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　　　蒲生地域里親会会長  山添　潔

　台風24号が南西諸島に近づいてきた9月29日、
日野町「わたむきホール虹」にて第61回滋賀県里
親大会が開催されました。台風の進路や気象状況
によっては開催が危ぶまれましたが、台風の通過
前に何とか開催することができました。当日の朝、
会場や駐車場の位置の案内看板を設置しました
が、強風で飛ばされるのではと心配しました。幸
いにも里親大会の開催時間内は強風が吹きません
でした。雨は朝から降り始めていました。午後か
ら駐車場係をお願いした方は雨の中、駐車場の案
内をしていただきました。本当にご苦労様でした。
　里親大会開催に当たっては、開催地の代表とし
て年度当初より会場の確保や市町の協力をお願い
しました。里親会事務局からも県や市町の行政機
関に協力をお願いしていただき、無事里親大会が
開催できました、改めて御礼申し上げます。
　さて、大会当日は早朝より行政機関の皆様、各
児童養護施設の皆様にお集まりいただき、里親会
の会員も交えて準備作業を行い午後からの大会開
催に備えました。
　12時より受付を開始しましたがたくさんの人た
ちが参加をして下さいました。なかでも民生委員
児童委員の方々には県内各地より多数に参加をし
て頂きました。本当にありがとうございました。
　13時より式典が開始され里親会の会長挨拶、優
良里親の表彰、祝辞・来賓紹介で前段の半分が終

わりました。休憩をはさんで行政説明、里親体験
発表、京都橘大学の森本先生のお話がありました。
民生委員さんの間では里親の体験を発表された一
宮さんの話に感動された方が多かった様に聞きま
した。
　その後、休憩をはさみ NPO 法人キーアセット
代表の渡辺守氏に「地域に根差す里親家庭」と題
する～もじどおり地域で子どもをはぐくむために
～と講演をお聞きしました。講演内容は今後の自
分たちが住む町の将来は今いる子どもたちの育ち
にかかっていること、少ない子どもを大切に正し
く育てなくてはいけないということ、親が育てら
れないときは地域の中で育て上げるシステム（里
親制度）を地域ごとに作り上げないといけないと
いうこと、子どもを地域で育てられる社会が大人
も住みやすい社会になる。そのためには「子育て
は大変、里親はもっと大変というような意識を変
えなければならない」そのような内容で具体的で
分かりやすく話されたと思いました。
　そのあと東近江市里親会の小椋さんが大会宣言
を行い、閉会は16時30分過ぎでした。外は大雨で
来場者の帰りが大変との予想をしていましたが、
幸いにもそうひどくはなく少し安心しました。
　大会終了後は関係機関の皆様に後片付けまでし
ていただきました。その時は無事終わることだけ
で頭がいっぱいで帰り際にお出会いしていても満
足に御礼の言葉も言えていませんでした。この紙
面をお借りしまして改めて、ご協力していただき
ました皆様方に御礼申し上げます。ありがとうご
ざいました。
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第61回滋賀県里親大会
                         　　を終えて



滋賀県里親連合会会長　佐藤哲也
　去る 9 月29日（土）第61回となる大会を無事終
えることができました。青少年局 , 各子ども家庭
相談センター，施設、里親支援機関、市町の子ど
も支援関係各位、里親各位に改めて御礼申し上げ
ます。
　さて、私ども里親および関係各位にとりまして
は将来も含め大きな岐路に立っているものと認識
しています。言うまでもなく、昨年 8月公開の「新
しい社会的養育ビジョン」において示された、里
親委託率、特別養子縁組件数等について、高い目
標値と期限が設定されたこと、その実現に向けて、
フォスタリング機関の創設や施設の改革等が謳わ
れているからです。
　では滋賀県の里親としては、具体的にどう活動
していくべきか、私見を交え、中には県大会のテー
マを外れていることもありますが以下に述べさせ
ていただきます。また、皆さんの意見・提案等を
積極的に聴いていきたいと思っています。ご意見
等お寄せください。

