平成 30 年度
退所児童等支援事業全国セミナー開催要項
１．目的
全国退所児童等支援事業連絡会では、平成 29 年度より、社会的養護施設等の
退所児童等の支援にかかるネットワーク構築を目的にモデル事業に取り組んで
きました。このモデル事業では、児童家庭福祉関係者のみならず、地域の福祉
関係者、司法関係者、学校などの教育関係者などとの連携、また就労支援の実
践から社会的養護施設の退所児童等支援につながるインケアの拡充について検
討してきました。
こうしたモデル事業の成果や退所児童等支援に関わる団体などの実践をうけ
て、退所児童等の支援に関わる方、関心のある方、広く関係者のみなさまと、
今後の支援のあり方について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
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 31 年２月 20 日(水)～21 日（木）

４．会

場：タイム 24 ビル６階 大会議室 他
〒135-0064 東京都江東区青海 2 丁目 4 番 32 号

５．対

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

８．締切
平成 31 年１月 31 日(木) 必着
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。

９．プログラム
１日目
時間
12:15～
13:00～13:10 (10 分)
13:10～13:30 (20 分)
13:30～14:15 (45 分)
14:15～14:30 (15 分)
14:30～17:30 (180 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 厚生労働省 子ども家庭局 家庭福祉課
休憩
平成 30 年度モデル事業報告・グループ討議
「ネットワークを活かした退所児童等支援」
①社会的養護施設・退所児童支援事業所等連携モデル事業
宮城県内の退所児童等支援に関わる方々との連携と SNS の
活用による退所児童等支援のあり方に関するモデル事業
NPO 法人ほっぷすてっぷ

理事長

森田みさ

②社会的養護施設における退所に向けたインケアの質の拡充モ
デル事業
就労支援の取り組みから社会的養護施設におけるインケアの
あり方に関するモデル事業
NPO 法人フェアスタートサポート

代表理事

永岡鉄平

【進行・課題整理】
愛知淑徳大学
東洋大学

17:45～19:00 (75 分)
２日目
9:30～12:00 (150 分)

情報交換会

福祉貢献学部

社会学部

教授

社会福祉学科

谷口純世
助教

泉谷朋子

18:45 中締め

退所児童等を支援する仕組みをつくろう
地域の実情に合わせて支援の仕組みとは
①名古屋市自立支援システム（名古屋市）
社会的養護施設等を退所して就労する若者の自立支援を図る
ために市営住宅を活用し、自立援助ホームの職員が訪問支援
する事業等名古屋市の退所児童等支援の取り組み。
②NPO 法人おかえり（天理市）
相談事業をはじめ、サロン活動、小規模住居型児童養育事業
や県委託の子どもの「自立」サポート事業など里親家庭や児
童養護施設等を巣立った人たちが自立し、安心して暮らせる
社会作りに向けた取り組み。
【進行・課題整理】
東洋大学

社会学部

愛知淑徳大学

社会福祉学科

福祉貢献学部

※登壇者などは変更になる場合があります。

教授

助教

泉谷朋子

谷口純世

10．参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㈱ＭＩＣＥセンターまで、郵送またはＦＡＸにてお申し
込みください。
１月 31 日（木）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）退所児童等支援事業所の取り組みを紹介できるスペースを会場内に設置
いたします。事業の紹介等を希望する退所児童等支援事業所は、
「申込書」
の通信欄に「事業所紹介希望」とお書きください。具体的な方法などは、
おって希望者にのみ連絡いたします。
（6）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。
11．個人情報の取扱いについて
本研修会の参加者に係る個人情報は、「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、適切に取り扱うこととしており、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全社協ホームページに
掲載しています。（https://www.shakyo.or.jp/kojin.html）
(1)本セミナーに係る申込受付については、名鉄観光サービス㈱に業務を委託
します。
(2)「申込書」に記載された個人情報は、本研修会に係る企画、参加券等各種
資料の送付、参加者名簿の作成・管理等、本研修会事業関連のみの目的で使
用し、他の目的で使用することはありません。
(3)当日配布資料には、参加者氏名、都道府県、施設名等を記載した参加者名
簿を掲載します。
12．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㈱ ＭＩＣＥセンター 担当 波多野、柴田
〒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

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

平成 30 年度 退所児童等支援事業全国セミナー 【H.31.2.20-21 開催】
参加・情報交換会・宿泊申込書 （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、 1 月 31 日（木） 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 名に達した場合は受付終了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送金先のご案内を郵送いたします。到着後送金手続をお願いします。
日時：2 月 20 日（水） 17:45～19:00
情報交換会参加費：500 円
情報交換会のご案内
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。
・情報交換会のお申込は旅行契約には該当いたしません。

宿泊のご案内

設定日：2 月 20 日（水）
設ホテル

※前泊、後泊のお申込みも承ります。

部屋タイプ

宿泊料金（1 泊あたり）

会場からの所要／最寄駅
会場「タイム 24 ビル」から 10 分（ゆりかもめ利用）
シングル・朝食付
東京ベイ有明ワシントンホテル
13,800 円
ゆりかもめ「国際展示場正門」駅徒歩 3 分
・名鉄観光サービス㈱が企画実施する国内募集型企画旅行となります。最少催行人員 1 名、添乗員は同行いたしません。
・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㈱MICE
センターまで再度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％
2/13 までは無料。2/14 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
※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

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）

＜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）

③宿泊代

円×（

費用合計額（左記合計額）

泊分）

円

旅行条件（募集型企画旅行契約）
本セミナーにてご案内する宿泊プランは名鉄観光サービス株式会社（以下当社といいます）が企画実施する旅行であり、宿泊をお申込みされる方は当社と募
集型企画旅行契約を締結することになります。契約の内容・条件およびその他詳細につきましては、当社店頭または名鉄観光ホームページ
「http://www.mwt.co.jp/info/joken_jpn.pdf」にてご確認のうえお申込みください。旅行条件、旅行代金は平成 30 年 11 月 27 日現在を基準としております。
お申込み・お問合せ先（旅行企画・実施）

名鉄観光サービス㈱ ＭＩＣＥセンター 担当 波多野、柴田
〒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 ＦＡＸ 03-3595-1119 受付時間 平日 9:30～17:30 土日祝日休業
観光庁長官登録旅行業第 55 号 日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員 旅行業公正取引協議会会員 総合旅行業務取扱管理者 田中 広伸
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明の点がございましたら、ご遠慮なく上
記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

【送信先】 名鉄観光サービス株式会社 ＭＩＣＥセンター ＦＡＸ03-3595-1119

送信状は不要です

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、再度ＦＡＸにてご連絡ください

０２２０Ｈ

