第 ３分 科 会
社会的養護における
子どもへの支援

～里親による支援のあり方～
概

要

社会的養護において家庭と同様の環境における養育が推進される中、今後一層重要な役
割を担う里親について、現状や課題、支援のあり方、今後の展望等を考える。

コーディネーター

花島 伸行（はなしま のぶゆき）氏
弁護士法人青葉法律事務所パートナー弁護士
日本弁護士連合会 子どもの権利委員会幹事
仙台弁護士会 子どもの権利委員会 委員
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略歴
昭和40年 東京都墨田区生まれ
平成 9年 弁護士登録（仙台弁護士会）
平成21年４月～平成22年３月 仙台弁護士会

副会長

平成22年４月～平成25年３月

子どもの権利委員会

仙台弁護士会

委員長

第３分科会

パネリスト

卜蔵 康行（ぼくら やすゆき）氏
みやぎ里親支援センターけやき センター長
日本ファミリーホーム協議会 会長
宮城県なごみの会（里親会） 会長
蔵王町要保護児童対策地域協議会 会長
ファミリーホームざおうホーム 代表
略歴
昭和30年
昭和61年

東京都生まれ
里親登録

平成17年

専門里親登録
宮城県ファミリーグループホーム「ざおうホーム」開設
小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）に移行
日本ファミリーホーム協議会会長

平成21年
平成23年
平成29年

宮城県なごみの会会長
みやぎ里親支援センターけやきセンター長

著書等
『社会的養護を必要としている子どもたちの受入れ状況と課題』子育て支援と心理臨床vol.5（福
村出版)、
『ファミリーホームの展望と課題』社会的養護とファミリーホームⅡ、
『ファミリーホー
ムあれこれ』社会的養護とファミリーホームⅢ、『ファミリーホーム制度化５年目を迎え』社会
的養護とファミリーホームⅤ、
『制度化7年、ファミリーホームの今』社会的養護とファミリーホー
ムⅦ（福村出版）
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パネリスト

小林 純子（こばやし じゅんこ）氏
特定非営利活動法人チャイルドラインみやぎ代表理事
宮城県 青少年問題協議会委員、人権教育指導者養成事業
子ども・子育て会議委員

企画推進委員

仙台市 子ども・子育て会議 副委員長
東北福祉大学非常勤講師
災害子ども支援ネットワークみやぎ代表世話人
略歴
昭和25年

秋田県秋田市生まれ

平成 7年 エンゼルプランを考える会結成
平成10年 米国デラウェア大学NPO研修に参加
平成10年 特定非営利活動法人MIYAGI子どもネットワーク設立
平成13年 特定非営利活動法人チャイルドラインみやぎ設立
平成15年 特定非営利活動法人せんだいファミリーサポート・ネットワーク設立
平成16年～平成23年 「仙台市子育てふれあいプラザのびすく仙台」仙台市内４児童館運営
平成22年～平成28年 公益財団法人せんだい男女共同参画財団評議員及び理事
平成28年 チャイルドラインみやぎと（一社）パーソナルサポートセンターが共同体を結成し、
「仙台市養護施設等入所児童就業支援・アフターケア事業」を受託、養護施設での子
どもを対象とした研修や職場体験、就業支援、退所者のアフターケア等を実施。平
成29年、宮城県の「社会的養護自立支援事業」を受託
著書等
【編著】
『子どもとともに〜東日本大震災被災地子ども支援NPO三年の歩みと未来への提言〜』（特定非
営利活動法人チャイルドラインみやぎ2014年）
【論文・寄稿等】
季刊子どもの権利条約NO7『子どもが信頼し選べる電話相談をめざして』（エイデル研究所
2000年）
、
『震災と子どもの権利を考える』大震災と子どもの貧困白書（かもがわ出版2012年）、
『被災地の子どもたちに向き合う』東日本大震災と社会教育（国土社2012年）、『子どものため
の復興支援を考える被災者と支援者の協働のありかたと今後』保健の科学（杏林書院2013年）、
『子どもを守るための地域での備え』『災害時のボランティアの心得』災害時おける子どものここ
ろのケア（特定非営利活動法人チャイルドライン支援センター 2013年）

38

第３分科会

パネリスト

地主 和宏（じぬし かずひろ）氏
社会福祉法人仙台キリスト教育児院
里親支援専門相談員

丘の家乳幼児ホーム

略歴
昭和42年 仙台市生まれ
平成 4年 仙台乳児院（現 丘の家乳幼児ホーム）入職（保育士）
平成26年４月～

現職

パネリスト

村上 恵美子（むらかみ えみこ）氏
主婦（養育里親）
略歴
昭和42年 岩手県陸前高田市生まれ
平成25年 養育里親登録
平成27年４月～ 当時12才の女児２名が委託になる
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花島 伸行氏 資料
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社会的養護の流れ（例）

