
令和４年度社会的養護経験者等ネットワーク形成事業

報告書

令和5年3月24日

株式会社イベント・レンジャーズ

Copyright © Event Rangers All rights reserved.

1



目次

2

4
5

７
８

9
9
9
10
13

15
15

17
18

19
19
19
20

22

第１章 事業の概要
（１）本事業の前提・目的・・・・・・・・・・・・・・・・
（２）実施概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第2章 社会的養護等経験者のネットワーク形成

（1）実行委員会
■体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■開催状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（2）令和４年度社会的養護等経験者全国交流会
■開催目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■実施内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■告知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■開催報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（3）社会的養護経験者向け情報サイト Iris
■概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ウェブサイト更新情報・・・・・・・・・・・・・・・・・

第3章 特別養子縁組のネットワーク形成

（1）実行委員会
■体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■開催状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（2）第1回特別養子縁組当事者による全国フォーラム2023
■開催目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■実施内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■開催報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第4章 今後の展望
■今後の展望・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

別添資料
社会的養護等経験者全国交流会 しおり
活動報告会資料（①②③④⑤⑧）



第１章 事業の概要
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（１）本事業の前提・目的

■本事業の前提

◎令和４年度社会的養護等経験者全国交流会
児童養護施設等を退所等した者（以下「社会的養護経験者」という）は、
保護者がいない又は保護者がいる場合であっても虐待等の理由により、
保護者からの支援を受けづらい状況にある。そのような社会的養護経験者が、
退所等した後も円滑な社会生活を送ることができるよう、継続的な支援を充実していくことに
加え、孤立を防ぐことが必要である。
現在、そのためにさまざまな関係機関、関係団体が支援を行なっているが、
支援機関や団体のつながりをより充実したものとしていく必要がある。
そのためにも、それらの機関や団体に対して社会的養護経験者の声を届ける場が
必要となっている。

◎第１回特別養子縁組当事者による全国フォーラム2023
特別養子縁組については、昭和63年の制度が始まって以来、令和元年に700件を
超える成立数となっている。また令和２年の民法改正により、
養子の上限年齢の引き上げや一部手続きの緩和等、成立の要件も整いつつあるといえる。
そして令和６年度末までに年間1,000件の成立を目指している。
しかし特別養子縁組は、里親制度にくらべ成立後に公的な支援が少ない等、
さらなる支援の整備が望まれている。
養子当事者や養親当事者においては、特別養子縁組成立後さまざまな悩みや困難を
有することがあり、その不安を払拭するためにも養子当事者、養親当事者の交流。
そしてその当事者とさまざまな支援団体との交流、また各地の児童相談所や
養子縁組民間あっせん機関等の関係機関、支援機関の情報等の共有や交流が不可欠と
なっている。

■本事業の目的

◎令和４年度社会的養護等経験者全国交流会
本事業の当該イベントにおいては、社会的養護経験者が退所等した後円滑な社会生活を
送ることができるよう、社会的養護経験者、社会的養護経験者と支援者団体関係者が
交流し、意見表明や情報交換を行う機会をつくることで、
社会的養護経験者の孤立を防ぐことを目的とする。
さらに、社会的養護経験者が抱える課題等を把握し、適切な支援体制の整備等を行うことも
併せて目的とする。

◎第１回特別養子縁組当事者による全国フォーラム2023
本事業の当該イベントにおいては、特別養子縁組の養子当事者、養親当事者や、
養子縁組民間あっせん機関等の関係機関、支援機関の交流を促進することにより、
課題の把握、事例の共有や支援策の検討等を行うことで、
更なる取組の強化を図ることを目的とする。
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（２）実施概要

■実施概要

①「令和４年度社会的養護等経験者全国交流会」実行委員会運営
本事業の期間中、社会的養護経験者の支援団体の代表者をはじめとする実行
委員をメンバーとする7名で構成する実行委員会を計6回開催した。

