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テーマ大「原点に帰ろう～！ イ工～〈家〉！！」
～家庭養護を担うファミリーホームの制度と実践の充実を求めて～

平成 25年 8月 24日・25日あいち大会実行委員

臨： EM
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日本ファミリーホーム協議会

会長 ト蔵康行

東海地区での初めての開催となりました第 8回ファミリーホーム

全国研究大会に、今年も全国各地より多くの方々にご参加いただき

ましたこと、こころより感謝申し上げます。

ファミリーホームの制度化から 4年が経過し、全国での開設数は

200を超えています。

この問、社会的養護の変革は進み、家庭的養護の推進という方向

の中で、ファミリーホームは家庭養護として位置づけられ、子ども

たちの生活の場、成長の場として大きな役割を期待されています。

本大会では、 「家庭養護を担うファミリーホームの制度と実践の

充実を求めてJというサブテーマのもと、ファミリーホームに求め

られる役割や課題はもとより、広く子どもたちのよりよい育ちと自

立支援のために必要なことを社会的養護に関わる全ての方と共に考

える場としたいと願っています。
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あいち大会開催趣旨

残暑の厳しさが感じられる今日この頃、全国の会員の皆様、子どもと家族

の援助に関わる分野でご活躍の皆様には、ますますご健勝のことと存じます。

昨今、日本人の特性や信頼に基づく日本社会の強さが、容易には発揮でき

ない経済の仕組み（経済のグローノ勺レ化）によって、世界的な大競争が始ま

り、雇用の流動化が激しくなり、額に汗して働いた結果が報し、られにくい社

~ 

会になりました。また、心が凍りつくような家庭内の悲しい事件も後を絶ち

ません。

そこで私たちはあいち大会を、子どもたちの生活を保障してその自立を支

援する社会的養護の現状と、制度化から 4年を経過したファミリーホームの

未来を「原点に帰って」語り合える場所にしたいと思っております。

ところで、厚生労働省は「児童養護施設の小規模化及び家庭的養護の推進

／『＼
についてJ（平成 24年 1月 30日）において、「将来の児童養護施設の姿は、（中

略） 1施設につき概ね 2ヵ所以上のファミリーホームを持つとともに、地域

に施設と連携する里親の集団を持ち、里親支援を行う」と述べています。こ

れは将来 1000か所のファミリーホームを開設すると数値目標を提示した政

策の方向性であり、将来像の一つであります。 しかしここでもう 一度立ち止

まり「家庭とは何か？家族とはイ可か？」を考える必要があるのではないでし

ょうか？
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ファミリーホームは「施設か家庭か」と熟考を重ねて論議し、「家庭養護J

と位置付けられました。 しかし、児童養護施設等の設置する「法人型」のフ

ァミリーホームが開設されたとき、それは、私たち現行のファミリーホーム

が願い望んできた「家庭養護」のイメージと一致するでしょうか？（巻末資

料参照）

このあいち大会のテーマは「原点に帰ろう～！ イ工～（家〉！！」で、す。

私たちは、制度化から 4年が経ち、このような制度上の重要な転換点に開催

されるあいち大会において、ファミリーホームの「家庭養護」とは何なのか、

そしてファミリーホームという「家族Jの持つ役割・機能とは何なのか、と

いう原点を問い直したいと思います。もう一度原点に帰り、皆さんと語り合

い深めていきたいと思います。そして近い将来、子どもの最善の利益を尊重

するファミリーホームの実践と制度のあり方に対する、私たちの倶ljからのビ

ジョンを提示できるようになるための「あいち大会」となれば幸いです。

ぜひ「ものっくりの地“あいち”j へ皆様の様々な思いを持ってお越しくだ

さい。そして大会参加者全員のファミリーホームに懸ける熱い情熱と温かい

心に触れることによって、 一緒に疲弊した心の再生と元気を手に入れましょ

つ。 あいち大会実行卯委員会
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開催概要

12 : 30～16: 30 （土）平成 25年 8月 24日開催期間

30～15 : 30 s: （日）25日

愛知県蒲郡市三谷町鳶欠 14-1三谷温泉ホテル明山荘開催場所

0533-68-4641 TEL 

日本ファミリーホーム協議会イ雀主

第 8回ファミリーホーム全国研究大会実行委員会

〒476-0012住所：愛知県東海市富木島町伏見三丁目 21-12
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国

大会事務局

主
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ぜんこくさとおやかい

（財）全国里親会・

くらちゃんハワス内

こうせいろうどうしよう あいちけん がまごおりし

厚生労働省・愛知県・蒲郡市・

ぜんこくにゅうじふくしきょうぎかぃ

全国乳児福祉協議会・
ぜんこくしゃかいふくしきょうぎかい

全国社会福祉協議会
しやかいふくしほうじん

社会福祉法人

援千麦

ぜんこくこくじようごしせっきょうぎかい

全国児童養護施設協議会・
ーぜんこくしゃかし、ふくしきょうぎか L、

全国社会福祉協議会
やかいふくしほうじん

社会福祉法人

ぜんこくじどうかていしえんせんたーきょうぎかい

．全国児童家庭支援センター協議会・
せんこくじりつえんじよほーむきょうぎかい

全国自立援助ホーム協議会

あいらけんじどうふくししせっちょうかい なごやしじどうようごれんらくきょうぎかい

愛知県児童福祉施設長会・名古屋市児童養護連絡協議会・

なごやかサポートみらい中日新聞社会事業団・
~ 

きむらまさつぐ

木村正嗣様
わたなべひでお

渡辺秀雄様
めいばひでと

相羽英人様
なかもとかずのり

中本和則様

がまこお切しかんこうきょうかい

蒲郡市観光協会
あいちけんじどうふくししせっちょうかい

愛知県児童福祉施設長会

賛協

らゅうぶがくいんだいがくたんきだいがくぶしゃかいてきてきょうけんきゅうかい

中部学院大学短期大学部社会的養護研究会

なごやげいじゅつだいが〈にんげんはったつが〈ぶこ ど もはったつがつかいとうたかひろぜ h なーる

名古屋芸術大学人開発達学部子ども発達学科伊藤貴啓ゼミナール

力協

めい て つ か ん こ う さ ー び す か ぶ し きがし、しやはんだしてん

名鉄観光サービス（械半田支店

NP Oほうじん さぽ ー と ねっと

NPO法人こどもサポートネットあいち

r;; 
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参加者の皆さまへ

1. 受付

8月 24日（土） 12 : 00から 三谷温泉ホテル明山荘フロント

8月 25日（日） 8 : 30から 三谷温泉ホテル明山荘フロ ン ト

ブロ ック ごとの受付となっております

2. クローク

会場と同じ階の 2階シアターパン ドラになります

3. 懇親会

8月 24日（土） 18 : 30から 全体会場となり 2階鳳恩の聞のABで行し 1ます

懇親会のご参加は、原則予約のみとさせていただいております。パーティーに合わ

せて楽しい太鼓演奏も聞かれます 音に敏感なお子様については、大変申し訳あ

りませんが家族でご配慮をお願いいたします なお懇親会はテーブル形式とさせ

ていただきます （ 

4. 朝食

3階レストラン竜宮 となっております

5. 弁当

3階大広間「源氏の間Jにてお渡しと、そこが食事会場となります

6. ご 案内

1）会場内では必ずネームカードをご着用 ください

2）会場内はすべて禁煙です。喫煙は灰皿のある場所でお願いいたします

3）講演会場内での携帯電話はすべて禁止とさせていただきます電源をオフにする

か、マナーモードでお願いします

4）緊急時以外お呼び出し案内放送は致しませんが、 2階ロビーにある事務局横の

インフォメーションボードにてお呼び出し案内を掲示いたします

5）講演、発表中の会場撮影及び録音はご遠慮、願います 取材、視察等の撮影許可

は本部までお越しください （ 

6) 2階ロビー総合案内（事務局）にて大会全般のご質問、観光案内等を行ってお り

ますお気軽にお立ち寄りください

7）お部屋のカギは、各お部屋にご用意させていただいております

チェ ックインは 8月 24日は 15時から20時

チェ ックアウトは 8月 25日10時となっております

8）落し物、迷子の案内については、事務局（総合案内）にて承っております

9）お子様の食事のア レルギーにつきましては、各ご家庭でのご配慮をお願いいた

します

7. 最終日交通のご案内

空港行きのバスは 16: 00出発 17 : 30着の予定です。

駅へのパスは出発時間 16 : 0 0出発と 17 : 0 0出発の2使 の予定です

※ご不明な点があれば、 二階ロビー事務局（総合案内）までお越しください。
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会場へのアクセス
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《アクセス 1》

