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●社会的養護には、里親・ファミリーホームが行う家庭養護のほかに、乳児院・
児童養護施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・母子生活支援施
設が行う施設養護があります。いずれも、「子どもの最善の利益のために」と「す
べての子どもを社会全体で育む」という共通の理念のもとで、子どもを養育し
ています。

●乳児院や児童養護施設には、里親・ファミリーホームの支援を行う「里親支援
専門相談員」を置くことができます。その役割は、①所属施設に入所している
子どもの里親委託等の推進、②所属施設から里親等に委託された子どものアフ
ターケア、③地域の里親等の支援、④里親の新規開拓など、里親委託等の推進
です。里親支援専門相談員は同じ養育者としての視点から、家庭訪問や施設機
能を活かした支援を行います。また、里親等の養育を支援する里親支援機関（施
設や児童家庭支援センター、公益法人、NPO法人など）も、それぞれの立場
から支援します。

●社会的養護の中にいる子どもの多くは、生育上での傷つき体験を持ち、そのた
めに課題を抱えているため、単一の機関や個人だけの養育では限界があります。
より適切に養育するため、子どもを支援する者同士は、互いの役割を理解し合
い、連携することや養育を引き継ぐことが必要です。また、里親等と里親支援
機関は、単なる支援の受け手と担い手という関係ではなく、一人の子どもの最
善の利益を社会全体で育むパートナーという関係です。どちらも子どもの養育
に必要であることを念頭におき、お互いにパートナーシップを形成していくこ
とが大切です。

6地域や社会とのつながり

●子どもの最善の利益を育む
パートナーシップ

養育指針 第Ⅱ部各論　４．関係機関・地域との連携（1）関係機関等との連携
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6地域や社会とのつながり

事例
子どもが喜ぶ子どもへの応援
　児童相談所には、通知表や習い事などの発表、七五三な
どの行事の報告を写真も含めて行っています。施設の担当
職員だった方にも同様に、子どもの成長をともに喜んでも

らえるようにしています。子どもたちも多くの応援者がいることを理解して
おり、手紙や電話がくると喜びます。日頃の困ったことの相談だけではなく、
よい報告もするように心がけています。

子どもを愛してくれた職員たちとつながる
　生後すぐに乳児院に入所した男の子を、２歳前に迎えま
した。一緒に暮らし始めてみると、お互いの文化の違いか
ら戸惑うことが多く、ヒステリックに怒ってしまうことも

ありました。でも、彼が５歳になったいまは、かけがえのない存在です。そう
すると、「産んであげたかった」という思いが出てきたのです。彼が家に来て
からのことなら、私は全部教えてあげられます。でも、それ以前のことは知
らない。それが悲しく、さびしいのです。だから、彼がいた乳児院の保育士
さんとのつながりは大事にしています。先生方は生後間もなくの彼を知って
いますし、とても可愛がってくれました。子どもには「あなたは、私たち夫婦
だけでなく、たくさんの人に愛されて大きくなったんだよ」と伝えたいです。

児童養護施設の担当職員との関係づくり
　児童養護施設での交流中、子どもとの関係も大事ですが、子どもの担当職
員とも関係をつくるようにしました。「子どものことを何もわからないので、
教えてください」という気持ちで接しました。その甲斐あっ
てか、委託後も施設との交流が続き、子どもの担当職員が
ときどき遊びに来てくれます。子どもが小さい頃の様子も
聞けて、子どもとともに喜んでいます。

子どもにとっての故郷を里親も大事にする
　子どもにとって施設は、自分が育った大事な場所です。子どもは施設で
10年間暮らしていたので、自分の故郷という思いがあるようです。里親と
しても子どもの故郷を大事にしたいです。今年の夏休みも泊りがけで施設に
遊びに行きました。行くときは「実家に行ってきます」と
喜んで行き、「やっぱりわが家はいいなあ」と喜んで帰っ
てきました。施設がたった一人の子どもに深く長く関わっ
てくれることに感謝しています。
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●専門的な支援を必要とする子どもを迎えたら、地域にある社会資源を積極的に
活用してみましょう。市区町村役場の子どもの福祉を担当する部署には、地域
の社会資源を熟知した職員（保健師や社会福祉士など）が配置されており、相
談を受けています。必要に応じて、保育所や保健センターなどの機関につない
でもらうことも可能です。また、福祉事務所によっては、家庭児童相談室を設
置しており、子どもの心身の発達、しつけ、学校生活の悩み、非行など、子ど
もと家庭に関する相談を受け付けています。

