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■委託事業を受ける 

 平成 17 年３月、「福岡市子ども総合計画」が発表された。里親委託率の目標は「５年後の平成

22 年に 13％」となっていた。 
４月、里親支援事業（市民参加型里親普及事業）を３年間のモデル事業として、「子どもＮＰ

Ｏセンター福岡」が受ける。当時、こども総合相談センター長の藤林さんは「里親を 20 名増や

せたら、いいですね」と話していたという。 
 
実際は、平成17年度から19年度までの３年間で45世帯もの新規里親登録があった。

里親委託率は 19 年度末には 15.6％になり、５年計画だった目標を３年で達成した。 

 

■最初にイメージをつくる＝市民ならではの柔軟な発想 

 初めに、事業のイメージをつくることにした。「里親＝暗いイメージ」を払拭したい。明るく、

素晴らしいイメージに変えていきたい。そのために、プロのデザイナーにデザインを、コピーラ

イターにコピー（キャッチフレーズや説明文）を依頼した。 

 「社会的養護の分野は言葉が堅いので、一般の人たちになじみやすい言葉で伝えていくことが

必要だと思いました」（「子どもＮＰＯセンター福岡」代表 大谷順子さん） 

 コピーライターは、１年近くフォーラムとミニ講座に通って、平成18年２月、「新しい絆プロ

ジェクト」「ファミリーシップふくおか」というコピーを提案した。 

 

 事業名を「新しい絆プロジェクト」と名付ける。 

 

■新しい絆プロジェクト（市民参加型里親普及事業）の内容 

・事業の目的は「里親制度の普及啓発・里親の新規開拓・里親委託数の増加」 

・事業の実行委員会の名前を「ファミリーシップふくおか（市民参加型里親普及事業実行委員会）」

とする。 

・実行委員は、「子どもＮＰＯセンター福岡」の呼びかけで集まった市内のＮＰＯ法人、市民団

体、こども総合相談センター（児童相談所）の職員、福岡市里親会のメンバー、小児科医。 

・こども総合相談センターと「子どもＮＰＯセンター福岡」で、1 年間の活動計画（行事）を決

めて実施する。 

【注】「ファミリーシップふくおか」の詳しい内容に関しては、次のページ（15ページ）を参照。 

 

 

６ ３年間のモデル事業としてスタート 
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■新しい言葉をつくり出す 

◇事業の名称は、「新しい絆」プロジェクト 

里親と子どもの出会いに象徴される「新しい絆」。里親家庭を支える地域のつながりもまた「新

しい絆」。その名称は、出会い方の多様なイメージを限りなく広げるものとなった。 
◇実行委員会の名称は「ファミリーシップふくおか」 

ファミリーシップ（Familyship）はコピーライターの造語。友情を表わすフレンドシップや、

協力関係を表わすパートナーシップにちなんで、家族（ファミリー）と船出（シップ）の２つの

言葉をつなげた。 

「ファミリーシップふくおか」には、「みんなで夢に向かって漕ぎ出そう」という思いが込め

られている。その後、「ファミリーシップ」は実行委員会名だけでなく、市民参加型の運動の名

前になり、他自治体でも使われ始めている。 

 

「ファミリーシップふくおか」のモットーは「家庭を必要とする⼦どもに⾥親を」 

 

■「ファミリーシップふくおか」はボランティア 

実行委員会のメンバーは全員ボランティアで、メンバーは 25 人。代表は満留昭久さん（福岡

国際医療福祉学院 学院長 、福岡大学名誉教授）。 

実行委員会の会合は、年に７回開催している。開催は平日の 19:00～20:30。毎回 15 人程度参

加する。会場は、福岡市内の公共施設の会議室。 

話し合いの内容は、里親普及や委託の現状報告に始まり、事業の報告、今後の企画などについ

てで、ＮＰＯ法人、里親会、行政など、それぞれの立場から熱く活発な意見が交わされる。 

 

■「ファミリーシップふくおか」の会合の内容 

開催月によっても異なるが、会合の主な内容は以下の通りである。 

 ・里親委託の現在の状況報告 
 ・里親サロン、里親講座の報告 
 ・直近の事業のまとめ 
 ・今後の企画内容についての検討 
 ・虐待防止活動など、さまざまな社会的養護の活動の交流（必要な場合はミニ学習会を開く） 
 ・次回の開催日時などの確認 
会合の内容を委員全員で共有するために、事務局から毎回、議事録を実行委員に送っている。 

 

※資料 福岡２ 平成23年のファミリーシップふくおか 名簿 

 

 

７ 「ファミリーシップふくおか」とは？ 
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■里親委託等推進委員会との違い 

「ファミリーシップふくおか」はボランティアの実行委員会であり、国が示している「里親委

託等推進委員会」とは異なる。しかし、他自治体からの視察の人にその違いを理解していただく

ことは非常にむずかしい。 

 

【参考】里親委託等推進委員会とは？ 

 里親委託等推進委員会は、厚生労働省が定め、平成20年４月から実施されている里親支援機関

事業のうち、「里親委託推進・支援等事業」に定められたものである。 

里親委託等推進委員会は、児童相談所に配置された里親委託等推進員（福岡市では「里親対応

専門員」という名称）、児童相談所の里親担当職員、里親及び施設職員により構成し、必要に応

じて学識経験者を加える。里親委託等推進委員会は「里親委託推進・支援等事業」の実施にあた

り、必要な助言・指導を行う。 

 

 福岡市における里親委託等推進委員会は、「子どもＮＰＯセンター福岡」が事務局となり、年

３回実施している。 

委員会を構成する団体：大学（２）、市里親会、市乳児院、市児童養護施設、市民生委員児童

委員協議会、市社会福祉協議会、子どもＮＰＯセンター福岡、行政（市役所担当課、区子育て支

援課、区保健福祉センター、児童相談所） 

里親委託等推進委員会は、行政関係者や専門家からなるフォーマルな団体である。ファミリー

シップふくおか（実行委員会）は、里親委託を推進していく役割だけではなく、ＮＰＯとフォー

マルな団体の関係者との関係をつくっていく役割も果たしている。 

 