②「令和４年度社会的養護等経験者全国交流会」の開催
令和５年2月11日（土）、12日（日）に、対面式にて交流イベントを開催した。
また、2月19日（日）に、交流イベント２日間の活動の報告会をオンライン形式
にて開催した。

③「第１回特別養子縁組当事者による全国フォーラム2023」実行委員会の運営
本事業の期間中、特別養子縁組、あっせん機関や支援機関等の当事者で構成する
実行委員等をメンバーとする6名で構成する実行委員会を計5回開催した。

④「第１回特別養子縁組当事者による全国フォーラム2023」の開催
令和５年2月25日（土）に、オンライン形式にて、交流イベントを開催した。

⑤報告書の作成
本事業の成果を報告書としてまとめ、今後の各ネットワーク形成事業の実施における
課題や方向性を提示した。また、今後の検討材料とするために参考資料を添付する。
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第2章 社会的養護等経験者のネットワーク形成
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（1）実行委員会

■体制

事業を設計・実施するにあたって、昨年の実行委員会に本年度も継続対応いただき、
合計７名の有識者からなる実行委員会を設置した。

【実行委員会】 ＊敬称略 50音順
荒川 美沙貴 社会的養護経験者
川瀬 信一 一般社団法人子どもの声からはじめよう 代表
菊池 真梨香 一般社団法人Masterpiece 代表
中村 みどり Children’s Views & Voices 副代表
藤本 翔 社会的養護経験者
ブローハン聡 THREE FLAGS
匿名希望 社会的養護経験者
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（1）実行委員会

■開催状況

2022年10月～2023年2月にかけて、Zoom形式による委員会を6回開催し、
検討事項について議論を行った。

日程 回数 検討事項

2022年10月5日 第１回 昨年度の簡単な振り返り
Iris及びSNS等での情報発信に関して
今後の進め方

2022年11月10日 第２回 交流会日程、開催場所、参加規模、開催形式について
テーマ、内容、目的について
役割分担について
Irisの進捗状況について
広報について

2022年12月21日 第３回 チームごとに進捗状況報告

2023年1月20日 第４回 チームごとの進捗状況報告
当日の役割分担について

2023年2月2日 第５回 チームごとの進捗状況報告
危機管理マニュアルについて確認
ファシリテーション研修

2023年2月12日 第5.5回 活動報告会について

2023年2月24日 第６回 振り返り
報告書作成について
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(2）令和４年度社会的養護等経験者全国交流会
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■実施内容
2月11日、12日は対面形式で開催（パフォーマンスのみオンラインでも配信）、
19日には活動報告会をオンラインで実施した。

開催日：2023年2月11日（土）、12日（日）・19日（日）
開催形式：対面形式で開催 ※パフォーマンスのみオンラインでも配信
参加人数：対面形式50名程度
開催場所：11日、12日 ビジョンセンター浜松町 19日 スフィア・ワン・スタジオ
参加区分：

(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等） 、社会的養護等を対象と
する支援団体の関係者の方

■プログラム

■開催目的
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。



（２）令和４年度社会的養護等経験者全国交流会

■告知
①チラシ配布
イベント名：日本子ども虐待防止学会第28回学術集会ふくおか大会
印刷枚数：1,000枚
主 催 ：一般社団法人 日本子ども虐待防止学会、

日本子ども虐待防止学会第28回学術集会ふくおか大会 実行委員会
実施日程 ：2022年12月10日（土）、11日（日）
実施会場 ：福岡国際会議場、福岡サンパレス
参加対象 ：子ども虐待防止学会会員、一般、ユース
参加人数 ：3,000名（オンライン参加含む）

②Facebook、Twitter
実行委員会より定期的にパフォーマンス紹介等投稿
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（２）令和４年度社会的養護等経験者全国交流会

③告知用特設Webサイト
ペライチにてイベント告知
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（２）令和４年度社会的養護等経験者全国交流会

