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鳥取県里親会
岡山県里親・里子を支える会

広島県里親連合会

山口県里親会

岡山市里親会

川口 俊光　様　  川口 友加　様
小田 昌加　様　  小田 政実　様
中島 誠治　様　  中島 育子　様
境 裕之　　様　  境 昌美　　様
他 1 組
末廣 均　　様　  末廣 廣江　様
吉田 佳代　様
河原 善雄　様　  河原 洋子　様

中国地区里親会会長 兼 島根県里親会会長 落合 慧
　現在、新型コロナウイルスが未だ収束しない状況で、今年度は初めてオンライン形式で開催いた
しました。
　来賓として、島根県知事丸山様、県議会議長田中様、そして開催地浜田市長久保田様に動画でご祝辞
をいただきました。誠にありがとうございます。また、基調講演では、島根大学の岩宮恵子様より、
ご講演をいただきます。生きづらい子どものために役立つお話が拝聴できることと思います。
　さて、子どもをめぐる問題については、重大かつ複雑になってきました。児童福祉法が年々改正され、
時代に合わせた改正がなされております。また、「こども家庭庁」設立法案が閣議決定され、2023年
4月設置を目指して国会で審議されているところです。いずれにしても、社会で里親の認知度を上げる
ことが大切です。養育に恵まれない子どもたちが一人でも多く里親に委託され、幸せな人生を送るこ
とができる社会になることを願って、私の挨拶とさせていただきます。

公益財団法人全国里親会会長 河内 美舟
　コロナ発生から3年ぶりに、オンラインで中国地区里親研修大会が開催されますこと、誠におめでとう
ございます。
　平成29年8月2日、新しい社会的養育ビジョンが公表され、全国里親会においては、継続的に、
社会的養護児童を家庭的養育につなぐ関係機関と里親リクルート及び里親育成に努めているところ
でございます。
　一方、家庭的養育を必要とする子どもたちのために、昨年度の大臣要望の里親登録証明書発行
にあわせ、運転免許証に類した全国統一の里親登録証カード作成を要望し、厚生労働省と検討協議
の結果、本年3月30日全国都道府県市自治体に事務連絡通知がなされ、ようやく全国の里親の皆様
の願いが叶うことになりました。
　本研修大会がご参会の皆様と、多くの里親委託の子どもたちに、実りあるものとなることを期待
しております。
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　「中国地区里親研修大会」の開催を、お喜び申し上げます。
　また、このたび、里親組織の拡充や里親制度の普及等にご尽力された
ご功績により、表彰並びに感謝状を受けられました皆様には、心から
お祝いを申し上げます。
　里親制度は、子どもたちが安心して自分を委ねられる大人との基本的
な信頼関係の中で、愛着心を形成し、自己肯定感を取り戻し、将来の
自立した社会生活に必要な生きる力を育んでいくうえで、極めて大きな
役割を担っています。
　島根県におきましても、家庭的養護の推進を図ることを目的として、
令和2年3月に「島根県社会的養育推進計画」を策定し、里親委託の
促進に取り組んでいます。
　今後も里親制度の意義について、多くの方への周知を図り、新規里親
登録者の確保や、里親への委託促進を進めてまいりますので、引き続き
皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

島根県知事

丸山 達也 様

　開催地の浜田市を代表してお喜び申し上げますと共に、オンラインを
通じて各地から参加されました皆様には、日頃から児童福祉の向上と
制度の発展に向けて、ご尽力をいただいており、深く感謝申し上げます。
　近年、子どもを取り巻く社会や家庭環境が多様化、複雑化してきて
おり、様々な事情により社会的養護を必要とする子どもが増えてきて
います。こうした子ども達を温かく迎え入れ、保護者に代わって愛情を
注いでくれる里親制度によって、たくさんの子ども達が健やかに育って
います。社会的養護の面において、里親制度が果たす役割は大きく、その
重要性が増しています。
　浜田市といたしましても、関係者の皆様と共に取り組みを進めていき
たいと考えております。
　今回の里親研修大会が実り多い大会となりますよう、各地の関係者
の皆様の結束が強められ、里親制度の発展が図られることを期待して
おります。

浜田市長

久保田 章市 様

　第69回中国地区里親研修大会が、関係者の皆様方のご参加により
開催されますことを、お喜び申し上げます。
　近年、子どもと子育てをめぐる社会環境は大きく変化し、保護者の
適切な養育を受けられない子どもが増えており、そのような子ども
たちを社会全体で公的責任を持って保護し、健やかに育んでいくこと
が強く求められております。
　島根県議会といたしましても、保護を必要とする子どもたちが温かい
愛情に包まれながら健やかに成長していけるよう、里親制度の普及・
啓発に努めて参りたいと考えております。
　結びに、本大会が里親制度のさらなる充実の契機となりますこと
を願うとともに、ご参会の皆様のますますのご健勝とご活躍をお祈り
申し上げ、お祝いの言葉といたします。