※資料 福岡３ 平成23年度 福岡市里親委託等推進委員会 委員名簿 

 

■実践記録の報告『新しい絆を求めて～ファミリーシップふくおか ３年のあゆみから』 

 「子どもＮＰＯセンター福岡」では、福岡市における市民と行政の協働の記録を本にまとめて、

出版・販売している。 

判型：Ａ５版  ページ数： 90 ページ  定価：600 円 
 

＜報告書の紹介文から＞ 
「平成17年の里親委託率は6.9％。３年後の平成19年度末は15.63％。各界の注目をあびた“驚異

の伸び”のヒミツはどこにあったでしょうか？ 「家族と暮らせない子どもたち」を迎える「新

しい絆」。その模索の中から見えてきたものは？ これは、福岡市における市民と行政の協働に

よる里親普及の取り組みの記録です。 

お名前とご住所、連絡先と希望冊数を書いて、下記まで御連絡下さい。振込用紙と請求書を同

封の上お送り致します。送付の場合は、別途送料100円。料金は申込者の負担となります。」 
【注】「子どもＮＰＯセンター福岡」の連絡先は、11ページを参照。 

 
※資料 福岡４ 『新しい絆を求めて～ファミリーシップふくおか３年のあゆみから～』のチラシ 
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■フォーラム開催にあたって 

 当初、福岡市からは「区ごとに説明会を開く」という事業計画案が示された。それに対し、「子

どもＮＰＯセンター福岡」代表の大谷順子さんが「市の案のとおりにしなくてもよければ、受け

ます」と言った経緯がある。 
これが分岐点になり、市全体を対象にする市民フォーラムの開催に至った。 
⇒行政の感覚で進めるのではなく、市民感覚を持つＮＰＯの考えを活かす。 

 
■ＮＰＯの人脈を活かした大量のチラシ配布＝民間ならではの広報活動 

 市民フォーラムのチラシを 6000～7000 枚（現在は 1 万枚）刷って、ありとあらゆるところに

置いてもらった。子どもプラザ、区役所、公民館、図書館、大学、民生委員などの福祉関係、県

内の６児童相談所（京築、宗像、福岡、久留米、大牟田、田川）、県内の児童養護施設、県内の

乳児院など。また、ＮＰＯの集まりや講演会など、多様な市民が集まる場にも配布している。 
チラシの＜「家庭」を失った子どもたちのために＞というタイトルが市民の目を引いた。チラ

シを市役所１階にある「情報プラザ」に置いたら、ミニコミ紙の取材が来た。 
のちに、施設関係者の意見を元に『「家庭」を失った』を『「家族」と暮らせない』に変更した。 

【注】「情報プラザ」では、市内のイベントや暮らしに役立つお知らせ、市職員や市営住宅の募集など、市

政や文化・スポーツ・レクリエーションに関する情報を提供している。 

 

 市⺠の興味を引くタイトルをつけ、広い範囲に知らせる。 

 
■第１回フォーラムは大成功 

 平成 17 年７月 16 日に開催。参加者は 192 名。申し込みの段

階から反響が大きかったが、主催者の予想を超える参加者が集ま

った。 
 フォーラムの内容は、社会的養護を必要とする子どもたちの現

状と里親の体験談。講師は（故）坂本和子さん（当時、東京都の

ＮＰＯ法人「里親子支援のアン基金プロジェクト」の事務局長）、

福岡市の里親さん、坂本雅子さん（えがお館名誉館長）。 
【注】なお、「ＳＯＳ子どもの村」の情報は、このときに坂本和子さん

からＮＰＯ法人にもたらされた。「ＳＯＳ子どもの村」については、『23 

「子どもの村福岡」の設立』（41～44ページ）を参照。 

 
 

 

 

８ 里親を知ってもらう市民フォーラムを開催 
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■フォーラムで得た感動を実際の行動につなげていく仕組み＝アンケート 

講師の話（体験談）はかなりのインパクトがあり、参加者の心を動かした。とくに、実際に里

親をしている人の話は印象が強い。 
 ⇒里親の体験談には力がある。 

参加者は、自分たちの住んでいる市で起きていることなのに現状を知らないことにショックを

受け、「自分たちに何ができるか」を考えるようになった。 
 ⇒「協力アンケート」に積極的に記入（アンケートには、書いた人の連絡先を記入

する欄もある）。 

【注】「協力アンケート」の内容については、『12 里親だけでなく協力者も募集』（24ページ）で詳しく説

明している。 

 

■アンケートに表れた市民の関心の高さ 

「里親制度に関心を持つ」と答えた人がほとんど。 
「里親をもっと知りたいか？」……「はい」が 30～40 名 
「里親になりたいか？」……「はい」が 12 名  
⇒これを受け、２ヵ月後の９月に里親についてのミニ講座を開催する。 
開催にあたっては、アンケートに「里親をもっと知りたい」「里親になりたい」と記入して

くれた人に案内を送付した。 
ミニ講座は昼と夜の２回開き、それぞれ 20 名の参加があった（計 40 名）。 
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■里親の次は、子どもたちの体験談を聞く 

