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社会的養護等経験者全国交流会

対 象
(全プログラムに参加可能な方)
① 原則として１８～40歳以下の社会的養護等経験者で、
当事者団体等の紹介のある方
② 社会的養護等の当事者団体や当事者活動に携わっていらっしゃる方

(2月11日パフォーマンス・2月19日活動報告会に参加可能な方※オンライン)
③ 現在社会的養護のもとにいる／経験した18歳未満の方、
児童福祉関係機関の方（自治体担当者や児童相談所職員など） 、
社会的養護等を対象とする支援団体の関係者の方

２０２３年２月１１日（土）～１２日（日）
リアルにて開催

※ここでは「社会的養護等を経験し

た方」として、下記いずれかで生
活した経験をお持ちの方々を想
定しています。

乳児院、児童養護施設、里親家庭、養
子縁組家庭、ファミリーホーム、自立援
助ホーム、子どもシェルター、

児童心理治療施設（旧・情緒障害児短
期治療施設）、児童自立支援施設、
母子生活支援施設、一時保護所

定 員 ①②の方 ５０名
③の方 ２００名

社会的養護等を
経験した方(※)の
全国交流会を
開催します

しおり

社会的養護
等経験者
情報サイト
「IRIS」



目 的

①施設や里親家庭等で育った経験者が
集うネットワークをつくる

② よりよい当事者活動や支援の在り方
を考えるとともに、情報発信および
政策提言を行う

つかむ、深める、広げる。

参加される皆様へ
■ 新型コロナウイルスの影響で開催内容の一部に急

な変更があることがございます。予めご了承くだ
さい。

■ １つの端末から複数名でご参加になる場合は、マス
ク等を着用し、「３密」への対策をご自身で取ってい
ただくようお願いいたします。

■ お申込みされた皆様にはオンライン開催やコロナ対策にあたっての様々な
ルールをお知らせさせていただきますが、お申込み前に心配な点等があり
ましたら事務局までご連絡ください。

■ プログラム内で過去の経験を思い出し、つらくなることがあるかもしれませ
ん。プログラムの途中であっても退出可能です。皆さんのペースに合わせて
休憩をしていただりと、無理なく参加していただけたらと思います。
お困りのことがあれば、事務局までご相談ください。

主催： 社会的養護経験者全国交流会実行委員会（事務局：株式会社イベント・レンジャーズ） ／ お問合せ先：実行委員会事務局 fcnet@event-rangers.jp

※ プログラムは目安となります。一部変更となることがございます。予めご了承ください。

※ プレス対象プログラムは
活動報告会のみとなります。





目 次

１．チラシ

２．プログラムについて

３．ルールについて

４．用語紹介

★事務局への問い合わせ方法



２．プログラムについて

2/11(土)

（１）全体会

13:00-1５:０0

１日目の第１部の全体会では、会の目的や
概要、グランドルールを紹介します。
また、アイスブレイクを通して、初めて出
会った仲間のことを互いに知る時間です！

15:00-17:00

第２部の全体会では、一人ひとり目標や現
状を確認します。仲間と共有しながら、共通
の経験、問題意識、目標を見つけて、２日目
に向けてテーマごとにグループをつくります。

（２）懇親会/パフォーマンス

１７：３０－１９：３０

歌や演奏を楽しもう！

“つかむ”



２．プログラムについて

２/１2(日)

（３）分科会

1０:00-1２:０0 / 1３:00-1５:００

それぞれの興味のあるテーマに分かれて

少人数で話し合います。
同じ興味をもつ仲間と話を深めていきましょう！

【参考】昨年度の分科会のテーマ
• ゆるるーむ

• みんなどうしてる？！進路職業選択

• アフタヌーンティー

• 支援団体について考える会

• アドボカシーについて語ろう！

• ゆるふわ恋愛・結婚トーク

• 10代後半の保護について考える など

（４）全体会（2日目）

1５:00-1７:３０

“深める”



３日目の報告会では、分科会で話し合てきたことに
ついての発表や、パネルディスカッションを行います。
他のグループはどんな話をしたのか聞いてみよう！

“広げる”

２．プログラムについて

２/19(日)

