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　滋賀県里親連合会の皆様方におかれては、本県
の里親制度の推進に格別の御尽力を賜っておりま
すことに、厚く御礼申し上げます。
　今年度から新たに設置された家庭支援推進室の
室長として、皆さんの御協力をいただきながら児
童福祉行政を進めてまいりますので、引き続き御
支援を賜りますようよろしくお願いいたします。
　さて、最初に本県の里親委託の現状についてお
話ししたいと思います。令和元年度末時点での本
県の里親登録数は 194 家庭です。委託児童数は、
里親が 64 名、ファミリーホームが 43 名で、要保
護児童 293 名に占める里親等委託率は 36.5％と
なっており、全国比較で高水準となっています。
一方、国は新しい社会的養育ビジョンを示し、就
学前の子どもの里親等委託率を 75％以上にする
目標を掲げました。本県においても、国の方針を
踏まえ、令和２年３月に滋賀県児童虐待防止計画
を改定し、令和 11 年度の里親委託率の目標とし
て、３歳未満は 73.9％、３歳以上就学前は 65.4％
を掲げたところです。
　目標の実現のためには里親支援の抜本的な強化
が必要だと考えています。そのため、里親のリク
ルート、認定研修、養成、マッチング、登録後支
援を包括的に行うフォスタリング機関を早期に構
築し、里親が子どもに最善の養育を提供するため
に適切な支援を受けられるように進めていきます。
　里親支援の強化を進めていくにあたり、里親さ

んにお願いしたいことがあります。
　一つ目は、里親のリクルートです。里親登録を
増やすためには里親制度の普及啓発や新規里親の
開拓が必要です。里親制度をより多くの方に知っ
ていただくため、自らの体験を踏まえ、里親さん
の言葉で里親制度を伝えていただくことは非常に
効果的だと考えています。様々な場面で体験談等
を話していただくことで、皆さんが広告塔になっ
ていただくことを期待しております。
　二つ目は、行事への参加です。里親連合会や小
鳩会では相互交流や勉強会など様々な行事を実施
しています。行事に参加いただくことで里親同士
の横のつながりができるとともに、里親支援機関
が家庭訪問だけではわからない里親の状況を把握
することができ、新たな支援につなげることも可
能になると考えています。
　来年度から子育て短期支援事業において、市町
村が児童を直接里親に委託することができるよう
になります。これまでは里親の役割として虐待等
が発生した後の事後的な対応が中心でしたが、今
後は里親が地域において社会的につながりを持ち、
子どもの養育が一時的に困難となった家庭を支援
する予防的な対応も期待されます。県としても里
親が様々な場面で活躍できるよう支援して参りま
すので、里親委託の推進に向けて皆様のお力添え
をいただきますようお願いいたします。
　最後に、滋賀県里親連合会のますますの発展と、
皆様のご健勝とご多幸、そして本県の子どもたち
の幸せを祈念いたしまして結びとさせていただき
ます。
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ていくことが必要と考えます。
（２）会計の設置について
　これまでは事務局内で会計業務を行っていまし
たが、会員数の増加、リクルート事業、委託率向
上など事業を活性化していく為には、財政的支え
が必要です。事務局から独立した会計係を設置し、
補助金等を獲得していきたいと考えます。既に令
和２年度は補助金を獲得、３年度についても継続
して要望書を提出しています。財政基盤を確立し、
里親会活動を活性化する為にも独立した、かつ里
親を熟知する会計担当が必要と考えて設置するも
のです。
　縷縷（るる）述べさせていただきましたが、増
加する一方の児童虐待に対応する為にも、２件に
ついてご理解を賜りますようお願い申し上げます。

里親の皆さんへ提案とお願い
　コロナ禍の下で社会に様々なことが起こってい
ます。中にはコロナ禍が収束してもコロナ前には
戻らないと考えられることもあります。子どもに
直接関わることとして、次の２つについて考えて
みましたので、ご検討ください。
①格差の拡大
　格差問題は経済格差にとどまらず、健康格差に
も及んでいます。健康社会学者の言葉を借りると、
世の中のストレッサー（ストレス源、コロナ禍も
この１つ）に打ち勝って、生きる力の土台となる
ものを「リソース（資源）」と言っています。ど
ういったものがリソースかというと、お金や体力、
知力や知識、学歴、住環境、社会的地位、サポー
トネットワークなどです。非正規雇用やシングル
マザーなど、所得の低い人達はもともとリソース
が少ないところにコロナ禍で経済的に窮地に追い
やられています。そしてその影響は子どもにも伝
わります。経済的困窮に加え、外出やレジャーの
抑制、休校により教育を受ける機会、友達と学び

初めに
　コロナ禍の中で、里親里子家庭においては感染
予防、休校時における学習や生活指導、家庭内の
人間関係、行政への対応、行動の抑制など甚だし
い辛労があったものと察します。今後も万全の対
応を続けていかなければなりませんが、県内の里
親里子から感染者を出していないことは皆さんの
腐心の賜物と感謝いたします。