④団体・自治体への周知
厚生労働省から以下の団体へイベント告知
・社会的養護関係団体（９団体）

公益財団法人全国里親会
全国児童養護施設協議会
全国乳児福祉協議会
全国児童自立支援施設協議会
全国児童心理治療施設協議会
全国自立援助ホーム協議会
全国母子生活支援施設協議会
全国児童家庭支援センター協議会
一般社団法人日本ファミリーホーム協議会

・都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市（137自治体）
・社会的養護経験者の自立支援を行う団体 (100団体）
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（２）令和４年度社会的養護等経験者全国交流会
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■開催報告
社会的養護等経験者全国交流会の概要は以下の通りである。
尚、2月19日（日）の活動報告会の詳細は、本報告書巻末に添付する。

DAY1「つかむ」

■全体会①
1日目は3年ぶりの対面形式での開催ということもあり、参加者同士が話しやすい環境を作る
ために、3つのアクティビティよりスタートした。その後、交流会の目的や過去の開催状況の
紹介、今回のプログラムやルールをを説明した後、GROWモデルを活用した個人ワーク実施
した。

ルール
昨年までと同様に、参加者に安心して参加してもらう上で、自分を守るためにも、相手を守
るためにも以下の5つのグランドルールを定め、プログラムの後半に入った。

１、Yes and…（相手と意見が違っても、いったん「Yes!」と受け止めよう！）
２、Be present（過去と未来に飲みこまれすぎず、今の自分を大切にしよう）
３、Have fun（それぞれが「楽しい」と感じられるペースで参加しよう）
４、守秘義務（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）
５、自分のペースでOk！（心や体が疲れたなと思った時は、自分のペースで休憩しましょう。）

また、自分のペースで参加してもらうために、休憩場所である「なごみルーム」とサポート
スタッフである「なごまー」を紹介した。

GROWモデル
GROWモデルとは、コーチングに欠かせない４つのプロセスを駆使して、参加者の目標達成を
効果的にサポートする手法である。

・Goal ：こうなったらいいな、理想、向かっていきたい所
・Reality check：ここまでやれている、達成できていること、現状
・Opstions :現状を理想に変えるために
・Will ：いつまでにどんなことをやっていくのか

■全体会②
全体会②では、個人で作成した目標や理想等を付箋に書きだし、模造紙に貼付けた。その後、
似ている考え等をまとめ、グループ分けし、各グループごとに発表した。

■懇親会：パフォーマンス
社会的養護経験者のパフォーマーによる歌、楽器演奏、ラップを披露し、参加者との交流を
図った。また、本プログラムのみオンラインでの視聴を可能とし、当事者だけでなく、支援機
関やメディアの参加も可能とした。



（２）令和４年度社会的養護等経験者全国交流会
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DAY２「深める」

■分科会①②
２日目は参加者が興味のあるテーマに分かれて、少人数でディスカッションを行い、同じ興味
を持つ仲間と話を深めた。昼食をはさんでのプログラムであったため、昼食もグループごとに
とってもらい、交流を深めた。

・分科会テーマ① 当事者支援
・分科会テーマ② 法律・制度
・分科会テーマ③ 多様性
・分科会テーマ④ 恋愛・家族
・分科会テーマ⑤ 学び
・分科会テーマ⑥ はたらく
・分科会テーマ⑦ ゆるるーむ
・分科会テーマ⑧ 居場所

■全体会③
全体会③では、分科会でテーマ別に分かれディスカッションした内容を各グループごとに発表
し、全体で共有した。各グループで出た意見をまとめ、3日目のプログラムである「活動報告
会」で報告した。

DAY３「広げる」

■活動報告会
３日目の活動報告会は、社会的養護経験者、地方自治体職員、支援機関関係者、メディアを
招き、オンラインでウェビナー形式で配信した。
オープニングでは、全国交流会の趣旨説明に加え、DAI１「つなぐ」、DAY２「深める」での
開催内容の紹介を行った後、社会的養護経験者向け情報ウェブサイト「Iris」の紹介を実施
した。
その後、分科会の発表へと移り、一部事前録画による配信もあったが、会場及びオンラインに
て、各グループの代表よりスライドを活用し、発表を行った。
発表の後、視聴参加者より質問や感想等を受付、その場で紹介・回答する等、双方向で実
施した。



