令 和 2 年 度
退所児童等支援事業全国セミナー 開催要項
１．テーマ

「退所児童等の就労支援、地域での生活支援を考える」
２．趣旨
今年度が初年度となる「都道府県社会的養育推進計画」では、社会的養護の子どもの自立支援の推進が
柱のひとつに位置づけられ、各自治体で取り組みが進められています。また厚生労働省は社会的養護施設
や里親家庭などを退所した児童等（以下、退所児童等）の実態について初めて全国調査を実施するなど、
退所児童等に係る施策の進展が期待されています。
一方で退所児童等をめぐっては、経済的な問題や社会的孤立などに加え、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大の影響を受け、生活困窮に陥っている現状があり、支援・取り組みの強化が求められています。
こうした状況を踏まえ、本セミナーでは社会的養護施設等やアフターケア事業団体等が取り組んでいる
就労や地域生活の支援実践を学ぶとともに、コロナ禍での課題や取り組みを共有し、退所児童等支援の推
進を図ることを目的に開催します。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止に鑑み、今年度はオンラインで開催します。
３．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、全国母子生活支援施設協議会、日本ファミリーホーム協議会

４．対象
社会的養護施設、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、支援に関心のある方
５．定員
200 名
６．参加費
5,000 円
※参加者ごとに登録が必要です。
※動画視聴用 URL の共有はできません。

７．動画視聴期間
令和 3 年 3 月 2 日（火）

～ 3 月 15 日（月）

８．プログラム
時間(予定)

プ

ロ グ ラ ム

プログラム１
30 分

「行政説明」
退所児童等支援に関する施策や、今後の方向性について理解を深める。
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 社会的養護専門官 末武 稔也氏
プログラム２

20 分×3 名

「子どもの自己決定を尊重した就労支援を考える」
（１）実践報告
全国退所児童等支援事業連絡会の令和元年度「子どもの自己決定を尊重した
就労支援に向けたポイントチェックシート」試行事業にご協力いただいた施設
より、入所施設の実践から子どもの自己決定を尊重した就労支援と、コロナ禍
における退所児童等の支援についてご報告いただき、今後の就労支援の在り方
について考える。
①児童養護施設目黒若葉寮 自立支援コーディネーター 主任 原谷 大樹氏
②母子生活支援施設野菊荘 こもれびコンシェルジュ 高井 有紀氏

動

③自立援助ホーム長谷場新宿寮 ジョブ・トレーナー 中澤 敦子氏
15 分

(２)総括
東洋大学 社会学部 社会福祉学科 助教 泉谷 朋子氏

画

プログラム３
「コロナ禍における退所児童等の地域生活をサポートするために」

視

30 分

聴

（１）実践報告
①「一人ひとりに寄り添う伴走型支援の取り組み」
要支援者への伴走型支援や、施設入所児童等への就職支援・退所後のアフタ
ーフォローの実践等について、コロナ禍への対応も含め報告いただく。
一般社団法人パーソナルサポートセンター 自立相談支援部長
仙台市生活自立･仕事相談センターわんすてっぷ センター長 平井 知則氏

30 分

②「事業協同組合による生活支援の取り組み」
社会的養護のアフターケア充実を目的として、栃木県内の児童養護施設、自
立援助ホーム、里親団体が出資・運営する、とちぎユースアフターケア事業協
同組合の実践とコロナ禍の支援について報告いただく。
とちぎユースアフターケア事業協同組合 事務局長 田村 隆氏

45 分

情
報
共
有

（２）鼎談
「コロナ禍における退所児童等の地域生活をサポートするために」
インケアからアフターケアとしての地域生活支援へ、切れ目のない支援を実
現するために必要なことは何か、またコロナ禍で求められる支援は何か、それ
ぞれの支援者の実践を踏まえ、考える。
一般社団法人パーソナルサポートセンター 自立相談支援部長
仙台市生活自立･仕事相談センターわんすてっぷ センター長 平井 知則氏
とちぎユースアフターケア事業協同組合 事務局長 田村 隆氏
東洋大学 社会学部 社会福祉学科 助教 泉谷 朋子氏

プログラム４
「つながる退所児童等支援ネットワーク」（参加者の取り組み情報の共有）
参加者の組織・団体や、退所児童等支援の取り組みを動画配信ページ上でご紹介し、参加者間
で共有して支援ネットワークの輪を広げます。
（掲載を希望される場合の応募方法は「９．プログラム 4『つながる退所児童等支援ネットワー
クについて」」をご確認ください。）

