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草津市里親会会長　村上  某
　月日が経つのは早いものです。我々が里親に認
定いただいてからあっと言う間の二十数年。我々
は幸いに里親に登録されてから後、比較的早いタ
イミングで新生児との特別養子縁組のお話しをい
ただきました。生後 1 カ月経たない時期から面談
をくり返し、４カ月目には我が家へ迎えての生活
が始まりました。40歳前後の我々夫婦の不安いっ
ぱいな初めての子育ての始まりでした。里親会の
多くの諸先輩からご指導とご支援いただいたから
こそ、特別養子縁組の手続きも順調に進めること
が出来たと思います。
　娘が小学校を卒業するまでは、里親会の行事だ
けでなく、里親会の同年代のご家族と集まる機会
が多かったと記憶しています。出張も多く、子育
てを妻にまかせっきりにしていた私にとって、里
親会の会合に参加することが子育てについて知る
貴重な時間でした。里親会の仲間と行うバーベ
キュー、スキーやキャンプなどの際に、それぞれ
の悩みを相談し、助言をいただけたことが、子育
てに大いに役立っていると思います。しかし、娘
が中学校に進学したころから、里親会の行事に
いっしょに参加される方々が少なくなり、今では

それらのご家族の多くとは疎遠となっており、一
抹のさみしさを感じます。皆さん、どうされてい
るのでしょうか？
　私どもは娘が２、３歳のころから、生い立ちに
ついて少しずつ説明する、いわゆる「真実告知」
をしておりましたので、
娘は早くから自分の生い
立ちを理解していたと思
います。養子縁組されて
いるご家族の会合に、成
人した娘と参加する機会
が数年前にあった際、参
加者から真実告知に関わ
る質問を受けた娘が、自
分の境遇、生い立ちをを自分なりに説明する姿を
頼もしく感じ、私は、子育ての一コマ一コマが走
馬灯のように思い出しておりました。
　子育ては、想定外のハプニングも少なからず発
生し、マニュアル通りにならないもの。そんな時
に、悩みを聴いてもらえる仲間がいることは、心
強い貴重な財産でした。里親に登録される方々と
もコニュニケーションが取れるよう、里親会の活
動には今後も積極的に参加し、我々の経験を共有
したいと思っています。お目にかかることがあれ
ば、是非お声掛けをよろしくお願いいたします。
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■第２回　里子交流会の報告
　３月10日（日）、栗東ボウリング・ジムにおいて、
里子・実子の交流を目的として、ボーリング大会
を開催しました。大人 10 人、子ども 16 人の計 26
人の方に参加いただきました。当日、ボーリング
のチーム分けで初めて一緒になる子どもたち同士
のグループもあり、最初は緊張した様子の子ども
たちでしたが、ゲームが進むにつれて、緊張もほ
ぐれ、笑顔も出ることが多くなっていきました。
　ボーリングが終わると別室へ移動、お好み焼き、
から揚げを皆でいただきました。昼食を終えると、
池戸さん家族が企画してくださったゲーム大会が
始まります。ゲーム大会でもそれぞれのチームに
分かれ、うちわを使いピンポン玉を運ぶレース、
チームの皆で頭を使い新聞紙を高く積み上げられ
るか、うちわの風を使い相手の陣地に風船を多く
入れられるか、大人たちが前に出て、誰がタバス
コ入りのトマトジュースを飲んだのかを当てる
ゲームなどをチーム対抗で行いました。どのゲー
ムも白熱したものになり、ゲームを通して子ども
たちの中で一体感が生まれていくように感じまし
た。最後にボーリングの成績で大人の部の１位、
中学生の部の１位、小学生の部の１位の表彰を行
い、皆で記念撮影をしてボーリング大会は終了し
ました。今回、皆様にお力添えいただいたおかげ
で、無事にボーリング大会を開催することができ
ました。この場を借りて、御礼申し上げます。
　里子等自立支援専門部会では今回のようなイベ
ントを通して、少しでも里子同士の交流を図り、
まずは顔なじみになり、仲良くなっていけるよう
な場を作っていきたいと思っています。専門部会
の会議では今後どのようなイベントをしていくか、
子どもたちが自立を目指していく過程でどのよう
な支援が必要か、そのために専門部会では何がで
きるかを考えています。是非、里親さんの中で子
どもたちのためにこういったことをして欲しい、
子どもたちの中で、こういった支援・交流の場が
欲しいという意見がありましたら教えていただけ
れば幸いです。ありがとうございました。

