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愛犬地域里親会会長　前田 雅敏
　今世界中で、新型コロナウィルスと格闘中です。
その真っ最中なのでこれからどうなってゆくのか
誰もわかりません。私たち里親関係では、里親サ
ロン、フォーラム、ボーリングなど、行事の中止
が相次いでいます。小中高が一斉休校になってし
まいましたが、電車通学やバス通学のある高校は
ともかく、地元で徒歩通学、自転車通学している
小中学校は、家にこもっているよりか学校にいる
ほうが、むしろ安全なように思います。また小学
校低学年の児童がいる家庭の親は、子どもを家に
おいて働きに出かけるわけにはゆかず、困ってい
ることだろうと想像しています。地域の判断に
よって例えば沖縄の離島では学校を登校としたり、
ある地域では自粛期間が終われば登校を再開した
り、自治体独自の責任で決めてゆく動きがあるこ
とはとても良い傾向だと思います。障碍者施設や
学童保育は自粛対象から外されていて、体温測定
など条件付きながら動いてくれているので、私た
ちにとって助かっています。
　さて我が家に関するニュースですが、昨年 11
月６日（水）関西テレビ「ヨーイドン」という番
組のなかの「となりの人間国宝」という番組で取
材を受けました。内容についてはテレビで放映さ

れた通りですが、司会の円広志さんが、妻、のぶ
えの歌作りの様子を真剣に聞いてくれていたのが
印象的でした。私が、のぶえの歌は短く単純なの
でダメなんですよ！」と口を挟むと、「あんた何
言うとるんですか！」と反撃されてしまいました。
笑い話ですが、夫婦ともに、司会をされている方
が円広志さん本人とは知らなかったことでした。
帰られた直後に気が付き、「ああしまった。せめ
て色紙にサインしてもらえばよかったのに」と後
悔しました。
　今私たちのファミリーホームで預かっている子
どもは２名です。１名は小学校５年生、もう１名
は 19 歳ですが、措置延長してもらっています。
預かる人数が少ないので収入も少ないですが、私
たちの年齢が 60 代後半なので、若い世代にバト
ンタッチしてゆければと願っています。
　長いこと里親をしていて、子どもたちと接し成
長を見届けられたことは、いろんな出来事に囲ま
れて、充実感を覚えました。子どもたちからいろ
んな意味で教わりましたね。子どもは実子も含め、
一人ひとり性格や物事の受け取り方、育ち方が千
差万別であるというこ
とも感想です。子ども
たちありがとう！感謝
をこめて。
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里親から周りを見て

滋賀県が実施している「オレンジリボンキャンペーン」を、滋賀県里親連合会は応援しています。
また、この広報誌は、滋賀県からの補助金を活用し、作成しています。
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僕と妻は、君の伴走者
　よく人生はマラソンに例えられることが多いと
思います。生まれてから亡くなるまで絶え間なく
走り続けるなかで、子育ては聴覚ハンデの方に伴
走するマラソンに似ているなと最近感じています。
　君と出会ったのは 2016 年 11 月 17 日だったね、
何も解らない僕と妻は君の良き伴走者になれるか
どうか、とても不安だった。最初はどの程度の強
さで引いてあげれば良いか解らずに一生懸命だっ
たけど、少しすると君のペースが解ったような気
になって、気がつけば先走りすぎて引きずるよう
な形になってしまったこともあったね。
　少しずつ、自分のペースを見つけ始めた君、引
く強さが見えてきた僕と妻、一緒に暮らし始めて
１年ほどしたある日、やっと本当の親子として認
められたんだよ。
　色々な人の力を借りて役所に提出する紙一枚の
事だけど、とても大事な親子の絆。しばらくは順
調に感じていた時間も過ぎていくと、君はまた僕
と妻の伴走を嫌がって、いろんな所に行ってみた
りその場に座り込んで動かなくなってしまったり、
どうして良いか解らずにとても悩んだ時期もあっ
たけど、やっぱり君は自分のペースを押し通すん
だね。
　そんな君に疲れたり、あきれたり、怒ってみた
りしてもやっぱり「ん？引いてくれるんでしょ
う？」って期待に満ちた目で見つめられると「も
ちろん！悦んで」といろんな感情を振り払って、
君に寄り添う事を止められないんだよ。
　今では君を伴走してくれる人も増えているよね。

