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●委託を打診されたら、「せっかくの機会なので、それに応えたい」という気持
ちは大きいと思います。しかし、交流を重ねる中で、「この子を育てていける
だろうか」「毎日の生活をしていけるだろうか」と不安が大きくなっていく場
合もあるでしょう。そのような状態で迎えることは、避けなければなりません。
無理をすると、養育者も家族も子どもも、それぞれが傷つくことになります。
ときには、断る勇気も必要です。

●委託に至るまでには、何回かの面会や外出、外泊などを通し、子どもとの関わ
りを重ねていくことになります。この間、不安が生じたりすることは誰にでも
あります。そうしたときに、里親会などで出会った先輩の里親に相談したり、
児童相談所や施設職員に心配なことを打ち明け、意見交換し、自分の気持ちの
整理をしていくことは大切なことです。

●子どもの養育は一人で担うものではありません。いよいよ子どもを迎えること
を決定しようとするときに、最も重要なのは家族の意向が一致していることで
す。子どもを迎え入れることは、家庭の中に変化を生むことになります。夫婦
間でよく話し合い、確認することはもちろんですが、実子や先に委託された子
どもがいる場合も、よく説明したうえで、了解を得ておくことが必要です。家
族全員で面会に行くことで、理解が深まる場合もあるでしょう。

●成育歴をはじめとした子どもに関する情報や、実親家庭の情報、委託の目的、
予定される委託期間等の情報は、担当の児童福祉司から里親等に伝えられます。
わからないことや気になる点があれば、児童福祉司に遠慮せず質問して確認し
ましょう。

3養育の開始

●委託打診が来たときに
検討すべき事項

養育指針 第Ⅱ部各論　１．養育・支援（1) 養育の開始

21



■ 51■

3養育の開始

事例
実子と実家の応援が受託への決断に
　里親になって初めて子ども引き受けるとき、子どもに複
雑な事情や障害があっても、実子たちが「一緒に育ててい
こう」と、協力してもらえることがわかっていたので、引

き受けました。私自身、すでに 60代でしたが、実子たちが「何かあったと
きには、自分たちで続けてみるから」と言ってくれたのも心強かったです。
実家の両親は高齢で子どもの世話は無理ですが、子どもを心待ちにしてくれ
ました。

自分の限界を知って、判断すること
　子どもの打診が来たときはうれしかったのですが、子ど
もが背負っている課題があまりにも大きく感じられまし
た。打診を受け入れることが自分と子どもにとってよいこ

となのかを考えた結果、自分の限界が見えてきたので、辞退しました。一度
断ったら、もう打診は来ないかもしれないと落ち込みましたが、謙虚に自分
を振り返るよい機会になり、次の委託に結び付きました。

里親になることを熟考して
　里親申請をするまでに、長い期間悩み尽くしました。子どもと面会するた
め施設に通っているときは子どもがかわいくて、楽しくてうれしいのに、家
に帰ると、「このまま進んで大丈夫なのだろうか」と、また悩み始めてしま
いました。立ち止まると心が悩みに占拠されて「やっぱり
やめよう」となってしまいそうだったので、立ち止まらず
に進んでいくことにしました。いままで悩み尽くしたはず
で、その結果、「里親になりたい」といういまがあると思っ
たからです。

背中を押してくれた先輩里親の言葉
　一度マッチングまでいって断ったことがあり、次の打診
があったときもどうしようかと迷いました。そんなとき、
先輩の里親さんから「やらないよりやってみた方がいいん
じゃない。だけど無理はしないでね」と言われ、その言葉
に押されて前に進みました。二人の実子との関係も良好で、
引き受けてよかったと思っています。
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●交流の方法や期間は、子どもの事情によって異なります。子どもが一時保護所
や直接家庭から来る場合、交流期間がほとんどなく、迎える準備も十分でない
まま、あわただしい状況で迎えることもあります。急激な環境の変化で、子ど
もが体調を崩したり、精神的に不安定になったりすることに備えて、児童相談
所から心身の健康面についての情報を提供してもらいましょう。

