大会テーマ

母子生活支援施設のインケアの充実と多様化するニーズへの役割
～都道府県社会的養育推進計画策定を見すえて～
１． 趣 旨
国は都道府県社会的養育推進計画（以下、推進計画）の策定にあたり、都道府県に対
し、母子生活支援施設の活用等に向けた都道府県支援・取組を盛り込むよう要請し、都
道府県は推進計画原案の本年 12 月頃の取りまとめを、国は令和 2 年 3 月～4 月の計画取
りまとめ・公表をそれぞれ予定しています。
本会は『都道府県協議会等の活動の手引き』
（平成 30 年 7 月 23 日）を作成し、推進計
画策定をすすめる各自治体に、母子生活支援施設が積極的にはたらきかけるための活動
のポイントを示すとともに、推進計画策定の対応状況に関する調査を実施するなど、状
況を注視しつつ対応を図ってきました。また、本会は妊娠期から子育て期まで切れ目な
く寄り添う支援や、退所後の自立を見すえた支援を行う施設として、その期待に応え得
るインケアの充実をめざした事業に取り組んでいます。
本研究大会では推進計画策定を見すえ、全体会のほか 3 つのテーマで分科会を設け、
母子生活支援施設のインケアの充実と多様化するニーズへの役割を考えることを目的に
開催します。
２．主 催
社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国母子生活支援施設協議会
福岡県母子生活支援施設協議会
３．後 援（予定）
厚生労働省、福岡県、社会福祉法人福岡県社会福祉協議会
全国母子寡婦福祉団体協議会、全国母子・父子自立支援員連絡協議会
４．期 日
令和元年 10 月 15 日（火）～16 日（水）
５．会 場
「ＫＫＲホテル博多」〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院 4-21-1
TEL：092-521-1361 FAX：092-521-4881
６．参加対象（定員 250 名）
（１）母子生活支援施設の役職員（法人の役員及び施設長、職員）
（２）都道府県・指定都市・中核市・市区町村行政の母子・児童福祉関係者
（３）社会福祉協議会の母子・児童福祉関係者
（４）児童養護施設等の社会的養護を担う児童福祉施設の役職員、里親及び関係者
（５）母子・父子・寡婦福祉団体関係者、民生委員・児童委員、母子・父子自立支援員 等

７．参加費
８．交流会費

18,000 円
8,000 円（宿泊・昼食代等は別途申込書をご参照ください）
プログラムに記載した【領域】の説明は、別紙をご覧ください。

９．日程、プログラム
【１日目：10 月 15 日（火）】講師等は変更になる場合があります。
12：00～13：00 受付
13：00～13：30 開会式・永年勤続表彰
13：30～14：15

行政説明

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課【領域④⑧】

14：15～15：15

基調報告

全国母子生活支援施設協議会 会長 菅田 賢治【全領域】

15：15～15：30

休憩
報告
次世代を担う母子生活支援施設職員のビジョン実現委員会報告～イン
ケアの充実をめざした母子生活支援施設ソーシャルワーク実践～【全領域】

15：30～17：30

〔報告者〕
中島 尚美氏（大阪市立大学大学院 特任准教授）
清水 由布子氏（千葉県 母子生活支援施設青い鳥ホーム 副施設長 母子支援員）
鷲野 林平氏（愛知県 半田同胞園 施設長）
田丸 泰久氏（兵庫県 コーポ歌敷山 施設長）
田中 恵子氏（鳥取県 倉明園 施設長補佐 心理療法担当職員）

17：30～18：30

休憩

18：30～20：00

交流会

ＫＫＲホテル博多

【２日目：10 月 16 日（水）】 講師等は変更になる場合があります。
テーマ別分科会
第 1 分科会「産前・産後の母親と子どもへの支援」【領域⑤⑦】
産前・産後の母親と子どもへの支援と関係機関との連携について、事
例発表等をもとに討議します。
〔助言者〕
稲垣 美加子氏（淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科 教授）
〔発表者〕
内藤 善一氏（大分県 永生会母子ホーム 施設長）
佐藤 陽子氏、満生 襟可氏（福岡県 百道寮 母子支援員）
八坂 知美氏（福岡県 済生会福岡総合病院 小児科主任部長）
松浦 恭子氏（特定非営利活動法人ふくおか・こどもの虐待防止
9：00～12：00
センター事務局長）
村上 幸治（全母協副会長／産前・産後の母親と子どもへの支援に関する緊急検討委員）
〔進 行〕
永塚 博之（全母協総務委員）
第 2 分科会「公益活動含む地域支援」【領域④⑧】
母子生活支援施設が実践する地域支援について、事例発表をもとに討
議します。
〔助言者〕
河浦 龍生氏（福岡市子ども家庭支援センターはぐはぐ センター長）
〔発表者〕
富山 和子氏（福岡県 八女市母子生活支援施設ひまわり園 施設長）