島根県議会議長

田中 八洲男 様

基 調 講 演

「自分の人生を生きるために必要な時期としての思春期
　　　　　　　　　　　ーその自立のプロセスをどう支えるのかー」

演題

講師

神話や、脳科学の情報から、子どもの心理の理解についてお話をいただきました。
行動化、身体化、心理化、象徴化という４つの視点はとても興味深く、アルプスの少女ハイジのお話ととも
に、とても印象に残る内容でした。

島根大学人間科学部 教授　岩宮 恵子 氏
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　里親になろうと思ったのは、実子に恵まれずどうしても子どもを育てたいという気持ちが

強かったからです。

　里親になって3年目に、3歳10ヶ月の男の子を受け入れました。最初の出会いは乳児院

でした。面会の時です。初対面の私たちのところへすーっと寄ってきて、手をつないだり、

抱っこをねだったりと、自然と寄ってきてくれた時のことは今でもよく覚えています。知的

障がいと発達障がいがあり、体は小さく食の細い子でした。最初のうちは戸惑うばかりで、

どうしたものかと思い悩むこともありましたが、我が子として育てていくことを決心しました。

　困ったことも多くありました。まず名前が違うことです。保育所・学校へ行き里子である

ことを説明し、呼ぶときは里親姓で呼んでくださいとお願いしました。病院でも受付で同じ

ようにお願いし、里親姓で呼んでもらいました。真実告知については、本当は小さいうちに

告知した方が良いといわれていますが、障がいもあり理解力が少し遅い子に話をすることが

できませんでした。高校に入ってから告知しました。一度は本当の親を捜してほしいと言い

ましたが、その後口にすることはありません。今本人が里子である自分のことをどのように

思っているか心の底までは分かりませんが、普段どおり過ごしています。

　その後、10ヶ月の女の子、3歳の男の子を2人、1歳半の男の子を受け入れました。乳児から

幼児まで受け入れ、私たちはいきなりおじいちゃん、おばあちゃんに変身です。童心に帰って

少し若返ったような気がしていました。（中略）

　今まで5人の子どもたちと生活を共にしてきました。「三つ子の魂・百まで」ということわざ

があります。乳幼児期の成長はすごいものがあります。言うことを聞いてくれる子、反抗的

な態度をとる子、泣いてごまかす子、正直な子、いろいろでした。果たして私たちがこの子たち

の成長にどれだけ力になれたか、今も半信半疑です。育てていく難しさを痛感したことも

ありました。

　今でも月1回、電話連絡や面会をしています。声を聞いたり、子どもに会ったり、日々成長

している子どもを見るたびに、私たちのところへ来てくれてありがとうの気持ちでいっぱい

です。

乳幼児期（里親Ａ）

　我が家には、この5月に18歳になったＡ君がいます。4歳になる直前に委託され、丸14年

が過ぎました。里親登録をした直後からマッチングを開始しました。とにかく乳児院に通う

のが楽しくて仕方ありませんでした。我が家に連れ帰る時のＡ君の言葉に、私は号泣しま

した。必ずＡ君を立派に育てると心に誓いました。(中略)