保育園の先生、クラスのお友達もそんな感じじゃ
ないかな？
　これからいろんな伴走者の人が君の横で手を引
いてくれたり逆に君が伴走者になったりすること
もあると思うけど、何時までも君の良き伴走者と
して人生のマラソンを手助け出来れば、僕と妻は
とても幸せなんだと思うよ。

    （愛犬地域里親会　岸田 正嗣）

里子さんとペット
　私は現在４才のＳ子を養育中の里親です。家に
はペットがたくさんいて良かったことを書きます。
私は一人っ子だったこともあり昔から動物が大好
きで、結婚後は夫婦で動物飼養管理士を取得。現
在は犬、鳥、爬虫類、両生類、魚類等のペットが
います。
　当時２才半のＳ子のマッチングが始まり家に来
た時も、大型犬のシェパードが大活躍してくれま
した。Ｓ子は賑やかな施設での生活が好きだった
ようで、急に静かな住宅へ通うようになり、とま
どっているようでした。「この自信無さげな初心
者里親をどうしたものか？」といった感じでした。
ところが目線の近い子ども的な存在として、水を
こぼしたり、トイレを汚すモジャモジャの犬がい
たので、自分にはシドロモドロの頼りない初心者
里親もイロイロやらかす犬の世話をするときは
堂々としていたので、落ち着いたのか、見た目は
違うけどほかにも子どもがいるように思ったのか、
グイグイ、コミュニケーションをとってくれるよ
うになりました。
　今ではＳ子は爬虫類カフェに行くのも大好きな
動物好きに育ち、ボールパイソンやイグアナ、ツ
ノガエルなど家にいる個性的なペットたちの気持
ちも、合っているかどうかはともかく通訳してく
れます。ペットは自分だけに親の目が集中してし
まうお子さんのストレスを緩和し、子どもにも理
解しやすい楽しい話題を提供してくれます。里子
さんによってはアレルギーの心配もありますし、
里親さんの負担も増えますが、多様性のあるメン
バーによる家庭のおおらかさというのも、里子さ
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◆ 特別養子里親さんと養育里親さんの子育て奮闘記（その４） ◆
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◆ 委託・未委託里親研修 ◆
2 月 24 日、委託・未委託里親研修会にアンガーマネジメントファシリテーターの資格を持つ川口房
子氏を講師にお招きし、「アンガーマネジメントとは～感情的にならない子育て～」と題する講演を
していただきました。受講された二人から感想をいただきましたので、掲載します。

んにとっては楽しく落ち着けるものなのかも知れ
ません。猫だけではなく、小さなラットやハムス
ター、または爬虫類、金魚などの魚類、アマガエ
ルなどの両生類も餌の時に腕に乗ってくるほど懐
いて可愛いです。いろんな動物が共に暮らす良き
メンバーになってくれるので、それぞれのご家庭
に、もしピンとくる動物と出会った場合は、飼育

方法を調べた上、お迎えをオススメいたします。
　動物たちは人間よりずっと短い命に、たくさん
の愛情と優しさを詰め込み、子どもの心を豊かに
してくれると思います。そしていつか看病して小
さな命の最期の時を迎え、共に泣いたとしても、
家族で愛した可愛い存在でありつづけてくれます。
いつまでも…。　　　（彦根市里親会　小野 啓子）

感情的にならない子育て
　かっとしたのがプッツン切れて、腹わたが煮え
くり返りついには怨念へ、となるとおぞましい人
間模様の様相が…。「激おこぷんぷん丸」ならか
わいいのですが、「うざい」、「消えろ」となれば
子どもたちの常套文句といえども、大ゲンカに発
展することもあるでしょう。「アンガー≒怒り」
を表すことばは様々で、研修では百数十の表現語
が紹介されました。
　怒りは誰にもある自然な感情ですが、湧きあが
る怒りを爆発させるのではなく、衝動や思考をコ
ントロールして、誰も何も傷つけずに上手に怒り
の感情を表現できるようにする「怒りで後悔しな
い」工夫が、アンガーマネジメントの目的だそう
です。自分本位の怒りではなく相手の成長を期待
して叱れるように心がける、とも換言できるで
しょうか。
　そもそも怒りとは、こうある「べき」だとの自
分の理想と現実のギャップにより喚起され、価値
観や立場が侵害されることから守る防衛感情なの
だそうです。なので、①「べき」を柔軟にできるだ
けひろげる、そのために②ただちに変えられない
相手の言動は放っておく。そして、③喚起された
衝動のピークは長くて６秒。深呼吸や気をそらす
工夫で何とかやり過ごす。収まったあと、実は自
分は「悲しかった」「苦しかった」「さびしいんだ」
などと自問して相手に伝えてみるのもお互いの理
解を促すでしょう。
　腹立つなぁ！を我慢せず人にも自分にも優しく

