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出納 皓雄氏　どうも皆様
こんにちは。只今ご紹介
いただきました大分県児
童養護施設協議会の会長
を務めております出納と
申します。本日は慣れな
い椅子に座っておりまし
て今日１日の進行が上手くいくかと大変不安に思っ
ておりますけど、ご出席の方のご協力もいただきま
して宜しくお願い申し上げます。今日はこの虐待を
受けた子ども、既に受けてしまった子ども達のこれ
からの社会的養護のあり方というのがこの分科会の

テーマでございます。できるだけ現実具体的に沿っ
た所で今日のパネラーの方々のご意見をいただける
と思いますが進行として、今日は３人の方々にお一
人 20 分ずつくらいのご意見をいただきまして、そこ
で５〜６分の休憩を挟みましてその後討論に入りた
いと思っております。どうぞ宜しくお願い致します。

私は今日はコーディネーターの立場ということな
んですけど、ただお三方のパネリストと若干足場が
違いまして児童養護施設という所の立場から若干社
会的適応の在り方についてのご意見を申し上げてそ
れからパネリストのご意見を頂戴したいと思ってお
ります。ご存知のように今日集まられた方のほとん

概　要

社会的養護の今後の課題である、家庭養護の推進と自立支援の強化などについて、各機関の実践報
告と今後の展開を議論する。
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どが関係のある方ばかりでございまして改めてこの
虐待ということの中身の説明とか良くできないと思
いますが、年を追って虐待の通告件数は増える一方
でございます。国としても社会的養護の数は減らな
いという状況になっておりまして、私たち児童養護
施設の今後の在り方として小規模化、そして地域分
散化ということは課題として挙げられております。
しかしながら現行の制度の政策の中で私達の児童養
護施設が課題に対応してゆくというのは大変な困難
が今後も予想されます。現在大分県には９つの施設
がありますがその内８つが課題を終えまして、残り
の１施設も 27 年度までには小規模化して新しくス
タートするということで一斉にスタートラインには
並ぶことができるようになっております。

また今後の状況の中において新たな政策の中身も
消費税の動向如何によってかなり中身が変わってく
るように思いますが、社会的養護を必要とする子ど
もが年々難しくなってきているということ、入って
くる子どもたちの一人ひとりを見ていましても危惧
する所が非常に多い、そのような子どもたちの養護
に関して本当に自信が持てるのかというとそうでも
ない現状があります。本来大人と子どもの関係とい
うものは子どもの要求や欲求を大人がそれを満足さ
せ場合によってはその過大なる要求や欲求に対して
は制限をするというのが本来の正しいかどうかは分
かりませんが大人と子どもの関係性だと思います。
虐待というのはこの関係が全く逆になっているとい
うことです。そう言うと虐待の関係が理解しやすく
なると思います。大人の要求や欲求を子どもにぶつ
けてそしてそれによって自分の気持ちを満たしてい
るという全く逆の関係にある訳です。子どもたちの
要求や欲求を基本に成立する関係が正しい関係だと
思いますがなかなかできないケースが多い。従いま
して児童養護施設に入っている子どもたちには毎日
の生活を元の正しい状態に戻してゆくことから始ま
る訳です。しかしながら現場での最大の悩みは虐待
を受けて入所して来た子どもたちがそこで何年かの
生活を経て社会に出てゆくときにはその問題の解決
がなにもできていないというのが今の現状です。子
どもたちの自立支援に今のところ十分な手が届かな
い中、職員達が懸命に自立に向けて戦っているとい
うのが現状ではないでしょうか。

後に又意見を述べる時間もあると思いますが最後

に大分県の自立に対しての取り組みについてお話を
させていただきたいと思います。２年前に立ち上が
りました児童養護施設を中心とした子どもたちの自
立に関してアフターケアセンターイン大分というの
が立ち上がりました。発足当時から３名の職員が常
駐して今年からはあと２名の職員が追加されまして
現行５名で施設の子どもたちの自立に向けて生活の
プログラム作り又は就労支援ほか、ありとあらゆる
問題に真剣に取り組んでやっております。施設に入
りましてからのインケア、リービングケアからアフ
ターケアまでのケアの連続性、どこで途切れても子
どもたちは中途半端な形になります。相当な高齢に
なるまで追いかけなければその成果がなかなか問わ
れないという今の社会の中では、自立ということが
児童養護施設の機能が、これまでの保護の機能から
子どもたちの自立に向かってということになりまし
た。しかもその対象はほとんど虐待を受けた子ども
たちです。こうした取り組みについて後々色々ご質
問やご意見が出ると思いますが児童養護施設からの
社会的養護の取り組みについてお話をさせていただ
きました。ここからは恐れ入りますが安藤さんの方
から宜しくお願い致します。

安藤 哲也氏　改めまし
てタイガーマスク基金の
安藤です宜しくお願い致
します。タイガーマスク
基金、2011 年の３月に立
ち上げた NPO 法人です。
昨年度法人認証を受けて
法人格でやっております。このタイトルにあります
ように「自分の子どもだけが幸せな社会は無い」と
いう思いでやってます。僕も３人の子どもの父親で
すが子どもの通う保育園や学童クラブに関わる中で
多様な家庭、困っている子どもを沢山見てきました。
そうした体験がこの活動に繋がっています。

タイガーマスク基金は 2012 年に設立。その前身
としてファザーリング・ジャパン（FJ）という父
親の子育て支援、自立支援を展開する NPO を 2006
年に立ち上げています。絵本の読み聞かせの活動も
10 年前からやっていまして、普段は図書館とか自
治体の公民館とか小学校、保育園でやりますが数年
前に東京の児童養護施設で読み聞かせをやってその
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時にこの社会的養護、児童福祉の問題を知りました。
全然知らなかった世界です。その後勉強する中でこ
れまでの支援の在り方、公的支援の薄さを憂いてこ
のタイガーマスク基金を立ち上げました。コアメン
バーには僕のようにこれまで児童福祉に全く関係の
ない人間もいますし一方で施設の施設長さんや自立
援助ホームのホーム長さんも入ってます。彼ら専門
職の方から色々現状を聞きながら、多様な支援の仕
組みを考えています。顧問には茨城県高萩市長の草
間吉夫さんに入ってもらっています。草間さんも生
後３日目に乳児院に預けられて 18 歳まで児童養護
施設で暮らしていました。「僕は税金で育てられた。
だから恩返しをしたい」ということで政治家になっ
て現在市長をやっていらっしゃいます。

そして名誉会長に漫画タイガーマスクの原作者の
梶原一騎先生の夫人の高森篤子さん。３年前に児童
施設にランドセルが送られるというニュースが全国
に流れました。それを見ていた高森さんが「これは
夫の遺志だ。私も何かやらなければ」と思われたそ
うで、タイガーマスクの出版元である講談社に相談。
たまたま講談社の社員に FJ のメンバーがいて僕を
繋いでくれたんですね。すぐ梶原先生のご自宅に駆
けつけて事業計画書を見せたら「安藤さんいっしょ
にやろう」って高森さんが言ってくれて、そこで多
額の寄付をいただいてそこからタイガーマスク基金
はスタートしています。ですのでこのマーク、名前
を使えるのはうちだけなんですね。でもこれが効く
んです。特に 50 代前後の男性達には「タイガーマ
スク」と言っただけで「ちびっこハウスだよね！」
という話になります。アイコン化されたこのマーク
が僕らの最大の武器でもあります。

事業目的は社会的養護の中で暮らしている子ども
たちへの自立支援、特に寄付を集めて大学に行きた
い子の進学支援をやっています。他のテーマを専門
でやっている NPO とも繋がっていますので切れ目
の無い支援で子どもたちを育てるサポートをしたい
と思っています。事業理念も「可哀相だから支援を
する、お金をあげる」のでは無くて、人生の可能性
といったものを色んな人達と共に子どもたちに伝え
ていけるような活動をしたいなと考えています。寄
付をして下さる方にも、１回きりではなくその子が
本当に自立するまで見守って欲しいし、施設を出た
後でも何か困っていたら手を差し伸べて応援して

やって下さいということを伝えています。
一方、川の流れで言うと社会的養護は「川下」の

問題だと僕は思うんです。「川上」で起きているこ
と、つまり川上の問題であるところの児童虐待予防
の啓発事業も事業の中に入れています。一般の人達
にこの問題の本質をどう知ってもらうか。つまり社
会的養護や虐待の問題を福祉という「コップの中の
嵐」で終わらせてはいけないと思います。みんなで
考えてゆく、社会全体で応援していく、虐待も社会
の病理ですからこれを無くすために一人ひとり市民
が何ができるか。そういう意識と行動の変革をやり
たいので広報活動にも力を入れています。

この写真がうちの勉強会の風景なんすがどうで
しょうか。普通こういったテーマの勉強会をやると
集まるのはほとんど女性ですけど僕らが呼びかける
と半分以上男性が来るんですね。会社員、会社の社
長、男子学生とかも結構来てくれて、講師の先生達
も「ここは男性が多いねー。心強く思うよ」なんて
言ってくれたりします。

給付事業の詳細ですが、若者支援事業ということ
で今大学に進学したいという施設の高校生、子ども
達を応援しています。これは厚労省のデータですけ
ど大学の進学率が一般の子は今は 53.9% 行くんです
けど、施設の子どもたちはまだ 11% に止まってま
す。そういった状況を何とかしたい。つまり家庭の
状況によって教育格差が生まれることを何とかした
いと思いました。２年前から始めて過去２年の実績
は一昨年が 22 名、昨年が 30 名の子どもたちに給付
できました。まず大学に行きたい子どもたちに申請
をしてもらって作文を書いてもらいます。そして施
設長さんにも推薦文を書いていただいてそれを審査
会にかけます。そして受験で合格した子に返済義務
無しで 10 万円ずつをプレゼントしています。

これもお手元の資料に無いんですけどこの写真の
女の子が去年支援をした子です。このあいだ名古屋
で社会的養護のイベントがあって登壇しました。そ
の時に彼女が僕に会いたいといって連絡をくれて会
いに来てくれました。今は名古屋の大学に通って福
祉の勉強をしているそうです。大学１年生です。会
いに来てくれて本当に嬉しかったです。「君に差し
上げた給付金はいろんな人から全国から集まった善
意だからね。それを忘れないで勉強して下さい」っ
て伝えました。やはりお金を寄付するだけではなく
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てしっかり見守っていることを伝えるような支援の
在り方を考えていきたいなと彼女に会って本当に思
いました。

