


2

実行委員長 山本節子（東京都）

実行委員長という役目も、もうすぐ終わろうとしています。

静かにこの１年間の準備を振り返るとき、さまざまな場面が改めて深く思い出されます。

まず、開催場所の選定の時、埼玉県の Hさんから「ぜひ、うちの地元でやろう」とのお申し出をいただ

きました。現地も見せていただき、とても魅力に思いましたが、アクセスなどの観点からお断りをするこ

とになるというプロセスがありました。有難いお申し出をいただいたにもかかわらず、実行できなかった

ことに対し、とても申し訳なく、大会を終えた今でも私の心に深い痛みとして残っています。

以来、横浜での大会を何としても成功させたい、みんなの気持ちを大切にしたい、今後につながるもの

にしたいと、緊張感を持ちつつ準備してきました結果が、この大会でした。もちろん Hさんもご家族で参

加してくださり、大切な役割を担ってくださいましたことに心から感謝しています。これからも共によい

活動をしていきたいですね。

里親やファミリーホームの会には、必ず必要な保育（キッズ）プログラムですが、今大会には本当に多

くの参加者が与えられ、大きなプロジェクトになりました。

子どもたちの安全・安心の確保には、施設職員の方々の細やかな配慮がたくさんあり、当日までには、

本当に大きな労がありました。１日目の終了後にも、さらに細かな話し合いがもたれたそうです。

保育プログラムを大成功に導いてくださったのは、横浜市、会場をお借りした横浜市社会福祉センター

の方々、神奈川県社会福祉協議会に属する施設職員の皆さま、職員を送り出してくださった施設長、多数

の学生をはじめとするボランティア、そして、経済的な支援をしていただいた助成金団体、応援広告によ

るご寄付などの支援によるものです。これにより、プログラムの充実を図ることができました。この場を

お借りして改めて厚く御礼申し上げ、皆様にご報告したいと思います。

先日、ある事業者の方より参加された感想を次のようにいただきました。「実行委員の人たちが、同じ方

向を見て、よい大会にしようとする意気込みが伝わった。遠くからの参加者をもてなそうとする工夫を随

所に感じた。これまでにない取り組みがあった。例えば、キッズ、ユースの取り組みの様子を映像で紹介

したこと、ユースの発表、ホーム紹介などに感動した。子育てをしながら、素人が、ひたむきに大会の運

営をやってくれる姿に感謝している」という内容でした。この言葉が、私たちの目指した大会を集約され

表現できたことを実感し、とてもうれしく思いました。

また、準備をする中で「ファミリーホームって何ですか？」との声をたくさん聴きました。それに応え

るように、この期間に協議会が一般社団法人化され、リーフレットの作成なども整備されてきました。

大会は、開催するだけで終わることなく、次へのステップに進んでいかなければ意味がありません。そ

の責任を各自が考えつつ、この報告書をお読みいただき、子どもたちの感想なども楽しんでいただきなが

ら、明日に向かっていきましょう。来年の開催地、近畿ブロックの皆様に心からのエールを送ります。

最後になりますが、大会のプログラムを支えていただきました、来賓、講師の方々、参加者の皆さん、

そして最後に、実行委員の活動を支えてくれたそれぞれの家族にも、心からの感謝を伝えたいと思います。

また来年、大阪でお会いしましょう！

横浜大会を終えて
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6 子どもの年齢別人数は、13歳、14歳、15歳、16歳、そして 17歳の人数が多く、年齢層が高いこ

とがわかりました。

7 療育手帳などや受給者証をもっている子どもの数を見ると、173名が所持しており、措置されてい

る子ども全体の 21.4％となっております。

8 虐待の経験のある子どもの数は、合計すると 378 名になり、全体の 46.8％と半数近くになってお

ります。

9 非行傾向のある子どもの数は 43 名で、全体の 5.3％になります。ファミリーホームに措置される

子どものうち、非行傾向のある子どもは少ないようです。

10 そのほか、配慮の必要な子どもの人数として「その他の障害・疾病」が 35人になりました。具体

的な記載があったのは、レックリングハウゼン病・解離・フェニルケトン症などです。次に、発達

障害関係やＡＤＨＤ関連の子どもの人数も、それぞれ 20人以上と高い数字を示しています。

11 補助者以外の同居者に関しては、一番多かったのが「実子・養子」で計 46人となりました。

12 開設時の子どもの人数は「4人」が一番多く、35ホームでした。次に多かったのが、「2人」から

スタートしたホームで、31ホームありました。

13 開設後の子どもの数ですが、開設後半年間で子どもの数が 4人以下だったホームは 98ホームと、

半数以上でした。「4人以下」といっても、実際には、3人、2人、4人が委託されています。一方で、

半年間「0人」、つまり、子どもが 1人も委託されなかったファミリーホームが 4ホームありました。

なぜ、半年もの間、1 人も委託されなかったのか、そのようなことがなぜ起こるのかは、分析する

必要があります。

14 子どもが 4人以下だった期間は、「1年未満」が 53件、「1年から 2年」が 24件でした。中には、

「4 年から 5 年」というところも 5 ホームありました。定員を満たさない期間がそれだけ長いとい

うのは、運営面から見ると大変なのではないでしょうか？

開設前

1 ファミリーホームを開設するときの窓口は、県の主管課と答えたところが 138ホームとなっており

ます。児童相談所は 33ですが、児童相談所の中に主管する窓口があると思われます。

2 国の示している小規模住居型児童養育事業実施要綱以外の要件があったかを聞きました。「ある」

と答えたところは 61ホーム、「ない」と答えた方は 104ホームありました。その他は４（回答は計

169ホーム）。

3 自治体別に見てみると、国の要綱以外の要件を必要とする自治体は 69 中 25 ありました（47 都道

府県＋22政令指定都市＝69）。
4 要綱以外の条件があるという中で、開設するには「養育里親としての養育経験を求められた」と答

えたホームが 58、「養育里親として委託児童が 4人以上にならないと、ファミリーホームとして認

可されない」と答えたホームが 17 ありました。そのほか、「地域の里親会に入らないといけない」

「保育士や社会福祉士等の資格要件を必要とするという条件を示された」と答えたところもありま

した。

5 次に、ファミリーホームを開設するために必要な書類です。これは皆さんで用意したと思われます。

多かったのが「小規模住居型児童養育事業の届出書」「ファミリーホームの平面図、立面図及び周

辺地図」「事業計画書」「運営規定」「職員履歴書」「予算書」でした。数が少ないものの、「食事の

献立表」「ホーム日課表」など、家庭での養育に必要かどうか、疑問に思われる書類もありました。

6 ファミリーホームに必要な設備です。消火器・火災報知機はもちろんですが、定員分の子どもの個

室、病児の隔離室、面会室、そのほか、スプリンクラーの設置などを求めている自治体がありまし

た。
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●事業調査・政策委員会のメンバーとアンケートの担当

委員長：北川聡子（相談連携）

委 員：小松拓海（自治体間格差）

伊藤貴啓（自治体間格差）

村田和木（法人型ファミリーホーム）

◆おことわり◆ 大会当日は、グラフを中心にした資料を配布し、それを皆さんに見ていただきながら、北川

委員長が説明しました。この報告書では、北川委員長の説明にデータ等を加えたものを掲載しています。（村田）

事業調査・政策委員会から、昨年 12月に行ったアンケート調査の中間報告をいたします。まずは、アン

ケートへのご協力ありがとうございました。アンケートで調べた内容は大きく３つに分かれていて、自治

体間格差・相談連携・法人型のファミリーホームとなります。

基礎調査

1 この調査は、日本ファミリーホーム協議会の事業者会員 230ホームに郵送し、180ホームから回答

をいただきました。回収率は 78.4％となりました。調査日は、2015年 12月 1日です。

2 設置主体に関しては、180 ホーム中個人立が 151（83.9％）と、現在のところ一番多くなっており

ます。その他は、NPO法人 14、社会福祉法人６、一般社団法人４、空白４、有限会社１でした。

3 養育者の内訳は、「夫婦のどちらかが専業または兼業で補助者がいるところ」が 74ホームと一番多

くなっています。次いで、「夫婦共に専業＋補助者」が 57ホーム、３番目が「単身の養育者 1名＋

補助者」が 24ホームでした。

4 補助者の人数です。１人いるところが 50 ホーム、２人いるところも 50 ホーム、次いで 3 人いる

ところが 42ホームとなっています。補助者の数は１～３人が多いといえます。

5 委託児童の数は、6人が 115ホーム(63％)、5人が 29ホーム（16.1％）となっています。子どもが

５～６人措置されているホームは全体の約 80％になり、措置率は高いといえます。子どもの性別で

すが、男女ほぼ同数でした。

事業調査・政策委員会による

アンケート調査分析 中間報告

発表者 北川聡子（日本ファミリーホーム協議会副会長）

１ 自治体間格差
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などです。

措置延長

「措置延長はスムーズですか？」という質問に対して、回答があったのは 158ホームでした。そのうち、

「はい」と答えたホームが 51（32.3％）、「いいえ」が 11（6.9％）、「どちらでもない」が 82（51.9％）で

す。措置延長に関しては、まだ充分とはいえない状況のようです。

措置延長がスムーズにいった理由についても調べました。「児童相談所との連携が良好だから」と答えた

ホームは 18、「児童相談所から依頼を受けて」が５、「高校生以上の措置延長」が７、「高校生までの措置

延長」が５でした。

【注】「高校生までの措置延長」というのは、18歳の誕生日から高校を卒業する 3月末までの期間を意味してお

り、平成 23 年 12 月 28 日付けで厚生労働省が出した通知「児童養護施設等及び里親等の措置延長等について」

（雇児発 1228第２号）が意味する措置延長とは異なると思われます。（村田）

「いいえ・どちらでもない」と答えたところでは、「措置延長に該当する子どもがいない」という理由が

51と多く、半数以上でした。その次に、「児童相談所との関係が困難」と答えたホームが 11ありました。

措置延長に関する意見では、「措置延長が必要」が 43、「20 歳か 20 歳の年度末まで」が 29、「20 歳か

22歳の年度末まで」が 29でした。これらを合わせると、有効回答数 110 の約 92%が何らかの形での措置

延長を願っています。

子どもが高校以上の学校に進学するに当たって、自治体からの補助金の有無を聞きました。「はい」が

32、「いいえ」が 96、「その他」が 10 でした。自治体別に見てみると、「自治体からの補助金はない」と

答えたところが 7割を占めています。

「はい（自治体からの補助金がある）」と答えたホームには、次のような補助金が出ています。自立生活

支度費、高校入学時に 5万円、市町村補助金、大学進学各支度金など。

考 察

今回の調査では、自治体によって多くの違いが浮き彫りになりました。今後は、その違いのひとつひと

つをより精査する必要があります。

自治体間格差が生じる理由は、小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）が第２種社会福祉事業

であること、国が定めた「小規模住居型児童養育事業実施要綱」に基づいて、都道府県・政令指定都市で

それぞれに実施要綱を定めているためです（国の基準より下回ることはありません）。

各自治体のファミリーホームの制度を良くしていくには、他の自治体のファミリーホームと情報交換を

し、理由やエビデンス（証拠）を持って、それぞれの行政と意見交換をすることが大切だと思います。

●児童相談所との連携内容について

「児童心理士などの専門職員へ養育などの相談をする」が 113、「児童相談所に実親との定期的な面会を

調整してもらう」が 107、「児童相談所に実親との面会場所を提供してもらう」が 88、「児童相談所の職員

を見学として受け入れる」が 43、「児童相談所で定期的な連絡会を開催してもらう」が 37、児童相談所で

ファミリーホームの養育者同士のサロンの場を提供してもらう」が 31でした。

２ 養育における相談・連携
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開設後

１． 措置費の請求は、169ホーム中 152ホーム（約 90％）が行っていました。「いいえ」

と答えたのは 24ホームです。主管課が作成している自治体は 12ありました。

２． 子どもの記録の作成ですが、「はい」と答えたのは 156 ホームでした。しかし、記録作成の頻度

を見ると、「毎日」は 55ホーム、「月１回」が 26ホーム、一番多かったのが「記録に書くべきこと

があったときに書く」で、75 ホームでした。記録作成の頻度については、今後考えていかなけれ

ばいけません。

３． 貴重品の預り証を作成しているかどうかは、「はい」が 45 ホーム、「いいえ」が 130 ホームでし

た。

４． 自立援助計画の作成は「はい」が 80 ホーム、「いいえ」が 93 ホームでした。各自治体の内訳を

見ると、北海道・静岡県・滋賀県・大阪市・大分県などは作成していないというホームが多いため、

県の姿勢としてファミリーホームに作成を求めていないのではないかと推測されます。

５． 養育計画書の作成は、「はい」が 67 ホーム、「いいえ」が 104 ホームと、作成していないファミ

リーホームが多かったです。その場合、県の主管課や児童相談所が作成していると思われます。こ

れに関しては、もう少し精査する必要があります。

６． 賠償責任保険料の補助については、「はい」が 21 ホームで、「いいえ」が 148 ホームでした。9
割近くのホームが補助を受けていません。賠償責任保険料を補助している自治体は、茨城県、栃木

県、埼玉県、さいたま市、名古屋市、鳥取県、広島市、山口県、大分県の９ヵ所です。

７． 「はい」と答えたホームへの補助金額は、2000円から 2万 3000円まで幅がありました。最も多

かったのは、1 万 3000 円でした。この金額は日本ファミリーホーム協議会の団体保険料と同額で

すので、その額が補助されているものと推測されます。

８． 苦情受付箱の設置義務があるかないかですが、「はい」と答えたホームが 30で、141のホームが

「いいえ」という答えでした。設置を義務づけている自治体は 19ヵ所です。

９． 第三者委員の任命については、「はい」が 83、「いいえ」が 89と、ほぼ半々です。任命を義務づ

けている自治体数は 32ヵ所でした。今後は第三者委員の任命が必要になってくると思われます。

１０． 事務作業はだれが行っているかについても聞きました（複数回答）。「外部委託」もしくは「専

業養育者が行う」と答えたホームが多かったです。事務専門の補助員を雇っているところも 11 ホ

ームありました。

１１． 固定資産免除に関しては、99ホーム（59.7％）が「免除されている」と答えています。

１２． 自動車税免除については「いいえ」が 158で、9割近くのホームが免除されていません。一方、

「はい」と答えたところが 13ホームありました。この差は、どうしてなのでしょうか？

１３． 行事招待については、「はい」が 89、「いいえ」が 73でした。

１４． 確定申告を行っているかどうかについては、「はい」が 158 ホームと約 88％のホームが行って

おり、17 ホームが行っていませんでした。確定申告をどのように行うかについては、「外部委託」

が 80、「ファミリーホームで作成し申告」が 67、「その他」が８、「税理士等」が６でした。

１５． 実習生の受け入れに関しては、「はい」が 100、「いいえ」が 68、「その他」が６でした。

監 査

監査の有無に関しては、125ホームが「ある」と答えています。その一方、50ホームで「監査が行われ

ていない」、3 ホームが「その他」という答えでした。自治体別に分けてみると、驚いたことに、20 都府

県市で監査が行われていません。これに関しても、精査が必要になって来ると思われます。

監査時の提出書類として挙げられたのは、「ファミリーホーム事業の収支報告」「ファミリーホームの人

員構成及び補助者の状況報告書」「住宅見取り図及び避難訓練図」「児童ケース記録」「児童給付金出納簿」
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●現在の他機関との連携支援の状況

児童相談所との連携が一番多くなっております。次に多かったのが「里親支援専門相談員」と「地区里

親会」でした。

●養育の困り感を支えるために、今後、連携の必要な機関

必要な機関として挙げられたのは、多い順から、「医療機関」「障害児発達支援センター」「学校」「障が

いの相談支援事業所」「里親会」「里親のカウンセリング」「子どものセラピーをする機関」「行政」などで

した。

●どのような支援があったらよいのか

多い順から「子どもの学習支援」「専門的に子どもを捉え、養育の仕方を教えてくれる」「養育を肯定的

にバックアップしてくれる人」「情報提供をしてくれる機関」「すぐに相談できる人・機関」などが上位を

占めていました。

さまざまな困り感を抱えた子どもを家庭で養育しているファミリーホームにとって、今後もさまざまな

機関と連携しながら子育てをしていく必要があるということです。その意味で、養育者と支援者・支援機

関がつながれるように、コーディネートしてくれる人が里親支援専門相談員の役割として位置づけられて

も良いのではないかと思われます。

また、ファミリーホームは経理や確定申告、監査など、事務処理が多くあるため、「適切な運営のための

支援や研修をしていただきたい」という意見もありました。「未就学児への保育園入所をしていただきたい」

という意見は以前から多くあります。ファミリーホームに委託された子どもの保育園入所に関しては、日

本ファミリーホーム協議会として厚生労働省への要望書に挙げています。

●子どもの発達や困り感にあった養育をしていくために

今回のアンケートを行うにあたって、事業調査委員会では「子どもの措置権を持つ児童相談所に日頃の

養育を相談するというのは、矛盾をはらんでいるのではないか？」という仮説がありました。しかし、実

際は「児童相談所との関係が比較的良好である」という結果が出て、虐待対応で疲弊しているケースワー

カー（児童福祉司）も多いと聞くなか、社会的養護の子どものために頑張っているケースワーカーや児童

相談所も多いということです。

このことに感謝しつつ、ファミリーホームは、養育者の家庭において公的な養育をしていくために、児

童相談所をはじめ、さまざまな機関と連携しながら、養育が難しい子どもたちを育てていく必要があると

思います。そして、「家庭」の中で、子どもたちの愛着・信頼の土台を育て、自立に向けて養育していくこ

とがとても大切な役割を果たしますし、今後、日本の中で“困り感”のある子どもの子育てにおいて、フ

ァミリーホームが果たす役割も大きくなると思います。

その役割を果たすためには、個々のファミリーホームが孤立せずに、さまざまな機関にバックアップし

てもらいながら、子どもを育てていく必要があります。また、ファミリーホームの側も研修等で養育力を

磨いていく必要がありますね。そして、社会的養護の役割を

担うファミリーホームとして、しっかりとした子育て支援の

仕組み（システム）を地域でもっと創っていく役割があると

思います。

これからは、児童相談所、そして里親支援専門相談員も一

緒に、地域の関係者みんなで、本当の意味での家庭養護を充

実させ、社会的養護を担っていく。その役割を果たしていく

ために、より一層力を合わせていくことが必要ではないでし

ょうか。
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●児童相談所との連携相談がうまくいっているか

「はい（うまく行っている）」が 132件で、有効回答の 75.9％が「うまくいっている」と答えていまし

た。どちらかというと児童相談所の不満を聞くことが多いと感じているので、これは意外な結果でした。

「はい」と答えた理由は、「何かあったら連携している」が 35、「頻繁に連携している」が 26、「定期的

に連携している」が 22 でした。その他、「子どもの対応の相談ができる」「面接のとき、よくものが言え

る」「アドバイスがもらえる」「質問にしっかりと答えてくれる」などの答えがありました。

「いいえ・どちらでもない」と答えた人の理由は、「担当とうまくいかない」が 13、「児童相談所の対応

の問題」が 17でした。

●児童相談所との関係で困ったこと

いちばん多かったのが「児童相談所の対応について」で、44件。有効回答数の 49.5％を占めます。具体

的には「子どもの委託の問題」「子育て観の食い違い」「特別なとき以外は訪問してくれない」「里親の悩み・

クレームを親身になって考えていただけない」「信頼関係がないので相談することができない」「一方的・

威圧的で、とても協力者とは言えない」など、厳しい回答があり、不満もたくさん書かれていました。

次に多かったのが「担当に対して」で、24 件（27％）です。具体的には、「担当（児童福祉司）の忙し

さ」「人事異動による在職期間の短さ」「担当によって対応が異なる」などが考えられます。

なお、「特になし」と答えた回答も 18件（20.2％）ありました。

●児童相談所に行って欲しいこと

1位は「専門的支援、研修、相談」で、25件（31.2％）でした。「トラウマ治療が必要な子ども、障がい

のある里子に対する支援方法」「専門性の高い研修会」「子どもの話だけでなく里親の話も聞いて欲しい」

「24時間、その子どもを見ている里親をもっと尊重してほしい。そのための児相の体制強化を自治体とし

て取り組んでほしい」などの意見がありました。

●里親支援専門相談員との連携

「はい」が 61（37.7％）、「いいえ」が 48（29.6％）、「どちらともいえない」が 53（32.7％）でした。

児童相談所との連携に比べると、里親支援専門相談員との連携はまだ十分に取られていないようです。

「はい」と答えた方に、連携がうまく行っていると思う理由を具体的に挙げてもらいました。

「連絡・報告・相談ができている」「サロンや里親会の行事に参加してくれる」「日常困っていることが

あったときに、傾聴して頂きながら助言をしていただいている」「訪問・面会・子どもとの関わりでは、訪

問してくれて細かなアドバイスをしてくださっている」「子どもの心の状態をそっと見守ってくれる」「週

２回も訪問してくれている」「毎週訪問してくれている」などです。残りは「情報交換や里親サロン、会議

を中心とした関わり」とのことでした。

また、「いいえ」と「どちらでもない」と答えた 101件のうち、35件が「里親支援専門相談員の必要性

を感じていない、わからない」という回答でした。その理由として、「里親支援専門相談員は若くて経験不

足」「施設のことは知っていても、里親のことをあまり知らない」「里親支援専門相談員の役割を本人自身

がよくわかっていらっしゃらない」「毎月、家庭訪問をするだけで、連携相談などはできていないのに、毎

年 600万円の措置費をもらうのなら、その予算を子どもやファミリーホーム、里親の加算に回してもらい

たい」という厳しい意見がたくさんありました。

こうした意見が出てくる背景には、「里親支援専門相談員の役割が

明確化されていない」ことが挙げられると思います。「里親支援専門

相談員になった人も困っている」という意見を聞いたことがありま

す。里親支援専門相談員にも、専門の研修が必要になっているので

はないでしょうか。
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専業養育者が法人内でどのように位置づけられるかは、ファミリーホームを設置する法人の理事長の