なれればと思えた研修でした。
（鹿深の家 里親支援専門員　鍬本 悟志）

アンガーマネジメント研修を受講して
　最近、「キレる中高年」が話題になっていますが、
私自身も年を重ねるごとに怒りっぽくなっている
なと感じていました。また、育児に対して妻から
は、普段「怒らなさすぎ」だが突然怒ったりして
ムラが有ると言われます。私から見て妻は、常に
「怒りすぎ」と思っていました。そのようなこと
から家庭内での「怒り」を管理する必要性を感じ
ていました。
　アンガーマネジメントというものの存在は以前
から知っており、どのようなものかを知りたいな
と思っていました。そこに今回の研修案内が在り、
早速受講を申し込みました。
　研修の内容は最初に、アンガーマネジメントと
は「怒らないことではなく、怒る必要のあること
は上手に怒り、怒る必要のないことは怒らない。」
ということを学びました。また、問題となる４つ
の怒り・怒りは第二次感情で、隠れた第一次感情
を意識して、それを相手につたえること・衝動の
コントロールとして、怒りのピークは６秒間・思
考のコントロールとして、許せる範囲を出来るだ
け広げて、許せない範囲を出来るだけ狭める・行
動のコントロールとして、自分の力で変えられる
ものと変えられないものを分けて考える等を学び
ました。学んだことから今後実践しようと思うこ
とは、まず怒りが込み上げた時は、深呼吸し、呼
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湖北支部（２回目）里親サロンの開催報告
　令和２年 1 月 26 日（日）10 時～ 14 時、毎年
恒例の里親サロン（鍋を囲む会）を長浜市湯田コ
ミュニティーセンターにおいて開催しました。前
回、社協からストライクアウトとわた菓子機を借
りて楽しかったため、今回はストライクアウトと
わた菓子機に、サッカーゲームとつりゲームを加
えて４種類を借りてきました。
　参加者は 11 家族で、大人 23 人、子ども 12 人
の合計 35 人で、今回は子どもの参加費を無料で
何とかやりくりでき、ホッとしました。また前年
度よりホームステイ中の里親さん等が来て下さり、
にぎやかに交流ができました。来年度から里親サ
ロンは年１回にし、各里親会で順番に回します。
次は彦根さんの企画ですので宜しくお願いします。

    （長浜市里親会副会長　北島 由紀子）

湖北支部（２回目）里親サロンに参加して
　今冬は、比較的暖かな日々が続きましたが、会
場をところ狭しと駆け回る子どもたちのパワーと
熱気に包まれて（後は鍋の湯気も少々）、食事中
は会場のふすまを全開放、おまけに窓も開けると
いった真冬にはちょっとあり得ないシチュエー
ションの中で、委託、未委託に関わらず、里親さ
ん同士の近況報告や意見交換等、有意義なサロン
となりました。大人たちは顔見知りの子どもを見
つけては、「大きくなったね～！」と再会を懐か
しんだり、子どもたちの成長に驚いたり。普段な
かなか会うことはない子どもたちですが、会場の
雰囲気に慣れさえすれば、すぐに仲良く？（オモ
チャの取り合いで多少の小競り合いもありますが
…）遊んでいる光景を見ると、つくづく子どもに
は他人に対しての境界がないんだな～と感心させ
られます。お兄ちゃんお姉ちゃんも、小さい子の
面倒を良く見てくれて、大人は安心してサロンに

集中できました（あ
りがとう！）
　今年に入り、私ど
もにも子どもの一時
保護（委託）につい
てお話を頂くことが
ありました。さまざまな事情で社会的養護を必要
としている子どもが増えているということを実感
します。また、少しずつではありますが里親家庭
への委託（一時保護を含め）についても進められ
ていると同時に、まだまだ里親さんの数が足りて
いないのが実情であると思います。最後になりま
すが、湖北支部の里親サロンは、毎冬開催の鍋を
囲む会が恒例となりました。お気軽にお越し頂け
ればと思いますので、皆様のご参加お待ちいたし
ております！

