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●委託された子どもの養育は、自らがこれまで培ってきた子ども観や子育て観が
有効である場合もあれば、そうでない場合もあります。日々、養育について柔
軟に考えることが重要です。

●養育者の子育て観や習慣は子どもにとってなじみのないものであるばかりか、
子どもの以前の環境と相容れない可能性もあります。養育者は独自の子育て観
を優先せず、子どもの人格を尊重し、子どもの声に耳を傾け、自己決定を支援
し、子どもの権利を擁護する必要があります。また、自らの養育のあり方を振
り返るために、他者からの助言に耳を傾ける謙虚さも必要です。

●家庭養護の養育は、知識と技術に裏付けられた養育の営みです。養育者は、研
修・研

けんさん

鑽の機会を得ながら、自らの養育力を高める必要があります。

●❹固有の子育て観に
とらわれない養育

養育指針 第Ⅰ部総論　５家庭養護のあり方の基本（２）家庭養護における養育①社会的養護の
担い手として

1家庭養護のあり方
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1家庭養護のあり方

事例
子どもの要求に丁寧に応える
　ことあるごとに実子との違いを実感しています。わが家
に迎えた子どもは１日に何度も「自分のこと好きか？」「ど
れぐらい好きか？」と尋ねてきます。自分が何をしようと

見捨てないことの確認なんでしょうか。確認せずにいられない子どもをいじ
らしく感じ、ぎゅっと抱きしめて「大好きやで」と繰り返し伝えています。

子どもの行動を直すより、行動の意味を知ることが大事
　子どもの行動が理解できなかった頃は、子どもの行動を
直そうとし、常に子どもを叱っていたように思います。し
かし、里親研修を受け、子どもの行動の意味や対応方法を

理解したことで、子どもに余裕をもって対応できるようになりました。叱っ
てばかりいた頃は私自身もつらく、叱った後に自己嫌悪に陥ることがたびた
びでした。いまでは多少楽な気持ちで、子どもに向かえるようになっていま
す。

里親養育を学ぶことで自信を取り戻せた
　「愛情」と「思いやり」があれば子育てはできる、子どもをかわいく思え
るようになる、と思い込んでいました。でも、なかなかそうはならず、むし
ろ苦しくなっていきました。里親研修などで養育のスキル
や知識を得て対応を学ぶことで、子どもに対し優しく関わ
れるようになりましたし、自信も取り戻せたと感じます。
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●自立とは誰にも頼らないで生きていくことではなく、他者の力を借りながら、
他者と友好な関係を結びながら生きていくことです。そのことを子どもが認識
できるよう、まずは日常生活の中で、安心感や安全感に裏付けられた信頼感を
育みながら、他者への信頼感も育むことが重要です。他者への信頼感がない中
で、他者に頼ることは困難です。

●子どもには、あるがままの自分を受け入れてもらえたという体験が必要です。
そういう体験がない子どもを委託された場合は、子どもを無条件に受容するこ
とが必要になってきます。

●子どもが困難な出来事をどのように乗り超えていくかは、子どもにとって重要
な人生経験になります。「困ったときやトラブルがあったときには他者に協力
を求める」という姿勢が持てるように、そうした機会を子どもに提供すること
が重要です。

●成長過程の一時期に特定の養育者と関係を築き、家庭生活を体験することは、
子どもの人生にとって重要な意味があります。措置解除になった後でも、里親
家庭やファミリーホームが子どもにとって心のよりどころとなり、お互いにつ
ながり続けるという関係も生まれるでしょう。

●大学に行くなど自立への準備期間は、一般家庭で育った子どもと同様に、里親
家庭やファミリホームの子どもにも必要です。18歳を迎えた後の措置延長に
関して、必要に応じて児童相談所と話し合いましょう。また、措置解除になっ
た後でも自立が困難である場合は、18歳未満であれば再措置が可能な場合が
あります。里親等の制度が柔軟に運用されていることを知っておくことも大切
です。

●❺自分を他者にゆだねた
経験があってこその自立

養育指針 第Ⅰ部総論　５家庭養護のあり方の基本（２）家庭養護における養育④自立して生活
できる力を育む

1家庭養護のあり方
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1家庭養護のあり方

事例
子どもを受け入れ、子どもの心を満たす
　子どもが来てから１ヵ月経ちますが、子どもの過食が受
け入れられず、止めてばかりいました。「子どもの体が心配」
と自分なりにやってきたことが、自分の考えの押し付けで