家庭養護に対する考えや認識によって、差が大きくなるようです。

⑰ 地域小規模児童養護施設との比較では、「ファミリーホームのほうが家庭的である」という意見が多く

あった一方、「内容的には違いがないのに、ファミリーホームは人件費が安い」という意見もありまし

た。

⑱ 法人がファミリーホームを持つ必要性については、半数が「必要である」と答えました。理由として

は、「個人で行うより負担が少なくなる」「家庭的でありながら、チームでの支援ができる」「より少人

数の養育は、子どもたちのこれからに必要である」などの意見がありました。

⑲ ファミリーホームの定員が 5～6 人であることについて、「被虐待児の増加、深刻化を考えると、法人

型に限らず、里親型であっても 6名という人数は多い。児童養護施設の職員の配置基準が 4：1になる

なか、ファミリーホームの定員数は時代に逆行している気がする」という意見がありました。

⑳ 厚生労働省 家庭福祉課の調べによると、平成 27年 3月末において全国のファミリーホームの設置数

は 257 でした。それを母数とすると、法人型ファミリーホームの数は 17.5％で 2 割にも達しません。

今後、ファミリーホームの数を増やしていくのであれば、法人型ファミリーホームにおける家庭養護

の内容の明確化と環境整備、法人型ファミリーホームが抱えている「人材確保と労働基準法との関係」

などの課題を整理し、解決していくことが必要と思われます。

＜参加者からの声、感想＞

●稲垣りつ子さん（稲垣ファミリーホーム／広島県呉市）

今年は大会日程が８月５日（金）〜６日（土）ということで、4 ヵ所ある広島県のファミリーホームか

らは私だけが参加しました。理由は、８月６日は「広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式の日」で、

登校日になっている学校が多いからです。本音を言えば、私も今年くらいは不参加にしようかと思いまし

た。しかし、広島県の全ホームが不参加では示しがつかないと思い、参加しました。

でも、思い切って参加して良かったです。それは、事業調査・政策委員会からアンケートの調査分析中

間報告があり、とてもわかりやすく説明していただけたからです。

調査報告では、地域格差（自治体間格差）が大きいと感じました。賠償責任保険料も県が補助金を出し

ているところと出していないところがあります。もちろん、広島県では出ていません。

ファミリーホームでは定員が５～６人であることについて、法人型ファミリーホームのアンケート調査

結果の中で、「被虐待児の増加、深刻化を考えると、法人型に限らず、里親型であっても６名という定員は

多い。施設職員の配置基準が４：１になるなか、ファミリーホームの定員数は時代に逆行している気がす

る」という意見が紹介されました。

私個人の意見としては、定員６名であるならば、専業養育者１名と補助者２名の予算では、障がいのあ

る子どもばかりが委託されているファミリーホームは財政的に厳しいと思います。国は、健常児６名の委

託を前提に予算を組んでいて、障がいがあったり、養育困難な子どもがファミリーホームに委託されるこ

とを考えていないように思います。

わが家の場合、養育者２名と補助者４名（計６人）で運営していますが、障がいのある子どもを家庭に

迎えた場合、大人 1人はその子どものケアに付きっきりになります。ですから、せめて療育手帳を持って

いる子に対しては、保育所同様、加算なり加配がつくようにしていただけるとありがたいと思います。
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調査日は、2015年 12月 1日です。

① 法人がつくったファミリーホームにアンケートをお願いしました。58 ホームのうち 45 ホームから回

答があり、回収率は 77.6％でした。

② ホーム数は 45 ですが、ひとつの法人で複数のファミリーホームを持っている場合があり、法人数は

34です。

③ 法人の種類は「社会福祉法人」「NPO法人」「一般社団法人」、そして「有限会社」がありました。

④ 法人の数は、社会福祉法人が 14、NPO法人が 12、一般社団法人が７、有限会社が１で、計 34です。

⑤ 14の社会福祉法人のうち、社会的養護関係の施設（児童養護施設）を持っている法人は８で、半数以

上です。それ以外では、保育所を持っている法人が４、老人福祉施設を持っている法人が３、障がい

児（者）関係の施設を持っているところが２でした。

⑥ 一般社団法人（法人数が７、ホーム数は 11）のほとんどは、「里親がつくった法人」です。

⑦ 一般社団法人は、特定の地域に集中しているのが特徴的で、７つある法人のうち、5 法人 5 ホームが

福岡市、1法人 2ホームが福岡県、1法人 4ホームが札幌市にあります。

⑧ 滋賀県では県の監査が始まったことをきっかけに、効率の良い事務及び会計処理を行うために、県内

5つのファミリーホームが集まってNPO法人を設立しました。

⑨ 法人型ファミリーホームの雇用形態でいちばん多かったのが、「雇用された単身者と補助者」の組み合

わせで、3割を超えています。夫婦ではない専業養育者が 2人いるホームもありました。

⑩ 開設時の子どもの人数では、法人の種類による差はとくにないようです。「0人」でスタートしたファ

ミリーホームは、社会福祉法人立で３、NPO法人立で１ありました。一方、里親がつくったと推測さ

れる一般社団法人立のホームでは、少なくとも「3人」からスタートしています。

⑪ 専業養育者の労働条件を聞いたところ、「労働基準法の労働時間を適用している」との回答が 6割以上

の 14ホームでした。「労働基準法の労働時間が適用されない」と答えたのは、2割強の 5ホームです。

無回答も 1割近くありました。

⑫ 労働条件については、「基本は労働時間を適用しているが、家庭として動くため、内部事情としてはフ

レックスタイムになっている」という答えや「労働時間など考えたこともありません。子どもたちに

とっては、専業養育者がいつも家にいるのが当たり前になっています」という回答もありました。「家

庭」という枠組みの中で、雇われている専業養育者が自分の休みをどのように確保するかは、大きな

課題でしょう。

⑬ 専業養育者の法人内の人事異動は「ない」との答えが 76．5％、「ある」との答えは 11.8％でした。子

どもたちの親代わりとなるべき専業養育者の交代が、1 割以上の法人であることは問題です。親が交

代するなど、一般家庭ではありえないことだからです。

⑭ 補助者の法人内異動は、「はい」が 41.2％、「いいえ」が 58.8％でした。補助者であっても、子どもに

関わる大人が頻繁に変わるのは、子どもとの信頼関係を築くうえで好ましくないでしょう。

⑮ 法人型ファミリーホームのメリット（長所）とデメリット（短所）を聞いてみました。メリットは多

い順から「困ったときに本体施設に相談できるので、養育者が孤立しない」「法人に来た寄付（招待行

事や物品など）を分けてもらえる」「養育者が病気になったとき、代わりの職員が入ってくれる」「本

体施設の事務員がファミリーホームの事務作業をすべて行ってくれる」などでした。

⑯ デメリットとして挙げられた上位３つは、「住み込みができる職員など人材確保が難しい」「就業環境、

雇用、労働条件の整備が難しい」「養育者と補助者が他人なので、臨機応変な助け合いなど、家庭的な

対応ができない」です。「法人の行事や会議への参加を求められるなど、家庭養護以外のものが入って

くる」「法人立だと、いろいろな制約がある」という意見もありました。法人立のファミリーホームの

３ 法人型のファミリーホーム
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ームは、夫婦のどちらかが外で働くことを想定していたそうです。また、「家庭養護」は養育者が自然に形

作った家庭に子どもを迎え入れること、「家庭的養護」は児童養護施設等において、少人数の子どもたちを

家庭的な環境で育てることであると説明なさいました。

次に、社会的養護専門委員会の座長として「小規模グループ形態の住居による新たな養育制度の創設」

を提言なさった柏女霊峰先生が、制度創設の背景にある要素――日本が 1994（平成６）年に国連の「子ど

もの権利条約」を批准したこと、施設養護中心の日本に対して国連が勧告していることを話されました。

次に、2011（平成 23）年 7月に厚生労働省から出された「社会的養護の課題と将来像」において、ファミ

リーホームの目標設置数を 1000ヵ所とした理由についても説明なさいました。それは「家庭養護のもとで

暮らす子どもの数を 3倍にする」という目標から来ていて、「里親家庭で暮らす子どもの数を 8000人、フ

ァミリーホームで 5000人とすると、ファミリーホームは 1000ヵ所必要になる」という計算があり、そこ

から、法人型ファミリーホームの必要性も視野に入ってきたとのことでした。

山本節子さんは、ファミリーホームになる条件は自治体によって異なること、東京都では「子どもを 4

人以上同時に育てた経験のある養育家庭（養育里親）」という条件があり、里親が長年かけてファミリーホ

ームになるため、養育経験のある人がファミリーホームになると話されました。また、長年、「うなぎ屋」

を営みながらファミリーホームをしてきた経験から、夫婦専業になったら、子どもたちは「俺らを預かる

のが仕事なの？」と思うのではないかと、みんなが「ファミリーホーム屋さん」になってしまうことへの

心配を語られました。一方で、家庭であることを求められつつ、自治体によっては耐火構造等、寄宿舎対

応の建築を求められることに矛盾を感じるとも話されました。

細野博嗣さんは、横浜市が出したファミリーグループホームに関する３種類の報告書（1982 年、1988

年、1992年）について話されました。驚くべきは、いまから四半世紀以上も前に指摘されていた課題と現

在のファミリーホームが抱える課題が酷似していることです。個人的には「それらの課題が解決されない

限り、ファミリーホームは今後、先細りになるのではないか？」という危機感を覚えました。

●会場からの質問を受けなかった理由

1980年代以降の地方分権推進の流れを受け、社会福祉の制度は自治体（地方公共団体）ごとに独自性が

あり、サービスの内容も行政の力の入れ方も異なっています。里親制度やファミリーホームも例外ではあ

りません。制度の自治体間格差が大きいこと、参加者も、長年ファミリーホームを営んでいる人、始めた

ばかりの人、これから始める人と多様であることを考えると、会場から質問を受け、それを参加者全員で

共有するのは難しいという結論に至りました。必要なのは、まず各地域でファミリーホームの養育者同士

で顔を合わせ、交流し、話し合うことではないでしょうか？ 地域の問題は地域で解決し、全国共通の課

題は全国レベルで解決できるように、それぞれが主体的に関わることが必要だと思います。

＜参加者からの声、感想＞

●若狭佐和子さん（陽気ぐらしの家わかさ／東京都荒川区）

2 日目、昼食交流会での大きな話題は、ファミリーホームが生業になっている件についてであった。と

いうのも 1 日目の公開討論会において、ファミリーホームが国の制度となった経緯が語られる中で、「フ

ァミリーホームが生業になってしまってはいけない。あくまでも普通の家庭であることがこの制度の目的

である」という要旨の発言があったからだ。しかしながら、現実は、夫や妻が外で働くことはなく、夫婦

ともに子どもの養育に専念しているホームは多く存在し、さらに法人型のファミリーホームは住み込みと

はいえ、勤務としての従事であることから、普通の家庭に近づくには至難の業であるという声も聞く。

さらにその上、制度上の事務量の多さや求められる設備整備にかかる負担も大きく、委託される子ども

たちへのケアも多岐多様にわたるため、専門知識を得ることや関係機関との連絡連携も不可欠であり、交

流会では「望まれているのは家庭でなく、施設化なのでは？」という声も出た。

私自身、このファミリーホーム制度を国の制度にしていく頃から関わってきた者として、常に感じてい

るのは、「ファミリーホームは仕事としてはできない」ということである。確かに「運営」という点で、社
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討論者（敬称略）：藤井康弘（元厚生労働省障害保健福祉部長、元家庭福祉課長）

柏女霊峰（淑徳大学教授）

山本節子（ホームばあばぱぱ／東京都）

細野博嗣（横浜市こども福祉保健部長）

進 行：村田和木（ライター、日本ファミリーホーム協議会監事）

公開討論会で目指したもの

村田和木(ライター)

●公開討論会の目的

里親が多人数（4～6人）の子どもたちを育てる「ファミリーグループホーム（ファミリーホーム）制度」

を最初に立ち上げたのは横浜市で、1983（昭和 58）年に開始しました。2年後の昭和 60年に東京都が導入

し、平成元（1989）年には北海道と川崎市で始まりました。しかし、全国規模ではなかなか広まらず、2005

（平成 17）年 6 月の時点で、制度を導入していた自治体数は９（１都１道４県３市）、ホーム数は全国で

36しかありませんでした。

そのファミリーグループホーム制度が、児童福祉法の一部改正に伴って国の制度となったのは 2008（平

成 20）年 11 月の通常国会です。翌年 4 月からは「小規模住居型児童養育事業」として、全国的に展開さ

れるようになりました。ただし、一部の自治体ではまだ導入していません。

国の制度になったとき、ファミリーホームの養育者の条件から「里親」が外れました。以来、ファミリ

ーホームは、自治体によって、養育者によって、または、個人立か法人立かによって、制度創設時の想定

を超えて、驚くほど多種多様になっています。

制度が始まって 7年、制度創設の目的と理念、そして制度化に至る経緯をあらためて確認するとともに、

現場で生じている課題を共有し、制度の見直しと改正につながる議論をしたいと考えました。

●討論のおおまかな流れ

最初に、平成 18年から 20年夏まで家庭福祉課長を務め、ファミリーホーム制度の創設にご尽力くださ

った藤井康弘さんに制度創設の目的と経緯を話していただきました。東京都の里親でもある藤井さんは、

ファミリーホームは里親委託の延長であること、家庭において５～６人の子どもを育てるには、経済的に

も人的にも手厚い支援が必要との認識で、制度を設計したことなどを話されました。当初、ファミリーホ

公開討論会

ファミリーホームの「過去、現在、未来」について
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★大会 1日目の写真★

▲ 開会式（開会宣言をする山本委員長）▼ 懇親会は「マリーンシャトル」でバイキング

▼ 左から、キッズプログラムの魚釣り、壇上の花、司会のパング希江さん ▼
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会的な要素が多く、金銭面でも働いたことへの対価とも受け取れるだけの金額が支給されている。

が、しかし、それ以上に大切なのが、子どもたちとの心のふれあいであり、それは、家族であるからこ

そのぶつかりであり、育みであり、愛情であるのである。「子どもたちを大切に思う気持ち」は、職業とし

ても成り立つと思うが、家族としての生活の中にあるものは、それだけでは成り立たない。きれいなもの

も汚いものも、割り切れない混沌としたものも、すべての感情がそこにはあり、そして、それは自分自身

の内面にダイレクトに突き刺さってくる。それに壁を作ってしまっては、子どもとの良い関係はつくれな

い。そんなことを私達ファミリーホームは 24時間 365日（今年は 366日！）やっているのである。

こんなことをやっているのは私だけではない、全国のファミリーホームで展開されているのだというこ

とが、今大会に参加しての一番の収穫であり、これからのファミリーホームの芯となっていくことを願っ

た大会であった。

●渡辺二郎さん（ホームみのりのもり／東京都町田市）

藤井康弘氏から、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の制度創設について聞くことが

できました。「施設ではない里親によるものでありながら、事業である」という、里親にとって画期

的な制度ができた根源には、里親の養育に対する深い共感があったようです。

他の三氏からも、里親としてのファミリーホームに対する理解ある意見（実行委員長である山本

さんの実践からの発言には、共感の拍手が起こった）を聞くことができ、ファミリーホームの向か

うべき方向がはっきりと示されました。その意味において、励ましと示唆に富んだ討論会でした。

私にとっては、この公開討論会で、厚生労働省が里親寄りのファミリーホーム制度を創設したことを知

ることができたことが非常に新鮮でした。行政がつくる制度というと、何か業界寄りになりがちなはずな

のに(という偏見がありましたが)、「家庭での養育」という、里親に開かれた制度にしようとした藤井さん

などの厚労省の働きに少し驚き、嬉しいというか、ほっとしたというか、そんな気持ちになりました。

●岡野みなみさん（ファミリーホーム里の家／山梨県）

公開討論会は、短い期間に改正を繰り返している制度を振り返り、当初どのような意図で臨まれたのか、

それぞれのご意見を拝聴いたしました。「里親を大きくしたものがファミリーホーム」であるはずが、その

あり方や存続については、それぞれが危機感を持って向上し、ときに変革して行かなければならない……、

と改めて感じました。事業所としても備えなければならないのなら、当初より指導を必要とし、また全国

共通であるべきだと感じます。

●稲垣りつ子さん（稲垣ファミリーホーム／広島県呉市）

印象に残ったのは、藤井康弘氏の発言です。夫婦が専業でやっておられるファミリーホームに危惧して

いるとのことでした。わが家では、6人の児童に対して夫婦と補助者 4人が関わっています。補助者が多

いのは手のかかる子が多いからで、何とか経営できているのは、補助者の雇用時間を制限しているからで

す。それでも、県の監査では「赤字にならない経営をしてほしい」と指導されますが……。わが家はお茶

とコーヒーの販売業を営んでいるため、何とか生活を成り立たせることができています。

しかし、夫婦専業でやっていると、委託される子どもの人数によっては生計が成り立たないことも考慮

しなくてはなりません。そういう事情で、いま苦しんでおられるファミリーホームも知っているので、フ

ァミリーホームの開設もよく考えて申請しなくてはいけないと思いました。また、専業でやっている家庭

の場合、「子どもを４人以上委託されなかったらどうしよう！」と、いつも不安を抱えて暮らしていかなく

てはなりません。そのことを藤井さんは危惧されているのだと思います。藤井さんは、「ファミリーホーム

は家庭的養護ではなく、家庭養護である」と強調されていました。でも、わが家が広島県第 1号のファミ

リーホームとして開設した当時は、県の担当職員から「ファミリーホームは施設に準ずるので、夫婦は子

育てに専念しなくてはならない」と言われました。職員個人の考えや解釈、受け止め方一つで、間違った

指示、指導を出してしまうこともあるのではないでしょうか。
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「はなの家」と「こひつじの家」に共通しているのは、法人が経営しており、地域から信頼を受け、そ

の立ち位置が行政、地域からもしっかり確立しているということである。

＜参加者からの声、感想＞

●渡邊 忍さん（日本福祉大学社会福祉学部教授、社会福祉士・臨床心理士）

今回、第 1分科会で発表の機会を与えていただき、誠にありがとうございます。日本福祉大学社会福祉

学部渡邊ゼミ・第 1期生 15名の学生たちは、2015年度の 1年間かけて、愛知県内にある 7ヵ所のファミ

リーホームにかかわり、養育者や子どもたちから多くのことを学ばせていただきました。まさに、ファミ

リーホームと大学とをつなぐ教育実践を実施することができました。

発表した 7名の学生を含め、ゼミ生たちは全員、今後も社会的養護に何らかの形でかかわっていく予定

です。また、残された課題については、渡邊ゼミ・第 2期生が引き続き、ファミリーホームの養育者、子

どもたちとのかかわりを始めています。今後とも、学生たちに対して温かいご指導をいただきますよう、

よろしくお願いいたします。

●佐々木智美さん（日本福祉大学社会福祉学部４年）

分科会に参加して強く感じたことは、それぞれの養育者の方の強い意志と子どもたちへの想いです。地

域や周囲の環境によってそれぞれのファミリーホームの特徴がある中で、子どもたちとひたむきに向き合

っている養育者の方々の姿を見ることができたことは、今回、とても大きな学びとなりました。

私は去年から、愛知県にあるファミリーホームでアルバイトをさせていただいています。このアルバイ

トでの経験と、今まで障がいのある子どもたちと関わってきた体験を糧に、今後もファミリーホーム、そ

して障がいのある子どもたちへの支援に関わっていきたいと思います。

●金谷匡真さん（日本福祉大学社会福祉学部４年）

養育者の方々の発表を聴き、助産師さんから法人を創り、ファミリーホームにつなげている方など、全

国にはこのような支援を行っている養育者の方がおられるのかと驚嘆しました。ファミリーホームにはゼ

ミの活動として、子どもたちを月に１度、大学に招待して交流を図っていますが、交流をしていく中で養

育者の方だけでなく、子どもからも学ぶことが多かったように思います。

私は地元である静岡県へ戻り、児童相談所の児童福祉司として、今後も里親やファミリーホームといっ

た社会的養護に携わっていきたいと思います。

●石川浩子さん（はなの家／栃木県）

ホームを開設してから 3年目となりました。これまで足元と目先のことしか見えず、ただただ全力疾走。

だからといって今現在、周囲が見渡せているかと言えばそうでもなく、多少、軌道に乗ってきてはいるも

のの決して安泰ではない……、そんな思いを抱えながら、子どもたちと過ごしているのが現状です。

しかしながら今回、初めて全国大会への参加をさせていただいたことで、他ホームの取り組みを聞くこ

とができました。また、自分たちの取り組みを報告することとなり、「これまでとこれから」を検証したり

考えたりする機会となったことは言うまでもありません。独りよがりになることなく

歩みを進めて行くことの大切さを、今更ながら思い知らされています。

昨今、社会的養護担い手不足が深刻化していると聞き及んでいますが、日本福祉大学渡邊ゼミの皆さん

の活動をお聞きし、近い将来、たとえ現場が違っても「子どもの最善の利益」

という同じ目的のために、ともに働くことになる仲間が育ちつつあることに

心強さを感じました。

最後に、大会開催に携わってくださったすべての関係者の皆様に、この場

を借りてあらためて御礼申し上げます。
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第１分科会
テーマ ファミリーホームの地域支援～地域に開かれたファミリーホームになる

