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明けましておめでとうございます 

旧年中は大変お世話になりました 
   本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます 

 

令和の元号となり、初めての正月を迎えました。

昨年は、まだ記憶に新しい児童虐待に関する痛まし

い事件や台風大雨災害。全国里親大会宮城仙台大会

も台風直撃によって中止を余儀なくされました。 

 今年は東京オリンピック、パラリンピックが開催

されます。社会的養護の体制も、 

推進計画が作成され、いよい 

よ計画施行導入の年となります。 

さまざまな課題山積ながらも、 

皆様と共に子どもたちの権利 

を守りつつ福祉の向上のために、 

全国里親会としても公益財団 

法人の機能を高められるよう精 

いっぱい努力をしてまいる所存でございます。 

公益財団法人全国里親会 

会長 河 内 美 舟 

 

◆12月 全国里親会の動き◆ 

 各種会議が開催されました              

理事会、業務運営委員会、ブロック長会議、広報委

員会などが開催されました。議題はいずれも「令和 2

年度事業計画」についてでした。 

▶12月 9日 広報委員会 会場：全国里親会事務所 

▶12月 16日 第一回ブロック長会議、第 3回業務運 

営委員会 会場：虎ノ門いきいきプラザ 

▶12月 17日 理事会 会場：港勤労福祉会館 

 里親家庭の災害状況調査              

 昨年秋の台風による里親家庭の被災状況ですが、

11月 30日現在でお寄せいただいた被災内容のうち、

甚大な被害（建物破壊、床上浸水等）により避難を余

儀なくされた家庭は下記の通りです（中間報告）。 

▶長野県： 2件（床上浸水、リンゴ被害） 

▶千葉県：36件（屋根破壊、家屋・車の破壊、停電、

断水等、詳細を調査中） 

▶静岡県：４件（床上浸水、漏電後停電） 

 寄付                     

 12月に全国里親会にご寄付をいただいた方は、以

下の通りです。ありがとうございました。子どもた

ちのために大切に使わせていただきます。 

・千葉県 匿名の方より：200 万円 

・東京都 東京地区竹門会様：757,400円 

 

東京地区竹門会（竹中工務店の東京地区 OB会）様 

よりのご寄付は、東日本大震災の孤児を対象にした 

もので、2011年よりはじまり、去年 2019年 12月の

ご寄付が 9回目となります。総額で 7,540,950 円。

心よりお礼申し上げます。 

 

◆その他の動き◆ 

 厚生労働省関係                    

12月 3日（火）厚生労働省は「体罰等によらない

子育ての推進に関する検討会」を開き、素案として

体罰にあたる行為を示し大筋で了承されました。検

討会の議論を受け、今年度中に体罰のない子育てに

ついての指針を取りまとめるとしています。 

 自民党議連と超党派議連の勉強会           

自民党の「児童の養護と未来を考える議員連盟」

と超党派による「虐待から子どもを守る議員の会」

の 12月の合同勉強会が以下の通り行われました。 

▶12月 5日（木）参議院会館にて。 議題：「英国に

おける子ども・家庭ソーシャルワーカーの資格と

育成」子どもの虹情報研修センター 増沢高氏 

▶12月 17日（火）衆議院第二議員会館にて。 議題：

「子どもコミッショナーが子どもの権利擁護に果た   

す役割」スコットランド「子ども若者コミッショナ

ー」ブルース・アダムソン氏 

▶12月 18日（水）参議院会館にて。 議題：①「都 

道府県社会的用具育推進計画の策定要領」に基づ

く各自治体の「推進計画」作成状況 ②児童相談所

全国共通ダイヤル「１８９」整備状況 ③要保護児

童等に関する情報共有システム」について 

 JaFCA日本フォスターケア研究大会                   

12 月 15 日（土）、オリンピック記念青少年総合

センター（東京都渋谷区）にて、第 6 回日本フォス

ターケア研究大会が開催されました。基調講演は西

澤哲氏(山梨県立大学教授)『これからの里親の養育

に期待されていること』。 

 子ども虐待防止学会 ひょうご大会                

12月 21日（土）～12月 22日（日）神戸国際会議

場等にて、ＪaＳＰＣＡＮ（日本子ども虐待防止学会）

第 25回学術集会ひょうご大会が開催されました。大

会のテーマは「新しい時代を拓く」。 

 

◆お知らせ◆ 

 みやぎ・せんだい里親研修会を開催します           

台風の影響で中止となった全国里親大会ですが、

それに代わるものとして「みやぎ・せんだい里親研
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修会」を開催することになりました。参加費は無料。

