
第３回ＦＨ九州･沖縄ブロック交流研修大会報告

福岡市里親会ＦＨ部会

●プロローグ・・始動から研修大会前夜

１．２０１４年１月２９日から３０日にかけ別府市で開催された九州地区ＦＨ研修大会の帰路、福岡市里親

会ＦＨメンバー５人が乗ったワゴンの車内では二日間の研修会の振返りと、秋に福岡市で開催予定の研

修大会をどのようなものにするべきか、議論が始まっていた。

２．コンセプトの素案は「受身でなく、自分から動き出さねば何事も進展しない」と言う主体形成の問題と、

養育の質を確保するための「施設との連携・協働の推進」の２点を基調とした。日程を「ＦＨ養育者・

養育補助者のための研修会」（福岡市・ＳＯＳ子どもの村ＪＡＰＡＮ共催）の翌日に設定し、二日間参加

で中身の濃い内容を体験できるよう企画した。

３．パネラーやコーディネーターの選定：「施設との連携・協働の推進」と言う意味で、福岡市乳養協会長の

藤田さん、１８歳以降の自立を考える意味で、青少年自立支援室長の栃原さん、福岡市のネットワーク

の要となっている、子どもＮＰＯセンター福岡事務局長の宮本さんらをパネラーにお願いし、コンセプ

トの説明をする中で、里親やＦＨだけでなく施設は施設なりに、さまざまな壁に突き当たっていること

が見えてきた。そこでＳＯＳ子どもの村ＪＡＰＡＮの坂本さんの助言で、サブテーマだった「ネットワ

ークの力で壁を超えよう！」をメインテーマとした。パネルディスカッションのコーディネーターは第

三者の視点が欲しかったので、九州大学大学院講師の田北さんに依頼し、ワークショップの部分は、く

つろいだ雰囲気で話せるようにワールド･カフェ方式を採用、コーディネーターは福岡市こども総合相談

センターの藤林さんに依頼した。

４．会場選定、プログラムの調整、役割分担：会場は利便性を考えて博多阪急ビル９ＦのＪＲ博多シティ大

会議室を選定した。第二部の「自立支援の今、これから」の部分は、子ども達の成育のステージに沿っ

て「障がい」「思春期」「措置解除後」を課題とした。福岡市里親会ＦＨ部会とＳＯＳ子どもの村ＪＡＰ

ＡＮ、里親支援専門相談員で構成する実行委員会で、案内状送付、会場設定、弁当手配、資料作成など、

さまざまな作業を分担した。

５．前日 ２０１４年９月２９日（月）：「ＦＨ養育者・養育補助者のための研修会」が横堀昌子先生を講師

に福岡市こども総合相談センターで開催された。その余韻の残る夕刻、ホテルセントラーザ博多で翌日

のＦＨ研修大会の参加者による懇親会が開催された。沖縄や九州各県の地域ならではの情報が交換され、

学びと共に連携していく事の必要性を感じさせた。

●大会当日 ２０１４年９月３０日（火）午前の部

１．開会行事では、九州ブロックＦＨ協議会 大柳代表、日本ＦＨ協議会 元藤副会長、福岡市こども総合

センター 藤林所長より以下の挨拶があった。

・ＦＨがこのような研修会を開催できる力を持っているところは、全国ではまだ少ない。

・福岡市のように行政と民間の協力体制ができれば、制度的な壁も越えられるのではないか。

・国際的な視点から社会的養護の状態を見て質を高め、施設ケアと家庭養護の連携が必要になっている。

２．第一部 パネルディスカッション「家庭養護推進ネットワークの現状と課題」では、福岡市こども総合



センターの藤林所長が福岡市の社会的養護の概要と課題を説明し、続いてパネラー各氏からそれぞれの

現状と課題が語られた。

（１）藤林：家庭養護のニーズは切実で、特に行き場のないティーンズには質の高いフォスターケアが必要。

フォスターケアには各ステージがあり、養育者のケア、子どものケア、リーヴィングケア、ケアリー

ヴァーへのアフターケアをどうするか等の課題がある。それぞれの段階のケアを適切に提供するには

どうしたら良いのか？里親制度の推進や支援を児相のみが進めている現状には限界がある。虐待防止