講 師 渡邊 忍（日本福祉大学教授）

福田 雅章（NPO法人青少年の自立を支える会事務局長、社会福祉法人養徳園総合施設長）

発表者 石川浩子（はなの家／NPO法人青少年の自立を支える会／栃木県）

武藤香子（こひつじの家／栃木県）

概 要 前半（午前中）は、日本福祉大学の渡邊ゼミが１年間取り組んできた研究をもとに、学生

視点からの「ファミリーホームの現状や課題」と教員視点からの「ファミリーホームの地

域支援のあり方」の２つの報告を行う。後半（午後）は、栃木県内でファミリーホームを

営む２人の発表者が実践報告を行い、ファミリーホームができる地域支援について、参加

者とともに議論を深めていく。

報 告

倉橋幸彦さん（くらちゃんハウス／愛知県）

◆午 前

日本福祉大学の渡邊ゼミが取り組んだ「実践的ソーシャルワーカーを育てる――大学と児童福祉の現場

をつなげる取り組み、ファミリーホームとの関わりを通して」についての発表がある。

学生からは、学生として愛知県内のファミリーホームの子どもとのかかわりの中で、子どもたちに与え

る影響や効果について意見を述べる。また、それぞれの学生がファミリーホームとの交流で受けたことが、

就職選択や将来の人生設計の一助になっているという意見も出る。渡邊教授からは、今回ファミリーホー

ムの支援に至る経緯と実際の支援の経過について発表。養育者へのアンケートでは様々な意見も出たとい

うことで、支援のあり方とその効果について分析がある。

質疑応答を受け、「ファミリーホームが発展していくために、今後、支援をしてくれる大学と結びつくこ

とも大切であり、自分たちで開拓していく必要もある」とまとめられた。

◆午 後

午後は、栃木県内にある２つのファミリーホーム「はなの家」と「こひつじの家」から実践報告とファ

ミリーホーム独自のサービス展開についての発表があった。

まず、「ＮＰＯ法人青少年の自立を支える会」事務局長の福田雅章氏より、平成 9年に宇都宮市内に自立

援助ホーム「星の家」を立ち上げたこと、平成 26年に子どもの居場所「月の家」、ファミリーホーム「は

なの家」を立ち上げた経緯を通して、地域支援のあり方についての話があった。社会的養護の当事者だけ

でなく、ハイリスクのファミリー下にある子どもたちの福祉を展開していく中で、「家庭養護とは何か」「地

域支援とは何か」を考えていくための発表であった。

次に、「はなの家」の専業養育者である石川浩子さんが、中高生の子どもたちの委託が多いファミリーホ

ームにおける自立支援のあり方について、具体的な事例を通して発表した。家庭養護を十分に踏まえた中

での組織的な支援のあり方についての発表が印象的であった。

３人目は「こひつじの家」の武藤香子さんの発表であった。「こひつじの家」では、助産師経験を活かし

た新生児、乳幼児、幼児を中心とした家庭養護の展開を行っている。中絶をはじめ、0 歳児に対する児童

虐待の多さ等、命を授かった子どもたちの福祉に特化したファミリーホームにおいては、子どもたちの笑

顔がそこにあり、その中で、子育て相談事業、児童自立生活援助事業等を展開する温かさが伝わってきた。

また、地域支援の一角として社会的な役割を担う展開については、行政とのつながりを一つの事業として

とらえ、「連絡・共同事業」として展開している部分においては、社会のニーズ、地域のニーズに特化した

事業展開をより安心して広げられる支援であると、大変勉強になった。
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・保護者は、私のニーズに応えてくれ、敏感で、頼れて、思いやり深く、信頼に値する。

・私の世界は安全で、人生は生きるに値する。

★安定した愛着の絆が結ばれた結果

・保護者やほかの人たちと、愛情豊かで尊敬できる人間関係を結ぶことができる。

・問題解決能力がつく――怒りの管理能力・衝動の抑制力・欲求不満への忍耐力が高まる。

・自分、他人の人生を肯定的・楽観的に見るようになる。

・独立心、心的弾力性が育まれる。

・学習能力が上がり、素行が良くなり、学校でうまくやれるようになる。

・分別のある大人に成長し、誠実で思いやりのある伴侶となり、親となることを可能に。

乳幼児期から愛着の絆を築き、実親との愛着障害を治療し、子どもたちが心豊かに平和な人生を歩み、

自立できることを願い、支援をしていきたく思っています。

●グループディスカッション

思春期の児童への支援について「困っていること」「うまくいったこと」「不安なこと」「使える資源・ツ

ール」などを自由に情報交換 ⇒ 情報交換の内容を全体で共有した。

●助言者（小木曽氏）からのコメント

＜参加者からの声、感想＞

●稲垣りつ子さん（稲垣ファミリー／広島県）

３人の方のお話はどれも素晴らしく、感動いたしました。特に印象強かったのが最後にお話しいただい

たホームさんで、「子どもたちは学校でストレスをため、家でストレスを吐き出すので、悲惨な家庭だった。

そのため、１年間は子どもの受託を控えたこともあった（休憩させてもらった）」と言われていました。

確かに、ファミリーホーム委託される子どもたちの多くは施設や里親から断られ、最後に受け皿として

ファミリーホームに来た子が多いと思う。もちろん、わが家もそうです。行くところがなくて最終手段と

してファミリーホームに来る。養育困難な子どもたちばかり預かるのですから、養育者は身も心も疲労困

憊しているところは多いと思います。１年間休憩されたというのも、とても理解できました。

●ある男性養育者から

わが家に高校生の男子がおりますが、非常に距離感をつかみづらい児童で、日々頭を悩ませています。

必要最低限の用事のみ、ぼそっと話をしにくる。部屋にこもりがちで、スマホをいじってばかり。テレビ

やゲームがリビングにあるため、それを見るときに下へ降りてくる。都合の悪いことには反応せず、それ

をこちらが注意すると、ときどき暴力的な態度も取ります。帰宅が 23 時を過ぎることもちらほら……。

バイトは続かず、社会性も未熟なまま。養育者である自分以外の、学校・相談所の関係者さんたちには、

言葉はきちんと出るのですが……。こちらから話しかけても返事すらないことが多く、表情も硬いため、

何を考えているかわかりません。彼の気持ちを聞いてもらう際には、児童福祉司さんに来てもらいつつ、

な毎日です。

今回、この分科会に参加した理由も、何か得られるものがあればと思ったことがきっかけです。まず、

同じような困り感を抱えているホームさんが多くいることを知り、安心させられました。自分も、何人か

の方々に話を聞いてもらいながら、スッとした部分もありました。思春期の子たちへの関わりの難しさ。

抱え込まないことの大切さ。そして、思春期児童に関係なく、「大切だな」と改めて感じさせられたポイン

トは、１人の養育者として、生活の場を一度失ってしまった子にとって、まずはホームが安心・安全基地

であること、その子に家庭を見せること。子どもが困ったときに、きちんと支えられること。うちのホー

ムの 5人の子どもたちと、まずはそこからもう一度、暮らしの中で確認していければと感じました。
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第２分科会
テーマ 思春期の児童への自立支援として大切なこと

講 師 小木曽宏（房総双葉学園施設長、全国児童家庭支援センター協議会会長）

発表者 宇津孝子（うずまきファミリー／長野県）

細田真理（細田ホーム／埼玉県）

畠山由美（虹の家／栃木県）

概 要 施設ではなく、ファミリーホームだからこそできる思春期児童への自立支援について共通理

解を図る。そして、思春期児童の自立支援で困っていること、うまくいった成功例などをシ

ェアし、より有効な思春期児童の養育を学びましょう。

修復的愛着療法の研修で学んだこと

宇津孝子さん（うずまきファミリー／長野県）

少年院や児童自立支援施設に入所経験のある思春期の子どもたちを受け入れてきましたが、順調な歩み

になかなか至らない経験をし、乳幼児からの養育に取り組んでいます。しかし、乳児期から養育した子ど

もが年長児になった現在、「うそ、盗み、癇癪、他者を支配、試し行動」が頻発し、私自身が感情的になり、

怒鳴ることが増えました。自分の養育力を伸ばすために、アメリカ・コロラド州にある「エバーグリーン

心理治療センター」の「修復的愛着療法の研修（30 時間）」に参加し、被虐待児における愛着障害の治療

の可能性を実感しました。思春期児童が自立し、子育てができる親に成長していくために最も大切な支援

のひとつとして、修復的愛着療法について学んだことをご報告しました。

★私の目指す「癒しの親たち」とは

子どもたちの情緒的・社会的・知的・倫理的、そして肉体的成長を促す養育環境を与えられる「治療的

親たち」。子どもの行動に感情的に反応せず、静かに、自信を持って、先読みしながら応え、前向きな建設

的な態度を保ち、必要な情報と技術と支援と希望を持ち、自分をよく知っていて、子どもにとって自分と

の人間関係が癒しと変化の最も重要な道であることを認識している人たち。

愛着とは、乳幼児期に子どもが保護者と結ぶ「深く」「恒久的」「生理的」「社会的」「情緒的」そして「知

的」な絆。愛着関係の障害とは、虐待・放置・親の喪失など、親・保護者との愛着形成が困難な養育環境

により、人を信頼できず、怒りを抱え、自己防衛し、反抗的で他を支配し、親密さや愛情を退け、自制が

できなくなる。愛着障害とは、原初的トラウマである。

★治療へのプロセス

１ 健全で癒しのある人間関係を体験することで変化が起こる。

愛着関係は親・保護者から始まる（「ファミリーセラピー」が必須）

・保護者自身の愛着歴、親密な人間関係に関する話題を振り返る。

→人生の脚本を書き、振り返りをする。

→夫婦間で「愛着を深めるコミュニケーションの訓練（ＡＣＴ）」や心理劇、インナーチャイルドワー

クを行う。

・保護者自身が子どもたちへの変化の役割モデルとなる。

＝効果的なコミュニケーション方法・ストレスの対処法・感情や葛藤の処理方法・問題解決方法・自

分と他人のケアの仕方などの模範を“必ず成功するという前向きな期待を持って”示す。

２ 子どもたちの安全基地としての保護者を介しての肯定的な体験が変化の基礎となり、新しい期待「あ

なたを信用できる」、肯定的な感情「安全で愛されている」が生まれる。

・私は善人で、望まれて生まれ、生きる価値があり、能力があり、かわいい。
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おふたりの話の中で共通して話されたのは、性の問題を抱えないためには、自己肯定感を持つことが大

切であるということ。自己肯定感が育まれる環境になかった子どもたちに自己肯定感を持たせることこそ

が、里親ファミリーホームの役割であることを再認識した。

午後からの質疑応答では、実際に養育の現場で起こっている様々な悩みが打ち明けられ、両講師や参加

の関係機関の方々からアドバイスや情報提供が行われた。性に関する心配事は多岐に及び、子どもたちに

寄り添うことに心を砕くことによって養育者がつぶれてしまわないためにも、どのように対応すればよい

のか、どこまで子どもの心に入り込んでいけば良いのか？等、参加者の悩みは尽きないが、正しい知識を

得ること、恥ずかしいことと蓋をせず、ある程度オープンに話ができる雰囲気をつくっていくこと、１人

で抱え込まず、家族、スタッフや関係機関と連携しながら、支えあって問題に取り組んでいくことなどが

大切であること等を確認し、足りないながらも充実した時間を過ごした。

＜参加者からの声、感想＞

●二飯田秀一さん（ファミリーホーム旬／石川県）

第３分科会を選ばせて頂いたのは、以前、若年で出産し、行き場のない母子を預かるなどした経験があ

ること、また、ファミリーホームには同じ年齢の男女、しかも高校生が委託されることが少なくないため、

切実な問題と感じていたからです。思春期の男女を預かり、共に暮らすことは、軽い気持ちではできませ

ん。気を使う分、大変さを感じています。私自身、性教育に関する情報も少ないですし、研修もあまり受

けていませんでしたので、子どもへの伝え方もわかりませんし、自信もありませんでした。

今回、「年齢に応じた性的発達の理解」のお話を聞かせて頂き、年齢に応じてタイムリーに伝える必要性

を知りました。また、「性虐待を受けると、心と体に痛みが残り、それを持って生きていかなくてはならな

い。性虐待は最も重い虐待と思っている」という話には、心に残る強い印象がありました。

私はこれまで、高校生には「性行為禁止」と直接伝えていました。でも、これからは一歩進んで、「自分

を大切に思うことが、人を大切に思うことができる」「性は命のもとであり、心と体は大切に育てていかな

ければならない」と話していこうと思います。

おふたりのお話で、「自己肯定感を育てること、高めることの重要性」を学ばせていただきました。私た

ち里親ファミリーホームでは、言葉だけで伝えるのではなく、身をもって、日々の生活の中で「大切な子、

大切な心、大切な身体、生きる力、生きる喜び」を感じてもらうことで「自己肯定感」が持てる養育をす

ることが大切であると感じました。

●須藤九二子さん（須藤ファミリーホーム／山形県）

白井めぐみ氏の講義は、国際社会での「性の権利宣言」から始まり、「性は、人間であることの中核とな

る特質であって、幅広い概念であること」を前提に話されました。

０歳児から性的好奇心が始まり、子どもたちは心身の成長をしながら思春期を迎える。子どもの性的発

達に対し、年齢に合わせた情報や知識を伝える大切さを話していました。「性＝命」と考えると、単に知識

だけでは伝わらない命の尊厳のところで子どもたちと対峙しなければならないと思いました。

高橋亜美氏の講義では、その働きを通して性の諸問題からもたらされる現状にただただ驚き、胸が苦し

くなりました。特に女性の心と体のバランスが壊れていく様が悲しい現実であり、支援する方法も何がベ

ストなのか、言及できる計りはないと思いました。

おふたりの話は、子どもの性の問題だけでなく、人間としての性のとらえ方があったと思います。共通

していたのは「自分を大切に感じられる自己肯定感をもつこと」で、それが自尊感情の育みになり、自己

防衛できる力につながる、そして他人も大切にできると言われていたことです。貴重な話を聞けてよかっ

たと思っています。有難うございました。
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第３分科会
テーマ 性に関する諸問題

講 師 白井めぐみ（横浜市緑区役所こども家庭支援課）

高橋亜美（アフターケア相談「ゆずりは」所長）

概 要 社会的養護下にいた子ども（特に女の子たち）が社会に出た後、どのような問題・課題で苦

しんでいるのか。高橋さんに「ゆずりは」の支援を通しながらお話をしていただく。また、

養育者が必要以上に不安に陥らないために、白井さんに子どもの性に関する定型発達を教え

ていただく。

報 告

●司会・進行 坂本洋子さん（坂本ファミリー／東京都）

まず白井さんから、「年齢に応じた性的発達の理解〜生きる力を身につけるために〜」というテーマでお

話を伺い、高橋さんからは大切にされた実感のない女性たちが学歴不要、即金日払い、住居提供、保育設

備の性産業に誘導されてしまう現実的な内容などが語られました。

おふたりに共通したのは、「自己肯定感を大切にすること」、そして、「自分だけの大切な心と身体がある

ことを、養育する大人が小さな頃から伝え、大事にする」ということでした。

昼食後の後半は、文章で残すことができない深刻なものも含めて、様々な内容と相談が参加者から語ら

れました。「児童相談所から渡される児童票の情報だけが全てではない」との講師の発言に対し、「児童票

を見たことがない、渡されていない」というファミリーホームが多いという現実に驚いていらっしゃいま

した。施設職員さんからは『子どもの情報を知らせないで養育しなさいというのは、取扱説明書を見ずに

修理しなさいというようなものだ』との名言。

子どもが笑うようになるのに 4年かかった、透明人間になったら登校できる、保護されたあとで「家族

と引き離されたことに納得がいかない」と訴える、思春期の女の子ばかり 4人、同じ高校で同学年の高校

生男女の委託、様々な状況をお聞きしながら、よくぞ忍耐強く養育なさっているものだと頭が下がりまし

た。口を開くことなく黙って聞いていらっしゃった方も発言したかったのではないかと感じながら、隣の

分科会が片付けに入った椅子の音を聞き、残念ながらの終了となりました。

高橋さんが過去に出会ったお子さんの実話『はじめてはいた靴下』。涙なみだの心の琴線に触れる内容で

した。はじめて靴下をはいたことより、傷んだ足に薬を塗ってくれたことが嬉しかった少女の話です。分

科会だけ参加した方が、「この映像を見ることができただけで、今日は来てよかった」と話して、帰って行

かれました。傷んだ心に寄り添い、これからも安心して子どもが暮らせる家庭でありたい、しかし、問題

点は洗い出していく必要があると感じた分科会でした。

●記録 若狭佐和子さん（陽気ぐらしの家 わかさ／東京都）

まず、性教育についての講演を多数行っておられる横浜市緑区子ども家庭支援課の保健師、白井めぐみ

さんから、「年齢に応じた性的発達の理解」と題し、子どもの性の定型発達を説明していただいた他、性の

権利、セクシャリティ（性）に関する人権、性教育は生きる力を身に着けるための教育であること、そし

て、生きる力を身に着けるためには、自分を大切に感じる「自己肯定感」を持つことが重要であることな

どが語られた。

次に、施設等退所者のアフターケア相談所「ゆずりは」所長の高橋亜美さんから、「ゆずりは」に寄せら

れる相談内容、支援内容等についての説明。特に女子の性に関する問題、性虐待、性被害のトラウマを抱

える人への対応やその後の生活支援について、傷ついた女性に対し、どのように対応しているか、どのよ

うな社会資源を活用し繋げていくのかなど具体的に語っていただいた。
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●質疑応答 13時 30分

Q 施設から法人型以外のファミリーホーム（以下、FH）

への支援が難しいのはなぜか？

A 「施設職員が FH を開設する場合、施設にとっては中

核となる存在の職員であることが大半であり、関係の維

持が難しい状況があるのではないか」「施設長の完全なる

理解を得るのは、難しい部分がある。出身施設との連携

だけでなく、県内の施設との連携を視野に入れる」「国は

“１施設２FH”という形を打ち出しているが、施設が新

たに FHを開設していくのではなく、現存の FHと施設が

連携を取っていくのが理想的ではないか」

Q 一時保護賠償責任について。入所児童については協議

会保険があるが、FHにいる一時保護児童の場合はどうな

るのか。

A 里親は一時保護でも賠償責任制度はある。FHは今後の

課題。 ※ 後日確認したところ、平成28年度から、FH

の賠償責任制度においても一時保護児童が対象になった

とのこと。

Q 県は、家族再統合をどのように考えているのか。

A 「チェックシートで評価をしている。各ホームとの連

携は各児相に任せている。ホームから児相への声かけ、

働きかけをして欲しい。児相はまだ救われていない子ど

もを優先で考えざるをえない。ホーム等で生活している

児童には、その子のことを考えてくれる大人がいる」「ホ

ームからのアプローチが望まれる」

Q 個性を持ったFHとはどのようなホームか？

A 「社会的養護の基本があれば、さまざまな養育観があ

ってよい」「養育者の個人的なパーソナリティーがそのま

ま反映されるのがファミリーホームであり、それが個性

である」「養育者がどんな児童に強いのか、それを見極め

る。それも一つの個性」「里親委託に出すための準備段階

としてのFHが千葉県にある」

Q FHの新設にあたり、補助金制度はあるのか。

A 「全国一律で開設準備金がある。FHだけの補助金は今

のところない」「施設同様の補助金制度はある」「どのよ

うな効果があり、どのような補助金が必要なのか、県に

相談することが大切」

Q 被措置児童虐待を未然に防ぐ手立てはしているか。

A 「県で被措置児童について説明をし、調査をする」「現

在のところ、埼玉県内のFHで事件は起きていないが、今

後、可能性はある。もし、虐待などの疑いがある場合は、

県が調査に入る。虐待として認定されれば、養育者とし

ての資格を失う」

Q 夫婦が営んでいるFHで離婚したらどうなるのか。

A 「委託児童に相応しい家庭環境があれば良いという規

定がある」「直ちに廃止になることはないが、新たに養育

者を用意するなど、相応しい家庭環境を用意しなくては

ならない」

Q 法人型FHが廃止になった場合、どのような影響があ

るのか。

A 「入所児童数に関係し、運営上の問題がある」「虐待

が起こってしまったら元も子もないため、ときには勇気

ある撤退も必要」

Q FHは実親に対応できるのか。

A 「養育者の力量に関係する。埼玉県内は元施設職員が

多いため、対応力があるところが多い」

Q 子どもとのマッチングについて。

A FH委託マニュアルは埼玉県にはない。里親マニュアル

はある。 ※ 事例 時間をかけて交流し、子どもの気持

ちを優先して子どもに選ばせる。施設時代はできなかっ

た。

Q 法人型ファミリーホームは、本体施設とどのような連

携をとっているのか。

A 「結局、本体施設と一緒になっている。地域小規模児

童養護施設と変わらない。ユニットが一軒家になったイ

メージ」「見た目や体制は地域小規模児童養護施設と変わ

りないが、下りる措置費に違いがある」

Q FHならではの強みとは？

A 「里親と違い、委託の際に親の同意が取りやすい。(里

親と聞くと、実親は子どもを取られたという感覚になる)」

「他の児童との相互作用」「家族との交流が行いやすい」

Q 埼玉県では、FHをどのように広めていったのか。

A 「県として打ち出したわけではない。開設の相談があ

り、バックアップをしている」
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第４分科会
テーマ ファミリーホームと関係機関との連携～埼玉県のあり方

