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養育体験「子ども達の現状を知ろう」への参加申し込みありがとうございます。

参加にあたり、必ずこの資料を読み、ご不明な点は担当の里親委託等推進員まで

ご連絡ください。 

 

 
1. 養育体験の目的 

 児童福祉施設で生活している子どもについて理解を深める。 

 児童福祉施設の生活や子どもたちの発達や成長について理解を深める。 

2. 主な内容（各施設のプログラムは別紙） 

 養育体験企画の概要・留意事項説明 

 施設概要説明，施設見学 

 生活場面体験 

 振り返り・アンケート記入 

3. 持ち物・服装など 

 持ち物：エプロン、筆記用具など 

 服装：動きやすく、汚れてもいい靴や服を着用してください。幅広い年齢の子どもが生活して

いますので、露出が多い服装は控えてください。着替える場所が必要な場合は施設の担当者の

案内に従ってください。 

 アクセサリーなど装飾品は外してください。子どもが誤飲したり、遊んでいる時に破損したり

すると危険です。 

 当日の皆さんの持ち物，貴重品の保管場所については、施設の担当者がご案内します。 

4. 参加に際しての確認 

◎ 体調不良の場合は参加を控えてください。ご家族が感染症に罹患している場合やご本人が罹患後、

完全に治癒していない場合も同様です。 

◎ 体験予定の施設に、知っているお子さんが在籍していることがわかっている場合は、事前に里親

委託等推進員までご相談ください。 

◎ この企画「養育体験」は、地域の施設の協力を得て、東部ﾌﾞﾛｯｸの児童相談所を担当する里親支

援機関事業（二葉乳児院）が主催しています。里親さんに委託をご紹介する目的ではありません。

里親制度や里親支援についてのご質問やご意見は、施設の担当者ではなく、里親委託等推進員に

お伝えください。 

◎ 事情により、参加ができなくなった場合は、早めに担当の里親委託等推進員までご連絡ください。 

◎ 今回は施設の実践から養育についての理解を深める機会です。個別の養育相談はお控えください。 

養育体験のしおり 

～「子どもたちの現状を知ろう」にご参加の皆さまへ～ 
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5. 子どもと関わる際のお願い 

◎ 子ども達には，遊んでくださるボランティアとして皆さんをご紹介します。 

◎ 施設には、様々な背景の子どもが生活しており，障害や病気を持つ子ども達もいます。施設は，

子ども達が特定の職員と安定した関係を形成し、安心して生活できるよう環境を整える努力をし

ています。知らない大人が生活場面に入ることで、不安になる子どももいます。少し距離を置い

て様子を見る子ども、べったりと甘えてくる子ども、はしゃぎ過ぎてしまう子ども、怖がる子ど

も…など、様々な表現をすることが考えられます。皆さんとは数時間の付き合いになりますので、

一定の距離感を保ち、穏やかに関わることを心がけてください。 

 特定の子どもに集中して関わらず、子どもたちそれぞれの生活の様子を知って下さい。 

 小さな子どもと関わる時は、威圧感を与えないように、しゃがむなどして目線を近づけるよ

う心がけてみてください。 

 お金や物をあげたり貸したりしないでください。トラブルのもとになる場合があります。 

 子ども達に個人の連絡先を教えたり、養育体験以降の約束をしたりしないでください。 

 判断に困ったときは職員に伝えてください。 

 家族のことや入所前の生活、里親委託について、子どもに直接聞いたり、子どもの前で職員

に聞いたりすることは控えてください。 

 万が一、知っているお子さんがいた場合には速やかに職員にお知らせください。 

6. 誓約書について 

当日の養育体験のオリエンテーションを受けた後、誓約書にご署名いただきますので、事前にご了

承ください。 

(1) 養育体験の注意事項を守り、職員の指示に従います。 

それぞれの施設には、大切にしていることや約束事があり、それぞれの子どもには、その発達

段階や特徴に応じて、職員と話し合って決めた約束事や目標がありますので、大切してくださ

い。職員の対応や施設の方針で、疑問に思うことなどについては、体験が終了してから職員に

聞いてください。 

(2) 養育体験を通して知り得た子どもとその家族及び職員の個人情報について、決して他に漏洩す

ることはいたしません。 

個人情報保護のため、個々の子どもに関すること（家族関係や入所理由など）については、お

伝えできません。また、養育体験参加中に、知り得た個々の子どもが特定できるような名前な

どの情報については、外部で話をしないようにお願いします。 

7. 行事保険について 

 養育体験参加に際して、行事保険に加入しています。参加中の怪我や物品の破損など生じたとき

には、乳児院職員または、里親委託等推進員にすぐに報告してください。 

 

★ 連絡は各担当里親委託等推進員まで ★ 

児童相談センター ℡03(5937)2316 長田淳子（ちょうだ じゅんこ） 

足立児童相談所  ℡03(3854)1181 岩間弘樹（いわま ひろき） 

北児童相談所  ℡03(3913)5421 鷲尾彩織（わしお さおり） 

江東児童相談所  ℡03-3640-5432 宮内珠希（みやうち たまき） 

二葉乳児院  ℡03-3359-4578 

水曜日・養育体験前日の夜間や当日朝など緊急の場合は二葉乳児院にご伝言ください。 
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養育体験の実施について 