（３）活動報告会



グラウンドルール

① Yes, and…

② Be present

③ Have fun

④ 守秘義務

⑤ 自分のペースでOK！

相手と意見が違っても、いったん「Yes!」と
受け止めよう！その後、自分の意見も伝えよう＾＾

過去と未来に飲みこまれすぎず、今の自分も大切にしよう

それぞれが「楽しい」と感じられるペースで参加しよう

３．ルールについて

自分を守るためにも、相手を守るためにも、一緒にルールを確認していきましょう。

ここで聞いた個人情報は
外に持ち出さないようにしましょう

心や体が疲れたなと思ったときは、
ご自分のペースで休憩しましょう。

●禁止行為

◦他人を傷つける、特定の個人への攻撃

◦交流会を通して出会った参加者への、ビジネス等への勧誘

◦その他、法律に違反するような行為

※守っていただけない、注意喚起にしたがっていただけない場合は交流会から退室していただく可能性があります。予めご了承ください。



●SNSへの顔出しがNGの方もいらっしゃいますの

で、SNSにアップする際は写っている方にアップしてよ

いか許可を取りましょう。

●今はSNSアップ良くても、後から消してほしいと思う方

もいらっしゃいます。もしそのようなお願いがあったら消

すなど、お互いにとって良いやりとりをしましょう。

SNS投稿
について

３．ルールについて



自分について話す時、不安な時もあるかもしれません。
話したくないことは無理に話さなくて大丈夫です。

質問のかわし方例
「そのことについては、まだ整理できていませんので」
「そのことについては、私は答えられません」
「そのことについては、自分の中で留めておきたいです」

自分に
ついて
話す時

３．ルールについて



●オンラインで複数で集まる場合は予め検温をお願い

します。37.5度以上の方はその場所からの参加はし

ていただくことはできません。

コロナ対策
について

３．ルールについて



この交流会は、社会への周知活動も大切にしています。
必要な支援についてより多くの方に知っていただくた
めです。

そのため、マスメディアに対して交流会について情報提
供することがあります。

個人が特定できるような情報や、不利益になるような
情報は提供しませんのでご安心ください。

情報発信
メディア
について

３．ルールについて
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LOVE & PEACE
多様性



流れと感想多様性チーム
流れ 

・「多様性」について、自分の感覚を出し合う 

・多様性チームに参加した目的と、それぞれの経験を話し合う 

・話し合いの中から、愛や多様性のある交流を体感する 

感想 

・考え方が違う人同士でyes &な話し合いをして多様性を実践できた 

・世代が違うメンバーの話を聞いて、希望が持てた 

・いろんな考え方を知れて面白かった 

・1人じゃないと思った。一緒にいろんな感情を共有したい。泣きたいし笑いたい。 

・全国交流会に参加して、1人で抱えてる人も皆で話せたらいいな



それぞれが思う「多様性って何？」多様性とは
・相手の言っていることを、自分の枠に入れずに聴く 

・孤独、どん底の辛い経験から、人の優しさに気づき、人に優しくなろうと思う 

・自分が抱えている悩みや苦しみも大切に扱う 

・自分を受け入れてほしい＆相手を受け入れたい 

・障がい者と一緒に働くインクルーシブ制度を学生が授業で学ぶ 

・「施設」当事者もそれぞれ違う感覚があり、世間がもつイメージのズレもある 

・相手の全ては理解できなくても、聞こうとしたい 

・他者理解、尊重



多様性がある社会にするには
・大切に扱ってくれ、どんな自分も受け入れてくれる人と繋がる 

・自分が「いいな」と感じる行動をして、幸せな瞬間を作る 

・自分は大切と体感すれば、他人も大切な存在と思える 

・人々が愛をもって関わり合えば、多様性のある社会になる



質疑応答TIME
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法律・制度

まっきー

社会的養護等経験者全国交流会
2023



GROWモデルとは？

Goal     （ゴール）・・・目標、理想、欲しい結果など。

Real      （リアル）・・・現状、達成できていることなど。

Option（オプション）・・・現状から理想に変えるための手段。

Will       （ウィル）・・・未来に向けての意志や行動。

コーチングで使う目標達成を効果的にサポートする手法のこと。



目次
➢ Goal     （理想）

➢ Real      （現状）

➢ Option（選択肢）

➢ Will       （意志）

GROWモデル



Ｇｏａｌ（ゴール）



● 住民票閲覧制限の更新廃止・役所以外でもとれるように

● 家族の同意（医療・緊急連絡先）の廃止

● 学びのための制度の拡充

※補足 学びの班からの説明あり。



Ｒｅａｌ（リアル）



● 住民票閲覧制限

更新切れ→見れてしまう

役所の開庁時間のみしか取りに行けない

● 家族の同意

医療面・・・医療保護入院、身元保証人、キーパーソン …etc.

