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 福岡市では、こども総合相談センター（児童相談所）に里親担当職員を複数配置し、里親支援

の専従班をつくっている。 

 

■児童相談所の体制強化＝里親担当職員の配置 

  児童相談所の体制 

  児童福祉司数（人） 
 

（里親対応専門員／人） 

うち里親担当職員（人） 
年

度  

児相数 

 
 

うち 

専任 

うち 

他業兼務 

 常勤 
非常

勤 

 
里親制

度従事

者の合

計数 

（人） 

 

里親委託

児童数 

（その年度

の里子の実

数／人） 

H16 1 － 1 1 0 - - - 1 32 

H17 1 － 1 1 0 1 0 1 1.7 45 

H18 1 19 2 1 1 1 0 1 2.2 65 

H19 1 21 2 1 1 1 0 1 2.2 79 

H20 1 22 2 1 1 1 0 1 2.2 84 

H21 1 24 2 2 0 1 0 1 2.7 102 

H22 1 25 2 2 0 2 0 2 3.4 124 

H23 1 28 2 2 0 2 0 2 3.4 147 

【注１】非常勤（嘱託）は0.7人扱い。 

【注２】平成17年に改正された児童福祉法施行令第２条には「児童福祉司の配置は、人口５万から８万に

つき１人」となっている。福岡市の人口は147万人であるので、配置基準は「18～29人」となる。 

【注３】「里親対応専門員」とは、国で定める里親委託等推進員のこと。 

 

■里親支援班のスタッフ配置 

平成 15 年度に里親担当主査を 1 名配置、平成 17 年度には、里親の養育技術の向上と精神的負

担の軽減を図る目的から里親対応専門員（嘱託）を 1 名配置し、さらに平成 18 年度には、係員

1 名が配置された。 
また、里親と里親家庭への委託児童数の増加に伴って、平成 22 年度に里親対応専門員が 1 名

増員され、係長 1 名、係員 1 名、里親対応専門員（嘱託）２名の４人体制となっている。 
平成 24 年度はさらに、里親対応専門員（嘱託）が 1 名増えた。公務員に異動はつきものだが、

里親事業推進係長は平成17年度から22年度まで同じ人が務めていた。 

 

■里親対応専門員 
現在２名いる里親対応専門員は、里親を直接支援する立場の非常勤職員（週に27.5時間勤務）

で、担当制になっている。非常勤（嘱託）は準公務員扱いで、年間雇用。 

【注】里親対応専門員の担当制については、『21 里親と子どもへの支援内容』（38～39 ページ）で詳しく

20 里親支援の専従班をつくる 
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説明している。 

 

■児童福祉司と里親担当職員の協働 

委託後は、委託した子どもの状況に応じて、里親対応専門員、地区担当児童福祉司、児童心理

司の３人１組で、里親家庭や学校などへの訪問を実施し、また、こども総合相談センターに通所

してもらって、子どもへの心理ケアと里親への養育支援により、里親と子どもの新たな絆を深め

る支援を実施している。  
また、里親家庭で起こる悩みは、同じ立場の里親同士のほうが理解しやすく、共有されやすい

面もあるので、里親会や里親サロンへの参加を促し、孤立しないように配慮している。 
里親行事での託児や里親会のキャンプなどで、子ども同士が顔なじみになり、里親同士の関係

が強くなると、レスパイト・ケアの際も子どもの預け先として顔なじみの里親家庭が可能となる。 
里親サロンの運営や託児においても、「子どもＮＰＯセンター福岡」の協力を得て、里親と子

どものつながりを深める取り組みを行っている。 
 

■里親制度だけに専念できる職員の配置の必要性 

 平成 18年度より里親担当の児童福祉司を配置し、係長と計２人となった。地区担当を兼任し

ていると、どんどんケースが上がってくるので、専任にした。 

専任にしたのは、「里親制度だけに専念できる組織及びケース数に応じた相談支援職員の配置

は必須である」という考えに基づいている。 

 こども総合相談センター所長 藤林武史さんは、次のように語っている。 

「里親支援は特別なソーシャルワークです。地区担当のケースワーカー（児童福祉司）の通常の

仕事内容とは異なりますし、施設入所の子どもたちのためのソーシャルワークとも違います。里

親制度における支援において、実親・里親・子どもの関係調整は独特なものがありますので、地

区担当のケースワーカーが一人で行うのはむずかしいのです。 

 また、児童相談所という組織としても、里親支援ソーシャルワークの経験やノウハウを蓄積し、

組織の中に根づかせていかなければなりません。 

そのためにも、里親制度に専従するスタッフを複数置く必要があります。年々増加していく里

親と委託児童を支えるには、里親支援の専従班が絶対に必要です」 

 

