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◆全国里親会の活動◆
令和 2 年第 4 回理事会
9 月 2 日（水）午前 10 時～12 時、全里事務局にて
オンラインによる理事会が開催されました。
日本財団からの支援物品配布状況、業務執行理事
の職務状況報告、会長会議＆研修と里親制度研修講
座の進捗状況、
「里親だより」の有料化と個別発送、
資生堂社会福祉事業団等からの助成、令和 3 年度事
業計画等について審議しました。
会長会議＆研修会の開催
「令和 2 年度１回会長会議＆研修会」を以下の通り、
開催します。オンラインでの参加も可能です。
・日程 10 月 26 日（月）12 時半～17 時
10 月 27 日（火）8 時 40 分～11 時
・会場 衆議院議員会館第一議員会館 B1 大会議室
東京都千代田区永田町 2-2-1
・参加対象 里親会正副会長、里親会事務局、役員、
児童相談所職員など。定員 110 名（先着順）
・テーマは『こどものための新しい社会的養育ビジ
ョンと里親会の在り方』で、2 日間で会長会議と会長
研修（「里親と税理のまなび」「児童福祉法改正から
今日の里親支援」）を行います。
ご案内は、各里親会事務局へ送付しています。
第 2 回里親制度研修講座のお知らせ
会長研修後に行います。昨年に引き続き、関心の
ある方はどなたでも参加できます。オンライン参加
も受け付けます。
・日程 10 月 27 日（火）12 時～17 時
・会場 衆議院議員会館第一議員会館 B1 大会議室
東京都千代田区永田町 2-2-1
・参加対象 里親、ファミリーホーム、支援員、施
設職員、児相、フォスタリング機関等、
里親制度に関心のある方
・定員 120 名（会場） 200 名（zoom） 先着順
・プログラム
行政説明 厚労省子ども家庭局長渡辺由美子氏
基調講演 前厚生労働副大臣 高階恵美子氏
シンポジウム「里親養育と子どもの権利」
コーディネーター 草間吉夫
（茨城キリスト教大学講師）
・主催 全国里親会 後援 厚労省
・申し込み方法
全里まで（締切 10 月 2 日）
ご案内は各里親会事務局へ送付しています。
『LOVE POCKET FUND』の寄付について
日本財団基金『LOVE POCKET FUND』（愛のポケッ
〒107-0052 東京都港区赤坂 9-1-7-857 ☎：03-3404-2024

ト基金）からの、コロナ対策を目的とした寄付
（19,740,000 円）についてのご報告です。
現在タブレット端末 130 台、マスク 180 箱、マス
クＳ420 箱、マスク小児用 420 箱、エプロン 420 枚、
手袋 195 組、体温計 200 個（8 月納入分のみ、残り
は 11 月納入予定）、手指消毒剤 650 個は、ほぼ全国
の里親会あてに発送しました。
ランドセルの寄付について
今年も(株)セイバン様よりランドセルを寄付して
いただけることになりました。各里親会事務局にご
案内を送付しています。
◆厚労省関連◆
全国の社会的養育推進計画を「見える化」
「家庭養育優先の原則」を徹底するため、各都道府
県等が提出した「都道府県社会的養育推進計画」の
里親委託率等の概要が、8 月 7 日から厚労省のＨＰ
で見られるようになりました。以下よりご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12886.html
自立支援強化に向けた意見交換会
「社会的養護自立支援の強化に向けた意見交換会」
が、8 月 5 日（水）に厚労省（オンライン）で行われ
ました。内容は①社会的養護経験者、退所後支援団
体からヒアリング、②質疑応答・フリーディスカッ
ションです。当事者、支援団体、施設関係者、自治体
関係者と、厚労省側は加藤厚労大臣はじめ、副大臣、
政務官、子ども家庭局長他が参加。当事者たちの声
を国に届ける貴重な機会となりました。
厚労省人事
厚生労働省は 8 月 7 日に人事を発表しました。社
会的養護関連（子ども家庭局）の異動は次の通り。
内閣官房内閣審議官（子ども家庭局併任）岸本武史、
子ども家庭局家庭福祉課長 中野孝浩、総務課長 小
澤時男、総務課少子化総合対策室長 高鹿秀明
◆2020 年度奨学金・助成金◆
より
荏原畠山記念文化財団 理工系学生助成
理工系の学生に向けた助成のご紹介です。
・助成内容 年間 120 万円×4 年（返済不要）
・定員 2 名 ・他奨学金との併願可
・対象 国内の里親のもとで養育、あるいは措置解
除した児童等で、令和 2 年か令和 3 年 3 月高校卒業
後、
令和3 年4 月に大学の理工系学部に入学する者。
・募集期間 9 月 15 日（火）～10 月 30 日(金)消印
有効 応募書類の提出、詳細については、直接以下
までお問合せ下さい。
問い合わせ 公益財団法人荏原畠山記念文化財団
FAX：03-3404-2034 E-mail:info@zensato.or.jp
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〒144-8510 東京都大田区羽田旭町 11-1
Tel：03-6275-7301
https://www.ebara.co.jp/csr/foundation/
雨宮児童福祉財団 入学金を助成
雨宮児童福祉財団の修学助成金の募集が始まりま
した。概要は以下の通りです。
・助成内容 入学金のみ支給（返済不要）
・対象 全国の里親のもとで養育されている児童等
で、令和 3 年 3 月高校卒業後、
「大学」
「短大」
「専門
学校」等 (通信制は不可) に入学を希望する者等。
※入学金のない学校、他の助成機関等で入学金を
受ける方は対象外です。詳細はご確認下さい。
・申請受付 9 月 1 日（火）～11 月 10 日(木)必着
【問い合わせ】公益財団法人雨宮児童福祉財団
〒102-0076 東京都千代田区五番町 12 番地 7 号ド
ミール五番町 1-061 Tel：03-5276-2421
ＳＢＳ鎌田財団奨学支援金制度
公益財団法人ＳＢＳ鎌田財団による、奨学支援金
制度の募集です。
・給付額 一人 30 万円（1 回のみ・返済不要）
・定員 30 名程度（年間） ・他の奨学金との併願
可能 ・対象 関東地方（茨城県、栃木県、群馬県、
千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県）の福祉施設等
（里親含む）に入所している児童等。
・締切 10 月末日（当日消印有効）
応募書類をそろえて以下まで。詳細はお問合せを。
問い合わせ 公益財団法人ＳＢＳ鎌田財団
〒130-0012 東京都墨田区4-1-3 オリナスタワー11 階
Tel：03-3829-2367
E-mail：kamatazaidan@sbs-group.co.jp
https://www.sbs-kamatazaidan.or.jp/
資生堂児童福祉奨学金 児童福祉分野を目指す方
児童福祉分野を希望する方向けの奨学金です。
・内容 修学費用一部として年間 50 万円（上限）×
最短卒業年次まで ・返済不要 ・定員 5 名程度
・対象 里親家庭（縁組不可）等で生活する高校３
年生で、将来児童福祉分野を目指して、社会福祉士
や保育士、児童指導員の資格（受験資格）を取得で
きる大学等に入学を希望し、かつ進学後も里親等が
児童とコミュニケーションを図り、アフターケアを
行うことが出来る方
・締切 9 月 30 日（水） 締切間近です。
詳細は以下のＨＰ等でご確認ください。
問合せ 〒104-0061 東京都中央区銀座 7-5-5
（公財）資生堂社会福祉事業財団奨学金事務局
Tel 070-3864-1034
E-mail：mayumi.fujimura@shiseido.com
https://www.zaidan.shiseido.co.jp/activity/chi
ldren/scholarship.html
ＰＭＪフォスターファミリー奨学助成 2021 のご案内
〒107-0052 東京都港区赤坂 9-1-7-857 ☎：03-3404-2024

