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２０２1年夏号の内容は…
★ 図書・DVDの貸出、
「こどもの居場所活動紹介ガイドブック」について
★ ヤングケアラー・きょうだい児に関する図書の紹介
★ ふくみみ登録団体の紹介「特定非営利活動法人 キーアセット」
★ 新着図書＆ＤＶＤの紹介
…など、今号も情報満載でお届けします！

福祉に関する図書・DVDの貸出をしています！
●貸出利用のご案内
《貸出場所》
《利用対象者》
《利用時間》
《貸出内容》

川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）6階 地域福祉情報バンク
原則として、川崎市内に在住、在勤、在学の方
月曜日～金曜日 8時３０分～17時 （貸出業務は16時30分まで）
図書・資料：3冊 2週間まで（予約がなければ２週間の延長可能）
ＤVD
：3本 1週間まで（予約がなければ１週間の延長可能）

地域福祉情報サイト
「ふくみみ」HP

※ 初めて利用される方は登録が必要となりますので、住所の確認ができるもの

（運転免許証・ 保険証など）をご持参ください。
※ 図書に関しては郵送での返却（利用者負担あり）もできますので、お気軽にお問い合わせ
ください。（なお、DVDの郵送返却はできませんので、ご注意ください）

福祉関係の勉強をされている方は専門的な図書、施設職員の方は研修用のDVDなどを、よく借りられて
います。話題になった本や、気軽に読める福祉系マンガなども増えました。今後、こんな本を読んでみた
い、こんなDVDがあれば研修で使いたいなど、リクエストがあれば購入を検討させていただきますので、
ご意見ご要望などをお寄せください。
2021年4月より、総合研修センター（川崎区日進町5-1 川崎市複合福祉センターふくふく
2階）でも同様に貸出をおこなっています。総合研修センターの図書やDVDを取り寄せること
もできますので、お気軽にご相談ください。蔵書検索は「ふくみみ」から！

「こどもの居場所活動紹介ガイドブック」を発行しました！
川崎市社会福祉協議会では、地域福祉情報バンクに登録しているボランティアグループ
及び市民活動団体の活動情報を中心とした「こどもの居場所活動紹介ガイドブック」を作
成しました。
こども食堂や学習支援・居場所づくりに取り組みたい、参加したいという方々の参考と
なるよう、始め方の手順や市内の活動団体の紹介を見開きマップで掲載しています。
また、いくつかの団体には取材をさせていただき、活動者の思いやエピソードなどを伺
いました。すでにこどもの居場所づくりに関わっている方や、居場所を探し
ている方などにもご活用いただければ幸いです 。
地域福祉情報バンク、各区社会福祉協議会、図書館、市民館等でも配布し
ておりますので、是非ご覧ください。
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特集 ヤングケアラー・きょうだい児に関する図書の紹介
～地域福祉情報バンクで貸出しています～

｢ヤングケアラー｣とは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の介護などを、日常的に行っている
18歳未満の子どものことです。多くの時間をこれらに費やすため、学業や日常生活において自分のための時
間がとれません。
また、｢きょうだい児｣とは、病気や障害を抱える兄弟姉妹を持つ子どものことで、親の関心が自分以外に向
けられるため、必要以上に良い子でいようと無理をしてしまう傾向があります。
家族のために時間を使うことが当たり前という環境で育った子どもたちは、自分から誰かに助けを求めるこ
とが難しく、いつの間にか周囲から孤立してしまうことがあります。そのような子どもたちが、自分の人生を
生きるということを諦めないためにも、周囲の大人達が、早期に発見し、何らかの支援につなげていく
ことが必要です。見えにくい問題のため、まずは関心を持つ・現状を知ることから始めてみませんか？

ヤングケアラー

わたしの語り

子どもや若者が経験した家
族のケア・介護。多様にある
ケアの経験を、当事者だった
7人が書き下ろしたそれぞれ
の「わたしのストーリー」。
（澁谷智子:編/生活書院/
2020年発行）

人生バイプレイヤー

きょうだい児を生きる

障害や病気の兄弟姉妹をもつ「きょうだい
児」は、いい子でいなくちゃいけないの？
感情を出さずに我慢をして
きた私のリアルがここにあ
る。 きょうだい児として
の気持ちを真摯に綴る、胸
に迫る告白。 （中澤晴野:
著/文芸社/2019年発行）