（里子等自立支援専門部会　元藤 透）

■ボーリング大会に参加して
 　僕はこのボーリング大会に小学生の頃から数え
て、３回参加しています。３回の中で今回が一番
いい点数出すことができました。なんといっても、
中高生の部で１位になりました。これには自分で
も驚きました。今までは、事務局のＭさんが１
セット 100 点以上とっていたのを見ていて「やっ
ぱり大人ってすごいな」と思っていたのに、今回
は僕が１セット目 124 点、２セット目 111 点も
とってしまいました。本当に驚きです。
　今回の参加者は中高生６人くらい、大人８人く
らい、小さい子が 10 人くらいいて、４レーンに
分かれてやりました。僕のレーンは、男レーンで
地味に盛り上がっていました。楽しかったです。
　僕は家族や近所のおじさんと何度かボーリング
に行ったことがあるけど、はじめてストライクを
出したのも、はじめてスペアを出したのも、この
ボーリング大会でした。たぶん２回目の参加の時
だったと思います。それでＭさんやスマイルさん、
他のみんなとのボーリングは嬉しい出来事として、
印象に残っています。
　ボーリングの後のお好み焼きもいつも通りおい
しかったです。このボーリング大会はとても楽し
いので、みなさんもぜひ、参加して盛り上がって
ください。 （里子ひかる）

■里子等自立支援専門部会への私の思い
 　いつもお世話になっております。滋賀県守山市
にある認定 NPO 法人四つ葉のクローバーの自立
援助ホーム「シェアハウス夢コート」施設長の池
上です。
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◆ 里子交流会 ◆



　3 月 10 日に行われた里子等自立支援専門部会
のボーリング大会は昨年より人数は少なかったも
のの、里子同士がボーリングやゲームを通じて交
流し「去年よりスコアが伸びたで」と子どもと一
緒に喜びあえる有意義な交流会になりました。里
子等自立支援専門部会は、3 年前に立ち上がった
部会ですが、発足当初から実行委員として参加さ
せていただき、今年度では当法人の餃子屋「たけ
のこ」とコラボし、餃子教室も開催しました。こ
のような活動によって里子同士の繋がりが出来る
ことが、若者達の将来の支えになると信じていま
す。それは、私の生い立ちから実感としてあるか
らなのかもしれません。
　もともと私は京都の養護施設で小学校から高校

卒業まで育ちました。自身の生い立ちなどを思春
期になると周りにはなかなか言えず、高校になる
と友人に施設を知られたくない、見せたくない一
心で隠し続けていました。心を許した友人に施設
で生活していることをカミングアウトしたときに
は「ごはんとかはどうなってんの？税金なん？」
なんて言われると仕方がないことと分かっていて
も、肩身が狭かった思い出があります。こんな時
に同じ思いをし、一緒に伝え方や断る理由を考え
てくれたのは、施設に入所していた同世代の友人
でした。当事者同士が同じ目線で考え支え合える
こと、それを私はその頃の実感で知っているのか
もしれません。
　私が 3 年前に京都の養護施設を退職し、ファミ
リーホームに関心を持ち滋賀県に越してきたとき、
この部会の話をいただき二つ返事で参加させても
らいました。それ以来、私と同じように言えない
気持ちを抱えている里子同士の若者が、たとえ細
い繋がりでも支え合えるきっかけ作りを目指し、
部会に参加させてもらっています。
　私にできることは少ないですが、里親里子のみ
なさんとも一緒に活動ができればと思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。