講 師 大山典宏（埼玉県福祉部こども安全課 養護担当主査）

花籠 啓（埼玉県越谷児童相談所草加支所 虐待・相談指導担当、安全確認担当部長）

鬼沢平隆（埼玉県中央児童相談所里親推進担当 里親委託推進員）

発表者 根岸 清（根岸の家／埼玉県）

進 行 細田勝実（細田ホーム／埼玉県）

概 要 認定機関（こども安全課）より小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）開始に関わ

る届出の受付から認可までの経緯と、認可後の監査・指導などによる関わり方。児童相談所

よりファミリーホームに子どもを委託するまでの流れ、委託した後のファミリーホームとの

関わり方を、講師の方々に話していただく。合わせて、埼玉県のファミリーホームの取り組

みから、子どもを委託する関係機関と委託されるファミリーホームの本音に迫る。

●大山主査 9時半～10時 「埼玉県のファミリーホームの現状報告」 ※別紙資料を参照

●花籠部長 10時～10時 50分 「埼玉県におけるファミリーホームの支援」

※別紙資料を参照

・さまざまな家族のスタイルがある。必ずしも夫婦でなくても良いと思っている。

・法人型、個人型の委託までの経緯の違いがある。

→ 法人型は、現場を把握する上司がいて判断する者がいる。

→ 個人型は、現場を把握する者が児童相談所の役割になる。

・子どもにとって生活が不適切な状況があれば、ホームからの引き上げもありうる。

●鬼澤里親委託推進委員 10時 50分～11時

・児童相談所からすると、里親委託とファミリーホーム委託は別物。里親とファミリーホームとでは、親

への説明、視点、理解が違う。「里親」と聞くと、親の同意が取れない。

・ファミリーホームは里親よりも専門性の高いものであって欲しい。

・ファミリーホームとして、児童相談所にアピールしていって欲しい。

・埼玉県では、ファミリーホーム連絡会に児童相談所職員も参加している。

●根岸 清 11時～11時 20分

・埼玉県のファミリーホームは現在、埼玉県管轄 15ヵ所、さいたま市管轄 8ヵ所、計 23ヵ所。

・児童養護施設の職員が養護業界に不安を感じて独立した「職員独立型」のファミリーホームが多い。

・「埼玉県ファミリーホーム連絡会」は任意参加。ただ、ホーム数が増えてきたため、意思の疎通が難しく

なってきている。市部によって分けていくことを考えている。

・児童相談所職員は仲間であり、敵対するものではない。

・各ホームの個性を活かし、「養護」を外れなければよいと思う。

・埼玉県管轄のファミリーホーム 15ホーム中、半数が県北である熊谷児童相談所管内となっている。

→ 今までは、管内の児童相談所がホームとやり取りをすることが基本であったが、ファミリーホーム

が増加していく中で、子どもを委託する児童相談所が直接やり取りを行うようになった。
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【分科会の雰囲気】

行政関係（児相職員含む）・ファミリーホーム開設を考えている施設職員・ファミリーホームの養育者（経

験の長い人から短い人まで）が一堂に会し、熱気溢れる分科会だった。

前半は 3つのファミリーホームからの状況報告や思い、また、家庭養育の場であるファミリーホームと

しての課題がいろいろな視点から挙げられた。関係する行政側からの説明やコメント等もあり、養育者側

の思いを受け止めながら、ひとつひとつの言葉を慎重に選び語る様子に聴衆側にも真摯な空気が広がった。

後半のグループ討議では、テーブルごとにいろいろな立場の数人が話し合った。それぞれの立場や経験

から『家庭養護とはどうあるべきか？』『児相との意思疎通をどうすれば良いか？』『ホームのカラーを出

すことの大切さ』『施設経営のファミリーホームは家庭養護として成り立つのか？』『ファミリーホームか

ら得られた多くのこと』『子どもの養育環境の安定や質の向上のためにも経営の安定が必要だが、将来が不

安』など、多くの課題や疑問が出た。

立場の違いはあっても、その場にいたすべての人が子どもたちの幸福を願っていることは明らかであり、

「立場の違いをどう埋めていくのかが第一の課題なのだ」と感じさせられた。

【まとめ】

ファミリーホームはまだ歩き始めたばかりの制度ではあるが、子どもたちに多くの喜ばしい変化をもた

らしている。今回、分科会参加者の熱意溢れる言葉を聞き、関係機関の連携を保ち、“子どもの最善の利益”

という共通の土台のもと、互いへの理解と信頼を強め、養育者が養育力の研鑽に努めるなら、今後も、よ

り多くの子どもたちが家庭を持ち、将来を見据えて成長していくことができると確信した。

＜参加者からの声、感想＞

●五味久美子さん（かいふじホーム／山梨県）

「ファミリーホームはどうすれば生き残れるか」の分科会に参加しました。「生き残れるか」というとこ

ろには、ちょっと違和感がありましたが……。

まぁ、実際に運営を考えますと、里子がいなければ成り立たない事業ですので、事業と考えれば「いか

に里子がうちで暮らしてもらえるか」……、切羽詰まりますよね。

今、「かいふじホーム」では２名の養育をさせてもらっています。２名では運営的にはどうしようもない

ですね。私なんかパートにでも出ようかしらと思うほどですが、「パートに出れば、急な一時保護を受けら

れないし……」など、正直切羽詰まっています。

分科会では、この「どうしたら……」というような点への突っ込みはなかったのですが、ファミリーホ

ームの現状と紹介。行政との不具合などについて、掘り下げていました。

また、グループワークでは、ファミリーホーム２軒、里親支援員３名、行政関係者２名、施設職員２名

と、ちょうどよく集まりまして、それぞれの立場で話すことができました。
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第５分科会
テーマ ファミリーホームが生き残っていくためには

発表者

廣瀬タカ子（ひろせホーム／千葉県）

千葉ミエ子（ファミリーホーム双葉／茨城県）

好士信之（ペテル好士／横浜市）

助言者

中村祥子（千葉県児童家庭課）

川島由加里（茨城県子ども保健福祉部子ども政策局子ども家庭課 課長補佐）

岡 聰志（横浜市こども青少年局こども家庭課 担当係長）

概 要 子どもが円滑に措置され、ファミリーホームが生き残っていくためにできることを話し合っ

ていく。具体的には、ホームにおける体制のつくり方、子どもが措置された後の対応、養育

者への支援など。

報 告

徳田絵美さん（わたしん家／愛知県）

【ファミリーホームが生き残るには】

『ファミリーホームが生き残る』という言葉から、おおむね 2つの生き残りを連想させられる。

１つ目は、『個としてのファミリーホームの存続』である。例えば、Ａホームが個として存続していくに

は、開設後のＡホームが経済的に運営可能な状況になくてはならず、そのためには有能な補助員の確保や

順調な子どもの委託が必要であろう。さらには、養育者の年齢が高くなったときの後継者の問題も大きい。

子どもを委託する側の不安の払拭のためにも、ホームを継承していく意思がある場合は、「いつ、どんな形

でそれを行うのか？」「誰が、どんな資格要件で行うのか？」「そのために、どんな計画のもとに動いてい

るのか？」など、余裕をもって行政側と話し合っておくことは大切だと思われる。

家庭であり事業でもあるファミリーホームが、子どもの日常に親(育親)として寄り添い、多くの傷を負

った子どもたちを養育していくことは簡単なことではない。補助者の雇用が義務づけられている中、委託

児童の充足率はファミリーホームの運営状況に即影響してくる。母数(定員)が少ないということは、1 人

の枠の経済的な影響の大きさを物語る。

しかし、この母数の小ささこそが家庭であり、初日の公開討論会では「できることなら、６人ではなく

４人とかにして欲しい」といった意見も出ていた程である。現在のファミリーホームへの措置費が、６人

の子どもが潤滑に在籍している状況で、補助員・専従の養育者・兼務(外部に仕事を持つ)の養育者の３名

を賄える金額設定でなされている以上、ファミリーホーム側が子どもの委託に無頓着ではいられない現実

がある。だからと言って、『家庭養護優先の原則』は水戸黄門の印籠ではない。「家庭だから、子どもを措

置してほしい」ではなく、「○○ファミリーホームはこの子にとって最善だから、ぜひ措置したい」と言っ

てもらえる状況を築いていくことが重要である。

２つ目は、家庭養護としてのファミリーホーム制度の存続であろう。ファミリーホームが家庭養護の担

い手として、今後も多くの家庭に恵まれなかった子どもたちの『家』となっていっていくことは、とても

重要なことである。その観点から考えるとき、施設経営のファミリーホームが家庭養護の枠からはずれて

行くことがないように、しっかりとした家庭養護としての枠組みが求められるのではないだろうか。

加えて、現在増えている施設職員の経験を持ったうえで、ファミリーホームを夫婦で行いたいと考えて

いる人たちや里親経験からファミリーホームを考慮している人たちが、将来への不安を持つことなく開設

していけるよう、事業として安定した制度にしていかなくては、今後の大きな増加は難しくなってしまう。

つまり、『個としての生き残り』はファミリーホーム制度の存続に大きく関係しているといえる。
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●中山すみ子さん（NPO法人 CROP.-MINORI-代表／横須賀市）

今回の大会は、ファミリーホームを運営している者として、「家族とは？」ということを改めて考える時

間になりました。「父が外で働く、母が家で育児や家事」が家族の基本ということについて、異論はありま

せん。しかし、今の時代、４万人もの子どもたちがそういう家族の中で育てられず、児童養護施設やファ

ミリーホーム等で生活をしている以上、「家族の多様性」がノーマルなこととして、社会が受け入れていく

ための発信を、私たち当事者が今以上にしていくことが重要だと思いました。

分科会では、発題者として参加させて頂いた「処遇困難な子どもへの対応」は、日々の苦労を参加者の

皆さんと共有できた貴重な時間になりました。「笑い＆切り替え」が子どもへの対応のキーワードでした！

●山中民子さん（ファミリーホーム スタッフ）

いろいろな方のお話が聞けて、ファミリーホームそのものの課題がたくさんあることがわかりました。

分科会では、発表する立場ではありましたが、中垣先生や参加してくださった方々の子どもへのいろい

ろなアプローチを見て、お話を聞かせて頂いたことで、改めて子どもとの関わり方を噛みしめる良い機会

になりました。自分にフィットするアプローチをこれからも模索していきながら、子どもと共に成長して

いきたいと思います。

●北川温子さん（ゆんたくホーム／京都市）

暑い最中の大会でしたが、会場は駅前で分かりやすくストレスなく行けました。

ここ数年はホームの子どもたちを連れ、レクリエーションを兼ねて参加しています。以前は、ユースの

プログラムに参加できず、会場に入れなかったりで、気になっていたのですが、今回は気乗りしていなか

った（以前のことを聞いていたようで）子が、1 日目が済んだ後で「楽しい」と言っていたので安堵しま

した。2 日間、笑顔がたくさん見られて、正直、そのことだけでも「いい大会」だったと思っています。

ユースプログラムを企画してくださった方々に感謝しています。

私のほうは、参加した特別１分科会がイメージしていたものとは異なっていて（より深い内容を思って

いたので）、少々残念でした。

●阿部すみれさん（ファミリーホーム スタッフ）

１日目の公開討論会では、異なる立場におられる登壇者の方の貴重な討論をお聞きすることができて良

かったです。ファミリーホームで養育に携わるものとして、日本の子どもの福祉について、政策から現場

まで広い視野で考える貴重な機会となりました。

社会的養護のもとにおいて子どもを育てるという日々の実践の中で、国の認識と現場での現状がありま

すが、現場の声を届け、必要な支援にお金を投じてもらえるよう、日常に埋もれて後回しになりがちなフ

ァミリーホームとしての提言、また、現状などを広く社会に向けて言葉にして伝えなければならないと強

く感じました。「終わりのない家庭（子育て）」という意味でも、また、制度上ファミリーホームに求めら

れる事務や建物設備という意味でも、「家庭 ⇔ 施設」という２つの軸を今こそ超えて、地域の中で「新し

い家族」を私たちがつくっていかなければならないと実感しました。

今後とも、ファミリーホーム、里親家庭の横の繋がりが増えていくことを願っております。どんな立場

にあっても、傷ついた子どもたちにとって「安心して生きられる」「ひとりじゃない」「生きていてよかっ

た」と思える居場所、家庭をつくっていきたいと思う心に垣根はないはずです！ ありがとうございまし

た。
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特別１分科会
テーマ 養育者の質の向上～処遇困難児の対応

講 師 中垣真通（子どもの虹情報研修センター 研修部）

発表者 片平大輔（NPO法人 CROP－MINORI－／横須賀市）

概 要 衝動的な粗暴行為が多く、周囲をいらだたせてしまうことの多い“キレる子”たち。彼らに

ついて、愛着とトラウマの視点から生い立ちを理解し、力に頼らない対応の基本方針を学び

ます。

分科会のあらましと感想

中垣真通さん（子どもの虹情報研修センター）

事例を提供してくださった NPO法人 CROPの皆さんの献身的な協力のおかげで、この分科会では講義をほ

とんど行わずに、トラブル場面への対応について小グループで協議し、対応を実演してみるという構成で

進めることができました。

打ち合わせの際に、「ファミリーホームでは他の職員の対応を見る機会が少なく、対応のレパートリーを

広げることが難しい」と聞き、理屈ではなく、レパートリーが増えることを研修の目的としました。

研修の前半では、子どもが興奮して他児に暴力を振るった場面への介入を扱いました。まず本人の気持

ちについて小グループで協議して、その上でどんな介入が有効かを検討してもらい、数グループの代表に

壇上で実演してもらいました。変な介入もレパートリーを増やす上で役立つと解説しておいたところ、「警

察だ！」とユーモラスに介入するグループも現れ、会場に笑いが溢れました。子ども役の人に印象を聞い

てみると、「ユーモラスな介入は、怒られていないことが伝わってきて安心できる」ということでした。笑

いを入れると、意外に効果的なことを皆さんと共有できたかと思います。

後半では、暴力場面の振り返りをして、反省文を求める場面を扱いました。ついお説教したくなる場面

なのですが、振り返りは自問自答することが大切と解説をして、各グループで振り返りの仕方を検討して

もらいました。実演では、丁寧に傾聴をしたり、ご褒美作戦を提案したりと、さまざまな工夫を取り入れ

た振り返りを披露してくれました。子ども役の感想としては、「傾聴されるとつい自分から話してしまう」

ということでした。大人が黙っているほうが効果的な振り返りになることや、大人も正直に自分の気持ち

を語ることが子どものお手本になることなどを確認しました。

実演は恥ずかしかったかと思いますが、ご参加の皆さんに積極的に取り組んでいただいたお陰で、対応

のレパートリーだけでなく、楽しい気分も持ち帰っていただけたかなと思っております。

＜参加者からの声、感想＞

●片平大輔さん（NPO法人 CROP.－MINORI－／横須賀市）

大会を終えて考えたことは、「自分たちはどこまでできるのか？」ということでした。

分科会では「処遇困難な子どもへの対応」について研修をしました。子どもがキレたときの対応をロー

ルプレイし、参加者の方にはその時の対応を実演して頂きました。本当にいろいろな対応の仕方があり、

「自分にはできないな」と思う対応や「これは良い！ ぜひやってみたい」と思うやり方がありました。

なかでも、シフトに入っているスタッフ同士の連携や子どもたちとの関係性、時間にいつも追われてし

まっていることなども考慮すると、どこまで実際に実行できるかということを一番に考えました。子ども

たちに対しての対応ひとつで、彼らの人生をも左右するような育ちに関わっているということに気づきま

したので、改めて、今まで以上にスタッフや子どもと話す時間を大切にしていきたいと思いました。
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★チキンラ－メンファクトリーで自分だけのカップヌ－ドルを楽しく作ることができました。八景島シ

ーパラダイスは海の沢山の動物たちのショ－があり、すごくスケ－ルが大きくて驚きました。イルカが

好きな私には、とても楽しい一日でした。（1７才）

★一番印象にのこったことは、初めて山下公園から乗ったクル－ジングで、風が吹いている中での食事

がとてもおいしかったです。また機会があれば乗りたいと思います。（16才）

★クル－ジングで EXILE のライブが見えたり、いろいろな県の人と

話ができた。（11才）

★海はきれいで夜に光っていて、青森では見られないけしきがとて

もきれいで、おどろきました。（12才）

★横浜では、ふだんできないようなデイナ－クル－ズなど体験できて良かったです。みなとみらい周辺

もぶらぶらしたり、楽しかったです。（中 2）

★1 番の思い出は、夜のクル－ジングと八景島シ－パラダイスに行ったことです。クル－ジングでの都

会の夜景は最高でした。シ－パラダイスでは、暑い中、園内を歩くのがつらかったですが、イルカやア

シカショ－が楽しかったです。とても楽しい旅行になりました。ありがとうございました。（17才）

★ひとりひとりに保育士が付いてくれてすごいと思いました。高校のお友達への色んなおみやげを買え

てたのしかったです。動物のショ－が印象的でした。（16才）

★ふねのなかでいっぱいたべました。きれいでした。（7才）

★横浜に行ってはじめてふねにのれて、たのしかったです。(10才)

★横浜の観覧車が大きく、ライトアップがきれいで感動しました。（18才）

★船に乗って、夜のクル－ジングは最高でした。バイキングもおいしかったし、景色もよかったし、ク

リちゃんファミリ－も楽しかったです。カップラ－メンミュ－ジアムでは、自分のカップヌ－ドルを作

ってよかったです。八景島で、ジェットコ－スタ－に乗れたことも楽しかったです。（中 2）

★良いことと、良くないことがあった。疲れたけど、楽しかった。（14才）

★1 日目は、カップヌ－ドルミュ－ジアムに行って、最初から最後まで麺を作ってラ－メンができた時

はすごくうれしかったです。表面には自分なりの絵がかけてとても楽しかったです。2 日目は、八景島

シーパラダイスに行って、色々な魚、生き物を見ました。初めてイルカを見ました。イルカの顔がすご

くかわいかったです。高い所からジャンプしたり、物を使って芸をしたりしていました。イルカでもす

ごいことができるんだなと思いました。すごく楽しかったです。（14才）

★横浜での大会に行きました。私が一番楽しかったのは、八景島シーパラダイスです。シ－パラの遊園

地で「バイキング」に乗ったことが一番でした。ぐらぐらゆれて、とてもおもしろかったです。お昼ご

飯のバイキングもおいしかったです。ほかにはカップラ－メンを初めて自分で作れたことが、すごくよ

かったです。ごうかなホテルにもとまり、最高な 2日間でした。（小 3）
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キッズプログラム

8月 5日～6日、横浜は暑かったですね。そんな中、キッズの皆さんは、室内で、外出で、元気いっぱい

大きな声でお話をしていましたね。

大人の人はお勉強、子どもたちはそれぞれ元気に、楽しい時間を過ごしました。大きい子は「カップヌ

－ドルミュ－ジアム」へ行き、小さい子は室内でミニカップヌ－ドルを作りました。くりちゃんファミリ

－の大道芸も、魚釣りも、景品のキラキラグッズも、気に入ってもらえましたか？ シ－パラダイスも楽

しかったですか？ お家に帰っても、ときどき横浜のことを思い出してくれるとうれしいなぁ。また来年

も会えるかな？

子どもたちを預けてくださったファミリ－ホ－ムの皆さま。不慣れなためご不便をおかけしたこともあ

ったことと思いますが、大きな怪我も病気もなく、それぞれのご家庭にお返しすることができ、ほっとし

ております。また、皆さまから子どもたちの感想をたくさん送っていただきました。ありがとうございま

した。次々と届く子どもたちの声に嬉しく励まされる思いがしました。以下、届けられた感想です。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

「おかあさん！ みんなファミリ－ホ－ムなんだよ！」
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★ぼく、しんかんせんのったよ。おっきいペンギンとちっちゃいペンギンがこうやってあるいていたよ。

【親から】 初めて新幹線に乗せてあげることができました。３才の子は八景島シーパラダイスで見たペ

ンギンの歩く姿をマネしておどけてみせました。よほど楽しかったようです。「おかあさん！ みんなフ

ァミリ－ホ－ムなんだよ！」（４才）。「ファミリ－ホ－ムとはなんぞや」も知らない子が、何を言わずと

も、なんとなく「みんな一緒なんだ」ということを感じとったようです。誇らしげに話してくれました。

★8 月 6 日、よこはまのホテルにおとまりしました。とってもごうかでした。ふねにものっておしょく

じもしました。クリちゃんのショ－も２かいみにいきました。カップラ－メンミュ－ジアムにもいって、

カップラ－メンをつくりました。だけど、まだたべさせてもらえなくて、いえにかざってあります。は

やくたべたいです。すいぞくかんにもいきました。イルカとアシカのショ－をみました。おもしろかっ

たです。おかあさんにおみやげをかいました。かくれくまのみのおにんぎょうがついたキ－ホルダ－で

す。かえるときに、いっしょにあそんだおねえさんとのおわかれがとてもさみしかったです。もういち

どあいたいです。いえにかえるときにくるまがこわれました。（6才）

★ジンベエザメがしろめをしていた。なんで？（5才）

★イルカがしっぽをだしてみずのうえにたっていた。すごかった！まるいわっかもとおったよ！（5才）
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★最初は同じ学年がいるかとかいろいろ不安があったけど、気軽に話しかけてくれたり、大学生がいろ

いろお話ししてくれて、楽しく過ごすことができました。八景島シ－パラダイスでは、自分より小さい

子たちと一緒に動くこともあり心配でしたが、すぐ仲良くなれて、小さい子のテンションに合わせるの

は大変だったけど、楽しく活動できました。（13才）

★ぼくが楽しかったのは、バイキングです。こしょばかったです。２ばんめは、ジェットコ－スタ－で

す。水がでてびしょびしょになりました。カップラ－メンも楽しかったです。えもかきました。そして

すてきなふくろをえらびました。また大さかでもあったらいいとおもいます。（8才）

★横浜に行って一番楽しかったのはゆうえんちです。それは遊ぶ所なのでいっぱい遊んで楽しかったで

す。みんなと楽しく遊んだりして楽しかったです。これからもとおい所などまた行きたいです。（9才）

★さかなつりたのしかった。かにさんをつったよ。（2さい）

★シ－パラダイスでは、たくさんの遊具にのりました。「サラコ－スタ－リバイアンサン」はとても怖か

った。けど、もう一回乗りたいと思った。「バイキング」［アクアライド II」「ピ－タ－パン」「シ－パラ

ダイスタワ－」、たくさんの乗り物に乗った。家では小さい子が多いので、なかなか遊園地には連れて行

ってもらえないから、横浜でこんな楽しい思い出ができたことがすごくうれしかったです。家族と一緒

ではなかったのが少し不安だったけど、たくさんのボランティアさんが付いてきてくれて、安心して楽

しむことができた。楽しい時間をつくってくれてありがとう。また一緒に遊んでください。（中 3）

★カップヌ－ドルはとても絵を描くのがたのしかった。すいぞくかんもとてもたのしかった。ニモとド

リ－もいた。りょこうハッピ－だった。(10才)

