５

自由意見

（Ｄ）その他
里親制度について、ご意見がありましたら記載してください。

里親制度に関して（総論）
性別

年齢（満年齢）

20 歳～29 歳

職業
勤め人

とても良い制度だと思うので続けてください。

主婦

私自身は参加できないが、必要な制度だと思うので、国や県、行
政で補助していくべき。子供の事を一番に考えてあげてほしい。

30 歳～39 歳
主婦

勤め人

勤め人

女性

50 歳～59 歳
勤め人

勤め人

勤め人
自営業
60 歳～69 歳
自営業

主婦

子供が出来るまで、あまり人を育てる事に対して、無理だなと不
安を感じていました。まわりに相談できる人がいない、頼れる人
がいないなどの理由で、もちろん経済的にもで、やはり子供はか
わいい、幸せになってもらいたいと思うようになりこのアンケー
トがきて前より関心はわくが、でも実際はすごくむずかしい制度
なのかなとよけい感じました。
里親になる事も大変ですが、里子になる事も大変だと思います。
難しい制度だと思います。
里親制度は大変良い事だとは思いますが、経済的、環境、すべて
の生活に余裕がない方が圧倒的だと思います。まずは里親制度の
正しい理解をすることが大事だと思います。（私も含めてですが）
施設で育った子供達がどういう人生を送ったのか、里親に育てら
れた子供達がどういう人生を送ったのか、実際に見たことも聞い
たこともないので判断できない。社会貢献とは？個人の考えや思
いがあり子供達が幸せに生きていく環境ができるのでは？と考え
ます。どうでしょうか？
子供は親（大人）の愛で育つものだと思います。実子とか言うよ
り同じ物を見て、同じ所でお互いに感じ合い、お互いに助け合う
事で愛が生まれると思います。だから里親制度は必要だと思いま
す。
子供がいない親等は特に関心があると思います。たいへん必要な
制度だと思います。
里親制度は良い事だと思います。里親になってくれた方には感謝
したいと思います。頑張ってください。
里親とても良い事だと思います。育てられない人もいて、子供が
欲しい方々がいると思うので、子供が幸せになって成長して欲し
いからです。
今回のアンケートでこんなにも里親制度があることを知りまし
た。
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性別

年齢（満年齢）

職業
主婦

60 歳～69 歳

主婦

女性
主婦
主婦
70 歳以上
無職

30 歳～39 歳

勤め人

70 歳以上

無職

男性

子供は愛情をもって育ててあげたい。責任をもって育ててあげる
のであれば、とてもいい制度だと思う。
里親制度という名前を知っているだけで詳しい内容は知らないと
いうことを改めて知った。もっと知りたいという思いと、実際の
立場で受け入れできるのか？など、少なくとも少しは考える機会
となった。受け入れている方を知っているが、素晴らしいと思っ
た。もっともっと社会に役立つことに自ら関心を持っていかなく
てはと反省しました。
子供には両親（仮）が必要です。のちのちの人間形成にかかわる
と思う。
祖父が里親をやっているのを見て、大変な仕事だと思ったことが
ありました。
不健康で医者のハシゴ、大事な御子様を預かることは不可能。健
康体ではじめて出来る制度だと思います。
子供が恵まれない夫婦が養子をもらうイメージがどうしても強い
のですが、里親制度はとても良い事だと思う。普通に子供が生ま
れている家庭にも広げてほしいという思いもある反面、私には無
理。自分の子供で精一杯という思いもある。
子供は国の宝です。恵まれない子供を施設で育てるより一つの家
庭で育てる家庭のぬくもりを教えてあげる事は大事な事だと思
う。

里親制度に関して（わかりやすい・参加しやすい制度へ）
性別

年齢（満年齢）

職業
勤め人

40 歳～49 歳

勤め人

勤め人

女性
50 歳～59 歳

勤め人

独身でも里親になることはできるのでしょうか？
児童養護施設で育てられる子供と、里子に出される子供が、どの
ような基準で判断されているのかが、わかりません。
里親制度が一般に受け入れられるようになれば、子供のいない夫
婦が、里親制度を利用して子育てをする事ができるし、親のいな
い子供にとっても愛を受ける事ができるので、どんどんこの制度
が日本中に広がってほしいと思う。もし、私に子供がいなかった
ら、赤ちゃんから自分の子として育てたかも？と思うけれど。今
は、孫もでき、これから子育ては大変なので若い時でないと無理
かなと思う。
制度が一般社会との隔たりを持っている様に思います。心を育て
る事は大人も育てられていると思うからです。人との助け合いは
大事です。人の考えが多様化し今後益々生活しにくくなると感じ
ています。
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性別