1. 目的 

里親が施設や子どもに対する理解を深めることができるよう、施設に入所している子どもとの交流

の機会を設けるなど、養育体験ができる催しを実施する。 

 

 具体的には、 

  施設の生活場面を体験し、知ってもらうことで… 

★ 養育経験のない里親が、 

子どもに慣れる 

子どもと関わるときの自分を知る 

子どもとの生活をイメージできるようになる…など。 

★ 養育経験のある里親が、 

 自分の養育を振り返る 

  施設職員の対応からヒントを得る…など 

2. 対象者 

希望する、養育家庭（ファミリーホーム（養育家庭移行型）含む。以下「養育家庭」という。）、専

門養育家庭、親族里親、養子縁組里親。 

3. 企画、運営 

 里親支援機関事業・二葉乳児院 

  担当：里親委託等推進員（以下「推進員」という。） 

4. 実施内容 

① 場所 

乳児院、児童養護施設などの児童福祉施設 

② 内容 

 1 日、5 時間～6 時間程度のプログラム。 

 当日の開始時「オリエンテーション」と終了時「まとめ」は、推進員も参加する。 

 内容 対応する職員 

◆ オリエンテーション 
・養育体験企画の概要 

・留意事項（誓約書） 
推進員・施設担当者 

◆ 施設説明・見学 

・施設の概要 

・当日の流れ 

・施設見学 など 

施設担当者 

◆ 生活場面体験  施設担当者 

◆ まとめ 
・振り返り、質疑応答 

・アンケート記入 
推進員・施設担当者 

★ 施設の状況に合わせて、開始時間や体験する居室などを設定していただきます。初めて実

施する施設は、昨年度のプログラムなどを参考に内容をご検討ください。 

5. 施設利用費 

 参加者 1 名につき 1 日 1500 円を当日、推進員が持参します。 
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6. 実施の流れ 

推進員 施設 

施設に事業の概要を説明  

 受入調査票の記入、提出 

受入調査票を受け、対象者に企画の周知 当日のプログラム作成 

参加者からの申し込みを受け、 

参加者決定し、施設に報告 
 

行事保険に加入  

養育体験の実施 

 1 週間以内に報告書の記入、提出 

施設からの報告書を受け、実績報告を作

詞、参加者を担当する児童相談所へ提出
 

7. 保険 

 参加者が決まり次第、里親支援機関が行事保険に加入します。 

8. 里親からの質問や相談について 

 具体的な委託に関すること、ケースにかかわることなどについては、児童相談所担当者とやり

とりするようお伝えください。 

 施設内の措置児についての質問は、個人情報保護に配慮し、答えられる範囲で対応してくださ

い。 

 「養育体験」は、施設の実践から学んでいただく目的で実施しています。実際の里子の養育な

どについての相談があった場合には、今回は個別の養育相談の場ではないことをご理解いただ

けるようお伝えください。 

 その他、里親制度や支援についてなど、参加者からの質問などでご不明な点がありましたら、

当日担当している推進員にご相談ください。 

9. その他 

 事前に参加者向けの「養育体験のしおり」に目を通し、ご不明な点は担当者までお知らせくだ

さい。生活場面でご対応くださる職員への周知もいただけるようお願いします。 

 当日、参加者に貴重品の管理について、ご指示ください。 

 終了後、1 週間以内に「養育体験報告書」をご提出ください。 

東京都における里親支援の取り組み（資料）
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親子のコミュニケーション力を伸ばそう！

イライラしてしまい、「うざい」と表現してしまう 

言葉で表現できずに、暴力を振るってしまう 

自分の気持ちを上手に表現するということは難しいものです 

子どもの話す力、聞く力を伸ばす＜ことばキャンプ＞ 

親向けの研修会と親子向けのワークショップを開催します 

親子のコミュニケーション力について一緒に考えませんか？ 

高取しづか 先生 

ＮＰＯ法人ＪＡＭネットワーク代表。 

神奈川県子ども・子育てプロジェクトコーディネーター。 

大学卒業後、消費者問題、子育て雑誌の記者として活躍。1998 年に家族とともに渡米。 

帰国後、アメリカで出会った仲間や日本の友人たちと、2003 年「子どもと親等のコミュニ 

ケーションスキル育成」を使命とするＪＡＭネットワークを結成。以後、「子どもの自立」を 

テーマに新聞・雑誌・本の執筆や、各地での講演活動を行っている。ゴールドマン・サックス 

と東京都社会福祉協議会が実施している「ゴールドマン・サックス・ギブズ・コミュニティ支援プログラム」社会貢献プロジェクト団体

に選ばれ、東京都の児童養護施設で子どもと職員向けにコミュニケーションスキルのトレーニング「ことばキャンプ」を実施している。

日時：9 月 7 日(土) 

第 1 部 10 時～12 時 ※ 年中～小 1 

第 2 部 14 時～16 時 ※ 小 2～小 4 

      （それぞれ 30 分前より受付開始）

講師：入江京子先生(ことばキャンプ担当) 

