令和 3 年度
退所児童等支援事業全国セミナー 開催要項
１．趣旨
社会的養護関係施設の退所児童ならびに里親・ファミリーホームへの委託を解除された児童（以下、退
所児童等）の支援施策の拡充が図られています。国では、平成 28 年や令和元年に成立した児童福祉法等改
正法における検討事項等について、法改正に向けた議論が進められており、退所児童等の自立支援をめぐ
っては、20 歳や 22 歳といった年齢ではなく、都道府県が必要と判断する時点まで支援を提供する仕組み
などが検討されています。また、今年度からは、従来の児童養護施設等に加え

活 援施設やフォス

タリング機関にも自立支援担当職員が配置できるようになり、進学や就職等の自立に向けた支援が強化さ
れています。
コロナ禍の影響もあり、生活困窮や社会的孤立など退所児童等の自立生活にかかる課題が複雑化するな
かで、退所児童等の支援者には、こうした支援施策を活用しつつ、幅広い知見をもって取り組みの充実を
図る必要があります。そのためには、社会的養護関係施設やアフターケア事業団体による先進的な取り組
みから気づきを得ることや、他種別の関係者との情報交換から退所児童等支援の多様な取り組みを相互に
理解することが重要です。
本セミナーは、退所児童等の支援者が、退所児童等を取り巻く状況等を学ぶとともに、関係者間の支援
ネットワークを育み、今後のよりよい支援のあり方について考えることを目的として開催します。
なお、今年度のセミナーは、新型コロナウイルスの感染防止の観点から、オンライン（Zoom）で実施し
ます。

２．主催
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 全国退所児童等支援事業連絡会
【構成団体】
公益財団法人 全国里親会、全国児童家庭支援センター協議会、全国児童自立支援施設協議会、
全国児童心理治療施設協議会、全国児童養護施設協議会、全国自立援助ホーム協議会、
全国乳児福祉協議会、全国
活 援施設協議会、一般社団法人 日本ファミリーホーム協議会

３．日時
令和 4 年 3 月 18 日（金）13:00 17:00

４．開催方法
Zoom の使用によるオンライン実施

５．参加対象
社会的養護関係施設、里親家庭、ファミリーホームの退所児童等の支援に関わる方または支援に関心の
ある方

６．参加費
5,000 円

７．定員
200 名

８．プログラム（予定）
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行政説明「退所児童等をめぐる施策の動向」
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厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課
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実践報告・ディスカッション「退所児童等の自立支援を考える」

（180 分）

【報告者】

児童養護施設子供の家 施設

早川 悟司氏

東京都清瀬市。自立支援コーディネーターの配置、アフターケア相談所との連携等により自立支援を実施

※休憩含む

自立援助ホームウイング･オブ･ハート 自立支援担当職員（寮 ） 串間 純子氏
宮崎県宮崎市。自立支援の担当職員を中心に、退所児童の子育て相談支援等を実施

NPO 法人 Giving Tree 相談員（里子・ユース担当） 畑山 麗衣氏
里親支援とともに里子・ユースの就労等自立支援を実施

NPO 法人四つ葉のクローバー 理事
滋賀県地域養護推進協議会 局

杉山真智子氏
中島 円実氏

滋賀県地域養護推進協議会は県内の社会的養育関係 29 団体・施設で構成。居場所支援、相談支援等を実施

【進行役】 聖隷クリストファー大学社会福祉学部 准教授 泉谷 朋子氏
自立支援担当職員の配置や、地域の関係機関との連携により、退所児童等の自立
支援に先進的に取り組む 4 施設等から実践報告をいただき、退所児童等の自立支援
のヒントを得ます。
また、実践報告を受け、報告者間のディスカッションや参加者との質疑応答を行
い、今後の退所児童等の自立支援に向けて必要な取り組みを考えます。
17:00