には人が付くが、里親支援の職員は増えていかない。また、措置するところと支援するところが同じ

ところで良いか、という問題もある。児童相談所が措置機関であるという理由で里親から相談のしづ

らさがあれば、結果、子どもの不利益に繋がるのではないか。公務員の宿命で、３～５年で担当児童

福祉司が変わっていくという問題もある。「以前からそういう決まりだから」といった既存の考え方

に捉われているところも多い。横堀昌子先生の講演では、その地方ごとのやり方にすごい格差があり、

児童相談所がその格差を埋めるような広い視野を持つことが難しいという指摘があった。行政だけで

なく、民間の発想や力を入れていくことで「養育を支える層の厚み」ができてくる。多機関、多分野

からの支援は必然と思える。福岡市では、平成１７年、とりあえず里親を増やそうと考え、ＮＰＯと

の連携よって「新しい絆プロジェクト」が始まり、フォーラムや出前講座で里親啓発事業を行ってき

た。１回目はアン基金の坂本和子さん、その後、庄司順一先生等里親制度に詳しい専門家等をお招き

してきた。委託率は増えてきたが、今後はフォスターケアの質が問われる段階になってきたと思う。

（２）田北：協同が必要で、児相だけでは限界があり、アウトソーシングしてきた経過は水平的広がりと言

うより、重層的な広がりを作ってきたように見える。語られたそれぞれのステージには、それぞれの

ステージに適合したネットワークの形があるのではないだろうか。ここからはパネラーの皆さんが感

じている壁、課題と、どう乗り越えようとしているかを語っていただきたい。

（３）宮本：現在の団体を立ち上げる前から、子どもに関わる仕事を続けている。その時から、子ども関係

のネットワークを広げていった。２００５年、市民参加型里親普及事業という名前のモデル事業から

始まったが、不思議に思ったのは、子どもを他県に預けていることだった。なんで市民に知らせない

のだろうと。その時点で、私達は子どもが保護されれば一時保護所に行くことは知っていたが、その

先がどうなるのか知らなかった。まず知ることが大事だが、（この世界には）知らせていいのか？踏

み込んでいいのか？の壁がある。しかし、知らせると、協力したい人が一杯いることが、わかってき

た。里親普及事業は、啓発普及だけでよいのか？支援は何を一緒にやれるのか？を考え、里親サロン

を作った。次に子どもたちはどうなのか？継続的に見ていけないか？という観点から、子どもが毎回

楽しめるプログラムを提供するようにしている。課題は地域とのつながり。どう繋がったらよいのか、

福岡市の中で、まだまだ、どこまで伝わっているだろうと言う、限界を感じている。もう一つの課題

は、子どもの今後について考える時、里親も一緒に考える関係性ができているかどうか。（児童相談

所の）職員も自由に言い合える関係ができているだろうか？

（４）田北：踏み込むことで領域が変わってきている。行政がやると毎年同じ事をするのに、（民間がやると）

ステップアップしているのは何故だろう？

（５）宮本：毎年、同じ事をしても皆が面白くない。（楽しみながら続けるのが活動の基本）

（６）藤林：（里親も職員も）一緒に語り合って支援方針を決めていくのは、まだできていない。英語圏の国々

では当事者の子どもや実親を含めた支援方針会議が普通に行われている。（そこにたどり着くには）



ソーシャルワーカーとしての高い専門性が求められる。また語り合うときのルールの共有も必要にな

る。

（７）坂本：ＮＰＯと行政の協同事業が始まる時、ファミリーシップの中で実行委員会を作った。ところが

行政はＮＰＯに合わせることができない。まず時間を合わせられない。そこでとにかく、時間を行政

に合わせた。議論は「子どもの権利」を中心に据えるかどうかがポイントになった。実家族の問題、

社会的養護の予防、戻っていくときもケアキーパーと話し合う。（さまざまな課題がある。）しかし、