場所：地域子育て支援センターふたば 

定員：それぞれ 10 組 

注）託児はありません。 

ことばキャンプ ワークショップ 

～子どものコミュニケーション力を伸ばす～

日時：9 月 4 日(水)10 時～12 時 

       （受付：9 時半より） 

講師：高取しづか先生（ことばキャンプ主宰）

   場所：児童相談センター6 階中研修室

定員：50 名  託児：あり 

ことばキャンプ 研修会 

～親はどのように関わるのか～ 

東京都における里親支援の取り組み（資料）
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 日時・場所 主な内容 

第
１
回 

12/5（木）   

午前 10 時～12 時 
グループで学ぼう、話そう！＜発達障害ってどんなもの？＞ 

 「カン違いはありませんか？」…発達障害の基本的な考え方を確認しよう 

 「子どもはどんな気持ち？どんな感覚？」…発達障害を『疑似体験』してみよう 
二葉乳児院２階 

子育て支援ｾﾝﾀｰ 

第
２
回 

12/14（土） 

午後 2 時～4 時 

講演会 ＜発達障害の子どもへの基本的な対応と学習支援＞ 
 講師：月森 久江 先生 

※ この回は、連続講座受講者でなくてもご参加いただけます。 

※ 詳細、およびこの回のみ参加を希望される方は、同封の別紙をご参照ください。 
東医健保会館 
（二葉乳児院より徒歩 3 分） 

第
３
回 

1/18（土） 

午前１０時～１２時 
グループで学ぼう、話そう！＜これからの生活に向けて＞ 

 「学んだことをどう活用する？」…生活や学習の場面をﾛｰﾙﾌﾟﾚｲで練習してみよう 

 「子どもに合わせた，色んな対応」…事例からヒントを得よう 
二葉乳児院２階 

子育て支援ｾﾝﾀｰ 

※ 第 1 回と 3 回は、里親委託等推進員（鷲尾，宮内）が提供する基礎知識や教材をもとに、グループワークも

取り入れて学びを深める形式をとります。 

 

 連続講座 

 発達につまずきのある子どもと暮らす 
  ～ひとりひとりの個性を知り，成長を支える方法を一緒に学びませんか？～ 

里親委託等推進員が全児相に配置されて，1 年が経過しました。 

里親さんのお話を伺うなかで，発達障害やその傾向がある子どもをどう理解し，どう対応すればいい

のかという疑問に多く出会い，企画した講座です。 

●集団行動が苦手 ●友達にすぐ手が出る ●思い通りにならないと激しいかんしゃくを起こす 

●人の話を聞かず，一方的に話してしまう ●きかれたこととずれた答えをする 

●文字を正しく書けない ●算数の文章題ができない ●お片付けが苦手で，忘れ物が多い 

●こだわりが強く，行動の切り替えができない ●時間に合わせて行動できない…etc. 

① 発達障害を持つ子どもの気持ちを理解する 

② 発達障害の子どもの特性を知り，具体的な対応方法を知る 

③ 同じように困っている里親・養親と語り合い，つながる 

この連続講座がめざしていること 

参加対象：（東部ﾌﾞﾛｯｸ 4 児相（ｾﾝﾀｰ，足立，北，江東）の養育家庭・特別養子縁組里親・ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ・親族里親など）

◆ 現在子育て中の方が全 3 回に参加されることを前提に，プログラムを組んでいます。 

◆ 特にご参加いただきたいのは… 

お子さんが ADHD（注意欠陥多動性障害），LD（学習障害），アスペルガー症候群など，なんらかの発達障害の診

断をされた方，またはその疑いや傾向があると言われた方，他、お子さんの上記のような様子でお困りの方など 

 定員：12 名程度（保育あり）   申込締切：平成 25 年 11 月 19 日（火） 
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プレ子育て学習会 
 

 盛夏の候、みなさまに於かれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、今回、特別養子縁組里親さんを対象とした、プレ子育て学習会を開催したいと思います。４回の連続講座

で、さまざまな視点から子育てを具体的に考え、学び、また、情報交換をする場としたいと思っています。交流や

委託前の時期に合わせた内容にしています。「交流ってどんな感じ？」「子どもとのペース合わせって？」「地域

で子育てするときの知っておいた方がいいことって？」「子どもの病気や予防接種って？」などなど、みなさまそ

れぞれの疑問や不安を、共有し、話し、情報交換しながら、これからの子育てについて話ができる場になればい

いなと思います。ぜひ、ご参加を✿ 

 