総会議事について
　会費改定など、従来にない重要な案件がありま
した。本来は通常とおり総会を開催し皆さんから
意見を伺い、議論の場とするところではありまし
たがコロナ禍のもと、書面採決とせざるを得ませ
んでした。
　結果は第 1 号から 6 号議案まで可決されました。
ありがとうございます。また、貴重なご意見を何
件かいただきました。今後の事業展開に生かして
まいります。
　前後してしまいますが、今回の議事の中で特に
従来と異なるところが 2 件あります。この 2 件に
ついて改めて説明申し上げます。
（１）会費の値上げについて
　委託里親さん（FH 含む）に全国里親会の値上
げ分と県連合会の分を乗せ、FH では５千円、委
託里親さんには４千円の値上げをお願いしました。
全国里親会の分については、同会の財政が個人の
寄付によって相当の部分が支えられている現状が
あります。この依存から脱却する必要があると考
えています。また、近年養育費や手当が増額され
ている現状があります。この増額については、全
国里親会を通じて里親が全国規模で団結して、行
政に働きかけているところが大きいと考えていま
す。今後も「ビジョン」に掲げる委託率７５％目
標に向け、全国規模での活動が重要と考えます。
　全国里親会の会費改定により、この活動を支え
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◆ 令和 2年度総会報告 ◆ 滋賀県里親連合会　会長  佐藤 哲也 ◆

◇コロナ禍で今年度は総会を始め、近畿地区里親研修会そして子どもたちが楽しみにしている里親里子
　交流会も実施することができませんでした。そこでウィズコロナ時代の里親会活動について会長の佐
　藤氏より語ってもらいます。また総会時、報告していただく里親支援計画を小鳩会の山本氏にお願い
　しました。
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◆ コロナ対策と里親支援事業 ◆ 小鳩会　山本朝美 ◆
平素は、小鳩会里親支援事業に、お力をいただき感謝申し上げます。　
コロナ禍において、手指の消毒やマスク着用、３密を避ける生活を継続しつつ、収まっていくことを願っ
ています。里親連合会の皆様もコロナ禍の中、工夫しつつお過ごしになられていたことと思います。
　お出会いしにくい状況の中、職員一同、「顔の見える関係」が途絶えぬよう取り組ませていただきまし
た。皆様のご協力に深く感謝申し上げます。

遊ぶ機会、スポーツに関わる機会、家族の思い出
を作る機会等が失われ、成長するにしたがって、
進学する機会、仕事につく機会、結婚する機会等
が失われ、貧困の連鎖が拡大します。
　ここで里親が子どもにするべきことは、実親に
代わって子どもにこれらリソースを与え、いろい
ろな機会が失われることを防ぎ、貧困の連鎖を断
ち切ることです。
　リソースの最も重要なものの１つとして高等教
育があります。幸いなことに今年から導入された
大規模な給付型奨学金制度により、里子が高等教
育を受ける機会が広がりました。もとより、社会
的養護を受けている子どもたちは発達障がい等を
持つ率が 30％を超え、高等教育に進むにはハード
ルが高いといったところもあります。ハードルを
超えるには、中学生の頃から大学などへの進学を
意識させ、学力向上に務めるのが必須と考えます。
　また、措置解除される場合、実親側にリソース
が確保されないままに復帰すると、子どもはこれ
らリソースを失うことになります。措置解除に際
しては、親子関係の修復だけではなく、子どもの

ためのリソースが確保されていることが重要と考
えます。
②DX（Digital Transformation）
連日報道されているように、行政のデジタル化が
スピード感を持って進められるようです。学校に
おいても、一人一人にタブレットを配布するなど
DX は加速的に進むものと思われます。そこで、
里親家庭において用意しておくべきことは次のよ
うなことかと思います。
●インターネット、Wi-Fi 環境を整える。
●子どものマイナンバーカードを作る。
　同カードは運転免許や健康保険証にもなるとい
うことです。また、引っ越し、就職の際にも必要
となると思われます。
●スマホのほかノート PCも使えるようにする。
　スマホは既に高校生ではほぼ 100％普及してい
ますが、ノートパソコンも使えるようにしてくだ
さい。就職すればどの職場でも PC 操作は必須で
す。また、IT 業界は求人意欲が旺盛です。高度な
IT スキルがあれば就職・自立が容易になると思い
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　 以上

■4月以降の取り組み
事　業

里親リクルート

訪問事業
ホームステイ
里ママサロン
養親サロン
未委託里親研修
未委託里親訪問
里親更新研修
里親認定前研修

内　容
市町訪問
市町広報掲載
事前相談
電話連絡・里子への手紙
手紙
１回４組限定で開催
１回４組限定で開催
１回６名限定で開催
未委託里親訪問
施設実習
施設実習

備　考
ポスター配布 100 枚
募集・里親事前相談
電話・面接含む
6月より再開
6月より再開
ランチなし
内 2回は 11 月・12 月
10 月・11 月開催
９月より再開
10 月実施
11 月実施・12 月実施

回　数
16 か所
９市町
50 組
委託里親全般

２回
６回
A・B日程４日
訪問希望者宅
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■里親養育マッチングの取り組み
　緊急事態宣言が発出された時点で、進んでいた里親委託に向けてのマッチングがストップしてしまい
ました。そこでテレビ電話が大活躍、４家庭に向けてテレビ電話で交流を行いました。里親さんの声や
顔が画面に現れるとにっこり笑ってテレビ電話に向かっていくものの目の前に姿なく？でしたが、マッ
チングが再開したとき人見知りなく委託に向かって進むことが出来ました。