年齢（満年齢）

職業

自営業

50 歳～59 歳
女性
主婦

70 歳以上

無職

40 歳～49 歳

勤め人

50 歳～59 歳

勤め人

男性

里親制度に反対ではありません。親と人に言えない事情があって
育てられない子供を育てる方は必要だと思います。そして子供が
いない親は夫婦はよい子供だったら幸せでしょう。もっと広報で
明るいイメージを知らせたら知識も深まってくるでしょう。
以前ヨーロッパに住んでいました。周囲に当たり前のように複数
の子供達を里子として育てている家庭がたくさんありました。こ
ういうことが日本で当たり前・・・と思えるようになるのが必要
だと思うのですが宗教的、倫理的価値観の違う日本では難しい様
な気がします。
子供は実親が育てるのが一番だが、経済的、その他で子育てが出
来ない人も大勢いるのは事実。その相談窓口が身近にあり、行政
も協力してくれたら里親になる家族も増えると思う。
普及を望みます。近年、虐待などで幼児、児童などが悲しい思い
や、殺されてしまったりしています。何も罪などないのにどうし
て？と思い心を痛めます。その前に出来る事だとも思います。も
っと気軽に相談できるようにしていければと感じます。日本の将
来や自分達の財産です子供達は。大人が出来る事はしていかなけ
ればと思います。
里親制度は児童に家庭・家族を感じてもらい、大人になるために
は必要と思いますが、個人の家族で受け持つのは重荷と思いま
す。施設として親代わりの者が複数でボランティアで面倒を見て
いく方が、問題が発生した時にも個人だけが責任を感じることが
無いのでは。家族的な施設を作っていくという意味です。NPO の
様な形で。

里親制度に関して（問題点）
性別

年齢（満年齢）

20 歳～29 歳

職業
勤め人

勤め人

女性

30 歳～39 歳
主婦

40 歳～49 歳

自営業

里親が増えるのは良いことだと思うが、質が保たれなければ意味
がないと思う。
田舎は閉鎖的なので、里親制度の受け入れには、行政の協力がか
なり必要になってくると思います。ただ、それさえクリアできれ
ば根は親切ですし決断も強いので協力してくれる人はかなりい
ると思います。
里親は分かりますが、子供を一人の人格者として扱える大人は、
今の日本には少数だと思います。みんな個人の事、我が子の事で
手一杯です。・・・それが現代社会の現状。社会とのかかわり、
近所付き合いがもっと密になれば可能かと。
里親になったとしても、長期的にサポートしてくれる環境が必要
だと思う。子育てに自信がないとできないような気がする。
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性別

年齢（満年齢）

職業

無職

里親であるので、里親会及び児相の活動、企画について知ってい
るが、平日の昼間に企画されていることが多い。仕事をしている
者に参加不能。この時代において仕事をしていなく、里親として
活動できる人は少数派ではないのか？
里親の虐待などもあり、難しい点も多い。
日本の社会ではなじみがないので難しいと思う。
自分の生まれた家庭で生活できないで児童養護施設に預けられ
ている子供達にとって、一般の家庭で生活する事も必要だとは思
いますが、生活環境、経済的など、簡単には里親になれないと思
います。
里親制度の重要性は認識しているが、日本人のメンタル的には普
及は難しいと思う。
子供を大きくするには本当にお金がかかるものです。経済的によ
ほど余裕がないと出来ないと思います。
里親をした人からすごく苦労した話ばかり聞かされた。実子だっ
たらどうだったのか？里親を支援、相談にのるなどすることも大
事と思います。
現代の子育ての厳しさを思うと難しいと思います。
深く考えると大変な事だと思います。
里親になる為の条件、資格がよくわからない。

勤め人

虐待等の問題が多々ありそうなので、あまり、賛同はできない。

勤め人

勤め人
50 歳～59 歳

勤め人

自営業
女性
主婦
勤め人

60 歳～69 歳

主婦
主婦
主婦

30 歳～39 歳

勤め人

50 歳～59 歳

勤め人

自営業

男性

勤め人

60 歳～69 歳
無職

子供の年齢が大きく影響すると思います。小さな子供だと養育費
がかなりかかる等、経済的な負担が大きいかと思います。
問 7 の答えが全て！（3.社会貢献の考えが社会に定着していない
4.子供は社会全体で擁護すべきという風潮が乏しい 6.里親制
度を推進しようという活動が不足している）
里親制度は必要と常々考えていますが、経済的に責任が持て無い
現状です。多くの心ある人々も同様ではと考えます。
制度は賛成ですが、今の日本の経済では個人の金銭的な面で不安
がありすぎると思います。
問 8 で記入した様に、現在社会はテレビ番組・インターネットで
人間左右されやすい。そのため、里親になる事に二の足をふんで
いるのでは。それと、高齢者の昔の「ママハハ」「もらい子」の
イメージでいる人が多いのでは。もう少し時間が過ぎれば良い方
向になると思う。
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行政への意見・要望（情報発信）
性別