   場所 ・・・ 地域子育て支援センターふたば  

          （東京都新宿区南元町４ 社会福祉法人二葉保育園 二葉乳児院 ２階） 

           ★最寄駅  JR 総武線信濃町駅約８分、四ツ谷駅約 13 分 

   時間 ・・・ 10 時００分～１２時 00 分または 13 時 30 分～15 時 30 分 

          ＊開催日によって、時間が異なります。ご確認をお願いします。 

   定員 ・・・ 10 名程度  

＊希望者が多数の場合は、お断りすることがあります。 

その場合は、締め切り後１週間以内にご連絡させていただきます。 

   プログラム内容 

 日時 テーマ 内容 講師 

１ ８月５日（月） 

10 時～12 時 

子育てのヒント①地域で

子育て 

地域の子育て支援をどう活用するか。どん

なことを知っておくといいかなどのお得情

報を学びます。 

中島理子氏 

（練馬区光が丘子ども家庭

支援センター・所長） 

２ ８月 19 日（月） 

13 時 30 分～15

時 30 分 

子育てのヒント②成長に

合わせたかかわりと、子

どもとのペースあわせ 

成長に合わせたかかわりと、生活を共に

するにあたって知っておきたいこと、交流

の際のヒントを学びます 

樋口雅子氏 

（済生会乳児院・家庭支援

専門相談員） 

３ ９月２日（月） 

13 時 30 分～15

時 30 分 

子育てのヒント③乳児院

で生活する子どもたちの

こと④自分の子育て観の

振り返り 

③乳児院で生活している子どもたちの

日々の様子・気持ちなどをお話しします。 

④「それぞれご自身の子育て観は？」、講

義を振り返りながらお茶会です。 

三浦淳子氏 

（二葉乳児院・主任保育士） 

長田淳子氏 

（二葉乳児院・臨床心理士） 

４ ９月 25 日（水） 

13 時 30 分～15

時 30 分 

①予防接種のこと、子ども

の病気のこと、その他 

②お茶会・ふりかえり 

①子どもの病気のこと、予防接種のこと。

知っておきたい、いろいろを学びます。 

②３回を通して感じたこと、疑問におもった

ことなどを振り返ります。また、先輩ママに

も参加してもらって、お話を伺います。 

① 笹木仁美氏（二葉乳児

院・看護師） 

② 先輩ママさんも参加予

定です（調整中） 

 

連続講座 
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和歌山県における里親支援の取り組み
～なでしこの取り組みを中心に～

3.里親支援機関の活動

1 
 

●概要● 

 

１．和歌山県の概要と社会的養護の資源                  

 

 和歌山県は人口およそ 100万人、そのうち 0歳から 18歳の児童は約 14万 2千人である。社会的

養護を受けている児童数は、里親委託 45名（登録 80世帯 147名）、ファミリーホーム 3か所で 11

名、乳児院、児童養護施設（9施設定員計約 400名に対し）370名となっている。 

 県内の関係機関としては、児童相談所が 2か所（和歌山県子ども・女性・障害者相談センター・

紀南児童相談所+紀南児童相談所新宮分室）があり、県を南北に分け担当している。 

 里親関係の団体は「和歌山県里親会」があり県内の里親が所属している。 

和歌山乳児院内に開設された「なでしこ」は平成 24 年から和歌山県の里親支援機関事業を受託

するとともに、和歌山県里親会の事務局も引き受けている。乳児院の院長は養育里親、里親委託等

推進員（なでしこでの職名は里親支援員）は専門里親という里親制度への理解のもとで、里親に施

設職員とともに受ける研修を年間 10 回企画開催し、施設職員と里親の交流の場及び社会的養護の

子どもたちの養育の技術向上を図る場を提供している。また、施設の子どもたちに家庭体験の機会

を提供する「なでしこセカンドファミリー」を平成 25 年から開始し、子どもたちと地域の一般家

庭と繋ぐ試みを行っている。 
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2. 和歌山県（行政）の里親委託推進                  

 
 和歌山県では「和歌山県子どもを虐待から守る審議会」が設置されており、そのなかでも在宅支

援・社会的養護の充実として里親支援を図ることとしている。個々の支援については、里親支援セ

ンター「なでしこ」に里親認定・更新に係る研修を含む事業を委託している。 

県内 2か所の児童相談所に里親専従職員は配置されていないが、里親認定・委託及び解除に関す

る業務を行うとともに、兼任職員 3名が指導助言を含む家庭訪問や里親からの相談対応にあたって

いる。更に、支援機関・里親支援専門相談員との定例会議などでの情報共有や委託促進検討のほか、

里親会との連携・協働等を通じて里親支援を行っている。 

 登録里親 80世帯に対し、受託里親数が 35世帯（43.8％）と登録里親に対して、受託里親数も高

い。H23年度末の里親等委託率は 10.5％であったが、平成 25年 9月には 14.4％に上がっている。 
 

 

３．里親支援センター「なでしこ」の概要                 

 

 里親支援センター「なでしこ」（以降、「なでしこ」）は、社会福祉法人和歌山つくし会が平成 22

年に里親支援機関として和歌山乳児院内に開設され、平成 24 年からは和歌山県の里親支援機関事

業の委託を受けている。県内唯一の里親支援機関として県全体を活動範囲としている。また、同年

人口（県全体）       98万人 人(H25.4.1)  

児童人口（県全体） 142,369人 (H25.10.1)  