給付金の仕組みは今年度までは一括 10 万円の寄
付でしたが、行き詰って中退する子も多いという話
も多いので来年度からは卒業まで頑張ってというこ
とでバージョンアップしました。４年間で総額 30
万円を返済義務無しで給付するというモデルになり
ます。ひとりで 30 万円寄付してくれる方もたまに
はいますがなかなか難しいので、仲間５人で毎月千
円でできる仕組みを作りました。５人が毎月千円ず
つで４年間で 24 万円。それにタイガーマスク基金
から６万円プラスして 30 万円を贈るという仕組み
です。寄付金を銀行引き落としできる仕組みも作り
ました。先日、毎日新聞に掲載されたら事務局に問
い合わせの電話が増えてます。

タイガーマスク基金では勉強会を毎月のように
様々なテーマでやってきました。社会的養護の基礎
知識、施設のインフラや職員配置の問題、虐待や
DV の問題、里親のことなどなど。開催地はこれま
で東京、大阪でしたが来年度は是非九州でもやって
みたいなと思っています。

それから施設の子ども達への直接的な支援という
ことで、絵本の読み聞かせとか、最近はタイガー
BAND というのを組んで音楽を通してメッセージ
を発信します。ボーカルは紅白歌合戦に出たプロ歌
手の木山裕策さん。『home』という歌を歌ってます。
彼も４人の子どものお父さんで僕の考え方に共感し
てくれて一緒に活動しています。僕はギターを担当。
東京の施設での演奏が中心ですが、来年９月は名古
屋で開催される子ども虐待防止の世界大会にも呼ば
れていて出演することになっています。

後は個人の寄付も最近は低迷気味なので色々考え
て企業とのタイアップで寄付を集め基金を盛り上げ
ています。これ一例なんですけどサントリーとい
う飲料メーカーと組んで「タイガーマスク自販機」
を作っています。いわゆる募金付き自販機ですね。
ジュース、水、お茶を買うとそのうち何十円かが募
金にチャリンチャリンと寄付されます。CRM（コー
ズ・リレイテッド・マーケティング）という仕組み
ですね。現在、全国で 15 台設置になってます。九
州はまだゼロです。中小企業の社長さんが共感して
置いてくれたりするんですけど初期費用はゼロで

す。場所さえ貸していただければどなたでも置けま
す。児童養護施設でも置いて貰っているケースもあ
ります。置くと地域の色んなメディアが取り上げて
くれて「じゃあここに買いに行こう」みたいな動き
も出て来たりしてます。ここで貯まったお金が子ど
もたちの進学サポートの基金になってゆきます。色
んな形でお金を集めていきたいと思っています。

今日は虐待予防というテーマですね。ファザーリ
ングジャパンという所では父親育児の支援をしてい
ます。虐待をする６割は実母ですが、大事なのは育
児中のママを追い詰めないこと。FJ がやっている
プレパパ講座では、「育児ってこんなに大変なんだ
よ」って、子育て期のママたちの苦労を男性に教え
ます。また男性が育児休業を取ればママのサポート
をしながら子育ての苦労を理解します。だから男性
の育休取得推進の活動もやってます。今度 12 月に
北九州市でファザーリング九州という父親支援の総
結集したイベントやりますので是非大分からも来て
いただければと思います。

出納氏　どうもありがとうございました。後ほど又
具体的に色々お話しを伺いたいと思いますが引き続
きまして河野さん宜しくお願い致します。

河野 洋子氏　大分県中央
児童相談所の河野でござ
います。専任で里親担当
をしています。私からは
大分県でフォーラムが開
催される機会にこの十年
間大分県の社会的養護の
場で進めてきた家庭養育、里親委託について報告を
させていただきたいと思います。まず大分県の社会
的養護資源分布図をご覧ください。大分県の人口は
118 万人、児童数は 18 万７千人の地方の小さな県
でございます。要保護児童数が平成 24 年の 10 月現
在 509 人。全国では 18 歳未満人口に対する要保護
児童数は大体 0.2% と言われていますが大分県はこ
こに示しましたとおり 0.272 で若干全国平均より高
い状況です。児童相談所は中央と中津の２ヶ所あり
まして中央児相が大分県全域の８割くらいをカバー
しております。私が勤務しております中央児相管内
は高速道路を使って大体１時間位で行ける所がほと
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んどです。里親家庭は遠い所で片道１時間半という
所もありますので、訪問等は時間のかかる場合もあ
ります。

それから社会的養護の資源ですが乳児院は別府市
にある栄光園乳児院１ヶ所で児童養護施設は９ヶ所
です。児童養護施設は地域偏在です。大分市に２ヶ
所、別府市に３ヶ所、中津に２ヶ所というようにど
ちらかというと県の北部にあります。県南部の例え
ば豊後大野市、佐伯市には社会的養護の施設が無い
という特徴があります。情緒障害児の施設はまだ開
設されておりません。

続いて大分県の里親等委託率です。そもそも要
保護児童のうち里親やファミリーホームで暮らす
子どもの割合を、里親等委託率といいますが、平
成 15 年度はわずか５％でした。それ以前の平成 13
年、14 年度はいずれも 1.2% でとても低い状況でし
た。私は平成 12 年から中央児童相談所に勤務して
いるのですが、その頃、岩波のブックレットで「里
親を知っていますか」という本をたまたま読みまし
た。その本には、全国で里親委託が進んでいない
ワースト５に大分県が入っていると掲載されていま
した。未だにその本を持っているのですが、あの時
の衝撃は忘れられないです。それが平成 23 年度は
23.8%、それから平成 24 年度末は 27.8% ということ
で、現在はほぼ４人に１人が里親、ファミリーホー
ムで暮らしているという状況になっています。ちな
みに厚労省のホームページでは最近７年間の里親委
託率の増加幅の大きい自治体として、大分県は第２
位にランクされております。７年間で 16% 位上がっ
ています。第１位はお隣の福岡市です。福岡市も里
親委託に熱心に取り組んでいらっしゃって、７年間
で 20% 位アップしております。なお、この里親等
委託率は自治体で格差が大きいのが現状です。

ところで、よくお問い合わせを受けます。そもそ
も、里親委託を推進してきたきっかけは何ですかと
いうお問い合わせです。それは児童相談所という現
場での苦悩があったからとお答えしています。今日、
午前中の川﨑先生の話にも有りましたけど、平成
12 年に児童虐待防止法が施行されました。私、そ
の年に児童相談所に赴任したのですが、本当に毎日、
戦場の様な忙しさでした。次から次に虐待通告が来
る。虐待対応を行う中で、子どもを家庭に返せない
と判断した場合、つまり、子どもにどこか暮らす場

所を見つけなければならないという時に、選択肢の
乏しさを感じていました。当時は大分県内に児童養
護施設が 10 ヶ所あったのですが、その殆どが大舎
でした。まだまだ、職員の配置基準も今以上に充分
ではなく、どの児童養護施設も大変な状態だったと
思います。実際、児童相談所が子どもを一時保護し
て、アセスメントを行う、この子は安心・安全な場
で育て直しが必要だ、個別の対応でということを望
んでも施設では実現がむつかしいというジレンマが
ありました。それでも何とか施設は子どもを受け入
れて下さっていたというのが現状でした。私のケー
スで、本来は児童養護施設に措置することが適当な
子どもを夫婦小舎制で個別対応が可能だからという
理由で、期限付きでしたが児童自立支援施設に措置
した。そんな例もありました。

それから、虐待とか不適切養育を受けた子どもの
中には、集団生活に適応できない子どももいました。
先ほども話しましたが、個別対応が必要で小さな集
団で養育してもらいたいということを思っても、な
かなかそうした受け入れ先がない。結局児童養護施
設に無理を承知で預かってもらう。そして、同じ年
齢位の子どもが次々に措置される。半年後にその施
設を訪ねてみたら、まるで情緒障害児短期治療施設
の様な感じだった。こうした児童相談所のケース
ワーカーとして胸が潰れるような思いが何度も繰り
返されました。

それからもう一つは施設職員の疲弊です。児童養
護施設という過酷な勤務環境の中でバーンアウトし
て辞めていく職員も少なくなかった。児童相談所も
当時の職員数は今の４分の１位、私たちも児童養護
施設もきつかった。そしてなによりも家庭分離され
た子どもたちが本当に大変な思いをしていたという
のが、平成 12 年〜 13 年の状況でした。何か打開策
を考えなければと思いました。個人的には色々なケー
スとの出会いもあったのですが本日は割愛します。

さて現場で打開策を考える中で里親制度に関心が
向けられました。平成 14 年は国が里親制度を大き
く改革した年です。児童相談所にも里親に関する
色々な国の通知が届いていました。その頃、大分県
では里親委託は年間１例、２例という感じで細々と
行われていましたが、里親制度をもう一度勉強して
みようということになりました。その中で、里親制
度は子どもの最善の利益を確保するという子どもの
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権利条約に基づいた視点から見て有効な制度である
ことを確認できたことが、里親委託推進の取り組み
を振り返ってみると大きい点であったと思います。

これは、平成 14 年に中央児童相談所でとりまと
めた里親制度の有効性です。愛着形成が図られる、
子どもと養育者で１対１の関係が持てる、健全な家
庭モデルを知ることができる、子どもの生活の連続
性を確保できるという４点です。多少文言の違いは
ありますが、平成 23 年３月に国が示した里親委託
ガイドラインの内容とほぼ同じです。他県の児童相
談所では、里親委託ガイドラインが出たとき、「びっ
くりした」とか「こんなことができるのか」という
受け止めをした所もあったと聞きましたが、大分で
は「当たり前のこと。以前からやって来たことだ」
というように違和感なく受け止めました。

また、虐待を受けている子どもの中には慢性的に
軽度のネグレクト状況にあり、家庭状況の変化で一
時的に危機を乗り越えることが必要になってくる子
どもも少なくありません。大分県は児童養護施設が
偏在しており、どこで暮らしていても施設が利用で
きるという訳ではないので、そういう時に地域に里
親家庭があれば子どもの生活の連続性が確保できま
す。これは県下各地域に家庭がある里親ならではの
強みです。せめて、「中学校区」に里親家庭が一つ
でもあると良い、そうなれば里親家庭が地域の子育
てセーフティネットになるのにと考えました。