（3）社会的養護経験者向け情報サイト Iris

■概要

昨年度。コンテンツの拡充を行う等、リニューアルしたWEBサイト「Iris(アイリス)」は、コ
ンテンツの追加更新をしつつ、追加機能として以下の2つを実装した。

①テスト環境の設置
②「声をさがす：投稿フォーム」の設置

①のテスト環境の設置に関しては、従来本番環境でしか確認が出来なかった更新コンテンツも、
テスト環境を設置したことで、事前の実行委員内での確認がスピーディに行えるようになった。

②の「声をさがす：投稿フォーム」は。従来編集委員による体験談や取材記事が掲載されてお
り、負担の大きい部分でもあったため、広く様々な声を集め、掲載したいため、投稿フォーム
を設置した。投稿された記事に関しては、実行委員内で掲載可否の確認はするものの、掲載時
は、実行委員側で手を加えることもなく、個人情報の収集は行わず。そのまま掲載する方針と
した。

また、デザイン修正ではないが、サイトロゴが「Iris」と英語表記のみで、アイリスと読めな
い方もいることや、名前につけた想いをきちんと届けるために、読み方を追記した。

ウェブサイト名称:社会的養護経験者向け情報ウェブサイト Iris（アイリス）
ウェブサイトURL:https://irisconnect.jp/

■ウェブサイト更新情報

今年度のコンテンツ更新は、以下の通りです。

・2022-12-23 奨学金 「進学シミュレーション」の紹介
・2023-01-20 交流会 「全国交流会」の紹介
・2023-01-30 声をさがす 「声をさがす投稿フォーム」のリリース
・2023-02-07 座談会 「恋愛・家族について語る会」の掲載
・2023-03-14 相談先を探す「みんなの家みんか」の掲載
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（１）実行委員会
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■体制
事業を設計・実施するにあたって、養子当事者、養親当事者、支援機関担当者の合計6名の有識
者からなる実行委員会を設置した。

【実行委員会】 ＊敬称略
みそぎ 特別養子縁組家庭支援団体「Origin」代表
志村 歩 特定非営利活動法人環の会
石井 敦 養親・専門里親（埼玉県）
高柳 俊治 福岡市里親会（養子縁組部会） 副会長
大場 亜衣 社会福祉法人 日本国際社会事業団
躯川 恒 全国乳児福祉協議会 常任協議員



（１）実行委員会
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日程 回数 検討事項

2022年12月3日 第１回 自己紹介
開催主旨と狙いの共有
プログラム案の共有
開催日の決定
申込方法について
告知と広報について
今後の進め方

2022年12月14日 第２回 開催場所について
プログラムの検討
イベントタイトルの検討
分科会・登壇者について
申し込みの属性について

2023年1月11日 第３回 プログラムの構成と運営について
当日の体制について
申込時の事前アンケートについて
告知スケジュールについて

2023年2月16日 第４回 申し込み状況について
全体の流れ共有
ネットワーク参加希望者への対応について
当日の運営について
参加者アンケートについて

2023年3月4日 第５回 振り返り
報告書作成について

■開催状況
2022年12月～2023年3月にかけて、Zoom形式による委員会を開催し、検討事項について
議論を行った。



（2）第1回特別養子縁組当事者による全国フォーラム2023

■開催目的
特別養子縁組当事者（養子、養親）、支援機関当事者が中心になって、出会い、語り、
つながる機会をつくる為に「第１回 特別養子縁組当事者による全国フォーラム２０２３」
を開催。

・話を聞いてくれる仲間がほしい
・思いを受け止めてくれる仲間と出会いたい
・当事者としてかかわることができる場所がほしい

こうした思いを抱いたことのある養子・養親・支援者を対象に、「特別養子縁組」を
共通項とする仲間同士で出会うことから始める場をつくること、そしてその出会いから、
新たな発見や変化につなげることを目的とした。

