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出された。しかし、市町村の一部から、「管内の里親を知らない。どんな子どもが委託されている

のかも分からない。これでは支援ができない」として、児童相談所による情報提供の要望が出た。 

こうしたなか、児童相談所は、平成 25 年 2 月から市町村児童福祉担当課長あてに、毎月、管内

の里親・ファミリーホームの名簿(里親の住所・氏名・連絡先及び委託児童名)の提供を開始した。

これは、要保護児童対策協議会の位置づけで提供するため、守秘は保持される。また、各里親に対

しても、認定前研修や里親養育行政説明会等を通じて、定期的に市町村に情報提供することを説明

し理解を得ている。 

 市町村では、乳幼児が委託された場合には母子保健サービスに繋げる、学齢児が委託された場合

は、必要に応じて教育委員会と連携するなどして、名簿を活用している。また、児童手当の受給状

況確認にも活用されている。 

 一方、市町村の里親制度理解については温度差があるため、里親支援体制、内部の連携に課題も

あり、提供した情報が活用されていない場合もある。また、実際の市町村によるサービス提供場面

で、個々の事情や地域性の問題により、一部の里親(養子縁組希望里親)からの理解が得られないと

いうことも生じている。 

 「現行の仕組みの中では、児童相談所に積極的に市町村と連携する意識がなければ、社会的養護

下の子どもは市町村にとって素通りになる状況にあるので、児童相談所の姿勢が重要である」と大

分県の児童相談所では考えている。 

 

６）里親支援メニュー（一部紹介） 

●里親研修 

平成 24年度は、スキルアップ研修（年に１回の里親の全体研修）、テーマ別研修、里子研修（任

意の夏季キャンプ）、児童養護施設職員等合同研修会などが開催された。テーマ別研修は、発達障

害をテーマとした研修が２回、トライアル里親に関する研修、真実告知に関する研修の計４回開催

された。『平成 24年度里親研修の概要』という資料を年度当初に配布し、研修の理念や意義を伝え

たり、研修の一覧を示して、里親が計画を立てられるようにしている。 

 

●トライアル里親事業 

乳児院や児童養護施設に入所している子どもに、一般的な家庭環境での生活を体験してもらうこ

とにより、子どもの情緒の安定や社会性の発達を促し、子どもの福祉を増進させるとともに、里親

制度の普及、拡充を図ることを目的としている。 

 
●里親ヘルパー事業（里親養育援助者の派遣） 

里親ヘルパー事業は里親からの要請により、里親家庭に派遣された養育援助者が家事や養育の補助

などを行うものである。養育援助の対象となる里親は、子どもの委託から概ね１年以内で、養育に

負担があると認められる場合や子どもを同伴できない外出等により、里親の留守中の養育が必要だ

と認められる場合である。 
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●里親登録証の発行 

 里親委託時に里親としての身分が証明され、市役所での子どもの転入手続きや転校手続き等がス

ムーズに進むよう、名刺サイズの里親登録証の発行が平成 23 年 3 月に始まった。登録証には養育

里親登録証と養子縁組里親登録証の 2種類ある。 

 知事印は身分証明に大きな効果があり、市役所での様々な手続きがスムーズになるだけでなく、

公的な身分証明があることにより、社会的な信用が高まったと里親から報告されている。 

 
 

4．里親支援専門相談員制度の運用準備                  

 

１）施設長会への情報提供 

里親支援専門相談員が平成 24年度から創設されることを知り、平成 24年 1月、県こども子育て

支援課及び児童相談所から施設長会に情報提供するとともに以下の説明をした。 

 

・里親支援専門相談員と児童相談所の連絡会を毎週開催すること。 

・里親支援はあまり確立されていない分野なので、全国レベルの研修に参加が必要なこと 

（そのための予算確保も必要）。 

・児童相談所は里親支援から手を引くわけではなく、里親支援専門相談員と役割を分担しつつ、

連携すること。 

 

２）里親会への情報提供 

 里親支援専門相談員制度については、平成 24 年 3 月、県こども子育て支援課及び児童相談所担

当者、里親会理事が出席して開催された意見交換会で里親会（理事）に説明した。理事以外の里親

には、平成 24 年の 4 月から 5 月にかけて行われた里親養育行政説明会で説明した。その際、以下

の内容を里親に伝えた。 

 