 「里親の次は、里親家庭で育つ子どもたちの話が聞きたい」と

いう意見があり、11 月にトークセッション「里子たちが語る 家

族」を開催。103 名が参加した。 
「徹子の部屋」ならぬ「たけしの部屋」と称し、藤林武史所長

が対談形式で、里親家庭で育った２人の青年から話を聞いた。 
 
■当事者である子どもの意見を聞くことで…… 

 里親家庭で育った青年たちの体験談は、参加者に強い印象を与

えた。 
「彼らの話を聞いて、産みの親から切り離された子どもたちは

すごい葛藤の中で育つのだな、と思いました。里親家庭に委託された子どもはあるとき、家族の

中で自分だけが違う存在であることに気づき、『ここにいて、いいのか？』という悩みに突き落

とされるときがあります。それから、『ここにいても、いいんだ』と、心底思えるようになるま

で、もがくように苦しむ時期があります。このことは、その後、多くの子どもたちからも共通の

体験として聞きましたが、その葛藤をどのように乗り越えるのか？ 彼らの立場に立って考え、

向き合う大人のありようが決定的に重要であると感じました」 
（「子どもＮＰＯセンター福岡」代表 大谷順子さん） 

 
■「子どもはみんな社会の子」 
市民フォーラムや里親ミニ講座のアンケートには、「子どもはみんな社会の子」という感想や

メッセージが多かった。 

さまざまな事情で家庭を失った子どもたちが、どの子もみんな“社会の子”として、家庭的な

温かさに包まれ、地域に支えられて育つことを願う。 

それが、「新しい絆プロジェクト」の基本姿勢になっていった。 
 

■浮かび上がってきた３つの主題 

 里親家庭で育った青年たちの話を聞いたことで、次の主題が浮かび上がってきた。 
① 「里親＝かわいそうな子を預かっている人」というイメージは正しくない。 

② 大事なことは、子どもを中心にして、子どもの立場で考えること。 

③ 社会の保護を必要とする子どもたちが大人になるための育ちと、その後の人生を保

障するにはどうしたらいいのか？ 

 

■子どもを地域で育てるには 

 里親だけでなく、地域の人も含めてチームで、そして地域のつながりで、里親家庭の子どもた

ちを育てていくことが大事であるという認識が出てくる。 

９ ４ヵ月後には第２回フォーラムを開催 
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 そのためには、里親であることを隠さない。 

⇒「オープンでなければ広まらない」 

  ⇒ 社会的養護を市民全体の関心事にしていく。 

 

 「⼦どもはみんな社会の⼦」という認識の広がり  

↓ 

 平成 17（2005）年は、福岡市における「⾥親元年」となった。 

 

■ヘネシー澄子さんを呼んでフォーラムを開催 

 平成 18 年２月３日、フォーラム『愛着の絆を結ぶために～わが子にあげたい「一生の幸せの

鍵」～』を開催した。 
ヘネシーさんは、画像やビデオを使って、愛着の絆が脳の正常な発

達を促すことを説明。愛着の絆は、血のつながりのない里親と子ども

の間柄でもきちんと結べること、愛着の絆を結べなかった 80 代の母親

と 60 代の息子も、修復療法によって絆を結び直すことができた話など

をやさしい語り口で説明した。 
このテーマ（愛着障害）への関心は深く、幼稚園・保育園、民生委

員・児童委員、主任児童委員、医療福祉系専門学校、里親会、児童相

談所、行政職員、施設、子どもに関わる民間団体、個人など、さまざ

まな分野から 301 名が参加した。 
 

■社会的養護の“社会化”へ 

 市民に知ってもらうことで、次のような流れが出てきた。 
 

 市⺠が市内の⼦どもと家庭の実情を知る。 

↓ 

 要保護児童の問題を⾃分たちの課題につなげていく。 

↓ 

 社会的養護の““社会化”  
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 上段の左端は、平成 18 年 7 月のフォーラムのチラシである。翌 19 年のフォーラムからはデザ

イナーに依頼し、手のひらと家族をイメージしたイラストと「新しい絆」という言葉を用いて、

イメージを統一している。一目でわかるので、市民の目を引きやすい。 
 

【平成 18 年まで】   ⇒  【平成 19 年から】 わかりやすく、親しみやすいイメージに 

    

    

  
  

10 平成１9 年からイメージを統一 
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■一般の人にわかりやすい言葉で伝える 

 こども総合相談センターとして、「里親さん募集」のパンフレットを作成。デザインはデザイ

ナーに入ってもらい、言葉づかいは「ファミリーシップふくおか」のメンバーからもアドバイス

をもらった。 
「市民の感覚が入ると、私たち行政の職員に比べると自由な発想があり、デザインや言葉がや

さしく、わかりやすいですね」（現・里親事業推進係長） 
 

※資料 福岡５ こども総合相談センターの「里親さん募集」のパンフレット（三つ折り） 

※資料 福岡６ こども総合相談センターの「里親さん募集 Ｑ＆Ａ」のチラシ 

 
■市営地下鉄の駅に電照広告板を設置 

 「子どもの村福岡」の尽力で、地下鉄の駅構内にある電照広告板を借りることができた。この

スペースに「子どもの村福岡」と里親募集を合わせてデザインした。 
数ヵ所の駅に飾られた広告は、＜「新しい絆」を子どもたちが待ってる 福岡市で里親さん募

集！＞との呼びかけと、可愛いデザインで人目を引き、評判になった。 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

▲地下鉄駅ホームの壁に設置された電照広告板 

 

■「市政だより」などによる広報啓発 

 「ふくおか市政だより」において、「里親制度をご存じですか？」というタイトルで特集記事

を掲載した。また、市政放送番組「つぼラボ」で里親制度を放送し、制度の説明と共に、実際に

里親をしている人の声を紹介した。 
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■市民フォーラムの講師の決め方 

 フォーラム「新しい絆」は毎年２回実施している。講師は、実行委員会である「ファミリーシ

ップふくおか」で決めている。フォーラムの内容は、①基調講演 ②社会的養護を必要とする子

どもたちの現状 ③里親さんや元里子さんが語る体験談（生き生きと実例を語っていただく）。 
※資料 福岡７ ファミリーシップふくおかフォーラム「新しい絆」  各回の内容と講師一覧 

