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巻頭言

社会的養護の協働を考える

私が児童養護施設に勤めたのは、今から40年前の昭和57年のことです。
その頃は、社会的養護の右も左も分からないまま、まもなく里子に出した子どももおりましたが、里親さんと施設
というのは、全く分野の違うものと思っておりましたので、里子に出してからは一度も連絡を取っていません。今、
その子は40歳くらいでしょうか。
時は変わり、平成28年の児童福祉法一部改正に伴い、新しい社会的養育ビジョンが打ち出されると「家庭養育優先」
という言葉を耳にするようになったかと思います。
子どもが権利の主体であることが明文化されたことで、いよいよ子どもの育つ環境が重視されるようになりました。
子どもは、できるだけ家庭において養育されるべきという考えです。私も然りと思います。
「子ども期」は、その後の「成人期」の人生に向けた準備期間であり、特定の大人との愛着関係や基本的な信頼関係
を形成することは、やがて社会の一員として自己実現を目指すうえで、とても重要だと
考えるからです。
私たち施設職員も、そこを目指し、生活の営みを大切に！をモットーに努力をしてい
ますが、ローテーションや職員の入退職により「特定の大人」にはなりにくい現状と言
えます。そういったことから、社会的養護を必要とする子どもにとって、里親さんはな
くてはならない存在と言えます。
しかしながら、様々な環境に晒されてきた子どもたちは、日々の中で大人の想像を超
えた様相を呈するもので、里親さんは里親さんで、施設は施設でその対応に頭を悩ませ
たり心を痛めたりしているのは既知の事です。
感恩講児童保育院  院長
社会的養育ビジョンでは、児童養護施設が里親支援機関として挙げられてはいますが、
小野寺  恵子さん
お互いに出来ることと出来ないことがあり、どちらかが一方的に支援するものでもない
〔略歴〕
と思っております。互いに出来ることだけ並べたら、むしろ出来ないことはないくらい
昭和57年
のタッグが組めるのではないかという期待が膨らみます。
感恩講児童保育院
これが、私の考える「協働」です。
保育士として勤務
平成19年
秋田県では、令和１年度から社会的養育推進計画がスタートしましたが、特に低迷し
感恩講児童保育院
ていた里親委託に力を入れ、
私たちも里親支援機関として様々な活動を行っております。
家庭支援専門相談員
みな様方のご協力もあり、
令和２年度末には里親委託率が15.5％
36人に上がりました。
平成29年
感恩講児童保育院 院長就任
が、一方で、代替養育の必要な児童数は、県の予想を外して増えてきています。
秋田県社会福祉審議会委員
今現在、県内の児童養護施設や乳児院には約170名の子どもたちが暮らしています。
秋田市要保護児童対策地域
協議会実務者会議構成員
今こそ互いの出来ることを集め、互いに助け合いながら、次世代を担う子どもたちの
「子ども期」の健全な心身の発達のために協働していきたいと心から思っております。

あなたを必要としている子どもがいます

はじめませんか
〝里親登録＂

養育

専門

親族

養子縁組

保護者のいない子どもや虐
待などの理由により保護者
が養育することが適当でな
い子どもを養育する里親で
す。（里親研修を受講する
必要があります。）

虐待を受けた子どもや障がいのある
子どもなど、専門的な援助を必要と
する子どもを養育する里親で、養育
里親として３年以上の委託児童の養
育経験が必要です。（専門里親研修
を受講する必要があります。）

実親の死亡や行方不明な
どで、祖父母などの三親
等以内の親族が子どもを
養育する場合の里親です。

養子縁組によって養親と
なることを希望する里親
で す。（ 秋 田 県 で は 里 親
研修を受講する必要があ
ります。）

里親

里親

里親

秋田県里親連合会

里親

ごあい
さつ

秋田県健康福祉部

地域家庭福祉課

課長

佐 藤

寧

皆さんこんにちは。私は、この４月から着任したのですが、３年前にも当課におりました。その頃、
「さ
とおやすいしん」と聞くと、「さとおやすし」の私としては、ちゃんと頑張れよと言われているような気
がしたものです。記憶が甦りました。
私たちも、それなりの年齢になってくると昔を振り返って、あの時、別の選択をしていたら今はどうなっ
ていただろうとか、もう一歩を踏み出せば違う人生だっかも、などと思ったりします。ですが、それは、
自分が頑張らなかったから実現できなかったもので、もし、時計を巻き戻せたとしても、実は何も変えら
れないとも思うのです。ですが、今、実の親と暮らすことのできない200人の子どもたちはどうでしょ
うか。自分の頑張りとは関わりなく、私たちが示す僅かな選択肢の中で人生と向き合って暮らしています。まだまだ成長の
過程にある小さな体で、です。この会報に目を通している多くの方々と違い、私は現場に携わっておりません。短気であが
り症で徳もありません。そうした負い目を感じつつも、この子どもたちに、あの時、本当はこうしたかったという思いを飲み込ませたまま、18歳を
迎えてほしくありません。
一番いいことは何なのかを皆さんと考えていきたいと思っています。これからも、
子どもたちのこと、
子どもたちとのこと、
よろしくお願いいたします。

