平成 29 年度ファミリーソーシャルワーク研修会

開催要綱
１．趣旨
平成 28 年の児童福祉法改正では、子どもが権利の主体として明確に位置づけられ、家
庭や、より家庭に近い環境における養育の推進がうたわれました。こうした改正法の理念
の具体化に向けて平成 29 年 8 月に示された「新しい社会的養育ビジョン」では、身近な
市区町村におけるソーシャルワーク体制の構築等とともに、社会的養護関係施設には養親・
里親の支援に向けた機能の充実が求められるなど、ファミリーソーシャルワークの役割は
ますます重要とされています。
本研修会は、こうした状況を踏まえ、社会的養護関係施設で地域の要保護児童や子育て
に関する課題を抱える家庭等の支援に携わる職員等に求められる役割等について研修し、
その専門性の向上を図ることを目的として開催します。
２．主催
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
３．共催
全国児童養護施設協議会、全国乳児福祉協議会、全国母子生活支援施設協議会
４．後援（予定）
全国児童心理治療施設協議会、全国児童自立支援施設協議会、
全国自立援助ホーム協議会、全国児童家庭支援センター協議会、
全国里親会、日本ファミリーホーム協議会
５．期日
平成 30 年 1 月 30 日（火）〜31 日（水）
６．会場
ＴＯＣ有明 「コンベンションホール」
〒135-0063 東京都江東区有明 3-5-7 ＴＯＣ有明 4 階
TEL. 03-3494-2177
７．参加対象
家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、個別対応職員、心理療法担当職員、
母子支援員、少年指導員、家族（保護者）支援に携わる児童福祉施設職員、
関係機関職員、里親、ファミリーホーム養育者・補助者 等
８．参加費
13,000 円（名刺交換会費は含まず）
９．定員
400 名

１０．日程・プログラム（予定）
※講師等の更新情報は随時、全国社会福祉協議会ホームページ（http://www.shakyo.or.jp/）
にてお知らせいたします。

①全体日程
〔1 月 30 日（火）〕
12:00〜13:00 受付
13:00〜13:10 開会
13:10〜14:10 行政説明
（60 分）
「新しい社会的養育におけるファミリーソーシャルワーク」(仮題)
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課
14:10〜14:30 休憩
14:30〜17:30 シンポジウム
（180 分）
「これからのファミリーソーシャルワーク実践を考える」
【シンポジスト】
児童養護施設 高知聖園天使園 ﾌｧﾐﾘｰｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ
ドルカスベビーホーム 里親センターひこばえ責任者
四天王寺悲田太子乃園 主任母子支援員
児童家庭支援センターこやま センター長
【コーディネーター】
日本女子大学人間社会学部 教授

畠山
矢内
大池
柴田

和香氏
陽子氏
滋子氏
敬道氏

林

浩康氏

17:30〜17:45 移動・休憩
17:45〜19:15 名刺交換会（希望者のみ）

※「③名刺交換会について」参照

〔1 月 31 日（水）〕
09:30〜12:00 テーマ別分科会（午前）
（150 分）
12:00〜13:00 昼食・休憩
13:00〜15:00 テーマ別分科会（午後）
（120 分）
第１分科会
第２分科会
第３分科会
第４分科会

第５分科会

「ファミリーソーシャルワークの基礎と求められる役割」
目白大学人間学部 助教
「里親の支援と連携」
青山学院女子短期大学子ども学科 教授
「家庭支援に向けたアセスメント」
十文字学園女子大学 准教授
「保健医療との連携による産前産後の包括的支援」
児童養護施設 清浄園 副園長
大分県児童家庭支援ｾﾝﾀｰ「和(やわらぎ)」 ｾﾝﾀｰ長
大分県中津市子育て支援課 保健師
「課題のある親の支援と親子関係再構築」
大阪市立大学大学院生活科学研究科

