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全国里親委託等推進委員会

はじめに
全国里親委託等推進委員会は、今年度で３年目を迎えました。平成 24 年度には、
「里親委託率
アップの取り組み」として、福岡市と大分県の取り組みを調査し、さらに「里親・ファミリーホー
ム養育指針ハンドブック」を作成しました。平成 25 年度には、
「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書」を作成しました。これを受けて、今年度に
おいても調査研究を行い、全国の自治体、児童相談所、里親支援機関等、里親支援専門相談員お
よび里親会のために参考となる報告書を作成することを目的とし、４つの報告書を作成しました。
１つめは、
「里親サロン運営マニュアル」です。平成 25 年度調査の里親サロン実態調査をもと
に作成しました。里親サロンの運営にあたって配慮することなどを読みやすい言葉で丁寧に書い
ています。「里親サロンとは」
、
「サロンの目的」
、
「参加対象者」
、
「開催時期」
、
「場所」
、
「進行」
、
「ルー
ル」、「人数」
、「話しやすい環境作り」や「話の内容」について、詳しく説明しています。また里
親サロンについて、よくある質問を「Q&A」形式でまとめました。
２つめは、
「里親研修で演習を行うファシリテーターのために」です。里親研修で演習を行う
ファシリテーターの参考となるように作成しました。ファシリテーターの「意義・目的」
、
「配慮
するべきこと」、グループ演習の「意義」
、
「目的と目標」、
「ルール」
、
「方法」
、
「評価」などにつ
いてまとめています。また、グループ演習で里親研修を行っている 10 の研修を見学調査した結
果をまとめ、さまざまなタイプの研修を掲載しました。さらに，実際にグループ演習をする際に
使用できるテキストを４つ作成しました。テキストは平成 24 年度作成の「里親・ファミリーホー
ム養育指針ハンドブック」を参考にしています。
３つめは、
「委託推進のための基盤づくりの先進的な取り組み」です。里親委託推進のための
基盤づくりとは何か、という観点から、２つの民間里親支援機関に訪問調査を行った結果をまと
めています。今回の調査における２つの機関の共通点とは、里親になる前（申請前、認定前）か
ら里親希望者と一貫した関わりをもち、その後の支援を継続して行っている点でした。２つの機
関の取り組みについて具体的に紹介することで、各地域の委託推進のための基盤づくりの参考と
なるよう配慮しました。
４つめは、
「里親リクルートに関する調査」です。来年度の調査に対する予備調査として実施
しています。調査対象は、児童相談所および民間里親支援機関等で、平成 25 年度における新規
里親登録数、各機関での里親リクルート取り組みについて、質問紙調査を行いました。回収率は、
児童相談所が 90％（児童相談所支所・分所を含む）
、民間里親支援機関等は 86％でした。本調
査においては，「里親リクルート」の用語の示している領域を「新規の養育里親を募集・開拓し，
登録につなげていくまでの段階の各関係機関の取り組み」としています。結果は、新規里親登録
者は 40 代から 50 代が多く、また、里親業務の担当者は、経験年数が短く、担当者の人数が少な
い中で取り組んでおり、リクルートの方法に何らかの強化・充実策が必要と感じていることがわ
かりました。今後この結果に基づき、本調査を行います。
それぞれの調査にあたっては、各地の里親支援機関等、児童相談所、里親会に多大なご協力、
ご尽力をいただきました。関わってくださったすべての方々に心よりお礼を申し上げます。あり
がとうございました。
平成 27 年３月

全国里親委託等推進委員会
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里親サロン
運営マニュアル
●はじめに
各地の里親会の、主に支部を単位に里親サロンが開かれています。里親サロンの開催についてはさ
まざまな取り組みがみられますが、マニュアルのようなものがあったらいいのではないか、との声が
あります。そこで、平成 25 年度に全国里親委託等推進委員会が行った里親サロンの実態調査を元に、
運営マニュアルを作ることにしました。マニュアルと言えば“このようにしなさい”といったものを
イメージされるかと思いますが、提案やアドバイス程度のものとお考えください。里親サロンが里親
家庭と子どもにとって実りの多いものであってほしいと願いながら作成しました。

里親サロンとは
里親サロンは、以前から一部で取り組みがみられましたが、平成 16 年 4 月 28 日に厚生労働省か
ら通知された「里親養育相互援助事業」の通称名として里親会の間に広く普及したものです。
現在では、平成 20 年 4 月 1 日に厚生労働省から通知された
「里親支援機関事業の実施について」
（雇
児発第 0401011 号）の（４）の③に「里親等による相互交流」として次のように書かれています。
「ア

相互交流は定期的に実施するものとし、必要に応じて児童福祉司、児童福祉司経験者、児童

指導員、里親経験者などに参加を求めるものとすること。イ

相互交流の実施にあたっては、里親等

が主体となって企画するものとし、必要に応じて児童相談所の担当児童福祉司と連携を取りながら支
援にあたるものとする」
。そして、④には「ア

上記に掲げる事業内容を円滑に実施するため、地区

里親会と連携を図り、里親等の実態把握や里親等相互の交流の推進等に努めること。イ
り養子縁組が成立した者に対しても相談等必要に応じて支援を行うこと。ウ

当事業によ

その他、里親委託等を

推進するために資する事業を必要に応じて実施すること」とあります。
しかし、この制度を活用している里親サロンは、平成 25 年度に行った調査では全体の 35.0％に
とどまりました。多くの里親サロンは、国や地方自治体の予算措置を受けずに、地域の里親会が中心
となって取り組んでいるようです。そのため、
「里親サロン」と呼びながらも内容はさまざまです。
たとえば講師を招いて行う研修会のようなもの、里親希望者に対する説明会のようなもの、親睦を目
的としたものなどです。
ここでは里親が中心となって行う養育体験を共有する話し合いや交流をイメージして里親サロンと
呼ぶことにします。
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目

的

里親の行う養育は、家庭というもっとも私的な環境に子どもを迎え入れて行いますが、同時に、迎
え入れる子どもは子どもの福祉を目的として児童福祉法に基づき保護されているわけですから公的な
役割を担っています。公的な役割を担いながら私的な環境で子どもの養育を行うことで、単純には割
り切れないさまざまな悩みが発生します。愛着や絆、真実告知なども里親養育特有のものと言えるで
しょう。支援者や専門家だから客観的な立場でアドバイスできることもありますが、同じ里親だから
分かりあえる、共感できるということもあります。

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

里親サロンは、主に養育中の里親が集まって、日々の養育の悩みなどを話し合うことで、課題解決
をはかります。必ずしも解決とはならなくとも、仲間に相談することで気持ちが楽になるものです。
同じ立場の人が互いに相談することをピア・サポート、ピア・カウンセリングと言います。傾聴を重
視したピア・リスニングといった手法もあります。
里親という、同じ立場の人が共に相談し合うのですから、専門家でなければ解決しないような内容
の話が行われた場合は本人の了解をもらい、専門家に相談するか、あるいは本人に相談するように伝
える必要があります。里親サロンですべての悩みが解決できるとは考えないでください。里親サロン
の本来の目的は同じ立場の人たちが、経験をもとにして、共に信頼し、心を開いて相談し合う場なの

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

で、あまり欲張らないことも大事です。しかし、参加者のなかには、何度悩みを話しても解決に至ら
ないので参加したくない、という意見もあります。里親サロンの難しいところです。
児童福祉司や里親支援専門相談員が里親サロンに加わることもありますが、当事者同士が話し合う
場として尊重し、必要な場合のみアドバイスするようにしてください。
ただし、里親希望者や学生なども加わる里親サロンではこうした目的での里親サロンにならない場
合もあるでしょう。里親を新規に開拓するための里親サロン、支援者が参加してどのような里親養育
をしているのか知りたい場合の里親サロンなどもあり、サロンの性格を理解して話し合うことが大事
です。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

主

催

多くは地域の里親会の支部が主催者となって開催していますが、児童相談所や里親支援機関が主催
者となる場合もあります。この場合でも主役は里親であり、里親がお客様扱いにならないよう注意し
てください。

参加対象者
参加対象者としては里親が中心になり、オブザーバーとして児童相談所の里親担当職員、里親支援
専門相談員などが入る場合もあります。
ひと口に里親と言っても、未委託里親と養育中の里親、養育中の里親でも子どもの発達段階の違い、
障がいを持っている子どもの場合、また養育里親と養子縁組を希望する里親などで話す内容が違って
きます。それぞれの立場を尊重して行う必要があります。あらかじめテーマを決めて、分かれて開催
する場合もあります。
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開催時期・曜日・時間
①

開催時期
月 1 回開催しているところ、3 カ月に 1 回開催しているところなど、さまざまですが、年間予
定を立ててあらかじめ告知をしておく必要があります。できるだけ多くの里親が参加できるよう、
事前にアンケートを取ってニーズを調べておくこともお勧めします。

②

曜日や時間
できるだけ里親の集まりやすい曜日や時間に開催します。平日、子どもが幼稚園や学校に行って
いる時間帯に開催することが多いようです。近年、共働きの里親や単身で就労されている里親も増
えています。①でふれた事前アンケートで対象者の声を聞いて、曜日や時間帯を決めるとよいで
しょう。
一般的には平日の 10 時から 12 時くらいでしょうか。その時間帯に参加できない里親のために、
土曜日や日曜日、あるいは夕方の開催など工夫をしてみてください。

開催場所
開催場所として多いのは最寄りの児童相談所です。他には社会福祉協議会など公共施設を利用する
ことが多いようです。養育についての相談や悩みなどが話し合われますので、静かな、集中できると
ころ、できれば個室で行うのがよいでしょう。
後述しますが、里親には守秘義務が課せられている情報があります。話の内容が他の人の耳に入る
ようなファミリーレストランや喫茶店などは里親サロンの場所としてはふさわしくありません。
また広域から里親が参加する場合は、1 カ所で毎回開催するのではなく、誰もが参加しやすいよう
場所を移動するなどの配慮もほしいところです。

進

行

里親サロンは、一般の会議とは異なり、何事かを決めたり結論を急ぐようなものではありません。
話し合いのプロセスが大事になります。その意味では、進行を担当する人はファシリテーター（支援
する人、見守り役）であってほしいものです。
ファシリテーターはグループのプロセスを信頼し、
グループの相互作用を促進する役割を担います。
ある参加者から悩みが話されたら、それをみんなで共有し共感し、グループがそこから発見や気づき、
納得をもたらすように働きかけます。場合によっては対立した意見が出ることもあるでしょうが、意
見を戦わせる場ではないことをファシリテーターは参加者に理解してもらいます。
ファシリテーターは、
参加者の発言内容だけでなく、
表情や感情の高ぶりなどにも注意を払いましょ
う。しかし、それを意図的に操作するのでなく、見守り、力になりたい思いを伝えながら、グループ
の相互作用に期待していきます。
ファシリテーターは、時間の配分などに関心を持っておくことも大事です。全員が気持ちよく話せ
るよう、公平な機会を提供します。参加者の中には発言をしないで黙っている人もいます。黙って聞
いていることも参加者の自由ではあるのですが、そうした人でもぜひ言いたいことがある、だけど気
4
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後れしている、というだけかも知れません。発言を強要するのでなく、参加者から出た意見について
どう思うか、順番に聞いてみたりしてさりげなく発言を促してみるとよいでしょう。
ファシリテーターは時間の管理もしなければなりませんが、慣れないとてきぱきと進めがちです。
参加者それぞれの時間感覚は異なっていて、十分に待ってあげる進行が大事です。また、明るく元気
のよい進行では、表面的な発言で終わってしまいます。話すのが苦しい悩み事でも、よく話してくれ
たという気持ちで受け止められる進行が必要です。
時間の管理ということでは、ほとんど時間がなくなった最後の方に重要な話で場が盛り上がったり
します。その辺の采配も難しいところです。

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

話しやすい環境作り
特定の人が一方的に話すのであれば学校の教室のような机と椅子の配置が望ましいのですが、里親
サロンはそれぞれが話し、それぞれが聞く場ですから、お互いの顔が見られるよう丸く囲むような配
置が望ましいといえます。メモが取りやすいという意味では机があった方がいいのですが、椅子だけ
で丸くなる方法もあります。

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

ルールと進行
里親サロンの進行はファシリテーターによって行われますが、開催にあたって、まずルールを確認
しておきましょう。一般的なルールとしては、
◦話し合われたことは他言しないようにしましょう。
◦特定の人が長く話さないようにしましょう。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

◦人の話を否定しない（肯定的に聞く）ようにしましょう。
◦他人を中傷するような発言はしないようにしましょう。
◦宗教や取引の勧誘をしないこと。
などでしょう。
他にも終了時間や託児のことなど確認すべきことがあったら最初に話しておきます。
里親には、里子や実親に関することについて「里親が行う養育に関する最低基準」によって守秘義
務が課せられています。
里親サロンではそれらを解除して話し合うことになります。
里親のプライベー
トなことも話題にあがることでしょう。それだけに、
その場が安心と信頼の場でなければなりません。
少なくとも、この場で話し合われたことが外部に知られることのないよう出席者に確認を取ることが
大事です。近年ありがちなのはブログやメールでの不用意な書き込みです。個人的なメールであって
も、どのようにそれが外部に伝わっていくか分かりません。気をつけましょう。
また、
「特定の人が長く話さないようにしましょう」と書きましたが、その話が重要であったり、
参加者にとって関心を寄せる共通のテーマを含んでいる場合など、長く話すことが必要な場合ももち
ろんあります。ファシリテーターの判断が必要なところでしょう。
あきらかにその人の愚痴と思われる内容の話を聞くこともあります。愚痴を聞いてもらうのは当人
にとっては大事なことでしょうが、愚痴ばかりで参加するのが嫌になるという里親もいます。愚痴を
聞いてあげられるだけの、参加者にキャパシティがあるかどうかの判断もファシリテーターに求めら
れています。
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ルールを確認した後、それぞれ参加者が自己紹介を行い、近況を出席者でシェアします。その上で、
自由に話題を提供し、話し合います。自己紹介の段階で養育に関する悩みなどを話し始めることがあ
ります。その場合は、自己紹介にとどめてもらって、参加者の自己紹介が終わってから時間をとるよ
うにしましょう。自己紹介の段階で、
「ぜひ話したいこと」などを聞いておいたり、この話は里親サ
ロンの話題として取り上げた方がいいなど、ファシリテーターは判断をします。
なお、里親サロンの議事録を作成して行政に報告したいがどのように書いたらよいか、といった質
問を受けることがあります。開催の日時・場所や参加者数などを記入して報告することになるでしょ
うが、そこで語られたことなどは議事録にはとどめないようにしましょう。

話の内容
一般には、
◦子どもの発達のこと
◦養育上のこと
◦学校生活のこと
などの話ですが、時には家庭生活や実子との折り合いなど、養育にとどまらず話が広がることでしょ
う。
多くは、養育について悩んでいることが話題になりますが、それには共感的に耳を傾け、他の出席
者が参考になる体験をしていたらそれについて発言を促します。そうした場合、先輩里親の出席はあ
りがたいものですが、
独善的であったり上から目線の発言になりやすいものですので注意しましょう。
たんなる愚痴のような話になることもあると思いますが、可能な限り共感的に聞くようにしたいもの
です。
場合によっては行政や児童相談所への不満が話題になることもあると思われます。
“この話題は話
してはいけない”など制限を設けるのではなく、できるだけ自由な発言の場にすることが大事です。
しかし他の里親、
里子を批判するような場になるのは避けなければなりません。
ここでもファシリテー
ターの能力が問われるところです。
当然のことながら里親サロンでは解決しないような問題・課題も出るでしょう。ファシリテーター
は里親サロンの終了時にそれらを確認し、課題の解決へのアドバイスをします。

里親サロンの人数
里親サロンの規模ですが、余り参加者が少なくても話題に広がりが出ませんし、参加者が多すぎる
と十分な時間を取ることができず、不満を抱いてしまうこともあります。開催時間にもよりますが
10 人前後が望ましいでしょう。
参加者が多い場合には、未委託里親、養育中の里親、あるいは委託されている子どもの成長・発達
に応じた年代（乳児、幼児、学童、思春期）など、共通したテーマごとにグループ分けして行うこと
も考えられます。逆に参加者が少ない場合には、話題を広げたり掘り下げたりして、話し合われた内
容を多方面から検討してみましょう。
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里親サロンの終了
里親サロンの終了にあたっては、
“ここで話したことはこの場限りにして外部で話すことがないよ
うに”と再び確認をとります。また話しづらいことを、勇気をもって話していただいた里親にはねぎ
らいの言葉をかけます。
話に出たことで、さらに課題解決を行わなければならないことを整理して、それを話してくれた当
人が行うべきか、里親会など主催者が対応した方がよいか話しあいます。この場合、当人の了解を得
ないままファシリテーターや参加者が勝手に課題解決に動くことのないようにしましょう。話してく

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

れた人にすれば“ここだけの話にとどめるという条件だから話したのに”と裏切られたような気持ち
になるものです。

Ｑ＆Ａコーナー
里親サロンの開催にあたって、こうした時にどうすればよいのだろう、と悩むこともあるか
と思います。そうした事例を紹介し、アドバイスしようと思います。しかしこのアドバイス

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

がすべて正しいとは限りません。参考にしていただければ幸いです。

＜参加者が減り自然消滅した＞――――――――――――――――――――――――――
◇里親サロンを計画しても参加する里親がいないため自然消滅してしまいました。どうしたら再開で
きるでしょうか。
◆里親サロンへの参加が少なくなり結果的に自然消滅したという話はよく聞きます。里親サロン担当
者を決めて、参加者が見込めなくても待機していること。必ず待っていてくれるとなれば、行って

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

みようかなという気になってくれる里親が出てくるものです。気長な取り組みが必要でしょう。も
ちろん、なぜ参加がないのか、原因を確かめることも必要です。

＜参加者がいつも同じ＞―――――――――――――――――――――――――――――
◇参加者がいつも同じメンバーになってしまいます。新しい参加者を募るにはどうしたらいいでしょ
うか。
◆親しい里親だけの排他的な里親サロンになっていないか振り返ってみましょう。
“どうせ来ないの
だから”と考えずに、開催の度に全員に声をかけることも大事です。これまで参加したことのない
里親に参加してもらうためには、テーマを決めて里親サロンを開催するとか、前半は研修会にして
後半里親サロンにするなどの工夫も効果的です。

＜参加者が少ない＞―――――――――――――――――――――――――――――――
◇参加者がいつも 3 人程度で話が盛り上がりません。参加者を増やすにはどうしたらいいでしょうか。
◆十分な開催告知がなされているか、開催の場所や時間帯など、なぜ参加者が少ないか理由を探って
みる必要があります。また、里親サロンに出席してよかったことなどを参加者から聞いて、開催の
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お知らせなどに載せるのも効果があるでしょう。
しかし参加者が少なければ少ないなりの、深い話し合いも可能であり、ファシリテーターの能力
による部分もあるでしょう。マニュアルにも書きましたが、
一つの話題を総合的に検討してみたり、
掘り下げてみたりすることによって、多角的な検討ができます。
参加者を増やすには、里親がぜひ話し合ってみたいテーマを設定することです。たとえば子ども
の発達段階にあった養育方法など。テーマを決めて里親サロンを行う場合は、そのテーマだけでな
く、それ以外の話し合いもできるような時間を後半にもつとよいでしょう。

＜参加者が多すぎる＞――――――――――――――――――――――――――――――
◇開催したら予定よりも参加者が多く、十分な時間を取ることができなくなってしまいました。どう
したらいいでしょうか。
◆あらかじめ参加申し込みをいただいていても、
予定外に参加者が多くなってしまうこともあります。
そうした場合は話し合いたいテーマを募って、グループ分けをすることも一案です。可能であれば
時間の延長を検討するのもよいかも知れません。グループ分けする場合でも、自己紹介（子どもの
養育状況なども）は参加者全員で行い、参加者全体をそれぞれの参加者が把握できるようにしてお
きます。

＜託児・子どもとの参加について＞――――――――――――――――――――――――
◇託児があれば参加しやすいのですが予算がないとの理由で託児を行うことができません。
◆里親サロンの開催はとくに多額の予算を必要とはしませんが、託児には確かに経費がかかります。
国は里親サロンを事業として認めているわけですから、ぜひ地方自治体に要望して予算を付けても
らうようことを求めてみましょう。また託児についてはボランティアの人にお願いする方法もある
かも知れません。
里親サロンに託児があることで、ひと時ではありますが養育から手を離せるので、それを目的に
参加する里親もいるほどです。また、里親サロンの開催にあわせて子どものプログラムを行うこと
で、子どもたちに好評を得ている里親サロンもあります。また、この機会を利用して、子どもの発
達状況などを、児童相談所職員が検査するところもあります。
託児ができず、乳幼児などを連れて里親サロンに参加する里親がいる場合には、畳やじゅうたん
の敷いてある部屋で行うか、またはソファがあると落ち着けます。

＜本音の言えない環境＞―――――――――――――――――――――――――――――
◇児童相談所の職員が里親サロンに参加していて、なかなか本音が言えません。そのため里親サロン
が終わってから里親だけで昼食をしながら、ほんとうの意味での里親サロンが始まります。どうし
たらいいでしょうか。
◆職員の参加については、必ずしも否定的に捉えるべきことではありません。里親の養育について現
状をよく知ってもらうには児童相談所の職員や里親支援者の参加が望ましいといえます。しかし、
里親だけで集まって
「ありのままの思いを分かち合いたい」
という気持ちが生じることもあるでしょ
う。児童相談所職員や支援者が入るサロンと入らない里親サロンを、それぞれ開催してみてはどう
8
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でしょうか。大切なことは、現状のありのままの心情を踏まえた上で、多様な里親サロンの開催を
それぞれに尊重することと、里親と児童相談所や支援者が、互いとの間に信頼関係を築いて行こう
という意思があるかどうかということです。里親サロンに立ち会うことで、児童相談所職員や支援
者は、里親が直面している多様な課題や深刻な困難があることを知り、子どもと里親が真に必要と
する支援とは何かについて考えることができるようになるものです。また、里親側にしても、里親
ではないからこそ客観的に判断してもらえる場合もないとはかぎりません。

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

＜話を引き出すのが難しい＞―――――――――――――――――――――――――――
◇里親サロンの進行役をすることが多いのですが、なかなか話が盛り上がりません。参加者から話を
引き出すにはどうしたらいいのでしょうか。
◆無理に話を引き出そうとするとかえって話は引き出せないものです。進行役になる人は安心、安全
な場を作ることに関心を持ち、
待つ姿勢が大事です。沈黙が続いても場の力に任せるべきでしょう。
一般にファシリテーターとなる人は、参加者が体験を語るなかから全体像を考えるようにアドバ
イスし、また体験を分解して考えてもらうようにします。さらに、異なる視点を組み合わせるとど
うなるか、などのアドバイスを行い気づきをもたらすようにします。ファシリテーターの心構えと

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

しては、つねに話の内容に関心を寄せ、とくに、結論に関心をもつのでなくプロセスを重視するこ
とです。

＜特定の人がながく話す＞――――――――――――――――――――――――――――
◇参加者全体のことを考えないで特定の人が長く話すことがあります。どうしたらいいでしょうか。
◆話の内容とはべつに悩み事があるのかも知れません（ほんとうに話したいことがあるのに切り出せ
ないでいる）
。また、話すことによって、本人はなんらかのストレスを発散しているのでしょう。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

そうしたことを見極めながら、
他の参加者の反応も勘案して、
話を打ち切ってもらいます。
その時に、
話の内容の問題ではなく、限られた時間のなかで参加者全体が意見をシェアしたい旨を伝えます。
しかし、必要があって話が長くなる場合もあると思います。ファシリテーターの判断の必要なと
ころです。

＜里親同士の悪口など＞―――――――――――――――――――――――――――――
◇里親サロンで、里親同士の対立が表面化したり、参加していない里親の陰口になった場合はどうし
たらいいでしょうか。
◆里親サロンは、里親としての養育上の悩みなどを話し合う場であって、里親同士の対立、悪口や陰
口を言う場ではありませんので慎まなければなりません。そうした話ばかりされると参加者も減っ
てくると思われます。進行を担当する人はとめる必要があります。
しかし、感情的なものでなく、ほんとうに問題がある場合は冷静に受け止め、課題解決の道を探
ることも大事です。たとえば養育方法などが自分と異なるために他の里親批判になることがありま
す。「○○さんのところは外食が多すぎる」などの場合には、里親批判ではなく外食の問題に焦点
を当てるべきでしょう。
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＜本質的な課題解決に繋がらないので無意味だ＞――――――――――――――――――
◇里親サロンでいくら話しても本質的な解決に繋がらず無意味だ、たんなるガス抜きだ、という声が
里親から上がっています。どうしたらいいでしょうか。
◆里親サロンの目的は、同じ立場の里親が悩んでいることなどを話してアドバイスをもらったり、話
すことによって気持ちが整理されることです。同じ立場（当事者）でなければ分かってもらえない
悩みも存在します。
専門的な人から問題解決につながるアドバイスをもらう方法もありますが、そうした依存型の解
決方法では解決できない悩みもあります。里親という同じ立場の人たちによって課題を共有し、深
く共感することによって、本来的な解決になることも多いのです。

＜養育里親以外の参加について＞―――――――――――――――――――――――――
◇里親サロンでは、養育中の里親が養育の悩みを話し合うので、未委託里親が参加しても疎外感を味
わうだけです。そのためだんだんと参加してこなくなってしまいます。どうしたらいいでしょうか。
◆里親サロンでは、養育中の里親が養育に関する悩みなどを多く話しますので、未委託の里親は蚊帳
の外に置かれたような気持ちになりがちです。進行を担当する人は、未委託の里親には委託までの
心構えなどを養育中の里親に話してもらい、できるだけ仲間として話し合いに参加してもらうよう
心がけることが大事です。
また養子縁組が終了した「養親」の養育の悩みも里親と同様の悩みを抱えていることが多く、里
親サロンの仲間として受け入れるようにしてください。親族里親が参加する場合もあります。十分
な情報をもっていないことがありますから、できるだけ話を聞くようにしましょう。
里親サロンの運営で心がけたいことは、参加者のうち少数派に属する人の話により多く耳を傾け
ることでしょう。

＜しっかりした進行役がいない＞―――――――――――――――――――――――――
◇里親サロンにしっかりした進行役がいないため、話が脱線してもとめる人がいません。どうしたら
いいでしょうか。
◆進行役がいなかったり、支部長が役職の関係から進行役を引き受けても適任でなかったり、という
悩みは里親サロンの運営で大きな課題のようです。里親サロンの進行は一般的な会議の進行とは様
相が異なっています。結論を引き出すような進行ではなく、プロセスを大事にして、発言を後ろか
ら応援するファシリテーションが望まれます。そうした役割を担うのがファシリテーターです。里
親サロンの運営担当者になった人はファシリテーターにはどのような能力が必要かを学んで運営に
あたっていただきたいと思います。

＜新鮮な里親サロンにする工夫＞―――――――――――――――――――――――――
◇いつも同じスタイル、同じ参加者では魅力がないように思います。なにか新鮮な里親サロンにする
工夫はないものでしょうか。
◆どうしたら魅力的な里親サロンにすることができるかを考えることは大事なことです。魅力がない
10
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から参加者が減る、そして自然消滅するという負のスパイラルにある里親サロンが少なくありませ
ん。
里親サロンは参加者それぞれが話をし、共有、共感する場ですが、呼び水となる情報があると参
加者も活性化するでしょう。その一つとして、異なる地域の里親をゲストに迎えて話を聞くことが
あげられます。そうすることによって、悩んでいる問題について違った角度からヒントをもらうこ
とができます。
研修と里親サロンをセットにする方法も多くの里親会で行われています。ゲストを呼び、ミニ研
修会を行い、後半で里親サロンを行う方法です。ミニ研修会のテーマと里親の関心が同じであれば

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

里親サロンでも意見が多く出るようになります。研修会のテーマとしては、子どもの発達段階（乳
児・幼児・学童期・思春期・自立期）に応じた養育方法や発達障がいに関すること、被虐待児の養
育方法など。うまく里親サロンの話題に繋がるようにします。
参加者の属性にあわせた里親サロンも新鮮さをもたらすでしょう。たとえば日ごろあまり参加の
見込めない、里父を対象にしたものや共働きをしている里親を対象にしたもの、など。
専門里親を対象にした里親サロン、無国籍・外国籍の子どもを預かる里親、障害をもった子ども
を養育している里親を対象にした里親サロンなどは参加する里親が限られて、１支部ではなかなか
開催できないので、都道府県里親会で開催することも検討してみてはいかがでしょうか。

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

委託直後（１年から 2 年位）の里親同士が集まって開く里親サロンも話題になっています。た
しかに、養育上の悩みは委託から 1 年位に起ることが多く、そうした里親を囲んで里親サロンを
開くことによって、不調を予防することになるかも知れません。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）
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里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために
●はじめに
近年、里親委託が推進されているなかで、里親への研修の重要性はよりクローズアップされてきて
いるように思われます。
それに伴い、
実際に里親研修を運営する側としては、
どのような研修をすれば、
より里親養育の質を高める研修となるのか、里親と子どもを支援する意味での研修となるのか、につ
いて頭を悩ませているところも多いと思われます。
ひと言で「養育里親」とはいっても、認定前の里親希望者、未委託の里親、受託して間もない里親、
障がいのある子どもの里親、思春期の子どもの里親、ベテランの里親など、養育経験も養育の悩みも、
とても多様なものとなっています。そうした里親のニーズを満たす研修にすることは、容易なことで
はありません。また、研修を行ったとしても、里親一人ひとりに必要なことを学んでもらえたのか、
理解してもらえたのか、ということも、研修運営側としては気になるところでしょう。里親の学び得
たことが、結果的には、里親に委託された子どもの支援に反映されることを考えると、研修での里親
の気づきや理解がとても重要なものとなるからです。
里親研修では、講義形式での研修だけではなく、グループ演習形式の研修も取り入れられています。
グループ演習を行うことで、参加者が積極的に学びに参加することが期待されるからです。グループ
演習では、ファシリテーターの役割が重要となってきます。しかし、ファシリテーターについては、
どのような配慮をする必要があるのか、グループではどのようなルールが必要となるのか、そもそも
グループ演習を行うことにどのような意義があるのか、どのようなことが出来るのかといった「分か
らないこと」も多くあるように思います。
この報告書は、里親研修でグループ演習を行う際に、そうした悩みをもつファシリテーターを担う
方々の一助となることを目的としています。
「1. ファシリテーターの意義と目的」から「4. グループ演習の評価」までは、生涯学習や成人教育
などの「おとなが学ぶために」書かれたものの中でグループ演習に関することが書かれている文献を
参考にしました。「5. 里親研修でのグループ演習」では、実際に里親研修でグループ演習を取り入れ
ている 10 の研修を見学し、それらの研修を見学した報告を掲載しています。また、
「6. グループ演
習ワークブック」でグループ演習の参考として載せたワークブックは、平成 24 年度にだされた「里
親ファミリーホーム養育指針ハンドブック」を活用したものとなっています。
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1

ファシリテーターの意義と目的

●ファシリテーターの意義・目的
グループ演習のファシリテーターとは、グループ演習などが円滑に行われるように支援を行う人の
ことです。
その意義は、ファシリテーターがいることで、参加者が安心してグループに参加し、活発な意見交
換や能動的な取り組みを通して、養育についての学びを深めることができることにあります。
ファシリテーターが目的とすることは、グループのメンバーが安心してグループに参加できるよう

里親研修でグループ演習を行う
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支援し、参加者の能動的・主体的な取り組みによって、参加者がグループ演習の目標を達成すること
が出来るように手助けすることです。ファシリテーターは、参加者に「教える」のではなく、参加者
自身が自分で学んでいけるように研修を構成していく必要があります。加えて、里親研修でのグルー
プ演習ですから、里親養育について、また里親制度について、熟知している必要があるでしょう。
●ファシリテーターが配慮するべきこと
グループ演習では、参加者が安心して学べる場を保障することが何よりも重要なことです。安心し
て学べる場を保障するために、ファシリテーターが配慮するべきこととして、ここでは 4 つのポイ

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

ントをあげておきます。
❶参加者を尊重しましょう。
…すべての参加者を人種・性別・能力・背景・生来の気質などに関わらず、平等な価値のあるもの
として受け入れましょう。
…人種・性別・文化・性に対する考え方、年齢・障がいについて否定的な響きを持つ用語を使うの
は避けましょう。
…参加者が持っているかもしれない特別なニーズ（聴覚、あるいは視覚に障がいを持つ人など）を

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

考慮し、特別なニーズがある参加者も安心して参加できるよう工夫しましょう。
（たとえば、
視覚・
聴覚に障がいをもつ人には、前の方の席に座ってもらうなどちょっとした配慮が必要です。
）
❷傾聴しましょう。
…ファシリテーターは、
「そうではない」
「それはおかしい」
「まちがっている」といった発言を否
定する言い方、あるいは否定していることを暗示するような言い方は、特別な場合以外はしない
ようにしましょう。
…参加者すべてに敬意と尊敬の気持ちをもち、どのような発言もまずは受け入れ、聴くということ
が重要です。
…相手の気持ちに焦点を当てて共感を伝える、相手の言ったことを反復する、理解をあらわす言葉
かけをするなど「傾聴」のスキルを身に付けましょう。
❸学びやすい環境を用意しましょう。
…参加しやすい時間帯、曜日等を工夫しましょう。里父・里母、両方の参加も促したい場合は、土
日や祝日が望ましいと思われます。研修の時間帯、子どもには、保育などの別プログラムを用意
しましょう。子どもの保育を行ったり子どもたちだけのプログラムを設けたりすることは、里父
母に研修に専念できる機会を保障する上で大切であると共に，別な目で捉えた子どもたちの安定
15

や発達などを里親と共有する機会につながることから、とても貴重です。
…トイレや飲み物、場合によっては、軽食をとる施設があるかなどの配慮しましょう。
…研修会場に、ポットに入れたコーヒーや紅茶、お菓子などを少し置いておくのもよいでしょう。
それだけで、雰囲気が和らぎます。見学した研修でも、いくつかの会場では、そのような工夫が
見られました。
…研修に集中して参加できるよう空調設備などにも気を配るとよいでしょう。
❹目標と基本ルールの設定を行いましょう。
…明確な目標（何をやるのか）と基本ルールは、参加者が安心して学ぶために不可欠なものです。
…目標とルールについては、次頁で説明します。

2

グループ演習

●グループ演習の意義
アメリカの調査では、人が学びのなかで記憶にとどめることは、聞いたことの 20％、目で見たこ
との 30％、自分で口に出すか、または書いたことの 70％、自分で教えかつ行動したことの 90％で
あるといいます。グループ演習は、
「考える」ことを促すという意味で、受け身で聞く講義よりも、
その事柄についての理解を深めるために役立つと思われます。
グループ演習の意義について、
見学した研修では、
話すことによって「参加する」ことができる（能
動的な学びである）こと、いろいろな人の意見を聞くことができること、情報の分からない問題の整
理が出来ることがあげられていました。里親養育は、いろいろな人の意見を聞くなかで、だんだんバ
ランスが取れたものになっていく、ということです。
●グループ演習の限界
グループ演習の限界としては、まず、グループでの取り組みそのものをやりたがらない人がいるこ
とがあげられます。無理強いをしても、あまり学びにはならないので、グループ演習は、この場合は
適していないと考えられます。
また、みんなで参加して考えることがグループ演習であるため、情報や知識を伝えるにはあまり効
果的な方法ではありません。情報や知識を伝えるのであれば、講義の方がより適していると思われま
す。そして、すべての受講者がテーマに対して一定の知識を持っている必要があります。グループの
メンバー全員が、話し合う事柄について、ある程度の知識がないと話し合いにならないからです。ま
た、話し合いにならないだけでなく、その事柄について知識のない人が、発言しにくくなり、そのグ
ループに参加すること自体が苦痛であるという状況を招きかねません。そのため、グループ演習の際
には全ての参加者が、そのテーマについてある程度の知識をもっているのが望ましいでしょう。
けれども、実際には、参加者に同一レベルの経験や知識を求めることは難しい面もあります。この
場合は、講師に演習の内容を十分に説明し理解して頂いたうえで講義をしてもらいます。あるいは、
ファシリテーターが補足説明を行ったり何らかの資料を用意したりすることで、運営を助けることが
必要です。また、経験の浅い参加者の存在を前提に、これらの方の参加をあらかじめ「織り込み」、
「グ
ループメンバーへの配慮」として共有することができれば、
多様で幅のある協議や検討が可能になり、
むしろ演習が豊かなものになる場合もあります。ただし、この場合には、ファシリテーターには、一
16