あったように思います。子どもなりに苦しんでいるとわかっていても、子ど
もを受け入れられない自分に苛立ちを感じていました。ある日、児童相談所
とよく相談して、何かあったらすぐに連絡がとれる態勢にしておき、子ども
がたくさん食べたがるみかんを段ボールひと箱分用意しました。そして「み
かんを好きなだけ食べていいよ。でも、お腹がいたくならないよう、慌てな
いでゆっくりと食べてね」と子どもに差し出しました。すごい数のみかんを
食べましたが、満足するまで食べたところで一言、「ありがとう」と言われ
ました。翌日も翌々日もみかんを食べ、４日目に過食がおさまりました。養
育者として「子どもを心から受け入れる」「子どもの心を満たす」ことの大
切さを痛感しました。３日間、おやつ時間に児童相談所が電話の向こうで待
機してくれたことも心の支えになりました。

いつでも帰れる家の存在
　里親の期待を裏切ることばかりした後、家を出ました。
そして、気が向くと家に戻ることを続けていました。里親
に散々迷惑をかけ、合わす顔もなかった私をいつも何も言

わずただ「おかえり」と温かく迎えてくれました。そうされることで、私は
反省と感謝の念を持てたように思います。そして「いつでも帰れる家がある」
ということが、社会で生きていく意欲を支えてくれているように感じます。

無理せず好きなときにわが家に立ち寄ってほしい
　子どもが 18歳のとき、就職してアパート生活を始めました。友だちと遊
ぶのに忙しくて、しばらく盆も暮れもわが家に立ち寄りませんでしたが、自
立して３年目の年末にふらっと帰ってきました。珍しいこともあるものだと
話を聞いたところ、友だち同士で「実家どこ？」という話になり、当然のよ
うにわが家の話をしたそうです。たまたま友だちもそれぞれ実家に戻った年
末だったようで、お節料理をたくさん食べて、家でごろご
ろして、元気にアパートに戻っていきました。私としては、
子どもがわが家を思い出して帰ってくることのできる“港”
のように思ってくれているのかと、うれしい気持ちです。
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●ファミリーホームは、養育者の住居に子どもを迎え入れる養育形態です。里親
家庭が大きくなったもので、小さな施設ではありません。また、夫婦で行うこ
とが基本となります。

●養育者と補助者は、子どもの養育や支援に関し、お互いに十分な意見交換を行
い、共通の認識と理解を持って養育にあたることが必要です。そのことが子ど
もを中心とした、よりよい養育につながります。

●補助者は、家事援助や養育の補助を行うだけでなく、ファミリーホームでの養
育が密室化しないよう、第三者的な視点で客観的に見る役割もあります。家族
や親族が補助者となる場合は、とくにこの点について理解しておく必要があり
ます。

●ファミリーホームは、複数の子どもを迎え入れるので、子ども同士が養育者と
一緒につくる家庭でもあります。子ども同士の安定した関係は、ファミリーホー
ムを運営していくうえで大切な要素となります。そのため、新しく子どもを迎
える場合には、子どもの構成や関係性を考慮することが必要で、児童相談所と
の連携が大切です。

●「子ども同士の育ち合い」というファミリーホームの利点を活かすため、「子
どもに対してどのような関わりや働きかけが必要か」という観点を常に持って
養育にあたることが、養育者に求められます。

●❻ファミリーホームにおける
家庭養護のかたち

養育指針 第Ⅰ部総論　５家庭養護のあり方の基本（２）家庭養護における養育⑥ファミリーホー
ムにおける家庭養護

1家庭養護のあり方
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1家庭養護のあり方

事例
補助者の存在が大きい
　里親からファミリーホームになりました。里親時代と比べて、
補助者のサポートがあるので余裕を持って子どもに接すること
ができて楽しいです。また、補助者から共感も得られたので孤
立感がなく、煮詰まらないで養育できている感じがします。

子どもの受託と児童相談所との連携
　基本的には、どのような子どもでも受け入れ、断らない
という方針でいますが、子ども同士の関係を大切に、いま、
一緒に生活している子どもたちの安定を第一に考えていま

す。新たに委託の話があっても、子どものニーズに十分に応えられない、い
まの子どもたちが落ちついていないと判断した場合には、児童相談所とも十
分に話し合った上で、お断りしたこともあります。