定員は 180 名を予定しています。主催は宮城県なご

みの会・仙台市ほほえみの会。 

日時：令和 2年 2月 8日（土） 

場所： エル・パーク仙台（仙台市青葉区） 

※開催の詳細は全国里親会のホームページを参照く

ださい。https://www.zensato.or.jp/ 

 第二回 FLECフォーラム開催します           

家庭養護とその関連分野にさまざまな立場で携わ

る関係者が集い、相互のネットワークの構築・強化

を図るフォーラムを開催します。興味・関心のある

方はどなたでも参加できます。 

「第二回 FLEC フォーラム～社会的養護の健全な発

展のために～」 

日時：2020年 2月 23日（日）・24日（月・祝） 

会場：ベルサール六本木 グランドコンファレンス

センター 

詳細はホームページを参照ください。 

 URL: https://isephp.org/ 

 フォスタリング機関の職員研修           

フォスタリング機関の職員を対象にした研修があ

ります。※申し込みはすでに締め切っています。 

開催期間：令和 2年１月７日～2月 27日  

開催地：東京、大阪、名古屋、仙台、福岡、参加定員

は 1コース 30人、360人。 

 NHKスペシャル「令和家族 幸せを探す人びと」             

 12 月 28 日（土）夜 9 時～10 時放送、NHK スペシ

ャル「令和家族 幸せを探す人びと」において、静岡

市の眞保和彦さんのご家族が出演されました。 

再放送は 1月 10日（金）25：10より（NHK） 

 在宅支援を考えるシンポジウムを開催します                     

メンタルヘルス問題のある親と子どもに対する地

域一体となった支援のあり方と今後の取り組みにつ

いて考えるシンポジウムが開催されます。 

第 29回シンポジウムのテーマは「メンタルヘルス

問題のある親とその子どもに対する在宅支援を考え

る」。 

▶日時：令和 2年 1月 25日（土）13：00～16：40  

▶会場：星稜会館 

 令和元年度「全国家庭教育支援研究協議会」               

アウトリーチ型支援について、意義や具体的な実

施方法を協議し、全国の様々な地域における保護者

に寄り添う実効性のある“アウトリーチ型支援”の

普及・定着を図るため研究協議会が開催されます。 

議題「保護者に寄り添う“アウトリーチ型支援”の普

及・定着に向けて」。 

▶日時：2月 18日（火）10：00～16：15  

▶場所：文部科学省東館３階第 1講堂  

▶定員：300名  

▶参加費：無料 

▶対象：行政関係者、民間団体や地域行政における

関係者等  

▶主催：文部科学省  

▶問い合わせ先

http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/katei/142

2711.htm  

 ナイス！な親プロジェクト-里親 10カ条発表会              

 東京・中野区の里親仲間が進める「ナイス！な親

プロジェクト-こども会議＆おとな会議」において、

今年度それぞれの会議で検討してきたスキル 10 カ

条を発表します。 

▶日時：2月 22日（土）13時～16時 

▶会場：社会福祉法人二葉保育園ホール 定員：50名 

▶講師：長田淳子（社会福祉法人 二葉乳児院） 

▶主催：一般社団法人グローハッピー 申込＆問合

せ：info@growhappy.jp（後援：全国里親会） 

 JXTG奨学助成（10万円）の申請が始まります                    

 JXTGグループは里親家庭の子どもなどが大学、短

期大学、専門学校に進学する際の支度費などとして、

対象となる児童全員に 1 人当たり一時金 10 万円の

助成を行います。 

奨学助成の募集が開始されますので、申請をお忘

れなく。応募締め切りは 2月 14日（金）。詳細が分

かり次第、全国里親会の HPでもお知らせいたします。

申請窓口は全国里親会です。 

全里 HP（ https://www.zensato.or.jp/satooya  

 来年度・全国大会、ブロック大会などの予定                    

▶全国里親大会：10月 3日・4日、徳島県里親会（あ

わぎんホール） 

▶北海道地区里親会連絡協議会：9月 12日・13日、

北海道里親会連合会（北見芸術文化ホール） 

▶東北地区里親会連絡協議会：7月 23日・24日、山

形県里親会（山形テルサ） 

▶関東甲信越静里親協議会：7月 12日、神奈川県里親

会（ワークピア横浜） 

▶東海・北陸ブロック里親連絡協議会：5月 30日・31

日、石川県里親会（ホテルビナリオ KOMATSU セン

トレ） 

▶近畿地区里親連絡協議会：6月 28日、奈良県里親会

（奈良市中部公民館） 

▶中国地区里親会：5月 30日・31日、岡山市里親会

（ピュアリティまきび） 

▶四国地区里親連合会連絡協議会：10月 3 日・4日、

徳島県里親会（あわぎんホール） 

▶九州地区里親連絡協議会：9月 5日・6日、佐賀県

里親会（唐津シーサイドホテル） 

▶第 4 回 里母の集い研修会 in 福岡：12 月 12 日・

13日、福岡県里親会（クローバープラザ） 

▶第 2回 里親制度研修講座：10月末（予定）、全国

里親会（場所未定） 

https://isephp.org/
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