
特別養子縁組制度を
知っていますか？



子どもたちの
未来へ架ける橋渡し

特別養子縁組をサポートする
民間あっせん事業者の方たち

　アメリカでは不妊治療を開始するときに、
「あなたは今こうだから、こういう選択肢があり
ますよ」という説明を受けます。その選択肢の
一つに養子縁組があり、養子を迎えることは
ごく一般的なこととして定着しています。
　私たちのところに相談に来られる夫婦の
90％以上は、不妊治療がきっかけで養子縁
組を考えるようになった方たちです。「子ども
は選べるのか」「障害や病気が見つかったら
どうすればいいのか」と聞かれることも多いで
すが、限りなく自然に授かった子どもと同じよ
うに考えてほしいと願っております。子どもが
選べないのは、自分が産んだ場合でも同じこ

と。違うとしたら、子どもが持つ“背景”です。
　子どもには本来、守ってくれる親の存在が
必要です。「あなたはよく夜泣きをしてたのよ」
と、幼い頃のエピソードを聞かされたりしなが
ら、その親のもとで守られ、安心して育ってい
きます。養子縁組は、さまざまな理由で実親
による養育が難しくなった子どもを我が子とし
て迎える制度であり、3歳なら3歳なりの、0
歳にも0歳なりの物語があります。そうした“背
景”にも深い理解が必要です。
　養子縁組をした人たちの交流会を年１回
開いていますが、皆さん明るく、親子でどんど
ん似てきています。子どもを迎えてからのサポ

ートをするなかで、養
親子特有の悩みと思
って来られたけれど、
養子であるとかないと
かは関係ないことに気
づかれる方もいます。
　日本は異なるもの
を受け止めるのに慎
重な国ですが、家族
のかたちは人それぞれ、一つとして同じかた
ちはありません。多くの人に養子縁組への理
解を深めてもらうためにも、多様な生き方を受
け入れられる社会にしたいですね。

養子縁組は家族のかたちの一つ

代表・ケースワーカー

小川多鶴さん

一般社団法人 アクロスジャパン http://www.acrossjapan.org

　日本で特別養子縁組の法律が施行され
たばかりの頃、産婦人科医である夫が予期
せぬ妊娠で困っている高校生に出会ったこ
とをきっかけに、30年以上にわたり養子縁組
に取り組んできました。たとえ予想外の妊娠
でも、妊婦が安定した環境で出産を迎えるこ
とが、赤ちゃんにとっても妊婦のその後の人
生においても大切であることから、実母ケアを
第一に考えた養子縁組をしています。
　養子縁組に対する誤解の一つに、実母
が子どもを捨てたような印象を持つ人がい
ます。でも、育てたくても育てられない事情
があり、養子に託す選択をするのも母として

の深い愛情の表れであることを理解してほ
しいと思います。ですから私たちは、実母の
思いを理解してもらえる方に養子を託して
います。
　子どもを託すときは、教育入院といって夫
婦で病院に泊まってもらうのですが、そこでは
赤ちゃんを胸に抱いてもらいながら、実母から
養父母に宛てた手紙を代読しています。「こ
の子が本当にかわいい。でも、私にはこういう
理由があって育てられない。だからお願いし
ます」という思いを受け、養父母の皆さんは思
いを新たにするようですね。
　実母に理解を示すことは、子どもの将来に

とってもプラスの循環
を生みます。中絶しな
いで自分を守り抜い
てくれたこと、その実
母を思うことは、そのま
ま子どもを思う気持ち
でもあるからです。
　縁あって一緒に生
きることになった親子
は、最良の絆を育めると思います。積み重
ねた日々の重さは、何事にも変えられない
事実であり、紛れもない家族の証しなので
すから。

積み重ねた時間こそ、家族の証し

事務長

鮫島かをるさん

医療法人きずな会 さめじまボンディングクリニック http://bonding-cl.jp

行政機関である児童相談所以外に、
民間のあっせん団体が仲介して、
実の親と暮らせない子どもたちと
育ての親になりたい夫婦をマッチングし、
縁組成立後もさまざまな形で
親と子をサポートしています。