■令和元年度　主な里親支援事業実績のご報告
１. 相談事業実績

令和元年度より里親リクルート事業を受託し、里親の新規開拓・制度周知に取り組みました。啓発グッ
ズとして、のぼり 5 枚、T シャツ 10 枚、チラシ 1 万枚、ティッシュ 1 万枚、パンフレット「里親になり
ませんか」5 千部を作成しました。啓発グッズを活用し、ファミリーサポートセンター事業等の会合や商
業施設での広報活動、市町機関や市町社協 14 か所へのパンフレット設置依頼を行いました。

２. 啓発活動実績

３. ホームステイ事業 調整実績

４. 里親トレーニング事業　未委託里親研修実績　

家庭訪問
来所相談
電話相談
メール相談

対象家庭数（実数）
71
32
64
４

108
38
76
４

327
165
332
68

配 布 先
ファミリーサポート事業等会合
商業施設
市町機関・市町社協

乳児院
知的障害児施設
児童心理治療院

児童養護施設

施 設 名
小鳩の家
守山学園
鹿深の家
大和の家（京都）
小鳩乳児院
近江学園
さざなみ学園

対象児童数
６
２
６
１
２
１
１
19

委託里親数
５
１
４
１
２
１
１
15

利用日数
52
11
15
３
32
８
14
135

件　数
20 か所
 ６ か所
14 か所

対象ケース数（実数） 件数（延べ）

１日目

２日目

３日目

月　日

19 日（土）

２  日（土）

９  日（土）

10  月

11 月

11 月

小鳩会

京都市動物園

小鳩会

幼児との交流・グループワーク

動物園散策・幼児との交流・
グループワーク

幼児との交流・グループワーク

場　所

７

９

９

５

７

６

受講者（延）
組 名内　容

合　計
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◆ ウィズコロナ時代における地域支部だより ◆
■湖東支部
　昨年の年明けより始まった新型コロナウイルス
の影響によりあらゆる分野での活動の自粛が続く
中、当支部においても予定していた事業を中止せ
ざるを得なくなりました。今後、新型コロナウイ
ルスの感染拡大の恐れがなくなるまで、今までの
様な活動はできないでしょう。
　里親会の活動として、多人数での活動や広域的
な活動は敬遠されるので、当支部としては会員数
の少ないことをメリットとして、日ごろから近所
付き合いの様な身近な活動をしていました。
　暑かった夏も終わり、過ごしやすい日になって
きたので、「またバーベキューでもしましょうか」
と連絡を取り合っていた 9 月末の連休、前日に
メールで了解の返事をもらっていたエンリケス・
ホセさんが 51 歳の若さで急死されました。バー
ベキュー大好き人間のよき相棒が突然天国に召さ
れていったことは本当に残念です。いつもバーベ
キューでは「いいね」「も少しね」「おいしそね」
と言ってニコニコしながらステーキ肉を焼いてく
れたホセさん。ご冥福をお祈りいたします。

（蒲生地域里親会会長　山添　潔）

■湖北支部
　親としても常に感染症拡大の不安を抱きながら
の日々を送っています。会員家族が一同に集まり、
交流するこれまで通りの支部としての活動を進め
ることもままならない現在、各地域で工夫をして
進めることが求められています。現実としで温か
い家庭生活を必要としている子どもたちがいるこ
とに変わりはありません。具体的な方向性はまだ
見えていませんが、日頃からのサロン活動や
ちょっとした情報交換、相談活動の機会や場を継
続して設定し、養育里親、養子里親などの区別な
く、たとえばショートステイなどの取組を支部と
して推進し、里親同士が支えあっていけるような
ことを考えていきたいと思います。
　今後、県や各支部からさまざまな情報を得なが
ら地域に根ざした活動ができるよう考えていきた
いと思います。　（米原市里親会会長　小椋 一司）

■湖西支部
　湖西支部として最近２年間は高島市のこどもの
国にて大津市と高島市の里親さんが集まり、バー
ベキューをして親睦を深め、また、同じ会場で開
催されるびわ湖一周オレンジリボンタスキリレー
に参加して、輪投げと紙芝居のブースを受け持つ
ことでしたが、コロナ禍でこの行事もなくなりま
した。唯一会員さんに声掛けして開催出来たのが、
大津市里親会総会の後の記念行事として「みんな
の学校」という上映会でした。入り口では検温を
し、パイプ椅子も間隔を広く取り、換気の為ドア
も開けての開催でした。
　コロナ禍でステイホームを呼びかけられている
状況の中でも、大津市里親会が大津市と契約して
行っている事業のショートステイは、利用する人
は減る様子はありません。母子家庭のＡさんは、
朝、保育園に子供２人を送った後発熱し、夕方の
迎えと療養の為３日間のショートステイを市に依
頼しました。
　しかし、この時期、もしコロナの熱であれば感
染の問題があるので、今までのように簡単には引
き受けてもらうことは出来ませんでした。発熱が
別の原因だったことが分かり、預けることが出来
ましたが、ショートステイの場合、今の今という
急な要請を求められることも多く、出来るだけ受
け入れ枠を広げ、急な対応に応じることが出来る
ようにと思っております。
　また９月に一時保護委託中の男子高校生が発熱
したこともありました。37 度以上の熱です。学
校へ電話をすると、３日間続くと病院へ行きなさ
いとの返事です。翌日は下がりほっとし学校にも
行きました。しかしその後３日間熱が出ました。
もしコロナに感染していたらと思うと本当に心配
をしました。
　このコロナ禍の中で発熱の場合、どこにどうし
たら良いのか困りました。こんな場合ＰＣＲ検査
をどこでするのか、うろたえるばかりでしたが、
幸い児相から保健所に問い合わせて下さり、コロ
ナ感染者との接触がなければ普通に受診が出来る
ということでした。
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　まだまだ落ち着かないコロナ禍の中で、感染予
防に気を遣いながらの養育に皆さん方はどのよう
に取り組んでおられるのでしょう。