このように、平成 14 年度、委託率 1.2% の時に里
親委託の有効性を確認し委託を積極的に開始し、順
調に委託を伸ばして参りました。近年の委託伸び率
全国一の福岡市は行政と NPO を中心に市民と協働
で取り組んできたことが大きいと言われています
が、大分県の特徴は行政主導型と言えます。

さらに、大分県が里親等委託率を大きく伸ばして
来た理由は３つにまとめられます。第一に児童相談
所の体制整備が行われ、組織的に里親委託が推進さ
れたことです。大分県では児童福祉司の専門職採用
を行っていませんが、児童相談の経験を持つ者を
スーパーバイザーにして再度赴任させるなどして児
童相談所の専門性の確保に努めています。人員増も
行われました。これは、人事当局の理解があっての
結果だと思います。児童相談所の人が増えると丁寧
な里親支援ができます。今日お集まりの皆様方の中
には里親、ファミリーホームの方もいらっしゃるの

でちょっと申し上げにくいのですが、児童相談所か
ら申しますと一般市民を相手にする里親、ファミ
リーホーム委託は事務的な面からもマッチングなど
においても施設措置と比べて色々と手がかかること
は事実です。それは、児童相談所の人を増やしてき
たことで対応してきたと思います。また、色々な国
の制度を導入して里親支援が充実するように取り組
んできました。たとえば、全国でも珍しいと思いま
すが里親委託が解除された後の里親さんの心理的な
ケアもしたいということで、解除後フォロー訪問を
行っていますし、里親・里子の研修も充実させてき
たところです。本日、お越しいただいている山縣先
生にも平成 22 年に里親スキルアップ研修でご指導
いただいております。

二つ目は、市町村への継続的なアプローチです。
里親、ファミリーホームは施設と違って一般人です
ので必ず年を取ります。永続的に里親制度を運用す
るには、里親の確保が必要で、これにはいつも開拓
等を念頭にやっていかなければなりません。これを
大分県では市町村を通じて行ってきました。特に児
童養護施設等が無い地域、具体的には県南の佐伯市
では児童相談所から市の方に働きかけ、早くから市
の支援もいただきながら里親の開拓を行ってきた経
緯があります。また、里親さん自身にもピアカウン
セリングの場でもある里親サロンの運営を通じて、
自分たちが社会的養護の担い手であるという意識を
持っていただくことをお願いして参りました。さら
に、市町村の要対協の担当者の方にも里親関係の
様々な説明会においでいただいて、里親制度を知っ
てもらうことに努めて参りました。

それからもう一つ、全国でも初めてだと思います
が、里親登録証を作りました。これはある里親サロ
ンで要望があって作成したのですが、里親さんの社
会的な地位といいますか身分を公にするということ
で重宝されているようです。里親登録証にはいろい
ろ書いていますが、一番効果を発揮するのが公印で
す。特に、警察とか市役所とかで、公印の押してあ
る登録証を見せると「県からお墨付きをもらってい
る安心できる人」ということを相手に理解してもら
える様で里親さんにはとても好評です。

それから３点目、大分県の一番の特徴は、同じ社
会的養護の立場でこれまで長く関わっていただいた
施設の理解とご協力をいただいたことです。里親養
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育の強みは家庭ですが、家庭だけ、里親だけで社会
的養護の子どもを育てることができるかというとな
かなか難しい所もあるのかなあと。そういった点を
これまで長い経験と様々なケースを知っている施設
の方と一緒になって取り組んで来れた。これが大分
県の里親委託が伸びた最大の特徴ではないかと思っ
ております。大分県ではこの 10 年間、全国に先駆
けて児童養護施設では施設の小規模化やグループ・
ケア化が進み入所定員が減りました。要保護児童の
数は大きく減っていないので、減少した施設の定員
分が、里親委託に回ってきため里親委託は伸びてき
たのですが、これは施設の協力あってのことではな
いかと思います。

また、昨年度から国が里親支援専門相談員制度を
創設しました。全国的にはなかなか配置が進んでい
ないと聞いていますが、大分県では、里親委託推進
を始めた最初の段階から施設の協力を得ながら行っ
て来た関係で、本当に違和感なく施設から里親支援
専門相談員を出していただきまして支援を熱心に
やっていただいております。やはり支援には継続性
が必要です。お互いの信頼関係も必要です。里親支
援専門相談員の配置前は、正直なところ、里親や
ファミリーホームの支援をこれからも児童相談所だ
けでやっていけるのかという不安な点もあったので
すが、現在は施設による里親支援が積極的に展開さ
れており、心強いです。

平成 24 年度は、５施設・５名でしたが、今年度
はさらに増えまして８施設・８名の体制となりまし
た。県を大きく４つに分けてそれぞれの地域で担当
制を敷いています。担当地域の里親支援専門相談員
は訪問や電話、里親サロン等への参加など様々な機
会を通じて信頼関係を築き、支援を行っています。

このスライドは、昨年度、里親支援専門相談員が
里親家庭の訪問を始めた頃の感想です。里親と施設、
お互いを解かっているようでやっぱり解かっていな
かったんだなと感じました。施設の先生方は、里親
家庭には比較的育て易い子どもが委託されていて、
施設には育てるのが難しい子どもが措置されている
と思っていらしたようです。ところが、実際ファミ
リーホームや里親を訪問してみたら「こんな大変な
子が委託されていたのか。自分達と抱えている問題
は一緒だ。社会的養護の土俵は一緒なので、今後協
働して子どものためにいろいろなことをしなけれ

ば」ということを感じて貰えた。私は施設と一緒に
里親支援を行っていく中で、一番解って貰いたい所
を解って貰えたという感じで、すごくありがたいと
思いました。

実際、中央児童相談所のこの３年間のデータでは、
虐待を主訴として一時保護などの介入を行ったケー
スのなかで３分の１位は里親、ファミリーホームに
委託されています。虐待を受けた子どもでも家庭養
育の場で育て直しが行われている現状があります。

最後に乳幼児の里親委託と養子縁組についても触
れたいと思います。子ども虐待による死亡事例等の
検証を見ると０日０ヶ月の子どもさんの死亡という
のもあります。虐待防止の観点からも、国は、必要
な子どもには積極的に養子縁組を検討するようにと
進めていますが、大分県の場合、子どもの最善の利
益を確保するという理念に基づいて里親委託をやっ
てきましたので、特別に赤ちゃんだからと意識する
ことなく、里親委託、養子縁組を行っています。必
要に応じて出生前相談も受付けて委託や養子縁組に
つなげ、不幸な死亡が出ないようにしています。

これは厚労省のホームページから引用した赤ちゃ
んの措置先のデータです。大分県では、乳児院と里
親への委託は 19 人と 19 人で１対１ですね。子ども
の状態に応じて、里親と乳児院を子どもの事情に応
じて使い分けています。ところが、他県では赤ちゃ
ん、特に新生児に至っては絶対里親に委託しない県
もあります。それについては色々な事情があるよう
ですが、子どもの状況に応じて赤ちゃんであっても
里親委託、養子縁組が必要な子どもさんは積極的に
行っても良いのではないかと思います。

ちなみにこの表は、過去 10 年間の大分県の養子
縁組の成立数ですがこの数、実は多いといえます。
特別養子縁組といって法的により強い親子関係が結
ばれる事例は、全国で年間 350 件位しか成立してい
ません。大分の人口規模からいくと 350 件だったら
大分では３件位成立すれば普通ですが大分県は平成
23 年度は５件、平成 24 年度は７件、これは児童相
談所があっせんした子どもだけですが、かなり成立
させています。これも大分県が養子縁組も含めて、
積極的に里親委託に取り組んできた一つの表れでは
ないかと思っております。

最後に、取組のまとめです。里親委託、家庭養護
を進めてきて、最も良かったことは子どもの家庭分
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離時の選択肢が増えたことです。児童養護施設等で
あれば子どもにとって９通りの選択肢しか無かった
のが、里親家庭が 130 組あることで子どもの選択肢
がその分増えた。児童相談所に来る子どもの状態や
家庭環境は様々です。子どもの状態、子どものアセ
スメント結果に沿った家庭分離先、家庭養護の場が、
今後も里親委託を進める、里親家庭を増やすことで
増えていくのではないかと思います。以上私からの
報告を終わらせていただきます。

出納氏　どうもありがとうございました。それでは
最後に山縣先生お願い致します。

山縣 文治氏　紹介いた
だきました山縣です。安
藤さんの話の中にですね

「川の中流、下流の問題で
は無く、川の上流から考
えていかなければいけな
い」という話がありました。
コーディネーターの出納先生を始め今までのお三方は
川の中で藻として、石として必死に頑張っておられる
方々だと思って話を聞いていたんですけど、私は対岸
からのんびり評論家の様な生活をしております。今
日もなかなか具体的な事例までには入っていけない
かと思います。自己紹介の追加をさせていただきま
すと、子どもを二人とも乳児院とか里親に預けた経
験があります。「自分が利用できない様なサービス
は必要ない」という立場で、利用して分かることが
あるのではないかと思いまして利用してきました。
大学を出た後、児童養護施設の児童指導員を５年間
だけでしたが経験があります。最近では大阪、兵庫
を中心に家庭養護促進協会という里親や養子縁組の
推進をしている団体のお手伝いもさせていただいて
います。また、九州の方は良くご存知ではないかと
思いますが、熊本にある「コウノトリのゆりかご」（新
聞、テレビでは残念ながら赤ちゃんポストと言って
ます）の検証にも関わらせていただいています。

ここ 10 年間で、国際的に大きな動きがありまし
た。国連の子どもの権利条約あるいは権利委員会の
動きです。日本の社会的養護のあり方についても、
いくつかの注文が具体的についています。

これらで、一体何が日本の課題になっているのか

ということを、私なりに整理してみました。一つ
は、「これからの社会的養護は在宅福祉、地域福祉
を中心にして下さい」という風なことが書かれてあ
ります。具体的には何かと言いますと、できるだけ
施設とか親子分離にならない状況を作って下さい。
先程の安藤さんの川上理論ということになります。
ショートステイなどもそこにあるでしょう。これら
を含めて在宅型サービスの強化です。施設、里親に
保護するというのは２番目、３番目の話なんですよ
というのが繰返し書いてあります。二つめは、親子
の分離を図る場合でも、「まずは家庭養護（里親、
養子縁組など）が先ですよ」ということが何度も書
かれています。三つめには、「施設についてはでき
るだけ小さくして下さい」ということが、これもま
た繰返し書かれています。四つめは、「親子の分離
については、できるだけ短期にして下さい」と書か
れています。家に帰す努力をしましょうということ
になるかもしれません。その為には、家族関係の再
構築施策を強化して下さいということです。