児童相談所数 2 か所  

児童相談所の里親担当者 専任 0人 （うち常勤 0人、非常勤 0人） 

兼任 3人 （うち常勤 2人、非常勤 1人） 

 ）1.01.52H（ 員定名04人53 所か1  数院児乳

児童養護施設数 8 か所 306 人 366 名定員 （H25.10.1） 

情緒障害児短期治療施設 1 か所 26 人 30 名定員 （H25.10.1） 

里親登録数 80 世帯 （H25年 8月） 

受託里親数 35 世帯 （H25年 8月） 

里親委託児童数 44 人 （H25年 8月） 

ファミリーホーム数 3 世帯 （H24年度末）  

ファミリーホーム委託児童数 11 人 （H25年 8月）  

里親等委託率 13.1 ％ （H25年 8月）  
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5月より和歌山県里親会の事務局を引き受けている。 

 運営母体である社会福祉法人和歌山つくし会は「なでしこ」が設置されている和歌山乳児院をは

じめ、医療型障害児入所施設、保育所、認定こども園等児童を中心に障害児、者を対象として幅広

く事業を展開する社会福祉法人である。このため、他の事業の活用ができるなど専門的な支援が可

能である。「なでしこ」は和歌山県北西部に位置し和歌山市の東に隣接する岩出市にあり、同市は

大阪府に接している。和歌山県の北端に位置し、南北に長い和歌山県では移動に時間を要する場所

にあるため、不便な側面がある。 

 平成 22 年にふるさと雇用再生特別基金活用事業の補助を受け、里親制度に対する社会的理解や

関係機関の認識を深め、里親登録の推進を図るとともに、里親相互の相談支援や交流促進を図る趣

旨で「なでしこ」が開設され、平成 24年 4月に里親支援機関として認定された。 

  

 

４．「なでしこ」の活動（平成 22年～）                 

 

 平成 22 年「なでしこ」がふるさと雇用再生特別基金事業を利用して開設された時、センター長

は養育里親でもある乳児院施設長が兼務し、里親支援員（里親委託等推進員）は専門里親であり、

社会福祉士でもある職員が採用されている。 

開設当時の記事には以下のように紹介された。 

 

「同センターは『広く一般に里親制度についての理解を広め、里親として悩みを抱えている人同

士がかかわれる場になれば』と話している」 

「里親への支援や助言は児童相談所が行うが、センターは相談所と連携し、相談所が担えない部

分をバックアップし、多くの人に里親制度を知ってもらい、里親同士の交流を進める」 

「里親制度はあまり知られておらず、講演会など知ってもらえる機会をつくりたい」 

「『先輩の里親がいるのでなんでも聞いてもらえると思う。気軽にセンターに足を運んでもらい

里親について知り、里親同士が話すことで悩みの解決につながれば』と望んでいる」 

                    （ニュース和歌山平成 22年 8月 28日号より抜粋） 

 

 「なでしこ」の里親との関わりは、正式には平成 22 年に設置されて以降のことではあるが、和

歌山乳児院の施設長が里親であったことから、以前から施設と里親の間に密な関わりがあった。 

平成 22年に設置されて以降、和歌山県里親会と協働して里親家庭訪問、里親研修（平成 23年 11

回開催参加者計 252名、平成 24年 10回開催参加者計 194名、平成 25年 10回開催予定）、里親に

関する出前講座、また年 1回里親会と県の虐待防止協会が開催する児童虐待に関するフォーラム開

催にも協力してきた（現在は主催）。また月曜から金曜の午前 10 時〜午後 3 時は、里親同士の交

流のために「なでしこ」のスペースを開放している。里親サロンには委託中の養育里親が参加して、

悩みを持つ里親や経験の浅い里親、未委託の里親をサポートしてきた。 

県内唯一の乳児院としての歴史のなかでの児童相談所・県の主管部局との関わり、里親との関わ

和歌山県における里親支援の取り組み
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りが蓄積されていた上での里親支援機関事業の委託であるため、関係機関や団体との連携もスムー

ズに行われている。里親支援機関事業を受託する前は里親のデータが全くないところから始まった

ため、最初は少々苦労したが、現在では児相からの情報提供を受け、里親会の事務局も担当してい

るためスムーズに活動ができている。 

 
 

５．「なでしこ」の体制（平成 24年～）                 

 
 平成 22年開所当時は、常勤職員 1名と現役の里親が 2～3名交代でパート勤務していたが、平成

24年に里親支援機関事業を委託されて業務が増えたことに伴い、常勤職員が 2名となった。 

 県内には里親機関事業を委託されている、あるいは里親を専門に支援する機関はない。「なでし

こ」は中央児童相談所である和歌山県子ども・女性・障害者相談センターと月 1回、紀南児童相談

所とは 2か月に 1回の割合で連絡調整会議を持っている。連絡調整会議の内容は、里親委託に繋げ

るための情報共有、家庭訪問予定及び結果報告等である。 

 

●児童相談所との役割分担について 

児童相談所が、里親委託の措置決定、指導監督的な立場での家庭訪問、児童自立支援計画の作成、

実親対応を担う一方で、「なでしこ」は、家庭訪問や電話相談を通して里親の話を傾聴し、養育を

受け止め、必要に応じて社会的資源に繋げるなどの寄り添い支援を行っている。また、里親登録申

請者への基礎研修や専門里親と養育里親の更新研修を実施している。 

 

 

６．「なでしこ」の里親支援機関事業の業務委託                 

 

