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里親月間、厚労省が啓発キャンペーン
里親月間（10 月）にちなんで、厚労省が里親啓発キャン
ペーンを行っています。毎日新聞紙上にて里親関連の記事
（9 月 29 日刊・別刷り）を掲載した他、
「家庭の新しいカ
タチ」として一般向けにリーフレットを作成。実子のいる
里親、不妊治療をやめて登録した里親、共働きの里親、週
末里親、ファミリーホームなどさまざまな形の里親を紹介
しています。
また 10 月 22 日（13 時 30 分～18 時）には厚労省の補助
事業として国際フォーラム「第 2 回Ｈ²Ｏサンタシンポジ
ウム」が大阪で開催されます。
「子どもの虐待・貧困、里親
制度―－諸外国の取り組み」と題して、海外の事例を発表
します。チケット前売り 1000 円。申し込みは以下までフ
ァックスかメールで。
会場：阪急百貨店うめだ本店 9 階阪急うめだホール
申し込み e-mail toiawase@npojcsa.com
FAX 0742-27-6267
主催 （一般財）Ｈ²Ｏサンタ日本フォスターケア研究会
里親の日に「One Love キャンペーン」
3 年目を迎えた「One Love キャンペーン」
。NPO 法人日
本こども支援協会（奈良県）の呼びかけで今年も 10 月 4
日の里親の日※に、全国一斉にハート型のチラシを配りま
した。枚数は全国の社会的養護の子どもたちの人数と同じ
45000 枚。毎年同じ日に配ることで、里親制度の啓発とＰ
Ｒにおいて認知度が少しずつ高まっています。
※1948 年 10 月 4 日、里親制度の運営について厚労省事務
次官通告が施行された。その日に因んで制定されている。
全国里親会 1 日よりホームページをリニューアル
里親月間の今月、全国里親会でも今年度の目玉となる多
くの活動を行いました。
啓発ＰＲ用のパンフレットとリーフレットの作成、グッ
ズ制作
（フォスタリングマークが入った T シャツ、
1 枚 3000
円）
、全里ホームページのリニューアル（10 月 1 日～）な
どです。6 日～7 日は東京都「みなと区民まつり」に参加
し、身近な地域に向けて里親制度のＰＲ等にも務めました。
3.11 被災児童養育中の親族里親へ支援金
昨年に引き続き、東日本大震災の被災児童を養育中の親
族里親に対し、全国里親会より支援金をお送りしました。
対象は里親手当を受けていない親族里親で、かつ年金受給
者。１世帯 30 万円×17 世帯で合計 510 万円。
被災児童に支払われる支援金が多い中、この支援金は高
齢化する養育者側を援助している点が特徴です。
七五三のお祝いのための助成
「幼い子どものゆたかな育ち応援助成」の募集が始まり
ました。(株)ジェイ・ストーム（レコード・映画制作会社）
からの寄付をもとに、社会的養護の下で生活する児童のゆ
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たかな育ちと、社会に向けて自立へと歩みを進める児童を
応援する目的で、具体的には七五三を祝う費用の一部を助
成します。
対象は乳児院、里親家庭、ファミリーホームで生活する
満 3 歳・5 歳・7 歳（2018 年 4 月 2 日～2019 年 4 月 1 日）
になる男児・女児。過去に本助成を受けた児童も申請可。
一人 3 万円上限。締切 11 月 30 日消印有効。詳細は以下ま
でお問い合わせを。申請書は全国里親会のＨＰからもダウ
ンロードできます。
問い合わせ 社会福祉法人全国社会福祉協議会児童福祉
部 Tel：03-3581-6503
児童の健全育成に関する実践報告に褒賞（數納賞）
「児童健全育成賞（數納賞・かずのうしょう）
」は、児童健
全育成に関する優れた実践報告に対し褒賞するもので、対
象は児童福祉施設、地域組織（子ども会等）
、里親等の活動
の具体的実践報告となっています。
