
15:45〜
17:45

3⽉10⽇（⾦）プレセッション
WEB開催 ⼀般公開（無料）

プレセッション①
「⼈⼝減少地域等における児童家庭⽀援センターを活⽤した地域家庭⽀援」

課題提起︓ 橋本 達昌（全国児童家庭⽀援センター協議会 会⻑、⼀陽 統括所⻑）

パネリスト︓ 後野 哲彦（児童家庭⽀援センター もぜもぜ 副センター⻑）
堀 浄信（児童家庭⽀援センター オリーブの⽊ 運営管理責任者）
砂⼭真喜⼦（児童家庭⽀援センター あすなろ 相談員）

助⾔者︓ ⼭⼝ 正⾏（内閣官房 こども家庭庁設⽴準備室 内閣参事官）

コーディネーター︓⼤澤 朋⼦（実践⼥⼦⼤学⽣活科学部⽣活⽂化学科 専任講師）

第5回FLECフォーラムについて（共同代表挨拶・FLECフォーラムのご案内）
柏⼥ 霊峰（共同代表／淑徳⼤学総合福祉学部 教授）

15:30〜

18:00〜
20:00

プレセッション②
「これからの社会的養育に必要な施策・実践・研究の協働」

パネリスト︓ ⻄郷 ⺠紗（HITOTOWA、早稲⽥⼤学社会的養育研究所 客員次席研究員）
佐藤まゆみ（淑徳⼤学短期⼤学部教授、早稲⽥⼤学社会的養育研究所客員 上級研究員）
中村 豪志（早稲⽥⼤学社会的養育研究所 研究助⼿）
上村 宏樹（⼀般社団法⼈無憂樹 代表、

早稲⽥⼤学社会的養育研究所 客員次席研究員）
福井 充（福岡市こども家庭課 係⻑、早稲⽥⼤学社会的養育研究所 招聘研究員）
藤林 武史（⻄⽇本こども研修センターあかし センター⻑、

早稲⽥⼤学社会的養育研究所 招聘研究員）

コーディネーター︓上⿅渡和宏（早稲⽥⼤学⼈間科学学術院 教授、早稲⽥⼤学社会的養育研究所 所⻑）



代表挨拶
潮⾕ 義⼦（共同代表／社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会 会⻑、社会福祉法⼈慈愛園 相談役、前熊本県知事）

12:50〜
13:00

特別講演「こども家庭庁の創設とこども施策への想い」
野⽥ 聖⼦（衆議院議員、前こども政策担当⼤⾂）

⿍談︓
野⽥ 聖⼦（衆議院議員、前こども政策担当⼤⾂）
潮⾕ 義⼦（共同代表／社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会 会⻑、社会福祉法⼈慈愛園 相談役、前熊本県知事）
柏⼥ 霊峰（共同代表／淑徳⼤学総合福祉学部 教授）

13:05〜
14:05

14:20〜
15:00

3⽉11⽇（⼟）フォーラム１⽇⽬
ハイブリッド - 現地会場（早稲⽥⼤学国際会議場 井深ホール）＆WEB -

受付12:20〜

休憩14:05〜
14:20

13:00〜
13:05

来賓挨拶
藤原 朋⼦（厚⽣労働省⼦ども家庭局⻑）
池本 修悟（公益社団法⼈ユニバーサル志縁センター専務理事、⾸都圏若者サポートネットワーク事務局⻑）

（第１部）基調講演（課題提起）「⼦ども家庭⽀援を担う⼈材育成」
澁⾕ 昌史（関東学院⼤学社会学部現代社会学科 教授）

レセプション

レセプション －リーガロイヤルホテル東京－

16:30〜
18:00

休憩16:15〜
16:30

（第３部）ディスカッション

15:00〜
16:15

（第２部）シンポジスト発表
シンポジスト︓ ⻄尾 寿⼀（東京都福祉保健局 ⼦供・⼦育て施策推進担当部⻑）

太⽥ ⼀平（中部児童養護施設協議会 会⻑、NPO STARS 代表理事）
⻑⽥ 淳⼦（⼆葉乳児院 副施設⻑、フォスタリングチーム統括責任者）
⽮野 茂⽣（特定⾮営利活動法⼈おおいた⼦ども⽀援ネット 理事⻑）
⽥中れいか（⼀般社団法⼈たすけあい 代表理事）

