
第２部　里親サロン活動に関する
　　　　調査報告
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＜調査趣旨＞ 

 厚生労働省が発出した里親委託ガイドラインに基づき、平成 24 年度より全国里親会に「全国里

親委託等推進委員会」を設置し、里親委託等の推進のための調査研究を行っている。その一環とし

て、平成 25 年度は里親サロンの活動を充実するための参考とできるよう「里親サロンに関するア

ンケート調査」を実施することとした。 

 アンケート調査においては、現行のサロンの状況を把握するとともに、活動の工夫や課題を集め、

調査結果として里親会や児童相談所等に紹介することにより、里親サロン等を運営する際の参考に

資することを目的とした。 

 

＜調査対象＞ 

 都道府県・政令指定都市・児童相談所設置市の里親会の支部を対象とし、回答は原則として支部

長に依頼した。児童相談所ごとに設けている里親の集まりを「支部」として扱っている。地域によ

って「支部」と呼んだり「地区」と呼ぶなど呼称が異なる場合があるため、アンケートでは支部・

地区と併記している。 

 また、地域の規模によって支部がない場合は、都道府県・政令指定都市・児童相談所設置市の里

親会での回答をお願いした。 

 

＜調査時期＞ 

平成25年 7～8月 

 

＜回答＞ 

 アンケート用紙を全国69都道府県市の里親会支部・地区182か所に郵送し、125か所から回答が

あった。回答率は68.7％である。項目ごとに回答のあったもののみを対象として集計し、未回答に

ついては集計に含めていない。 

 

里親サロン活動に関する調査報告

里親サロンアンケート
調査方法・結果概要
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＜⾃由記述＞ 

 アンケート項目のその他や自由記述欄に記入された内容は、個々の支部や地区が特定されないよ

うに編集加工した。また、本調査と直接関与しないものなどについては掲載を控えた。 

 

＜調査結果＞ 

１）里親会支部・地区の登録里親数・会員数 

まず里親会の支部の登録里親数と会員のうち委託里親数、未委託里親数を聞いた。 

・平成25年 3月末現在の登録里親数を①10人以下、②11～20人、③21～30人、④31～40人、

⑤41～50人、⑥51～60人、⑦61～70人、⑧71人以上、に分けて聞いたところ、最も多かっ

たのは「71人以上」で19.1％。次いで「11～20人」が17.4％、「21～18人」が15.7％と続

く。登録里親数が多い支部・地区と少ない支部・地区に二極化している。 

・支部・地区の会員のうち、委託里親数を上記同様の8つの選択肢で聞いたところ、最も多か

ったのは「10人以下」で35.0％。次いで「11～20人」（27.6％）、「21～30人」（17.9％）と

続く。 

・また会員のうち未委託里親数を、上記同様の8つの選択肢で聞いたところ、最も多かったの

は「11～20 人」が 33.3％。次いで「10 人以下」（30.8％）、「21～30 人」（11.7％）と続く。

未委託里親の会員数は、委託里親の会員数よりはやや多い結果となっている。 

 

２）里親サロン開催の有無 

・里親サロンを開催しているかどうか聞いたところ、「開催している」と回答したのは86.3％。

「開催していない」は 9.7％、「他の機関が開催している」が 4.0％だった。8 割を超える支

部・地区で里親サロンが開催されている。なお「開催していない」と回答した支部・地区の

開催していない理由については質問２４で聞いている。 

 

３）里親サロンの主催者 

・里親サロンの主催者で最も多かったのは「支部・地区」で45.3％。次いで「児童相談所」（20.5％）、

「都道府県（市）の里親会」（15.4％）である。半数近くが里親会の支部・地区 が主催を

している。 

・その他として 

「支部と児童相談所の共催」 

「会長個人の主催」 

などもあった。 
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４）里親サロンの対象者 

・里親サロンの対象者を複数回答で聞いたところ、最も多かったのは「特に対象を設けていな

い」で48.2％。次いで「養育里親」（33.3％）。 

・その他では 

「里親に興味のある人」 

「里親希望者の参加も認めている」 

「参加したい人は誰でも」 

などがあった。 
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５）国の里親支援機関事業を利用しているか 

・国の制度として里親支援機関事業（里親委託推進・支援等事業〈里親等による相互交流〉）

があるが、その事業として開催しているか聞いたところ「里親支援機関事業でやっている」

は35.0％。「里親支援機関事業ではやっていない」が65.0％だった。制度を活用している支

部・地区は3割強である。 

※里親支援機関事業は、厚生労働省のホームページ「社会的養護」の、「社会的養護に関す

る法令・通知等一覧」にある、雇児発 0401011 平成 20 年 4 月 1 日付け「里親支援機関事業

の実施について」を参照。 

 

６）里親サロンの会場はどこか 

・里親サロンをどこで開催しているか聞いたところ、最も多かったのは「児童相談所」で60.0％

だった。次いで「他の公共施設」（44.0％）、「参加者の自宅」（18.3％）、「その他」（13.8％）、

「社会福祉協議会」「児童家庭支援センター」（同数6.4％）となった。 

 

７）里親サロン開催の頻度 

・里親サロンがどのくらいの頻度で開催されているか聞いたところ、最も多かったのは「月に

1回程度」で49.5％だった。次いで「3カ月に1回程度」「年に1～2回程度」が同数で17.8％。

「2カ月に1回程度」が11.9％だった。里親サロンを開いている支部・地区のうち半数が月

に1回程度開催している結果となった。 

 

８）里親サロンの参加人数 

・里親サロンの参加人数を①4人以内、②5～7人程度、③8～10人程度、④11～15人程度、⑤

16 人以上、に分けて聞いたところ、最も多かったのは「5～7 人程度」で 30.5％を占めた。

次いで「11～15人程度」（25.7％）、「8～10人程度」（23.8％）となった。5人から10人規模

の里親サロンが半数以上を占める結果となった。 
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９）過去1年間の里親サロンの参加者の属性 

・里親サロンの参加者の属性を複数回答で聞いたところ、回答数は108でうちもっとも多かっ

たのは「養育中の里親」で 88.0％（98/108 回答）。次いで「未委託の里親」（82.4％）、「児

童相談所の職員」（72.2％）、「里親支援専門相談員」（46.3％）と続く。 

・その他では 

「里親OB、里親会賛助会員」 

「関係する市の職員」 

「保健師」 

などがあった。 

 

   

 
 
１０）里親サロンにファシリテーターはいるか 

・里親サロンの進行でファシリテーターはいるか聞いたところ「いる」が 78.2％、「いない」

が21.8％となった。 

 

１１）ファシリテーターはどんな人か 

・ファシリテーターはどんな人がやっているのか聞いたところ、最も多いのは「支部の里親サ

ロン担当者」で36.1％。次いで「支部長」（31.3％）、「児童相談所の職員」（28.9％）、「その

時に応じて決める」（14.5％）となった。 
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・その他では 

「ベテラン里親」 

「里親支援機関職員」 

などがあった。 

 

１２）里親サロンはルールを決めてやっているか 

・里親サロンはルールを定めてやっているか複数回答で聞いたところ、「特にルールを決めて

いない」が55.7％（59/106回答）だった。 

・ただ、最も割合が多かった「話し合われたことは他言しない」が、99.1％（105/106 回答）

であった。次いで「人の話はよく聞く」「人の発言は否定しない」（同数で22.6％）、「他人を

中傷するような発言はしない」（13.2％）、「一人で長く話さない」（11.3％）、「肯定的に聞く」

「宗教や取引の勧誘はしない」（同数で10.4％）と続く。 

・その他では 

「最初に口頭で注意を促す程度」 

「問題が重篤な場合（たとえば性被害）などは個別に話を聞く」 

などがあった。 
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１３）里親サロンではテーマを決めているか 

・里親サロンではテーマを決めているかどうか聞いたところ、特にテーマを決めずに「自由な

話し合い」をしているが最も多く40.2％。次いで「テーマを決めるときと自由に話すときの

両方がある」（34.8％）、「決められたテーマをはじめに話し、その後自由に話し合う」（18.8％）、

「テーマを決めて話し合う」（4.5％）となった。 

・その他では「参加者が多い場合にはテーマ別に開催する」があった。 

 

１４）里親サロンの開催時間帯 

・里親サロンの開催時間帯を聞いたところ、最も多かったのは「平日の午前」で43.2％、次い

で「平日の午後」（18.0％）、「土日の午前」（10.1％）、「土日の午後」（9.4％）と続く。 

・その他では「昼食（個人負担）を食べながら午前・午後とやる」など、10時ごろから2時な

いし3時くらいまで開催するというものもあった。 

 

１５）里親サロンは何時間位行うか 

・1回の里親サロンは平均何時間位行うかを聞いたところ、「2時間以内」で36.4％。次いで「2

時間以上」（32.7％）、「その時によって異なる」（26.4％）だった。 

・その他では「児童相談所でやったあと場所を移動して昼食をとりながらやる」があった。 

 

１６）里親サロンでは主にどんな内容の話がされるか 

・里親サロンでは主にどんな内容の話がされるか、７つの選択肢から3つを選んでもらったと

ころ、最も多いのは「子どもの発達について」で74.0％（77/104回答）。次いで「子どもと

の暮らしについて」（62.5％）、「子どもの学校など教育について」（40.4％）、「子どもの自立

について」「委託について」（同数で 33.7％）、「里親支援のあり方について」（26.9％）、「里

親会の運営について」（9.6％）、「子どもの非行について」（7.7％）となった。 

・その他では 

「話し合いより講師を招いての開催」 

「内容はもっと多岐にわたる」 

「真実告知の方法について」 

などがあった。 
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１７）里親サロンは他の行事とセットで開催されるか 

・里親サロンは他の行事とセットで開催されているか複数回答で答えてもらったところ、「単

独で行う」が最も多く 87.5％（91/104 回答）。次いで「研修会とセットで行う」（26.0％）。

「総会とセットで行う」は11.5％だった。 

・その他では「親睦旅行の際に行う」など特別バージョンで行うというものもあった。 

 

１８）里親サロンに託児はあるか 

・里親サロンに託児はあるか聞いたところ、最も多かったのは「ない」で37.1％。次いで「そ

の時による」（34.3％）、「ある」（28.6％）という結果になった。 

 

１９）里親サロンの開催で困っていること 

・里親サロンの開催で困っていることはないか複数回答で聞いたところ、最も多かったのは「参

加者がいつも同じ」で64.5％（49/76回答）。次いで「遠くからの参加が望めない」（22.4％）、

「参加者が少ない」（21.1％）、「予算が少ない」（17.1％）という結果になった。 

・その他では下記のような意見が主に寄せられた。 

「里親会に入っている里親が少ない」 

「一人の人がながく話す」 

「児童相談所の職員が参加するので本音が言いにくい」 

「同じ場所でやっていると遠くの人が来なくなる」 

「参加人数が多いと十分な話し合いができない」 

「行政批判の場になりやすい」 
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「共働きの里親が多く日程調整に苦労している」 

「参加者を増やすための方法」 

などの意見が寄せられた。 

 
   

 
 