里親サロン運営マニュア ル

定以上の経験や力量が要求されます。
●目的（ねらい）と目標（到達点）
目的（ねらい）は、その研修全体の目的を表します。たとえば、
「この研修は参加者が…のことを
理解する」「…を達成する」
「あるいは…に対応するのに役立つだろう」と表現されるものです。
目標（到達点）は、目的を達成するために、どのようなことができるようになっていればよいかを
表すものです。グループ演習では、あくまで参加者が主体となります。参加者の行動を具体的に述べ
たもので、「参加者が…できるようになる」と表現する必要があります。参加者が何かをしたり、考

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

えたり、感じたり、表現したり、
「できるようになる」と表現しましょう。目標を設定することで、
参加者は、この研修で何をしたらよいのかがはっきりと分かります。また、研修後の成果を実感しや
すくなるでしょう。
目的（ねらい）と目標（到達点）は、研修の準備段階でしっかりと考えておくことが重要です。そ
うすることで研修全体の構成もつくりやすくなります。
●グループ演習のルール
参加者が安心して学ぶために、グループ演習には、ルールが必要となります。ただし、そのルール

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

は、あくまで参加者が安心してグループに参加するためのもので、参加者に制限を加えるためのもの
ではありません。そのため、ルールは、グループ演習の目的に合わせた最低限のもので十分でしょう。
ルールの設定には、参加者全員の了解を得る必要があります。グループ演習の途中で、進行が困難
になったときなどには、参加者と一緒にもう一度ルールの再確認を行うとよいでしょう。
基本ルールとしては、たとえば次のようなルールが考えられます。
①どのような意見、発言も尊重される。個人攻撃やラベル貼りをしない。
②人の話を否定しない。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

③時間の管理はファシリテーターの重要な役割ではあるが、参加者の協力が不可欠。
④研修中に参加者から出た話は、他言しない。録音や録画も、参加者の守秘、また参加者の発言
を促進するためにも原則的にはできない。
里親研修では、受託中の子どもの話などが出ることも多いため、どのような場合でも「研修中に出
た話は他言しない」というルールは必ず付け加える必要があるでしょう。

3

グループ演習の方法
グループ演習の方法としては、グループ討議、バズグループ、ディベイト、ブレイン・ストーミン

グ、ケース・スタディ（事例研究）
、ロール・プレイなど方法があります。このほかにも、カードワー
ク、セブン・クロス法・マッピング法など、さまざまな方法があるので、調べてみてもよいでしょう。
また、グループ演習に入る前に、
「アイス・ブレイク」という簡単なゲームのようなものを取り入
れることもあります。
「アイス・ブレイク」というのは英語で「氷を砕く」という意味です。演習の
前に「アイス・ブレイク」を入れることで、参加者がリラックスしてグループ演習に参加できるため、
というねらいがあります。また、
参加者が初めて知り合う同士である場合には、
自己紹介を兼ねた「ア
17

イス・ブレイク」を行うことが有効です。見学させていただいた研修でも多くの場合、
「アイス・ブ
レイク」を取り入れていました。これについては、
「５. 里親研修でのグループ演習」で紹介している
のでご参照ください。また、
「６. グループ演習ワークブック」でも「アイス・ブレイク」を活用して
いますので、併せてご参照ください。アイス・ブレイクの方法は、とてもたくさんあり、これらにつ
いては、多くの書籍が出ています。また、インターネットで検索しても、たくさんの方法が出ていま
すので、自分で探してみるのもいいでしょう。
ここでは、先に紹介したグループ演習の方法について、簡単に説明をします。
●グループ討議
参加者がある事柄や知識、態度などを共に探求していく際に、前もって計画され工夫される活動の
ことです。あるテーマなどについて、参加者同士が話し合うというのが一般的な形です。
●バズグループ
２人、または３人がグループをつくって、特定の疑問や簡単な事柄について、ごく短い話し合いを
するのがバズ・グループです。たとえば、10 分間ほどの時間を限定して、話し合い、それを全体に
発表するというものです。たくさんの蜂が飛んでいるかのような騒がしさからバズ（ブンブンと蜂が
飛ぶ音）と呼ばれています。
●ディベイト
二つの立場に分かれ、あるテーマや事例について、それぞれが二つの相反する立場に立って主張と
反論により議論を戦わせます。それによって、異なる見方を対比してみることが出来ます。
（３つの
グループを作り、２つのグループが議論し、残りのグループはそれを観客として聞くというのがいい
でしょう。）
●ブレイン・ストーミング
あるテーマについて思いついたことを出し合います。質は問わず、量を出すことが重要です。出さ
れた意見は、付箋に書いて模造紙に貼る、あるいはホワイトボードや黒板などにどんどん書き出して
いきます。お互いの意見を否定しないことがルールです。連想、便乗、なんでもあり、とにかくたく
さんの意見を出すことが大切です。
●ケース・スタディ（事例研究）
資料として事例を提示し、事例の問題について原因を考える、また、その問題を解決するためには
どのようにしたらよいかということについてグループで話し合います。
●ロールプレイング
ロールプレイングには、２つの種類があります。
一つは、シュミレーション（疑似体験）
。実際の状況に似た、ある状況を演じてみることで、自分
の言動に対して周りの反応はどのようなものか、違う立場に立つとどのように感じるのか、また、い
つも腹立たしく思い、声を荒立ててしまうが、どうすれば冷静でいられるのか、などを体験的に理解
することができます。この方法で行うときは、出来るだけ、現実の問題としていかにも起こりそうな
状況設定にする必要があります。
18
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もう一つは、あるテーマを話し合うための導入としてのロールプレイングです。その日話し合いた
いテーマについて、より具体的に考えてもらうことで、参加者の興味を誘い、グループでの発言を活
性化することを目的とします。この場合、たとえば、ファシリテーターがすでに準備したロールプレ
イを演じて参加者に見てもらう、ということが考えられます。参加者にもロールプレイングに参加し
てもらうことはできますが、
この場合もすでに準備されたものを演じてもらうということになります。
このロールプレイングでは、①いくつもの問題が複雑に絡み合った（シミュレーションのような）状
況設定にはしないこと、②その日、話し合いたいテーマの要素をロールプレイの中にすべて盛り込ん
でおくこと、が重要です。

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

4

グループ演習の評価
研修の評価は、参加者が研修を「振り返る」という意味で、また、次の研修のために役立てる意味

で、とても重要です。評価は、大きく分けて、２種類あります。
一つは、参加者自身が、設定した目標を学びのプロセスのなかで効果的に達成することができたか
という観点に立った参加者自身への自己評価です。たとえば、

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

①グループ演習に積極的に参加できたでしょうか？
②研修の目的と目標が達成できたでしょうか？
③学びの成果をどのように生かしていきますか？
④今後の学びへの課題と見通しはありますか？

それはどのようなものでしょうか？

といったようなものです。参加者自身への評価は、参加者が、その研修に参加したことで、自分自
身や自分の気持ちに変化があったか、
また、
何か重要なことを学ぶことができたかといった
「振り返り」
の機会となります。見学をした研修の主催者からはそうした「振り返り」がとても大切だということ
が語られていました。こうした参加者自身への評価は、里親研修ではあまり扱われていませんが、全

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

国里親会が主催した
「里親支援総合マニュアル検討研修会」
で、
グループへの自分自身の参加や、
グルー
プ活動の盛り上がりに関するアンケートを「５. 里親研修でのグループ演習」で紹介していますので、
ご参照ください。
もう一つは、この学びの機会がどれほど有効に機能しえたのか「学びの機会」への評価です。たと
えば、
①参加者であるあなたの要求や希望は満たされているでしょうか？
②研修は「お金を払う価値」
、あるいは「費やした時間に値する価値」があったと思いますか？
③計画、準備は、組織されている、あるいはされていたでしょうか？
④次にこの種の機会を設定するとしたら、あるいはあなたが設定者だったら、どのような点を改
善、工夫しようと思いますか？
といったようなことがあります。こうしたグループ演習そのものへの評価は、今後のグループ演習
をよりよいものにしていくために重要です。ファシリテーターが、グループ演習についての学びを深
め、ファシリテーター自身が成長していく機会ともなります。
評価を行う際には、外部の人を呼んで見学してもらい第三者的な評価を下してもらう、などの方法
もありますが、より一般的には、参加者自身に評価してもらうことです。個人的に聞く、皆の前で聞
くなどの方法もあります。けれども、本音を聞き出すのは難しいと考えられるので、参加者の様子を
観察すること、あるいは終了後にアンケートなどによって評価してもらうなどの方法があります。ま
19

た、研修を振り返って感想を書いてもらう、などの評価は、里親研修を含めてさまざまな研修で目に
します。参加者が、無理なく自由に書けるという意味では、感想を書いてもらうのもよいでしょう。

5
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●見学の概要
里親研修でのグループ演習を見学するにあたり、グループ演習を行っているかどうかについて、各
都道府県・政令指定都市と子ども家庭総合研究所に、電話で問い合わせました。その結果、グループ
演習を全く行っていないと回答したのは、全体のおよそ 13％、グループ演習を行っているところが
およそ 44％、コモンセンス・ペアレンティングや CARE プログラムなどのプログラムを取り入れて
いるところが約６％、先輩里親への質疑応答、あるいは里親サロンの延長線上のような形での自由な
おしゃべり討論のような形、農業などの体験を取り入れている、といった自由な形態の研修を行って
いるところが約 37％でした。

演習は全く行っ
ていない
13％

先輩里親への
質疑応答、お
しゃべり討論、
体験型
37％

グループ演習
44％
コモンセンス・
CARE など
6％

電話での問い合わせの結果
この報告書は、
「グループ演習」をテーマとしているため、グループ演習を行っていると回答し
た自治体のうち、調査者と日程が合致した研修を見学させていただきました。研修を見学できたの
は、10 カ所（ただし、日本子ども家庭総合研究所には２回訪問）
。見学の時期は 2014 年６月末～
2014 年９月末でした。他にも多くの優れた演習があったと思われますが、時期的な問題で、それら
の全てを取り上げることは叶わず、ごく一部だけを取り上げて報告書とすることに留まりました。
なお、倫理的配慮として、研修の主催者名を出すこと、研修について報告書に掲載することについ
ては事前に了解を得ました。また、講師の名前と所属、配布された資料やレジュメに関しては了解を
得られた場合のみ、掲載しました。
以下の表は、見学した研修の一覧です。里親研修を「基礎→認定前→登録後→更新→専門里親認定
→そのほかの研修」
という研修種別順に並べました
（同じ種別のものはアイウエオ順で並べています）。
ここからは、この表の順に沿って研修の報告をしていきます。
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見学した研修の一覧
研修種別
基礎

認定前

研修名

主催者名

研修場所

養育里親基礎研修

公益財団法人家庭養護促
進協会 神戸事務所

神戸市総合福祉センター

養育里親認定前研修
２日目

愛知県中央児童・障害者
相談センター企画指導課

西三河総合庁舎

養育里親認定前研修 NPO 法人キーアセット
３日目（全４日中） （川崎）

川崎市子ども家庭センター

NPO 法人東京養育家庭
の会

東京都児童相談センター

更新

里親更新研修

浜松市児童相談所

浜松市児童相談所

専門里親認定

専門里親認定研修

社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会
日本子ども家庭総合研究所

日本子ども家庭総合研究所

養育力向上セミナー

社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会
日本子ども家庭総合研究所

日本子ども家庭総合研究所

さがみの里親会

相模原児童相談所

福岡市

福岡市こども総合相談センター

公益財団法人 全国里親会

セミナーハウス（幕張）

里親会研修
そのほか
（養育力向上等）
ファミリーホーム研
修会
里親支援総合マニュ
アル検討研修会

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

登録後研修

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

登録後

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）
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家庭養護促進協会神戸事務所

養育里親

基礎研修

この日訪ねた神戸市総合福祉センターで行われていたのは、養育里親基礎研修です。基礎研修
は、里親認定前研修よりさらに一段階前で行う研修で、里親申請をするかどうか、はっきりと決
断していない方も受講します。主催は、家庭養護促進協会神戸事務所です。
この日は午前中、
「里親制度について」というテーマで制度の説明と、
「家族のかたち」という
ドキュメンタリー・ビデオを見たとのことでした。見学させていただいたのは、午後のグループ
討議からです。グループ討議は 13：10 ～ 14：10、その後 14：20 から、
「里親を求める子ど
もとその関係作り」というテーマで家庭養護促進協会神戸事務所の米沢普子氏が講義をされまし
た。以下の表にこの日１日のプログラムをまとめました。
基礎研修プログラム
時

間

内

容

講師・ファシリテーター
講師：橋本明
（家庭養護促進協会神戸事務所）

10：30 ～ 11：20

講義「里親制度について」

11：20 ～ 12：10

ビデオ「家族のかたち」上映

12：10 ～ 13：00

〈昼休憩〉

13：00 ～ 14：10

グループ討議

ファシリテーター：橋本明

14：10 ～ 15：05

講義「里親を求める子どもとそ 講師：米沢普子
の関係作り」
（家庭養護促進協会神戸事務所）

15：05 ～ 15：20

今後について

▪グループ討議
グループ討議は、午前中に見た「家族のかたち」というビデオをうけて行われました。ファシ
リテーターは、家庭養護促進協会の橋本明氏。参加者は、養子縁組里親、養育里親、親族里親な
どさまざまで、１グループ８～ 10 人の４グループに分かれました。テーブルの上には、それぞ
れの参加者の名札が置いてあります。
テーマは、
「①午前中上映のドキュメンタリー・ビデオを見て思ったこと、考えたこと」
、
「②
子どもが里親に求めているものは？」というものです。ファシリテーターから、自己紹介をする
こと、メモを取って報告してくれる人を決めること、①と②の課題についての話し合いの時間は
13：50 までの約 40 分間であること、などの説明がありました。グループでは初めて知り合っ
た方々ばかりなのにもかかわらず、討議時間が長めに設定されたためか、活発な話し合いが見ら
れました。否定されてしまうとグループのなかで発言出来なくなってしまうので、ファシリテー
ターからは、否定は極力しないようにしているそうです。間違えた解釈だけは訂正をします。
13:50 からは、グループで考えたことを発表しました。
「①午前中上映のドキュメンタリー・
ビデオを見て思ったこと、考えたこと」については、
「夫婦関係が大切だと思った」
、
「愛情だけ
ではだめで子どもの立場に立って考えてあげられる里親になれたらいいなと思った」などの意見
が出されました。
「②子どもが里親に求めているものは？」については、
「大きなことを求められているというよ
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りは、日常の些細なこと（おはようの挨拶な
ど）が大切だと思った」
、
「子どもが安心して
暮らせる場所を提供したい、何かをしてくれ
る大人、ではなく、何かをしている大人の姿
を見せることが大切だと思った」
、
「実の親が
いることをわかったうえで接していく必要が
あると思った」などの意見が出されました。
各グループの発表の後には、拍手を送りまし

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

た。
ファシリテーターからは、
「短いビデオだっ
たにもかかわらず、多くのことを感じ、多く
のご意見を出していただきありがとうござい
ました」というねぎらいの言葉がありました。

会場設営図

そして、まとめとして次のようなことが語ら
れました。「今日は『自分は何のために里親になるのか？』を考えていただきたくて、ビデオを
見て話し合いをしていただきました。これからこのテーマについて実習を通して考え続けていっ

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

ていただきたいと思います」
▪グループ討議後の講義
グループ討議の後は、米沢普子氏（家庭養護促進協会神戸事務所）による講義「里親を求める
子どもとその関係作り」です。この講義では、グループ討議の感想やコメントも交えつつ、委託
される子どもが以前いた環境、つまり児童養護施設や実親についての説明、また子どもがたくさ
んの喪失感を抱えて委託されてくること、障がいや疾病を抱えている場合もあることなどが語ら
れました。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

また、講義のなかでは、子どもの赤ちゃん返りにも触れられ、小学生の子どもに「おむつを
買ってほしい」と言われたら「私だったらどうするか」隣同士で考えてみてください（2 人 1 組）
というバズ・グループも行われました。これについては、
「買ってあげる」
、
「絶対買わない」な
ど様々な意見が出ました。米沢氏は「この事例の人は、相談して買ってあげたところ、子どもは
一度で満足したという結果になった」ことを伝えていました。
グループ討議の課題②でもあった「里親に求めていること」については、
「子どもが安心でき
ること、安全な居場所の確保」
、
「当たり前の生活の保障」
、
「子どもが困ったときに『相談できる、
解決のヒントをくれる、
助けてくれる』
と思える存在が必要」
といったことであると話されました。
最後にまとめとして、
「同じ立場の人と話をすると『わかる』と共感すること、また『そんな
考え方もあるのね』
と気づくこと、
それぞれあったと思います。
横のつながり
（基礎研修で一緒だっ
た里親希望者同士）を大切にしてほしいと思うので、今日の出会いを大切にしてください」と話
され、研修は終了しました。
▪グループ討議の意義
研修後、ファシリテーターの橋本明氏と講師の米沢普子氏にお話を伺いました。
グループ討議の意義としては、里親希望者がいろいろな人の意見を聞くことが出来ることがあ
げられました。里親になりたくて研修に参加する夫婦でも意見が違うことが多くあるそうです。
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意見が異なることが悪いのではなく、いろいろな意見があって、それを認識してこそ、バランス
が取れていくので、そうしたバランス感覚を大切にしてほしいとのことでした。
今回のグループ討議そのものは、
非常にシンプルで、
参加者同士が話し合う、
というものでした。
しかし、研修全体としては、
「なぜ自分は里親になるのか？を考える」ということに焦点をあて、
一貫した構成とするために、よく考え抜かれたものとなっていることが分かりました。
▪おとなが学ぶこと
家庭養護促進協会神戸事務所は、長年、養親や里親と関わってきた経験から、他の地域での研
修などにも講師として招かれることもあります。しかし、
「研修については、いつも悩みながら。
なかなか満足はできません。まだまだ私達も模索中なんですよ」
と米沢普子氏はいいます。スタッ
フの中には、グループ演習に関するトレーナー養成の研修に参加した木沢陽子氏＊もいます。彼
女も、「まだ模索しながら」の研修だといいます。
里親希望者は、社会経験を積んできたおとなで、その「おとなが学ぶ」には、まず、研修主催
者側が参加者に対して敬意をもち、おとなとして尊重する、そしてその上で、主催者側の押しつ
けではなく、参加者が主体的に学ぶことができるような手助けをする必要があることが語られま
した。「里親」は社会的にはまだまだ認知度も低く、さまざまな誤解をもって研修にやってくる
参加者もいます。そのような場合には、参加者に、ある程度の意識の変容（意識を変化させるこ
と）が迫られるものです。参加者が「おとな」であることは、時として、その培ってきた経験に
よって意識の変容を拒むことも引き起こします。
「里親になるとはどういうことか。なぜ自分は
里親になりたいのか」といったことに対して、参加者自身が自分で考えること、自分の欲求だけ
ではなく、子どもの利益のために里親が必要だということに気づくことが重要です。
このようなお話を伺い、筆者は、参加者自身に気づきを得てもらうためには、研修主催者側や
ファシリテーターが、常に「おとな」である参加者を尊重し、どのような手助けができるのかを
考え続けていくことが大切なのだということを感じました。

1. 家庭養護促進協会では、
『はーもにい』という機関誌を発行しています。この機関誌の 81 号～ 90 号の中
で、アメリカの『PRIDE』という研修マニュアルの要約を紹介しています。さらに、『はーもにい』の 100
号～ 110 号では、
『PRIDE － Trainer’s Guide －』、つまり、里親に研修を行うトレーナーのためのマニュ
アルの一部を紹介しています。
＊ 木沢氏からは、本報告を書くにあたり、いくつかの参考となる文献をご紹介いただきました。本報告の 2
から 4 の一部は、それらの文献を参考にさせていただきました。
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愛知県

養育里親認定前研修２日目

愛知県での養育里親認定前研修は、
愛知県の総合庁舎会議室の一室で行われました。参加者は、
里親認定前の養育里親希望、あるいは養子縁組里親希望の方々です。この日のプログラムは以下
の通りです。
まず、受付で、その日の席とグループを記した番号を教えてもらい、決められた席に座りま
す。研修の開始に全体司会から注意事項等について説明があり、その後、
「先輩里親と里親委託
推進員によるディスカッション（Ａ）
」が行われます。休憩をはさんでから、
受付で教えてもらっ

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

たグループごとに分かれ、それまでの研修での学びで疑問に思ったこと、これから里親になる不
安や期待等について話し合います（Ｂ）
。グループでのディスカッションの後、もう一度元のか
たちに戻り、先輩里親への質疑応答を行います。お昼休憩の後、グループ演習を行います（Ｃ）。
このときは、午前中よりもさらに小さなグループに分かれます。最後に質疑応答を行い、簡単な
レポートを提出して研修終了となります。
認定前研修２日目プログラム
間

内

容

講師・ファシリテーター

10：00 ～
10：05

全体司会より注意事項等

全体司会：愛知県中央児童・障害者相談セン
ター里親委託推進員

10：05 ～
11：05

先輩里親（養育里親および養
子縁組里親）と里親委託推進
員によるディスカッション

先輩里親２人（養育里親および養子縁組里親）
インタビュアー：愛知県西三河児童・障害者
相談センター里親委託推進員

11：05 ～
11：15

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

時

Ａ

〈休憩〉
先輩里親を交えた小グループ
に分かれディスカッション

グループファシリテーター：愛知県 10 児童
相談センターの里親担当児童福祉司および里
親委託推進員、里親支援専門相談員

12：15 ～
12：30

質疑応答・まとめ

先輩里親２人
ファシリテーター：愛知県西三河児童・障害
者相談センター里親委託推進員

12：30 ～
13：20

Ｂ

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

11：15 ～
12：15

〈昼休憩〉

13：20 ～
16：15

グループ演習

ファシリテーター : 愛知県西三河児童・障害
者相談センター児童心理司

16：15 ～
16：20

質疑応答・まとめ

全体司会：愛知県中央児童・障害者相談セン
ター里親委託推進員

C

以下では、
「Ａ . 先輩里親と里親委託推進員によるディスカッション」
「Ｂ . 小グループに分か
れディスカッション」
「Ｃ . グループ演習」について、報告します。
Ａ．先輩里親と里親委託推進員によるディスカッション
会場の舞台に先輩里親（２人）と里親委託推進員（１人）が参加者の方を向いて座り、参加者
は机を前にして、
講義を聞く形で座ります（以下の「先輩里親と里親委託推進員のディスカッショ
ン会場設営図」を参照してください）
。ディスカッションのインタビュアーは里親委託推進員で、
２人の先輩里親にインタビューをするという形式で進みます。
インタビューの内容の一部を紹介すると、①家族構成の紹介、②里親になった動機、③親戚な
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ど周囲の反対について、④委託を待つときに「どう待つか」
、⑤実親とのかかわり、⑥試し行動、
⑦委託開始の時期には子どもとの信頼関係を最優先にすること、⑧真実告知、⑨思春期、⑩子ど
ものルーツ探しなどです。これについて、先輩里親は、一つずつ丁寧に自分の体験を語っていま
した。
愛知県では、里親登録前の基礎研修と認定前研修でそれぞれ先輩里親の体験を聞けるよう配慮
しています。基礎研修では主に「里親になってよかった」という、里親になってから数年の方の
体験発表を、この認定前研修では、もう少しベテランの、思春期まで育て、大変さも経験してい
るような里親に体験発表をお願いしているそうです。
加えて、基礎研修と里親啓発を兼ねて年間９回里親養育体験発表会（同日に養育里親と養子縁
組里親各１人発表）を開催していますが、認定前も含め、すべて違う先輩里親（年間 20 人以上）
に発表してもらうことで、参加機会を増やすほど、さまざまな里親の経験を聞くことができるよ
うになっています。養子縁組里親だけ考えても、新生児委託と中途からの養子縁組委託では、大
変になる部分、配慮がいる部分など里親の思いが全く異なります。養育里親については、短期の
養育里親、長期養育の里親、思春期以降の児童を専門に預かる里親、ファミリーホームも経営し、
複数児童をみている里親といろいろな状況があり、それぞれの里親の思いもさまざまです。少し
でも多くの先輩の話を聞き、つながりを持ってほしいというのが研修主催者側の願いです。

イ ン タ
ビュアー

先輩里親と里親委託推進員のディスカッション会場設営図

Ｂ．小グループに分かれディスカッション
小グループは受付時に教えられたグループで行います。グループで話しやすいよう、いすや机
を少し移動します。この小グループでのディスカッションの課題は「先輩里親のディスカッショ
ンやそれまでの基礎・認定前研修を受講して疑問に思ったこと」
などを話し合うことです。グルー
プは４～６人ほどのメンバーで構成されます。
この小グループでのディスカッションでは、男性は男性、女性は女性のグループになります。
研修企画者の話では、男性と女性を混同したグループにすると、男性が喋らなくなる傾向にある
26
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ため、男性は男性だけのグループ、女性は女性だけのグループを作り、討議しやすい雰囲気にす
るという事でした。また里親になる動機づけの違いを考慮し、養子縁組里親希望の参加者と、養
育里親希望の参加者でグループを分けています。
グループ内で話し合われたことの一部を紹介します。あるグループでは、
「研修を受けて疑問
に思ったこと」のほか、
「真実告知」
、
「近隣への子どもの紹介」
「交流から養子縁組までの期間」
「受託するときに親戚の子どもに対してどのように説明するか」「希望する子どもの年齢」
「子ど
もの養育」などが話し合われました。各グループともに非常に活発にディスカッションが行われ
ていました。全体司会は、各グループでの話し合いの様子をみながら「あと３分です」
「終了で

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

す」とタイムキーパー役でした。終了後は、元の講義形式のかたちに机といすを戻し、先輩里親
２人を前にして、質疑応答を行います。その後、グループでどのようなことが話し合われたのか
を、各グループのファシリテーターである児童福祉司などが報告しました。
それぞれのグループには、愛知県下の 10 児童相談所の里親担当児童福祉司や里親委託推進員、
里親支援専門相談員が最低１人参加します。経験年数の浅い児童福祉司のグループには先輩児童
福祉司か先輩里親が一緒に参加します。小グループでのファシリテーターは、この児童福祉司で
す。ファシリテーターには、事前に、グループ・メンバーの名前や年齢、管轄児童相談所、ディ
スカッション進行上の注意事項等が記された紙が配られていました。

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

注意事項には、たとえば、グループのなかで話がはずまなかったときに、どのようなテーマを
提案すればよいか、などがあげられています。ファシリテーターである児童福祉司は、それぞれ
の里親希望者が担当する児童相談所とは別の児童相談所の児童福祉司が割り振られます。研修企
画者の方の話では、そうすることによって、たとえば、管轄児童相談所や担当児童福祉司に対し
て不満があった場合も気兼ねせずに語ることが出来るように、グループのなかで特定の参加者だ
け話しやすい、
もしくは話しにくいという状況を作らないように配慮をしているとのことでした。
また、グループのファシリテーターの配慮として、
「発言していない参加者に声をかける」
「話
がずれないようにディスカッションを進めていく」「発言する人が毎回同じ参加者にならないよ

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

午前中のグループ・ディスカッション・午後のグループ演習

会場設営
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う、ほかの人に『どう思いましたか？』と話を振る」などの点に気を付けているとのことでした。
もしも、あまりに偏った発言があった場合も、発言者の話は否定せず、
「児童相談所としては、
こうした方がいいと思います」といった見解を述べます。ただし、決して言いすぎないよう注意
しているということでした。
Ｃ．グループ演習
このグループ演習は、昼休憩をはさんでから午後に行われました。まず、全体司会が、午後の
ファシリテーターの紹介をします。ファシリテーターは児童心理司です。
最初に約 10 分の講義があります。この講義では、まずはじめに「叩かない子育て」が強調さ
れます。「手をぱちん、おしりをぺん、頭をごつん、であっても、平成 12 年から『虐待』とな
りました」という、とても分かりやすく、シンプルな説明です。
「でも、暴力なしで育てていくためには、
『良いコミュニケーション』が必要ですね」と続きます。
「では、どうしたら『良いコミュニケーション』が生まれるのか」を具体的に、体感的に考え
てもらうため、早速グループ演習に移ります。
テーマは３つ、
「人は相手の理解を期待しやすい→ほどよい期待の仕方を身につけよう」
「コミュ
ニケーションはずれやすい→分かりやすく話し、よく聞こう」
「良い行動は見逃しやすい・悪い
行動は見つけやすい→良い行動を見つけ出そう」です。テーマに合わせた短い映像を見て、それ
について６人で話し合い、
「コミュニケーションのズレ」
「相手が話しやすいあいづちのうち方」
について、３人グループになってゲーム感覚で学んでいきます。前方にあるスライドにはシンプ
ルな文章が並んでいて、参加者が、これから自分たちが行うグループ演習は何を目的にし、どの
ように取り組めばいいのかが非常にわかりやすく説明されています。講師はこれを読む形で説明
を加えていきます。十分な説明が分かりやすくシンプルになされているため、参加者は迷いなく
グループ演習に取り組むことができ、グループ演習は大変な盛り上がりを見せました。グループ
演習については、参考資料を参照してください。
▪もうひとつのねらいと成果
この研修では、
「里親認定前の参加者同士のつながりをつくる」ことがもうひとつのねらいと
なっています。この日の研修のなかで、司会から何度か「里親さんにとって里親同士のつながり
はとても大切になるので、認定前ですが、同じ立場の知り合いの方をたくさん作ってください」
とアナウンスがあります。午前中の小グループでのディスカッションも認定前の参加者同士の
ネットワークを作るという意図に沿い「年齢・養子縁組か養育か・男性・女性」ごとにグループ
を分けます。
午後のグループ演習は、ゲーム感覚で盛り上がりました。グループ演習研修全体が、グループ
のメンバー同士の話が弾むような構成となっていました。里親希望者同士でつながりをもち、一
緒に話すことの良さを体感してもらうことで、里親サロンや里親会につなげたいという思いも研
修主催者側にはあります。また、グループでの演習によって、それぞれの里親希望者の人間関係
の持ち方など、人柄があらわれてくるところもグループ演習のいいところだといいます。子ども
のためにも、困ったときに、すぐに助けを求められる人になってほしい、里親サロンなどでつな
がりを作れる人になってもらいたいとの願いが研修企画意図の１つでもあります。
この日、午後のグループ演習では、参加者が笑い、話をし、連絡先を交換するなどの光景がい
たるところで見られ、研修運営側の意図は十分反映されたといえるでしょう。さらに、参加者が
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最後に提出したレポート（アンケート）でも、
「里親への理解が進んだ」
、
「自分が里親になるこ
とについてより深く考えることができた」
「不安に思っているのは自分だけじゃないと分かり安
心した」といった点で概ね良好な感触が得られたようでした。
▪愛知県の研修システム
愛知県の研修システムの大きな特徴のひとつは、基礎研修前、認定前研修前に児童相談所全体
で会議にかけ、会議を通過しなければ次の研修受講ができないという点です。平成 21 年、研修
が義務化され、
研修さえ受講すればどんな人でも里親になれる、
研修受講後には断りにくいといっ

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

たことが、愛知県でも現実的には生じていました。児童相談所として、年齢の条件や、さまざま
な状況から総合的に判断して登録してもらってもおそらく子どもとの出会いがないと思われる方
については、研修受講前に丁寧に説明し、お断りするようにしているといいます。それでも理解
してもらえないときには、児童相談所として研修受講が認められないという結論を出すこともあ
るそうです。研修受講も審査会準備も、里親希望者にかなりの労力を強いるものです。里親登録
者が増えてほしいとはいえ、委託するつもりもないのに、登録だけをしてもらうということは控
えなければ、里親希望者に対して「失礼」だとの考え方です。
愛知県では養子縁組を希望される方にも、養育里親と養子縁組里親の両方に登録することをお

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

願いしているそうです。その上で、すべての研修を受講してもらいますが、希望者の多くが養子
縁組を望んでいるため、研修内容は、養子縁組の内容も大切に取り扱っています。けれども、養
育（里親）にも関心を持ってもらい、社会的養護について幅広く知り考えてもらえるよう、研修
はあえて一緒に行っています。実際、愛知県では、養子縁組が成立し、子どもが少し大きくなっ
た後、乳児の短期養育はもちろん、長期養育や障がいのある幼児の養育をする方が多くいるとい
う現状があるといいます。
愛知県のグループ演習を見学して、研修の開催にあたりさまざまに配慮し、参加者を大切にし
ていることの結果として、里親養育、あるいは養子縁組が必要な子どものための土壌が広がって

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

いくと感じました。
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【資料：愛知県養育里親認定前研修（２日目）グループ演習】
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NPO 法人キーアセット（川崎） 里親認定前研修３日目（全４日中）
NPO 法人キーアセットは、大阪府、東京都、川崎市で活動している里親支援機関です。川崎
市では、市からキーアセットに委託されている事業がいくつかありますが、そのうちの一つが里
親認定前研修です。川崎市の里親認定前研修は全日４日間。６冊のテキストを使ってさまざまな
テーマについてグループ討議をすることがメインとなります。実習はこの４日間とは別に行われ
ます。
この日は全４日中の３日目。
午前中は
「発達障がい」
と
「小児保健」
についての講義がありました。

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

まず、全体の司会から、本日の研修の流れと、オブザーバー（筆者を含め数人）の紹介、端の
テーブルにならんでいるお茶とお菓子は自由にとって食べていいことなどが説明されました。午
前中の講義が終了すると昼休憩をはさんで、午後の研修が始まりました。午後の研修は 12:20
～ 17:00 までの長丁場の演習です。場所は川崎市こども家庭センターの研修室で行われました。
児童相談所の里親担当職員や施設の里親支援専門相談員も研修の様子を見学に来ていました。
キーアセットの母体はイギリスの里親支援機関コアアセットです。里親認定前研修で用いるテ
キストは、このコアアセットが使用しているテキストを日本語に翻訳した上で、日本の文化に合
うように修正を加えたものです。

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

▪グループ討議
演習は主にグループ討議で行われます。そのため、まずグループ分けが行われました。あらか
じめ決まっている席（グループ）に参加者が座ります。グループ人数は５～６人で４グループ。
この日は養子縁組里親と養育里親は別グループで行われましたが、通常は区別なくグループ分け
をしています。養育里親はもちろん、養子縁組里親も社会的養護を受ける子どもを育てることに
ついて十分に理解してもらうことが大切だからです。
まず、グループ内で自己紹介と前回の課題についての話し合いを 10 分くらい行いました。そ