 児童相談所に⾥親制度の専従組織があったほうが⽀援しやすい。 
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■里親ごとに担当者（里親対応専門員）をつける 

 実親対応をしている地区担当児童福祉司、児童心理司、里親対応専門員の３人がチームを組ん

で、里親委託中の各種対応にあたる。 

 里親対応専門員（非常勤・週４日勤務）は、その里親家庭の担当者になる。 

里親担当者の決定は、里親の年齢、子育て経験を勘案して、里親事業推進係長が行う。里親担

当者は、里親と子どもが交流しているときから担当する。 

 

 ⾥親担当職員は、⼀貫した関わりが⼤事  

 

家庭訪問は里親担当者（里親対応専門員）が行うが、里親に不安や心配がある場合は、里親事

業推進係長も同行する。里親からの連絡は、基本的に担当者が受ける。ただし、担当者が不在の

場合は、係長が受ける。 

 

■日常的なコミュニケーションの重要性 

① 里親担当者は、できるだけ頻繁に里親に電話をする。雑談の中から、子どもや家庭の様子が

わかる。 

② 日常生活ではさまざまな雑事が起こる。子どもが来たときの住民票の届出、予防接種の際に

必要な母子健康手帳、子どもの通帳作成など。里親から問い合わせが来る前に、その里親家庭に

いま何が必要なのかを判断し、先回りをして情報提供をする。 

③ 住民票の届出、児童手当の申請などに、担当者が同行することもある。 

 

■子どもへの支援 

① 児童相談所への通所によるケアやカウンセリング。必要に応じ、児童心理司による定期的な

カウンセリングを受けている。 

なお、福岡市は人口に比して、それほど面積が広くなく、公共交通の便もいいので、片道１

時間あれば、市内のどこからでも通所できる。 

② 子どもは児童心理司がプレイセラピーやカウンセリングを行い、その間、里親は里親対応専

門員や地区担当児童福祉司と面談する。通所の回数は月１回が多いが、ときには２～３週に

１回の場合もある。通所のメリットとして、「えがお館」（児童相談所が入っているこども総

合相談センターの愛称）の近くにヤフードームがあり、親子でゆっくり過ごすことができる。 

【注】ヤフードーム（福岡Yahoo! JAPAN ドーム） 

福岡ソフトバンクホークスの専用球場（本拠地）で、球場内にはハンバーガーショップをはじめ、

さまざまな飲食店、ソフトバンクホークスのグッズを売るショップがある。ドーム周辺にも「暖手の

広場」や鷹観世音大菩薩など、親子が楽しみながら散策できるようになっている。 

③ 必要に応じて、児童精神科医の診察を受けてもらう。 

21 里親と子どもへの支援内容 
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④ 学齢児を委託している場合は、学校の先生にも会いに行く。里親家庭で暮らす子どもを担当

した経験のない教師は多く、子どもの行動に対して、どのように対処していいのかわからな

いことが少なくない。そのため、学校と児童相談所の連携が大事になる。 

⇒保育園や学校との連絡調整 

⑤ 子どもの意見を聞く。子どもが困らないように、子どもの意見を聞きながら対応する。 

 

■子どもと実親との交流 

養子縁組が主流であった時代から、養育里親が多くなってきている現在、実親との家族再統合

の数も増えてきている。里親家庭における実親との交流や、家族再統合のためのプログラムは重

要な課題となっている。 

福岡市では、児童福祉法 28 条ケースで強制的に保護した子ども以外は、実親と交流させたほ

うがいいと考えている。 

子どもにとって祖父母にあたる年代の里親なら、実親のサポートができる。面会は、基本的に

は児童相談所で行うが、里親宅で会う場合もある。 

実親との面会交流の際、より専門的なサポートを必要とする子どもは「子どもの村福岡」の育

親(里親)に預けることもある。「子どもの村」には事務局が入ったセンターハウスがあり、育親

だけでなくスタッフも常にいるため、個人宅より面会を行いやすい。 

 

■情報共有の迅速性 

 児童相談所は、こども総合相談センター内のワンフロアーにある。 

地区担当児童福祉司と里親担当職員が近くに座っているので、問題の共有や対応を迅速に行う

ことができる。 

 里親側の担当者と子ども側の担当者の意見が異なる場合は、里親推進事業係長が調整する。そ

ういった調整がすぐにできるのも、児童相談所が１ヵ所の強みといえる。 
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■登録研修  