２０）里親サロンがうまくいかなかった経験 

・里親サロンがうまくいかなかった経験を自由に書いてもらったところ以下のような意見が主

に寄せられた。 

「話を引き出すのに苦労している」 

「参加者がいなくなって自然消滅してしまった」 

「一人の里親の独演会になってしまう」 

「里親同士の陰口にならないよう気をつけている」 

「里親サロン実施要綱を作っているがルールの守れない先輩里親がいる」 

「深刻な養育状況の話があったが的確なアドバイスができなかった」 

「未委託の里親からの相談で（委託の話がこない）、サロンでは解決できず困ることがある」 

「養子縁組希望の里親と養育里親で話の内容が噛み合わないことがある」 

「児童相談所への要望ばかりになる時がある」 

「里親同士の対立が持ち込まれて困ったことがある」 

「里親が悩みを話した後さまざまな意見が里親から出てその後のケースワークに影響が 

出た」 

「養育里親の養育体験が中心なので未委託里親が話しづらくなった」 

「進行役がいないので意見の対立に対処できない」 
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２１）里親サロンの運営で工夫したことやよいと思われること 

・里親サロンの運営で工夫したことやよいと思われることを自由に書いてもらったところ次の

ような意見が主に寄せられた。 

「1 人 2 人の参加、場合によって誰も参加しないときもあったが、開催日を決めて、必ず担

当者を留守番役としておいていたところまた来るようになった」 

「サロンの話が外部に漏れてしまったことがあり、それ以来誓約書を書いてもらうことにし

ている」 

「参加者全員が話せるよう配慮している」 

「昼食を作ったり持ち寄ったりして開催している」 

「会話をしながら雑巾を縫っている。たまったら施設に寄付している」 

「コモンセンス・ペアレンティングを学びながら開催している」 

「年に1回は施設職員を招いて話を聞いている」 

「委託と未委託に分けて開催している」 

「養子縁組の終了した人の悩みが多くきちんと聞くようにしている」 

「学習会やピア・カウンセリングの講座を年に1、2回入れている」 

「里子の年齢によって話が異なるので、子育てサロンと思春期サロンに分けた」 

「人数を絞って個別に話を聞くこともある」 

「机をはずして輪になって話しやすい環境を作っている」 

「心理の専門職の人に来てもらい20分ほど話をしてもらっている」 

「里親サロンの終わった後、里親だけで話せる場を設けている」 

「サロン終了時にアンケートを取って次回の開催に活かすようにしている」 

「平日のサロンに出席できない人のために夕方の開催や土曜の昼食会を開いている」 

「未委託の里親に配慮してテーマを決めている」 

「他地区の里親にも参加してもらい情報交換をしている」 

「サロン会でフリーマーケットやバザーを計画して親睦・交流を行っている」 

「子どものプログラムのあるサロンが人気」 

「乳幼児の多い時には畳やクッションに座って行う」 

「定期の里親サロンだけでなくお楽しみサロンを計画している」 

「時には子どもと一緒に流しそうめん、カレー、手打ちうどん、クッキー作り、お鍋パーテ

ィのサロンをやっている」 

「姑や夫婦の問題など子育て以外の話もする」 

「養子縁組だけのサロンをやっている」 

「託児ではなく、子どものプログラムも一緒に行っている」 

「進行役は年代や養育経験別に複数いた方がよい」 

 

２２）対象別のサロンを開いているか 

・対象別のサロンを開いているか複数回答で聞いたところ、最も多かったのは「特に対象を

設けていない」で 57.6％(38/66 回答)。対象を設けている里親サロンとしては、「乳幼児

里親サロンアンケート調査方法・結果概要
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を養育している里親」が最も多く15.2％、次いで「学童の子どもを養育している里親」（10．

6％）「高齢児を養育している里親」（7.6％）という結果になった。 

・その他では「里親子サロン」「未委託里親のサロン」などがあった。 

 

２３）どんな里親サロンがあったらいいか 

・どんな里親サロンがあったらいいか複数回答で聞いたところ、最も多かったのは「未委託

里親」の里親サロンで44.9％（31/69回答）。次いで「養子縁組希望の里親」（37.7％）、「里

父」（33.3％）、「学童の子どもを養育している里親」「高齢児を養育している里親」（同数

で24.6％）となった。 

・その他では下記のような意見が主に寄せられた。 

「障害児を養育している里親」 

「被虐待児を養育している里親」 

「参加人数が少ないのでこれ以上分けられない」 

「参加者がよく話してストレス発散ができるもの」 

「言いっ放しでなく話し合われた課題に取り組めるもの」 

「自立の問題に直面している里親」 

「ベテラン里親が常に出席していてくれること」 

「支部でやっても集まらないテーマについては県里親会を活用する。たとえば専門里親の

サロンなど」 

「里親だけでなく、子育て中のお母さんにも参加してもらうサロン」 

「高年齢児のサロンを開きたい」 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35

どんなサロンがあったらいいか

回答数

複数回答を可とし

た。回答総数は

69。
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２４）里親サロンを開いていない理由（実数で） 

・里親サロンを開いていない支部・地区は 15 あった。回答が少ないので実数で紹介すると、

その理由としては、「活動が十分ではないため」「その他」（同数で 5）。次いで「主催者にな

る人がいない」（3）だった。 

 

・その他では、下記のような意見が寄せられた。 

「委託里親が2組と少ないため」 

「里親サロンと言う言葉をはじめて聞いた」 

「県で開催しているので支部での開催の必要がない」 

「サロン開催の機運に乏しい。児童相談所職員を含め関係者に余裕がない」 

「会員からの要望がないので開いていない。要望があれば開催したい」 

「参加者が少なくなり自然消滅」 

 

２５）この質問項目では、他の機関が里親サロンを開いているか聞いた。 

5つの回答があったが、いずれもサロンではない回答であり割愛した。 

 

２６）里親サロンについて自由に書いてほしい 

・回答者に、里親サロンについて自由に書いてもらったところ主に下記の意見が寄せられた。 

   「里親会に入っていない里親が多い。サロン以前の問題」 

  「サロンは単なるガス抜き。しっかりした課題解決がなければ子どもがかわいそう」 

  「サロンで、委託里親と未委託里親の関係がよくない」 

  「サロンへの参加者が同じメンバーになってきている。どうしたらそうならないか教えてほ

しい」 

  「具体的なテーマを決めて開催することによって新しい人が参加してくれる」 

  「未委託里親と委託里親は分けて開催するべき」 

  「継続は力なり。続けていくことに意味があると思う」 

「里親同士でレスパイトができるようにとサロンをはじめた。言い出しっぺの 2 人が待機。

参加者がなくてもいい、くらいの気持ちで開催している」 

  「里親登録時の審議会で、サロンへの参加を条件に登録してもらっている」 

   「里親には里親同士でしか分かりあえないことがある。研修とは別の役割がある」 

   「他のサロンの取り組みを知らないので教えてほしい」 

   「専門的なファシリテーターを養成すべき」 

   「懇親会的な行事が多くなってしまっている。サロンの開催回数を多くしたい」 

  「サロンの位置づけ、とらえ方がまちまち」 

  「里親サロンで話すことによって里親として成長できた」 

  「ミニサロンと称して丁寧な相談にのるサロンを開いている」 

「専門里親だけのサロンを開こうと思っているが誰が専門里親か分からない。必要な情報が

開示されない」 

里親サロンアンケート調査方法・結果概要
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「里親サロン実施要綱を定めて、終了時にはアンケートを行い、報告書を作っている」 

「優れた里親サロンは里親会の会員を増やすことに役立つ」 

「子どもの福祉に関心のある人、学生に来てもらい、里親の生の声を活かすよう努力してい

る」 

「里親が孤立しないためには里親サロンは重要な役目を果たしている」 

「里親の課題解決のために、里親サロンに医師や心理士などの参加を望みたい」 

「悩みを持ちながら里親サロンに出てきていない里親がいるのではないか」 

「里親サロンの広報活動がいまいち。里親サロン呼びかけ隊を作るとかしたい」 

「児童相談所が主催しているため里親がお客様みたいになっている」 

「県は里親サロンに助成してくれない」 

  

＜調査結果のポイント＞ 

・里親会の支部・地区の86.3％が里親サロンを実施している。 

・主催者は里親会の支部・地区が最も多く45.3％。次いで「児童相談所」（20.5％）。 

・里親サロンの対象者については「特に決めていない」が最も多く 48.2％。次いで「養育里親」

（33.3％）。 

・国の里親支援事業を利用して里親サロンを開催しているのは35.0％である。 

・使用する会場で最も多かったのは「児童相談所」（60.0％）。次いで「他の公共施設」（44.0％）。 

・開催の頻度で最も多かったのは「月に1度」で49.5％。 

・1回の参加人数で最も多かったのは「5～7人程度」で30.5％。次いで「11～15人程度」（25.7％）。 

・里親サロンの参加者の属性で最も多かったのは「養育中の里親」で88.0％。次いで「未委託の里

親」（82.4％）。 

・里親サロンの進行でファシリテーターはいるか聞いたところ「いる」が78.2％。 

・ファシリテーターで最も多いのは「支部の里親サロン担当者」（36.1％）。 

・里親サロンはルールを定めてやっているか聞いたところ、「決めていない」は 55.7％。一方で多

かったのは「話し合われたことは他言しない」（99.1％）であった。「人の話はよく聞く」「人の

発言は否定しない」（同数で22.6％）。 

・里親サロンの話し合いでテーマを決めているかどうか聞いたところ、特にテーマを決めずに「自

由な話し合い」をしているのが最も多く40.2％。次いで「テーマを決めるときと自由に話すとき

の両方がある」（34.8％）。 

・里親サロンの開催時間帯で最も多かったのは「平日の午前」で 43.2％。次いで「平日の午後」

（18.0％）。 

・里親サロンで話される内容で多かったのは「子どもの発達について」で74.0％。次いで「子ども

との暮らしについて」（62.5％）、「子どもの学校など教育について」（40.4％）。 

・里親サロンは他の行事とセットで開催されているか聞いたところ「単独で行う」が最も多く87.5％。 

・託児はあるかで「ある」は28.6％、「その時による」が34.3％。 

・里親サロンの開催で困っていることで最も多いのは「参加者がいつも同じ」で64.5％。次いで「遠
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くからの参加が望めない」（22.4％）、「参加者が少ない」（21.1％）。 

・里親サロンの運営で工夫したことやよいと思われることを自由に書いてもらったところ、質問２

・対象別のサロンを開いているか聞いたところ、最も多かったのは「特に対象を設けていない」で

57.6％。 

・どんな里親サロンがあったらいいか聞いたところ、最も多かったのは「未委託里親」の里親サロ

ンで 44.9％。次いで「養子縁組希望の里親」（37.7％）。 

・里親サロンを開いていない支部・地区は 15 あった。回答が少ないので実数で紹介すると、その

理由としては、「活動が十分ではないため」「その他」（同数で 5）。 

・里親サロンがうまくいかなかった経験を自由に書いてもらったところ、質問２０（P.179 参照）

のような意見が寄せられた。 

１（P.181参照）のような意見が寄せられた。 

・里親サロンについて自由に書いてもらったところ質問２６（P.188 参照）のような意見が寄せら

れた。 

里親サロンアンケート調査方法・結果概要
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アンケートから見えてくる成果と課題