　中学校では、どんなトラブルがあるかと心配しましたが、トラブルはずいぶん減りました。

里親として、ゆったりできたという感じが2年間くらいはありました。しかし、中学校3年生

からは「オレの方が上」的な言動がいきなり鮮明になり、扱いに困りました。

　中学校の1年生の時から、希望する学科のある複数の高校の見学に合計5回行きました。

遠方の学校は宿泊つきになり、親子で出かけて観光地巡りをしたり、居酒屋に行ったりして

楽しかったです。

　あっと言う間に入試になり、Ａ君は無事に第一志望の高校に入学できました。遠方の学校

なので寮生活です。入学がコロナの流行と重なったこともあり、Ａ君にとってはつらいこと、

上手くいかないことも多くありました。Ａ君が帰宅することは難しかったので、私が月に一度

は会いに出かけました。会話はあまりはずみませんでしたが、一緒に過ごすことはできま

した。帰り際に握手を求めながら、「来てくれてありがとう。」と言ってくれたこともありました。

　また、中学校の卒業に合わせてスマホを与えましたが、これがとんでもないトラブルのもと

になりました。

　昨年度の半ばにＡ君は高校を中退しました。進路について、Ａ君の特性により合うように

微調整を助言すればよかったと今になって思います。

　Ａ君は気持ちの起伏が大きいです。その良い時だけをつないで親をしている感じです。

年齢が上がるにつれて、ましてや成人すれば、小さい頃は謝れば済んだことが、社会的に許

されなくなります。それをＡ君に伝えていますが、なかなか自分のコントロールが難しい様子

です。本人も苦労していることはよく分かります。

　以上のような、Ａくんとの関わりを通して、里親は大変だなと思うことが多いです。学校

での対人関係や進路選択などで、悩みを抱える時期である思春期の子どもを里親として

サポートすることは、とても難しいと感じます。その上で、児童相談所や学校との連携を強化

することも大切だと思います。

　Ａ君の社会的自立が果たせるよう、これからも支えていかねばならないと思っています。

思春期（里親Ｂ）
養育体験発表
乳幼児期・思春期・成人期の3つのテーマに分け、3名の里親と
1名の元里子が養育体験発表をしました。
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　今年で26歳になります。Ｄの里子になって23年になります。私が里子になった今の気持ち

をお話しします。

　3歳10ヶ月で松江の乳児院からＤの家に来ました。私には、注意欠陥多動症と知的障がい

がありますが、年齢の割には体が小さく食の細い子だったそうで、そんな私を両親はとても

心配していました。私の記憶にはなかったのですが、家の前の堤防の土手を散歩したり走っ

たりして、足を鍛えさせたり、お腹をすかせて食事をすすめていたそうです。

　私たちが住んでいる石見地域は伝統芸能の神楽が盛んなところで、父が神楽をしていた

ので週2日の練習に私を連れて行ってくれました。小さい頃の記憶はあまりありませんが、

当時の神楽団には私のような子供団員の入団は無く、重要な役で出演、鬼女から変化した

狐を退治するという初舞台を経験しました。しかも、当日38度の発熱をし、写真撮影した

父から歯を食いしばって舞う私の姿、頑張りに涙を流しながら喜んだことを聞かされました。

その神楽はいちばんの趣味で人生のささえです。

　小学校入学、そして3年生の時、特殊学級へ、薬の服用もこの頃からでした。中学校も特別

支援学級、そして高校は養護学校を無事卒業できました。

　15歳の高校生の時私が本当の子ではないことを知らされました。「ごめんね、あなたは

母さんのお腹から、生まれてこなかったのよ」 と言われた時は、少しショックでした。少し

ショックというのは中学生の頃ですが、病院で違う名前のカルテを見て、その頃から少しずつ

気づき始めました。そして本当の親を捜してほしい、どこで生まれたのかと両親を問いつめ

ました。私は中学生の頃まで、本当の親だと信じて疑うことはありませんでした。

　このリモートでの発表が決まり、昔を思い出すため何冊ものアルバムやビデオを見直し、

小さい頃の写真は記憶が無く、両親にどこでの場面か、どこで写したのか聞くことがたくさん

ありました。抱っこしてもらっている写真が多く、都度誰なのか、知り合いなのかと聞き

ながら改めて愛されているのだなと思いました。父の職場内の家族交流写真、学校の入学、

卒業の写真、自治会内の旅行、神楽を舞っているビデオやアルバムなど10冊以上ありま

した。

　20歳を機に養子縁組してくれた両親、これからは年をとる一方体力も衰えていきます。

私のできること、どれほど力になれるか分かりませんが、一家仲良く過ごしていけたらと思い

ます。父さん、母さん今までありがとう。そしてこれからも宜しくお願いします。

元里子

　今日は、私たちの家庭で高校卒業まで生活し、現在21歳のＢくんのことをお話ししようと思います。
　Ｂくんは、家族によって育てることができなかったために、生まれてすぐに乳児院に預けられました。
お母さんは時々乳児院に会いに来てくれたようですが、そのことはＢくんの記憶にはありません。3歳に
なっても、家庭に引き取られることはなく、児童養護施設に移ることになりました。その施設には同じくらい
の年齢の子どもたちも多くいて、きょうだいのように育ちましたが、母親など家族との交流はありません
でした。そのため、家庭生活体験事業により、時々施設に以前勤めていた人の家に行って過ごすことも
ありました。
　小学校4年生になったとき、児童相談所や施設の人たちの間で、Ｂくんの里親委託の相談が始まりま
した。でも、Ｂくんは、里親さんのところに行きたくありませんでした。きょうだいのように育った施設の仲間
や、大好きな学校の先生と離れたくなかったからです。相談所の人の話を聞いたり、私たちの家に泊まり
に来たりして、4か月ほどのマッチング期間を経て、5年生の時から里親委託になりました。（中略）
　実親との交流については、中学生まで全く行っていませんでしたが、本人が、私たち里親への不満も含めて

