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令和 3 年（2021 年）11 月 11 日発行 

   里親だより編集委員会 

 

 

 

 

１ 里親・里子・家族・ごちゃまぜ。 
長野県里親会連合会  

会長 杉山 伸幸 

 
 親子団らんの楽しい陽気ぐらし！を目指して、私の家では、父 99 才現役。母 93

才少し介護有り。家内、子ども達夫婦、孫等 99 才から２才までの年齢構成になって

います。そこに、里子さん（中３）、里子さんのお母さん（障害者）も合わせての、文

字通りの親子だんらん。 

 血のつながりは親子、血のつながりの

ない夫婦、養子になっている、いない等、

良く見たら血のつながりがなくても、家

族の一員として共に生活している。その

うちに、血のつながりがあっても、なく

ても、親子団らんが出来る！ということ

が、私の心の中で証明されて来ました。

今までそんなことは気がつきもしなか

ったが、里親をしてきたお蔭です。 

 何年か前に、県の研修会の講演の中で、厚生労働省に勤めていたＯＢの方が、「こ

れからの福祉は『ごちゃまぜ福祉』、目指すところはそこだ！」とお話をされて感銘

を受け、講演のあと、私の家の様子を相談しましたら、「それが『ごちゃまぜ福祉』

だ」と教えて頂きました。しようと思えばできるし、できないと思えばできない。だ

んだんと里親家庭も、子どもを預かれば『里親』、行き場のない高齢者を１人預かれ

ば、立場は『里子』。 

 親と一緒に暮らしていれば、自動的に『里子』の立場もいただけます。将来の姿は、

里親里子の親子だんらん！これこそ手作りの『ごちゃまぜ家庭！』。次世代の先取り

プログラムじゃよ!! というわけです。 

私のストレス解消法 

映画を見る 

執筆者の皆様に、「私のストレス解消法」
をお聞きしました。コメントも最後に掲載
してありますので、お見逃しなく！ 



2 

 

２ 養育里親さんに聞きました！ 
 

 

 

 

 

■山木里親さん（中央児童相談所） 

 

Ｑ１ 子どもが大好きだが実子が授からず…。主人も他界し、不安もありましたが、子

どもと一緒に生活したかったため。 

Ｑ2 家の中にパッと花が咲いた様。日々の成長を感じられた時や、天真爛漫な笑顔や

寝顔に癒されます♡ 

Ｑ3 思っていた以上に子育てって大変！ ２才前の男の子をお預かりし、毎日が運動

会の様で、バタバタと過ぎて行く～。（もう少しゆったりとした生活をイメージして

いました。笑） 

Ｑ4 ５年程前に頂いたメダカちゃん。毎年卵を産み、どんどん増えて、今は庭の池に

放しても寒い冬を越し、元気に泳いでいます(^-^) 

Ｑ5 里親になって無我夢中で半年が過ぎました。ここの所、やっと少しずつ気持ちに

余裕が持てる様に…。これからも上手く力を抜ける時は抜きながら、里子ちゃん共々

健康第一で！ 

Ｑ6 日々里子ちゃんと泣き笑いしながら…、自分も里親として成長できる様がんばり

ます。 

 

■宮下里親さん（佐久児童相談所） 

 