応募はＡ4 判縦長用紙、横書き。手書きは 400 字詰め原
稿用紙×30 枚（黒ペン使用）
、ワープロは 32 字×25 行×
15 枚、メール等電子媒体での提出も可。締切 11 月 30 日。
賞金は、児童健全育成賞 30 万円、佳作 5 万円、奨励賞 3
万円。詳細は以下へお問い合わせを。全里のＨＰからも公
募要領がダウンロードできます。
問い合わせ （一財）児童健全育成推進財団 児童健全育
成賞係 Tel:03-3486-5141
e-mail：kazunou＠jidoukan.or.jp
ＰＭＪフォスターファミリー奨学助成 2019
関東甲信越静エリアの里親家庭の子どもの進学（大学、
短大、専門学校等）を応援する奨学金です。2008 年にフィ
リップモリスジャパン合同会社により設立されました。
今年の募集はすでに始まっており、締め切りは 10 月 31
日。対象は受験時に関東甲信越静エリアの里親家庭（親族
里親、ファミリーホーム含む）におり、2019 年 3 月に高校
を卒業し、国内の大学等に進学する者。金額は年間 50 万
円×最短卒業年次までで、給付型です。定員 5 名。
案内は、該当エリア内の里親会事務局、および児童相談
所に送付済み。全里のＨＰからも公募のお知らせがダウン
ロードできます。詳細は以下にお問い合わせを。
問い合わせ 一般社団法人ＲＣＦ（ＰＭＪフォスターファ
ミリー奨学助成事務局）
Tel：03-6447-0041 e-mail：fosterfamily@rcf.co.jp
子どもの福祉等、地域福祉向上の活動を応援する助成
公益財団法人キリン福祉財団による「キリン・地域のち
から応援事業」の助成が公募されています。コミュニティ
を元気にする、地域の小さな福祉活動を応援するのがねら
いです。
対象は、①子どもの福祉、②高齢者福祉、③障がい者等
FAX：03-3404-2034 E-mail:info@zensato.or.jp
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の福祉、④地域コミュニティの活性化の４分野で、社会的
養護も該当しています（ただし 4 名以上の団体・グループ）
。
締切 10 月 31 日（消印有効）
。助成額は一団体あたり上限
30 万円。詳細は以下にお問い合わせを。
問い合わせ 公益財団法人キリン福祉財団 Tel：03-68377013
https://www.kirinholdings.co.jp/foundation
ＪaＳＰＣＡＮ（ジャスピカン）の入学支援金
ＪaＳＰＣＡＮ（日本子ども虐待防止学会）の、入学支援
金の受付が始まりました。対象は、里親家庭や施設にいる
若者で、2019 年 4 月に大学、短大、専門学校等に入学予定
の 20 歳未満（2019 年 3 月時点）の者。支援は入学金で上
限 50 万円。定員 2 名。締切は 10 月 31 日。
問い合わせ 日本子ども虐待防止学会
Tel/Fax：03-3269-2900 e-mail: info@jaspcan.org
http://jaspcan.org/grant-funding
セミナー「ラジオが見つめる子どもたち」
公開セミナー「ラジオを楽しむ！」はラジオ番組を鑑賞
し、その後制作者から取材の苦労話や番組への思いなど制
作現場のナマの声を聞くシリーズです。
第８回目の今回は「ラジオが見つめる子どもたち」と題
して、里親制度をテーマにした「幸せのカタチ～本当の親
子、本物の親子～」
（静岡放送）
、子どもの貧困を描いた「６
／１の群像」
（ＣＢＣラジオ）の２本を取り上げます。音だ
けで表現するラジオだからこその作品です。
10 月 28 日（日）13 時～16 時半。会場：情文ホール（横
浜情報文化センター6 階）
申し込みは往復はがきに、①催事（
「ラジオを楽しむ」
）
、
②住所、③氏名、④年齢、⑤職業、⑥希望人数（3 名まで）
、
を記入し、放送ライブラリー「ラジオを楽しむ！」係あて
郵送。以下のホームページからも申し込み可。締切 10 月