①JR利用のお客様

名古屋駅より JR東海道線快速列車で約4 0分

fJ R覇者郡J駅下車 車で 10分

J R葬者郡駅より無料送迎パスをご用意致します。

①， , : 3 0発②， 2 : 3 0発

下記の電車が便利です。送迎パスはこの2本です。

それ以外はタクシ一等ご利用下さい。.J R名古屋 10:32 発司蒲郡駅 11: 12 着

10 : 47 発司蒲郡駅 11: 27 着

送迎パス①をご利用下さい

11 : 32 発司浦郡駅 12: 15 着

11 : 47 発司蒲郡駅 12:27 着

送迎パス①をご利用下さい

《アクセス2》

②中部国際空港利用のお客検

本中部国際空港から蒲郡・豊橋方面のパスは運行してお

りませんので有料ですが空港からホテル明山荘の直行パ

ス（予約制）をご用意致します。（通常名鉄・ JRを乗り

継いで蒲郡まで行くと片道 1, 7 4 0円かかります）

中部国際空港アクセスプラザ総合案内所 （当社係員が対

応）

11 :00集合／出発（予約制）片道， . 0 0 0円（往

復2000円）小学生半額

往路8月24日・復路8月25日利用日限定です。（男lj紙

案内地図参照）

帰りは明山荘， 6時出発予定 中部国瞭空港

, 7時30分頃到猶予定

（地図） 直行パスは、道路状況により遅延すること

があります予めご承知下さい。
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大会スケジューノレ

8月24日（土）

12:00 13:00 13・：30 14:30 15・：001515 16:3016・：45 17 :45 18:30 

開 政行 基 ~！：！ 臨
~ ζ 調 休

舌休自 時
付

i式!>... 
報 報当二

憩 講 総
生Eヨ二 演 z;; 

託児受付－~中」学高生生児 ホホ岡テテ崎ルル市内内内（で観こて託光中児高生交流会

8月25日（日）

8:30 9 :00 11 :30 12:30 15:00 15:30 

~ 
付

託児受付

基 思

休食
調講演

舌，己自，、

幼 児ホァjレ内で託児

小中高生豊橋市内観光

,,6.、
コミ

受付 ： 2階ロビー

分

分科
本l 閉
.6 
n: ti 

A Z三 報告 式

1孤5ヰ巴5αかコら

場 案 内

事務局： 2階ロビー 総合案内も兼ねております

全大会：コンベンション鳳風CD 

各
部

移屋

動

託児：中高生交流会 1階喫茶コーナ一 室内託児 3階菊の間

朝食： 3階レストラン竜宮

昼食： 3階大広間源治の間

懇親会：全体会場となり 2階鳳嵐の聞のAB 
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大会プログラム概要

<1日目＞

全国ファミリーホーム協議会会長挨拶 ト蔵康行

厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長小野太一様祝辞

愛知県健康福祉部部長伊藤輝明挨拶

全国里親会会長星野崇様挨拶

全国児童養護施設協議会会長藤野興一様挨拶

タイトル 「社会的養護の課題と将来像の実現に向けて」

報告者厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長小野太一氏

タイトル 「日本ファミリーホーム協議会の活動と取り組み

平成 24年度から現在まで」

報告者 日本ファミリーホーム協議会会長 ト蔵康行

タイトノレ「子どもの歩みをつなげる養育～子どもとの暮らしの中で～J

講演者国立武蔵野学院養成・研修課長河尻恵氏

日本ファミリーホーム協議会

和太鼓披露龍鼓太鼓
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<2日目＞

タイトル 「思春期の問題行動の原点を探るJ

講演者 慶慮義塾大学医学部小児科医講師 渡辺久子氏

次ページに記載

日本ファミリーホーム協議会会長挨拶 ト蔵康行

大会総評 徳田絵美（日本ファミリーホーム協議会副会長）

次回開催地挨拶 北川｜聡子（次回開催地北海道大会実行委員長）

f～、
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分科会

会場

明山荘

3階

桜の問

2 
明山荘

3階

｜梅の間

3 
明山荘

2階

鳳風A

4 
明山荘

2階

~B 
5 
明山荘

2階

鳳鳳 CD

分科会概要

テーマ

小規模住居型児童養育事業の制度と運営

～家庭養護の発展にふさわしい制度のあり方をめざして～

司会者：伊藤龍仁氏（ファミリーホーム女マギ力ル）

報告者：木村徹氏（ファミリーホームわが家）

宮本昇氏（ファミリーホームひまわり）

生活・愛着・集団をつくるファミリーホームの援助実践

～健康、食育、余暇、学習、自立支援など日々積み重ねる養育実践とは～

司会者：藤林誠氏 （シャロームの家）

報告者：鈴木ニ光代氏 （すずきさん家）

鈴木都志江氏（鈴木ファミリーホーム）

被虐待・発達障がい・非行など課題を抱える子どもへの援助

～特別な配慮を必要とする子ども達を受け入れるために～

司会者：伊藤貴啓氏（名古屋芸術大学准教授）

報告者：本江裕子氏（本江ホーム）

斎藤新二氏（横浜市ファミリーホーム協議会）

ファミリーホームにおける補助者の現状と課題

～養育者を補助し、密室化を防ぐ役割を果たすために～

司会者：赤塚睦子氏（赤塚ホーム）

報告者：津田湖澄茂氏（わたしん家補助員）

友利春菜氏（仲松ホーム補助員）

施設・里親・ファミリーホームの特徴を活かした社会的養護とは

～家庭養護と施設養護の垣根をこえて～

司会者：喜多伸晴氏（名古屋市親和会）

報告者：石川琢次氏（児童養護施設 知多学園松績荘施設長）

岩田裕美氏（赤ちゃんの家さくらんぽ）

徳田絵美（わたしん家）

6 ｜地域・行政（児相等）・教育・医療機関とファミリーホーム

明山荘 ｜～地域に根ざし、他機関と連携するために～

2階 ｜司会者：渡遺忍氏（日本福祉大学教授）

会議室 ｜報告者：二飯田秀一氏（ファミリーホーム旬）

（京） ｜ 渡辺雅子氏（知多児童・障害者相談センターファミリーホーム担当）

11 



社会的養護の課題と

将来像の実現に向けて

報告者厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課長

小野太一 氏

12 

／｛、

／一＼



I~ 

日本ファミリーホーム協議会の活動と取り組み

～ 平成 24年度から現在まで ～ 

報告者日本ファミリーホーム協議会 会長
／｛＼ 

ト 蔵康行

14 



資料

日本ファミリーホーム協議会の活動と取り組み

～ 平成 24年度から現在まで ～ 

1. ファミリーホーム実態調査報告書の発行

2. ブロック活動の強化全国を 8ブロックに 各地で交流会・研修会の実施

f 「 3. 家庭養護としての位置づけの中で

・ファミリ ーホームの監査モデ、ノレの作成

事業であることと家庭養護であることのバランスをとること

全国の家庭福祉主管課への送付

ノ....＿＿＿＿

－障害福祉課への要望書の提出

障がい児の居宅サービスの利用について

従来、里親には認められていた F Hは施設扱いで利用できず

「家庭Jであることを理由にFHにも利用できるように

25年 5月 31日付で、通知の発出

「居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所Jが

利用できるようになった

「家庭養護」である ことの意味を確認する 強さと弱さを知る

ファミリーホームへの支援が明記される

子育て支援サービスが利用できること

4. 団体保険・ ファミリーホ｝ム損害賠償責任保険

W0 
3
A
 



「子どもの歩みをつなげる養育

～子どもとの暮らしの中で～」

講師 国立武蔵野学院養成・研修課長

河尻恵氏

I' 1 16 
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資料 1

子どもの育ちをつなげる養育

～子どもとの暮らしの中で～

目立武蔵野学院 河oc~ 

0社会的養護関係の各施設、里親などの、 養育塁~！j閉のつな
がか際関係hi薄い

図画商
、＼

／（＼ 
／一ー、、

／ 母子生活
支蹄童

H i 

、＼ノ

自立援助
ノ－－・－、、 ホーム

)1.~院 I 77ミIJ- ＼ _ / 

ホーム ，〆／＼  

，，，.－－‘＼、－－ 児童自立
支蹄設

i R重量識設 ／ 

，， 
、－ー一一， 

情輔害児
例H童書x髄館 、） ／ I 短期締臨

記録由引き絞 、

養育者的｜き置き
、ーノ

雑草差出世量 、1 一～一一戸....--" 