これが今の日本の置かれている状況ですね。「そ
んなこと関係ない。国連がどう言おうと、日本には
日本のやり方がある」という声も時々聞こえてきま
すが、子どもの権利条約に基づいての指摘ですから、
批准している国は、これを拒否することは、なかな
か難しいということになります。

その結果、国はこの指摘への対応を図ることにな
りました。

まず言葉遣いを変えました。つい最近まで里親の
ことを家庭的養護というふうに呼んでいました。こ
れからは里親やファミリーホームを家庭養護と呼
び、施設も家庭的養護化することです。そのため
に、施設は、グループホームや小規模ケアにして
いくということです。この話は施設現場の方にも、
又里親さんの方にも伝わっているのではないかと
思います。それが今、日本では９対１くらいです
が、十数年かけて、家庭養護が１、グループホー
ムが１、小規模化した施設が１にしていこうとい
うことです。里親さんの所は１対１で変わらない
様に見えるかも知れないけど実は３倍にしましょ
うということになります。１割対３割ということ
になりますので３倍にしましょうという目標値を
立てたのです。先程の大分県の河野さんが示され
た全国の数字を見たらなかなか大きな課題だとい
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うことがお分かりいただけると思います。何れに
してもこの形にしてようやく国連が権利条約違反
と言わないかどうかが分からないというレベルです。
取り敢えず、先進国の最低レベルの所にようやくたど
り着くという感じの数字です。

社会的養護を今後どうするか。私の個人的考え方
も重ねてですが、やっぱり里親やファミリーホーム
を増やす努力をしないといけないだろうということ
なんです。先程言いましたように。大分ではそれに
成功しておられますが私たちが大阪、京都で取り組
んできた経過で言うと難しいです。なかなか増えま
せん正直。そこをどうするのかということなんです
けど、社会の継続的支援、市町村レベルの開拓、今
まで県中心で開拓をして来ました。人口が少ない県
はまだ行けるのかもしれませんが東京とか大阪の都
市部で言うと県レベルで開拓をしようとしても住民
の顔が見えません。分からないんです。どこに可能
性があるかが。市町村レベルでの開拓、措置まで市
町村ということを主張している訳ではありません。
開拓する可能性のある人達を市町村レベルで開拓し
て行く方向転換をしなければならないのではないか
というふうに思っています。

もう一つは施設の方にもお子さんが３分の１、グ
ループホームを含めるとは３分の２残っている訳で
すからその環境も良くしないといけない。施設の小
規模化、子ども一人ひとりを大切にできる環境、そ
れは職員の増であったり生活空間の改善であったり
職員の質の向上、職員等による虐待があったらもっ
ての他ということになるわけです。一人ひとりを大
切にする施設側の改善もしていかないといけないで
しょう。

３つ目ですけど里親を良く知ってもらい社会の意
識を変える。先程里親の方は簡単なお子さんが行っ
ているんじゃないかというお話が、「大分では違い
ますよ」ということでしたが、全国的に見ると若干
里親の方が軽い可能性があります。たとえば虐待を
受けた子どもが里親に行っている場合と、施設にい
る割合は圧倒的に施設の方が高いです。実情によっ
ては里親に出しにくい、発達障害の重いお子さんと
かそういう部分が施設の方に残る傾向があるのは、
全国平均の事実だと思います。都道府県間で違うと
いうのは分かった上です。里親さんに対する誤解も
解く必要があります。実親さんの中には、「里親に

行ったら自分の子が取られるのではないかとか。施
設だったら、了解するけど里親はいやだ」という方
もいらっしゃいます。そう言う部分の誤解ですね。

里親を支援する文化作り。アフターケアを大分で
やってますよという話がありましたがその所ですね。
このあたりは、民生児童委員さんにも期待していま
す。民生児童委員さん全国にいくらくらいいるかご
存知ですか。30 万人くらいいらっしゃるんですよ。
山縣流計算で言うと、民生児童委員さん 10 人が１
人の里親探したら施設は要らなくなります。そんな
に単純では無いんだけど数字上はそうなる。ものす
ごく難しい話じゃないと思っていたけど、実は置き
換えてみるとひょっとしたら可能性があるかもしれ
ない。その中に短期の人もいて良い訳ですからそう
言う形でもう少し変えることができないだろうか。
それはおそらく市町村単位でやらなければそういう
発想にはなれないだろうということなんですよね。

次の大きな課題として、「家族をもう一回作り直
す努力をして下さいということを言われています」
という話をさせていただきます。これも単純では無
くて、家族というのは問題が発生した場所なんです
よね。虐待が起こった場所なんです。そこにどうい
う状況になったら帰せるのか。家族が要因となって
虐待が発生している。それは保護者だけでは無くて、
きょうだいによる虐待とか。虐待を受けた子どもが
追い出されて、虐待をしたものが家に留まってしま
う。DV でもよく起こる話ですが、普通で言うと逆
のような気がします。虐待をされた方が逃げないと
いけない。そういう援助の仕方は恐らくどこかで変
えないとそう簡単にうまくいかないなあと。

一方でマイナスのことばかり言っていたら家族再
構築はできません。家族は、解決の資源にもなりう
るという視点です。そこを強化する、強みをどう出
してゆくのか。解決資源としての家族という見方、
そこで子どもは生活してゆく訳ですから、生活の一
員としてその子が存在をしていることを受け止めて
ゆく家作り、問題を解きほぐす所から始まり、有効
な資源に変化させるということです。これも単純で
はありません。短期ケアというけど、これだってか
なり難しいよねと思っています。だから諦めよとい
う訳ではありません。

ならどうするかということです。家族は非常に多
様だということですよね。子どもから見た家族と社
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会制度上の家族がずれている。これも施設の方はよ
くご存知だと思います。どこまでを家族と思ってい
るかということと、法律や制度がどこまでを家族と
しているかというのはずれていると思います。家族
との距離感、家族再統合、親子関係の再構築という
のも、初期は家に帰すことを中心にする人たちがい
らっしゃいましたけど最近は距離感ではないかと、
上手に家族と付き合うというやり方が再統合、再構
築ではないかという考え方、私はこの方がしっくり
いっています。

思春期以降に入所した子どもたちは、そう簡単に
家に帰せないのではないか。どう家族と付き合うか。
いずれ大人になったら施設を利用してない子どもた
ちでも距離を持って暮らして行く訳で、多くの子は
ずっと家で一緒に暮らす訳ではない。遅く入って来
れば来る程そのイメージで良いのではないか、返す
よりも距離を保つ生き方ですね。心の傷つき度の多
い子どもたちを帰す方向で早めに着手すると、恐ら
く子どもはその施設なり里親が信頼できなくなるの
ではないか。ようやく安心できる場所を探してくれ
たと思っていたら「帰す」ということを言われてしま
うわけですから。そういう所を考えた距離感ですね。

また里親に措置変更した場合の問題ですね。先程
のコウノトリのゆりかごのお子さんが、里親や施設
に来ると、緊張感がただよう可能性もあります。「い
つもと同じ例と一緒で良いんですよ」と言いますけ
ど、やっぱり引っ掛かりがありますよね。ゆりかご
から来たお子さんに「あなたを殺したくなかったか
ら、お父さんお母さんはあなたをゆりかごに入れて
来たのよ」って言えるかと、簡単に言えないだろう
と。ゆりかごの意味を知った途端に子どもはやっぱ
り捨てられたと思うんではないかと、施設、児童相
談所に直接来る以上に捨てられた感が強くなるんで
はないか、そう感じられる方もいらっしゃるような
気がします。

そういう意味では大分が施設の支援担当者含めて
やっておられる取り組みは非常に参考になりまし
た。子ども自身が形成する家族イメージ、先ほど言
いました家に戻すだけでなくて自分が家族の主体に
なってゆく、親になってゆくそういうことなんです
けど。施設中心で育った場合、家庭というのは分か
り辛いと子どもから聞くことがあります。里親さん
の場合は家そのものですから、季節感もあるし家の

中で夫婦も喧嘩するし、色んなことが起こってゆく。
それを経験するわけです。私が出会った子どもの中
で、冬場になると家を出るとき電気をつけて出ると
言った子がいました。一般のイメージで言うと、電
気代がもったいないということなんですが、彼はな
ぜつけて出るかというと、「夏はまだ帰っても明る
いから良い。冬場帰った時に家が真っ黒で最初に電
気をつけるのは怖い」、「不安だ」というわけです。
施設だったら必ず電気がついて職員がいる訳です。
クラブ活動から 10 時に帰っても職員が迎えてくれ
る。玄関には電気がついているけどアパートで一人
暮らしをしていると真っ黒の中に帰ってくる。非常
に淋しい、部屋に入るのが怖い。私自身、そういう
のに気が付いていなかった。そういう所からやって
いかないといけない。

それから衣食住などの日常生活の基本、この辺も
そうなんですよね。皆さんが社会的養護の子どもた
ちが家庭をどう想定するか、いわゆる理想的な、教
科書、学校で教えるような家庭を想定してそれに向
けた準備をするのか、あるいは、理想的では無いけ
ど、世の中でありそうなそこそこそうよねってとい
う次元をめざすのか。最近食生活にうるさいですけ
ど、その前提で食事のことを絡めて言うと、理想的
な家庭とは有機野菜を使って毎回ご飯作って残りも
のは冷蔵庫に貯めておかない。賞味期限前のものを
買いましょう。インスタントはできるだけ避けま
しょうということですよね。普通の家、皆さんの家
そうなってますか。やっぱり違いますよね、我が家
はどうなっているか。「賞味期限切れのものをギリ
ギリの所で買いましょう。できたらテープが貼られ
て半額で買いましょう。それを冷凍庫で凍らせてお
けば１か月以上もちますよ」という暮らしをしてい
る訳です。なぜそこをやってはいけないのか。どう
しても教科書的にならざるを得ない。施設と学校が
同じように思っている部分があるのではないか。施
設が家だと考えたとき、家ってどんなことをやって
いるのだろうか。もっというと、その子どもたちが
育って来た家は、もっと悲惨な食生活をしていた可
能性があるわけです。それでも自分等はなんとか
なってきた。