●地域の子育て支援には、子育て支援センターやファミリーサポートなどさまざ
まなものがあります。子育て支援センターはおもに地域の乳幼児とその保護者
を対象としており、遊びの広場を設けたり、個別の育児相談を受けており、地
域にある他の専門機関を紹介してもらうことが可能です。

●地域の保育所が園庭開放日を設けていたら、子どもを連れて遊びに行ってみま
しょう。保育士と会話をする機会があれば、ちょっとした子育てのアドバイス
や地域の子育て情報をもらえて、視野が広がることもあります。

●地域の社会資源との
つながり方

養育指針 第Ⅱ部各論　４．関係機関・地域との連携（1）関係機関等との連携
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6地域や社会とのつながり

事例
地域のスポーツ少年団仲間に支えられて
　小学生の子どもと言い合いになって、子どもが家を飛び
出したときの話です。子どもが入団しているサッカーチー
ムの監督（地元商店街の方）に子どもをどこかで見かけな

かったか連絡しました。子どもの行動範囲を知っているサッカーチーム関係
者が手分けして探してくれて、コンビニでしょんぼりしているところを見つ
けてくれました。

地域の応援で学業を無事に終了
　子どもが大学受験のとき、「よい先生がいる」と紹介さ
れた塾がありました。塾の先生に子どもの事情を伝えると、
「お子さんを応援したいので、授業料はいらない」と先生

に言われました。先生に教わりながら、小学生クラスの塾講師をやらせても
らい、それで交通費や弁当代をまかなうことができました。大学進学が決ま
ると、民生委員さんが張り切って、奨学金申請書の紹介状を書いてくれまし
た。進学後も塾講師のバイトを続け、地域の方々の応援で無事卒業すること
ができました。

ファミリーサポート活動を子どもと一緒に楽しむ
　地域のファミリーサポートの提供会員に登録しています。利用者会員さん
から依頼があると、そこの家のお子さんを保育所や幼稚園に迎えに行き、お
母さんが帰ってくるまで、わが家で預かっています。うちの子どもも妹や弟
ができた気分なのか、幼い子どもと過ごす時間を楽しんで
います。なお、ファミリーサポートの提供会員になるとき
に受けた講習が子育てに役立つ情報満載で、ためになりま
した。

遊び相手のボランティア
　わが家は学習ボランティアではなく、遊び相手のボランティアを地域の大
学生にお願いしています。週に１回、ゲームや野球など、子どものしたい遊
びを思う存分してくれたり、夏休みや冬休みに一緒にプールや遊園地に行っ
たりしてくださっています。大学生のきょうだいや他の家
庭とも交流するようになり、交遊関係が広がったことで子
どもは地域での生活に慣れてきているようです。
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●社会的養護が都道府県（指定都市）の役割であるため、里親等は児童相談所な
どに集まって話し合うことが多く、子育て支援の多くが市区町村に存在するの
に、地域社会に対して閉じた養育をしがちでした。

●里親家庭は地域社会の中で圧倒的に少数派です。里親家庭であることで生じる
誤解や子どもへのいじめを心配し、里親であることを伏せて、子どもに里親の
姓を使わせるなどをして、世間から目立たないように子どもの養育をしている
里親は現在でも少なくありません。

●しかし、里親家庭が閉じていると、地域社会から温かいまなざしが受けられず、
結果として孤立して養育することになります。それは困難に出合ったときなど、
虐待をしてしまう危険をはらんでいます。

●大切なのは、子ども自身が「地域の人たちに見守られ、支えられているんだ」
という安心感を抱くことです。子どもも地域社会の住民の一人であり、地域社
会を抜きにして、養育されるものではありません。通園や通学の途中で近隣の
人たちに声をかけられて育った子どもは、大きくなってからもそれをモデルと
して実践していくでしょう。