（里子等自立支援専門部会　池上 悠樹 ）
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◆ ピア・カウンセリング事業（里親サロン） ◆
■湖北支部里親サロン
 　平成 31 年 3 月 3 日湖北支部の里親サロンに参
加しました。鍋パーティーが開催され、私は初め
ての参加でした。会場は毎年10月に行われる「あ
ざいお市マラソン」の浅井文化スポーツ公園内の
農村環境改善センターです。周囲はのどかな場所
で、当日は紅梅と白梅が咲いていました。朝から
天候が時雨れており、温かいお鍋に期待 !( 笑 )。
今回、愛犬・米原・長浜・彦根の大人 22 名、小
人 11 名が参加。
　到着すると、持参のお鍋やガス台を準備し、食
材切りです。調理室は広くエアコンが入っていた
ので寒さを感じず感謝。湖北で初めてお会いした
人とも話が出来、苦労がお互いに語れて良かった
です。大広間に戻ると、子どもの元気な声が飛び
込み、よくみると割り箸を使って綿菓子を上手く

作っています。最初は恥ずかしそうにしていた子
も、しばらく経つと出来上がった綿菓子を持って
来てくれました。夫にも作ってくれました。子ど
も達が群がり大人気 ! ボール投げもしていました。
大広間だったので思う存分遊んでいました。各
テーブルに着席し私のテーブルの前に高校生がい
ました。部活は人気の卓球と聞いたので「オリン
ピックに行けると良いね」と言うと、笑顔で返し
てくれました。男子と女子・1 歳児から高校生の
交流で、年上の子が年下の子を見守ったり、手を
貸したりしている姿がとても印象的でした。里親
さん同士もそれぞれの子どもをみては団欒されて
ました。 1 歳の女の子は遊び疲れたのか、夫の腕
の中で寝てしまいました。先程までヨチヨチ歩き
をして人気者だったのに、お昼寝タイムに突入し
たのでしょう。夫は里親さんが迎えに来てくれる



まで静かに抱いていました。私が代わって抱いて
も起きないと言ったのですが、夫は真剣に抱いて
いました。10 時から始まり、15 時 30 分に終わっ
た今回のサロンはあっという間でした。皆さんお
疲れ様でした。またお会いできるのを楽しみにし
ています。 （彦根市里親会会長　西秋 陽子）

■湖南支部里親サロン
　３月 17 日（日）に湖南支部里親サロンを守山市
にある児童養護施設守山学園で開催しました。里
親 17名、子ども６名と、学園の子どもたち27名、
職員８名の参加のもと「ギョーザパーティー」を
行いまし た。
　午前11時から始めました。ギョーザの具は、前
日にキャベツの千切り等を職員と子どもたちで
作っておいてくれたので、当日はギョーザを包む
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だけの作業でした。
　コーン、タケノコ、チーズ、チョコレート、キ
ムチ、納豆など、どれでも好きなものを具に混ぜ
て包みました。そのギョーザが焼けて出来上がっ
た物を食べるのですが、口に入れるまで中身が分
からないという、まるでロシアンルーレットみた
いに恐るおそる食べました。キムチがいいとか、
チーズがおいしいとかワイワイ言いながら食べま
した。チョコ入りが、割とミスマッチながら好評
であったのが不思議でした。
　学園の子どもたちは普段には学園の職員以外の
大人に接する機会が少ない中、ギョーザを包みな
がら雑談ができ、ギョーザを食べる時も里親さん
とどれを食べようと相談をしながら、楽しいふれ
あいが持てたと思いました。里親さんも小さな子
連れでの参加もあり、お兄ちゃんお姉ちゃんと仲
良く遊ぶ姿が見られました。
　食後は、守山学園での子どもたちの様子や、職
員が子どもたちに対して心掛けていることなど、
里親にとっても大変有意義な話がありました。お
子さんを預かられた養子縁組里親さんから、充実
した毎日の報告や里親さんからの近況や心配事な
どについての話し合いをして終わりました。