１）電話・来所相談 

 日常的な業務としては電話や来所しての相談への対応があり、内容としては、里親になりたい人、

里親に興味がある人、里親からの質問や、子育ての悩みや疑問に答えている。平成 24 年度では里

親からの 534 件の相談に対応している。「なでしこ」で答えられるものについては答えているが、

すぐ答えられないものや、医師や心理に関する専門家の意見が必要と思われることについては、法

法人内には医療型障害児入所施設、乳児院等があり、医療に関することや発達に関することにはそ

れぞれの専門家にすぐ繋げることができる。質問内容としては真実告知の問題、思春期、反抗期等

子育てに関するもの、学習に関するもの等が多い。また里親の抱える問題（時には愚痴）を誰かに

聞いてもらいたいということも多い。 

 

人内にある他の施設にいる専門家や児童相談所、その他専門機関と連絡の上答えるようにしている。
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２）家庭訪問 

里親家庭の訪問については平成 24 年度から始めているが、連絡が取れアポイントメントが取れ

たところから実施していくということで、平成 24年度は 26軒の家庭を訪問した。今のところ連絡

をして訪問を拒否されたことはない。登録里親であれば、里親の種類に関係なく、全家庭を対象に

家庭訪問をしている（未委託里親を含む）。「なでしこ」の職員が単独で家庭訪問に行く場合が多い

が、必要に応じて児童相談所の職員も同行することがある。児童相談所に繋げたほうがよい話は、

「なでしこ」から児童相談所に間接的に伝えるのではなく、里親が直接児童相談所に伝えることが

できるよう後押し支援をしている。 

  

３）里親サロン 

 里親サロンは「なでしこ」で平日に常設しているもの以外に、県内各地に出向いての里親サロン

がある。平成 24年度には 10回実施され、234名が参加している。「親子パンつくり」や「クリスマ

ス会」等のイベントを里親サロンで行い、交流や繋がりづくりを行う工夫もしている。 

 

４）里親制度の普及・啓発の講演会 

平成 24年度は県内各地で開催した。対象は民生児童委員をはじめ、他施設・他機関や地域のま

ちづくり講座、生涯学習講座等に出向いて行う等の活動の場を広げている。参加者は 390 名あっ

た。 

 

５）養育里親研修・専門里親更新研修 

養育里親研修： 平成 24年度は前期、後期に分けて 2回実施し、前期 15名、後期 6名が受講

した。 

  専門里親更新研修： 平成 24年度は１回実施し、8名が受講した。 

 

 里親を希望とする方からの相談、あるいは基礎研修の段階から里親と交流しているため、信頼関

係の構築が行いやすく、関わりがスムーズになっている。  
 

６）未委託里親の意向確認 

適切な相性確認により養育がスムーズに行われ、里子にとっても里親にとっても不要なエネ

ルギーを消費することなく養育をスタートすることができるよう里親会と協力して、未委託里

親の確認、意向の確認を行っている。 

で意欲の向上や自己啓発の必要性などの再認識にも貢献している。 

未委託里親は、未委託状態が続くと意欲が低下しがちだが、意向確認として繋がりを持つこと

和歌山県における里親支援の取り組み
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７）レスパイト・ケア 

 平成 24年度～25年度は 4件支援した。 

里親からレスパイト・ケアの相談を受けた際に、乳児院から里親委託された子どもたちだったので、

環境的にも無理なく実施できた。 

 

８）里親交流会 

県里親会の里親交流会が「なでしこ」を会場に年 10回開催され、昨年は 111名が参加している。

里親交流会は、「なでしこ」から里親に対してイベントや研修などの情報提供をするとともに、里

親同士の情報交換を通して横の繋がりを持てるよう支援することを趣旨としている。 

 平成 24 年度は、年度の最後の里親交流会として、施設養護と里親養護をテーマに「里親と施設

との交流研修会」を開催した。社会的養護にかかる児童の虐待事例について、施設の持っている専

門性と効果的な援助技術を里親と共有し、児童の育成を図ることを交流研修会の目的とした。 

 児童養護施設の施設長を講師に、参加者がグループに分かれて、虐待事例をもとに、里親と施設

職員が意見・情報交換した。参加者は施設職員 7 名、里親 10 名であった。施設と里親がお互いに

身近な社会資源の 1つという認識を持ち、連携の在り方を模索することができた。 
 

９）里親研修 

 里親に対する研修は里親交流会と同日開催で、平成 24年度は 10回実施して 194名が参加してい

る。「なでしこ」研修会の特徴は、里親が施設職員とともに研修に参加する点である。施設と里親

が互いの共通点や違い、役割や有用性を認識し、信頼関係の構築を促進する場としても役立ってい

る。  

 
平成 23年「なでしこ」研修会 

数人加参    

第 1回 5月 19日 深谷薫氏（臨床心理士） 里親としての成り立ち、

思いの整理 

23名 

第 2回 6月 16日 米沢普子氏（家庭養護促進協会神

戸事務所 主任ケースワーカー）

生い立ちの整理 

（真実告知等） 

38名 

第 3回 7月 1日 家本めぐみ氏（タドルわかやま

代表） 

トリプルＰ 

（前向き子育て） 

14名 

第 4回 7月 14日     同上   同上 14名 

第 5回 9月 12日 山本 朗氏（和歌山県子ども・女

性・障害者相談センター 子ども

診療室長） 

思春期のこと 

 