20 日必着
231-0021 横浜市中区日本大通 11 番地 横浜情報文化セン
ター内 放送ライブラリー
http://www.bpcj.or.jp/
養子縁組、里親をテーマに福祉ビデオを制作中
ＮＨＫ厚生文化事業団が福祉ビデオを制作中です。ＤＶ
Ｄ2 巻セットで、１巻目が「特別養子縁組」
、２巻目が「里
親制度」ついて紹介しています（解説小冊子付き）
。
ターゲットはこれから養子縁組や里親の担い手になり
うる人たちと、その周辺で理解者、支え手になりうる人た
ち。完成は 2019 年春。制作本数は 700 本セットで、うち
650 本を全国の児相、縁組あっせん団体、産婦人科等の医
療機関、里親会、子育て支援センター等に貸し出し委託を
行う予定です。
厚労省より通達。里親登録時の欠格条項 犯歴照会
里親登録時の欠格条項について、今回厚労省から以下の
通達が出ました。養育・縁組里親は登録時に誓約書を提出
し、欠格条項に該当するかどうかを、管理する区市町村に
犯歴照会されることになりました。
「里親の登録業務の適正な実施について」
（厚労省通達）

2

ZENSATO Monthly 第 106 号

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000197356.pdf
第 5 回日本フォスターケア研究大会
今年も日本フォスターケア研究大会の実施が決まりま
した。
「～新しい社会的養育ビジョンを踏まえて～『新た
な里親のあり方とは』
」と題して、伊藤嘉余子氏（大阪府立
大学・大学院教授）による、里親家庭の養育実態と支援ニ
ーズに関する調査研究の報告が行われます。
12 月 15 日（土）10 時～ 会場：オリンピック記念青少年
総合センター（東京都渋谷区代々木神園町 3-1）
参加費：会員無料、非会員 3000 円、学生 2000 円
問い合わせ 日本フォスターケア研究会事務局
jafca1502gmail.com
第６３回全国里親大会石川大会
今年の全国里親大会は、11 月 17 日（土）～18 日（日）
に石川県金沢市で行われます。
初日は認定 NPO 法人 Living in Peace の慎泰俊（シンテ
ジュン）氏の講演、２日目は「子どもの最善の利益を優先
して考慮した養育とは！」と題したシンポジウムです。会
場：石川県地場産業振興センター（金沢市鞍月２－１）
。
北海道ブロック大会 再開催決定
9 月に発生した北海道胆振東部地震により一度は中止が
決まった北海道地区ブロック里親大会ですが、12 月 9 日
に釧路で再び開催することが決定しました。担当は釧路地
区里親会。会場：ニュー阿寒ホテル（釧路市阿寒町阿寒湖
温泉２－８－８）
四国ブロック大会
四国地区ブロック里親大会は、10 月 21 日（日）に開催
予定です。担当は愛媛県里親会。会場：愛媛県視聴覚福祉
センター（松山市本町６－１１－５）
。
全里メーリングリスト参加募集
全国里親会ではメーリングリストで情報交換を行って
います。里親以外にも、研究者、学生、児童相談所や施設
職員、里親希望者などが参加しています。参加希望の方は、
全国里親会のホームページよりご登録ください。
全里事務所の壁紙、元里子がリフォーム
全国里親会の事務所の壁紙を張り替えました。引き受け
てくれたのは、工務店勤務の元里子のＫ君です。ありがと
うございました。皆さま、全里事務所にお立ちよりの際は、
新しくなった壁紙をどうぞご覧ください。
全里マンスリー編集、3 人体制に
本紙「全里マンスリー」の編集については、内容の充実
をはかるため先月より人数を増やしました。これからは木
ノ内博道、船矢佳子、斎藤直巨の 3 人体制で制作してまい
ります。皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。
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