公益財団法人

平成２９年度

全 国 里 親 会
事

業

報

告

平成２９年度事業は、平成２８年度第６回理事会（平成２９年３月９日 開催）において承
認された「平成２９年度事業計画及び収支予算」に基づき、里親制度の充実促進を図るため、
次の事業を行った。
なお、２９年度は、前年度同様内閣府の勧告を受けたことによる助成金の収入減があり当初
計画どおりの事業を行うことができなかった。
特に、公益目的事業である「調査研究（公１）」については、里親制度の充実・促進を図る
ため、里親支援機関の設置運営に関する検討を行ったが、具体案までには至らなかった。
また、民間団体の助成による研修会等「里親の育成（公２）」の事業については、助成が見
送られたが、計画を変更し実施した。
[公益目的事業]
１．里親制度に関する調査研究事業（公１）
２．里親の育成事業(公２)
３．里親制度の普及啓発に関する事業（公３）
４．全国里親会と各里親会との連携（公４）
５．相談・指導事業(公５)
６．災害を受けた里親及び児童等に対する支援(公６)
[法人関係事業]
７．一般管理事業
８. 関係機関団体との連絡調整事業
９．その他、法人の目的を達成するために必要な事業
１．里親制度に関する調査研究事業(公１)
里親委託の促進及び里親の養育を支援するための方策等について調査研究するため、全国里親
委託等推進委員会(平成２４年度設置)において、その方策が検討された。
２．里親の育成事業(公２)
１）里親に対する研修
里親会活動による里親支援や里親会の活動の活性化、里親の養育技術向上のための研修を実
施した。
①

第６２回全国里親大会の開催（公２、公３、）
厚生労働省の提唱により「里親を求める運動」が、毎年１０月１日～３１日の１か月間行

われるが、その一環として９月３０日（土）
・１０月１日（日）京都市「京都テルサ（京都府
民総合交流プラザ」において「第６２回全国里親大会」を開催した。
大会では、里親制度の進展に功労のあった関係者に対する全国里親会会長の表彰の顕彰を
行うとともに、厚生労働省 成松家庭福祉課長 の行政説明、法政大学 湯浅 誠教授 の記念
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講演、分科会（６テーマ）が行われた。
② 地区別里親研修会開催事業（公２、公４）
全国８ブロックにおいて研修会を開催し、里親制度の促進に功労のあった里親及び関係者
の顕彰(公４)を行うとともに、里親が抱える様々な問題についてテーマごとに分科会等によ
る検討会や里子の養育に関する諸問題についての研修を行い、里親の資質の向上を図った。
ブロック別研修会開催地等
地 区

開催予定日

開催地

参加者数

北海道

９月 １０日

函館市

２４０名

東北

７月２９・３０日

岩手県盛岡市

１３０

関東甲信越・静

７月 １日

埼玉県さいたま市

４３９

東海・北陸

６月 ３・４日

福井県あわら市

２００

近畿

９月３０・１０月１日

京都府京都市

７００

中国

５月２７・２８日

鳥取県米子市

１５０

四国(台風の為中止)

１０月 ２２日

高知県高知市

０

九州

７月２９・３０日

大分県速見郡

２２７

③ 各里親会が「里親支援機関」Ａ型の指定を受けるため、活動資金を助成した
三重里親会 １０万円 、大阪里親連合会 １２万円 、富山県里親会 １４万５千円
大阪市里親会 １０万円
④ 里母の研修事業
里親制度の中核をなす里母を支援し、より一層充実した制度を目指すための事業
全国里母の会として＜＜第 1 回里母の集い＞＞を開催した。
・目

的：① 女性ならではの“抱擁＆連帯”と協調性を共有する中で学び考える
②

社会的擁護を必要とする児童に、家庭的養育を通して心の温もりを共
感しながら子どもの心の置き場所と子どもにとっての幸せの意味を考
える

・開催日時： Ｈ２９年 ８月 ２６・２７日
・開催場所：
・参 加 者：

ホテルニュータナカ（山口県湯田温泉 2-6-24）
１２３名

３ 里親制度の普及啓発に関する事業（公３）
１）機関紙「里親だより」の刊行
里親に関する情報の提供、
里親制度や養育上のＱ＆Ａ、
地区の活動状況の紹介などを編集し、
会員等に配布した。
発 行

年４回（５月、８月、１１月、２月）
Ａ４版、１６頁

配布先

里親会、全国里親会会員、都道府県・市、児童相談所、
乳児院、児童養護施設 その他（関係機関、団体等）
ホームページに掲載

発行部数 各回 １０，０００部
編集委員会の開催・取材 等
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２）
「月刊里親だより」(マンスリーニュース）の発行
毎月 10 日発行を目途に、社会的養護に関するトピックスを取り上げ、マンスリーニュースを
発行し、各里親会（66 箇所）へ配布、全国里親会メーリングで配信、ホームページ掲載等によ
り情報提供を行った。
４．里親に対する表彰事業 (公４)
第６２回全国里親大会の開催（公２、公３、公４）
毎年１０月１日～３１日の１か月間を里親強調月間とし、厚生労働省が「里親を求める運
動」を提唱しているが、その一環として９月３０日（土）
・１０月３１日（日）京都府京都市
「京都テルサ（京都府民総合交流プラザ）
」において「第６２回全国里親大会」を開催し、長
年里親として功労のあった者に対して顕彰を行った。
全国里親会 会長表彰