「本当の親」について口にすることも多くなってきたため、児童相談所との相談により、高校進学の後に実親
との対面をさせました。その後Ｂくんは、私たちの家で生活しながら、時折実親家族と連絡を取り合うよう
になりました。
　Ｂくんの高校卒業後の進路については、本人と里親で繰り返し話し合いをしました。私たちとしては、本人
が幼少期からの将来の夢として「パン屋さんになること」を話してきていたので、専門学校への進学を勧め
ました。実際に見学に行ったりして、本人もかなり悩んだようでしたが、最終的には県外の製パン会社への
就職を選びました。本人の気持ちとしては、里親家庭から離れて、ある意味で自由になりたかったのでは
ないかと思っています。
　本人が就職することを選び、里親委託の継続も望まなかったことから、措置解除にあたっては、児童
相談所で本人と実親、里親が同席して、卒業後の協力関係について話し合いをしました。その際、就職に
あたっての身元保証人には里親も加わることにしました。
　残念ながら、Ｂくんは初めて勤めた会社での仕事を続けることができず、実親のもとに戻ってきてしまい
ました。その後も、職場をいくつか転 と々し、ようやく今少し落ち着いて同じ職場で1年ほど続けて、ひとり
暮らしをしながら仕事をしているところです。
　私たちと一緒に生活したのは8年ばかりですが、Ｂくんは今も「お母さん」「お父さん」と呼んでくれて
います。私たちも、実親さんとの連絡も取り続けています。本人から連絡があるのは、何か問題ごとが起きた
時か、お金や物を送ってほしいという時がほとんどですが、それに応えるのも「お父さん」「お母さん」として
の幸せだと思っているところです。
　以上のような、Ｂくんやその実親家庭とのかかわりを通して、里親委託解除後の支援の必要性を強く
感じています。里親家庭を離れた後、本人が生活や仕事でつまずいた時に相談や援助を求める人や場所
が必要だと思います。里親は、本人とのそれまでの関わりから、可能な限りの援助は行うと思いますが、
それはあくまでも私的なもので限界もあります。多くの場合は、実親の支援も期待できないと思います。
　今は、措置解除となった児童のための自立支援事業が実施されていると聞いていますので、そうしたこと
が今後さらに充実していくことを期待しています。

成人期（里親Ｃ）
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分科会
乳幼児期・思春期・成人期の３つのグループに分け、計21のグループで分科会を行い
ました。テーマ毎に、「養育をするにあたっての課題や心配事」、「行政や関係機関に求
めること」等を話し合っていただきました。分科会司会者から報告のあった、「参加者
の意見」を抜粋してお伝えします。

02
No.

里親の在り方について

真実告知について

【乳幼児期】
●とにかく日頃から子どもと関わることが大事。
　何か問題があってから子どもに関わろうとすると、問題が解決しない。
●里親として、児童心理や時代に合わせた養育の仕方を学んでいく必要がある。

【思春期】
●子どもの好きなことをたくさん見つけ、親が一緒にやっていくことが大切。
●思春期の大変さを乗り越えることができれば、楽しいことが待っていると思い、日々養育
を頑張っている。

●学校でトラブルを起こしても、必要以上に詮索せず、子どもの言うことを一番に信じて
あげることが大切。

●子どもが交友関係に悩まないよう、幼少期から豊かな人間関係を築くための土台を作って
あげることが必要。

【成人期】
●委託解除になっても、親子としての関係は残る。できることをしてやればよい。
●自立して生きていく上で、心の支えが大事。里親の存在が心の支えになる。
●実親がいる場合は、関わると大変なことに巻き込まれる可能性もあるが、できれば仲良く
なれるよう努力している。そのことが、本人の安定にも繋がると考えている。

●自立支援として、日頃から助けを求めるようになることや、頼れるところ（支援機関等）が
あることは、子どもに伝えておいた方がよい。

●真実告知は、本人が落ち着いて、事実を受け入れられるようになった時に行えばよいの
ではないか。

●特に心配していない。その時までにしっかりと子どもと関わり、関係性を作ればよい。
●真実告知については、適齢期まで待つのではなく、幼少期からそれとなく話したり、気付
かせてあげることで、真実告知で大きなショックを受けたり、反抗的な行動をすることが
減るのではないか。

関係機関との連携について

【乳幼児期】
●里親委託を受けたとき、委託期間等の見通しを伝えてもらえないことがある。
　変更があるとしても、受託時に、児童相談所の見通しを聞きたい。
●里子を受託しても、待機児童が多く、子どもを保育所へ預けることができない。
　児相・市・保育園の連携を強化し、待機児童問題を少しでも良い方向にしてほしい。