国際的なスタンダードを学ばなければならない。リクルート（里親普及）の壁という意味では、市町

村、区役所が一番地域の事を知っているのに、この世界に入ってこなかったことが大きい。（大分県

は）昨年から、（中学）校区里親（を立ち上げ）地域での普及に入っている。西区では校区里親普及

事業を始めたばかりだが、やってみると手ごわい。支援者への研修では、ＦＨには支援制度がなかっ

た。この間、子どもの村として専門研修などを提供してきたが、今年度からＳＯＳ子どもの村ＪＡＰ

ＡＮは、福岡市から「こども家庭支援センター」を委託されたので、市と一緒に、施設のグループホ

ームにも声をかけて、参加を呼びかけたい。子どもへの各種のケアの対象は、現在、子どもの村の子

どもに留まっている。施設の方にも利用してもらえればと思う。実親子のケアについては、連携の申

し合わせ作りが、今後、必要になるのではないか。

（８）田北：学術的な視野があってのネットワークが形成されてきたのだと思う。子どもの村は地域の凝縮

された姿なので、もう少し地域に広がれば良いのではないか。

（９）藤林：校区里親は、学校を変わりたくない子どものニーズに対応するもの。またより短期の里親であ

れば、登録が進むのではないかとの期待もある。短期の里親を入り口として養育里親が増えていけば

良いのではないか。

（１０）藤田：施設から里親委託に措置変更される例は少ない。昭和５６年頃は、（里親さんに委託されると

なると）人さらいに合うように、大泣きする子どもがいた。お盆里親などの取り組みが始まり、ボラ

ンティアの方々や里親さんとの出会いがあった。里親支援専門相談員は年間、２５人×４回の説明会

を開いているが、もっと若い人へのアピールが必要。施設から里親に出すためには（実親の抵抗が大

きいので）保護者にもスライドを見せ、理解を深めることが必要。（里親も施設も児童養護の）大き

な家族であると思っている。

（１１）田北：（施設から分離して、ＦＨを形成する場合があるのではないか？）

（１２）藤林：どのように施設から分離して FHを開設していくか、あまり明確になっていない。施設独自の

ネットワーク、例えば退職者や近隣の住民やボランティアの中で、里親に登録してみようという人が

出てくることは期待したい。施設で長期間暮らしている子どもで、実親の反対のために、里親委託の

同意が取れない場合が多い。親の里親制度への理解が進むよう、施設の職員に橋渡しをしていただく

意味は大きい。

（１３）栃原：昔、椎の実学園のテレビを見て、児童養護の分野で働きたいと思った。現在は青少年の自立

支援に関わっている。（支援の幅を広げるため）複線化して行きたい。（自立支援室に）子ども達は、

いろいろなところから来る。そばにいて、話を聞くことが支援の一つだが、（施設出身の子どもが）

施設に相談に行っても、職員は入れ替わっており、子どもの事を知る職員は一人も居なかったなどの

例はよくある。里子だった子どもも多い。子ども達は、生活の相談や、出産の相談、さまざまな問題

を抱えている。親の問題が重くて、施設に居た子ども達は、何故、施設に入所していたのか、理由を



知らないことが多い。結婚を目前に「あなたは何故、施設にいたの？」と相手の親から問われ、何も

答えられない。「あなたは何故、そんな大事なことを説明できないの？」と突っ込まれると、もう何

も考えられず「俺はもう、結婚できん」と落ち込んでしまう。ある男の子は、里親さんから縫っても

らった袋物を宝物のように、大事にしている。心の拠り所であり、唯一、人に愛された証拠なのだ。

支援室は何をしたら良いのか、どう伝えたらよいのか、日々、模索している。

（１４）田北：ケアリーヴァーへの支援は、制度上も難しいところへの取り組みと思う。普段、どのように

ネットワークを作ってあるだろうか。

（１５）栃原：支援室の認知度は低く、さまざまな方面に、まずは知ってもらうことからと言うことで、案

内している。