 
■感動の共有が市民の心を動かした 

 司会は、「ファミリーシップふくおか」のメンバーが交替で担当している。ときには、フォー

ラムの中でやさしい音楽を流したり（５～10 分程度）、絵本『ふたりのおかあさんからあなたへ

のおくりもの』（発行・家庭養護促進協会大阪事務所）を朗読したり、一緒に歌をうたうことも

ある。こうした試みはアンケートでも好評である。行政からの報告は、よくある「制度の説明」

ではなく、福岡市の児童虐待と社会的養護の現状を伝えている。 
「私たちの願いは、社会的養護を必要とする子どもたちを家庭環境で育てていくこと。その願

いを実現させていくには、そこに向けて市民の心が動くようにしなければなりません。そのため

に、フォーラムの中で感動をどうつくり出すかが大事なことでした」 
              （「子どもＮＰＯセンター福岡」代表 大谷順子さん） 

 フォーラムは一見、同じことを繰り返しているように見えるかもしれないが、毎回、参加者の

４割は新しい人が参加している（６割がリピーター）。 

 感動の共有が成功の秘訣  

 
■市民が参加しやすい工夫＝託児の充実 

子育て世代や里親さんも参加しやすいように、必ず託児を設ける。預かる子どもの人数は 30
～40 名と多くなるので、小学生未満と小学生以上が分かれて活動するように、スタッフ体制をと

っている。また、里親会の定例会や里親サロンでも、子どものためのワークショップやプログラ

ムを行っている（絵本作り、音を楽しもう、松ぼっくりツリー作り、バルーンアート、１日プレ

イパーク、ハーモニカ演奏など）。福岡で活動している芸術家やアート系グループ、外遊びのプ

レイワーカーなど、いろいろな団体をコーディネートして充実した内容を工夫している。 

 ⼦どもが参加したいイベントには、⼤⼈も付いてくる。 

※資料 福岡８ 子どもプログラムのチラシ 

 
■こまめに案内＝リピーターをつくる 

 一度でもフォーラムに来てくれた人には、封書で案内を送る。そのとき、いろいろなチラシや

市民フォーラムのお知らせも同封する。市外や県外から来てくれた人にも案内を送る。遠方に住

んでいても、里親サロンやミニ講座に参加したい人はいる。 

11 感動でつながっていく仕組みづくり 
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■平成20年度から、新たなステージへ 

平成17～19年度において展開された「市民参加型里親普及事業」は、３年間のモデル事業だ

ったため、平成20年３月に終了した。 

平成20年４月からは、「里親養育支援共働事業」として新たな事業が始まっている。この事業

は福岡市の重点事業として位置づけられている。 

「里親養育支援共働事業」の目的は、ＮＰＯ団体などの地域浸透力を活かし、里親制度の普及

啓発を推進することにより、里親の開拓及び委託児童数の増加、里親家庭への支援をはかること

である。 

 

■里親養育支援共働事業の内容 

平成20年度からの「里親養育支援共働事業」において、「子どもＮＰＯセンター福岡」が行っ

ている事業は２種類である。 

① 里親制度普及促進事業（広報啓発活動など） 

市民フォーラム「新しい絆」（年２回）、施設見学会、出前講座の開催 

② 里親委託推進事業・支援等事業 

・市民フォーラムや出前講座などへの参加者を中心に「協力アンケート」への記入を募り、里親

と子どもへの支援が可能な人材を発掘。協力ボランティアとして登録し、必要な里親家庭へ派遣

している。 

⇒里親と子どもの支援体制づくり 

・里親サロン、里親ミニ講座の開催 

 里親や里親を希望する人が集い、定期的な交流を行う。相互の情報交換や里親の養育技術向上

などを図る。 

・里親委託等推進委員会の開催 

 実施回数は年３回。社会的養護の現状及び里親委託などの現状や取り組みについて報告し、市

の取り組みについて、情報の共有を図る。 

【注】里親委託等推進委員会について、詳しくは16ページを参照。 

14 現在の里親委託推進事業 
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■市民フォーラムがメディアに取り上げられる 

 年に２回の市民フォーラム（シリーズタイトル「新しい絆」）と、地域の公民館で里親が体験

談を語る出前講座には多様な市民が集まる。 

地元のメディア（マスコミ）は市民フォーラムを積極的に取り上げ、里親家庭を取材した。地

元の西日本新聞が社会的養護に関連した記事を連載したこともあった。その結果、里親制度や社

会的養護への関心が少しずつ市民の間に広がっていった。 

 

※資料 福岡10 市民フォーラムを紹介する西日本新聞の記事 

 

■メディアを味方につける 

ＮＰＯ法人の方針は、新聞をはじめとするメディアを協働のパートナーとして、ともに子ども

たちの支援者になっていくこと。 

 ⼦どものことを、丁寧に考える市⺠の輪をつくっていく。 

 
■メディアとの協働で、児童相談所と市民の関係が変わる 

 こども総合相談センター（児童相談所）は、以前はメディアに対して苦手意識があったが、友

好的な関係に変わった。 
 こども総合相談センターは、新聞社・テレビ局・ラジオ局などから、取材のために「里親さん

を紹介してください」という要望があったら、応える。 
西日本新聞に、児童相談所の密着記事が載ったことで、市民の児童相談所への理解が深まった。 
⇒市民と児童相談所の関係が変わり、互いを「活用する」意識ではなく、パートナー

シップが築かれていく。 

 メディアはパートナー  

 
■メディアに取り上げられると、問い合わせが増える 

 新聞・ラジオ・テレビなどで取り上げられるにつれ、電話での「里親になりたいのですが……」

という問い合わせが、こども総合相談センターや「子どもＮＰＯセンター福岡」に来る。そうい

う人には、里親ミニ講座や里親サロンを紹介している。 
【注】里親サロンについては、『15 市民が参加する出前講座と里親サロン』（27～28ページ）を参照。 

 
■他県からの視察が多い 

 平成 23 年度にあった他県の行政の視察は 12 ヵ所だった。視察の目的としては、行政とＮＰＯ

法人との協働に関心が高い。 

13 メディアとの協働 
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■平成20年度から、新たなステージへ 

平成17～19年度において展開された「市民参加型里親普及事業」は、３年間のモデル事業だ

ったため、平成20年３月に終了した。 

平成20年４月からは、「里親養育支援共働事業」として新たな事業が始まっている。この事業

は福岡市の重点事業として位置づけられている。 

「里親養育支援共働事業」の目的は、ＮＰＯ団体などの地域浸透力を活かし、里親制度の普及

啓発を推進することにより、里親の開拓及び委託児童数の増加、里親家庭への支援をはかること

である。 

 