年齢（満年齢）

職業

勤め人

自営業

自営業

主婦

主婦

女性

30 歳～39 歳
主婦

主婦

日常生活の中で、里親という言葉にあまりなじみがないためよくわ
かりませんが、何らかの諸事情で、里親が必要であったりする子供
にとってはとても深刻なことだと思います。私みたいによくわから
ない人達へ少しでも多くの人に里親制度を知る機会がもっとあれば
いいと思いました。
子供がほしくてもできない夫婦や、恵まれない家庭に育つ子供のた
めにも里親制度はとてもいいと思うので、もっとたくさんの人がし
っかりと理解できるような場がもてたら良いです。
不景気な日本では、何か利益があったり、子供が欲しいのに恵まれ
ない夫婦だったりといった理由がなければ、里親になることはまず
無いのではないかと思います。子供に恵まれない人を中心に、里親
制度のＰＲをしていってほしいと思います。
里親制度は（テレビの中の）遠い話のようで、あまり身近で聞くこ
とが少ない。もっと地元や身近で耳にする機会が多いと、考えるタ
イミングが増えると思います。
不妊治療をしている病院や産婦人科等に里親のパンフレットを置い
てほしい。名前は知っているけど、制度やくわしい事は知らない人
が多いと思うので。里親の話（実際なってみてどうだったか）を聞
ける機会を増やすべき。
問 8 にて、マスメディアや体験発表などで広めていく案があります
が、反対です。「広める」にはとても効果的だと思いますが、賛否
両論をううみやすく、実の親子のような関係を築こうとしている里
親及び子への精神的苦痛、社会からの「実の親子じゃない」という
目で見られてしまうおそれがあるから。
「里親」という言葉と親に代わって養育するということのみ知って
いただけで、自分自身の身近なものとして感じていなかったので、
今回のアンケートで考えさせられました。良い機会になりました。
私の正直な気持ちとしては、理解と協力を広めていくことはむずか
しいのかなと感じました。受け入れる方は、生活スタイルがかわる
こと、責任等いろいろな面で相当な覚悟がなければできないと思い
ますし、万が一我が子を預ける（養育してもらう）となると心配な
ため、施設にお願いしてしまうかなと思います。私自身子供が好き
ですが、24 時間一緒で休む暇もない子育て生活で、自分の感情もで
てしまったり子育ての大変さを感じています。我が子だからできる
ことかなとも思います。里親制度のメリットはたくさんあると思い
ますが、中にはデメリットのようなことはないのでしょうか？必要
とした時に初めて情報を得ようとする方が多い中、情報を浸透させ
ていこうというのは難しいだろうなと思いますが、今の社会にはと
ても大切なことなので、制度の詳細や体験談を含めた情報をぜひ発
信してほしいと思います。私自身未熟な上、子育て中で苦労してい
ますので、このような意見になってしまいすみません。
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性別

年齢（満年齢）

職業

勤め人

私は静岡新聞のコラムで里親になった方の話を見て、里親のことに
ついて目にすることができました。もっともっと新聞やテレビで取
り上げてもらえたらたくさんの人に見てもらえると思います。

勤め人

現在結婚をしない方が増え、出産適齢期を過ぎてしまった女性等で、
子供だけ欲しい人がいます。そのような方に情報を何らかの手段で
すすめればどうですか？婦人科健診の会場にポスターを貼るとか。

勤め人

子供が長く時間を過ごす学校の中にあまり知られていないのが、も
し実際に里親をと考えた時に色々不安があります。もっと身近に知
ってもらう為に、それこそマンガの様な冊子を市町村で分けたり学
校で分けたりするのも良いのではないでしょうか。

勤め人

不妊症 etc で子供が欲しくても授からず悩んでいる方などや、親の
都合により施設で生活している子供にとっては必要な制度だと思い
ます。誰にも相談できずに悩んでいる方々の、目や耳に常に情報が
入りやすいように広報活動するべき。家にいても情報が得られるテ
レビ、新聞が重要になると思います。

勤め人

里親については知っていても、制度については知らないという事が
あると思います。もっと広める事が大事だと思いました。何年か前
にドラマで里親を取り上げていて、里親になるためにはとても大変
なんだと思いました。大事な子供を預かるのですから、それなりに
審査をパスしなければと思いますが、週末だけの制度、夏休み、冬
休み等だけとかを、もっと広めればと思います。

自営業

里親になってもいいと関心を持っている人が沢山いると思う。少し
でも多くの方に知っていただく事が一歩だと思います。

主婦

養子はよく聞いたことがありましたが、里親制度はあまり知られて
いないのでは・・・。子供がいない人や欲しい人のために経済的な
負担も少し軽くて済む。双方がうまくいけば良い制度だと思います。

無職

子供がほしくてもできない人もいっぱいいるし、早く子育てが終わ
ってしまって里親になってくれる人もいるかもしれないので、もっ
と里親制度のことを広げることは良いことだと思います。

40 歳～49 歳

女性

勤め人

他国と比べ日本ではマイナーイメージしかないように感じる。どん
どん表に出して推進して行くべきだと思う。

50 歳～59 歳
主婦

60 歳～69 歳

勤め人

テレビ、新聞での報道を増やす。
普段自分にはあまり関係ないものと思い関心なく過ごしておりま
す。里親制度がとても必要なものでしたら関係ないと思っている人
にも、もっと身近なものとして感じてもらうようなＰＲが必要だと
思います。何年か前にテレビの朝ドラの番組でやっていましたが私
はその番組で里親の制度を知りました。
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性別

