平成 29 年度
退所児童等支援事業全国セミナー開催要項
１．目的
平成 28 年度、全国の社会的養護施設や里親家庭、さらに退所児童等の支援関わる団体に
ついて実態把握のための調査を実施しました。それぞれの特徴を活かしてさまざまな取り
組みが進められていることがわかりました。その一方で、それぞれの取り組みが、圏域の
児童福祉関係者、その他の社会資源とのネットワークを形成するに至らず、施設等を退所
した後、施設との関係が途切れてしまうことで、孤立してしまう可能性が高いことが考え
られます。
そこで、平成 29 年度は退所児童等支援に関わる事業所と施設、またその他の機関との連
携のあり方を考え、そこから、より重層的な支援のネットワークのあり方について、モデ
ル事業の実施を通じて検討してきました。
そうしたモデル事業の報告を通じて、それぞれの地域にあったネットワークの構築に向
けた取り組みの課題の共有化を図ります。あわせて、当事者の方が求める支援についてう
かがうことで、支援する側から発想した支援のネットワーク、支援のあり方について、広
く関係者の皆様と考えることを目的にセミナーを開催します。
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
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、全国児童養護施設協議会
全国自立援助ホーム協議会、全国児童心理治療施設協議会
全国乳児福祉協議会、全国母子生活支援施設協議会
日本ファミリーホーム協議会

３．日

程：平成 30 年３月１日(木)～２日（金）

４．会

場：TFT ビル東館 9 階研修室
〒135-0063
東京都江東区有明 3-11-1

５．対

℡ 03-5530-5010

象：社会的養護施設等の退所児童等の支援に関わる方、支援に関心のある方

６．受講料：5,000 円
７．定 員：200 名
定員(200 名)に達し次第締切とさせていただく場合があります。

８．プログラム
１日目
時間
13:00～
13:50～14:00 (10 分)
14:00～14:20 (20 分)
14:20～15:05 (45 分)
15:05～15:15 (10 分)
15:15～17:30 (135 分)

プログラム
受付開始
開会挨拶 全国社会福祉協議会 常務理事
オリエンテーション 全国社会福祉協議会 児童福祉部
行政説明 厚労省 子ども家庭局 家庭福祉課
休憩
モデル事業報告・グループ討議
「ネットワークを活かした退所児童等支援」
社会的養護施設等を退所した子どもの支援を進めてい
く中で、信頼できる関係性を基盤にしつつも、地域のさま
ざまな関係者による見守りなどの取り組みが求められま
す。モデル事業の取り組み状況を報告し、退所児童等の支
援に必要なネットワーク構築に関する課題などを共有し
ます。
愛知淑徳大学 福祉貢献学部 教授 谷口 純世 氏
目白大学 人間学部 助教 泉谷 朋子 氏

17:45～19:00 (75 分)
２日目
9:30～11:30 (120 分)

情報交換会
講演・インタビュー
「当事者の声を支援に活かす」
退所した後に、どういうことに直面して、何に困り、ど
う支えて欲しいと思ったのか、そのことをどう受け止め、
実際の支援に活かしていくのか、実例を踏まえながら考え
ます。
愛知淑徳大学 福祉貢献学部

教授 谷口 純世 氏

９．参加申し込み及び情報交換会・宿泊等申し込みについて
（1）別添の「参加・情報交換会・宿泊申込書」に必要事項を記入のうえ、名鉄観光サー
ビス㈱新霞が関支店まで、郵送またはＦＡＸにてお申し込みください。
２月 13 日（火）必着、先着順といたします。
（2）研修会参加者には、参加申込受付後開催日の 10 日～1 週間前をめどに、研修参加
券・情報交換会参加券、交通案内等をお送りします。研修会当日に忘れずご持参くだ
さい。
（3）費用入金後にキャンセルいただいた場合には、研修会参加費の返金はいたしかねま
す。宿泊・情報交換会のキャンセルにつきましては、別途記載の所定の取消料をい
ただきますことをご了承ください。
（4）手話通訳、要約筆記など、参加にあたってご要望があれば、
「申込書」の通信欄にお
書きください。
（5）初日プログラム終了後に「情報交換会」（参加費 500 円）を実施します。
10．個人情報の取扱いについて
（1）個人情報の利用について
参加申込書に記載された個人情報については、全社協児童福祉部（事務局）と名鉄観
光サービス㈱新霞が関支店（担当旅行代理店）において、参加申込受付・管理、参加に