●子どもが乳児院や児童養護施設から来る場合は、施設で子どもと交流を重ねて
から、家庭に迎えます。里親によっては、交流の間中、養育の適性を周囲から
見られているという緊張や、子どもがなついてくれるかという不安が続くこと
もあるようです。里親の緊張や期待や不安は、子どもに伝わることがあります。
里親の気持ちだけで走らず、子どものペースも大切にし、自然な関係を築ける
ようにリラックスしましょう。そして子どもを迎える前にバテてしまわないよ
う、無理をせず体調管理を心がけましょう。

●施設職員は、養育をスムーズにバトンタッチできるよう協力すべき存在です。
一方、里親等もこれまで子どもを育ててきた職員の思いに心を寄せ、職員とと
もに子どもの健やかな成長を願う「チーム意識」を持ちましょう。委託後も不
安なことがあったら、子どもの様子について施設職員に相談し、情報交換しま
しょう。

●委託前の交流
養育指針 第Ⅱ部各論　１．養育・支援（1) 養育の開始
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3養育の開始

事例
子どもも私も一歩一歩
　登録から半年後、乳児院にいる１歳９ヵ月の男の子を紹
介されて、交流を始めました。乳児院内の面会室で交流し
ていましたが、子どもはみんながいる幼児室に戻りたがり

ました。私自身も子育て経験がないことに不安があったので、二人きりで会
うのはやめ、幼児室で他の子どもたちと一緒に過ごすことにしました。他の
子のおむつを替えたり、入浴を手伝っているうちに、子どもたちがなついて
くれました。そんな私の様子を見て、彼も徐々に安心したようです。ある日、
乳児院から帰るとき、彼がいつもの笑顔ではなく、目に涙をためながら、「バ
イバイ」と手を振ってくれました。その様子を見たとき、「彼はやっと、私
を受け入れてくれた」と思い、涙がこぼれました。

子どもに合わせたら視野が開けた
　交流中は子ども（３歳）がなかなか、なついてくれずに
悩みました。抱っこもいやがり、そばによると「あっちいっ
て！」と拒否されて、落ち込んでしまいました。でも、「と

にかく子どもの言うとおりにしてみよう」と思ってみたら、子どもとの関係
が楽しいものになってきました。そのとき、ひと山越えて視界が急に開けた
ように感じました。問題の解決にはいろんな方法を試して、ひとつに固執し
ないことが大事だと思います。

暗中模索のなかで助けられた一言
　子どもとの交流がうまくいっているのかどうか判断でき
ずに悩んでいたとき、児童福祉司に「想定どおりで、順調
です」と言われ、ホッとしました。

急な委託の準備
　初めて委託されたのは、私が住む校区内の小５と小３の姉妹で、母子世帯
のお母さんが入院するときでした。手術と入院で２ヵ月ほどかかるので、そ
の間預かって学校に通わせてほしいとのことでした。１週間前には預かるこ
とが決まり、お母さんや姉妹とも顔合わせをして学校訪問するなどの準備を
しました。乳製品のアレルギーがあると聞いたので、自分が毎日欠かさず食
べていたヨーグルトをやめました。学校で必要なものなど
を、担任がメモにして渡してくれたので助かりました。学
校との事前の調整がなければ、子どもたちが困っていたか
もしれません。
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●里親家庭やファミリーホームで行われる養育は、子どもを養育者家族の私的な
生活の場である家庭に迎え入れて行う「社会的養護」であり、社会的、公的な
子育てです。

●子どもの人生の途中から関わるため、「中途養育」とも言われます。子どもの
それまでの生活や人生、固有の名前や実親との関係などを尊重し、「不安や戸
惑いはあって当然」という前提に立って、子どもを暮らしの中に迎えることが
大切です。

●新しく子どもが加わることによって、養育者、先に委託されている子ども、養
育者の実子などをメンバーとする家庭に変化が生じます。家庭の一員として互
いに落ち着くまでに要するプロセスや時間は、子どもの個性や年齢、背景等に
よって異なります。

●子どもを迎え入れる際、子どもの思いはさまざまであっても、それを受け止め、
まずは、「あなたがこの家に来るのを待っていた。これから一緒に過ごせるこ
とがうれしい」と伝えることから始めます。

●養育者や幼稚園・学校、近隣の大人がありのままの子どもを受けとめ、「よい
ところを見出しながら受け入れてくれた」という経験が積み重なることで、子
どもは徐々に実感として「安心（感）・安定（感）・安全（感）」を持てるよう
になっていくことでしょう。