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

の後、グループで話し合った結果を全体で共有するために発表します。このとき、ファシリテー
ターはグループの発表に相槌を打ったり、発表内容をまとめたりしながら、発表されたことをホ
ワイトボードに書いていきます。また、ファシリテーターは、各グループの発表の中で特に大事
にしたいこと、また他のグループの発表にはなかったことを繰り返したり強調したりします。最
後に、参加者がしっかり宿題をして
きたこと、意見交換にも慣れてきた
ことを評価し、お礼を述べていまし
た。
グループ討議はテキストに沿っ
て行われます。それぞれのテーマに
ついて、まず個人で用紙に記入し、
それをグループでシェアをして討
議します。その後、グループ発表を
行い、全体で共有します。この研修
では、そうした形態のグループ討議
を何回か繰り返して行いました。テ
キストで取り上げられたテーマや
グループ討議の会場設営図
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ケース・スタディは、参加者自身の生き方を問われるものや、子どもを受託後、日常生活の中で
生じる様々な対応の難しい出来事を想定したもので、とても内容の濃いものとなっています。
最後に次回までにやってくる課題を出されて研修は終了します。朝から夕方までの１日の研修
で、参加者の皆さんはとても疲れたのではないかと思われましたが、終了した後も、ファシリテー
ターに熱心に質問をしたり、その日の研修で学んだことの感想を述べたり、といった姿が見られ
ました。
▪研修の準備
認定前研修は里親になりたい人のための研修です。キーアセットでは、里親になるということ
はどういうことなのかについて参加者により理解を深めてもらえるよう、研修に特に力を入れて
います。里親登録希望者は、まず児童相談所での説明会に参加し、里親制度についての基礎を学
びます。そのあとキーアセットとの面接になりますが、１回につき２時間程度の面接を少なくと
も２回行っています。面接を通して里親登録希望者の動機、人柄、強みや弱みなどを知ることに
よって、どのような内容により力点を置くべきか、どのような方法が最も効果的かについて考え
ることができます。また、参加者と研修主催者（ファシリテーター）が、ある程度の信頼関係を
築くことができるため、研修をよりスムーズに進めることができます。
キーアセットでは、オリジナルのテキストを使っています。しかし、テキストだけに頼るので
はなく、研修前には、全体の司会とファシリテーターの２人で、徹底的に話し合い、練って、研
修の準備を行います。具体的には、面談を行った参加者の様子を思い浮かべながら、重点を置く
箇所を考えたり、どのような解説をすれば理解が深まるかという点について深く考えたりすると
いうことです。
キーアセットの研修は、里親養育に必要な新しい知識を取り入れるだけではなく、参加者それ
ぞれの個人的な感情、価値観、人生観、子育て観が問われるような構成になっています。このよ
うな研修をファシリテーターとしてリードしていくためには、まず、ファシリテーター自身が、
行う演習を深く理解することが大切だと考えさせられる研修でした。
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NPO 法人東京養育家庭の会

登録後研修

NPO 法人東京養育家庭の会が主催する登録後研修は、里親認定を受け、登録をした里親が受け
る任意の研修です。場所は東京都子ども家庭総合福祉センターで、２日間にわたって行われました。
このうち演習は１日目に約１時間、２日目に約２時間半、行われました。
▪認定前実習の振り返り（１日目の演習）
１日目の演習では、認定前研修の際の施設実習の振り返りを行います。そのため、児童養護施

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

設と乳児院の職員がファシリテーター兼助言者として参加します。この日、ファシリテーターと
して参加したのは、
繁和美氏（児童養護施設錦花学院）
、
手島寿美子氏（日本赤十字社医療センター
附属乳児院）です。参加人数にもよりますが、養子縁組希望里親と養育里親それぞれがグループ
をつくり、各グループにファシリテーターと事務局スタッフが１人ずつ参加します。グループの
人数は５～８人ほどです。グループは椅子で円をつくって座ります。
まず、簡単な自己紹介を行い、参加者が実習中に書いた記録（自分で書いたもの）を配り、そ
れを自分で読みなおすことで、実習中の状況や気持ちを思い出してもらいます。次に、参加者に
その実習を終えての感想などを述べてもらいます。また、実習中に疑問に思ったことなどを発言

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

してもらい、それについてファシリテーターが回答します。
グループ演習の人数にもよりま
すが、実習の振り返りが一通り終
了すると、参加者が里親になった
動機、あるいは真実告知などのト
ピックについて、より自由な形で
話し合います。施設の職員がファ
シリテーター兼助言者を引き受

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

けているので、疑問に思ったこと
などは、すぐに答えてもらえると
いう利点があります。今回の登録
後研修は、グループの人数が少な
かったこともあり、参加者が積極
的に発言されていたのが印象的で
した。また、お喋りも弾み、参加
者同士のつながりが生まれていま
した。

「実習の振り返り」の会場設営図

▪人の話を聴くことの大切さを考える（２日目の演習）
２日目の午後は、２時間半ほどの時間を使っての演習です。斎藤謁氏（恵泉女学園大学人間社
会学部教授）がファシリテーターを務めます。この演習の目的は「人の話を聴くことの大切さを
考える」です。
①あいまいな表現を人はさまざまに捉える
まず、資料が配られます。この資料には、
「あるもの」について書かれていますが、それがど
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のようなものかは書かれていません。これを読み上げた後、
「何の話だ（
「あるもの」は何か）と
思ったか」を 2 人 1 組になって話し合い、２人である程度の結論を出します。それぞれのグルー
プの発表では、
「食事のことではないだろうか」
「食べ物や家事かな、と思った」
「子育てなど家
庭内での仕事なような気が…」というような家事に関すること、また、全く違った視点で「子ど
もへの期待（子どもに対してこうあってほしいこと）かな？」などという意見が出ました。
ファシリテーターは、最後に答えを明かします。そして、
「曖昧な表現は曖昧なまま進んでし
まうので、先に要点を持ってくると、話がスムーズになりますね」とまとめ、参加者に感想を述
べてもらいました。
②人に説明することの難しさ
次に行った演習は、
「自室、または自分がよく過ごす部屋の様子を説明する」というものです。
Ａ４の白紙が配られ、参加者それぞれが、自室、または自分が普段よく過ごしている部屋の様子
を文字で書きます。その後、2 人 1 組になって見せ合います。面白いことに、ソファーやテー
ブル、テレビなどがどのように配置されているかなどを説明する参加者、そうした部屋の物の配
置には全く触れず、部屋の照明の明るさ、カーテンやソファーの色など、部屋の雰囲気について
説明する参加者など、人によって、
「部屋の様子の説明」のとらえ方は様々でした。
続いて、「今日、自分が自宅からこの会場に来るまでの道のりを風景も含めて説明する」こと
が課題として出されました。これ
も参加者がそれぞれ紙に書き、2
人 1 組で見せ合います。参加者は、
複雑な道のりではなくても、他の
人に説明をすることの難しさを実
感していました。「説明をする」
ことの難しさを考えたこの２つの
課題について、ファシリテーター
は、
「説明をするときには、自分
の起点、視点を定めること、説明
しようとするものはどういう類の
ものかを考える、また全体を俯瞰
することが大切です。伝え方は人
それぞれであり、決してパーフェ
クトはない。また情報というの
はやり取りの中で伝えるものなの
で、コミュニケーションの仕方が
大切になってきます」とまとめま

「人の話を聴くことの大切さを考える」会場設営図

した。
③コミュニケーションの大切さ
10 分ほどの休憩をはさみ、
最後はロールプレイングを行いました。ファシリテーターから、
ロー
ルプレイングは「YES ／ NO インタビュー」を行う、と説明されました。「YES ／ NO インタ
ビュー」は、２人ペア、または３人ペアになります。３人の場合、１人が観察者になります。２
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人のうち、１人は質問者、１人は回答者になります。質問者は、
「相手がどんな人か」を知るた
めの質問をします。回答者は、YES（はい）か NO（いいえ）でしか答えることができない、と
いうのがルールです。ファシリテーターが指定した「８分間」
、質問者は質問をし続け、回答者
は YES か NO のみで回答します。ファシリテーターはタイムキーパーになります。
終了後、ファシリテーターは、参加者に感想を尋ねました。YES ／ NO でしか回答がないた
め、「話が弾まない」
「一方的な会話になってしまう」
「時間が長く感じる」
「もどかしい」といっ
た感想が出されました。ファシリテーターからは、
「制約がある中でどれだけのことが分かるの
か、そういったもどかしさを感じてもらうためのロールプレイでした。また、自分が質問する内

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

容に一生懸命になり、第一目的である『相手がどんな人か』が二の次になってしまっていたので
はないでしょうか。それは普段から、往々にしてあることです。また、どのように相手の話を聴
くか、ということについても今回のロールプレイで考えてもらうことができたのではないかと思
います」といったまとめがあり、終了となりました。
受講後、参加者からは、こうした心理学の手法を使った演習は新鮮でとても興味深かった、面
白かった、などの感想が寄せられていました。人間関係は、曖昧な表現を本人の意図とは異なる
形でとらえてしまったり、物事を相手に誤解のないよう説明できなかったりすることから、簡単
に崩れてしまうことがあります。加えて、子どもはおとなほど上手に言葉を使ったり説明したり

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

できません。里親と異なる環境で育ってきた子どもの場合はなおさらでしょう。子どもの話をよ
く聴き、丁寧なコミュニケーションを心掛ける、本人の意図をくみ取るということが大切である
ことを学ばされた研修でした。
▪登録直後に研修を行う理由
里親希望者は、認定前研修を受けてから、申請、審議などを経て、里親登録をします。東京都
の登録後研修は、里親登録をした里親が、１年以内に受講できることになっています。
認定前研修などを経て登録した直後に里親の研修を行うことには、理由があります。それは、

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

里親認定前研修の一環として行った３日間の施設実習の「振り返り」を行うことです。研修主催
者側としては、施設実習という貴重な機会が「やりっぱなし」ということにならないようにした
いと考えています。施設の職員にファシリテーターとして参加してもらうグループ演習では、施
設実習での疑問や感想を聞くことで、参加者の疑問や不満の解消、また時には誤解を解くといっ
たことにもつながり、有意義な時間となっていました。
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浜松市

里親更新時研修

浜松市の里親更新時研修は、浜松市児童相談所内の一室で行われました。昨年度は倍以上の人
数がいたという更新時研修ですが、５年ごとの更新のため今年はその分少なく、９人の方が参加
しました。この日は１日のプログラムでしたが、グループ演習は、午後の 13:00 ～ 14:05 に第
１部、休憩をはさんだ 14:15 ～ 15:30 に第２部が行われました。第１部と第２部のファシリテー
ター、またグループに参加したグループのファシリテーターは、それぞれ児童相談所の里親専任
職員と児童福祉司、里親委託等推進員が担っていました。また、室内の後ろには飴とチョコが用
意され、和やかな雰囲気づくりが意識されていました。

第１部「中途養育」
まず、参加者は椅子で円をつくり座ります。最初にオブザーバーである筆者を紹介していただ
き、その後グループ演習の目的とルールについて説明がありました。この第 1 部のグループ演
習の目的は、
「①里親同士が仲良くなること」
、
「②中途からの養育であることの理解」です。ルー
ルは「ここで話された個人情報に関わることは、他の場所では話さない」こと。個人情報の保護
のためと安心して自分の気持ちを話してほしいためであるという説明がファシリテーターからあ
りました。
①アイスブレイク…フルーツバスケット…
アイスブレイクとして、フルーツバスケットを行いました。フルーツバスケットをするのは、席を
シャッフルすることと緊張した気持ちを和らげ、和やかな雰囲気を作ることが目的だそうです。
②講義（20 分ほど）
レジュメが配布され、パワーポイントを使用しての講義が約 20 分ほどありました。
グループ演習のテーマである中途養育について、里親養育とは『中途からの養育』であること
を理解すること、中途からの養育とは、子
どもの人生の途中からのかかわりであるこ
と、子どものそれまでの生活や人生を尊重
することが必要であること、また、途中
から里親家庭に来ることになった子どもに
は、不安や戸惑いがあることを十分に理解
することが大切であることが語られていま
した。加えて、子どもは、一人ひとり異なっ
ていて、それまでしてきた経験も異なって
いること、その意味で、たとえ、ベテラン
の里親であっても、自分自身が培ってきた
過去の養育経験はその子どものためには活
用できないこと、そして、だからこそ他者
の助けを求めることが必要であることが話
されました。
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第１部

会場設営図

里親サロン運営マニュア ル

③茶色の袋
次に、おとなが両手で持つことができるくらいの大きさの中身の詰まった布製の一つの袋を見
せ、参加者の 1 人に手渡します（写真①）
。
端から順に手渡していってもらい、全員が一度、袋を持ってみたところで、ファシリテーター
が「持ってみた感じはどうですか？」と尋ねます。参加者から「小さい袋なのに意外と重い」と
の答えがあり、ファシリテーターが「何の重みだと思いますか？」と尋ねると、1 人の里親は「赤
ちゃんの重み？」
と答えました。実は、
この袋の中身は大きさの異なるいくつかの石でした。ファ
シリテーターは石を 1 つずつ取り出しながら、
“里子の気持ち”
を解説していきます
（写真②～③）。

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

・「『里親さんは自分をかわいがってくれるかな？新しいおうちでちゃんとできるかな？』と里親
委託が決まってからこの子はずっと気になっています」…ここで“気持ちの石”を 1 つ取り
出します。
・「里親さんのところに来て幼稚園も変わってとっても不安、最近お友達ともうまくやっていけ
ていない」…ここでもまた大きな“気持ちの石”を 1 つ取り出します。

③

④

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

②

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

①

茶色の袋

・このように子どものストーリーを語りながら、子どもの“気持ちの石”を取り出していき、少
し石が残っているところで参加者の 1 人にもう一度袋を持って感想を言ってもらいます。
「で
もまだ重いですね。袋の中にはまだ何か入っている」
（写真④）
・ここでファシリテーターが「子どもも最初から自分の気持ちを打ち明けたり、さらけ出すわけ
ではありません。もしかしたら一生誰にも言わない、言えない気持ちがあるかもしれない。あ
るいは、この子自身もその心の重みに気付いていないかもしれません」と語り、この子の生い
立ちをパワーポイントで丁寧に解説しました。
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④氷山
その後、里母のグループと里父のグループに分かれ、グループには児童福祉司が１人ずつ入り
ます。男性の児童福祉司は里父グループ、女
性の児童福祉司は里母グループです。
次に氷山が描かれた模造紙が各グループに
配られます。そして、「③茶色の袋」で説明
された事例の子どもについて、
「目で見える
部分（説明を聞いて分かる部分）
」を黄色の
付箋に書き出していき、氷山の上の方に貼っ
ていきます。
その後で、それぞれのグループが何を書い
たのかを発表します。
「こんな状況の子ども」
であることが分かります。次に、ピンクの付
箋に「氷山の水面下の部分（子どもの気持ち
の見えない部分）
」を想像して書きます。こ
れもお互い発表します。完成した氷山は写真

「氷山」会場設営図

のようになりました。

完成した「氷山」

⑤ロールプレイ
次に、2 人 1 組になり、
里子役と里親役に分かれます。里子・里親役になって向かい合って座り、
里親役は里子の気持ちを想像して言葉をかけます。以下のようなやり取りがなされました。
・里親役が里子役に…「本当は寂しかったんだね」
「つらかったんだね、もう大丈夫だよ」
「かわ
いいよ」など。
・里子役は里親役に…「ありがとう」
「お父さん（お母さん）は分かってくれているんだね」など。
里親役と里子役を演じ終えると、役を交代して、お互いが里親役と里子役の両方を演じました。
⑥振り返り
終了すると、ファシリテーターが、それぞれの参加者に感想を聞き、参加者全員で拍手をして、
第１部は終了となりました。
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⑦休憩
休憩中は、後ろに置いてあった飴とチョコが人気でした。雰囲気も午後の部が始まったばかり
の時よりも和やかになっていました。第２部のファシリテーターが、休憩時間中に、名前とチー
ム名（Ａチーム・Ｂチーム）が書いてあるネームシールを参加者に配り、
貼ってもらっていました。

第２部「実親との関わり」
参加者は、チームに分かれて机を囲んで座
里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

ります。
Ａチーム・Ｂチーム、それぞれのチームに
児童福祉司が入り、ファシリテーターを務め
ます。
①「実親をイメージしてください」
まず、全体のファシリテーターが、事例を
紹介します。参加者は事例の子どもの実親

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

についてイメージします。そしてそれを配
布された用紙に記入します（約３分）
。その
後、グループ内で意見を出し合い、討議を行
います。討議で出た意見をグループのファシ

「氷山」会場設営図

リテーターがまとめます（約 10 分）
。グルー
プで出た意見をファシリテーターが発表します。発表では「いろいろな意見が出た」
「人それぞ
れ見方が違うことを実感した」などの意見が紹介され、事例についてのそれぞれの見解が語られ
ました。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

②事例の実母の追加情報
全体のファシリテーターから、事例の実母の追加情報が加えられ、抱きやすい実親のイメージ
と実際の実親の姿について説明がありました。再び参加者それぞれが、子どもにとっての実親の
存在をイメージし、それを用紙に記入します。グループになって意見を出し合い、討議します。
意見がまとまったら発表します。発表では、子どもにとっての実親のイメージは、
「お母さん大
好き」「さびしい」
。また、
「外から見ると保護するのも仕方ないと思うが、子どもから見ると違
うのかな」などという意見が語られました。
③子どもにとっての実親の存在
全体のファシリテーターから「子どもが実親について知りたいと思うのは当然のこと」
「実親
に受け入れられなかったというのは子どもにとって受け入れがたいこと」といった内容の話が語
られました。養育指針ハンドブックから引用し、実親との交流で起こる子どもの揺れる心（実親
と里親の間での葛藤・実親の美化など）について説明されました。
④実親と交流する子どものために里親ができること
テーマである「実親と交流する子どものために里親ができること」について、参加者それぞれ
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が用紙に記入しました。記入後、グループ内で自分の意見を発表し、グループ討議を行いました。
発表では「子どもが実親と会いたいと思う気持ちも自然だし、里親として実親に嫉妬してしまう
かも、という気持ちも自然だと思う」
「嫉妬もありつつ子どもの考えを認めてあげたい」
「もし、
自分が子どもの立場だったら会いたいと思う」
「ありのまま、在るがままに受け入れるのが大切」
「実親の悪口を言わないことが大切」
「子どものルーツについて、嘘はつかないような存在でいた
い」「実親と会うことで子どもが揺れないよう、ドカッと構えている里親でいたい」
「児童相談所
の側も実親と交流する子どもを支える里親のためにできることを考えてくれるといいな」などの
意見が出ました。最後に、全体のファシリテーターから、子どもの分離・喪失体験を里親も一緒
に受け止めてあげてほしい、実親について語ることをタブーとせず、自然に実親について語れる
環境を作ってあげてほしいということがまとめとして語られました。
▪グループ研修の意義とファシリテーターの役割
浜松市の研修を担当しているのは浜松市児童相談所の方々です。今回のグループ演習を担当さ
れた方に、グループ演習の意義とファシリテーターの役割について、以下のようなお話を伺うこ
とが出来ました。
「研修を行うとき、講義での研修となると、参加者は聞いているだけのため、右から左に流れ
てしまうことが多くあると思われます。そのため、自分から参加していくという形態が昨今では
主流になってきています。里親の更新時研修は、少なくとも５年以上里親として活動された方が
受けるものなので、ある程度の討議になります。研修を主催する側から『こうあってほしい』と
いう形の押しつけにならないという利点があります。
グループ内ファシリテーターの役割としては、質問をして、そこからさらに広げていくという
役割があります。ファシリテーターが質問をして、参加者に答えてもらうことで、参加者がファ
シリテーターに対して話しているという形になってしまうという危惧はありますが、
課題を重ね、
討議を重ねていくうちに、だんだん発言が活発になっていき、グループ全体で討議するというよ
うになっていきます。
（実際、今回のグループ演習でも、最初は遠慮がちだった参加者の方もだ
んだん討議に参加されるようになり、最後のテーマのときには、活発な意見交換がなされていま
した。）基本的に、今回の研修ではイメージしてもらう事をメインとしたので、議論を誘導する
という形は持ちませんでした。人は、現実とは違うイメージを思い描きやすいと思いますが、グ
ループでイメージをシェアすることで、人それぞれ違う微妙なところ、自分の考えとは違う考え
を持っている人がいることを知ってもらえればよいと思っています。
児童相談所としては、あえてまとめるということはしませんでしたが、社会的養護が必要な子
どもたちの気持ちを大切に受け止めて、
みんなで見守り育てていけるよう再確認してもらえれば、
と思います」
室内の後ろに置いた飴やチョコも功を奏し、また児童福祉司の人柄、参加者の人柄も反映され
たと思いますが、終始和やかな雰囲気のなかで行われた研修でした。
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日本子ども家庭総合研究所

専門里親認定研修

日本子ども家庭総合研究所で行われた、
「専門里親認定研修」のグループ演習は、２日間あり
ました。専門里親認定研修ではもちろん講義などもありますが、今回はグループ演習のみを見学
させていただきました。場所は、日本子ども家庭総合研究所の研修室です。
２日間とも参加者は 38 人ほど。1 日目と 2 日目、同じメンバーが参加しました。２日間のグ
ループ演習のプログラムは以下の通りです。

内

容

10：40 ～ 12：00

グループ討議

12：00 ～ 12：45

休憩

12：45 ～ 13：30

グループ討議の結果を発表

13：30 ～ 14：15

助言

演習「役割演技法」
（ロールプレイング）

ファシリテーター・講師
加藤博仁
（吉備国際大学

教授）

小山修
（日本子ども家庭総合研究所客員研究員）
小山修
（日本子ども家庭総合研究所客員研究員）

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

13：15 ～ 17：15

２日目

間

グループ演習プログラム

１日目

時

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

専門里親認定研修

ファシリテーター：小山修
助言者：
相澤仁（国立武蔵野学院院長）
高橋幸成（社会福祉法人カリヨン子ども
センター監事）
和田一郎（日本子ども家庭総合研究所主
任研究員）

▪ロールプレイング（１日目）
1 日目の午後のファシリテーターは、吉備国際大学教授の加藤博仁氏でした。
里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

①オリエンテーション・小講義・ロールプレイングの説明
まず、オリエンテーションが行われ、ファシリテーターが午後の研修の流れを黒板に書いて説
明しました。その後、小講義として「被虐待児への生活支援上の留意点」と「援助的な会話での
留意点」というテーマで 15 分ほどの短い講義がありました。もちろん、これは、この後に続く
ロールプレイングに関連した講義です。
次に、ファシリテーターは、15 分ほどかけて、ロールプレイングの目的、本日のロールプレ
イングの全体の流れを丁寧に説明しました。ロールプレイングを行う意義についても、
「体験す
ることにより気づき、それを個人で振り返ることにより気づく、さらにグループの中で話し合う
ことでいっそう学習が深まる、最後に全体で他グループと体験を共有する」と語られました。ま
た、ロールプレイングには「ロールプレイングのなかで『練習する』ことが出来る（練習しない
と普段使えないので。
）
」という意味もあるということも話されていました。とても丁寧に、ロー
ルプレイングの手順、意義について説明したのは、何をするのか知っていると、参加者が安心で
きるからだそうです。
②アイス・ブレイク
実際のロールプレイングに入る前に、アイス・ブレイクとロールプレイングの練習を行います。
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机を壁に寄せ、38 名の参加者全員でイスを出して大きく円をつくります。アイス・ブレイクを
やる理由は「リラックスしてもらいたいので」
。この日のアイスブレイクは「じゃんけん５人勝
ちゲーム」。ルールは簡単です。参加者の誰かとじゃんけんをして、
５人に勝てば
「上がり」
。勝っ
た人から、並んだイスに端から座っていくというものでした。じゃんけんの相手は参加者なら誰
でもよく、すでに座っている人とじゃんけんしてもいいというものです。参加者全員が椅子に座
れたところで、最初に並んだ（５人に勝つのが早かった）３人に「じゃんけんに勝つコツ」を話
してもらいました。
次に、この「じゃんけん５人勝ちゲーム」での並び順を利用して、ロールプレイングのグルー
プ分けを行います。端に座った人から、
「１」から順番に「６」までの番号を言っていきます。
「１・
２・３・４・５・６・１・２・３…」
。そしてファシリテーターが指示したそれぞれの番号の場
所に小さな円を作って座りました。ファシリテーターが声をかけ、男女比に大きな開きがあると
ころ、ご夫婦が同じグループになってしまったところなどは調整を行い、グループが完成します。
グループごとに小さな円をつくって座り、いよいよロールプレイング！と思いきや、
「ロール
プレイングの練習」が始まります。練習用ロールプレイングは、グループで気軽にでき、場が和
み盛り上がるものでした。ロールプレイングが始まって、
しばらくするとファシリテーターは
「今
は何番目のプレーヤーですか」などと各グループに確認します。ファシリテーターの役目の一つ
として、時間配分に気を配る必要があるからです。じゃんけんからロールプレイングの練習まで
とても和やかな雰囲気で進んでいきました。
③事例紹介（15 分）
①のところですでに説明されていましたが、各グループ、子ども役３人と里親役を３人決める
よう説明がありました。実際に演じるのは１人ずつで、
自分が演じていないときは、
オブザーバー
となります。オブザーバーは冷静
かつ客観的に他の人が演じている
ところを見ることで「気づき」を
得るといいます。
ロールプレイングの素材となる
事例についての資料が配布され、
ロールプレイング全体の流れを再
び丁寧に説明されます。各グルー
プの役割が決定すると、それぞれ
の役に用意された別資料が配られ
ます。たとえば、里親役には、事
例の事件が起こったときの「里親
の心境」が書かれています。グルー
プ内の各役割ごとにつくるサブグ
ループで「役柄のイメージづくり・
登場する順番・相手の呼び方」な
どを相談します。
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「ロールプレイングとグループでの振り返り」会場設営図
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④休憩
15 分ほどゆっくり休憩をとります。
⑤ロールプレイング
いよいよロールプレイングです。ロールプレイングは以下の手順で行われます。
場面設定（５分）
：登場順番、相手の呼び方、机の置き方などを工夫
（５分）
：感情をぶつけてくる子ども（１番目のプレイヤー）

第２幕

（５分）
：１番目のプレイヤーの続き（２番目のプレイヤー）

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

第１幕

作戦 time（５分）
：作戦立て直し
第３幕 （20 分）
：少し落ち着いてきた子ども（３番目のプレイヤー）
＊第３幕はタッグマッチ法を使用（タッグマッチ法とはプレイヤーがオブザーバーにタッ
チをすると交代できるという方法のこと）

第３幕まで演じ終わると、
「終了」というけじめをつけるため、拍手をしました。ロールプレ
イングの演技では、各グループの参加者が、白熱した演技をみせていました。
委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

⑥個人での振り返り
ロールプレイが終わったところで、各グループで机を２つだし、筆記用具を用意します。
それぞれ振り返り用紙（資料参照）に記入します。記入時間は約 10 分です。
⑦休憩
振り返り用紙への記入が終わると、10 分間の休憩となります。ファシリテーターからは、
「憂
さ晴らし、発散、動き回る、クールダウン、飲む、食べる、トイレに行くなど、気分転換をして

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

ください」と勧められますが、熱心なグループでは、休憩時間中にすでに振り返ったことをシェ
アしているグループも見受けられました。
⑧グループでの振り返り
グループで振り返りを行います。このための時間は、25 分間です。⑥で個別に記入した振り
返り用紙に沿って行います。主に振り返るポイントは以下のようなことです。
１）子どもの心理：
子どもの気持ち、行動、子どもはどんな気持ちでいたのか、里親への感想、どんなところが
嫌だったのか、考え方、嫌なこと、本音、望むこと、心情など
２）援助的対応：
里親はどのように対応したら良いのか、どういったことが援助になるのか、里親の姿勢、態
度、言い方、口調、表情、言葉、待つ（間）
、距離、小道具、スキンシップ
グループでの振り返りが終わると全体会でのグループ発表があるので、全体会での発表者と発
表者の補助者を決めておきます。
⑨グループ発表
全体会は 45 分、１グループにつき５分くらいで発表を行います。ファシリテーターは、発表
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内容に相槌を打ちながら、
発表されたことを黒板に書きます。各グループ、
子どもの気持ちに沿っ
て、里親がどのように対応するべきだったのか、対応できるのかということを真剣に考えて取り
組んでいました。最後に、ファシリテーターが感想を述べます。
「今日はいろいろなことに気づ
いてもらえたと思います。
子どもが話す事をしっかりと聞くということは意外と難しいことです。
だから練習をする必要があります。ロールプレイでの学びは、ロールプレイをやったあとに振り
返ることが大切です。日々の生活の中、日々の養育についても自分の対応について振り返ること
が大事ですね」というファシリテーターからのまとめがあり、最後に「おつかれさまでした」と
いうねぎらいの言葉をもって、拍手で終了しました。
▪グループ討議（２日目）
２日目のグループ討議では、ま
ず、ファシリテーターの小山修氏
（日本子ども家庭総合研究所客員
研究員）が、本日のグループ討議
の内容を資料に沿って簡単に説明
しました。資料には分刻みで細か
くグループ討議のやり方が書いて
あります。また資料にはグループ
名簿が載っているので、参加者は、
自分がどのグループに所属するの
かがすぐにわかるようになってい
ました。グループは、１グループ
５～６人でＡ～Ｇの７グループに
分かれます。グループは、同じ出
身県同士の参加者が重ならないよ

グループ討議

会場設営図

う配慮されています。それぞれの
グループに用意されたものは、グループを示す札、付箋、マジックでした。
参加者は、すでに用意されている付箋に、
「今困っている」あるいは「解決したが他の人の意
見も聞いてみたい」と思われる委託（措置）ケースの事を思い出し、その子どもあるいは実親の
抱える問題を簡潔に（一言で）書いていきます。次に、グループになり、自己紹介を行い、進行
役、記録兼発表者を決めます。その後、グループで最初に書いた付箋を出し合い、類似のものを
集めてひとまとめにするという分類作業をしていきます。分類が終わると、グループ討議に入り
ます。その際、分類した中で一番多くの付箋が集まったトピックについて話し合うよう説明があ
ります。そのトピックについてグループ内で共有し、対応策を考える作業を行います。
グループ討議では
「非難したり、
けなしたりすることは
『助言』
ではありません。
『人の話を聴く』
という対人援助のトレーニングにもなるので意識して取り組みましょう」という説明もありまし
た。専門里親認定研修、ということでベテランの里親が多いこともあり、
「話しすぎない」
「簡潔
に」などのルールが設定されました。
グループ討議中、ファシリテーターは、グループの間を回って個別の質問などに対応しました。
手順については、詳細な説明が書かれた資料が配布されていましたので、受講者は分からなくな
ると資料を見て、討議の手順を確認していました。各グループで話し合われたことをそれぞれ記
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録用紙にまとめると、休憩となります。
お昼休憩をはさんで、グループ発表を行いました。グループ発表の際には、３人の助言者が参
加することになっており、この助言者が紹介されました。この日の助言者は、相澤仁氏（国立武
蔵野学院院長）
、高橋幸成氏（カリヨン子どもセンター監事）
、和田一郎氏（日本子ども家庭総合
研究所主任研究員）。各グループが記入した記録用紙を、研修スタッフが昼休憩中に PDF 化し
ており、それを画面に映します。発表者は画面を見つつ発表を行いました。発表の際には、助言
を求めたいことについても併せて発表します。１つのグループの発表が終わったところで助言者
がコメントをし、次のグループが発表を行います。全グループの発表が終了したところで３人の

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

助言者からまとめのコメントがあり、研修は終了となりました。
▪対象者に焦点をあてた研修
この研修は、専門里親認定前研修であるため、ベテランの里親が多数参加していました。さま
ざまな養育経験があり、また、さまざまな研修を受けてきた里親です。
グループ演習もその対象者に合わせた研修であることがうかがえました。例えば、１日目は、
よく練られた複雑なロールプレイングが設定され、参加者は目に涙をためる人もいるほど白熱し
た演技を行い、熱心に討議をしました。

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

２日目は、里親のグループ討議のなかからトピックを見つけ、解決方法を話し合うという形を
取ることで、押し付けられたものではなく、参加者自身の考えで、トピックについて話し合いが
行われました。その上で、３人の専門家からの助言を受けることで、グループ討議で話し合われ
た内容についての理解がより深まるように思われました。
事前に対象者がある程度特定できると、演習の中身を考えるときに有効だと思います。この研
修は、参加者が専門里親の認定を希望する里親、ということが事前に分かっている強みがありま
す。まさにベテランの里親に焦点を絞り込んだ研修であったと感じました。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）
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日本子ども家庭総合研究所

養育力向上セミナー

日本子ども家庭総合研究所が主催した養育力向上セミナーは、午前中は講義、午後は演習が行
われました。演習は、ロールプレイングとグループ討議です。場所は、日本子ども家庭総合研究
所の研修室で、セミナーには、養子縁組里親、養育里親、専門里親、乳児院職員、児童養護施設
職員、児童相談所職員など様々な立場の方が 30 人ほど参加しました。ロールプレイングのファ
シリテーターは、山本恒雄氏（日本子ども家庭総合研究所子ども家庭福祉研究部部長）です。
▪グループ
グループはＡグループからＩグループまでありますが、そのうちＢグループは出席者が少ない
ため、違うグループに組み込まれたので、全部で８グループ。１グループ３～４人で、里親と施
設職員・児童相談所職員が必ず混在するというグループ構成になっています。１グループ３人の
うち、２人が里親役（里父・里母）
、１人が子ども役になります。４人いるグループでは、残り
の１人は観察者となります。ロールプレイングの後の討議の場では、Ａ・Ｃグループ、Ｄ・Ｅ・
Ｆグループ、Ｇ・Ｈ・Ｉグループの３つのグループに分かれて、椅子で円をつくり討議します（１
グループ６～ 10 人ほどになります）。この際、グループ討議を進めるための司会役をグループ
で１人決めて討議します。

会場設営図

▪ロールプレイング
ロールプレイングでは全部で３つの事例を演じました。事例のテーマは、
【事例１】門限破り、
【事例２】LINE 問題、
【事例３】いじめ問題です。
ここでは、ロールプレイングとその後のグループ討議の進行をそのまま掲載します。３つの進
行は、ほぼ同じパターンで進められたので、最初の事例のロールプレイングの手順だけ掲載しま
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すが、実際には、ちょっとした順番の変更、グループ発表の順番の入れ替えなどを行い、新鮮さ
を保つような工夫がされていました。
【ロールプレイングの手順】
①

まず、参加者に、最初のロールプレイングで演じる事例を書いた資料が配布されます。

②

次に、ファシリテーターが、事例１について資料に沿って説明します。

③

子ども役は外へ出て、
「種明かし」を聞き、里親役は、子どもにどう対応するのか作戦会
議を行います。
（約３分）
里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

＊配布される資料以外に、この時点では子ども役だけに明かされる「種明かし」があります。

④

子ども役が戻ってくると、ロールプレイングが開始されます。
（約７分）

⑤ 「振り返りシート」が配布され、参加者は今演じた自分の気持ちを振り返りシートに記入
します。
（10 分）
＊ふりかえりシートへの記入は、グループ討議に入る前に書く、ということが重要です。他の参加者と
意見交換をする前に、自分自身の考えを整理するためです。

⑥

ファシリテーターは、振り返りシートに記入している参加者の間を回り、質問などを受け
付けます。
振り返りシートの記入が終わると参加者全員に「種明かし」をします。

⑧

３グループに分かれて後ろで円になり、グループで討議を行います。この際、司会役を決

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

⑦

めます。
（10 分）
＊このときのファシリテーターの役割としては、少数意見にも注目を与えること、また参加者全員に発
言の機会を与えることです。たとえば「これ以外のことを思いついた人」など、討議に広がりを持た
せることも大切です。

