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リニューアルした「いとしご」を
今後ともよろしくお願いします。
リニューアルした「いとしご」を
今後ともよろしくお願いします。
ホームページも12月下旬にはリニューアルします！お楽しみに～

海のホテル(中央ゆずりは会R.Aちゃん)

とけい（所沢里親会Mちゃん）とけい（所沢里親会Mちゃん）
各地域里親会からのお知らせ

所沢里親会研修
日 時
場 所
講 師
テーマ
保 育

2019年2月4日（月）10時～12時
所沢児童相談所3階大会議室
桜井裕子（さくらいゆうこ）氏（助産師）
性教育
あり

：
：

：
：

ご挨拶
一般社団法人埼玉県里親会　広報委員長　嶋﨑里美
このたび広報「いとしご」は装い新たに、8ページ仕立て、年
2回発行というスタイルに生まれ変わりました。あわせて
「埼玉県里親会」ホームページもリニューアルしました。皆
様に役立つ情報をいち早くお知らせします。是非ご覧くだ
さい。

埼玉県里親会副理事長･広報担当理事 保角美代 
埼玉県里親会理事･広報委員長 嶋崎里美
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広報委員会メンバー

所沢里親会の会員以外の方は、所沢児童相談所内・
所沢里親会事務局までお問い合わせください。　
電話番号：04-2992-4152
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この会報「いとしご」は、赤い羽根共同
募金の助成を受けて発行しています。

平成30年6月5日より事務局の住所･電話番号･FAX番号が変わりました。
新住所
〒330-0074
さいたま市浦和区北浦和5-6-5
埼玉県浦和合同庁舎別館２階

新電話番号
048-764-8110
048-764-8210

事務所が移転しました
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埼玉県浦和合同庁舎別館２階
〒330-0074 
さいたま市浦和区北浦和5-6-5
埼玉県浦和合同庁舎別館２階
電話：048-764-8110
JR北浦和駅西口下車 徒歩約8分

措置費等請求の受付期日が3月中旬となっておりますが、委任状、在学証明書、給食費証明書が未提出の方が
おられます。年度末は事務が繁雑になりますので、早めの提出をお願いいたします。

●

今後、事務局からの様々な情報を速やかにお届けするために、会員一斉メールを導入する予定です。ご協力を
よろしくお願いします。

●

事務局からのお願い

埼玉県浦和
合同庁舎
埼玉県浦和
合同庁舎

埼玉県里親会事務局からのお知らせ
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埼玉県より里親しっかりサポート事業の委託を受け
未委託里親や委託直後里親の支援を開始！

里親サロン事業
支援事業参加者を中心とした、情報交換や養育技術の向上を図る交流会（里親サロン）を各地域里親会で年1回
程度開催。

里親しっかりサポート事業のスタートにあたって特別対談

この事業で得られる効果は非常に大きいと期待しております。里親委託率の向上、最終的には社会的養護を必
要としているお子さんたちの幸せのために、今後ともお力添えをいただきたいと思います。

： 村西

埼玉県少子化対策局こども安全課　課長　西村　朗
一般社団法人埼玉県里親会　　　理事長　石井　敦

里親が里親を支援する「里親しっかりサポート事業」がスタートし、この秋から具体的に動き出しました。本日はこ
の画期的な事業に至る背景や今後の展開について、お話しできればと思っております。

もともと里親委託の推進は児童相談所が中心になって、里親のリクルートや未委託里親への支援、受託後の支
援に取り組み、ここ10年間でかなり里親委託を拡充してきました。しかし、児童相談所だけでは、虐待対応もあり、
今後里親委託を大幅に増やしていくには、限界があると考えました。里親委託を推進していくにはどうしたらよい
かと考えるなかで、里親会の力を借りない手はないと思いました。里親さんの支援は里親さんがやるのが一番で、
適切な支援ができるはずと考えました。

多くの先輩里親さんたちが支援に手を挙げてくださり、大変だったことや乗り越えてきたことを何とか次の世代に
伝えたいと、県内各地で盛り上がってきています。

： 井石

： 井石

里親委託率を上げるためにはまず登録里親の人数を増やすこと、そして、登録
いただいた方 に々できるだけ多く子どもを受託していただくことが必要です。現
在、登録里親の内、実際に子どもを養育している方の割合である受託率が３
４％くらいです。受託率を上げていくために、里親会に未委託里親の支援、受託
直後の里親の支援をしっかりお願いしたいと思っています。