年齢（満年齢）

職業

勤め人
60 歳～69 歳

女性

無職

70 歳以上

自営業

20 歳～29 歳

勤め人

勤め人

30 歳～39 歳

勤め人
勤め人
勤め人

男性

勤め人
40 歳～49 歳
自営業

勤め人
50 歳～59 歳
勤め人
勤め人
60 歳～69 歳

自営業

私は病院で仕事をしていますが、里親と聞いたのは治療に来た子供
がそうだったが、特に普通の子供で里親制度が何かを聞かなかった
ので、それっきりで身近にもなく、でも、アピールを定期的に活動
するとかの普及が足りないのではないでしょうか？私は詳しい事を
知りたい。
先ほどの回答でもありましたが、テレビ等放送を通して広く伝達す
ると良いと思う。（実例など）
私を含め里親制度をよく知らない人が多いのが現状なのでは？県民
の制度に対する知識が広まれば里親制度がもっと身近に感じられお
のずと制度に関心がわき意識も変わるのでは。「子供は国の宝」も
っと皆が関心を持って広く普及していく事を願っています。
制度があるのは知っていたが、実際にどのように手続きが必要なの
かサポート体制がどうなっているのかが知られていないと思うの
で、周知するのが必要だと思う。
今現在、子供がいるため、里親に自分がという考えを持ったことが
ないのが実状ですが、子供が欲しくても恵まれない夫婦もたくさん
いると思いますので、保護が必要な児童に対して、お互い難しい面
もあると思いますが、子供にとっても暖かい家庭で育つことができ
れば双方にとっても、良い事なのではと漠然と感じます。いずれに
しても里親制度に対して知識が乏しいのが実状ですので、もっとテ
レビ、新聞、マスメディアを通じた広報活動を活発にやっていって
はと思いました。
もっと詳しく広めていくべきだと思います。みなさん勘違いをして
いると思います。里親制度を。
知らないことが多い。広報、周知がまずは必要。
なるべく具体的な情報を、もっと開示した方が良いと思います。特
に、養子縁組の事、生活費や手当で支払われる金額の事。
若い方で希望がある方に、このことを知る機会を与えてあげた方が
いいと思われるので、広報活動が大切だと思います。
里親になった側、里親に育てられている子供との信頼関係を築くの
は時間もエネルギーも費やすと思うが、子供の将来を考えたら大切
な制度ではあると思う。もっと全国的にアピールするべきだと考え
る。
あまり知られていないので、もっと PR、イベントを行い、知っても
らうことから始めてほしいと思います。当然、里親の負担は、はか
り知れない程大変だと思うので、国、県、市町の経済的バックアッ
プは必須だと思います。
里親制度をもっと社会の方々に広報したらと思います。
制度が理解できていないので答えようがない。制度がわかるように
広報活動をやってほしい。
子供が無い家庭などを中心にＰＲし、広めていったらどうか。
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性別

年齢（満年齢）

60 歳～69 歳

職業

無職

男性
無職
70 歳以上

無職

自分ではやれる事なのかどうか、まだ自信もなくむずかしい。只そ
ういう制度のある事やそういう子供達がいる事を、広く知らしめる
事は社会として必要だと感じます。（相談や体験などが、もう少し
気軽に出来ると良いと思います。）
広報活動の充実を望みます。
里親制度は大変良い制度である。新聞やテレビでもっとＰＲすべき
であるる。

行政への意見・要望（制度に対して）
性別

年齢（満年齢）

30 歳～39 歳

職業
勤め人

勤め人

女性

勤め人
40 歳～49 歳

勤め人

勤め人

子供がいない人たちが里親になれるよう国が積極的に援助すべき。
子供が大きくなると難しいが、小さいうちに預けられるようにした
ほうがよいと思う。（里親になれるよう）
今は景気も低く、皆自分達が生きていくことに必死で、自分の家庭
以外に気遣う余裕がないと感じる。しかし、それでは自分のことし
か考えられない人間が増えるばかりで、そんな人達であふれた世界
は先が見えている。血のつながらない子供を必死で育てる親の姿を
見て、その家の子も大きく成長するということなど、やはり広報の
方法で、教育に興味がある人から広まるように感じます。又、お金
に関することも、しっかり周知してほしいと思います。独身が増え
るこれからの社会では、独身者であっても養育できるように変えて
いく必要性はあるのではないか？独身者でも立派な人は多勢いま
す。
子供は好きですが、子育て中であり、自分の子でさえも大変なのに、
血のつながらない子供を育てるのは、なかなか大変だと思う。（今
の世の中、子育ては本当に大変）こういう言い方は失礼だと思うが、
子供が欲しくてもできない方や、シングルだけど子供が欲しいと希
望する方が行きやすい場に相談窓口などを設置するのがいい。とに
かく情報が少ないので、広めないとと思います。
どんな条件を満たしていると里親になれるのかなど、知りたいこと
はありますが、軽い気持ちでは問い合わすことはできないですし、
（難しいことだと分かっていますが）もう少し身近にそれを知れた
らと思います。里親にはなれなくても支援することはできるのでし
ょうか。（週に 2 日とか？）誰でも内容を知れるチラシなどあった
らいいなと思います。身近に。
さまざまな理由で、家庭に恵まれないお子さんを温かな愛情あふれ
る家庭で育てていくことは、日本の未来にとって素晴らしい取り組
みだと思います。沢山の困難が想像されますが、行政、社会が一体
となって、里親さんのフォローにあたっていただき、社会がそれを
自然に受け入れられるようになればと思います。
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性別

年齢（満年齢）

40 歳～49 歳

女性

職業

主婦

「里親」という名前よりも、違う呼び名にして広報や新聞にどのよ
うな活動をしているかとか、「里親」をしたことのある人の体験談
とかを連載して公表し、話し合う場も設け、もっと社会に公表する
ことが大切であろうと思います。

自営業

ＣＭでやっている様な、海外の子供に、大人になるまでわずかでも
金銭的支援をしていく方法等、色々な支援の仕方を提案していくべ
きではないでしょうか。日本の子供にも。サポート里親の様な・・・。

主婦

ニュース等で見ていて、育てられないなら産む資格なし。経済的に、
もっと補助があれば、里親として子供好きの者なら、頑張れるので
はないでしょうか？

主婦

里親になる家庭（人間性）が本当に大丈夫か？きびしくチェックし
てから・・・。ペットではありませんから・・・。変な大人に預け
るなら、養護施設で伸び伸びと人間形成された方が良いと思います。
子供の心を大切に、第一に考えてあげてください。子供は宝ですか
らね。何をやるにしても、デリケートな子供の心を大切に考えてあ
げてください。里親になる家庭の調査はとても大切だと思います。