施設職員からファミリーホームへ
　児童養護施設の中でも「よいかたち」と言われている小舎制の施設で働い
ていましたが、子どもは家庭の中で育てるのがよいと考え、里親を経てファ
ミリーホームを始めました。一貫した養育者とともに生活
することで、子どもたちが家庭のイメージを持てるように
なったと感じます。また、子どもたちが安心して生活し、
安定することができているように思います。
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●実親による養育が困難となった場合は、子どもにとって身近な存在である親族
のもとで生活することが一般的には望ましいといえます。こうした考え方にも
とづき、血縁関係にある三親等内の親族が一定の要件を満たせば、親族里親に
なることが認められています。なお、三親等内の親族でも、たとえば、おじ・
おばのように扶養義務のない親族は研修を受講することで、養育里親として認
定されます。

●親族里親には祖父母がなる場合が多く、養育できなくなった子どもの実親や子
ども本人に対する思いを支えにして、心の準備もなく突然、養育が始まること
があります。しかし、現実にはそれまで離れて生活してきたために、価値観や
生活習慣が子どもと違っているという難しさがあります。「実子の子育ての難
しさは他人に言えても、迎えた親族の子どものことは悪く言えない」という気
持ちもあるでしょう。

●他の里親と同様、孤立した養育や独善的な養育とならないように気をつける必
要があります。里親サロンなど養育上の悩みや困難を共有できる場や相談相手
を確保し、地域の相談機関を活用しながら養育しましょう。

●➐親族里親が地域や
相談機関とつながる必要性

養育指針 第Ⅰ部総論　５家庭養護のあり方の基本（３）地域とのつながりと連携①地域や社会
へのひろがり

1家庭養護のあり方
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1家庭養護のあり方

事例
自分の生活習慣を否定されたくない
　両親が亡くなり、私と弟はおじの家で暮らすことになり
ました。親戚といっても、わが家とは雰囲気が違うし、生
活習慣や料理の味付けも異なるので、最初はとても戸惑い

ました。おじやおばにしたら、普通に生活しているだけだったでしょう。でも、
私たちにしたら、自分たちの生活習慣を受け入れてもらっていないようで悲
しかったし、苦痛でもありました。「こんなときはどうしてたの？」とか「も
う少し甘いほうが好き？」と聞いてくれたら、うれしかったと思います。

孫と一緒に暮らし始めて
　親族だからこその大変さを感じています。以前は、祖母
と孫との関係で仲良しだったのですが、親族里親として一
緒に生活を始めたら、関係が微妙に変わったように思いま

す。私としては親を失った孫が不
ふ び ん

憫で、つい甘やかすことがあります。でも
孫にしてみれば、親としての対応をすることが増えた私を受け入れがたいと
感じることがあるようです。孫の成長を間近で見ることができてうれしい半
面、親族ゆえの複雑さもあります。

甥
おい

を迎えて
　親族とはいえ、いままでお盆や正月に会う程度だったの
で、お互いの生活をほとんど知らない状態で生活を始めま
した。私は甥

おい

のこれまでの生育歴を把握しておらず、どう
していいかわからないといった悩みを抱えています。

里親会に入ったら、仲間ができた
　娘が小学生の孫を遺して亡くなりました。以来、祖母である私は自分の仕
事と孫の世話を両立させてきましたが、経済的には厳しかったです。孫が高
校に入学したとき、担任の先生から里親制度があることを教えていただきま
した。児童相談所に申請すると、すぐに親族里親になることができました。
誘われて里親会に入ったら、研修などで思春期の子どもの
育て方などを学ぶことができて、仲間もできました。ただ、
他の親族里親に会う機会がまったくないのが残念です。親
族里親同士が交流できる場があるといいなと思っていま
す。
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●養子制度は、家庭復帰の望めない子どもが、永続的で安定した家庭で生活をす
ることで、子どもの健やかな育成を図るものです。また養子縁組の意義は、子
どもが養親と法的に安定した親子関係を保障されることにあり、子どもを跡継
ぎにする等を目的にした制度ではありません。養子縁組里親に委託される子ど
もは、「養子縁組ができる子ども」ではなく「養子縁組が必要な子ども」であ
ることを理解する必要があります。

●子どもを望みながら授からない夫婦にとっては、里親制度が子育ての選択肢の
一つになりますが、多くの場合、里親養育は中途からの養育であり、「赤ちゃん」
から育てるわけではありません。待ちに待った子どもでも、突然の育児で余裕
を失い、「思い描いていた生活と違っていた」などの悩みが出てくることも考
えられるので、児童相談所の助言や里親同士の支え合いが必要です。