●児童相談所や里親支援機関等の支援を受けながら、事前に学校などの関係者へ
働きかけることも必要です。養育の準備段階や養育開始時だけ働きかけるので
はなく、「養育開始以後も、必要に応じて連絡を取り合って連携していきたい」
と伝えておきましょう。

●養育開始にあたって
大事なこと

養育指針 第Ⅱ部各論　１．養育・支援（1) 養育の開始
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3養育の開始

事例
里親委託の理由を知らされていない
　自分が里親の家に来た理由がわからなかったので、「こ
こにいていいのか」としばらく不安でした。こんな思いを
持っていると、家の中で自分の居場所がつくれないです。

中学生だったので、「理由はあれだったのかな」と自分なりに納得しようと
していました。別の里親家庭に行った弟は「お姉ちゃんは大きいから理由が
わかるんでしょ？　いいなあ」と言っていました。

小さな言葉の積み重ね
　幼稚園児だった子どもを迎えたとき、「一緒に暮らせて
うれしいよ」「△△（手伝い）してくれてありがとう」と
声かけするように心がけました。「いい子だね」とかの漠

然とした説明ではなく、「今日の服、かっこいいね」とか、ささいなことで
も具体的な言葉にして伝える努力をしました。かわいがるときは気合いを入
れて、心を込めました。言葉にしたり、スキンシップすることによって、自
分もその気になっていったように思います。

子どもの遠慮
　２歳半の男の子を短期で預かったとき、子どもがとてもお利口さんなので
驚きました。まだ幼いのに、よく言うことを聞き、進んで手伝いまでしよう
とします。「とってもいい子ねえ」と感心していたら、同じ時期に預かって
いた小学生の女の子が「おばさん、里子ってみんな遠慮し
ているんだよ」と言うのです。里親家庭に来た子どもは、
何歳であっても遠慮しながら生活している。そういう気持
ちがあることを、私は女の子に教えてもらいました。

自分のペースでゆとりを持って
　乳児院で見てきたとおりに子育てしようと思ったら、オーバーワークで余
裕がなくなってしまい、委託後２週間でダウンしました。そのときは、将来
への育児不安や子育てに対する失望感が生まれてしまいました。乳児院のよ
うに、きっちりと朝ごはん、おむつの取り換え、洗濯、昼ごはん、昼寝、お
やつ、夕食の準備……をこなすことをやめ、ペースダウン
しようと心がけました。自分のペースがわかってきたら、
ゆとりも生まれ、子どもと一緒にいて「お互い楽しいね」
という雰囲気になってきました。
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●里親家庭とファミリホームには養育者だけではなく、家族（実子や里親の父母
など）がともに生活を送っていることがあります。その場合、家族が里親やファ
ミリーホームを行うことを賛成していることが必要です。

●実子がいたり、複数の子どもたちを養育している場合、新しく子どもを迎える
ことを子どもたちが理解できるような説明が必要です。子どもが小さいからと
いって説明がいらないということはありません。子どもの年齢や理解の程度に
よって、わかりやすく伝えていくことが大切です。

●乳児院や児童養護施設、一時保護所に面会に行くとき、実子やほかの子どもた
ちも一緒に面会することが、それぞれの子どもへの配慮につながります。面会
後の家族の様子や意思の確認も重要です。児童相談所の職員や他の里親支援者
にも様子を伝えて、情報を共有しましょう。

●養育を開始した後も、子どもたちがお互いに生活しやすいよう、里親制度の内
容や、迎えた子どもが課題を抱えている場合の対応方法など、年齢に応じてわ
かりやすく説明していきましょう。

●養育者の家族や
他の子どもへの説明や配慮

養育指針 第Ⅱ部各論　１．養育・支援	(1) 養育の開始

24
3養育の開始



■ 57 ■

3養育の開始

事例
家庭も必要だけど親戚も必要
　私の実家の両親は、委託中の子どもにとっても祖父母そ
のものです。同居はしていませんが、なにかにつけてかわ
いがってくれます。とくにありがたいのは、就学のお祝い

にランドセルを買ってくれたり、一緒に旅行に連れて行ってくれるなど、親
戚にしかできないことをやってくれるときです。子どもには家庭も必要です
が、親戚からかわいがられることも必要だと思います。