社会的養護における養育の課題

0措置変更など生活の場が変化するたびに、子どもに関わる
入、場所、もの、環境などが分断8れてしまうおそれがある，
異体的1:1t、読者、友達、学校、抱窓生活なと・－ー
（生活の場n＇変化しなくても養育者が燃に変わることも・・ ）' 

図画掴

， 

時

兄島なt
ま

子どもG生い立ち・育ち

ft！鴨
7 ，~11-1 I植
村 ｜ ｜ 軍縮

社会
（自Ul



資料2

つながりのある育て・者ちイメージ（開）

つなげる養育子~tV)生Plち・育ち

／ー＼

・子どもの歴史（育ち）をつなげる

．養育者（育て）をつなげる

－支援をつなげる（チームワーク）

．養育者と子どもの＇L＇をつなげる
．養育を子どもの未来につなげる

社会

（自!ll

内W

官，e
·~ 予•＂＇手書

ま・嶋 脇町仲間

長［暮らす子 や店員

字在 学世
大切日骨院 大切杭t

賠
償観

7?!11-
市・h礼服

－

t
 

A
旬
以

t

奮

闘

寸

d
ト

M

h
‘、惨禍・
H
H
U

骨

阿

君
叫

Ha－

II 

兄弟fJ[

ま
~ll出~c

臆相議所、学技などの隣接聞

子どもの歩みをつなげる養育・支援について

｛ 、

． 
税制 問 回

Ill! 一一
司 （⑩ 〕恥也＠

（出；~~~；~~：
てう園 日函〉

地場

~~ 
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子どもの歴史（育ち）をつなげる



資料3

0養育者やIi境bl変わるこtit、子どもにとってtても大きな
負担そのたびに子どもがゼ口からの出発となっていないか

／「、、

・圃圃・・『司司.＿........－－－

ー人ひとりの子どもが、つながりのある道すじを、その子らしく

歩むことができる臓が整えられているとは言い難いE

子ども11、成長の過程で自分が生きてきた歩みを振り返ろう
とし、ルーツを探り、途切れ途切れの歩みに傷つき、苦しむ6

・ 8尊~tt 自分らし3
｜ ・生きている意味
を実感で8ないH ・。感じるのは、

－勝てbれ惑fとうてもL1L I自分が悪いl
－未来への不安感、E関 など

・・・圃・『司司司圃固’－

新しい養育者It、それまでの子どもの歩みをどれだけ理解し、
大切にしているのか。

子どものつながりのある育ち’育ての保障
～子どもの養育に関わる者の責任として～

．．．．． 
『『司司圃’............－

Oつながりのある育ちの保障

－子どもの歴史（歩み）を整え、つなげる

．つなげた歴史をもとに自分の物語を作5

0つながりのある育ての保障

－子どもの歴史づ（り、物語づ（りに寄り添う

・その歴史、物語を大切に扱う

・養育者同士がつながり守っていく

．．．．． 
『司司.＿..........－

［自分語りjができる子ども（生い立ちの整理）｜

困 」
明
『
山山

困
州歴史問トリー））〉削夢・希望見通し 〉

〉子ど切縮問ーリー） 〉

1・過去を間違って提え、否定的 ・今の良いできごcnt新しい遅
! lこ信頼しているこen（多い まtなり、歴史や物語l：加え！

1・t:cx過去に滅的な事実が られていく

I あっても、青E的1：~x！すこ ・自分の物i！~続的l：作り直
。m可能 し未来ヘtつなげてい（こと

：． 2自がなくなり撃がるこtで‘ が大切
地1：~b噌（ ・守って（れる大人がいれば、 I 

・今が安心・安全な生活であれ 未来への不安It磁し、夢や
希望が膨らむIf、過去に目を向It、作りかえ

持制｛出る ・自分の将来への具体的見通 』
しが持てる

育てノートと育ちアルバム

～社会的養護における1育ちJr育てJ~考える研究会より～

nu 
－
 



資料4

子どもの歴史（育ち）をつなげる
～育ちアルバム～

養育者（育て）をつなげる
～育てノート～

fヘ

ht
t

、ー、、ー、、，，
I
I
f

－－，，．

l

m
w
A
w

i
1
 

4
匂

AM凡
ば
り

H
E
H
H
・hH
’

Z』
当

F
n
J

子どもにお争ちアル／句｜

子以
育てを
つなげる

'If@; 

息吐ちの記最
初冗~ト

養育者から軒者
l~~IきI<’

::01 Jllil.!'. 
,, 
・1

1育てノートjと「育ちアルバムj

／ 

／ 
～育てノートの作成～

育て／－！‘ 

戸亦

E育者f~F記
L【I了‘－ ~ 
＼ ）  

）号配
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資料5

育てノートの特徴 育て／一卜作成理由（記録様式として）
客観的な内容＋主観的な内容

子どもについての情報・記録Ii子どもについてい（ものであり、
＋基本晴報 匡子どものためにあるもの。l …精－fi子どもの納庫川
ilt・ 

＋養育l：必要不可欠な構報（理解するために必要な情報）
これまでの児童相談所から送付2れてきた（？）子どもに聞す

－重要なエピソードやイベント る情報や他の施設などから送付されてきた情報Ii、子どもの

－嫡に関する事項｛情報） 問題性やその背景などの情報が中ILJo

蹴1：、 I~いIiい、っかまり立ち‘歩有などに関する世話

－干ども1:cつての大防人・物・場所・患い出
I I I 子どもに慣わった人々の践の軒 その子どもらしさ（強みなど）の成長の歩みについての多面的

・干どもが自由｜：活動してい様子 な情報、子どもや家族＆U関わってきた人々の考えや思いな

・子どもの自分らしさ（強み、緑、趣味、師跡的 どについての情報についても、十分に収集することが必要。

ー・・客置的な憾の紛らす‘関わっ1：人々のEいや属~I‘その手どもの虫 子どものつながりのある育ちを保障するために、養育者b｛子ど
持ちゃ主騒など主量的な内容などが盛り込まれた餓tな6
－子どもがどのような言ちの遣すじをたどってきたのb＇.明らかになるように lもの生い立ちに沿って記録してい（ための1育てノートjを作成

努め、作成する することにしたe

i"I 脅ti－－ト 当事者の意見

・（このような／ー卜の存在が）躍しい。

・自分の生い立ちに関して11特に大切に扱ってほし
い。養育者の主観でぶれが生じないよう、子ども・養
育者の言葉や表情はそのまま書いてほしい。

1 阻 ・生い立ちがわからない二とで苦しい思いをしていた。
そのことを改善してほしい。

t 静~~司 ・書ζch覇者自義務副：川祖的峨
；；；；~ ~~ .... ( ~ J~／ いでほしい。
W it'』＂ ’ 1

問 ・育て川
比喝 しい。

. i i；人 ・協力的ではない機関があってもパーマネンシーを保
障できるように工夫してほしい。

21 



資料6

に
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' ... 圃a; ，，・’，，， 
～育ちアルバムの作成～