（守山市里親会会長   武村  薫）

◆ 委託・未委託里親研修会の報告 ◆
■愛着の絆（アタッチメント）について考える
　ＮＨＫ「プロフェッショナル　仕事の流儀」～
虐待（≒マルトリートメント）が子どもの脳に与
える影響を世界ではじめて実証した、小児神経科
医の友田明美さんに密着したドキュメンタリーを
観ました。（ＮＨＫのホームページ、ＮＨＫオンデ
マンドで配信中です。有料ですが…）
　マルトリートメント（不適切な養育）；かかわ
る側の意図や思い、その行為の強弱とは関係なく、
子どもにとって有害かどうかという子どものここ
ろの在り様に寄り添う概念です。マルトリートメ
ントは、子どもの感情、聴覚、視覚を司る脳機能
を委縮、変形させます。感じたくない、聞きたく
ない、見たくないという子どもの切ない自己防衛
策と考えられています。“愛情があれば体罰、暴
言も許される” は大人のエゴなのですね。

　傷ついた脳も回復する「絶対」；ケアしだいで
「絶対回復する」と強調されています。発達 / 愛
着障害の子どもは、快の感情や意欲、ご褒美にか
かわる脳の報酬系がうまく機能しません。なので、
“褒める” が子どもに届かずやる気につながりにく
いのです。家族は子どもに向き合うことにいっぱ
いいっぱいになりますが「親が変われば、子は変
わる」をモットーに子どもと家族を褒めて評価し
続けることで「びっくりするくらい、脳の働きが
戻りました」。
　「癒えない傷は、ない」「誰ひとり、見捨てない」
を信念に家族との対話を大切にしつつ、時にお
せっかいなまでに「まかせなさい」と介入し、心
の重荷を下ろしていきます。
　ドキュメンタリーを踏まえつつお話をさせてい
ただきました。以下、キーワードをピックアップ
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寄稿「養子縁組…その先に。」
　特別養子縁組の年齢が引き上げられ、多くの親子が生
まれていくことに希望を感じます。東日本大震災の混乱
の中、不確実な先々への不安から特別養子縁組の機会を
逸した里子とも、思いがけず再び機会を与えられました。
８才になる時にも、普通養子縁組との違いを説明し、プ
ラス面とマイナス面を書き出しどうしたいかと聞いてみ
ました。大きくなってお母さんに一度は会ってから決め
たいと答えたのでその意思を尊重しました。もうすぐ 14
歳になるので、再び同じ問いを投げかけ、おそらく今年
中に何らかの形で実母に連絡を取ることになると思われ、
心なしか緊張します。
　私自身は１歳になる前に養子縁組をして、黒川家のひ
とり娘として育ちました。半世紀以上前ですので特別養
子縁組の制度はなく、戸籍にはすべてが記載されていま
す。小１の時にふとしたきっかけで自分が「もらいっ子」
だと知る機会があり、養親に何度も尋ねました。が、隠
し通そうとする気迫が凄まじかったので知ることを諦め、
知らないかのようにして悶々と高校卒業までを過ごしま
した。戸籍を見せてもらえたのは大学進学の時で、手続
きに必要だったからですが、今は住民票でよいようで、
いつの間にかその関門はなくなっていたようです。当時
もし戸籍抄本が必要ない時代だったら、おそらくその時
点でも見せてはもらえなかったのではないかと思います。
　有り余る愛情で育てられたので、人から何かをもらう
よりあげる方に喜びを感じる大人に育ちました。それで
も、閉鎖的な環境の窮屈さに加え、出自がわからないこ
とで、思春期には暗く重い影がいつも目の前に立ち込め
ていました。待ち望んだ子どもを迎えた親が、嬉しさの
あまりつい何でも子どもの言うことを聞いてしまったり、
子どもに嫌われることを避けるあまり、必要な時に毅然