各グループが発表を行います。

⑩

発表後、拍手をして参加者は席に戻ります。

⑪

ファシリテーターが解説とまとめを行います。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

⑨

ロールプレイングとグループ討議が全て終了すると、休憩を取り、研修全体の質疑応答が行わ
れ 17:30 に終了となりました。
▪演習テーマの選択
「里親研修」といえば、必ず取り上げられるようなテーマ以外には、どのような研修テーマを
扱っていけばいいのか、ということは、研修運営側の悩みの１つでもあると思います。養育力向
上セミナーでは、３つのロールプレイング（門限破り、LINE 問題、いじめ問題）を行いました
が、これらのテーマはどのようなことから選択されるのでしょうか。ロールプレイングのファシ
リテーターをされた山本氏に伺ってみました。
「里親養育に限らず、養育の悩みは、子どもによって千差万別です。しかし、養育にすぐ結び
つくような著作（養育の悩みに対応した育児書的なもの）は少ないのが現実です。子どもや世の
中、学校の状況などは、
時と場合でどんどん変わっていきます。里親研修に取り組むファシリテー
ターは、臨機応変に子どもの問題の最先端を取り入れていく必要があります。
真実告知、盗み、愛着反応など、そういった大きな話は里親の研修にかなり普遍的にとり入れ
ていけますが、そのほかの細かい話は、時代の流れとともに“あっ”という間に変化していきま
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す。例えば、今回、取り上げた「LINE 問題」のように、里親の悩みの最先端のものは、子ども
の問題の最先端のものとたいていの場合、同じものなので、里親研修には、常に時代の最先端の
問題をとり入れていくようにしなくてはならない側面があると思います」
以上のように語ってくださった山本氏は、LINE 問題についての詳しい知識があるからこそ、
今回の研修で LINE 問題を教材として取り上げることが出来たのだと思います。ファシリテー
ターには、子どもの最先端の問題にも常に目を配り、勉強していく姿勢が求められるということ
を感じました。
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さがみの里親会

研修会

さがみの里親会が主催した研修は、相模原児童相談所で行われました。グループ演習は約１時
間ほど。グループ演習の前に「専門里親講座」という講義（講師：桜井奈津子氏〈和泉短期大学
児童福祉学科教授〉
）が行われていました。グループ演習のファシリテーターは、
前田誠一氏（さ
がみの里親会会長）です。
参加者は、さがみの里親会の里親（養育里親、養子縁組里親）
、児童相談所職員、乳児院の里
親支援専門相談員です。参加者はお互いに顔見知りだったので、グループ演習の前から、親しげ

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

な会話が交わされていました。グループは３つに分かれ、それぞれ５～７人程度の人数で行われ
ました。各グループには特に司会などは置きませんでしたが、
討議は、
スムーズに進んでいました。
▪グループ討議「
『明日ママがいない』から里親はどうしたらよいか」
この日のテーマは、
「
『明日ママがいない』から里親はどうしたらよいか」です。資料として「明
日ママがいない」
に関わる賛否両論の経緯と賛否両論を載せたプリントが配布されました。まず、
グループ分けを行い、各グループで書記（記録係）を決めました。

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

①

問題点
最初に、『明日ママがいない』で問題だ（よくない）と思う部分を各グループで討議しました。

討議時間は約 10 分ほどです。
②

良かった点
次に、書記を交代し、
『明日ママがいない』で良かったと思う部分を各グループで討議します（約

10 分）。
里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

③

どう受け止めるか
問題と思われる点と良い点について、グループで討議されたなかで、特に重要と思われる点を

３つずつ選択します。再度書記を交代し、３つずつ選択した６点をみて、
「あのドラマをどう受
け止めているのか」「どう感じているの
か」について討議しました（約 10 分）
。
④

では、どうしたらよいか
最後に、この日の講義も交え、TV ド

ラマを通じて、里親はどうしたら良いの
か、子どもたちにどうしていけばよいの
か、について討議が持たれました。
その後、各グループの発表者を決め、
グループごとに発表し、ファシリテー
ターが全体のまとめを行い、終了となり
ました。以下に、各グループで発表され
た内容をまとめました。

グループ討議

会場設営図
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【発表内容】
①

問題点
・施設職員の言葉で誤解を生んだ
・里親が子どもを選ぶという誤解を生んだ

②

良い点
・関心が高まった
・葛藤場面を描けていた
・施設の子どもたちが着ている洋服がかわいかった

③

どう受け止めているか
・問題提起になった
・真実かどうかを見極めることのできる目が必要だということを学んだ

・せっかく話題になり、様々な問題提起を生んだのだから、ここで終わりにせず、次につなげ
てほしい
・PTSD を持っている子どもがいることを考えると子どもの安全を確保することが重要
④

では、どうしたらよいか
・地域の中で里親であることは隠さない
・主体は子どもであることを認識
・地域の理解を深めるため、里親であることをオープンにする

・児童相談所は、虐待ばかりクローズアップされるが、他のこともやっていることを示すパン
フレットなどを作る必要がある
▪里親会での研修
この日の研修は、里親会主催の研修でしたが、里親だけでなく児童相談所職員や乳児院の里親
支援専門相談員も参加し、和気あいあいとしたいい雰囲気のグループ討議だったのが印象的でし
た。気心が知れていることもあるのか、とても和やかな雰囲気で進み、最後のグループ発表では、
他のグループから自然と拍手が送られていました。
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ファミリーホーム研修会
ファミリーホーム研修会は、
福岡市と福岡市子ども家庭支援センター「子どもの村福岡」
（SOS
子どもの村 JAPAN）の共催で、福岡市こども総合相談センター（えがお館）で行われました。
対象は福岡市内のファミリーホーム関係者及び施設の里親支援専門相談員の方々ですが、他自治
体にも声かけされたので九州の各地域からファミリーホーム関係の方々が集まり、約 60 人の参
加でした。プログラムは以下の通りです。
間

研

修

講

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

時

師

講義『子どもたちの育ちあいを支える家 横堀昌子（青山学院女子短期大学
庭養護であるために～子どもの行動の理
子ども学科教授）
解、育ちの段階を踏まえた対応を考える』

14：40 ～ 14：50

休憩

14：50 ～ 16：00

ケア・スタディ
ファシリテーター：
ファミリーホーム養育者の実践報告をも 山本裕子
とに、参加するすべての人が、日々の子 （福岡市子ども家庭支援センター
どもの養育について振り返り、お互いの 「子どもの村福岡」センター長）
課題や工夫を共有しながら養育の質の向 コメンテーター：
上を目指します。
横堀昌子氏（青山学院女子短期大
学子ども学科教授）

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

13：10 ～ 14：40

研修会は、13:00 ～ 16:00 で行われましたが、13:10 ～ 14:40 は講義、休憩をはさんだ
14:50 ～グループ演習が行われました。
▪ケア・スタディ
グループ演習はケア・スタディが行われました。
まず、ファシリテーターが、ケア・スタディについて説明し、誓約書を参加者に配布し、提出

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

をお願いします。誓約書は
「①ケア・スタディの話題提供者と、
その子どもの個人情報については、
子どもの福祉に携わる者としての守秘義務を遵守します。②ここで検討された、子どもへのより
よいケア（養育者との関わり）については、その子の養育に携わる人たちと情報を共有し、活か
していきます」ということについて誓約するものです（資料を参照してください）
。
次に、ケア・スタディシートが参加者に配布されます。このシートには、この日の研修のテー
マとなる「学びたいケア」が書かれています。子どもの氏名は原則アルファベット標記（殆どＡ
と記載）で、年齢や性別などの個人情報も個人が特定できないよう、必要最小限に留められてい
ます。終了後、このシートは回収となります。また、この日のケア・スタディのルールとして、
「こ
こで学び合った『子どもへのよりよいケア』については、
それぞれの家庭に持ち帰り、
ファミリー
ホームで養育に携わる人々と共有し、日々の生活に生かしてください。知り得た個人情報につい
ては、守秘義務を遵守してください」ということが周知されました。
この日のケア・スタディのテーマは「
『躾』のケアを考える」です。話題提供者のファミリーホー
ムの里親がこれに（話題は、思春期の子どもの養育についてでした）ついて口頭での説明を加え
ます。特に、
「困っていること」や「その子の日常の生活」についてです。その後、参加者との
質疑応答がありました。
一通り、説明や質疑応答が終了すると「どうケア（支援）するのがよいか」などについてグルー
プ討議を行いました。グループは、1 グループにつき６～７人で、全部で８グループありました。
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グループ討議は 30 分。経験豊富なファミリーホームの養育者、また施設の里親支援専門相談員
などが参加されていたので、どのグループもいろいろな人が発言し、話が盛り上がっていました。
ファシリテーターとコメンテーターはグループの間を回り、グループの話を聞いたり、質問に短
くコメントをしていました。
30 分後、討議を終了し、グループごとに発表し、全体で共有しました。司会からは、「話題
提供者へのお礼として、グループ討議の結果を各グループが発表してください」との言葉があり
ました。発表されたことは、以下のようなことでした。
【発表内容】
◎子どもはすぐには分かってくれないかもしれないけれど、今はわからなくてもいつか分かる時
が来るだろうから、伝え続けていくことが重要。
◎子育ての大変さに共感する。措置解除までの時間を考えると焦るが、その子どもに合ったライ
ンを考える。小さな変化からの可能性を大事にしたい。
◎その子が好きなことを見つけて、そこから広げていけるといい。
◎深刻な事例をグループ・メンバーが終始にこやかに語っているのはすごいことだという感想を
持った。
◎ハードルを少し下げてあげたら、そのうちできるようになるのでは。
◎子どものお部屋訪問（１カ月に１回、お菓子などを持って話をしに行く）はどうだろうか。
◎高校卒業後の不安が大きいのではないだろうか。不安を埋めてあげることで、では今何をした
らいいかというところに目が向くのでは。
その後、司会者が報告をねぎらい、
「私
が各グループを回った時に思ったのは、
参加者が、
『この子はファミリーホーム
でうまくいっている！』とその子どもの
良いところや強み、また養育者さんの養
育の良いところを見つけて褒めていたこ
とです」とグループ討議の感想を述べま
した。次に、
話題提供者の養育者から「皆
さんの発表を聞いて、もう一度この子と
丁寧に向き合いたいと思うことが出来ま
した」というお礼が述べられました。
次いで、コメンテーターの横堀昌子
氏（青山学院女子短期大学子ども学科教
授）から事例に関する考察と養育に際し
てのいくつかのかかわりの発想・方法論
のヒント、グループ討議で出てきた良い
側面について応答する丁寧なコメント
がありました（右図参照）
。
「考えたいポ
イントのいくつか」として、グループ討
議の間に状況をみてしあげたパワーポ
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横堀氏のコメントから

里親サロン運営マニュア ル

イントを用いて行われた 10 分ほどのコメントを要約すると、以下の通りです。
「生活の中で見
ているとスモール・ステップで、あたかもあまり成長していないように見えるかもしれないこと
でも、子ども本人が“出来ていること”に目を注いでいくと、そこから小さな成長や変化が見え
てくることがあります。それらを子ども自身に返し、子どもの中で意識化されていくと、力とし
て刻まれていくように思います。養育者が日々丁寧に取り組んでいることが、子どもの実力とし
てだんだん発揮されていくことでしょう。今日グループ討議で話されていたことは、事例提供者
に対しても共感的で、多角的な討論でアイディアに満ちていて、さすが養育の現場におられる皆
さんだと、聞いていて感動することも多かったです」

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

最後に、
「SOS 子どもの村 JAPAN」常務理事の坂本さんからご挨拶があり、
終了となりました。
▪「ケース・スタディ」と「ケア・スタディ」
「ケース・スタディ」ではなく「ケア・スタディ」
。違いは何でしょうか。ファシリテーターを
担当された山本裕子氏（
「子どもの村福岡」センター長）に聞いてみました。
「ケア・スタディは、子どもの村福岡の里親研修で取り入れた手法です。高齢者のケアマネー
ジメントからヒントを得た部分もあります。子どもをケース（事例）とは表現したくない、
『子

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

どもの問題』について研究するのではなく、子どもへの『ケア』を研究しようとの考えに立って
います。今回の話題提供者は、ファミリーホームの里親さんです。インシデント（ケアを考えた
い具体的な場面や出来事）を提供していただき、参加者全員で自分の経験を出し合い、学び合い
ます。最後に講師の方にご助言をいただき終了する、というのが手順です。
ケース（事例・個別の子どものこと）研究は『その子』をどう支援するか、その子について研
究することになりがちです。しかしケアは、どの子どもを支援する場合にも普遍化（応用、適用）
できると考えていますし、ケアを学ぶということは、里親さんや他の支援者と子どもとの関わり
に軸をおいて学ぶということです。わかりやすく表現すれば、
子どもを俎上に載せるのではなく、

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

ケア（養育者の関わり）を俎上に載せるという点を強調するものです」
ケース・スタディが、子どもの「問題」に焦点をあて、それについて参加者で考え、討議する
ものであるのに対し、ケア・スタディは、養育者の「ケア」に焦点を当て、参加者で悩みながら
考えを出し合うものであるということです。筆者も、最初は慣れない「ケア・スタディ」という
言葉に戸惑いました。グループ演習で行った内容は、養育者の「ケア」についてグループで討議
するもので、ケース・スタディとあまり違いがないようにも感じましたが、グループ討議から出
てきた意見は、話題提供で紹介された子どもの問題ではなく、養育する里親のケアに対するアド
バイス、ケアへの共感、ケアへの励ましであることが実感できました。
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【福岡市
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資料

誓約書】

里親サロン運営マニュア ル

里親支援総合マニュアル検討

研修会

２泊３日の研修のプログラム
１日目

時

間

テ

ー

マ

ファシリテーター・講師

ご挨拶
オリエンテーション（趣旨説明）

加賀谷慶之
（SBI 子ども希望財団事務局長）
前田誠一（全国里親会運営委員）

13：20 ～ 14：30

講義「里親支援専門相談員の設置と 相澤仁
役割」
（国立武蔵野学院院長）

14：45 ～ 18：30

グループワークとグループ発表〈１〉 前田誠一

09：00 ～ 10：30

グループワーク〈２〉

前田誠一

10：40 ～ 12：00

講義「児童福祉施設における里親支
援のあり方について」

小木曽宏（房総双葉学園施設長・児童家
庭支援センターふたばセン
ター長）

13：00 ～ 16：15

シンポジウム

コーディネーター：相澤仁

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

２日目

13：00 ～ 13：20

３日目

16：30 ～ 18：30

グループワーク〈３〉

前田誠一

08：45 ～ 10：30

グループ報告・まとめ〈４〉

前田誠一

10：30 ～ 12：00

講義「今後の里親支援」

柏女霊峰（淑徳大学教授）

12：00 ～ 12：10

成果物の配布・説明

相澤仁

12：10 ～ 12：25

総括

星野崇

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

「里親養育の社会化と養育の引き継 林浩康
ぎ」
（日本女子大学教授）
「里親支援のあり方について―里親 横堀昌子
支援の現状と課題について」
（青山学院女子短期大学教授）
「センターワーカーの経験から」
櫻井奈津子
（和泉短期大学教授）
「これからの社会的養護―これから 宮島清
の里親制度・施設の仕事・枠組みを （日本社会事業大学専門職大学院准教授）
超えて」

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

この研修は、里親支援のあり方を明確に
し、理念・理論・役割・技術に関する「里
親支援専門相談員活動マニュアル」を検討
することを目的に、全国里親会の主催で行
われました。２泊３日で行われたこの研修
の参加者は、15 地域の里親会代表者と当
該地区を担当する里親支援専門相談員が１
人ずつ、15 組の方が参加しました。場所
は、「セミナーハウス

クロスウェーブ幕

張」です。なお、この研修は、公益財団法
人 SBI 子ども希望財団の助成事業として
行われたものです。
２泊３日の研修のプログラムについて
は、上記の表をご参照ください。

１回目グループワーク

会場設営図
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1 日目、最初のオリエンテーションで、ファシリテーターから、この研修の目的は「里親支援
専門相談員活動マニュアル」についての検討であること、
マニュアルの作成というよりは、
マニュ
アルの構成案の基礎になるものを抽出したい、と説明がありました。この目的のために、参加者
がグループワークを行います。さらに、プログラムには、グループワークだけでなく、シンポジ
ウムと講義も組み込まれていました。グループワークの参考、あるいは一助とするためです。
シンポジウムや講義は、とても聞き応えのある貴重なものでしたが、ここでは、グループ演習
に焦点をあてているので、グループワークのみに絞ってご報告します。
▪グループワーク〈１〉
（１日目）
最初のグループワークでは、１グループ 10 人で３つのグループを作りました。先に述べたよ
うに、この研修には 15 地域の里親会代表とその地域の里親支援専門相談員がペアで 15 組参加
していますが、このグループワーク〈１〉では、あえてそのペアをバラバラにしてグループをつ
くりました。
グループワークの方法は、ブレイン・ストーミング法を取り入れたカードワーク。ファシリ
テーターから、
「里親支援の課題、里親に期待するもの、里親に必要なもの、里親支援の問題点
など里親支援に関することで思いつくものをそれぞれ付箋に記入してください。このとき、里親
支援専門相談員・里親の立場を離れて、里親支援に関することなら、何でもいいので思いつくも
のを書いてください」と説明がありました。参加者それぞれが記入を終えると、グループで出し
合い、類似している
ものをまとめ、分類
して、模造紙に貼っ
ていきます。分類が
終わると、まとまっ
たものを枠で囲み、
大項目を作ってい
く、という作業を行
いました。完成する
と、右図のような模
造紙が出来上がり
ます（写真もご参照
ください）。
休憩をはさみ、グ
ループごとに発表

カードワーク

しました。発表のポ
イントは、①どのような話し合いでこのようにまとまったのか（話し合いの経過）
、②それぞれ
の大項目と小項目、また詳細な内容についての代表的なものを伝えるということです。各グルー
プの発表では、発表者以外のグループメンバーからの補足や質疑応答の時間がとられ、終了後は
参加者全員で拍手をしました。以下には、各グループで出された大項目の部分を参考までに記載
します（この研修では、略称として里親支援専門相談員＝ FW としました）
。
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〈Ａグループ〉
・子ども支援・養育支援
（里子支援と自立支援計
画含む）
・ケース理解→関係機関
の理解（ケース会議、
マッ
チング、不調、児相との
関係）

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

・制度

カードワーク〈Ａグループ〉

・FW
・法律（親権）
・里親会
・地域
・専門性

〈Ｂグループ〉
委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

・里親（里親会・研修・未委託支援・リクルート・
レスパイト、施設との交流、週末里親）
・行政関係機関（ケースカンファレンス、FW）
・児童相談所（マッチング）
カードワーク〈Ｂグループ〉

〈Ｃグループ〉
・未委託支援（リクルート、週末里親、委託推進、未委託
里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

里親の心のケア、情報提供）
・子ども支援（自立支援）
・里親支援（訪問支援、
子どもの情報、
不調・ケースカンファ
後の取り組み、レスパイト）
・ネットワーク（地域、
児相との連携、
里親会活動への参加）

カードワーク〈Ｃグループ〉

▪グループワーク〈２〉
（２日目・午前中）

２日目の午前中からのグループワークでは、各ペア３組、つまり６人ずつがグループになり５
グループをつくりました。
このグループワーク〈２〉では、
それぞれのグループに異なるテーマが与えられました。グルー
プワーク〈１〉で行ったカードワーク「里親支援等」の結果を、１日目の夜、ファシリテーター
とコーディネーターがさらにまとめ、
各グループのテーマを抽出するという準備がなされました。
そして、これらのテーマが、２日目からの５グループに割り当てられました。課題は、それぞれ
のテーマごとに里親支援専門相談員の業務を考えることです。Ａグループには櫻井氏、Ｂグルー
プには横堀氏、Ｃグループには林氏、Ｄグループには宮島氏、Ｅグループには小木曽氏が助言役
として参加しました。
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【各グループに割り当てられたテーマ】
・・・以下のテーマから里親支援専門相談員の業務を考える・・・
〈Ａグループ〉 ５-１：里親支援（児相との連携含む）
〈Ｂグループ〉 ５-２：里子支援（実子を含む）
〈Ｃグループ〉 ４：委託推進／６：レスパイト／９：アフターケア（自立・不調等）
〈Ｄグループ〉 ８：里親会／３：研修／７：サロン／１：里親の新規開拓
〈Ｅグループ〉 ０：相談員への期待（制度等 FW の基本となるもの）／ 10：実親（自立後
のアフターケア）／２：週末里親

▪グループワーク〈３〉
（２日目午後）
２日目午後のグループワークは午前中と同じグループで行います。課題は、午前中、それぞれ
に割り当てられたテーマに振ってある番号を章とみなし、それぞれの章を構成していくというも
のです。
▪グループ報告・まとめ〈４〉
（３日目）
２日目の結果を各グループが発表しました。発表後、
ファシリテーターが「質疑というよりは、
内容をより充実させていくためのアドバイスをあげてください」とアドバイスを募り、拍手で終
えました。全グループが発表を終了すると、各グループで、もらったアドバイスを基に加筆・修
正し、そのペーパーを提出し、終了となりました。
▪演習の評価
このグループ演習では、毎回、作業を終えると、アンケート用紙（資料参照）に記入をし休憩
を取りました。休憩の間にスタッフがアンケートを集計し、壁に張り出します。アンケートは５
段階評価になっていて「積極的に意見が言えた」など参加者自身やグループ活動そのものを評価
する内容です。そのため、グループごとの点数が高いほど、グループが活発になっているという
ことが分かります。このアンケート
は毎回のグループワークごとに記
入したので、グループワークを重ね
るごとに、どんどんグループの話し
合いが活性化していったことが分
かるようになっていました。
施設の里親支援専門相談員と里
親会代表が入り混じった研修でし
たが、初日から最終日まで、とても
よい雰囲気のなか、作業が進みまし
た。参加者からは、お互いに知り合
えたこと、また施設の里親支援専門
相談員同士のつながりが出来たこ
となど貴重な体験ができたという
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２～４回目のグループワーク会場設営図

里親サロン運営マニュア ル

声が多く聞かれました。
【資料：里親支援総合マニュアル検討

研修会

アンケート用紙】

第二セッションアンケート

1）グループ討議 5段階評価で、○をつけてください。

2) グループ発表 5段階評価で、○をつけてください。

グループ名

グループ名

名前

名前

1.積極的に意見が、言えた

1.自分たちの発表は満足？

５

４

３

２

１

2. 相手の意見を良く聞けた
５

４

３

２

１

３

２

５

１

4. グループは、活発だったか

２

１

４

３

２

１

４

３

２

１

２

１

２

１

4. 自分たち発表会は、活発？
３

２

１

5. 満足のいけるセッションか
４

５

５

４

３

5. 発表会は、満足出来たか？
３

２

１

５

４

３

第四セッションアンケート

3) 午前グループ討議 5段階評価で、○をつけてください。

4) 午後グループ討議 5段階評価で、○をつけてください。

グループ名

グループ名

名前

名前

1.積極的に意見が、言えた

1.積極的に意見が、言えた

４

３

２

１

2. 相手の意見を良く聞けた
５

４

３

４

２

１

４

３

２

１

４

２

１

５

４

３

２

１

３

３

５

４

３

２

１

4. グループは、活発だったか
２

１

5. 満足のいけるセッションか
５

３

3. 良くまとめあげた

4. グループは、活発だったか
５

４

2. 相手の意見を良く聞けた

3. 良くまとめあげた
５

５

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

第三セッションアンケート

５

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

４

５

３

3. 発表会で、積極的だったか
４

５

４

2.他の発表より、良く出来た？

3. 良くまとめあげた
５

５

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

第一セッションアンケート

５

４

３

２

１

２

１

5. 満足のいけるセッションか
２

１

５

４

３
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【資料：里親支援総合マニュアル検討

研修会

第五セッションアンケート

全体アンケート

5) 発表会 5段階評価で、○をつけてください。

名前

アンケート用紙】

グループ名
1.今回の研修会に参加して良かったこと。
名前
1.積極的に意見が、言えた
５

４

３

２

１

２

１

2. 今回の研修会で、こうして欲しかったこと。

2. 相手の意見を良く聞けた
５

４

３

3. これから、どのように社会的養護の課題に、取組みた
いか。

3. 良くまとめあげた
５

４

３

２

１

２

１

２

１

4. グループは、活発だったか
５

４

３

4. その他 自由意見

5. 満足のいけるセッションか
５

４

３

セッションアンケート集計表
セッション
5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

グループ

グループ

グループ

グループ

グループ
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総合点
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●まとめにかえて
グループ演習を見学した 10 の研修の紹介をしました。
これらの 10 の研修でのファシリテーターの配慮について共通して言えることは、どのファシリ
テーターも参加者を大切にし、尊重していることです。また、参加者の意見については、否定的な発
言は極力しないように配慮していました。どうしても修正しなくてはならないときは、
「○○（研修
主催者側）としては…」といった前置きを入れているという話を伺いました。
グループ演習の意義としては、研修主催者側が「こうあってほしい」という押しつけたものではな

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

く、参加者自身の議論ができること、たくさんの人の意見を聞けることで、参加者が視野を広げられ
ること、少人数で話し合うために、横のつながりが生まれやすいことなどがあげられていました。
グループ演習の目的や目標については、どの研修でも明確に掲げられていました。また、その目的・
目標に向かって研修内容が構成されていました。明確な目的・目標を決定することは、研修を組み立
てるためにも必要であり、またその日、参加者が何のために学ぶのかを理解するためにも重要な役割
を果たします。
グループ演習のルールは、概ね、シンプルな１つから３つのルールが決められていました。その日
の研修の対象者によっても異なりますが、里親研修という特性上、たいていの場合、
「この場で話さ

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

れたことは他言しない」というルールは多くの研修で用いられています（このルールについては、誓
約書へのサインを求めるところもありました）
。他には、
「人の話を非難したり、
けなしたりしない」
「長
く話しすぎない」などがありました。
グループ演習の評価については、研修終了後にアンケートなどで感想を記入してもらうといった参
加者にあまり負担にならない程度に評価してもらっているところがほとんどでした。他には、参加者
自身のグループへの参加度、また参加しているグループ活動そのものを評価してもらい、それを公表
することで、さらにグループ活動を活性化させるといった評価もされていました。
グループ演習の方法については、グループ討議、バズグループ、ブレインストーミング、カードワー

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

ク、ロールプレイング、
またケア・スタディなど、
多岐にわたる方法がとり入れられていました。グルー
プ演習を講義と組み合わせることで、より有効なグループ演習となるよう工夫するところ、グループ
演習のまとめとして専門家から助言をもらうなどの方法を取り入れているところも多くありました。
いずれも、里親研修でグループ演習を行うために、参考になることが多い、示唆に富んだ研修ばか
りだったと思います。グループ演習を見学させていただいた研修の主催者様、
また講師、
ファシリテー
ターの皆様、ありがとうございました。
なお、次ページには、今回見学に行かせていただいた研修の主催者の連絡先を掲載しますので、連
絡をとる際にご利用ください。
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各研修主催者の連絡先（アイウエオ順）
主催者名

メールアドレス

住

所

愛知県中央児童・障害者 TEL：052-961-7250
相談センター  企画指導課 FAX：052-950-2355

owari-fukushi@pref.aichi.lg.jp

愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1

公益社団法人家庭養護促 TEL：078-341-5046
進協会神戸事務所
FAX：078-341-1096

ainote@kjd.biglobe.ne.jp

兵庫県神戸市中央区橘通3-4-1
神戸市総合福祉センター2階

NPO 法人キーアセット
（川崎）

TEL：090-9215-4957 azusa.kurenuma@keyassetsnpo.jp

神奈川県川崎市幸区鹿島田1-21-9
川崎市子ども家庭センター内3階

さがみの里親会

TEL：0462-51-5590

sagaminosatooyakai@axel.ocn.ne.jp

相模原市南区新戸905-1
相模原南児童ホーム内

全国里親会

TEL：03-3404-2024
FAX：03-3404-2034

info@zensato.or.jp

東京都港区赤坂9-1-7-857

NPO 法人東京養育家庭の TEL：03-3371-4152
会
FAX：03-3371-4154

info@tokyo-yoikukatei.jp

東京都新宿区北新宿4-6-1
東京都児童相談センター養育家庭連携室

社会福祉法人
TEL：03-3473-8446
恩賜財団母子愛育会
FAX：03-3473-8408
日本子ども家庭総合研究所

senmon-sato@aiiku.or.jp

東京都港区南麻布5-6-8

浜松市児童相談所

jidosodan@city.hamamatsu.shizuoka.jp 静岡県浜松市中区中央一丁目12番1号
静岡県浜松総合庁舎4階

福岡市
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TEL ／ FAX

TEL：053-457-2705
FAX：053-457-2645

TEL：092-832-7100 k-shien.CB@city.fukuoka.lg.jp
FAX：092-832-7830 （福岡市こども総合相談センター）
（福岡市こども総合
相談センター）

福岡県福岡市中央区地行浜2-1-28
（福岡市こども総合相談センター）

TEL：092-737-8655
FAX：092-737-8665
（福 岡市子ども家庭
支援センター
「子ど
もの村福岡」）

福岡市中央区今川2-14-3 サンビル3F
（福岡市子ども家庭支援センター「子ども
の村福岡」）

里親サロン運営マニュア ル

6

グループ演習ワークブック
ここまで報告してきたことを基に、ファシリテーター向けのグループ演習のテキストを４つ作成し

ました。事前準備、記録シートなど、実際にそのまま演習を行えるような形で作成しています。
また、どれもテーマと課題（質問内容）を置き換えること、あるいはちょっとした工夫を行うこと
で、別のテーマで演習を行うこともできると思われます。１つ目の「養育の行き詰まり」については、
事例提供者によってさまざまなテーマに置き換えることができます。２つ目の「子どもの意見表明を
尊重する」では、
「生活の質――衣食住――」
「信仰と自由」などのテーマで扱うことも可能でしょう。
、

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

最後の４つ目のテキスト「スマホに熱中しすぎる」については、テーマを入れ替えても簡単に応用
できるよう、できるだけシンプルなものにするよう心がけました。入れ替えるテーマとしては、たと
えば、「テレビ」
、
「ゲーム」
、
「携帯」
、
「帰宅時間」
、
「部屋の片づけ」
、
「宿題」
、
「家の手伝い」
、
「無理
な委託をどう断るか」
、
「施設にあって里親にないもの（支援者向け）
」
、
「どういう時に里親は元気に
なるか、元気を奪われるか（支援者向け）
」などです。ぜひチャレンジしてみてください。
ただし、ここでご紹介しているものは、あくまでひとつの「参考」
、ひとつの「例」です。実際に
演習を行う際には、参加者や地域の状況などに合わせて、熟慮してから部分的に使用する、テーマや
対象者を変えるなど工夫をして使っていただければ、と思います。

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

また、目安となる時間についても記載していますが、あくまで目安です。参加者の人数、グループ
数、また参加者の意欲などによっても時間は変化していきますので、あくまで目安と考えてください。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）
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テーマ

養育の行き詰まり【90 分】

１

事前準備

・対象となる里親：子どもを受託している里親
・事例を準備する：養育に行き詰まった事例を準備しておく（
「4 事例紹介」を参照）
・会場準備
・受付の準備
・５人程度で向き合って座れるような形に机と椅子を配置する
・机に名札を置き、参加者が自分の名札のところに座れるようにする
（グループは、さまざまな養育経験年数、年齢の里親がバランスよく入るよう、配慮する）
・記入シート（本日の研修の感想・グループ記録用紙）
ファシリ
テーター

2
3

Point

・事前準備では、研修の目的について徹底的に考え抜き、それを言葉にす
ることが大切です。

研修開始
ケーススタディ

1 オリエンテーション（10 分）

・ファシリテーターの自己紹介
ファシリ
テーター

Point

・オブザーバーがいたら、オブザーバーの紹介もしてあげましょう。

・本日の目的・目標について
  ：養育の行き詰まりについて考える
目的（ねらい）
  ：養育が行き詰った時の対処法を知ることが出来る
目標（到達点）
ファシリ
テーター

Point

・設定したテーマに合う目的と目標を具体的に立てると良いでしょう。
・ただし、研修の成果としてどこまで到達できるかは参加者によってもある
程度かわってくると予測されるので、メンバーによって変化する余地を残
しておく必要があります。
・目的とあらかじめ設定した目標については、参加者によく説明し、十分
に理解してもらいます。

・グループのルールについて
1. ここで話されたことは外では話さない
2. 人の意見は否定しない
ファシリ
テーター

Point
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・守秘義務があることを強調します。
・グループのルールについては参加者の同意を得ます。

里親サロン運営マニュア ル

・研修内容やスケジュールについて
・司会・記録・発表者をグループで決めてもらうこと
・討議のための時間の見通し
・記録の取り方と活用法
・発表の仕方について
ファシリ
テーター

Point

・これからの研修の内容や研修の構成についてきちんと説明するのは、参
加者が、これから何をするか見通しがつき、安心して研修に臨むためです。
里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

2 グループで司会・記録・発表者を決めましょう。（５分）

3 音読をしましょう。（５分）
ファシリ
テーター

Point

・ファシリテーターが音読をする、または参加者の誰か 1 人を指名し音読
をしてもらいましょう。
委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

●子育てする上ではさまざまなことが起こり、養育者が疲弊してしまうことがあります。
子どもが成長するにつれ、
いままではっきりしなかった障がい特性等が顕著になったり、
非行問題に悩むこともあるでしょう。
「ここで相談したら、
養育力がないと思われる」
「子
どもを引き上げられてしまうかもしれない」と思い、里親同士でも話せなかったり、児
童相談所への相談を躊躇すると、気持ちの余裕を失って行き詰ってしまいます。
（養育指針ハンドブック⑳より抜粋）

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

4 事例紹介：事例を紹介しましょう。（10 分）

ファシリ
テーター

Point

・養育に行き詰ったが、解決した事例：経過、原因、解決方法などを簡潔
に話しましょう。
・あらかじめ、養育に行き詰った経験のある里親を招待しておき、自らの
事例を紹介してもらう、あるいは、ファシリテーターが事例を用意して
おき、事例を紹介しましょう。
・参加者、あるいはグループごとに参加者の誰かに話してもらう、という
ことも考えられますが、注意が必要です。その事例と本人がある程度距
離を置けていること（３年以上前のすでに解決済みの事例など）が望ま
しいからです。また短く簡潔に話をしてもらうためには、あらかじめ準
備しておいた方がよりよいでしょう。

5 グループ討議：グループで話し合いましょう。（30 分）
ⅰ）そのときの里親の気持ち、子どもの気持ちについて話し合いましょう。
ⅱ）紹介した事例では、その養育の行き詰まりが解決されていましたが、そのような状況を打開す
るには他にどのような方法が考えられるのか、グループで話し合いましょう。
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ファシリ
テーター

Point

・グループでの討議中は、ファシリテーターはグループの間を回って、討
議内容についての質問などに答えます。
・なかなか討議が始まらない時は、話し合う内容を改めて確認し、始める
きっかけを一緒に探しましょう。
・他人の尊厳を傷つける態度を示す発言には異議を申し立てましょう。
・曖昧、あるいは混乱した見解については整理してあげましょう。
・明らかな誤解や間違った考えには疑問を投げかけましょう。

6 グループ発表：グループで討議されたことを全体で共有しましょう。
（20 分）
グループ討議は課題やアイデア、思いなどを参加者相互に「共有する」ことが重要なポイントと
なります。
ファシリ
テーター

Point

・発表時間はグループの数にもよります。
・ファシリテーターは、黒板、ホワイトボードなどに発表内容を書き出し
ていきます。
・「～ですね」と要約して要点を繰り返したり、グループによって異なる新
鮮なことなどを評価します。

7 ファシリテーターがまとめます。（５分）

ファシリ
テーター

Point

・グループで出た結論を重視し、特別なまとめはせずに、グループで検討
ができ、それを全体でシェアできたことなどについての良い側面を参加
者に伝える、あるいは、ファシリテーターの感想を述べましょう。
・専門家を講師としてお願いしている場合などは、発表に応答する形で専
門家にまとめをしてもらうといいでしょう。
・下記のような養育指針ハンドブックの一部を紹介し、まとめに変えても
いいかもしれません。
「例えば、打開策の一例として、養育指針ハンドブック⑳ではこのように
書かれています」