ヤングケアラー
介護を担う子ども・若者の現実
ヤングケアラーの実態調査や当事者の声、
具体的な支援体制作りを紹介。
先進的な取り組みをおこなって
いるイギリスの事例も取り上
げ、家族のあり方や今後の取り
組みについて考える。
（澁谷智子:著/中央公論
新社/2018年発行）

静かなる変革者たち
精神疾患の親に育てられ成長して支援職に就
いた4人の子どもたちが体験
記と座談会で語る、親のこ
と・家族・支援のありかた。
彼らだからこそ語れる「気づ
きの数々」。（横山恵子、
蔭山正子、こどもぴあ:著/
ペンコム/2019年発行）

#Share Smile かわさき withコロナ地域福祉活動ヒント集
新型コロナウイルス感染症の拡大により、地域福祉活動の多くが、休止を
余儀なくされました。活動を再開しているところもありますが、感染症対策をしっか
りと行いつつも、皆さん迷いや不安を抱えながら手探りで活動を進めています。
地域福祉活動のお役に立てればと、感染症対策の基本的なことをまとめた「vol.1
感染拡大防止に向けた９つのルール」を作成しました。感染防止を第一に考えながら、
「今できること」を少しずつ進めて行くための参考になれば
幸いです。
わかりやすい動画も作成し、You Tubeにて
配信していますので、こちらもあわせてご覧く
ださい。
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かわさき福祉情報サイト ふくみみ登録団体

特定非営利活動法人 キーアセット

を紹介します！

「ふくみみ」登録団体紹介、第5回目は特定非営利活動法人キーアセットです。
キーアセットは2012年度より里親支援機関、2019年度よりフォスタリング事業
(里親養育包括支援事業）として、子ども主体の里親養育を推進しています。
現在、川崎市には様々な理由（虐待やネグレクト、親の病気など）で、自分が生
まれた家で育つことができず、社会的養育を必要としている子どもたちが約400人
います。子どもにとって「家庭」という環境の中で、「安心できる特定の大人」か
ら適切な養育と愛情を受けて過ごすことは、とても重要なことです。
キーアセットでは、子どもたちが「家庭」の中で
健やかに成長できるように、里親制度の普及啓発か
ら登録に向けた面談・研修、児童委託後のサポート
まで継続的な支援を行っています。今回はリーダー
の澁谷さん、リクルートコーディネーターの下平さ
んにお話を伺いました。

下平さん

養育里親とは？
法的に親子となる
養子縁組とは異な
り、一定期間(数日～
数年間）子ども(0歳
～原則18歳)を自ら
の家庭に迎え入れ、
愛情と理解を持って
養育する里親です。

澁谷さん

「キーアセット」にはどのような意味がありますか？
「キー」は鍵となるもの、「アセット」は資源、どち
らも未来の大切な宝になる存在である子どもたちを指し
ています。大事な子どもたちの将来の
ために「家庭」という環境を整える
活動をしています。

どのような方が養育里親として
活動されていますか？
子育て経験が初めての方、実子がいらっしゃる方、
お仕事で児童福祉分野に関わっている方、全く関係の
ないお仕事の方など様々です。初めての方も、説明会
や面談・研修を通して、制度等について理解を深めて
いただけますので、ご安心ください。

川崎市の現状を教えてください
川崎市には、様々な理由で家族と離れて暮らす子ど
もたちが約400人います。その内、乳児院や児童養護
施設といった施設で暮らしている子どもたちが約
76％、里親等で暮らす子どもたちは
約24％です（2019年度現在）。
一人でも多くの子どもがその子の
ニーズにあった家庭環境で育まれるに
は、より多くの里親が必要です。

問合せ先
特定非営利活動法人
〒213-0001
Tel

キーアセット（川崎事務所）

川崎市高津区溝口1-1-26

どのような時にやりがいを感じますか？
里親家庭で子どもがその子なりの成長をしていく姿
を里親と共有して、喜び合える時。子どもが自立した
後でも、里親家庭とつながっている姿を見た時。子ど
もにとってホッとできる場所があり続けることの大切
さを感じます。

今後の課題はありますか？
養育里親について、多くの方に、その存在を知って
もらうこと、里親制度について正しく理解してもらう
ことが課題です。地域の方や関係機関、行政などと連
携し、地域と共に子育てしていくことが大切だと考え
ています。