★とても楽しかったです。（15才）

★充実した楽しい２日間でした。(15才）

★ありがとうございました。とても楽しい２日間でした。（14才）

【親から】 子どもたちは「とっても楽しかった」と満足でした！ イルカのショ－とジンベイザメが印

象に残ったようでした。お昼もバイキングがよかったみたいです！ お小遣いを持たせて、自分でアイス

クリームを買ったのが嬉しかったみたいです。うちの子たちを一日中見てもらうのだけでも何とも大変な

ことだと思いますので、有難いことでした。

●学生さんへのアンケ－トから

＊子どもたちと接する中で楽しいこと、難しいこと、さまざまありました。２日間という短い時間でした

が、思い出しては泣きたくなるほど、素晴らしい経験になりました。

＊最初はどうなることかと思ったが、子どもたちとたくさん話せるようになり、懐いてくれるようになっ

て別れが寂しくなりました。この体験を活かして、もっと子どもとふれあいたいと思いました。

保育ボランティアの感想
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★僕は横浜に行ってたくさんの思い出ができました。一番思い出に残っているのは、チキンラ－メンを

一から作り、完成したことと、八景島パラダイスに行ったことです。とても楽しかったです。（14才）

★カップがまるくてえがかきにくかったけれど、がんばってかけた。（9才）

★僕は横浜に行って、とても楽しかったです。とくに楽しかったのは八景島シーパラダイスです。いろ

いろな魚とふれあいました。僕たちのために計画して、一緒に行ってくれたボランティアの人たちに感

謝しています。（14才）

★一番楽しかったのは、シ－パラです。理由は、フリ－フォ－ルが楽しかったのと、ショップの「しゃ

べるぬいぐるみ」がおもしろかったからです。カップラ－メンミュ－ジアムも楽しかったです。それと、

僕の家では、ぱぱが、毎晩魚釣りゲ－ムの魚を作りました。おかげで、いろいろな魚の名前を覚えまし

た。「みんなが楽しんでくれるといいな」と言いながら、かなりがんばっていました。（小 6）

★水族館楽しかった。ニモはいなかったけど、ドリ－はいたよ。ご飯の時、マシュマロにチョコレート

つけて食べたのがおいしかった。今度はみんなで行きたいね。楽しいと思うよ。

★ずっとのりたかったかんらんしゃにはじめてのることができました。すこしこわか

ったです。ふねにもはじめてのりました。ぼくはずっとそとをみていました。かもめ

がとんでいました。いえで、おみやげにもらったカップラ－メンをたべてみました。

おいしかったけど、たくさんのこしました。（3さい・母代弁）

★さまざまな魚が見れてよかった。機会があったらまた行きたい。（14才）

★全部楽しかった。魚釣りのお手伝いができて良かった。水族館はお姉さんと仲良くなって、はしゃぎ

すぎちゃったけどおもしろかった。

★カップヌ－ドルのカップの色ぬりがおもしろかったです。ゆう園ちのメリ－ゴ－ランドの音楽鳴った

りして、ぐるぐると回ったことが楽しかったです。水のめいろやって出口を見つけて出口に出ようとお

もったら、せなかに水をかけられてようふくがびよびよになったけどきもちよかったです。（11才）

★ファミリ－ホ－ムの大会に行きました。どんな会なのかよくわかりませんでした。一番楽しかったこ

とは、シ－パラのジェットコ－スタ－です。2 回乗りました。お姉さんと、しゅうちゃんと、あ－ちゃ

んと一緒に乗りました。バイキングに乗ったことも、楽しかったです。カップラ－メンミュ－ジアムで、

カップに絵をかいたりして自分で作れたことです。クル－ジングで、クリちゃんファミリ－の大道芸で、

可愛いトイプ－ドルの風船をもらったこと、大道芸の中で、お皿回しをやらせてもらったことも楽しか

ったです。こんなに楽しいなら、来年もぜったい行きたいです。（小 3）

★暑くて疲れたけれど楽しかったです。最後にみんなとさよならするのがさみしかったです。（14才）

★船のクル－ジングが一番楽しかったです。山形のファミリ－ホ－ムの高１の男の子、中３の女の子、

しがのファミリ－ホ－ムの小３の女の子と仲良くなって、ずっと話していました。とても楽しかったで

す。次に楽しかったのは、八景島シーパラダイスの遊園地で遊んだことです。そこでも東京から来た中

１の子と仲良くなりました。アトラクションもいっぱい乗ってちょっと疲れたけどサイコ－の大会でし

た。次の大会も参加できるならしたいし、楽しみです。またあのメンバ－と会えたらいいな。（中 3）



32

子どもたちが、感想をかいて送ってくれました★
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＊初対面の子たちと行動を共にするのは不安が多かったが、話を進めるうちに相手のほうからいろいろ話

してくれて会話がはずんだし、頼られたり、手をつないでくれたので安心した。結構歩いたりして大変な

面もあったが、それ以上に貴重な体験ができたと思う。

●学生さんのお手紙から

その１

今回のボランティアでは、今まで体験してきたのと違い、とても緊張感がありました。子どもたちの中

には、実際に親から捜されている子もいると知り、不安と、私にしっかりとボランティアができるのかと

いう気持ちがありました。

私が担当した子どもたちは明るく元気な子たちで、不安ばかり募っていた私の気持ちまで軽くしてくれ

ました。２日間一緒に行動して分かったことがありました。それは、『家族をとても大切に思っていいるこ

と』です。話をしていく中で、家族の話を一番多くしてくれました。そのときの笑顔はどの内容の話より

も一番でした。私は、家族が当たり前にそばにいる生活を送っていたので、改めて家族という存在が素敵

かということを子どもたちから学びました。他にも、他者への思いやり、優しさなど、人生の基本とすべ

きことを改めて学びました。この学びをもとに、今後も頑張っていきたいと思います。

その２

初めて自分の担当の子どもたちと顔を合わせたとき、接し方がまったくわからず戸惑ってしまいました

が、子どもの元気と人懐っこさに救われ、緊張がほぐれました。ファミリ－ホ－ムという場所はどのよう

なところかということは、講義で学んだことはありましたが、実際に関わらせていただき、多くのことに

気づかされました。

子どもたちの命を預かってボランティアをさせていいただいていること、子どもたちの個性を大切にし

ながら接していくこと、さまざまな性格を持った子どもたち１人ひとりに配慮しながらの２日間は考えさ

せられることも多々ありましたが、接し方を変えるだけで、子どもたちに信頼してもらえるようになった

と感じております。この２日間でさまざまな出来事がありましたが、子どもたちと関わりたいという気持

ちは強まるばかりでした。

●施設職員の方から

＊キッズプログラムへの参加は、確かに大変な人数でしたが、多くのお子さんたちがいい笑顔で、心から

その時間を楽しんでくれているように見られました。その笑顔が集まると、こんなにも大きなエネルギー

になるのだと実感するほど、子どもたちの輝きが眩しく嬉しかったです。この２日間が子どもたちの中で

も良い経験として残っていってくれるといいなと願っています。

＊初めてこのような機会に参加させていただき、初対面にも関わらず、子どもたちは話しかけてくれたり、

くっついてきてくれたりと距離が近く、こちらもあまり緊張せず接することができました。プログラムの

中でも、前もって決められているル－トを行くのではなく、「どこが見たいか、何をしたいか」を子どもと

話し合い、相談して内容を変えられるのが、自然でとても良いなと思いました。

＊保育に参加協力してくださった学生ボランティアの皆さんは、歩けなくなった子どもをおんぶしたり、

抱っこしたり、お話しして仲良くなる等、とても熱心で、一生懸命子どもたちに携わってくださり、良か

ったと思います。

＊最初緊張気味だった子どもたちが、最後はとてもリラックスして、笑顔が見られて良かったです。

事前打ち合わせをす

る

施設職員の皆さ

ん
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キッズプログラムに協力してくださった方々
● 施設職員の取りまとめ役

鶴飼一晴様（神奈川県社会福祉協議会 施設部会 児童福祉施設協議会会長）

伊達直利様（横浜市社会福祉協議会 児童福祉部会 部会長）

【施設職員の皆様】

睦母子生活支援施設 １名

川崎こども心理ケアセンター か

なで 2名
横浜いずみ学園 １名

相模原南児童ホ－ム 4名
ドルカスベビ－ホ－ム 2名
しゃんぐりらベビ－ホ－ム 2名
白百合ベビ－ホ－ム 3名
デュナミス 6名
しらかばベビ－ホ－ム 1名
久良岐乳児院 4名
聖園ベビーホーム １名

県立中里学園 1名
白山愛児園 1名
中心子どもの家 2名
成光学園 2名
日本水上学園 1名

すまいる 2名
鎌倉児童ホ－ム 2名
幸保愛児園 2名
唐池学園 2名
川崎愛児園 2名
春光学園 2名
白十字会林間学校 2名
心泉学園 2名
ゆりかご園 2名
子どもの園 1名
城山学園 2名
エリザベス・サンダ－ス・ホ－ム

2名
旭児童ホ－ム 2名
聖母愛児園 2名
サーフサイドセヴン茅ヶ崎ファー

ム １名

しらかばこどもの家 1名

強羅暁の星園 1名
聖園子供の家 1名
ポ－ト金が谷 1名
誠心学園 3名
川和児童ホ－ム 2名
横浜市三春学園 1名
東京都の施設職員 6名
【学生の皆様】

大妻女子大学生 98名
和泉短期大学生 50名
県立保健福祉大学生 7名
大正大学生 2名
【その他の皆様】

「こどもみらい横浜」 1名
保育士ボランティア 11名
有償ボランティア 5名
その他ボランティア ６名

(順不同・敬称略）延べ258名

「考えてみよう。大会の保育」
★実行委員のコンセプト

① ただ子どもを預かるだけでなく、子どもたちの交流となること

② また来たいと思う［楽しいプログラム」～ 次へつながるきっかけづくり

③ 安全、安心

★大会を通して困ったこと

・締め切り後の参加申し込み

・当日の子どもの体調について、連絡がなかったこと

・飲み物、おこづかいを渡されていなくて、困った子がいたこと

・着替え（パンツなども）がなく、困った子がいたこと

反省点も多々ありましたが、大会前に「大事にしたい」と考えていたことは実現できたかと思います。

１日目の子どもの人数 175名(室内 39名)、2日目の子どもの人数 183名(室内 21名)、延べ人数 358名。

こんなにたくさんの子どもたちが参加してくれました。ありがとうございました。

キッズプログラム担当 斉藤眞理子 四条千賀子 渡辺利江
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●近い年の人で同じ境遇の人と会うことはなかなかな

かったので、いい経験になりました。いろんな人の話

や意見を聞いて勉強になったり、たくさんのことを考

えさせられました。ボウリングも楽しかったです。ま

た、このような機会があったら参加したいなと思いま

す。(17歳)

●ユースプログラムでは、初めて会う方、知っている

方など、いろいろな人と一緒にプログラムを進めてい

きます。私が最も印象に残っていることは、船でご飯

を食べたこと、そして２日目のボウリングです。

船でのご飯は、初めて会った同い歳の子だったり、

近い歳の子だったりと、そんな人と仲良くなれる大き

なチャンスだったし、たくさんおしゃべりをすること

ができました。ボウリングでは、みんなで盛り上がり、

はしゃいでいっぱい笑って、最高のひとときでした。

また来年も、よい思い出が作れるようぜひ参加したい

です。（高1）

●思っていたより楽しめたので、満足しました。ボウ

リングが特に楽しかったです。景品もとてもよかった

です。（高３）

●ユースプログラムに参加して、先輩達からの言葉は

とても心に残りました。有意義な時間を過ごせたので

とても良かったです。（15歳）

●私は、ユースプログラムに参加して学んだことがあ

ります。ひとつめは「私と同じような子どもたちがた

くさんいるんだなぁ～」ということです。理由がどう

であれ、たくさんの仲間がいることに安心しました。

ふたつめは、お互いに自分の意見をぶつけ合うという

ことです。自分では考えなかった意見などが聞けて「な

るほど～」と思いました。たった２日間ですが、チー

ムの皆さん以外とも話ができて、とても良かったと思

います。（15歳）

●今回のプログラムに参加させてもらって、自立にあ

たって様々な困難があり、詳しく知ることができまし

た。とくに、病気になり仕事ができなくなってしまっ

た話など、とても勉強になりました。（22歳）

●施設とファミリ－ホ－ムが全く違っていることが分

かって、自分はファミリ－ホ－ムでよかったなと思っ

た。（21歳）

●初めてクル－ジングを経験しました。船に乗って夜

景を見ながら、ビンゴをしたり、２日目はボウリング

で優勝することができたり、最初はだんまりしていた

チ－ムが少しずつ喋るようになって、話し合いの時間

も楽しく話せました。１泊2日という短い時間でした

が、楽しく過ごすことができました。（19歳）

●自立することについて考えることができて、よいア

ドバイスをもらうことができてよかった。みんなと共

感する部分もあり、いろいろ話し合えたのでよかった。

次の機会にはもっといろんな人と話したい。（高2）

●同年代の人と知り合えてよかったです。ボウリング

も楽しかったし、クル－ジングのごはんも美味しかっ

た。（高１）

●今回のユースプログラムに参加して、他のホームの

子と交流ができて、良い機会になりました。様々な意

見が聞けて刺激になりました。

●今まで、自立についてちゃんと考えることはありま

せんでしたが、今回のユースプログラムをきっかけに

考えることができてよかったです。とても勉強になり

ました。ボウリングも楽しかったです！

●同じ境遇の人と会話できたのは、すごいいい経験に

なりました。今後もこのような機会をつくっていくと

良いと思いました。

●たくさんの同年代の人と話すことができたので、と

ても楽しく、充実した2日間でした。話し合いでは、

自分と同じような環境で過ごしている人の意見を聞い

て共感できたり、逆に、こんな考え方もあるのだと勉

強にもなりました。自分にとって有意義な時間を過ご

せたと思います。

●自分が孤独とか、そういうのを感じていたわけでは

ないけど、同じホームの子だけじゃなく

て、もっと仲間がいることを知って安心

しました。難しい内容もあったけど、楽

しく過ごせたので良かったです。

参加したユースから
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ユースプログラム
委託児童版：「出会って、集まって、繋がろう‼」

全国研究大会として初めて、ファミリーホームで生活しているユース年代（15 歳から 29 歳）の子ども

たちの交流を目的としたユースプログラムを行いました。

【出会って】 違うホームの同年代の子や社会に出ている先輩と話をする中で、子どもの視野を広げる

良い機会の１つになればと考え、遊びだけではなく、ワークショップも盛り込んだプログラムにしました。

【集まって】 「委託児童版」のプログラムでは、30名の参加者が 5名ずつのグループに分かれて行動

を共にしました。2 日間という短い時間でしたが、密な交流ができたのではないかと思っています。ワー

クショップでは、子どもたちと自立について話し合ったり、日々一緒に生活している大人に伝えたいこと

をグループごとに語り合い、考えました。現在、ファミリーホームで生活している子どもたちは、仕事を

して１人暮らしをしている方や、仕事をしながらもホームで暮らしている方の様々な視点や想いを新鮮な

気持ちで聞き入っていました。ユースプログラムのスタッフで唯一、ホーム開設者として参加させていた

だいた僕にとっても、いろいろと考えさせられる良い時間になりました。

【繋がろう!!】 交流については、子どもたちの力に驚かされることばかりでした。初めのうちはポツ

ンと 1人で座っていた子どもが、夜の懇親会では仲良しグループでふざけあって笑いあっているのです。

また、ゲームやボウリングの進行係も子どもたちが自発的に「やりたい！」と志願してやってくれて、閉

会式でのステージでも堂々と発表してくれました。

プログラム企画の段階で心配していた、「思春期で、人間関係に多感な時期の子ども像」とは全く違うも

のでした。そして、子どもたちの強い力に感心させられっぱなしでした。

全員がうまく交流できたわけではなく、緊張から体調を崩してしまった子や、なかなか馴染めず別室で

過ごす子もいました。それは、実行委員としての僕の準備不足や配慮が足らなかった部分でもあると反省

しています。

今回のユースプログラムは、多くの方々のご協力・ご支援によって無事に行うことができました。委託

児童、実子の各プログラムのスタッフの皆様、ユースの子どもたちの背中を押して参加させてくださった

ファミリーホームの養育者の皆様には、大変感謝しています。今後も子どもたちの交流、そして想いを聴

いていく大切な機会の１つとして、ユースプログラムが継続していくことを願っています。

本当にありがとうございました。 大場理史（トロンの木影／横浜市）
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考える不思議な時間でした。

以上が2日間を通じた感想になります。

もう一点だけ、就労支援の立場で申し上げますと、

高卒後の進路について、本人達が十分に考えるための

情報や経験などが、高校などの教育機関のみに依存し

てはいないかという点が気になりました。昨今、特に

普通高校の就職支援力の低下、問題の先送り傾向が指

摘され始めている節があり、高卒就職の希望者に関し

ては、高校以外の社会資源を活用したキャリア教育も

検討する必要性があるのではないかと感じました。高

卒新卒者が売り手市場となり、とりあえず受ければど

こか就職が決まる時代なので、その中身のマッチング

の精度について、やや意識が低下している危険性を一

部の普通高校等に感じております。

我々も、これを機に、ファミリーホームの若者達に

どう役に立てるのか考えて参りたいと思います。

◆野澤哲也さん（弁護士）

先般は，貴重な体験をさせていただき、感謝申し上

げます。当初、ユースの参加者について、注意すべき

点を共有しましたが、実際に会って話をしてみると、

意外と早くうち解け、特に大きな問題もなく、プログ

ラムを終えることができました。

２日目に「大人に伝えたいこと」というワークがあ

り、その中では、里親の方々に対する感謝の念のほか

に、強い要望事項なども多数出されていました。中に

は辛辣で深いなと思う意見もありました。内容はすべ

て、当日の模造紙に書いてあったとおりです。ここで

出たユース達の意見が、どのように里親制度に反映さ

れるのか、その点が気になりました。

◆多賀務さん（早稲田大学准教授）

ユースプログラムに参加して、特に次の２点につい

て考えさせられました。

第１は、里子の悩みごとが実の子どもとあまり変わ

らなかった点です。実子と分け隔てなく育てようとい

う里親の方々の苦労が忍ばれる一方、実は一緒に育て

られている実子のほうが“悩める子羊”のようにも感

じました。

第２は、里親に本音を言わない里子が多いという点

です。「どうせダメって言われる」「あとで２人になっ

たときに怖い」など、実子も同じことを言いそうです

が、本音を言いすぎて、いまさら良好な関係を壊した

くなさそうな感じは、児童･生徒たちが教員の気に入る

行動･発言をしようとする関係に似ているように感じ

ました。ファミリーホームや里親家庭のあり方を考え

るとき、里子･実子･里親を、個人ではなく「世帯」と

いう単位で見ていく必要性を感じたプログラムでした。

◆中川友生さん（早稲田大学里親研究会）

神戸から参加しました。里親さんと話す機会は多い

のですが、ユース世代と話す機会が少なく、不安の中、

横浜に着きました。

班のメンバーは、地域や年齢が異なるにも関わらず、

自分達で意見を出しながら楽しく過ごすルールを決め、

笑い話も真面目な話もしながら、ときに大人のサポー

トを使って仲良くなっていく、その力に驚きながら 2

日間一緒に過ごしました。

ディスカッションの中で、困ったら「良い大人に相

談する」と語ってくれたことが印象に残っています。

メンバーの生活には、必要なときに安心して相談でき

る大人が存在するということが強く伝わりました。今

後、ユースにとって「良い大人」とはどんな人か、ど

うすれば「良い大人」が増えるのか、この問題にしっ

かり取り組みたいと考えています。

◆高橋百合子さん（早稲田大学学生）

ユースプログラムに参加して感じたことは、「家族で

あることの大切さ」です。里子と実子の差に苦しんで

いたり、家のルールへの不満を持っている方もいまし

た。しかし、それでも自然に甘えられたり、はっきり

ものが言える関係であるようでした。ここまでの信頼

関係を築き、互いを支えてきたファミリーホームに関

わる皆さんの力を感じることができました。

◆高石啓人さん（早稲田大学大学院）

このたびはこのような機会をいただき、非常にたの

しかったです。関わってくださったスタッフ、参加者

の方々にお礼申し上げます。私たちのグループは大人

（スタッフ）の性格や力量が影響し、あまりまとまり

がなかったのが少し申し訳なかったです。個人的には

あの雰囲気はいいと思いますが……。

私が一番印象深かったのは、2 日目の「大人に伝え

たいこと」です。いろいろ思うことがあっても、なか

なか大人に言えない。そうした状況の中で、大人に伝

えられる機会があるというのはとても貴重なことだと

思いました。今後も続いていっ

てほしいです。

次の機会には、子どもの伝え

たいことに関して、大人が応答
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●普段はあまり接する機会のない、他のファミリーホ

