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vol．54 

令和 3 年（2021年）６月 18日発行 

   里親だより編集委員会 

 

 

 

 

１ 「里親だより」への想い 

こども・家庭課児童相談・養育支援室 

室長 宮沢 秀一 

 

 皆さんは大阪の家庭養護促進協会が発行している

「あたらしいふれあい」という月刊の機関誌を御存じ

だろうか。私はいつからかは忘れてしまったが、児童相

談所に月に１度送られてくるこの機関誌を非常に楽し

みにするようになった。協会の職員が順番でその月の

編集担当となり、巻頭言とＢ5 版半分のカットを担当

する。それをめくると、次のページはその月のメインの

記事になる。そこは 3 回に 1 回位の割合で協会の岩崎

美枝子さんが担当している。里親子の軽妙な関西弁交じりの会話などが頻繁に登場し、

ついつい引き込まれて、あっという間に読んでしまう。私はこの「あたらしいふれあ

い」に出会ってからずっと岩崎さんの記事を楽しみにして、何か研修等の参考になり

そうなものはコピーをして取っておくこともしばしばである。だから、岩崎さんとは

この方しばらくお会いすることはないが、記事を読んでいると岩崎さんの声がするよ

うな気がして、久しく会っていない気がしないのである。 

以前、私は中央児童相談所で勤務していた数年間、里親だよりの編集の担当をして

いたことがあった。「あたらしいふれあい」に感化され、毎回、読者に楽しみにしても

らえる「里親だより」にするにはどうしたらよいか真剣に考え、試行錯誤していたこ

とを思い出す。私自身、地区担当児童福祉司時代の経験と拙い文章で数回寄稿したこ

ともあった。それは私が出会ったすばらしい里親さんだったり、里子自身からのメッ

セージがあってこそだった。 

今年度、児童相談所広域支援センターから久しぶりに里親だよりの編集担当が中央

児童相談所に戻ってくることになった。里親さんのニーズを汲み取り、今の時代にあ

った「里親だより」にするにはどうしたら良いのかと考えていた矢先に異動になって

しまった。4 月 1 日付、今年度から発足したこども若者局のこども・家庭課 児童相

談・養育支援室に着任した。 

「里親だより」の編集に加われなかった残念な気持ちも少しあるが、今は新しい編

集担当の皆さんの新しい感覚で、今の時代にあった「里親だより」になってくれるこ

とを陰ながら応援する立場でいたいと思っている。そんな新たな出発の「里親だより」

の巻頭言の依頼をいただいたことに感謝申し上げる。 

子どもの頃なりたかった職業 

弁護士 

執筆者の皆様に、子どもの頃なりたかった
職業をお聞きしました。 
現在の肩書と比べつつ、人生の歩みを想像
ながら記事をお読みください。 
最後に補足もあります。 

※本年度より里親だより編集委員会

は中央児童相談所が担当します。 
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２ スタートしました！  

                       松本赤十字乳児院 

里親総合支援員 青木 洋子 

 

皆さんこんにちは(#^.^#)昨年度まで広域支援セン

ターでお世話になっておりました青木です。今年度より

松本赤十字乳児院で里親総合支援員として鎌倉里親支

援専門相談員と共に、里親業務に携わらせていただいて

おります。 

令和 3 年度当院は県からの委託を受け、民間のフォス

タリング機関としてスタートしました。相談受付、調査、

認定後のアフターケアまで、関係機関と連携しながら包括的な支援が可能になりまし

た。 

スタートしてまだ 2 か月余りですが、委託に向けての交流を行っている里親宅や、

既に委託になっている里親宅への家庭訪問等、広域支援センターで行っていた調査終

了後の支援も行っております。 

そんな中、里親さんの様子はもちろんのこと、笑顔で里親さんに寄り添い、安心し

て身をゆだねている子どもたちを直接目にし、本当に良かったなぁとしみじみ感じて

います。里親の皆さんが子どもたちの安心できる環境を作っていただき、子どもが居

場所を見つけられること、改めて里親制度の大切さを感じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

フォスタリング機関の受託やコロナ禍など、試行錯誤の必要性や課題も多いですが、

できる限り気持ちに余裕を持ち、何より声がかけやすいと感じていただける支援員に

なれるよう、少しでも敷居の低い松本赤十字乳児院を目指したいと思っております。 

 
※CFP＝コミュニティー・ファミリー・パートナーの略で主に 0〜3歳の子どもを預かる養育里親を表す独自の愛称。 

その他の活動や今後の予定に関しては下記のとおりです。 

＊里親のホームページの新設 

より相談や問い合わせがしやすくなるよう 6 月末に新設予定です。 

＊CFP※のポスター、チラシの刷新 

松本市、塩尻市に続き、今年度から安曇野市が CFP の対象地域になるため

リニューアルをします。 

＊展示パネル＆紙芝居の制作 

里親説明会で使用するパネルを作成中です。内容は里親になってから子どもと

の出会いまでをイラストでまとめました。また、それをもとに大型紙芝居も作

成予定です。 

＊里親家庭写真パネルの制作 

里親家庭から生活の様子に関する写真を提出してもらい、パネルを作成予定で

す。 

子どもの頃なりたかった職業 

バスの車掌さん 
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３ 新型コロナウイルス感染症が広がる中、 