（彦根市里親会会長　佐々木 直人）

湖南支部里親サロンの報告と感想
　令和２年２月 22 日（土）、草津市立まちづくり
センターにおいて守山学園の五十嵐先生、守山市
里親会会長の武村様のお話をお聞きしたく、里親
になり 20 数年、小さな頃は保育をお願いしてい
た子も 23 才になり、一緒に参加させていただき
ました。初めてお会いする里親さん、久しぶりの
里親さんも交え、４グループに分かれました。初
めに五十嵐先生から、小５の男児の「朝起こしに
行くとバリケードを作り大人が入れないようにし
ている」事例と、小４の女児の「入所して半年、
泣くようなこともなく過ごしてきたが、最近一週
間ほど『お母さん』と泣く姿が見られる」事例、
二つとも施設で暮らす子どもを題材にして話し合
いがあり、グループごとに様々な意見が出されま
した。
　男児については、バリケードを作る時は必ず乗

◆ ピア・カウンセリング事業（里親サロン） ◆

吸を整えて怒りのピークをやり過ごす。また子供
に対する怒りを冷静に考えると、心配が多岐にわ
たり怒りにつながっていると感じたので、今後は
安全・健康・社会性に的を絞って冷静に叱ってい
こうと考えています。

　今回の研修を受講したことで、子供に対しては
怒りをコントロールして良い叱り方が出来るよう
になるかと思います。また、妻に対しては…
　今後トレーニングを積んでいきます。

（大津市里親会　山川 伸一）
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◆ 今年度の成果と来年度の展望（専門部会から） ◆
昨年の 10月より専門部会が一つ増え（里親広報専門部会）、五つになりました。
今回、その内、三つの部会より活動状況の報告がありましたので、掲載します。

り越えて来て欲しい願いがあり、どこかに入れる
所があるとか、施設児と言われたことで学校へ行
きたくなかったことが分かりました。女児に関し
ては環境に慣れるため半年間、我慢してきた感情
がここ１週間ほどで母に会いたいとの素直な泣き
声かなと思っていたのですが、「なぜ私が？」「お
母さんが施設に入ればいいのに」とのことに、考
えもしなかった言葉。二つの事例より子どもの気
持ちに気づかされ、サロンに参加したことで知り
得ることができ、この先、里親を続けていく上で
も考えさせられました。
　また武村様のお話は、実子７人の個性溢れる子

育てや、ファミリーホームを開設するにあたり、
今は亡き奥様の思いなどを聞かせていただきまし
た。今まで知り得なかった武村様のファミリー
ホーム、里子に対する想いを知ることができまし
た。また最後には、ストレスを発散しましょうと
マイクをいただき、子どもがいるからできるスト
レスなのですが、日頃の愚痴を話し、スッキリさ
せてもらいました。サロンに参加することで気づ
きが必ず有り、帰りに里親さんが里子さんを迎え
に行く姿、里親さんを見つけた時の里子ちゃんの
嬉しそうな顔、やっぱりいいですね！

（甲賀・湖南地域里親会　滝 玲子）

FH 専門部会
　県内 14 ファミリーホームが月に一度定例会と
勉強会（プラスの会）を隔月に開催しています。
定例会には県青少年局、各児童相談所及び里親支
援専門相談員とオブザーバーとして橘大学の森本
先生が参加していただいています。全国の里親会
やファミリーホームの活動状況などの報告、青少
年局からは児童養護にかかる制度変更や厚労省の
動きにおける滋賀県の考え方などの情報交換を
行っています。児童相談所からは里子の状況や里
親との連携の在り方等の意見交換を行っています。
行政と里親とが話し合うこの部会は有意義であり、
お互いの相互理解を深める場となっています。
　プラスの会では、発達障害など問題を抱える子
どもたちをどのように育てていくのかを学び、里
親自身のスキルアップをはかっています。常に子
どもたちのためにどうすればいいのかを追い求め
る会となっています。
　5 月 9 日（土）、日本ファミリーホーム協議会
近畿ブロックの一泊研修会を滋賀県で開催します。
近畿６８ファミリーホームが一堂に会し、2 年に
１回開催されており、今年度は滋賀県が幹事と
なっています。当日は立命館大学産業社会学部特
任教授野田正人先生の講演と、子ども達には職業
体験「Famizania」を協力企業 10 社のもと開催し