 里親希望者への研修内容は、基礎研修（ミニ講座、里親サロン、施設見学）、認定前研修（丸

２日）、施設実習。 

平成22年度までは、希望者がある程度集まってから研修を実施していた（年２～３回）。しか

し、人数が集まってから研修の予定を立てる方式だと、受講者や担当者の予定が立ちにくい。そ

のため、平成23年度からは年間の予定を組んで、年に４回実施している。 

 

■ステップアップ研修 

里親登録者の養育技術の向上を図ることを目的に、年２～３回のステップアップ研修を実施し

ている。 

平成23年度・24年度の内容は、「躾と体罰」「ライフストーリーワーク」「真実告知」「子ども

の権利擁護」などだった。ステップアップ研修は、養子縁組が成立した人にも案内を送っている。 

 

■専門里親継続研修 

 平成 24年度から、専門里親の継続研修を実施している。２日間のうちの検討会以外の講義は、

専門里親ではない里親も受講が可能である。 

 検討会は、専門里親とファミリーホームのみを対象とし、「子どもの村福岡」が行っている「ケ

アスタディ」の発想を活かした内容にしている。ケアスタディは自分たちのケアに焦点を当てて

学び合うもので、ファシリテーターは、こども支援課長で臨床心理士の瀬里徳子さん。 

それぞれの養育体験を発表した後は、周りからサポーティブな意見が出た。専門里親の継続研

修を受けるメンバーはお互いに顔なじみだが、発表し合うことで「こんなに深い養育体験を聴く

のは初めて」という声が上がった。所長の藤林さんは「皆さん、よくやっていらっしゃいますね」

と感心していた。 

【注】ケアスタディについては『24 「子どもの村福岡」の事業と活動」（43～44ページ）も参照。 

 

■「子どもの村福岡」の研修会に参加 

 「子どもの村福岡」において開催されている研修会に、里親会のメンバーや児童相談所の職員

も参加し、スキルアップに努めている。 

 

 

22 里親研修 
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■ＳＯＳ子どもの村（ＳＯＳキンダードルフ） 

 第２次世界大戦後、ヨーロッパでは多くの戦争孤児が社会問題になった。 

当時、若い医学生だったヘルマン・グマイナーは「子どもたちがそれぞれの家庭を持たない限

り、問題の解決はない」と、1949年、オーストリアのインスブルグ郊外のイムスト村に最初の「子

どもの村」を設立した。 

「ＳＯＳ子どもの村」のスローガンは、「すべての子どもに愛ある家庭を」。「すべての子ども

は、家庭で育ち、愛され、尊敬され、守られる」というのが理念である。 

 現在、「ＳＯＳ子どもの村」は133ヵ国に広がる国際ＮＧＯとして、教育・医療・地域支援な

ど、さまざまなプログラムを展開している。「子どもの村」の数は2010年の統計で518ヵ所。 

【注】ＮＧＯとは？ 

Non-Governmental Organizationの略。開発、人権、環境、平和など、地球規模の問題に国境を越えて取

り組んでいる非営利の民間組織を「ＮＧＯ」と呼ぶ。 

 

■愛着の絆・永続的な支え・子どもの権利を守るために～「ＳＯＳ子どもの村」の４原則 

・マザー：実親に代わって、子どもたちを育む親。 

・兄弟姉妹：複数のきょうだいの絆の中で育つ。 

・家：どの家族も「独自の家」を持つ。いつでも帰ることができ、常に安心して過ごせる家。 

・村：「村」は社会につながるドア。マザーと子どもたちは地域の一部として生活する。地域に

おいて、人々と出会い、未来を築く機会を得る。 

 

■「子どもの村福岡」 

 「ＮＰＯ法人 子どもの村福岡（理事長・満留昭久さん）」は、「ＳＯＳ子どもの村」の理念と

プログラムを日本の家庭養護のモデルとして取り入れるべく、平成22（2010）年４月に開村した。 

設立までに要した費用は、建設費として２億3500万円、設立準備に約6000万円。それらはす

べて寄付でまかなった。開村後も、年間約7000万円の運営費が必要とされている。 

「子どもの村」は福岡市西区今津の市有地にある。敷地内に「家族の家」５棟と事務局などが

入ったセンターハウスが建てられている。 

センターハウスには、村長、子ども家庭相談

室長、センタースタッフがいる。このほか、子

どもの村を支える専門家チームとして、音楽療

法士、児童精神科医、心理臨床士、保健師、小

児科医、ソーシャルワーカーが関わっている。 
 現在の村長は、えがお館名誉館長でもある坂

本雅子さん。 
「子どもの村福岡」では、「マザー」のこと

を「育親」と呼んでいる。現在４人いる育親（職

23 「子どもの村福岡」の設立 

いくおや
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員）は全員、福岡市に里親登録をしており、福岡市里親会（つくしんぼ会）に入会している。そ