特任准教授

泉谷 朋子氏
横堀 昌子氏
潮谷 恵美氏

古屋 康博氏
高橋 絵美氏

中島 尚美氏

②各分科会概要
第１分科会 「ファミリーソーシャルワークの基礎と求められる役割」
ファミリーソーシャルワーク（ＦＳＷ）の初任者や、基礎を学びたい方を対象
とした分科会です。ＦＳＷに関する基礎知識や考え方、実践にあたっての姿勢な
ど、またＦＳＷの専門職に求められる役割等を学んでいただきます。

【講師】目白大学人間学部
第２分科会

助教

泉谷

朋子氏

「里親の支援と連携」
関係者の良好なチームワークによる里親支援の進め方等について、ポイントや
必要な取り組み等を学んでいただきます。

【講師】青山学院女子短期大学子ども学科
第３分科会

教授

横堀

昌子氏

「家庭支援に向けたアセスメント」
家族や親子関係の支援に向けたアセスメントを的確に実施するための視点、実
施方法等について、ポイントや必要な取り組み等を学んでいただきます。

【講師】十文字学園女子大学
第４分科会

准教授

潮谷

恵美氏

「保健医療との連携による産前産後の包括的支援」
産前産後の母子の支援に向けて、地域の多様な保健医療機関・職種と連携・協
働し、包括的な支援にあたるための実践例やポイント等について学んでいただき
ます。

【講師】
児童養護施設 清浄園 副園長
大分県児童家庭支援ｾﾝﾀｰ「和(やわらぎ)」 ｾﾝﾀｰ長
大分県中津市子育て支援課 保健師
第５分科会

古屋 康博氏
高橋 絵美氏

「課題のある親の支援と親子関係再構築」
虐待やＤＶ、障害など、子育てにおける課題のある親を支援し、親子関係を再
構築に取り組むためのポイントや留意点等について学んでいただきます。

【講師】大阪市立大学大学院生活科学研究科 特任准教授

中島

尚美氏

③名刺交換会について
○名刺交換会は、希望者のみご参加いただきます（別途参加費を頂戴します）。
○会場には、簡単なお食事・お飲み物をご用意いたします（立食形式）。
○参加者は、各自「名刺」をお持ちください。
（名刺をお持ちでない方は、名刺大の白紙を会場にご用意いたします。）
１１．申込方法
（１）同封の「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、名鉄観光サービス㈱新霞が関支
店へお申込みください。参加費は後日、名鉄観光サービス㈱新霞が関支店よりご請
求申しあげます。
（２）ご送金いただいた参加費は、ご返金いたしかねますので、ご了承ください。
（後日、研修会資料をご送付申しあげます）

１２．申込締切
平成 30 年 1 月 12 日（金） ※定員に達し次第、募集を締切ります。
★1 月 8 日（月）現在、定員に達したため、募集を締め切りました。
１３．受講証明書
本研修の全プログラムを受講した方には、研修終了時に「受講証明書」を発行します。
１４．必要な配慮について
手話通訳、要約筆記を希望される方や、車いすを使用されるなど参加にあたり配慮が必
要な方は、「参加申込書」の備考欄によりお知らせください。
その他、不明な点やご要望がありましたら、全国社会福祉協議会・児童福祉部まで事前
にお問合せください。
〔会場のご案内〕

有明駅

国際展示場
駅

■りんかい線
「国際展示場駅」
ゆりかもめ「有明駅」
徒歩３分
※パナソニックセンター内通
り抜け通路利用（左図参照）

■ゆりかもめ
「国際展示場正門駅」
徒歩４分

国際展示場正門
駅

〔参加申込み等お問合せ先〕
名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店
〒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（担当：波多野、山辺）
〔研修会の運営に関するお問合せ先〕
全国社会福祉協議会・児童福祉部
〒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（担当：星野、岡田、水谷）
〜個人情報の取扱いについて〜
本研修会の参加者に係る個人情報は、「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
リシーは全社協ホームページに掲載しています。（http://www.shakyo.or.jp/kojin.html）
（１）本講座に係る申込受付については、名鉄観光サービス㈱新霞が関支店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）「参加申込書」に記載された個人情報は、本研修会に係る企画、参加券等各種資料の送付、参加
者名簿の作成・管理等、本研修会事業関連のみの目的で使用し、他の目的で使用することはあり
ません。
（３）当日配布資料には参加者氏名、都道府県、施設・職名を記載した名簿を掲載させていただきます。