とした態度をとれないでしまうことが養子縁組の場合に
特に多い印象を受けます。愛情を与えるだけでは、子ど
もが親を下に見て、尊敬することができなくなってしま
います。小さい時から「可哀想」という気持ちは持たず
に、うちに来れてなんてラッキーな子～という気持ちで
たくましく育ててほしいと思います。
　そして是非、里親会には加入してください。親にとっ
ても子どもにとっても、同じ立場の仲間は何物にも代え
がたい財産になるからです。そしてそれは、里親会以外
のところでは、なかなかに得ることが難しいからです。
私が出自に悩んでいた時に何が苦しかったかというと、
そんな話ができる人がいなかったことです。自分と同じ
立場の人が一体どこに行ったらいるのか、当時の私には
まるで見当もつきませんでした。ある人が、子どもが 10
歳の時に２分の１成人式の機会に告知をしました。その
子はよほどショックだったのでしょう、たばこ→放火→
シンナー→窃盗→アルコール→異性→薬物と依存を繰り
返し、警察の呼出しの度に親はお金で解決しました。反
省をしないまま成人した今、刑務所の中にいます。親も、
子どもも、自分たちだけではないことを知っていたらと
悔やまれてなりません。里親会はこれから、里親を支援
することを本気でしていかなければなりません。それは
受け身ではなく、誰もが支援を受け支援ができるという
双方向性のものでなければと思います。様々な支援が今
後充実してくる中、里親会のようなものは面倒だと感じ
るかもしれません。そこをぐっとこらえて敢えて行事や
研修に参加してみてください。年数が経ってからきっと、
良かったと思うことがあるでしょう。子育てに試練はつ
きもので、また醍醐味でもあります。一緒に楽しんでい
きましょう。  （草津市里親会会員   黒川 玉英）

します。
　「手つかずの透明な健康さ」；恩師のことばです。
どんなに酷い境遇に身を置いてこられても、いく
ら幼くてもいよいよとなって求めるのは「おりざ
まや語りを本心から発している本気の誰か。そこ
へのデリケートなこだわりは非常に強い」。年齢
や境遇に左右されない人の回復、修復可能性を思
わずにはいられません。
　愛着；どんな時でもからだや心のケアをしても
らえる自分と他者を信じる感覚。発信すれば何が
しかの応答があるという、環境全体に対する肯定
的な見通しともいえます。条件付きの受容は慎み
たいものですね。
　ハグ hug くむ、育む；スキンシップや心地よく
楽しい時間の共有は愛情、絆ホルモンといわれる
オキシトシンの分泌を促します。愛情を深め安心

感を高め愛着を育む作用があります。人を愛し世
話する能力に富んだ「養育脳」の発達にも寄与し
ています。お箸の持ち方より、まずは〝楽しく食
べる” が大切なのでしょうか。
　母性と父性；まずは母性…受容、許容、承認、
憩いやくつろぎ…を必要なだけ十分に与える。父
性…規律、約束、努力、義務といった躾…は母性
が十分に満たされていないと機能しません。母父
性を誰がどの程度担い合うといったバランスや程
度より順序が大切なのです。何歳であっても必要
ならば必要なだけ母性性を！ですね。
「傷を癒すのは時間がかかる。少しずつ少しずつ
深い根雪が解けるように癒されていく」。友田さ
んのことばを胸に刻みつつ日々の交流を紡いでい
きたいと思います。

 （鹿深の家  里親支援専門相談員　鍬本 悟志）
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◆ 特別養子里親さんの子育て奮闘記（その２） ◆

　３年前、満開の桜が散る頃の穏やかな朝、一本
の電話が鳴りました。「昨日、女の子が産まれま
した。会いに来ますか？」　この日より私達夫婦の
生活が一転し、念願だった子育てが始まりました。
　里親登録をして約１年。年齢的に委託は無いの
かもと判断し、３週間前に民間団体に登録したば
かりでした。まさかこんな早くにご縁を頂けるな
んて！と心臓のドキドキが止まりませんでした。
これが、娘のMちゃんとの突然の出逢いでした。
　産まれたての小さな女の子は、有難いことに、
すくすくと成長し、おしゃべり好きで、気の強い、
好奇心旺盛な女の子になりました。
　先日、私から『M ちゃんを産んでくれた、もう
一人のお母さんがいること』『ママは M ちゃんを
産んであげれなかったこと』を話しました。もと
もと、私にはお腹に傷があるので、それを見なが
ら『痛かったね。大丈夫？』と頭を撫でてくれま
した。
　近い将来、お友達の親子との違いにも気づく時
がくるでしょう。その時に、娘がどの様な気持ち
になるのか分かりません。でも、私達はひたすら、
愛情を注ぎ続け、生まれてきてくれてありがとう
と言い続けるだけです。
　そんな、私には心強いママ友達にいつも助けら
れます。特に里親認定を受けた同期の仲間は、の
ちに皆、同時期に民間団体より新生児の委託を受
けました。LINE グループで近況報告をし、時には
皆で動物園や公園に行き楽しい時間を過ごしてい
ます。子育ては時として孤独です。そんな中、話
を聞いてもらい、相談できる友は私にとって、あ
りがたい存在です。
　子ども達が知るべき事実に向き合わなくてはな
らない時に、子ども同士でも仲間がいてくれるこ
とで、お互いに助けになり、乗り越えられると私
達は信じています。こうして娘が元気に 3 歳を迎
えられるのも、皆さんのお陰なのだと改めて感じ
ました。娘の成長と共に、沢山の悩みも出でくる
と思いますが、仲間がいて、応援して下さる方々