30名 

第 6回 9月 22日 深谷薫氏（臨床心理士） 愛着形成としつけ 31名 
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第7回 10月 6日 永井真理子氏（和歌山県子ども・

女性・障害者相談センター 次

長）  

里親に望むこと 22名 

第 8回 10月 21日 山本真紀氏 

（こばと学園主任保育士） 

施設と里親 21名 

第 9回 11月 10日 深谷薫氏（臨床心理士） 心理的な親になること・

対応が困難な子どもの養

育 

14名 

第 10回 11月 24日 永井サヨ子氏（養育里親） 「体験談」先輩里親とし

て 

18名 

第 11回 1月 24日 中川利彦氏（弁護士） 里親家庭や施設で暮らす

子どもの人権について 

27名 

 

参加者の感想（抜粋） 

●第１回 

・（里親）自己分析の大切さを一層感じた。里子は実子とは全く違うタイプで戸惑うことばかり

だったが、常に影響を与えている里親としての自分を客観的に評価していく姿勢が大切だと思

う。 

 

●第２回 

・（施設職員）虐待を受けてきた子どもたちのケアについて悩んでいる。年齢が低ければ低いほ

ど、親に対しての想いは強く「自分が悪いから」虐待されたと考えている子どもが多い。親が

間違っているということを伝えるのだが、子どもたちは入所しているなかで過去を美化してい

る部分があり、真実を思い出させ、話をする必要性を感じながらもなかなかできないでいる。

いろいろな知識を身に付け、処遇に生かしていきたい。 

・（自立支援ホーム）ホームにも里親のお世話になった子どもが数人いる。縁組は結んでいない

が、子どもは里親を「親」と呼び、里親の話をしてくれる。生い立ち、今までの人生を知りた

いと思った時に職員が手伝うことができる１つの方法として今日は学ばしていただいた。 

 

●第３～４回 

・（里親）話を聞いていなかったら、ずっと感情的に子どもに言っていたと思うし、すごく参考

になった。 

・（里親）自分が変わらなければ、なにも変わらないということがわかった。 

 

●第５回 

・（里親）分かっていたつもりになっていたことを再度改めてきくと「できていないなあ」と思

うことが多々あった。初心に戻れた。 

和歌山県における里親支援の取り組み
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・（施設職員）思春期の児童の関わりで悩んだ時期もあったが、今日の話を聞いて、「甘える関係

があるから自立できる」という言葉にとても共感できた。気持ちの負荷がとれた。 

・（里親）子どもの言葉がコロコロ変わるところは、別に悪いことではないと分かり安心した。 

 

●第６回 

・（里親）ちょうど食事のしつけの時期に入ったところだが、焦らずゆっくり待ってみたい。 

・（施設職員）事例を聞きながら頭で具体例を考え、聞き、自分の行動や言動に反省点や振り返

る部分を見つけ勉強になった。前向きに頑張ってみようと思えた。 

 

●第７回 

・（里親）「なでしこ」は身近で対応してくれるので、気持ちがずいぶん楽になる。 

・（里親）「なでしこ」が里親を守ってくださっていると感じ、励まされている。 

 

●第８回 

・（里親）もう少し施設との関わりを持たねばと感じた。 

・（施設職員）子どもと里親との関係をうまくとりもつことが大きな課題だ。子どもが主なので、

十分に時間をとり、子どもに選択させてあげたいと思う。 

・（里親）自立支援について食事のつくりかたを教えたり、しっかりしているなと感じた。また

話を聞きたい。 

 

●第９回 

・（里親）問題行動の解決方法について例を用いて説明してもらい、勉強になった。 

 

●第 10回 

・（里親）理論的な学習会も大切だが、実践経験に基づいた貴重な話が聞けた。 

 

●第 11回 

・（施設職員）現場にいると、法律的なことに対し、どうしても疎くなってしまうので、こうい

う機会に確認できてよかった。 

・（里親）里子と里親の権利が、法律で明確化されていることを勉強できた機会に感謝。 

 

１０）フォーラムの開催 

 年に 1度、和歌山県里親会とともに、フォーラムを主催している。フォーラムは、児童虐待の実

態とその背景及び社会的養護について、地域住民に広く普及啓発を図るとともに、社会的養護に携

わる関係者の連携強化・協働確認とスキルアップに寄与することを目的としている。 
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・フォーラム 2011「支えよう！この子たち 児童虐待と社会的養護 家庭の温もりを知らない子