■里親養育支援共働事業の内容 

平成20年度からの「里親養育支援共働事業」において、「子どもＮＰＯセンター福岡」が行っ

ている事業は２種類である。 

① 里親制度普及促進事業（広報啓発活動など） 

市民フォーラム「新しい絆」（年２回）、施設見学会、出前講座の開催 

② 里親委託推進事業・支援等事業 

・市民フォーラムや出前講座などへの参加者を中心に「協力アンケート」への記入を募り、里親

と子どもへの支援が可能な人材を発掘。協力ボランティアとして登録し、必要な里親家庭へ派遣

している。 

⇒里親と子どもの支援体制づくり 

・里親サロン、里親ミニ講座の開催 

 里親や里親を希望する人が集い、定期的な交流を行う。相互の情報交換や里親の養育技術向上

などを図る。 

・里親委託等推進委員会の開催 

 実施回数は年３回。社会的養護の現状及び里親委託などの現状や取り組みについて報告し、市

の取り組みについて、情報の共有を図る。 

【注】里親委託等推進委員会について、詳しくは16ページを参照。 

14 現在の里親委託推進事業 
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■フォーラムなどで「協力者アンケート」を配布 

里親関係のフォーラムや出前講座などに参加した人にはアンケートの記入をお願いしている

が、何らかの形で、里親家庭や地域への活動などに協力していただける方には「協力者アンケー

ト」に記入してもらう。フォーラムでの託児ボランティアも、「協力者アンケート」に「協力で

きる」と記入してくれた人にお願いしている。 
 

※資料 福岡９ 「新しい絆フォーラム」などで配布するアンケート用紙 

 
■里親家庭の協力者（ボランティア）を募る 

 里親家庭のためのボランティアは無償。 

ボランティアの集め方は、フォーラム後のアンケートによる。具体的には、アンケートにボラ

ンティアの申し込み欄をつけておき、その欄にその人ができることを記入してもらう。それを「子

どもＮＰＯセンター福岡」の事務局が整理し、登録しておく。 

 ボランティア希望者には、里親家庭から要望があったときに連絡をする。ボランティアと里親

家庭のマッチングは、「子どもＮＰＯセンター福岡」が行う。 

児童相談所の里親対応専門員から「このようなボランティアが欲しい」という連絡があったら、

それを提供できる複数のボランティア希望者に電話をし、できたら面接をして選ぶ。選んだら、

里親対応専門員に連絡し、一緒に里親家庭を訪問する。 

 
■里親家庭で暮らす子どもへの支援メニュー 

 ①遊び相手、相談相手……子どもの外出に付き合ったり、里親に言いにくいことなどの相談。 
 ②学習指導＝家庭教師……時間をかけて、ゆっくりと教えてくださる方にお願いする。 
 
■地域での活動を支援 

 ①ＰＲ・広報活動 
 ②里親講座などの企画 
 
■その他 

託児ボランティア……里親の会合や研修の際、里親が子連れでも気軽に参加できるように託児

を引き受ける。 
⇒協力者になることで、市民意識が醸成される。 

⇒里親制度に理解のある市民は、里親に子どもが委託された後、地域の良き理解者と

なる。「○○家の応援団をつくろう！」 

 

 ⾝近な地域レベルでの⼦育て⽀援が広がっていく。 

12 里親だけでなく協力者も募集 
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■市民フォーラムがメディアに取り上げられる 

 年に２回の市民フォーラム（シリーズタイトル「新しい絆」）と、地域の公民館で里親が体験

談を語る出前講座には多様な市民が集まる。 

地元のメディア（マスコミ）は市民フォーラムを積極的に取り上げ、里親家庭を取材した。地

元の西日本新聞が社会的養護に関連した記事を連載したこともあった。その結果、里親制度や社

会的養護への関心が少しずつ市民の間に広がっていった。 

 

※資料 福岡10 市民フォーラムを紹介する西日本新聞の記事 

 

■メディアを味方につける 

ＮＰＯ法人の方針は、新聞をはじめとするメディアを協働のパートナーとして、ともに子ども

たちの支援者になっていくこと。 

 ⼦どものことを、丁寧に考える市⺠の輪をつくっていく。 

 
■メディアとの協働で、児童相談所と市民の関係が変わる 

 こども総合相談センター（児童相談所）は、以前はメディアに対して苦手意識があったが、友

好的な関係に変わった。 
 こども総合相談センターは、新聞社・テレビ局・ラジオ局などから、取材のために「里親さん

を紹介してください」という要望があったら、応える。 
西日本新聞に、児童相談所の密着記事が載ったことで、市民の児童相談所への理解が深まった。 
⇒市民と児童相談所の関係が変わり、互いを「活用する」意識ではなく、パートナー

シップが築かれていく。 

 メディアはパートナー  

 
■メディアに取り上げられると、問い合わせが増える 

 新聞・ラジオ・テレビなどで取り上げられるにつれ、電話での「里親になりたいのですが……」

という問い合わせが、こども総合相談センターや「子どもＮＰＯセンター福岡」に来る。そうい

う人には、里親ミニ講座や里親サロンを紹介している。 
【注】里親サロンについては、『15 市民が参加する出前講座と里親サロン』（27～28ページ）を参照。 

 
■他県からの視察が多い 

 平成 23 年度にあった他県の行政の視察は 12 ヵ所だった。視察の目的としては、行政とＮＰＯ

法人との協働に関心が高い。 

13 メディアとの協働 
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■平成20年度から、新たなステージへ 

平成17～19年度において展開された「市民参加型里親普及事業」は、３年間のモデル事業だ

ったため、平成20年３月に終了した。 

平成20年４月からは、「里親養育支援共働事業」として新たな事業が始まっている。この事業

は福岡市の重点事業として位置づけられている。 

「里親養育支援共働事業」の目的は、ＮＰＯ団体などの地域浸透力を活かし、里親制度の普及

啓発を推進することにより、里親の開拓及び委託児童数の増加、里親家庭への支援をはかること

である。 

 