９．プログラム４「つながる退所児童等支援ネットワーク」について

皆さまの施設・事業所の取り組みをご紹介ください！
【趣旨、目的】
「取り組みアピールカード」をとおして、全国の社会的養護施設やアフターケア事業所等の取り組みを紹介
し、参加者間で共有することで、ネットワークの拡大と促進を図ります。

・「情報交換会」に代わるものとして、今年度は参加者の皆さまに「取り組みアピールカード」のご提
出をお願いしています。
・カードでは、各施設・アフターケア事業所の取り組み、困っていることや「こんなことに力を入れて
がんばっています！」というアピールポイント等をご紹介ください。
・カードは動画配信用のウェブページ上で、地域ごとに掲載させていただきます。A4 サイズ 1 枚（横組
み）にまとめ、作成ください。
・①都道府県、②施設・事業所名、③連絡先、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、もしくは支援課題（困っていること、こんなところとつながりたい！等の要望も可）、
⑥その他、施設・事業所の紹介等、を盛り込んだ内容としてください。
・ホームページ等の URL を記載いただいた場合は、リンクを貼らせていただきます。
・カードの提出は必須ではありませんが、上記目的に鑑み、多くの方のご提出をお願いします。
・Word、PowerPoint 等で作成いただき、提出時は PDF 変換したものを下記メールアドレスまでご提出
ください。

提出先：taisyoji-sien@shakyo.or.jp

≪カードイメージ≫

※締切：令和 3 年 2 月 16 日(火)

１０．参加の流れ
参加申し込み

受講料振込み
視聴用 URL 等の送信
動画視聴

●下記 WEB サイトよりご登録ください。
（参加申込 URL）https://www.mwt-mice.com/events/taisyo1857
●申込み完了後、登録されたメールアドレスに参加登録完了と参加費振込み
の案内を送信します。
（翌営業日を過ぎてもご案内が届かない場合は、名鉄観光サービス株式会社
ＭＩＣＥセンターまで必ずご連絡ください。
●「取り組みアピールカード」の提出先メールアドレスは、参加完了案内メ
ールにも記載してあります。
●メールでお送りしたご案内をもとに、参加費を 2 月 16 日（火）まで
に、 指定口座へお振込みください。
●参加費の入金確認後、2 月 24 日（水）をめどに、動画視聴用の URL を登録
いただいたメールアドレスに送信します。
●動画視聴期間（3 月 2 日～3 日 15 日）に、上記 URL から研修動画を視
聴ください。
●期間内は、いつでも何度でも視聴が可能です。
●「９．プログラム４『つながる退所児童等支援ネットワーク』について」
で提出いただいた「取り組みアピールカード」は、同 URL でご覧いただけ
ます。

１１．留意事項
●動画の録音・録画・撮影・転用、資料の外部提供は、固く禁止します。
●動画視聴用 URL 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の共有はできません。
●理由の何処にかかわらず、振込後の受講料は、返金いたしかねます。
●いかなる場合も動画データの提供はできません。
●研修会資料はお送りしません。同 URL 上でご確認ください。
１２．個人情報の取り扱い
本セミナーの申込者に関する個人情報は、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本会 WEB サイトに掲載しています。
（http://www.shakyo.or.jp/kojin.html）
（１）本セミナーに係る申込受付については、名鉄観光サービス株式会社 ＭＩＣＥセンターと個人情報
の適正な取扱いについて契約を交わしたうえで、同社に業務を委託します。
（２）「参加申込受付フォーム」に記載された個人情報は、参加者名簿の作成や視聴用 URL の送信等、本
セミナーの運営・管理を目的として使用し、他の目的で使用することはありません。
１３．お問い合わせ
〔参加申込み・動画視聴の操作に関するお問合せ先〕
名鉄観光サービス株式会社 ＭＩＣＥセンター（担当：波多野・野口・北川）
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル
TEL. 03-3595-1121 FAX. 03-3595-1119
e-mail：mice@mwt.co.jp
受付時間 平日 9 時 30 分～17 時 30 分・土日祝日休業
〔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：池本、星野）
〒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
受付時間 平日 9 時 30 分～17 時 30 分