ます。県ファミリーホームの会員だけで執り行う
のも限度があり、多くの里親さんのご協力を特に
お願いします。　　　 （FH専門部会長　武村 薫 ）

里子等自立支援部会
　里子等自立支援専門部会の活動にご理解ご協力
いただきありがとうございました。今年度も里子
たちが集い、楽しい交流の場をつくろうと取り組
ませていただきました。
　8 月には自立援助ホーム四つ葉のクローバーを
会場に「餃子づくり体験」を開催し、みんなで楽
しくワイワイと餃子を手作りし、美味しくいただ
きました。今年は未委託里親さんもご参加くださ
り、子どもたちとのふれあいの場となったことも
ありがたいことでした。
　3 月には恒例となったボーリング大会を計画し、
大勢の参加申し込みをいただいていましたが、こ
のたびの新型コロナウイルスの関係で中止となり、
楽しみにしていた子どもたちにとっても残念であ
りました。
　里子等自立支援専門部会では、今後も「ボーリ
ング大会」と「餃子づくり体験」を里子たちの交
流の場として持たせていただき、里子同士の繋が
りをもっともっと作っていきたいと思います。そ
して、こうした気軽に参加できる行事を通して、
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里親会の行事の雰囲気をつかんでもらったり、携
わる私たち里親とも顔見知りになってもらう中で、
自立に向けての様々なセミナーや「ハローわくわ
く仕事体験」などへ繋げ、里子たちの自立に向け
てのサポートができたらと考えています。まずは
気軽に交流会にご参加ください。来年度もどうぞ
よろしくお願いいたします。

（里子等自立支援専門部会長　池戸 剛）

里親広報専門部会
　国を挙げて家庭養護優先を掲げ、子どもの権利
を優先する社会的養護への道が開けてきました。
子育てを社会が支える社会的養育の取り組みも進
んでいくでしょう。生みの親が育てられなければ
法律上の親を持つことができ、生みの親だけで育
てることが難しければ親子を支える仕組みを社会
が用意する…、どちらも里親が担い手です。里親
登録しようかなと思ってくれる人がたーくさん必
要です。「里親＝養子縁組」という認識を持って

いる人が大多数の世の中に、今必要とされる多種
多様な里親像を紹介し、里親になった後にどんな
支援が得られ、どんな苦労や幸せが待っているか
を広く知らせていくということを、大急ぎでする
必要があります。
　最も雄弁にそれを語ることができるのは里親さ
んたちであり、当事者団体である里親会は大きな
役割を果たしていかなくてはなりません。当事者
団体が真に機能していくためには、役についた人
だけが動けばいいものではありません。私自身は
肩書きをいただかず、口や手を出し続けるつもり
でしたが、効果的な広報や参加したくなる活動の
ためには先立つものはお金、助成金や寄付金を得
るためには対外的に肩書きが必要で…、やむを得
ず広報専門 部会を作っていただきました。長のつ
く仕事はしないことが我が家の家訓ですが、いっ
たん棚上げにして、精進したいと思いますので、
よろしくお願いします。

（里親広報専門部会長　黒川 玉英）

　頭書計画は 2015 年に策定されたものが最終
年度を迎えるにあたり、この 5 年間にあった児
童福祉法や児童虐待防止法の改正に基づく「新
しい社会的養育ビジョン」を鑑み、社会環境の
変化を織り込み、今後 10 年間の計画を社会的
養護検討部会にて検討してきたものです。学識
経験者、学校保健衛生に携わってきた方、弁護
士、行政担当者に小職も加わり、成案を得たも
のです。この中で、里親に係る計画・目標は以
下のようなものです。
    1 家庭養育優先原則に基づく、里親・FH への
委託を推進すること。目標値の一例として、

2029 年度における 3 歳未満の委託率 73.9% と
ビジョンに近い値に設定しています。　
    2 フォスタリング機関の早期構築と里親支援
専任の児童福祉司を配置する (2022 年度 )。
    3 民間あっせん機関とも連携した特別養子縁
組を推進する。
　これらを実現し、児童の人権と最善の利益を
確保するためには、里親として日常の養育に当
たるほか、里親会活動へ積極的に参加し、　社
会に向けての発信をしていくことが欠かせませ
ん。皆さん、力を合わせていきましょう。