北児童相談所

所長

深 谷 裕 宣

昨年の異動で、17年ぶりに児童相談所へ復帰しましたが、一番驚いたのが虐待件数の多さと里親委託を巡る環境の変化でした。国が掲
げるビジョンや本県が策定した里親委託率の数値目標と、現状の委託率を比べて愕然とし、どのようにして委託率を上げれば良いのかと
今も頭を抱えています。「家庭養育優先」には諸手を挙げて賛成ですが、発達障害や虐待の影響による情緒・行動上の問題を抱えている子
どもは、里親での家庭における親密な関係を形成する準備ができていないケースも多く、保育士や心理士、看護師がチームで向き合う、
施設入所を選ばざるを得ないのが実情です。里親の認知度を上げ、登録数を増やすことや委託率を上げることはもちろんですが、里親の
専門性を高める取組や、委託後の支援体制の強化が、より一層大事になると考えていますので、引き続き貴会の皆様の御理解と御協力を
お願いします。

中央児童相談所

所長

伊 藤 幸 喜

平成18年に中央児童相談所を離れてから15年ぶりの児童相談所勤務となりましたが、子どもの数が年々減少している中、虐待相談が
右肩上がりとなっている現状に、子どもを取り巻く環境の大きな変化を感じています。
また、最近は、児童相談所の相談対象となった子ども自身が発達障害等を有しており、虐待や家庭養育困難となって一時保護に至るケー
スも散見されます。このような子どもが家庭復帰できない場合、里親委託や施設入所を検討することになりますが、子どもへの対応が難
しいため、簡単にはいきません。しかし、こうした子どもでも、里親さんが子どもと向き合っていただき、お互いが折り合っていく中で、
とても良好な関係を築いてもらっているケースもあります。家庭での養育に欠ける子どもが、少しでも多く適切な家庭生活を体験するこ
とができるためには、養育里親が増加するとともに、里親の皆様の協力が不可欠です。今後より一層の御協力をお願いします。

里親委託率の向上を目指して

秋田県南児童相談所

所長

新 田 清 季

本県の令和元年度末の里親委託率は13.2％で、全国では下から６番目に位置しています。秋田県社会的養育推進計画では、令和６年度
に26.0％、令和11年度には40.0％を目指しており、まだまだ遠く及ばないというのが現状です。
南児童相談所では、新たに措置が必要な場合や措置変更が必要な場合に里親さんへの委託を優先して検討しており、乳児院からの措置
変更についてはほぼ里親さんへ委託しておりますが、子どもさんの年齢が上がるにつれだんだん難しくなってきています。子どもさんの
それまでの生活歴や持っている特性などを考慮した場合に、里親さんにお願いして迷惑がかからないだろうか？と考えてしまい、ためら
う場合も少なくありません。委託後に児童相談所が想定できなかったトラブルが起きてしまう可能性もあります。
委託後の不調を少なくし里親委託を推進するために、里親さんと連携を図りながら進めてまいりたいと考えておりますので、御協力を
お願いしたいと思います。

令和３年度 里親応援カレンダー
里親さん同士の交流や施設職員との情報交換を目的にサロンを開催します。また、子どもとの交流やスキルアップを目的とした研修
や勉強会もございます。すでに里親登録されている方だけでなく、里親に関心のある方のご参加も大歓迎です。
エリア
会 場

7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

全県
県北
県央
秋田赤十字乳児院
北秋田市コムコム
感恩講児童保育院
聖園天使園
4日(日) 13:30〜15:30
17日(土) 13:00〜15:00 20日
（火）18:00〜20:00
子ども交流&サロン
サロン
（受託中の方対象）
勉強会
4日(水) 10:00〜12:00 29日(日) 10:00〜12:00
20日(金) 15:00〜17:00
子ども交流&サロン
サロン
サロン
11日(土) 10:00〜15:00
4日(土) 10:00〜12:00
20日
（月）13:00〜15:00
①サロン ②子ども交流
子ども交流&サロン
勉強会
※①②どちらかでも可
24日(日) 13:00〜15:00
4日(月) 10:00〜12:00
20日(水) 15:00〜17:00
子ども交流&サロン
子ども交流&サロン
サロン
【会場】陽清学園
20日(土) 15:00〜17:00
4日(木) 10:00〜12:00
20日
（土）13:00〜15:00
子ども交流&サロン
子ども交流&サロン
勉強会
（未委託の方対象）
4日(土) 10:00〜12:00 12日(日) 10:00〜12:00
20日(月) 10:00〜12:00
子ども交流&サロン
サロン
サロン
1/28（金）〜2/13（日）
16日(日) 13:00〜15:00
県外講師研修
（オンデマンド）
サロン
4日(金) 10:00〜12:00 6日(日) 10:00〜12:00
20日(日) 10:00〜12:00
子ども交流&サロン
サロン
サロン
4日(金) 10:00〜12:00
13日(日) 10:00〜12:00
子ども交流&サロン
サロン