　産婦人科は、新しい命を迎える幸せな場
所です。その一方で、予期せぬ妊娠をした女
性が中絶というつらい決断をする場所でもあ
ります。当院の院長は、彼女たちを救う方法
が本当に中絶しかないのか、自分は正しいこ
とをしているのだろうかと、昔からずっと考え
続けていたそうです。
　そうした長年の問いへのひとつの答えとし
て、当院で特別養子縁組の取り組みを始め
たのが2013年。妊娠に戸惑う女性と、子ど
もを授かるために不妊治療を続ける人たち、
双方にとって解決の選択肢を増やすと同時
に、大切な赤ちゃんの命を救う意義ある取り

組みだと考えています。
　一度は縁組を決意したお母さんでも、生ま
れた赤ちゃんを腕に抱いたら心が揺れ動く人
もいます。それも当然ですし、本人が納得し、
自分で決断するまで私たちは寄り添い続けま
す。どちらを選択するにせよ、「最後は自分で
決めた」ということが、本人のその後の人生に
とってきわめて重要だからです。
　本音をいえば私たちも日々悩み、葛藤して
います。そんなとき、かわいいわが子を見て欲
しいと養親さんが山ほど送ってくださった写真
を目にして、自分たちの仕事は間違っていな
かったと涙がこぼれそうになることもあります。

　一人ひとりに異なる
事情と思いがあり、た
ったひとつの正解など
ない。これまで多くの
生母さんや、養親希
望のみなさんと接して
きた私たちの実感で
す。もちろん特別養子
縁組だけが答えでは
ありませんが、予期せぬ妊娠をした人や親に
なりたいと願う人たちは、こういう制度があり、
苦しい時に頼れる場所もあることを、頭の片
隅にでも置いていてください。

親になりたい人、その時は育てられない人に寄り添い続ける

母子支援室

佐藤美穂さん

医療法人社団諍友会 田中病院 https://www.tanaka-hospital.jp

　私たちは生みの親のことを「生母さん」と呼
んでいます。生母さんの多くが未成年で、な
んとなく妊娠かなと思っていたけれど、誰にも
相談できず悩んでいた人がほとんどです。多
くはお母様が体形の変化に気づき、一緒に
相談に来られます。
　最初の面接は親子一緒ですが、2回目か
らは生母さんとお母様は別の担当者が話を
聞くようにしています。生母さんは生母さんな
りの思いがありますから。本当はこうしたいと
か、実はこうなんだとか。親には言えないこと
をポロポロと話し始めるんです。そして、赤ち
ゃんを大切に思うからこそ「本当に養子縁組

に託していいのか」と何度も自問しながら、最
終的には自分が育てるより信頼できる相手
に託した方がいいという強い思いでお別れを
しているのだと思います。私たちは、そんな生
母さんの思いに寄り添うことを何よりも大切
に、特別養子縁組の支援をしています。
　子どもを迎えたいと相談に来る人のほと
んどは、子どもを授かることがかなわなかっ
た人たちです。その方たちの思いも切実で
す。なかには「子どもを育ててみたいから」と
いう方もいますが、「お金もあるし、体力もあ
るから」というだけではダメなんですね。子ど
もには家庭で育つ権利があり、そのための

養子縁組なので、一
つの人格を育てると
はどういうことか何回
も話をして、きちんと
理解してもらうように
しています。
　世間ではいまだに
「養子縁組をしてまで
子どもがほしいのか」
という心ない声も聞かれます。社会や家族が
養子縁組の意義を理解し、安心して子ども
が育っていける成熟した社会を目指す必要
があると思います。

子どもの幸せを願う親から親への“バトン”

副院長兼看護部長

佐 木々紀子さん

医療法人明日葉会 札幌マタニティ・ウイメンズホスピタル http://www.smwh.or.jp

　私たちの協会が立ち上がった昭和35年
当時、養子縁組への社会の理解度はとても
低いものでした。専門家のなかでも、里親は
子どものための制度だけど、養子縁組は「跡
継ぎがほしい」「老後の安心のため」といった
親都合の制度ではないかという意見もあった
ほどです。
　でも、養子を迎えた皆さんは、子どものこと
を一生懸命考えて育てています。3年以上
里親の元で育てられた子どもたちと、養子縁
組をした子どもたちを対象にした調査では、
興味深い結果が出ました。どちらも家族へ
の帰属感はあるものの、養子縁組の子ども

たちの方がより自己肯定感が高いという結
果が出たのです。里親は、成人したら育て
の親の元を離れなければならないのに対し
て、養子縁組は、法律的にも守られた永続
的な家族形態です。そのため、安心できる
環境でのびのびと育つことができたということ
でしょう。
　特別養子縁組は、血縁はなくてもまぎれも
ない家族のかたちです。ただ、子どもを育てる
なかでは、養子縁組だからこその悩みも出て
くると思います。例えば、生みの親が別にいる
ことは事実です。ここを否定すると、生い立ち
そのものを否定することになるので、子どもに