閉会

つながる退所児童等支援ネットワーク
前回に引き続き、参加者皆さまの施設等における退所児童等支援について、
「取り組みアピールカード」
での情報提供にご協力いただき、参加者間で共有して支援ネットワークの広がりをめざします。
【取り組みアピールカードについて】
○ アピールカードは、PowerPoint または Word により、A4 判・横 ・1 枚で作成ください。
○ アピールカードには、次の内容を盛り込んでください。
① 都道府県

② 施設・事業所名

③ 連絡先・URL

④ 退所児童等の支援体制や取り組みの概要

⑤ アピールポイント

⑥ 取り組み課題（困っていること、こんな施設・事業所とつながりたい など）
⑦ その他、施設等の紹介
○ 提出先 ： taisyoji-sien@shakyo.or.jp ※令和 4 年 3 月 4 日（金）まで受け付けます。
○ ご提出いただいたアピールカードは、PDF 変換のうえ、参加者間で資料共有いたします。
そのため、個人の特定につながるケース情報等は掲載しないでください。
【取り組みアピール
カードのイメージ】

９．参加の流れ
参加申込

○ 専用サイト（下記 URL）にて必要事項をご登録いただき、お申込みください。
https://va.apollon.nta.co.jp/r3taisho_seminar/
○ 申込完了時に、登録されたメールアドレスに、参加登録完了のお知らせが自動送
信されます。
○ 申込締切は、令和 4 年 3 月 4 日（金）です。

参加費振込

○ 受付ページの案内をもとに、参加費を指定口座へ令和 4 年 3 月 11 日（金）まで
に必ずお振込みください。

オンライン配信

○ 参加費振込が確認できた方には、令和 4 年 3 月 17 日（木）12:00 までに Zoom
の入室情報や資料等の案内メールを送信します。
○ オンラインプログラムは、令和 4 年 3 月 18 日（金）13:00 に開始します。参加受
付を行うため Zoom には、12:00 以降 12:50 までに入室してください。

10．留意事項
○ 配信映像の録音・録画・撮影・転用、資料の外部提供は、固く禁止します。
○ Zoom 参加、映像視聴は申込まれた方のみ可能です。申込まれていない方との共有はできません。
○ 参加費振込後の参加取消は、原則として返金対応をいたしかねます。
○ 配信当日に Zoom 参加されなかった場合に、参加費の返金や動画データの提供はいたしません。
○ セミナー資料は PDF データで提供し、印刷配付はいたしません。

11．個人情報の取り扱い
○ 参加申込にあたりご登録いただいた個人情報は、本会「個人情報の保護に関する方針（プライバシー・
ポリシー）
」に基づき適切に取り扱い、他の目的で使用することはありません。なお、プライバシー・ポリ
シーは本会 WEB サイトに掲載しています。
（https://www.shakyo.or.jp/kojin.html）
○ 本セミナーの申込受付等に関する業務を「株式会社日本旅行東京法人・コンベンション営業部」に委託
し実施するため、上記の目的に鑑み情報を共有します。
「都道府県」
「所属」
「参加者氏名」
「職名」をもとに参加者名簿を作成し、配信時に資料
○ 申込情報のうち、
として参加者間で共有します。参加者名簿は、参加者相互の情報交換・交流を促進し、退所児童等支援ネ
ットワークの広がりを図るための基礎的資料とすることが目的です。参加者名簿に掲載しないことを希望
される場合は、参加申込時の当該設問においてお申し出ください。

12．お問合せ
【参加申込、参加費振込に関すること】
株式会社日本旅行 東京法人・コンベンション営業部 全社協デスク（担当：田中、菅澤、鈴木）
〒160-0017 東京都新宿区左門町 16-1 四谷 TN ビル 4 階
TEL 03-5369-4510

FAX 03-3225-1008

E-MAIL zenshakyo@nta.co.jp
受付時間 平日 10:30 16:00（土日祝日休業）

※新型コロナウイルス感染拡大につき、受付時間を従来より短縮していることにご理解ください。
【セミナーの内容に関すること】
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 児童福祉部（担当：星野、藤咲）
〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル
TEL 03-3581-6503

FAX 03-3581-6509

E-MAIL taisyoji-sien@shakyo.or.jp