誕生

実親による養育
親子分離 （一
時保護）

一時保護所での養育
（児童相談所）

施設入所措置

乳児院による養育
①里親委託

②里親による養育
委託解除

42

家庭復帰

養子縁組

③自立

（実親）

（養親）

（18 歳～）

第３分科会

小林 純子氏 資料
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ƀƀƀƀƀƀƵÚÎéĬCƭu=éĬƦƥƁ"ƃƩÕÌƧƗƢĜƦ¥£ƽiªƘƺƓƤƧƷƹƁĔ÷ƧāƭƠ
ƀƀƀƀƀƀƒƺƓƤƽèäƤƘƺƂ

pıĎƀƀǭëƎüƘƺ*øŠįªĤǱƎgTǲƁ*øĔ÷ÚÎ£< ½ǱxƩưƏƫǳfǵǳt~Ʃl
ƀƀƀƀƀƀƀƄǫǮǋǮǘǂǌƅǲ*øĔ÷¥£ªĤǱjWëƔƼƸƭgTǲƧ+ƖƢƉƺĎCƭļƖƜĎť
ƀƀťƀƀƀƀǭëƎsĞÁvV*øŠĒ ½ĎBƪŊğƧeģƖƜ*øCƭeģƽĠœƔƻƜĎ

½0mƀƀļƽƋƜĎƧpƘƺ¥£CƭļƩ¥£
ƀƀƀƀƀƀƀƀu=éĬ¥£ƀƀŖÛ(ƤƦƺđZƩōƀuđ8ƩƿǕǙǁǌƀu=ƩǛǃǫǮƿǑǜ
ƀƀƀƀƀƀƀƀƄ*øŠįªĤļĎùƧpƘƺĔ÷¥£ĶŋĴŋ ½ƅƩǛǃǫǮƿǑǜ
8

ƀƀƀƀ

ǵƀ ½0m
ǱǴǲ¥£pıĎƀGyƎüƘƺ*øŠįªĤƣŠįƽFƒƢƉƺ*øCƭ«ƧļƖƜĎƂ
ƀƀƀƀƀƀƀƀƀƀƀ¶yƧƷƺŊğeģ*øCƭŊğƩŠĒƍƸĔ÷ƖƜĎƴKƲƂ~Ťƪ¾ƨ gÚƍƸ
ƀƀƀƀƀƀƀƀƀƀƀļŬůÇƑƸƉưƣƩĎƂ
Ǳǵǲ¾ĜǱＨ28年7月～Ｈ30年3月）
ƀƀƀƀƀſªĤ+*øùƧpƘƺu½¥£
ƀƀƀƀƀƀƀŻǎǮǊǤǩǌǄǩǔǪǮǗǬǆŮ施設でŮŲ回実施ŬŬű名参加 
ƀƀťťťťťťťťťťťżu=¥£ǱđZĝgǭšǲű事業所でŬű回ŮŰ名実施

ťƀƀƀƀťſªĤƽļƖƜ*øùƧpƘƺƿǛǏǮǇƿūŬƯƥťť
ťťťťťťťťť
 ĄąƁ¦dąƏƁu=÷Ɓã¼Ź?½ƁƬƏƓƴƹĠÏƁŃĹ)ĥEƁ
ƀƀƀƀťťťťťťťťu=¥£ Ɓv¥£ ƀŭ Ʀƥ

7

7

fƥƴƎƋƺNşťť+
"
"
"
"
"
"
"
"

8



fƥƴƎƋƺNşťťťťļƧƜƟƢ

ǈǡǥǗǇǮǊǦǬē:ƧÄƒƺfƎ^Ɖ
âŅŕkƎƈƟƢęƔƻƜƩƍƁęƔƻƢƉƺƊƞƧâŅǔǧǂǠŕkƤƦƟƜƩƍ
Ĕ ƎƦƉfƎ^Ɖ
Ĕ2ƩčƋƽġƋƦƉfƎ^Ɖ
X¶äƦÚÎČƎƣƏƢƉƦƉZHƎƈƺ
DŅŏƽĆƘƺƩƎŘƖƉǱǙǁǔ&(ƁǌǠǝƵ¤{ƎóÅưƜƪ6ŒƎƈƺǲ
uđƧŏƘƺYƎtƦƉǱǙǁǔ(ƁǞǧǬǓǀƿ(ƦƥƖƍYƎƦƉǲ
Ĕ÷ƩƜƳƩƌŋƽƜƳƦƑƢƪƉƒƦƉ