１．里親の倍増
　里親、ファミリーホーム、施設等で養育されて
いる子どもたちは284名（4 月 1 日現在）います。
委託率の目標値75％をかけると213名となります。
現在委託されている子どもたちは106名です。す
なわち新たに107名の子どもたちを里親家庭、ファ
ミリーホームに受け入れなければなりません。一
方、現在受け入れ希望を待っている里親さんは53世
帯です。すなわち里親を倍増することが必要にな

ります。今里親をしておられる方が、新たに一人
づつ里親仲間を増やすことも一つの方法です。

２．特別養子縁組の倍増
　近年、滋賀県の縁組件数は年間 5 件から10件で
推移しています。これは全国で500件足らずとい
うことと比較すると１から２％に相当します。人
口比を考えると、関係者、里親さん本人の努力、
意志のたまものにほかなりません。一方、前述の
ビジョンでは縁組件数を1000件にすることが掲げ
られています。県内のこれまでの実績に合わせれ
ば、年間20件の縁組件数を目標とすることとなり
ます。ここで数量的なところを考えると、大きな
アンバランスが生じています。１年間に県内乳児
院に入所する乳児数は2017年で10人でした。一方、
新たに里親さんになられた方は20世帯余りで大半
が養子希望の方です。すなわち養子候補者は縁組
希望里親さんの半数にしかなりません。このアン
バランスを解消して、年間20件の縁組を達成（里
親さんの希望をかなえるということ）するに際し
ては里親さん自身の次のような活動が必要です。
（行政や県里親会に依存しているだけでは皆が皆、
希望を叶えるのは容易ではありません。）
(1) 子どもたちに触れること。
　施設、交流会、市町の子育て支援機関等に積極
的に参加してください。必ずどこかで誰かが見て
いるものです。
(2) 県内におけるアンバランスを乗り越えるため、
　  広域的に活動すること。
　民間のあっせん機関はネットを使い、広域的か
つスピード感を持って活動しています。これを活
用すると、必然的に県外へ出ることになります。
言い換えると県内のアンバランスを超えることが
可能です。また、近畿地区の里親研修会や全国里
親大会に出席することも出会いを広げることができ
ます。　

３．来年以降の県大会について
　これまでは、社会福祉の一環として、多くの民
生委員の方に来場いただいてきました。それはま
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■湖東支部里親サロンの報告
　７月22日（日）、東近江市里親会は今年も又、茗
荷村（かど屋）さんをお借りし参加者 3１名（大人
19 名・子ども 12名）で夏の交流会を開きました。
今年は災害の多い年でもあり、開催前も台風と大
雨の心配で決行できるかの懸念がありましたが、
幸い当日は天気に恵まれて丁度良い（？）天候と
なりました。
　愛東支所駐車場に夫々集まり、ワゴン車に分乗
し現地に到着してから皆で準備に掛かり、炭火を
起こして大きなステーキ肉、フランクフルト、サ
ザエ、野菜類、焼きそば等思い思いの味付けでバー
ベキューとソフトドリンクをいただきました。そ
の後車座になりながら自己紹介をしたり、ゲーム
に興じましたが皆さんの名前を覚える記憶力に驚
かされました。
　その後例年の如く近くの川原に入り、急な流れ
も無く浅瀬でもあったので、意外と楽に小魚、川
エビ等を捕まえられました。又、里親会で準備し
た水鉄砲を使って大人も子どもも水の掛合いをし
てはみんな童心に還れました。大きな怪我や事故
もなく２時半頃終了し、次回の開催を楽しみに散
会しました。　（東近江市里親会会長　小椋慶造）