●大切なことは一人で抱え込まないことです。児童相談所のアドバイスを受けることはも
ちろん、最近では児童家庭支援センターや、里親支援機関事業を受託した事業者がさま
ざまな里親支援のサービスを展開し始めています。また、里親サロン等での里親同士の
交流は他の里親も似たような悩みを持っていることを知る良い機会になります。
（養育指針ハンドブック⑳より抜粋）

8 評価（５分）
「本日の研修の感想」に今日の感想をまとめましょう。
ファシリ
テーター

Point
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・最後に、グループ討議を終了するまで協力してくれた参加者に感謝を述
べ、参加者全員で拍手をして終えましょう。

里親サロン運営マニュア ル

名前：

【本日の研修の感想】

◆本日の研修ではどのようなことが学べましたか。

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために
委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

◆本日の研修について自由に感想を述べてください。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）
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【グループ記録用紙】
グループ名：
グループメンバー：
グループでの意見をまとめましょう。
ⅰ）そのときの里親の気持ち、子どもの気持ちについて話し合いましょう。

ⅱ）紹介した事例では、その養育の行き詰まりが解決されていましたが、そのような状況を打開
するには他にどのような方法が考えられるのか、グループで話し合いましょう。
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里親サロン運営マニュア ル

テーマ

子どもの意見表明を尊重する【120 分】

１

事前準備

・対象となる里親：里親
・会場準備
・受付の準備
里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

・５人程度で向き合って座れるような形に机と椅子を配置する
・記入シート（個人記入シート・グループ記録用紙）
ファシリ
テーター

2

Point

・事前準備では、研修の目的について徹底的に考え抜き、それを言葉にす
ることが大切です。

研修開始（参加者は、受付のときにくじを引き、番号の席に着席する）
【15 分】

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

１）導入

  ：子どもの意見表明を尊重する
目的（ねらい）
  ：子どもが意見を出しやすい環境を整えることができる
目標（到達点）
ファシリ
テーター

Point

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

・設定したテーマに合う目的と目標を具体的に立てると良いでしょう。
・ただし、研修の成果としてどこまで到達できるかは参加者によってもあ
る程度かわってくると予測されるので、メンバーによって変化する余地
を残しておく必要があります。
・目的とあらかじめ設定した目標については、参加者によく説明し、十分
に理解してもらいます。

・ファシリテーターの自己紹介
ファシリ
テーター

Point

・オブザーバーがいたらオブザーバーの紹介もしてあげましょう。

・アイスブレイク（10 分）
ファシリテーターは、参加者に、誕生月順に輪を作って並ぶよう指示します。参加者は、自由に
歩き回り、お互い誕生月を確認しながら、輪になります。輪ができたら、１月生まれの人から順番
に「１，２，３，
４，…」と番号を言っていき、自分の番号のグループの席に分かれます。
ファシリ
テーター

Point

・グループの様子を見て男女比が同じになるようファシリテーターが調整
し、必要な場合は参加者にグループを移動してもらいます。

２）グループ討議（１） 【50 分】
1 オリエンテーション（５分）
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・本日の目的・目標を再度確認
・研修内容やスケジュールについて
・司会・記録・発表者をグループで決めてもらうこと
・討議のための時間の見通し
・記録の取り方と活用法
・発表の仕方について
・グループのルールについて
1. ここで話されたことは外では話さない
2. 人の意見は否定しない
ファシリ
テーター

Point

・守秘義務があることを強調します。
・グループのルールについては参加者の同意を得ます。
・これからの研修の内容や研修の構成についてきちんと説明するのは、参
加者が、これから何をするか見通しがつき、安心して研修に臨むためです。

2 グループになって、司会・記録・発表者を決めましょう。（５分）
3 音読をしましょう。（５分）
ファシリ
テーター

Point

・ファシリテーターが音読をする、またはグループの中で１人音読をしてくれ
る人を決めてもらい、グループごとに音読してもらうのでもいいでしょう。

●児童憲章（昭和 26 年制定）において「児童は人として尊ばれる」
「児童は社会の一員
として重んぜられる」と記されています。大人の責任において、子どもが幸せと感じる
ことを実現していくことが子どもの権利擁護です。
●子どもにとって家庭が温かくて安心できる場であること、子どもが自由に意見を言える
雰囲気を持っていることが必要です。子どもは権利擁護の対象であると同時に、権利行
使の主体です。大人がよかれと思うことを子どもがどう感じているか、子どもの意見を
聞きましょう。

（養育指針ハンドブック⑪より抜粋）

●自分の思いを否定されずにいったん受け止めてもらえるという安心感や、養育者との安
定した関係が子どもにはとても大事です。子どもが自分の意見や思いを自由に出せる雰
囲気や環境をつくりましょう。
●子どもから出た苦情や意見、提案に対しては、ただ単に受けとめるだけでなく、子ども
がわかるような形で、できるだけ早く適切に対応します。すぐに対応できなかったりど
うしたらよいか検討が必要な場合は「検討中であって無視しているわけではない」こと
を伝えましょう。
●子どもの要望にすべて応じられるわけではありません。応えられない場合は、子どもが
納得できるようにその理由を丁寧に説明しましょう。 （養育指針ハンドブック⑭より抜粋）
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里親サロン運営マニュア ル

4 個人ワーク：次の課題について、自分の考えを記入シートに書きましょう。
（５分）
課題１：（養育指針ハンドブックから）子どもの意見表明とは何ですか？
課題２：子どもの「意見表明」と「わがまま」の違いは、何でしょうか？

5 グループ討議：グループで話し合いましょう。（15 分）
里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

ⅰ）記入シートに書いた各自の答えを発表し合ってください。課題２の子どもの意見表明とわが
ままの違いについては、例をあげて説明してみてください。
ⅱ）グループとしての意見をまとめてください。
ファシリ
テーター

Point

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

・グループでの討議中は、ファシリテーターはグループの間を回って、討
議内容についての質問などに答えます。
・なかなか討議が始まらない時は、話し合う内容を改めて確認し、始める
きっかけを一緒に探しましょう。
・他人の尊厳を傷つける態度を示す発言には異議を申し立てましょう。
・曖昧、あるいは混乱した見解については整理してあげましょう。
・明らかな誤解や間違った考えには疑問を投げかけましょう。

6 グループ発表：グループで討議されたことを全体で共有しましょう。
（15 分）
グループ討議は課題やアイデア、思い等を参加者相互に「共有する」ことが重要なポイントとな
ります。

Point

・発表時間はグループの数にもよります。１グループ２～３分が適当で
しょう。
・ファシリテーターは、黒板、ホワイトボードなどに発表内容を書き出し
ていきます。
・「～ですね」と要約して要点を繰り返したり、グループによって異なる新
鮮なことなどを評価します。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

ファシリ
テーター

３） 休憩（５分）
４）グループ討議（２） 【25 分】
1 個人ワーク：次の課題について、自分の考えを記入シートに書きましょう。（５分）
課題３：養育指針ハンドブックには、
「
（子どもの要望に）応えられない場合は、子どもが納得で
きるようにその理由を丁寧に説明しましょう」と書いてありますが、
なぜ、
「丁寧な説明」
が必要なのでしょうか？
課題４：子どもの「意見表明」を「尊重する」とはどのようなことだと理解しますか？
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2 グループ討議：グループで話し合いましょう。（20 分）
ⅰ）記入シートに書いた各自の答えを発表し合い、グループとしての意見をまとめてください。
ⅱ）課題５：今日の学びから、子どもの意見表明を尊重するために、どのような実践ができるの
か、グループとしての意見をまとめてください。
ファシリ
テーター

Point

・グループでの討議中は、ファシリテーターはグループの間を回って、討
議内容についての質問などに答えます。
・なかなか討議が始まらない時は、話し合う内容を改めて確認し、始める
きっかけを一緒に探しましょう。
・他人の尊厳を傷つける態度を示す発言には異議を申し立てましょう。
・曖昧、あるいは混乱した見解については整理してあげましょう。
・明らかな誤解や間違った考えには疑問を投げかけましょう。

５） まとめ【25 分】
1 グループ発表：グループで討議されたことを全体で共有しましょう。
（15 分）
グループで討議は課題やアイデア、思いなどを参加者相互に「共有する」ことが重要なポイント
になります。
ファシリ
テーター

Point

・発表時間はグループの数にもよります。
・ファシリテーターは、黒板、ホワイトボードなどに発表内容を書き出し
ていきます。
・「～ですね」と要約して要点を繰り返したり、グループによって異なる新
鮮なことなどを評価します。

2 ファシリテーターがまとめます。（５分）

ファシリ
テーター

Point

・グループで出た結論を重視するならば、特別なまとめはせずに、グルー
プで検討でき、それを全体でシェアできたことなどの良い側面を参加者
に伝える、あるいは、ファシリテーターの感想を述べるだけでもいいか
もしれません。
・専門家を講師としてお願いしている場合などは、発表に応答する形で専
門家にまとめをしてもらうといいでしょう。

3 評価（５分）
個人記入シートに今日の感想をまとめましょう。
ファシリ
テーター

Point
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・最後に、グループ討議を終了するまで協力してくれた参加者に感謝を述
べ、参加者全員で拍手をして終えましょう。

里親サロン運営マニュア ル

【個人記入シート】

名前：

課題１：（養育指針ハンドブックから）子どもの意見表明とは何ですか？

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

課題２：子どもの「意見表明」と「わがまま」の違いは、何でしょうか？

課題３：養育指針ハンドブックには、
「
（子どもの要望に）応えられない場合は、子どもが納得で
きるようにその理由を丁寧に説明しましょう」と書いてありますが、
なぜ、
「丁寧な説明」
が必要なのでしょうか？

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

課題４：子どもの「意見表明」を「尊重する」とはどのようなことだと理解しますか？

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

【本日の研修の感想】
◆本日の研修ではどのようなことが学べましたか。

◆本日の研修について自由に感想を述べてください。
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【グループ記録用紙】
グループ名：
グループメンバー：
グループでの意見をまとめましょう。
課題１：（養育指針ハンドブックから）子どもの意見表明とは何ですか？

課題２：子どもの「意見表明」と「わがまま」の違いは、何でしょうか？

課題３：養育指針ハンドブックには、
「
（子どもの要望に）応えられない場合は、子どもが納得で
きるようにその理由を丁寧に説明しましょう」と書いてありますが、
なぜ、
「丁寧な説明」
が必要なのでしょうか？

課題４：子どもの「意見表明」を「尊重する」とはどのようなことだと理解しますか？

課題５：今日の学びから、子どもの意見表明を尊重するために、どのような実践ができるのか、
グループとしての意見をまとめてください。
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里親サロン運営マニュア ル

テーマ

チーム養育の理解【180 分】

１

事前準備

・対象となる里親：同じ地域の里親
・会場準備
里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

・受付の準備
・５人程度で向き合って座れるような形に机と椅子を配置する
・机に名札を置き、参加者が自分の名札のところに座れるようにする
（グループは、さまざまな養育経験年数、年齢の里親がバランスよく入るよう、配慮する）
・記入シート（個人記入シート・グループ記録用紙）
・模造紙
・付箋
・マジックペンなど

2

Point

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

ファシリ
テーター

・事前準備では、研修の目的や意図について徹底的に考え抜き、それを言
葉にすることが大切です。

研修開始

１）導入

【10 分】
里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

  ：里親は「子どもの養育チームの一員」であることを理解する
目的（ねらい）
  ：地域の養育チームマップを作成する
目標（到達点）
ファシリ
テーター

Point

・設定したテーマに合う目的と目標を具体的に立てると良いでしょう。
・ただし、研修の成果としてどこまで到達できるかは参加者によってもあ
る程度かわってくると予測されるので、メンバーによって変化する余地
を残しておく必要があります。
・目的とあらかじめ設定した目標については、参加者によく説明し、十分
に理解してもらいます。

・ファシリテーターの自己紹介
ファシリ
テーター

Point

・オブザーバーがいたら、オブザーバーの紹介もしてあげましょう。

・グループのルールについて
1. ここで話されたことは外では話さない
2. 人の意見は否定しない
ファシリ
テーター

Point

・守秘義務があることを強調します。
・グループのルールについては参加者の同意を得ます。
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・アイスブレイク
≪動物≫
①グループの中で自己紹介をしてもらう
②そのときに、名前、住んでいる地域など、お決まりのものに加えて、
「自分を動物に例える
と…（何か？）
」などとその理由を付け加えてもらう
ファシリ
テーター

Point

・アイスブレイクとは「氷を砕く」という意味です。緊張した参加者の気
持ちをほぐし、リラックスしてもらうために使います。

２）グループ討議（１） 【40 分】
1 オリエンテーション（５分）
・本日の目的・目標・グループのルールを再度確認
・研修内容やスケジュールについて
・司会・記録・発表者をグループで決めてもらうこと
・討議のための時間の見通し
・記録の取り方と活用法
・発表の仕方について
ファシリ
テーター

Point

・守秘義務があることを再度強調します。
・これからの研修の内容や研修の構成についてきちんと説明するのは、参
加者が、これから何をするか見通しがつき、安心して研修に臨むためです。

2 音読をしましょう。（５分）
ファシリ
テーター

Point

・ファシリテーターが音読をします。

●里親とファミリーホームにおける養育は家庭の中で行われますが、自己完結的な養育を
せずに、関係機関と連携・協働していく姿勢が不可欠です。
「関係機関や支援者ととも
に養育のチームをつくる」という意識を持ちましょう。養育者として、関係機関から支
援を受け、随時状況を報告・相談しながら、養育を進めていくことが求められます。
●里親とファミリーホームは、地域の中で行う養育です。ときとして閉鎖的で孤立的な養
育となる危険性があります。こうした認識を持ち、社会的なつながりを意識して養育す
ることが大切です。里親同士とのつながりだけでなく、さまざまな社会資源とのつなが
りや研修の受講などが豊かな養育環境を生み出します。
（養育指針ハンドブック③より抜粋）

●養育者は大きな意味で「子どもの養育チームの一員」です。日々の養育には当然、さま
ざまなことが起きます。家庭養護は家庭を活かした独立性が持ち味であるため、養育の
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独善化・孤立化を防ぐ意味で、外部とパートナーシップを持ちながら養育することが必
要不可欠です。

（養育指針ハンドブック⑩より抜粋）

3 個人ワーク：次の課題について、まずは個人で考え、シートに自分の考
えを記入しましょう。（５分）
養育指針ハンドブックの文章を読んで、里親は一般家庭であるのに、なぜ「子どもの養育チーム

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

の一員」である必要があるのでしょうか。

4 グループで司会・記録・発表者を決めましょう。（５分）

5 グループ討議：個人で記入した意見について、それぞれ自分の考えを発
表し、グループでの意見をまとめましょう。（10 分）

Point

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

ファシリ
テーター

・グループでの討議中は、ファシリテーターはグループの間を回って、討
議内容についての質問などに答えます。
・なかなか討議が始まらない時は、話し合う内容を改めて確認し、始める
きっかけを一緒に探しましょう。
・他人の尊厳を傷つける態度を示す発言には異議を申し立てましょう。
・曖昧、あるいは混乱した見解については整理してあげましょう。
・明らかな誤解や間違った考えには疑問を投げかけましょう。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

6 グループ発表：グループで討議されたことを全体で共有しましょう。
（10 分）
グループ討議は課題やアイデア、思い等を参加者相互に「共有する」ことが重要なポイントとな
ります。
ファシリ
テーター

Point

３）休憩

・発表時間はグループの数にもよります。１グループ２～３分が適当でしょ
う。
・ファシリテーターは、黒板、ホワイトボードなどに発表内容を書き出して
いきます。
・
「～ですね」と要約して要点を繰り返したり、グループによって異なる新鮮
なことなどを評価します。

【10 分】
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４）グループ討議（２） 【70 分】
1 個人ワーク：子どもの養育の支援として、あなたの周りの地域の資源に
は何があると考えられますか。思いつく限りあげ、付箋に書き出してみ
ましょう。（５分）
一つの項目について一枚の付箋に、一言で書きましょう。

2 書き終えたらグループになって、自分の書いたものを発表しましょう。（15 分）

3 類似したもの同士で分類し、模造紙に貼っていきましょう。（20 分）

祖父母

祖父母
小児科医院

叔母

里父の
親族

習い事

里母の
親族
塾の先生

福祉事務所

サッカー

ピアノ
の先生

担当ケース
ワーカー
実親の通う
病院

担任

里
実
親
子
子
ど
も

担当医
担当ケース
ワーカー

保育園

学童保
育所

里親家庭

実
親

英語の
先生

指導員

ママ友

子ども会
町内会

児童相談所

施設
子どもの元
担当職員

ファシリ
テーター

Point
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里親支援専
門相談員

担当
職員

里親支援
機関
職員

学校
担任

校長

・これは、
出来上がりのイメージ図です。あくまで「参考」としてください。
実際は、参加者の自由な発想を生かして作られるといいと思います。

里親サロン運営マニュア ル

4 グループ討議：書き出した資源に対して、日頃、どのような連携が取れ
ているか、うまく連携をとれた成功談、うまく連携を取れなかったこと
での失敗談をまじえて、グループで話し合ってみましょう。（15 分）

ファシリ
テーター

Point

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

・グループでの討議中は、ファシリテーターはグループの間を回って、討
議内容についての質問などに答えます。
・なかなか討議が始まらない時は、話し合う内容を改めて確認し、始める
きっかけを一緒に探しましょう。
・他人の尊厳を傷つける態度を示す発言には異議を申し立てましょう。
・曖昧、あるいは混乱した見解については整理してあげましょう。
・明らかな誤解や間違った考えには疑問を投げかけましょう。

ファシリ
テーター

Point

・グループでの討議中は、ファシリテーターはグループの間を回って、討
議内容についての質問などに答えます。
・なかなか討議が始まらない時は、話し合う内容を改めて確認し、始める
きっかけを一緒に探しましょう。
・他人の尊厳を傷つける態度を示す発言には異議を申し立てましょう。
・曖昧、あるいは混乱した見解については整理してあげましょう。
・明らかな誤解や間違った考えには疑問を投げかけましょう。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

５）休憩

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

5 グループ討議：これらの地域の資源との連携を「チーム」と考えたときに、子
どもは、里親だけではなく、地域の「チーム」によって養育されているとも考え
られます。チームでの里親の役割とはなんでしょうか。グループで話し合ってみ
ましょう。（15 分）

【10 分】

６）まとめ

【40 分】

1 グループ発表：グループで討議されたことを全体で共有しましょう。
（30 分）
１グループずつ模造紙を持って前に出て、模造紙を貼り、発表者が説明しましょう。また、話し
合われた内容についても、記録用紙を基に発表しましょう。
ファシリ
テーター

Point

・発表時間はグループの数にもよります。
・ファシリテーターは、黒板、ホワイトボードなどに発表内容を書き出し
ていきます。
・「～ですね」と要約して要点を繰り返したり、グループによって異なる新
鮮なことなどを評価します。

79

2 ファシリテーターがまとめます。（５分）
ファシリ
テーター

Point

・グループで出た結論を重視するならば、特別なまとめはせずに、グルー
プで検討ができ、それを全体でシェアできたことなどの良い側面を参加
者に伝える、あるいは、ファシリテーターの感想を述べるだけでもいい
かもしれません。
・専門家を講師としてお願いしている場合などは、発表に応答する形で専
門家にまとめをしてもらうといいでしょう。

3 評価【５分】
アンケート用紙に今日の感想をまとめましょう。
ファシリ
テーター

Point
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・最後に、グループ討議を終了するまで協力してくれた参加者に感謝を述
べ、参加者全員で拍手をして終えましょう。
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【個人記入シート】

名前：

◆養育指針ハンドブックの文章を読んで、里親は一般家庭であるのに、なぜ「子どもの養育チー
ムの一員」となる必要があるのでしょうか。

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために
委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

【本日の研修の感想】
◆本日の研修ではどのようなことが学べましたか。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

◆本日の研修について自由に感想を述べてください。
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【グループ記録用紙】
グループ名：
グループメンバー：
グループでの意見をまとめましょう。
◆養育指針ハンドブックの文章を読んで、里親は一般家庭であるのに、なぜ「子どもの養育チー
ムの一員」となる必要があるのでしょうか。

◆書き出した資源に対して、日頃、どのような連携が取れているか、うまく連携をとれた成功談、
うまく連携を取れなかったことでの失敗談についてグループで話し合われたことを記録してく
ださい。

◆これらの地域の資源との連携を「チーム」と考えたときに、子どもは、里親だけではなく、地
域の「チーム」によって養育されているとも考えられます。チームでの里親の役割とはなんで
しょうか。グループで話し合われたことを記録してください。
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テーマ

スマホに熱中しすぎる【90 分】

１

事前準備

・対象となる里親：里親
・会場準備
里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

・受付の準備
・５人程度で向き合って座れるような形に机と椅子を配置する
・記入シート（本日の研修の感想・グループ記録用紙）
ファシリ
テーター

・事前準備では、研修の目的や意図について徹底的に考え抜き、それを言
葉にすることが大切です。

研修開始

１）オリエンテーション

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

2

Point

【10 分】

①ファシリテーターの自己紹介
ファシリ
テーター

Point

・オブザーバーがいたらオブザーバーの紹介もしてあげましょう。

②目的・目標
里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

  ：日々の養育を振り返る
目的（ねらい）
  ：スマホに熱中しすぎることへの対処ができるようになる
目標（到達点）
ファシリ
テーター

Point

・設定したテーマに合う目的と目標を具体的に立てると良いでしょう。
・ただし、研修の成果としてどこまで到達できるかは参加者によってもあ
る程度変わってくると予測されるので、メンバーによって変化する余地
を残しておく必要があります。
・目的とあらかじめ設定した目標については、参加者によく説明し、理解
してもらいます。

・本日の研修の流れを簡単に説明
ファシリ
テーター

Point

・これからの研修の内容や研修の構成についてきちんと説明するのは、参
加者が、これから何をするか見通しがつき、安心して研修に臨むためです。

③グループ分け
ファシリ
テーター

Point

・自由に席についた参加者の席がそのままグループとなりますが、グルー
プの様子を見て男女比が同じになるようファシリテーターが調整し、必
要な場合は参加者にグループを移動してもらいます。
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④グループのルールについて
1. ここで話されたことは外では話さない
2. 人の意見は否定しない
ファシリ
テーター

Point

⑤

・守秘義務があることを強調します。
・グループのルールについては参加者の同意を得ます。

グループになって、司会・記録・発表者を決めましょう。

２）グループ討議

【70 分】

1 グループ討議：困っている点はなんですか。グループで話し合いましょう。
（10 分）

ファシリ
テーター

Point

・熱中しすぎとは、どこまで（時間的なこと？）を言うのか、何が悪いの
か（成績が落ちる？など）といったことについて、ここで確認をしても
よいでしょう。
・今回と違うテーマを扱ったとき、この問いではしっくりこない場合は、
そのテーマによってもたらされるネガティヴな点、問題点などについて
まず討議するといいでしょう。
・グループでの討議中は、ファシリテーターはグループの間を回って、討
議内容についての質問などに答えます。
・なかなか討議が始まらない時は、話し合う内容を改めて確認し、始める
きっかけを一緒に探しましょう。
・他人の尊厳を傷つける態度を示す発言には異議を申し立てましょう。
・曖昧、あるいは混乱した見解については整理してあげましょう。
・明らかな誤解や間違った考えには疑問を投げかけましょう。

2 グループ発表：グループで討議されたことを全体で共有しましょう。
（10 分）
グループ討議は課題やアイデア、思いなどを参加者相互に「共有する」ことが重要なポイントと
なります。
ファシリ
テーター

Point
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・発表時間はグループの数にもよります。１グループ２～３分が適当で
しょう。
・ファシリテーターは、黒板、ホワイトボードなどに発表内容を書き出し
ていきます。
・「～ですね」と要約して要点を繰り返したり、グループによって異なる新
鮮なことなどを評価します。

里親サロン運営マニュア ル

3 グループ討議：そうはいっても、それが子どもによい影響をもたらして
いる点、あるいは、それがあってもいいかなと思える点を探して、グルー
プで話し合ってみましょう。（10 分）

ファシリ
テーター

Point

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

・今回と違うテーマを扱ったとき、この問いではしっくりこない場合は、
そのテーマによってもたらされるポジティヴな点、あるいは何がそのよ
うな行動を起こさせるのか、その問題行動の背景などについて討議する
といいでしょう。
・グループでの討議中は、ファシリテーターはグループの間を回って、討
議内容についての質問などに答えます。
・なかなか討議が始まらない時は、話し合う内容を改めて確認し、始める
きっかけを一緒に探しましょう。
・他人の尊厳を傷つける態度を示す発言には異議を申し立てましょう。
・曖昧、あるいは混乱した見解については整理してあげましょう。
・明らかな誤解や間違った考えには疑問を投げかけましょう。

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

4 グループ発表：グループで討議されたことを全体で共有しましょう。
（10 分）
グループ討議は課題やアイデア、思いなどを参加者相互に「共有する」ことが重要なポイントと
なります。

ファシリ
テーター

Point

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

・発表時間はグループの数にもよります。１グループ２～３分が適当で
しょう。
・ファシリテーターは、黒板、ホワイトボードなどに発表内容を書き出し
ていきます。
・「～ですね」と要約して要点を繰り返したり、グループによって異なる新
鮮なことなどを評価します。

5 グループ討議：それでは、実際、日常生活の中で、どのようにしていけ
ばよいでしょうか。グループで話し合ってみましょう。（15 分）

ファシリ
テーター

Point

・ここでは、前の２つの問いに対する討議を受けて、現実的に「ではどう
するか」
「何ができるか」ということを討議してもらいましょう。
・グループでの討議中は、ファシリテーターはグループの間を回って、討
議内容についての質問などに答えます。
・なかなか討議が始まらない時は、話し合う内容を改めて確認し、始めるきっ
かけを一緒に探しましょう。
・他人の尊厳を傷つける態度を示す発言には異議を申し立てましょう。
・曖昧、あるいは混乱した見解については整理してあげましょう。
・明らかな誤解や間違った考えには疑問を投げかけましょう。
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6 グループ発表：グループで討議されたことを全体で共有しましょう。
（10 分）
グループ討議は課題やアイデア、思いなどを参加者相互に「共有する」ことが重要なポイントと
なります。

ファシリ
テーター

Point

・発表時間はグループの数にもよります。１グループ２～３分が適当で
しょう。
・ファシリテーターは、黒板、ホワイトボードなどに発表内容を書き出し
ていきます。
・「～ですね」と要約して要点を繰り返したり、グループによって異なる新
鮮なことなどを評価します。

7 ファシリテーターがまとめます。（５分）
ファシリ
テーター

Point

３）評価

・グループで出た結論を重視するならば、特別なまとめはせずに、グルー
プで検討ができ、それを全体でシェアできたことなどの良い側面を参加
者に伝える、あるいはファシリテーターの感想を述べるだけでもいいか
もしれません。
・専門家を講師としてお願いしている場合などは、発表に応答する形で専
門家にまとめをしてもらうといいでしょう。

【10 分】

「本日の研修の感想」に今日の感想をまとめましょう。
ファシリ
テーター

Point
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・最後に、グループ討議を終了するまで協力してくれた参加者に感謝を述
べ、参加者全員で拍手をして終えましょう。

里親サロン運営マニュア ル

名前：

【本日の研修の感想】

◆本日の研修ではどのようなことが学べましたか。

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために
委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

◆本日の研修について自由に感想を述べてください。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）
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【グループ記録用紙】
グループ名：
グループメンバー：
グループでの意見をまとめましょう。
①

困っている点はなんですか。グループで話し合いましょう。

②

そうはいっても、子どもによい影響をもたらしている点、あるいは、それがあってもいいか
なと思える点を探してみましょう。

③
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実際に、日常生活の中で、どのようにしていけばよいでしょうか。

里親サロン運営マニュア ル
里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために
委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

【参考文献】
発達障害
里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

北道子・河内美恵・藤井和子編・上林靖子監修（2009）「こうすればうまくいく
のペアレント・トレーニング実践マニュアル」中央法規出版株式会社 .

里親養育ネットワーク著・鈴木力・谷口純也監訳（2011）「里親になる人のためのワークブッ
ク」株式会社明石書店 .
ジョン・デインズ，キャロライン・デインズ，ブライアン・グレアム（1996）「おとなが学
ぶときに」財団法人全日本社会教育連合会 .
皆川興栄（2002）
「生きるための学力を新しい学びから創る
明治図書出版株式会社 .
森田ゆり（2000）「多様性トレーニング・ガイド
会社解放出版社 .

ライフスキル・ワークショップ」

人権啓発参加型学習の理論と実践」株式

野村裕美（2014）「住民と協働する個別支援ワーカーの養成研修――対話をベースにした人
材育成」『月刊福祉』，pp.24-29.
ピーター・ジャーヴィス編著・渡邊洋子・吉田正純監訳（2011）「生涯学習支援の理論と実
践――「教えること」の現在」株式会社明石書店 .
渡邊洋子（2002）「生涯学習時代の成人教育学――学習者支援へのアドヴォカシ――」株式
会社明石書店 .
渡邊洋子（2006）「イギリス成人教育の方法論的成立に関する史的考察――初期テュートリ
アル・クラスの生成過程に注目して――」『京都大学大学院教育学研究科紀要』，52，pp.126.
全国里親委託等推進委員会（2011）「里親・ファミリーホーム養育指針ハンドブック」公益
財団法人全国里親会

89

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み
●はじめに
近年の里親委託推進に伴い、子どもと里親家庭を支援するためにさまざまな支援が必要であるとい
われてきました。そのため、制度的には十分とはいえないまでも、いくつかの支援のための資源が提
供可能な状態にあります。しかし、実際にそうした資源を「使える資源」として子どもと里親家庭に
つなげていくまでに整備されていないのが現状ではないでしょうか。また、そうした整備をするにあ
たり、子どもと里親家庭が、まずつながるべきなのは、どのような資源なのでしょうか。
こうした里親委託推進のための基盤を整備するにあたり、どのようなことを積み上げていく必要が
あるのかという観点から、本調査では、委託推進のための基盤づくりの先進的な取り組みとして、2
つの民間支援機関にそれぞれ聞き取り調査と見学調査を行いました。2 つの民間支援機関とは「特定
非営利活動法人キーアセット（川崎事務所）
（以下、
「NPO 法人キーアセット（川崎）」と略記します）」
と「NPO 法人静岡市里親家庭支援センター」です。
「NPO 法人キーアセット（川崎）
」では、本報
告書の「里親研修でグループ演習を行うファシリテーターのために」で紹介しているように、里親の
認定前研修で独自のテキストを使った研修を行い、また「アソシエーツ」という人的資源を有してい
ます。
「NPO 法人静岡市里親家庭支援センター」は、里親会が母体となっている機関で、民間支援
機関としては、日本で唯一、行政処分（措置権）以外の里親委託業務全般を担っている機関です。
ここではまず、調査の概要を述べ、次にそれぞれの機関の相違点や共通点をまとめます。最後に参
考資料として、いくつかのエピソードを交え、よりイメージしやすい形でそれぞれの里親支援機関が、
里親を支援するために構築しているネットワークや提供している資源について紹介します。調査先と
調査方法等については以下の通り（アイウエオ順）です。
調査先

NPO 法人

キーアセット（川崎）

NPO 法人 静岡市里親家庭支援センター
〒 422 － 0947

連絡先

〒 212 － 0058

静岡市葵区堤町 914 － 417

神奈川県川崎市幸区鹿島田１－ 21 －９

静岡市児童相談所

川崎市こども家庭センター内３階

Tel：
（054）275

2252

Tel：
（090）9215

Fax：
（054）255

2052

4957

内

e－mail：satooya@skyblue.ocn.ne.jp
方法：訪問による聞き取り調査
調査方法等

調査時期：2015（平成 27）年１月
対応者：マネージャー１人
調査員：１人
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方法：訪問による見学，聞き取り調査
調査時期 2015（平成 27）年１月
対応者：支援センター理事長・会長・
職員等
調査員 : １人

里親サロン運営マニュア ル

調査概要
NPO 法人

キーアセット（川崎）

〈受託業務〉

事業内容

2012（平成 24）年から事業開始
里親等への訪問支援

里親委託推進・支援等事業

電話・来所相談

①里親委託支援等
②里親等への訪問支援

2014（平成 26）年から研修受託

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

③相互交流

里親等による相互交流

事業内容

登録前研修
更新研修

里親制度普及促進事業

継続研修

①普及啓発
②養育里親研修
③専門里親研修

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

〈活動内容〉
○  登録前面接
里親希望者の初期面接を実施。
２時間の面接を最低２回。必要に応じてそれ以上、夫婦別の面接も設定。
 生育歴、里親を希望した動機など細かく聴取。面談の結果として、里親登録するためには今後
力をつけてほしい点や話し合いの中で伸びた点など率直に記載して報告書を作成。里親希望者に
も開示した上で児童相談所に提出。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

 里親として育成していく過程を通じて関係構築しており、基本的に一緒に考えるという姿勢が
育っている。信頼関係ができている。
一貫して育成していく関係が重要。支援機関の助言を里親も納得して受け入れる。
○  里親などへの訪問支援
児童相談所の担当児童福祉司と同行することや、必要に応じて、委託前に養育していた乳児院
職員と共に訪問することもある。里親が希望して、里親が学校などの機関に同行訪問することも
ある。→里親からもなぜ里親支援機関の同行を希望するかを聴取した上で、担当児童福祉司と十
分に情報交換する。里親と担当児童福祉司との関係構築を支援する立場で関わっている。
○  里親などによる相互交流（語る会）
テーマを絞って話し合う研修的な場としている。
テーマ例）
「真実告知」など
○  里親のスペシャルニーズに対応する機関連携
アソシエーツ：現在１人の弁護士に依頼。
里親のニーズが里親支援機関（キーアセット）では提供できない情報だった場合に、その情報
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を提供できる機関（者）を里親支援機関から里親に紹介、個別相談につなぐ。
専門機関（専門家）で里親制度を理解して対応できる機関（者）と連携。
○

里親への連携支援
里親が必要とする支援を提供する機関と里親をつなぐ場合、認定前から一貫して里親としての
育成に携わりながら、関係構築してきた里親支援機関だからこそ、うまくつながると考える。支
援機関へのつなぎだけでなく、改善すべき点を指摘する場合も、新しい関係構築や新しい行動様
式を里親が取り入れる際には、その指摘をした機関（どちらかと言えば担当者）への信頼関係が
ベースとなっていると考えている。
〈NPO 法人キーアセット（川崎）の里親家庭をとりまく支援機関のイメージ図〉

里親を育成してきた

連携

里親支援機関
信頼関係に基づき
助言・支援

里親
家庭

児童相談所
担当児童
福祉司

新たに必要
となる機関

子どもの生活上で
連携している機関
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里親サロン運営マニュア ル

NPO 法人

静岡市里親家庭支援センター

〈受託業務〉
2011（平成23）
年

里親支援業務の一部を受託

2013（平成25）
年

児童相談所の行政処分を除く里親業務全般を受託

〈活動内容〉
啓発

○  出前講座

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

１.