●養子縁組が成立すると、子どもとの立場が「里親」から「養親」へと変わるた
め、里親研修、里親サロン、里親会の交流イベントなどに参加しなくなる人が
います。しかし、真実告知やルーツ探し、思春期の親子関係など、養親が抱え
る悩みは養育里親と共通していることもあります。事情を分かり合えて、子ど
もの成長をともに喜び合える養親や里親等の仲間とつながることが、よりよい
養育の手助けになります。

●❽法的に安定した関係を
保障する養子縁組

養育指針 第Ⅱ部各論　１．養育・支援（16）養子縁組

1家庭養護のあり方
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1家庭養護のあり方

事例
子どもの気持ちを置いていかないでほしい
　真実告知の後、頭の中が混乱し、整理できないうちに養
子縁組の手続きが始まりました。裁判所の人から「あなた
の名字は変わりますが、それでいいですか」と聞かれ、ど

ういうことなのかよくわからず、不安でいっぱいになりました。誰にも気持
ちを話すことができず、長い間、不安感を引きずってしまいました。いま振
り返ると、大人だけで事を進めて、私の気持ちが置いていかれたのだと思い
ます。

養子縁組里親は子どものための制度
　私たち夫婦には子どもがいないので、養子縁組を考えま
した。特別養子縁組は戸籍上、実の子と同じ扱いになると
聞き、「それはいいな」と思ったのです。ところが、児童

相談所に行ったところ、「養子縁組は子どものできない夫婦のためのもので
はありません。とくに特別養子縁組は、親のいない子どもの利益と幸福を目
的としてできた制度です」と説明され、目からウロコが落ちた感じでした。
どんな子どもと縁組をしたいかという希望はありますが、特別養子縁組は子
どもを守るためにできた制度ということは忘れないようにしなければ、と
思っています。

親が説明してくれてホッとした
　「特別養子縁組ってなに？」と父に聞いたことがありま
す。「お母さんとお父さんと君はどんなことがあっても家
族だという約束事だよ」と教えてくれました。すごく、ホッ
としました。

子どもに寄り添って、子どもの思い込みを解く
　養子縁組里親として迎えた娘は生後半年でうちに来ました。小学生になっ
たあるとき、「わたしはかわいくなかったから、半年も乳児院にいたんだね」
と言ったので驚きました。彼女は「自分はかわいくないから母親に捨てられ
たし、半年もの間、誰からも選ばれなかった」と思い込んでいたのです。子
どもの気持ちを考えると、引き取るのは早ければ早いほう
がいいですね。それから、子どもが「なぜ、私を選んだの？」
と聞いてくるときは、「あなたがいちばん、かわいらしかっ
たから」と言ってほしいのだと思いました。



■ 22 ■

●里親は、最も私的な領域である家庭において、社会的養護という公的な養育の
担い手です。公的養育をしているという意識を持つことが里親に求められてい
ます。

●里親は、子どもに対しては一番身近な支援者です。「子どもの支援」という共
通のテーマで里親同士がつながり合い、そして、里親会が「里親家庭を支援す
る団体」として活動していくことが求められます。

●子どもの最善の利益を常に念頭に置いて、自分とは価値観が違う里親とも交流
し、お互いの考え方を参考にしながら自分を振り返ることで、養育力が向上し
ます。

●里親会は、会の活動に参加したい人だけが加入する団体ではなく、社会的養護
の理念を具現化し、実践している里親全員で参加する団体であることが必要で
す。

●里親会には、児童相談所ごとに活動をしている支部、都道府県（指定都市）ご
との里親会、全国的な組織である全国里親会があります。それぞれ役割は異な
りますが、すべての里親会が里親支援機関として活動することが望まれていま
す。

●❾これからの
里親会の役割

養育指針 第Ⅰ部総論　５家庭養護のあり方の基本（３）地域とのつながりと連携②里親会等へ
の参加

1家庭養護のあり方



■ 23 ■

1家庭養護のあり方

事例
地域に理解を求める活動
　私の地域の里親会活動で一番活発なのは、児童相談所ご
とにある支部です。里親サロンなどを通してよく知ってい
ることもあり、協力し合って地域活動をしています。たと

えば、駅前で赤い羽根共同募金の活動を一緒にやったり、地域のお祭りのバ
ザーに参加したりしています。子育てをするだけでなく、理解者を増やして
いくのも里親の仕事だと思って活動しています。

隣の市の里親サロンに参加してみたら
　私の住む地域では里親会の活動が活発ではなく、里親サ
ロンが開かれません。隣の県では他県の里親も参加できる
と聞き、児童相談所に電話をして、参加させてもらうこと