■湖西支部里親サロンに参加して
　10月21日（日）は朝から冷え込んだ寒い日で、
こどもの国に着いた時には厚手のジャンパーを持
参しなかったことを後悔しましたが、行楽日和で、
子ども達はすぐに数々の魅力的な遊具に走り、追
いかける大人もぽかぽかになりました。特に80度
の傾斜の滑り台（！）には夢中になり、バーベキュー
もそこそこに遊びに行ってしまう子もいました。
　大人12人高校生 1 人中学生 3 人小学生 4 人幼児
2人（※人数確認お願いします）の参加で、初顔合
わせも多い中、協力してタープを張り、火をおこ

し炭火のバーベキュー、焼きそばをノンアルビー
ルで楽しみました。男性陣の活躍中、にわか女子
会も盛り上がり、人生を語り傾聴し共感しあう、
密度の濃～い時間となりました（笑）。
　午後からはオレンジリボンたすきリレー「ゴー
ルイベント」の団体交流コーナーにて、輪投げの
体験コーナーで人権クイズと里親啓発グッズの配
布を行いました。ステージイベントではミニコン
サートに里親さんとファミリーホームも出演、合
唱や里親普及の素敵なオリジナル曲の演奏をされ
る中、輪投げで残った厚労省のオレンジ色の啓発
チラシを配布して回りましたが、世の中に里親制
度に関連する情報がこの頃増えてきたこともあ
り、手を伸ばして取りに来られる方も多くありま
した。
　虐待防止の啓発に比べ、里親月間の啓発の機会
がずいぶんと少ないのが気になります。いろんな
形の里親が必要とされていることはまだまだ知ら
れておらず、週末里親なら自分にもできるかもし
れないとの声をよく聞きます。より多くの方が関
心を持ち、より多くの方が一歩を踏み出してくだ
さるよう、すでに踏み出している私たちが、発信
していきたいものだと…青空に吸い込まれていく
500個のオレンジの風船を見ながら、まだ「自分の
大人」に会えずにいる子どもたちを想いました。
　　　　　　　 　　    （草津市里親会　黒川玉英）

◆ ピア・カウンセリング事業（里親サロン） ◆

た、多くの先輩里親さんの努力の賜物であります。
しかし、「社会的養育ビジョン」の実現に向け、変
革の時期に来ているものと考えます。新しい県大
会の姿としては、より子どもたちの養育により
沿った姿に変えていくべきではないかと考えます。

具体的には、同ビジョンの中核となるフォスタリ
ング機関、市町と里親連合会の連携の場としてい
きたいと思います。さらに具体的な姿を描くため、
里親さん、並びに行政各位、施設関係各位の意見
をお寄せください。
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　「今年の里親・里子交流会は湖西ブロックが担
当ですよ」と聞いたのが４月ごろでした。この行
事に参加したことがなかった私は、何をするのか
事務局に交流会の様子を尋ねました。答えは、先
ず宿泊場所を確保することと、そして、近くにプー
ルがある所を探す、ということでした。湖西ブロッ
クらしい雰囲気のある場所が良いと思いました。
しかしながらそんな所はありません。知人に尋ね
ると、栗東市の金勝山頂上付近にある森遊館とい
う宿泊研修施設があると聞きました。そこは近江
富士と言われる三上山や湖南平野、琵琶湖、対岸
の比良山系までが一望できる眺めの素晴らしいと
ころで、また、プールも草津市のロクハ公園の中
にある人気の流水プールまで15分程の移動で行け
るということでしたので、そこしかないと思い予
約をしました。
　1日目の 8月18日（土）は、午後 2時森遊館集合
でした。今回は大人・高校生が12人、小・中学生5人、
幼児 2 人という参加者でした。早速最初に集まっ
た者で近くのグランドゴルフ場に移動してゲーム
を楽しみました。真夏の炎天下の中、ホールイン
ワンも出たりして大人も子どもも汗を一杯掻きま
した。そして、森遊館へ戻り程よい疲れと汗を温
泉の湯で流しました。お楽しみの夕食のバーベ
キューまで大人も子どもも、おしゃれなメゾネッ
トタイプの洋室でそれぞれ自由な時間を過ごしま
した。参加者全員が揃い、日が暮れてくると眼下
に広がる夜景を見ながらのバーベキュウは大人気
で、どの子も笑顔で美味しそうにお腹一杯お肉を
食べました。その後、玄関前の駐車場で花火をし
ました。子どもたちの歓声が暗闇の中で響き、線
香花火の最後の火が燃え落ちるところまで、大人
も子どもも小さな輪になってジッと見ていたのが
印象的でした。
　2 日目の 8 月19日（日）は、朝、山頂のさわやか
な空気を一杯吸いながらラジオ体操をしました。
この日は、プールでの水泳にそなえて朝食も一杯
食べました。草津市のロクハ公園の中にあるプー
ルは、大きな流水プールとスライダーがあり、入
場に列ができるほど人気です。子どもたちは、昨