がいらっしゃるので、きっと大丈夫！！と強く思
いました。　　　　（栗東市里親会　園屋敷 育子）

　昨年 12 月、待望の里子委託（特別養子縁組予定）
がありました！
　その日は夫婦とも仕事に出ていて、妻の携帯に
彦根子ども家庭センターから突然の連絡が入りま
した。すぐに妻から連絡があったのですが、仕事
中で連絡がとれないため詳細がわからず、事務局
のＭさんのところへ駆け込んだのを覚えています
（当時は事務局のＭさんにも連絡が入るものだと
思っていましたので 笑）。里親登録から約 1 年を
すぎ、民間あっせん業者への登録も考え始めた矢
先のことでした。後日、ケースワーカーさんから
生後２週間の赤ちゃんを迎えてほしいとのお話し
をいただき、その場で快諾しました。その後、赤
ちゃんの預けられていた小鳩乳児院への訪問とお
泊りを何度か繰り返しつつ、オムツやミルク、そ
の他子育てに必要なものを大至急で揃え、ついに
わが家へ正式委託となりました。
　私たち夫婦は40歳をすぎ、不妊治療の末に養子
縁組を望み里親登録する、という典型的なパター
ン（笑）です。不妊治療中は精神的に不安定にな
る時期もありましたが、今では子どもの笑顔に毎
日癒されています。よく笑い、よく眠り、手のか
からない、本当に良い子です（そして可愛い！）。
　委託前に参加した里親オヤジ会の際、「心配し
なくても（委託が）あるから大丈夫。」と励まして
いただきました。養子縁組を諦めかけていた時期
でしたので大変ありがたく、希望を持ち続けるこ
とができました。また、里親登録の際、研修のガ
イダンスをしてくださったのが、今回担当してい
ただいたケースワーカーさんだったんです。人と
のつながりやご縁は大切だと改めて実感しまし
た。　ほぼ仕事関係の付き合いしかなかった私で
すが、研修から委託までの間に里親支援施設や子
ども家庭相談センターの皆様、里親会の皆様など
多くの方と出会えたことに感謝しています。

「里親だより№85」に引き続き、特別養子里親さんから近況報告をいただきました。今回は民間あっせん機関と
児童相談所のあっせんのふた組です。里親会では特別養子制度の普及に努めたいと考えています。



Ⅰ．制度について
１．制度の趣旨
　人材を育成する大学等に修学できるよう支援が必要
な低所得世帯のものに対し、
①授業料および入学金の減免
②給付型奨学金の支給を措置する。
２．制度の概要
【学校種】　大学・短大・高専・専門学校
【支援内容】 ①授業料の減免
 ②給付型奨学金の支給の拡充
【支援対象】 住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯
【実施時期】2020 年４月の在学生から
３．減免の内容
【国公立大学等】入学金・授業料とも無償
【私立大学等】いくつかの県内私立大学に限ると、入
学金は無料。授業料はもともと 100 ～ 150 万円のもの
が 50 万円から 70 万円まで減免。
４．学業・人物に係る要件
 　進学前の明確な進路意識と強い学びの意欲や進学後
の十分な学習状況。高校在学時の成績だけで否定的な
判断は行わない。高校等が、レポートの提出や面談に
より本人の学習意欲や進学目的等を確認。
５．大学等の要件…省略