・児童相談所の里親との関わりは今までどおりであること。 

・一番相談しやすいところに相談してもらえばよいこと。 

・相談先が増えたと考えてもらえばよいこと。 

 

里親からは「施設が里親を支援してくれることになってよかった」という好意的な反応があった。

反応を心配していた里親支援専門相談員も受け入れてもらえたことを喜んでいた。 

 

３）制度の運用開始 
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●里親支援専門相談員の配置ともに所属施設を里親支援機関に指定する

平成 24 年４月、大分県内の児童養護施設４か所、乳児院１か所に里親支援専門相談員が配置さ

れたことに伴い、県は当該施設を里親支援機関として指定した。平成 25 年４月には、里親支援専

門相談員が児童養護施設３か所に新たに配置された。

乳児院は養子縁組里親と乳児院から措置変更になった里親家庭への支援を中心に県全域を担当

し、児童養護施設７か所は地域分担制としている。

里親支援機関と位置づけることにより、里親支援専門相談員及び配置している施設の守秘義務が

明確化されている。

●里親支援専門相談員の位置づけを明確にする

里親支援専門相談員の配置は、児童養護施設等に地域の里親（ファミリーホームを含む）を支援

する拠点として位置づけたものである。里親支援専門相談員は里親を指導するのではなく、ともに

子どもの育ちを考える里親への寄り添い支援を目指している。社会的養護の支援者として里親とパ

ートナーシップをとり、信頼関係を構築することを重要視している。

里親支援専門相談員のプロフィール（平成 25年４月時点）と担当里親家庭数

・児童養護施設職員（Ａ）：福祉業務従事年数７年７か月、社会福祉士

里親家庭 45、ＦＨ２

・児童養護施設職員（Ｂ）：福祉業務従事年数 19年、臨床心理士

・児童養護施設職員（Ｃ）：福祉業務従事年数 19年２か月、保育士・社会福祉士

・児童養護施設職員（Ｄ）：福祉業務従事年数 18年 0か月、児童指導員

・児童養護施設職員（Ｅ）：福祉業務従事年数 22年、保育士

・児童養護施設職員（Ｆ）：福祉業務従事年数 35年１か月、児童指導員

・児童養護施設職員（Ｇ）：福祉業務従事年数 37年、保育士

・乳児院職員（Ｈ） ：福祉業務従事年数 11年７か月、保育士

養子縁組里親家庭 16、乳児院からの措置変更里親家庭 10

４）業務内容

児童相談所との密接な連携のもとに、主に以下の業務を行う。

①里親への家庭訪問、電話相談、子どもへの具体的対応の助言、里親からの相談内容の

情報整理

                里親家庭 24、ＦＨ5（ＢとＣの担当数を合わせた数） 

里親家庭 26、ＦＨ4（ＤとＥの担当数を合わせた数） 

                里親家庭 26、ＦＨ1（ＦとＧの担当数を合わせた数） 
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  例：不登校児童への声かけ方法、委託解除後の進路 

②所属施設から措置変更が予定されている子どもと里親への支援 

  例：子どものマッチング、交流の立ち会い、子どもの移送 

③里親研修 

  例：里親研修への参加、所属施設における認定前研修（施設実習）の調整・受け入れ時の 

指導 

④里親の新規開拓支援 

  例：施設ボランティア等への声かけ、里親制度説明会への参加 

⑤トライアル里親関係 

  例：所属施設における該当児童の選定、マッチング、交流時の立ち会い、児童移送 

⑥レスパイトケア関係 

  例：所属施設の日程調整、受け入れ時の対応 

⑦里親会活動支援 

例：里親サロンへの参加、企画助言、会場提供など 

⑧地域における里親支援の輪づくり、関係者の理解促進のための活動 

  例：乳児院主催の里親サロンの開催、委託児童が在籍する学校への訪問など 

⑨児童相談所との定期連絡会に毎週参加 

⑩実親と子どもの交流支援・立ち会い 

 例：施設に併設されている児童館を利用しての交流 

 