（１６）元藤：マッチングは児童相談所から、外に出したほうが良いのではないだろうか。校区里親につい

ては、地域での（里親の）認知が必要。里親への委託に関して保護者（実親）の同意が取れない問題

は、もっと家裁を活用すべきと思う。法務省がもっと指導するべきだ。滋賀県は（家裁の）拒否率が

高い。裁判官に（家庭養護の必要を）理解させることが必要。里親支援専門相談員は、若い世代、二

世会のサポーターになって欲しい。滋賀県の場合、ＦＨの補助者は登録が必要。週３０時間働くと、

保育士や社会福祉士の資格取得が可能になる。栃原さんは二十歳を越えた後の支援を模索されている

が、就職支援を呼びかけたい。中学校の職場体験は、外部の人に教えてもらう機会になる。障害者の

就職支援は知られているが、（要保護児童の就職支援が必要なことは、まだ知られていない。）企業に

知ってもらう必要がある。

（１）Ｑ：施設から里親への委託が進まない理由はなんだろうか？

（２）村田：里親養育に関する情報、とくに良いところ、悪いところが客観的かつ公平に出されていないの

ではないか？ 私は、施設長や施設職員から「里親委託したら、子どもが里親にグチャグチャにされ

た」といった話を聞いたことが複数回あるが、ひとつの“失敗例”が何年にもわたって言い伝えられ、

増幅されている場合もあると思う。その結果、施設の持っている里親への印象が偏ってしまう場合も

あるのではないか？

（３）宮本：施設見学に行っていつも思うが、里親の良さを語る施設長も居る。「あの子は里親家庭に行って、

こんなに変わった」など。青松園など施設の人が、里親の説明を保護者（実親）にできると良い。大

分の方に聞いたら、施設によって差がある。施設から子どもを里親に出す、と言う人たちもいるが、

施設によってはそうでない所もある。

（４）藤田：職員は施設の中しか知らないので、（家庭養護の必要性を）外で経験して、内に還元する必要が

ある。

（５）蔭山：地域の人は社会的養護の実情を知らない。校区社協の年齢が高い人は、社会的養護児童につい

て反応が弱い。その辺をどうするかがある。

（６）坂本：実際問題、区役所の動機付けから始める必要がある。区役所の人は地域にどう話したら良いか、

分かっている。「（支援が必要な）そんな家庭はない」という地域もある。地域との関係性を取りなが

らは、難しいけれど手をつけなければならない。

（７）藤田：施設の中には里親家庭で育ったほうが良い子どももいる。そのような子どもは里親家庭にお任

せできるように、話し合っていきたい。

（８）坂本：本当に壁が多くて。困った時に子どもの村ＩＮＴ．の人が言った言葉は、Ｋｅｅｐ ｓｍｉｌ



ｉｎｇ だった。どんなに意見が対立することがあっても、笑顔が繋がりをつくると教えられた。

（９）宮本：ＦＨをやっている人は経験が長い。ＦＨが地域の（社会的養護の）核になって行く、そんなイ

メージになって行けば良いのではないか。

（１０）藤林：４月から９月の間、オクスフォード大学のマイケル・メイヤー・キングさんが日本の社会的

養護の研究に来ている。英国は１９４７年頃に里親養育優先の方針を出しており、７０年の歴史があ

る。日本のフォスターケアは始まったばかりと言える。英国は（施設依存を）乗り越えて７５％（里

親委託率）に達した。日本は今が大きな転換期であり過渡期でもあるので、双方が不満を感じてしま

うところがある。そんなときにネガティヴな感情をお互いにぶつけてもうまくいかない。できている

ところをリスペクトしていくことが必要ではないか。また、英国でのフォスターケアの発展は、ケア

リーヴァーの声を元に進めて来ているが、そんなところにも学ぶところがあるのではないか。

（１１）田北：切実な子どもがいる。デザインは商業分野では活用されるが、お金がないところにはデザイ

ンが、情報が届かない。情報を届かせるためのプロを覚醒させたい。子どもに関するナイーヴな情報