■里親養育支援共働事業の内容 

平成20年度からの「里親養育支援共働事業」において、「子どもＮＰＯセンター福岡」が行っ

ている事業は２種類である。 

① 里親制度普及促進事業（広報啓発活動など） 

市民フォーラム「新しい絆」（年２回）、施設見学会、出前講座の開催 

② 里親委託推進事業・支援等事業 

・市民フォーラムや出前講座などへの参加者を中心に「協力アンケート」への記入を募り、里親

と子どもへの支援が可能な人材を発掘。協力ボランティアとして登録し、必要な里親家庭へ派遣

している。 

⇒里親と子どもの支援体制づくり 

・里親サロン、里親ミニ講座の開催 

 里親や里親を希望する人が集い、定期的な交流を行う。相互の情報交換や里親の養育技術向上

などを図る。 

・里親委託等推進委員会の開催 

 実施回数は年３回。社会的養護の現状及び里親委託などの現状や取り組みについて報告し、市

の取り組みについて、情報の共有を図る。 

【注】里親委託等推進委員会について、詳しくは16ページを参照。 

14 現在の里親委託推進事業 



27

   
  27  

 
 

 

 

■福岡市が行っている出前講座 

 福岡市では、市民とともにまちづくりを進めるための取り組みとして、市の職員が地域に出向

いて、市の取り組みや暮らしに役立つ情報などを説明する「出前講座」を行っている。平成 24
年度は 190 の講座を取りそろえた。 
市内に在住、勤務、または在学するおおむね 10 人以上で構成されたグループで、用意された

テーマから受けたい講座を選び、担当課に申し込む。 
費用は無料だが、会場は申し込むグループで用意する。開催は福岡市内に限る。講師料、交通

費など、講座にかかる費用は無料（会場経費が必要な場合は、申込団体の負担になる）。 
 

■出前講座＜「里親」のことを知ってください！＞ 

○市の講座 
 里親に関する講座＜「里親」のことを知ってください！＞は、こども未来局の出前講座の一つ。

内容は「里親制度の概要／里親になるためには／福岡市の取り組み」。担当は、こども総合相談

センターのこども支援課である。 
 出前講座を申し込みたい人は、出前講座のパンフレットの中にある申込書に記入して、こども

支援課にＦＡＸするか、電子メールで申し込む。 
出前講座のホームページのURL  http://www.city.fukuoka.lg.jp/demae/ 

 
○ＮＰＯの講座 

 一方、行政の出前講座とは別に、「子ども NPO センター福岡」でも「出前講座致します！！」

のチラシを作成し、さまざまな機会に配布している。また、ホームページにも出前講座案内の掲

載をして、独自に申し込みを受け付けている。 
なお、こども支援課と子どもＮＰＯセンター福岡は、それぞれにどのような申し込みが来たか

を情報交換している。基本的には申し込みを受け付けたところが行くが、どちらが行くか、一緒

に行った方が良いかなど、相談して対応することもある。理由は、講座を聞く相手によって聞き

たい内容が異なるためで、民生委員には行政が話し、学生や企業相手ならＮＰＯ法人が話すこと

が多い。申し込みは年に 10 件弱。 
 

※資料 福岡11-１ 「出前講座いたします！！」のチラシ（ＮＰＯ法人） 

※資料 福岡11－2 出前講座申込書（福岡市） 

 

■里親サロンの工夫 ――「オープン」と「クローズド」 

 サロンには「オープン」と「クローズド」の２種類がある。開催時間は２時間程度。参加者に

は、サロンでの内容についてはプライバシーに配慮するように注意を喚起している。 

開催回数は、合わせて年に10回程度、土曜日か日曜日に開催している。 

Ａ 「オープン」は、制度と里親に関心のある人が対象で、基礎研修を兼ねている。サロンでは

15 市民が参加する出前講座と里親サロン 
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養育についての話し合いを通して、里親として養育をしている人と里親希望者との交流がはから

れている。サロン開催日の午前中は、里親希望者を対象とした講座も開催して、登録につなげる

ようにしている。 
Ｂ 「クローズド」は、里親登録者のみが対象（未委託の人も含む）。全員が発言できるように、

８人前後に分かれてグループで話し合う。 
ファシリテーター（進行役）は６人で、「子どもＮＰＯセンター福岡」の宮本さん、こども総

合相談センターの里親対応専門員や里親担当者が担っている。 
サロンでは、グループのメンバーが固定しないように、グループの分け方に配慮している。登

録種別（特別養子縁組の里親、養育里親、現在市内８ヵ所にいるファミリーホーム事業者）、委

託している子どもの年齢によるものなど。同じ立場だと、話題が共通しているので、話が盛り上

がる。また、話し合うテーマを決めることもある。サロンでの様子が気になった里親さんに対し

ては、その後の支援につなげる。 
子どもを委託している里親世帯で、サロンに参加しているのは半分弱。１度でも参加した人を

入れると、委託里親の半数が参加したことがある。新規登録の際には、里親サロンに参加するこ

とが基礎研修の一環になっている。 
 

■市民参加でもたらされた変化 

 里親サロンは、平成20年度から実施している。行政としては「ＮＰＯ法人の職員で、一市民

でもある宮本さんがファシリテーター（進行役）として参加することで、サロンが活性化されて

いる」と感じている。 

 「里親サロンは『里親同士で何でも話せる場』という意味があるのですが、そのサロンにＮＰ

Ｏ法人の職員が参加することで、オープンな形で開催することができています。それによって、

“里親制度は市民が参加するもの”という意識が広まっていきました。最初から市民参加を想定

していたわけではありませんが、結果として、そういう方向性になりました」 

（こども相談総合センター長 藤林武史さん） 
 

 「⾥親制度は市⺠が参加するもの」という意識が広まる。 

 

※資料 福岡12 「平成24年度 里親サロンのお知らせ」のチラシ 

※資料 福岡13 「里親についての講座のお知らせ」のチラシ 
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 平成 17年～19年度にかけて行われた「市民参加型里親普及事業」、そして、平成20年度から

の「里親養育支援共働事業」によって、登録里親数も委託児童数も大幅に伸びている。 

その成果を数字で見てみよう。 

 