f’戸、

“’事者ぬ声1
その他の意見

ー義務感で1~ られるのか

当事者錆！

・一枚だ！？渡3れていた小さい噴の写真が、
自分の写真ではないことがわかった

・成人式の写真がうれしかった

・生活の中の写真がー番うれしい

・施設でアルバム作りが好きな職員がいる
かどうか・．．

・大人になって見た〈なることもあるので、
施設に保管してもらえるといい

f施設でYJレバムを作ってもらいましたか？J

’施設でアルバムを作ってもらえなかった

’自分にはなかったが弟の施設にはあった

ー数枚の写真をもらった

「どんな写真を残してもらいたいですか？J

．子どもの噴の写真がないので見たかった

・ー般の家庭にはある、お風81；入ってい
る 写真

22 
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資料7

当事者G声； A~んのお~~から
．母親の写真がない

母親の顔を覚えていたがだんだん忘れていった。せめ
て写真1枚でもあれば・.0 

・施設に入所するまでの、 3議までの写真
がない （閉院のほうが良かった・・）

兄弟の関係がわからない（父親が違うかも）。

自分の話ができないことがつらかった。

－職員など、大人もー緒に写っていてほし

視野にあるものをそのまま写真にしておきたい。

－写真を大事にしないことは、子どもを大

~l児期It子どもの記憶にない時期

ボジ子ィブな情報伎がし、残してあIfょう

・与えられる情報（または情報がないこと）が、

その後の子ども自身の誕生の価値観に大き
く影響する

x f生まれてこなければ良かった...J 

or産んでくれてありがとうH ・j

たとえネガ子ィブな情報（闘など）が多くても、

少しでも青Eできる事実討がし、また育Eでき
得る記録をすることが大切

23 

掲載項目と留意事項

共通項目

。養育者ー覧

，養育者の氏名や写真など

。発育・健康・環境

，健康に関する記録や、居住していた場所、地
域のようすなど

。7ェイスシート（子どもの年表）

ー家族のことや、保育園や学校の名称、担任の
先生の名前など

言ワIi Lーの j ； ~）J王引き ; 

乱児期

。出生時の状況、名づ！？、メッセージなど

eぅイ7イベント（誕生日、お食い初めやおE参
りなどの写真や養育者からのメッセージなど）

。生活（側、 t~っこ、添い寝、泣き顔、笑顔や
一緒に生活している人の写真、コメントなど）

ゆ発達上重要なエピソード（寝返り、独歩など）

6好きな遊び、おもちゃなど
e家族（面会時の写真、コメントなど）

e関わった大人の写真やメッセージなど
eその時代の出来事

喜志711.. 11 (11{1:昨，；，王ii王 t.I 



資料8

幼児期I~思い出となる最初の時期、
そして成長著しい時期

よい思い出をた（~んf~ってあげよう

・子どもにとって自分の育ちを記憶の中で振り

返ることができる時期なので、よい思い出や
傷となって心の中に残っていく

xr悪い子だったJrいやだったj

or成長したjf楽しいことがあったJ

自分の成長を実感できる事実を示してあげるこ

とや、養育者とともにうれしい、楽しい思い出を
つ（ることが大切

学童期は行動範囲が広がる時期、

そして新しいことにチャレンジする時期

がんばったことを安め、残してあげよう

．生活の場から離れたところでの時間が増え、

新しい友達との関係や学校の活動での楽し
みや悩みが生じる

xrどうしたらいいかわからないJr失敗ばかりl

ory1をなことを見つけたJrがんばっトl

友達関係などの社会性や、がんばって取り組
んだことなど、将来に向けて自分の自身となる
事実を養育者が示し、認め、残すことが必要

21 

幼児期

。うイ7イベント（誕生日、入国式など）

e生活（はじめてできたことや一緒に生活してい
る入、仲良しな人の写真、コメントなど）

。発達上重要なエピソード（歯が生えるなど）

ゆ好きな遊び、大切な入、もの、場所など

e保育園の行事の様子など
。家族や関わった大人（写真、コメントなど）

e楽しかったこと、頑張ったことなど（子ども自身
や養育者のコメントなど）

eその時代の出来事
r ~：『 l ~ J J)lf，；；：.［手！き ょ11

学割

。うイフイベント（入学式、卒業式など）

e生活（施設での生活、自分の部屋など）
ゆ発達上重要なエピソード（表情、興味など）

。家族・地域（面会や婦省など）

。学校生活（担任、行事、クうブ、表彰、友達、
はじめて体験したことなど）

6その他の活動（習い事など）
9自由なページ（子どもが自由に作成j

e関わった大人の写真・メッセージなど
。その時代の出来事（テレビ、アイドルなど）

青；；－・ ._JJ'if切手引きJI,

／一



資料9

思春期Ii自分の生い立ちに悩み、
将来への不安が大きくなる時期

前向きな物語引判、未来につなげよう

’友達や異性との関わりゃ、親や家族、自分の
ことを考え、悩み、苦しむ

1r自分Ii何なのだろうJrどうなるのだろうj

,---.. I -1 r ~！りじゃない Jf がJul~っ fいけるj

／，、、

子どものプうイバシーや主体性を尊重しつつ、

悩み、苦しむ子どもに寄り添い、また良さ大人

モデルとして、子どもが前向きな物語を描ける
よう手伝うことが必要

養育者に求められること

－子どもと養育者の信頼関係

」大人モデル・親モデル

」養育者の質の向上・感性（センス）の献

L養育者としての覚倍

－安心・安全な生活の保障

」「今の生活があるから振り返られるj

．子どもの権利擁護・子どもの養育

」未来を賊えて

25 

思春期

。うイ7イベント（入学式、卒業式など）

e生活（趣味、友達、好きなことなど）
e発達上重要なエピソード（対人関係など）
6家族・地域（自分の気持ちなど）
。学校生活（担任、行事、クうブ、表彰、友達、
はじめて体験したことなど）