５）ファミリーホームと里親宅への家庭訪問からスタート 

平成 24 年 4 月から 5 月にかけて、県内 10 か所(当時)のすべてのファミリーホームに里親支援専

門相談員 5 名と児童相談所職員で家庭訪問し、各ホームの特徴や養育方針等を知ることからスター

トした。また、児童相談所の地区担当ケースワーカー(児童福祉司)や里親専任職員とともに各里親

支援専門相談員が担当する里親家庭にも訪問した。 
平成 25 年 12 月末現在、ファミリーホームには里親支援専門相談員が月に１回の定期訪問を、里

親家庭については、必要に応じて訪問を行っている（基本的に児童相談所職員は同行しないが、状

況によっては同行する場合もある）。家庭訪問は新規委託の場合、委託から 10 日以内に訪問し、そ

の後は様子を見ながら時期を決めている。養子縁組里親へは、新規委託から 6 か月が試験養育期間

ということもあり、月に 1 回、養子縁組里親を担当する里親支援専門相談員（乳児院の里親支援専

門相談員）が家庭訪問をしている。6 か月を過ぎると、養子縁組里親の意思を確認した上で特別養

子縁組の手続き等を児童相談所が説明し、養子縁組里親は家庭裁判所への申し立ての準備に入る。 
家庭訪問の内容は、近況を聞くところから会話を始めて、里親と養育のエピソードを共有し、子

どもが在宅であれば様子や表情を確認している。また困ったことがないか里親に質問し、里親から

相談があれば助言するという活動をしている。 
里親支援専門相談員が家庭訪問するようになってからも、児童相談所職員の訪問頻度に変化はな

い（委託後 1 週間～10 日以内に家庭訪問。その後は様子を見ながら 2 週間に１回程度～1 か月に 1
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回程度）。 
 

家庭訪問した里親支援専門相談員からの反応 

 
・大変な子どもを受託していることに驚いた。施設職員が逆に教えられるくらいだ（里親に

は難しくない子どもが措置されて、施設に難しい子どもが措置されるという認識が変わっ

た）。 

・里親の熱意とパワーに圧倒された（施設職員ももっと元気がほしい）。 

・家庭養護、丁寧な生活、個別ケアの良さに改めて感動した。施設でやれないことができて

いて、とても自然体。 

・ファミリーホームは小さな施設ではないことがわかった。 

・これまで里親の顔しか見えていなかったが、そこで暮らす子どもを知って里親養育が理解

できるようになった。 

・小集団は安全と実感できた。 

・里親家庭への訪問はこれまでやりたくてもできなかった。児童相談所職員との同行訪問で

理解が深まった。 

・里親と施設の土俵は一緒。今後、協働して子どものためにいろいろなことができそう。 

・複数の里親から「里親支援専門相談員制度ができてよかった」「施設が里親を支援してく

れる時代がやっと来た」と言われ、励みになった。 

 
 

６）里親サロンと里親支援専門相談員 

里親支援専門相談員の初回サロン出席の際は、児童相談所職員がサロンに同行した。里親への制

度説明は済んでいたので里親の反応は好意的であった。里親会理事が里親支援専門相談員を里親に

紹介したサロンもあった。また、里親支援専門相談員制度ができる前から児童家庭支援センターの

職員としてサロンに参加していた児童養護施設職員は、里親との関係ができていたため、里親支援

専門相談員としてそのまま同じサロンに参加することになり、スムーズな移行ができた。 
 里親支援専門相談員のサロンでの役割は、サロンの企画内容にもよるが、サロン運営の手伝いや

助言などである。サロン開催場所が児童養護施設の場合は、里親支援専門相談員がコーディネータ

ーとして、施設の栄養士や心理士を呼んで講話の時間を設けることもある。例えば、「なかなか食

べない子どもへの対応をどうしたらよいか」などの具体的な話を、里親が現場の専門職から聞ける

貴重な機会となっている。 
 

７）里親更新研修（平成 25年） 

 里親登録更新時の研修プログラムの 1つとして、里親支援専門相談員が被措置児童等虐待防止の

ためのロールプレイを行った。里親支援専門相談員が、研修参加者の前で里親役、子ども役として
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「関わり方の悪い例、好ましい例」を具体的に演じ、参加者はロールプレイを見た後、グループ討