50 歳～59 歳

70 歳以上

無職

20 歳～29 歳

勤め人

勤め人
30 歳～39 歳

素晴らしい制度です。私は不幸な事件で新聞でこの制度を知りまし
た。愛をもって子供達に接してくださる方々が疲れてしまわないよ
うサポートが大切だなと思います。
子供は里親に引き取ってもらっても戸惑うこともあるかと思うの
で、周りの人でケアしてあげることが大切だと思います。里親の人
にも、いろいろ相談できる環境を作ってあげられたらと良いと思い
ます。
里親制度を含め、日本では福祉に関する認知度が低く、制度自体も
複雑な条件・制約が定められている為、理解しづらいものが多いよ
うに思う。シンプルで分かり易い制度にし、世の中に広く理解され
ることで、有意義に公費（税金）が使われるようになって欲しいと
思う。

勤め人

子供、里親のそれぞれの状況にあった対応を、丁寧にしてほしい。

自営業

子供と里親を希望する方とのマッチングをする方を多くしていく必
要性を感じます。

40 歳～49 歳

勤め人

里親制度をよく知らないので、広く一般に広めていくことが必要か
と思います。子供にしてみれば実の親ではない訳で、真に子供のた
めを思って養育してくださる里親さんを育てていくことも必要なの
ではないかと思います。このアンケートで里親制度のことを知った
ので、こうしたアンケートも有意義な事だと思いました。

50 歳～59 歳

勤め人

60 歳～69 歳

無職

男性

里親になりたくても、経済的理由から出来ない人もいると思うので、
支援する制度があれば違ってくると思います。
養育を毎日受け入れるのではなく、夏休み１ヵ月、何回とかだった
ら受け入れる人が多くなるのではと思います。
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性別

男性

年齢（満年齢）

70 歳以上

職業

自営業

社会的に意義があり、里親を希望する方々を掘り起こす最良の方法
を見つけたい。恵まれない子供達を少しでも減らす為に、里親にな
った後も公的支援を充分しなければ、里親にも子供達にも幸せを永
続させられない。ぜひ厚い支援をよろしくお願い致します。

行政への意見・要望（教育・啓発活動）
性別

年齢（満年齢）

40 歳～49 歳

職業

主婦

勤め人
女性
50 歳～59 歳

勤め人

勤め人

60 歳～69 歳

勤め人

勤め人

30 歳～39 歳
勤め人
男性

無職
60 歳～69 歳

無職
無職

日本において里親制度が普及していくことになったら大変喜ばしい
ことだが、そうなるためには日本の国民がもっとわかる事が必要だ
と思います。島国根性、自己中心的になりつつある現代人が他人の
心をいたわる、受け入れる思いやり"のもてる教育を進めていく事が
大切なのではないかと思います。"
家庭環境に恵まれない子供たちが増えていると思われます。里親も
必要な制度ですが、大人として親として責任を持てる人間づくりの
教育を充実していくべきであり、このままでは日本の社会、モラル
が崩れてしまうと思います。
日本人は身内の結束が固く、他人を受け入れにくい心情が強い為、
里親制度への関心も低いと思う。そういった意識のハードルを下げ
る方向へ向かう教育・制度の浸透が必要だと感じる。
血縁という枠にとらわれている事の無意味さを行政や教育の場でも
っと啓蒙して欲しい。里親・子供共々に稀な事と思われる壁をこわ
して欲しいです。
里親制度について地域の人にも理解して頂く活動が必要と思いま
す。
高等学校等で強制的に里親制度の教育をした方がいいと思います。
（現状だと、制度について全く知らずに大人になる事が出来るので）
今回のアンケートで初めて里親制度というものの具体的な部分を知
ることになった。もっと多くの情報を啓発していくことにより、多
くの人が知りうる制度となり、より多くの里親志願者がでてくるか
もしれません。行政はまず、多くの人たちに知ってもらい、間口を
広げる役割をすべきだ。
官民が一体化して推進が必要と思われます。
制度に関しての情報が不足している。多くの人々にもっと興味を持
ってもらう為の活動が必要と思う。
公的機関で周知徹底する事。
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行政への意見・要望（社会・環境作り）
性別

女性

年齢（満年齢）

60 歳～69 歳

30 歳～39 歳

職業

勤め人

未来の日本にとって現在の少子化時代には子供を良い子に育てる事
は大事な事だと思いますが、それにはお金もかかるしもっと世の中
を安定して住み良い日本にして頂きたいと思います。

自営業

経験者の話を聞くのが一番だと思います。日本ではまだ福祉の面で
のサポートが不足していると思います。

主婦

日本ではあまり里親制度はある事は知っていても子供が無い家でも
なかなか里親になる事は大変な勇気が必要です。アメリカ等の様に
気楽に受けられる社会が出来ていないと思います。

勤め人

勤め人
男性

40 歳～49 歳

勤め人

70 歳以上

自営業

里親になる可能性は特に知識のないまま、ある日突然くることもあ
れば自ら願う方もいると思います。これからの少子社会、大切な子
供達をフォローする環境作りをお願いします。
知り合いが 3 人の子供を里親で育てているけど、赤ちゃんの時から
預かっていたので、みんな愛されて育てられていて良い関係です。
今、子供がいない夫婦は若い時は元気だからいいが将来の不安があ
るけど、みんなが子供いないからいいやみたいな所があって、これ
が、みんなが里親をしているから自分も里親になろうと思えるよう
になったらいいと思います。もっと国でアピールしてもいいと思い
ます。外国では、ノーブリスト・オブリゲーション（貴族は義務を
果たせ）⇒金持ちは社会に貢献しなさいという言葉があるけれども、
日本のトップ達も慈善団を持ち社会を良くしてほしいです。
子供がほしくても出来ない夫婦にとって、有効な制度だと思う。里
親に育てられる子供が幸せだと感じられる家庭環境で生活出来る
事。又、社会制度を徹底する必要があると思う。
親子で安心して暮らせる環境がまず大切。社会福祉などの根本的な
充実が基本だと思う。その上に里親制度にあると思うのだが、格差
の是正、安定した収入、家族と語らう時間の保障が今一度急がれる。