助⾔者︓ 河村のり⼦（厚⽣労働省⼦ども家庭局 家庭福祉課⻑）
永松 悟（⼤分県杵築市⻑）

コーディネーター︓相澤 仁（共同代表／⼤分⼤学福祉健康科学部 教授）

メインシンポジウム
「改正児童福祉法施⾏に向けた期待と課題

〜特に⼦ども家庭⽀援を担う⼈材の育成確保と財政措置のあり⽅を中⼼に〜」

18:30〜
20:30



休憩

10:30〜
13:00

13:00〜
14:00

分科会１
市町村機能強化の課
題と展望

コーディネーター︓
佐藤まゆみ（淑徳⼤学短期

⼤学部教授・早稲⽥⼤学社会的
養育研究所客員上級研究員）

基調レポート︓
柏⼥ 霊峰（共同代表／淑

徳⼤学総合福祉学部 教授）

パネリスト︓
寺本 紀⼦（⼀般社団法⼈

寺本社会福祉⼠事務所 代表）

徳本 真理（⽯川県津幡町
⼦ども家庭総合⽀援室 室⻑）

内⽥ 千乃（⼤分県別府市
市⺠福祉部⼦育て⽀援課 参事）

増⽥ 哲也（千葉県浦安市
こども家庭⽀援センター 社会福
祉⼠）

梅藤 裕⼦（⼤阪府枚⽅市
⼦ども未来部 ⼦どもの育ち⾒守
り室 ⼦ども⽀援課 係⻑）

助⾔者︓
⻄浦 啓⼦（厚⽣労働省⼦

ども家庭局 家庭福祉課虐待防⽌
対策推進室 室⻑補佐）

分科会２
特別養⼦縁組の在り
⽅〜特に学童期前半
の⼦ども達について〜

コーディネーター︓
ロング朋⼦（⼀般社団

法⼈ベアホープ 代表理事）

パネリスト︓
早川 悟司（社会福祉

法⼈⼦供の家、児童養護施
設⼦供の家 施設⻑）

⽩⽥有⾹⾥（東京都児
童相談センター相談援助課
第2担当 児童福祉課⻑代理、
⼀般社団法⼈COCO 
PORTA 代表理事）

⻄郷 ⺠紗
（HITOTOWA、早稲⽥⼤
学社会的養育研究所 客員
次席研究員）

藤林 武史（⻄⽇本こ
ども研修センターあかし
センター⻑、早稲⽥⼤学社
会的養育研究所 招聘研究
員）

分科会４
社会的養護における
アドボカシー

コーディネーター︓
相澤 仁（共同代表

／⼤分⼤学福祉健康科学部
教授）

パネリスト︓
⾕本 幸⼦（⼤分県中

央児童相談所 企画・⾥親
推進班 主幹）

川瀬 信⼀（⼀般社団
法⼈ ⼦どもの声からはじ
めよう 代表理事）

安孫⼦健輔（NPO法⼈
⼦どもアドボカシーセンタ
ー福岡 理事⻑）

丸茂友⾥⼦（厚⽣労働
省⼦ども家庭局 虐待防⽌
対策推進室 室⻑補佐）

コメンテーター︓
⼤久保 真紀（朝⽇

新聞 編集委員）

分科会３
⾃⽴⽀援の展望

コーディネーター︓
池本 修悟（公益社団

法⼈ユニバーサル志縁セン
ター 専務理事、⾸都圏若
者サポートネットワーク
事務局⻑）

パネリスト︓
久保 安孝（厚⽣労働

省⼦ども家庭局 家庭福祉
課 課⻑補佐）

蛯沢 光（NPO法⼈な
ごやかサポートみらい 理
事⻑、NPO法⼈ひだまりの
丘 理事⻑）

川⼝ 充紀（全国⾃⽴
援助ホーム協議会 制度政