： 村西

： 村西

平成30年10月18日、埼玉県浦和合同庁舎にて収録。

埼玉県から委託を受け里親しっかりサポート事業が始まりました。未委託里親と委託直後の里親ファミリーを先輩里親が
しっかり寄り添いサポートしていく事業です。 

埼玉県少子化対策局こども安全課の西村朗課長と石井理事長に、「里親しっかりサポート事業」が
事業化されるまでの経緯や今後の展開について語っていただきました。

集合研修や施設見学に加えて、OJTの要素を採り入れた先輩里親宅訪問をメインにすることで、未委託の方
に里親制度への理解を深め、覚悟をもっていただきたいと思います。未委託里親さんには、委託直後からの子
どもの変化を実感するなど、複数の先輩里親宅から多くのヒントを持ち帰っていただけると思います。もちろん
独善的な押し付けは良くないですが。また、委託直後の方を訪問する先輩里親は良
き聞き手になっていただきたく、傾聴の研修を必須にしてスタートしました。９月には加
須市の児童養護施設「愛泉寮」をお借りして、全体研修を開催しました。未委託里親
と支援者の先輩里親が一堂に会し、島田里親支援専門相談員から愛着の講義を受
け、社会的養育の子どもたちを養育する前提条件を身につけてもらいました。面会交
流中の里親も含めた切れ目の無い支援こそが重要です。

： 井石

西村課長西村課長 長事理井石 長事理井石長課村西 長事理井石 長事理井石

OJT（On-the-Job Training）：座学などの方法ではなく、実践を通し

てトレーニングを積むこと。未委託里親宅、委託直後里親宅を先輩

里親が訪問したり訪問されたりして、相互に養育の実際を見て学ぶ

こともOJTととらえることができる。

(注)

(注)

この対談は『いとしご』のために短く編集されたダイジェ

スト版です。全文は埼玉県里親会のホームページにて

公開していますので、ぜひご覧ください。

里親しっかりサポートをうけた感想被支援者の声

現在、未委託研修の3分の２が終了しています。たくさんの学びの報告をいただいています！

・ ベテラン里親のご夫婦の体験談は子どもだけでなく社会との接し方など多岐にわたりとても参考になった。

・ 乳幼児の養育の大変さ、この時期特に母親との愛着の重要性を感じた。また、里親の大変さをリアルに知る事ができた。

・ 幼稚園入園時の準備、スケジュールについて詳しく教えていただきより、リアルに４歳の子の日常を知れました。

・ 触れ合う時間がたくさんあり、委託後のイメージが湧きました。生活面でのいろいろな工夫点を教えていただきとても参考になりました。

下記日程で行います。両日とも同じ内容ですのでどちらかに参加いたければ結構です。

里親訪問支援員には傾聴研修、訪問心得の研修を義務付けました。NEWS
未委託里親を支える先輩里親協力員と委託直後里親を支える里親訪問支援員の傾聴や訪問の心
得を学ぶ研修会を７月２７日（２９名参加）、８月２８日（２１名参加）、10月11日（25名参加）の３回開き
ました。傾聴研修は、澤村直樹氏(アクティブリッスン主宰　NHK学園「傾聴講座」監修者)に、訪問
の心得は、里親等委託調整員に講義していただきました。

未委託スキルアップ研修 第１回全体会を開きました。NEWS
平成30年9月15日(土)午前10時から15時30分「児童養護施設愛泉寮」にて、愛着について
島田里親支援専門相談員の講義を受けました。未委託里親２１組３７名、先輩里親協力員
（実行委員・エリアリーダー含む）１９名が参加（合計５６名）し、有意義な研修になりました。

今後の予定 未委託スキルアップ研修 第2回全体会

1日目　日程：1月19日(土)10時～　会場：済生会川口乳児院    2日目　日程：2月3日(日)10時～  会場：済生会川口乳児院

未委託スキルアップ支援

： 象対
： 数回

： 容内

支援活動内容
未委託里親
里親宅訪問研修４回、全体会を２回

先輩里親協力員は自宅へ未委託里親を招き研修を行う。
各地域里親会に里親エリアリーダーを置き、児童相談所担当者と未委託
里親、先輩里親との連絡調整を行う。

・
・

、く多が親里いなの験経て育子たま、】帯世405／帯世481【）年82成平(％5.63く低が率託受
登録前研修だけでは委託開始に不安なため、施設実習と合わせて、より実践的な体験が必要。

委託直後訪問支援

： 象対
： 数回

： 容内

支援活動内容
未委託里親埼玉県内30組
委託直後里親宅を訪問支援員が
10回を目処に訪問

訪問支援員は未委託里親宅を訪問し傾聴を行う。
各地域里親会に里親エリアリーダーを置き、児童相談所担当者と委託直
後里親、訪問支援員との連絡調整を行う。

・
・

不調による委託解除の約65%は1年以内に起こっていることから、委託後の里親へのきめ細やかなフォローを
行い、里親の孤立化を防ぐ。（不調による子どもの心的外傷はとても大きい）