●最近では、多くの里親が子どもの成長に合わせて町内会やPTAの役員をした
り、地域のお祭りの実行委員に立候補したり、積極的に地域社会の活動に参加
するようになってきています。「里親は養育で忙しい」という声を聞くことも
ありますが、社会的養護という公的な役割を担う里親だからこそ、地域での活
動に力を注いでいく必要があります。

●地域の一員である里親と
地域社会との連携

養育指針 第Ⅱ部各論　４．関係機関・地域との連携（2）地域との連携
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6地域や社会とのつながり

事例
保育園と保護者仲間
　毎日一緒に生活していると、それなりに成長しているの
で、子どもの発達の遅れに気がつきませんでした。子ども
が保育園に行くようになってから、他の子たちと接するよ

うになり、子どもの言葉の遅れに気がつきました。少し落ち込みましたが、
保育園の保護者仲間に支えられて暮らしています。

地域の子育ての相談に
　私はこれまで障害のある子どもを何人か育ててきまし
た。特別支援学級のつながりで、障害のある子どものお母
さんから子育ての相談を受けることが増え、学校や就職、

グループホームのことなどを一緒に考えています。里親をすることで、地域
のお母さんとのつながりを持てることや、少しでも役に立つことができてよ
かったなと思っています。

周囲に話しておいてよかった
　４歳の男の子を迎えた当初、ひどく泣いてばかりいました。近所の人を不
安にさせるような泣き声だったようで、通報されかかったことを後になって
知りました。「通報を考えている人がいたから、あそこの家は子どもが来た
ばかりで泣いているんだと言っておいたよ」と隣家の人が
教えてくれました。わが家は、子どもが来るたびにご近所
に挨拶して回っています。里親であることを話しておいて
よかったです。

地域の友人がファミリーサポートで助けてくれた
　ごくたまに仕事が遅く終わる日があって、学童保育に子どもを迎えに行く
のが難しくて困っていました。ファミリーサポートセンターに相談したとこ
ろ、ファミリーサポートのサービス提供会員の方が学童保育に迎えに行って
くださることになりました。提供会員の方とは事前に顔合わせができるので、
安心してお願いできました。いままで３人の方を紹介してもらい、迎えに行っ
てもらいました。一人は同じ小学校の保護者の方、もう一
人は地域のボランティア活動を積極的にされている年配の
方、最後の一人は偶然にも、市内に住む私の友人でした。
とても助かりました。
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●里親会は里親が研修や交流をしていくために自主的につくっている団体です。
海外では里親養育を支援する団体の活動が活発ですが、日本においては里親会
が里親にとっての大きなよりどころとなっています。その理由の一つは、里親
に対する理解が地域社会に乏しく、里親が孤立しがちであったためです。

●同じ立場で話すことができる里親会といった当事者ネットワークは大切であ
り、里親の相互交流や養育技術の向上、里親の孤立化の防止のために重要な役
割を持っています。このため、会員相互の交流だけを目的とする私的な団体で
はなく、公益的な団体と考えられています。これからは、当事者の声を反映で
きる里親支援機関としての機能が期待されています。

●地域の里親会は都道府県・政令指定都市・児童相談所設置市ごとに設置されて
いますが、さらに児童相談所ごとに支部を置いています。地域の里親会を超え
た活動としては、全国をブロックに分けて専門的な研修会を開催するなどのブ
ロック単位の活動があります。また全国組織として、全国里親会があります。
全国里親会では、機関誌の発行による情報提供など、さらに平成 24年度から
全国里親委託等推進委員会をおいて、里親委託等の推進や支援の充実のための
調査研究などの活動をしています。

●里親会の活動のうち、日常的に行われているものに里親サロンがあります。同
じ里親同士が養育上の困難や喜びを共有して、明日への元気を育み、前向きに
養育に取り組むためには欠かせない場となっています。ただ、サロンの中で語
られる他の養育者の体験談やアドバイスが、自己の養育に当てはまらない場合
もあります。このことに注意しながら、養育に活かしていくことが必要です。

●里親会は、社会的養護の仕組みの中で重要な役割を持つことから、すべての里
親は、里親会の活動に参加し、すべてのファミリーホームは里親会や日本ファ
ミリーホーム協議会に参加する必要があります。