■登録里親と委託児童の数の年度別推移 

① 登録里親数等 

里 親（世帯） 委託児童（人）  

 

区分 

新規 

登録数 

登録 

削除数 

年度末 

登録数 

年度末 

委託数 

新規 

委託数 

委託 

解除数 

年度末 

委託数 

平成16年度 3 3 43 20 8 5 27 

平成17年度 13 5 51 30 18 4 41 

平成18年度 15 2 64 37 24 12 53 

平成19年度 17 5 76 39 26 14 65 

平成20年度 6 5 77 40 19 9 75 

平成21年度 14 18 73 40 27 17 85 

平成22年度 16 4 85 51 39 19 105 

平成23年度 13 0 98 55 42 32 115 

【注】福岡市の登録里親に委託されている管外児（県からの委託）は含まない。管外里親に福岡市が委託

している児童を含む。養育里親からファミリーホームへの措置変更は新規委託数、委託解除人数に含まな

い。 

 

登録里親数（世帯） 委託里親数（世帯）  

養育 専門 短期 縁組 親族 ＦＨ 計 養育 専門 短期 縁組 親族 ＦＨ 計 

Ｈ16  36 2(2) 6  1  43 19 0 0  1  20 

Ｈ17 46 3(3) 4  1  51 28 0 1  1  30 

Ｈ18 58 4(4) 4  2  64 35 0 0  2  37 

Ｈ19 70 5(5) 3  3  76 36 0 0  3  39 

Ｈ20 70 6(6) 4  3  77 37 0 1(1)  3  40 

Ｈ21 63 7(7)  6 4 2(2) 73 33 2(1)  0 4 2 40 

Ｈ22 69 11(11)  12（3） 7 5(5) 85 38 1  0 7 5 51 

Ｈ23 79 14(14)  16(4) 7 8(8) 98 35 1  4 7 8 55 

【注】（ ）内の数は養育里親にも計上されている数で、内数。 

 平成21年度の法改正により、短期里親が廃止され、養子縁組を前提とした里親（養子縁組里親）が追加

された。また、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム＝ＦＨ)が新たに設置された。 

  

 

16 データで見る里親と委託児童の増加 
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② 里親への委託児童数 

委託児童数（人）  

養育 専門 短期 縁組 親族 ＦＨ 計 

H16 26 0 0  1  27 

H17 39 0 1  1  41 

H18 51 0 0  2  53 

H19 60 0 0  5  65 

H20 69 0 1  5  75 

H21 65 2  0 8 10 85 

H22 65 1  1 11 27 105 

H23 57 1  3 9 45 115 

 

■登録里親数、委託里親数、委託児童数の推移 

 

 

【注】平成21年度に「登録里親数（世帯）」が減った理由 

平成21年度から、すべての養育里親に研修が義務づけられた。認定研修を終了した者は、都道府県・政

令指定都市・児童相談所設置市の長が作成する「養育里親登録簿」に登録される。登録は５年間有効で、

再登録には更新研修を受けなければならない。新しい規定が実施されたことによって、登録を辞退する里

親世帯や実質稼働していない里親世帯が整理されたことが減った理由と考えられる。この傾向は全国のデ

ータでも見られる。 

委託児童数（人）

登録里親数（世帯）

委託里親数



31

   
  31  

 
 
 
 

里親委託児童数と里親等委託率が飛躍的に伸びたことで、児童相談所の職員たちの姿勢

に変化が生じた。当初は、施設の満床問題の解決策としての里親委託だったが、要保護児童

の委託先として、里親優先の意識が出てきた。 

 

 ⼦どもの委託先を探すとき、「まず、⾥親を探そう！」 

 
■子どもの居場所をつくることが最優先 

「保護された子どもたちを見ていると、集団養育ではうまくいかない子ども、家庭での養育が

必要な子どもが多いことに改めて気付かされます。そして、行く場所のない子どもは非常に多い

です。一時保護所にずっと置くより、里親養育の経験のない登録間もない方であっても、子ども

を委託して、支援をしていく方針です。そのためには、里親に無理をさせないことが重要で、細

心のマッチングを図っています」（前・里親事業推進係長） 

 

■子どもの表情が明るくおだやかに 

 職員が里親家庭を訪問したとき、委託した子どもが、一時保護所にいたときとはまるで変わっ

て、明るくおだやかな表情になっていた。 

  ⇒「里親に委託して良かった！」という成功体験は、次の里親委託への大きな意欲

につながる。 

 

施設の満床問題の解決策としての里親委託ではなく、子どもの委託先を考えるときは、「必要

な子どもには里親家庭を」と、子どもの利益を中心に置いた発想に変化していった。 

子どもの援助方針会議では、地区担当児童福祉司や児童心理司から里親委託を提案するように

なってきた。 

  ⇒職員の意識が里親優先になった！ 

 

「児童相談所職員にとって、里親委託は手間がかかります。施設には心理士などの専門職がい

ますが、里親家庭の場合はすべて児童相談所の職員が行うことになります。 

正直、地区担当の児童福祉司や児童心理司、里親対応専門員など、担当職員にとって『里親委

託は大変かな』と思うときもありますが、『里親に委託した子どもたちの子どもらしい表情や笑

顔を見ると、うれしいよ』と言ってくれるのを聞くと、私もうれしくなります」 

（現・里親事業推進係長） 

 

 職員の成功体験によって、⾥親委託優先の意識が⾼まる。 

17 児相職員の意識が変化⇒「まず、里親を探そう」 
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■児童福祉審議会は年10回開催 

 福岡市が求める里親像は、国の示す里親の要件に合った人。 

児童福祉審議会は、８月と12月以外は開催している（年10回）。 

新規登録者は、年間10組以上いる。 

 
■里親が増えたことで…… 

○大勢の子どもが里親家庭に行くことができた。 ⇒子どもの新しい受け皿が増えた。 

○地区担当児童福祉司は、子どもの保護者に「里親委託」という選択肢の説明を丁寧にして、理

解を得る努力をしている。 

○地区担当児童福祉司も、子どもの保護者も、そして子ども自身も、「里親がいる」という発想

を持つようになってきた。 

○里親家庭、ファミリーホームにはそれぞれ個性（家風、家庭の文化）がある。 

⇒子どものニーズ（必要）に応じた、多様な選択肢が増えた。 

○里親家庭で不調になった子どもは、施設に入所させるのではなく、できるだけ次の里親を見つ

けて里親委託する。 

 