（大津市里親会会長　田辺幸司）

■湖南支部
　湖南支部では、今年度行事を開催できておらず
「里親知ってやフォーラム」のオンライン開催に
会長さんたちが揃って参加できたのが幸いでした。
またイオンの啓発でも、会員同士の交流の機会に
なることが、里親という新しい生き方に一歩を踏
み出そうとするであろう方々との出会い以上に、
こんな時代だからこそ愛おしく貴重なことに思え、
人と人が場を共有することの意味や価値を改めて
考える機会となりました。
　草津市では長年にわたり里親がほとんど活用さ
れずにいたので、地域に里親さんがいることもあ
まり市民に知られておらず、里親会としても活動
しようがない状況が続いていた経緯があります。
世界のスタンダードとなって久しい家庭養護優先
がようやく日本でも目標とされるようになった節
目に、体制を整え、地域の子育て支援に里親が活
用され「登録したけど出番がない」というもった
いない状況が起こらない流れを作り、また不妊治
療に代わる特別養子縁組という選択肢を知らない
人がいない街にしていきたいと考えています。
　野洲市、栗東市に里親会がないことが、来年度
から各市町でショートステイが徐々に開始される

ことを考えると気がかりで…。この両市の里親さ
んには是非市の担当部署に働きかけて、早期に里
親会の立ち上げを進めていただきたいと思います。
　我が家のファミリーホームでは、開設半年後か
ら「実家の代わりプロジェクト」と銘打って独自
に草津市の子育て支援をしていますが、お隣の栗
東市在住の家庭からも依頼が来ることがあります。
草津市も今のところショートステイを受けられる
里親は我が FH だけなので余力に欠け、依頼を受
けるのが難しい現状がありもどかしいところです。
虐待の「予防」に大きな役割を果たしていくこと
になるショートステイへの里親の活用には、里親
会の存在は不可欠です。行政、支援機関 = 施設、
そして当事者団体である里親会のパワーバランス
が、子どもの最善の利益を考える社会的養育には
必要で、これが崩れた状態は子どもに不利益をも
たらします。
　滋賀県に親と暮らせない子どもたちがおよそ
300 人といいますが、親と暮らすことが最善では
ない相当数の子どもたちが親元に放置されている
のが現状で、彼らを含めた社会的養育を進めてい
かないことには虐待、貧困といった負の連鎖を止
めることができません。虐待する親、養育ができ
ない親を責めるのでなく、手を貸す社会を作って
いかなければ…。傷ついて育った子どもがやがて
親になってその傷に苦しんだ際の回復のプログラ
ムを、社会が用意することもまた必要です。
　締め切りを過ぎてもこの原稿が進まずにいる間
に、長年関わっていた子どもが自ら命を断ちまし
た。15 歳になれば自分の居場所を決めることが
出来ることを伝えていましたが、母に逆らったこ
とのない彼にとってはその支配から自由になる唯
一の方法だったのでしょう。問題が浮上する度に
現地の児相、学校の先生、病院のケースワーカー、
市議会議員、市役所担当者、あらゆる方面に解決
の方法を訴え続けましたが、子どもの幸せを願え
ない親と、組織の保身の力の前に、「他人」の力
は無力でした。家庭の状況の改善策を講じること
なく家庭復帰を優先する日本の社会的養護の犠牲
となる子どもたちは後を絶たず…。
　原稿のお題からそれてしまいました。また改め
て。合掌 。　　　（草津市里親会会長　黒川玉英）
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◆ 里親さんの子育て奮闘記 ◆
里親になって
　「私、Ｉさんご夫婦のように里子さんを預ってみ
たい」と主人に言ったのは、長女と長男が小学、
４・３年生の頃でした。主人の返事は「家が狭い
から無理やな」と良い返事ではありませんでした。
それから月日が過ぎ、次男が産まれ幼稚園へ通う
ようになりました。
　その頃、私の友達が里親をされていて、私は次
男を連れて友達のファミリーホームの補助者をさ
せてもらうようになりました。と同時に友達から
「里親になったら？」と声をかけてもらい、もう
一度主人に「里親をさせてほしい」と言うと「ほ
な、一緒に講習行こうか」と言ってもらいました。
　平成 25 年に里親登録をし、その後、茗荷村の
Ｔさんのご支援ご協力を頂き、平成 29 年にファ
ミリーホーム「ぶどうの家」を開設させていただ
きました。里親登録をして７年目になりますが、
その間一時預りの里子や委託された里子は 10 名
おり、現在は３兄弟と一緒に生活しております。
　初めて里子を預かったのは一時預かりで、その
後委託に変わりました。次男は小学２年で私は里
子との生活はあまり心配していませんでした。し
かし、一時預りで生活するのと委託になって生活
するのとでは、少し気持ちが違うなあと感じるこ
とがありました。
　次男は「お前達のお母さんじゃないからなっ」
と兄弟に言っているのです。私は、「お母さんは
Ｙのお母さんやで。大事なんはＹやで！」と
ギュッとしました。「でもな、Ｓ君たちはママと一
緒に居たくても生活出来んからママの役もしてあ