その他・・・保証会社や施設利用等の緊急連絡先 …etc.

いずれも逃げている場所が知られてしまうリスク



Ｏｐｔｉｏｎ（オプション）



→皆で集めた声を国にあげて、法律を変える。

どのように変えていくのか？

どう集めるか？

→経験を踏まえ、話す場を設ける（全国交流会など）



● 一年毎の更新を廃止

● 「住民票閲覧制限」のデータ共有及び各自治体やコンビニで
見れるようシステム作り

住民票閲覧制限に関して

家族の同意に関して〜医療面について〜

● 医療保護入院を精神科医療関係者の第三者と話し合って行う



家族の同意に関して〜保証会社などの緊急連絡先について〜

国

法律

制度

制度

制度



を変えることができない場合。制度

→民間の団体が代行してサービスを行う（代行サービス）

家族の同意に関して



Ｗｉｌｌ（ウィル）



● 同じように困った当事者で集まって話し合い、国に伝える場を設ける。

● 知らない人には知ってもらうことから始め、理解を深め、協力してもらう。

まずは…

これから先、同じような思いをする人が減りますように…



ご清聴ありがとうございました。
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＼社会的養護経験者目線の居場所！／

社会的養護等経験者全国交流会 

居場所グループ 　2023  年 2  月 19  日

～シャッター街の再生から考える～



● 分科会の紹介 

● 社会的養護周辺を取り巻く居場所のリアル 

● 私たちが欲しい居場所の理想 

● 理想をカタチにするときの課題 

● それを踏まえた『こんな居場所が作ってみたい！』

アジェンダ



居場所チーム

みんなのやりたいこと欲しいことを合わせて 
理想の居場所を作ろう！！

＜コンセプト＞

＃居場所が支援の始まりだと思った

＃作ってみたい居場所があった

参加した 
理由



＼社会的養護周辺を取り巻く／ 

居場所のリアル



なっつ

既にコミュニティが出来上がっていて、 
入りにくい。

居場所のリアル

支援者に”やってあげてる感"を出されると 
自信がなくなるし、良い気がしない。

解放日が少なく、なかなか参加できない。



若丸さん

地方にいた時、居場所がほぼない

交通費が支給されるところがほぼない 
からそういうところは行くの躊躇う

居場所のリアル



むっちゃん

居場所のリアル

ダサい。



ゆきの

「ここに来たら安心できるよ～」 
みたいな謎の福祉感が嫌であまり行かない

居場所のリアル

支援する側される側で 
弱い強いの立場ができてしまうので 

行きにくい



全国各地に
拠点が欲しい
全国各地に
拠点が欲しい

支援
する側される側
がない場

支援
する側される側
がない場

理想

多様性
溢れる場
多様性
溢れる場

年末年始を
過ごせる場所
年末年始を
過ごせる場所

宿泊できる場所宿泊できる場所

「ただいま」
と気軽に帰れる
「ただいま」
と気軽に帰れる



ホームシアター

DJ ブース

レコード棚

＼全開放できる！／

引き戸収納式の玄関ドア

ハンモック

TINY  HOUSE

本棚
（天板がベッド！）

トレーラーハウス

家庭菜園

カウンター／
オープンキッチン



上下水道を引く上下水道を引く

ランニングコストランニングコスト 物件契約費用物件契約費用

水道光熱費水道光熱費

設備工事費用設備工事費用

家賃家賃

塗装費用塗装費用

解体費用解体費用

設計デザイン費用設計デザイン費用



課題

資金繰り

土地を確保するのがむずい



ワンフレーズ
みんなで夢を叶える 

小さく始められる方法はないだろうか…？





感想

皆んなで情報共有し、話し合い、深めていくう
ちに、これまで漠然としていた居場所事業案の
枠が見えてきたように思う。 

とても楽しく学びを深める事ができました！
（なっつ）

当事者だからこそ、すごく共感できることがたく
さんあったり、他にも同じような違和感とかを
持ってるんだと知れてよかった。私たちが私たち
目線で作る場がこれをきっかけにもっともっと増
えたら嬉しい。（ゆきの）

ぼんやり😶🌫考えてたことをみんなでブラッシュ

アップできてよかった！ 

なんだか出してみるとできそうやね！ 
（むっちゃん）

自分はいつも居場所に行っていますが、その居
場所の現状について他の人からさまざまな意見
を聞くことでき、自分の考えを深めることがで
きました！ 
（若丸）
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当事者支援者について