■実施内容

開催日：2023年2月25日（土）
開催形式：オンライン配信 ※実行委員、登壇者は配信スタジオ参加
視聴者数：午前 62名、午後 82名、交流会 57名

配信拠点：スフィア・ワン・スタジオ
参加対象：特別養子縁組 養子当事者

特別養子縁組 養親当事者
支援機関（児童相談所、養子縁組民間あっせん機関、乳児院、児童養護施設等）に
おいて特別養子縁組当事者の支援に携わっている方

■プログラム
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・申込人数 ：111名（養子：7名、養親：65名、支援機関：39名）
※最大参加人数 ：82名（養子：6名、養親：48名、支援機関：28名）
※分科会参加人数 ：67名（養子：5名、養親：42名、支援機関：20名）
・交流会 ：57名



（２）第1回特別養子縁組当事者による全国フォーラム2023
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■開催報告
第1回特別養子縁組当事者による全国フォーラム2003の概要は以下の通りである。
第1回目の開催である本フォーラムは、オンラインでの開催とし、画面オフ・音声のみの参加
や匿名での参加も可とした。

■全体会①
全体会①では、本フォーラムの開催趣旨説明、実行委員の紹介、当日のプログラム紹介、
分科会の参加方法や参加者への注意事項の説明、分科会へつながる問題提起が行われた。
問題提起については、実行委員のみそぎさんより、以下２点が挙げられた。

「特別養子縁組制度が社会的養育になり切れていないこと」
「地域格差が非常に激しいこと」

■分科会
分科会では、参加区分ごとに、以下3つの分科会に分かれ、意見交換を実施した。
参加者から事前申込時点で取得した参加目的などを中心に決めたテーマをもとに話し合い、
午後の全体会に向けて発表内容を整理しながら進めた。
各分科会のファシリテーターは、実行委員会のメンバーが担当した。

分科会①：特別養子縁組 養子当事者
分科会②：特別養子縁組 養親当事者
分科会③：支援機関（児童相談所、養子縁組民間あっせん機関、乳児院、児童養護施設等

において特別養子縁組当事者の支援に携わっている方

■全体会②
全体会②では、それぞれの分科会で話し合われた議論の結果を各分科会のファシリテーター
によって説明する形で共有した。
午後からの参加者に対して、午前中のプログラムを理解する機会になることも期待した。
その後、共通テーマとして、特別養子縁組当事者によるネットワーク形成のあり方や
今後の開催に関して等のテーマで実行委員からの意見を共有した。

■全体会③
全体会③では、分科会で話し合われた内容をもとに、「養子当事者＋養親当事者」「養子当
事者＋支援機関」「養親当事者＋支援機関」によるクロストークを実施した。また、養子当
事者は、実行委員の他に、養子当事者支援団体のメンバー４名とサヘル・ローズさんもゲス
トとして参加いただいた。

■交流会
交流会では、会場にいる実行委員会メンバーや養子当事者と、参加者とのオンラインでの交
流会を実施した。
「養子当事者の方の意見を聞く機会が今までなかった」という声がある等、特に養子当事者
への質問が多く挙げられた。



第4章 今後の展望
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今後の展望

■今後の展望

本事業の二つの交流イベントを通して、またそれらの交流イベントを準備する過程において、
いろいろな議論がなされ課題等が出された。今後の同様の事業において、これらの課題等を解
決し、より充実した支援を行なっていくために今後の展望を以下に記す。

◎令和４年度社会的養護等経験者全国交流会

＜社会的養護経験者の支援全体関わること＞

1．ライフステージにあった適切かつ継続的な支援を行う
社会的養護経験者のライフステージは年々変化し、支援の方法もライフステージ
に応じて変わってくる。また、当事者にとっても、ライフステージごとの支援が
用意されていることが不安の払拭につながるとの意見もあった。
そのため、一人ひとりのライフステージにあった支援が必要。