Ｑ１ 実子が親の相手をしてくれない歳になり、まだ子育てしたいな…と感じている時

に、養育里親という存在を知りました。自分は福祉から離れられないと思っていたの

で、こんなシステムがある事を知れて嬉しかったし、是非やりたいと思いました。 

Ｑ2 まだ経験は浅いですが、今までお預かりさせて頂いた子ども達、短期やショート

も含め、その子ども達のお母さんとして関わらせてもらえることが嬉しいです。色々

な人生に触れられるというか…。 

Ｑ3 施設から委託した子は、こんなに大変なのか!? と驚きました。想像はしていまし

たが、実際に目の当たりにすると心が乱されました。「職場でされる」と「自分の家で

される」がこんなに違うという事も実感しました。 

Ｑ4 また増えてしまった可愛いペット達。中でも、今年３月に 10 才になったうさぎ

ちゃんは、ペットショップの店員さんも「そんなに長生きできるんですねー!?」と、

驚いてくださり、より自慢になってしまいました！（笑） 

Ｑ5 まずは、今委託中の子とお別れするまでに、少しでも多くのお土産を持たせてあ

げることです。トイレでおしっこが出来るようになった！ お母さんが家事をしてい

私のストレス解消法 

朝の連ドラ録画を見る 

Ｑ１ なぜ里親に？  Ｑ２ 里親になって良かったこと  Ｑ３ 想像していたことと違ったこと   

Ｑ４ わが家の自慢  Ｑ５ これからの目標や抱負    Ｑ６ 最後に一言 

私のストレス解消法 

たっぷりの晩酌 

質問はこちら 
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る時、１人で遊べるようになった！ まだまだ不安定ですが、ゆっくり増やせたらい

いな…。その後はまた、子どもと出会ってから考えます！（笑） 

Ｑ6 正直、「本当に大変！」と感じたからこそ、里親仲間って本当にありがたい！ 

周りに頼って、話して、ゆっくりやっていきましょうねー！ 

 

■中野里親さん（松本児童相談所） 

 

Ｑ１ 実子の子育てが本当に楽しかった。子ども達が成人し、 

親を見送り、さて、これから何を生きがいにしていこうか…と考えた時、職場の方か

ら聞いて興味を持っていた養育里親をやりたいと思い、研修を受けました。 

Ｑ2 また子育てが出来るという喜び‼ 大人だけの生活だったのが、潤いがあり、今

は里子が家族の中心です。 

Ｑ3 実子の子育てを経験しているので、今はまだ想像と違うと感じることはありませ

ん。が、里子は障害があるので、成長する中で予想外の事があるのかなと思っていま

す。 

Ｑ4 たくさんの動物‼ 犬２匹、猫１匹、イグアナ２匹、トカゲ２匹、他すっぽんや

魚など。 

Ｑ5 里子がこれからも安心して生活できる環境を作っていきたい。大人になっても困

った時には力になれる存在でありたいと思います。 

Ｑ6 里子は２歳で、只今絶賛イヤイヤ中‼ 大変な事もたくさんありますが、それ以

上に成長が楽しみでなりません。私達家族は毎日たくさんの笑顔をもらっています。 

 

■石原里親さん（飯田児童相談所） 

 

Ｑ１ 子供に恵まれなかったこともありますが、生き甲斐が 

ほしかったのかもしれません。 

Ｑ2 忙しさが倍増しましたが、一番は家族が増えたことです。そして家族が増えたこ

とにより、楽しいことも倍増です！ 

Ｑ3 妻曰く、部屋を掃除してもすぐに散らかっていくことですかね⁉ 

Ｑ4 すくすく育っている里子と我が家を取り巻く良き人間関係です。皆に可愛がられ

ています。 

〈安岡正篤の言葉〉 

縁尋機妙（えんじんきみょう）多逢聖因（たほうしょういん） 

Ｑ5 一つ目は、お出掛けが大好きなので、アンパンマンミュージアムやディズニーラ

ンド、ユニバーサルスタジオや遊園地、キャンプや旅行などに沢山連れて行ってあげ

たいです。二つ目は、人と人とのつながりを学ばせ、苦難を乗り越える力、自力で幸

せを築いていける力を養っていかせたいと考えています。 

Ｑ6 里子が家にきて 1 年 2 ヶ月。色々な出来事や苦労も沢山ありましたが、多くの

人達が手を差し伸べてくれました。感謝感謝です！ 

私のストレス解消法 

ジムで汗を流す 

私のストレス解消法 

1日頑張ったあとの晩酌 
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３ 飯田児相管内の取組みとしての「あっぷる通信」 

風越乳児院  
吉田 千佐紀  

  