●里親同士の横のつながり
養育指針 第Ⅰ部総論　５．家庭のあり方の基本（3) 地域とのつながりと連携
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6地域や社会とのつながり

事例
仲間がいるからがんばれる
　私はとにかく子どもが欲しくて夫を説得し、十数年前、
乳児院から３歳の子どもを受託しました。その頃は児童相
談所も様子を見に来ることがなく、夫は仕事が忙しくて、

相談できる人がおらず、一人でがんばっていた気がします。いまは毎月、里
親サロンに参加しているので、情報交換や悩み相談ができて助かっています。
お互いに信頼関係があるからこそ、安心してサロンで話せるのだと思います。

里親会の活動を通して社会的養護を学んだ
　実子が授からずに里親になったので、最初は「私だけの
子どもが欲しい」という思いでした。でも、里親会などの
活動を通して、社会的養護の気持ちも芽生えてきました。

ただ、夫の理解がなかなか得られないため、次の子どもの養育に踏み切れな
いのが残念です。

一つの小学校に複数の里親家庭があると心強い
　同じ小学校に子どもを通わせている里親さんが近所にいます。その里親さ
んは PTAの本部役員なので、学期中から編入する子どもの登校班の手配や
学校の先生情報、学年ごとに違う子どもたちのカラーなど、知りたいことを
何でも教えてくれます。里親仲間なので話もスムーズだし、
細かいところまで配慮してくれます。「一校区に一里親を」
という話を聞きますが、「一小学校に複数の里親家庭」が
あるとよいです。

緊張と疲れがほどけた仲間からの声かけ
　養育が始まったばかりの頃、大きく変わった生活に戸惑って里親サロンに
参加しました。でも、他の里親さんの経験談に圧倒され、「○○さん、お子
さんを迎えていかがですか」と声をかけてもらったにも関わらず、一言も話
すことができませんでした。サロン後、私の様子が気になったという先輩里
親さんが「これからお茶でもどうですか」と誘ってくれたとき、一挙に緊張
と疲れがほどけました。お茶の席で話が弾み、家路に向か
う頃にはすっかり気持ちが落ち着きました。また、これが
きっかけで、次のサロンでは溶け込むことができました。
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●里親制度は、家庭的な雰囲気の中で子どもを養育するという長所がある一方で、
他人の目が入りにくいという短所があります。このため、ややもすれば自己流
の養育姿勢になりがちです。

●また、委託されている子どもが発達上の課題を持っている場合は、どのように
接したらいいのか悩み、暗中模索の日々を送ることになります。里親研修の受
講はこうした課題に応えるものです。

●平成 21年の児童福祉法改正により、養育里親研修の受講が里親認定要件の一
つとなりました。認定前から里親養育について学ぶことが重要だという認識が
高まったためですが、認定後も継続して研修を受けて学ぶ必要があります。

●研修の受講は、自分の家庭の持つ「強み」と「弱み」を知る機会にもなり、強
みを伸ばし、弱みを補うすべを会得する機会でもあります。

●子育てはまた、家庭内で完結するものではありません。子どもは地域の保育所・
幼稚園・学校等、関係機関との関係の中で社会全体で支えていくものです。研
修は自己流の養育観を見直す機会であるとともに、こうした社会資源の活用な
どについて、他の里親との情報交換の場にもなります。

●社会的養護の一翼としての子育てを実践していくためにも、新たな知識や技術
を取り入れてみようという気持ちで研修を受講してみると、日々の養育に役立
つ発見がたくさん見つかります。

●研修の必要性
養育指針 第Ⅱ部各論　５．養育技術の向上等（1）養育技術の向上
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6地域や社会とのつながり

事例
専門里親の研修を受けて
　わが家に迎えた子どもは「コミュニケーション障害」と
言われています。幼稚園には発達障害として受け入れても
らっていますが、わかりにくい障害であるため、助けてほ

しいときに支援してもらえず、イライラした子どもが私たち夫婦にだけ反抗
するようになりました。幼稚園や専門機関に子どもの障害をわかってもらう
ことがとても難しくて悩みましたが、専門里親の研修で連携のとり方を学ぶ
ことができ、それが役に立っています。