は、ネットワークできないのが普通。信頼感が無いと、ネットワークが築けない。ネットワークの作

り方として示唆的だと思う。

３．昼食・休憩の時間を利用して、福岡市の里親やＦＨの様子を紹介した里親普及啓発ＤＶＤ「あたりまえ

のことは、いちばん大切なこと（子どもを家庭で育てる里親制度）」１５分を上映した。

●大会当日 ２０１４年９月３０日（火）午後の部「自立支援の今、これから・・（ＦＨの現状と諸課題）」

では、木村、佐志、下河の三氏がそれぞれのＦＨの課題を語り、続く分科会で議論を深めた。

（１）「（障がい）をもつ子どもへの思いと支援 ～自立支援とは、共に日々を楽しむこと～」（木村）青

松園近くの海でキャンプをしていた時、子どもが初めて海を見て、波を見て「海が流れてくる。（自分

の中に海がある）」と表現した。子どもの豊かな感性に触れ、○○障害というレッテル張りをしていた

ことに気がついた。中一の男児は知的な遅れがある。５歳の男児のほうが知的には上なので、中一の

男児に否定的な言葉を投げる。三人が一緒になると取っ組み合いになる。養育の質を上げようとして

も追いつかない現状がある。受け止めることにも疲れきってしまう。しかし、抱え込むことは子ども

にとってプラスではない。子どもの専属のサポーターがいれば助かる。地域の中で、「手伝えることが

ないか」と訪ねてきてくれることも、大きな支えになっている。壁とは何か。制度の壁もあるが、子

どもを全面的に受容することを妨げているものが壁ではないだろうか。障害は子どもの責任ではない。

子ども自身や親（里親を含む）の「自己責任」ではないこと、自分の力で解決できない困難までをも

背負わされている。

（２）第１分科会「（障がい）をもつ子どもへの思いと支援」で出された主な意見

・ FHで預かっている障がい児の場合，二重措置ということで保育所は利用できないと言われた。FH

でも集団生活に入れたい。障がい児こそ集団が必要であると思う。

・里親のときは療育手帳を取得し，サービスが利用できたが，FHは障がい児に使える制度が少ない。

特に重度の障がいがある子どもが取り残されているように感じる。

・里親が預かっている子どもの保育所利用ができなかった時代に，個人で自治体に訴えて保育所を利

用していた里親はいた。里親が困っていることは，国の家庭福祉課に直訴したほうがよいと思う。



・受け身では変わらない。声を大にして言う。（現状を）知ってもらうことが大事だと思う。

（３）「思春期児童への寄り添い ～この子らの成長を願いながら～」（佐志）平成１７年から里親、平成

２２年からＦＨで６人の子どもを預かっている。数えてみると短期で預かった子どもは３８人、思春

期は１３人いた。ある子どもは喧嘩や万引き、暴れるなど問題行動が続き「里親に問題があるのでは

ないか」と間違われることもあった。学校では対応できず、中学を停学になること２回、ほっとルー

ムで保護されること３回。何で万引きしたのか、親が平謝りする姿を見て反省し、一時保護所で顔見

知りの子のところへ泊りに行くというので、許可したらそこから落ち着いた。と思うと行方不明にな

り、捜索願をだしたが、実親のところに行っていた。この子は施設に措置変更になった。子ども達と

は措置解除後も、何らかの形で連絡を取っている。二年位して、本人が訪ねて来て、「東京で頑張って

いる。」など報告をしてくれることもある。預かった子どもの中には、家の中の金品を盗み施設に戻っ

た子どもや、就職したが我儘で消息不明の子ども、障害がありながら大手企業で務めている子どもな

どさまざま。中２で受託した子どもは「何で家の中にルールがあると？」と家の中にルールがあるこ

とが理解できなかった。高校にも何とか入ったが、入学式の日に茶髪に染めた。子ども達に共通して

いるのはお母さんが１０代であること。兄弟が多い子どもは父親が違うこと。養育のスタンスは、性