里親同士が集まって子育ての悩みなどを話し合う里親サロンが全国の 86.3%の支部・地区で開催

されており、広く定着していることが明らかになった。主催は支部・地区と児童相談所が多く、対

象者を特に決めずに開催されているところが 48.2％を占めている。 

一口にサロンと言っても、心理士や他の講師を招くなど研修の要素が強かったり、親睦・交流の

要素が強かったり、ピア・カウンセリングの要素が強かったりと、その内容は様々である。 

●里親サロンの開催により、次のような成果があった。 

・里親同士が語り合うだけでなく、子どもが参加できるレクリエーションの要素も取り入れて

行われる時もあり、日常的に連絡をとり合えるような関係が築きやすく、孤立を防止するこ

とができている。 

・里親と子どものニーズが汲み上げられ、ニーズに合った講師をサロンに招いて話を聞くなど、

養育技術の向上に繋がっている。 

・サロンで心理士等の支援者と顔見知りになることで、支援を受けやすくなった。 

・里親だけでなく、里子同士の交流の場にもなっている。 

●里親サロンの運営では、次のような課題が見られた。 

・一人で長時間発言する里親がいたり、里親同士の対立関係がサロンに持ち込まれることがあ

るので、運営に配慮が必要である。 

・豊富な養育経験を持つベテラン里親の参加が望まれる。 

・ルールづくりやファシリテーターによる安全な場の設定が必要である。 

・テーマ設定や継続的な開催などの工夫によるサロン活性化の努力が必要である。 

・未委託、養子縁組里親への対応が課題としてあげられており、多様なニーズに応えられる運

営上の工夫が求められる。 

・里親サロンの会場として様々な場所が利用されていることが明らかになったが、飲食店やフ

ァミレスなど不特定多数の人々が集まる場所では、話し合われる内容や情報に関して、倫理

的な配慮が必要である。 

・里親サロンの参加者に、守秘義務のない里親希望者や学生などがある。この場合は、参加さ

れる方への教育的効果が期待される一方で、話の内容によっては偏ったイメージを与えかね

ないことや、守秘の問題と子ども等のプライバシーの問題があることに配慮が必要である。

里親サロンの運営の工夫などの自由記述には、「参加者が少なくても続けること」「未委託里親や

養子縁組里親に配慮して運営している」「初めて来た里親を中心にして、皆で話し合った」「ピア・

カウンセリング講座を組み入れた」「未委託里親に声をかけて励まし、委託にこぎつけた」「必要に

応じて、個別に話を聞く時間を後で設けている」「場所を変更して行うと、参加者の増加につなが

ると同時に、気分も（見方も）変わって良かった」「参加者全員の発言を大事にしている」など多

くの示唆があるので、ぜひ参照いただきたい。 

アンケートから見えてくる成果と課題
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１）   支部・地区の登録里親数、会員数（平成 25年 3月末現在）。   

  
10人

以下 

11～

20人

21～

30人

31～

40人

41～

50人

51～

60人 

61～

70人 

71人

以上 

22 8 9416181028 数親里録登

会員数（委託里親） 43 34 22 11 3 5 3 2

会員数（未委託里親） 37 40 14 13 5 3 4 4

 

２）   貴支部・地区では「里親サロン」を開いているか。  

％数  

3.68701 るいてい開

7.921 いないてい開

0.45 るいてい開が関機の他

0.001 421 計

 

３）   ２）の「里親サロン」は主にどこが主催しているか。 

％数  

3.5435 区地・部支

4.5181 会親里の）市（県府道都

5.0242 所談相童児

8.68 志有親里

00 課管主県府道都

4.34 設施

5.801 他のそ

0.001 711 計

 

その他の記入内容 

・主な主催者は施設だが、支部の活動として、茶話会を年に 2回やっている。 

里親サロンアンケート調査結果 

里親サロンアンケート調査結果
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・里親委託等推進員を中心に里親会。 

・県内を５ブロックに分け、里親会理事が開催。 

 

４） ３）の「里親サロン」は誰を対象としているか。 ※端数処理の関係上、割合の合計が合わない 

  数 ％

養育里親 38 33.3

養子縁組里親 5 4.4

乳幼児を養育している里親 3 2.6

学童の子どもを養育している里親 1 0.9

高齢児を養育している里親 0 0

特に対象は設けていない 55 48.2

その他 12 10.5

計 114  100.0

 

その他の記入内容 

・主に里親だが、里親になりたい人の参加も認めている。 

・委託を受けてから１年以内の里親と２年以内の里親のうち、出席が望ましい者。 

・参加したい方は誰でも、というスタンスで行っている。 

・里親に興味のある人。 

・会員。 

・新しく子どもを迎えた方。 

 

５） 国の制度として里親支援機関事業があるが、４）の「里親サロン」は、それを利用した「里

親サロン」か。  

  数 ％

里親支援機関事業でやっている 36 35.0

里親支援事業機関ではやっていない 67 65.0

計 103  100.0
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６） ４）の「里親サロン」は主にどこを会場として開かれているか。（複数回答可） 

  数 ％

児童相談所 61 60.0

社会福祉協議会 7 6.4

他の公共施設 48 44.0

参加者の自宅 20 18.3

児童家庭支援センター 7 6.4

その他 15 13.8

回答総数 109   

 

その他の記入内容 

・里親筋の民家。 

・子ども家庭支援センター（地域の子育て相談機関）。 

・児童福祉施設。 

・管内の児童養護施設。 

・飲食店の会議室。 

・今年度より児童養護施設での開催も導入。 

・ファミレス。 

・里親会会長宅。  

 

７）「里親サロン」はどのくらいの頻度で開かれているか。  

  数 ％

月に２回以上 3 3.0

月に１回程度 50 49.5

２カ月に１回程度 12 11.9

３カ月に１回程度 18 17.8

年に１～２回程度 18 17.8

計 101  100.0
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８）「里親サロン」の参加者はどのくらいか。     

％数  

9.23 内以人４

5.0323 度程人７～５

8.3252 度程人01～８

7.5272 度程人51～11

1.7181 上以人61

0.001 501 計

 

９）過去１年間の参加者の属性。（複数回答可） 

％数答回  

0.8859 親里の中育養

4.2898 親里の託委未

6.9223 者望希親里

2.2787 員職の所談相童児

3.6405 員談相門専援支親里

7.5171 員職ータンセ援支庭家童児

5.67 員職の課管主）市（県府道都

その他（学生、市町村職員など） 18 16.7

  801 数総答回

 

その他の記入内容 

・施設職員。 

・養子縁組済みの養親（里親登録中の）。 

・里親研究員。 

・里親支援活動をしている NPOスタッフ。 

・里親委託等推進員。 

・福祉を学ぶ大学生、専門学校生。 

・保健師、臨床心理士（民間）。 

・施設職員、施設実習中の学生。 
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・児童相談所推進相談員。 

・市町職員、社協職員、民生児童委員、賛助会員など。 

・関係する市職員、教員等。 

・里親OBや里親会賛助会員。 

・里親支援機関事務局職員 

 

１０）「里親サロン」にはファシリテーター（進行役）はいるか。 

  数 ％

いる 79 78.2

いない 22 21.8

計 101  100.0

 

１１）１０）で「いる」とした場合、その人はどんな方か。（複数回答可） 

  回答数 ％

支部長 26 31.3

支部の里親サロン担当者 30 36.1

児童相談所の職員 24 28.9

その時に応じて決める 12 14.5

里親支援専門相談員 9 10.8

都道府県（市）主管課の職員 0 0

その他 9 10.8

回答総数 83   

 

その他の記入内容 

・NPOスタッフ、ベテラン里親。 

・里親経験が長い人、長老的存在。 

・ファシリテーターは支部の里親サロン担当者で、毎回地域で持ち回り担当する。 

・他支部の支部長さん。 

・里親会会員。 

・里親支援機関職員。 
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１２）里親サロンはルールを決めてやっているか。（複数回答可） 

  回答数 ％

話し合われたことは他言しない 105 99.1

一人で長く話さない 12 11.3

人の話はよく聞く 24 22.6

人の発言を否定しない 24 22.6

肯定的に聞く 11 10.4

会員以外参加できない 5 4.7

宗教や取引などの勧誘をしない 11 10.4

他人を中傷するような発言はしない 14 13.2

特にルールは決めていない 59 55.7

その他 1  0.9

回答総数 106   

 

その他の記入内容 

・取り上げたい内容がでれば、地区里親会に相談。次の段階に繋げる。 

・最初に口頭で注意を促す程度。 

・委託後１年間は必ず参加する。乳幼児は必ず連れてくる。欠席時のみ連絡をもらう。 

・ケース内容が重篤な場合（性被害など）は司会者がストップをかけ、先輩里親が個別に話を聞く。 

 

１３）「里親サロン」では、テーマを決めているか。※端数処理の関係上、割合の合計が合わない 

  数 ％

自由な話し合い 45 40.2

テーマを決めての話し合い 5 4.5

決められたテーマをはじめに話し、その後自由に話す 21 18.8

テーマを決めるときと自由に話すときの両方がある 39 34.8

その他 2 1.8

計 112  100.0
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その他の記入内容 

・参加者の多い時は、育てている子どもの年令で分けて行っている。 

・自由な話し合いがメインで、年間２回くらいテーマを決めた話し合いをしている。 

 

１４）「里親サロン」の開催はどのような時間帯で行われているか。 

※端数処理の関係上、割合の合計が合わない 

％数  

2.3406 前午の日平

0.8152 後午の日平

7.01 夜の日平

1.0141 前午の日土

4.931 後午の日土

2.23 夜の日土

5.6132 他のそ

0.001 931 計

 

その他の記入 

・土日で昼食をはさみ、３時間程度。 

・里親の都合に合わせて行っている。 

・土日の午前 11～15時、昼食をしながら。 

・平日の午前～午後（10時～14時ごろまで）。 

・平日の 10：30～14：00頃。 

・平日の午前で午後まで延長もあり。 

・毎月第１土曜日 14：00～16：00（ただし、１・5・8月は実施なし）。 

・児相主催は平日の午前、里親会主催は平日の午後。 

・10：00～14：00（食事をはさむ）。

・不定期。 

・日曜日の午前。 

・平日の午前開催で、時間に余裕のある人のみ、昼食～14：00頃まで、自由参加でおしゃべり。 

・日曜日の午後、祭日の午後。 

・平日の午前から午後にかけて、簡単な昼食を自己負担でする。 

・平日の 10：30～15：00。 

・毎月第３土曜日 10：30～16：00。 

・土日の 10：00～14：00。 

里親サロンアンケート調査結果
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・特に決まっていない。土日の昼食をはさんで11：00～15：00。 

・平日9：00～15：00。 

・年１回、土曜午前あり。 

・土曜の午前から夜まで。 

 

１５）「里親サロン」は何時間位開催されるか。 

  数 ％

2時間以内 40 36.4

2時間以上 36 32.7

その時によって異なる 29 26.4

その他 5 4.5

計 110  100.0

 

その他の記入内容 

・4時間。 

・児相で２時間、その後場所を移動し、昼食をとりながら話し合い。 

 

１６）「里親サロン」では主にどんな内容が話し合われるか。多いと思われるものを３つ選ぶ。 

  回答数 ％

子どもの学校など教育について 42 40.4

子どもの発達について 77 74.0

子どもの非行について 8 7.7

子どもの自立について 35 33.7

子どもとの暮らしについて 65 62.5

委託について 35 33.7

里親会の運営について 10 9.6

里親支援のあり方について 28 26.9

その他 8 7.7

回答総数 104   
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その他の記入内容 

・話し合いの場ではなく、講師を招いての会である。 

・フリートークが多い。 

・特に決めていない。 

・話題は様々で、選択肢から３つ選ぶのは難しい。 

・告知について。 

 