　生後七ヶ月で我が家へ来てくれたＨは、よく食べ、いっぱい遊び、とてもパワフルな二
歳の子供になりました。戸外遊びが大好きで公園へ行くと、風を感じ、雲を見て瞳を輝
かせるＨ。そうかと思うとパワフルに満足するまで歩きまわる。ついて歩くと結構疲れま
す。喜怒哀楽が激しく、よく笑い、とても楽しそうに動きまわる。その姿は愛らしいです。
駄々をこねることも多く、どこでもお構いなしに大泣きしてひっくり返ります。まだ言葉
で伝えられないから体全身で表現するのでしょう。その思いを受け止めるのも体力勝
負と実感します。大変な事も多いけれど側でHの成長を感じ、天使のような笑顔を見ら
れることは私達の幸せです。Hと縁を結んでくれた方々、そして愛情をもちHと接してく
ださった方々に感謝すると共に大切に育てていきたいと思う。

中央ゆずりは会  Ｓ我が家の天使ちゃん我が家の天使ちゃん我が家の天使ちゃん

所沢里親会 Ｙ.Ｍ初めての里親体験初めての里親体験初めての里親体験

越谷さくらんぼの会 M.Kみんなで家族みんなで家族みんなで家族

皆さまからの声・作品 両親への想い両親への想い両親への想い

　平成30年7月8日に開催された関東甲信越静里親協議会に始めて参加さ

せていただきました。会場は参加者やスタッフの方々が大勢集まっており、入

り口付近から賑わっていました。

　午前中は式典後、評論家の芹沢俊介氏による基調講演「こどもが「ひと

り」になれるとき」を拝聴しました。こどもには最早期から受けとめてもらいた

いという欲求があり、親がこどもの行動を受けとめることで自尊心がめばえ、

信頼関係が築け、そして受けとめて手(親)とともに一人になれる過程を進み

始めるのだということを教えていただきました。

　午後は５つの分科会と３つの小分科会(ワークショップ)に分かれての参加で、私は第4分科会の「親子の関係改善により子

どもが変わる、親も変わる！」に参加しました。

　これは英国発祥の「フォスタリングチェンジ・プログラム」と呼ばれるもので、静岡市は里親委託率の増加に伴い児童虐待等

を受けた子どもたちが惹き起こす問題行動に行き詰る里親が増えており、その問題行動の改善に成果があったプログラムとし

て紹介されました。10人程度のグループワークセッションで行われ、当日はプログラム修了者の方々が親子の役を実演して下

さり、時々会場から笑いが出るなど和やかな雰囲気な分科会でした。

　大会参加中は託児を利用させていただきましたが、学生のボランティアさんが大勢参加されていたことに驚きました。数人単

位で担当する児童が決められていたようで常に一緒にいて下さり、迎えに行くと「いっぱい遊んだぁ！」と笑顔で戻ってきました。

　今大会で子どもを肯定的に受けとめ、寄り添うことの大切さを改めて再確認でき、今後も忘れることなく養育に生かしていき

たいと思います。

中央ゆずりは会  O

第64回関東甲信越静
里親協議会静岡市大会に参加して

越谷さくらんぼの会　ひなちゃん
海のパフェ

越谷さくらんぼの会　ひなちゃん

熊谷やまなみ会　Y.Kくん熊谷やまなみ会　Y.Kくん

出発の朝
川越はつかり会　ゆかりさん
出発の朝

川越はつかり会　ゆかりさん

大会報告
南はなみずき会　M.N

　特別養子縁組を望む新米里親の私達に小2女児の短期里親の話がきたので、経験を
させていただく良い機会と受けました。難しい部分もある子でしたが、よく食べ、よくお喋
りをし、一人で遊ぶことはなく、必ず私達家族の誰かと一緒に遊んでいました。
　寂しいと泣くのは当然と本人に言いましたが、最初の頃は、寂しいと言うこともなく、心
配していたところ、外食に行った際、トイレで一人で泣いていました。それを見つけ、声を
かけたところ、大泣きをしてくれました。その日を境に私達の前でも寂しいと表現できる
ようになり、安堵しました。
　学校生活は事前に学力不足と情報を受けていましたが、より大変だったのが、宿題を
する習慣がなく、宿題を私達に悟られないよう、隠すことでした。あらゆる手段を使って
宿題を隠すため、ランドセルの中身から宿題を推測し、確認するのが大変な作業でした。
　今回の経験は、大変でしたが、とても楽しい時間を過ごせました。それと同時に短期委
託の難しさについて考えるようにもなりました。