にしました。知り合いが誰もいないので、最初は緊張していたのですが、「ファ
シリテーター」と呼ばれる司会の方がいて、みんなが発言できるように気を
配ってくれたので、私も発言することができましたし、必要な情報や知識も
得ることができました。車で片道１時間ほどかかりますが、ぜひ、また参加
したいと思っています。

里親サロンで発言できない
　登録して半年、わが家に待望の子どもを迎えることになりました。でも、
理想と現実は違いますね。戸惑ったり、心配になったり、楽しいだけではあ
りません。だから、里親仲間にはそういう気持ちを話したいし、いろいろな
人の体験談を聞きたいと思っています。でも、うちの支部
の里親サロンでは、養育歴何十年のベテランの方が仕切っ
ていて、いつもその方の昔話で終わってしまいます。最近
は、里親サロンがあっても行く気になれません。もっと、
みんなが自由に発言できて、楽しい里親サロンになってほ
しいです。
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●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。

●措置機関であり子どもと子どもの養育への支援が本来の業務である児童相談
所、地域の社会資源としてつながることが可能な乳児院や児童養護施設、児童
家庭支援センター、地域の里親会、日本ファミリーホーム協議会等とつながり、
「応援団」を得ながら養育していきましょう。

●学校や幼稚園、医療機関等とも日常レベルで働きかけ、家庭養護への理解を深め
てもらいながら連携体制をつくっていくことが必要です。委託初期に児童相
談所の職員とともに学校等に説明に出向くことや、子どもの行動への対応など
困ったときに児童相談所や里親支援機関のサポートを得て、関係者会議を持つ
などの取り組みも行われています。

●平成 20年度から里親支援機関事業が実施されました。都道府県等自治体の業
務として里親等による相談、必要な情報の提供、研修その他の支援を行うこと
が明確化され、その業務を民間に委託することもできます。乳児院、児童養護
施設、NPO法人、里親会等に一部委託が始まっており、担当者が児童相談所
と連携しながら、里親制度の普及啓発や里親委託等推進委員会の開催、里親家
庭の訪問、里親サロンの開催等を行っています。

●社会的養護は都道府県行政との関係が深く、その中で里親等の支援が充実され
てきていますが、今後は市町村の地域の子育て支援を活用したり、里親等が地
域の子育て支援活動に貢献するなど、里親等の生活に根ざしたネットワークづ
くり、チームづくりが求められます。

●❿養育チームの
一員としての養育者

養育指針 第Ⅰ部総論　６．里親等の支援

1家庭養護のあり方
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1家庭養護のあり方

事例
参考になった担当職員の業務日誌
　養子縁組里親として子どもを迎えたとき、児童養護施設
の担当職員が「○○君のいままでのことを書きました」と
言って、アルバムと一緒に業務日誌を抜き書きしたものを、

渡してくれました。びっしりと手書きされていて、それまでのことがわかる
ので、わが家に迎えたあとに参考になりました。母子手帳と照らし合わせて
読みました。実は、それまで担当職員との関係があまりうまくいっていなかっ
たのですが、担当職員の先輩の方が「あなたは○○君をかわいがっているけ
ど、あなたは○○君のママにはなれないでしょ」と言ってくれたのだそうで
す。その先輩の方は私には育児書をくれました。「夜勤のときは時間がある
ので、何かあったら電話をちょうだい」と言ってくれて、よく電話をかけま
した。

気兼ねなく相談できて助かる
　里親支援機関事業が始まり、いろんな方が家庭訪問して
くれるようになりました。養育力がないと思われそうで、
児童相談所の職員には言えないことを民間の方に話した

り、いまさら聞けないことを気兼ねなく聞けるので助かっています。民間の
方は、相談にのってくれる一方で、「この話は大切だから児童相談所に一緒
に報告しましょう」などとアドバイスしてくれるので、児童相談所にも必要
なことが伝えられています。

子どもと離れた寂しさを児童相談所と共有する
　最近、約１年間預かった 2歳の子どもを親元に帰しました。帰す前提で
お預かりしましたが、別れてからの寂しさは想像以上でした。家の中で思わ
ず子どもの名前を呼んだり、一緒に遊んだ公園に行って動けなくなったり、
しばらくノイローゼのようになりました。でも、児童相談所の担当者が話を
聞いてくれて、一緒に泣いてくれたので、少し救われたよ
うな気持ちになりました。「子どもを深く愛した私たちは
間違っていなかったんだ」と思い、前を向くことができる
ようになりました。
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