きょうだい間のやきもち
　下の子を迎えたとき、上の男の子がやきもちを焼きまし
た。当時、彼のお気に入りの本は、押入れの中で冒険す
る本でした。「お母さんにかまわれなくてつまらなかった

ら、押し入れに入りなさい。それを『いま、つまらない』という合図にして
ね」と伝えました。そうしたら、何度か押し入れに入りました。そのときは
私も押し入れに入って、「なになに、何がおもしろくないの？」と聞きまし
た。二人で押し入れにいると、すぐ外で下の子が泣くので、兄に「どうしよ
うか？」と聞くと、「もう出てやろうか」となりました。押入れの合図に応
じると、兄のおもしろくない気持ちがやわらいだようです。

家族それぞれが得意分野で子育てに関わる
　50代の里母で、小学生の男の子２人を育てています。息子と娘夫婦、幼
い孫と同居していますが、それぞれが得意分野を発揮してくれて助かってい
ます。長男は一家の大黒柱として一目置かれる存在。娘は私が仕事で忙しい
ときに家事を手伝ってくれて、子どもたちの勉強も見てく
れます。婿は友だち感覚で、子どもたちの遊び相手をして
くれます。孫が生まれたことで、子どもたちは赤ちゃんと
接する体験中です。
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●委託される子どもの背景はさまざまです。子どもにとっては自分の意思に反し
て、大事な実親との分離・喪失を体験して社会的養護につながることが多く、
気持ちの上でもいくつものハードルを越えなければならないことを理解しま
しょう。

●それまでともに過ごしていた実親などから離れ、生活文化、習慣、地域性も異
なる新しい環境に入ることで、子どもはどうしてよいかわからなくなったりし
ます。委託後の家庭への適応が円滑に進むよう、関係者が子どもにわかりやす
く状況を説明するなど、交流段階で子どもの不安や緊張をやわらげる取り組み
がされています。しかし、それが十分でないまま、委託されるケースもあります。

●生活の変化に伴う子どもの不安定さが、行動や体調の変化になって現れること
もあるでしょう。子どもにとっては慣れ親しんだ生活と新しい生活との間に
ギャップがあり、混乱や困難が生じることもあります。

●「自分に価値がないから、実親は自分を手放したのだ」といった低い自己肯定
感を持つ子どもは、それを行動で表現することもよくあります。まずは子ども
の状態に波長を合わせながら、子どもの抱える痛みや課題を共有し、回復を経
て育ち直しが始まるよう、関係者とともに対話しながら子ども理解を深めてい
きましょう。

●被虐待など、委託前に把握されている子どもの状況・背景から、委託後の子ど
もの状態が予測できる場合は、児童相談所から情報が提供されるでしょう。し
かし、自立支援計画の確認や日頃のやりとりだけでは実際の養育が難しいと感
じたり、子どもへの対応で養育者が苦慮する場合は、児童相談所や里親支援機
関等に説明や相談を求めていく必要があります。

●中途養育に見られる課題
養育指針 第Ⅱ部各論　１．養育・支援（2）「中途からの養育」であることの理解
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3養育の開始

事例
地域の社会資源を親子で活用
　最初に引き受けた女の子は、４年間養育したあとに養子
縁組をしました。いまは毎日、元気に小学校に通っていま
すが、最初の３年くらいは、試し行動、情緒不安、こだわ

り、不眠、過敏症があって悩まされました。児童相談所に相談すると、民間
の子ども教室や地域の子育てセンターに通って、手遊びや身体の柔軟性を高
める遊びをすることを勧められました。心がやわらぐような楽しい遊びを親
子一緒にしたら、親子関係もずいぶんと落ち着きました。

まず先に子どもの気持ちを受け入れる
　委託された子どもは私（里母）から離れず、ゴミを捨て
に行くだけで「ママ、ママ」と泣きました。また親がいな
くなるかもしれないと、不安なのでしょう。私はいままで