１７）「里親サロン」は他の行事とセットにして行われるか。（複数回答可） 

  回答数 ％

単独で行う 91 87.5

研修会とセットで行う 27 26.0

総会とセットで行う 12 11.5

その他 8 7.7

回答総数 104   

 

その他の記入内容 

・年に２度、委託直後研修を合同で行うことがある。 

・サロンとして施設の行事とセットにしたり、遊びも兼ねた泊まりのサロンなど特別バージョンサ

ロンがある。 

・林間学校、一日里親などの行事とセットで行う。 

・行楽とセット。 

・養育里親認定前研修の演習として。 

 

１８）「里親サロン」開催については、託児があるか。 

 数 ％

ある 30 28.6

ない 39 37.1

その時による 36 34.3

計 105  100.0

 

 

 

 

里親サロンアンケート調査結果
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１９）「里親サロン」の開催で困っていることはあるか。（複数回答可） 

  回答数 ％

参加者が少ない 16 21.1

参加者が多すぎる 1 1.3

参加者がいつも同じ 49 64.5

自由に話し合える環境にない 2 2.6

適当な会場がない 5 6.6

遠くからの参加者が望めない 17 22.4

進行がうまくいかない 1 1.3

開催日時が合わない 7 9.2

予算が少ない 13 17.1

自由にお書きください 9 11.8

回答総数 76   

 

「自由にお書きください」の記入内容 

・地区が広すぎて遠方の人がなかなか出席できない。時間や場所の検討をするが、なかなか進まな

い。 

・里親会に入会している人数が少ない。 

・参加者がある程度、固定化されてしまっていること。 

・回数を重ねていくと、同じ顔ぶれになってきた。 

・里親同士で話し合えること（養育上の悩み等）が大切であるので、開かれていることの大切さを

感じている。 

・妻の意見だが、同じ人が多く発言してしまう傾向があるようだ。 

・他の行事を含めて、全く顔を見せてくれない里親さんがいる。養子縁組で1人の場合、活動期間

が短い。 

・多くの方に参加してもらいたいが、日程調整が難しい。 

・支部独自のニュースを年6回くらい発行しているが、問題ないと思っている。里親さんにも、も

っと参加してほしいと思っている。 

・年にサロンへの出席日数を決めたら、会への不参加が減る。何年も来ていない人がいる。登録へ

のポイントとして入れてほしい。 

・小さい子が学校より早く帰る日はさける。 

・未委託で参加していた人が委託になると、出席しなくなる。児相職員が一緒に出席するので、本

音が言いづらい。 
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・特にないが、時として、忙しい時は重荷になることもある。 

・不参加者への働きかけに苦労する。 

・里子同士の繋がりを大切にしたいが、子どもの参加が少ない。里親会行事には参加しても、サロ

ン参加の必要性はあまりないと考える人が多いのでは？ 

・いつも同じ場所だと、近くの人しか集まれないので、昨年度途中から、地域を持ち回ることにし

た。近くの人が参加しやすくなり、今まで参加できなかった人が参加するようになり、よかった。

会員同士、個人的に声かけし合って、参加者を増やしている。 

・地域性から２か所を拠点に開催しているが、参加者の多少の入れ替わりがあるが、参加しない里

親さんは全く参加しない。 

・人数が多い時は、特定の人同士でしか交流が図れない。 

・昨年１月から始めたが、まだまだ手探り状態で、これからどうやって運営していこうかと話し合

いを始めているところである。 

・平日か休日か、昼か夜か、いろいろ考えるが……。 

・困っていることは特にないが、お金がなく、活発な活動ができにくい。 

・行政批判の場になりやすい（初期の頃）。全員に発言してもらうと時間が足りなくなる。 

・参加者が固定化されつつあり、意見が大きく分かれると、二分される状況にある。 

・共働き世帯が多く、サロンの日程調整が難しい。 

・児相毎、4地区に分けて毎月開催と、全域対象の年 3回開催しているが、専門的なアドバイスを

受けたり、子どもの保育ボランティアを頼みたくても、予算的に厳しいのが実状。 

・参加者が固定し、ベテラン里親が多いため、話の内容が専門的になったり、同様の内容になりが

ち。 

・参加者が固定する。 

・参加者が決まってきているが、それはいいのだが、もっと多く参加してもらうための努力が必要

だと思っている。 

 

２０）「里親サロン」がうまくいかなかった経験（自由記述）。 

 

・担当者がいろいろと気を使っているが、予算が少ないので苦労している。 

・参加者が少なかったことや、参加者が同じ人になっている。 

・ある特定の人の自慢話に終わってしまったことがある。 

・地区が広いので、全員そろっての会合が持てにくい。 

・出席者の少なかった時などは、場所、時間などを考えたけれども……。 

・1人が2時間も自分の悩みを相談して、サロンが終了してしまった。 

・いつもうまくいっていないと思う。 

・委託直後の辛いことをうまく引き出すことに苦労した。 

・里父の会を泊まりで開いていたが、だんだん参加者がいなくなって自然消滅してしまった。学童

期や思春期などの年齢別サロンは、子どもの成長とともに、中心になって運営していた里親さん

も変わっていくのだが、次の人がいなくて、休止状態になってしまった。 

里親サロンアンケート調査結果
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・より多くの里親さんに発言してもらいたいが、発言者が限られてしまいやすく、進行に苦労した。 

・自由討議の時、子どもの年令がバラバラだったので、まとまった話ができなかったこと。 

・１人の里親の独演会のようになって、他の里親さんの話を聞く時間がなくなってしまった。 

・参加者の顔ぶれもいつも同じになってしまう。開催の日時を、平日、土曜、午前・午後と工夫し

ているが、結果はあまり変わらない。 

・里母さん同士のかげ口の言い合いにならないよう、知り得た情報を不特定多数の前で言わないよ

う、気持ちをキズつけられる人がいないように気を付ける。 

・サロン会活動の定着をはかっている段階であり、地道に実施しているため、今後様々な課題や苦

慮する体験が出てくると思われる。 

・里親会員全員に里親サロン実施要綱を配布して、参加を促すが、ルールの守れない先輩里親が多

い（話をする人の固定化、意見の押しつけ）。ケース検討会のようになってしまう。 

・深刻な養育状況の里親さんの話に具体的な対応策ができず、ただの体験発表会のようになってい

る時があった。ファシリテーターの力不足。 

・平日主催は仕事と学校で参加者が少ない。土日は家庭の事情で参加者が少ない。 

・うまくいかなかったことはないと感じている。 

・中傷等、人間関係が悪くなったことがある。 

・開催当初は参加者が少なく、1人 2人という時もあったが、困っている人が相談できる場をとに

かく確保しておこうということで、来ても来なくても必ず開催するようにしたら、少しずつ参加

者が増えてきた。 

・委託されていない里親さんからの不満には、サロンとして対応に困る時がある。 

・1人の話が長くなり、進行役として切り替えが上手に行かなかったことがあった。 

・養子縁組を希望している里親と社会的養護をされる里親で話の内容がかみ合わないことがある。 

・養育に対しての意識が薄い。 

・参加者も固定化しつつあるが、それが困ったことなのかよくわからない。今までは指導して下さ

る方がいたが、これからその点をどうやっていこうかと考えている。 

・これまでは皆さんから喜ばれている。 

・里親側から児童相談所に対する要望のみに終始したことが過去にはある。 

・里親同志の対立を持ち込んでしまったことで、雰囲気が悪くなった。 

・アドバイザーの意見と参加者の考えが異なったが、それぞれ主張が強すぎて、他の参加者が話を

する事ができなかった。 

・仕事をしている里親さんの参加が少ない。 

・日頃の困り感に対応したテーマをセッティングするが、当該里親さんが参加しないことが多い。 

・特定のグループができ、新しい人が仲間に入りづらい。 

・グループ参加が苦手な里親がうまく発言できないので、個別フォローが必要。地域的な事情のた

め、狭い範囲できょうだいケースが別々の里親に委託されることがあり、交流のありかたが難し

い。 

・サロンでの話が外でもれてしまったこと。以降、誓約書を用意して、開催時に参加者全員に一筆

もらうようにしている。 
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・未委託里親が増え、児相やケースワーカー批判のようなサロンになったことがあり、新しい里親

へ悪影響が出た。ルールを徹底すべきであった。 

・仕事を持つ人が増えて、開催日時を決めることが難しい。 

・①里親が悩みを話した際に多様な里親らのコメントにより本人が混乱し、その後のケースワーク

に影響が出た、②養育里親による体験的な話が多いので、未委託里親が参加しにくくなった。 

・個人の自宅を開放して実施するため、参加者のマナー等について、近隣とトラブルになったこと

があった。 

・当初、新規登録里親さんの発言が少なかった。 

・司会進行役がいないと一定の人が話すことが多くなり、参加者全員が同じように話せるようにす

るために、進行係を決めた。 

 

２１）「里親サロン」の運営で工夫したことや、よいと思われること（自由記述）。 

   