議を通じて内容を深めた。里親支援専門相談員と里親の双方から「よい振り返りの機会になった」

という感想が得られた。また里親からは「対応方法が理解できた」と大変好評であり、両者は互い

の養育について共感することができた。この研修内容は、児童相談所と里親支援専門相談員が定期

連絡会で相談して決めたものである。また、このようなグループ討議の際には、里親支援専門相談

員は各グループでの司会(ファシリテーター)も担当するなど、里親支援専門相談員は研修の企画・

運営の一翼を担っている。  

●遊びに行った友達の家から帰宅後、友達の母親から電話がかかってきて、「息子のＤＳがなくな

ったのですが、知らないですか？」と連絡があった。

●子どもとの面会日に、指定の場所に現われなかった実母について子どもに話す場面。

（悪い例） 最初から子どもを疑り、「カバンの中を

見せなさい」と怒った様子の里父。

（好ましい例） 静かに、「ＤＳはどうしてここにあ

るの？」と聞く里父。

（悪い例） 「実母さん、面会に来なかったね」と

家事をやりながら話す里母。

（好ましい例） 「実母さん、体調が悪くて面会に

来られなかったのかもしれないね」と、子どもと目

を合わせて話す里母。
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８）里子キャンプ（平成 25年） 

 児童相談所が主催した 1泊 2日の里子キャンプに参加した。里親家庭の訪問等で里子と話す機会

はあまりなかったので、食事やゲームなど楽しい時間をともに過ごして里子の様子を知ることがで

き、その後の家庭訪問に役立った。 

 

９）児童相談所との連携 

里親には「里親支援専門相談員に相談したことが児童相談所に情報として入ることもある」とい

うことが伝えられているが、だからといって、「里親支援専門相談員は児童相談所とほぼ同じ立場」

と里親が認識しているわけではない。気になることや深刻な状況については、里親支援専門相談員

が児童相談所に報告しているが、その判断は相談員に委ねられている。里親支援専門相談員は子ど

もの措置には絡まないので、里親からは「児童相談所とは職務や立場が異なる人」と考えられてい

るようだ。 

里親支援専門相談員は自立支援計画の作成には関わっていないが、養育の方針（例えば、家庭復

帰の予定の有無など）は児童相談所から伝えられている。 

毎週の定期連絡会等で、里親支援専門相談員と児童相談所との信頼関係が構築されており、自然

な役割分担が可能になっている。 

 

10）里親支援専門相談員の施設内での活動 

 里親支援専門相談員の施設内での活動は以下のとおり。 

 

・里親からの電話・来客対応、事務処理、ケース記録管理、児童関係書類の整理、学校との連携、

実親対応（面会調整、相談等）、里親から措置変更になって入所した児童と里親の調整。 

 ・里親関連行事（施設で開く里親サロン）の企画や定期連絡会、研修会の報告書作成。 

・児童家庭支援センターと兼務しているところは、児童家庭支援センターの設備を利用して、レ

スパイト受託、電話相談、面会立ち会い等をスムーズに行うことができている。 

 

   施設において里親支援専門相談員は、里親担当、里親連携職員として捉えられている。他の職

員に対しては、里親の動きや子どもの様子を報告する等、活動を知らせることを通じて、里親養

育への理解を広めている。また、里親から措置変更になったケースについて調整する役割を担っ

ている。施設内では、里親家庭や児童相談所とのパイプ役として認識されている。 

 

施設内における里親関係事例について、支援の在り方についての検討の機会は以下のとおり。 

 

・里親からの電話相談等のスーパーバイズを施設長が行う。 

・レスパイトを受け入れた際の子どもの様子を児童家庭支援センター職員が行動観察を行い、
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里親支援専門相談員と子どもの状態について検討。 

・里親から施設への措置変更児童について、里親や実親との関係の持ち方について、各担当職

員、基幹的職員、ファミリー・ソーシャルワーカーなどと検討。 

 