施設の子どもたちに聞いて「何か食べたいものあ
るか」って言ったら「インスタントラーメンが食べ
たい」とか「カップラーメンが食べたい」とかいい
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ますよね。実際に、このあたりはすでに対応されて
いるかも知れません。「カップラーメン避けよう」
じゃなくて「自分等それしか食べてこなかった」「腹
が減って腹が減ってカップラーメンの汁を底まです
すって最後にお湯を更に入れてふやかして食べてき
たんだ」という時にそれが食べれない時に何をモデ
ルにしたら良いのか。

次に、自立支援の話です。レジュメに、リービン
グケアということを書いています。アドミッション
ケア（入口、入所前後のケア）というのがあって、
これは、家庭とか児相とか施設の課題だろうと思っ
てます。その次にインケア（入所中のケア）があり
ます。これは施設、児相、家庭、多くの子どもたち
は学校に行きますから学校も含めた課題だろう、施
設の中のインで無くて施設時代の生活で出会う人達
との課題だと思ってます。その次が、リービングケ
ア（退所前後のケア）、そこは大きな課題になって
います。これは家庭、職場、施設、児相、家に帰る
場合は家庭、仕事してゆく場合は職場ということで
す。それからアフターケア（退所後のケア）という
段階があります。ここでは、さらに、地域が入って
来ると思ってます。その子どもたちも地域で暮らし
て、施設、児相を忘れて一人の人間として親になっ
てゆくということですから、もう一回最初の所に戻
ります。そういった発想で、連続性と循環が施設の
方々里親さんにも必要ではないかと個人的には思っ
てます。

これで最後です。「ジリツ」と読めそうな熟語を
三つ書いて下さい。２つはすっと書けると思います。
恐らく「自立」を書かれると思います。２つ目は「自
律」でしょうね。３つ目、実はあるんですよ。「而
立」。而して立つ、論語の難しい言葉ですけが、15
から勉強し始めて、30 位まで勉強したら勉強した
ことを世の中で実験してみたくなった。そう言う意
味合いになります。社会的養護もそういうことでは
ないかと、目指すべきジリツは「而して立つ」では
ないかと思っています。

それを啐啄の機というのになぞらえて考えてみま
した。これは最後の絵になります。「啐」というの
は雛が孵ろうとする時、中からコツコツと卵の殻を
破る音、卒業の卒です。口で卒業するという意味で
す。「啄」というのはその逆です。キツツキさんの
キツツキです。卵の外からコツコツと叩く、両方の

タイミングが合うと丁度良いですよというのが啐啄
の機という言葉です。このタイミング合うと、啐啄
同時です。しかし、今の社会的養護、一般家庭は啐

啄異時、のずれているんではないかと思います。こ
のずれ方が３パターンある。一番端の型が過保護型
です。真ん中が無関心型です。３番目が過干渉型で
す。子どもが出たいのに自立させてくれないパター
ン、これ施設の職員はそう思ってないと思うんです
が、里親さんの一部は施設に対してそう思っておら
れるようです。「施設が抱え込んでしまっている」
という言い方をされることがあります。無関心、こ
れは殆ど無いです。世の中にはあるけど施設で職員
が放ったらかしはまずあり得ない。里親さんの放っ
たらかしもまずあり得ない。過干渉型は職員がコツ
コツやっているパターンは直接私の経験では無くて
親鳥である職員の背後に制度がある、18 歳で時間
切れ、20 歳で時間切れということです。その時間
切れを背負っている為に、まだ中の子が十分世間に
出て独り立ちできる力を持っていないのに、制度が
無理やり卵を割ってしまって放り出すという状況が
今の社会的養護の現実ではないだろうかと、そうい
う所にタイガーマスク基金とか、大分の様な取り組
みがあって、もうちょっと卵は割ったけどそばで見
ているよという仕掛けを作って貰えるとありがたい
なあということを思っています。ありがとうござい
ました。

出納氏　はい、ありがとうございました。ここで休憩
を取りたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。

　 後半　

出納氏　それでは時間になりましたので討論に入ら
させていただきたいと思います。先程からご３名の
パネリストの皆さん方ありがとうございました。こ
れから後半の部ということになりますが、最初に安
藤さんにお聞きしたいんですけど、社会的な養護の
中核を担う私共児童養護施設、里親、ファミリーホー
ムがありましても中々ここは制度、政策の元に意図
された組織として今あります。当然のことながら制
度の壁があったり又、行政が非常に手が出しにくい
所、苦手としている所のそうした子どもたちとの接
触をお持ちのようですので外から見られて、今具体
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的な自立に関しての作業もされているんで何かご意
見を聞かせていただくと良いんですが。

安藤氏　タイガーマスク基金の大学進学給付金を出
した子どもにすべて会っている訳では無いんですけ
ども、入学だけでなく４年の間の支援、就職への支
援、また働き出してからの支援、つまり切れ目の無
い支援をサスティナブルにやってゆく必要があるだ
ろうなと思います。僕のツイッターを見ている当事
者の若者からよく連絡が来ることがあります。「飯
でも食べる？」って返事して、同じ東京だと待ち合
わせて会います。この前も 22 歳の男性と会いまし
たが、今は自立してアパートで暮らしているんだけ
どいろいろ悩んでいる。そういう時にちょっと相談
できる大人がそばにいるのは必要かなというのはす
ごく感じます。以前いた施設に頼りたくないって子
もいるはずなんです。東京には「日向ぼっこ」とい
う当事者の団体の NPO があって、退所後の子ども
達が居場所又は情報を求めて来た時にはフォローで
きるような活動をしています。その周囲にも支援
者たる多様な大人達がいることが必要かなと思いま
す。タイガーマスク基金では一般の会員達がそうし
た役割を担って欲しいと考えています。別に血縁関
係がなくても信頼できる大人が沢山いた方が、その
子の自立にとって良いと思います。

出納氏　ありがとうございました。安藤先生はタイ
ガーマスクはランドセルだけじゃないという、様々
な形での本当に NPO という本質を突くような役割
としてサービスのプレゼンテーションをしてくれる
ことは嬉しいことだと思います。我々の所の制度の
中にある、先ほど言いました施設であるとか里親さ
んであるとかその諸々に関して外から見た違和感は
ありますか。

未だにというような所、さっき山縣先生が仰った
食の問題で、施設は栄養士が付いてますんでこのよ
うなものはあまり好ましくないとか食べさせたくな
いとか、そういう教科書的なものがやっぱりあるん
ですけどね。

安藤氏　施設は各地で幾つか行っているんですけ
ど、都市部は地域との関わりが薄いと感じましたね。
この間もある東京の施設でバンドやったり絵本読ん

だりしたんですけど、その時地域の人達を施設の中
に入れてやったんです。その施設から子どもたちは
小学校や中学校に通っている訳ですから、地域の学
校の PTA のお父さんお母さんが施設のこと、そこ
で暮らす子どもたちのことをもっと知る必要がある
と思ったんです。社会的養護のことを勉強する場も
設けて且つ子どもたちを入れて一緒に楽しむ。そし
てそれを見てもらうことが大事かなと。それで実際
やったら地域のお母さん達が「ここに 15 年暮らし
ているけど施設は塀が高かった」。「学校に行けばそ
ういう子いるのは分かっているけど自分の子にも

「あの子は施設の子だから」みたいなことをどうし
ても言ってしまう私がいました」と言っていました。
逆に施設長も「私達も子どもたち守りすぎていた」
と。保護しなければということでその地域との交流
をなんとなく怠っていたと。今日来て貰って、見て
貰って皆さんと色々お話する中でそう言うお母さん
たちの言葉も聞いて、そのうち施設の子どもたちは
社会に出てゆく訳だから、だとしたら普段から地域
の人たちと関われるような状況が必要かもしれませ
ん、とおっしゃっていました。地域の人達との信頼
関係の中で施設の子どもたちが「群れ」の中で育つ
ような環境づくりができないかなと思います。難し
いという部分も知っていますけど何とかできないか
と考えます。

出納氏　はい、ありがとうございます。まず先生に
ご意見いただきたいんですがこういう施設も含めて
里親さんもそうだと思うんですけど、里親さんの制
度ができてこれから本当に社会に出る窓口の所まで
行くのにかなり時間がかかるとおもうんですけど非
常に自立の援助は難しいんですよね。大分県の場合
も先程お話しましたように、非常に先進的な取り組
みだと思うんですが、各施設のインケアからリービ
ングケア、色んなプログラム用意しながら今走り出
したばかりなんですけど、プログラムそのものに子
どもたちが本当に完全に乗ってくるかというと中々
そうでもない。難しい所があるんですとこの辺の所
についてご意見いただければと思うんですけど。

山縣氏　難しいですね。一つは私が先程見せた絵の
中で入口の所から出口、出た後に後ろに来れば来る
程家庭とか職場を前に出したと思うんです。そこは
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私の中ではキーワードというかポイントで今までの
社会的養護の取り組み、施設側の取り組みというの
は施設中心、あるいは職員中心に物事を考えてきた
という気がします。そのことは大きなマイナスでは
無いんだけど、子どもたちの生活の変化から言うと、
先ほどの安藤さんの話にもありましたが、施設を出
た後頻繁に施設に帰ってくる子はそんなに多くな
い。心が繋がっている子は結構います。施設がいや
で帰って来ないんじゃなくて、例えば大分の子が大
阪に就職したら、そう簡単には帰りようが無いんで
すね。嫌いだから帰らないんじゃなくて、地方の養
護施設の子どもたち程地元に残りづらい環境にある
ので新しい生活場所の問題になってくる。そこに関
して、今までの仕組みは充分繋ぎをやって来なかっ
た。制度もそうだと思います。交通費出して行けと
書いてあるけど細かい申請するのも面倒くさいし、
一杯申請したら駄目と言われそうな気もするので、
結局職員が自前で行ってしまう。そう言う人たちが
結構いらっしゃると聞いています。