げんと」と何回か話ししたことを思い出します。
　今ではＳ君たちのことを気にかけたり、兄弟ケ
ンカの仲裁に入ったり、又ケンカしたりと本当の
兄弟の様に育っています。苦しい時、悲しい時、
嬉しい時を共に感じ合い、里子もこの家が実家と
思って帰って来れるそんな家でありたいと思って
います。　　　　　 （愛犬地域里親会　阿野陽子）

初めての委託を受けて
　今年の３月に里親として登録しました。
　当初は子育て経験がないことで、不安な気持ち
もありましたが、ファミリーホームの補助者とし
て未就学園児の対応をしながら子どもに接する経
験を積んでいます。
　そのような中、夏に一時的な預かりで 1 か月近
く 4 歳の男の子が我が家で過ごすことになりまし
た。以前一緒に遊んだことがありましたので、ど
んな感じの子か我が家としても分かってからの預
かりといった点は良かったと思います。
　しかし、寝食を共にすると、これまで子どもが
いなかった分、食事やトイレ、お風呂といった部
分で配慮や用意するものがあり、数日は準備が整
うまで慌ただしかったです。子どもにとっても慣
れない場所での暮らしとなりますので、お互いに
ストレスとならないようコミュニケーションも重
要だと感じました。
　特に食事は偏食でバランスよく食べてもらうに
は、食事メニューも試行錯誤したことから、日頃
食べているものなどの情報がもう少しあったほう
が良かったと思います。おもちゃなどは、どの年
代のどのような嗜好の子どもを預かるか分らない
ことから事前に用意していませんでしたので、合
わせて購入したり、不要になったおもちゃを譲り
受けたりして揃えていきました。
　自身の方針としては、自然の中での外遊びや体
験を重視しています。ちょうど夏であったことも
あり、セミやバッタ、チョウなどを見つけて触っ
てみたり、葉っぱや木の枝を使って遊んだり、森
の中を歩いて見たりとできるだけ外に出る機会を
つくりました。また、自然体験だけでなく、いろ
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◆ 令和２年度 滋賀県社会福祉関係功労者及び知事表彰受賞者 ◆

んな経験が少ない子ども達も多いので、その子が
興味あることをしてみたり、コミュニケーション
という点では、ごっこ遊びを通じて会話の多様性
などを心掛けました。　
　この夏の一か月の受け入れは試行錯誤の連続で
したが、親も親になってから子どもと共に親とし

て成長していくということを実感した機会でもあ
りました。大人４人の生活に子ども一人でしたの
で、子どもにとっては多くの大人にかまってもら
えたり、意見を聞くことができたこと、私にとっ
ては家事や仕事もなんとかこなしていくことがで
きて乗り越えられた面もあります。
里親登録をされるにあたり、子育て経験がない方
で不安に感じることがあるかと思いますが、子ど
ももそれぞれであり、全てにおいて完璧な子育て
というものはありません。
大変な時には里親仲間に相談するなど頼ることも
必要です。大事なのは、その子どもにしっかりと
向き合っていくことではないでしょうか。
　里親の経験は人の人生に寄り添うかけがえのな
い経験だと実感するこの頃です。

 （草津市里親会　山﨑千代）

半分は夫の功労
　この度の受賞にあたり心より感謝致します。
　私達夫婦が（夫は９年前他界）心の里親（ホー
ムステイ）を始めたのは、昭和 52 年の 12 月の冬
休み、中学三年生の不登校の児童を養護施設甲賀
学園（現鹿深の家）からお預かりした時からです。
 　昭和 59 年に県に里親登録をし、同年に県里親
会に入会しました。
　昭和 52 年から令和 2 年の間に甲賀学園・県立
近江学園から心の里親やホームステイ・県の一時
保護委託・市からの一時保護・県から養育里親と
して 21 名の里子さんを預かり、孫的存在が 11 名
となり、現在は、養育児童専門学生とホームステ
イとして 19 才の社会人を委託されています。
　思い返せば、表彰状の半分は、夫の功労である
としみじみ感じ入ります。
　ご近所の老婆が「和一郎さんの名前を祥子さん
の隣に筆で書いておきな」と名言を下さり、それ
もいいなと思っています。