・1カ所のサロンのみ、年１回（クリスマス）、里親が各人料理を作って持ち寄る他、参加者より会

費をもらい（１人大人500円、小人なし）、そのお金で子どもにプレゼントの品物を買って送る。 

・児相の職員（児童福祉司など）の参加が時々でもあればよいと思う。  

・参加者全員が話せるようにしている。できるだけ多くの方が参加できるように日程を調整してい

る。  

・隔月で昼食をつくりながら普段の様子を話しながら、ワイワイとやる。児童相談所の職員の方も

一緒に食事をしたりで、ざっくばらんにいろんな話をする。とても楽しい会となっている。 

・子育里親に対してコモンセンス・ペアレンティングの子育て研修を行っている。  

・楽しいサロンを目指している。1 日の疲れがとれる場として頑張っている。ただ、会員が少ない

ため、もっと会費がほしい。  

・里親会でお菓子代金を出し、参加者も何か１品持ってきている。子育ての悩みや愚痴など。 

・当サロンでは、会話をしながら雑巾縫いをしている。100 枚縫ったら、県の児童養護施設に毎年

寄贈し、喜ばれている。  

・25年度の新しい試みとして、6回に分けて、7月～12月までコモンセンス・ペアレンティング研

修をしながら、里親会での全員の子どもたちをしっかりと自立の手伝いができたらと思う。みん

なの協力の元で実行したいと思う。ちなみに講師は会員の方。  

・サロンをやって人数が多いとか少ないとかじゃないこと。男性も交じって一緒に話したり、聞い

たりできること。総会とか、研修、交流の場と違い、自分の心をさらけ出せる場所。 

・年に１回は、施設職員を招いて、30分程度のお話をしていただいている。  

・サロンとしての成否以前に、まず里親同士が集える機会を常時（毎月）設けるところから始まっ

た。サロンと冠せずとも、行事の毎に談義できる場を設けるようにしている。  

・子育てのための学習を行う時に、委託、未委託で学習内容が同じでないほうがいいので、２つの

グループに分けて話し合いをした。  

・特別養子の里親や手続きの終わった人達の悩みが多い。個別に丁寧に話を聞いていくと、だいぶ

安心してくる。デリケートな問題なので、誰にも相談できず、このような場所しかないのではな

里親サロンアンケート調査結果
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いかと心配になる。  

・24年度は、学習会（1回）とピアカウンセリング講座（2回）を組み入れた。25年度は、会員の

体験発表や子どもたちとふれあう遊びなどを入れていきたいと思っている。  

・中間時点で公共施設を自由に設定できること。  

・年3回外（児相以外）で行事をやっている（養護施設見学、そば打ち、農業を営んでいる里親宅

での体験など）。親子で参加して楽しんでいる。電話によるアドバイザー相談も行われている（相

談員8名）。  

・日程変更はなし。誰がいつ来てもいいように、会場に必ず待機している（茶菓子の用意とともに）。 

・月１回のサロンを開いている。子どもが下校する前に家に戻っている時間で、PM1～3時くらいま

で。また、AM9～12時。  

・初めて来た里親を中心にして、皆で話し合うこと。  

・研修会とセットで行ったら、その日のみ参加者が多いが、他の月はいつもの参加者。  

・里子の年代によって話題が異なるため、子育てサロン（小 4まで）と思春期サロン（小 5～大学

生）に分けた。  

・人数を絞り、個別に話を聞いたりしたこともある。  

・机をはずし、椅子を持ちよって円を作ってグループをすすめることで、話しやすい雰囲気になっ

た。  

・2年間通ってもらうことで、最初の 1年は里子の母子分離が難しく、グループの話を聞けないこ

とがあるが、2年目は里親と子どもが落ち着いてきて、振り返りながらグループに参加できる。 

・心理の専門職員が参加し、心理教育の時間を 20 分程設けている。また必要に応じ個別に話を聞

く時間を後で設けている。そのことにより里親と里子の心理的ケアがなされ、里親の不安を軽減

することができている。  

・サロン終了後、里親のみで話せる場として部屋を開放している。  

・事前に役員会で時々の希望をとり入れて、会員の要望に合うように努力している。サロンの終わ

りに、アンケートを回収し、次回に生かす努力をしている。  

・心理カウンセラーに、いつも同じ人を招き、よくわかる話を聞き、子どもの心理状態を知る方法

を教わったこと。また、日常生活での子どもへの配慮、気配り等を習ったことで、安心感のある

生活ができるようになった点。  

・先輩里親から、良いアドバイスが（経験上）出て、参加者からも勉強になると好評。  

・NPOの支援を受けている。レクリエーション等の交流行事とセットで開催している。  

・平日のサロンに出席できない人のために、「夜のサロン」として、土曜の夜にお酒をかこんでの

集まりや、「土曜サロンランチ」として休日の昼間に食事をとりながらのおしゃべり会を開いた。 

・毎月１回、児相や里親宅で自由なおしゃべり会をしている。参加者が少ないこともあるが、定期

的に継続していることで困った時に参加できるのが良いと思う。  

・参加した人が必ず一言は話して帰る。その日のテーマを決める（話していくなかで他のテーマに

移行してもよい）。未委託の里親さんに配慮しつつ、話題を決める。  

・児相との共催は平日が多いので、単独で行う時は、土日に実施。里父が参加できるように里父会

なども計画する。  
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・昨年より、地区サロンを開催するようにしたことで参加者が増えた。平日の里親サロンに加え、

週末にも里親サロンを開催している。  

・参加人数が少なかったり、同じ顔ぶれだったりするので、今後のサロンのあり方を会員にアンケ

ートをとって集計し、今年度のサロンを見直した。土日開催希望や、サロンのテーマ等改善した

サロンの計画をつくった。  

・未委託里親を積極的に誘い、あきらめずに待ってもらい、委託にこぎつけたこともあるので、今

後も努力したい。  

・他地区にも参加を呼びかけ、広く情報交換ができるよう配慮している。  

・久しぶりに出席した里親さんがサロン終了後、児相の職員にも長く話を聞いてもらった。里親さ

んも悩みが少し軽くなったと思われる。サロンで得た情報を元に児相が里親さんをフォロー、サ

ポートに入る。  

・サロン会でのフリーマーケットを計画しており、イベントを開催することでサロン会の周知や里

親同士の親睦の場として機能させていけるよう、サロン会の内容を工夫。また売り上げを里親会

活動費として充当することで、今後のサロン会の充実にも活用していければと考えている。 

・土日等休日開催の子どもプログラムのあるサロンは好評（動物とのふれあい、ボトルアクアリウ

ム作り等）。 

・児童相談所の研修会にぶつけて開催（午前・午後）。参加率UP。  

・イスに座っての話し合いをやめ、乳幼児が多い時は床にじかに座って話したり、児相主催の里親

会がある日の午前に里親だけのサロンを開き、近況報告できるようにした。  

・できるだけ新規認定者に声かけして集めた。  

・参加者全員が固有の問題を提起し、必ず自分の状況を話し、皆で共有するように進行している。 

・子ども連れでも可能にすること。昼食をしながらの開放的な雰囲気にすること、閉鎖的にならず、

外部の空気を入れること、担当者がしっかりとした考えを持っていること。  

・施設職員との懇談、一緒に昼食をとる、施設の困難事例の紹介、施設から権利侵害事例を発表し

てもらい、一緒に権利擁護について考えた等の取り組みの他、施設職員は担当者だけでない人た

ちに交代で参加してもらっている。会員と施設職員が互いに顔が見えて、何でも話し合えるよう

努めている。  

・里親会の行事の折に、サロンを行っていることを宣伝したり、児童相談所の方が、里親のことを

知りたい人や申請に来た人にサロンへの参加を勧めてくださったりした。また時間厳守は小さい

子がいたりすると難しいので、来られる時間でよいことを伝えた。定期のサロンばかりでなく、

いろいろなお楽しみサロンも設けている。  

・イベントと一緒に行うことが参加者増につながる。  

・曜日を平日と日曜の両方にした。必要に応じて、児相の職員や施設の職員の方々に参加してもら

っている。  

・1 回は、お鍋パーティをしている。準備から片付けまで全員でする。準備しながら、いろんな話

が出る。食べながら自由な話し合いをする。材料その他持ち込み可。  

・昼食（お弁当注文）をはさみ、終始和やかに話ができた。なかなか午前中に終われないので、会

食しながら話し合えるのがよかった。  

里親サロンアンケート調査結果
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・里親に限らず、これから里親を目指す人など、オープン参加。  

・里親里子サロンとして、里子同士の横の繋がりも大切にしている。自由な雰囲気、硬くならない

ようにするため、サツマイモやジャガイモ作り、さらに、それらを使ってカレーライスや焼きイ

モ作りして一緒に食べる etc。他にソーメン流し、手打ちうどん作り、クッキー作り etc をやっ

ている。  

・バザーを行い、里親同士で不用品の交換の場になっている。  

・年に 1、2 度は、子ども（委託）と一緒に参加できる、例えば、親子でカレーづくり、パンづく

り等を計画している。未委託の里親さんや養子縁組をされている里親さん、週末里親さんにも声

をかけ、楽しい時間を過ごす。  

・サロンを始めてからまだ2年位で特にこれといったことはないが、里親同士で自由に語れる場を

設けたのは良かった。  

・リラックスして話ができるよう、数種類の飲み物を用意したり、ちょっとしたお菓子を用意して

茶話会のような雰囲気づくりをする。対象を里母として、日頃の労を労わる。  

・心理士の方の話を聞くこと。子育て以外の話もする（嫁、姑の問題、夫婦の問題等）。  

・まずは継続していくことが一番だと考えている。里親さんのなかで経験も豊富で、いろいろな指

導もしてこられた方に多くのことを学んだ。その方が忙しく参加していただけなくなるのが残念。 

・里親支援専門相談員の参加によりサロンが充実する。また、他支部の参加により、幅広い内容の

サロンになる。  

・行政に入ってもらう時と、里親だけの時と工夫。必要と判断した事は支部長から伝える。 

・普段顔を合わせる機会の少ない里親同志が一同に会し、自由な議論ができること。その席でお互

いの連絡先などを交換し、以後の交流に繋げている。  

・試し行動の体験者の話。その後話し合い。真実告知についての話し合い。  

・里親の会話のなかから、テーマとなる話題を中心に話を進めているが、何もない場合のために、

児童相談所の里親担当職員がテーマを準備している。  

・養育していく上で困り感等を相談できる場となり、共有することで里親のストレスを緩和するこ

とができる。各里親の生活体験談を聴くことができ、里親の成長の場となっている。 

・少人数でも関係性の持てる仲間と出会い、話ができれば参加者が少なくても良いと思う。里親の

自主的な意志で自由にやりたい。自主研修会をこれまで３回開いた。市民活動交流プラザへ団体

登録をし、里親ネットワークとして市の補助金を申請中。  

・児相ごとで里親サロンを実施している。年３回の持ち回り担当制で。共同調理実習的な行事や、

「仲間づくりレク」を取り入れたり、工夫している。  

・テーマや内容を設定し、全員が発言できるようにすること。  

・年末の区切りの時期に、少々のアルコールを用意したことで、多くの参加者を得ることができ、

里親間の対話も活発になった。  

・担当者を決めて、テーマをその都度出してもらう。  

・里親同志の方が悩みを打ちあける時、理解しやすい。  

・年令別、課題別（赤ちゃん、入学前、発達障害等）で、少人数の集まりをしたところ、里親同志

の共感などが多くなった。里親子での参加型のサロンにすると、親子状況がわかりあえた。 



185

17 
 

・参加者全員の近況報告。テーマを決めての話し合い。養子縁組のみのサロンを始めた（それまで

は、皆一緒だったが、養子縁組特有の悩みがあり、要望があったため）。  

・託児ではなく、乳幼児グループは、季節に応じた遊びプログラムを通して、里子同士の交流も深

めている。また、心理職員も入り、里子の心身の発達や里親子関係の観察を行っている。また、

小児科検診を年４回実施。児相職員の児童精神科医や、警察からの出向職から助言をもらうこと

もある。  

・児相以外の場所なので、何でも話すことができる。朝9：00～15：00の長時間をとり、都合の良

い時間帯に来て、話し合えるようにした。駐車場を市の駐車場を利用できるようにした（無料）。 

・進行役は複数いたほうが良い。年代や養育経験も様々なほうがいろんな話に対応しやすい。 

・年間スケジュールを４月に児相とともに話し合い、計画。毎月の担当者を参加者のなかから決め

ることで、参画意識が向上した。また、年２～３回サロンでランチ会やイベントを開催。年１回

は土曜午前開催で、パパの参加ができた。  

・支部会として、地区里親会の里親を集めて開く会が年 1～2 回。他地区の里親達と開くサロンが

年4回、家庭支援センターで開くサロン、里子の年令や里親の問題の特徴（未委託、養育、告知

等）で分ける等、様々なサロンを開いている。そのため、里親同志が悩みを話しやすく、関係が

とりやすい。スムーズに話をしやすい。  

・サロン終了後、昼食会を催す。有志里親の持ち寄ったものを皆で食べる。レシピ交換や食事の支

度や片付けも含めて、交流の場になる。また、不用になったベビー用品、おもちゃ、服などの交

換会の日も設けている。  

・フリートークをしたり、テーマを設けて共通の話題づくりができるようになる。  

・サロンの時間帯を長く確保（10：00～21：00）することにより、参加者が参加しやすい時間を選

択することができている。  

・12月はクリスマス会を実施し、多数の里親子が集い、盛り上がる。  

・茶話会を昨年度より、小グループに分けて、テーマを決めて行うことで、参加者同士での発言が

活発となり、参加者の満足度があがった。  

・児相でのサロン開催だけでなく、施設等、場所を変更して行うと、参加者の増加につながると同

時に、気分も（見方も）変わって良かったと思う。  

・会場ごとにバーベキュー大会や、研修などをし、工夫している。  

・参加者全員が必ず一言、発言をするようにしている。登録年の新旧、年齢の差等をなくして、同

じテーブルで話をするようにした（里親会の会長の意見）。  

・自由に話せるように里親サロンを開いて、母として子育ての本音が気さくに話せるようになった。

その場合も、一定の人が長時間話すことのないよう工夫した（進行役を決めて）。  

・毎回内容を変えて企画している。会員との日帰り旅行、大学生を入れての話し合い、弁護士の先

生による法律相談、地区施設との交流会、コモンセンス・ペアレンティングの勉強会など。 

 