■子どもに合った里親を見つける 

 さまざまな特徴を持った子どもたちが続々と保護されてくる。愛着障害、発達障害、対人緊張、

不登校、高校生、無職少年など。 

 これらの多様な子どもたちのニーズに応えるためには、短期、長期、乳幼児、思春期、障害児、

校区里親など、里親の活動も多様になる必要がある。 

 

 家庭を必要とする⼦どもたちのニーズに合った、多様な⾥親が必要  

 

■「校区里親」とは？ 

「校区」は児童・生徒の通学地域のこと。主に西日本で使われる言葉で、東日本では「学区」

という。 

 これまで、子どもたちは親と暮らせなくなると、それが短い期間であっても、児童相談所の一

時保護所に保護されることが多かった。一時保護所に入所すると、学校には通えず、友だちに会

うこともできない。 

校区里親の発想は、「保護が必要な期間が２～３週間なら、学校を休ませたくない、変えさせ

たくない」という関係者の願いから生まれた。 

 現在は、一時保護に限らず、子どもたちができるだけ住み慣れた地域で暮らし続けることを保

障するために、少なくとも、一小学校区内に一里親家庭の確保を目指す動きになっている。 
また、「子どもＮＰＯセンター福岡」では、里親に登録している世帯を入れた地図を作成し、

18 里親が増えたことで何が変わったか 
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どこに里親がいるかを可視化できるようにしている。 
 

■プロ意識を持った里親がいてもいい 

 仕事で保育や教育をしてきた、保育士や教員が里親やファミリーホームになるケースも出てき

ている。 

たとえば、児童養護施設では24時間体制の交代制勤務なので、自身の子育てと仕事との両立

がなかなかできない。施設の職員が里親になることで、子育てと委託児童の養育を両立できる。

つまり、生活の中でこれまで培ってきた専門性を活かすことができる。 

  ⇒里親は職業ではないが、プロ意識のある人たちが里親になってもいい。 

 

■高まる里親家庭支援の重要性 

 里親等委託率が上がる＝里親への委託児童数が増える。 

里親家庭内において、子どもや里親のさまざまな問題や課題が頻回に発生する。毎日、毎週が

里親や子どものニーズに沿った相談支援の連続になる。 

 

児童相談所と里親との信頼関係の確立と、里親家庭への支援体制が欠かせない！ 

 増加する⾥親と⼦どものニーズに応える＝⽀援体制の充実  
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■前提として――良いマッチングは重要な里親支援 

 マッチングとは、子どもに合った里親家庭を選ぶことである。子どもの年齢、性格、背景など

に適した里親家庭を選ぶことで、子どもを委託した後に生じる不適応行動や、里親と子ども間の

摩擦を減らすことが期待される。 

マッチング協議は所長以下、関係者で行う。里親事業推進係長は各里親の現状を把握しておき、

マッチング協議のときに里親の状況に関する意見を述べる。 

 里親委託の子どもたちの７～８割は、被虐待経験者。年齢的にはまんべんなくいるため、里親

家庭に委託するときは、他の委託児童や実子と同学年にならないように配慮する。 

 発達障害や思春期の子どもの養育は実親でも大変なので、実子を育てた経験のある里親でも、

最初からむずかしい子どもを委託するのは避ける。情緒障害児短期治療施設などでしっかりとケ

アを受けてからの里親委託もある。 

 委託してみて、初めて気がつくことも多い。 

良い里親委託をしていくには、委託をした後のフォローや対応が大事である。それらを通して、

児童相談所が経験知を蓄積していくことができる。 

 

■里親への相談支援メニュー 

・必要に応じて、または緊急時の電話相談と家庭訪問 

・里親のレスパイト（休息） 

・子どものケア（具体的には、定期的に里親と一緒に児童相談所に通い、児童心理司が心理的

ケアを行う） 

・児童精神科医の診療 

・保育所や学校との連絡調整など 

 

■里親と子どもの関係が悪化したら――予防と対処 

里親と子どもとの関係が悪化したときは、粘り強く関係改善を試みるが、そうならないように、

最初に委託をするときに子どもの特性を話しておく。 

里親に子どもの情報を隠すようなことはしない。 

子どもを委託するときは、「何かあったら、いつでも児童相談所にご連絡ください」と伝えて

おく。 

 

■相談しやすい児童相談所になる 

 里親からさまざまな相談が寄せられることは、信頼関係ができている証拠である。 

福岡市では、非常勤の里親対応専門員を２名置き（24年度はさらに１名増員した）、担当する

里親家庭を分担している。 

里親委託をしたときは、区役所の各種届出に里親対応専門員が同行し、その後もこまめな電話

や訪問など、日常的なコミュニケーションをとっている。状況を把握していると、どのような支

19 里親家庭支援は最重要課題 
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援が必要かの予測がつきやすい。また、里親のほうも状況を一から説明しなくて済むので、相談

の電話をかけやすい。 

【注】詳しくは、『21 里親と子どもへの支援内容』（38～39ページ）を参照。 

 

 ⾥親普及と⾥親⽀援は、⾞の両輪  

 

■完璧な里親はいない 

 所長の藤林さんは、これまで200名以上の里親希望者に面接しているが、「最初から完璧な里

親はいません」と話す。 

「面接のときに伺うのは、子どもが委託されて何かあったときに、助けてくれる人が周囲にい

ますか？ ということです。周囲の人のサポートを受け入れるオープンさや柔軟性があれば、何

とかやって行けるのではないでしょうか」（こども総合相談センター長 藤林武史さん） 

 

 完璧な⾥親はいない。⾥親に必要なのは、何かあったときに助けてくれる⼈  


