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SATOOYAGEKKANN
10 月 4 日は里親の日。10 月里親月間
◎す。
厚生労働省子ども家庭局
局長 藤 原 朋 子 氏 メッセージ
日頃より、里親の皆さま方におかれましては、多く
のこどもたちに対し、温かい家庭環境を提供し、深
い愛情で接していただいておりますことを、心より
感謝申し上げます。
こどもや家庭を巡る問題が多様化・複雑化する中、
こどもの尊い命が失われるという痛ましい事件・事
故が報道されております。さらに、令和３年度の児
童虐待相談対応件数も２０万件を上回っており、こ
どもたちの安心・安全を守ることが喫緊の課題とな
っています。
本年に成立しました、改正児童福祉法においては
こどもの権利養護を図る施策が定められており、特
に、里親支援センターを児童福祉施設とすることで、
里親の皆さま方を支援する体制を整えることとし、
加えて自立支援の年齢制限の緩和を行うことで、支
援が必要な方が取り残されない体制を整備すること
としております。
里親の皆さま方におかれましては、引き続きこど
もたちのためにこれまで以上にご尽力を賜りますよ
うお願い申し上げます。

◎厚労省～フォーラム開催やポスター制作◎
厚労省では毎年 10 月の里親月間と 11 月の児童
虐待防止推進月間に合わせて、さまざまな啓発活動
を実施しています。
今年度の主な活動は次の通りです。
里親月間特設サイト「広げよう里親の輪」
https://globe.asahi.com/globe/extra/satooya
nowa/
里親制度に関する有名人のインタビューや、現役
の里親の体験談、子ども当事者の発言、支援者のコメ
ント、各自治体の取り組みなど盛りだくさんの内容
です。
里親制度オンラインシンポジウム
里親や里親家庭で育った当事者、有識者、モデルの
冨永愛さんが登壇するシンポジウムが開催されます。
〒107-0052

東京都港区赤坂 9-1-7-857

【開催日時】令和４年 10 月 22 日（土）
14:00～16:30
【開催方法】オンライン（ＹouTube ライブ配信）
https://www.youtube.com/watch?v=Hy9Abd
tZoqk
【参加費】 無料

啓発用ポスター&リーフレット
https://globe.asahi.com/globe/extra/satooyanowa/mat
erial/
今年は、モデルの冨永
愛さんを起用したポス
ターです。特設ＨＰより
自由にダウンロードで
きますので、里親会での
ＰＲ活動などにご活用
ください。リーフレット
もあります。

「子どもの虐待防止推進全国フォーラム with かがわ」
昨年に引き続いて、
「子どもの虐待防止推進全国フ
ォーラム」を行います。今年度は香川県での開催で
す。詳しい内容は特設サイトをご覧下さい。
【日時】令和４年 11 月 20 日（日）14 時～1７時
【内容・申し込み】

https://www.mhlw.go.jp/189-ichihayaku/

各メディアを活用した広報
10 月にテレビ朝日にてスポット CM を全国ネット
放映。10 月１日に朝日新聞の朝刊一面広告掲載。
LINE 広告、Google 広告、Yahoo!スポンサードコ
ンテンツ、朝日新聞デジタル、YouTube 広告活用

◎全国里親会より～里親月間の活動紹介◎
全国里親会でも里親月間に下記の活動を行います。
皆様もどうぞご参加ください。

☎：03-3404-2024 FAX：03-3404-2034 E-mail:info@zensato.or.jp
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10 月 11 日（火） マンスリー10 月号発行
10 月 8 日（土）9 日（日）第 67 回全国里親大会
（やまなし大会：甲府市）
10 月 8 日（土）全国会長会議第 1 部（山梨・全国
里親大会前タイム開催）
10 月 27 日（木）～28 日（金）全国会長会議第 2 部
＆会長研修（東京）
10 月 28 日（金）里親制度研修講座（東京）
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マーク入りクリアファイル 500 円（10 枚入り）

フォスタリンググッズガイド
内
全国里親会ではフォスタリングマークの入っ
たグッズの販売を行っています。購入ご希望の
方は、全国里親会事務局までご連絡ください。
フォスタリングマーク