Ⅱ．社会的養育を受ける子どもの大学等進学率と経済
的格差
　一般家庭児童の進学率は 52％、里子は 26％、養護
施設児に至っては 12％と、一般と比べると著しく低
いのが現状です。また元より学歴格差が生涯に渡る経
済的格差をもたらしていることは定説です。厚労省
データによると 24 歳時点で高校卒大学卒の賃金格差
は男子で２万７千円 / 月、女子で３万６千円 / 月、さ
らに年齢が上昇するに従い、その差は広がっています。
里子に高等教育を受けさせ、これらの格差をなくすこ
とも里親の重要な務めであると確信しています。

Ⅲ．里親としての対応
　最初に、支援を受けるべき里子の世帯 ( 実親 ) の条
件については大半の里子はクリアできるものと思いま
す。そこで、里親－子どもとの間で必要になるものは
何かと考えると、次のようなことではないでしょうか。
１．進路意識と強い学びの意欲の構築・確立
　Ⅰ―４項にあるように、明確な進路意識や強い学び

の意欲、進学目的を強く持っていることが最重要とさ
れています。これを学校にだけ頼るのは生徒間におけ
る平等や機会均等の原則から難しいと思います。どう
しても里親の導きや適切な指導が重要となり、それも
一朝一夕にしてなるわけもありません。また、最終学
歴となるわけでから、卒業後の進路を考えたうえで
（すなわち自立すること）、大学、学部等を選択しての
進学となります。
　大学等進学以前のこととして、高校に通わせること
すら難しいケースもあることを考えると、更なる高等
教育に進んでいくことにかなりの困難が伴うことが予
想されます。
　子どもの利益のため、自立と幸せのため、里親の皆
さん、頑張りましょう。
２．長期的な育成・学力の向上を
　減免の内容を見ると、国公立大学に進学することが
学費面では最も有利です。また、国公立大学は勉学環
境等も、就職状況も比較的恵まれているようです。　
ですが、国公立大学への進学率は 10％前後です。　
　ここで、この 10％というのはざっくり、学力上位
10％と言われています。言い換えると、40 人クラス
なら、上位４番までに入ることが国公立大学に進学す
るうえで目安となります。
　乳幼児期から様々な問題の中で、育ってきた子ども
たちにとってこれはとてつもなく高いハードルです。
　しかし、子どもの力を信じて子どもと共に未来に進
みましょう。
３．高校３年生、大学生を持つ里親さんへ
　今年の９月から給付型奨学金の申し込み手続きが始
まります。　特に高校３年生の子ども（県内で毎年
30 人ほど ) にとって、とりわけ経済的理由から進学を
あきらめていた子どもにとっては、青天の霹靂やもし
れません。　　
　里親さんと里子は将来の自立まで視野に入れてとも
に考え、進路を決め、奨学金手続きを進めることとな
ります。時間の猶予はありません。すぐに一緒に考え
てください。
４．里親会としてなすべきこと
　児相や青少年局と連携し、措置延長手続きの迅速化
や実親収入状況の把握等共に考えていきたいと思いま
す。疑問や提案等お寄せください。
　最後に「ともに、子どもたちの力を信じて」

（滋賀県里親連合会会長 佐藤 哲也）

7

高等教育無償化への対応
　すでに事務局や全里を通じ、文科省の「高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」が里親の皆さんの手元
に届いています。加えて厚労省は、この新たな支援措置においては “社会的養育の必要な児童” も対象であるこ
とを明らかにしています。
　この誌面をお借りして、この制度の概要に加えて、里親として如何に対応すべきか、私見も交え、お話しした
いと思います。

　今後は養育里親として、子どもたちのために出
来ること、里親制度の認知を広めていくこと、事
務局のお手伝い等々、微力ではありますが活動し

ていきたいと思っています。
（大津市里親会　寺島 裕二）
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平
成
31
年
度
の
事
業
予
定（
案
）