４月に創刊した「あっぷる通信」は、9 月に第

6 号を発行することができました。 

昨年度から猛威をふるってきた新型コロナウ

イルスの影響で、会員同士が交流の機会をもつこ

とができない日が続いてきました。そこで、考え

られたのがこの「あっぷる通信」です。 

 なるべく大勢の人に関わっていただき、無理なく続けられることを目標とし、関係

する皆さんの声をたくさん取り入れ、この輪が広がっていくことを願いながら作成し

ております。通信の発行が管内のみという点では安心して寄稿いただけているのでは

ないでしょうか。今年度から里親支援専門相談員が 1 人増え、3 人が協力することで

負担も少なく、個々の色が出ることで毎回新鮮な紙面となっております。 

 これは１人でできるものではなく、里親会、児童相談所、各施設の理解と協力のも

と実現できているものです。これからも皆さんとともにコツコツと歩んでいきます。 

 

 

４ 動画「ともに歩む歓び」のご紹介 
善光寺大本願乳児院 上石 雅代 

 私たち長野県里親支援専門相談員北信地区連絡会は里親支援の充実を目指し、中央

児童相談所管内北信地域の単位でエリア内の児童福祉施設（恵愛、飯山学園、松代福

祉寮、三帰寮、善光寺大本願乳児院）が協同して活動できるよう北信地区連絡会を設

けました。 

昨年度は里親の新規開拓活動として地域の市町村と連携し「里親カフェ」等色々な

取り組みを計画していましたが、新型コロナウイルスの影響で中止や延期を余儀なく

されました。しかし、「コロナ禍にあっても、里親との出会いを待ち望んでいる子ども

たちのためには、広報啓発活動を途切れずに行っていく必要性がある」との思いから

10 月の里親月間に長野駅前の大型ビジョンに 30 秒の里親制度の広報啓発動画を

100 回放映し、それなりの効果を得ました。    

今年度は長野県の「地域発 元気づくり支援金」を活用して、里親制度に関する動

画を、視聴者側の意見を反映しながら制作し、広報啓発活動の求心力にしたいと計画

しました。そこで、制作の段階から、主任児童委

員の方々、大学生の方々に御協力をいただき、絵

コンテやナレーションについてアンケートを取

り、初めて里親制度を知った方にもわかりやすく、

関心を持っていただけるよう努力しました。また、

長野市子育て支援課の御協力で、完成した動画の

私のストレス解消法 

携帯ゲーム 

 

私のストレス解消法 

温泉につかって体を温める 
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30 秒のＣＭをトイーゴビジョンで里親月間中毎日放映していただいたり、元気づく

り支援金の「長野地域振興局」のブログに動画をアップしていただくなど、1 人でも

多くの方に動画を視聴していただけるよう関係機関からの応援もいただいています。 

「ともに歩む歓び～子どものための里親制度を知ってください～」はこうした経過

のなか、監修をお願いした中央児童相談所をはじめとする関係機関、映像制作業者の

皆様、アンケートにご協力していただいた地域の皆様の「子どもたちの未来のために」

との思いがたくさん詰まった 8 分間の動画です。是非ご覧になり、ご意見ご感想をお

聞かせください。 

【作画担当者から皆様に】    

三帰寮 小池 智江 

 里親について世間に知って欲しいことが沢山

あり、どんなエピソードを入れるか、メンバーで

推敲を重ねストーリーを組み立てました。 

作画については画力が乏しいながらも、ストー

リーの中に温かい空気が流れるように、色使いや

表情を工夫しました。実母さんの苦悩や娘を大事

にしたいという想い、それを丸ごと受け止めて大切にしようとしている養育里親さん

の気持ちなどを知っていただけるよう、セリフも言葉を選び、主人公のさとこちゃん

が折に触れて見せるかわいらしい表情やしぐさも、実際の乳幼児さん「あるある」を

取り入れました。 

 たった 8 分の動画で全てを伝えられるわけではありませんが、この動画をきっか

けに里親制度に関心を持ったり、里親になろうという決心のきっかけになれば幸い

です。 

 

 

 

 

 