平成 29 年度ファミリーソーシャルワーク研修会
参加・名刺交換会・昼食・宿泊のご案内
期 日

平成 30 年 1 月 30 日（火）
・31 日（水）

参加費

13,000 円（参加者 1 名につき）

宿泊のご案内 （料金は朝食付、税金・サービス料を含むお一人様 1 泊あたりの料金です）
宿泊施設

申込記号

宿泊料金（お一人様 1 泊あたり）
朝食付・税込のお一人様料金

会場からの所要時間／最寄駅

Ａ-１

シングル

13,400 円

Ａ-２

ツイン

11,600 円

Ｂ-１

シングル

11,800 円

東京ベイ有明ワシントンホテル

ハートンホテル東品川

（会場から）

徒歩 5 分

（最寄駅）

ゆりかもめ「国際展示場正門駅」徒歩 3 分
りんかい線「国際展示場駅」徒歩 3 分

（会場から）

りんかい線利用にて約 20 分

（最寄駅）

りんかい線「品川シーサイド駅」徒歩 3 分

*宿泊手配をご希望の場合は別紙申込書にてお申込みください。ご希望は第二希望までご記入をお願いします。
*ツインタイプ（A-2）のお申込みはお申込みの際に同室者が決定されている場合に限らせていただきます。申込書の「同室者氏名」
欄に同室者のお名前をご記入ください（当方にて相部屋の組み合わせは行いませんのでご注意ください）。
*お部屋数に限りがございますので先着順での受付とさせていただきます。満室となりました場合は他の宿泊施設にてご手配させてい
ただく場合がございますことを予めご了承ください。

名刺交換会のご案内
研修初日に名刺交換会を開催します。参加をご希望の方は申込書にてお申込みください。

1 月 30 日（火） 17：45〜19：15

お一人様…4,500 円

昼食手配のご案内
研修 2 日目の昼食手配を承ります。ご希望の方は申込書にてお申込みください。

1 月 31 日（水） 昼食休憩時

お一人様…1,250 円（お茶付・税込）

申込・送金方法について
①申込書に必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸにて名鉄観光サービス㈱新霞が関支店までお申込みください。
②参加のみ申込（宿泊、名刺交換会、昼食申込をされない）の場合でも、申込書の送付が必要です。
③申込締切日以降、参加券及び振込依頼書を郵送させていただきますので、到着後振込依頼書記載の口座に
費用をご送金ください。

申込締切日

平成 30 年 1 月 12 日（金）

ただし定員（400 名）に達し次第、締切となります。
★1 月 8 日（月）現在、定員に達したため、募集を締め切りました。

申込後の変更・取消について
・変更・取消が発生した場合は、申込時の申込書を変更箇所がわかるように訂正のうえ、FAX にて再度名鉄観光
サービス㈱新霞が関支店までお送りください。
・参加費送金後の取消および当日欠席の場合は、資料の送付をもって参加に代えさせていただきます。研修会終
了後参加券を事務局にお送りください。
・その他の取消につきましては、取消日により下記の取消料を申し受けます。ご了承ください。
取消日

14-8 日前

7-2 日前

前日

当日 12:00 まで

宿 泊
名刺交換会
昼 食

20％

30％

40％
1/22 まで無料。1/23 以降 100％
1/22 まで無料。1/23 以降 100％

50％

当日 12:00 以降
および無連絡
100％

※受付時間外の変更、取消のご連絡は、翌営業日の受付扱いとなります。ご了承ください。

申込および問合先

名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店

担当 波多野、山辺
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビルＬＢ階
電話：０３-３５９５-１１２１ ＦＡＸ：０３-３５９５-１１１９
受付時間 平日 9：30-17：30 土日祝日休業