行政への意見・要望（その他）
性別

年齢（満年齢）

職業

20 歳～29 歳

勤め人

30 歳～39 歳

自営業

女性

40 歳～49 歳

勤め人

親の立場や気持ち、子からの立場や気持ちを知りたい。
児童虐待に対しては、助けを求める親のＳＯＳでもあるので親達の
ケアや相談などを聞く場をもっと増やすべき。1 人 1 人意見は違う
ので・・・でも聞いてもらうだけで安心する。
漠然とした考えしか持たない人間の意見を広く集めるより、親元で
生活をしなかった方々から、どのような対策を求めるか等の実にな
る意見を取り入れたら如何かと・・・。
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性別

年齢（満年齢）

職業
勤め人

40 歳～49 歳
主婦

50 歳～59 歳

自営業

60 歳～69 歳

主婦

女性

70 歳以上

無職

50 歳～59 歳

勤め人

60 歳～69 歳

勤め人

男性

一人の子供の人生を預かるだけの経済的にも精神的にも余裕がな
い。せめて今出来る、唯一の社会福祉は、ユニセフでの活動に少し
ばかり協力させて頂くことぐらいです。
実際に子供を育てた事の無い高齢夫婦が如何に？勇気を持てるか。
私達を積極的に動き出せるきっかけを求めます。
素晴らしい制度だと思います。テレビのドキュメント番組で知りま
した。生活すべて良い事、悪い事、見た人の感じ方もありますが、
子供達への愛情が大切である事。これから広まっていって欲しいで
す。
自分の子供を虐待したり殺したり、我が子なのに残酷な事が新聞に
毎日のように記事になり、人間て恐ろしいと思います。児童施設な
ど、これからもなくしてしまう事はできないと思います。
どの程度の責任なのかを知りたい。私の年齢で果たして大きな責任
は果たせるのか。3 年程前、里親、みかん狩りの同行申し入れたが
断られた事ある。藤枝市に住んで 40 年になりますが、この様なアン
ケートは初めてです。市の関心の薄さがしのばれます。市の行政、
県議、市議なにをしているのか・・・。当選の事ばかり考えて、お
祭りにせっせと足を運ぶなら、こちらを最優先に智恵を働かせるべ
きだ！！
例えば不妊治療の医療機関に併設して里親制度の相談窓口があり、
カウンセリングを受けることができていたら、今頃は自分にも子供
がいたかもしれないと思うと残念でなりません。
私の近くでも、60 才過ぎ位で子供のない夫婦がいます。主に結婚し
て 20 年も子供がない人たちの意見も聞いてみては。

里親制度に対して（肯定的）
性別

年齢（満年齢）

職業
勤め人

30 歳～39 歳
主婦

女性

40 歳～49 歳

勤め人

どの子供もみんな幸せになれればいいですね。お手伝いできないか
もしれないけれど、何かできる事をみつけたら今後気にとめておき
たいと思います。
子を持つ身となり、大切な制度なのだと感じました。しかし同時に
命に対しての重さや責任を持つ事の大変さも実感しているため、里
親に自分がなれるか・・・と考えると、一歩引いてしまう自分がい
ました。里親にはなれないと思いますが、何かお手伝いが出来るな
らしてみたいと思います。
里親制度には取り組みたいと思います。ただ、人口の少ない田舎で
は、あの子は～とすぐ噂になり、結果子供を傷つけてしまう可能性
もあるのでは？と心配に思う点もあります。
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性別

年齢（満年齢）

職業

勤め人
50 歳～59 歳
女性
勤め人

60 歳～69 歳

主婦

50 歳～59 歳

勤め人

勤め人
男性
60 歳～69 歳

無職

無職

311 後、何か出来ることがある筈だと考えていました。経済と時間
に余裕がある人にしかできないと思って、あしなが育英会に協力す
ることが自分に出来る事だと納得していました。このアンケートが
届いた時には、背中を押された感じがしました。前向きに考えます。
そう思う人は多いと信じています。ありがとうございました。
自分の子供を育てるのも大変と思うなか、里親になって育てていく
のは少し自信はないですが、子供の成長に親は大切な事です。とて
も必要とされる制度と考えます。
現在親の介護をしているので、無理だとは思うけど、ボランティア
でできる 1 日のうち、少しの時間で何かあれば参加する事ができる
と思う。
里親となる事はなかなか難しいですが、恵まれない子供の為に自分
に何が出来るか、まずは里親制度、あしなが育英会等の募金など出
来る事は協力したい。
私にはその資格はない（結婚の経験がない）のですが、子供を育て
てみたいという希望はあります。
老夫婦（66 才、65 才）のみ世帯であり、もう少し（10 才位）若か
ったならば、里親をやっても良かったと思っている。しかし、子供
の成長に親がついていけないような社会変化が心配で躊躇する。
（例：ゲーム、パソコンなど）
自分の子供達も成人し独立したので、血のつながらない人の子を育
てるのは難しいかなと思いますが、私達夫婦で何かお手伝いできる
事があるかしらとも思っております。