（甲賀・湖南地域里親会　一宮祥子）

表彰の通知を受けて
　この度は、栄えある滋賀県社会福祉関係功労者
知事表彰にお選びいただき、誠にありがとうござ

います。
　このような表彰は、わたしたちには到底縁のな
いものと思っておりましたが、表彰の通知を受け
て大変驚いております。
　私たちは平成 24 年に里親認定資格をいただい
てから、これまでに 3 人の子どもを養育し、２人
の子どもをショートステイでの受け入れをいたし
ました。色々とわからないことが多く、諸先輩並
びに里親支援機関のサポートをいただいたことで
今日まで里親を続けてこられました。
　今後も、養育に励んでゆきたいと考えております。
最後になりますが、このような賞を与えていただ
きました知事並びに里親会、関係方々の皆様へ御
礼申し上げます。

（大津市里親会　原　誠・千代子）
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日本ファミリーホーム協議会 コロナ対策支援、
オンライン環境の整備に関して
　2020 年は新型コロナウイルス感染症が全世界へ
感染が拡大し、これまでの社会、生活様式に大き
な変革が必要になる年になりました。コロナの感
染拡大防止を大きなきっかけとして、仕事・学校
の授業・余暇活動等のリモート（注 1）化、オンライ
ン（注 2）環境の整備を進めていくことが社会的に求
められています。
　そのような社会的な背景もあり、日本ファミ
リーホーム（以下、FH）協議会では「日本財団」
より、コロナ対策の緊急支援として、FH 内での
感染予防、FH で陽性患者が出た場合の感染拡大
防止、親が新型コロナウイルスで養育が困難と
なった子ども（感染リスクがないケースに限る）
の受け入れ対応等を目的に、支援金を助成してい
ただきました。協議会の会員（１号会員）となっ
ている全ホームに、衛生用品（消毒用アルコール、
非接触型体温計、マスク等）、また、子ども、大
人も外出が制限される状況の中で FH の孤立化防
止の観点・オンライン環境の整備のために iPad 
を支援させていただきました。
　当面の間は、その iPad を活用してコロナの感
染拡大防止のためにオンラインでの研修等を実施
していくことになっています。10 月、11 月に初
めてのオンライン研修を実施予定となっています
ので、詳細に関しては「日本 FH 協議会ホーム
ページ」をご確認ください。また、iPad に関して
は子どものオンライン授業の対応、FH 同士のオ
ンライン交流等へも使用していただくことが可能
となっています。
　全国里親会も「LOVE POCKET FUND」（愛のポ
ケット基金）より支援を受け、全国の里親会にタ
ブレット端末、衛生用品等を支援しています。両
会共にコロナの感染拡大防止、オンライン環境の
整備を掲げており、充実が図られていくことにな
ります。
　今後、FH・里親家庭においても、オンライン環
境を整備していくことは、子どもを養育していく
うえで必要になってきます。今年の非常事態宣言

の最中、多くの大学や私立学校、一部の公立の学
校でも授業、課題の配信がリモートで行われてい
ました。もし、FH・里親家庭にオンライン環境が
なければ、子どもの教育において、子ども自身が
不利益を被ることになります。また、これまで子
どもを見る必要があるため、研修会・交流会が企
画されても参加できなかった、夫婦どちらかしか
会に参加できない、ということがあったと思いま
す。しかし、オンライン上で研修会・交流会が行
われると家に居ながらそれらに参加することが可
能となります。家事をしながら、子どもを見なが
ら研修を受ける、子どもと一緒に交流会に参加す
る、もし、子どもの声が気になればこちらの音声
を消して、話を聞くことができる等のことが可能
となり、養育環境の向上が期待できます。
　FH の養育者、里親さんの中にはインターネッ
ト・オンラインに関して、「わからない」「難しい」
「危ないのではないか」と苦手意識を持っている
方も少なからずいらっしゃると思います。しかし、
今後を見据えて、是非、この機会にオンライン環
境の整備を考え、挑戦していただけると幸いです。

（一般社団法人 日本ファミリーホーム協議会 
事務局次長　元藤　透）

イオンでの里親制度啓発について
　今年度、子どもの未来応援基金の助成を受ける
にあたり、里親月間のイベントとして大型商業施
設数か所での「フォスター写真展」の開催を予定
していましたが、コロナ禍で実施が難しかったこ
とから、草津イオンでの啓発兼ミニ相談会を平日
と週末の二回、10 月に行いました。13 日 ( 火 ) は
知ってやフォーラムの案内と、ショートステイを
念頭に置いた草津市民向けのフライヤーを用意
し、パネル1枚に掲示した写真や案内に興味を持っ
てくださった方に取っていただく形で、手渡し配
布無しで啓発を行いました。比較的空いていた店
内でしたが時間に余裕がある方が多く、ミニ相談

(注１）IT の分野では離れた場所にある二者（人や機器など）が
　　通信回線やネットワークなどを通じて結ばれていること
　　を指す。
(注２) インターネット、ネットワーク等に接続している状態。
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滋賀県里親連合会愛犬地域里親会会長　前田雅敏氏が10月11日お亡くなりになられました。
享年７０歳、 ここに謹んでお悔やみ申し上げます。