日から一緒にお世話をして頂いた小鳩会、鹿深の
家、湘南学園、里親会事務局の皆さまに見守られ
ながら、午前中水遊びをし、その後、正午には現
地で解散しました。2 日間、付きっきりでお世話
して下さった皆様のおかげで無事に過ごせまし
た。心より御礼申し上げます。

　（大津市里親会会長　田辺幸司）

■こんぜの里のイベントに参加して
　滋賀県に来て、初めて里親会の泊まるイベント
に参加しました。グランドゴルフには部活があっ
たので参加できず残念でしたが、バーベキューや
花火、ロクハ公園でのプールに参加できてよかっ
たです。
　2 日間の行事で、印象に残っていることが 2 つ
あります。１つ目は、バーベキューの時に焼き番
をしてくれた職員のお兄さんやお姉さん、高校生
のお兄さんが、風向きが自分の方に来ていて煙が
もうもうとして目に入っても、我慢してみんなの
ために肉や野菜を焼き続けてくれていて、僕たち
はゆっくり食べることができて楽しかったです。
　もう１つは、朝起きて寝具をたたむ時に、布団
カバーの四隅に手足を入れて走ってベッドに倒れ
ると、空気が入ってふくらんでそれからしぼんで
ペタンコになるのが面白くて何度もやっていた
ら、家ではバカじゃないのと思われるけれども、
みんな面白いと言って笑ってくれたので嬉しくな
りました。
　またイベントがあったら是非参加して、楽しみ
たいと思います。お世話をしてくれた皆さん、あ
りがとうございました。（小野崎こうき＜中１＞）

◆ 里親・里子交流会 ◆
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■支援者としてのイベント体験
　小鳩会の西村です。今年も 8 月18日・19日に開
催された里親・里子交流会に参加させていただき
ました。今年は子ども 7、大人12の計19名の方が
参加されていました。
　初めてお会いするお子さんもいたので、皆さん
と馴染めるか少しだけ緊張していましたが、どん
な二日間になるのか楽しみでいっぱいでした。今
年は時間通りに、宿泊先でもある集合場所の「こ
んぜの里　森遊館」に到着しました。里子さんと
一緒にお部屋の中を探索して、「ここで寝よう」
とベッドに寝転がる子や、「ＴＶある！今日の夜
“本当にあった怖い話”あるし見ようと話しをして、
すでに盛り上がっている様子でした。グランドゴ
ルフに行くまでの待ち時間も、トランプや館内で
のかくれんぼを楽しんでおり、交流会の始まりか
ら子どもたちは元気いっぱい遊んで、自然と皆が
周りと打ち解けることができていました。
　グランドゴルフでは、大人も子どもも同じチー
ムで、上手な方も初心者も皆で楽しみながらプレ
イをすることができました。始めはボールがあま
り飛ばなくて少しイライラしていた子に、里父さ
んたちが根気よくアドバイスをされて、徐々に上
手く打つことができるようになりました。里子さ
んも周りの大人も一緒になって嬉しそうにしてい
る姿を見ると微笑ましく思いました。
　宿泊先に戻ってからは、入浴にバーベキューに
花火と盛りだくさんで、その後は子どもたちで集
まってＴＶ観賞をしていました。部屋の電気を消
すと疲れていたのか、早々と就寝しており、私も
いつの間にか子どもたちと夢路をたどっていまし
た。翌日のプールは、疲れて座っている大人を横
目に見ながら子どもたちは元気いっぱいで、プー
ルを満喫しておりました。あっという間に交流会
も終わってしまいましたが、この２日間を通して、
改めて子どもたちの成長を感じて、里親さん同士、
里子さん同士の繋がりの大切さや、皆で支え合い
ながら子どもたちを育てるということの意味を実
感させていただきました。ありがとうございまし
た。
（小鳩の家　里親支援専門相談員　西村一星）