あたり希望される宿泊等のサービス提供等、本セミナーの運営に必要な範囲内で共有
し使用いたします。
（2）参加者名簿の作成について
本研修会参加者の交流を図るため、参加申込書に記載された情報をもとに、参加者
名簿（都道府県名・所属施設名・職名・氏名）を作成し、当日参加者に配布いたしま
す。
11．本セミナーに関する問い合わせ先
〔セミナー内容に関するお問い合わせ先〕
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 児童福祉部（担当：上村、武井）
〒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
〔参加申込み、宿泊・情報交換会に関するお問い合わせ先〕
名鉄観光サービス㈱新霞が関支店（担当：波多野、山辺）
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル LB 階
TEL 03-3595-1121 FAX 03-3595-1119

りんかい線国際展示場駅 (下車徒歩約 5 分)

ゆりかもめ国際展示場正門駅 (下車徒歩約 1 分)

本セミナーは、社会福祉法人中央共同募金会が新たに創設した「赤い羽
根福祉基金」の助成を受けて実施します。

平成 29 年度 退所児童等支援事業全国セミナー
参加・情報交換会・宿泊申込書

【H.30.3.1-2 開催】

（申込方法のご案内）

参加申込および送金方法について
①本セミナーへの参加申込につきましては下記「申込欄」に必要事項を記入いただき FAX にてお申込みください。
②お申込みは先着順での受付とさせていただきます。事務手続上、 2 月 13 日（火） を申込締切日とさせていただ
きますが申込締切日以前でも定員 200 名に達し次第締切とさせていただく場合があります。
③開催日 1 週間前に参加券および費用の振込依頼書をご郵送いたしますので到着後お手続きをお願いします。

情報交換会のご案内

日時：3 月 1 日（木） 17:45～19:00

情報交換会参加費：500 円

セミナー初日に情報交換会を開催します。参加をご希望の方は本申込書にてお申込みください。

宿泊のご案内

下記宿泊施設のご手配を承りますのでご希望の方は本申込書にてお申込みください。
宿泊施設名

部屋タイプ

東京ベイ有明ワシントンホテル

シングル
（朝食付）

宿泊料金（1 泊あたり）

会場からの所要／最寄駅
会場（TFT ビル）から徒歩 3 分
ゆりかもめ「国際展示場正門」駅徒歩 3 分

13,400 円

・表示の料金は朝食付、諸税、サービス料を含むお一人様 1 泊あたりの金額です。
・部屋数には限りがございます。先着順での受付とさせていただき満室となりました場合は受付終了とさせていただきます。ご了承ください。

申込後の内容変更および取消について
・お申込後の変更、取消のご連絡につきましては、本申込書を変更箇所がわかるように訂正の上、名鉄観光サービ
ス㈱新霞が関支店まで再度ＦＡＸにてご連絡ください。
・参加費入金後の参加取消の場合、セミナー参加費の返金はいたしかねます。
・宿泊・情報交換会を取消の場合はご入金の有無に関わらず取消日により下記の取消料を申し受けます。ご了承く
ださい。
取消日
宿 泊
情報交換会

申込欄

14-8 日前
20％

7-2 日前
前日
当日及び無連絡
30％
40％
100％
2/22（木）までは無料。2/23（金）以降 100％

受付時間外にいただいた変更・取消のご連
絡は翌営業日の受付扱いとなります。ご了
承ください。

※下記にご記入の上ＦＡＸにてお申込みください

新規申込

内容変更

都道府県

申込取消

月

申込日

所属先名称

日

お申込人数

名
1. 児童養護施設

2. 乳児院 3. 母子生活支援施設

4. 自立援助ホーム 5. 児童自立支援施設

所属
（該当する番号を○で囲んでく
ださい）

6. 児童心理治療施設

5. 里親

6. ファミリーホーム

9. 行政 10. その他の児童福祉施設

11. その他

※参加券等の発送先となりますので正確にご記入ください

郵便番号
所属先
ご住所

7. 退所児童支援事業所 8. 社会福祉協議会

住 所

電話

FAX

参加者氏名

フリガナ

職 名

様

連絡ご担当者
情報交換会申込

宿泊申込

宿泊日(泊数)

1

参加 ・ 不参加

要 ・ 不要

月

日から（

泊）

2

参加 ・ 不参加

要 ・ 不要

月

日から（

泊）

3

参加 ・ 不参加

要 ・ 不要

月

日から（

泊）

＜通信欄＞

費用計算欄

申込内容に基づく費用の計算をお願いします。費用合計額欄には①、②、③の合計額をご記入ください。

①参加費

5,000 円×（

②情報交換会参加費

名分）

500 円×（

名分）

【申込先】 名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店

③宿泊代

円×（

費用合計額（左記合計額）

泊分）

ＦＡＸ03-3595-1119

円

送信状は不要です

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル LB 階 電話 03-3595-1121 担当 波多野、山辺

変更、取消のご連絡は本申込書を変更箇所がわかるよう訂正の上、ＦＡＸ送信をお願いします