11）定期連絡会での密な連携 

 毎週水曜日の午後、児童相談所職員と里親支援専門相談員が集まり、定期連絡会を開いている。

月に 3回は中央児童相談所で開催しているが、第 3水曜日は施設持ち回りで開催している。その際、

会場となった施設の施設長も定例会議に参加している。県内の児童養護施設を借りるので、施設職

員に里親支援専門相談員の活動、社会的養護の質を高めていく上での重要なパートナーシップとし

ての里親との連携の状況を知ってもらう場にもなっている。 

定期連絡会は情報の共有には欠かせないものとなっている。定期連絡会は相談援助の方向性を確

認し、支援の方法について意見交換することで、児童相談所の里親担当職員と相談員が一貫した支

援を行うことができるとともに、相談員等の研修的な役割も担っている。週１回連絡会に出席して

いれば、里親委託の全体的な動向が漏れなく分かるとともに、様々な協議をすることでチームとし

ての一体感を持つためにも重要な位置づけである。 

また、里親支援専門相談員研修として、全国里親大会などに全員、あるいは分担して参加し、定

期連絡会で報告し合い、情報を共有している。 
 

12）里親支援専門相談員向けの研修や交流の場 

研修 

・定期連絡会：里親委託ガイドライン、里親及びファミリーホーム養育指針、厚生労働省行政説明

資料等を使った学習会、その他、関連文献の紹介及び説明（国連代替ケアガイドライン・里親関

係寄稿文等）。 

・里親研修（児童相談所主催）：テーマ別研修、スキルアップ研修 

・社会的養護関係者向け研修（県内 NPO法人等主催） 

・里親会主催体験発表会 

・県外研修：全国里親大会、ファミリーホーム研究全国大会、九州地区里親研修大会、福岡市フォ

ーラム新しい絆、日本社会事業大学専門職大学院リカレント講座 

・児童養護施設職員向け各種研修会（県外研修・所内研修） 

 

交流 

・福岡市児童相談所（こども総合相談センター）、子ども NPOセンター福岡・子どもの村福岡へ視

察 

・他県の児童養護施設職員を定期連絡会で視察受け入れ 
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13）里親支援専門相談員制度のメリット 

・児童相談所が里親から「里親支援専門相談員から良い助言を得た」という声を聞くことも多く、

施設職員としての経験の蓄積から、養育に関するノウハウを持っており、「このような場合、ど

うしたらいいのか」という里親からの個別相談に応じることができている。  

・施設職員としての視点が里親研修の内容に厚みをもたらしている。例えば、子どもの権利擁護は

里親がとっつきにくく感じる分野であるため、施設職員が「施設でも課題になっていることなの

で、一緒に学んでいきましょう」と説得力をもって語りかけ、里親が主体的に参加する研修にな

った。 

・里親支援専門相談員が所属する施設の栄養士・看護師・心理士等、施設の専門職員のノウハウを

里親研修等に活用できる。例えば、乳児院では養子縁組の里親等、乳児院と関わりのあった里親、

施設、行政等、広く対象とした「里親きっさ」を開催しており、これをきっかけにして、相談電

話が入るようになった（特に養子縁組里親は、離乳食や栄養、子どものからだの健康などに興味

があり、専門職から情報を得られる貴重な機会になっている）。 

・施設職員向けの研修に里親を案内することができる（同じ養育者という立場なので、同じ悩み

を共有できる。相談員が案内することで里親の資質向上に寄与することができる）。 

・里親支援専門相談員は里親の人柄や考え方の傾向を把握しているため、里親研修で里親がグルー

プワークをする際、ファシリテーターとしての役割を担うなど、細やかな配慮をすることができ

る。 

 