eその他の活動、就労（職場、習い事など）
e自由なページ（子どもが自由に作成）

。関わった人の写真・メッセージなど

。その時代の出来事（テレビ、アイドルなど）

F官5アI: _1:\ff'Ei:.~手！ ！？ ；



( 1 ) 日本ファミリーホーム協議会規約改正について

( 2）事務局体制の充実について

( 3）その他

進行 日本ファミリーホーム

協議会
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資料

平成 25年 8月24日

日本ファミリ ーホーム協議会臨時総会式次第

1 開催趣旨

日本ファミリーホーム協議会も事業者会員の会員数昨年度約 70会員が

今年度は保険制度の充実もあり 17 8会員と 2.5倍にも増加し、さらに

充実した協議会づくりが緊急の課題となり、まずは協議会会則の見直し、

事務局体制の充実等図っていく必要制が生じる事となった為臨時総会を開

催する事となった。

2 開催挨拶

日本ファミリーホーム協議会会長 卜蔵康行

3 議題内容

( 1 ) 日本ファミリーホーム協議会規約改正について

( 2 ) 事務局体制の充実について

( 3 ) その他

4 資料

( 1 ）日本ファミリーホーム協議会規約改正新旧対照表

I 27 I 
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『思春期の問題行動の

原点を探る」

講師 慶）意義塾大学医学部小児科医講師

，..－＇『ー、、

渡 辺久子氏
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資料

思春期の問題行動の原点をさぐる

慶応義塾大学小児科学教室 渡辺久子

子どもは太人の父 ワズワースの「虹Jの詩に「子どもは大人の父なり」という一節がある。虹に感

動した心は老いるまで新鮮だ。ルソーは「まず腕白小僧を育てなければ、かしこい人間を育てあげ

ることはできない」と言う。夢中で遊び自分で考え行動しふりかえる子は、人生の困難を主体的に

乗り越えていく 。感動と意欲は脳の発達と適応能力を生み出す。心の発達のつまずきは、乳幼児期

と思春期の前半に起き易い。

思春期は大人の赤ちゃん 脳が急に発達する思春期、子どもは乳幼児期を無意識にやりなおそうと

する。子の年齢から 10の数を引き算しよう。 12歳は 12-10= 2歳。つまり「大人の 2歳、大人の

赤ちゃんJ。思春期は感性が敏感で、悪循環もおきるが改善もしやすい。乳幼児期の失敗は思春期

にやりなおせる。

ライフサイクルにわたるこころの発達：エリクソンはライフサイクルの自我発達を以下にまとめ

た。

①新生児・早期乳児期（0-1歳） ．基本的信頼を獲得する。「自分に生まれてよかった」と自己を肯定

する。

②乳幼児期（約 1-3歳）：歩行、排尿などの自律性の獲得が大切な課題。厳しすぎる接けに心を閉ざす。

③幼児期（約 3-6歳） ：主体性を獲得。集団の中に居場所を作り、周りと仲良くやっていこうとする。

④学童期（約十10歳）勤勉さを獲得。遊びゃ勉学を通じ社会の基本ルールを吸収し社会的スキルを獲

得。

⑤思春期 （10-20歳） ・自己同一性の確立が課題。今まで親や周囲により作られてきた自分をふりかえ

り、「これこそまぎれもない自分」に出会おうとする。高次機能、抽象思考、状況判断力が発達し、

親からの段階的な自立がはじまる。その一方、乳幼児期からの未解決な葛藤もあらわになりやすい。

思春期の発達段階： 二次性徴の発現に対応し、思春期は以下の段階にわけられる。

①前思春期 （小学校高学年）・急に背が伸び親離れを目前に、母親にいばりながら甘える。

②思春期初期 （中学生）： 初潮、声変わりや夢精が出現し、向性仲間と親密になり、母親離れが始ま

る。

同性愛段階と呼ばれ、スタ一等に憧れ、将来の自分を夢みる。

③思春期中期（高校生）： 二次性徴が完成。うぬぼれたり自己嫌悪に陥ったりして揺れる・

④思春期後期 （高卒後）・ 自己の価値観、職業、伴侶を模索し自己同一性を確立する。

現代の家族機能： 健やかな家族機能があると、家庭が心の港となり、外の世界に乗りだしていける。

①父母連合： 父母が一枚岩になり、子どもをボクシングのサンドJtッグのように受けとめよう。

②世代壊界 ： 親子のけじめ。子が両親の関係や経済を気にせず自己の成長に専念できるよう配
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③性差境界： 父息子、母娘の同性は親密に、異性は距離を。親の瞳の奥に暖かい伴侶との関係

を感

じると、「よし私もいい大人になってみせるJと成長への意欲を燃やしていく。

まとめ

「人」の文字が象徴するように、長い歴史を支え合いの中で生きのびてきた人間の脳は、生まれなが

らに社会的交流を求める特性をもっ。脳は安心し心地よい時、最もよく発達する。思春期には、そ

の子が赤ちゃんの日々から現在に至るまでに作り上げてきた、心のスタンスが明らかになる。安心

し周囲に聞きながら生きてきた開放系 （オープンシステム）の心か？それとも緊張し警戒し過剰に

防衛しながら生きてきた閉鎖系（クローズドシステム）の心か？問題行動はしばしばその子の閉ざ

された心の叫びである。思春期の非行、不登校、摂食障害などは、その子がどのように自分の葛藤

を乗り越えようとしているかを理解しながらとらえたい。思春期は、不安や葛藤とむきあう時、親

子は複雑だが深い出会いを遂げていく 。それは血のつながり地のつながりを問わない。
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小規模住居型児童養育事業の制度と運営
／一、

～家庭養護の発展にふさわしい制度のあり方をめざして～

報告者 木村徹氏（ファミリ ーホームわが家）

宮本昇氏（ファミリーホームひまわり）

司会者 伊藤龍仁氏（ファミリーホーム大マギカノレ）

／戸』、

時間： 12: 30から 15: 00 

場所： 3階桜の間 7 0畳座敷

参加： 29名

可－円。
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資料 報告者レジュメ 木村徹氏（ファミリーホームわが家）

小規模住居型児童養育事業の制度と運営のテーマ

～家庭養護の発展にふさわしい制度のあり方をめざして～

私達は“モノの豊かさ”を追求し、便利さを手に入れましたが、その引き替えに失ったも

のも大きく、社会のひずみの影響を受けた子供達は居場所を無くしたり、心の痛む虐待事

件が止まりません。

今、希薄になった人間関係を見直し、様々な“紳”の結び直しをする為、 FHの事業者と

運営団体である行政とが互いに「やる気Jを持って FH目標や方針を共有して協力し合い

「本気Jで実現していくことが最も望まれています。

＜行政の現状と課題＞

1. 児童を健やかに育成するのに適切な FHの増加を考え、立ち上げ易い

届出制にしたが、実情は様々な問題が多いと聞いています。

2.児相の専権事項で、ある措置については歴史的に施設養護中1C,、で

家庭養護を最イ憂先にしていない現状で、す。

3. FHに関する規制や書類は施設用を代用するのではなく、FH専用の様式やスタイノレを

作成すべきではないか

4.運営団体である各都道府県は国の方針を確実に実現する為に具体的な全国 1000ヶ所

のFHを作るための工程表を示して欲しい。

<FHの現状と事業者＞

1. 基本的に里親養育と全く同じで、プラスとして多人数養育のメリ ットがある。

2. 補助員を置くことができるのは最大の長所で、養育機能強化と、あってはならない虐

待防止の為にも大変有効である。

3. 事業者になる為には、それぞれに条件付きの里親経験か施設従事経験が必要だが、両者

間の経験評価に差別があってはならない。

4. FHを立ち上げることは、社会のひずみによる虐待を受けている居場所のない子供達を家

族の一員として迎え入れることから始まり、少しだけ今より幸せな“家庭”を手に入れ

る準備を身に付けさせることだと思っています。そのために事業者である我々に必要な

のは運営規定や関係書類作成を上手にこなし、帳簿を付け数字に強し、経営者になる事な

のでしょうか？私は多少数字に弱くて事務処理が苦手でも子ども達の人生の一部分に真

剣に関わる事ができ、その子が幸せを獲得するのに、多少なりとも役に立てたと実感が

持てるような家庭養育の実践者になりたいと思っています。
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資料報告者レジュメ 宮本昇 氏

まずは、自分が里親をやるきっかけを少し話させていただきます。

自分の勤務していたところが厚生労働省であり 、里親の担当にもなり、なおかつ施設の経験をしたこ

とが大きく影響しており、いつか里親が出来る環境が整えばと考えていたところ、群馬県高崎にある国

立のぞみの園に転勤になり、子供の学校の関係等を考慮し高崎に住むことを決めたこと、なおかつ子供

が中学生以上なり 、環境的にも里親ができる状況になったと思い、家族会議を行い 「お父さんとして里

親をやりたいと思っているどうか協力 してもらえないかJと話したところ、子供たちからお父さんがや

りたいならいいよ、との返事がもらえ平成 15年に里親登録をし、里親になることが出来ました。

早速、翌年に小学校2年生の男の子を引き受けることになりました。そして里親家庭としてスタート

をしましたが、 何事も初めての経験であり 、特に女房には大変苦労をかけたなあと感謝しております。

里親を初めて勉強していく中で、群馬県は県単事業としてファミリーホーム事業を行っていることを

知り、条件が整えば我が家でもファミリーホーム事業を行いたいと考え、ファミリーホーム事業を 20 

年 3月に開始したところ、翌年の4月よ り厚生労働省が国の事業としてファ ミリーホーム事業を開始す

る事となったのをきっかけに、我が家は平成21年 7月29日群馬県の第 1号としてファミリーホーム

をすることが出来ました。現在は4人の子供を見ております。

自己紹介はこれくらいとして、まずは、自分として、 心がけていることは、 一家庭だけでは子供は育

てられないとの思いがありましたので、自分の子供が小学生の時から子供育成会の役員を引き受け現在

まで ］5年、市の補導員等 7年、地域町内会実施している町民運動会の役員などを引き受けております。

また我が家でファミリーホームを行っていることを話をして、地域の方々に理解をいただくよう心がけ

ています。

その結果地域の皆さんが、I大変でしょうJといって、野菜など差し入れしてくれ、好意的に応援し

てくれてます。大変有り難いことだと思っております。

さて、～今回は家庭養護の発展にふさわしい制度のあり方を目指して～と題して勉強しようというこ

とですので、私なりの思いを述べさせていただきます。

昨年厚生労働省が里親（ファミリーホーム含む） 3割、グループホーム 3割、施設 3割を 10数年か

けて実現すると打ちだしましたが、中々容易に進むとは考えにくいと思っております。

まず第 1点目として、行政側の対応の仕方、考え方がし、まだに模索中のように感じられます（児童相

談所を含めて）。

2点目として、養護施設及び乳児院事態 3害11方式を理解しているか。

3点目として里親さんの絶対的数の少なさ及び資質の問題

4点目として親権の問題等々

自分として、今対応していることは、行政側担当に、養護施設及び乳児院のあり方、等を施設側の立

場から自ら検討することが大事ではないか、と話をしているところであります。

そして移行期間中は、暫定定員をやめ定員扱いにし、以降がしやすい方法を考えるべきではないか。

養護施設 ・乳児院の位置づけ、内容の変更を考える行政側始動による検討委員会の設置などが必要で

はなし、かと思っているところ、 ファミ リーホーム協議会も会員数が昨年から比較して 2. 5倍にも増

加し、ほぽ全国のファミリーホーム事業者が会員となり、ファミリーホーム協議会事態の更なる充実が

必要であり、ファミリーホーム事業の根幹である夫婦で行うことが基本となっていることは、法人方フ

ァミリ ーホームが増加しても、子供は家庭で見るを基本に働きかけをしていけば、理解が得られると考

えている。
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.r『、 生活・愛着・集団をつくるファミリーホームの