の自分の行動すべてを見直し、ゴミを捨てに行くのは夜にしたり、一緒にゴ
ミを捨てに行ったり、つねに子どものそばにいるように工夫しました。その
子の行動パターンに寄り添ってあげるしか、選択肢はありませんでした。生
活をともにしているうちに徐々に幅が広がってきて、わが家の文化を受け入
れてくれるようになりました。里親が子どもの気持ちを受け入れることが先
で、子どもが里親家庭の文化を受け入れるのはその後だと感じました。

子どもの背景を思いやる
　虐待を受けた子どもを引き受けて、２年が経ちました。乱暴な行動や嘘を
つくこと、過食、１年の３分の２は風邪を引いているなど、
子どもに振り回される日々です。でも、ときにみせる笑顔
に救われています。24時間ずっと振り回されっぱなしで
はないことも忘れないようにしています。

専門職から支援を受ける
　長期にわたって虐待を受けた高校生を引き受けました。年齢が高くなって
から保護された子どもの養育は困難なことが多く、背景が複雑すぎて周囲に
相談することもできず、問題を家族で抱え込んでしまいがちでした。児童相
談所の紹介で、虐待の影響について詳しい医師に相談した
ところ、子どもの抱えている課題について少し理解ができ
ました。引き続き相談できると思うと、養育の困難さは変
わりませんが、心に余裕が出てきたと思います。



■ 60 ■

●子どもを迎え入れてしばらくの間は、子どもも緊張しているので、よい子とし
て振る舞ったり、周囲を観察しておとなしくすることが多いようです。しかし
慣れてくると、少しずつ自己主張するようになります。

●たとえば幼児期・学童期の子どもであれば、自立していた排泄を失敗する、ずっ
と養育者のそばにいたがる、好きなものしか食べない、哺乳瓶を使いたがるな
ど、いわゆる「赤ちゃん返り（退行）」をします。

●子どもによっては、嘘をつく、反抗する、養育者の見えないところで悪さをす
るなど、「こうしたら、もう自分を受け入れないだろう」と、まるで子どもが
養育者の許容範囲を確かめているような行動をすることもあります。

●こういった行動を無理にやめさせようとしたり、そのことで子どもに否定的な
言動をするのは逆効果です。

●望ましい行動に着目してほめることが大切です。子どもの甘えや自己主張をで
きるだけ受け入れることは、子どもの育ち直しに必要不可欠です。

●たとえ子どもの行動が改善しないとしても、子どもを受け入れることは、マイ
ナスにはなりません。一人で抱え込むより、他の里親やファミリーホームなど
の仲間や支援者に語ることで発散し、自分の気持ちを補う工夫をしてみましょ
う。

●新環境に適応する
過程における子どもの行動

養育指針 第Ⅱ部各論　１．養育・支援（2）「中途からの養育」であることの理解
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事例
赤ちゃん返りを受け止める
　小学校高学年で委託された子どもは当初、トイレではな
いところで排泄の失敗をしたり、同じ色の洋服しか着な
かったりしました。児童養護施設ではできていたことだっ

たので、赤ちゃん返りのような行動だと思い、受け止めていきました。「こ
の家にずっといていい」ということを伝えるとともに、一つひとつの行動に
対応していくと、そういった行動もおさまりました。

哺乳瓶へのこだわりとミルク
　3歳の子どもが哺乳瓶に興味津々だったので、哺乳瓶で
牛乳を飲ませました。約１年半経ったとき、牛乳を飲みす
ぎて栄養が偏らないか不安で、哺乳瓶を割ったことにしま

した。「飲みたくなったら、また考えよう」と伝えました。小 4のとき、ま
た以前の哺乳瓶を使い始めました。吸い口が裂けて牛乳が大量に出たので買
い直したら、今度は少しずつしか出ないので口が疲れて、終了になりました。
後になって、「ママ（実母）からミルクもらえなかった」とぼそっと言った
ことがありました。いま思うと、子どもが満足するまで哺乳瓶を使えばよかっ
たです。里親にはわからない何かがあると思いました。

確かめる行動への対応
　当時 4歳の子どもが来たばかりのとき、私たちがあらかじめ用意してい
たぬいぐるみを子どもがハサミで切ってしまいました。「物を大切にしてほ
しい」という気持ちが伝わるように、切ったところを縫って棚の上に置きま
した。それを子どもが見ていたので「けがをしたので治したよ」と言ったら、
「だれがやったか知っているよ」と言いましたが、「ふ〜ん」
と追及しませんでした。こんな悪いことをする自分がここ
にいていいのかというアピールではないかと思い、叱りま
せんでした。