５ 里親委託費請求書処理の現場から 

中央児童相談所 家庭養育推進係 

             松木 洋子 

いつも円滑な委託費請求事務処理にご協力いただきありがとうございます。 

委託費処理の現場から、不定期シリーズで記事をお届けします。 

1y よく頂く質問 1 

Ｑ．振り込まれた金額のうち、学校給食費の費用が一部しか支払われていないのはなぜか。 

Ａ．学校からの引き落とし金額の中に学年費や PTA 費が含まれている場合があり、給食費の

私のストレス解消法 

LIVEに行く 

「ともに歩む歓び」の動画は YouTubeで

見る事ができます。 

こちらのＱＲコードからどうぞ。 

私のストレス解消法 

掃除！ 
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部分のみ該当となります。（学年費や PTA 費は教育費一般分からのお支払いになります） 

Ｑ．病院からの診断書代は委託費の対象となるか。 

Ａ．内容によって判断致します。あらかじめ措置児相にご相談いただければ、請求前に確認

することもできます。請求できる場合は、領収証だけでなく診断書のコピーもご同封く

ださい。 

Ｑ．修学旅行の費用はどのように請求するのか。 

Ａ．見学旅行費の区分に該当しますので、旅行が実施された月の翌月にご請求ください。実

際の費用がいくらかに関わらず、一律の金額でのお支払いとなります（詳細は支弁表を

ご覧ください） 

1 お願い 1 

・請求書の提出は 10日必着でお願いいたします（10日投函ではございません） 

・請求書の日付は、委託月の翌月の日付でお願いいたします（10月分請求であれば、「11月

○日」となります） 

・請求計算書の受託期間は、委託月の日付になります（10月全日委託であれば、10月 1日

～10月 31日） 

 

 

６ 知っておきたいＩＣＴ（情報通信技術） 
中央児童相談所 家庭養育推進係 

    髙見澤 朋美 

*初めてのスマホ・タブレット* 

初めてのスマホやタブレット、持つ子どもも持たせる里親さんも 

ドキドキしますよね。少しでも安心できるよう、役に立つかも？  

なミニ知識をお伝えします。 

 

何が必要？ 

【最低限必要なもの】 

『本体』『充電器』 

本体と充電器がないと始まりませんね。Android と iPhone の違いは？ スマホ

とタブレットって何が違うの？ 機種は何がいいんだろう？ スマホなどを持つの

が初めてのときは疑問もいっぱいだと思います。私個人と

してはスマホ等にデビューするときは携帯ショップや家電

量販店で購入することをオススメします。やっぱりプロに

訊くのが一番安心！ 店員さんもとても丁寧に色々教えて

くれますよ。 

【あると安心！】 

『カバー』 

カバーをしておくと本体の傷を防止したり、落としてしまったときの衝撃を緩和で

きます。色々なデザインのものがあるので、自分好みのカバーをつけるとスマホやタ

ブレットを一層大事にしたくなりますね。 

私のストレス解消法 

１人で温泉に行く 
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『セキュリティソフト』 

セキュリティソフトはスマホ等でインターネットやゲームを

利用する場合には必需品です！ 個人情報や大事なデータを守

ることができますよ。本体と一緒に購入できることが多いので

ぜひ一緒にお求めください。 

 

設定はどうする？ 

スマホやタブレットの初期設定、難しく感じますよね。で

も大丈夫！ だいたいのスマホやタブレットには『かんたん

スタートアップガイド』や『かんたん設定マニュアル』のよ

うな初期設定を分かりやすく説明している冊子がついてき

ています。「スタートアップガイドを読んでも良くわからな

い……」「変なところを触っちゃったらどうしよう……」と

どうしても不安な場合は携帯ショップや家電量販店の店員さんにお願いすれば一緒

に初期設定をしてくれることが多いです。心配せずにレッツトライ！ 

 

何ができる？ 

電話やメールはもちろん、流行りの SNS をチェックしたり、写真

や動画の撮影・編集をしたり、ゲームをしたり、電子書籍を読んだ

り、音楽を聴いたり、電子マネーを使うことでお財布代わりになっ

たりもします。今はリモート授業や学習アプリで勉強するお子さん

も多いので『スマホ（タブレット）ばっかりやって！』と叱る前に、

スマホ等で何をしているか確認してみるといいかもしれませんね。 

 