■第１回里子交流会の報告
　8 月19日、自立援助ホーム四つ葉のクローバー
において、餃子づくり体験を開催しました。これ
は、四つ葉のクローバーが就労支援として経営し
ている餃子屋「竹の子」とのコラボ企画で、お店
で実際に販売している餃子を作って、食べて、楽
しもう！という
ものです。
　今回開催する
にあたっては、
3つの思いがあ
りました。
　１つ目は、里
子等自立支援専
門部会が進めて
いる里子同士の
交流の場として。
　２つ目は、食に対する興味を持ってもらい、ま
た自分でつくることで、日々食事をつくってくれ
る人への感謝の気持ちを持ってほしい。
　３つ目は、社会的養護を必要とする若者たちの
就労援助や住宅支援をされている自立援助ホーム
四つ葉のクローバーという場を子どもたちに実際
に見てもらいたいという思いでした。
　当日は、子ども11名、大人14名が参加くださり、
餃子の包み方の見本を見せてもらった子どもたち
は、一生懸命に包んだり、上手にできたものを「見
て、見て！」と見せてくれたり、アレンジを加え
ておもしろい形の餃子をつくっている子もいた
り、子ども同士ワイワイおしゃべりしながら、餃
子をつくりました。
　餃子屋さんのプロの味に、自分がつくったこと
でさらにおいしさが増し、子どもたちも大満足。
食後にアイス、生クリーム、フルーツなどで、思
い思いにパフェをつくったことも楽しかったよう
です。
　その後、ホームの説明や見学をしました。今回、
四つ葉のクローバーの皆様に全面的にご協力をい
ただいて、開催させていただくことができました
ことを御礼申し上げます。今後も里子の交流会を
さらに楽しいものにしていきたいと思います。

（大津市里親会　池戸　剛）
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　滋賀県里親連合会は、大津、高島、草津、守山、
栗東、野洲、甲賀・湖南、近江八幡、東近江、蒲生、
彦根、長浜、米原、愛知・犬上の14地域里親会で
構成されています。今、国が求めている「新しい
社会的養育ビジョン」を円滑に進めていくために
は、里親を増やし、里親の資質の向上が必須で、
そのためには地域里親会の活性化が大事だと編集
委員一同、考えています。そこで各地域里親会の
現状と課題をシリーズで、「地域里親会だより」
と題して掲載をお願いする予定です。まず、最初
は言い出しっぺの村田の所属する大津市里親会を
紹介したいと思います。
　大津市里親会は昭和53年に、県内で最後に設立
された里親会で、児童相談所のOBや他の児童福祉
に関っておられた方々が中心になって設立されま
した。私が里親認定を受け、入会した59年は10数
名で、平成の初めまで、委託を受けられた里親さ
んは、殆どおられませんでした。ちょうどその頃、
設立当時の役員が勇退され、私も含めた団塊の世
代の４人が役員となったのを契機に、まず里親制
度を地域の方々に認知してもらい、里親とその応
援者を増やす事業を始めました。それが地域にあ
る児童養護施設、民児協、社協の協力を得て行っ
た「里親募集説明会」です。滋賀、石山、真野学区
と場所を変え、５年ほど実施した記憶があります。
これにより児童委員を中心に賛助会員が多いとき
に31名に増え、会員同士の話し合いの中から、児
童養護施設の子どもを週末預かる「週末里親を推
進しよう」という運動に発展しました。また同時
期に、未委託里親さんを中心に、「児童養護施設
の子どもと仲良くなるため、夏、キャンプに行こう」