●「当事者支援者」とは？

・「当事者性をもつ支援者」
・ここでは「社会的養護経験者である支援者」とする

※あくまでこの発表内での定義です



●このグループに参加した理由

・児童養護施設職員になりたい
・居場所づくりの支援者になりたい
・居場所づくりをやってきたが、
これから就職であるためどうしていこうか悩む



●なぜ当事者支援者になりたいのか？

・経験者がいると子どもが話しやすいのでは？
と思ったから

・当時寄り添ってくれた職員がいて嬉しかったから
・施設出た後、居場所のようなところなく孤立
ないなら自分でそういう所を作りたいと思った



●当事者支援者ならではの葛藤

・葛藤を抱えながらやっている
・やる中で「自分の時はこうだったのにずるい」
と思ってしまう自分がいる

・子どものことを「良いな～」と嫉妬してしまう
・気持ちが引っ張られてしまうことがある



●どうやったら過去に折り合いを付けられる？

人に話して思いを流す
ため込まない

ということが割と多い声



交流会に参加していた４名の

当事者支援者の方に
インタビュー！
ご協力ありがとうございました(´;ω;｀)



●４名の方にインタビューをしました！

児童養護施設職員や支援団体職員、
この交流会のサポーターさんなど！



●支援の中でどんな葛藤がありますか？①

・中のことが分かってしまうという葛藤
（こうやって施設や里親に行くんだなど）

・児童相談所との関わりの中で
「こういう人が人生の決定をするのか、
これで良いのか？」と葛藤することがある

・共感性が高いからこそしんどい
・匂いや言葉、雰囲気でフラッシュバック
することに気づいた



●支援の中でどんな葛藤がありますか？②

・自分のセルフケアがなかなか難しい
・子どもにこうしてあげたいということが
なかなかできない

・理解のない職員の対応を見てイラっとする
・他の職員との兼ね合い
・会議がしんどい
自分もこうやって話されていたのかと思う



●どのように乗り越えていますか？①

・育ち合うという感覚、周りの理解
・自己覚知に徹する
・やらなきゃ、頑張らなきゃという思いを捨てる
・非常勤という働き方も良い
・試し行動を理解する
・子どもが成長する姿を見て
少しでも貢献できたかなと思うこと



●どのように乗り越えていますか？②

・自分がどういうところで影響を受けるのかに
気づくことが必要

・嫌な対応を目の前の職員がしている時どう思うか
・気の合う職員と話す
・転職・休職もしたって良い 固執しない
・子どものかわいさは癒し



●その他

・施設職員より団体職員の方が大変だと思う。
施設は枠があるが、団体は枠が広いので、
支援者の価値観に左右される。

・福祉じゃなくても仕事はある。
福祉以外の仕事もまた福祉に役に立つ。
世の中視点から福祉を見れる当事者も貴重。



まとめ



●まとめ１

・色んな関わり方がある

① 仕事でがっつり関わる
② 仕事でなくボランティアで関わる
③ 単発などでたまに関わる



●まとめ２

「やりたい」と「合う」が違う時にどうするか
（それでもやるのか、違う道に行くのか）

続ける人もいれば、違う道に行く人もいる。
関わり方を変える人もいる。

人それぞれ決定打が違う。



●まとめ３

葛藤というものにぶつかりながら
ゴールに向かって歩いている



●まとめ４

セルフケアが大事！
つぶれないようにする



Thank you!!
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私には叶えたい夢がある

夢を叶えるために「学ぶ」
ことが必要だと考えました。



学び
将来の夢に向かって努力するには



学ぶために必要なこと

└学びたいときに学べる環境
があること



・お金関連の問題

・措置延長、浪人した場合の問題

→奨学金も増えているけど全額とは限らない

→進学する前提で各種支援が受けられる

→「働いてから大学」という考え方もあるが
現実的に難しい



自分で解決できること

自分で解決できないこと

・声をあげること
・進路相談

・国からの奨学金
・措置延長
・企業からの支援



企業からの支援について
支援されている企業に就職することや同じ
ような業種で働く前提で支援を受けられる

支援企業が就職する条件をお金で買っている

→学びたいことの変更が難しい



実現不可能なことがたくさんある
その中でもできることがある

個人の力には限界があるから
フォローをしてほしい



夢を諦めないといけない状況

色々なことを学ぶ（挑戦する）上で
の失敗はつきもの

失敗の中には学べることもある、
失敗しないと見えない景色がある



学びたいときに学べる環境を
設備してほしい

あなたが現状を理解して私達にできる支援が
何かを学ぶことが必要かもしれません

私ができる最大限の努力を継続していく



ご清聴ありがとうございました
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恋愛・家族・人間関係のグループ