里親制度に対して（否定的）
性別

年齢（満年齢）

20 歳～29 歳

職業

主婦

勤め人
30 歳～39 歳
女性

主婦

40 歳～49 歳

勤め人

私には 1 歳の息子がいるけど、もし、夫と私の事情で預けないとい
けないことになったらって考えると・・・つらすぎる。病気はしょ
うがないけど、虐待、経済的に子を施設に入れるとかありえない。
産むなと思う。
時便の子供の事だけで手いっぱいで、また里親の事をしっかりと考
える心のゆとりがありません。すみません。
出来る事ならたくさんの子供達を抱きしめてあげたいという気持ち
はとてもあります。が、経済的にもそうですが、実子の子育でも色々
悩みながらなので自信がありません。
仲の良い職場の同僚は結婚 10 年以上経っていますが子供がいませ
ん。里親とか養子縁組といったことも考えることがあるそうですが、
以前テレビで引き取った子供（赤ちゃんの時に）が成長していく途
中で障害があったことに気付いたといった内容のものがあったそう
です。「実の子ではない子を責任持って育てていく自信が自分には
ないので私はムリ」と言っていました。やはり私もそう思います。
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性別

年齢（満年齢）

職業
勤め人

40 歳～49 歳

勤め人
勤め人
勤め人

勤め人
勤め人

勤め人

我が子には大学生になる娘が一人いるのですが、反抗期の時はどの
ように接したらよいか悩んだ時期もあったので、子育ての大変さを
つくづく感じました。正直自分には自信がありません。

勤め人

子育ては途中で投げ出すことができません。里親も同様です。その
責任を考えると簡単に引き受けることができないと思います。興味
はありますが、自分の老後を考える年齢になってしまいました。

勤め人

里親になるということの自覚や責任が重大であると思う。そして里
親になるには年齢が関係していると思う。子育てには体力がいる。
私達の年齢になるとやはり体力的にも無理があるのも確かです。里
親制度についてはもっと広めていく必要があると思います。

50 歳～59 歳

女性

自分たち家族の生活でいっぱいいっぱいで、余裕が無いので協力で
きず申し訳なく思います。
現在 4 人の子育て中であり、自分の身には現実問題としては受け入
れられない事であるが、この様な制度については、もっと社会的に
広まってほしいと思います。
必要な制度だとは思います。が、自分には出来ないと思う。
関心はあり考えたこともありますが、経済的な事を考えるととても
無理だと思いました。
仮に里親になったとして、学校でこのことが原因でその子がいじめ
にあったり、地域・近所の方から陰口を言われたりするのではない
かと不安が先にたちます。愛がどれだけ注げるか？
自分の子供（3 人）で余裕がないのが現実です。

勤め人

主婦

勤め人

自営業
60 歳～69 歳

家族が協力的ではない！ボランティア等で出掛ける事に反対が多か
った。
世界の国が政治を行っていくことが大変な時だと思います。行政も
福祉について考えていくことが沢山あり大変な時だと思います。里
親制度について関心があっても、自分も生活していかなければと思
うと考えてしまいます。
里子を預かって養育することについては、とてもよいことで協力し
ていきたい気持ちはあるが今の子供たちを見ていると、さまざまな
子がいて育てにくさをもった子供も多いので、ふみきれない人も多
いのではないかと思う。
とてもデリケートな事なので、簡単に答えがでる問題ではない。子
供 4 人育てましたが、子育てにはまだこれで良かったという事はあ
りません。関心はあっても受け入れられない。考えるからこそです。

自営業

良い事はと思っていますし、必要だとも思っていますが、今の家の
状態ですと、里親という事に気持ちが思えません。

自営業

自分の家庭がうまくいっていないと里親は受けるのは難しい。また、
自分がまず健康で日々の生活を送っていなければ無理だと思う。
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性別

年齢（満年齢）

職業
主婦

60 歳～69 歳
主婦

女性

自営業
70 歳以上

自営業
主婦
主婦
自営業

30 歳～39 歳
自営業
勤め人
40 歳～49 歳

勤め人

勤め人
50 歳～59 歳
勤め人
男性
勤め人

勤め人
60 歳～69 歳

勤め人
自営業

自営業

70 歳以上

自営業

自分の子供はもう 37 才になり、もう孫をそばで見守るという立場に
あり子育てをこれからしていく環境ではなくなると思いますのでご
めんなさい。
里親制度はとても良い事だと思うが、いざ自分にやってほしいと言
われた場合、年金生活で経済的にも体力的にも無理な年代になって
しまった。自分勝手な言い分だが、出来るだけ里親になって愛情を
持って恵まれない子供達を救って頂きたいです。
年齢的に病気持ちでとても出来ない。
関心はありますが年齢的に出来ませんので残念です。
里親になることは大変。簡単なことではないから。
私病気持なので、とても養育までできない。
自分には子供がいるため、必要性を感じる事ができない。しかし児
童虐待する様な事は、あってはならないし、守らなくては（児童と）
と思う気持ちはあります。
実子がいる家庭の場合、里親として預かった子と比較され苦労させ
てしまうことがありそう。
自分の子の子育てが終わっていないので考えられない。
里親といっても子供の教育をする必要があると思うと、責任重大で
あり尻込みしてしまいます。親として子供を育てた後に、その経験
を生かした教育が出来る様になっていれば考えられる気がします。
経済的余裕あったらと、自分自身勉強不足な点があるので責任が持
てないです。
社会的には必要な事だとは思いますが、現実的には、非常に難しい。
責任をどこまで持つべきかとか。
人を育てる責任に重さを感じること、経済的な面も考えるとちょっ
と・・・。知識も少ないし、メンタル面のサポートなど考えると躊
躇する。
子育てに失敗したらという不安が大きなプレッシャーになるのでは
ないかと思う。
里親になる事に関心を持っても、最終的に最後までの責任を持てる
かどうか考えてしまいます。
関心は多少あるが体力的に不可。出来る人が多くなれば良いと思う。
里親になることは大変難しいと思います。住宅の関係もありますの
で、自分自身もそれなりの知識とか色々勉強もしていかないと、対
応が出来ないかもしれません。
年を重ね 73 才です。健康にも自信がありませんので残念です。もう
少し若い時でしたら考えました。
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その他
性別