　私は養育里親に登録して、もうすぐ9年目です。実子が3人いて幼かったからか、始め
はレスパイトから始まりました。実際、児童相談所から預かるようになったのは2～3年前
からなので、まだまだ新米里親で子ども達から勉強させられる事ばかりです。今は約一
年半から姉妹で少し長めのお預かり、毎日がお祭りの様に過ごしています。子どもはぶ
つかり合って成長するものですね。子ども5人一番大変だなと思う家事は、洗濯物干し。
　今では出来る事はやって貰おう精神で子ども達に手伝ってもらうようにしています。
何でもかんでも一人でやっていくのはシンドイです。家族の助けあっての事だと思いま
す。お別れの日は寂しく感じるかもしれませんが、精一杯家族でいたいです。

　私が両親と生活をはじめたのは４歳でした。小さい時からずっと可愛がってくれ、どんなことが
あっても差別することなくいつも向き合ってくれていました。
　母親と大喧嘩した時自分は、まあ本当の親じゃないし血繋がってないからしょうがないかって
思ってしまったことは何回かありましたが、今となっては本当にこんなこと思ってしまった事自体が
すごく申し訳なかったと後悔したぐらいです。時々母親に私が今の両親のところに来るまでの過
程を聞いたりしますが、私の事本当に心から愛し必要とされてるんだなと感じます。たまに色々考
えたりしますが、大人になった今でも本当に両親の事が大好きでたとえ結婚しても離れたくなく
ずっと一緒にいたいそう思うくらいです。父、母私を選んでくれて本当にありがとう。養子とか関
係なく誰より１番に幸せを感じています。

南はなみずき会　N.Iちゃん

運動会運動会

キラキラなる風鈴
南はなみずき会　M.N

シャボン玉
南はなみずき会　N.Iちゃん

海のパフェキラキラなる風鈴

シャボン玉

所沢里親会　Mちゃん
ママだいすきママだいすき

所沢里親会　Mちゃん

縁あって一緒に生活することになった家族。ひとつ屋根の下、悩み、喜び、励ましあい、それぞれの家庭に物語が
あります。そんな物語の一部と子どもたちの作品をご紹介致します。

南はなみずき会 Ｍ.O

中央ゆずりは会　S.Aくん
夏　山小屋

中央ゆずりは会　S.Aくん
夏　山小屋
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　おもしろ自転車に笑ってちょっぴり怖かった動物の餌やり。

笑顔いっぱいの旅行でした。

所沢里親会夏のファミレク旅行　伊豆修善寺

　今年の夏レクはin秩父を予定して、日帰りもできるように工夫しましたが、なんと！初めての台風で中止に！

　でも年に一度の夏レクで会えないのはさみしい??

ということで、ママ達のアイディアと行動で子供達

に楽しい一夜を残

すことができまし

た。学びの多い

夏レクでした。

中央ゆずりは会プチ夏レク in北本～

熊谷やまなみ会夏レク旅行　信州
●小諸市動物園―●児童遊園地―●湯田中渋温泉―●日本土人形資料館―●信州フルーツランド
　上記のコースを49人で楽しんできました。行きのバスで、お子さ
んが長い乗車時間のためにレクの準備をして来てくださり、かわ
いい声に集中して楽しんでいるうちに目的地到着
となりました。バスの中での交流で、子どもも大
人も気持ちが近づきスムーズな関係になった
ように思いました。
　今年の旅行も刺激や驚き発見があり親子の
成長を確かに感じられる中味の濃いものにな
りました。

　夏休み最後の週末に、山梨、長野方面へ

行ってきました。新しい里親さんも迎え、

　蕎麦打ち、信玄餅の包み体験、リニア見

学と、楽しさいっぱいの２日間でした。

南はなみずき会ファミリー旅行　山梨・長野

　今年は名栗元気プラザに、1泊2

日で行ってきました。流しソーメン、

野外で体を動かし星空の下でキャ

ンプファイヤーを楽しんできまし

た！  全員で協力してこんな豪華な

朝食ができました！全員が活躍した

とても貴重な体験ができた２日間

になりました。 

川越はつかり会夏レク旅行　名栗

越谷さくらんぼの会夏レク シンフォニークルーズランチ＆秋のバーベキュー

各地域里親会から楽しい思い出が届きました！！

　今年の夏レクは、都内の日帰り旅行でした。ＮＨＫスタジオパーク見学の後、メインの豪華シンフォニークルーズ
ランチとアクアパーク品川へ。盛り沢山の楽しい１日でした。
　そして、毎年恒例１１月のＢＢＱ。天気に恵まれ、子供たちもお腹いっぱい食べた後、ノビノビと遊びました。

画像
ご提供ください

レクリエーション2018

恒例のビンゴ大会～

みんなで土人形に色を塗りました ランチクルーズ 秋のバーベキューアクアパーク品川
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