（滋賀県里親連合会会長 佐藤 哲也 ）

◇寄稿１「滋賀県児童虐待防止計画案の策定について」◇

　昨年夏、大津市里親会の或る集いで「毎月里
母だけで話せる場が欲しいね」という声が出た
時、かつて私が新米里親だった頃も里母同士の
集いがあったことを懐かしく思い出しました。
他の里母さんたちの、子どもたちへの深い思い
が伝わってきて、こういう人たちと知り合えた
だけでも里親になった甲斐があったと思ったも

のでした。
　名称は当初『里親女子会』のはずでしたが
「里父さんが来られてもいいよね…『あなたは
女子かい？』となってしまうけれど」という意
見が汲まれて『里親女子かい』と決定しました
（笑）。そのお陰か、ご夫婦での参加があったり、
たまに事務局長さんや会長さんも気楽に話の輪

◇寄稿２「里母同士の集いの有難さ」◇
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　「実親に里親委託を勧めても、なかなか同意
を得られず、施設入所なら同意する」と、里親
関係者から、よく聞かされてきました。そこに
は民法における親権の問題が横たわっていると
考えています。
　民法の第 820 条に「親権を行う者は、子の利
益のために子の監護及び教育をする権利を有し、
義務を負う」そして続く 821 条で居所指定権、
822 条で懲戒権、823 条で職業許可権、そして
824 条で財産管理権を規定しています。ちなみ
に里親は親権の内、監護権、教育権、そして懲
戒権の３つが付与されています。また 834 条に
は、「子の利益を著しく害する」場合、家庭裁
判所の審判を経て、「親権喪失」を行使できる
条文が記されています。しかし半永久的に親子
関係を断絶してしまう恐れがあるため、申し立
てが少なく、また審判で認められることも少な
いのが現状です。そこで児童虐待の増加も鑑み、
平成 23 年、820 条の条文に「子の利益のため
に」の文言を追加し、834 条の 2 を起こして親
子関係の修復を目指すために、最大 2 年間の期
限を設け、「親権停止」を行使できる条文を追
加しました。
　児相は子どもの措置権を持っていますが、措
置先については実親の意見を聞き、居所指定権
を尊重して決定しています。その実親は、里親
に託すことは「子どもを取られてしまう」と勘
違いをし、施設入所を優先します。私たち里親
は、家庭を子どもに提供し、親子関係に近い形
態で育くみ、愛着関係を構築していきますが、
そのことが「取られてしまう」と思うのでしょ
う。児相は、子どもが成長して大人になってい
く過程で一番大事な愛着関係の構築の必要性を

実親に、きちっと伝えて里親委託の了解を得る
よう努力すべきで、それでも施設を選択した場
合には、親子関係の修復を目指す 2 年が経った
時点で、里親への措置変更について、「親権停
止」も辞さない覚悟で実親を説得してほしく思
います。
　また皆さんもご存知の児童福祉法第 28 条手
続きにより、実親の養育が子ども福祉を著しく
害している場合、家庭裁判所の承認を得て、親
権を一部制限して里親委託をすることができま
す。しかし第 28 条により里親委託を行うこと
は、実親が里親委託も施設入所も拒否している
場合は可能と思いますが、施設入所を拒否して
いない場合は難しいと思います。
　「子どもの権利条約」が国連で採択されて昨
年、30 年が経ちました。この条約の前文中に、
「家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰
囲気の中で成長すべき」と記されており、厚労
省もこの理念に基づき社会的養育に関する法整
備を進めてきました。そして今、里親も含め社
会的養育関係者に求められているのは、「社会
的養育推進計画」に沿った、具体的な仕組みづ
くりだと私は考えています。
　まず　里親家庭の子どもは、実親家庭への再
統合を最優先にし、児相等の親指導と親子の面
会を重ねて、親子関係の修復を図り、そして子
どものケース会議には当事者の里親はもちろん、
里親支援機関も参加して、期限（親権停止の 2
年が妥当）を定めて実親への再統合に努めます。
その後は長期委託と考え、目標を再統合から自
立に切り替えたケアプランを作成し直し、5～
10 年経っても実親家庭に帰れない場合は、里
親と子どもの合意の上、養子縁組も考えるべき