訃　報

内が混雑しており、ディスプレイが弱かったので
来てくれた人も気づかず通り過ぎてしまったり、
ゆっくり話ができる雰囲気ではなかったこともあ
り、スタッフの数の割に成果は少なかったように
感じました。それでも Zoom配信を試すこともで
き、今後月一位のペースで県内各地のイオンでの
啓発ができれば、会員相互の交流の機会にもなり、
曜日を固定して定着すれば相談会の役目も果たす
ことができると思われ、ショートステイの全市町
での実施に向けて良い啓発になるだろうという感
想が出ており、次の会長会でご相談できればと
思っています。

（広報専門部会　黒川玉英）

　里親知ってやフォーラム、昨年より始まった
取り組みもコロナ禍の影響を受け、開催を模索
していたところ事務局長から「配信で出来ない
だろうか？」と提案があり、ZOOMのウェビナー
機能でパネリスト、聴講者という形の配信を行
う事になりました。
　アカウントを私個人用と連合会用の２種類作
成し、動画、PDF 等のファイル共有の行い方、
視聴者側から質問する方法等、自宅で何度も配
信したい内容を練習する日々が続きました。
　フォーラム当日は大きなトラブルも無く、最
大聴講者 23 人と予想より多くの方に見ていた
だくくことが出来ました。
　聴講者からの質問に配信中も返答でき、座談
会として行った２部では、発言して頂ける方も
居られるなど初めての試みにしてはスムーズに
進行が行え、及第点に達したのではと自己採点
しております。
　今回の配信成功により、リクルート活動も新
たな方式を確立することが出来たと思います。
定期的に開催することによって認知度が高ま

り、より多くの仲間が増える為にこれからも活
動を続けていきたいと思います。

（愛犬地域里親会　岸田正嗣）

　コロナ禍の中、はじめてのオンライン開催と
なった「里親知ってやフォーラム」。全員が初
めての経験となりましたが、大きな問題もなく
無事に開催することができました。これまで里
親会のほとんどの催しを仕切っていただいてい
た事務局長が、直前で不在になるというハプニ
ングがあったにもかかわらず、里親会運営の世
代交代を担う広報専門部会が主導して開催でき
たことは大きな意味があったと思います。
　また、イベント告知に Facebook での広告を
使ったことも、初めての試みでした。ホームペー
ジや Facebook から参加していただいた方も多
く、フォーラムへの参加情報を必要とする方へ、
効率よく告知出来たのではないかと思います。
一方で、パソコンに不慣れな方たちへの配慮も
必要であり、今後の課題となりそうです。

（大津市里親会　寺島裕二）

里親知ってやフォーラムを終えて、
広報専門部会員のお二人から、報告をしていただきました。

会の流れに至った人数は少ないものの登録に至る
であろう方々にお会いすることができました。　
　17 日 ( 土 ) は、鬼滅の刃の映画の封切直後で店
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草津市ではファミリーホームへのショートステイ・トワイライトステイの委託が始まってようやく二
年目ですが、それらの制度にもファミサポにも該当しない支援を、以前から我がファミリーホームで
独自に「実家の代わりプロジェクト」として行っていた無償の奉仕が、昨年一年で制度に当てはめた
場合の換算額で○○万円に上りました。こうした制度の狭間の支援を広めるにはどうしたらいいかあ
ちこちで相談していたところ、今年度 100 万円の助成を受けた「子どもの未来応援基金」の医療福祉
機構 (WAM) からモデル事業の案内をいただきました。採択は昨年全国で 5 団体と狭き門で、一度で通
るとは思っていませんが、今年度行った活動と合わせた柱立てでエントリーしましたので、以下に概
要をお伝えします。

外部評価者を野田正人先生にお願いし、伴走支援者として森本美絵先生にご協力いただくことになり
ました。まだ絵に描いた餅ではありますが、いつか採択される日のために備えたいと思っています。
地域でこれをしたいというリクエストがありましたら、概算の金額を添えてお知らせいただけたらと
思います。新しい時代を作っていきましょう。

Ｒ3年度WAM（独立行政法人福祉医療機構）助成金モデル事業
【特　徴】
　●助成期間：３年
　●金額：３年間で 3000 万円まで
　●特徴：団体の職員への賃金支払いも可
　●日ごろの活動から見えてきた既存の制度や仕組みで解決できない、課題に取り組む事業が対象。
　　行政や他機関との連携が原則で、将来的に事業の政策化・制度化を目標に行なうものであり、
　　事業の進行に伴い計画や予算に修正変更を加えながら進めることができる。
【四つの柱】
１． 里親制度普及のための啓発
❶ショートステイ、特別養子縁組ＰＲ動画（野洲のおっさんでシリーズ化）
❷里親制度啓発リーフレット作成→全中学校で配布
❸フォスター写真展（オンライン？）☆全国の里親家庭の写真を展示またはスライド上映、講師と県内
　外の里親 3,4 名による座談会
❹イオンなど大型商業施での定期的な啓発（月いち？）
❺その他：バスラッピング広告、滋賀リビングへ折込み、オンライン広告 etc
２． 里親や支援者への研修の機会の提供
❶愛着についての一日研修 ( 和歌山大学米澤先生 ) 他…リクエスト募集中
❷施設との事例研究会
❸修復的愛着療法（ヘネシー澄子先生他）などの研修受講
３． フォスターサポートハウスの運営（初年度は一戸建てを草津で賃貸、管理者を置く）
❶ショートステイ・トワイライトステイや一時保護を受ける里親への衣類やおもちゃ、ベビーベッド、
　チャイルドシートなどの貸し出し
❷里親や地域の親子の交流の場
❸子どもの居場所の提供
❹親の居場所の提供
４．要支援家庭への支援
❶病時や下の子出産後の上の子の保育園や学童への送迎
❷上の子、下の子、別々の預かり ( ショートステイ等が　使えない際 )
❸適切な養育を受けた経験のない親への複雑性PTSDトラウマケア、養育指導、アンガーマネージメント
　などのプログラムの提供→一時保護後子どもを返す前に受講させる。( 適切な養育を受けた経験のな
　い親にとって「ちゃんと子育てしなさい」は極めて困難）☆MY TREE　ペアレンツプログラム etc