注意することは？ 

・今はインターネットを通して誰とでも繋がれる時代です。情報

も無限にあふれていますから、間違った情報や悪意のある大人

から身を守らなければいけません。スマホ等を使う子どもを一

番簡単に守ることができるのは『フィルタリング』をかけるこ

と。危険なサイトにアクセスできないよう、ブロックすること

ができます。 

・個人がだれでも情報を発信できるのでインターネットには偏っ

た情報が載っていることも多いです。ひとつの情報を鵜呑みに

せずにいくつかのサイトを見比べたり、他の人の意見を調べたりしましょう。時に

は官公庁や研究機関など情報源のしっかりしたサイトで調べることも大切です。 

 

家族で決めておくことは？ 

・ルールは親が一方的に決めるのではなく子どもと一緒に考えましょう。 

・「ネット上でつながった人に写真を送ったりしない。個人情報を話さな

い」「面と向かって言えないことはネットにも書かない」というのは必

ず約束しておきましょう。子どもが被害者、加害者にならないために

必要なことです。 

・その他は、ゲームの課金や利用時間などを確認しておくと良いかもし

れません。「課金をしたい時は親に確認をする」「スマホ等を使っていいのは夜の〇

時まで」など、お家に合ったルールを決めてくださいね。 

・決めたルールは大人も一緒に守ることで子どもの不公平感がなくなります。 
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☆「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 
 

         「私のストレス解消法」ついて、執筆者からのコメントです。 

杉山伸幸会長「映画を見る」 

心配事を忘れる場を作る。映画を見る、自然の景色に感動する。冬のスキーやスノボーを子

ども達と楽しむ。子ども達の喜ぶ顔を見て楽しむ！とにかく、マイナスの事は、心にかけない。

家族きょうだい、互いに立て合い扶け合い！ これがストレス解消の元です。半分は苦労です

が、あと半分は楽しく面白く、ということで、三十数年前からの結果となりました。皆様ご機

嫌よくお暮し下さい。 

山木里親さん「朝の連ドラ録画を見る」 

里子ちゃんがお昼寝している間、コーヒーと甘い物を食べながら朝の連ドラ録画を見る事。

里子ちゃんの写真や動画を見てニヤニヤしながらアルバムを作る事♡ 

宮下里親さん「たっぷりの晩酌」 

週１の旦那さんがいる夕食は、ご馳走作って、たっぷり晩酌！！ 

中野里親さん「ジムで汗を流す」 

ジムで汗を流す事。主人との夜の散歩。 

石原里親さん「1日頑張ったあとの晩酌」 

なんといっても 1 日頑張ったあとの晩酌です。家族に囲まれて飲むお酒は格別ですね。 

吉田千佐紀さん「携帯ゲーム」 

あえて答えるのであれば、携帯ゲームかもしれないのですが、モノ作りかな…甘いものだっ

たり工作することがあります。食べ物はスイーツ中心で、何を作ろうか考えるところで無心に

なることができ、無心で作って食べて満足。自分が食べたいものを食べたいときに食べること

で、モヤモヤを解消させている気がします。 

上石雅代さん「温泉につかって体を温める」 

最初は高齢の母のために温泉に通っていたのですが、徐々に温泉効果を身をもって実感でき

入浴後は身も心も爽快でした。コロナ禍になる前までは１週間に１度は必ず温泉につかって身

体を温めていました。自粛期間中は、入浴剤を自宅のお風呂に入れて気分だけ楽しんでいます。 

小池智江さん「LIVEに行く」 

色々なアーティストの LIVE に行くのが大好きです。が！コロナ禍で 2 年近く行けていませ

ん。そんな中 10 年振り位に再開したのがキャンプ。自然の中で焚き火を見つめながら美味し

いコーヒーを飲むのは至福のひと時です。どちらも頻回に行けないので、その間はそれぞれの

動画を見ながら思い出を反芻したり次回の計画を練って楽しんでいます。 

松木洋子さん「掃除！」 

身の回りがキレイになるとスッキリした気持ちに！ 

髙見澤朋美さん「１人で温泉に行く」 

露天風呂でぼーっとし、湯上りにアイスを食べることがマイブームです。 

最後に

… 

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