
 メインテーマ 社会的養護の変革期！
『乳幼児総合支援センター』の実現に向けた課題と展望
～施策動向をふまえて全乳協そして乳児院がめざすべき方向とは～

１１  趣 旨趣 旨
本年、児童福祉法等の一部を改正する法律が成立するとともに、令和 5年 4月にはこども家庭庁が

設置されることとなります。今後、国においては地域で生活する子育て世帯への支援強化や家庭養育

のさらなる推進等に関する具体的な施策の検討が進められます。

また、令和 3年度社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会報告書には、「施設は地域の社会

的養護の中核拠点として活動していくことが期待される」と記載され、乳児院等の社会的養護関係施

設については、市区町村による家庭・養育環境の支援や妊産婦支援等を担う多機能化に向けた指摘が

なされています。

今後も乳児院を必要とする子どもと家族のため、さらには社会から期待される役割・機能に応える

ために、「乳幼児総合支援センター」の実現をめざし、高機能化・多機能化等の取り組みを一層進め

ていく必要があると考えます。

本大会は、乳児院の施設長・職員が一堂に会し、乳児院が今後さらに社会から求められる機能・役

割を果たしていくために学び、また気づきを得ることを目的として開催します。

２２  主 催主 催 社会福祉法人全国社会福祉協議会　全国乳児福祉協議会

３３  後　援後　援（予定）（予定） 厚生労働省
香川県、高松市

 社会福祉法人香川県社会福祉協議会

４４  会 場会 場 JR ホテルクレメント高松
 〒 760-0011　香川県高松市浜ノ町 1-1
 TEL：087-811-1111　FAX：087-811-1100

５５  期 日期 日 令和４年10月6日（木）・7日（金）（2日間）



６６  参 加 対 象参 加 対 象 乳児院施設長もしくは代行者、法人役員、乳児院上級職員（『乳児院の
研修体系』に基づく概ね 7 年目以上の職員）、児童福祉施設職員、行政
職員、社会福祉協議会職員、その他乳幼児養育・保育に関心のある方。

本大会は、『改訂 乳児院の研修体系—小規模化にも対応するための

人材育成の指針—』（平成 27 年 3 月　全国乳児福祉協議会）の中で、

全国でおこなうべき研修として位置づけられている、乳児院の施設長

および上級以上の職員（概ね 7 年目以上、またはそれに等しい業務経

験と研修履歴のある職員）を対象に企画しています。修了者には、『研

修体系』に基づいたポイント（本協議会は 5 ポイント）が付与され、

受講証明書を発行いたします。

７７  参 加 費参 加 費 １８，０００円　（交通費・宿泊費は含みません）

８８  定 員定 員 ２００名（先着順）※ 1施設 1～ 2名程度

９９  日程・プログラム日程・プログラム （予定） （予定）

※本プログラムは、別紙「本大会で取り上げる『研修体系』の領域（①～⑨）と施設長が獲得すべき内容」
を踏まえて構成しています。

⑴　10月 6日（木）
時　間 プログラム

12：00 ～ 13：00 （現地参加）開場・受付

13：00 ～ 13：45
（45 分）

開会式
表彰・贈呈式
全国乳児福祉協議会会長表彰（永年勤続者）

13：45 ～ 14：00 休憩（15 分）

14：00 ～ 15：00
（60 分）

行政説明
厚生労働省子ども家庭局

15：00 ～ 15：45
（45 分）

基調報告
全国乳児福祉協議会　会長　平田　ルリ子

15：45 ～ 16：00 休憩（15 分）

16：00 ～ 17：30
（90 分）

特別講演『生まれてよかった、と子どもたちが
思える社会をつくるために』

NPO法人わははネット理事長　中橋　恵美子 氏
《略歴》
NPO法人わははネット理事長、一般社団法人全国子育てタクシー協会理事、NPO法人子育てひろ
ば全国連絡協議会理事、NPO法人たかまつ男女共同参画ネット理事、公益財団法人明治百年記念
香川県青少年基金理事を務める。2014 年から現在まで政府の「まち・ひと・しごと創生会議」委
員として参画し、2018 年 秋の褒章にて「女性活躍推進功績」として「藍綬褒章」を受章した。

17：45 ～ 18：45
（60 分）

情報交換会（任意参加）
　新型コロナ感染拡大防止の観点から、飲食を伴う交流会は中止とさせていただきます。
　全体会場にて交流いただける場をご用意しておりますので、この機会に全国の乳児院の皆さまと
交流および情報交換いただければと存じます。
※参加申込時に情報交換したいテーマについてご選択ください。



⑵　10月 7日（金）
時　間 プログラム
8：30 開場

9：00 ～ 12：00
（180 分）

シンポジウム
　社会的養護の変革期！『乳幼児総合支援センター』に
　今求められるもの～乳児院のめざすべき方向性とは～

　社会的養護が大きく変革する中、社会から求められる乳児院への期待につ
いて確認するとともに、現在、乳児院が抱える課題について考えます。また、
今後の乳児院のあり方やめざすべき方向性について全乳協のみならず行政・
有識者・関係機関からの視点もふまえて全体で協議します。