広報専門部会令和３年度事業計画について (R3/2/3)  　滋賀県里親連合会広報専門部会　黒川玉英



　これまでテレビをあまり見なかった私が最近、
平日毎日 1時間の連続ドラマを見ています。「マ
ザー」というトルコ番組で、ままならない昼時

間放送なので、録画して夜見るのです。ある母子家庭の児
童虐待を軸に様々な過去を持つ母が描かれます。社会の問
題や人間感情はトルコも日本も同じだなと共感して見てい
ましたら、何とそのドラマ、原作は日本、そのリメイク版
でした。
　もうお気付きの方もおられるでしょう。10 年ほど前、
芦田愛菜さんが子役で話題になったテレビドラマです。私
はそのストーリーを、字幕入りのトルコ語番組で初めて知

りました。更にこのトルコ版、世界に発信されている高視
聴率獲得番組らしいのです。
　我が子の虐待に陥っていく母、その母を気遣い続ける子
ども、一方、かつて自分を捨てた母には憎さから、養母に
は遠慮から、そのどちらの愛にも素直に応えられない女性。
　日本では有り得ないと思える部分もあり、原作はどう
だった？と訝る時もありますが、時代を超え国を超え、心
の根本の問題に触れている気がして、私は遅蒔きながら目
が離せず、毎回、見てしまいました。

（編集委員　吉田ますみ）

■この１年は、新型コロナで始まり、未だ収束せずに年度
　末を迎えようとしています。今年度行ってきた当会の事
　業（行事）は、表のとおり「里親知ってやフォーラム」と「し
　が里親だより」以外すべて中止なりました（2 月現在）。
　また、コロナ禍により総会も書面表決の実施を余儀なく
　されました。
■現在の人間社会は自然の脅威を克服することで出来上が
　り、生活を営むには良好で便利な社会です。そして世界
　中を襲ったコロナ禍は、昨今、頻繁に発生している水害
　や地震と同様に人間社会への自然からの挑戦です。
■私は、人間は社会的存在である前に自然内存在であるこ
　とを忘れてはならないと思っています。
■社会的存在である私たちは、一人ひとりが協力し合って
　この難局を乗り越える必要があります。しかし私も含め
　里親会の会員も同様ですが、人間は元から「自分さえ良
　ければ…」という利己主義的なところがあり、コロナに

　感染した人やその家族に対し誹膀中傷を行うことがある
　かもしれません。
■ここで大事なのは、誹膀中傷が偏見や差別にならないよ
　うにお互いに学び合い、そして相手の気持ちを想い、許
　し合うことだと考えています。コロナ以外でもも同じこ
　とだと思っています。
■地域里親会では、三密を避け、少人数の会合や里親宅へ
　の訪問、そして映画観賞を行ったと報告を受けました。
■私も観賞した「みんなの学校」は、障がいのある子もな
　い子もすべての子どもが同じ教室で学び、学びのなかで
　自分の居場所を見つけていくというドキュメント映画で、
　子どもの成長ぶりに感動しました。
■里親会では LINE で情報交換しています。まだご利用で
　ない方は shigafoster@gmail.comにご連絡ください。

（事務局長　村田　潔）

編集
後記

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。

子どもを虐待から守ろう
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事 務 局 だ よ り
期　　日

６月初旬

６月 28 日（日）

７月または８月

８月

10 月３・４日（土・日）

10 月 15 日（木）

10 月中旬（土）

９月～ 10 月

１月～   ２月

２月

３月

事業（行事）

令和２年度里親連合会総会

令和２年度近畿地区里親研修会

里親里子交流会

里子交流会（１回目）

全国里親大会

しが里親だより№90 発行

里親知ってやフォーラム

里親サロン（１回目）

里親サロン（２回目）

委託・未委託里親研修会

里子交流会

場　　所

コロナ感染拡大防止のため書面表決

2月に P8 から P12 に増やし発行

オンライン（ZOOM使用）により開催

未定（里子等自立支援専門部会）

各支部の判断により、
コロナ感染拡大防止のため中止

コロナ感染拡大防止のため中止