2008 年にフィリップモリスジャパン合同会社により設
立された奨学金です。
・対象 受験時に関東甲信越静エリアの里親家庭（親族里
親、ファミリーホーム含む）におり、2021 年 3 月に高校を
卒業し、国内の大学、短大、専門学校等に進学する者
・助成額 年間 50 万円×最短卒業年次まで（返済不要）
・他の奨学金との併願可能 ・定員 5 名
・応募期間 10 月 1 日～31 日（31 日消印有効）
10 月 1 日以降、ＨＰから応募書類をダウンロードでき
ます。詳細は以下までお問い合わせを。
問い合わせ 一般社団法人ＲＣＦ（ＰＭＪフォスターファ
ミリー奨学助成事務局）https://fosterfamily.jp/
Tel：03-6265-0164 E-mail：fosterfamily@rcf.co.jp

ＷＡＭ子どもの未来応援基金 支援団体募集
子どもの貧困対策で、草の根活動を行う非営利団
体を援助する基金です。児童養護施設退所者、里親・
養子縁組の支援事業なども対象です。任意団体の応
募も可能。詳細は問い合わせ先へ直接ご確認下さい。
・支援金額 事業Ａ（300 万円上限）、事業Ｂ（30 万
円か 100 万円） ・締切 10 月 2 日（金）
問い合わせ （独）福祉医療機構（ＷＡＭ）
〒105-8486 東京都港区虎ノ門 4 丁目 3 番 13 号 ヒューリ
ック神谷町ビル 9 階
Tel：03-3438-4756
https://www.wam.go.jp/hp/miraiouen5th/

公益財団法人キリン福祉財団 公募助成
令和３年度「キリン・地域のちから応援事業」お
よび「キリン・福祉のちから開拓事業」の２種類の
助成金の公募が始まっています。
地域に根付く小さな福祉活動（社会的養護関連
等）を支援してくれます。法人格の有無、活動年数は
不問。今回は災害の復興、防災、公衆衛生（新型コロ
ナウイルス感染予防等）に関しても広く募集するとのこ
と。詳細は問い合わせ先へ直接ご確認下さい。
・支援金額 地域のちから（30 万円上限）
福祉のちから（100 万円上限）
・締切 10 月 31 日（土）消印有効
問い合わせ 公益財団法人キリン福祉財団
〒164-0001 東京都中野区中野四丁目１０番２号 中野
セントラルパークサウス
Tel：03-6837-7013 Fax：03-5343-1093
Ｅ-mail：fukushizaidan@kirin.co.jp
https://www.kirinholdings.co.jp/foundation/

◆その他◆
日本財団と早大の共同プロジェクト
日本財団（東京都港区）と早稲田大学（東京都新
宿区）は、共同プロジェクト「社会的養育研究所」を
4 月に早大総合研究機構内に発足しました。
実親のもとで暮らすのが困難な子どもの「最善の
利益」を保障するため、社会的養育システムの実現
に向け、日本財団が最大 5 年の計画で資金援助を行
う予定です。
FAX：03-3404-2034 E-mail:info@zensato.or.jp