策委員⻑、⾃⽴援助ホーム
わだちの家 施設⻑）

⾼橋 亜美（アフター
ケア相談所ゆずりは 所⻑、
アフターケア事業全国ネッ
トワーク「えんじゅ」代表
理事）

分科会５
⾥親とファミリーホ
ームを増やすための
⽅策

コーディネーター︓
北川 聡⼦（社会福祉

法⼈⻨の⼦会 理事⻑、⽇
本ファミリーホーム協議会
会⻑）

パネリスト︓
新井 淳⼦（⼀般社団

法⼈こどもみらい 横浜会
⻑）

⻑⽥ 浩志（内閣官房
こども家庭庁設⽴準備室
内閣審議官）

渡邊 守（NPO法⼈
キーアセット 代表）

⽯川 浩⼦（NPO法⼈
⻘少年の⾃⽴を考える会
ファミリーホーム「はなの
家」ホーム⻑）

助⾔者︓
藤井 康弘（代表幹事

／元厚⽣労働省障害保健福
祉部⻑）

上⿅渡和宏（早稲⽥⼤
学⼈間科学学術院 教授、
早稲⽥⼤学社会的養育研究
所 所⻑）

ハイブリッド
国際会議場

井深ホール＆WEB

ハイブリッド
国際会議場

会議室２＆WEB

現地会場
国際会議場
会議室３

現地会場
11号館 901

現地会場
11号館 913

クロージングシンポジウム「社会的養護と障害児者施策の連携と協働への道
〜互いの資源を活⽤し合うために何が必要か〜」

基調講演「障害児者施策の現状と社会的養護との連携について」
⽮⽥⾙泰之（厚⽣労働省社会・援護局 障害保健福祉部 企画課⻑）

シンポジスト︓ 藤﨑 賢治（札幌市⼦ども未来局児童相談所 家庭⽀援課⻑）
下川 陽⼦（社会福祉法⼈⻨の⼦会 ⼦ども家庭暮らし部⾨サブディレクター、

ファミリーホームミモザ 養育者）
津⽥ 克⼰（児童家庭⽀援センターしらゆり センター⻑）
中村 賢司（社会福祉法⼈⼤洋会 児童家庭⽀援センター⼤洋 所⻑）
恒松 ⼤輔（⾃⽴援助ホームあすなろ荘 ホーム⻑、全国⾃⽴援助ホーム協議会

事務局⻑）
⽶⼭ 明（社会福祉法⼈全国⼼⾝障害児福祉財団 全国療育相談センター

センター⻑）

助⾔者︓ 岩上 洋⼀（全国地域で暮らそうネットワーク 代表）
加藤 正仁（うめだ あけぼの学園 園⻑、⼀般社団法⼈全国児童発達⽀援協議会

（CDS JAPAN ）会⻑）
北川 聡⼦（社会福祉法⼈⻨の⼦会 理事⻑、⽇本ファミリーホーム協議会 会⻑）

コーディネーター︓野澤 和弘（植草学園⼤学 副学⻑・教授）
17:00〜

17:05

受付
※現地受付は、国際会議場のみに設けます。前⽇に受付済み以外の⽅は、国際会議場受付へ⼀度お越しください。

10:00〜

14:00〜
17:00

3⽉12⽇（⽇）フォーラム２⽇⽬

閉会の挨拶
潮⾕ 義⼦（共同代表／社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会 会⻑、社会福祉法⼈慈愛園 相談役、前熊本県知事）

休憩

ハイブリッド - 現地会場（早稲⽥⼤学国際会議場 井深ホール）＆WEB -