皆さんにお伝えしたいこと
様々な事情で実家庭で暮らすことができない子ども
たちを支えてくれている里親が、皆さんのまわりにも
います。特別な家庭ではなく、多様な家庭のひとつの
形として、里親が身近な存在である社会になるよう、
まずは里親制度を知っていただけたら嬉しいです。
説明会は毎月開催！個別相談、出前
講座などもおこなっていますので、
お気軽にお問い合わせください。

3階

044-948-9146

Mail

info＠kiiasetto.or.jp

URL

https://keyassetsnpo-kawasaki.jp/

2021年 夏号

川崎事務所 スタッフの皆さん
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新着図書＆DVDの紹介！
【図書】（書名／著者・編者名／出版社）
●社会福祉学習双書2021 全15巻／全国社会福祉
協議会
●マイノリティデザイン 「弱さ」を生かせる社会を
つくろう／澤田智洋／ライツ社
●わたしはなにも悪くない／小林エリコ／晶文社
●プロとして知っておきたい! 介護保険のしくみと使い方
／「ケアマネジャー」編集部／中央法規出版

●愛するひとを失ったとき あなたに起こること／
松家かおり／日貿出版社
●「死にたい」に現場で向き合う 自殺予防の最前線／
松本俊彦／日本評論社
●家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族
だった／岸田奈美／小学館
●しくじり家族／五十嵐大／CCCメディアハウス
●52ヘルツのクジラたち／町田そのこ／中央公論新社

●2021年4月 介護保険改正のポイント／
「ケアマネジャー」編集部／中央法規出版

●「利他」とは何か／伊藤亜紗・中島岳志・若松英輔・
國分功一郎・磯崎憲一郎／集英社

●その扉をたたく音／瀬尾まいこ／集英社

●愛をばらまけ 大阪・西成、けったいな牧師とその信徒
たち／上村真也／筑摩書房

●日本が誇る！ていねいな保育／大豆生田啓友・
おおえだけいこ／小学館

●ガチガチの世界をゆるめる／澤田智洋／百万年書房

●日本版 保育ドキュメンテーションのすすめ／
大豆生田啓友・おおえだけいこ／小学館

●健康で文化的な最低限度の生活(10)／柏木ハルコ／
小学館

●精神障害をもつ人のための親なき後に備える／認定
NPO法人地域精神保健福祉機構(コンボ)編著／出版

●リエゾン こどものこころ診療所(3)～(4)／
ヨンチャン・竹村優作／講談社

●ワンダフル・ライフ／丸山正樹／光文社

●こころのナース夜野さん(3)／水谷緑／小学館

●福島モノローグ／いとうせいこう／河出書房新社

【DVD】（題名／製作・販売／仕様）

●地域包括支援体制のいま 保健・医療・福祉が進める
地域づくり／黒田研二／ミネルヴァ書房

●ケアニン～あなたでよかった～／2017「ケアニン」
製作委員会／105分

●まんが やってみたくなる オープンダイアローグ／
斎藤環・水谷緑／医学書院

●ひとりも取り残さないために～インクルーシブ防災～
／NHK厚生文化事業団／148分（2枚組）

●子どものための精神医学／滝川一廣／医学書院
●他者を支援する人はいかに成長するのか／都筑学／
ナカニシヤ出版
●人の心を動かす 傾聴のコツ／金田諦應／三笠書房

地域福祉情報バンクの蔵書検索は『ふくみみ』で！
図書・DVD検索を押してキーワード
で検索してください。
http://k-fukumimi.com/index.html

地域福祉情報バンクは、平日8：30～17：00まで開所しております。毎月第4水曜日は、川崎市総合福祉
センター（エポックなかはら）の保守点検日のため、17：00以降に1階受付窓口での図書・DVDの返却が
できませんのでご注意ください。また、８月１4日（土）は、川崎市総合福祉センター(エポックなかはら)の
電気設備点検のため全館休館いたします。

「地域福祉情報バンク通信」
次号は10月1日発行予定です
お楽しみに！
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本やDVDを返却される際に感想を言ってくださる方が増え、ふとした
会話から、いろいろなヒントをいただいています。今後も、皆様の興味が
持てるものを取り揃えていきたいと思っています。リクエストなどがあり
ましたら是非お聞かせください。（ま）
今後の紙面に活かしたいと思っておりますので、ご意見・ご感想など
を、是非お寄せください。お待ちしています！
Email：jyoho＠csw-kawasaki.or.jp
電話：044-739-8720 ／ FAX：044-739-8739
イラスト：いらすとや