いま改めて思う事 

児童相談所広域支援センター 諏訪駐在  
 保健師 森谷 妙子  

  

＜もし、身近な人が感染したら、あるいは濃厚接触者であると言われたら…＞ 

（以下は、架空の話です） 

ある日、学校から「新型コロナウイルス感染症と判明した児童・生徒が

いるため、明日以降検査を行う予定です」とのメールを受け取りました。

心配になったお家の方は、子どもに「誰がコロナにかかったの」と聞きま

した。聞かれた子どもは「友達と誰にも言わないと約束をしたから話さな

い」と答えました。 

 

さて、お家の方はこの時、どのように考えて対応(返答)するで 

しょうか。 

①どうして教えてくれないの 

②約束したんだね。聞いてごめんなさい。 

③いいよ。学校から聞くから  

など、色々な答え方があると思います。 

 

では、なぜお家の方は、感染したと判明した児童・生徒が誰かを知りたかったので

しょうか。 

①自分の家にいる子供が、新型コロナウイルス感染症にかかるかも  

しれないと心配や不安になったから。 

②もし、子どもがかかったら自分にもうつる。他の兄弟にもうつる 

のではないか。 

③仕事に行かれなくなる。周りに迷惑をかける。 

以上のことは、子どもを心配するが故の考え、あるいは社会への負い目…。 

そして、このようなことは日々誰しも抱えている悩みではないでしょうか。 

 

ただ、誰かを知る必要はあるのでしょうか。新型コロナウイルス

感染症は、他の大多数ある感染症の一つにすぎないのです。感染症

を起こすウイルスは、この世からなくすことは今のところできませ

ん。“かかった人も誰かからうつった”のです。 

「誰しもがかかる可能性がある病気である」そして、「感染症か

ら身を守る術を正しく理解し、自分も相手も守る」ということを今

一度心にとめておきたいと考えるこの頃です。 

そして、子どもたちの考えを尊重した言葉がけをし、 

安心した生活をおくれるようにしたいものです。 

子どもの頃なりたかった職業 

お花屋さん 
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４ 新しい里親支援専門相談員を紹介します！ 

 

 

うえだみなみ乳児院 大日方 桃子 

 みなさん初めまして。今年度より、うえだみなみ乳児院で里親支援専門相談員

を務めさせていただくことになりました大日方桃子と申します。以前は地域小規

模児童養護施設（グループホーム）を含めた児童養護施設で 5 年間ではあります

が保育士として勤務をしておりました。その中では家庭的養育ならではの良さを

感じる場面もありましたが、家庭的養育はあくまでも家庭【的】であり、特定の大人による

継続的な養育は不可能でした。 

私が里親支援専門相談員になりまだ数カ月ではありますが、里親さん宅へ訪問する機会が

数回ありました。その中で里子さんが自分の部屋を嬉しそうに紹介してくれる姿、帰り際に

は玄関の外に出て里父さんと里母さんの間に包まれた里子さんが「またね～。」と手を振って

見送ってくれる姿を見て、家庭で育つ大切さを肌で感じることができました。 

実は、昨年度まで 4年間全く違う仕事を経験しておりました。その経験を活かし、知識は

もちろんの事、あらゆる視点からの物の見方、考え方が出来る里親支援専門相談員でありた

いと思います。その為には、皆さまとの繋がりが必要不可欠なものとなります。繋がりを日々

大切にし、活動をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

おさひめチャイルドキャンプ 吉川 千那美 

今年度より、おさひめチャイルドキャンプの里親支援専門相談員になりました

吉川千那美です。 

おさひめチャイルドキャンプは、飯田市内にある児童養護施設です。 

昨年本棟を建て替え、里親支援専門相談員を配置することになりました。 

私自身、１６年前に今は無き古い建物の施設に児童指導員として就職しました。 

元虚弱児施設ということもあって、どちらかというと体の弱い子や身体的に障害のある子

が多かったです。あれから…いろいろな子どもたちに出会ってきました。 

退所してもずっと連絡をくれる子、どこでどんな生活しているのかわからない子、いろい

ろ人生がありますが、どの子も幸せであっていてほしいと願うばかりです。 

複雑な事情の背景がある子どもたちが増え、関わりの難しさを感じ、子どもたちに何がで

きるのか、一施設職員として私なりに考えてきました。 

今年度になり里親相談支援専門員として里親サロンに何度か参加させて頂き、立場や場所

が変わっても、子どもたちを想っている人がたくさんいることを再確認できました。 

勉強しなくてはいけないことがたくさんありますが、今までの経験を活かしつつ、今まで

以上に子どもたちのシアワセに携われたらと思います。よろしくお願い致します。 

子どもの頃なりたかった職業 

ペットショップの店員さん 

子どもの頃なりたかった職業 

保育士さん 
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５ 里親と児童福祉施設のパートナーシップ（2021年度） 