フォスタリングマーク入りＴシャツ
Ｓ～ＬＬサイズ 3,000 円

★ 購 入 方 法 ★
下記をご記入のうえ、全里のメルアドまで。
㋐お名前 ㋑送り先ご住所 ㋒お電話番号
㋓希望商品と個数
送信先 全国里親会 info@zensato.or.jp
★グッズ★
マーク入りハンドタオル 5 枚セット 2500 円

★フォスタリングマーク以外のご紹介★

フォスタリング
バッジ 500 円
マーク入り
バッグ 1,500 円

養育里親研修テキスト 1000 円
養育指針ハンドブック
600 円
マーク入りボールペン 250 円

全国里親会バッジ 500 円

のぼり 2 種類（No.17
15 全 10 本）につい
ては、全国里親会事務
局までお問合せください。

円
〒107-0052

東京都港区赤坂 9-1-7-857

☎：03-3404-2024 FAX：03-3404-2034 E-mail:info@zensato.or.jp
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さ と お や レーダー№３特集
全国里親会各ブロックご紹介‼
・ブロック内所属の都道府県市
全国の里親会は、地域ごとに８つのブロックに分
各ブロック紹介
！！
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、
かれています。各ブロックではそれぞれの特色を生
かして活動を展開。今回の「さとおやレーダー」では、
各ブロックについてご紹介します。
ブロック長の皆様、お忙しい中、アンケートにお応
えいただきありがとうございました。
※原則、アンケートに書かれたままの表現で掲載
しています。

北海道ブロック里親連絡協議会
・ブロック長 鈴木三千恵（函館地区里親会）
・ブロック内所属の都道府県市
札幌市、北海道全域
・ブロックのよいところ
北海道全体が広域であるため、それぞれの里親会（函
館、日胆、中央、空知、道北、釧路、帯広、北見、札
幌）1 市 8 地区がそれぞれ独立した活動を行ってい
ること。
・ブロックの課題
コロナ禍の中でオンラインでの会議を開催されるよ
うに変化したことで、距離が近くなったとはいえ、広
域であるため、集まって会議を開くのに移動時間、交
通費、宿泊費がかかる。
札幌市は会員数も多く、
広域であるので全体を把握す
ることなど、厳しい一面もある
。
・ブロックとしての活動
年に一度の開催で北海道里親大会の実施を 9 地区の
持ち回りで実施。
里親サロンの開催は各地域での実施
を取り組んでいる。
日々の研修についても、
各地域での取り組みがある。
里親リクルートについては北海道
の予算とは別に北海道里親会連合会の予算から道の
予算と同程度の助成を 2022 年度から実施している
（札幌市をのぞく）
。札幌市は政令指定都市としての
取り組みが多く実施している。
・ブロック長の任期 2022 年～2024 年 2 期目
・ブロック長の決め方
札幌市と連合会との連絡会議での協議を行う。

東北ブロック里親連絡協議会
・ブロック長 渡辺一由
（あづま里親会福島県里親連合会）
〒107-0052

東京都港区赤坂 9-1-7-857

仙台市
・ブロックのよいところ
ブロック内の県（政令指定都市）に観光名所が多く、
また海に接しており、
「海のもの、山のものの料理」
が味わえ、持ち回りの研修会に行くことが楽しい。そ
れぞれに個性の強い方言もあり、
地域性が豊かである。
・ブロックの課題
新型コロナにより、一同に会する場が設定できない。
また、オンラインでの参加率が低いこと。
・ブロックとしての活動
令和 4 年 9 月 18 日 東北地区里親研修会
・ブロック長の任期 1 年
・ブロック長の決め方
持ち回り。研修会開催県（政令指定都市）が担う。

関東甲信越静里親協議会
・ブロック長 叶登世美（さがみの里親会）
今年度よりブロック長を務めさせて頂きますので、
不
慣れな部分も多くご迷惑をおかけしていますが、
皆さ
んの力を借りながら運営にあたりたいと思います。
・ブロック内所属の都道府県市
山梨県、浜松市、相模原市、千葉県、東京養育家庭の
会、栃木県、川崎市、千葉市、埼玉県、こどもみらい
横浜、静岡県、長野県、茨城県、さいたま市、静岡市、
新潟県、神奈川県、群馬県、横須賀市
・ブロックのよいところ
ブロックが大きく、地域ごとに特色があり、それぞれ
活発に活動している里親会の集まりである。
・ブロックの課題
ブロックが大きく里親さんもたくさんいるので、
意見
の集約が難しい。
・ブロックとしての活動
ブロックとして４つの事業を行っている。
ブロック大
会運営、ユース支援活動、次世代人材育成セミナー、
JaFCA との共催研修会（テレビ朝日福祉文化事業団
様よりの助成金で活動）
。
その他は必要に応じて適宜対応。
・ブロック長の任期 ２年 最長２期４年
・ブロック長の決め方
推薦された候補者が代表者会議において多数決で決
まる。