という声が上がり、平成 6 年から始め、翌年から
は１泊２日で10年近く続きました。そして里親制
度が新しくなり、里親の重要性が高まるとともに、
週末預かっていた子どもや、キャンプで出会い、
仲良くなった子どもが、里親さんに措置変更され
るようになりました。
　結果として委託里親さんが増え、次にやり始め
たのが委託里親さんを中心にした月１回行う里親
サロンです。また未委託里親さんには、不定期で
すが勉強会も始めました。そして10数年前からは、
当里親会と大津市で委託契約を交わし、ショート
ステイを行うようになりました。しかし里親会全
体が高齢化し、里父は仕事で責任ある地位になり、
また里母は子育てに追われ、少しずつ会活動が停
滞し、広報誌の「里親大津」が未発行になり、里
親サロンは途絶えてしまい、会員が集まる機会が
ほとんどなくなっていきました。
　変わるきっかけになったのが、平成28年の児童
福祉法改正による「里親委託優先の原則」です。
その少し前から若く意欲のある里親さんが入会し
てきており、昨年は久しぶりに「里親大津」を発
行しました。またLINEグループをつくって互いに
コミュニケーションを図り、今年から、里母同志
で第３木曜日の11時から「女子かい（男性も参加
可）」のサロンを始めています。
　最後に昨年度のショートステイの実績を報告し
ます。延べ62人の子どもを延べ150日預かりました。
また１昨年から始めたトワイライトステイは、５
人の子どもを95日預かりました。現在、会員同士で、
ファミリーサポートとショートステイを繋ぎ、連
携していくことができないか話し合っています。

（大津市里親会事務局　村田 潔）

◆ シリーズ「地域里親会だより」（大津市里親会編） ◆



　　　　　滋賀県里親大会が今年の第61回を
　　　　もって打ち切りとなりました。その果
　　　　たしてきた役割は今日の里親会を築き
上げてきたとともに、先人先輩方のご苦労・ご
苦心が偲ばれます。今回の大会に参加するバス
の中で、一人の民生委員の方が「私は今、里親
登録のための研修を受けています」とお話され

ました。とても嬉しく思いまた励まされる気が
致しました。遅々たる歩みの中でも共感して一
緒に歩もうとして下さる方がおられたことに勇
気を貰いました。この大会の打ち切りが、発展
的解消になることを祈っております。  

 （編集委員　田辺幸司）

編集
後記
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　今年度から、里親さんに関わらせていただくこ
とになり、半年が経ちました。お恥ずかしいこと
に、施設職員でありながら、里親さんについては
名前を聞いたことがある程度でした。まずは、里
親さんについて知りたいという思いで、参加でき
る場所には積極的に参加させていただいておりま
す。まだ、半年ですが、施設職員としても、子ど
もを育てる母親としても、とても学びの多い半年
であると感じています。
　そんな中、初めて参加させていただいた行事が、
未委託里親さん対象のイチゴ狩りでした。小鳩に
到着すると、さっそく子どもたちから「誰？」「一
緒に行くの？」と声を掛けられ、子どもたちがそ
わそわワクワクしている様子から、毎年の楽しい
恒例行事の一つなんだなぁと実感することができ
ました。里親さん同士が集まり、自己紹介が始ま
ると、「子どもたちと接する機会が少なく、楽し
み半分不安半分」といった声が多く聞かれました。
しかし、子どもたちと対面すると少しずつ不安が
消えていくようでした。子どもたち「とそれぞれ
のペースで打ち解け、子どもたちのパワフルさに

