。仮装での内閣府訪問と要請も前代未聞でしょう。「里親家庭で育った子が特別視さ

れない日本に」。一番の当事者である子どもたちの声が全国に発信されました。子どもたちも好んで仮装し
ているわけではありません。その声を受け止め、どう行動するのか。社会が応える番です。（島袋）

編 集
後 記

話題の言葉
（木ノ内博道）

▶赤ちゃん食堂　離乳食期の赤ちゃんにミルクや手作りの
離乳食を無償提供する取り組みが神奈川県や愛知県で進
んでいる。育児の不安を気軽に相談できる場所として出
産後の母親を支え、貧困家庭への支援も行っている。

▶こども　こどもには「子供」「子ども」「こども」と複
数の表記があるが、来年度に設立を予定しているこど
も家庭庁の準備室は、他の省庁に依頼文を出した。依
頼文では、こども基本法の理念を浸透させるため行政
文書には「こども」を用いるよう呼びかけている。

▶こども白書　政府は来年度から『こども白書』を公表
する。

▶チャイルドグルーミング　性交等または猥褻な行為な
どをする目的で、未成年者を手なずける行為のこと。
また、SNSやコミュニケーションツールを使って知り
あい、オンラインで徐々に子どもの信頼を積み上げた
うえで、現実に会う約束をしたのちに性加害を行うこ
とをオンライングルーミングともいう。

▶グルーミング罪　猥褻な目的を隠して子どもを褒めた
り喜ばせたりして手なずけるグルーミングについて法
制審議会の部会は対応する罪名の新設を検討している。

▶信仰による虐待　信仰を背景にした親から子への虐待に
関する対応方法をまとめた厚生労働省ガイドラインが作
成され全国の自治体に通知された。地獄に落ちるなど脅
して宗教活動を強制したり、結婚や進学といった人生の
選択を奪ったりすれば児童虐待にあたるとしている。

▶ベビーサイン　おしゃべりが上手にできない乳幼児と
コミュニケーションするうえで、手の動きを使ったサ
イン活用が話題になっている。

▶不適切保育　保育現場での不適切な保育が相次いで明
らかになっている。しかし、特別な線引きがなく実態
把握が難しいという。

▶交際禁止の校則　校則で男女交際を禁じる高校で、男
女交際をした女性に退学勧告。東京地裁は、退学勧告
は違法と判断して賠償命令を行った。しかしこの校則
そのものは存続するという。

▶いじめ被害者の別室学習　いじめた側が教室に通えて
いじめられた側がなぜ別室で学習なのかという疑問の
声が高まっている。

▶位置情報アプリ　「友達」として承認した相手ならお互
いの位置情報をリアルタイムで把握できるアプリが若
者の間で広まっている。面識のない異性から突然「会
いに行く」などのトラブルが増えている。

▶ドキュメンテーション　保育所が撮っていた園児の写真
が個人情報にあたるとしてオープンにしなくなった。そこ
で、ある地域では子どもたちの活動や写真をドキュメン
テーションと称して廊下などに壁新聞のように貼ってお
く。保育所を訪れた保護者が自由に見られて好評だという。

▶乳児だっこ自転車事故　転倒して乳児が大怪我をする
事故が相次いでいる。1歳未満は幼児用座席を使用で
きないことも一因か。

▶子どもの体験活動格差　小中学生の習い事や旅行など
の体験活動が世帯収入によって格差が生じている。年
収300万円未満の世帯の子どもの3人に1人が「して
いない」と回答。職業の選択にも影響するため国の対
策が求められている、としている。

▶トミー・ジョン手術　野球で、ひじの手術をした子ども
が多いと話題になっている。靭帯の再建手術。1年間に
200試合もやっている学校もある。

▶入眠儀式　赤ちゃんの寝かしつけに悩む人が多く、入
眠儀式を勧める人がいる。毎日決まった行動を同じ順
番で行うのが大事だという。

▶監護者性交罪　18歳未満に対し実父や養父ら監護者の
立場を利用して性交する罪の有罪判決が相次いでいる。

▶フェムケア　女性特有の健康問題を解決するため企業
の取り組みが進んでいる。女性の社会進出が進んだこ
とで、生理や妊娠、出産にまつわる悩みに応えるもの。

▶配属ガチャ　就活生の間で使われている言葉。入社後
の配属先が分からないので不安、ということから言わ
れている。

▶ユースクリニック　20歳までの男女を対象に、無料で
セックスや性感染症、学校や家庭の悩みなどを看護師、助
産師、メンタルケア心理士などに相談できる場所が人気。

▶タイムラプス勉強法　学生たちの間で、勉強する自分
の姿をスマートフォンで早回しのように撮影する方法
が流行っている。集中できると人気。

▶眠育　睡眠の大切さを教える睡眠教育が注目されてい
る。福岡県春日市は先行する取り組みとして、すべて
の市立小中学校で始めた。睡眠は記憶の定着にも重要
だという。

2022年10月17日～ 2023年1月7日

子どもの福祉周辺