どもたちに私たちができること！！」は、紀北地区（和歌山市）で開催され、「なでしこ」はフ

ォーラム事務局として関わった。主催は、NPO法人和歌山子どもの虐待防止協会、和歌山県児童

養護施設協議会、和歌山県里親会。参加者 170名。 

・フォーラム 2012 前年度と同じテーマで、紀南地区（田辺市）で開催され、「なでしこ」は主催

団体の 1つとして参加した。参加者 112名。 

・フォーラム 2013「社会的養護を必要とする子どもたちへの支援を考える 要保護児童対策地域

協議会との協働」では、主催団体の１つとして参加した。参加者 91名。 

・フォーラム 2014「社会的養護について考える」を平成 26 年 2 月に開催。記念講演後に、IFCO

大阪世界大会に参加したユース 5 名がパネルディスカッション「IFCO 大阪世界大会から学んだ

こと」を行った。開催後のアンケートでは、「社会的養護について」「社会的養護の子どもの自立

支援について」よく理解できたと回答した参加者が多かった。   

 
 

７．和歌山県里親会の運営                       

 

24年 5月から里親会の事務局が和歌山県子ども・女性・障害者相談センターから「なでしこ」

に移転しており、役員会の開催（年 5 回）、里親会総会の開催、夏レクの開催、ふれあい人権フ

ェスティバルへの参画、里親便りの発刊、里親委託式への出席、会費の徴収などの業務を行って

いる。里親会の事務局を担うことで、里親の状況が把握しやすくなり、迅速かつ的確に里親のニ

ーズに対応できるようになった。 

  
●「社会的養護児童の自立支援推進事業」 

 平成 25年 9月に開催された IFCO2013大阪世界大会の開催にあたり、和歌山県里親会や「なでし

こ」等が主催者となり、社会的養護児童の自立支援推進事業が実施され、「なでしこ」に事務局が

置かれた。この事業は社会的養護を経験した若者（ユース）と、里親及び児童養護施設協議会をは

じめとする社会的養護に携わる関係者（アダルト）が大阪大会に参加し、社会的養護児童の自立を

推進することを目的とした。 

 この事業において、「なでしこ」は、事務局として以下の役割を担った。 

 ・里親とユースの参加希望者を募り、一括して申し込みをした。 

 ・里親の参加費については一定額、チャイルドについては参加費、ユースについては参加費や宿

泊費、交通費等を本事業から支弁し、会計に関わる作業をした。 

 ・参加報告書の作成に携わった。 

 ・IFCO参加者の集いの開催（平成 26年 1月 18日開催）。チャイルド 4名、ユース 9名（児童養

護施設卒園者 3 名、養子 1 名、里親家庭の実子 1 名、委託児童 4 名）、里親 6 名、関係機関 6

名が参加。 

 ・フォーラム 2014記念講演とユースによるパネルディスカッション（2月 15日開催） 

和歌山県における里親支援の取り組み
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 事務局として事業に関わったことにより、児童養護施設出身のユースと委託児童が繋がり、お互

いに親しく交流できるようになり、「和歌山ユースコスモス会」が発足した。大学在学中のユース

の姿が委託児童のロールモデルになるなど、委託児童にとってユースとの交流が夢や希望にも繋が

っている。今後、高校生同士の交流を広めていく予定。 
 
 

８．なでしこセカンドファミリー                    

これは施設入所児童で面会や外泊、帰省が困難な子どもたちに休日、祝祭日、学校の長期休暇等に

なでしこセカンドファミリーは、「なでしこ」が近隣市（岩出市・紀の川市・和歌山市）のファ

ミリーサポートセンターにおいて、フォローアップ研修（里親制度について説明）を行ったことが

きっかけで企画された。このフォローアップ研修において参加者から支援協力の申し出があった。 

「なでしこ」の役割はセカンドファミリーを募集し、研修を行い、県内の施設入所児童と繋ぐこ

とである。乳児院と児童養護施設の子どもとのマッチングに立ち会い、施設職員と家庭訪問を行っ

ている。平成 25年 12月時点で、セカンドファミリーの登録者は里親が 20人、一般人 10人であり、

セカンドファミリーと交流継続中の子どもは 16人である。 

「なでしこ」はセカンドファミリーの制度を一般に知ってもらうために、チラシやポケットティ

ッシュを制作し、ファミリーサポートセンター等、地域の公共施設に置いてもらっている。 

この事業により、多くの子どもたちが家庭生活を体験することが期待される。またセカンドファ

ミリーになった家庭が、将来里親登録に繋がることも視野に入れている。 

 
 

９．「なでしこ」から見た課題と成果                       

 
●課題 

・「なでしこ」から離れた遠隔地にも、里親支援機関が設置される必要がある。 

・現在和歌山県内の里親支援専門相談員は和歌山乳児院に１名だけであり、今後の役割分担や連

携・協働について検討が必要である。 

 

●成果 

・一般市民及び市町村への里親制度の普及・啓発が進んだ。 

・里親へのきめ細やかなサポート及びサービスが提供できた。 

家庭生活を経験する機会を提供していこうという事業で単発的なものではなく、長期に渡り関わっ

てくれる家庭を求めている。「なでしこセカンドファミリーの運営は、施設入所児童家庭生活体験

事業を通じて実施している。 

 平成25年4月より「なでしこセカンドファミリー」という事業を展開している（P.152の資料参照）。



151

11 
 

・「なでしこ」が里親支援機関として里親に認識されて、行事や研修会などの参加者や相談件数

も増えてきた。  
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