☎：03-3404-2024 FAX：03-3404-2034 E-mail:info@zensato.or.jp
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・ブロックのよいところ
各里親会所属の県・市は、どこに行っても海洋の風光
・ブロック長 奥田初恵（名古屋市里親会こどもピース）
明媚な観光地と歴史観光処です。
・ブロック内所属の都道府県市
・ブロックの課題
愛知県・富山県・岐阜県・福井県・名古屋市・三重県・
ブロック全体で協力した事業展開もできておらず、
中
石川県
国 5 県や広島市・岡山市の構成里親会で統一した取
・ブロックのよいところ
り組みもできていない
人間味あふれる面倒見の良い会長がそろっているこ
・ブロックとしての活動 中国地区里親研修大会
と。私はブロック長になってまだ浅く、わからないこ
・ブロック長の任期 １年
とがあると親身になって聴いてくれます。
・ブロック長の決め方
・ブロックの課題
５県２市の構成里親会会長による互選で決めるよう
ブロック大会以外の活動を行っていないため、
年に 1
に規約で定めている。
現状は中国地区里親研修大会開
度しか集まる機会がないこと。
今後はオンラインを活
催地区の里親会で持ち回りとなっている
用する等、市・県の里親会の集まり、ブロック内の集
四国ブロック里親連絡協議会
まりをより充実させて、
顔の見える関係作りを行って
いきたい。
・ブロック長 今岡里美（愛媛県里親連合会）
・ブロックとしての活動
・ブロック内所属の都道府県市
東海・北陸ブロック里親研究大会の開催、ブロック内
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
里親会会長会議の開催
・ブロックのよいところ
・ブロック長の任期 4 年
四国内の 4 県だけと構成員が少なく、いずれも隣接
・ブロック長の決め方 持ち回り
しているため身近な存在である。
同様な人口規模の県
ばかりで突出したところがないため、
共通の理解が得
近畿地区里親連絡協議会
られやすい。
・ブロック長 梅原啓次（大阪市里親会）
・ブロックの課題
・ブロック内所属の都道府県市
互いの交流が実際にはなかなかできていない。
長年会
京都府 京都市 滋賀県 大阪府 大阪市 堺市
長を務められた方の交代等に伴い、
４県中２県の会長
兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山市
が新たに就任されたので、
これまでとは違う方向性が
・ブロックのよいところ
出てくる期待がある。
各里親会の会長さん方は非常に熱心で会活動を活発
・ブロックとしての活動
に実践している。
四国地区ブロック研修会、
リモートでの会長同士の情
会長会議を年数回行っており内一
報交換会。
回は親睦を兼ね一泊で実施している。
そこでは二日間
・ブロック長の任期
4 年間
に渡り各会の現況、
行政との連携など様々な問題を情
・ブロック長の決め方
各県の持ち回り
報共有し、
活発な意見交換を行い、
連携を深めている。
九州地区里親連絡協議会
非常にうまくいっている。
・ブロックの課題 特になし
・ブロック長 引田正信（大分県里親会）
・ブロックとしての活動
・ブロック内所属の都道府県市
ブロックとしての活動は年一回の大会（輪番制）
、
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
夏季一泊研修などで、
行う場所により他里親会との交
鹿児島県、沖縄県、北九州市、福岡市
流を持つ場合がある。
・ブロック長の任期 2 年
・ブロック長の任期
・ブロック長の決め方 理事会の互選
役員の任期は２年。再任を妨げない。但し、会長の留
任期間は最長５期までを原則とする。
・ブロック長の決め方 各里親会会長の互選

東海・北陸ブロック里親連絡協議会

中国ブロック里親連絡協議会
・ブロック長 関口晃司（島根県里親会）
・ブロック内所属の都道府県市
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、
広島市、岡山市
〒107-0052

東京都港区赤坂 9-1-7-857
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