静岡常葉大学短期大学部保育科
静岡県立短期大学
葵区民生委員児童委員研修会
子育て支援講座（生涯学習センター）
ロータリークラブ定例会

○  一日里親体験会
○  静岡市広報誌

児童養護施設入所児童（幼児）とペアになり里親を体験する
「静岡気分」掲載～あなたも里親になりませんか～

○  里親月間記念講演会

10 月の里親月間に合わせ、一般市民向けに里親啓発講演会開催
委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

○  里親認定に関すること
初期面接➡訪問調査➡児童処遇審査部会への諮問を一貫して担当
初期面接は、里親申請前に１時間の面接を少なくとも３回行う。
認定前研修の前ではあるが、里親制度や社会的養護について理解してもらうことを目的として
いる。申請希望者が社会的養護を理解したうえで辞退することはある。しかし、入口の段階で、
社会的養護を理解したうえで申請を受理するべきだと考えているため丁寧に面接を行う。また、
面接に来た時点から、里親サロンやそのほかの行事への参加を勧める。里親と直接触れ合うこと
自体がよい研修となり、里親制度への理解を促進すると考えるためである。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

２.

研修

○  認定前の基礎研修・実習の実施
○  里親認定登録更新研修の実施
○  専門里親研修
○  乳児受託前実習の実施
○  里親養育技術スキルアップ研修年 10 講座
〈開催講座例〉親業研修（全５回）
、障がい児理解と養育知識、絵本やわらべ歌に学ぶ子育て、里
親養育指針講座、措置費などの課税に関する講座、ベビーマッサージ、乳幼児の
心と身体、思春期対策、傾聴（里親が里親の話を聞くときの心得）
、真実告知（ラ
イフヒストリーワーク）
、CSP（コモンセンスペアレンティング）など

３.

相談・支援

○  里親サロン

市内３区の代表里親宅にて年９回開催
職員は、時々、伝えたい情報を持っていく以外は、里親に任せている

○  ちびっこサロン

乳幼児の里親や養親が子連れで集う
児童相談所プレイルームや市内の公園施設にて年 10 回開催
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○  里親相談員訪問支援事業
７人のベテラン里親の相談員を配置し、里親への家庭訪問、養育相談などを行う
○  児童相談所との連携
① 児童を委託する里親の選定、里親委託に関する処遇検討に参加し，里親や児童の状況に即
した支援プログラムを作成する
② 訪問や面接などに同行し、ケースワーク補助を行う
○  自立相談援助事業

措置解除後の里子に対する各種相談援助、支援を行う

○  施設と里親の懇談会
児童養護施設および乳児院と里親との意見交換会を行い、施設との交流を円滑にし，入所児童
の里親利用を推進する
〈NPO 法人静岡市里親家庭支援センターの構築するネットワーク

新たに必要と
なる資源

里親家庭

イメージ図〉

子どもの生活上
で連携している
機関

里親会

乳児院

里親家庭
支援センター

児童養護
施設

児童相談所
里親支援専門相談員（未）
専門的支援etc

里親支援専門相談員
専門的支援etc
場所の提供、業務委託、
専門的支援etc
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里親サロン運営マニュア ル

相違点と共通点
「NPO 法人キーアセット（川崎）」と「NPO 法人静岡市里親家庭支援センター」は、民間里親支
援機関ではありますが、その成り立ちも委託業務も異なっています。前者は、イギリスの里親支援機
関コアセットを母体としており、後者は里親会を母体としています。前者の受託業務は、里親などへ
の訪問支援、電話・来所相談、里親などによる相互交流、研修業務ですが、後者は行政処分を除く里
親業務全般を受託しています。
前者が受託している研修業務、支援、相互交流、だけで両者を比較しても、そのやり方は異なっ

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

ています。たとえば、「NPO 法人キーアセット（川崎）
」では、認定前の研修の前に１回２時間の面
接を少なくとも２回は行い、その上で、独自のテキストを使った演習形式の研修を行います。
「NPO
法人静岡市里親家庭支援センター」では、里親申請を受理する前に、里親制度や社会的養護の理解を
深めてもらうため、１回１時間程度の面接を少なくとも３回行い、里親会やそのほかの行事への参加
を勧めます。また、支援の特長的な点として、前者は、訪問のほかに里親支援のために必要な人的資
源を開拓し、「アソシエーツ」として活用しており、後者は「里親相談員」が訪問に出かけます。相
互交流については、前者がテーマを絞って話し合う研修的な場としているのに対し、後者は、職員は
あまり介入しません。

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

しかし、この 2 つの機関には大きな共通点がありました。前者は認定前研修の前に、
後者は申請前に、
すなわち、2 つの機関とも里親希望者が希望を表明し、関わりが可能となった時点から、時間と労力
をかけて丁寧に関わりを持つことで、信頼関係を構築していく、という点です。そしてその丁寧な関
わりをその後の支援まで継続して行うという点です。
こうしたことから、少なくともこの両者を見る限り、子どもと里親家庭に第一に必要なつながるべ
き資源とは、丁寧な関わりを持続して行える里親支援機関である、と考えられます。そのようにして
関わりをもった里親支援機関は、構築した信頼関係に基づいて、必要なときに必要な資源につなげて
いくことができます。つまり、子ども・里親家庭と他の資源との関係構築を支援していくこと、子ど

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

もと里親家庭の支援のために必要な資源を「使える」形に整備すること、が可能となります。それに
より里親支援のネットワークが広がっていくのです。
加えて、少なくとも今回の調査に限っていえば、子どもと里親家庭を十分に支援していくため、ま
た子どもと里親家庭をその必要とする資源につなげていくために重要なこととは、里親希望者が里親
家庭となる前から（申請・委託前から）の一貫した深い関わりが望ましいといえます。子どもと里親
家庭にとって、より良い支援、より有効な支援、心配なことがあっても、それを乗り越えてさらに成
長していけるような支援となるのは、里親支援機関と里親の関係性に基づくということが考えられま
す。
次ページからは、「NPO 法人キーアセット（川崎）
」と「NPO 法人静岡市里親家庭支援センター」
の取り組みについて、ご紹介します。
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NPO 法人

キーアセット （川崎事務所）

はじめに
NPO 法人キーアセット（以下、「キーアセット」と略記します。
）は、家庭養護を促進するために
平成 22 年に設立された組織で、大阪、東京、そして川崎に事務所を置いています。代表者は、「初
めから完璧な里親はいない、
その人の強みを伸ばし、
子どもの養育において不十分なところは話し合っ
て、どうやったら改善できるかを共に寄り添っていきたい」との思いをもっており、各事務所でも活
動指標に基づき、実践しています。
川崎事務所（以下、
「川崎」と略記します。
）では、川崎市こども家庭センター（中央児童相談所）
内に事務所を置き、児童相談所との連携を深めながら、里親支援機関事業を拡充しています。
ここでは、キーアセット全体の考え方に続き、川崎の取り組みを紹介します。

キーアセットについて
キーアセットは、家庭養護を促進するために平成 22 年に設立された組織で、大阪、東京、そして
川崎に事務所を置いています。川崎では、平成 24 年より里親支援機関事業を受託しています。
キーアセットは、子ども中心の家庭養護促進を専門とする組織で、現在のところそれ以外の事業は
行っていません。キーアセットの目指すところは、その活動が子どもと若者の生活にポジティブな変
化と長期的な利益をもたらすようになることで、活動指標を以下のように掲げています。
子どもと若者が、ふさわしく：
◦

育まれる－ひとりの人間として育まれるための生活の場を得る。

◦

健康である－身体とこころが健康で、生活を楽しむ。スポーツやレクリエーションを楽しむ機
会を得る。健康管理に必要なサービスを利用できる。健康で安全な生活をするために必要な支
援を受けることができる。

◦

安全な環境を得る－子どもと若者が、彼らの生活する家庭、学校、そして地域社会において、
虐待やネグレクトまたはその他の危害から護られる。

◦

楽しみ、そして目標達成をする－新しいことを学び、新しい技術を身につけ、そして自尊感情
と自信を育てられるように導かれ支援される。

◦

地域社会の一員として責任を果たし、貢献できる－励ましと機会を得て、積極的な役割を家庭、
学校そして地域社会で担っていく。

◦

経済的な安定を獲得する－地域社会の一員として生活し働きそして学ぶ社会人となるために求
められる社会性、学力、体力、そして経済力が身につくように、支援が得られる。

◦

尊重される－彼らの生活に関わる事柄を決定する際には彼らも参加する。

キーアセットは、これらの活動指標を実現するためには、里親家庭と児童相談所そして社会的養護
施設との信頼関係を築くことが不可欠であると考えており、初年度からそれを最重要課題の一つとし
て活動しています。里親支援機関事業が比較的新しい事業であるとはいえ、以前まで川崎市内で活動
していなかった組織・団体が、平成 24 年から継続するだけでなく徐々に事業内容も増やしている点
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から、里親家庭、児童相談所そして社会的養護施設との信頼関係構築が順調に進んでいると考えられ
ます。それを助けているのは、事業開始時からの職員（当時常勤１人と非常勤１人）の資質は勿論の
こと、キーアセットとしての個性
（特徴）
も深く関係していると思われます。それを幾つか紹介します。

キーアセットの個性（特徴）
１．強みに基づいた活動
代表者は「里親さんには子どもの強みに基づいて養育してほしい。だから、キーアセットも里親さ
里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

んの強みに基づいて関わらなければいけない」と言っています。代表者は、児童相談所や施設との関
係も同じように強みに基づいてつくられるべきだと考えています。それは、
「欠点や弱みは、目をつ
ぶるのではなく、批判するのでもない。寧ろ、補い支援するものだ」と考えられているためです。先
ずキーアセットから相手の強みを理解して関わりをもつことで、里親家庭をはじめ、関係機関との信
頼関係構築のスタートを切ることができると代表者は考えています。
そのため、家庭訪問は、状況が許す限り“問題”やネガティブな情報を探したり報告させたりする
ことを目的とせず、
職員は可能な限り、
前回の訪問から里親家庭において子どもがどのようにポジティ
ブな変化を見せるようになったのか、その変化を里親家庭の強みがどのように引き出したのかといっ

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

た情報を得るように努めています。
２．透明性
透明性はキーアセットのような民間組織の生命線だと考えています。これは守秘義務を守らずにす
べての情報を公開するという意味では勿論ありません。キーアセットが里親家庭に対してどのような
評価をしているのか、それを里親家庭に示すことが、信頼関係を築くために重要だと考えています。
ただ、現状では全ての面で漏れなくそれを実践することが難しいため、新規登録の里親家庭へのアセ
スメントからスタートさせています。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

具体的には、新規里親家庭への面接や研修を通してアセスメントを行い、レポートを作成し児童相
談所に提出しますが、その前に必ずその里親候補者に内容を開示して、キーアセットの評価について
確認の署名をもらっています。その内容は、勿論良いことばかりが報告されているわけではありませ
ん。その家庭の里親養育としての課題だと思われる点は、欠点ではなく、これから伸ばしてほしい点、
学んでほしい点として報告しています。また、それについては、キーアセットとしてどのようにその課
題克服を支援できるかについて可能な範囲で記入します。なかには、その内容に里親候補者が納得し
ない場合もありますが、説明を繰り返すなど丁寧に対応するよう心掛けています。里親という生き方
を選ぼうとする里親候補者に対して、礼を失することのないよう配慮はしながらも、不愉快な思いを
させることを完全に防げるわけではありません。それでも、キーアセットが里親支援機関として注目
する課題について納得いくまで話し合う機会は、子どもが委託される前だからこそ意味があると考え
ています。
このアセスメントによって、
キーアセットが里親家庭をどのように評価しているのかということを、
児童相談所だけでなく里親家庭も理解することができます。この透明性は、里親家庭と児童相談所の
間という難しい立場にあっても、里親との信頼関係を築く助けとなっています。
３．研修（ワークショップ）
キーアセットでは、研修を“学び”としてだけでなくアセスメントの機会としています。研修のプ
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ログラムは、キーアセット独自の『養育への旅』というテキストを基にしています。これは他の事務
所で研修を行う時にも使う共通のテキストです。このテキストは６つのテーマ（キーアセットではモ
ジュールと呼んでいます）に分けられていて、全てワークショップ形式で実施します。座学は原則と
して行いません。その６つのテーマは次のとおりです。
１．里親の役割
２．協働
３．子どもと若者を理解する
４．回復力をつけよい結果を導く
５．安全な養育
６．変化－前進する
キーアセットでは、研修を“学び”の機会としてだけでなくアセスメントの機会としても利用して
おり、テキストもそれにあうように作られています。具体的には、
ワークショップのなかで参加者（里
親候補者）が必ず意見を述べるようにデザインされているため、その里親候補者が養育に対してどの
ような考えをもっているのかを理解することができます。また、他の里親候補者の意見に耳を傾ける
様子や、里親候補者自身が相手の意見をどの程度受け入れられるのかといった柔軟性もワークショッ
プの中で確認することができるようになっています。また、トレーナー（キーアセット）が里親候補
者に養育者としてどのようなことを期待しているのかを発信する機会ともなるため、一方的なアセス
メントとならず、相互理解の重要な機会にもなっています。
４．その他
キーアセットでは、年数回大阪、東京、川崎の３事務所のスタッフが一同に集まり、ミーティング
を行っています。スタッフの学びの機会であり、また、各地域の情報交換として有意義です。今後は、
他の里親支援機関のつながりも重要だと考えています。

キーアセット

川崎の取り組み

調査概要にも記載していますが、ここでは、
「訪問支援」
、
「語る会」
、
「研修」について、より具体
的にご紹介します。
１．訪問支援
里親家庭への訪問支援は、
児童相談所の担当児童福祉司（以下、
「担当者」と略記します）からの依頼、
里親家庭からの相談により実施しています。
担当者からの依頼の場合、里親委託ガイドラインに示された定期的な家庭訪問を担当者と分担して
実施することもあります。里親家庭の状況や担当者の判断などによってさまざまですが、担当者と話
し合った上で、登録前からの関わりがあるキーアセットが訪問して悩みを聞く方が望ましいと担当者
から依頼されることもあります。
訪問後に、
担当者と話し合って、
その後の支援方針を決めていきます。
また、里親家庭から担当者に相談するほどではないが、話を聞いてほしいとの依頼があることもあ
ります。
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２．語る会
年に４回以上、具体的にテーマを絞って、今後につながるような里親などの相互交流の場を設けて
います。たとえば、
「真実告知」など、里親家庭への相談支援を通じて課題になったことをテーマに
設定したり、「里父の語る会」
「実親との交流がある子どもを委託されている里親家庭の語る会」など
の設定を行います。
そこでは、
具体的にどうしたらいいかをお互いに話し合い、
考える場としています。
なお、川崎市の里親会である「川崎市あゆみの会」では里親サロンを開催しています。

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

３．研修
川崎では登録前研修を４日間で行っています。前述のとおり、
参加型でディスカッション中心です。
現在の更新研修では、これまで座学中心の研修を受講されてきた里親が多いため、改めて参加型研
修として、里親家庭での養育を振り返っていただいています。
４．おわりに
川崎のマネージャーは、
「子どもにとって、いい里親委託になるようにするのが私たちの役目だと
思っています。常に質の高い研修、質の高い訪問支援を実施できるよう心がけ、里親家庭のニーズを
くみ取り、子どものためにプラスになるように努めています」と語ります。そのため、スタッフに対

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

しては、週１回のスーパービジョンを実施し、支援の質の向上を図っています。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）
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NPO 法人

静岡市里親家庭支援センター

はじめに
静岡市里親家庭支援センター（以下、
「センター」と略記します）が里親のために構築しようとす
るネットワークは、里親と里親会・センター・児童相談所・施設とのネットワークです。センターに
は３本の柱があり、この３本にセンターのすべてが集約されています。里親会・センター・児童相談
所・施設と里親をつなぐネットワークもこの３本の柱によって構築されます。この３本で、少なくと
も現在、静岡市の里親に必要とされているものはすべて網羅されていると考えることができます。
筆者は、平成 27 年１月に、このセンターを２日間、見学させていただきました。ここでは、その
見学取材をもとに、３本の柱を中心にして静岡市で大切にされている里親のネットワークについて紹
介したいと思います。

静岡市里親家庭支援センター
静岡市は平成 17 年度に政令指定都市になりました。それに伴い、静岡市里親会が発足しました。
この里親会の会長となったのが、現理事長です。理事長は、児童養護施設での勤務経験を持ち、また
児童相談所（以下、「児相」と略記します）では、所長を務めたこともあります。その経験から、社
会的養護を受ける子どもが里親家庭で養育されることがいいと感じていました。
「そのためには里親
のこと、里親会のことをよく知らなくてはならない」
と里親会の会長になったのです。
「もともと施設・
児相にいたからこそ、里親養育がいいといえるんですよ。里親がいくら声を上げてもなかなか分かっ
てもらえないでしょう」
と理事長は言います。
「私は里親の啓発、
里親を支援する役割に徹しようと思っ
ています」というように理事長には長期養育の経験はありません。現在は会長を退き、センターの理
事長になっています。
理事長が「里親を支援する専門機関」の必要性を訴え始めました。一方で静岡市は政令指定都市に
移行した当初から里親委託を積極的にすすめ、早くから相談員、支援員を置き推進に努めてきました。
そして、なによりその信頼に応えて実績を築いてきた里親会の存在があって、平成 21 年 NPO 法人
を取得し、平成 22 年には「静岡市里親家庭支援センター」を開設しました。
そして、翌平成 23 年、静岡市より里親支援業務の一部を受託します。さらにその翌々年の平成
25 年、静岡市より児童相談所の行政処分（措置権等）を除く里親業務全般を委託されました。虐待
事案に追われる児童相談所には里親の対応や支援に限界があること、そして里親の数を増やし委託を
進めても里親の資質向上や相談窓口の体制が整備されていなければ、実質的な里親委託は進まないこ
とが理由としてあげられます。児相もそれを十分に理解し、センターをバックアップしてくれていま
す。児相の支援体制なくしては、センターへの事業委託はなかったと言っていいでしょう。実は、平
成 22 年、NPO 法人を取得する前に、
静岡市里親会は『里親だより』に掲載されています。理事長は、
現在のところ『里親だより』に掲載された「静岡市訪問」記事の構想通りに進んでいると言っていま
す（『里親だより』第 84 号 14 ～ 15 ページをご参照ください）
。
センターの職員は、次長兼支援コーディネーター、推進員です。事務を手伝ってくれる里親を含め
計５人が稼動していますが、勤務としては 2.5 人の職員を雇用しているという状況になっています。
そのほか、ベテラン里親で構成する「里親相談員」が７人います。財政については静岡市からの委託
事業費（1,200 万円）で賄われています。さらに、来年度には職員１人分の人件費が増額される予
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定です。センターの職員は、現在、驚くほどの業務量をこなしていますが、人件費の増額によって、
それが少し軽減するでしょう。

３本の柱
センターの掲げる３本の柱とは、
「①啓発、②研修、③相談・支援」です。
「研修、相談・支援の充
実なくして里親登録を増やしても子どもの幸せにはつながらない」と理事長は言います。つまり３本
里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

の柱のうち、どれかを行えばよいということではなく、すべてが重要であるということです。この３
本の柱を１つのセットとして里親に提供するためには、１つの機関が里親委託の全ての業務に関わる
ことが重要になります。静岡市では、認定前から委託時のマッチング、養育技術向上研修、相談・支
援、つまり、措置権以外の里親委託に関わるすべての業務を「静岡市里親家庭支援センター」が、一
貫して受託しています。現在、日本では民間の里親支援機関が措置権以外の全てを受託することが可
能となっていますが、実際にそれが実現しているのは静岡市ただ一つです。

啓発

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

１.

▪出前講座
見学に行かせていただいた日の午後、筆者は「出前講座」に同行させていただきました。この日の
出前講座は、静岡大学の白井千晶氏（静岡大学人文社会科学部社会学科准教授）の「家族社会学」の
授業です。90 分の授業の中で、
センターの職員が、
センターや里親制度のことについて説明し、
この日、
自分自身の養育体験を語ってくれる里親を紹介しました。里親は、自分自身の体験について、分かり
やすい言葉で語りました。この話は、途中、すすり泣く声が漏れるほど、感動を呼びました。その後、
再びセンターの職員が静岡市の里親委託関係について補足し、応援に駆け付けた現里親会会長がまと
めました。この日の出前講座では、白井氏の配慮によりチラシを作成し、地域の方々にも配布しまし

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

た。地理的な問題や時間的な問題もあり、参加人数はそう多くはなかったものの、学生教育に関わる
ほかの教員や地域の児童福祉職員も参加し、参加された方々の中には、終了後、センターの職員を呼
び止め「里親登録をしたいのですが」と声をかけてくださった方もいました。学生たちが書いた感想
からも、これから社会に出ていく学生たちに、社会的養護や里親について、知ってもらう良い機会と
なったことがわかりました。
▪新規面接
筆者は、申請前の里親希望者との新規面接にも同席させていただきました。この日、面接に訪れた
のは柔らかい雰囲気の女性でした。対応するのは推進員です。この日は最後の面接で申請書の受け取
りの日でした。希望者の方が記入した申請書を一緒に見ながら一つずつ丁寧に確認をしていきます。
申請書には記入済みですが、里親になる動機、どのような家庭を築きたいのかなどについてもう一度
尋ねます。
その後、認定前研修の説明、里親サロンやイベントの日を提示し、参加を勧めます。また、申請者
の現在の仕事の話なども詳しく聞きながら、具体的に委託することになった場合、仕事はどうする予
定かなどについて聞きます。推進員は、委託する時期、委託する子どもによって、仕事の調整の仕方
は変わってくるかもしれないので、
「このような場合はこうなるかもしれない」
「でもこのような場合
は、こうなる可能性もある」と具体的にイメージしやすいように例をあげて説明し「どちらにしても
その時の状況で無理のない形でやりましょう」と伝えました。帰り際、ほかのセンター職員も「これ
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からはどんどん研修を受けてどんどん進め
ていきましょうね」と声をかけ、申請した
女性は笑顔で帰っていきました。
センターの里親登録申請前の面接は、ほ
とんどの場合３回。１回につき約１時間を
めどに行います。３回の面接で里親制度を
理解し、チームとして共にやっていくとい
う確認をします。１回目は里親制度の概要
を説明し、２回目でさらに説明を行い、３
回目の面接で申請書を受け取ります。里親
申請の初期面接である１回目の面接は、児
童養護施設の里親支援専門相談員が行い、

センターの中はこじんまりした事務所になっています

里親制度の基礎となる部分を説明し、１回目の面接のときから、里親サロンや行事への参加を勧めま
す。申請前から里親サロンへの参加を勧めるのは、里親と直接触れ合うこと自体が、良い研修となり、
また里親制度への理解を促進することになると考えているからです。現在、静岡市で里親申請を行う
人は、認定前研修を受講する前から里親制度について良く理解しています。
▪新規面接の意義
今年度、センターには、33 家庭の申請希望がありました。しかし、実際に申請書を受け取ったの
は 10 家庭のみだそうです。こうした「静岡市方式」ともいえる申請段階の面接について、よく知ら
ない人は、「厳しい面接をしている」
「質の悪い家庭は落としている」と言ったりしますが、この指摘
は間違っています。センターでは、丁寧に里親制度や社会的養護について説明し、申請者が、制度の
趣旨を理解するように努めています。
たとえば、申請の動機について記入するときに、
「社会的養護」に関する文言が入っていない場合
は、「もう少しお話を聞かせてください」とその申請書を受け取りません。
「書く」こともできないと
いうのは社会的養護を理解していないかもしれない、と考える指標となるからです。そのようにいく
つかのポイントから、まだ社会的養護を理解してもらえていないと感じたときには、里親サロンへの
参加を促したり、家庭訪問を行ったりします。
「それでね、家庭訪問に行ってみたら、口下手なだけで、
実はとてもよく社会的養護を理解してくれていた、ということもあるんですよ。だからね、わからな
いですよね、人間って。たった１回、面接したくらいじゃ何もわからないなって思います」と推進員
は言います。
また、里親とつながることができるかということも１つの指標になります。そのためにも申請前か
ら里親サロンへの参加を勧めます。里親とつながることのできる人は、子どもの養育に悩んだとき、
助けを求めやすく、養育の悩みを乗り越えやすいからです。申請書を出す前に、里親制度と里親の養
育について理解していただいたうえで、申請をしてもらいます。静岡市もほかの地域と同様に、養子
縁組を希望する家庭がほとんどです。しかし、社会的養護の役割を理解してくれた人は、最初は養子
縁組を希望していたとしても養育里親としても申請します。
社会的養護と里親制度を理解したうえで、
子どもの福祉という観点から見れば、どちらも同じように大切なことだからです。それを理解できる
よう説明せずに、申請書を受け取り、里親が未委託のままでいるのは、里親に対して失礼だと考えて
います。そして、それらを理解していく過程で、自分が求めていたものとは違うと感じた家庭は辞
退していきます。センターが申請書を受け取ったのは申請家庭のうち 1/3 のみであったというのは、
こうしたことからです。辞退した家庭に対しても丁寧な説明を行い、
自ら判断を下してもらうことで、
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地域の中に社会的養護を理解する人を増やしていくという啓発活動につながります。
社会的養護や里親制度をよく理解した上で、里親申請を行った静岡市の里親家庭は、申請して１年
以内に何かしらの形で子どもと関わる機会を提供されます。委託だけでなく一時保護やレスパイト、
ショートルフランの受け入れ要請があるため、子育てを体験することができます。このようにして、
センターでは、里親申請前から、里親候補者と深い関わりを持ちます。それが、次のステップとなる
研修や相談・支援につながっていきます。

研修

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

２.

既述のように、センターでは、新規申請の時点から、里親サロンへの参加を勧めています。里親会
には親族里親を除くほとんどの里親が入会しています。申請前の里親希望者を里親サロンにつなげる
のは「サロンが成熟しているからできる」そうです。希望者は、里親サロンで実際に里親の話を聞く
こと、里親の様子を見ることで里親養育を理解していきます。このように里親サロンは里親による相
互援助だけでなく、里親希望者の研修の意味も果たしています。センターで行っている研修には、認
定前の研修や登録更新時の研修などの他に「里親養育スキルアップ研修」を年 10 講座開催していま
す。このスキルアップ研修は、例えば「ワーカーさんの奮闘記（児童相談所職員が児童相談所の仕事
について話します）
」
「幼児安全法短期講習（心肺蘇生・応用包帯）
」
「簡単手作りおやつ」
「絵本に学

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

ぶ子育て」「真実告知」
「発達障がい」
「自立のためのステップ：お金の仕組み」など多種多様です。
保育が必要な研修では、学童であればセンター職員はもちろんのこと、多くの学生ボランティア、
そして児童相談所職員も手伝い、外に出かけます（有資格者が必要なのでセンター職員らが同行しま
す）
。乳幼児は有料保育グループを利用しています。この有料保育グループも長年保育を依頼してい
るグループなので、子どものことをよく分かってくれており「大きくなったね」などの声掛けをいた
だけてとてもいいということでした。
そうはいっても託児は非常に手間とお金がかかります。市の委託料に託児の経費が含まれている研
修もありますが、その他の研修でも託児を用

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

意し研修を企画しています。加えて、研修の
時の託児は、里親会が支出しています。里親
会費は、受託している里親は年額２万円、未
委託の里親は年額１万円です。里親会費は、
こうした託児、また、関東ブロック大会など
の里親大会へのバス借り上げ、大会参加費無
料（里親会で支出）
、年間３～４回催される
親睦旅行や親睦行事への参加費すべて無料な
どによって、会員に還元できるよう工夫して
います。そうすることによって、会費の納入
や里親サロン、研修などへの積極的な参加を

ボードには予定がぎっしり！

促しやすいといいます。

３.

相談・支援

▪里親サロン
里親サロンは１カ月に１回、里親宅で行っています。葵区・駿河区・清水区のそれぞれのベテラン
里親が交代で自宅を開放してくれます。この里親サロンに、センターの職員は、あまり参加しません。
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参加するときにはセンターから説明したいこと、
お知らせしたいことがあるときのみです。そのため、
職員は、里親サロンについて、
「大まかなことはお話しできるけど、細かいことは分からない」とい
います。新規の里親希望者も足を踏み入れることのある里親サロンはどのように行っているのでしょ
うか。センターに事務員として勤めている里親にお話を伺いました。
里親サロンは午前 10 時ごろから始まって、みんなで昼食を食べて終わりになるということです。
だんだんみんなが集まり出したらお茶とお菓子をおきながら「はじめようか～」とゆるい感じで始ま
るといいます。自らの家を提供してくれる里親が進行役を務め、近況報告や悩みなどをみんなで話し
合います。昼食時になると、みんなで一緒にお昼を作ったり盛り付けたりしながらお喋りします。み
んなには聞かれたくない悩みをもっている人は昼食後、ベテラン里親と別室で相談します。
里親サロンはベテラン里親が主に企画し実行するといいます。現在、子育て真っ只中の里親の負担
にならないよう参加してもらいたいからです。未就園の子どもは里母と一緒に参加します。登録直後
の未委託の里親にも、料理の盛り付けや手伝いを一緒にしてもらうことでリラックスしてもらい楽し
い雰囲気にしていきます。
委託打診があった直後に参加された方には
「
『大丈夫だよ。
やってみなよ』
『み
んなで協力するよ』っていう感じで」後押しすることもあるといいます。申請前の希望者が来てくれ
た時には、たとえば「何で里親やろうと思ったの？」などをきっかけとして、お喋りをします。
１回の里親サロンの参加者は 20 ～ 25 人ほど。参加率の高い里親サロンですが、それでも里親サ
ロンに来る人は固定されてきてしまうといいます。なかなか出てこられない人のことをほかの里親は
心配しています。
「たぶんね、みんな仲良いから入りづらい人もいると思うんですよね。だけど、来
れば仲よくなれるから入ってきて、と思う。無理はしなくていいけど、できる範囲で来てほしい」そ
う願っています。以前から、ベテラン里親がやってきてくれたことに加えて、少しずつ新しい里親の
風が入って来て、ひとりの固定した意見ではなくいろいろな人の見方、とらえ方、考え方が聞けて、
とても心地よく楽しいサロンだということでした。
▪マッチング
見学させていただいたこの日、新規委託の面接も行われていました。センターの職員が、里親と面
接し、里親に委託したい子どもについて説明します。面接の同席者は、センターの職員、児相ケース
ワーカー（以下、CW と略記します）と児童心理司、
（委託される子どもの）児童養護施設の里親支
援専門相談員だったといいます。CW は子どもの生い立ちについて説明し、児童養護施設の里親支援
専門相談員は、現在の子どもの状況について説明、児童心理司は子どもの発達状況について説明しま
す。センターの職員は里親の立場に立っての疑問を投げかけたり、予想される子どもの現れについて
対応方法を一緒に考え、難しい言葉や分かりにくい説明などについてその都度説明します。小学生に
１
なろうとしているその子どもの委託候補は、
ショートルフラン を受け入れていた里親です。センター

側としては、児相、センターにお願いされての受託ではなく、里親自身が自分たちで決め、自分たち
で「やりたい、やるんだ」と主体的に覚悟を決めて臨んでほしいと考えています。自分たちの選択で
あることは，養育に不安が生じたときに夫婦が気持ちを揃えて前を向くための要素となるからです。
その日、委託対象になった子どもにとっては、小学校入学という不安定になりがちな時期に、住居
も、関わる人間も変わることになりますが、それを決して不安材料にせず、むしろ「心機一転」とい
うプラスの方向を向いてほしいという思いがセンターにはあります。
そのためには児相や児童心理司、
または生活の場であった施設の協力を得た手厚い支援が必要だと考えています。

1. ショートルフランとは、
「週末里親」の静岡市の呼び名で、週末・夏休み・冬休みなどの短期間に子どもを
預かる里親のことです。
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▪里親家庭への訪問支援（里親相談員）
新規に委託した里親家庭等への訪問はセンターが行いますが、そのほかの里親家庭の訪問について
は、７人のベテラン里親の相談員を配置し、里親家庭への訪問、養育相談などを行っています。ひと
り５～６軒の里親家庭を担当し、月２回ほど、１家庭を訪問します。ただし、訪問は出来る限り２人で
行くことになっています。そのため、自分の担当の家庭のほかに、もう１家庭、合計２家庭訪問します。
センターで事務を行っている里親は里親相談員も担っています。お話を伺うと「最初は大変でした
よ。訪問される方も『相談員って何！？』っていう感じ」だったといいます。しかし、里親相談員が
家庭訪問を行うことが当たり前になった今では「問題はない」そうです。去年度からセンターが講師

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

を呼び、里親相談員は「傾聴研修」を受講しています。この研修の受講がとても重要だったといいま
す。傾聴するときは、主に話す人に対して、聴き手と観察者の２人が必要だということも、この研修
を通して知り、現在の２人での訪問が実現しました。今年度は全４回の傾聴スキルアップ研修を受け
ました。
「何か相談されたらアドバイスしないといけないと最初は思っていたけど、そうではないこ
とを学びました」と里親相談員は言います。里親でありながら訪問や研修をこなすのは、多少の負担
にはなりますが、よい学びとなり、それが喜びにつながるそうです。
静岡市では、里親相談員が、丁寧に相談・支援を行うことで、養育不安に対しても、早い段階で悩
みを聞き、児相につなげたり養育援助を提供したりして食い止められることが多いといいます。
「里

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

親申請の前から里親と深くつながり、研修でボトムアップし、支援を行うというその流れのすべてが
つながっていて、それによって静岡市の委託解除はとても少ないんです」

児相と施設との連携
センターは、現在、静岡市児童相談所内にあります。CW が働いている場所から廊下を隔てた小さ
な部屋がセンターです。センターの扉はよく半開きになっています。児相職員や外からの来客が来や
すいように開けているのです。CW は、驚くほど気軽にセンター内に入り、子どもの委託の話、一時

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

保護した子どもを里親に打診する可能性があるという話、研修での日程合わせなど、相談や報告をし
ていきます。筆者が２日間見学に行かせていただいた間にも、児相職員が入れ代わり立ち代わり入っ
てきて話をしていました。何かあると同じ建物内の隣なので、すぐに聞くこともできるし、必要な会
議の情報もすぐにわかるというメリットがあります。

児童相談所の中に
センターがあります
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また、里親会の役員会では児童相談所長の挨拶があります。里親会の行事には CW が里親子の様
子を見るために参加します。センターとのつながりだけでなく、里親と里親に委託された子どものこ
とを常に気にかけてくれているのがよく分かります。
児童養護施設には、里親が里親支援専門相談員として配置されています。筆者が見学に行った日の
午前中も里親支援専門相談員がセンターを訪ねてきていました。センターを里親支援専門相談員が訪
ねることは，１週間に１回はあり、それによって連携を取ることができます。
施設では、先述のように、里親申請の一回目の面接を施設で行うほか、お散歩ボランティアを募り、
新米里親の養育体験を実施してくれています。里親の啓発、新規里親の開拓に一役買ってくれている
のです。また、施設と里親の懇談会が、児童養護施設と乳児院で毎年行われます。懇談会では、施設
と里親がお互いの苦労や悩みを知ることができ、それぞれの役割を確認することができます。施設と
里親が協働するということは、それぞれの役割を理解し、担えない部分を補い合うことではないかと
いいます。
▪実親の同意
実親の同意については、全国の多くの CW が、里親委託が進まない理由として「実親の同意拒否」
をあげています２。筆者が見学をしていたときに、センターを覗き「実は今こういう子が来ていて…
この子はこういう事情から、里親さんがいいと思うんだけど、実親がまだ同意してくれないんだよね」
と報告した CW がいました。
「だから一応、
施設措置ということなんだけど…」センターの職員は「お
話を聞いての状況だと、やっぱり里親さんのほうがいいように思うので、もう一度里親制度について
説明してみてくださいね」と応じます。CW も「もちろん私のほうから、もう一度説得してみます。
○○さん（ほかの CW）からも、説得するって言ってたので」と答え、センターを出て行きました。
実親の同意についても、その子どものこれから広がる将来のことを考えたときに、CW が「里親がい
い」と思えば、一生懸命説明し説得する努力を惜しまずしてくれるといいます。
一方、CW が「里親委託がいいのでは」と迷っている場合でも、状況によっては敢えて施設利用を
提案する場合もあります。