ームの人達との交流が出来て良かったです！ もっと

こういう交流の場が増えるといいなと思います。グル

ープワークだけでなく、ボウリングやクルージングデ

ィナー等、楽しめるものが多かったのも良かったです。

●最初は行くのがいやだったんだけど、行ってみたら、

最初は緊張していたんですけど、グループになって話

していて、発表がきっかけになって自分から話せて、

緊張もとれて、笑顔でいろいろな話ができて良かった

です。亜美さんから自立の話を聞いたり、そのことに

ついてグループで話し合いをして、自分にとって勉強

になり、頑張りたいと思いました。みんな同じような

ホームで生活していることも分かったし、自分だけじ

ゃないんだと思ったとき、安心しました、グループの

話も勉強になったし、楽しかったです。ありがとうご

ざいました。（高３）

●体調が悪く最初からグループに入れなかった。周り

の大人は「緊張しすぎでないの？」と言うが、本当に

調子が悪かった。だから、次の日も休んでしまった。

ずる休みでないことをわかってほしいと思う。（高２）

●２日間いろいろな体験ができました、お世話になり

ました。ありがとうございました。話し合いの内容は

あまりよくわからなかったが、グループのみんなでの

遊びや食事などすごく楽しかった。自分も桜木町は少

し知っていたので、「ジョナサン」（ファミリーレスト

ラン）やほかの食事場所も教えられた。自立に向けて

話し合ったことが、今後の生活の中で生かしていける

といいと思っています。（高３）

●今回のユースプログラムに参加でき、とても楽しく

過ごせました。学ぶことや、勉強になることがありま

した。こんなに自分と同じ子がたくさんいるんだぁと

感じさせられました。クルージングやボウリング大会

も、とても楽しかったです。また、このような機会が

あったら参加したいと思いました。

◆中村みどりさん（NPO法人キーアセット）

参加してくれたユースの皆さん、スタッフの皆さん

と共に過ごせた２日間はとても楽し

く、素敵な出会いばかりでした。初

めは緊張していた参加者が、初めて

会った仲間たちと交流を深めていく姿を見ると、ユー

スに出会いの場を提供することの大切さを改めて感じ

ました。プログラムでは、「今の自分」を感じてもらお

うと、大人へのメッセージをグループごとで話し合う

場も設けました。ユースから出された様々な思いや意

見を、閉会式で伝える機会を頂けたこともとても嬉し

い時間でした。最後に、「三本締め」でユースプログラ

ムを終了させることになりました。綺麗に揃った瞬間、

無事に終わったという安堵感と名残惜しさを参加者全

員が共有し、一体感を感じることができました。

実行委員会をはじめ大会関係者の皆さま、とても良

い機会を提供いただき、誠にありがとうございました。

◆永岡鉄平さん

（NPO法人フェアスタートサポート）

僕が交流させていただいた若者達から特に感じたこ

とは、以下の通りです。

・のびのびしている(自己肯定感がしっかりしている)

ワークショップで初対面の同世代と共同作業をする

にあたり、スタッフがサポートをするまでもなく、自

発的にリーダー役が生まれ、そのリーダーに周りが自

然と同調しながら、前向きな議論等が行われていまし

た。そして、他の人の意見を否定することなく、建設

的な雰囲気がつくられました。そうした雰囲気の賜物

か、少し大人しかった子も、次第に笑顔が出て積極的

に発言するようになっていました。

・優しくて思いやりがある

特に2日目、お昼御飯をどこで食べようかと話し合

った際に、率先して出た意見が「メンバーの好き嫌い

や苦手なものなどを考慮して、様々なものが食べれる

ファミレスに行こう」でした。自分が何を食べたいか、

ではなく、他のメンバーに対する配慮を優先する姿勢

はお見事としか言いようがありません。また、予算が

1500 円と決まっているなか、細かく計算をした上で、

「50円くらい超えちゃうけど、いい？」と交渉をしっ

かりしてきたユースがいて、可愛かったです(笑)。

・ファミリーホームでの生活に満足している

2日目のワークショップのテーマが、「大人たちに伝

えたいことを伝えよう」というものでした。全体では、

現状に対する不満などが一部出ていましたが、グルー

プに関しては、現状に満足している声が多く、言いた

いことがない中で、「強いて言えば、何があるかな」と

ユーススタッフから
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し、子どもがそれに対し、コメントする、といったキ

ャッチボールができれば非常に面白いのではないかと

思いました。

◆三輪清子さん（立正大学 助教）

２日間、とても楽しく、学ぶことが多い時間を過ご

しました。２日間という短い時間で、グループのみん

ながどれくらい打ち解けられるのか、最初は心配でし

たが、２日目には、みんな少しずつ自分が出せてきた

のかなと感じました。この経験が、私だけでなく、グ

ループの１人ひとりに活かされるといいなと思ってい

ます。

◆根岸弓さん（子どもの虹情報研修センター）

今回初めて、ファミリーホーム全国研究大会に参加

しました。高校生のみなさんと２日間ご一緒しました

が、高校生とこれだけ話す時間をいただいたのも初め

てです。

一番印象に残っていることは、たった２日しかなく

てもグループとしての成長があったということです。

初めのグループ・ワークでは、メンバーの誰もが遠慮

して言葉数も少なく、他のメンバーに話をふるという

ことも難しかったのですが、２日目になると「そうだ

よね」という共感や「私はこう思う」などの意見も聞

かれるようになりました。短期間で自分の意見が言え

るようになるのはそう簡単なことではないと思います

が、それをやってのけたメンバーのみなさんは、大人

だし、本当にすごいと思いました。参加者のみなさん

に、ホームや地域を超えて本音を話せる友人との出会

いがあったなら、とてもうれしく思います。

◆山口敬子さん（青山学院女子短期大学 助教）

今回の大会で初めてユースのスタッフとして参加さ

せていただきました。２日間という短い間でしたが、

皆さんからたくさんのことを教えてもらえました。

例えば、あるワークショップのなかで、ファミリー

ホームでの生活について、日々のちょっとした要望な

どを挙げる子どもや、「今のファミリーホームの生活に

嫌なことなんてない」と話す子ども、「実子と里子は違

う」と話す子どもの様子を見て、現在の子どもたちの

思いや考えの一端を知ることができたように思います。

また、すでに一人暮らしをしている方からは、社会人

になってからの里親家庭とのつながりについてお話を

聞くことができ、里親委託における継続的な関わりを

改めて実感いたしました。

◆堀尾彩乃さん（医療ソーシャルワーカー）

みどりさんと大場さんが、穏やかで軽やかで、その

雰囲気が全体に浸透して、子どももリラックスして過

ごせていてよかったです。スタッフの皆さんは、自然

に子どもに混ざりつつサポートされていて、素敵でし

た。スタッフが何かしなくても、子ども同士で関係性

をつくっていくことができて、輪に入れない子がいて

も、その子を除け者にしようとはしていなかったこと

もよかったです。

ボウリングでより仲良くなっていたので、真面目に

考えるプログラムの前にやった方がよかったかもしれ

ないと思いつつ、あとにしても真面目なプログラムは

トーンダウンすると思うので、変えなくてもよいよう

にも思いました。考えてもらうプログラムで、いかに

子どもの声を引き出すかはスタッフの力量が大きいと

思うので、もっとうまくできればよかったと思ってい

ます。私としては、子どもたちの生の声が聴けたこと

が何よりよかったです。施設と違って、「高校を卒業し

たら、退所しなければいけない」という切迫感があま

りなかったことに安心しました。

真面目な話だけでなく、ボウリングやフルーツバス

ケットをして打ち解けていき、子ども同士の交流を広

げる機会としても、とても貴重な大会だったと思いま

す。スタッフの皆さんにもたくさん助けていただきま

した。ありがとうございました。

●ト蔵亜希子さん（ざおうホーム／宮城県）

閉会式でのユースの発表が心に残りました。毎日の

生活の中ではなかなか言葉にできないことも、聞くこ

とができたと思います。本音の話ができたのでしょう

ね。わが家の中高生は内気なので参加することはでき

ませんでしたが、ステージの皆さんを見て素晴らしい

な、と心から感心しました。ステージに上がった皆さ

んの中にも、ちょっと気恥ずかしいと思った人もいた

かと思いますが、「あなたの言葉を聞けて、あなたの姿

をステージに見て、私はとてもうれしかった」と伝え

たいと思います。

＊次のページから、閉会式でユースたちが掲げた模造

紙6枚の写真を載せてあります。

客席から
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スタッフも含め、ファミリーホーム・里親家庭の実子のみの参加者という今までにない試みで、最初は

どのぐらい集まってくださるか、集まってくださった方にとって充実した分科会になるかどうか、心配も

ありましたが、参加してくださった皆さんのお陰で初の試みが無事に終了することができてとても嬉しく

思っています。

また、実子さんのいる養育者の方々からの参加のご希望もある中で、今回の分科会の趣旨から実子以外

の参加をお断りさせていただきました。今後は、実子同士の話ができる機会をつくると同時に、養育者の

方が実子への想いを話したり、聞いたりできる分科会等の場所の機会をつくっていくことができればと思

っております。ご配慮いただきました方々に、この場をお借りしましてお礼を申し上げます。

ヨガとメンタルヘルスの時間を終えて

ミナクシみよこ（宮澤美代子）さん

自分とは何か、私にとって幸せとは何かを教えてくれたヨガ。か

らだと心を、自分のペースで整えていくことのできるこのツールを、

今回は、同じ境遇に育った皆さんに体験していただくことで、何か

感じてもらえたらいいな、という思いがありました。

生まれたころから里親の実子として過ごしてきた私は、入れ替わ

りやってくる里子たちに、親との関係や、自分の居場所を、無意識

に譲っていた感覚が長年ありました。親は親なりに、子ども全員に

愛情を満遍なく注いでいたのですが、成長と共に、嫉妬、疑念、我

慢などの思いが加わっていきました。そして、私の、物事の受け取

り方が偏り、本来の自分の気持ちが分からなくなっていきました。

その複雑で、地に足がつかない生き方をしていた自分を打破し、整えてくれたのがヨガでした。

参加してくださった実子の皆さまの様子ですが、初めのころは、緊張しているようでした。意識された

なめらかな呼吸に合わせて、からだをのびのびと動かすことで、終わるころには心もリラックス、スッキ

リしていった様子でした。

ヨガをスタジオで行うだけでなく、日々の生活の中に取り入れると、より効果的と私は考えています。

「無理をしない」「競わない」「呼吸を意識する」というヨガの 3つの約束事は、そのまま、自分のペース

で生きる上での心構えになります。私がそうなったように、ヨガが実子の皆さまの心を整える道具となり、

ひとりひとりが環境に左右されず、自己表現できるようになる。皆さまがより自分らしく、幸せに人生を

歩んでいくことを願います。

実子の皆さまと出会えたこと、この境遇にあったのは私だけではない、ひとりではないと思えたこと、

とても嬉しかったです。実子の皆さまとの再会を楽しみにしています。

その１

最初は「スタッフなのだから、参加者をリードしないと」とやや気を張っていましたが、気づけば自分

実子のスタッフから
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特別２分科会とユースプログラム（実子版）

特別２分科会
テーマ ファミリーホーム・里親家庭で暮らす実子の語りと想い

講 師 山本真知子（大妻女子大学専任講師）

スタッフ 宮澤美代子（日本幼児体育学会認定指導員、一般社団法人キッズヨガ協会代表理事）

概 要 ファミリーホーム（または里親家庭）で生活している、もしくは、過去に生活していたフ

ァミリーホーム養育者（里親）の実子の分科会です。「心と体を動かそう」をテーマに 15

歳以上のユース年代の実子も交えて、日本で初めて実子のみの分科会を行います。ファミ

リーホーム補助者をしている実子も参加可能です！ 体を動かせる格好でご参加くださ

い。

日本で初めての実子だけの分科会

山本真知子さん（大妻女子大学）

この分科会は、ファミリーホーム（里親家庭を含む）で生活をしている実子が集まって、想いを語り合

うという目的で開かれました。これまで、ファミリーホームや里親の集まる大会で実子のみが集まって話

をする機会は日本ではなく、今回が初の試みでした。

特別２分科会だけではなく、初日の8月５日から実子の15歳以上の若者５名はユースプログラムとして、

カップラーメンミュージアムでチキンラーメンを作成したり、懇親会で親睦を深めたりしました。

２日目の 8月６日は、大人になった実子を含めて話をする機会を得ました。当日参加も含め、前日から

のユース参加者５名に加え、分科会参加者５名、講師・スタッフ４名の計 14名でした。

分科会の前半（午前中）は「心と体を動かそう！」というテーマで、ミナクシみよこ先生によるヨガと

呼吸法を取り入れたメンタルヘルスのお話をしていただきました。ゆっくりとした時間が流れ、特別な分

科会のスタートとなりました。

お昼ご飯をはさみ、いよいよ話し合いのスタートです。まずは、４つの質問の答えを各自が紙に書き出

しました。質問は、

１ 親がファミリーホーム（里親）を始めたとき、自分が何歳だったか。

２ 子ども（委託児童）の最大と最小の年齢差は？

３ 今まで何人の子どもが家に来たか。

４ みんなに質問したいこと！

という内容です。

１人ひとりが答えを発表をしていくと、それだけで「わかる！」と盛り上がり、質問もそれぞれが深い

質問になりました。出た質問としては、「親が里親やファミリーホームをしていて良かったこと、嫌だった

こと」「児童相談所に対しての思いはありますか？」「あなたにとって家族とは？」など、ひとつの質問に

対していろいろな意見があり、あっという間の１日となりました。



46

✿人にウチが里親であることを話すと、いつも「偉いね。スゴイね」と言われ、なんか違うと感じていま

したが、初めて、同じ立場の同世代の人たちと話をし、みんな同じような疑問や意見を聞くことができ、

「ウチなんか、まだまだ平和なんだな」と気が付きました（笑）。『実子あるある』で盛り上がり、ホント

に楽しかったです。また、みんなに会えるのを楽しみにしています。

＜親の立場から＞

●五味久美子さん（かいふじホーム／山梨県）

初めての実子の分科会に、わが家の娘も参加させていただき、母娘ともども嬉しかったです。私どもは

娘が小３のときに里親になり、すぐに娘と同じ年の子どもを頭に３人引き取り１年半寝食を共にしました。

関係が良いときは良いけれど、仲が悪くなるとかなり苦しんだようです。そんなときは、夜になるとそっ

と娘を抱きしめて「あなたにはこうしてお母さんが側にいて抱いてあげられる。でも、○○ちゃんたちに

は今、お母さんがいないんだからね」と言って、何度となく励ましました。その後も同じように、同い年

の子を頭に３人の兄妹を引き取り、彼らは措置解除となった今でも一緒に暮らしております。

振り返ると、うちの娘の半生は苦悩の半生だったように思います。ときには私に体当たりでぶつかって

きて「もう、こんな家、出たい！」と泣きわめいたり……。でも、親の大変さを一番理解してくれて、「大

学の卒論のテーマを、里親から見た児童相談所、行政に対する思いにして、取り組みたい」と言い出しま

した。児相にも１年間、実習生として通わせてもらい、里親家庭、施設、一時保護所などを勉強させても

らって「里親」をより深く理解できたようでした。

そんな中での、今回の「実子の分科会」のお誘いはタイムリーでした。今まで人に言えなかったことを

話すことができ、とくに「実子あるある」がとても心地よかったそうです。喜んで帰路についた娘を感じ

ることは私にとってもすごく嬉しかったし、これまでの彼女の人生に少し償いじゃないけど、なにか、心

の中のモノが拭き取れたのかなとか感じましたね。

本年 4月 14日から九州・熊本地方を連続して襲った地震は、最

大震度 7を 2回も観測するという近代の地震観測史上初の巨大地

震となり、大勢の方々が被災されました。相次ぐ余震によって家

が倒壊し、引っ越しを余儀なくされたケースも多数あります。熊

本市内の宮津ファミリーホームも、そのひとつです。

大会 2日目の「ファミリーホーム紹介」では、宮津ファミリー

ホームの宮津美光さんから送られてきた写真とメッセージをご紹

介しました。そして、「熊本のファミリーホームへの応援募金」をお願いし、大勢の方々にご協力いただき

ました。集まった募金は計 52,692円、大会後の 8月 13日、宮津美光さんに送金しました。皆さまのご協

力に感謝し、ここにご報告いたします。 （横浜大会実行委員一同）

被災した熊本のファミリーホームへの応援募金、

ご協力ありがとうございました！
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も参加者と同じ目線に立ってプログラムに参加していました。逆に、参加者の皆様が積極的に会の進行を

手伝ってくださったことも多く、「みんなで分科会をつくり上げている」という感覚を味わえたことが印象

に残りました。

ファミリーホームや里親家庭の数はまだまだ少なく、ましてやそこで暮らす実子の存在は見えづらく、

今まで議論の対象となったこともほとんどありませんでした。しかし、この分科会に参加できたことで、

全国に自分と同じような立場の人がいることが実感でき、終了後には、世界が以前と違って見えるように

なったほどでした。この分科会に関わることができて本当に嬉しく思います。今後、このような実子同士

の集まりが、各地でさらに行われるようになったらと願ってやみません。

その２

今回の分科会は、初めて「実子」という同じ境遇の人たちと出会える機会となりました。これまでは兄

弟以外に同じ境遇の人がおらず、自分の経験や思いを共有できる存在がありませんでした。そのため、お

誘いをいただいた際には強い感銘を受けました。どんな人たちが集まるのか、どんな話ができるのかを楽

しみに当日を迎えました。

会ってみると、不思議なことに、初めて会った気がしないという感想を持ちました。それは私だけでは

なく、皆が共通してそのように思っていました。これまでの経験談や思っていることを話すと、「あるある

～」と実子ならではの共通点がいくつもありました。誰にも話せず溜め込んでしまっていたことや「こん

なことを思う自分がおかしいのではないか」という想いが、自分だけではなかったことが分かり、とても

嬉しく、安心感を得ました。終わってみると、これまでにないくらい晴れ晴れとした気分になりました。

参加した１人ひとりが、出会えたことで世界観が変わったという感想を持ったと思います。

それだけに、このような機会がいかに大切であるかを知ることになりました。里親・ファミリーホーム

が社会的にまだまだ認知されていない中で、実子の立場や思いはさらに知られることはなかったと思いま

す。言いたいことはあっても言える場がなく、共有できる相手も周りにいない実子の方はまだまだいらっ

しゃると思います。そのような方々が、今回の分科会を知り、自分の境遇を話せる場ができたらよいと考

えます。今回、このような機会をつくってくださったことに感謝いたします。

✿実子の思いはなかなか他の方に理解してもらえず、自分の思いをどんどん閉じ込めていましたが、久し

ぶりに話すことができて良かったです。里子のケアももちろんですが、実子の方々の気持ちもあるので、

ケアとまではいきませんが、このような話のできる場は必要だと感じました。

同じ境遇の仲間だからこそ話ができ、共感し合えることで、また頑張っていこうと思えるのではないか

と思いました。少なくとも私はそう感じることができたので……。あとはほんとに楽しかったです!!!

✿時代背景は若干違えど、思うところは共通していて、親であるホームの父、母への思い。子どもたちと

のかかわり、これからのことなど、すべてが親に対して、ホームにいる子どもたち、結婚後の新しい自分

の家族への思いでいっぱいで、話がつきることはありませんでした。

さかのぼり、私も思春期の頃にこんな話ができる仲間が欲しかった。周りには相談できる親も、共感し

てもらえる友達も、話を聞いてくれるケースワーカーもいなかった。日々悶々としていたことを今回話し

たことにより、昨日のことのように思い出しました。「辛い」と口に出すこと、本音を言葉に出してよい場

は、なければならないと思う。これからの思い悩む子どもたちに必要です。

最後に、こんな機会を与えてくださってありがとうございました。次回もぜひお会いしましょう！

参加者から
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り、食育に力を入れています」とかです。早速、長崎

に持ち帰り、今度の連絡会で報告します。

●ト蔵康行さん

（ざおうホーム／宮城県刈田郡蔵王町）

個人的には、横浜は自分の育った地なので懐かしい

思いで来ました。山下公園は昔のままの印象でしたが、

子どもたちに“小学校の遠足で来たよ”と自慢（？）

したりしました。

大会では毎年思うことですが、皆さん本当に頑張っ

ていて、今年も励まされ、力をもらって帰ってきまし

た。ファミリーホームが多様化する中で、その原点、

そしてあるべき姿をあらためて考えさせられました。

子どもたちの“愛してほしい”など本音の声が聞けて

とてもよかったです。

●五味久美子さん（かいふじホーム／山梨県）

公開討論会では、山本さんの鋭い切り替えしが気持

ち良かったですね。私は常々、里親というものは個々

に頑張っていくものだと思っています。でも、地元の

里親会で集まったり、こうした大会に出席したりする

と「皆さん頑張っていらっしゃるな」と刺激を受けま

す。そうするとまた、自分たちも良しにつけ悪しきに

つけ、影響を受けて頑張れます。いくつまでできるか

分からない里親ですが、体力の続く限り頑張っていき

たいと思っております。

●倉橋幸彦さん

（くらちゃんハウス／愛知県東海市）

今回の横浜大会を通じて、ファミリーホームがいか

に多くの人たちに支えられているかを強く感じました。

裏を返せば、ファミリーホームの認知が多くの人に広

がった大会であったのでは？ ということです。きっ

かけをつくってくださった実行委員会の方々に深く感

謝申し上げます。

「考えてみようファミリーホームの原点 ～子ども

の未来を広げる もう一つの家族～」をテーマにした

今回の大会、ファミリーホームは制度的には若いかも

しれませんが、常に原点に戻りながら、「なぜファミリ

ーホームなのか？」を、多くの仲間と語らい、分かち

合っていけたらと思います。そんな思いが強く感じら

れた大会でした。

●北村加代子さん（里北ホーム／東京都）

ファミリーホームになって、初めての全国大会の参

加でした。なかなか経験できることのできない船での

食事をはじめ、大人とこども、共に内容が充実してい

て、ユースの子を含め、勉強になった大会でした。同

じ立場で語り合うことは本当に大切であることを改め

て感じました。

●入江拓さん

（聖隷クリストファー大学教授／静岡県）

盛会で本当に良かったです。あれだけのユースのサ

ポートを確保できるのは、やはり都会の強みだと思い

ました。

今後の重要なテーマとして、安全安心な養育環境の

質的維持のための補助者の役割の明確化と身分の保障、

当然それに伴う役割や権限も含めた仕組みの構築と、

力量の向上が必要不可欠なように思います。ファミリ

ーホームによって、補助者の扱いや役割など、本当に

まちまちです。これまで、何人かの補助者の方に話を

伺ったことがあるのですが、皆一様に、立場や役割の

曖昧さや疲弊感などを抱えていらっしゃるようでした。

今後の研究課題として重要な部分かと思います。

●岡野みなみさん

（ファミリーホーム里の家／山梨県）

今回の全国研究大会は、地元関東ブロックによる開

催でしたので、初めてわが家の思春期の子ども4人を

連れて参加することができました。子どもたちには八

景島シーパラダイスとナイトクルーズという組み合わ

せがとても好評で、シーパラの遊園地に行けなかった

ことと、炎天下を歩いたこと以外は楽しかったそうで

す。小さなグループ単位にボランティアを付けて頂い

たので、迷うことや困ることがなかったようでした。

子どもたちが楽しめたこと、いろいろなファミリーホ

ームがあり、皆さん頑張っているんだなと、初参加の

方が「良かった」と話されていらっしゃいました。

当日参加する以外、何もお手伝いが出来ませんでし

た。お詫びと感謝をお伝えしたいです。ありがとうご

ざいました。

●田野倉美男さん

（田野倉ホーム／埼玉県羽生市）

今大会のテーマであった「考えてみよう ファミリ

ーホームの原点」に沿った討論に深く考えさせられ、

また、ファミリーホームの創設に尽力された方々の考

え、想いを知ることができたのは、とても有意義なも

のでした。行政、学者、そして現場が協力し合い、フ
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ファミリーホーム全国研究大会 in横浜に参加して