別、年齢を問わないこと。子育てのマニュアルはない。一人ひとり違う。向こうから問題提起されて

いると考えることにしている。今は理解できなくても、子ども達がいつか帰ってくることをイメージ

して養育に当たっている。

（４）第２分科会「思春期児童への寄り添い」で出された主な意見

・親の悪口を言うのは思春期の子どもの特徴とは思うが，どのように対処したら良いのだろうか。

・聞いて嫌な言葉は見逃してはいけないと思う。本人が落ち着いて話ができる時に「ダメなものはダ

メ」「言われた方は傷つく」と諭している。里子もわが子と一緒なので大人の責任である。

・表面的に出ている言葉と気持ちは必ずしも一致しない。でも何か訴えたいことがあるサインでも

ある。里子が気持ちを受け止めてほしい時にすぐ話を聞いてやれるのは家庭養育のいいところと思

う。

（５）「措置解除後の自立支援 里子～そして母親へ」（下河）ＦＨで６名を養育している。この間５人を

一時保護した。１８歳で措置解除になった子どもは５人。途中で委託解除は２人、実親の元に返った

子どもは２人。自立とは何だろうか？里親は解除後も、子ども達のその後を心配する。施設の先生も

同じと思う。ＦＨは最後まで、子ども達に寄り添わなければならないのではないか。１８歳で解除に

なった女の子は、２年間短大に行き、１年間働き、結婚して子どもを産んだが、出産前後、我が家を

実家として、旦那も一緒に帰ってきた。赤ちゃんが生まれると、子ども達の雰囲気が変わる。子ども

も親になって、分かり合える部分が出てきた。ＩＦＣＯ大阪大会の里子の発表で「あなた達は種を蒔

く人。花は先のことかも知れないけれど、いつか花を咲かせる。」１８歳で自立は難しく、支援も制度

的に難しいのであれば、里親から発展した自立支援ホームがあっても良いのではないか。自立とは一

人ですることではない。解除になった子どもが家に頼って来ることが多くなった。相互関係が自立の

形ではないか。子ども達がお腹が大きくなるお姉ちゃんを見る。家庭だから体験することができる。

（６）第３分科会「措置解除後の自立支援」で出された主な意見



・里親子関係が終了したあとにいつまで見守れるかだと思っている。 つまずいたときにはいつでも

手をさしのばせるようにしておきたい。

・ 99％頼りにならない実母でも、実母の役割は自分たちにはできないので、実親とのつなぎ合わせの

支援をつづけている。

・小さい時から「大きくなったら何になりたいか？」と子どもに尋ね，子どもに将来の目標をもたせ

てあげることが大切である。それが将来に目標をもち，自立につながる。

・社会的養護の子ども達に結婚差別があることの報告があった。子どもが直面する問題として考える

必要がある。

・監査の際、（受託中の）高校２年男児の自立について尋ねられたが，問題行動も多い子で児相もきち

んと対応をしてくれないのに，自立を求められても・・という思いがある。児相は私たちの問題を

受け止めきれていない。

・高校を卒業しなければならないという考えが必要なのか。 その子が高校卒業を望まなかったり，

不適応を起こすのであれば，別の選択肢を検討させてもよいのではないか。

・就職先については協力雇用主に頼むのも一つの手だと思う。良い人に巡り合い、そこで育ててもら

うことも大切。

● まとめ

（１）藤林：（情報開示や支援について）児童相談所は全てを知っている訳ではない。答えを持っている

訳ではない。煮詰まってきたときに、多分野のネットワーク、養育の厚みが物を言うのだと思う。一

時保護所と違い、里親家庭では子どもは別の面を見せる。雇用主とかが、子どもの育ちを応援する仕

組みが必要。

（２）村田：「ＦＨとは何だろう？」と思うことが少なくない。国は、里親とＦＨを同等に家庭養護に位置

付けているが、自治体によっては施設と同等の扱いをしている自治体が少なくない。また、ＦＨの事

業者の中には「私達は里親（素人）ではない」として、里親から切り離されることを主張する人達も