援助実践

～健康、食育、余暇、学習、自立支援など日々積み重ねる養育実践とは～

報告者鈴木ニ光代氏（すずきさん家）

鈴木都志江氏（鈴木ファミリーホーム）

司会者藤林誠氏 （シヤロームの家）
f～ー

時間： 12: 30から 15: 00 

場所： 3階梅の間 7 0畳座敷

参加： 31名
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資料報告者レジュメ 鈴木ニ光代氏（すずきさん家）

生活・愛着・集団をつくるファミリーホームの援助実践 健康・食育・余暇

学習・自立支援など日々の生活を積み重ねる養育実践とは。

ファミリーホームは家庭の中で行われる養育である。

平成5年里親登録

平成 14年専門里親認定

平成22年4月ファミリーホームすずきさん家開設

新生児から 18歳もしくは 20歳まで子どもが暮らすことのできる家庭です。

現在は6歳、 8歳、 9歳、 10歳、 11歳の男の子が暮らしています、実子は 17歳男、

1 4歳女と本当に賑やかな家庭です、子どもの中には知的障害の子発達障害の子虚弱児と

年齢、よりもかなり遅れがある子どももいます。

今日は 1人の子どもの成長を養育者の私から見た様子をお伝えします。

・A君との出会い

・迎えるまでも葛藤

－幼稚園受け入れ拒否

．療育園への入園

・地域の保育園へ転園

．小学校

・現在

－今後の課題

・実親さんへの支援

－家庭だから出来ること

子どもを育てる時にいったい何が必要か、 1人で抱え込まない地域や親同士の関係が子ど

もの育ちには必要かと思う。

そして何より子どもは家庭の中で、地域の人に身守られて暮らして行ける安心感が子ども

には最高の栄養ではなし1かと思います。
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資料報告者レジュメ 鈴木都志江氏 （鈴木ファミリーホーム）

鈴木フ ァミリーホーム

現在の人数 男子 4人女子 2人

高校 2年男子

高校 1年男子

中学 2年女子

小学 6年 男子

小学 5年 女子

小学 1年 男子

健康・食育・余暇

兄弟 H13年 11月同居

姉弟 HIS年 12月同居

姉弟 H19年 6月同居

少しばかりの畑があり東屋を作つであるのでバーベキューをしたりお湯を沸かしてラーメンを

作って食べたりと子ども達と畑仕事をしています。奉には、 山菜とりに行き皆で味噌をつけたり

投油漬けにしたりと楽しんでいます。味噌、梅干し、らつきょう1責けと子ども達と楽しんでいます。小学生

は、 地域で、行っている自然観察会や米作りの会に参加しています。小学生の男の子

遣は、 野球とサッカーそれぞれが好きなスポーツクラ 7•＇に入っています。

自立支援

学習面は、週 2日家庭教師に来てもらっています。宿題と送り迎えをしなくてはならないし、

今年・から家に来て見て頂いています。小学 5年生の子がボーダーでいるだけで勉強はしないが

学力のある子達です。高校 1年生の子は、 278名中 10位。ゃったと患ったら次からは 30位、

進学校なので勉強しないと直ぐに成績が下がってしまう風です。

4年生大学を目指しているので家にいる間だけでも学力をつけてあげるようにと思っています。

高校 2年生は、工業高校に行っているので、本人は就職を考えているようです。自分が就職をして働いて弟を

大学に行かせたいと思っているようです。

それなりに自分が何になりたし、か考えているようです。

高校男子は、真面目でとっても良い子です。地域の人達にもとっても可愛がられているようです。

それなりに反抗はありましたが、中学 2年の女の子ほど困った事はありません。今、中 2の子が反抗的で何

か言えば「くそばばJ廊下は足音をドスンドスンしながら歩く家ではものすごいのに、学校では、とっても

いい子、困っている子がいると気を使ってくれたりと先生の評価は物凄くいいのです。近所の人が正常に育

っていると励ましてくれたりと、とっても力になってくれています。子育ては、学校、地域の人達の助けが

あってこの子達を育てていけるのだと思っています。

何度児相に電話して「今日こそは迎えに来てJと思った率、そのたびに「今に良い子になるよ。きっと良い

子になるよJと自分を励ましてきました。この言葉、自分のテーブ／レの前に書いて貼ってあります今は夏休

み毎日私の怒鳴り声が家中に響き渡っています。よく近所が虐待と訴えないのかと思っています。
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／一、
被虐待・発達障がい・非行など課題を抱える

子どもへの援助

～特別な配慮を必要とする子ども遠を受け入れるために～

報告者本江裕子氏（本江ホーム）

斎藤新二氏（横浜市ファミリーホーム協議会）

司会者 伊藤貴啓氏（名古屋芸術大学准教授）
／『、

時間： 12: 30から 15: 00 

場所： 2階鳳風A

参加： 28名
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資料報告者レジュメ 本江裕子氏（本江ホーム）

被虐児、発達障がい、非行など課題を抱える子どもへの援助

～特別な配慮、を必要とする子ども達を受け入れるために～

①子どもの心に出会うとき

（無関心から強し 1依存）

人への愛着を発展させる大切さ、子どもの、話を聴こう

②発達のぶれ

それまで対人関係が発達していなかった為に学びそこねてきた事

また、虐待経験から大人への信頼関係が築きにくい

＝今（嘘、盗癖、暴言、暴力等）

③医療との連携

子ども本人が自分を知り、自己肯定感を育てる。

解離の理解。

④ホーム内の子ども同士のバランスについて

~］ 

本江裕子



資料 報告者レジュメ 献新て （横浜市フ ァミリーホーム協議会・粛藤ホーム）

被虐待 ・発達障がい ・非行などの子どもとの生活からの報告

① ホームの開所は乳児院から 28条ケースの幼児 2名から始まった。

集団養護から家庭的養護へ変える

虚弱児施設での学び観察する目

②横浜市のファミリークーループホーム制度の中で養育里親になる。

法人からの支援

毎日がトラブノレ続き

6名中4名が乳児院から措置変更の子どもたち。

③ 現在の 6名の子たちは、ダウン症の中 2の子や自閉症の子ーたちとの生活は。

通院の多さに驚く

障がし、特性への理解

養育から療育へ

学校との連携

対応の難しい保護者

④ 児童相談所との連携について

見立てについて

福祉司の質の変化

措置変更について

⑤ ホームスタッフの碓保について

質の高いスタ ッフが必要

⑥今後の課題

人員について

研修

支援体制について

関係機関との連携の必要性
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ファミリーホームにおける補助者の現状と課題
／へ