 

 

 

里親サロンアンケート調査結果
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２２） ４）の代表的なサロンの他にも、対象別のサロンがあるか。（複数回答可） 

 

  回答数 ％

養育里親 4 6.1

養子縁組里親 4 6.1

乳幼児を養育している里親 10 15.2

学童の子どもを養育している里親 7 10.6

高齢児を養育している里親 5 7.6

特に対象を設けていない 38 57.6

その他 16 24.2

回答総数 66   

 

その他の記述内容 

・委託後1年間は（児相主催）の委託直後研修（義務）があり、その研修もサロン的雰囲気がある。 

・委託直後研修を修了した里親のサロン。 

・親子サロン。 

・参加が多い幼児、小学生、中学生と分かれて実施したこともある。 

・里父だけのサロンを年２回開催している。 

・未委託者。 

・必要に応じて、先輩里親より経験にもとづいた助言をもらっている。 

・里父。 
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２３）どんな「里親サロン」があったらいいと思うか。（複数回答可） 

  回答数 ％

養子縁組希望の里親 26 37.7

親族里親 9  13.0

専門里親 13 18.8

未委託里親 31 44.9

里母 11 15.9

里父 23 33.3

乳幼児を養育している里親 13 18.8

学童の子どもを養育している里親 17 24.6

高齢児を養育している里親 17 24.6

その他 26 37.7

回答総数 69   

 

その他の記述内容 

・知的障害を養育している里親。 

・被虐待児を養育している里親。 

・専門里親の講習会を含めて、被虐待児の対処療法をきちんとやるべき。 

・参加者がよくしゃべってストレス発散できること。 

・人数が少ないので分けると集まらないと思う。 

・全て個別にサロンを開催したいが、集まる里親が少なく、実現不可能。 

・対象別のサロン開催は私共の場合、現実的ではないように思われる。 

・参加者の当事者性がもっと高まり、出た話題から地域課題を抽出したり、その解決に向けて取り

組めるサロン。 

・自立支援も苦慮している里親。 

・ベテラン里親さんが常に出席しておられるとありがたい。 

・被虐待児を養育している里親。 

・登録して10年以上、委託がない里親さんに対して、どうかかわってよいか難しい。 

・会員が少ないので特定できない。 

・支部ではやっていないが、県単独では、専門里親のサロンをやっている。 

・里親数の少ない遠方の地区での開催。 

・外国人対象のサロンを設ける必要がある。 

・里親だけでなく、子育て中のお母さんにも参加してもらえるようなサロンになればいい。 

里親サロンアンケート調査結果
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・対象別のサロンを設定すると参加者減を招き、運営に支障が出るので特定の対象のサロンはなし。 

 

２４）「里親サロン」を開いていない支部（里親会）の開いていない理由。 

※端数処理の関係上、割合の合計が合わない 

  数 ％

開く理由を感じていない 2 13.3

事業が予算化されていない 0 0

活動が十分でないため 5 33.3

主催者になる人がいない 3 20.0

その他 5 33.3

計 15  100.0

 

その他の記述内容 

・遠くに里親さんが住んでいる、委託里親が２組と少ない。 

・里親サロンなるものを今回初めて聞いた。そもそもこういう聞き方はいかがなものかと思う。 

・県の里親会で開いており、支部単位での必要を感じない。 

・サロン開催機運に乏しい。児童相談所の業務多忙、関係者全般に余裕がない雰囲気。 

・会員から要望があれば検討する。 

・以前は開いていたが、参加者が少なくなり活動しなくなったが、現在は主催者も現れて第１回を

予定。 

 

２５）どういう機関が「里親サロン」を開いているか。 

 

5つの回答があったが、いずれもサロンではない回答であり割愛した。 

 

２６）「里親サロン」についてどんなことでも。(自由記述） 

 

・地区に加入していない里親さんの扱いに対して、どのようにしたらよいか悩む。未加入率が約30％

で、里親サロン以前の問題である。 

・ほとんど0歳からの里子が成人となり、自立の道を歩んでいるが、次の子どもを望んでも委託さ

れないで待つことに疲れている。1年に1度、里親総会、食事会をもって親交をもっている。 

・サロンなどという、生ぬるい組織では、解決できないことが多すぎるような気がする。とにかく、

サロンでは人は救われない。 

・私たちのサロンは独自での開催だが、今後、研修事業として、講師を呼んで、時間と場所をもっ

と広く、たくさんの人に来てもらうのを目標に頑張りたい。遠方の方をどのようにしたら、たく
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さん呼べるか、悩んでいる。未委託の方とのコミュニケーションがうまくいっていないように思

う。どうしたらよいだろうか。 

・何でも話し合い、子どもの教育についても話し合うことができる場所として大切な集いであるよ

うにしていきたい。 

・自由に悩みごとを話し合うのが良い。 

・毎月１回集まるサロンは養育している子どもたちの様子や自分の話を聞いてもらえるので、毎回

楽しく集まっている。児童相談所の職員の方とも話ができ、勉強させてもらっている。 

・県の里親会では、県の委託により、被災地里親サロンを開いている。通常のサロンも、被災地サ

ロンも、回を重ねる度に参加者が固定化する。より多くの人が参加されるサロンの開き方を教え

てほしい。 

・委託を受けている人、いない人、そして、これから里親になろうとしている人、広く集まってき

ているが、最初は重く入って来るけど、帰る時はすっきりした姿で帰っていってくれるので、サ

ロン及び、茶話会をやってよかったと思う。 

・平成25年度、里親サロン実施に向け、支部総会で決定。実施支部と交流をはかり、とりあえず、

第一歩をと考えている。 

・テーマを定めたサロンと自由談義の場と、それぞれに必要性はあると思う。漠然とサロンとして

募ることもよいが、対象を絞って企画すれば、具体的な意識を持った方が参加しやすくなるよう

な思いがある。これからの課題として年頭にあるところだ。 

・地区としての会員数減少にて、活動ができない状況である。 

・委託養育里親だけのサロンと未委託養育里親だけのサロンが別々に開催されたほうがよい。 

・児童相談所が主体で里親サロンを開いている場合、児相に対する不満、要求は話しにくい。毎回

半数くらい出席者が変わるので、毎回同じような相談が多い。里親会では出席する人が限定され

てしまう。 

・社会的養護が必要とされる児童が増加している現状のなかで、里親のスキルアップと里親同士の

つながりが益々重要とされるので、サロンの生かし方を模索しながら活用していきたいと思って

いる。 

・何でも話せる「はけ口」としてのサロン（お茶会）。学校行事や地区行事と重なり参加できない

人もいるが、里親同士の交流の場として大切な事業のひとつである。 

・関係者が集まり、気楽に交流することは好ましい。 

・「継続は力なり」で毎月同じ場所と時間で開催していることによって、人が集まってくるので、

続けていくことに意味があると思う。 

・里親同士がレスパイトできるようになった時、お互いに地域の里親同士の顔も知らないでレスパ

イトできるのか、せめてレスパイトできるように顔ぐらいは覚えようということで始めて、いつ

の間にか 10 年以上がすぎた。その間に里親制度も変わり、研修等で顔見知りになることも増え

た。言いだしっぺの2人がサロンの日は会場に待機していて、あとは全くの制約なし、自由参加。

参加人数が多くても少なくても、その時間楽しくすごせればそれで良し。待機している人がいな

くなれば、サロンは自然消滅するかもしれないが、それで良し。どこか別のところで顔ぐらい覚

えようということで、新しくできることがあればいいなと思うが、できなくても必要がないなら

里親サロンアンケート調査結果
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それも良し。 

・里親審議委員会にて里親登録の際に、里親サロンには必ず参加することを条件として登録され、

サロンには出席してもらっている。 

・里親サロンは、里子の健全な成長のために必要であり、里親の健全な家庭生活に必要である。 

・里親サロンの一部を勉強会にしたりと工夫をしたつもりでも、なかなか難しく、いつものメンバ

ーで終了することが多い。 

・いろいろな情報や話題でこれからの子育てに必要なことや貴重な意見を聞かせてほしい。 

・里親サロンをきっかけに里親同士のネットワークを広げ、里親の孤立を防ぎ、相互支援につなげ

ていきたい。必要な要望も里親会を通して行っていきたい。 

・里親には、里親同士でなければ話せないことがたくさんある。養育のスキルを上げる研修はもち

ろん必要だが、何でも話せる里親サロンは、とても大切なところだと思う。 

・以前はサロンで弁当を手配して、昼食交流的な事をやっていたが、他支部より苦言があり、お弁

当付きはやめたが、年１回位は開きたく思っており、弁当代も認めてほしい。 

・里親制度が変わっている点について、県を対象にしての講習会より、もっと身近に話が聞け、変

化の意図がみえてくる。里親としてのレベルアップをしっかりとサロンの型でやっていくべき。 

・他支部のサロンの内容をあまり知らないので、情報があればと思う。 

・専門的な技術を持っているファシリテーターの存在が必要。 

・現状では、サロンが行事（バーベキュー、クリスマス会など）としても位置付けられているため、

懇親会になっている。里親の問題解決の場としてのサロンの回数を増やしていく必要があると思

う。 

・登録している人数に対して、参加する人はまだ少なく、参加者も同じ人が多い。が、委託間もな

い里親や自立に向けて悩んでいる里親、児相や実親との関わりのなかで悩んでいる里親にとって、

よい情報交換の場であり、互いに励ましを受けているのも確か。サロンの会場を施設でお借りす

ることによって、子どもの困った行動に対して、施設ではどのように対処しているのかを聞くこ

とができるので助かっている。 

・多くの里親さんに参加していただけるように呼びかけをしていきたいと思う。 

・里親サロンの位置づけ、または解釈が質問用紙と我が支部では違っているためか、回答しにくか

った。我が支部での里親サロンとは、児相と支部が協働して開催するもの。 

・里親登録した家庭全部に里親サロンの参加を必須としたほうが良いと思う。サロンに出ることで、

社会的養護を認識できたり、交流の場でもあるので、「オープンな子育てを展開していかなけれ

ばならない」と里親自身も改めて確認できる場になるから。 

・里親サロンと別に愚痴を言い合えるサロンを開いた。結構集まりが良く、今後は各地区で少し考

えてやってみてはと思っている。 

・参加者の多い時は子どもの年令別にまとまり、少ない時は全員の近況報告でスタートする。「し

ゃべる」ことはストレス発散でスカッとする。子育ての新しい里親さんの悩みに、実に良い助言

がたくさんでる。この発言のなかで皆さん成長しているし、私にも出できそうと自信につながる。

常に参加者が20名前後であり、その辺が魅力。 

・「ミニサロン」と名付けて、ごく少数（個別）に話し合いを設けている。認定後の里親とか委託
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直後の里親には個別に行い、丁寧に相談にのるようにしている。 

