
２００９ 全国里親研究協議会 開催要綱 

 

１ 開催テーマ  話し合おう、「親が育てられない子どもたちの育つ場所」について 

 

２ 開催趣旨 

2004年10月、全国里親大会第50回記念大会が

東京で開催され、あわせて「～ 集(つど)おう! 語

(かた)ろう!! 全国の里親たち、子どもたち ～」

をテーマに、第１回全国里親研究協議会が開催さ

れました。 

５年後の2009年10月、再び東京で第55回全

国里親大会が開催されることとなりました。 

この５年間、社会的養護の状況は大きく変わり

ました。里親の児童福祉法の一条文としての定義、

里親の研修の義務化、被措置児童等虐待の防止な

ど、里親が社会的養護の一翼を担うことが公的に

も認められるようになりました。その結果、里親

手当は増額されましたが、養子縁組を前提とした

里親養育には手当が廃止されました。 

平成19年に熊本県慈恵病院に開設された「こ

うのとりのゆりかご」では、２年間で42人の子

どもが遺棄され、親元に帰った数人を除き、大半

の子どもは乳児院に入所している現状がありま

す。片や、慈恵病院に事前に相談したことで、養

子縁組して新しい親の元で育つ子どもが52人い

ることはあまり知られていません。 

官の庇護下に入った子どもは乳児院の集団養

育で育ち、児童相談所で里親委託がされなければ、

２歳で児童養護施設に行き、子ども時代の全てを

施設で育ち、家庭を知ることができません。 

民の斡旋で家庭と親を得た子どもは、家庭の子ど

もとして育てられます。この官民の違いは、どこか

ら来るのでしょう。 

児童養護施設では、虐待で入所する子どもが６割

を超え、満員状況であると報道されます。児童養護

施設の平均入所期間は平均4.6年ですが、10年以上

在籍する子どもが１割います。子ども時代の全てを

乳児院・児童養護施設で育つ子どもは、未だになく

ならない現状があります。 

 

さて、親が育てられない子どもの権利については、

子どもの権利条約第２０条「家庭で育つ権利」があ

ります。 

私たち里親とその関係者たちは、子どもの権利条

約第２０条で定める「子どもの家庭で育つ権利」を

実現するために、さまざまな活動を実践してきまし

た。 

しかし、平成20年3月末の里親委託率は9.9％と、

1割に満たない現状です。 

このたび、全国から集まる里親・養親とその関係

者、里親・養子縁組家庭で育った子どもたちが一堂

に集い、「親が育てられない子どもたちの育つ場所」

について、さまざまな立場から意見を交換したいと

考えています。 

 

 

３ 期 日  平成２１年１０月１０日（土） 午前９時～午後５時 

 

４ 会 場  日本財団 〒107-8404 東京都赤坂１丁目２番２号 日本財団ビル 

TEL 03-6229-5111（総合案内） 

最寄り駅 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅下車 徒歩5分、 

          銀座線・南北線「溜池山王駅」下車 徒歩５分、 

          丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前駅」下車 徒歩６分 

 

５ 主 催  ２００９全国里親研究協議会実行委員会 

(事務局) 親が育てられない子どもを家庭へ！里親連絡会 

 

６ 後 援 (財)全国里親会、日本財団（会場を無償で提供していただきました） 

 

７ 参加者  養育里親、養子縁組里親、里親ファミリーホーム、里親家庭で育った子ども、 

乳児院・児童養護施設等児童福祉施設関係者、児童相談所、研究者、児童福祉関係者、

学生、その他里親制度・養子縁組制度に関心のある方 

 

２００９ 全国里親 研究協議会 
－親が育てられない子どもはどこで育つのか－ 



 

８ 日 程 
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９ 基調講演  「こうのとりのゆりかご」の子どもたちはどこで育つのか 

田尻 由貴子氏（慈恵病院 看護部長、熊本県） 

 

１０ ＩＦＣＯ報告会 2009年７月にアイルランドで開催された世界里親大会の概略を報告します。 

 

１１ パネルディスカッション・分科会 

 

