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◆全国里親会（全里）の活動◆ 

 令和 3年度第 1回理事会・評議員会開催                          

今年度第 1回目の理事会、評議員会が開かれました。 

・監事監査 5月 20日（木）オンライン 

・理事会  5月 22日（土）オンライン  

・評議員会 6月 6日 （日）オンライン 

審議内容はいずれも、昨年度の事業・決算報告、内

閣府報告、法務局登記事項、厚労大臣への要望につ

いて、ケア＆エール事業中間報告、令和 3 年度アン

ケート調査等です。 

 近畿ブロック里親大会のお知らせ                          

近畿ブロック里親大会（奈良市）が、6月20日（日）

にオンライン配信にて開催予定です。 

 里親養育・里親相互相談ケア＆エール               

 令和３年度里親養育・里親相互相談ケア＆エール

事業が、７月の相談窓口開設に向けて動き出しまし

た。今月７日より全国各地から選ばれた相談員が、

オンデマンド配信でスキルアップ講座を受講中です。 

 寄付・ありがとうございました                        

 5月は、合計 69,000円のご寄付をいただきました。

大切に使わせていただきます。 

◆厚労省・文科省・議連等◆ 

 子どもの家庭養育推進官民協議会第 1回幹事会                           

 今年度第 1 回目の官民協議会の幹事会が開催され

ました。加盟申請団体の審査について、令和 2 年度

事業報告、令和 3 年度事業計画、役員及びアドバイ

ザー選任、国への政策提言等について話し合われま

した。なお本会には全里会長が役員として参加して

います。●子どもの家庭養育推進官民協議会ＨＰ

https://kateiyoiku.com/ 

 厚労省・文科省がヤングケアラー支援策                         

 ヤングケアラー（本来大人が担う家族の世話など

を日常的に行っている児童）への支援策について、3

月から話し合いを進めてきた厚労省・文科省のプロ 

ジェクトチームが、先月報告書をまとめました。 

家族の世話に追われるヤングケアラーは、本人の 

成長や学業に影響が出るなどの問題が指摘されてい

ます。オンライン相談体制などで早期に発見し、支

援につなげるようマニュアル等の内容が盛り込まれ

ました。ご興味ある方はＨＰよりご覧下さい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/young-carer-

pt.html 

「子どもの権利擁護～」ワーキングチーム報告書                           

 2019年 12月に始まった厚労省による「子どもの 

権利擁護に関するワーキングチーム」が、今年 5月 

 