・専門里親だけのサロンの要望があったが、専門里親が少ないこと、誰が専門里親なのか、里親会

では把握できていないという理由で、大切なことではあるが、専門里親だけの話し合いの場を持

つことができない。サロンだけの問題ではないが、里親会の運営上、必要な里親さんの情報を里

親会が持っていないので、活発な活動の足かせとなっている。 

・個人的な相談の場として使いにくい面がある。このため、一般的な議論になりやすい。仕事をし

ている人、子育て中で家をあけることができない人が多く、参加できる人が少ない。待っていて

はだめか。 

・「里親サロン実施要綱」を定め、サロン終了時に参加者にアンケートを実施し、サロン実施報告

書を提出している。 

・まだ里親が少ないので、話を分かってもらえる人たちの集まるサロンは定期的に必要。 

・特に里母と子どもの集まりの場にしたい。里父は里母をサポートするためのサロンを開催する必

要がある。 

・私たちのサロンは参加することが楽しく、子育て支援の役割を果たしてこれているように感じて

いる。司会・進行役を置いて、全員が発言し、問題を全員で共有し、充実感を得ることが必要と

考える。優れたサロンは里親会からの会員脱落を防ぎ、会員増加に資するものと思われる。 

・児童の福祉に関心のある人や学生にも参加してもらい、施設や里親の本音や喜び、悲しみ、現在

の社会環境について知る機会にしてもらいたい。当事者の声がたくさん出る場なので、その声を

まとめて市や県、児相に話をした時、もっと聞き入れてほしい。地域に根づいた里親支援には民

間の法人に里親支援機関の委託をすることが有効だと考えている。サロンの声を拾い、ニーズに

あった支援の展開にも役立つと考えられる。里親支援機関事業の外部委託を進めてほしい。 

・私自身、サロンがあったので、委託当初の大変な時期を乗り越えられたと思っている。他の里親

さんたちに少しでもお返しができればと開いている。サロンで何でも言える雰囲気をつくってお

きたいし、また、ここで横のつながりを作って孤立しないようにしてほしいと思っている。 

・里親サロンに児童相談所の職員（心理士）や場合によっては医師等の参加を望みたい。そうしな

いと里親サロンが里親の単にグチを言う場にしかならず、何回開催しても里親の悩みの解決には

ならない。現状としては里親が心理士や医師と面談することが困難である。また、会ったとして

も１～２回が限度である。継続して関係を築けるようになりたい。 

・里親が里親の抱えている問題に対処していく方がとてもスムーズにいくと思われる。 

・県の各里親会の人数がまちまちで、少ない所は活動しにくいので、複数の支部ができた（地域の

里親会が集まったもの）。これからは支部でも研修会等も計画していきたいと思っている。 

・悩みがありながら、サロンに出てこられない人達に参加してもらえるように努力したい。絶対に

サロンは必要不可欠だと思う。参加して良かったと言ってもらえることをうれしく思う。 

・里親サロンは里親会中心に運営している。事務局は後方支援の係。当事者だからこそ生まれる「や

りたいこと」を実現し、当事者同士だからこそ分かり合い、支え合える。それを実感できる場で

あればうれしい。 

・里親サロンは里親が主役であり、事務局はあくまで、聞き役として参加。気軽に何でも話せる場

づくり（お茶、お菓子、昼食を食べながら）に配慮している。交流会で立ち直れた里親さん達に

里親サロンアンケート調査結果
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常に感謝され、やりがいを感じている。 

・事務局も含め、研修中の人や地域に呼びかけて、サロンと交流できる方法も考えたい。例えば、

里親サロン、よびかけ隊組結成！みたいに広報する。参加者を募る。 

・里母サロンをきっかけに、横のつながりができて、日頃から連絡をとり合ったりされることもあ

るので、継続的に実施し、輪を広げていきたい。 

・里親全般について、家庭センター（児童相談所）の働きが十分でないように思う。子どもたちや

里親の立場になって、もう少し働いて下さったらと感じる。 

・里親サロンについて、いろいろ工夫していきたいと思う。 

・何をどうやっていけばいいのか？まだまだこれから。とりあえずは里親さんが気楽に集まる場

所・時間として開催していこうと思う。困ったことを話して聞いてもらって気が楽になるという

のもいいが、具体的にどうしたらいいのか、コミュニケーション力をつける場所にできるといい

と思う。 

・里親支援専門相談員の参加はとても参考になる。 

・里親同士だからこその、悩みや情報交換が気軽にできることが、喜ばれる。 

・里親の参加が多い時は当日グループ分けをする、未委託里親についても対象とするなど、現在検

討中。 

・どうしても出席する方は固定しがちであるが、そのときにより新たに来てくれる方もいて、毎回

違う観点で話し合いができている。 

・里親会に入会しない里親がいる。会員以外の人が参加しずらい。だれでも参加して頂けるサロン

にしたいとは思うが。 

・児童相談所が里親サロンを運営し、里親はお客様的な存在になっている。月ごとに担当里親を決

める等、自主的な活動となるよう、役員を中心に運営のあり方を考えていく。 

・私のいる地域は里親や里子に対しての認知度が低く、そのため、里子がイヤな思いをしたり、ス

トレスを感じることがある。子どもは何も悪いことをしていないのに、何か特別な目で見られた

り、差別されたりする。社会全体であたたかく、やさしいまなざしを向けて見守ってもらいたい。

そのための広報活動や支援者を募集することなど個人ではできない事を仲間や支援者とやって

いきたい。１）毎月の定期的なサロン活動、２）年に 2、3 回の自主研修会、３）年に 1 度また

は2年に1度くらいの広報的なイベントをやっていきたいと思う。 

・里親、里子の交流の場として、とても良いと思う。 

・サロンへの継続参加から、個人的なつながりになり、里親の孤立を防げるようになる。里親子が

知り合いになることから、レスパイト等へと繋げる。 

・サロンは里親が孤立しないために必要なもの。当会も初めのころは少人数だったようだが、徐々

に人数も増え、すっかり定着している。当時の会の地道な働きのおかげだと思う。 

・サロンがきっかけになり、里親子同士の交流が広がっている。委託後の里親子の姿から学ぶこと

が多く、励みになっている。 

・里親サロンで話し合われた問題点等を児相に聞くのだが、責任ある解答がないことが多いので、

これからの課題である。 

・サロン担当者がいなくても、サロンを開催してもらえるシステムが欲しい。サロン担当者自身も
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里親として日々大変なのに、自分のことを話すことがあまりできないし、開催する度に手間もか

かる。 

・サロンは、里親会が力を入れたことにより充実してきた。更なる工夫が必要な時機にきている。

また、孤立化を防ぐためにも、出てこない里親への働きかけを考えなくてはならない。サロンは

重要であるが、一時的な心の拠り所でしかない。問題解決のための対策が必要。 

・私達のサロンでは、どのサロンでも、児相の職員、家庭養育支援センター（施設による里親支援

の機関）の職員も参加している。お互いできるだけ、本音で話をしている。それが大切だと思っ

ている。 

・サロンは里親に必要不可欠な場だと思う。反面、一部の発言に動揺してしまう里親がいることも

事実。自由な発言ができる雰囲気を守りつつ、ファシリテーター的な存在が、サロンをコントロ

ールすることが必要だと思う。 

・里親サロンは里親にとって、とても大切な場所である。児相主催のサロンは託児があり、里母が

なんでも言い合えるサロンになっている。里親会主催のサロンは親子で参加してもらい、育児経

験者の里親会のメンバーが子どもの様子、親の子に対する接し方について、相談にのっている。

ただ、楽しい会なので仲良くもなるが、守秘義務については、毎回ルールとして確認しあってい

きたいと思う。 

・孤立化しないように、お互いの繋がりをつくることが重要と思う。 

・里親会会員の意見としては、サロンがあることにより、疑問や悩みを話せたり、養育に関する共

通認識を持つことができた等、非常に有意義な機会であると考えている。 

・対象ごとの複数のサロンがあれば、参加人数も増えるかもしれないが、開催するのが大変。 

・新しく里親になって養育が始めると、子どもの言動に戸惑ったり、生活の変化などで悩んだりす

ることがあるが、先輩の子育ての体験を聞くことによって、安堵したり、対処の仕方を学べたり

と、サロンが終わって帰宅される頃には、どなたも笑顔になっておられる。 

・未委託の里親さんにもサロンに足を運んでもらえるように、いろいろな勉強会を開催したり、気

軽なお茶会なども開催できればと考えている。 

・里親サロンは息抜きの場として、とても必要。また、学校等の情報交換など、ためになっている。

今後は里親さんが子育てのある意味プロとして、地域の子育て中のお母さん方の悩みに答え、子

育てのモデルになれるようにし、サロンが地域社会の拠り所になればいいと考える。 

・1 人でも多くの里親が関心を持って、参加されることを望む。特に議題を設定すると参加が少な

くなる。 

・将来は里親サロンを開設したいと考えている（現在は開設していない）。 

・孤立しない養育をするためにも、里親委託をされた方は（養子縁組をされた方も含め）、全員里

親会に入会してサロンにできるだけ参加するように、行政側も協力してほしい。里親会に入会さ

れていない委託里親さんもいる。 

・里親同士、里子のことで話ができて、コミュニケーションができる。 

・サロン会行事に少し予算を付けていただければ、個人負担が少なくてすむと思うが、県に言って

も、聞いてくれなかった。里親サロンは自主的なものらしい！！ 

里親サロンアンケート調査結果
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「里親サロン」アンケート 

 

この調査は都道府県・政令指定都市・児童相談所設置市の里親会の支部を対象としています。回答は原則とし

て支部長にお願いします。ただし、支部がない場合は、都道府県・政令指定都市・児童相談所設置市の里親会

での回答をお願いします。貴支部・地区名と記入者名、電話番号を教えてください。 

・支部・地区名（                                 ） 

・記入者（                                    ） 

・電話（                                     ） 

 

１） 支部・地区の登録里親数、会員数に○を付けてください（平成 25 年 3 月末現在）。 

・登録里親数  ①10 人以下、 ②11～20 人、 ③21～30 人、④31～40 人、⑤41～50 人、⑥51～60 人 

          ⑦61～70 人⑧71 人以上 

・会員数（委託里親）  ①10 人以下、 ②11～20 人、 ③21～30 人、④31～40 人、⑤41～50 人、 

⑥51～60 人、⑦61～70 人 ⑧71 人以上 

・会員数（未委託里親）  ①10 人以下、 ②11～20 人、 ③21～30 人、④31～40 人、⑤41～50 人、 

⑥51～60 人、⑦61～70 人 ⑧71 人以上 

 

２） 貴支部・地区では「里親サロン」を開いていますか。当てはまる番号に○を付けてください。 

① 開いている、②開いていない、③他の機関が開いている 

※②とお答えいただいた方は２４）に、③とお答えいただいた方は２５）に移ってください。 

 