14）里親支援専門相談員自身が評価できると感じている点、課題と感じている点 

・1年目の 24年度はまず、里親支援専門相談員を里親に知ってもらうことから始めた。25年度は

更に関係を深めて活動したい。 

・里親支援専門相談員は指導的立場にないので、中立の立場で里親の話が聞けて良い。 

・相談を聞いていて、「もっとこうしたらいいのに」と思う時はそれとなくアドバイスすることが

できる。 

・施設も里親も同じ子どもを預かっているという意識が出てきて良かった。 

・里親と一緒に子育てについて勉強でき、良い機会を与えてもらっていると感じている。 

・施設職員の後輩への助言のようには話ができず、うまく助言ができないため自分の力不足を感じ

ることがある。 

・傾聴する立場にあるが、ちょっとした言葉が里親に指導と捉えられてしまうことがあって、難し

いと感じた。 

・里親との関係が深まることで、それゆえに起こってくる問題があると思う。例えば、処遇に関す

る意見を求められたり（特に不調や措置変更のケース）、児童相談所に言えないことを相談され

た場合、関係者にどのように伝えるかは難しい問題だと思う。 



31

大分県における里親支援の取り組み

14 
 

・児童相談所内の連携が、うまくいっていないことがあると感じることもある。前回の家庭訪問か

ら時間が経っているのに、里親の悩みや課題が前回と変わっていない。なかには、早急に解決す

べきことやすぐに解決できるようなこともあるのに、なぜか前に進んでいないなど。 

こうした場合は、ソーシャルワーカーとして、子ども担当ケースワーカー(児童福祉司)と直接話

し合いをする機会があると、連携や支援をより強くすることができると思う。 

・措置解除後のフォローがうまくいかないケースについて、児童相談所に対する不満をじっくり聴

く役割を相談員がしてもいいのではないかと思う。同じ社会的養護に携わる立場として、傾聴し

て思いを受け止めていくことができるのではないかと感じている（この場合、里親の気持ちを整

理していく力量も必要とされる）。 

・里親への支援として何が必要なのか、また、起きていることについて里親と一緒に考え、一緒に

取り組みたい。 

・ファミリーホームに同じ年齢の幼児が同時に、または連続して委託される場合に生じる課題につ

いて、どうアドバイスしたらよいか考える必要がある。 

・里親支援とは、里親だけでなく”里子支援”でもあるという意識で、里親や児童相談所と、より

連携・協働していくことが必要だと感じている。 

 

  以下、里親支援専門相談員制度の創設前から、児童家庭支援センター職員として、里親サロン

で里親に関わってきた児童養護施設光の園の里親支援専門相談員の活動を1つの例として紹介す

る。 

 

 

5．児童養護施設 光の園の里親支援専門相談員の活動           

 

１）プロフィール 

児童養護施設光の園： 昭和 23年認可、40名定員 

里親支援専門相談員（平成 24年 4月配置。福祉業務従事年数 18年 0カ月＜H25年 4月現在＞） 

別府市にある児童養護施設光の園は社会福祉法人別府光の園が運営しており、同じ敷地内に児童

家庭支援センター、保育所、児童クラブ、児童館が併設されている。 

 

２）活動開始 

里親支援専門相談員は児童家庭支援センター職員を兼務しており、地域支援をしていることから、

平成 18年度、里親サロンに参加するようになった。これがお互いを知るきっかけとなり、里親の

施設養護への関心が高まった。里親からの要望もあり、里親研修の一環で施設見学や施設職員との

意見交換等が行われるようになった。平成 24年、里親支援専門相談員制度が始まった時は、お互

いの関係ができていた。 
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３）家庭訪問と支援方法 

 里親支援専門相談員としての担当地区が決まっており、地区の里親とファミリーホームの家庭訪

問をしている。里親支援専門相談員が里親とファミリーホームと日程を決め、毎週水曜日の定期連

絡会で予定を報告している。状況に応じて、他の地区を担当している里親支援専門相談員が同行す

ることもある。 

 家庭訪問で大事にしていることは傾聴である。里親の話を聞かないと分からないことが多く、ま

ずは傾聴に重点を置いている。そのあとで、「施設ではどうですか？」「施設ではこうやっています」

などの会話のやりとりになることが多い。「児童相談所に言わないでほしい」と里親から言われた

内容は児童相談所には伝えていない。しかし、場合によっては「その問題を解決するためには、児

童相談所に伝えてほうがいいと思います」と話し、里親自らが児童相談所に伝えられるように促す

こともある。 

  

４）施設内での活動 

施設職員に里親支援を知ってもらうための情報提供として、以下のような取り組みをしている。 

 