に第 11 回の検討会を行い、報告書を公表しました。 

子どもの意見表明権の保障等の内容が盛り込まれ

ています。厚労省ＨＰよりご覧下さい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18934.html 

 児相の一時保護に司法が関与                         

 厚労省の「児童相談所における一時保護所の手続

き等の在り方に関する検討会」は、2020年 9月から

2021年 4月までに 8回の話し合いを重ね、このたび

報告書をとりまとめました。虐待を受けた子どもた

ちを、児相が一時保護する際に、司法など中立的な

第 3 者が関与する必要性などが取り上げられていま

す。詳細は厚労省ＨＰよりご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-

kodomo_554389_00020.html 

 自民党議連と超党派の勉強会              

自民党「児童の養護と未来を考える議員連盟」と超

党派「児童虐待から子どもを守る議員の会」の合同

勉強会が行われました。 

●5月 21日（金） オンライン  

議題「児童虐待対応におけるデータの利用活用につ

いて」 (株)ＡiＣＡＮ 高岡昴太取締役  

●６月７日（月） オンライン 

児相職員による事件について、再発防止策の説明・

児相の設置基準パブリックコメント等報告他 

 性暴力防止のための性教育教材（文科省）       

文科省が性犯罪・性暴力防止のための性教育教材

を制作しました。幼児向けから小中学生、高校生、

大学生、一般まで、子どもの年代ごとに分かれてい

ます。学校教材用ですが、子育て中の保護者にとっ

ても参考になる内容となっています。 

文科省ＨＰよりダウンロードできます。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/inde

x.html 

 措置解除後の子どもたち初の実態調査                         

 中卒以上で措置委解除になった社会的養護の子ど

もたち（2015年～2019年）の、初の全国実態調査が

行われました。厚労省が 4月 30日に結果を公表して

います。ご興味ある方は以下よりご覧ください。 

●「児童養護施設等への入所措置や里親委託等が解

除された者の実態把握に関する全国調査 概要版」 

三菱 UFJリサーチ&コンサルティング 

https://www.murc.jp/wp-

content/uploads/2021/04/koukai_210528.pdf 

https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/inde

x.html 
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 ◆奨学助成◆ 

 資生堂社会福祉事業㈶団奨学生募集          

資生堂社会福祉事業財団が 2022 年度奨学生の募

集を開始しました。昨年までは高校 3 年生で、児童

福祉分野に進学する児童が対象でしたが、今年度か

ら既卒者にも対象を広げ、志望先の学部学科も不問

となりました。 

・対象 里親家庭（縁組家庭不可）、児童養護施設、

ファミリーホーム、自立援助ホーム等で生活してい

る高校 3 年生、高校修了者、高卒認定試験合格者

等 ・学部・学科は問いません  

・内容 年間 50万円（上限）×最短卒業年次 

・返済不要 ・定員 5名程度  

・締切 9月 30日（木）消印有効  

詳細はＨＰ等でご確認ください。 

●申し込み先 （公財）資生堂社会福祉事業財団奨

学金事務局 〒104-0061 東京都中央区銀座 7-5-5 

https://www.zaidan.shiseido.co.jp/activity/chi

ldren/scholarship.html 

 児童養護施設・里親家庭等進学応援金の募集             

「児童養護施設・里親家庭等進学応援金」（主催 朝 

日新聞厚生文化事業団）の募集のお知らせです。 

・対象 ①申し込み時点で里親家庭（ファミリーホ

ーム含む）等で暮らす高校 3 年生（高卒認定合格見

込み者を含む）。 または②自立援助ホームで暮らし、

2022年 4月に新たに進学する人。 

・内容 ①入学祝金 10万円。②学生応援金（卒業ま

で毎年、年間 30万円を給付。最大 120万円。6年制

の場合は 180万円） ・給付型 ・定員 15名程度  

・締切 8月 12日（木）必着 

応募方法など、詳細はＨＰ等でご確認下さい。 

http://www.asahi-welfare.or.jp/ 

●申し込み先 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-

12 G-7ビルディング 9階 株式会社ウィズアス内 

主催 朝日新聞厚生文化事業団 

 重田教育財団「海外留学奨学金」募集               

 重田財団「海外留学奨学金」の 2021年度募集が始

まりました。詳細は直接お問い合わせください。 

・内容 月 20万円（2年間） ・給付型  

・対象 ①日本国籍を有する者 ②海外の大学又は

大学院への入学が決定している者 ③経済的な理由

により留学費用の支弁が困難であること ④学業優

秀且つ品行方正であること ⑤就学状況及び生活状

況について適時報告できること  

・定員 5名 ・他の奨学金との併用可  

・締切 6月 30日必着  

・応募方法 必要書類を郵送（直接持参不可） 

●送付・問合せ先 公益財団法人重田教育財団 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-18-6 朝日虎ノ門マ

ンション 314   info@s-ef.or.jp 

https://s-ef.or.jp/scholarship/ 

 有明教育芸術短大福祉奨学金のお知らせ          

有明教育芸術短期大学の令和 4 年度入学者向け

「福祉奨学金」のお知らせです。 

・対象 出願時に児童養護施設または養育里親家庭

で養育中の児童  

・内容 入学検定料と入学金を除く、3 年間の学生

納付金全額（300 万円）を免除。 

 詳細は直接以下までお問合せください。 

●有明教育芸術短期大学 

〒135-0063 東京都江東区有明 2-9-2 

 tel：03-5579-6211 fax：03-5579-6212 

http://juken.ariake.ac.jp/support/ 

◆研修◆ 

 立命館大フォスタリング・ソーシャルワーク講座                                

立命館大学フォスタリング・ソーシャルワーク専

門職講座（助成：日本財団）の、2021年度（3期生）

受講生募集のお知らせです。 

・対象 里親支援に従事している方、または現在対

人援助職に従事し、今後里親支援に従事予定の方  

・費用 9万 9000円（税込） ・定員 20名 

・内容 8月 22日から 2022年 3月 19日まで、毎月

週末を利用して全 15回の講座を行います（原則オン

ライン。単回参加不可）。各回ともレクチャーとグ

ループワークで構成されます。詳細はＨＰ等でご確

認ください。・応募締切 7月 11日（日） 

●申し込み先 立命館大学衣笠リサーチオフィス 

フォスタリング・ソーシャルワーク専門職講座事務

局 Tel 075-465-8358 

e-mail foster@st.ritsumei.ac.jp    

https://fosteringsocialwork.com/ 

 講座「進学までの道のり」当事者に聞く                          

里親家庭出身の大学生や社会人に、進学やその後

についての体験を聞きます。高校卒業後の進路（進

学か就職か）を考える際の参考になります。 

・6月 26日（土）13時～14時半 ・無料  

・参加対象 里親家庭（ファミリーホーム含む）で

暮らす高校生やその里親、里親支援者 

・内容（オンライン） 里親家庭出身の大学生・社

会人によるパネルディスカッション、奨学金制度の

紹介等。  

・申し込み 以下の団体に直接連絡し、お申込み下

さい。・締切 6月 15日（木）必着 

●PMJフォスターファミリー奨学助成事務局  

 〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町 2-1 DS 市ヶ

谷ビル 3F一般社団法人 RCF内  TEL:03-6265-0164 

e-mail fosterfamily@rcf.co.jp   

※本イベントは NPO 法人子ども家庭サポートセンタ

ーちば（通称オレンジの会）との連携開催です。 
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