～決してゆるくはない！～



「一筋縄ではないんです。」

社会的養護を出て、人との関係性や家庭を築くこと

ライフステージに合わせて、私たちは様々な形で他者と関わり、関係を築いていきます。

彼氏・彼女やそれ以外の信頼できる人との関係性、そして家庭を持つ事や、いずれ子どもを育てる
ことに関して、悩み・躓き・関わってこれまでを生きてきました。

今回は「これってみんなどうしているの？」という事を交流会にいるユースや大人に聞き
パートごとにまとめています。

ご覧になっている皆様とも是非考えていければと思います。



分科会詳細

メンバー：社会的養護経験者 5名

インタビュー：全国交流会参加の社会的養護経験者・

サポートスタッフ・厚労省の方々含め12名、

許可をいただけた方の声を掲載



親しい人をどうやって作っていくのか？
※ここで話す「親しい人」とは「信頼できる間柄」の事を指します。

同じ趣味の人を見つけて、関わっていく

プライベートだと緊張してしまう。
セミフォーマルな場の方が安心して関われる。

その場にいた人と一緒に飲み歩いて
仲良くなる。そしたら共通の趣味や繋がりが

ある人を紹介してくれることもある

そう考えると、パートナーと出会えた事は奇跡。
「一目見た時に、この人と結婚すると思った」



子育ての不安について

自分が働けなくなっても、パートナーが働くし、
パートナーが働けなくなっても私が働く

「お互いに自立している」感覚があるから楽！

9歳下の弟を世話していた為、子育てに対しての不安はなし
→ヤングケアラーの経験や・色々な家族の形を見てきた

パートナーに子育てについて相談した時に
「不安だとずっと思うとその考えに引っ張られるよ」

と言われた。
子ども育てる時に自分の親を頼れない…
→支援団体を知っていれば不安は減るかも
相手の家族と仲良くできればいい？



子どもを産むつもりは今のところない。
良く整理しないといけないと思っている

不安しかないけど、(赤ちゃんの)造形が
かわいいから何とかなりそう

親が遠方にいる為、自分たちで何とかしよう
と頑張ってしまう(保育園に落ちてしまった)

パートナーに構ってもらっているから今の関係性が
成り立っている。子どもができたらパートナーの
視点を奪う対象と自分が感じないか不安

子どもが羨ましく見えてしまうかもしれない



パートナーの家族に生い立ちをどう伝える？

どのパートナーにも自分のルーツを伝えている
ダメならもういいや！と思っている

パートナーの家族には自分のルーツを伝えてい
ない。「○○が選んだ人ならいいんじゃない？」

人柄採用！

パートナー経由で相手の親にルーツを伝えて
もらった(反応あり・なしどちらもあった)

里親家庭で(里親に相手を紹介する場合)
1人には言いたいが、もう1人には言いたくない



カミングアウトのタイミング

隠していない(諸事情、と重い話は隠す)
そこまで突っ込まれることもない

友人関係の時に、友達から家族の事について
カミングアウトがあり、それを聞いたら
自分のルーツの話もしやすくなった。

職場の飲み会でつい、自分のルーツを言って
しまった事があった。「重い話～？」と言われ
たが、酒の席で話したことはその場限り
という風潮がある為、後悔していない

ホームの門限があり、言わざるを得なかった。

最初に話しちゃう。受け入れてくれる人としか
関わらない



自分や、周りのライフステージの変化について

結婚してから、遊びやお誘いが減った
(気を使われてしまう)

プライベートとフォーマル(仕事やライフワーク
の中間)で過ごすことが多いから、さみしいと

はあまり感じない。

友達と今まで通り遊びたいが、遊べない
かと言って新しい友人関係をつくのも面倒くさい

自然と関わらなくなる

その人の家に遊びに行く
(相手の遊べる条件にする)



まとめ

他者との関係性はどの世代でも悩みがあり、

時には痛みを伴う経験も必要である

始めから伝えることも、一つの手段だと感じた

年上の「先パイ」方に聞くといろんな方法が出てくる

これからも多種多様な世代の当事者の皆様とこの問題について話し合い、

不安を和らげることができるといいなと思った
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