研修を通して子どもに対する視点が変わった
　現在、委託されているのは、かわいくて育てやすい子ど
もたちですが、それでもお互いの文化の違いから生活上の
摩擦は出てきます。里親研修を受けたら、そこでの勉強が

とても役に立ち、これまでの考え方を見直すことができました。大切なこと
は、子どもを信じること、怒るのではなく言い聞かせること、ほめること、
自信を持たせること。子どもに対する視点を少し変えることで、それまでわ
からなかった子どもの行動の意味を理解できる気がします。理解できると、
とても愛おしくなります。

研修で里親仲間に出会えた
　講義を聞くのも勉強になるけど、研修の一部として行わ
れたグループワークで素敵な発言をする里親さんと一緒に
なり、うれしかったです。研修後の懇談会で、その里親さ
んと仲良くなる機会にも恵まれました。

施設職員に背中を押されて社会的養護を学ぶ
　日々の子育てに参考になる里親研修なら参加したいのですが、内容が子ど
もの権利擁護となると難しく感じます。でも、施設配置の里親支援専門相談
員さんが「子どもの権利をどう守っていくかは施設でも課題になっているこ
となんです。一緒に学んでいきましょう」と声をかけてくれたので、参加し
ました。「子どもの権利を守る」という観点で改めて里親
制度を学ぶことができたと思います。また、具体的な事例
を知ることができて、毎日の養育にも役立っています。
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●里親サロンなど複数の里親の集まりの中で、一緒に養育についての振り返りを
行うことは、養育の質を高めるために有用です。自分の養育について同じ里親
の立場にある人に第三者の視点から見てもらうこと、考えてもらうことは、養
育の気づきにつながりますし、同じような経験のある方からのアドバイスは、
大いに参考になります。また、他の里親の養育経験を聴くことは、養育の視野
を広げることになります。

●里親サロンが参加者全員にとって有意義なものとなるためには、「相手の話を
よく聞いて否定しない、一人が長く話さない」など、一定のルールが必要です。

●グループでの振り返りは、養育を閉鎖的なものにせず、外に対して開かれたも
のとします。振り返りの中で、悩みや失敗は誰にでもあると知ること、そして、
悩みを率直に話せる仲間がいることは、養育者の孤立化を防ぐ大事な要素とな
ります。また子どもの成長の喜びを共感、共有できる場となり、里親をしてい
るからこそ得られる喜びを実感することができます。

●グループでの振り返りに際して大事なことは、守秘義務の確認です。そこで話
されることは、その場だけの話であり、外部には決して口外しないことの約
束をします。だからこそ心をひらき、安心して話すことができます。「ありの
ままのあなたでいい」ということ、「ありのままの私でいい」という受容感は、
お互いの安心感や信頼感を生み出します。

●孤立化を防ぐ
養育者間の振り返り

養育指針 第Ⅱ部各論　５．養育技術の向上等（1）養育技術の向上
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6地域や社会とのつながり

事例
よその家庭の文化を知り、話し合うことも有益
　複数の里親で話をすると、自分の家とよその家では文化
が違うことに気がつきます。たとえば、年配の里親は自宅
での一家団欒の食事を好みますが、若い里親は家族で外食

するのを楽しみにしていたりします。他の家庭を知る機会は少ないですが、
よい悪いではなく、いろいろな家庭があることを知るのは里親には大事だと
思います。さまざまな家庭を知るためにも、里親同士が家庭ごとの違いを話
し合うのも有益だと思います。

養育者間で対応を話し合い、次につなげる
　わが家には人を怒らせることがとても上手な子どもがい
ます。ふだんはその子の背景や性格を念頭に入れて対処で
きますが、目に余る行動や言動を見聞きすると怒りがおさ

まらなくなることがあります。そんなとき、間に入ってくれる祖父母や成長
した子どもたちなど、複数の目があると冷静に対応できることがあります。
養育者間で SOSを出し合ったり、あとから対応を振り返ることで次につな
がる養育をしたいと思っています。