甘えさせることができず
　一人目の子どもが１歳半のとき、年子の姉が委託されました。しかし、里
母である私は体力・気力がついていかず、２歳の姉を甘えさ
せることができず、いつも命令口調で、自分のことは自分で
やらせてしまいました。そのため、姉は私より里父にベッタ
リで、赤ちゃん返りや後追いをする状態になりました。この
ままではよくないので、児童相談所に相談しようと思います。
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●家庭養護のよさは、あらかじめ定められた「日課」や「規則」がなく、大人数
での生活ではないこと、決まりごとがあっても、ゆるやかなことです。しかし、
家庭の中に約束ごとがまったくないわけではありません。それぞれの家庭には、
その家庭なりの決まりや生活習慣、暮らし方があり、その中に安定した日常生
活があります。

●迎え入れる子どもは、それまでの生活が不安定であったり、施設での生活が長
かったり、新たな家庭での生活にとまどいを感じることも少なくありません。
家庭での最低限の決まりをその目的を含め説明し、子どもの意見を聞いた上で
本人が理解し、合意することが必要です。なにより、家族がよりよい生活をつ
くるために決まりがあることを理解してもらいましょう。

●決まりを子どもに理解してもらって合意を得ることは、その家庭らしさを保つ
ためであり、子どもにとっても、家庭での関係をスムーズにし、家庭への適応
を助けるものとなります。また、家庭への順応のプロセスは、子どもの年齢な
ど個人差もあるので、時間をかけて丁寧に行う必要があります。

●家庭での約束事をつくるときには、委託された子どもだけでなく、他のメンバー
を含めた皆が納得できるものであり、全員が参加しながらつくり上げることが
必要です。また、子どもの年齢や家庭の状況によって内容が異なってくるので、
それらに合わせて見直したりするなどして、一緒につくり上げていきましょう。

●家庭の約束ごとと
子どもの合意

養育指針 第Ⅱ部各論　１．養育・支援（3）家族の暮らし方、約束ごとについての説明
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事例
子どもにもルールを決めさせてほしい
　私が里親家庭にいた頃、里親が寝る前に必ず電気のブ
レーカーを落としていました。子どもが夜更かしをしない
ようにするためです。そのため就寝時間が早く、学校で話

題になっていたテレビ番組を見ることができませんでした。家庭の約束事は
里親が決めて子どもに押しつけるのではなく、家族全員で話し合って決めて
ほしいです。

日常の積み重ねからルールをつくる
　ルールについて、子どもたちと丁寧に時間をかけてやり
とりをしています。時が経つうちに、子どもたちは「おば
ちゃん（里母）なら、こういうときはこう考えるよね」と

か「これはおばちゃんが許さないだろう」とわかってくるようです。そのよ
うな日常の積み重ねの中で、お互いの関係をつくっているのだと思います。

子どもと一緒にルールを決めた
　子どもが高校に入学するときに「友だちがみんな持っているから携帯電話
がほしい」と言ってきました。携帯を持たせていいのか悩みましたが、よい
機会なのでお金の使い方の練習を兼ねて、ルールを一緒に決めました。その
ルールとは、上限の金額を設定し使いすぎたらアルバイトをしてそのお給料
で支払う、アルバイトをしていなかったら携帯電話を一定期間使えない状態
にするというものでした。毎月、携帯電話の請求書を一緒
に見て、金額が多い月は使いすぎた理由を話し合うことで、
アルバイトもがんばるようになりました。

家庭の約束事にこだわらない
　家庭の約束事にこだわると、その子の本質を見失うことがあるのではない
でしょうか。私も以前はあいさつにこだわっていて、子どもがあいさつがで
きないと、そればかり気になってしまいました。でも、「いまはできなくても、
私たちがあいさつをしているのを見れば、ちゃんと耳に入っている」と発想
を変えました。気がつくと、子どもがあいさつをするようになっていました。
あいさつができない背景には、「恥ずかしい」という気持
ちや内気な性格があったと思います。「この子はできない
子」と決めつけるのではなく、ゆったりと見守ることが必
要だと思いました。