３） ２）の「里親サロン」は主にどこが主催していますか。複数の主催者がサロンを開いている場合は、参加者

の多い代表的なサロンを開いている主催者を１つ、選んでください。 

① 支部・地区、②都道府県（市）の里親会、③児童相談所、④里親有志、⑤都道府県主管課、⑥施設、 

⑦その他（                              ） 

 

４） ３）の「里親サロン」は誰を対象としていますか。対象者ごとに複数のサロンがある場合は、参加者の多い

代表的なサロン１つを選んでください。 

   ①養育里親 、②養子縁組里親、③乳幼児を養育している里親、④学童の子どもを養育している里親、 

   ⑤高齢児を養育している里親、⑥特に対象は設けていない、⑦その他（                     ） 

 

５） 国の制度として里親支援機関事業がありますが、４）の「里親サロン」は、それを利用した「里親サロン」です

か。当てはまる番号に○を付けてください。 

①里親支援機関事業でやっている、②里親支援機関事業ではやっていない 

 

６） ４）の「里親サロン」は主にどこを会場として、開かれていますか。当てはまる番号に○を付けてください。

（複数回答可） 

①児童相談所、②社会福祉協議会、③他の公共施設、④参加者の自宅、⑤児童家庭支援センター、 

⑥その他（ファミレスや喫茶店など具体的にお書きください：                      ） 

 

以下、7）～２１）の質問については、４）のサロンについて、ご回答ください。 

 

７）「里親サロン」はどのくらいの頻度で開かれていますか。当てはまる番号に○を付けてください。 

①月に 2 回以上、 ②月に 1 回程度、③2 カ月に 1 回程度、④3 カ月に 1 回程度、⑤年に 1～2 回程度 

里親サロンアンケート調査票原本
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８）「里親サロン」の参加者はどのくらいですか。過去 1 年間の平均値でお答えください。当てはまる番号に○を

付けてください。 

①4 人以内、②5～7 人程度、③8～10 人程度、④11～15 人程度、⑤16 人以上 

 

９）過去１年間の「里親サロン」の参加者について教えてください。当てはまる番号に○を付けてください。（複数

回答可） 

①養育中の里親、②未委託の里親、③里親希望者、④児童相談所の職員、⑤里親支援専門相談員、⑥児

童家庭支援センター職員、⑦都道府県（市）主管課の職員、⑧その他（学生、市町村職員など具体的にお書

きください：                                 ） 

 

１０）「里親サロン」にはファシリテーター（進行役）のような方はいますか。当てはまる番号に○を付けてください。 

①いる、②いない 

 

１１）１０）で①とした場合、その方はどんな方ですか。当てはまる番号に○を付けてください。（複数回答可） 

①支部長、②支部の里親サロン担当者、③児童相談所の職員、④その時に応じて決める、⑤里親支援専

門相談員、⑥都道府県（市）主管課の職員、⑦その他（                 ） 

 

１２）「里親サロン」のルールを決めてやっていますか。当てはまる番号に○を付けてください。（複数回答可） 

①話し合われたことは他言しない、②一人で長く話さない、③人の話はよく聞く、④人の発言を否定しない、

⑤肯定的に聞く、⑥会員以外参加できない、⑦宗教や取引などの勧誘をしない、⑧他人を中傷するような

発言をしない、⑨特にルールは決めていない、⑩その他（                           ） 

 

１３）「里親サロン」では、テーマを決めていますか。当てはまる番号に○を付けてください。 

①自由な話し合い、②テーマを決めての話し合い、③決められたテーマをはじめに話し、その後自由に話

す、④テーマを決めるときと自由に話すときの両方がある、⑤その他（                    ） 

   

１４）「里親サロン」の開催はどのような時間帯で行われていますか。当てはまる番号に○を付けてください。 

①平日の午前、②平日の午後、③平日の夜、④土日の午前、⑤土日の午後、⑥土日の夜、 

⑦その他（                                           ） 

 

１５）「里親サロン」は何時間位開催されますか。当てはまる番号に○を付けてください。 

①2 時間以内、②2 時間以上、③その時によって異なる、④その他（                     ） 

 

１６）「里親サロン」では主にどんな内容が話し合われますか。多いと思われるものを３つ選んで○を付けてください。 

①子どもの学校など教育について、②子どもの発達について、③子どもの非行について、 

④子どもの自立について、⑤子どもとの暮らしについて、⑥委託について、⑦里親会の運営について、 

⑧里親支援のあり方について、⑨その他（                                     ） 

   

１７）「里親サロン」は他の行事とセットにして行われますか。当てはまる番号に○を付けてください。 

（複数回答可） 

①単独で行う、②研修会とセットで行う、③総会とセットで行う、④その他（                  ） 

 

１８）「里親サロン」開催については、託児がありますか。当てはまる番号に○を付けてください。 

①ある、②ない、③その時による 
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１９）「里親サロン」の開催で困っていることはありますか。当てはまる番号に○を付けてください。（複数回答可） 

①参加者が少ない、②参加者が多すぎる、③参加者がいつも同じ、④自由に話し合える環境にない、⑤適当

な会場がない、⑥遠くからの参加が望めない、⑦進行がうまくいかない、⑧開催日時が合わない、⑨予算が

少ない、⑩上記のことも含めて自由にお書きください。 

（                                                                 ） 

 

２０）「里親サロン」がうまくいかなかったご経験がありましたら、お書きください。 

                                                          

 

 

 

２１）「里親サロン」の運営で工夫したことや、よいと思われることをお書きください。 

 

 

 

 

                                                       

 

２２） ４）の代表的なサロンの他にも、対象別のサロンがあれば○を付けてください。（複数回答可） 

    ①養育里親 、②養子縁組里親、③乳幼児を養育している里親、④学童の子どもを養育している里親、 

    ⑤高齢児を養育している里親、⑥特に対象は設けていない、⑦その他（                   ） 

 

２３）どんな「里親サロン」があったらいいと思いますか。当てはまる番号に○を付けてください。 

（複数回答可） 

①養子縁組希望の里親、②親族里親、③専門里親、④未委託里親、⑤里母、⑥里父、⑦乳幼児を養育し

ている里親、⑧学童の子どもを養育している里親、⑨高齢児を養育している里親、⑩その他（被虐待児を

養育している里親など具体的にお書きください（                                   ） 

 

２４）「里親サロン」を開いていない支部（里親会）にお聞きします。開いていない理由は何ですか。当てはまる番

号に○を付けてください。 

①開く必要を感じていない、②事業が予算化されていない、③活動が十分でないため、④主催者になる人

がいない、⑤その他（                                                ） 

 

２５）どういう機関が「里親サロン」を開いていますか。また、その「里親サロン」の特徴、課題をお書きください。 

   ・機関名（                                    ） 

   ・特徴や課題（                                                    ） 

 

２６）最後に、「里親サロン」についてどんなことでも結構ですので、自由にお書きください。 

                                                                  

 

 

   

  

            ――ご回答をいただきありがとうございました。 



197

里親会会長      
里親会支部長  
 
 

全国里親委託等推進委員会よりアンケート調査のお願い 
 
里親制度の充実促進に関しましては、平素より格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 
さて、平成 24 年度より、全国里親会では、厚生労働省が発出した里親委託ガイドラインに基づき

「全国里親委託等推進委員会」を設置し、里親委託等の推進のための調査研究を行っております。 
今年度は、その一環として「里親サロンに関するアンケート調査」を実施することとしておりま

す。この調査は都道府県・政令指定都市・児童相談所設置市の里親会の支部を対象としています。

回答は原則として支部長にお願いします。ただし、支部がない場合は、都道府県・政令指定都市・

児童相談所設置市の里親会での回答をお願いいたします。 

アンケートの調査結果は、全国里親委託等推進委員会において調査報告書として作成し、全国の

里親会及び児童相談所等に配布し、里親サロンの運営等の参考に資することとする予定です。 
お忙しいなか、誠に恐縮ですが、アンケートへのご協力をお願いいたします。この調査は地域の

里親会の支部・地区（支部・地区を里親会と呼んでいる場合もある）を対象としています。支部の

ない里親会については里親会を調査の対象としています。また回答は原則として支部長にお願いし

ています。 
自由記述欄のご意見や課題等につきましては、個々の里親会が特定されないよう編集加工した上

で、報告書に掲載させていただく場合がございますので、ご了承ください。 
 
なお、アンケート用紙にご回答の上、7 月 19 日までにＦＡＸにて全国里親会宛てに返送お願いい

たします。お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。 
 

回答締め切り      7 月 19 日 （金） 

    

全国里親会 ＦＡＸ   03-3404-2034 

 
                   平成 25 年７月 9 日 全国里親委託等推進委員会 
                             委員長 星野 崇 
 
         

 公益財団法人全国里親会内 
全国里親委託等推進委員会事務局 
住所：港区赤坂 9-1-7-857 
電話：03-3404-2024 
Fax：03-3404-2034 
Email：info@zensato.or.jp 
 

各位 

里親サロンアンケート調査の依頼状
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                  おわりに 

 
平成 26 年 2 月 24 日に開催された全国里親委託等推進委員会では、平成 24 年度に作

成した『里親等委託率アップの取り組み報告書』『里親ファミリーホーム養育指針ハン

ドブック』の活用について、各委員から発表がありました。報告書については、地域の

里親会や里親委託等推進委員会で紹介されたり、ハンドブックをサロンで読み合せに利

用したり、ディスカッションのための材料にするなど積極的な活用がなされており、当

委員会の目指す里親支援機関のいわば全国センター的な役割といった設置意義が全国

に浸透してきていると感じています。 
本報告書の「第 1 部 里親支援専門相談員及び里親支援機関の活動」では、里親支援

の活動、成果や課題、里親支援の方向性を決める検討会のプロセスの紹介など、盛りだ

くさんな内容となりました。巻頭の「グループインタビュー」では、４施設（それぞれ

異なる里親支援の歴史や背景の地域で活動し、異なる特色を持つ）の里親支援専門相談

員から率直な発言をいただき、具体的な活動や共通する課題、その対応等のヒントをい

ただくことができました（グループインタビューから読んでいただければ、参照ページ

も付してありますので、本報告書を読んでいただくためのきっかけになるように工夫し

ました）。その他、様々な先駆的取り組みや創意工夫を紹介できたことは、取材させて

いただいた自治体や施設、里親支援機関のご協力によるところが大きく、お礼申し上げ

ます。「第 2 部 里親サロン活動に関する調査報告」では、実際の活動の課題や工夫を

自由記述形式で集めることで、大変具体的な示唆を得ることができたと考えております。

ご協力いただいた里親会の支部・地区の方に感謝いたします。 
委員会としては、本報告書の内容の普及や活用に取り組んで参りますが、本報告書を

手に取っていただいた方にも、少しでもご活用いただけることを願うとともに、本報告

書が、里親等の活動の支えや、子どもたちの幸せに貢献できることを願っています。 
 





 

 

  
      里親支援専門相談員及び里親支援機関の活動、 

里親サロン活動に関する調査報告 

 
平成 26 年 2 月 

全国里親委託等推進委員会 
 

〒107-0052 東京都港区赤坂 9-1-7-857 
公益財団法人 全国里親会内  

全国里親委託等推進委員会事務局 
TEL:  03-3404-2024 
FAX:  03-3404-2034 