のほか、育親アシスタントが３人いる。 
 なお、「子どもの村福岡」は平成21年６月、国税庁長官より「認定ＮＰＯ法人」として認定さ

れた。 

 

※資料 福岡14 ＮＰＯ法人「子どもの村福岡」の組織図  

 

■開村から２年間の子どもの委託状況 

 開村にあたっては、地域と覚書を取り交わした。内容は、 

① 思春期などの高齢児ではなく、低年齢の未就学児から育てる。 

② 子どもの村の子どもたちが、１学年５人以上にならないようにする。 

 子どものマッチングや養育計画については、村長を窓口にして行うこととし、児童相談所と覚

書を取り交わしている。 

開村時には、１歳から６歳までの４人の子どもたちが３家庭に委託された。平成24年 12月現

在、14人の子どもたちが４家庭に委託されている。 

12月に一家庭がファミリーホームとなったが、「子どもの村」としては、今後も一家庭ずつフ

ァミリーホームへ転換していくことと、児童家庭支援センターの設置を目指している。 

 

■地域とともに育てる 

 ＳＯＳ子どもの村のガイドラインでは、『地域の一部となる』ように示している。 

「子どもの村」のある“今津の子”として、みんなに育ててもらうため、地域の行事には積極

的に参加している（神社の春祭り、掃除、夏祭り、盆踊り、精霊流し、地域の運動会、公民館の

子育て学習会など）。 

 

 地域が、傷ついた⼦どもたちをケアしてくれる  
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■「子どもの村福岡」のセンターハウス事業 

 事務局が入っているセンターハウスでは、以下の事業を行っている。 

① 子育て相談やプレイセラピー 

 カウンセリングルームやプレイルームで、毎週土曜日（10～16時）、臨床心理士が相談を行う。 

② 健康相談 

 たまごホール（多目的ホール）で月1回、土曜日（10～12時）に小児科医や歯科医が健康診断

や健康相談、発達相談を行う。地域の親子も利用できる。 

③ 子育てミニ講座 

 「子どもの村福岡」の理事長（小児科医）が、地域の親子や「子どもの村」の育親向けに、子

育てに関する講座を行う。 

④ たまご広場 

 毎週火曜日、地域の親子を対象に子育てサロンを行う。離乳食教室や遊びのプログラムも行う。 

⑤  ミニコンサートや読み聞かせ 

 さまざまなボランティアによって、地域との文化活動が行われている。 

 

■「ＳＯＳ子どもの村」のマザー研修を学んで行う「里親専門研修」 

 「ＳＯＳ子どもの村」のマザー研修を学んで、子どもの村の育親（職員）、福岡市里親会、こ

ども総合相談センター（児童相談所）、地域小規模児童養護施設職員、乳児院などの職員が一緒

に受けられる研修を行っている。この研修は、平成 21 年から独立行政法人福祉医療機構より「家

庭的養護の人材育成プログラム開発」として助成金を受けている。 
 

※資料 福岡15 「里親専門研修」各回の内容（2010年～2012年度） 

 
■ケアスタディの取り組み 

 講義とともに、「ケアスタディ」を行っている。 

ケース検討会（ケース・カンファレンス）では、子どもの課題に焦点が当たりがちだが、「ケ

アスタディ」は、自分たちのケアに焦点を当てて学び合う方式の研修である。ケース検討ではな

く、子どもへのより良いケアを考えることで、自分の養育に引き付けて考えることができる。 

「ケアスタディ」を行う条件として、参加者は30名以下。毎回、テーマを決める（たとえば、

「性的虐待を受けた子どもとその家族への支援」など）。 

講義では、専門家や研究者に基本的な話をしてもらい、その後、里親が自分の養育の課題につ

いて提案し、グループで話し合う。司会は「子どもの村福岡」の専門家チームが分担する。参加

者は「自分のうちではこのようにしている」と体験談や意見を発表し、みんなで体験を共有する。 

なお、「ケアスタディ」の参加者には、守秘を意識づけるために「誓約書」を書いてもらう。 

 

※資料 福岡16 ケアスタディの参加者に記入してもらう誓約書（見本） 

24 「子どもの村福岡」の事業と活動 



44

     44  

■社会的養護を支える多分野のネットワークづくり 

 小児科医会、精神科病院協会、弁護士会などと一緒に講演会や研究会などを共催し、ネットワ

ークづくりを進めている。 

 