～養育者を補助し、密室化を防ぐ役割を果たすために～

報告者 津田湖澄茂氏（わたしん家補助員）

友利春菜氏（仲松ホーム補助員）

司会者赤塚陸子氏（赤塚ホーム）

時間： 12: 30から 15: 00 

場所： 2階 鳳風B

参加： 25名

向。
4
t
 



r• 

〆ー，、、‘、

資料司会者より 赤塚陸子氏（赤塚ホーム）

第4分科会資料 ファミリーホームにおける補助員の現状と課題

厚生労働省の「小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム〉の運営について」という文書の、

「第7職員」に、下記のように書かれています。

( ] ）ファ ミリーホームには、 2人の養育者及び1人以上の補助者（養育者が行う養育について養育者

を補助する者をいう。以下同じ。）を置かなければならない。なお、この2人の養育者はーの家族

を構成しているもの（夫婦であるもの）とする。

(2) (1）の定めにかかわらず、委託児童の養育にふさわしい家庭的環境が確保される場合には、当

該ファミリーホームに置くべき者を、1人の養育者及び2人以上の補助者とすることができる。

この文書に書かれているように、ファミリーホームは補助者なしでは運営できない制度になっていま

す。任意にお願いする「お手伝いさん」的な立場ではなく、ファミリーホームの三本柱のひとつとして、

補問者は重要な役割を担っています。しかしながら、これまで補問者の立場はさまざまでレた。第4分

科会では、補助者の方がEいに情報交換をしながら補助者の役割は伺か、働く環境はどうか、などにつ

いてグループトークをして頂く予定です。

また、費育者の方は、養育者グループを作って話し合いをレ、ファミリーホームが3人以上の大人た

ちによる養育であり、その連携の工夫などについて、話し合って頂く予定です。

もちろん、これ以上の議題が第4分科会の会場から出て、必要であればそれを話し合っていきたいと

考えています。

パネラー2名の方のレジュメ

わ疋しん家補随員津田湖澄茂

1 .補闘員の位置役割

『わたしん家』は現在6歳から 16歳までの女の子3人、男の子3人、の6人の子どち達と釣り好きで調理師のお

父さんと お母さんたくさんの動物疋ちと の8人家族ですぐ近くに住む息子さんをきめ私以外に 4人の補助員と

時期によりますが 2名ほどの福祉大の学生がアルバイトで家庭教師とレて入っています。

※ 子どもの年齢の幅があることや男女の差もあり 全ての子どもの個々の対応をするのは お父

さんとお母さんだけでは難しい。

※ 小学生の男児が家族へのメッセージを擾業で作り持ち帰ってきた物がリピンク桃の壁に貼ってあ

る。 そこには 『家族などの絵です』とかかれた拡大家族の給です。

※ 拡大家族の役割以外に、難しい背景を抱えた子供たちの成長の揚としての『家庭事故のリスク』

を減らすという 大きな役割があると思います。

家庭の中での子ども達の目ざましい成長を目にしてきだだけに、ファミリーホームという制度が決して

虐待の再現の揚となることなく、子ども達にとってのメリットを霞大限生かし、定着していくことを望

んでいます。

2.課題について

仲松ホーム補朗者友利害菓

1 仲松ホームの養育体制と課題 2 安／~＼レて養育できる条件（養育者の権利〉

3 養育が閉鎖的にならないために 4 補助者の役割・課題

5 緊急時の課題・・ ・失敗事例から学んだこと 6 補朗者としてのこれから



資料報告者レジュメ 津田湖澄茂氏（わた しん家補助員）

ファミリーホームにおける補助員の現状と課題

｛はじめに｝

『 わたしん家 』という名のファミリーホームにかかわるようになったのは 4年

ほど前で 正確にはまだ 里親として 5人の子どもとの生活をしていた頃です。 ボラと

して最初は関わって ファ ミリーホームになってから補助員として週に 4～5日6人の子

ども達の勉強を見たり 遊び相手をしたり 一緒にオフロに入ったり 家族旅行に同行

したりといった生活を送ってきました。

【補助 員の位置役割］

『わたしん家』は現在 6歳から 16歳までの女の子 3人、男の子 3人、の 6人の子ども

達と釣り好きで調理師のお父さんと お母さん たくさんの動物たちと の 8人家族です

ぐ近くに住む息子さんを含め 私以外に 4人の補助員と時期によりますが 2名ほどの福

祉大の学生がアルバイトで家庭教師として入っています。

※子どもの年齢の幅があることや 男女の差もあり 全ての子どもの個々の対応をす

るのは お父さんとお母さんだけでは難しい。

例 女子高生はカラオケに行きたい 小学生の男の子達はゲームがやりたい ちび

つ子女子は公園で遊びたい 小学高学年の女の子はママとケーキが作りたい

等

例 スキーに行ったとき、スノボでリフトで頂上に行きたい子、ゲレンデで雪だるま

を作りたい子、そり遊びをしたい子 パパと温泉に入っていたい子 等

例 夏休みの宿題 （工作 自由研究読書感想文など）学習に課題を抱えた子ども

も多く、個別の対等が必要。

こんな時に それぞれが 自分の思いを大切にされているという実感をもっ

て安心や自己肯定感を持ってもらうために 補助員の存在は大きいと感じる。

※ 小学生の男児が家族へのメッセージを授業で作り持ち帰ってきた物が

リビングの壁に貼ってある。 そこには『家族などの絵です』とかかれた

お父さんお母さん 6人の子どもたち そして 僕や他の補助員も特徴

をとらえて描かれています。そしてママさん達への感謝の言葉の後に「コッサン。た

ばこは身体に悪し 1からやめようヨ j と僕へのメッセージが続いています。 彼のな

かで家族は自分達子どもとお母さん、お父さんの 8人で、 あとの僕たち補助員は「な

どJとしづ表現で拡大家族に入れてくれているのだと思いました。彼らが大きくな

り社会に巣立つたとき「ぼくん家には、こんなおもしろいお兄さんがし、てネJなど

と友人に話してくれたらすばらしいと思います。
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資料報告者レジュメ 友利春菜氏（仲松ホーム補助員）

1 （中松ホームの養育体制と課題

2 安l白して養育できる条件〈養育者の権利〉

／｛＼ 

3 養育が閉鎖的にならないために

4 補助者の役割・課題

ノー、、‘

5 緊急時の課題・・・失敗事例から学んだこと

6 補助者とレてのこれから
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施設 ・里親・ファミリーホームの特徴を活かした

社会的養護とは

～家庭養護と施設養護の垣根をこえて～

報告者 石川琢次氏（児童養護施設知多学園松箱荘施設長）

岩田裕美氏 （赤ちゃんの家さくらんぼ）

徳田絵美（わたしん家）

司会者 喜多伸晴氏（名古屋市親和会）

〆F、＼
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日寺問： 12: 30カ瓦ら 15: 00 

場所： 2階鳳風CD 

参加： 46名
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資料報告者レジュメ 石川琢次氏

（児童養護施設 、知多学園松籍荘施設長）

「施設・里親・ファミリーホーム聞の連携と協働J

0株主？

〆F『、

0形態論はちょっとおいといて

，ーー、、

0社会資源としての役割を果たしてからの・．．

0社会的養護を語る前に・．．
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資料 報告者レジュメ 岩 田 裕美氏（赤ちゃんの家さくらんぼ）

第5分科会

施設 ・里親 ・ファミリーホームの特徴を活かした社会的養護とは

～家庭養護と施設養護の垣根をこえて～

赤ちゃんの家さくらんぽ

里親支援専門相談員岩田裕美

子どもたちは、さまざまな理由で、それまで一緒に過ごしてきた大好きなお父さんや

お母さん、家族と地域から離れ乳児院に入所してきます。不安や緊張で張りつめています。

時として肩の荷をおろしたかのように少しホッとされているような表情の保護者に出会います。

に至るまでにはいろんな思いをされて来たことと思います。

さくらんぼで出会った子どもや保護者の方が“笑顔でここに来てよかった”“もう一度やってみよう”