●坂本洋子さん

（坂本ファミリー／東京都八王子市）

公開討論会では、ファミリーホーム制度の立ち上げ

から現在までをお立場の違う4名の方々から興味深く

聞かせて頂きました。新しくファミリーホームになら

れた方は良い学びに、以前からファミリーホームだっ

た方には感慨深いものがあったことでしょう。

その後の懇親会では懐かしい仲間に久しぶりにお会

いでき、船上から美しい横浜の夕陽を堪能することが

できました。思いがけず EXILEのコンサート会場に

船が近づいてくれ、一糸乱れぬファンの動きまで目に

するというビックリなお土産まで付いて、楽しい船上

懇親会でした。

２日目も朝から暑い！ しかし、子どもたちは元気

に八景島シーパラダイスに出発。

第3分科会では、真面目な掘り下げたテーマを語り

あい、時間がもっと欲しいほどの盛会でした。お弁当

には気の利いた月餅にコーヒーと、各地からいらっし

ゃった仲間たちをもてなそうという温かな想いが感じ

られ、感動しました。大会の熱気が今も懐かしく思い

出されます。

実行委員の皆さまには、計画、実行、後片付けと、

どんなに大変だったことでしょう。大会のために使っ

てくださった時間とお気持ちに心より感謝申し上げま

す。ありがとうございました。

●小松拓海さん

（ワンズハウス／兵庫県神戸市）

公開討論会では、ファミリーホームの制度発足の当

時の話があり、当時のことを全く知らなかった私には

良い勉強になりました。ファミリーホームの未来に関

して、もっと時間を使って議論・発案があれば良かっ

たと感じました。これからの子どもたち、これからの

ファミリーホームが進むべき未来は、現場の私たちが

考えないといけない課題なので。

分科会は第 5 に参加しましたが、ほど良い人数で、

グループワークもあり、自分の考えを話せて、他の方

の考え方も聞けて、満足でした。

ユースプログラムで、子どもたちがどんなことをし

たのか、どんな話し合いになったのかをもっと知りた

かったです。ユースたちからの渾身メッセージをじっ

くり見られる時間もあれば、よかったです。

●本田由美子さん

（つばさホーム／長崎県島原市）

私たち夫婦は平成 17 年に養育里親に登録し、平成

25年4月よりファミリーホームとして認可され、今に

至っています。いわゆる里親型ファミリーホームです。

今回、第 4分科会で埼玉県にある 23のファミリーホ

ームの成り立ちをお聞きしたところ、里親型をはじめ、

法人型、施設職員独立型、施設支援型など、そのかた

ちは多種多様で、大きく展開されている様子に驚きま

した。そして今後、全国的に埼玉県と同じように様々

なかたちでファミリーホームが展開されていくのだろ

うと容易に予想ができました。

ただ、かたちが多様化すれば、その芯にある「家庭

養護」でなければならないという、本来のファミリー

ホームの目的が失われてしまうのではないかと危惧し

ます。かたちはいろいろであっても、ファミリーホー

ムとして絶対に守らなければならない理念があるはず

です。今後の大きな発展のためにも、それを明確化す

る必要があるのではないでしょうか。

もうひとつ、この分科会では、わが「つばさホーム」

の運営にヒントをいただきました。発表者の根岸清さ

んが「養育者の個性が色濃く出やすいのがファミリー

ホームだが、それぞれ個性があっても良いのではない

か」と言われていました。ファミリーホームのそれぞ

れの個性を特長として、行政側に積極的にアピールし

てはどうかと思うのです。たとえば、つばさホームは

「女児限定で、基本的な家事ができるように指導した
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回答数：56（ご協力ありがとうございました！）

◆年 齢

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

１ ５ ９ ９ 17 12 ３

◆日本ファミリーホーム協議会の会員かどうか

会員である 会員ではない 会員希望

33 20 ３

◆お立場（複数回答）

ＦＨ 養育里親 専門里親 行政 学生 児童養護施設 自立援助ホーム その他

34 10 ８ ７ １ 11

（元：１）

２ ６

※その他：里子１ 実子１ 教員１ 里親支援機関事業１ 自立準備ホーム（法務省）１

◆この全国研究大会をどこで知りましたか？（複数回答）

日本 FH協議会

から

児相から 友人・知人 里親支援専門

相談員

インターネット その他

39 ４ ３ ３ ３ ７

※その他：家族から２ 職場（児童養護施設関係）から１ 実行委員長から１ 東京都 FHの会から２

◆公開討論会

良かった やや良かった 普通 やや悪かった 悪かった

38 ６ ６ ０ ０

≪自由意見≫

・討論会は、面白かった。

・それぞれの立場からの考え方や歴史がわかり、おもしろかった。考えさせられました。

・私は単身で、今年の 12 月から開設するのですが、あらためて夫婦で子どもを養育する大切さを知りま

した。そういう思いもありますが、いろんな家族があるように、いろんな関わり・生活があると思うの

で、私なりの思いをホームの運営・生活に取り入れていきたいと思います。

・行政側の意見と現場の意見の両方を聞けたのが良かったです。
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ァミリーホームを制度化し、今日に至るまでには、大

変なご苦労があったものと感じました。

その中で、今後のファミリーホームが存在意義を明

確に示していくためにも、確固たるものを築いていか

なければいけないのだと、身の引き締まる思いになり

ました。現在は、さまざまな形態のファミリーホーム

がありますが、目の前にいる子どもたちのために切磋

琢磨して、よりよい養育支援ができるようにと襟を正

す気持ちになりました。

●館山由美子さん（「ホームばあばぱぱ」の補

助者／東京都町田市）

実行委員の方々の「全国からの参加者に実のあるも

のを」との気持ちが、キッズを含めたプログラムの充

実に表れていたと思います。実行委員たちが家族で荷

物を持ってくる姿にファミリーを感じ、決して若くな

い委員たちが当日ぎりぎりまで動いていた様子を見て

いて、「良いものにしたい」との思いが感じられた２日

間でした。

●塩尻真由美さん

（「はなの家」の補助スタッフ、NPO法人青少

年の自立を支える会／栃木県）

ファミリーホーム全国研究大会に参加するために、

子どもたちと新幹線や電車を乗り継ぎ、会場に向かい

ました。子どもたちをユースやキッズのプログラムに

送り出し、私たちは研究大会へ。

私自身、ファミリーホームのスタッフになって３年

目なので、成り立ちや現状を知り、または養育に携わ

る方々の話を聞くことができ、大変勉強になりました。

ユースやキッズを迎えに行く際、「楽しかっただろう

か？」「迷惑をかけなかっただろうか？」など、少しだ

け親心を学べた気がしました。

懇親会の船を待つ間、山下公園ではたくさんのホー

ムの人たちに会いました。さまざまな事情を引いても

本当の家族の集まりに見えました。子どもたちも他の

ホームに友人ができたようで実りある２日間でした。

●長澤浩昭さん

（養育里親、社会福祉士、一級建築士／神奈川

県相模原市）

常々、養育のことで相談や支援を頂いている児童養

護施設の所長から大会参加の誘いを受け、初めて参加

した養育里親です。

2日間を通して感じたことは、「温かな雰囲気に包ま

れていたこと」「大会の趣旨に沿った内容で、議論が理

解しやすいこと」「主催者や参加者の熱意が満ち溢れ、

何らかの変化に大いに期待がもてたこと」です。

また、国で福祉行政に関わっておられた方が、最良

の実践を行うため、自ら里親として理論と実務に精通

するよう努められている。そんな仲間がいることに、

里親として勇気づけられました。参加を通じ、ファミ

リーホームの未来について理解が深まり、そしてネッ

トワークが拡大したことも大きな収穫になりました。

●小林由香里さん（愛恵会乳児院の里親支援専

門相談員／東京都）

ファミリーホームの意識の高さや向上心の高さは見

習わなければいけないと思いました。また、公開討論

会の人選がとてもよかったと思いました。個人的には

柏女先生のお話が大好きなので、とても勉強になりま

した。村田和木さんの司会ぶりもさすがで、とても興

味深いお話でした。アンケートによる調査分析も素晴

らしいと思いました（里親専門相談員の対応について

のところは耳が痛かったですが、もっと勉強しなくて

はと反省しました）。

今大会での経験を通じて、今後もファミリーホーム、

里親さんと乳児院が協働できる可能性をたくさん感じ

ました。

●塚田由美さん（長野県）

ファミリーホーム全国研究大会への参加は初めてで

した。県内には３ヵ所のファミリーホームがあります

が、他県の様子を知りたいと思い、第4分科会を選択

しました。

施設職員としての勤務経験がある方や法人で開設し

ているところなど様々ですが、基本は「家庭養護」で

あることを忘れてはならないと、強く感じました。い

ろいろな家庭事情を抱えている子どもへの支援は並大

抵のことではありませんが、生活の中で乗り越えるこ

とができることも多いと思います。ファミリーホーム

の開設に至る過程もそれぞれの中、日頃の思いや考え

ていることを率直に語れる場として、生の声をお聞き

できたことは今後の参考となりました。

分科会では、グループで昼食を取るなど、他の参加

者との交流も深めることができ、有意義な時間となり

ました。スタッフの方の工夫やご配慮が至るところで

感じられ、温もりのある会でした。
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◆分科会

★第１（ファミリーホームの地域支援～地域に開かれたファミリーホームになる）

良かった やや良かった 普通 やや悪かった 悪かった

７ １ １ ０ ０

≪自由意見≫

・学生の発表・発言に力をもらいました。

・具体的な内容・色々な具体例を知りたかった。

・これからのファミリーホームのあり方を、もっと地域でできることを考えていきたい。

・「子どもを産んだ経験のない人は子どもを育てられない」と、助産師さんが言われたことに大へんおどろ

きました。

・Kくんの気持ちになって考えることがこのようなケースで起きた時、実践に活かせると思った。グルー

プ討議をして、たくさん勉強になった。

・前半の内容が想定していたテーマと違っていたのが残念でした。後半は想定通りで、タメになりました。

・日々実践の中で、大人の意識すること・子ども達への伝え方のヒントがたくさんありました。勉強にな

りました。

★第２（思春期の児童への自立支援として大切なこと）

良かった やや良かった 普通 やや悪かった 悪かった

８ ０ １ ０ ０

≪自由意見≫

・問題の共有が出来た。FHの原点。

・発表者３名による現場の生の声を聞くことができ、良かったです。

・実際の経験をお聞きすることで、自分の対応を反省するとともに、取り入れて行こうと思いました。

★第３（性に関する諸問題）

良かった やや良かった 普通 やや悪かった 悪かった

５ ０ １ ０ ０

≪自由意見≫

・全体としては、少し散漫だった。講師の話には、印象に残る、また大変参考になることもあり、参加で

きたことは良かった。

・性の問題でしたが、想像していた以上に内容が濃く、勉強になりました。

・日頃の里親さんとの対話からでも、性問題で苦悩・心配があると意識されることがあります。複雑な背

景をもつお子さんを委託する家庭へのケア・包括的ケアの重要性を改めて感じました。

・時間が足りないくらい、話がおもしろかった。もう少し時間があったらよかったと思う。また、考えさ

せられる話も多かった。

・講師お２人の話、非常に良かった。性への興味・関心の成長過程、これ

は逸脱行為ということが明確化されていて、わかりやすかった。ファミ

リーホームの皆さんの実情もよくわかって、有意義な時間となった。

★第４（ファミリーホームと関係機関との連携～埼玉県のあり方）

良かった やや良かった 普通 やや悪かった 悪かった

６ １ ２ ０ ０
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・子どもの福祉であるファミリーホームの現状として、中高生で家庭養護を必要としている子どもたちが

たくさんいるのだということは、本当に現場では切実なものです。「施設―家庭」という２つの軸を超え

て、家族をつくっているファミリーホームのあり方を考えました。専門的な知識・経験が不可欠です。

国（厚労省）にも、ぜひ現場の“今”をみて頂きたいです。

・制度創設に関わった元厚労省課長のお話を伺い、FH は施設と全く異なるもので、家庭であるという理

念を理解することができた。FH の方のお話も大変参考になったが、違う考えで FH を運営している方

も存在することを見聞きしており、運営していく現実は厳しいと思った。

・行政の「スプリンクラーがなくて、なにかあったら責任はどうするんだ」という話が一番残った。

・ファミリーホームについて情報が少なく、勉強不足だったため、成り立ちから理解できて良かった。パ

ネラーの方のやりとりが絶妙でした。単なる行政批判にならず、お互いに歩み寄れる形であったのが、

とても印象的で素晴らしかったです。

・藤井さんの「FH 従事者は、夫婦共に専業は好ましくない」とは、意見が分かれるだろう。FH が増え

ていけば、いろいろな FHが増えていくだろう。その中で何を大切にしていくかの共通項は確認したい。

・討論者の人選が良く、バランスが保たれ、内容も高い。村田さんのファシリエーティングもすばらしく、

ファミリーホームを知らない者にとっても理解が深まった。

・ファミリーホームの歴史・国がどういう思いで制度を設計したのかなど、あまり聞くことのできない話

があり、興味深かったです。進行もとてもよかった。２時間が短く感じるくらい充実した討論会だった

と思います。

・討論内容が、散漫になっている印象を受けた。

・参加者の質問も入れてほしかった。

・本当の公開討論会にはできなかったのですか？

・FH制度化当時の担当者の思い・今の FH運営者の思いを、率直にうかがうことができました。

・家庭的養護・家庭養護について、深く考える時間となった。FHが携える問題・困難さも共感（？）、理

解が深まった。改めて、頭が下がる思いがした。

・ファミリーホームについて勉強不足である私として、大変勉強になりました。

・ファミリーホームのルーツを学ぶことができ、自分が今どういった歴史の上に立っているのかが分かり

ました。

・福祉に運営とマネージメントの考え方が導入されてから、今回の法人と里親によるファミリーホームの

相違などの見解の違いなどが生じていると感じている。ていねいな説明が必要だとも感じました。

・最後まで居られず残念でした。内容を、どこかで出していただけるとうれしいです。

・いろいろな意見が聞けてよかった。

・いろんな立場の方のお話を、村田さんがまとめてくださってよかったです。

・村田さんのまとめ方が良かった。熱い思いが伝わり、頑張ろうという気持ちが湧いた。

・「ファミリーホームは里親である」また「ファミリーホームは生業ではない」など、説得力のある議論が

なされたことが印象に残った。行政の立場から、ファミリーホームの制度の立ちあげについて聞くこと

ができたことはよかった。

・ファミリーホームを改善していく点が多くあると思った。この

制度をよりよいものにしていくために、できることを考えてい

かなければならないと思った。

・原点も、いろいろあるな～。ジェンダー思考、根強いな。

・もっと、未来に向けての発想がほしかった。

・立場が違う者の提案がわかりやすく、とても良かった。

・それぞれの思いを。ありがとうございました。

・特に、事業報告委員会からの細かなデータの報告が、とても参

考になりました。
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★特別２（ファミリーホーム・里親家庭で暮らす実子の語りと思い）

良かった やや良かった 普通 やや悪かった 悪かった

２ ０ ０ ０ ０

≪自由意見≫

・さまざまな立場の実子の方がいることがわかり、勉強になった。

・もっと話をする時間がほしかった。本音が聞けてよかった。また参加したいと思うくらいでした。『実子

の会』ができれば良いのに……と思いました。『実子の声』をもっと聞く必要を感じました。

◆昼食交流会

良かった やや良かった 普通 やや悪かった 悪かった

２４ １０ ９ １ ０

≪自由意見≫

・新たなつながりができました。

・進行しましたが、皆さん、FHの問題点や課題を出していただけて、良かったです。

・良い機会が得られた。ただ、ご自由にという形の設定に難しさもあったように感じました。

・楽しかったです。他の方との交流はあまりありませんでしたが、お話たくさんできました。

・昼食に入る前にグループ席を作ってもらえたら、１時間話をすることができた（残念）。

・前日の議論を深められた。里親とは違う立場の人からの意見や問題提起を聞けて、意見が広がるところ

があった。自由に移動できて、リラックスできた。

・部屋の移動・席の移動は実際なく、隣の人と話したのみだった。

・分科会別に対応が違った。

・交流なし。

・子どもと食べたので、交流会に参加できなかった。

・時間に余裕があったことが、とても良かったです。ゆったりと意見交換ができました。

・良い企画です。

・いろんな方と交流できたのは良かったです。昨夜のクルーズでは、子どもさんもいたので、話をじっく

りする機会がもてなかったのは残念ではありました。

・話す内容がテーマと離れがちだったので、テーマについて話し合えると、なお良いです。

・時間が足りないくらい。

・経験豊かなファミリーホームの方との交流は、とても勉強になりました。

・県によって、とんでもない規定があるので、びっくり。

・他県の FHの方々と交流ができ、貴重な体験になった。

・他分科会の話も聞くことができました。

◆その他、感想・意見

・２日間、ありがとうございました。

・部屋の変更等、周知しきれていない所があり、混乱した。

・今後にいかしてゆきたいと思っています。良い研修をさせてもらい、感謝です。スタッフのみなさま、

ありがとうございました。

・いろいろな準備、本当にありがとう。お疲れさまでした。
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≪自由意見≫

・他県のファミリーホームの状況が分かり、また、今後ファミリーホームとしてどのように先のことを考

えていくためのヒントになりました。

・いろんな形態のファミリーホームがあるのが分かりました。

・県・児相の素直な意見が聞けて良かった。じっくり話ができました。

★第５（ファミリーホームが生き残っていくためには）

良かった やや良かった 普通 やや悪かった 悪かった

３ ４ ０ ０ ０

≪自由意見≫

・担当行政も来ていたので、質問に応えられる形式だったので、スッキリしていた。

・ベテランの FHの方・児相関係の方もいて、話が具体的に盛りあがって、よかったです。

・ファミリーホームが主体となって協議会を立ち上げ、法人の立ち上げをされていることを知り、さいた

ま市でも行っていきたいと思った。

・「FHが生き残る」というテーマの絞り方、もう少し「何を、何から生き残るのか」が出てくると面白い

と思いました。

・理不尽な児相の話が大会のたびに聞こえてくるので、なんとかして欲しい。

★特別１（養育者の質の向上～処遇困難児の対応）

良かった やや良かった 普通 やや悪かった 悪かった

６ ４ １ ０ ０

≪自由意見≫

・対応の難しい子どもとの関わりを、事例をもとにグループワークで具体的に話し合い、各グループの対

応をロールプレイで実践してもらうことで、とても参考になった。

・日頃から養育に携わる里親さんにおいて、一歩身を引いて本人対応を考えることは、なかなか困難なこ

とと思います。しかし今回、分科会で客観的に考えた経験を通じて、今回のことを思い出しつつ、関わ

れることもありそうに思っています。

・他ホームの方と意見交換をしたことで、気持ちが楽になりました。

・１つの角度より、最多の角度を養育者は学ばねば、子どもの芽をのばせないと感じる。養育者は常に心

に輝く言葉を学ばねばならない。

・実践的で、とても参考になりましたし、他の意見や提案やアドバイス・経験に基づいた取り組み、どれ

も勉強になりました。

・里子への対応の仕方で、自分の中にはない対処方法を知ることができたし、それを今後の生活に使って

いけるという意味で、すごく役に立つ分科会でした。

・１つの事例をもとに、各グループで検討・発表をしあったのですが、いろんな見方・捉え方・関わり方

があり、とても参考になりました。いかに自分の視野がせまいかと思い知りました。さらなる勉強・日々

の関わりを通しての学び・研修を通して関わりの幅を広げ、関わりのひきだしをたくさんもてたらと思

いました。

・事例テーマ提供・説明の中垣氏のコメントに、いろいろ私が気づかなかった観点から物事を見られて、

すごく良かったですし、実際的な場面設定とロールプレイと小グループによる円形にてのグループ討議

も内容濃く、とても学びとなりました。スタッフの皆さん、本当にありがとうございました。

・有意義な時間でした！
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・「ファミリーホームの定員を４人にする」という提案に、ものすごく賛成です。実子が４人でも大変なの