■冊子「弁護士に聞く 里親として知っておきたいこと」の発行 

 「子どもの村福岡」は、福岡市里親会と市内の弁護士有志と協働で、里親が子育て中に感じる

疑問や不安に対して、弁護士が法律的な立場から答えるＱ＆Ａ方式の冊子を発行した（平成24

年３月）。これは大変好評で、増刷が決定した（１冊500円）。今後は、社会的養護に関わる人た

ちの意見を取り入れ、さらに深めた実践編を発行する予定である。 

 

『弁護士に聞く 里親として知っておきたいこと』 

里親養育の問題を弁護士の支援から「Ｑ＆Ａ」でわかりやすく

説明している。 

・平成24年３月発行 

・48ページ 

・1冊 500円 

・編集・発行 「弁護士に聞く里親として知っておきたいこと」

製作実行委員会 

 

 

■『国連子どもの代替養育に関するガイドライン ＳＯＳ子どもの村と福岡の取り組み』の発行 

 上記の冊子の発行に先駆けて、『国連子どもの代替養育に関

するガイドライン ＳＯＳ子どもの村と福岡の取り組み』を出

版した。 

 第１部は、2009（平成21）年11月 20日に、国際連合が正

式に採択した「子どもの代替養育に関するガイドライン」の翻

訳。第２部は、「ＳＯＳ子どもの村」の紹介と、日本初の「Ｓ

ＯＳ子どもの村」となる「子どもの村福岡」が設立された経緯

と福岡市における社会的養護の発展が記されている。 

・平成23年 11月発行 

・254ページ 

・1冊 2100円（発行：福村出版） 

・編集 「子どもの村福岡」 

 

申し込みは２冊とも「子どもの村福岡」事務局へ  電話 092(737)8655 

 

■「子どもの村東北」「日本ＳＯＳ子どもの村」の活動 

 国際組織の一員として、「日本ＳＯＳ子どもの村」を立ち上げた。また、宮城県で始まった「子

どもの村東北」の設立を支援している。 
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■福岡市里親会（つくしんぼ会）の状況 

・会員数（平成23年度末）：37世帯 

・里親会への加入率：37.8％ （登録里親数98世帯のうち、加入里親数37世帯） 

・会報：月１回、「つくしんぼだより」を会員に郵送、または電子メールに添付して送る。 

・会報の内容：定例会で話し合った内容の周知、里親としての悩みや想いを文章にしていただく

「分かち合いコーナー」、行事での写真を掲載する「つくしんぼギャラリー」 

・会費：全会員対象の基本会費月500円(年間6000円)＋委託児童一人当たり月500円（年間6000

円）の運営協力金を４月・10月の半期ごとに徴収する。 

子どもの活動に関わる活動費の不足分は、行政からの補助金のほか『つくしんぼ基金』からの

寄付金や会員負担金によって、まかなっている。 

 

■里親会の事務局体制 

・事務局の所在：こども総合相談センター「こども支援課」が窓口になっている。 
平成 24 年 12 月より、同センターの図書室に文書整理棚を置くスペースを借用したことで、週

１回の割合で定例の役員会が開催できるようになった。 
・事務局員：なし。７名の理事と三役による役割分担で集団事務局体制を機能させている。 

・こども支援課にお願いしている事務内容：文書管理と里親賠償責任保険の手続き、定例会・総

会の準備補助。なお、里親会の事業計画や会計管理は里親自身が行っている。 
 

■定例会の内容と平成24年度からの変化 

定例会は月１回、第２土曜日の午前中（10時～12時）に開いているが、臨時の会合もある。

会員が参加しやすいように、会議を開く際は必ず託児をもうけている。 

平成 24 年度からは、会議を前半と後半に分けるようにした。 
前半（1 時間弱）は各事業の経過報告、研修会やフォーラムについての話し合い、こども支援

課からの連絡事項などを行う。後半（1 時間強）は、各部会や地域別の里親グループに分かれて、

自由に話し合ってもらう。これらの工夫によって、従来の課題だった出席者の固定化現象から脱

皮しつつあり、新しい会員や久しぶりに参加される方など、徐々に出席者が増えてきている。 
【注】「部会」の説明は48ページを参照。 

 
■会議中の託児 

これまでも、人形劇・英会話教室・カラーセラピーなど楽しい催しをそのつど企画して、子ど

もたちには楽しんでもらってきた。 
平成 24 年度からは、提携団体の「子どもＮＰＯセンター福岡」が「子どもプログラム」を提

供してくれている。また、多くのボランティアが参加してくれるため、ワークショップなどの活

動、絵画・工作・野外遊び、観劇や九州交響楽団によるアウトリーチ（出張）コンサートなど、

多様な支援を受けている。 

25 参考 福岡市里親会の活動 
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■つくしんぼ会の活動内容（平成23年度） 