アフターケアの部分というのは、次の子どもの生
活拠点が中心となる仕掛けを早めに導入しなければ
恐らく有効にならないのではないかと。リービング
ケアという旅立ちの部分までは、現に本人さんが里
親さんにいらっしゃいます。里親さんよりも施設の
子がより遠い所に就職する傾向があります。里親さ
んは比較的身近な所で就職する傾向があります。加
えて施設の場合は職員も交代をしたり退職をしたり
しますから自分の話をしたい、会いたい職員が帰っ
た時間帯に居るかどうかはなかなか分からない。事
前に連絡をしていれば職員さんが優しいですから対
応してくれるけど、飛び込みで行くと難しい。里親
さんの場合は、必ず基本的にはいつ行ってもいらっ
しゃるんですね。電話しても必ず夫婦のどちらかが
原則出てきて声を聞いたら「あーあの人」と分かる
けど施設の場合は中々恐らく声だけでは分かりづら
い。そういう部分のことを考えた時に、施設周辺に
はなかなか仕事を探しづらい環境であるとするなら
ば新しい所の仕掛けを早く見つけるように、そうい
うことをやらなければ自立支援に中々なっていかな
いんではないかなあと思って聞いていました。それ
は安藤さんたちの仕掛けが、中身良く分かってない
んですけど、全国に支援者がいるとするならば、さっ
きは４人とか５人のチームとおっしゃったけど、家

族を例に出したのかな。それを例えば別府エリアタ
イガーマスクとかね。今度別府に就職する子が行く
んでそちらの辺でどうにかならないかとか。

安藤氏　そういう全国的に機能する仕組みを作りた
いですね。子どもたちは退所後どこに行っても行っ
た先に信頼される大人がいる。その時タイガーマス
ク基金の会員だとすごく安心感がうまれると思うん
です。そういうネットワークを作っていかないと、
また孤立してよくないことが起きてしまう気がしま
すね。

出納氏　はいありがとうございました。里親のこと
で一生懸命されている河野さん、子どもの自立とい
う所からは離れているんですけど、私が非常に気に
なることは、少なくとも家から離れることに当の子
どもの親の同意が中々取れないという現象。そうす
ると結局の所持って行き場が無くて補導される度に
児相に送られるという変な循環が出てきて、この辺
のことについて里親委託の同意をどう取られている
のかお話をお伺いしたいんですが。

河野氏　出納先生がおっしゃったのは、最近児童相
談所では一時保護をして分離をした方が良いと判断
しても、子ども自身の同意がとれずに施設、里親措
置に結びつかないことが多いということを指してい
ると思います。いろいろなことで生活自体がすさん
で、子どもらしい生活に入ることを拒否して、ゆる
やかな自分の気ままなことができる場所、家に居る
ことを望んでいる子どもがいます。そういう子ども
には、子どもらしく生活する、見通しのある生活を
するといったことを経験させることが大事ではない
かと思います。ですから、施設や里親委託に結び付
けようとする時はなるべく子どもに「実際こういう
所で暮らす」というイメージが持てるように、さら
には体験ができるようにしています。特に、里親委
託の最大の強みは多様な里親家庭があるということ
なので、どちらかというと施設よりも選択の幅が広
がります。たとえば、比較的おおらかな感じの里親
家庭だったら、ちょっとネグレクト気味の子でも

「あっ、この家だったら何か自分暮らせそう」とイ
メージを持つとかですね
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安藤氏　マッチングですね。チャンスが多くあるこ
とは大事ですね。

河野氏　そうなんです。だから、里親家庭で暮らし
始めたら、思ったよりゲームのことで制限されな
かったと子どもが喜んだとか。そういうことですご
く上手くいった例があるんです。

こういうときは、「選択肢がいっぱいあることで、
この子にあった所が見つけられて良かったなあ」っ
て感じます。　　

里親支援の最大のポイントはマッチングです。子
どもの見立てをしてこの子がどういう場所だったら
家を離れても生活できるかとイメージしてするよう
にしています。一方、里親家庭を訪問した時には、

「この家庭ならどんなタイプの子どもが暮らせるか
なー」とそのあたりの感覚をいつも持つようにして
います。

安藤氏　コーディネーターの役割ですね。里親支援
専門相談員はそれをやってないんですか。

河野氏　大分の場合はマッチングとかは児童相談所
がやっていて里親支援専門相談員は委託した後に支
援をするという役割分担をしています。

山縣氏　大分で「全国平均よりも特別養子縁組含め
て多いんです」と仰っていましたが、里親さんと特
別養子縁組との距離感は児童相談所は違うんです
か。

河野氏　特別養子縁組を希望する里親は最初から養
子縁組里親で登録をしてもらっています。

山縣氏　制度上そうなってますか。

河野氏　そうなっています。

山縣氏　どっちでも良いよという人いらっしゃいま
すね。「子どもに選ばせたい」とか、「大きくなって
子どもの方に決めて貰えば良い」。あるいは「養子
縁組もやっているけど里親もやっています。養育里
親もやりながらその中で必要な子は特別養子にす
る。子どもに希望があればするんだ」という。その

辺のベースの所、その仕分けを今言われたように
はっきり分けておられるのか、里親さん、子どもの
変化の中で単純に切り替えることができるかどう
か。その辺はどうですか。

河野氏　里親さんには、第１子、つまり最初に児童
相談所から委託されたい子どもはどちらですかとい
うふうに聞きます。最初はやはり養子縁組を希望し
ますと言われたときは養子縁組里親として登録して
いただいて、養子縁組が成立した後に夫婦のご意向
を聞きます。そして養育里親として又次の子どもを
受けたいという場合にはそのまま養育里親として
残っていただきます。将来的に長期で預かりたい、
そして子どもが 15 歳〜 20 歳になった時に子どもに
決めさせたいという時、それは養育里親として登録
してもらいます。ただし、長期養育の場合は、途中
で子どもが実家庭に帰ることもありますよと伝えて
います。

出納氏　安藤さん何かそのことで。

安藤氏　里親の多様性、僕も大事だと思います。最
近里親になりたいという人の中に不妊治療を諦め
て、今 40 代になって里親として生きて行こうとい
う方も結構増えていて、この間東京の児相に呼ばれ
てそういう方々向けに「父親の子育て」についてセ
ミナーをやりました。多くの人が里親登録している
んだけどまだ子どもを預かってない。里父さん向け
に父親の役割とか、子育ての大変さとか、夫婦協働
で育児することの重要性を話したら「すごく良かっ
た」と言われました。やはり 40 代位の男性だと男
女の役割分担において少し古い価値観を持っていた
りする人もいる。それだと現代では一般家庭でも上
手く行かないことも多い。つまり里親になったから
すぐ良いお父さんになれる訳でも無いっていう話を
しました。里父さん向けの講座を今後もやっていき
たいですね。

河野氏　里親の研修では、必ずグループ討議を入れ
ます。以前は、ランダムに一つのグループに里父も
里母もいるようなグループ編成をしていたのです
が、ある時参加者から「男同士で語りたい」という
ような発案が出ました。それで、最近は里父班、里
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母班という形でグループを作るようにしました。そ
したら話がとても弾みますね。

安藤氏　男性は女性がいると本音を言わないんで
す。その場では。

河野氏　そうなんですね。

安藤氏　僕らもやっているピアカウンセリングのプ
ログラム「パパの本音トーク」では、ママ立ち入り
禁止にしてパパだけ集めてやると活発になります。
そういうやり方は里親のでも同じなんだろうなと思
います。

河野氏　里父班で話題に出ている話を聞くと、( 将
来を見越した ) 自立のこととか教育の問題とか出て
きます。やっぱり ( 里母班で話題になりがちなこと
と ) 自然に違うと感じていますので本当に安藤先生
の話を聞いて思い当たる節がありました。

安藤氏　そうですね。共働き家庭が必然的に増えて
いますから、かつての専業のお母さんが当たり前に
いた里親家庭モデルから今後は変わってゆくと思う
んです。こういった時代の変化に応じた里親研修が
必要なのかなと思います。

河野氏　東京都は共働きでは里親にはなれないとい
う条件があると聞いていますが、大分県はそのあた
りは緩く共働きを当たり前のように認めています。
ただ共働きだと子どもの養育に大人がどれだけか
かわって貰えるかが重要になります。また、地域の
支援をどれくらい貰えるかとか、フォーマル、イン
フォーマル含め、そのご家庭への養育支援がどこま
で貰えるかというのは、重要なので里親登録時に調
査したり、保育所の利用や子育て広場の利用が可能
かなど確認します。ただ、特別養子縁組の場合は児
童相談所が大丈夫と思っても家庭裁判所という厳し
いハードルがあります。一定期間、子どもの養育に
専念できる方が評価は高いような感じがあるので様
子を見ながらフォローしながら進めている状況です。

安藤氏　これから里親をどう増やしてゆくかという
課題、先ほど山縣先生もおっしゃったけどそこの

ハードルというか課題を解決しなければいけないな
と。僕らが今ファザーリングジャパンでやっている
ワークライフバランスの推進、特に長時間労働の是
正つまり残業が当たり前的な働き方を止めましょう
ということをやっているけど、里親を増やしたいの
だったら働き方も含めた日本人のライフスタイルを
変えて行かないと難しいかなと思います。多くの自
治体にファミリーサポートという子育て支援の事業
がありますが、ファミサポの支援者になりたい人が
あまりいないのは要するに夜遅くまで子どもを見な
ければいけないので無理なんですよね。夕方５時位
にお父さんお母さん帰って来れるんだったらそれま
では保育園お迎え行って家でみておくけど「夜８時
まで見て」って言われたらできない。だから行政の
システムとしてなかなか成立しない。結局、近居し
ているおじいちゃんおばあちゃんがファミサポ代わ
りにやっているけど、こちらも毎日毎日、孫の面倒
を見させられて結構疲弊している。子どもの親は
いったい誰なのか。だから親たちの働き方を子ども
の生活時間に合わせたリズムに変えないといけない
と思います。つまりそれは里親さんの家庭でも同じ
だということ。日本人全体の生活や仕事の習慣を変
えて行くようなこともマクロでやっていかないと里
親も増えないと思います。

山縣氏　今安藤さん言われた基準の所、先ほど私は
なれる可能性のある人の探し方の分りやすい例を出
したんですけど、河野さんの言われた部分が現実に
は結構ネックになっていて、ご存知の方が圧倒的な
んですけど里親になるには里親審査会という所を通
さないといけない。国の方は審議会の委員はどんど
ん変わってゆくんですよ。ところが地方の審査会の
委員あまり変わらない。結構ベテランの人がいらっ
しゃって、そうすると審査会の委員が非常に古い里
親感、家族感を持っていることがある。中々変わっ
ていかないのが一つのネック、ほぐすべき場所では
ないか、それは今大分ではどうされてますか。聞き
たかったんですが養子縁組を希望される里親さんの
基準と養育を希望する里親さんの審査基準は一緒で
すか違いますか。