で預かる際、児童家庭支援センターと施設職員に子どもの情報を提供している。自施設には児

童館が併設されており、レスパイトで来た時にさりげなく職員を紹介したり、レスパイトで来

た里子と施設の子どもたちの相性を見ながら、一緒に児童館で遊ぶこともある。次回のレスパ

イト時に、「この前一緒に遊んだ○○ちゃんとまた遊べるなら、センターに泊まりに行きたい」

と子どもに喜んでもらうことに繋がっている。 

・実親との面会やセラピーは児童家庭支援センターで行う決まりになっており、そのために施設

職員が児童家庭支援センターに来る機会を利用して、子どもを職員に紹介している。 

・施設から里親委託された子どものアフターケアで里親を訪問した時の様子を職員に伝えるよう

に心がけている。 

・里親登録の認定前研修の実習を児童相談所より依頼された際、できるだけ施設職員に里親（候

補者）を知ってもらうようにしている。同時に里親に職員を知ってもらうこともかなり意識し

ている。 

 

５）里親支援専門相談員自身が活動を通して感じている点 

・家庭訪問が里親・ファミリーホームとの相互理解に繋がった。 

・定例会議で、児童相談所と里親支援専門相談員が情報を共有できているので活動しやすい。 

・レスパイトが里親からとても喜ばれている。 

・家庭訪問等で里親さんと関係ができたので、次に会ったときにスムーズにまた話ができる。「こ

・平成 24年、施設職員に里親支援を知ってもらうため、園内研修の場でパワーポイントを用い

て取り組みを話す機会を得た。また、児童家庭支援センターで里親家庭の子どもをレスパイト
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んにちは」と必要な話がすぐにできる。訪問して気になったことを里親さんの了解を得て、代

弁するような形で児童相談所に話して、ケースワーカーが動いてくれて問題が解決した。 

・児童相談所と里親との繋ぎ方が課題と感じている。ここが深まれば深まるほどデリケートな問

題が生じてくるので、かなり難しくなるのではないかと思う。 

・施設職員への更なる里親事業の周知が大事である。自分の家庭で子どもを受け入れる難しさを

どのように伝えていったらよいのか、言うに言えない里親の思いをどのように伝えるかという

課題がある。 

・役割としては寄り添い、傾聴ではあるけれども、役に立たないといけない。役に立とうとやり

過ぎるとスーパーバイザー的な役割になってしまう可能性がある。里親支援専門相談員の活動

は何なのか、考えていかねばならない。 

・里親から「もっと里子を見てほしい、里子に関わってほしい」と言われることがある。里親支

援専門相談員としてどう関わっていくか、考えていく必要がある。 
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●概要● 

神奈川県では昭和 43年に、「家庭養護センター事業」として、児童養護施設による里親の養育支

援を開始し、「家庭養育支援事業」と名称を変えた現在に至るまで、施設と里親の交流が図られて

いる。このような施策のもとに里親支援専門相談員制度ができたので、センター事業を受託してい

る施設と里親の相互理解があり、里親支援専門相談員配置の作業はスムーズであった。 

平成 24 年度は、家庭養育支援センターと児童相談所との連絡会議をベースに、県子ども家庭課

が里親支援専門相談員を含めた里親支援に関する検討会を立ち上げ、活動内容やそれぞれの機関の

役割分担等を検討しつつ、進めていった。検討結果を受けて、里親支援専門相談員の連絡会を開催

し、児童相談所と里親支援専門相談員の連携を図るとともに、研修の機会を充実させるなど、県子

ども家庭課が里親支援専門相談員の方向性を掴んでいる。平成 24 年度の研修は県子ども家庭課が

）、家庭養育支援セン

ターの職員が７回の研修を受講した。 

 

 

１．神奈川県の概要と社会的養護の資源                

 

人口（県全体） 9,080,892 人(H25.6)  

人口（県域） 2,415.86 人(H22.10)  

児童人口（県全体） 1,427,664 人(H22.10)  

児童人口（県域） 447,290 人（H22.10）  

児童相談所数（県域） 5 か所  

児童相談所の里親担当者 専任 6人 （うち常勤 1人、非常勤 5人） 

兼任 5人 （全員常勤） 

乳児院数 3か所 82 人 63 名定員 （H25.10） 

児童養護施設数 15 か所 1005 人 639 名定員 （H25.10） 

情緒障害児短期治療施設 0 か所 0 人 8 名定員 （H25.10） 

里親登録数 190 世帯 （H24年度末） 

受託里親数 72 世帯 （H24年度末） 

企画し、里親支援専門相談員や里親相談員（当事者支援を行うベテラン里親
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