研究討議 テ     ー     マ 

パネルディ

スカッショ

ン 

親の育てられない子を乳幼児から家庭で育てるためには 

基調講演に続き、乳幼児養子縁組・里親委託に取り組んでいる児童相談所、里親・

養親の支援事業を行っている団体の取り組みを紹介し、乳幼児から子どもを家庭で育

てるには、どのような取り組み、制度化が必要なのか討議します。会場からの積極的な

質問やご意見もお待ちしています。 

第１分科会 

乳幼児の養子縁組、里親委託について考える 

パネルディスカッションに引き続き、乳幼児委託を積極的に行っている愛知県児童

相談所の取り組みを紹介するとともに、他の自治体で乳幼児委託をどのように促進する

について話し合います。 

第２分科会 

養子縁組家庭、里親家庭への支援とは 

養子縁組家庭、里親家庭など、非血縁の子どもを育てる家庭には、実子養育と違っ

たさまざまな悩みと課題があります。 

支援を受ける立場、支援する立場から、どのような支援が必要であるのか考えます。 

第３分科会 

里親ファミリーホームの現状と課題 

本年４月より、児童福祉法により里親ファミリーホームが制度化されました。その制度

化への道程と、ファミリーホームの現状と課題、将来への展望など、ファミリーホーム制

度についてとことん話し合います。 

第４分科会 

ＩＦＣＯに参加した大人と子どもたちの報告会 

２００９年７月、アイルランドで開催された IFCO（世界里親大会）には、日本から２５名

が参加しました。全体会の概略報告に引き続き、参加した子どもたちを中心に、海外の

里親制度の状況などを報告します。 

第５分科会 

ライフ・ストーリー・ワークを学ぼう 

人間は、連続した記憶をもとにアイデンティティを確立し、自立していきます。親が育

てられない子どもたちの子ども時代は、養育者が固定化されず、子ども自身の記憶も

不連続で、混乱しています。里親家庭や養護施設で育つ子どもの過去を整理し、過去

を受け入れ、未来の希望に向かって歩き出すための手法として、Life story work（以

下，LSW）への関心が高まっています。本分科会では、里子が自身の生い立ちをどの

ように受け入れ、そして自立していくのか、LSW を中心にした実践的取り組みについて

検討します。 

第６分科会 

親が育てられない子どもの親権について考える 

親権について学ぶとともに、親が育てられない子どもの親権のあり方について、子ど

もの立場から、実親の立場から、養育里親の立場から、さまざま立場で子どもが幸せに

育つための親権のあり方について話し合います。 



 

１２ 参加費  大人１５００円、学生１０００円 

※銀行振込みによりご入金ください。定員を超え参加できない場合は返金いたします。 

銀行口座 みずほ銀行 ０００１ 上池上出張所 ３１８ 普通 １６５３５４９ 

   名義 ｵﾔｶﾞｿﾀﾞﾃﾗﾚﾅｲｺﾄﾞﾓﾀﾁﾆｶﾃｲｦｻﾄｵﾔﾚﾝﾗｸｶｲ 

 

１３ 申込み  定員２５０名（先着順）  申込締切 ９月末日（締切後はお問い合わせ下さい） 

※消防法により大会議室の定員を超える受付は出来ませんので、ご了解ください。 

 

１４ 保 育  ２才以上、１０数名程度  無料  事前にお申し込みください。 

乳児は会場にご同伴ください。 

 

１５ 弁 当  １０００円（必要な方は、参加費と一緒に事前に銀行振り込みをしてください） 

会場周辺はビジネス街であり、土曜日に開店している飲食店は少ないです。一日参加

される方は、弁当を持参されるか事前申し込みをお勧めします。 

 

１６ 事務局  ２００９全国里親研究協議会実行委員会 

(事務局) 親が育てられない子どもを家庭へ！里親連絡会 

〒215-0017 川崎市麻生区王禅寺西 7-16-1西川方 

Fax ０４４－９８１－３０３２ 

ＨＰ http://satooya-renrakukai.foster-family.jp 

Mail satooya-renrakukai@foster-family.jp 
 

日本財団 案内図 
通   称   日本財団（ニッポンザイダン） 

名   称   財団法人 日本船舶振興会 ( The Nippon Foundation ) 

所 在 地   〒107－8404 東京都港区赤坂1丁目2番2号 日本財団ビル 

総合案内   TEL:03-6229-5111 FAX:03-6229-5110 

 

地図・アクセス 

○東京メトロ 銀座線「虎ノ門駅」３番出口より徒歩５分 

○東京メトロ 銀座線・南北線「溜池山王駅」９番出口より徒歩５分 

○東京メトロ 丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前駅」３番出口より徒歩６分 

 

 



２００９全国里親研究協議会 参加申込方法 
 

★研究協議会の運営費を参加費のみでまかない、かつ参加費を安くするために、参加受付票の送付を省略
し、銀行への入金をもって参加受付完了とさせていただきます。定員に達した場合のみ連絡し、返金さ

せていただきます。 

領収書が必要な方は申し込み時にお知らせください。当日、ご用意いたします。 

振込控えを参加票とさせていただきますので、振込控えを当日お持ちください。 

 

 

 

 

★メールでの申し込み  送信先 satooya-renrakukai@foster-family.jp 
※メールで申し込んでいただくと、事務局の入力作業が軽減されます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ＦＡＸでの申し込み  送信先：０４４－９８１－３０３２ 
※以下に記入し、この用紙をそのままＦＡＸしてください。 

代表者氏名  所  属 
 

住   所 

〒 

 

Tel・Fax 

立場 

 

参加者名 年齢 分科会 弁当 
保育

(○) 
保育の場合携帯番号 

1.   要・不要   

2.   要・不要   

3.   要・不要   

4.   要・不要   

5.   要・不要   

6.   要・不要   

7.   要・不要   

8.   要・不要   

振込金額  参加費@1500×   人、学生@1000×   人   弁当@1000×  個 

合 計      円を  月  日     銀行     支店より振り込みました。 

振込名義  

領収書が必要な場合の宛名 

★申し込まれた個人情報につきましては、研究協議会の運営のみに使い、委員会解散時に破棄します。 

 ２００９全国里親研究協議会の参加を申し込みます 
1.氏名  

2.年齢  

3.参加分科会 

4.住所 

5.所属 

6.立場 

7.参加費 @1500×  人、学生@1000×  人 

8.弁 当 @1000×  個 

9.参加費・弁当代合計 

10.銀行振込日・振込名義 

11.領収書が必要な場合の宛名 

みずほ銀行 ０００１ 上池上出張所 ３１８ 普通 １６５３５４９ 

名義 ｵﾔｶﾞｿﾀﾞﾃﾗﾚﾅｲｺﾄﾞﾓﾀﾁﾆｶﾃｲｦｻﾄｵﾔﾚﾝﾗｸｶｲ 

1～3は人数分繰り返してく

ださい。代表者を先頭にし、

4～6は代表者のみで結構で

す。 

※保育の申し込みは以下を追加

してください 

 

保育を申し込みます。 

21.氏名  

22.年齢  

23.保護者の当日の携帯番号 