に、心に傷を負った子たちをそれ以上の人数で養育するというのは、困難を極める。ユースの発表、良

かったです。

・里親からファミリーホームになられた方々が多い中、単身で、または法人で設立された方々もいると思

います。私は単身で行うので、その方々との交流研修があればと思います。これから単身もしくは法人

で設立される方々が増えてくるようなので、里親型とは違う苦労・困りがあると思うので、わかちあえ

たらと思いました。

・子どもたちを安心してあずけての研修で、安心して参加できました。子どもたちもホテルやディナーを

楽しむ時間を与えられて、とてもよかったです。

★第 10回大分大会の実行委員長から★

「裏方さん、万歳」

大栁弘幸さん（大栁ホーム／大分県杵築市）

横浜と聞いて、すぐに中華街（年に何回か知り合いと食べに来ます）、外人墓地、氷川

丸、そして八景島、まだまだ私には思い出がたくさんある都市です。

とくに桜木町は、学生時代によくカンパを集めに立ったものでした。今ではすっかり

様変わりして近代的になりましたし、きれいに変わりました。

そんな懐かしい場所に立って最初に目についたのが、暑い中、案内していらっしゃる

係の方でした。子どもたちばかりでなく、参加者のファミリーホームの方たちの案内も

していて、本当にご苦労様でした。何事も表があれば裏もあり、主役がいれば脇役がい

て、初めて裏表で１個のモノが出来上がるんですね。

前回の大分大会でもそんな経験をしました。子どもたちの世話をする人たちが不足し

てしまいました。急きょ児童養護施設の職員の方、ファミリーホームのお母さんがたに

お願いすることになりました。職員の方やお母さん方はメイン大会には参加できずにい

ましたが、文句ひとつ言わずに活躍してくれました。子どもたちに何かあれば、大会の

成果の半分が消えてしまいます。そんな重責を感じていたようで、真剣に子どもたちに

対していました。今大会でもきっと、同様に活躍なさったことと思います。

また、子どもたちの「楽しかった」「面白かった」という声もたくさん聴かれました。

これが最高ですね。参考までに、私の連れ合いも昨年の大会は子どもたちの世話で、終

了しても私から何のねぎらいやお礼もなく、少し立腹したようです。

今大会では、関東や甲信越のファミリーホームの方々や学生ボランティアの方、また

施設の方など多くの方々が裏方で活躍していらっしゃいました。大会が終了し、最後の

子どもたちのお迎えが済むまで、そして片付けが終わるまで残っていたようです。そん

な方々の支えで大会が成功することを忘れないようにしたいものです。

少々自戒を込めて「裏方さん、万歳」と、そしてお疲れ様でした。
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・皆さまのご努力に敬意を感じました。

・クルージングも、ゆるい感じでよかったです。

・有意義な大会で、大変良かった。

・来年も（参加できるかは未定だが）、ほぼ同じ日程なのは、うれしい。

・「人」と出会えた！！ 嬉しかったです。

・今回、初めて参加させていただきました。ファミリーホームについて勉強不足である私としては、大変

有意義な時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。１つだけ意見を言わせて下さい。

懇親会に参加しない場合は、参加費を少し下げていただけたら幸いです。

・皆さんの志の高さに、自らを反省する２日間でした｡ファミリーホームの現状を、生の声でお聞きでき、

励まされる部分も多かったです。

・事務局の皆様、大変お疲れ様でした。素敵な出逢いの時間をありがとうございました！！ 沢山の力を

頂きました。

・お疲れ様でした。全国で頑張っている FHの方々とお会いできて、私もエネルギーをもらいました。

・キッズプログラムで、２人の子を（気が合わずにお互いイヤな思いをするので）別々のグループでお願

いしていたのが、２人だけ一緒のグループになっていたようです。（※もしかしたら、私の書き方が悪か

ったのかもしれないのですが…。）

・保育、ありがとうございました。受けつけにかなり時間がかかった。もう少し広い場所で受けつけする

とよいのではないかと思った。

・お手伝い、あまりできなくて、申し訳ありませんでした。お疲れさまでした。ありがとうございました。

・有意義な会でした。

・皆様、おつかれ様でした。

・参加して、本当に良かった。

・ファミリーホームを設立しようと考えている中、情報がほしくて参加しました。すべての時間が勉強に

なりました。施設の研修に比べ、現実に見合った研修で、とても有意義な時間になりました。ありがと

うございました。

・手作り感満載の大会で、それが FHの良さを引き立たせていたように思います。事務局の方々、ご苦労

様でした。

・懇親会がクルージングで、船酔いするので参加できず、残念でした。ファミリーホームを始めて良かっ

たと思いました。

・今回、初参加でしたが、子どもたちにとっても、養育者にとっても、有意義な時間となりました。あり

がとうございました。スタッフの方々に心より感謝申し上げます。

・お疲れさまでした。

・大会準備の過程、本当に大変でしたね。ご苦労様でした。

・遠方から来ている人もいるので「遠くから来て良かった」と思えるように、資料を見ればわかるような

内容の発表ではなく、会場まで来ないとできない人との関わり・生の声・体験が大事だと思います。本

や資料を読めばわかるようなものはなくてよいと思います。

・初めて参加させていただきました。ファミリーホームは児相内でも情報が少なく、支援についても確立

されておらず、里親支援の延長線上にあります。今後のファミリーホーム支援のために生かしていきた

いと思います。ありがとうございました。

・他の都道府県・政令指定都市の児相は、対応の難しい子どもを里親さんや FHにかなりの数を委託して

いることを知り、驚いた。里親等委託率を上げる目標を国が掲げているからという理由だけではないと

思うが（一時保護所も施設も常にいっぱいという現状もあるので…）、里親さんや FH に対する支援策

がより必要になってくることを考えさせられた。

・プログラムの全て、横浜大会、すばらしかったです。大変感動しました。ありがとうございました。

・すばらしい機会を、本当にありがとうございました！
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・ 懇親会は、船上での夕方から夜の景色の変化を背景に、大人は交流、子どもたちは大道芸のパフォー

マンスに、楽しい時間を過ごせていた印象。あまり揺れが気にならず、船酔いすることなく楽しめた。

・ クリちゃんファミリーも素晴らしく、みんなが笑顔になっていた。横浜らしい懇親会ができたと思う。

大会２日目について！ 分科会の準備は苦労しましたが、当日はどうでしたか？

・ 朝から、キッズの外出の大移動と分科会の会場設定が同時進行で、そのうえ、会場が開く時間と参加

者が入館する時間と同じで、実行委員は対応に追われ、分科会の部屋変更後の張り出しが間に合わない、

機材の移動など、上でも下でも大混乱だった。分科会会場が各階に分かれていたため、連絡が取れにくく

常に走り回っていた。

・ 少しでもたくさんの時間がほしいと開始時間を決めたが、前日に懇親会もあり、実行委員が会場準備

をできなかったことなどを考慮すると、分科会の開始をもう少し遅らせる必要があった。

・ 実行委員以外で分科会を担当すべきだった。実行委員は全体の仕事に追われ、分科会まで手が回らず

開始時間が遅れるなど、結果として担当分科会の参加者に迷惑をかけることになった

・ 受付の仕方、領収証、お弁当などの手配が、実行委員にしかわからず、それぞれの場で混乱があった

ようだ。申し込みについても、今後の大会ではよく検討される必要がある。

・ お弁当にも横浜らしさを考えて選んだ。加えて、ミニ月餅やコーヒーサービスなど好評だったと寄せ

られた感想にもあり、とてもうれしく思った。

・ 自分の担当する分科会に動いてしまい、全体の仕事が何もできなく反省した。大会終了後、後片付け

後にでも実行委員会の反省会ができたらよかった（…まぁ、皆さん疲れているかもしれませんが）。

キッズ＆ユースプログラムには準備に長い時間を要しました。感想はありますか？

・ キッズプログラムには、神奈川県、横浜市の児童部会に属する施設から 50人余りに及ぶ応援があり、

また、複数の大学から 80人余りの大学生がボランティアとして参加してくださった。室内保育には、長年、

保育現場で働いてきたベテラン保育士の皆さんが、安定感のある保育をしっかりしてくださった。

・ 困ったのは、申込期日を過ぎてからの申し込みが大変多かったこと。大会直前になっての変更の申し

出が多く、そのたびにグループ編成を考え直さなければならず、本当に大変な作業であった。そのことを

ぜひ知っていただきたい。施設の職員の方には、子どもたちやボランティアの組み合わせをつくっていた

だいたが、間際まで変更があり、本当にご面倒をおかけした。

・ 保育に関わってくださった施設の職員の方には、子どもたちや学生ボランティア、リーダーとなる職

員さんの組み合わせを色分けするなど、工夫して作っていただき、やり方が参考になった。

・ 子どもの参加数（ユースを除く）が予定の２倍以上の 200人近くにもなり、スタッフを合わせると巨

大なプログラムになった。横浜という場所柄、多人数を想定し、対策もしていたが、それでも次々と対応

を変更せざるを得ない事態も起きた。終わってみれば反省もあり、不備もたくさん見つかったが、子ども

たちが笑顔で帰宅し無事に終わったことに満足している。

・ 県内の施設の里親専門相談員の方々は１日目が終わった後、会場が閉館になるまで準備と話し合いを

重ねて、次の日を迎えて下さったことを知り、感謝の気持ちでいっぱいになった。

・ とにかく安全に保育ができるよう、どんな事態にも対応できるようにとの目標を掲げて、話し合いを

重ねてきた。外出プログラムに看護師が同行するなど、考えつく配慮ができたのが良かった。

・ 外出保育に関してはイベント会社に委託する方法もあるのではないか？

・ 1 日目の室内保育は、当初の予定の 20 人から 40 人近くまで増えたため、あと一部屋あれば、乳幼児

がもう少し落ち着いて過ごせたかなと思う。保育ボランティアはベテランの方ばかりで、子どもたちは楽

しく過ごしていた。大道芸、魚釣りゲーム、ミニカップラーメン作り、お絵描きや工作など楽しんでいた。

・ 山本さんのご主人が魚釣りゲームを手作りしてくださったことを言い添えたいです。子どもたち、喜
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～大会終了後～

実行委員座談会 2016年８月 23日

これから実行委員会座談会を始めます！ 大会が終わり、良かった点、反省点、どん

なことでも良いのでどんどん発言して下さい。 まずは、１年以上かけた事前準備に関して

何かご意見をどうぞ！

・ 今大会は、関東甲信越ブロックの主催として引き受けたので、ブロックとして、どのように意識を高

めていくかを考えた。分科会は、それぞれ２つの自治体で担当することが決まり、テーマもそれぞれで決

めたのはすごくよかった。

・ 企画を固めていく中で、調整も必要となり、そのプロセスこそが分科会の成功につながることと確信

し、たくさん悩み、議論した。公開討論会、ユースプログラム、昼食交流会など新たな試みをチャレンジ

できたことはとてもよかった。

・ 横浜市と社会福祉協議会のご支援は本当にありがたく、心強く、大きな支えとなった。会場を無料で

貸していただけたため、参加費を安くすることができたし、会場のある桜木町はアクセスの良い場所なの

で、回数多く打ち合わせができた。ただ、役割分担の量が人によってばらつきが出て、一部の方が多く負

担するなどがあり、バランスがうまくとれたらよかったと思った。

・ 準備段階で話し合いを重ねてきたが、なかなか皆が揃うのは難しい中で、話し合ったこと・確認した

ことが記録で残っていると、話し合いに参加できなかった人も含めて、共有・確認することができて良か

ったのではないか。

・ 楽天未来のつばさ助成金、応援広告掲載料などのおかげで、予算的に余裕を持って企画することがで

きたうえ、ユース、キッズ世代に対し、手厚く補助を出すことができた。応援してくださった皆様には、

とても感謝している。

・ 締切後に申し込まれる方が予想以上に多く、名簿作りやキッズの班編成を何度も変更しなければなら

なかった。

次は、大会１日目について。全国からたくさんのファミリーホームが集まりましたね。

・ 事前準備の会場が取れたので、荷物運搬・搬入がしやすかった。スタッフの不足で道案内・山下公園

までのバスの乗車確認等、施設の職員の増員を急ぎ図らざるをえなかった。

・ 始まる直前で実行委員同士が探し回っている姿を見かけたので、うまい連絡方法があればと思った。

・ シミュレーション通りにはいかないのは想定内だったが、受付時間の相当前に来場する人が多く、受

付はずっと混乱していた。当日受付や急な対応などに対応できる実行委員が他の役割のため、その場にお

らず、用意していた領収証が足りなくなるなど、ボランティアの方々が苦労していた。そんな中で自発的

に手伝って下さる方々がたくさんいてくださり、ありがたかった。

・ 実行委員の総数が少なく、しかも内容が盛りだくさんだったので、役割があまりに多すぎて抜けてし

まったことも多くあったのではないか？ 受付や案内係などに、もっとボランティアの活用などを考えれ

ばよかった。実行委員は最低 15名必要だった。情報の共有が不十分で、決まったと思っていたことが当日

変わっていたりと、実行委員の中でも混乱があった。

・ 関東ブロックの仲間たちが、早い時間から駆けつけてくださり、手伝ってくださったことは助かった。

・ 参加した人からは「貴重な話を聞けた」「公開討論会の話の進め方が良かった」など、好印象の評価を

耳にすることが多かった。
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第 11回ファミリーホーム全国研究大会 in横浜 会計報告

2016年 8月 31日

＜収入の部＞ ＜円＞

項 目 実 績 備 考
ブロック分担金 840,000 関東甲信越ブロックより活動費

協議会負担金 200,000 一般社団法人 日本ファミリーホーム協議会より活動費

助成金 952,000 公益財団法人 楽天 未来のつばさ よりユース・キッズプログラムに助成

広告掲載・寄付金 1,097,500 応援広告掲載料 69件（1,050,000円）

大会参加費 1,501,500 大人@5000×53名 @3000×169名 当日受付 26名 ユース 30名 キッズ 175名

懇親会参加費 1,764,000 大人 158名 高校生 35名 中学生 35名 小学生 50名
弁当代（８/６分） 218,000 218名分

その他 104,280 オレンジリボン販売 ＠300×246個 ＠120×254個

合計 6,677,280

＜支出の部＞ ＜円＞

項 目 実 績 備 考

事務通信費 325,511 文房具、チラシ（2000部）、リーフレット、資料、封筒、大会募集要項印刷、郵送料など

大会講師関連 313,412 講師謝金、宿泊費、交通費、懇親会参加費、打ち合わせ交通費等

大会（当日）諸経費 355,002 冊子、不織布袋、花、資料代、タクシー代、プロジェクター代、エンブレム応募記念品等

分科会弁当 226,600 崎陽軒弁当・ミニ月餅・お茶 (8月 6日)

コーヒーサービス 86,640 228杯 (8月 6日)

貸し切りバス 113,400 大会会場より懇親会会場までのピストン輸送 2台

懇親会費用 2,148,000 懇親会参加費

ユース・キッズ懇親会補助 652,000 応援広告掲載料より懇親会費用補助

ユースプログラム 479,681 スタッフ交通費、謝金、懇親会参加費、活動費、昼食費、景品、ヨガマット、文房具等

キッズプログラム 1,520,884 ボランティア Tシャツ、弁当、保険、カップヌードル、シーパラ入場、交通費等

オレンジリボン購入費用 60,000 横浜市立日野中央特別支援学校より

報告書作成 236,333 64ページ フルカラー900部 資料集 300部

実行委員通信費 100,000 10000円×10名

交際費 39,548 関係機関、施設等お礼

反省会補助金 20,269 8月 23日 横浜市健康福祉センター大会実行委員、施設職員他

合計 6,677,280

＜収支の部＞ 収入 － 支出 ＝6,677,280円 - 6,677,280円＝ 0円

以上の通り、第１１回ファミリーホーム全国研究大会 in横浜 会計を報告いたします。

実行委員長 山本 節子

会計 パング希江

山
本

パ
ン
グ
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んでいました。

・ ２日目は前日より落ち着いて過ごせた。広い軽運動室が使えたので、少し大きな子たちも思いきり遊

べた。学生ボランティアさんも暑い中、子どもたちと過ごしてくださり大変だったと思う。大勢のボラン

ティアの方々に支えられ、キッズのプログラムを無事に終了することができてホッとしている。

・ 保育スタッフの対応が良く、安心して子どもを預けることができた。心配することなく、全体会・分

科会に参加でき、ありがたかった。外出に参加したうちの言葉少なな子どもは「疲れたけど、楽しかった」

との感想。子どもたちは、いただいた物と思い出を嬉しそうに、大事そうに持ち帰っていた。普段はでき

ない体験をさせていただけて、準備から当日まで、対応・協力していただいた方々に感謝している。

・ すべてのプログラムを終えて、帰路につく子どもたちとの別れのとき、ハイタッチをしてくれた子ど

もたちの満足そうな顔が忘れられない。

・ 今回の大会で、ユースのプログラムをたくさんの人たちや団体から応援してもらえたことは、とても

良かった。

・ ユーススタッフの質が高く、参加した子どもたちも喜んでいた。ただ、スタッフ数が足りなかったた

め、個別対応の必要や体調を崩す子が出てくるのは予想していたのに、バタバタしてしまった。もう少し

スタッフに余裕があれば、手厚く関わることができたのではないかと反省している。

・ 本来の目的である「交流」ということに関しては、子どもたち同士が仲良くしている姿を見られたの

はよかった。

最後に、今回の大会全体について、伝えたいことはありますか？

・ 実行委員会のメンバー・協力してくださっている方々が、力を合わせて知恵を出し合い、チームワー

クで大きな力を発揮していたのが印象的だった。大変な状況でも、笑顔・笑い声が絶えず、和やかなムー

ドで話し合いができるところに、ファミリーホームの底力を感じた。

・ 全国から仲間が集まり、知り合い、語り、つながりのできる大会に参加することができ、貴重な経験

ができたと思っている。

・ 良き仲間に恵まれ、みんなで「少しでも内容の充実した大会になるように」との気持ちを合わせて取

り組めたことは、本当に大きな喜びであり、幸せなことだった。どんなに反省してもきりがなく、開催地

が毎年変わるため、来年へつながることもあまりないけれど、ファミリーホームの仲間がどんどん増えて

いく中で、一層の努力が必要であることも再確認できた。

・ 日本ファミリーホーム協議会として、スタッフの協力体制を整えるべきではないか。

・ 「締め切りを過ぎたら受け付けない」などのルールを決めるべきかもしれない。

・ スタッフ・学生・事前の打ち合わせをもっと何度もすべきであった。

・ 1年ぐらいかかけて計画してきた大会が無事に終わることができてよかった。自分にとって、とても

大きな良い経験をさせてもらった。実行委員になったことを感謝している。

実行委員会として至らぬ点もありましたが、大会を無事に終わらせることができたのは、ボランティア

の皆さま、参加者の皆さまのご協力があったからこそと、感謝しております。

ありがとうございました！ 大会実行委員一同
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第 12回ファミリーホーム全国研究大会 in大阪

DREAMS COME TRUE
～みんなで描こう未来予想図～

2017（平成 29）年 8月 4日（金）～5日（土）

会場：ホテル阪急エキスポパーク

第 12回ファミリーホーム全国研究大会では、「夢支援・就労支援・自立支援」をメインテー

マに掲げています。子どもたちに自分の未来予想図を描いてもらえるような大会にしたいと

思っています。

近畿ブロックで大注目の「FamiZania」（お仕事体験）を、全国研究大会で初めて開催します

ので、たくさんの子どもたちの参加をお待ちしています‼

また、大人もファミリーホームの未来を、みんなで話し合い、語り合い、ファミリーホーム

の進むべき、未来予想図を描けるような大会にしたいと思っています‼

現在、近畿ブロックのファミリーホームと里親支援専門相談員が一丸となり、大会準備に取

りかかっております‼

皆さんのご参加をお待ちしております‼

大阪大会実行委員長 荘保共子

事務局長 小松拓海

予 告
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第 12回 ファミリーホーム全国研究大会 in大阪に向けて

荘保共子さん（大阪大会実行委員長）

「考えてみよう ファミリーホームの原点～こどもの未来を広げる もう一つの家族～」をテーマとし

て掲げられた関東甲信越ブロックの横浜大会実行委員会のみなさまに、まず感謝の意を表します。ありが

とう！ そして、本当にご苦労様でした。

ファミリーホームのあり方をさまざまな視点から考えることができ、自分のホームのあり方を問い直さ

せられた大会でした。特に、並行して計画されたユースプログラムは、今までの大会にはなかった子ども

に焦点を当て、子どもを主人公として、子どもの参加する権利が保障されました。その意義は大きいです。

また、キッズプログラムでは、マンツーマンのごとくに多くのボランティアが寄り添って見守り、交流し

てくださり、キッズにとっても、学生たちにとっても、温かい出会いとなりました。この体験は、お互い

にこれからの人生の 1つの光として、記憶に残るに違いありません。

遊覧船でのディナーと歓迎の余興に、これまた子どもたちが興奮！ 喜ぶ子どもたちの姿を見て、私た

ち大人も安心のうちに日頃の忙しさを忘れ、ゆっくりとご馳走になり、語り合うことができました。もう

一度、ありがとう。

さーて、来年は大阪大会です。横浜大会のテーマを大阪なりに受け止め、「~こどもの未来を広げる も

う一つの家族から みんなで未来を描こう～」と考えています。まだ確定ではありませんが、こんなテー

マにしようと検討中です。“DREAMS COME TRUE ～みんなで描こう未来予想図～”です。

子どもの権利である「☆生きる権利 ☆守られる権利 ☆育つ権利 ☆参加する権利（意見表明権＝ち

ゃんと聴いてもらえる権利）」を、体感してほしい。そして、１人ひとりが夢を心に抱いて、「一歩前に進

んでいける、人生を切り開いていける」という希望を持つことにつなげていきたいと考えています。

子どもたちの持つ「生きる力」を信じて、できないことや弱いところは誰かに助けてもらいながら、自

分が思い描く未来の主人公として、主体者として生きていける感性を育むことへの支援をしたいと思って

います。

この大会を通じ、行政に対しては、子どもたちのもつ「力」を体感してもらい、『「子どもの最善の利益

は何か」を問い続けながら、既成の制度や仕組みに子どもを無理やり合わせ

るのではなく、子どもの「いのち」の方へ制度や仕組みをひきよせてくる（西

野博之）』という思いと認識をいだいてほしい。そんな熱い思い＝メッセージ

があります。

思いを形にするには、近畿ブロックのメンバーの知恵と協力体制が必須で

す。わからないこと、迷うこと、沢山あると思います。助言と協力をよろし

くお願いいたします。もう１年を切ってしまいましたが、これから本格的に

取り組んでいきます。一致団結して！

感謝の内に……。

【懇親会で挨拶をする荘保共子さん】
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