里親支援機関

〈全県〉秋田赤十字乳児院
〈県央〉感恩講児童保育院
聖園天使園

☎018-884-1760 担当：髙𣘺	 〈県北〉陽清学園
☎018-845-0483 担当：中田 〈県南〉県南愛児園
☎018-838-1043 担当：冨樫

発行者：秋田県フォスタリング機関（秋田赤十字乳児院）
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☎0186-66-2104 担当：村上
☎0182-32-6065 担当：宇佐美

県南
横手市内
11日
（日）10:00〜12:00
サロン
（未委託の方対象）

26日(日) 10:00~15:00
①サロン ②子ども交流
※①②どちらかでも可

14日(日) 10:00〜15:00
①サロン ②子ども交流
※①②どちらかでも可

23日(日) 10:00〜12:00
子ども交流&サロン

里親応援メニューの詳細や
予約などにつきましては、
各施設へ直接お問い合わ
せください。

各地区里親会の

活

動

紹

秋 田 県 北 里 親 会

介
会長  石垣 砂津子（大館市）

秋田県北里親会の紹介
正確には「大館・北秋田地区里親連絡協議会」と言います。
５月に里親ペアカウンセリング、７月か８月頃に陽清学園（北秋田市）の子ども達との「ふれあいキャンプ」が県北地区里親活動の
一大イベントになります。
最近里親に求められる事が専門的になってきています。そのため研修を重ねてスキルアップをしていかなくてはいけません。子ども
達をとりまく環境が複雑化してきている今、まさに里親が求められる時代になりました。子どもは「社会の子」として社会全体で養育
していくべきと考えられます。
里親が増え会員が多くなる事を望みます。県北地区で里親になる方は当会に入会し一緒に子ども達を育てていきましょう。みなさん
の入会をお待ちしております。
うまくで
きたかな
お饅頭⬇

⬇

峨瓏大滝散策

開会のあいさつ

⬆大野台放牧場で

宿舎で

の室内

ゲーム
⬇

2019年９月21日～22日
藤里町にふれあいキャンプです。
21日は大野岱町営牧場でサフォーク種
羊とふれあい。
「峨瓏大滝」「銚子の滝」見学。
白神の自然を楽しみました。
農村環境改善センターに宿泊です。
「割烹 ふじみや」の仕出しで夕食です。
夕食後、子供たちはゲーム。
大人は交流会です。
22日は「ゆとりあ藤里・健康保養館
温泉プール」で子どもたちと大いに遊
びました。
昼食後、現地解散です。
皆さん大いに楽しみました。

い（遊具）

合
との触れ
子供たち
園地にて

⬆素波里

「里母会」の活動紹介

⬆素波里園地にて子供

たちとの触れ合い（遊
具・ゴーカート等）

２か月に１回、大館中央公民館に集まって活動をしています。
子育てには悩みがつきものです。先輩里母さんから成功談や失敗談などの子育て体験を聞くと、自分だけが陥る悩みではないのだ、
ということを知ることができて安心したり、いろいろなアドバイスをもらうことで、子育てのヒントになり心が前向きになったりして
励まされます。次々といろいろな話題が持ち上がりあっという間に時間が過ぎていく楽しい場となっています。

能代市の工藤さんから体験談寄せられました。
「委託の初年度は右も左もわからず四苦八苦し、後にも先にも動けない断崖絶壁に立たされた様な思いも味わいました。それでも先
輩里親さんや支援員さん等、周囲の手を借りながら三回目の委託記念日を迎える事が出来ました。
里子は生後三年半の間、私たち家族とは違う場所で違う生き方をして来ました。
価値観の違いや習慣は一つ屋根の下では新しい発見にもなれば、逆に大きな足かせにもなりました。
どうしたら養育がより良くなるか、この養育で里子の利益になっているかを常に問いただし自分を律する事の繰り返しの日々です。
窮屈に聞こえるかもしれないけれど紛れもなく大人側に成長をもたらしてくれています。けれど疲れることもあります。疲れたらレス
パイト利用で充電し、また笑顔で里子に向き合う事が出来ます。
また、実子が里子を慈しむ様子を見ると胸が熱くなり、いつも感謝しています。
「この子が18歳の壁を迎えた後、心細くならないように実家の役割を担いたい」
連絡先：阿部悦男
と始めた里親でした。
携 帯：090-3129-5478
里子の成人式が今から楽しみです。これからも若作りと体力づくりを忘れずに
頑張ります。」
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各地区里親会の