河野氏　ほぼ一緒ですね。
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山縣氏　私はそれは違っても良いんじゃないかと思
う。養子縁組を希望される方々に同じものを求める
必要があるのかどうか。河野さんが言われた最後の
部分に行くんですけど、家庭裁判所がハードルが高
いと我々思ってました、正直。ところが特養につい
て言えば家裁のハードルは意外と低いんです。だか
ら民間養子縁組斡旋機関を通じた方が特養は早く進
む、乳児でも可能です。０か月児でも特別養子縁組
が民間養子縁組斡旋機関を通してやると結構進んで
います。ところが児童相談所は私を含めて古い価値
観はそんなに早くいかないんじゃないか。時間かか
るんではないかと思っていました。ご存知の方もあ
るかと思いますが、民間養子縁組斡旋法を作ろうと
いう動きがあります。国はまだ直接タッチしていな
いんですけど、国会議員さんの一部はこの話し合い
の輪の中にいて、そのグループの案が出ています。
そこでは３か月の間は特別養子縁組は認めないでお
こうという案を作りかけているらしいんですけど、
斡旋機関の方々は多数派が反対です。今現に０か月
マイナス１か月、妊娠時期から出産したら親を探し
ていこうと思っている。なんでそこに足枷をするん
だという方々が結構いらっしゃるんです。それは彼
らは経験しているんです。家庭裁判所はそこはクリ
アしてくれるよということ。私たちの持っている誤
解、神話ではないかなと思います。

安藤氏　そうですね。子育て支援やっていてもオー
ルド世代の人達は価値観や伝統的な家族観が、今の
子育てを現役でやっている人達を苦しめているとい
う現実も見ています。これは一般家庭でも里親家庭
でも同じだと思うんですが、そう言う世代間の分断
ではなくて、相互理解が進むような施策を進めて欲
しいと思います。そうでないと古い価値観が再生産
されてしまい、時代に合った子育ちの家庭環境がで
きない。山縣先生が里親を支援する文化作りが大事
だと仰っていたが正にそうだと思います。里親さん
がストレス無く養育に専念できるような、笑顔で子
育てができるような文化を作る、地域のムードを作
るってことを一緒にやっていかないといけない。行
政ができないのであれば地域の NPO が仕組みを作
らないと。子育て支援の NPO は沢山ありますけど
最近この虐待の問題を含めて児童養護の分野で何か
やっていきたいと思っている NPO の代表の人とよ

く会います。今までは子育てで悩んでいるママ達の
広場を作ってきたんだけど、そこに多様な家庭、困
難を抱えている親が来るようになってちょっと事情
が変わってきた。今後は里親が増えれば彼らも広場
に来るかもしれない。だから広い意味での子育て支
援の中に里親支援を組み込んで行くことが大事かな
と思います。

出納氏　ありがとうございました。パネラーの方々
の間で盛り上がってますんでコーディネーターじっ
としていれば良かったと思ってました。今安藤先生
が仰った私もすごく地域というものを主体として
ものを考える時にすごく感じることなんですけど、
中々そこの所を行政が作りきれないんですよね。や
ろうとしても中々できない。

安藤氏　行政任せではなく、地域の住民一人ひとり
が近所の子どもたち、子育て家庭に関心を持ってお
節介と言われようが、ちょっと危ないなと思ったら
ケアしていく必要あるでしょう。他人の子ではなく
て、地域の子どもに対してすべての大人が親身に
なって活動して欲しい。そういう人達集まれば多分
NPO できるんですよね。

出納氏　そうですね。確かに仰る通りだと思います。
地方のそれぞれの地域の文化作りは誰かそれを仕掛
けをする人、プロデュースする仕掛け人がいて。

安藤氏　東京はマンションが乱立して隣室に誰が住
んでいるか分からないという情況。だから意識的に
地域に関わって行かないとできない。だから子育
て期に関わることが大事、「子どもは地域へのパス
ポートだよ」と僕等はよくお父さんたちに言ってい
ます。地域に関わることでひょっとしたら自分の子
どもがそのネットワークに助けられることもあるか
もしれない。3.11 の時、僕も新幹線に閉じ込められ
て帰れなくなりましたが、地域のパパ友がうちの子
どもの安否を確認してメールで知らせてくれたんで
すよ。それで安心して横浜で一晩帰宅難民でいられ
た。翌日動いた始発で帰ったんだけど、その時本当
に思いましたよ。「遠くの親より近くのパパ友」だっ
て。家族の命を守るのが父親の仕事なんだけど出張
行っていたら手も足も出ない。その時に地域のネッ
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トワークってすごく大事だなって実感しました。ど
この一般家庭もそうだし、里親さんも日頃から施設
や地域と交流することで、本当の意味で子どもたち
の命だったりその子の人生を守ることになるんじゃ
ないかと思うんですけど皆さんどうでしょうか。

出納氏　はい、ちょっとここら辺でもしフロアの方
からご質問があればお受けしたいんですけど。どな
たかお尋ねしたいという方いらっしゃいませんか。
挙手がありませんのでまた続けたいと思いますが。
あっどうぞ。

会場参加者Ａ氏　ファミリーホームをしています。
今安藤先生気にかかるご発言を、というか古い世代
の価値観が若い世代を邪魔しているようなお話あっ
たんですけど、私は古い価値観の典型でファミリー
ホームとか里親さんは 40 代、50 代が中心になって
ましてパーセンテージでは多い訳ですよね。そのよ
うな年齢構成の中で一般的に価値観が古いと規定し
てしまうとですね、じゃあどういう価値観が若い世
代の自立とか若い世代の里親さんのですね邪魔をし
ているのかが見えないんですよ。私は里子を預かる
時に、たとえば先程東京の話が出ましたが専業主婦
さんがいないと里親登録できないということがあり
まして、私は実は東京から来た里子を預かってきた
んですが愛着障害だとかそういった子には量と質、
お母さんが中心になるんでしょうけど、専業主婦さ
んの方が量的に子ども達と接触する時間も多い、又
子育ての経験もあるでしょうから子育ての経験も活
かしながらとなんとなく思うんですけど、安藤先生
がご経験の若い世代がどのように子育てしてゆくか
というのを、我々がどうやって邪魔してゆくのかと
いう所を展開していただけたらと思います。宜しく
お願いします。

安藤氏　日本の現状をみると今や夫婦共働き家庭の
方が実は専業片働き家庭よりも増えたんですね。数
年後には７割〜８割行くだろうと予想されていま
す。30 歳の平均所得が東京でも 400 万円を切って
いる状況でどうやってお父さん一人だけで働いてそ
の家族を養えるのかという問題が厳然としてあるわ
けです。そういう今の社会の現状を踏まえてこれか
らの子育て支援や社会的養護も考えるべきなんじゃ

ないでしょうか。経済的にもかつての右肩上がりが
ない状況の中で、「父親は仕事、母親が家庭」では
なくて、いまを生きる子どもたちが将来どうやった
ら自立して幸せな人生を送れるかという視点に立
ち、一般の家庭であれ里親であれ、子どもたちが安
心して暮らせる環境と多様な生き方を選択できるよ
うになって欲しいなと思います。

山縣氏　私も少し口を挟んだ部分があるので若干の
誤解はあったかもしれません。私が言いたかったの
は、里親さんとかファミリーホームそのものよりも
審査員の所でフィルターがかかってしまうというこ
とが、そこを変えないといけないというのが一つな
んです。その中でみんなが安藤さんも結果は似てい
るんじゃないかと思うんですけど、世の中にある普
通のものは全部認めて良いのではないかと思うんで
す。古い考え方の人もあり新しい考え方の人もあ
る。どっちかだけが良い訳ではなくて色んな生き方
があってぶつかり合うのが生活記録ですから、それ
が今審査員の方が東京のように古い考え方年代とい
う意味ではなくて、夫婦でないといけないとかもっ
と一昔前で言うと賃貸住宅は駄目とかね。持ち家で
なければ駄目なんだとかですね。そういうのでもう
絞られてきている訳です。そこに合う家は似通った
家になり易い。

安藤氏　条件を絞れば絞るほど里親は増えないと思
います。

山縣氏　国は、実は開放しているんですね。ひとり
親だって良いと言っているのに、ひとり親を認める
ことは殆どない。結果としてひとり親になりました
とか、里親さんが離婚されました。だから解除とい
う訳にはならないけども、少しずつ開放しているけ
ども中々国が開放されているのと地方がそれに合っ
ているかどうかは東京がその例だということです。

もう一つ言いたかったのは、今の話とは少し別で
私の例として出したのは何かというと、私が社会的
養護に関わってきた自分が持っている価値観の中に
も、世代という問題ではなく社会的養護の歴史の中
で中々抜けきれてないものがあるということなんで
す。例えば何かと言いますと５〜６年前「70 人の
母になって」という本を書いた里親さんがいらっ
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しゃる。20 年位の里親経験で子どもを預かったと。
もう既に 100 人超えておられるかも知れません。大
阪のお寺さんの奥さんなんですけど、その方の書か
れた本の中にこういう例があるんです。これは私の
中では「しまったー、自分はやっぱ間違えていた」
と思った部分なんですけど、夫婦がですね、１人は
お子さんがいらっしゃって、もめてると。実子が２
人いらっしゃるんですけども、実子の一人が、夜中
に夫婦の話を聞くんですね。夫婦は何の話をしてい
るかというと、「もうこの子は無理だ」。奥さんが疲
弊してるから、旦那さんが児童相談所に相談して、
引き取ってもらおうという段取りまで取り付けてき
た。「これでもう楽になれるよ」、とかそんな感じの
夫婦の会話を聞いた息子がおるんですよ。で、その
息子が怒るんですね。「自分の子どもと思ってない
から返す」なんていうことを言うんだ。自分が悪い
ことをしたら、自分を家から出すのか。そんなこと
ないだろう。「だからこの子は居るべきだ」と。涙
出てくるんですね。この話ね。お兄ちゃんは今、親
と一緒に、夫婦で取り組んでおられます。実子もい
らっしゃいます。まだ、若いです３０代前半かな。
それがやっぱり、繋いで変わっていくということだ
と思うんですね。