いる。ＦＨはあるときは里親として、あるときは施設として扱われ、引き裂かれている。

2005年 8月末に、関東地方の里親有志が中心となって里親ファミリーホーム全国連絡会をつくった。

里親型のグループホームを「ファミリーホーム」と名付け、国の制度化を目指した。ファミリーホー

ムは 2009年に国の制度になったが、ファミリーホームは「小規模住居型児童養育事業」となり、里親

の経験がなくても、また、法人がつくるファミリーホームでも、事業に参入できることになった。大

阪の社会福祉法人がつくったファミリーホームでは、この夏、養育者と補助者が法人内の人事異動で

総入れ替えになったそうだ。子ども達にとっては、ある日突然、親が変わってしまうのと同じである。

そこの職員は「私たちは住み込みではないから」と話していたが、職員が交代するＦＨが「家庭養護

を担う」と言えるのだろうか？

ＦＨは、里親委託ができず、児童養護施設からも断られるような難しい子ども達の最終的な受け皿に

なっている。施設は中学生以上の子どもを受けたがらないので、中高生ばかりが委託されるＦＨもあ

るくらいだ。中高生からの育て直しは養育者に多大な負担を強いるのに、里親と違って、ＦＨにはレ

スパイト・ケアが無い。定期的な休みをとるためには、施設化していく実態もある。思春期の子ども

が暴れると家の中が相当傷むが、その修繕費はＦＨが個々で負担するしかない。そういったさまざま



な無理から、養育者が体調を崩して入院したり、子どもを管理しようとして不適切な養育を行い、閉

所に追い込まれるホームも出てきている。

虐待を受けるなどして苦労してきた子ども達の育て直しには、精神的、金銭的、体力的余裕が無けれ

ばやっていけない。里親からＦＨになった人が「里親のときは子どものことだけを考えれば良かった

のに、ＦＨになった途端、何故、お金の事ばかり考えなければならないだろう？」と悩んでいた。Ｆ

Ｈはどうあるべきなのか？ まずはそれぞれのＦＨの養育者が自分たちが何に困っているのかを出し

合い、国や自治体に知らせなければならない。「誰かがやってくれるのではないか」と期待して待って

いるような受け身の姿勢では何も進まないし、間違った方向に行く可能性さえある。

（３）大柳：本日の交流研修会で、九州･沖縄ブロックはこれだけの力を持っていることが実感できた。来

年は大分で全国ＦＨ大会を成功させたい。山は動いた、壁が動いたと感じている。

●エピローグ

１．研修会の参加者（県別、分科会別）

（１）県別参加者：沖縄県（４）、鹿児島県（１）、宮崎県（１）、熊本県（３）、大分県（６）、佐賀県（１）、

福岡市（４３）、北九州市（３）、滋賀県（１）、東京都（１）、不明（５）、合計（６９）

（２）分科会別参加者：第一分科会（１９）、第二分科会（１９）、第三分科会（２１）、不明（９）、合計（６

８）

２．評価と課題

（１）総参加者数６９名のコンパクトな研修大会だったが、沖縄や九州各県の参加者からは、「パネラーやコ

ーディネーター、議論のレベルが高く、全国大会並みの水準」との賛辞をいただいた。しかし、その一

方で多くの反省する点があった。その最大の失点はアンケートの欠落。また、会場の収容力の問題から、

より多くの関係者に声がかけられなかった点も悔やまれる。また、研修会を記録したビデオカメラは途

中でバッテリー切れを起こしてしまった。

（２）しかし、何よりも多くの児童養護の関係者が一同に会したのであるから、「ネットワークの力で壁を超

えよう！」のテーマ通りに、さまざまな壁を視覚化し、連携を進めて乗り越えなければ、この研修会は

何だったのか、ということになる。一歩ずつであれ、倦まず弛まず歩み続けることが子ども達の未来を

切り開くと信じたい。
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