 総会、内部研修会、合同研修（キャンプ・施設訪問）、他の里親会との交流会、定例会、物品

販売、新年会は、里親会が独自に開催した。 
なお、キャンプには、里親と子ども（委託児童）だけでなく、施設の子どもたちにも参加して

もらっている。 
 
※資料 福岡17 福岡市里親会会則 

※資料 福岡18 本会（福岡市里親会）の経費（会計）について 

※資料 福岡19 平成23年度 つくしんぼ会（福岡市里親会）事業報告書 

※資料 福岡20 平成24年度 つくしんぼ会（福岡市里親会）事業計画書 

 

 

 

 福岡市里親会の変化と改革  

 福岡市里親会では、平成23年度末から自己変革とも言える機構改革を行っている。それに関

して、平成23年度まで２年間、会長を務めた木村康三氏にご報告いただいた。 

以下は、木村さんの文章である。 

 

●ふたつのきっかけ 

福岡市里親会（つくしんぼ会）が自己変革を迫られる大きなきっかけは、ふたつあった。一つ

は３年前、平成22年４月の「子どもの村福岡」（福岡市西区今津）の誕生と、その後に始まった

研修・交流である。もう一つは、平成23年 12月初旬に行われた札幌市里親会との交流である。 

【注】この交流会は、札幌市里親会が全国里親会における里親会モデル事業の一つとして実施した。 

 

●「子どもＮＰＯセンター福岡」と「子どもの村福岡」 

「子どもの村福岡」の設立への動きは、我々里親会（里親）に少なからぬインパクトを与える

ものであった。それは、「子どもの村福岡」と協働関係を結び、歩んできた「子どもＮＰＯセン

ター福岡」の存在のインパクトでもある。 

「子どもＮＰＯセンター福岡」は、「ファミリーシップふくおか」として主催する年２回の「新

しい絆」フォーラムと、「子どもＮＰＯセンター福岡」自身による「子どもにやさしいまちづく

り」の実践及びそのフォーラムを開催していた。我々里親はそれぞれに参加していたが、里親会

としての組織的な参加にはなっていなかった。 

ことに、「子どもの村福岡」に対して、里親会はその誕生までの動向に関して批判的・非協力

的なポジションを維持していた。自らの組織に対する防衛的・守旧的態度は、外圧によってより

いっそう硬化する。まさに「黒船来航！」との表現のように、“外からの脅威”に対する警戒心

が露出していた。 
そのような関係の中、平成 22 年４月 24 日の開村記念式典に新旧の会長・副会長が招待され、

初めて「子どもの村福岡」と出会い、向き合うこととなった。いわば、今津港に停泊する“黒船”

を見学に行き、その船に乗せてもらった形である。大砲こそ持たないものの、その大がかりな装
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置に圧倒され、あっさりと“開国”したというわけだ。 
その後、時をおかず、乗組員である「育親さん」４名が里親会に加入し、その日に 1 年分の会

費を納入してくれた。ジリ貧状態が続いていた里親会が「育親さん」たちを歓迎しないわけには

いかない。こうしたインパクトある出会いから、「子どもの村」とのお付き合いが始まった。 
その後は、「子どもの村福岡」が提供する年に５～６回の一般研修（関心ある人は誰でも参加

できる）と、年４～５回の専門研修（育親・里親・ファミリーホーム事業者が対象）に参加する

ことで交流を深め、養育の質向上を目指している。 

 