私は、「あ、そうだな、難しかったら引き取った
らいいわな」と安易に思っていた部分が正直ありま
す。これはしまったと。そういうことを里親さんに
対してするというのは子どもに対しても失礼だった
んだなと。その家に対しても失礼だったなと本当に
反省した経験がありますね。

その辺りですね、世代間の問題も確かに一部ある
だろう。それから審査員の特に偏見というのもある
だろう。さらに、今言った社会的養護関係者が持っ
ている、先ほど言った３か月はどうかとかそういう
部分。私、３か月を崩せといってるん違いますよ。
だからそういうことが話題になるということが言い
たいだけであって、何がいいか正直今自分ではわ
かっていません。自分たちが当たり前と思っていた
部分を一つ一つチェックしていって疑ってみて、変
えるべきものは変える。変える必要がないものは変
える必要がないという。そこをやらずに、当たり前
なんだという見方をすることを少し自分には警戒を
したいなというようなことを、お二方のやり取りを
聞きながら思っていました。

出納氏　はい。ありがとうございました。

会場参加者Ａ氏　よろしいでしょうか？私だけでよ
ろしいですか？もうちょっとだけ時間を下さい。い
ま、里親とかファミリーの措置の仕方の話を伺いま
した。それで、私はこだわっているわけではないで
すけど、専業主婦さんの方がより大きいかなと。ま
あ養育の客観的にというか、物理的に大きいかなと
思っている人間の一人なんですけどね、例えば今の
状況はどちらとも共働きでないと、社会的に経済的
でも必要になってきているということがわかるんで
すけどもね、じゃ例えば措置した家がですね、共働
きの家でですね、で措置された子は例えば措置され
て朝学校へ行く。それからあるいはもっと小さい子
ですと、保育園行って６時７時に迎えに行くという
ふうな実態あるわけですよね。また、小学校に入れ
ばですね、学校に朝出して、学校が終わる放課後は
児童クラブへ行く。でまた６時７時に迎えに行くと。
で、そういうふうな実態があるんですよ。実際上に。
まぁそれはどこにもあると思うんですけど。でそこ
らへんでどうしても矛盾を感じるなと。じゃああの、
極端に言えば施設にいても同じじゃないか。施設っ
ていうのは語弊ある言葉かもしれませんけど、里
親っていうのは家庭養護ということなんで。まして
や課題を持ってるお子さんがいるわけなんで。それ
では、何のために家庭養護として入るのかなという
のをもちろんその里親さんの質も色々あると思うん
ですけども、そこらへんが色々矛盾しないかなとい
うふうな感想を持っている現場にいるものとしてで
すね。思っております。すみません、どうも。もう
発言止めますので皆さんの方におまかせします。

河野氏　はい。そこは本当に子どもと里親家庭をど
のようにコーディネートするかだと思います。共働
きのご家庭であれば、発達上の課題を抱え里親家庭
で特別な愛着形成が必要な子どもを措置するのは難
しいかなと思います。ただ、乳児期に措置され子ど
もが大きくなってきて里母さんが働き始めたこと
で、保育所利用をするとかはあると思います。いず
れにしろ子どもと里親家庭の個別の事情によると思
います。ただ、やはり虐待を受けた子どもであって
育て直しが必要で、養育者がきっちり関わらないと
いけないという場合もあると思いますので、そのあ
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たりは措置機関としての児童相談所の責任が大きい
かなと思います。お話はきちんと受け止めていきた
いと思います。ありがとうございます。

安藤氏　母親の存在は子どもにとって確かに大事か
もしれないけど、専業主婦の「婦」の字が「女性」
＝「母親」でなければいけないというのがおかしい
んじゃないかと言ってるんです。今、ファザーリン
グジャパンにも専業主「夫」が５人いて、お父さん
が家のことやって、お母さんが働いてます。でも家
庭は成り立っているし、子どもたちも両方から母性
父性を受けて育っています。男性だから母性がない
わけではないのです。かつての固定的な性別役割分
担の中で家族の形が決まってしまうということが現
代の状況と合致していなくて、里親数を量的に増や
すことのマイナス要因になってしまっているんじゃ
ないかと思うわけです。先日会った岡山の里親ファ
ミリーホームの 30 代のお父さんは実子が３人いる
んですよ。で預かっている子が６人。みんな男の子
なんだけど、彼はものすごいいいお父さんでありお
母さん的役割を果たしていました。やっぱりケース
バイケースで里母さんの里父さんの役割もアレンジ
していけばいいのかなって僕は思います。つまり専
業主婦の「ふ」の字が「夫」でもやっていけるファ
ミリーホームがあってもいい。

出納氏　はい。ありがとうございました。まだまだ
ちょっと時間が欲しいところですけど、もうあと時
間がなくなりましたので、最後に一言ずつですね、
２、３分くらいで本日のちょっとご自分でのまとめ
をお話いただけたらと思いますが、よろしくお願い
します。まず山縣先生からお願いします。

山縣氏　はい。色んなことを勉強させていただきま
した。特に安藤さんと久しぶりにお話をして、あっ、
どんどん進んできてるなと。自分自身が、考え直さ
ないといけないなという部分がたくさんありまし
た。いずれにしましてもですね、最後のやり取りの
部分に関してのコメントもう一言させていただくと
ですね、どっちかがいいという風なあるいはこっち
の方がいいんだという風なたて方をするとあんまり
上手くいかないというふうに思ってるんですね。色
んな家があって、河野さんが言われたような、マッ

チングだと思うんですね。その共働きに合わない子
どもを無理やり入れ込んだらやっぱり難しいと思
う。正直。かといって、じゃあそのために、全部を
共働きはできるだけ避けましょうという里親の探し
方をすると、ファミリーホームの探し方をすると数
が足りなくなってしまうと思うんですね。子どもの
中に色んな子どもがいるように、里親にも色んな家、
養子縁組にも色んな家があって、そこを両方とにか
く子どもの方は児童相談所が確実につかまえますけ
ども、片っぽの方に子どもの数のゆとりがなければ、
いいマッチングは絶対できないんですね。

今それが逆なんですね。子どもの方が多くて、そ
の養育をしてくださる方々の幅とか量が足りないか
ら必死になって苦しんでる状況だと思います。児童
養護施設の職員の方々も含めてですね、里親をどん
どん探していくような努力。それから国の方も若干
いらっしゃるので、あえて言うと努力をしたとこに
対して、厚めの財政的支援をするなども考えると、
さらに努力されるのではないか。大きいままの施設
だとなかなか難しくなりますよという政策を国は講
じようとしていますよね。同じようなイメージです。
どうしても保守的になるというのは人間、私も含め
てそうではないかなと。守られていたらやっぱ変わ
りたくない。変化しなければ無理なんだというそこ
も少しですね、作っていく必要があるのかなという
ことを感じました。

河野氏　今日、午前中、川﨑先生が児童虐待に対
して本当に誰でもできることから始めようとおっ
しゃった。考えてみると、里親さんは、家庭という
一番私的な部分、プライベートな部分で公的養育を
行うという、本当に難しいことを担ってくださる方
たちです。そこに自ら手を挙げてくださる。本当に
ありがたいなと感じています。ずっと里親の開拓を
やってきているんですけれども、なかなか開拓は難
しい、里親制度の理解もまだまだです。その原因の
一つとしては、家庭分離した後の子どもの生活を一
般市民の方が想像したことがない。どこかできっと、
別の世界で幸せに暮らしてるんじゃないかと思って
いることもあるのではないでしょうか。そんなこと
はない。子どもたちは大変な思いをして、育て直し
を受けていることを本当に社会が知っていく必要が
あるんじゃないかと私は思っています。平成 16 年
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に印象深い里親申請書がありました。里親の申請書
には、動機を書く欄があるんですが、一言「黙って
みておれない」と書いてありました。今もバリバリ
活躍してくださっている里親さんです。こういう気
持ちが、とてもありがたいです。そして、要保護児
童を自分の家庭で育てることはできない、自分は里
親にまではなれないというのなら、里親制度を理解
するとか、それから先ほどのタイガーマスク基金の
ように、子どもたちに金銭的な援助をして、何かサ
ポートをしていただけるとか。そういうことが社会
の中でもっともっと広がっていくといいなというふ
うに思っております。

安藤氏　社会的養護のあり方を考えたときに、や
はりここに一般の人がどれだけ来るかということ
だと僕は思うんですよ。関係者だけが揃っていて
も、それは「コップの中の話」でしかないわけです
から、それをタイガーマスク基金は何とか一般的に
広げていきたいと思ってます。ですから、特に施設
の方とかにもっとネットワーキングして欲しいで
す。NPO とか地域の人に自分から出て行って状況
を話して、支援してほしいと言って欲しい。そうす
れば、たぶん色々繋がって道は開いていくと思いま
す。施設も孤立してしまったらいいことはないと思
う。もっとどんどん外の世界と施設の人たちがつな
がっていく。東京の施設の職員の人達が運営してい
るリービングケア委員会はいいですね。若い施設の

職員さんや関連 NPO の人たちが集まって勉強した
り、お酒飲みながら話をする。次の支援のモデルを
考えていくヒントにもなるわけですね。NPO は新
しい支援の仕組みを作りたいんです。施設や福祉の
中だけでなく、これまで関連がないと思っていた人
たちも仲間に入れて一緒に考えていくことが重要で
す。いろいろな「知」が集まるとものすごい力になっ
ていきます。それを虐待防止や社会的養護に注ぎ込
んでいければいい。僕はこれからもそういう仲間を
増やして社会的養護を多様な視点で見つめ支え、子
どもたちの利益に繋がるような社会的資源を増やし
ていきたいなと思っております。以上です。

出納氏　ありがとうございました。最後になります
けども、今お話聞きながら思いました。「家庭とい
うものは人類が創造した最も美しい文明の所産であ
る」という全米の第１回の白亜館会議宣言というの
を改めて今、思ったわけですけれども、そうした社
会を願いながらも、今私自身の自分の仕事の足元を
見つめた時に、これからの施設が抱えた課題という
のは本当にやっぱり重くなると思いますけど、一つ
一つそれが子どもの最善の利益につながるというこ
とで、一層の努力を続けていきたいと思っておりま
す。今日は御三人のパネラーの方、本当にありがと
うございました。ちょうど時間になりましたので、
これでこの分科会を終了させていただきたいと思い
ます。本当にありがとうございました。