は年齢に応じて丁寧
に伝えていかなけれ
ばなりません。こうした
ことを理解したうえで、
それでも子どもを第一
に考えて育てていきた
いという強い思いを持
つことが大切です。
　さまざまな家族の
かたちがあり、特別養子縁組はその一つで
す。大切なのは、多様な家族のあり方を認め
ることであり、子どもにとって信頼できる存在
であり続けることなのです。

大切なのは、子どもにとって信頼できる存在であること

主任ケースワーカー

米沢普子さん

公益社団法人家庭養護促進協会 神戸事務所 http://ainote.main.jp/wp/



全国の養子縁組あっせん事業者一覧

北 海 道
 医療法人 明日葉会 札幌マタニティ・ウイメンズホスピタル 011-746-5505 http://www.smwh.or.jp

 医療法人社団 弘和会 森産科婦人科病院 0166-22-6125 http://mori-hosp.jp
茨 城 県 特定非営利活動法人 NPO Babyぽけっと 0120-585-931 https://babypocket.net

埼 玉 県
 一般社団法人 命をつなぐゆりかご 048-298-0355 http://tsunagu-yurikago.org

 医療法人きずな会 さめじまボンディングクリニック 048-526-1103 https://bonding-cl.jp
 一般社団法人 アクロスジャパン 080-3810-3838 https://www.acrossjapan.org

東 京 都
 社会福祉法人 日本国際社会事業団 03-5840-5711 http://www.issj.org

 特定非営利活動法人 フローレンス  https://florence.or.jp
 認定特定非営利活動法人 環の会 03-3951-7270 http://wa-no-kai.jp
滋 賀 県 医療法人 青葉会 神野レディスクリニック 0120-038-414 http://www.jinno-lc.com
奈 良 県 特定非営利活動法人 みぎわ 070-1745-4115 http://migiwa.link
和歌山県 特定非営利活動法人 ストークサポート 0736-26-4380 https://www.storksupport.net
兵 庫 県 公益社団法人 家庭養護促進協会 神戸事務所 078-341-5046 http://ainote.main.jp/wp/
岡 山 県 一般社団法人 岡山県ベビー救済協会 086-250-2382 http://www.okayamaog.jp
広 島 県 医療法人河野産婦人科クリニック  
山 口 県 医療法人社団諍友会 田中病院 0834-32-2000 https://www.tanaka-hospital.jp

熊 本 県
 医療法人聖粒会 慈恵病院 096-355-6131 http://jikei-hp.or.jp

 医療法人社団愛育会 福田病院 地域連携室特別養子縁組部門 096-322-2995 http://www.fukuda-hp.or.jp

「普通養子縁組」や「里親」とは何が違うの？
養子縁組制度には、「特別養子縁組」と「普通養子縁組」があります。「特別養子縁組」は、戸籍の表記が実の親子とほと
んど変わりません。「普通養子縁組」は、戸籍上に生みの親の名前も併記され、生みの親と養子との間で法律上の関係が
残ります。「里親」は、生みの親に代わり、一定期間子どもを育てる制度です。子どもとの間に法的な親子関係はありません。
子どもが生涯にわたり安定した家庭生活を送るための制度が、「特別養子縁組」なのです。

公的機関である「児童相談所」の他に、法律に定める許可を受けた民間のあっせん事業者（医療機関を含む）があります。

■普通養子縁組・里親制度との違い

■特別養子縁組の相談窓口

養子縁組制度
特別養子縁組 普通養子縁組

里親制度

戸籍の表記

子どもの年齢

子を迎える人の
年齢

縁組の成立

関係の解消
（離縁）

長男（長女）

原則として6歳未満

原則として25歳以上の夫婦
（ただし、一方が25歳以上であれば、

一方は20歳以上でも良い）

家庭裁判所が決定

原則として認められない

養子（養女）

制限なし
（ただし、育ての親より年下であること）

20歳以上

育ての親と子どもの親権者の同意

認められる

─

原則として18歳まで
（必要な場合は20歳まで）

制限なし

児童相談所からの委託

18歳で自立するか
生みの親の元に戻る

（2018年12月26日時点）
所在地

（都道府県） 事業者名 電話 URL