12：00～13：00

國武 稲子氏（福岡県 子ども食堂代表）
酒井 茂樹氏（埼玉県 母子生活支援施設むつみ荘 支援主任）
廣瀬 みどり氏（大阪府 東さくら園 施設長）
草場 美穂子氏（福岡県 北九州市立八幡母子寮 施設長）
〔進 行〕
福田 眞弓・渡邉 文子（全母協総務委員）
第 3 分科会「社会的養育の推進」【領域①④】
社会的養育の推進に向けて、都道府県社会的養育推進計画や母子生活
支援施設の活用などについて討議します。
〔助言者〕
山崎 美貴子氏（神奈川県立保健福祉大学 顧問・名誉教授）
野間口 博文氏（全母協常任協議員）
〔発表者〕
福冨 雅美氏（石川県 ＭＣハイツ平和 母子支援員）
岩城 克枝氏（山口県 母子生活支援施設沙羅の木 施設長）
大阪魁プロジェクトチーム（南さくら園 少年指導員 今駒 英明氏、
四天王寺悲田太子乃園 少年指導員 橋田 祐樹氏）
〔進 行〕
川口 学（全母協総務委員）
昼食休憩

13：00～13：35

第 44 回(平成 30 年度)資生堂児童福祉海外研修報告会【領域③～⑦】
羽田 智美氏（三重県 みのり苑 心理療法担当職員）
唐川 道子氏（福岡県 かほの森 少年指導員）

13：35～13：45

休憩

13：45～15：15

記念講演【領域①④⑧】
「母子生活支援施設に期待すること～都道府県推進計画を受けて～」
河浦 龍生氏（福岡市子ども家庭支援センターはぐはぐ センター長）
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10．参加申し込みおよび宿泊・交流会申し込みについて
(1) 別添の「参加･交流会･昼食･宿泊 申込書」に必要事項を記入のうえ、東武トップツア
ーズ㈱福岡支店まで、ファクシミリでお申し込みください。
申込締切日：9 月 13 日(金)着、先着順
定員に達した時点で、受付を締め切る場合があります。あらかじめご了承ください。
(2) 開催日の 2 週間前をめどに、大会参加券・交流会参加券・昼食券、交通案内等をお送
りします。大会当日は忘れずにお持ちください。

交
流
会

(3) 申込締切日以後の参加費返金はいたしません。資料送付をもって対応いたします。
宿泊・交流会・昼食のキャンセルは、別途記載の所定の取消料をいただきます。
１１．必要な配慮について
手話通訳、要約筆記、磁気ループの設置のご希望や、車いすを使用するなど参加時に
配慮が必要な方は、申込書の備考欄にお知らせください。
その他、不明な点やご要望は、「14.お問い合わせ先」の全母協事務局で事前におうか
がいします。
１２．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は、全母協事務局と担当旅行代理店、大会会場が、
参加申込受付・管理、参加にあたり、宿泊等のサービス提供等、本大会の運営に必要
な範囲内で共有し使用します。
(2) 参加者名簿の作成について
大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・役職名・氏名）を作成し、当日参加者に配付します。
１３．出展のご案内
各都道府県における活動の取り組み等のご紹介や成果物の販売等の出展を受け付けま
す。ご希望される方は「出展希望確認書」をお送りしますので、「14.お問い合わせ先」
の全母協事務局までご連絡ください。
申込締切日：9 月 13 日(金)着、先着順
※希望者が多い場合はお断りすることがあります。あらかじめご了承ください。
１４．お問い合わせ先
〔事務局・大会内容〕
全国母子生活支援施設協議会 事務局（担当：小林、百瀬）
〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 4 階
全国社会福祉協議会 児童福祉部内 TEL 03-3581-6503 FAX 03-3581-6509
〔大会参加・交流会・宿泊・昼食弁当の申込など〕
あらき

東武トップツアーズ㈱福岡支店（担当：前田・新木・西村）
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 3-11-1 天神武藤ビル 4F
TEL 092-739-0001 FAX 092-739-7773

《アクセス方法》
■博多駅からバスで約 15 分
■地下鉄「薬院大通駅」徒歩で約 5 分