里親と地域をつなぐ通訳としてのセンター
最初に紹介したようにセンターの前身は里親会です。里親側から里親制度を推進するセンターだ
からこその特色として、里親側に立った啓発、研修、相談・支援を 3 本柱に基づいて行っています。
その結果として、未委託里親の少なさ、不調による措置変更の少なさ、里親委託率 40% を達成して
いるのです。静岡市は、現在、40.2％（平成 26 年 10 月１日現在）
、全国で第２位の里親委託率と
なりました。そう遠くない将来、委託率は５割に届くと考えられます。一部では、
「国は１/3 を打ち
出しているのだから、里親はもういいだろう、グループホームに力を入れるべきだ」という人もいま
す。
「里親委託率が５割に届けば、里親委託が適当な子どもに里親がついている状況が実現するだろ
う」と理事長は言います。
「だけどね、里親にはまだまだやることがある。私は、ひとり親や養育困
難家庭、障がいを持った子ども、貧困家庭などを視野に入れ、地域福祉に貢献していくことも里親の
役割ではないかと考えているんだ。そのためにも『3 本柱』を強化し、里親が力をつけていく必要が

2. 全国児童相談所長会の報告書（2011）
「児童相談所における里親委託及び遺棄児童に関する調査」
（回収
率 94.6％）では、児童相談所に「里親委託進まない理由」を尋ねていますが、149 カ所、78.9％の児童相
談所が「実親・親権者が里親養育を望まない（同意しないを含む）」と回答しています。
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ある」。そうなったときには、おそらくセン
ターが中心となり組織連携を図っていくこと
でしょう。その実現はまだ遠い将来のことか
もしれませんが、筆者には決して不可能なこ
とではないように思えました。
静岡市の里親家庭は申請前の面接から里親
サロンに参加し、里親会やセンターと深い関
わりを持ちます。センターは、学校、幼稚園、

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

施設など、里親にとって必要な資源や里親制
度の啓発に協力をお願いしたい行政や市議会
議員、そして、地域のプロサッカーチームの
清水エスパルスなどともつながっています。

清水エスパルスへのお礼

清水エスパルスが支援してくれる福祉基金を
使って、里親会の一泊キャンプを行っています。また一般市民からの賛助も大きな力になっています。
見学した２日間、
センターの職員はよく
「通訳」
という言葉を使いました。
「通訳なのよ、
センターは」。
里親と児相。里親と施設。時には里親と学校や病院。必要とされるときに、里親とつながる地域の多

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

くの資源との「通訳」として、また「里親の代弁者」としてセンターは活躍しています。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

【参考文献】
全国児童相談所長会の報告書（2011）「児童相談所における里親委託及び遺棄児童に関する
調査」
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里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

里親リクルートに関する
調査報告書

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

（中間報告）

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

111

里親リクルートに関する
調査報告書 （中間報告）
Ⅰ
⑴

調査概要

目的
主として里親リクルート（里親開拓）に関する関係機関の実態基礎調査を実施し、全国里親委
託等推進委員会としての来年度以降の本格調査のための論点整理を行うことを目的とする 1。

⑵

調査対象
行政機関（児童相談所）および民間事業者（民間里親支援機関等）において、最も里親業務に
詳しい職員から回答を得た。

⑶

調査方法
・質問紙形式の横断調査
・児童相談所については全国児童相談所長会を通じて全国 226 カ所（児童相談所の支所・分所
を含む）の児童相談所に調査用紙を配布
・民間里親支援機関については全国里親会から各県里親会に各３事業所の選出を依頼し、調査用
紙を配布

⑷

調査期間
2014 年 10 月３日から 2014 年 11 月 14 日

⑸

回収率
・児童相談所の回収率は、90.3％（児童相談所支所・分所を含む）
・里親支援機関等の回収率は、85.7％であった。

1. 本調査を実施するに至った背景：
養育里親制度が普及しない背景の一つとしてこれまでいくつもの研究論文において行政機関の取り組み不足
（柏女霊峰他）が指摘されている。社会的に養護が必要な児童が増え続ける中、国が今後家庭養護を社会的養護
の 3 割にひきあげる目標を掲げているが、里親制度の運用にはさまざまな課題を抱えているのが現状である。
この問題解決についての分析にはさまざまな切り口が考えられるが、今回全国里親委託等推進委員会では里親
制度の普及・啓発のための関係機関の活動（リクルート活動）がどのように全国で展開されているかを調査す
ることとなった。
調査にあたっては里親支援について民間の里親支援機関事業が本格的に参入し始めてきている点も重視した。
里親支援にあたる児童相談所・民間事業者の組織体制はどうなっているのか、今後どのような普及啓発をすす
めていく必要があるか、今後、本格調査を進めていく上での基礎データの収集を調査目的としている。
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Ⅱ

調査結果

以下にアンケート項目にそった調査結果について報告する。
（各項目の冒頭に書かれている文章は
アンケートの質問項目）

1 新規養育里親登録の年齢層について（１は児童相談所職員のみ回答）
Ｑ１

貴児童相談所管内における平成 25 年度
里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

の養育里親新規登録者数について、世帯数及
び里親の年齢別にご回答ください。
「１～４家庭」が 50.5％と最も多く半数に達
していた。
「５～ 10 家庭」
も 25.0％と 1/4 だっ
た。
また、4.9％の児童相談所で「20 家庭以上」
が新規登録していた一方で、
13.2％が「０家庭」

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

であり、27 児童相談所で新規養育里親登録家
庭父母等がいなかった。
（図１）
図１

各児童相談所ごとの新規養育里親
登録家庭父母等

Ｑ１－②登録された里親（里父・里母，あるい
はそれにあたる方２名をそれぞれ）の年齢（同
里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

居人はカウントしません）
平成 25 年度の新規養育里親登録の年齢層
は、「20 代 」 が 0.9 ％（25 名 ）
、
「30 代 」 が
13.2％（35 名）
、
「40 代」が 42.1％（1,137
名）、「50 代」が 26.1％（705 名）、
「60 代」
が 14.1％（381 名）
「70 代以上」が 3.5％（94
、
名）だった。（図２）

図２

新規養育里親登録者の年齢層
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2 里親制度担当の配置・勤務・リクルートの状況などについて
Ｑ３

貴機関の里親制度に関わる業務担当職員の配置についてご回答ください。

Ｑ３－①

何人の里親制度担当者を配置していますか。

図３

里親制度担当の配置状況

【児童相談所】
里親制度担当の正職員は、「１名」が 55.4％で半数を超える。
「２名」が 24.0％、
「３名以上」の
ところも 15.7％あった。「配置なし」は、4.9％であり、ほとんどの児童相談所で何らかの形で里親
制度担当者の正職員を配置している。
正職員以外でも「１名」が多く 45.6％と半数近い。
「２名」が 8.3％、
「３名以上」が 4.4％だった。
「配置なし」が 41.7％で、
正職員以外の里親制度担当者は、
配置していないところも多くあった。
（図３）
【民間事業者】
里親制度担当正職員は、
「１名」が 62.6％と多く、
「２名」が 17.6％、
「３名以上」が 5.5％だった。
担当正職員の「配置なし」というところも 14.3％あった。
正職員以外は、
「配置なし」が 78.0％で大半を占め、
「１名」と「２名」がそれぞれ 8.8％、
「３名
以上」が 4.4％だった。
（図３）
Ｑ３－①－２.

兼任の場合、どのような職務との兼任ですか。

【児童相談所】地区担当児童福祉司、事務、SV などだった。
【民間事業者】児童家庭支援センター業務、相談業務、保健師業務、保育士などだった。
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里親制度担当者の在職年数

児童相談所

正職員

正職員

平均在職年数

図５

民間事業者

正職員

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

図４

平均
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Ｑ３－③

平均在職年数

【児童相談所】
里親制度担当正職員の在職年数の平均は、１～３年が最も多く 56.4％、次に１年未満が 19.1％
委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

であった。在職年数が３年以下の職員が 75.5％を占めている。一方、７年以上の長期にわたって担
当しているところも 10％以上あったが、里親担当として継続的に職務にあたっているのかは、本調
査では不明である。
（図４）
【民間事業者】
10 年以上が最も多く 36.3％を占め、１～３年は 24.2％、１年未満が 22.0％、４～６年は
12.1％、７～９年が 5.5％であった。
（図５）
Ｑ３－③

平均

里親制度担当者の在職年数

正職員以外
里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

図６

児童相談所 正職員以外 平均在職年数 図７

民間事業者 正職員以外 平均在職年数

【児童相談所】
１年未満が 50.5％、１～３年が 31.0％で、３年以下が 81.6％を占め、正職員以外の里親制度担
当者も、正職員と同様に、経験の浅い職員が多いといえる。
（図６）
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【民間事業者】
１年未満が 81.3％でほとんどであった。
（図７）
Ｑ４－③

あなたの業務に占める里親制度に関わる業務の割合について該当するものに○をつけてく

ださい。

図８

回答者の業務に占める里親制度にかかわる業務の割合

【児童相談所】
「里親制度に最も詳しい方」に回答をお願いしたが．
「業務のすべてが里親業務」であるのは
17.2％、
「業務のほぼすべてが里親業務」が 17.6％で、これらを合わせると 34.8％になる。
「事業
所内でおよそ半分は他の業務」が 26.0％、
「里親業務はほんの一部である」としたのは 37.7％だった。
ほぼ里親業務に専念できているのが全体の 1/3 であり、里親業務はほんの一部であるのが 1/3 だっ
た。（図８）
【民間事業者】
最も多かったのが「事業所内でおよそ半分はほかの業務」が 38.5％、次いで「業務のほぼすべて
が里親業務」が 27.5％、
「業務のすべてが里親業務」
が 19.8％だった。
「里親業務はほんの一部である」
としたのは 11.0％だった。
里親業務以外としては、児童処遇（援助）
、子育て支援、家族支援、施設・児童家庭支援センター業務、
広報、ボランティア対応、主任業務、施設内スーパーバイズなどがあった。
（図８）

116

里親サロン運営マニュア ル

Ｑ５

貴機関（事業所）の管内におけるリクルート活動（実施している事業のみ）のそれぞれの現状

（平 25 年度実施分）について該当するものに○をつけてください。
Ｑ５－①

講演会・体験発表会・講座・説明会等の人を集めての活動（
「無回答」は含まず）

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

児童相談所

講演会等

図 10

民間事業者

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

図９

講演会等

【児童相談所】
「他機関と共同での実施」
が最も多く 43.8％、
「当機関の単独での実施」
が 23.4％、
「実施していない」
が 20.9％だった。
（図９）
【民間事業者】
「当機関の単独での実施」と「他機関と共同での実施」がともに 35.3％、
「実施していない」が
15.3％、「当機関以外の他機関が実施」が 9.4％、
「そのほか」が 4.7％だった。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

他機関としては、児相、施設、市民団体、児童家庭支援センター、自治体、里親会、民間里親支援
機関、NPO 法人、などであった。
「そのほか」としては、
単独での実施と共同での実施がある、
ピアカウンセリング、
大学・短大の講座、
幼稚園などへの研修などがあった。
（図 10）
Ｑ５－②

広報誌など紙媒体による啓発活動（
「無回答」は含まず）

【児童相談所】
「他機関と共同での実施」が最も多く 31.8％、次が「当機関以外の他機関が実施」で 22.9％、
「実
施していない」が 21.4％、
「当機関の単独での実施」が 17.9％だった。
（図 11）
【民間事業者】
最も多かったのが、「実施していない」で 33.3％、
「当機関の単独での実施」が 25.9％、
「他機関
と共同での実施」が 21.0％、
「当機関以外の他機関が実施」が 17.3％だった。
「他機関」については、児童相談所、里親会の他に、市町が上がっていた。
（図 12）
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図 11
Ｑ５－③

児童相談所

広報誌等

図 12

民間事業者

広報誌等

ホームページ（以下、HP と表記）の作成・公開 （
「無回答」は含まず）

【児童相談所】
「実施していない」が最も多く 41.3％で約４割、
「当機関以外の他機関が実施」が 24.0％、
「当機
関の単独での実施」が 19.4％だった。
（図 13）
【民間事業者】
「実施していない」が 53.8％で最も多く、
「当機関の単独での実施」が 30.8％、
「当機関以外の他
機関が実施」が 10.3％だった。
（図 14）

図 13
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児童相談所

HP 作成・公開

図 14

民間事業者

HP 作成・公開
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Ｑ５－④

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（Facebook、Twitter など。以下、SNS と表記）

上での紹介（「無回答」は含まず）

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

図 15

児童相談所

SNS 上での紹介

図 16

民間事業者

SNS 上での紹介
委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

【児童相談所】
「実施していない」が 98.4％で、ほとんどの児童相談所で実施していなかった。
（図 15）
【民間事業者】
「実施していない」が 90.4％で、
多くの機関が実施していない。
「当機関の単独での実施」は 5.5％、
「当機関以外の他機関が実施」が 2.7％、
「他機関と共同での実施」が 1.4％だった。
「他機関」は里
親会や児童相談所、自治体だった。
（図 16）

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

Ｑ５－⑤

チラシ・リーフレット・ポスターなどの紙媒体の作成（
「無回答」は含まず）

図 17

児童相談所

チラシ等

図 18

民間事業者

チラシ等
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【児童相談所】
「実施していない」、「当機関以外の他機関が実施」がそれぞれ 26.7％、25.1％で全体の約半数を
占め、「他機関と共同での実施」が 22.1％、
「当機関の単独での実施」が 21.0％だった。
（図 17）
【民間事業者】
「実施していない」が 29.8％、「他機関と共同での実施」が 27.4％、
「当機関の単独での実施」が
23.8％、「当機関以外の他機関が実施」が 14.3％、
「そのほか」が 4.8％だった。
（図 18）
Ｑ５－⑥

DVD など動画媒体の作成 （
「無回答」は含まず）

図 19

児童相談所

DVD 等

図 20

民間事業者

DVD 等

【児童相談所】
「実施していない」が 90.6％、
「単独での実施」が２件のみだった。
「そのほか」が４件あり、い
ずれも都道府県レベルの自治体での実施だった。
（図 19）
【民間事業者】
「実施していない」が 87.7％でほとんどだった。
（図 20）
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Ｑ５－⑦

そのほかのリクルート活動（
「無回答」は含まず）

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

図 21

児童相談所

そのほか

図 22

民間事業者

そのほか
委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

【児童相談所】
「実施していない」が 65.2％だった。
「当機関の単独での実施」は 10.3％、
「他機関と共同での実施」
が 12.5％だった。
（図 21）
「そのほか」のリクルート活動の具体例としては、市営地下鉄の電子広告（他機関（本庁）実施）、
FM ラジオ（当機関）、ケーブルテレビ（他機関）
、パネル、のぼり、リーフレット、ポスター（図書
館、市役所など）
、テレビ、ラジオのスポット CM（他機関（本庁）と共同実施）
、有線放送（当機関）、
市バス車内広告、地下鉄車内広告（他機関）
、などだった。
【民間事業者】

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

「実施していない」
が 56.4％で約半数、
「他機関と共同での実施」
が 19.2％、
「当機関の単独での実施」
が 16.7％だった。
（図 22）
他機関の具体例は、ライオンズクラブ、里親サロン、自治体、施設、里親会、児童相談所、自治体
などであった。
「そのほか」のリクルート活動の具体例としては、街頭キャンペーン、パネル展示、新聞・ラジオ等、
里親フォーラムの実施、一日里親体験、幼稚園保護者会での出前講座、大学訪問、各区市町村へ広報
グッズを配布、講師の派遣など、お祭り等でのブース、などだった。
Ｑ７

上記、設問５、設問６で回答していただいた①～⑦のリクルート活動のうち、担当者としてリ

クルート活動の効果が大きく実感できるもの、また反対に、効果が小さいと感じている番号をご回
答ください。
【児童相談所】
「リクルート活動の効果の大きいもの」としては、
「講演会・体験発表会・講座・説明会などの人を
集めての活動」が 53.4％、
「自治体広報誌等による啓発活動」が 31.4％、
「ホームページの作成・公開」
が 16.7％、
「チラシ・リーフレット・ポスターなど紙媒体の作成・配布」
が 11.3％、
「そのほか」
が 6.4％、
「DVD などの動画媒体の作成」が 2.9％、
「SNS 上での紹介」が０％だった。
「リクルート活動の効果の小さいもの」としては、
「チラシ・リーフレット・ポスターなど紙媒体の
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作成・配布」が 20.1％、
「そのほか」は７％前後であった。
【民間事業者】
「リクルート活動の効果の大きいもの」は、多いものから、
「講演会」41.8％、
「そのほか」が
16.5％、
「広報誌等」15.4％、
「チラシ・リーフレット・ポスターなど紙媒体の作成・配布」14.3％、
「HP」
8.8％、「SNS」
、
「DVD」1.1％だった。
「リクルート活動の効果の小さいもの」は、
「ホームページの作成・公開」
、
「チラシ・リーフレット・
ポスターなど紙媒体の作成・配布」がともに 8.8％、
「講演会・体験発表会・講座・説明会等の人を
集めての活動」が 7.7％、「SNS 上での紹介」が 6.6％、
「DVD などの動画媒体の作成」5.5％、「自
治体広報誌等による啓発活動」3.3％、
「そのほか」が 2.2％だった。

3 リクルート活動の今後の展開について
Ｑ８

７で回答した内容について担当者として事業の今後の展開（内容・頻度）をどう考えているか、

それぞれ該当するものに○をつけてください。
〔複数回答可〕
Ｑ８－①

講演会・体験発表会・講座・説明会等の人を集めての活動

図 23

児童相談所

講演会等

図 24

民間事業者

講演会等

【児童相談所】
「事業の充実強化が必要と考えている」が 57.9％、
「現状のままでよいと考える」が 17.8％、
「事
業内容のなんらかの改善が必要と考えている」
が 15.4％だった。充実強化と改善で 73.3％を占めた。
「事業の縮小が必要と考えている」としている児童相談所は０だった。
（図 23）
改善点としては、
「対象の拡大」
、
「開催回数の追加」
、
「内容の改善」などがあげられていた。
【民間事業者】
「事業の充実強化が必要と考えている」と「事業内容のなんらかの改善が必要と考えている」がそ
れぞれ 45.6％と 23.3％、
「現状のままでよいと考える」が 9.7％、
「事業の縮小が必要と考えている」
としている事業者はなかった。
（図 24）
改善点としては、
「内容」
、
「日時」
、
「対象の拡大」
、
「ターゲットの絞り込み」
、
「回数の増加」等だった。
そのほかのコメントとして、
「組織体制の確立なくして事業の充実は難しい」というものもあった。
122

里親サロン運営マニュア ル

Ｑ８－②

広報誌など紙媒体による啓発活動

【児童相談所】
「事業の充実強化が必要と考えている」と「事業内容のなんらかの改善が必要と考えている」がそ
れぞれ、45.9％と 11.7％で、これらを合わせると 57.6％だった。
「現状のままでよいと考える」が
32.7％で、「事業の縮小が必要と考えている」は０だった。
（図 25）
改善点としては、
「内容、配布、頻度の改善」があげられていた。そのほかの提案として、
「全国的
な取り組み」があった。

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

児童相談所

広報誌等

図 26

民間事業者

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

図 25

広報誌等

【民間事業者】
「事業の充実強化が必要と考えている」
は 40.9％、
「事業内容のなんらかの改善が必要と考えている」
里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

と「現状のままでよいと考える」がそれぞれ 18.3％だった。
「縮小が必要」は０だった。
（図 26）
Ｑ８－③

ホームページの作成・公開

図 27

児童相談所

HP 作成・公開

図 28

民間事業者

HP 作成・公開
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【児童相談所】
「事業の充実強化が必要と考えている」
が 44.4％、
「事業内容のなんらかの改善が必要と考えている」
が 9.3％。これを合わせると 53.7％でほぼ半数だった。
「現状のままでよいと考える」
が 30.2％、
「事
業の縮小が必要と考えている」が１件あった。
（図 27）
改善点としては、
「内容、更新の改善」
、
「更新を頻回にする」
、
「動画の作成」などがあった。
【民間事業者】
「事業の充実強化が必要と考えている」が 39.8％、
「現状のままでよいと考える」が 22.6％、
「事
業内容のなんらかの改善が必要と考えている」は 14.0％、
「事業の縮小が必要と考えている」は０だっ
た。（図 28）
Ｑ８－④

SNS 上での紹介

【児童相談所】
「現状のままでよいと考える」としているところが 52.5％あり、ほとんどの児童相談所が実施し
ていないことから、半数の児童相談所はこのまま継続して実施する予定はないと考えられる。一方、
「事業の充実強化が必要と考えている」は 14.2％、
「事業内容のなんらかの改善が必要と考えている」
は 2.0％だった。
「そのほか」も 12.3％あった。
（図 29）
そのほかとしては、
「実施を検討している」
、
「今後導入を考える」
、といった意見がある一方、「効
果が不明」、「必要性を感じない」などという見解もあった。

図 29

児童相談所

SNS 上での紹介

図 30

民間事業者

SNS 上での紹介

【民間事業者】
「現状のままでよいと考える」が 40.9％、
「事業の充実強化が必要と考えている」が 14.0％、「事
業内容のなんらかの改善が必要と考えている」が 6.5％だった。
（図 30）
「そのほか」では、
「今後検討したい」という意見があった。
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Ｑ８－⑤

チラシ・リーフレット・ポスターなど紙媒体の作成

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

図 31

児童相談所

チラシ等

図 32

民間事業者

チラシ等
委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

【児童相談所】
「事業の充実強化が必要と考えている」が 40.4％、
「事業内容のなんらかの改善が必要と考えてい
る」が 12.5％で、充実強化と改善を併せて、52.9％だった。また、
「現状のままでよいと考える」
は 34.6％、「事業の縮小が必要と考えている」は０だった。
（図 31）
改善点としてあげられたのは、
「効果的な配布方法の検討」
、
「全国的に大々的にやるべき」
、といっ
たことがあった。また「改善したいが虐待対応に追われ難しい」という意見もあった。そのほかとし
て「予算がない」という意見もあった。
【民間事業者】

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

「事業の充実強化が必要と考えている」
が 37.2％、
「事業内容のなんらかの改善が必要と考えている」
が 18.1％、「現状のままでよいと考える」が 21.3％だった。
（図 32）
改善点としては、
「配布場所」や「内容」があがっていた。
「そのほか」としては、
「充実させたい
が補助がないため難しい」という意見があった。
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Ｑ８－⑥

DVD など動画媒体の作成

図 33

児童相談所

DVD 等

図 34

民間事業者

DVD 等

【児童相談所】
「現状のままでよいと考える」が 46.1％と半数に近い。
「事業の充実強化が必要と考えている」は
21.4％、
「事業内容のなんらかの改善が必要と考えている」は 6.3％、
「事業の縮小が必要と考えて
いる」はなかった。
（図 33）
改善点としては、
「予算増」
、
「いろいろなパターンを作成」
、
「体験発表を紙媒体ではなく複数の里
親さんの体験を編集する」
、
「HP 上に同時活用できるようにする」等の意見があった。
「そのほか」としては、
「作成を検討中」というもの、また、
「どのように活用できるのか分からない」
というものがあった。
【民間事業者】
「現状のままでよいと考える」が 34.8％、
「事業の充実強化が必要と考えている」が 20.7％、
「事
業内容のなんらかの改善が必要と考えている」が 8.7％だった。
（図 34）
「そのほか」は 9.8％で、
「今後検討する」
、といった意見がある一方、
「全国で一律の物を作れない
か」という提案もあった。
Ｑ８－⑦

そのほかのリクルート活動

【児童相談所】
「現状のままでよいと考える」が 29.1％、
「事業の充実強化が必要と考えている」が 27.7％、
「事
業内容のなんらかの改善が必要と考えている」が 15.5％。
「縮小が必要と考えている」が 1.0％だっ
た。（図 35）
改善点としては、
「分かりやすくて興味のあるものに絞りたい」
、また、
「リクルート活動を行う上
で共同する他機関（本庁、
メディア）との関係（役割分担、
ルール等）の改善」といった意見があった。
そのほかとしては、
「今後の活動の検討」
、
「効果的な活動に関する調査研究が必要」
、
「マスコミを
利用した PR、効果的なリクルート活動にするために地域の諸機関との連携が必要」
、
「現状のリクルー
ト活動の維持が困難」などがあった。
【民間事業者】
「事業の充実強化が必要と考えている」が 33.3％、
「現状のままでよいと考える」が 23.7％、「事
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業のなんらかの改善が必要と考えている」が 12.9％だった。
（図 36）
「そのほか」の具体的なリクルート展開としては、
「パネル展」
、
「里親サロン等」
、
「メディアの活用
等」、「出前講座」
、
「行政区ごとの出前講座」などがあった。

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

４

児童相談所

そのほか

図 36

民間事業者

そのほか

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

図 35

里親担当者のやりがい等について

Ｑ９－①

あなたの業務スキルについての自己評価に該当するものに○をつけてください（複数回答

可）
。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

図 37

業務スキル

児童相談所

図 38

業務スキル

民間事業者

【児童相談所】
「リクルートについては、絶対の自信を持っている」は０だが、
「リクルートについては、ほぼ自信
を持っている」は 13.2％だった。
「リクルートについては、
あまり自信がない」が 29.5％、
「リクルー
トについては、まだ着任間もないためわからないことが多い」が 29.1％、
「リクルートの実践機会
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が少ないため、経験を積むことができない」が 18.1％だった。
（図 37）
「そのほか」としては、
「業務としてリクルート活動を行っていない」
、
「評価基準がなく改善策を見
つけづらい」、「新たな展開を模索できていない」
、
「里親推進の必要性は担当課どまりで、全市的な支
援がない」、「積極的なリクルートが必要なのか疑問」
、
「里親との活動が主でありリクルートに重きを
置いていない」、
「他業務と兼ねており十分な時間が取れない」
、
「質の高い里親を増やしていくかが難
しい」などであった。
【民間事業者】
「リクルートについては、絶対の自信を持っている」は０だった。
「リクルートについては、ほぼ自
信を持っている」のは 10.5％、一方、
「リクルートについては、あまり自信がない」は 28.6％、
「リ
クルートについては、まだ着任間もないためわからないことが多い」は 23.8％、
「リクルートの実
践機会が少ないため、経験を積むことができない」は 22.9％だった。
（図 38）
「そのほか」としては、
「直接里親候補の方と結びつく場でのリクルートの回数が少ない」
、
「社会的
養護の視点をどのように伝えていくか課題」などがあった。
Ｑ９－② ①に述べた内容について、スキルアップのためにもし必要なことがあるとすればどのよう
なことが考えられますか。該当するものに○をつけてください。
〔複数回答可〕

図 39

児童相談所 スキルアップに必要なこと

図 40 民間事業者 スキルアップに必要なこと

【児童相談所】
「リクルート方法や技術についての情報・好事例の紹介」が 35.9％でもっとも多かった。次に、
「リ
クルート担当者同士の情報交換の場」が 27.1％、
「リクルート方法や技術についての、関連他機関
からの研修」が 21.5％、「上司からの OJT・スーパーバイズの充実」が 8.1％だった。
「特に必要な
ことはない」も 2.7％あった。
（図 39）
「そのほか」としては、
「これまで効果があった取り組み内容」
、
「里親登録前の調査の仕方・留意点
等」、「普及活動での成功例」、「他児相の取り組み方法」
、
「HP の作成の仕方」
、
「効果的な公の仕方」、
「効果的なリクルート方法」
、
「実親の同意を得る方法」などだった。
【民間事業者】
「リクルート方法や技術についての情報・好事例の紹介」が 31.0％と最も多く、
「リクルート方
128

里親サロン運営マニュア ル

法や技術についての、関連他機関からの研修」
、
「リクルート担当者同士の情報交換の場」がともに
26.8％、「上司からの OJT・スーパーバイズの充実」は 8.5％だった。（図 40）
「そのほか」は 3.8％で、
「広報会社などのプロの企画集団と協働で企画立案」
、
「広報を行うほか、
海外のリクルートの方法に学ぶ」
、
「里親希望者との泊まり込み合宿」
、
「情報交換」
、
「金銭的支援が必
要」、「登録の増加と委託できる子どもの数のバランスが取れていないため現状維持が良い」などが意
見としてあがっていた。
Ｑ９－③

研修や OJT、関連他機関から学びたい内容として具体的にどのようなことがありますか。
里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

【児童相談所】
具体的には、
「これまで効果があった取り組み内容」
、
「里親登録前の調査の仕方・留意点等」
、「個
別性の高い問題に対する専門的スキル」
、
「若い世代に効果的なリクルート方法」
、
「実親の同意を得る
方法」、「SNS の活用方法」などであった。
【民間事業者】
「リクルートのための市場調査や効果測定の方法」
、
「マッチングを行うに当たって関係機関が取り
組んできた具体的なプログラムの提示」
、
「効果的なリクルート方法や技術」
、
「SNS 利用のメリット・
デメリット」などであった。

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

Ｑ 10 －①

業務のやりがい感について

現在のあなたの担当業務についてのやりがい感について、該当するものに○をつけてください。
【児童相談所】
「大変やりがいがある」は 10.3％、「やりがいはある」が 55.9％で、合せて 66.2％、多くの職員
がやりがいがあると感じているようだった。一方、
「やや不満を感じている」
、
「大変、不満である」
がそれぞれ 4.9％と 2.5％だった。
「どちらでもない」は 22.5％、無回答が 3.9％だった。
（図 41）
【民間事業者】

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

「大変やりがいがある」、「やりがいはある」はそれぞれ 20.9％、44.0％で、この二つを合わせる
と 64.9％だった。
「どちらでもない」が 19.8％、
「やや不満を感じている」5.5％、
「大変、
不満である」
1.1％だった。（図 42）

図 41

児童相談所

やりがい感

図 42

民間事業者

やりがい感
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Ｑ 10 －②

里親リクルートの業務の中で、やりがいを感じる理由について最もあてはまるものに○

をつけてください。
【児童相談所】
「里親委託推進に貢献できていると考えているから」が 37.7％と最も多く、次に、
「委託された子
どもの変化が楽しみだから」が 15.7％、「里親と子どもの出会いが楽しみだから」が 14.7％、「委
託可能な里親候補の方に出会えるから」が 13.2％、
「そのほか」が 6.4％、
「子どもを委託された里
親の変化が楽しみだから」が 1.0％、
「時間的な余裕をもって業務を担当できているから」が 0.5％だっ
た。（図 43）
「そのほか」としては、
「活動が思うようにできない状況」
、
「里親リクルートについてやりがいを感
じる経験はない」
、
「子どもが大人になったときのプラスの影響を期待しているから」
、
「児童の健全育
成に貢献できるから」
、
「現実的に何もやれていないのでやりがいを感じられない」
、
「社会に対し、社
会的養護や要支援児童、子育て支援等について、意識を高める活動に取り組めるため」などがあった。
【民間事業者】
「里親委託推進に貢献できていると考えているから」が 45.1％で最も多かった。次に「里親と子
どもの出会いが楽しみだから」
、
「委託された子どもの変化が楽しみだから」が 14.3％と 13.2％だっ
た。「委託可能な里親候補の方に出会えるから」が、4.4％だった。
（図 44）
「そのほか」は 8.8％で、
「より家庭的な養育が子どもにとって良い」
、
「工夫の余地がたくさんある」、
「今後より発展できる可能性がある」
、
「社会的養護について知ってもらえる」
、
「地域の里親制度への
理解が深まることが嬉しい」
、
「地域が醸成できる」
、
「里親制度の充実に参加している実感」
、
「子ども
が幸せになっている現実を見ている」などがあった。

図 43
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児童相談所

やりがいを感じる理由

図 44

民間事業者

やりがいを感じる理由
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Ｑ 11

自由意見

以下に下記設問について自由記載された意見を抜粋記載しておく。
Ｑ 11 －①
１

今後のリクルート事業を展開していく中でどのような具体的方策が必要か。

児童相談所から出された意見〔抜粋〕

⑴ 「職員体制の強化が必要」等の意見
・児童相談所に里親専任の常勤職員の配置が必要（同意見 23 児相）
里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

・（頻繁な異動ではなく）継続して担当する体制が必要
・複数配置含む専任チーム体制の整備
・里親支援専門相談員の配置・増員
・市町村への担当職員の配置・里親支援機関の設置
・里親支援機関のサテライト化、保育所に「子育て支援センター」
（仮）の設置等
⑵ 「里親制度・里親についての啓発活動の充実が必要」等の意見
ア

啓発活動の範囲を拡充すべき
委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

・全国共通の課題として国が積極的に取り組むように働きかける
・全県内キャンペーンの実施
・市単位→地域単位→地区単位での小規模集会など各地域内の小グループごとの啓発活動を充
実する
・重点モデル地区の設定
イ

アについて、新たに啓発活動の対象とすべきと児相が考えている範囲
・教育・医療・司法関係者
里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

・教員・公務員（退職予定の教員等含む）
、公私立の保育所・幼稚園・学校・市町村
・社会福祉協議会職員や不妊治療を受けている夫婦
・ファミリーサポートセンター職員
・民生児童委員や児童養護施設職員
ウ

啓発活動の方法として考えるべき内容
・里親の口コミ（委託中の里親が口コミで仲間を勧誘してくれることが有効）
・街頭キャンペーン（駅前、スーパー等など人通りの多い場所での広報活動や説明／オレンジ
リボンキャンペーンのような広報／民間企業とのタイアップ／マスクやティッシュペーパー
と一緒に制度案内のチラシ配布）
・チラシの配布（
〔街頭キャンペーン以外で〕産婦人科医院に広報リーフレット等）

・出前講座等開催（〔イを含め〕町内会の会合／ NPO 法人／ライオンズクラブ／退職者セミ
ナーでの周知／小中高の PTA 活動のなかで里親制度紹介等）
・広報物を利用した啓発の充実
（町内回覧板／チラシ配布／駅構内に広告／広報誌の１～２面、
カラーで里親啓発の記事を載せる／ NPO や民間企業と協力／電車内への広告／「コミック」
というサブカルチャーを通じて児童問題を広く一般に訴えかけようとする動きと何か連携は
できないものか（小学館「週刊少年サンデー」
『ちいさいひと――青葉市児童相談所物語』作：
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夾竹桃ジン 2010 年）
・メディアの有効活用の促進（インターネット HP の充実／テレビ CM の継続的放映／ SNS
の活用／ラジオの活用／文化芸術分野、演劇、ドラマ放映等）
・里親体験発表会の充実
・民間活力の積極的導入（民間による効果的なリクルート方法についてのコンペを行い、効果
的なリクルート方法を検討すべき）
・委託里親宅での一日里親体験（里親の理解と子どものプライバシーを配慮する）
⑶

里親の研修・登録体系の充実・強化が必要と考える
・養育里親研修を受講する機会（場所）の充実で遠隔地等の不平等解消
・養子縁組里親と明確に区分けした研修を
・養子縁組家庭が多いので、養子縁組を含めた家庭的養護体系の研修充実を
・ボランティア募集のごとくの募集は見直すべき
・国からの指針に基づく民間団体の研修制度やフォロー体制の確立
・里親としての資格制度を創設し、有資格者を登録していく
・養子縁組里親に対しても研修会等を通じて養育里親への理解を深めてもらう
・里親としての登録条件を正しく広報していく
・養育里親制度は家庭的環境の必要性の理解（あくまで子どもの福祉実現の制度）であり、里
親養育の大変さの理解、この二つをバランスよく伝える

⑷

里親支援の強化が必要と考える
・里親が安心して里子を養育できる社会基盤の整備
・子どもの自立に向けた社会的支援体制を作り出すこと
・里親世帯の生活環境や心境等の変化についてのアセスメントの充実