【思春期】
●施設から里親委託になる時、児相担当者のみで、施設職員が同席されず、里子の様子を
聞くことができなかった。関係機関の連携で、子どもの人生が大きく左右されること
を自覚してほしい。

●児童相談所の担当者が、人事異動で一斉に変わると困る。

【成人期】
●県によって、措置解除後や大学進学時での支援に違いがあることが分かった。
●里子が自立する時、返済不要の支援金等が充実していれば、里子も安心して生活できる
と思うので、ぜひ検討してほしい。

●自立支援にあたっては、状況に応じて、転出先の支援団体等に繋ぎをするなどの丁寧な
支援が必要。

里親制度普及啓発について

●10月の里親月間について、非常に力が入っていないと感じる。
●保育所、学校及び地域が里親制度について、正しく理解していないことが多く、そこに
普及啓発をしていくと里子養育をしやすい環境になる。

里親支援について

●24時間相談できる体制がほしい（特に夜間に困ることが多いため）。
●里親のサポートは、話しやすい環境づくりが必要。
　里親が養育について、LINEで気軽に相談できる機関もある。
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アンケート結果
みなさまから回答いただいたアンケート結果を抜粋してお伝えします。
参加者数（午前の部のみの参加者含む）：208名
アンケート回答者数（午前の部のみの参加者含む）：67名

今回の大会はどうでしたか

【講演について】
●思春期の子どものこころについて、普段とは異なる観点から学ぶことができ、非常に勉強
になりました。

●講演をお聞きし、「思春期」のとらえ方が変わった。「一緒に楽しむ」ことを忘れず、大きな
エピソードだけに頼らず、焦らず、行動の裏側を考えていきたいです。

●基調講演岩宮恵子先生の講演はとても分かりやすくて、心にしみました。これからの
子育てに役立てたいです。

【分科会について】
●分科会も少人数のグループで話しやすく、具体的にそれぞれの状況や思いを聞くことが
できて、参考になりました。

●分科会で個人的・具体的なお話をうかがい、参考になりました。
●分科会がもう少し人数の多いグループでもよかったと感じた。
●少人数での分科会はとてもわかりやすかったです。まとめの部分の時間が少なく、もっと
多くの意見を聞く時間があればよかったです。

【オンライン開催やその他の意見について】
●環境が悪く途中スマホに切り替えましたが、すぐに対応いただき分科会に参加できま
した。

●小さい子どもを養育中なので現地開催であれば参加できなかったが、オンライン開催
だったので参加できてよかった。

●1日にまとまっており、非常に受けやすかった。
●オンラインでは集中できない面があり、来年はぜひ開催地でできるといいです。
●オンラインで聞き取りにくいことがあった。
●動画によって声が小さいものもあったので、調整してあるとよりよかった。

【今後の研修大会について、取り上げてほしい研修科目・研修方式・講義】
●子どもへのほめ方としかり方。
●自立してからの里子たちの情報をあまり聞くことがないので、交流をしたい。
●高校卒業後の進路選択について、色々な事案を伺いたい。
●里子自身が参加する研修も計画してほしい。
●里子のルーツ探しに関する講義・研修。
●脳科学に基づいた話。

Q1.中央情勢報告はどうでしたか Q2.講演はどうでしたか

ふつう
16％

よかった
36％

非常に
よかった
46％
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Q3.事例発表はどうでしたか Q4.分科会はどうでしたか
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Q5.オンライン開催はどうでしたか
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非常によかった
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【後援】島根県、浜田市、大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、島根県社会福祉協議会、島根県民生児童委員協議会、島根県児童養護施設協議会、
　　　島根県更生保護女性連盟、浜田市社会福祉協議会、大田市社会福祉協議会、江津市社会福祉協議会、川本町社会福祉協議会、
　　　美郷町社会福祉協議会、邑南町社会福祉協議会、朝日新聞松江総局、毎日新聞松江支局、読売新聞松江支局、産経新聞社、
　　　日本経済新聞社松江支局、中国新聞社、山陰中央新報社、新日本海新聞社、島根日日新聞社、共同通信社松江支局、時事通信社松江支局、
　　　NHK松江放送局、BSS山陰放送、日本海テレビ、TSKさんいん中央テレビ、テレビ朝日松江支局、エフエム山陰、石見ケーブルビジョン株式会社、
　　　石見銀山テレビ放送株式会社

【主催】中国地区里親会、島根県里親会、公益財団法人全国里親会