●九州冒険王の「こどもプログラム」 

専門研修時の託児時間に提供される、「九州冒険王」（代表：大西清文さん）のもとに集うボラ

ンティアグループと、「子どもの村福岡」が共同で開発した「こどもプログラム」は、独自の里

親・里子支援として特筆される。 

遠く、宮崎や静岡など県外から馳せ参じるボランティアスタッフと固い絆で結ばれつつある子

どもたちは、今では「こどもプログラム」の日を待ち望むようになってきている。「こどもプロ

グラム」は、子どもたちのアドベンチャーキャンプ（平成24年８月に９泊10日の日程で実施さ

れた）へと発展した。さらに、それはあろうことか、里親と子どもが一緒に参加する「里親のた

めのリフレッシュキャンプ（２泊３日）」へ結実する。 

リフレッシュキャンプでは、子どもたちは「子どもプログラム」に参加し、里親は丸１日、子

どもたちから離れ、ゆっくりと骨休めをする。夢のようなひとときであった。参加家族が３家族

という少人数で、子どもの人数以上のスタッフがボランティア＋手弁当で全国各地から駆けつけ

てくれたからこそ実現できた快挙だったのだが、民間の手によって、これほどの素晴らしい里親

家庭支援ができるというモデルともなった。 

こうした前例をつくることに、行政は通常及び腰となることが多いのだが、福岡市の児童相談

所は理解し、支援してくれたことも付け加えておく。 

こうした一連の取り組みと支援によって、里親の意識改革とともに、子どもたちの「自己肯定

感・自尊感情」の向上が見られるようになった。 

と同時に、里親同士・子ども同士の“絆”は深まり、＜児童相談所・里親（ファミリーホーム

を含む）・子どもの村福岡・子どもＮＰＯセンター福岡・九州冒険王＞という、里親と子どもを

支援し、ケアする重層的なネットワークの広がりが、結果として養育の質をも深化する流れを生

み出していると言える。 

 

●里親会の機構改革の影響 

 里親会への加入率が実に93％という札幌市里親会との交流は、大きな刺激となった。たった一

日の交流ではあったが、里親会改革の具体的なイメージを描くことができた。それが、平成24

年度における機構改革と規約・規定改正と財政基盤確立への展望へとつながり、さらに大胆な機

構改革によって、里親自身の意識変革をも見通すことができるようになった。 

では、どこが、どのように変わり、これから、どのように変わろうとしているのか？ 

 

◆その１：児童相談所との関係が変わった 

新規里親の研修と登録（認定）、児童の委託・措置・解除という権限を持つ児童相談所に対し
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て、里親はともすれば受け身となりがちである。しかし、本来は対等であり、ともに社会的養護

（家庭養護）の拡充・整備を進めるパートナーである。 
里親の側にその自覚が欠けると、仲間内での児童相談所に対する非難や中傷、陰口など生産

的・建設的でない関係にとらわれる。家庭養護をともに担うパートナーだという自覚に立てば、

里親は児童相談所に対して、より建設的な提言を行う権利がある。 

他方、児童相談所は、里親からそのような提言や意見具申を引き出す責任がある。つまり、お

互いがものの言いやすい関係を構築していく義務がある。そういった関係が、ひいては子どもに

最善の利益を保障するための必要条件ともなる。 

このような視点から、「つくしんぼ会」は今年度当初、初めて児童相談所との懇談会を開催す

ることができた。それはあくまでも第１歩を踏み出したに過ぎないが、忌憚のない意見交換がで

きたことは画期的であったと言える。 

 

◆その２：組織機構の改革によってもたらされた変化 

① 「理事」の設置 

これまでは会長１名、副会長２名（三役）、会計２名、監査１名というシンプルな役員体制だ

ったが、新たに「理事」というポストを設けた。理事には、次期会長・副会長候補（次年度は既

に内定）、前会長・副会長、前々会長・副会長など、役員経験者及び部会の代表者を当てること

で役員の負担を軽減するとともに、執行体制の継続を図ることを企図した。 

「理事」の新設と役員会・理事会の定例化によって、定例会の議事運営だけでなく、日常活動

も進めやすくなったと言える。 

 

② 「部会」の新設 

月例会の後に「部会」を行うことで、各部会からの提案を必要な時点で行い執行を図ることが

できるようになった。同時に、多くの構成員が積極的に活動する空気が生まれて来たと言える。 

「部会」は、今年度は「企画・研修部」「親睦部」「広報部」の３部会でスタートしたが、固定

した分掌ではなく、必要に応じて、業務内容を改変したり、構成人員の増減を行ったりできる、

ゆるやかな組織となっている。 

たとえば、「企画・研修部」は、来年度は「企画部」・「自立支援部」とし「11歳からの自立支

援プログラム」を研究開発しようと考えている。「広報部」はメンバーを新たに募り、「つくしん

ぼだより」の内容の充実や配布方法の工夫、「つくしんぼ会」のホームページ作成など、新たな

企画の準備を進めている。 

「親睦部」では、「地域別里親サロン」という新企画を考案・実施し、出席者から好評をいた

だいている。市内の各区を基礎単位とした、お互いが行き来しやすい近隣地域で里親同士の交流

を深めることがそのねらいである。内容・実施時期・回数などは各地域にゆだねられているが、

推進委員（理事）が核となって考案・実施して、事後報告をするようになっている。したがって、

取り組みの地域格差が生まれ、やっていない地域にはノルマとなりプレッシャーとなる仕組みで

ある。この「地域サロン」が新機軸となって根付いていくことで、里親の孤立や虐待を防ぎ、里

親会の活性化が図れるものと考えている。 

 