エネルギーを奪われ
ながら、子どもたち
の無邪気さにエネル
ギーを貰う。といっ
た様子でした。自分
だけを見てくれる大人がいることに、子どもたち
もとても嬉しそうで、イチゴを食べながら「美味
しいね」という些細なやり取りが微笑ましく、美
味しいイチゴを見つけると里親さんに分けてあげ
る健気な子どもの姿もありました。満足いくまで
イチゴを食べ終え、近江舞子に移動し、昼食を食
べるころには、里親さんの不安は消え、楽しそう
に子どもたちと話しをされる姿がありました。今
年は、気温が低く強風だったこともあり、早めの
帰宅となりましたが、子ども達からは、来年のイ
チゴ狩りの話があがっており、楽しい時間が終わ
ると同時に、来年の楽しみが一つ増えたようでし
た。美味しいイチゴに沢山の笑い声、私自身とて
も楽しい時間を過ごさせて頂きました。
　　　　　　　　　　　　（鹿深の家　山本菜緒）

◆ 未委託里親さん行事 “イチゴ狩り” ◆

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、「滋賀県子ども未来基金」の助成金を活用し、作成しています。

子どもを虐待から守ろう

12 月下旬～翌年１月下旬 第２回里親サロン 各支部ごとで開催

２月 16 日（土） 委託・未委託里親研修会 場所は近江八幡市で検討、内容未定

３月 10 日（日） 里子交流会  10 時 栗東ボーリング・ジム（昼食付）

３月下旬   しが里親だよりNo.87発行 

今後の里親事業の予定



（滋賀県子ども・青少年局作成の募集チラシを基に県里親連合会事務局にて編集）

お問い合わせは、最寄りの子ども家庭相談センターまで

大津･高島子ども家庭相談センター（大津市におの浜 4-4-5） TEL 077-548-7768
大津市・高島市にお住まいの方

彦根子ども家庭相談センター（彦根市小泉町 932-1） TEL 0749-24-3741
彦根市・長浜市・米原市・東近江市・近江八幡市・犬上郡・愛知郡・蒲生郡にお住まいの方

中央子ども家庭相談センター（草津市笠山 7-4-45） TEL 077-562-1121
草津市・栗東市・守山市・野洲市・甲賀市・湖南市にお住まいの方

県内のたくさんのご家庭が里親家庭として登録していただくことで、
子ども達の生活の場所の選択肢が広がります。

里親制度とは？
　保護者の入院、離婚、経済苦、養育の拒否、虐待など、様々な事情から
家庭で暮らすことができない子ども（要保護児童）を、自らの家庭に迎え
入れて養育する、児童福祉法に定められている制度です。

誰のための制度？
「子どもを育てたい大人」のための制度ではなく、「その子どもにとって最
適の養育者」を探すための制度です。

いろんな里親さんを求めています
① 短期間（数日～数週間程度）だけ養育する里親
② 子どもが学校を転校しなくてもいいように、同じ校区の子どもを養育する里親
③ 中学生、高校生を養育する里親
④ 乳幼児期から長期 ( 年単位 ) で養育する里親
⑤ 養子縁組を希望する里親　など

（①～④…養育里親、⑤…養子縁組里親）   　

子どもの委託について
児童相談所（子ども家庭相談センター）が、登録された里親家庭の中から、希望条件、生活環境、そ
して子どもの意向や特性などを考慮して委託先を選定します。

里親の登録要件
①心身ともに健全であること
②経済的に困窮していないこと
③里親希望者本人と同居人が、児童福祉法に定める欠格事由に該当していな 
　いこと

といった一定の要件はありますが、特別な資格は必要ありません。
一定の研修（講義・実習）や訪問調査を経て、審査会の審査を受けたあと、里親として登録されます。

※里親登録＝必ず子どもの委託がある、ということではありません。