 
県内の児童福祉施設には、里親さんにも参加していただける行事や、ボランティア

活動があります。 

詳しくは各児童福祉施設の担当者にお電話で確認いただき、ご参加ください。 
 

種別 施設名 所在地 担当 連絡先 

児
童
養
護
施
設 

飯山学園 飯山市飯山 3180 川久保 恵 0269-62-2339 

三帰寮 長野市屋島 2373 小池 智江 026-244-8355 

恵愛 千曲市稲荷山 3842-1 松﨑 篤 026-214-1315 

松代福祉寮 
長野市松代町東条字腰巻 

108-2 
玉井 秀樹 026-278-2556 

円福寺愛育園 長野市篠ノ井横田 798-1 石龍 成己 026-292-5022 

森の家 はらとうげ 上田市御所 38 永井 富枝 0268-22-1195 

軽井沢学園 北佐久郡軽井沢町追分 1422 池上 奏歩 
地域里親家庭サポート

センタースミール 

0267-45-1081 

松本児童園 松本市島内 1666-880 一柳 明美 0263-47-0590 

木曽ねざめ学園 木曽郡上松町荻原 1255 杉本 早苗 0264-52-2313 

つつじが丘学園 岡谷市川岸上 4-12-51 川瀬 勝敏 0266-22-2574 

たかずやの里 伊那市東春近 7000-8 石川 結也 0265-72-6456 

慈恵園 下伊那郡豊丘村神稲 4461-1 浜田 陽平 0265-35-4815 

風越寮 飯田市丸山町 4-7537-10 矢澤 淳司 0265-22-1489 

おさひめチャイルド

キャンプ 
飯田市仲ノ町 305-6 吉川 千那美 0265-22-3875 

乳
児
院 

善光寺大本願児乳児院 長野市箱清水 3-19-2 上石 雅代 026-232-2292 

うえだみなみ乳児院 

（上田原事務所） 
上田市上田原 1050 大日方 桃子 0268-28-1192 

松本赤十字乳児院 松本市元町３丁目 8-10 鎌倉 美枝 
0263-31-5206 

里親支援専用電話 
平日 9：00～17：00 

風越乳児院 飯田市丸山町 4-7490-3 吉田 千佐紀 0265-22-4127 

 

 

  

みんなで 

バーベキュー大会 

施設のおまつり 

窓ふきのお手伝い 
ぞうきん縫いのボランティア 

…などの行事や活動があります。コロナ禍のため受入状況は各施設にご確認ください。 
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６ 里親サロンのおしらせ 
 

◎開催スケジュール 

2021年 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

中央 

17 日 11 日 19 日 27 日 未定 15 日 9 日 16 日 17 日 14 日 

(長野) (千曲) (長野) (千曲) (長野) (千曲) (上田) (千曲) (長野) (千曲) 

           16 日       

           (長野)       

松
本
※１ 

養子
縁組 ２４日 ２９日 ２６日 ３０日 ２８日 ２５日 ２３日 ２７日 １７日  

養育 １２日   7 日   ９日   ４日   ５日   

飯田 ９日 １４日 
キャン
プ予定 

８日 １３日 
親子レ
ク予定 

８日 12 日 9 日 9 日 

諏訪※2 
２１日 
(諏訪児) 

１９日  １８日 1８日 １５日 1８日 1７日 ２１日 １０日 

佐久   
日付 
未定 

  
日付 
未定 

     
日付 
未定 

    

 
※１ 養子縁組里親の会場は波田公民館。養育里親の会場は松本児童園です。 
※２ 日程は変更になることがあります。６月以降の会場は調整中です。 

 

 
☆「里親だより」は長野県公式ホームページでも御覧になれます。 
 （トップページからキーワード検索で「里親だより」⇒右記ＱＲコードもご利用下さい） 

 【URL】https://www.pref.nagano.lg.jp/chuojido/satooyatayori.html 

 