と子育てを、人生をつくり直し踏み出してもらえるように、乳児院全体で、包み込み育て、支えたいと

願っています。

私たちの日々の取り組みをお伝えし、命を守り育てること、 子どもたちに良質な生活環境を保障して

し、くために向き合う方策を考えたいと思います。

女大事なわたし、大好きな人の存在に気がついて・・・

・子どもたちは毎日、元気で健やかに成長、発達できるよう各専門分野の職員が必要な知識と知恵を出

し合い、育ちを応援しています。

・職員との外出 ・外泊体験を計画し、取り組む。

会離れた生活があたりまえにならないように・・

・子どもの成長、発達の様子を細やかに伝えています。（さ くらんぼだよ り。夏祭り、誕生会、クリス

マス会へのお誘い）

・今までの成育歴や、抱えてきた思いなどを丁寧に聞き取り、チどもとの関係を深める。

（面会・外出 ・外泊）

・親としての役割を他人にゆだねる。＝今養子縁組

会この先もあなたの育ちを見続けたいから・．．

・措置変更先との交流を丁寧に行う。（慣らし保育、アルバム、さく らんぼだより

官公お家で暮らすということは・・・H25.5.17 小規模Gケアハウス 「ももの家J完成。

・その年齢で体験しているような社会体験を積み上げる（調理、買い物、洗濯、掃除）

．この先社会で生活するために知識と知恵をつける

くまとめ＞

『子どもにとってどうなのか？』の視点を持ちながら、里親、施設のどこで過ごしても、育ちを分断し

ないで繋がっていくことを大切に取り組んでいきたいです。

円
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資料報告者レジュメ 徳田絵美（わたしん家）

『これからの日本の社会的養護の流れの中で、施設・里親・ FH

互いの良さを生かした連携』

施設のメリット → 心理士・家庭支援専門相談員 などの専門職員の存在

物理的な優位性（建物・敷地の広さ）

職員の多さ・研修の機会の多さ・等

＊里親のメリット → 個々に合わせた柔軟な対応・家庭である・定員に空き

があることが多い・地域の一部としての一般家庭 ・24

時間養育の経験（特定の大人による永続した養育）・等

* FHのメリット→ 研修の機会の多さ（施設職員用・里親用 双方の研修を受けられ

る）・個々に合わせた柔軟な対応・（外部からの）補助員の存在・家

庭である・地域の一部としての一般家庭・ 24時間養育（特定の大

人による永続した養育）・等

施設側が家庭養護との連携で得られる物

安 里親ボランテイア制度の利用 （週末里親季節里親）

施設の子ども達（特に家庭復帰・帰省等が難しい子）の家庭体験

特定の『ボラ里さん』との永続的な関わり

* 小規模化の流れの中で 経験年数の少ない職員（特に自身の子育て経験の無い若手

職員）の家庭養護の体験 職員研修

女施設職員経験から将来 FHの養育者を目指す場合の繋がりや情報

＊ 家庭養護（里親支援・ FH支援）への支援を行うことの加算

等

里親 ・FHが施設との連携で得られる物

* ボラで、関わることにで、より多くの子どもの事例に接する事が出来る

（経験値を上げられる）

安施設職員との日頃からの繋がりを持つことで 助けに入ってもらうことが出来る

（状況による）

＊ 施設内研修等に招いても らえる（状況による）

女 施設の設備（会議室・スペースに余裕があれば予備の非常食の備蓄等）・専門職員の

利用（委託児と養育者の心理士による心理）面のケアなど）

* 経験の豊富な職員によるアドバイス

等

同じ目的を持ち共に働く者として、互いに手を携えていくことにより 子ども達にとって

より良い仕組みを作り上げていけますように。
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地域・行政（児相等）・教育・医療機関と

ファミリーホーム

～地域に根ざし、他機関と連携するために～

報告者 二飯田秀一氏（ファ ミリーホーム旬）

渡辺雅子氏（知多児童・障害者相談センターFH担当）

司会者 渡漫忍氏（日本福祉大学教授）

日寺間： 12: 30から 15: 00 
つくすみ

場所： 2階会議室鵜

参加： 18名
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資料 報告者レジュメ 二飯田秀一氏 （ファミリーホーム旬）

。自己紹介

二飯田秀一 昭和 35年 10月 18日 石川県金沢市生まれ

平成 10年頃 里親登録

平成 16年頃 石川県里親会会長

平成 18年 専門里親登録

平成24年 ファミリーホーム旬開設

家族 妻 1人（養育者）、母（補助者）

。里親になった理由

．子供が好き

子供、実子4人 （4人と も県外に）、 18歳男子、中学生男子 1人、小学生男子

2人、小学生女子 1人

・親と共に暮らすことの出来ない子供の存在を知って、私でも出来ることがあるので

はなし、かとの思し、から里親になることを志した。

。里親としての歩み

・昭和 60年、知り合いの子が、児童養護施設に入所していることから、面会を重ね、

その子の 3日里親に

－昭和 62年、知人を介して、児相を通さず、親から直接、子供を預かることに

・葛藤、反省、悪戦苦闘の養育の中、長い年限をかける事によって、我が子と隔てなく思える事を

知lる

・お預かりした子はすべて、我が子と思い育てる事をモットーに現在に至る。

／戸＼

。社会資源の活用 （ 

足を運び、丁寧に話をして里親を理解して頂き、積極的な相談、共に育てる協力を願う事によっ

て、困難な道もひらけると思っております。

。児童相談所

・もっとも関係の深いパートナ一、しっかりした信頼関係が、よりよい養育につながると思います0

・児童相談所もファミリーホームも仕事ではありますが、子供を養育する事は仕事を超えた心と心

の人間関係。
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資料報告者レジュメ 渡辺雅子氏

（知多児童・障害者相談センターFH担当）

「地域・行政（児相等）・教育 ・医療機関とファミリーホーム

～地域に根ざし、他機関と連携するために～J

1 自己紹介

／ヘ

2 ファミリーホームで生活する子どもたちを見て感じたこと

3 ファミリーホームと他機関との連携について

・子どもや家族の情報を共有し、共通理解を持つ。

・子どもの将来に向けて、つながりのある支援を行う。

,,.-..._ 
4 ファミリーホームと児童相談所の連携について

・気軽に情報交換を行う。

－児童相談所としての援助指針を明確にし、援助内容について協議する。

5 その他
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第 8回ファミリーホーム全国研究大会実行委員名簿

実行委員長鈴木ニ光代すずきさん家

役 員藤林誠 シャーロームの家

徳田 絵美 わたしん家

木村徹 ファミリーホームわが家
／一＼

伊藤龍仁 ファミリーホーム大マギカル

ノJ、オ太升て 匡F又~ 一一一 Happy ho us e 

喜多伸晴 養育里親

百合草澄子養育里親

伊藤貴啓 名古屋芸術大学准教授

清水真一 なごやかサポートみらい

~ 蛇沢 光 なごやかサポートみらい

事 務 局倉橋幸彦 くらちゃんハウス

ら
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協 賛

協 力

個人及び団体寄付・ ご協力語法名

あいちけんじどうふく し しせっちょうかい

愛知県児童福祉施設長会

。。様
かずのり

和員IJ

ひでと

英人

中本

相羽 様

様秀雄
わたなべ

渡辺

木村 正嗣 様
r，、、

蒲郡市観光協会

名告皇室裕実挙文簡葵逗牟〈蔀争舎も莞這執4｛評議筆啓長5子二え
ちゅうぶがくいんだいがくたんきだいがくぶしゃかいてきてきょうけんきゅうかい

中部学院大学短期大学部社会的養護研究 会

めいてつかんこうさーびすかぶしきがいしやはんだしてん

名鉄観光サービス （槻半 田支店
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第2泊料主主

第 1；分科会
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室内託児

／ー＼

受 付 ： 二階ロビー

事務局：二階ロビー

書籍販売： 二階ロビー
r--._ 

託児受付： 二階ロビー

全大会：二階コンへやンション

鳳風の問 CD

朝食： 三階レストラン竜宮

昼食：三階大広間源氏の間

懇親会： 二階コンヘ。ンション

鳳風の問 AB



あいち大会ヘ

ょうこそ愛知県ヘ

このあいち大会を進めるにあたり、大会スタッフの一致団結と大

会の成坊を祈願し、あいち大会限定オリジナルTシャツを作成しま

した。これは、はるばる愛知に来ていただいた方によりわかりやす

くご案内できるよう配慮し疋ちのでもあります。会場内には、デザ

インのTシャツを着たスタッフが立っております。何かございまし （ 

だら、このTシャツのスタッフに気軽に声をおかげください。

なお、この「あいち大会限定Tシャツ」、総合案内にて限定販売ち

しておりますので、ご購入しだい方はお早めに足をお運びください。

充実した研究大会になることを｝~＼から祈っております。

あいち大会役員・ボランティア一同

. 、

／一＼

ブルーTシャツを蓄ているのが役員スタッフ

ホワイト Tシャツを着ているのがボランティアです。

あい f:-1K会限定 Tシャツ

事務局（ I Iビ・サ

に て限定販売！！
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