⑸

里親に関する研究等の充実が必要と考えている
・費用対効果を考えた場合、現況の里親制度が日本型家族スタイルに本当に適しているのか、
責任ある研究をすべき
・養育家庭への委託推進の方向が国民的な同意を得るためには、専門家の知見を踏まえた実践
的な提言が必要。どんな強化策がとられるのか、将来像が見えない
・リクルートについての手引きや、モデルとなる取り組みを紹介してほしい
・里親登録が増加している機関の取り組みを知りたい
・里親の認定基準の更なる明確化、具体化

⑹

その他
・里親にはなれなくても里親を支えていく地域の理解者を増やしていく必要性
・力のある FH（ファミリーホーム）に多くの資源と支援を傾注してモデル事業をすすめ、中
型の実働的な養育家庭モデルの実践を促す等
・里親の社会的地位の向上、自治体等で里親をしている人を表彰等
・里親会の組織体制の強化（事務局である児童相談所から自立）
・里親関連業務を児相から独立させることが必要
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・将来的には、イギリスなどのような里親エージェンシーが里親リクルートから委託までを
行っていくというシステムを構築する
２

民間事業者から出された意見〔抜粋〕

⑴

職員体制の強化等が必要と考えている
・児相に里親専任の常勤職員の配置
・里親支援専門相談員の児童福祉施設への全員配置

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

⑵

里親制度・里親についての啓発活動の充実が必要と考えている
ア

啓発活動の範囲
（全国的なマッチングシステム作りもケースによっては必要）

イ

啓発活動の対象とすべき範囲
・市民活動や地域社会にネットワークを持つ機関（ボランティアセンターなど）
・養護施設・乳児院
・一般・教職員（大学）
・保育士（大学等養成機関）

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

・産婦人科・市町村・行政職員・民生委員
・病気や障害などを持つ親の会や自助グループ
・民生・児童委員の集まり、子育て中の方（PTA など）
ウ

啓発活動の方法
・地道な啓発活動を根気よく継続的に実施する
・出前講座（ショッピングモール等で気軽に見たり聞いたりできる催しを活用／市内で催す行
事への積極的参加）

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

・施設でのボランティアや見学などの受入れ
・里親からの口コミ（里親自身のネットワークも活用）
・広報物を利用した啓発の充実（ポスター／垂れ幕／雑誌等）
・メディアを活用した啓発の充実にプロの力をかりる（インターネット上の広告／ TVCM ／
里親の日常の様子を伝える本や映像物作成／電光掲示板／ TV ドラマ）
・里親推進の立場に立った国会議員の活用
・自分たちでもできるんだと思えるような内容が表現されたものが必要（年齢、収入、家の広
さ等躊躇する人が多いと思われる。HP、チラシ等にＱ &A で書かれていてもよい）
⑶

里親の研修・登録体系の充実・強化が必要と考えている
・里親支援にあたる職員だけでなく（自らの）所属機関でも理解を持てる研修を
・児童養護施設職員にも里親への理解を深められるよう、施設内研修や里親と会うことが出来
るようなサロン開催
・里親制度・里親養育への理解を深め、里親リクルートへの効果を高める
・社会的養護を必要としている児童への理解を具体的に学ぶ機会が必要
・他施設等での里親開拓の具体的な事例を学ぶ機会がほしい
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⑷

里親支援の強化が必要と考えている
・関係機関が知恵を出し合い役割分担をしながら戦略的に活動していく
・里親委託が不調になった場合の里子・里親を支援する機関（しくみ）の整備が重要
・里親会の意見も踏まえた上で協力体制を強化、具体化
・里親の種類、養子縁組と養育里親の違い、養育費等、また社会的養護、虐待問題、養護問題
については丁寧に説明すべき
・里親としての意識や養育技術を高める支援を手厚く行い質を向上
・里親手当等の見直しが必要
・里親支援センターが、拠点、居場所、研修、サロン、里親会事務所、後援会事務所等、様々
な機能を持った児童家庭支援センターにあると良い

⑸

児童相談所への要望
・支援体制が脆弱
・要保護児童の親権者に里親委託の承諾を得やすいよう説明の仕方に工夫を
・未委託里親が多く、委託が進まない中でのリクルート活動は難しい

Ｑ 11 －②

参考となるリクルートの活動事例について等

児童相談所から出された意見〔抜粋〕
⑴

継続的な広報が問い合わせ増につながる
・市町村広報誌で３カ月程度続けて里親募集を掲載したところ、立て続けに２～３人の問い合
わせあり。回数を重ねれば効果は期待できる

⑵

広報啓発範囲や方法に工夫している
ア

幅広い機関に広報している
・市町の婦人相談員、婦人保護施設、婦人更生相談員にも啓発活動を実施している
・里親支援機関による児童相談所での里親相談会の開催、その広報のため市町での広報
・他機関による普及事業実施が効果。負担の軽減のみならず、良き理解者を得、新たな啓発経
路の開拓が出来るなどメリットが大きい
・Ｆ市では養育里親ではなく短期間だけ里子を迎え入れる里親制度についての説明会を実施
し、養育里親より気軽にやってみようかと思う方は集まったためか登録者が増えたと聞いて
いる
・東日本大震災でたくさんの孤児と養育する親族里親等への支援が急務、県里親会、東北大学
震災子ども支援室と連携し、サロン・懇親会・研修会を通して支援中

イ

地域を限定的にした広報を実施している
・女性の集まる場（奥様方をターゲットに、美容院など）にリーフレットを置かせてもらった
り、イオンの黄色いレシート運動に里親連合会が参加する等の活動をしている
・市町村または町内会、地区を限定した登録促進の取組（町内会会合での説明会・町内会回覧
に制度周知パンフレット）

ウ
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広報媒体に様々なものを活用している

・ラッピングバスや全戸配布の広報紙への掲載が市民の目に留まることが多い
里親サロン運営マニュア ル

リクルートに繋がらなくても「理解」という意味での底上げになる
エ

出前の講座を充実している
・福祉学部、学科を設置している大学や高校での出前講座を実施している
・小学校連の運営委員会に出席、各小学校での説明会、学習会を開催してもらえないかとお願
いした
・Ｉ県では、教職員向けの研修に児相職員が講師として行き里親制度についても広く知っても
らうよう取り組んでいる（と聞いている）

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

・座談会を各区ごとに行い、里親の生の声を届け一般の方々に里親について知ってもらう
・
「里親出前講座」
と称して研修会などの時間を少しもらい、
里親制度説明＋里親体験発表を行っ
た。対象者は民生委員、主任児童員、市町村職員等が多かったが今後対象を、より子育てに
関心が高い層に広げる予定
・福祉系学部の授業の中で里親制度の説明、里親体験談等の話をしたところ、学生の父母から
ガイダンス希望の連絡が入った
オ

メディアの活用をしている
委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

・里親の掘り起しと制度の啓発を目的にラジオ放送で月に１回 10 分程度の枠を設け、現役里
親にも出演してもらい広く普及を図っている
・市民参加型のお話サロンを開催。この折にマスコミ取材、新聞・テレビによる告知も行い、
里親・施設職員・一般等約 60 人参加、その後の相談にも繋がった
・説明会（里親家庭を紹介する DVD 上映、里親の体験談）を実施。実際の委託のイメージを
わかりやすく持っていただけた
⑶

その他
里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

・里親支援機関との連携。研修、委託後の訪問、電話相談における里親フォローが定着
・実親への説明チラシを作成している（Ｓ市）
・虐待防止月間（11 月）の様々な街頭キャンペーンとタイアップし里親についての啓発活動
を行っている自治体がある
・里親を身近に感じていただけるようなイラストや文書内容を広報用に工夫した
民間事業者から出された意見〔抜粋〕
⑴

さまざまなフォーラム・イベントの開催
・Ｔ県で行った「子どもと家族のきずなフォーラム」
（H26.9.30 実施）
・法人独自の里親サロンなど、里親同士、里親里子の交流の場となる「スマイルの会」を作っ
て企画（サロン・ミニパーティ）実施
・市などの主催イベントでのパネル展示
・行政と民間が共同でプロジェクトを立ち上げ取り組んでいる。里親の体験談発表が大変好評
とのこと（Ｆ県）

⑵

メディアの活用をしている
・地元の新聞やラジオのマス・メディア、児童相談所、施設等とともに定期的にメディアに里
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親の必要な児童を紹介し、地域の中から里親を求める活動を継続。2,346 人の子どもたち
を里親に委託している（H26 年３月末現在）
・マス・メディアの活用は新しい里親開拓のみならず、社会的養護の必要な子どもの存在や里
親制度を啓発するとともに、地域社会への社会教育的効果も大きく、将来の里親を発掘育成
する役割も果たしていると感じられる
・里親月間に合わせた広報掲載（里親について特化した記事を１ページ使い掲載）
⑶

広報啓発範囲や方法に工夫している
ア）地域を限定した取り組みを進めている
・市町村単位での里親説明会、相談会開催
イ）里親会との関係の構築
・里親会会員と里親支援専門相談員がタッグを組み、後者が制度や社会的養護の現状などを説
明、里親が体験談を話すことをワンセットとして普及啓発する（Ｔ県）
。聞かれた方の理解
を促せる、里親と施設職員の共同による連帯感が生まれる
・里親会への顔出し、関係作り
ウ）さまざまな広報場所の開拓
・産婦人科学会、不妊治療機関との連携
・ジャスコで啓発活動（福岡県。高校生や夫婦、行政などいろいろな方が参加）
・地域の大型ショッピングモール等で里親制度啓発のためのチラシ配り、広報活動。児相と各
施設の相談員が共同で行い連携。問い合わせが増えた

⑷

その他
・児相・里親支援専門相談員配置施設が月２回定例会。１回は児相の持ち回り、１回は配置施
設で順番に開催することで担当職員だけでなく他の職員に啓発。リクルート強化につながる
（Ｋ県）

Ⅲ

考

察

最後にこの結果を通じた若干の考察を加えておく。

１

新規里親登録の年齢層

もっとも多かった年齢層は 40 歳代（42.2％） 50 歳代（26.2％）で、この 40 代から 50 代で
60％以上を占めている。逆に 30 歳代は 10％強で、20 歳代は１％に満たない新規登録の割合であっ
た。また、70 歳代での登録が 3.5％（94 人）あったが、短期の里親委託として活用していること
が推察される。今後の調査の中であらためて確認していくことも重要である。
「児童相談所における里親委託及び遺棄児童に関する調査」
（2011）では、委託時の養育者の年齢
を調査している。これによると、里父の平均年齢は 51.75 歳、里母の平均年齢は 49.79 歳であっ
た。あくまで「委託時」の年齢であるため、登録をしたのはこれらの平均年齢より若年であるという
ことになる。また、
厚生労働省が５年ごとに行っている調査「児童養護施設入所児童等調査」
（2013）
の中の「里親の年齢別里親家庭数」では里親の年齢は「50 歳代」が最も多く（里父・里母合わせて
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31.9％）、次いで「60 歳以上」
（里父・里母合わせて 29.6％）となっている。これは委託中の現状
里親サロン運営マニュア ル

況であるため、里親登録時の年齢は、これより若干下がるだろう。今回の調査結果はこれらの先行研
究より若い年齢であり、これまでの調査研究によって推測しうる新規里親登録者の年齢と整合的であ
る。
この新規里親登録者の年齢、特に 30 歳代については、二つの見解がある。30 歳代で、養子縁組
里親ではなく養育里親を希望する者は、
養育経験のある者が中心であると推察できる。そうであれば、
30 歳代はまだ実子の養育中でもあり、実子と里子との関係が難しい場合も多く、慎重に委託するこ
とが求められる可能性がある。一方、30 歳代で実子と共に、里親委託によって子どもを養育する好
事例も見られる。自分の子育てが終わって取り組むより、実子とともに、短期や長期やレスパイト的

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

な委託を受けるという里親のあり方もあると考えられる。

２

里親制度担当の配置・勤務・リクルートの状況等について

今回の調査は、調査項目全体についての記載精度を上げるため、児童相談所（以下、児相）と民間
事業者に所属する職員の中で、
「もっとも里親制度に詳しい人材」に回答をしてもらっている。
児童相談所（以下、児相）では１人以上の正規職員を配置しているところが 95.1％で、民間事業
者の 85.7％よりも高い比率であった。各児相（事業所）２人以上配置している比率も、児相のほう
が高かった。ただし、どちらも１人のみの配置が 50％を超えており、里親支援業務に携わる職員の

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

不足が懸念される。
里親担当となってからの平均在職年数は、児相で１年未満と１年から３年が 75％を超えていた。
これは継続的な里親支援からは程遠い数値である。里親の声として現場がよく聞く「児相の担当者
は（異動で）ころころ変わって困る」ということが数値的にも現れた結果となっている。民間にあっ
ても経験の浅い職員が半数近くいる状況であった。児相についていえば、この問題について、湯沢ら
（2004）が行った「被虐待児受託里親支援に関する調査」では、
「里親業務に携わる職員の異動にお
ける年数」を調査項目の一つとしている。それによれば、
「里親業務につくと一般に何年くらいで異
動になるのか」について、３年以内に約半数、５年以内には 90％が異動しているという結果だった。

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

これは約 10 年前の調査であるが、現在においてもほぼ状況に変化がないことになる。
一方、児童相談所が里親担当を配置したり、民間事業者が里親制度に取り組み始めたのが、最近か
らということを考えると、この数字は取り組み始めてからの年数と考えられなくもない。事業開始年
度はわからないものの、長期にわたり担当を続けていくことで里親担当者の経験値が積み重なってい
くことが望まれる。
里親業務に専念できる環境かどうかを問う質問では、
児相において「里親業務はほんの一部である」
のは 37.7％で、民間の 11.0％と比較して高い率で専任できる体制ではないことがうかがえた。兼
務としては地域担当の児童福祉司業務がもっとも多い。児相・民間を通じて、
「業務のすべてが里親
業務」という比率は民間がわずかに児相に比べて高く 19.8％で、児相は 17.2％と、この数値から
は児相・民間ともに専任の体制下にはいまだないことが明らかとなった。里親業務以外の業務として
は、児童に対する処遇、子育て支援、家族支援、施設・児童家庭支援センター等の本来業務、広報、
運営、管理、ボランティア対応、事務、庶務、主任業務、施設内でのスーパーバイザーなどがあり、
里親担当の児相・民間での位置づけを向上させていくことが必要と考えられる。
逆に、他の業務を併任していることで、広報等についてのネットワークづくりに拡がりも期待でき
る。児相・民間では、担当職員の多様な職務範囲を「強み」とし、一人ひとりの人材がもつ社会資源
を効果的に里親リクルートに結び付けられるような工夫が必要と考察する。
担当している職務の中で講演会や体験発表会・広報誌（紙媒体）などを利用したリクルートの実施
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率を調査した。
広報誌（紙媒体）などの利用は、児相では「他機関と共同で実施」が最も多く 31.8％、次が「他
機関の実施」で 22.9％、
「実施していない」が 21.4％などであり、70％以上がなんらかの啓発活動
を実施している。
一方、民間では最も多かったのが、「実施していない」であり 33.3％を占め、里親支援機関事業
がまだ黎明期であることをうかがわせた結果となっている。あるいは、里親支援機関事業における里
親リクルートの位置付けに共通のコンセンサスが得られていない可能性も考えられる。
ホームページや電子媒体を利用した広報については、
児相も民間も約 40％以上が
「実施していない」
と回答している。ただし、
この回答には精度誤差が含まれている可能性もある。すなわち、
「ホームペー
ジの作成」等の回答で「実施していない」と回答した児相が相当数あるが、この中には「各地域児相
単独では実施していない（県レベルでは中央児相・本庁主導などで作成しており、地域児相はこれに
追従しているだけ）
」という内容も含まれている可能性が高いことが、集計後のアトランダムな地域
児相への聞き取りで判明している。今回の調査では地域児相が「単独では実施していない」ため、
「実
施していない」と回答している可能性が否めず、精度誤差の可能性として記しておきたい。
しかし、民間の調査結果においても、
「ホームページの活用は実施していない」が 53.8％、
「ＳＮ
Ｓ（ソーシャル・ネットワーク・サービス）の活用をしていない」は 90.4％と、電子媒体の広報活
動への活動はまだこれからの状況であった。
里親制度に関心のある人が確実に情報に辿りつく手段として HP や SNS は大きな可能性がある。
今後、この分野でのリクルート活動の充実が望まれるとともに、市民にとってどのような情報を掲載
した HP が有用であるのかといった視点も重要である。

３

リクルート活動の今後の展開について

設問のなかで、これまで実施しているリクルート活動について「効果がある」
「効果が小さい」と
考えているものについて意見を求めた。講演会・体験発表会の開催については児相（53.4％）
、民間
（41.8％）が効果があると考えていた。しかし、児相（73.3％）
・民間（68.9％）と、７割前後の高
い率で「充実強化」や「事業の改善」が必要と考えている点は今後の事業の在り方を考察するうえで
重要である。これは広報誌など紙媒体を通じたリクルートについても、ほぼ同様であった。
電子媒体の今後の活用については、ホームページに関して児相（53.7％）
・民間（53.8％）で「充
実強化」
「何らかの改善が必要」と回答している。紙媒体ほどではないが、今後の取り組みとして余
地が残るところであるが、SNS の活用については児相（52.5％）
・民間（40.9％）で「現状のまま」
と回答があり、まだ積極的な取り組みを進めていく結果とはならなかった。
一方で「効果がないもの」として「チラシ配布」を児相が 20％以上で考えている点は興味深い。
民間でチラシ配布が「効果が小さい」と回答した率は 8.8％であるが、チラシ配布に効果があると回
答した民間の比率も 14.3％と低いことから、この事業についてはなんらかの見直しが必要と考察す
る。

４

里親担当者のやりがい等について

効果の高いリクルート活動を行うために重要なことの一つとして、担当者の「やりがい」感の有無
は大きな影響を及ぼすと考えられる。しかし、里親担当者の「やりがい」感についての調査は、これ
まで行われてこなかった。里親担当者が里親関連の業務に対して「やりがい」を感じるか否かは、里
親委託推進に大きく関わると考えられる。そこで、今回の調査ではじめて担当者の「やりがい」感に
ついての調査を試みた。もっとも里親業務を中心に担っている職員などを対象としたことから、
「大
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変やりがいがある」
「やりがいがある」を合わせた割合は児相・民間とも 60％を超えていた。
里親サロン運営マニュア ル

リクルートに関する業務スキルの自己評価も実施した。あくまでも主観に基づくレベルのものであ
るが、もっとも里親制度に詳しい職員でも「あまり自信がない」や「経験を積むことができない」な
ど、マイナスの選択肢への回答が高く、児相・民間とも 75％以上となった。
児相の調査結果をもう少し詳細に分析すると、
「着任間もない」が 32.4％、
「実践機会が少ない」
が 18.1％だった。前述の経験年数の短さ、一人職場であることなどが、自己評価に関連しているの
ではないだろうか。だからこそ、
研修の機会や情報交換に多くの要望が集まっているように思われる。
また、その他の意見の中には、
「評価基準がなく改善策を見つけづらい」
、
「新たな展開を模索できて
いない」、「里親推進の必要性は担当課どまりで、全市的な支援がない」など、里親業務を主として担
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当していながら、どう業務を進めていっていいのか支援やスーパーバイズもなく戸惑っていることが
推察される回答があったことは重要である。一人で抱え込まざるをえない状況であり、児相内部も民
間事業者も主管課も、リクルートに関する経験値の蓄積や情報がない中で、支援も情報もスーパーバ
イズもなく担当者が戸惑っていることが考えられる。
さらに「積極的なリクルートが必要なのか疑問」や、
「里親との活動が主でありリクルートに重き
を置いていない」等、担当としてリクルートの必要性についての理解・関心の相違も意見として明ら
かとなった。里親リクルートを積極的に進めていくという方針が主管課や児童相談所において十分共
有されていない可能性があることを指摘できる。

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

民間に目を転じると、
「あまり自信がない」が 28.6％あった。複数回答の中で拾うと、
「分からな
いことが多い」が 23.8％、「経験がない」が 22.9％あり、こちらも経験不足を補うスーパーバイズ
体制が課題であることが明らかとなっている。
こうした現状の不安を払しょくする一つの手段として、自身のスキルアップのために何が必要か、
についても問うた。結果、児相（35.9％）も民間（31.0％）も三割以上が「好事例の紹介」とあげ
ていた。しかしすでに全国里親会からは好事例集を出版している。活用実態がどの程度なのか、もし
活用されていないのならそれはなぜなのか、どのような内容の好事例を担当者は望んでいるのかを検
証する必要もあると考える。過去の全国里親委託等推進委員会がまとめた『里親等委託率アップの取

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

り組み報告書』だけでは、それぞれの地域特性や事情を抱えた児童相談所や民間事業者にとっては、
日々のリクルートに活かすことができていない可能性が考えられる。もっと多様でユニークなリク
ルート活動の好事例を多く収集する必要があるのではないだろうか。
そのほか「研修の機会」や「情報交換」についてもそれぞれ 20％以上が必要性を感じている。情
報交換の機会の確保は担当者にとっては貴重な機会であり、児童相談所や民間事業者の担当者を対象
とした、都道府県を超えた研修機会や情報交換の機会づくりが望まれる。また、このやりがい感やス
キルアップに向けた向上心、
及び情報交換の機会の確保等は担当者レベルで完結できない内容である。
実際のリクルートの成果へとつなげていける施策づくりは担当者まかせにしない児相・民間事業者の
責務と考える。

５

調査の限界

今回の調査は、
里親業務を主として担当している職員等に限定した調査である。このため、
リクルー
ト活動についての現状の効果や今後の展開は、この母集団を標本とした調査に限定されたものとなっ
ている。もとより里親リクルート活動は主たる担当者のみで実施するものではなくチームで実施して
いるところが多く、全体の意識がどのレベルなのかは今回の調査では把握できていない。
また、調査の標本抽出にあたって児相は全数調査をベースとしているが、民間についてはまだ支援
機関事業が黎明期であること等で全国里親会として全国各機関の取り組みを把握しきれていないこと
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から、各里親会を通じて調査対象機関の選出を依頼した形となっている。すなわち各地域から選出さ
れた機関が調査対象となってはいるが、無作為（確率）抽出法などの標本抽出法に依拠した手続きを
踏んでいない点を付記しておく。

６

おわりに

まず今回の調査では、あらためて里親として登録されている年齢層が 40 歳代・50 歳代に多くい
ことが明らかとなった。
担当者向けのアンケートの中では、児相も民間も里親リクルートを含む支援の主たる担当でありな
がら、経験年数の短さや担当者数の少ない中で取り組んでいる。そしてリクルートの方法として多く
の担当者はなんらかの強化・充実策が必要と感じてはいるものの、具体的な突破策が担当で見いだせ
ず苦戦している様子も浮かび上がった。
今後も全国里親委託等推進委員会は、多様でユニークな里親リクルート活動の情報を収集すると同
時に、全国に発信していく必要がある。

【参考文献】
全国児童相談所長会（2011）「児童相談所における里親委託及び遺棄児童に関する調査」
湯沢雍彦ほか（2004）「被虐待児受託里親支援に関する調査研究」
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・本アンケートにおいては，平成 25 年度に実施された里親リクルート活動についてお伺いします。
・貴機関の中で、里親制度に関わる業務について最も詳しい方おひとりにご回答をお願い致します。
・設問１は、児童相談所職員のみの回答となっております。児童相談所以外の機関の方は、設問２か
らご回答ください。
・本アンケートで「里親リクルート」の用語の示している領域は、「新規の養育里親を募集・開拓し、
登録につなげていくまでの段階の各関係機関の取り組み」をいいます。

新規養育里親登録の年齢層について
この設問 1 は、児童相談所職員のみご回答ください
貴児童相談所管内における平成 25 年度の養育里親新規登録者数について、世帯数及び里親の年齢別
にご回答ください。

１

① 世帯数

世帯

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

②登録された里親（里父・里母、あるいはそれにあたる方 2 名、それぞれ）の年齢
1. 20 歳代
名
2. 30 歳代
名
3. 40 歳代
名
名
4. 50 歳代
5. 60 歳代
名
6. 70 歳代以上
名

２

３

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

所属属性について
あなたの機関が該当するものに○をつけてください。
1.[
] 都道府県・区市町村の子ども家庭福祉等所管部署
2.[
] 児童相談所
3.[
] 民間里親支援機関等
4.[
] そのほか：

里親制度担当の配置状況について
貴機関の里親制度に関わる業務担当職員の配置についてご回答ください。

① 何人の里親制度担当者を配置していますか。
正職員（正社員）
：

名／正職員（正社員）以外

名

② そのうち、ほかの職務と兼任※-1 している職員は何名ですか。書類上の状況ではなく、実際の業務
内容に即してご回答ください。 〔※－1 兼任＝同一職場（社）内及び、職場（社）外含む〕
正職員（正社員）
：
名／正職員（正社員）以外
名
②-2. 兼任の場合、どのような職務との兼任ですか。
1
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③

現在の里親制度担当者の在職年数は何年ですか。
（複数配置している時は、それぞれについて記入）
正職員（正社員）A
年 ／ 正職員（正社員）以外 A
年
正職員（正社員）B
年 ／ 正職員（正社員）以外 B
年
年 ／ 正職員（正社員）以外 C
年
正職員（正社員）C
正職員（正社員）D
年 ／ 正職員（正社員）以外 D
年
正職員（正社員）E
年 ／ 正職員（正社員）以外 E
年

４

実務担当者の勤務状況等について

①

あなたの里親制度に関する業務における通算勤務年数をご回答ください。

年

② あなたの勤務状況に該当するものに○をつけてください。
1.[
] 里親専任（正職員（正社員））
2.[
] 里親専任（正職員（正社員）以外）
3.[
] そのほか：
③ あなたの業務に占める里親制度に関わる業務の割合について該当するものに○をつけてください。
1.[
] 業務のすべてが里親業務
2.[
] 業務のほぼすべてが里親業務
3.[
] 事業所内でおよそ半分はほかの業務
⇒他業務の内容:
4.[
] 他事業所等で兼任している仕事がある ⇒他業務の内容:
5.[
] 里親業務はほんの一部である
⇒他業務の内容:

④ 次のうち、あなたの担当している業務について該当するものに○をつけてください。〔複数回答可〕
1.[
] 講演会・体験発表会・講座・説明会等の人を集めての活動
2.[
] 広報誌など紙媒体による啓発活動
3.[
] ホームページの作成・公開
4.[
] SNS 上での紹介
5.[
] チラシ・リーフレット・ポスターなど紙媒体の作成
6.[
] DVD など動画媒体の作成
7.[
] そのほかのリクルート活動：

５ リクルート活動の現在の展開について
貴機関（事業所）の管内におけるリクルート活動（実施している事業のみ）のそれぞれの現状（平 25
年度実施分）について該当するものに○をつけてください。
① 講演会・体験発表会・講座・説明会等の人を集めての活動
1.[
] 当機関の単独での実施
2.[
] 他機関と共同での実施
⇒他機関の具体例：
3.[
] 当機関以外の他機関が実施
⇒他機関の具体例：
4.[
] 実施していない

5.[

] そのほか：
2
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5.[
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⇒他機関の具体例：
⇒他機関の具体例：

] そのほか：

⇒他機関の具体例：
⇒他機関の具体例：
委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

④ SNS 上での紹介
1.[
] 当機関の単独での実施
2.[
] 他機関と共同での実施
3.[
] 当機関以外の他機関が実施
4.[
] 実施していない

5.[

⇒他機関の具体例：
⇒他機関の具体例：

] そのほか：

③ ホームページの作成・公開
1.[
] 当機関の単独での実施
2.[
] 他機関と共同での実施
3.[
] 当機関以外の他機関が実施
4.[
] 実施していない

5.[

里親サロン運営マニュア ル

② 広報誌など紙媒体による啓発活動
1.[
] 当機関の単独での実施
2.[
] 他機関と共同での実施
3.[
] 当機関以外の他機関が実施
4.[
] 実施していない

] そのほか：

⑤ チラシ・リーフレット・ポスターなどの紙媒体の作成
1.[
] 当機関の単独での実施
2.[
] 他機関と共同での実施
⇒他機関の具体例：
3.[
] 当機関以外の他機関が実施
⇒他機関の具体例：
4.[
] 実施していない

5.[

] そのほか：

5.[

⇒他機関の具体例：
⇒他機関の具体例：

] そのほか：

⑦ そのほかのリクルート活動
1.[
] 当機関の単独での実施
2.[
] 他機関と共同での実施
3.[
] 当機関以外の他機関が実施
4.[
] 実施していない

5.[

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

⑥ DVD など動画媒体の作成
1.[
] 当機関の単独での実施
2.[
] 他機関と共同での実施
3.[
] 当機関以外の他機関が実施
4.[
] 実施していない

具体例：
⇒他機関の具体例：
⇒他機関の具体例：

] そのほか：

3
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６

里親リクルート活動の頻度について

５で回答した貴機関（事業所）の管内で行っている昨年度における里親リクルート活動の頻度につい
て、該当するものに○をつけてください。
① 講演会・体験発表会・講座・説明会等の人を集めての活動
1.[
] なし
2.[
] 2～3 年に 1 回
3.[
] 1 年に 1 回
4.[
] 1 年に 2 回以上（

）

② 自治体広報誌等による啓発活動
1.[
] なし
2.[
] 2～3 年に 1 回／２〜３年
3.[
] 1 年に 1 回
4.[
] 1 年に 2 回以上（

）

③ ホームページの作成・公開 〔複数回答可〕
1.[
] なし
2.[
] 職員による作成
3.[
] 職員による更新
⇒更新頻度：
4.[
] 業者による作成
5.[
] 業者による更新
⇒更新頻度：

6.[

（例：月に 1 回、週に 1 回、など）
（例：月に 1 回、週に 1 回、など）

] そのほか：

④ SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス、Face book や twitter など）上での紹介
1.[
] なし
2.[
] 1 年に数回程度
3.[
] 1 カ月に 1～3 回程度
4.[
] 1 週間に 1 回以上
5.[
] 毎日

6.[

] そのほか：

⑤ チラシ・リーフレット・ポスターなど紙媒体の作成・配布
1.[
] なし
2.[
] 2～3 年に 1 回
3.[
] 1 年に 1 回
4.[
] 1 年に 2 回以上

5.[

] そのほか：

⑥ DVD など動画媒体の作成
1.[
] なし
2.[
] 2～3 年に 1 回
3.[
] 1 年に 1 回
4.[
] 1 年に 2 回以上

5.[

] そのほか：
4
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⑦ そのほかのリクルート活動：
1.[
] なし
2.[
] 2～3 年に 1 回
3.[
] 1 年に 1 回
4.[
] 1 年に 2 回以上

5.[

] そのほか：

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために

７ リクルート活動の効果について
上記、設問５、設問６で回答していただいた①～⑦のリクルート活動のうち、担当者としてリクルー
ト活動の効果が大きく実感できるもの、また反対に、効果が小さいと感じている番号をご回答ください。
1. リクルート活動の効果の大きいもの
⇒[
]
2. リクルート活動の効果の小さいもの
⇒[
]

委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

８ リクルート活動の今後の展開について
７で回答した内容について担当者として事業の今後の展開（内容・頻度）をどう考えているか、それ
ぞれ該当するものに○をつけてください。〔複数回答可〕
① 講演会・体験発表会・講座・説明会等の人を集めての活動
1.[
] 現状のままでよいと考える
2.[
] 事業の充実強化が必要と考えている
3.[
] 事業の縮小が必要と考えている
4.[
] 事業内容のなんらかの改善が必要と考えている：
5.[
] そのほか：

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

② 広報誌など紙媒体による啓発活動
1.[
] 現状のままでよいと考える
2.[
] 事業の充実強化が必要と考えている
3.[
] 事業の縮小が必要と考えている
4.[
] 事業内容のなんらかの改善が必要と考えている：
5.[
] そのほか：
③ ホームページの作成・公開
1.[
] 現状のままでよいと考える
2.[
] 事業の充実強化が必要と考えている
3.[
] 事業の縮小が必要と考えている
4.[
] 事業内容のなんらかの改善が必要と考えている：
5.[
] そのほか：
④ SNS 上での紹介
1.[
] 現状のままでよいと考える
2.[
] 事業の充実強化が必要と考えている
3.[
] 事業の縮小が必要と考えている
4.[
] 事業内容のなんらかの改善が必要と考えている：
5.[
] そのほか：
5
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⑤ チラシ・リーフレット・ポスターなど紙媒体の作成
1.[
] 現状のままでよいと考える
2.[
] 事業の充実強化が必要と考えている
3.[
] 事業の縮小が必要と考えている
4.[
] 事業内容のなんらかの改善が必要と考えている：
5.[
] そのほか：
⑥ DVD など動画媒体の作成
1.[
] 現状のままでよいと考える
2.[
] 事業の充実強化が必要と考えている
3.[
] 事業の縮小が必要と考えている
4.[
] 事業内容のなんらかの改善が必要と考えている：
5.[
] そのほか：
⑦ そのほかのリクルート活動：
1.[
] 現状のままでよいと考える
2.[
] 事業の充実強化が必要と考えている
3.[
] 事業の縮小が必要と考えている
4.[
] 事業内容のなんらかの改善が必要と考えている：
5.[
] そのほか：

９

担当するリクルート活動についての業務スキルについて

① あなたの業務スキルについての自己評価に該当するものに○をつけてください（複数回答可）。
1.[
] リクルートについては，絶対の自信を持っている
2.[
] リクルートについては，ほぼ自信を持っている
3.[
] リクルートについては，あまり自信がない
4.[
] リクルートについては，まだ着任間もないためわからないことが多い
5.[
] リクルートの実践機会が少ないため，経験を積むことができない
5.[
] そのほか：
② ①に述べた内容について、スキルアップのためにもし必要なことがあるとすればどのようなことが
考えられますか。該当するものに○をつけてください。〔複数回答可〕
1.[
] リクルート方法や技術についての情報・好事例の紹介
2.[
] リクルート方法や技術についての，関連ほか機関からの研修
3.[
] リクルート担当者同士の情報交換の場
4.[
] 上司からの OJT・スーパーバイズの充実
5.[
] 特に必要なことはない
6.[
] そのほか：

6
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③

研修や OJT、関連他機関から学びたい内容として具体的にどのようなことがありますか。

里親研修でグループ演習を行う
ファシリテーターのために
委託推進のための基盤づくりの
先進的な取り組み

１０

里親リクルート活動のやりがい感について

①

②
1.[
2.[
3.[
4.[
5.[
6.[
7.[

里親リクルートに関する
調査報告書（中間報告）

業務のやりがい感について
現在のあなたの担当業務についてのやりがい感について、該当するものに○をつけてください。
1.[
] 大変、やりがいがある
2.[
] やりがいはある
3.[
] どちらでもない
4.[
] やや不満を感じている
5.[
] 大変、不満である
里親リクルートの業務の中で、やりがいを感じる理由について最もあてはまるものに○をつけてく
ださい。
] 里親委託推進に貢献できていると考えているから
] 委託可能な里親候補の方に出会えるから
] 里親と子どもの出会いが楽しみだから
] 委託された子どもの変化が楽しみだから
] 子どもを委託された里親の変化が楽しみだから
] 時間的な余裕をもって業務を担当できているから
] そのほか：

7
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１１ 自由意見
① 今後のリクルート事業を展開していく中で、負担を軽減する場合、また展開を強化する場合、より
効果的なリクルートを展開していくために、どのような具体的な方策が必要であると考えています
か。自由記載で、できる限り、具体的に書いていただければ幸いです。

②

他自治体や他機関の参考となるようなリクルート活動の実施例がありましたら、できるだけ具
体的にご紹介ください。

ご協力ありがとうございました。
8
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