６３件

全国里親会 会長感謝状

４件

５．里親制度及び里親会活動等に関する相談指導事業 (公５)
１） ホームページの管理・更新
全国里親会の活動状況、会員の動向・会員向けの情報提供サービス、地方里親会の事業の開
催状況（開催時期や募集等）などリアルタイムで最新情報を提供した。
２） メーリングリストによる情報交換、質疑応答、意見交換などの管理を行った。
３） 電話・メールによる問合せ・相談等に適切に回答・指導を行った。
６．災害を受けた里親及び児童等に対する支援（公６）
１） 東日本大震災の被災児童に対する支援を引き続き実施した。
①「東日本震災子ども救援基金」の募金活動を継続して行った。
② 被災児童を養育している親族里親への支援として、養育費等一世帯３０万円の支援金を
支給した。

２６件

７８０万円

③ 岩手県里親会が被災児童を対象として行う、一泊旅行によるレスパイト事業（日蓮宗青年
部事業）に対して一部費用を助成した。
第６回集まれ東北の子どもたちへの支援

助成額 ２０万円

④ 仙台市ほほえみの会が被災児童や里親を対象として行ったクリスマス会に対して経費
の一部を負担した。
クリスマス会～里親と里子の集いへの支援 助成額 ２０万円
２） 台風３号及び梅雨前線により被災した福岡県の被災里親家庭に見舞金を贈呈した。
福岡県被災里親家庭 ３件 見舞金計 １２万円

（ ８月 １日支出)

７． 関係機関・団体等との連絡調整
全国社会福祉協議会、全国児童養護施設協議会、全国乳児福祉協議会、全国児童家庭支援セン
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ター協議会等の関係団体との連絡を密にして、制度の推進と啓発及び周知徹底に努めるとともに、
報道機関等への積極的な働きかけにより、国民一般への制度の周知と広報への協力を図った。
８．その他、法人の目的を達成するために必要な事業
１）ＪＸ里親家庭奨学助成への協力
全国社会福祉協議会が、ＪＸホールディングス株式会社から寄付を受けて、里親家庭の委託
児童や児童養護施設、母子生活支援施設の入所児童が大学や専門学校等に進学する場合、支度
金の一部として１人１０万円を助成しており、本事業に協力し、里親会会員等への周知等を図
った。
２）里親賠償責任保険の代理業務
損害保険ジャパン日本興亜株式会社との契約により、里親会の会員を加入者とする「里親賠
償責任保険」について、加入申請の受付や名簿の整理、保険料の徴収・精算などの事務処理を
行った。
３）全国里親会各委員会の開催
定款第４８条に定める委員会を設置し、事業の円滑な推進を図るとともに、懸案事項につい
て定期的に検討協議した。
○ 里親委託等推進委員会
○ 業務運営委員会
○ 広報委員会
９．寄付の状況
子ども救援基金
一般寄附

個人

８件

１６９，０００円

団体

１件

９３６，５５２円

個人 １１件

１１，１４２，０００円

団体

３件

１１０，０７４円

計

１２，３５７，６２６円

１０．理事会・評議員会等開催状況
理事会・評議員会
他

開催日時

場 所

題

１．里親委託等推進委員会、

4 月 24 日
第１回理事会

議

業務運営委員会、広報委員会
全国里親会事務局

14 ～ 17 時

委員補充候補選定
２．全国里母の会研修会開催
について
１．平成 28 年度 事業報告

5 月 15 日
第２回理事会

全国里親会事務局
13～15 時 10 分

２．平成 28 年度 収支決算
３．監査報告
４．評議員会の開催について
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6 月 22 日
第１回定時評議員

１．平成 28 年度 事業報告
全国里親会事務局
２．平成 28 年度 収支決算

13 ～ 15 時

１．平成 28 年度 事業報告

6 月 14 日
第三者委員会

マロウドイン赤坂
15 ～ 17 時

9 時 30 分～

ハイホーム 高輪

11 時 29 分

2.全国里親会 会費
3.全国里親大会・会長会議報告

4.第三者委員会評価
1.全国里親会事務局体制・組

12 月 25 日
第４回理事会

３．内部諸規定の改定等
1.全国里親会事務局体制

10 月 29 日
第３回理事会

２．平成 28 年度 収支決算

全国里親会事務局
１0～１5 時

織体制の充実
2.全国里親会

会員規定の

改定（会費値上げ）

2 月 13 日
第５回理事会

13 時 20 分～14 時

ハロー貸し会議室

立入検査について
1.平成 30 年度事業計画

3月9日
第６回理事会

1.諸規定の改定及び内閣府

2.平成 30 年度予算

13 時～16 時 30 分 ハロー貸し会議室

3.次期理事・監事選出
4.会費値上げについて
5.全国里親大会について
1.理事 8 名選任の件

3 月 29 日
第２回評議員会

ハロー貸し会議室
13 時～15 時 30 分

2.監事 2 名選任の件
3.会費値上げの件
4.全国里親大会について
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