年齢（満年齢）

職業

勤め人
30 歳～39 歳

主婦

勤め人

40 歳～49 歳
勤め人

勤め人

女性

50 歳～59 歳

勤め人

現在 4 才 1 才の子育て中ですが、自分の子でも、時々うんざりし
てしまうことがある。でもやっぱり自分の子なので何をしても可
愛いし、厳しく叱ることもあるが、子育ては楽しいと思える。そ
れが、全く血縁関係のない子供だったらどうか・・・と考えてし
まう。逆に血縁関係のない子供だと、客観的にみることができ、
虐待などがおこりにくいのかもとも思う。
里親になられた方々、引き取られた子供達が幸せになられる事を
願っています。
里親になるためには、心と時間の余裕がないと大変だと思いま
す。今の私は自分の子供達を一人前にすることで精一杯です。で
も、どの子供にも幸せに大きくなってほしい気持ちはあります。
近所に児童福祉施設があり、町内のイベントで参加してもらった
りしているが、やはりみんな距離をおいてしまう人が多い。（子
供の通学区が違う・・バスで遠くへ行っている）人や物にうえて
いる感じがして、見ているとどこかの家庭で育てられたらなぁと
思ってしまう。
他人の子を育てる事は、とても大変なことだと思う。だれでもで
きる事ではない里親になる方は、しっかり研修し、愛情を持って
育ててほしい。
「里親」という言葉は知っていても、身の回りで縁がない事だっ
たので、深く知ろうとするチャンスが無かった。家庭環境の多様
化で必要とする子供が多くいるのは心配だと思う。

自営業

若い親の育児放棄、虐待などのニュースを聞いたりすると、かわ
いそうで胸が痛みます。子供大好きの私達夫婦は愛らしい子供達
に幸せになって未来へ強く生き抜いてほしいと願うばかりです。

勤め人

幸せな生涯を送ってほしい。

主婦

どの子にも暖かな家庭を知って欲しいです。頑張ってください。

主婦

里親制度に係っている方々に感謝します。
私は高校生の頃、ボランティアで静岡市井宮の静岡ホームへよく
伺いました。子供達は愛情不足なのか一緒に遊んであげるとよく
なついてくれました。今私は 3 人の子の親として振り返ると、苦
労もあり喜びもありの日々でした。しかし、子供達のおかげで人
間として少しは成長したのかな？と思っています。子供達の幸福
は平等です。どうか子供達をあたたかい家庭で育ててくださる方
が一人でも多く増えますよう心から、願っております。
目や耳にした事がないので、ほとんど関心が有りませんでした。
年を重ねるばかりで残念です。
親が病気でないかぎり、自分の産んだ子供は責任持って育てる。
子供に対する虐待はこのましくない。

60 歳～69 歳
主婦

主婦
70 歳以上
主婦
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性別

女性

年齢（満年齢）

職業

70 歳以上

無職

30 歳～39 歳

勤め人

自営業
40 歳～49 歳

無職
男性

勤め人
50 歳～59 歳
勤め人

60 歳～69 歳

勤め人
自営業

70 歳以上

無職

施設に育って世間の風の冷たさはわかります。同じように育った
人達の中には施設出を恥じていた人もいます。現在の施設では両
親もいる子もあるとか。（時代の違いもありますが）施設が充実
していれば、（実子のない方は別として）将来を見すえて育てて
いけたら私は施設派です。
里親になっている人が、とても偉いと思います。
私達の世代までは、ボランティア精神とか NPO 活動についてあま
り興味がわいてきません。それは、社会的弱者は行政や社会全体
の組織で守るものではないかとの想いが強いからだと思います。
ですので、個人がうけおい、負担していく里親制度になじめない
のかと思います。それでも最近の若者やその世代は、ボランティ
ア精神があると思いますので、期待しています。私達の世代は、
税金や寄付など金銭的なサポートが少しでもできればいいと思
います。
今回のアンケートで里親制度について調べてみようと思いまし
た。ありがとうございます。
未来のある子供をみんなで育てることは大変重要なことと考え
ます。
日本人は他の国に比べて忙しい人が多く（先進国で）社会につい
て考える余裕が少ないです。先ず、人々がそうしたことを考えら
れる世の中になってほしいです。
みんなで育てようといいながら、いざとなると手離すかも知れな
い。また、そういう人を実際に見て、その子が悩んでいるのを知
ったから。
明るい社会、明るい家庭が多くなる日をお祈りします。
子供は国の宝です。恵まれない子供を施設で育てるより一つの家
庭で育てる家庭のぬくもりを教えてあげる事は大事な事だと思
う。
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