" ħ ƩNşťť
ťťťťťťťťťťƀƀƀiğƎħ ƽƲƀħ @ƽƟƢƴħ ƽËƳƸƻƺ
ƀƀƀƀƀƀťƀŉwƽ#ƹƸƻƦƉƀvƎhưƸƦƉƤ Ǝ1¸ƦƉ
" ğƤƩŏťťŦğÂǲ
ťťťťťťūŲưƣƧƜƳƜƌŋƽğƧEƸƻƺť
ƀƀƀ%ƏcƳƺƤğƎ¸Ƣŋƽƚƭƺ

"  Ƥv

fƥƴƎƋƺNşťťťťļƧƜƟƢ

ƀƀƀoƏƩ Ɓ½ƤǆǩǮǜǝǮǢƦƥƁvƤ
ƀƀƀuđƩƤƏƪĖƉƎƁŗđƘƺƤvƴ`ƟƢƖưƊ

" ªĤƣƪĞ7ÆƖƉÚÎƽƖƢƉƺƎƁƬƤƹ°ƸƖƧƦƺƤĔ ƣƏƦƉƁŋŌüØƎŘƖƉ
" ǈǒǈǒ%ƑƷƹĺƧƌŋƎƧ+ƺ Ƨţ:ƽƗƢƖưƊ
" ŁgƪƈƏƸƳƺ

ƎǍǑǔƧƦƟƢƉƺZHƁ

" RƟƜ¯ƧéĬƘƺ(

ƀƀƀƀƀƀƀƀťiğƪgĵƽ1ƖƢƑƻƦƉƂťagŋƽƴƸƋƺƯƥƩĊƧŅƖƢƉƦƉƂ
ƀƀƀƀƀťƀƀƀagŋƪĴƀg¼ƽƵƳƺƤĻňƖƦƑƢƪƦƸƦƉ
" Ĕ÷ƩƜƳƩĴŋ
ƀƀƀƀƀƀƀƀhµŎƩu=ƎƈƻƫĻňƪĜƝƎǭǭǭťťťŉwƽ#ƹƺƩƧƌŋƎĜ
ƀƀƀƀƀƀƀƀ²3Ʃă©ƽƴƸƊưƣƩÚÎĶŋƎķƀ

ƀƀƀilƪŞƻƦƉƀƀªĤƩ(ÚƧƪƉƉƓƤƖƍYLƣƏƦƉ
ƀƀƀŊğƤƩŏƴƔưƕưƀlƩÙ[ƤiğƩlƩÙ[ƎņƉńƐƺƩƣƊƓƤƴ
ƀƀƀƄƙƟƤĉƧvƸƻƦƉƩƝƟƜƸƆğƇƤƉƊġĘƪƊƦǯƅ
9
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9

10

" ñäŠįƩ'ƧƈƺfƥƴƜƞƪƄƍƼƉƛƊƅƦƩƣƪƦƉ
" fƥƴƜƞƎ:ƽâ¢ƣƏƦƉñƀfƥƴƩ:ƽÚƍƔƦƉƩƪƄƴƟƜƉƦƉƅ

Ŷ

社会的養護というにはほど遠い現実

" ƥƾƦfƥƴƴq¸Ƨz´ƎƢƺñơƑƹƁìƩñäŠįƽi×ƘƺƜƳƧƪƁ
ưƙŏƽƠƓƤƁ×iƽîƺƓƤƀfƥƴƩàƽîƺƓƤ

⽣まれた家庭の状況で⼦どもの⼈⽣が違っていいのか！？

ƀƀǽfƥƴƩĨƽĐƑ

誰かに巡り合うことで⼈⽣が変わるとしたら、�
⼤⼈として、国としてやることは？�

ƀƀǭǭǭƍƒ]ƝƒƣƪŁưƦƉ
ź*øéĬǭªĤđMƩ\MƁǌǄǩƿǑǜƁł¦OƁŊğï!ƵÊĺƦéĬ6
ôòäƦ¥£ƝƒƣƦƑƁ½Ʃ¥£ƁÍ
ƀƽƠƑƺƓƤ

ťćĪşǼv¥£Ɓħ

ä¥£ƦƥƁ^ÀƦ¥£ǣǗǥǮ

⼦どもの権利は守られていますか？

ƩðƁđZĝg(ǭđZš(ƩōƁu=(Ʃō
11

12

11

44

�

「この家に⽣まれた不幸」で済ますのか！？�

" SƩªûƪƁ_ĞÁªĤƽĠƖsĞÁªĤƮƩöĚƁŊğeģƩ Ł
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