☆発行：長野県里親だより編集委員会 

〒380-0872長野市南長野妻科 282-7 中央児童相談所内 

TEL:026-238-8030 FAX:026-238-8025 

メール：satoya-shien@pref.nagano.lg.jp 

         子どもの頃なりたかった職業について、執筆者から補足があります。 

宮沢室長 

これはなりたかったというより、なりたかった職業として「小学校の卒業文集に書いた職業」で

す。だからその理由も定かでなく、多分、当時のテレビドラマか何かで格好いい弁護士がいたのでは

ないかと思いますが、全く記憶にありません。今となれば恥かしい限りです。 

青木洋子さん 

ワンマンバスになる前のバスの車掌さん（年がバレますね（笑）） 

森谷妙子さん 

「お花屋さん」「お菓子屋さん」など。あきっぽい所があり、夢がころころと変わっていた気がします。 

大日方桃子さん 

幼少期に実家で犬、うさぎ、やぎ、馬を飼育していたので自然と動物に携わる仕事をしたいと思

っていました。 

吉川千那美さん 

保育士さんか、漠然と都会のOLに憧れてました。ドラマの見過ぎ？！ 

松崎篤さん 

具体的には、電車、バス、トラックの運転手です。 

最後に

… 

https://www.pref.nagano.lg.jp/chuojido/satooyatayori.html
mailto:satoya-shien@pref.nagano.lg.jp
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令和３年度 大学等への進学助成金・奨学金一覧（里親さん対応可能分） 

調査：松﨑 篤（恵愛 里親支援専門相談員） 

 名  称 対 象 助成条件 助成金額 例年の申請期間 備 考（問合せ先） 

１ PMJフォスターファミリー奨学助成 
里親家庭 

関東甲信越静エリア 

上限５名 

併用可能 

５０万円／年 

(返済義務無) 
１０月１日～３１日 

事務局：一般社団法人 RCF 

（03-6265-0164） ※ほぼ決定 

２ 雨宮児童福祉財団 里親家庭・施設 
他より、入学金助成

を受けていない者 

入学金のみ 

(返済義務無) 

９月１日～ 

   １０月３１日 

雨宮児童福祉財団 

(03-5276-2421)  ※予定 

３ ＪＸ－ＥＮＥＯＳＵ 奨学助成金 里親家庭・施設 併用可能 
１０万円 

(返済義務無) 

年末頃 

(２月末締めきり） 

 全国里親会 

(03-3404-2024)  ※予定 

４ 未来のつばさ自立奨学支援制度 
里親家庭・施設

(就職も可) 

２００名 

併用可能 

１５万円 

(返済義務無) 

１１月１日～ 

   １２月１８日 

公益財団法人 楽天 未来のつばさ 

(03-5540-7446)  ※不通 

５ 
朝日新聞厚生文化事業団 

「児童養護施設・里親家庭の高校生進学応援金」 
里親家庭・施設 

１５名程度 
他より返済不要の奨学
金を受けていない者 

入学金１０万円及び 
学費年間３０万円 
(返済義務無) 

 ８月１２日締切 

※本年度募集要項出 

朝日新聞厚生文化事業団「進学応援金」係 

（03-5540-7446） ※決定 

６ 長野県飛び立て若者！奨学金 里親家庭・施設 併用可能 
５万円／月 

(返済義務無) 

入学後の申請 

(５月上旬締め切り) 

こども若者局 こども・家庭課家 庭支援係 

（026-235-7095） ※予定 

７ ドコモ奨学金  里親家庭・施設 １０名程度 
月額５万円 
（総額６０万円） 
（返済義務無） 

８月１７日～ 

    ９月３０日 

NPO法人モバイル・コミュニケーショ
ン・ファンド（MCF）事務局 
（03-3509-7651） ※予定 

８ 日本財団「夢の奨学金」 
18～30 歳の社会

的養護出身者 
１０名 HP に掲載予定 調整中 

日本財団「夢の奨学金」HP にて確認 

         ※予定 

９ 明光教育研究所給付奨学金 
施設・里親家庭・

一人親家庭 
２６名程度 

大学等： 
最大７０万円 
(返済義務無) 

１２月１日～ 

翌年１月３１日 

公益財団法人明光教育研究所 

（03-5937-2691） ※不通 
 
（注）記載先に電話にて確認を入れましたが、一部在宅ワーク等にて電話が繋がらない団体がありましたので、申請時期になりましたら直接確認をお願いします。 

   1.太字の事業は、今年度の要項が出ています。（締切日に注意） ※他団体は一部不通であったり、検討中との返答ですので各自 HP等で確認を願います。 

   2.自立支援資金貸付事業につきましては、「長野県社会福祉事業団 026-228-0337」にお問合せ下さい。 

※日本学生支援機構の奨学金（貸与型）につきましては、在学校に確認をして下さい。 

子どもの頃なりたかった職業 

乗り物の運転手 