<シンポジスト>
全国乳児福祉協議会 副会長 横川　　哲
厚生労働省子ども家庭局総務課 課長補佐 胡内　敦司　氏
子どもの虹情報研修センター 副センター長 増沢　　高　氏
大阪府中央子ども家庭センター 所長 藥師寺　順子　氏
<コーディネーター>
全国乳児福祉協議会　総務委員会

12：00 ～ 12：15
（15 分）

閉会式

●　本大会は、アーカイブ配信を予定しております。（費用：1名 8,000 円）
●　各プログラムへの質疑や、情報交換会の参加はできませんが、新型コロナウイルス
感染症への対応など現地でのご参加が難しい方は、申込時にアーカイブ配信をご
選択ください。

●　現地参加をご選択いただいた方もアーカイブ配信をご覧いただけます。

10 参加・交流会・宿泊等の申込みについて10 参加・交流会・宿泊等の申込みについて

（１）締　切　令和４年9月16日（金）
（受付は先着順。締切前でも定員に達し次第、締め切る場合があります。）

（２）申込書の送付先および参加費・宿泊費等送金先
名鉄観光サービス株式会社高松支店

（３）申込方法
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://www.mwt-mice.com/events/nyujiin2022

（４）申込みから当日までの流れ
○サイトでの参加申込完了時にご登録いただいたメールアドレスに、参加登録完了の案
内を送信します。
〇参加申込みが確認できた方には順次、参加券等をお送りするとともに、参加費をご請
求申し上げます。
○参加費は令和 4年 9月 30 日（金）までに申込先業者の指定口座へ必ずお振込みくだ
さい。



11 留意事項11 留意事項
○配信動画・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。
○動画視聴について：
▲動画配信専用サイトは申込まれた方のみ利用可能です。申込まれていない方と共有
することはお控えください。
▲配信期間内に動画視聴されなかった、または視聴できなかった場合に、参加費の返
金や動画データの提供はいたしません。

○参加費振込後の参加方法の変更および取消は、いかなる場合にも、返金対応をいたし
かねます。資料の送付をもって代えさせていただきます。
○受講証明書は、当日参加またはアーカイブ配信の視聴確認をもって発行します。
〇参加者・宿泊等の変更・取消が必要な場合の手続きや条件は、申込サイトをご参照く
ださい。

12 必要な配慮について12 必要な配慮について
手話通訳、要約筆記を希望される方や、車いすを使用するなど参加にあたり配慮が必
要な方は、申込書の備考欄によりお知らせください。
その他、不明な点やご要望がありましたら、全乳協事務局まで事前にお問合せください。

13 申込書記入事項（個人情報）の取扱いについて13 申込書記入事項（個人情報）の取扱いについて
申込書に記入された個人情報は、とりまとめ先：名鉄観光サービス株式会社高松支店
が申込者との連絡の際に使用します。また、協議会の円滑な運営のため全乳協事務局に
提供されます。
宿泊や交流会をお申込みの場合は、宿泊機関等の提供するサービスの手配や受領のた
めの手続きに利用するほか、利用するにあたって必要とされる範囲内で当該機関等に提
供します。
全乳協では、申込書に記載された事項のうち、「都道府県名」「施設名・所属名」「参加
者名」「役職」をもとに参加者名簿を作成し、当日資料として印刷します。
参加者名簿は、参加者相互の情報交換・交流促進を図るための基礎的資料とすること
が目的です。

（１）協議会内容等
全国乳児福祉協議会　事務局（担当：真辺・髙柳）
〒 100-8980　東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル
 全国社会福祉協議会・児童福祉部
 TEL：03-3581-6503　　FAX：03-3581-6509
 E-MAIL：nyu-ji@shakyo.or.jp

（２）参加・宿泊等
名鉄観光サービス株式会社高松支店（担当：喜多野・井上・浅田）
〒 760-0023　香川県高松市寿町 1-4-3 高松中央通りビル 3階
 TEL：087-822-1621　　FAX：087-822-1628
 営業時間：月～金曜日 09:30 ～ 17:30
 　　　　　土曜・日曜・祝日休業

　本大会は、下記の新型コロナウイルス感染症予防策を行い、開催いたします。 あらかじめご了承いただき、
ご参加をお願いいたします。

【主催者として実施する感染症予防対策】
〇受付に飛沫防止スクリーンの設置、および会場 出
入口にアルコール消毒液を設置いたします。
〇スタッフはマスクを着用し、体調管理・手洗いの
徹底をいたします。

【ご来場いただく際のご協力のお願い】
〇発熱、倦怠感、頭痛、体のだるさ、咳・のどの痛
みなどの症状がある方、数日前から体調不良であ
る方、濃厚接触者とみなされた方につきましては、
大会への参加をお控えください。
〇場内ではマスク着用のうえ、ソーシャルディスタ
ンスにご協力ください。