活

動

紹

秋 田 中 央 里 親 会

介
会長 大日向 賢治（にかほ市）

総

会

毎春開催しております。会員約35組の会計決算承認、年間活
動計画決をしています。
年間
スケジュ
ール

レクリエーション
毎年県内の小旅行を企画。一昨年は由利本荘市「木のおもちゃ
美術館」、本年は男鹿市「なまはげ館」
「水族館GAO」行きました。
遊んでいる時、歩いている最中などその時その時の何気ない会
話から会員同士のコミュニケーションが深まります。

感恩講草刈りボランティア
日頃からお世話になっている感恩講さんに喜んでいただこう、
また「里親」を社会に広く認知してもらおうという、ダブル発
想から「里親会が感恩講で草刈り行事」という事になりました。
昨年で２回目。魁新報にも大きく取り上げていただいています。
毎年、感恩講の児童・生徒さん方も手伝ってくれるという、喜
びもいただいています。

4

時短食材配布事業
昨年はコロナで社会状況が一変しました。皆がストレスを抱
え大変なところ、里親里子家庭はなおさらであろうと想像され
ました。赤い羽根共同募金より助成金を頂戴し、里親に喜んで
貰う「時短食材の配布」を行い、またその配布時に状況調査を
行う家庭訪問が出来ました。その際の調査から各家庭の様子が
分かりました。

コロナ禍緊急セミナー
家庭調査によりやはり過度のストレスを抱え込んで
いる状況が分かり緊急に「コロナ禍における養育セミ
ナー」を感恩講里親支援専門相談員：中田氏に講演い
ただいて開催しました。「自分の疲れを自覚する。」
「ス
トレス発散の具体的方法」を教えてもらいました。久
しぶりに会員同士が集う場になりました。

里親サロン公開型
会員の育成力強化と、「里親里子」の社会的認知を目
指して一般の方にも参加していただく「里親サロン公
開型」をこの６月開催しました。臨床心理士であり養
育里親を務めている千葉純子会員に「里母として臨床
心理士」としてと題して講演してもらいました。非常
に勉強になる講演でした。最後クローズアップされた
言葉は「愛着」でした。「愛着」は里子にとって非常に
重要なキーワードと再認識しました。

連絡先：伊藤博信
電 話：018-837-3722
携 帯：070-1440-2921
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各地区里親会の

活

動

紹

秋 田 県 南 里 親 会
県南里親会

介
会長  熊谷 道弘（大仙市）

活動紹介

県南里親会では、「家庭生活体験事業」をベースとして、年に１回「ふれあいキャンプ」を企画し、施設で暮らす子どもたちとの交
流を深めているほか、里親や里親に興味のある方、里親支援専門相談員との間の情報交換の場として「里親サロン」を年に数回開催し
ております。
家庭生活体験事業では、週末やお盆・正月などに、子どもたちを里親家庭に招き、衣食住を共にしています。週末里子だっ
た子が、施設を卒業した後でも生活の中で困ったことがあれば、連絡をしてかつての里親からアドバイスをもらったり、お礼
の贈りもの（メロンなど）を送って来たりと、心のよりどころになっているようです。
ふれあいキャンプとして、昨年度は横手市増田町「釣りキチ三平の里」で、そば打ち体験と自然の木などを使った工作に挑
戦しました。そば打ち体験では、そばの太さが人それぞれでしたが、自分たちで打ったそばの味は格別だったようでした。工
作では、木の実や枝を使って、家のミニチュアなど、思い思いの作品を作りました。
里親サロンは、里親、里親に興味のある方、里親支援専門相談員との間の貴重な情報交換・提供の場になっています。県南
地区には、里親歴20～30年のベテラン里親もたくさんおり、先輩里親の経験談を聞きながら、日頃の悩みの解決策を一緒に
考えたり、相談に乗ってもらったりしています。

熊谷さんご夫妻
「厚生労働大臣感謝状」を受けられる
長年、里親としてご尽力くださいました大仙市の熊谷道弘・裕子様ご夫妻が、昨年度「厚生
労働大臣感謝状」を受けられました。ご夫妻は、社会的養護を必要とする様々な事情を抱え
た多くの子どもたちを家庭に迎え入れ、たくさんの愛情を注いでくださいました。今後とも、
里親会へのお力添えをよろしくお願いいたします。

県南里親会は、里親と元里子、そして愛児園の職員の皆さんとでつくる温かい
会になっています。里親家庭との何気ないふれあいの中でも、施設の子どもたち
にとっては、有意義な時間となっています。県南里親会では、一緒に取り組んで
くれる仲間たちを求めています。子どもたちの笑顔のため、どうぞよろしくお願
いいたします。
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たかかい