③ 他団体（支援団体）との連携・共働による事業が増えてきた 
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これによって、里親家庭への支援内容をより具体化し進めることができるようになった。各理

事を支援団体の窓口とすることによって、その事業をより広げる展望を切り拓くことができた。 

たとえば、弁護士との連携共同で『弁護士に聞く、里親として知っておきたいこと』（続編）

の発行、子どもの村・九州冒険王・子どもＮＰＯセンター福岡との共同で実施予定の「里親子の

ためのリフレッシュキャンプ」、「子どもの村」主催の専門研修時や里親会定例会時の託児を「子

どもＮＰＯセンター福岡」との共同で行う「子どもプログラム」の実行、「いっしょ☆ふくおか」

や「そだちの樹」との連携で行う自立支援など、これらは現在進行形だが、今後企画し、実行し

ていく共同事業をいくつか予定している。 

社会的養護という制度改革と機を一にして、草の根で進む里親家庭支援の一端を紹介してきた。

福岡市里親会としての社会的活動（ソーシャルワーク）は、多様なネットワークに支えられて展

開しつつある。 

虐待死ゼロの実現のために里親としてできることは、虐待のループから抜け出し、自立できる

次世代を育てることだろう。 

 

 社会的養護を⽀える⾥親会に＝⾥親は次世代の健全育成を担う存在  

 

※資料 福岡21 福岡市里親会の新しいきこう組織図（平成24年６月） 
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■７年間の取り組みで意識が広がった 

「施設がいっぱいなので、行き先確保のために里親を増やそう」 
⇒里親委託の成功体験  

⇒「家庭を必要とする子どもたちに、たくさんの里親を」 
「家族と暮らせない子どもたちのために、理解と支援の環を広げていこう」 

⇒福祉関係者だけに閉じられていた社会的養護の課題が、市民の共通課題へと発展 
 

■里親普及と支援は車の両輪として 

 さまざまな課題を持つ子どもたちを家族として受け入れ、養育するには、専門的支援と地域の

支援が欠かせない。 
里親が増えなかった理由として、支援体制が充分でなく、地域からも孤立しがちであったため

という側面がある。 

里親普及と支援体制の拡充を車の両輪として取り組む必要がある。 
 
■里親養育を支える多分野のネットワークがつくられた 

児童相談所、里親会、弁護士会、小児科医会、ＮＰＯなどのさまざまな団体によるネットワー

クができた。 
 

■子どもたちを支える、新しい社会的養護の活動が生まれた 

「子どもの村福岡」「かんらん舎（自立援助ホーム）」「そだちの樹（子どものシェルター）」な

どの新しい活動が生まれている。 
 

■市民を信じ、市民の力を借りる 

子どもたちの現状を知ることで、「自分にできることがあれば手伝いたい」という市民はたく

さんいる。この社会の中に里親がいることが広く知られることで、里親支援の動きは広がる。そ

の先にあるのが「子どもは社会全体で育てていく」という考え方である。 
 
■今後の課題 

（１）委託後の丁寧な支援 

 福岡市においては、17年度から23年度までの7年間で、登録里親数、里親・ファミリーホ

ームに委託する児童の数が急激に増加した。委託児童が増えれば増えるだけ、各里親家庭でさま

ざまな問題が発生するため、委託後の里親と子どもへの丁寧な支援が課題である。 

（２）児童相談所職員と里親との信頼関係の構築と、職員の専門性の確保 

委託児童の増加に伴い、里親支援の職員の増加はなされているものの、職員異動時の円滑な

引継ぎや、里親支援の専門性の確保が課題である。 
（３）里親家庭における実親との交流や、家族再統合のためのプログラム 

26 まとめと今後の課題 
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実親との交流のある子どもが増えている中、交流のあり方や再統合の支援が課題である。 
（４）未委託里親のモチベーション維持のための取り組み 

（５）里親普及と里親支援のための区役所（市町村）との協力関係づくり 

（６）校区里親の充実 

社会的養護を必要とする児童が可能な限り、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１小学校区に１里親家庭の確保を目指した“校区里親”の開拓が望まれる。 

（７）より一層の登録里親の開拓と確保 

  「里親委託を必要とする児童の３倍の里親を確保しておかなければ、適切なマッチングがで

きない」と言われているため。 

（８）施設との協力関係 

  施設の小規模化、高度化、地域化の流れの中で、児童相談所と里親、そして施設の良い関係

づくりを行い、社会的養護を市民化し、質を向上させていくことが必要になってきた。 

 

 

現在の福岡市のモットーは、 1 ⼩学校区に 1 ⾥親家庭を！ 
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