複数の大人の視点が大事
　ファミリーホームで発達障害の子どもを育てています。補助員の顔を見て
「疲れちゃった」とつい口に出たら、「（子どもへの対応で）何か地雷を踏ん
だのね。私もそういうことがたくさんあります」と言ってもらえて、救われ
ました。養育の苦労について、補助員からは言葉がいらないくらいに共感し
てもらえています。子育てしていて孤独感がなく、客観的
に子どもの養育を振り返ることができるので、養育の質の
向上につながっていると思います。同じ子どもを見る大人
が毎日複数いることは大事です。

ファミリーホームの「スタッフ会議」が振り返りの場に
　わが家はファミリーホームなので、常に３〜４名の補助者
をお願いしています。料理担当の補助者であっても、子ども
たちとは触れ合うし、子どもの様子を見てくれているので、
月に１回、「スタッフ会議」と称して率直に話し合う機会を設けています。
そうすると、子どもに対してポジティブな意見が多く出てくるのです。そう
いう意見を聞くと、うれしいですし、日々の養育に追われ、つい子どもの「で
きない部分」に注目してしまう自分を反省するよい機会になります。



■124 ■

●養育者は子どもとの関わりや養育のあり方をよりよいものとしていくために、
問題と感じていることやできていないことなど、養育の課題について整理しな
がら振り返りを行うことが必要です。

●養育の中でできていることや子どもに表れているよい変化など、プラス面につ
いても合わせて評価し、子どもへの支援として何が必要であるか、何がよい結
果をもたらしているかなど、養育のあり方の見直しをすることは大切です。

●振り返りは、養育者が一人で行うだけでなく、養育者や補助者が一緒に話し合
うことでより有用なものとなります。自分では気づかなかった養育の課題やよ
い面などを理解し、共通の認識を持つことでよりよい養育に結びつけることが
できます。

●ファミリーホームにおいては、運営や養育について養育者と補助者が定期的に
自己評価を行うようにします。また、密室化を防ぎ、風通しをよくするために、
外部からの視点を取り入れることが必要です。子どもも相談できる第三者委員
を置くことは、ファミリーホームの質を高めることにつながります。

●ファミリーホームにおける
自己評価と第三者委員の活用

養育指針 第Ⅱ部各論　５．養育技術の向上等（2）振り返り（自主評価）の実施
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6地域や社会とのつながり

事例
地域に見守られるうれしさ
　ファミリーホームをしています。地域の人が第三者委員
として、わが家に関わってくれることになりました。それ
によって、子どもたちの中に「地域から見守られている」「こ

こが故郷になっている」という気持ちが芽生え、安心感が増してきたようで
す。家庭の中がさらににぎやかになりました。

第三者委員と顔の見える関係づくりをする
　第三者委員の方がときどき、うちのファミリーホームを
訪問してくれています。うちに来てくださると、子どもた
ちも第三者委員の顔や名前を覚えられますし、いざという

ときに子どもたちが直接会って話ができる関係をつくっておくことができま
す。また、第三者委員は子どもたちの日頃の様子を知っているので、養育者
や補助者の悩みを聞いてもらうことができ、抱え込む養育にならないで済ん
でいます。

ゆとりが出てきて、見守り養育に
　年齢のせいもあるかと思いますが、子どもを迎えて育てることによって、
「感情のおもむくままの利己的な養育」から「客観的に見守ることができる
ゆとりある養育」に変わってきました。実子もこのような
気持ちで育てればよかったと、反省しきりです。私たちが
この子に何ができるかを、そのときどきで模索しています
が、やっぱり一番は「愛する」ことだと思います。

近所の人に第三者委員になってもらう意義
　子どもたちに換気扇の掃除や庭の手入れをさせるファミリーホームがあり
ました。その様子を近所の人が見て、「おかしいのではないか」と指摘した
ところ、ホームの人から「花嫁修業なのよ」「ここの子どもたちは早く自立
しなきゃいけないからこういうことが必要」と説明があったそうです。その
話を聞いて、ファミリーホームは人権的な観点から、人から十分に納得され
る子育てをすることが必要ではないかと感じました。そこ
で私のホームでは、第三者委員の一人をわが家の正面の家
の人に頼んで、子どもの権利擁護の視点を持って、わが家
の様子を見てもらうようにしています。
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