連絡先：高階敦子
電 話：0182-32-7764

│フ│ァ│ミ│リ│ー│ホ│ー│ム│か│ら│
★ちゃあぷより

大仙市の秋田さとうホームに続き、昨年12月、
大館市にファミリーホーム「ちゃあぷ」ができま
した。管理者の北林さんからお話を頂きました。
「我が家は山間にあり、様々な小鳥たちの鳴き声
が日常的に聞かれます。
家の中も子どもたちのにぎやかな声が聞こえる場
でありたいなという思いで「ちゃあぷ」と付けま
した。意味は「小鳥のさえずり」です。
開設前は、里親として２人の子どもを養育して
いました。家庭的な養育を必要としている子どもの行き場が県内では限られている現状を聞き何か自
分も役に立ちたいという思いがありました。
現在は４人の男児と暮らしています。全員小学生です。
平日のゲーム時間は１時間以内の約束です。それを「守っ
ていない」と子供たちから苦情が出て、子どもたちと話し
合いをすることになりました。日頃不満に思っていること
をそれぞれ口に出して言い始めました。その中で、私に対
しても「怒って言わないで！」という意見が出てびっくり
しました。子どもは大人のことをしっかりみているし、い
ろいろな思いをもっている。それを大人に対して対等に言
えるってすごいなあと思いました。もちろん、私はその場
で謝りました。思っていることを対等に話せる雰囲気がこ
の家にあったと言うことが妙にうれしく感じました。これ
からもいろいろなことが起きるでしょうが、皆で話し合い
をして解決していくということを大事にしていきたいなあ
と改めて感じています。」

d
r
i
B p
c
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h
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★秋田さとうホームより

「コロナ禍に思う」

最近よく手紙をもらいます

新型コロナウイルスの影響は、当ホームの子ども達においても少なか
らずあります。例えば、学校や園行事の中止や延期、規模を縮小しての
開催になったり、ホームの外出も以前に比べて、その頻度は少なくなり
ました。
しかし、コロナ禍は私たちに当たり前の生活の有難さを改めて教えて
くれているのではないでしょうか？人は、あるべきものをなくしてから、
ようやく気づくものだと実感しました。子ども達はどう思っているので
しょう？不自由なコロナ禍での生活と、これまで当たり前のようにして
きた自由な生活の有難さに気づいてくれているのでしょうか？コロナ禍
は、それぞれの子ども達に何かを考えさせてくれるきっかけになればと
感じるこの頃です。
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※令和３年５月８日・里親サロンでの発表より抜粋

なまはげの里の里親日記

ち

ば

じゅんこ

千葉 純子

里親デビュー
私は里子さんの委託を受けて現在２年目。56歳
の夫、46歳の私、６歳の実子・娘、５歳の里子く
んの４人家族です。
今日は、「里母として、臨床心理士として」とい
うテーマをいただきました。このテーマは、よく
考えると私にとっては深い意味合いを持つテーマ
なんだよなあと思っています。と言うのも、私、
今の里子さんの委託を受けて、このこどもにはト
ラウマ治療が必要なのではないか、養育里親では
なく、専門里親が対象のお子さんじゃないか？と
思ったことがありました。でも、その時に「いや、
私は臨床心理士。ほかの心理職にこの子の治療を
任せなくとも、私と言う専門家がいるじゃないか」
とも一瞬思ったんですよね。でも、すぐにそうじゃ
ないと思いました。里子の前に立つ私は、彼の母
親であって、心理職の人ではないんです。彼が私
に求めるものは、心理の専門家ではなくて、安心
して愛着関係を築ける母親なんです。わたしは、
彼の母親になりたいと思いました。心理職なんて、
他にたくさんいるんです。その人に任せればいい
んです。親として与えられる責任は最も神聖な特
権だと私たち夫婦は考えています。

筆者とご家族

里母、里親と言うのは、里子の育ちを支援する
一方で、自分自身が支援を必要とする立場でもあ
ります。ですから、里親会といういわゆる「ピア」
（仲
間）の存在はとても大切で、ピアの存在はとても
大きな意味合いを持ちます。また、県や児童相談
所の職員による里親へのサポートというのも非常
に重要です。今、男鹿市で里子さんの委託を受け
ているのはおそらく私たちだけで、この経験をと
おして感じる思いを共有できる仲間というかたが
ほかにいないんですよね。それって、里親をちょっ
と孤立させます。思いを共有し合えると、人は頑
張ろうという勇気が湧いてきます。
今年の冬、赤い羽根共同募金から「支援する人
を支援する」ということで、里親の養育をサポー
トしようと時短食材をいただいたとき、本当にう
れしかったです。支援者を支援するって、本当に
大事なんですよね。わたし、あのパッケージをい
ただいたとき、頑張る私たちを支えてくれようと
する人たちがいると感じて、すごく感動しました。
こんな私だけど、この子の親、がんばろうと思い
ました。見知らぬ方からの善意がこんなにも勇気
を与えてくれるものだとは体験するまで分かりま
せんでした。