 ６月 ８日 （土）

 ６月 23 日 （日）

 ８月 18 日 （日） ・19 日（月）

 ８月 下旬  

 10 月 12 日 （土） ・13 日（日）

 10 月 15 日 （火）

 10 月 19 日 （土）

 ９月 ～10 月

 １月 ～ ２月

 ２月 

 ８月 中旬  

 ３月 30 日 （月）

平成 31年度里親連合会総会　総合福祉センターひまわり館（近江八幡市）

平成 31年度近畿地区里親研修会　県民交流プラザ和歌山ビッグ愛（和歌山市）

里親・里子交流会　ダイヤモンド滋賀（甲賀市）

里子交流会（１回目）　会場未定

全国里親大会　仙台国際センター（仙台市）

しが里親だよりNo.88 発行

里親知ってやフォーラム　会場未定（大津市）

各地域支部里親サロン（１回目）　会場未定

各地域支部里親サロン（２回目）　会場未定

委託・未委託里親研修会　会場未定

里子交流会（２回目）　会場未定

しが里親だよりNo.89 発行  

　母が住んでいた家を畳むことになりました。
長く保管されていた表彰状も通知簿も、本人の
時代が終わればただの紙屑です。人類の歴史、

地球の歴史から見た人間の一生そのものに思えて、かえっ
て気楽になりました。
　映画「ボヘミアン・ラプソディ」でのフレディ・マーキュリー
に魅了されました。どんな境遇でも「それがどうした」と
ばかりに跳ね返し、人生を駆け抜けた彼の姿は圧巻でした。

　テレビで小田和正の特集がありました。彼の歌、歌声を
聴いていると、悲しみも辛さも優しく美しく包まれて、何
だか幸せな人生の一コマの風景のような気持ちになります。
　最近歳のせいか、人生について色々なことを思いました。
これからの子どもたちもまた、自分たちの人生を紡いで、
様々なことを感じてゆくのでしょうね。

（編集委員　吉田 ますみ）

編集
後記

■「新しい社会的養育ビジョン」を具現化するための「都道
府県社会的養育推進計画策定要綱」が昨年 7 月 6 日付で各
都道府県等に向けて、厚労省子ども家庭局長より発出され
ています。滋賀県では当推進計画策定（見直し）を 2019 年
度に行うことになっており、策定に先立ち、当里親連合会
は全国里親会と連名で滋賀県知事宛に、「社会的養育を推
進する上での要望」と題する意見書を、昨年12月25日付で
提出しています。次の12項目について意見を述べています
ので、内容を知りたい方は事務局にお問合わせてください。
１ 子どもの権利・ニーズ優先の養育を推進するための取
組としくみづくり

２ 児童相談所における里親支援体制の強化
３ フォスタリング機関（里親養育包括支援機関）などに
よる包括的な支援体制の構築

４ 里親ソーシャルワーカーなどの人材養成・育成及び確保
５ 里親のリクルートおよび里親委託の推進
６ 里親の適格性を判断するための認定のあり方
７ 里親の養育の質を向上するための研修システムの構築
８ 地域や実家庭で子どもが健やかに成長発達できるよう
な養育事業への里親の参加

９ 委託された年長児童の自立支援の充実

10 養子縁組の推進とその支援の充実強化
11 家庭養護に関する調査研究の充実・強化及びデータベー
スの構築

12 家庭養護推進のための財源の確保
■ 今年度は、８人の子どもが里親家庭を巣立っています（一
部、里親宅に同居）。早速、赤い羽根の「社会へ羽ばたく
巣立ち募金」517,500 円を、子どもたちに通信費等を差し
引き、自立のために必要な日用品等の購入に使ってもらい
ました。今年度で募金活動（1～3月）も4年目になりますが、
来年度も行いますので、よろしくお願いします。
■今回、草津市里親会の方から寄稿していただきましたが、
今後も里親制度について、里親の現状と課題について、里
親会についてなど、ご意見、感想などがありましたら、ど
しどし投稿して下さい。里親だよりに掲載します。
■来年度の事業に「里親知ってやフォーラム」を新たに加
える予定です。この事業は、61 年間続きました「里親大会」
に替わるもので、国が発表した「家庭的養育優先の原則」
に基づき、まずは里親制度の県民への周知、そして里親の
リクルートが必要と考えて企画しました。ご協力、ご参加
お願いします。　　　　　　　　　　　　（事務局 村田 潔）

事 務 局 だ よ り