◇寄稿３「子どもにとっての親権、そして里親養育」◇

に入っておられます。
　参加者同士が声を掛けあい、話し始めたり、
冗談を言ったりと、そんなお茶飲み友達の集ま
りのような毎月 1 回の集いです。もう子育てか
ら遠ざかっている私も、若いお母さんや子ども
さんたちとの出会いや会話を楽しんでいます。

最近の子どもたちの遊び方、子育ての話、さら
にスマホ操作の仕方など、私にとっては新しい
情報が得られる有難い場所でもあります。大津
市以外の里母さんも来られています。どなたで
も覗きに来てください。

（大津市里親会　吉田 ますみ）
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　JR 膳所駅前から西武百貨店へ真っすぐに向か
う道をときめき坂と言う。その道に面した古風
な建物からいつも高石ともやの懐かしいフォー

クソングのメロディが小さなカセットから流れ、焙煎珈琲
のひきたての香りが漂う。そこにいつも笑顔で迎えてくれ
る主がいる。狭いながらも楽しい我が家。里親会の編集会

議も会長会も女子かいもオヤジ会も、みんながひしめき合
いながら心置きなく話せる居場所。今年 8 月に西武百貨
店が閉鎖される。この里親会の事務所も 4 月には移転と
のこと。今、ときめき坂を出て、光り輝く方向に力を合わ
せて力強く歩み出そう！　　　　   （編集委員　田辺 幸司）

編集
後記

事 務 局 だ よ り
■ 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、3 月以降の当
　里親会の４つの事業（イベント）は中止にさせてもらい
　ました。4 月以降の事業（案）につきましても政府発表
　を鑑み、粛々と判断していきたいと思いますのでよろし
　くお願いします。
■ 全里の「里親だより 123 号」にも記載されていましたが、
　この４月より里親手当が上がります。養育里親は
　86,000 円→90,000 円、2人目以降は 43,000 円→90,000
　円です。専門里親は 141,000 円（2人目以降も同額）に
　なります。
■ 今年度は、5 人の子どもが３月末までに里親家庭を巣
　立っていきます（した）。早速、赤い羽根の「社会へ羽
　ばたく巣立ち募金」445,822 円から通信費等を差し引き

　子どもたちに自立のために必要な日用品等の購入に使っ
　てもらいます（した）。今年の募金活動は３月中旬から
　始まり 4 月 24 日までです。募金活動、よろしくお願い
　します。
■ 4 月 1 日付で事務局は、〒520-0047 大津市浜大津 4 丁
　目 1-1 明日都浜大津 1F 大津市市民活動センター内に移
　ります。電話、メールの変更もあり得ますので、追って
　詳細は連絡致します。
■ 今回、3 人の里親さんから里親会に対する想いなどを
　寄稿していただきましたが、当事者以外の行政、支援者
　などからもセカンドオピニオンとしてのご意見をいただ
　きたいと存じます。良ければ投稿お願いします。

（事務局　村田 潔）

です。養親家庭は法的に親子になるため、子ど
もにとっては里親家庭より、より安心できる場
所になるでしょう。児童福祉法の改正により特
別養子縁組も 15 歳まで可能となり、子ども福
祉として養子縁組を考えるならば、私は養親に
も子どもが 15 歳になるまでは、支給要件を定
め、里親手当は支給すべきだと考えています。
　県は今、里親への包括支援体制としてフォス
タリング機関を民間に委託することを計画して
います。私はフォスタリング機関に里親支援を

まるごと委託するのではなく、措置機関である
児相に配置されている里親担当職員がフォスタ
リング機関に関わり、また第２種里親支援機関
としてピアカウンセリングや里親リクルートな
どの事業のお手伝いをしている県里親連合会に
は、里親という当事者同士の支援の観点から、
フォスタリング機関に加わる必要性を感じてい
ます。

（滋賀県里親連合会事務局長　村田 潔）

６月６日 令和２年度里親連合会総会　近江八幡市総合福祉センターひまわり館
８月 里親・里子交流会　行先未定
８月 里子交流会（１回目） 　会場未定
10 月３・４日（土・日） 全国里親大会　あわぎんホール（徳島市）
10 月 15 日 しが里親だよりNo.90 発行
10 月中旬 第２回  滋賀県里親知ってやフォーラム　会場未定
９月～ 10 月 里親サロン（１回目）
１月～２月 里親サロン（２回目）
２月 委託・未委託里親研修会　会場未定
３月 里子交流会（２回目）    会場未定
３月 30 日 しが里親だよりNo.91 発行
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