里親を楽しもう
今回の里親サロンのテーマ「里親を楽しもう」。
私、すごく好きです。里親、がんばろうじゃない
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んですよね。「楽しむ」って決して大変なことが起
こらないってことじゃない。毎日笑って里親生活
ができるってことでもない。楽しむって、それぞ
れに意味合いがあるかもしれませんが、私たち夫
婦にとっては里親として悩むこと、葛藤すること、
困惑すること、いろいろあるけれど、そういうこ
とも全部ひっくるめて、彼の成長を喜び、彼を迎
えての日々の生活を大切に過ごすプロセスが「楽
しんでいる」という状態なのかなと思っています。
そういう意味では、我が家は「里親」を楽しんで
いる状態かもしれません。

先程、「ピア」のお話をさせていただきましたけ
ど、夫婦が「ピア」であることもまたとても大切
です。夫婦で思いを話し合うことはカウンセリン
グ作用を生じさせますし、夫婦として子育てに対
する意見を一致させ、家族としての歩みをさらに
堅固なものにすることができる。でもこれって、
里子君に対してだけではなく、実子に対しても同
じですよね。

七五三祝い

里親としての養育上の利点は、他者からの援助
を求めやすいということが一つあると思います。
児童相談所やそれぞれの関係機関の職員が、委託
を受けた後「どうですか？」って声をかけてくれ
ますよね。実子の場合、せいぜい乳幼児健診か、
幼稚園や学校での保護者面談くらいです。自分た
ちだけで悩み育てるのではなく、里親制度は「社
会的養護」なわけですから、里親自身が社会資源
を有効活用するといいと思います。

我が家は里家族
夫婦って、結婚したからいきなり夫婦になれる
わけでもなく、親は子どもが生まれたからと言っ
ていきなり親になれるわけでもない。夫婦として
過ごす過程を経て、親子として過ごす過程を経て、
夫婦となり親子となっていく。家族も同じであっ
て、血がつながっているから理解し合えるという
わけではなく、家族として過ごす過程を経て、家
族としての一致が築かれていく。うちは里子君が
来るとき、実子にこのように説明しました。「父さ
んと母さんが結婚して２人チームになりました。
そこにあなたがきて３人チームになりました。そ
して今度、新メンバーとして〇〇君が来ます」我
が家という家族はチーム制です。里親、里子と言
う言葉がありますけど、我が家は実子も含め家族
という単位で成り立っていますので、「里家族」と
いうことばがあってるかなと思っています。

千葉 純子

（ちば じゅんこ）

臨床心理士・公認心理師。
男鹿市役所勤務
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先人に学ぶ

秋田県里親登録者第１号 佐々木賢治先生のこと
秋田県里親連合会 会長

GHQ占領下の昭和22年（1947年）
12月に交付された

「児童福祉法」で里親が規定され、翌年3月の「施行令」に

賢治先生のお話

このお話を裏付ける記録が昭和25年（1050年）10月に

よって、里親の認定方式や登録簿登録などが規定されま

秋田県中央児童相談所から発行された『愛情に育つ子

も委託も同じ昭和23年9月3日」との資料が有りました。

10月5日ラジオ放送出演したときの記録で聞き手は秋田

した。秋田県で最初の登録者は佐々木賢治氏で、
「登録

秋田県に里親連合会が結成される6年前のことです

が、連合会結成66年に寄せて佐々木先生の足跡を訪ね

ながら、当時の歴史背景や、里親家庭の生活を資料やイ

等―里親と里子（第二輯）』にあります。賢治先生が同年

県中央児童相談所長であった七尾宏氏です。一部を掲
載します。

ンタビュー取材で探ってみたいと思います。

アナウンサー「今晩お出でを頂きました里親佐々木さ

3月まで西目中学校長であっ

わば里親第一号です。引き上げ孤児を引き取って養育

先生は昭和25年4月～29年

たことが由利本荘市教育委

しゃる県の中央児童相談所長の七尾さんを通して色々

た。幸いにも、末の娘さん（80

お話を伺って見ることにしましょう」

代後半）が同市西目町にお住

七尾所長「里親になられたのはいつですか。どういうご

まいでしたので、先生の経歴

事情から里親になられましたか。確かあなたは県の里

や、委託に至った経過、里子

親登録第一号でしたね」

との暮らしぶりなど当時の
貴重なお話を伺うことがで
きました。

んは、西目中学校の校長先生で、本県で最初の里親、い
していらっしゃいます。里親の指導に当たっていらっ

員会の資料からわかりまし

賢治先生「昭和23年7月、あの子が小学校4年のときです。
第三代校長
（西目中学校校長室掲示）

娘さんのお話

「私たち家族は、終戦を小坂町で迎えました。父は小

坂高女（現：県立小坂高校）の校長でした。23年鷹巣高

女（現：秋田北鷹高校）への転勤で鷹巣町に移りました。

当時は父の給料と土地を借り野菜を作ったりして、

家族6人（4姉妹）で食べていくのが本当にやっとの生活
でした。でも皆さんそんな生活でしたよ。

父が秋田県で一番初めに里親登録したことは後から

聞いて覚えています。確か私が中学生の頃だと思いま
すが、
『こんな貧しい生活なのに家族が増えてどうすん
だ』と思ったことは記憶しています。しかも男の子で

しょう。確か小学4年か5年生だろうと言うことでした

ね。その子は父と寝ていたのね。それがおねしょを毎晩

当時私は鷹巣町に勤めていました。

豊村という篤志な青年が良く浮浪児を見つけては「希

望の家」という小さな小屋を改造したものに入れて保

護していましたが、経済事情や色々な事情でこれを解
散し収容している子どもたちを児童相談所に引き継ぐ

ことになりました。あの子は施設に送られるのを極端
に嫌って、再び逃げ出して浮浪児の生活に入りそうで
した。それでは余りかわいそうなので豊村君とも話し
合い、児童相談所の所長さんに来ていただいて、引き取
ることになった訳です。」

七尾所長「そうでしたね。あの時は『秋田には死んでも
いかない』と言って手を焼きましたが、あなたの申し出

で、私もホッとしました。今、小学校の六年でしたね。
元気ですか」

賢治先生「そりゃも

う大元気者で、全郡

やるんですよ。一晩に三回もやるもんだからそりゃ父

（由利郡）小学校の

引き取ることになったいきさつは、朧気ながら記憶

を代表して第三位

は大変だったろうと思います。
（笑）

しています。当時鷹巣町の消防小屋の2階に「引き上げ
孤児」が住んでいて、それを世話する人がいて、私の一

つ上の姉も手伝っていたの。それで、何かしらの事情で

そこに居られなくなって秋田の施設に移ることになっ

たけれど、中にどうしても行くのは嫌だという子がい
て、姉が父に引き取ってくれるよう頼んだの。それで家
に来ることになったんです。」
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高橋恭康

相撲大会では学校
でした。それに野球

が飯よりも好きと
来ているので、親父

の方がその仕度に
手を挙げます。勉強
の方も5年のときは

成績優秀でほめら

さきがけ新聞 昭和22年11月11日

れましたし、こちらへ来てからは珠算の選手で29日の
県の大会に出ました。」

当時の生活

「あの子が家に来るまでの苦労を思うと、盡しても盡

しても盡しきれませんよ。朝鮮で六歳のとき両親に分

かれて四年の浮浪生活をしていた訳ですから。無理に
学校にお願いし四年生に入れていただきました。世間

の事は大人も及ばないほど知ってるが、基礎的な文字
や計算になるとさっぱり駄目で、毎晩家内や下の娘が

夜遅くまで勉強を見てやりました。四年間の浮浪生活
ですから野性味がすっかり身に沁みこんで野人そのま
までした。素裸で平気で町を歩き回るし、気に食わない

ことが有ると夜中であろうといつであろうと家を飛び

出すという具合で、家庭生活になじませるにはずいぶ

堀敏行・キサご夫妻

ほれ、公園に村長の銅像が有るんしべ。

彼（里子）は年上だと思っていたが実際は年下でな

ん苦心しました。それに「おねしょ」の苦労は大変なも

かったかな。とても大人びていて、同級生とは誰とも遊

げさまで治りましたが。それに終戦後のあの食糧事情

んです。私は中学で彼は小学生だったのかなあ。

なのでお古も間に合わないし。」

てました。同級生には『浮浪児！浮浪児！』と良くいじ

敗した里親が2件あります」

を止めさせ彼をかばいましたよ。それからですよ。学校

な世知辛い世の中に自分の子供が3人もいるのに他人の

の母親が作ったパンを一緒に食べたりしました。賢治先

あります。また、一寸したいたずらを大げさに取り上げ

ちゅううちに遊びに来たんですよ。中学卒業後は鷹巣

物をこっそり恵んだりして子供の過去の生活を思い起

には居たくなかったんでしょうなあ。」

七尾所長「最後に何かご希望でも」

付属高校長（現明桜高校）に赴任されています。

けで育つものではありません。衣服の事や教育費の事、

委員なども歴任。昭和45年には勲四等瑞宝章の叙勲を

ば有難いことです。

は 昭 和28年 か ら 人 権 擁 護

を語り合う機会が有ったらいいなとも思います。」

れ、法務大臣表彰を受賞し

のでした。一晩に三度は必ず起こしました。今ではおか

ばない。当時中学校は小学校の校舎に間借りしていた

でしょう。衣料には全く手を焼きました。女の子ばかり

彼（里子）はいわばよそ者ですからいつもいじめられ

七尾所長「隣近所はどうでしたか。周囲の無理解から失

められていたんです。私はかわいそうになって、いじめ

賢治先生「私はこれにはずいぶん悩まされました。こん

帰りにはしょっちゅう我が家に来て当時珍しかった私

子まで引き取るなんて全く物好きだといわれたことも

生のうちは女の兄弟ばかりなのでそれもあってしょっ

ては『浮浪児だからね』とさげすんだり、安価な同情で

に戻って電気屋さんに住み込みで勤めたんです。西目

こさせ、更生しかけた子供の心をみだすんですね。」

賢治先生「欲を申させていただけるなら、子供は愛情だ

賢治先生は西目中学校のあと昭和29年4月に秋田短大

33年～46年まで西目村教育委員長。保護司、人権擁護

それと将来の育英についても当局に考えていただけれ

受けています。昭和50年に

また、里親同志が一同お会いして養育の喜びや苦心

委員としての活躍が認めら

（アンダーラインは筆者）

ています。

この年の受賞は秋田県か

西目での生活

らはただ一人で、12月10日

利郡西目村（現：由利本荘市西目町）に引っ越します。

同伴で参列され表彰状と記

のお話を聞くことができました。

た。78歳でした。

昭和25年4月、先生の転勤のため一家は鷹巣町から由

法務省での授与式にご夫婦

里子が中学生のとき仲の良かった堀敏行さんから当時

念品の銀杯を授与されまし
昭和51年1月発行
「町報にしめ」

「先生がこちらに来られたのは、六三三制の学制改革

に伴って西目町にも中学校を作ろうということになっ

て、村長の佐々木孝一郎翁が鷹巣から引っ張ってきた
んです。この村長は大変立派な人で、今でいえば教育委

員会みたいなところに人選を頼んでいたんですが当時
の事ですからそれがなかなか進まない。それで、どうい

う伝手か分かりませんが、村長自ら鷹巣から引っ張っ
て来られた先生だということでした。それだけ立派な
先生だったということでしょうな。

本レポート作成に当たっては、由利本荘市教育委員会主
査今野翔様、由利本荘市子育て支援課様、芝浦工業大
学田中友佳子先生、由利本荘市在住堀敏行・キサご夫
妻の皆様には大変お世話になりました。
次号は、秋田県里親連合会初代会長佐藤忠俊氏につい
てのレポートを予定しています。
本記事についてのご質問やご意見は秋田県里親連合会
高橋までお願いいたします。

11

里親を応援する会より
2020年は新型コロナ感染防止のため活動停止状態で皆様にご迷惑おかけいたしました。
今年度は、会報を届けることになりました。
皆さんに引き続き秋田県里親連合会をご支援いただきます様お願いいたします。
今年度以降も引き続き秋田県議会議員の方々からご支援いただくことになりました。
感謝申し上げます。
応援する会

竹下博英県議会議員

三浦茂人県議会議員

事務局

鈴木真美県議会議員

「里親を応援する会」について
1「里親会」が行う児童との交流、週末・夏休み・冬休み等の短期委託や会員研修、講演会などの活動を支援し、

里親制度を推進するため会員を募ります。
2 個人年会費……１口 2,000円以上
法人団体年会費……１口 5,000円以上
3 毎年４月１日〜翌年３月31日を会計年度とし、総会にて事業報告決算を報告します。
4 ご協力頂いた方のご了解を得て、御芳名、法人名、団体名を「里親会ホームページ」に掲載します。

郵便振込先

銀行振込先

口座番号：02240-5-139089
口 座 名：里親を応援する会

秋田銀行 外旭川支店 普通 1047695
口 座 名：里親を応援する会

ブラウブリッツ秋田様より
ホームゲームご招待
子供たちのすこやかな成長・発達には、特定の大人の愛情を受けて育つこと、「家
庭」と同様の環境で育つことは必要だと言われています。しかし現実には、様々な
事情で保護者と離れて暮らしている子供たちが数多くいます。
ブラウブリッツ秋田は、秋田の子供たちの明るい未来を実現すべく、秋田県内の
里親制度利用者のご家族を2021シーズンホームゲームにご招待します。里親制度
の普及活動をホームゲーム招待という形で支援させていただきます。この活動は今
後も継続して続けていきます。
※ホームゲーム招待に関するお問い合わせは、秋田県里親連合会までご連絡ください。

編集後記

ようやく２年ぶりの会報６号、７号合併号の編集を終えました。新型コロナウィルス感染によっ
て、私たちの活動の原点である「集う」ということが著しく制限され各種の年間事業も中止、

延期せざるを得ない状況となりました。また開催方法も、大胆に検討を要する時代となり、今年度の「全国大会」（福岡県）
はオンライン開催です。今後、様々な場面でオンラインを活用した行事が多くなってくると思いますが、連合会結成66年
を経過したデジタルの時代でも結成時を見つめ直し「集う」ことを再認識し、「アナログ」で生き抜いていきましょう。


2021年９月

製

作

秋田県里親連合会 会報編集部

秋田県里親連合会 〒010-1602 秋田市新屋下川原町1-1 秋田県中央児童相談所内
TEL 018-862-7311 HP satooyaakita.com 検索
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