２．さまざまな格差の解消を図る
社会的養護経験者に有用であるはずの生活情報や支援の情報の入手に関して、
地域による格差や施設による格差が存在することも否めないものである。
その違いよる情報入手の格差はなくさなければならない。

３．社会的養護経験者の声を届ける場の充実
社会的養護経験者の声を数多く集約し、それを支援機関や行政等各方面に
伝える必要がある。
その意見表明の場としても交流の場を充実させていく必要がある。

４．微妙な感覚の差異がある支援者側と被支援者側
社会的養護経験者の中には、支援機関の支援をなかなか受け入れない人もいるようで
ある。
その原因は支援する側と支援をされる側の微妙な感覚の違いであると考える。
その差異を縮めていく方法を探るためにもより深い交流の場が必要であると考える。
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今後の展望

◎令和４年度社会的養護等経験者全国交流会

＜事業に関わること＞

１．情報サイト「Iris」のさらなる充実
情報サイト「Iris」は、全国交流会参加者である社会的養護を経験した人々の経験や、
様々な支援情報を紹介している。社会的養護経験者に対する支援情報の入手において
非常に有効な手段となっているため、利用者の声を聞きながらさらなる充実が
必要である。
また、社会的養護経験者の声として「支援を受けて不安を払拭した当事者は、次の世代
の不安を聞くことができる」とあった。情報サイト「Iris」によりこのような好循環の形
成が期待される。

２．情報サイト「Iris」の運営主体の明確化
情報サイト「Iris」は、全国交流会参加者である社会的養護経験者の経験や、社会や
制度のこと等、互いの思いを伝えあい、発信する声を届けるために実行委員ボランティ
アによる運営で作られたサイトである。情報の正確性を重視し、掲載記事の情報や表現
方法については都度大学有識者のチェックを受けており、編集作業を行う実行委員ボラ
ンティアにも相応の編集責任が問われていると感じている。その期待に応えるため、安
定した編集体制の構築が必要であると考える。

３．対面開催にこだわる事
本年度の開催は、コロナ禍も落ち着き、3年ぶりの対面開催であった。参加者からは対面
開催での参加者同士の交流を望む声が多く聞かれた。また、本当の心の声を発し、他の
人の意見を聞く環境を提供することは参加者の明日にとって非常に有益であると感じた。
それとともに、開催地域の偏りをなくし、広く多くの当事者が参加できる取り組みの検
討も必要であると考える。
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今後の展望
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◎第1回特別養子縁組当事者による全国フォーラム2023

＜全体に関わること＞

１．当該事業の開催意義
特別養子縁組制度に関する問題提起として、「特別養子縁組制度が社会的養育になり
きれていないこと」「地域格差が非常に激しいこと」がフォーム冒頭に提示され、
実行委員及び参加者にも開催意義の理解と共有がなされたと考える。

２．当該事業の継続的開催
特別養子縁組当事者同士が交流する機会はこれまで少なかった。
今回の参加者からは当該事業の継続開催を望む声が数多く聞かれたため、
本事業を継続して実施することが重要であると考える。

３．開催形態の検討
今回参加者からの意見を踏まえ、複数日での開催、年度内に複数回の開催、対面やハ
イブリッドでの開催、当事者ごとの分科会開催等を検討する必要があると考える。

４．告知方法の検討
特に情報が届きにくい養子当事者と養親当事者に今回のような交流の機会があること
を知らせるために、開催告知期間を十分に確保し、行政やあらゆるチャンネルを通じ
た告知を行うほか、告知方法についていま一度検討する必要があると考える。

５．特別養子縁組当事者による全国フォーラムの運営主体の明確化
当該事業を継続的に運営するにあたり、今後は運営に関するさまざまな責任が
生じてくると感じる。したがって確実な運営体制が必要であると考える。

６．各地の関係団体等をつなぐハブ的機能
全国各地に特別養子縁組に関連する各種施設、機関、団体の集合体は存在するが、
それらをつなぐネットワークがないと感じた。今後、本フォーラムがそれらをつなぐ
存在としても機能するとよいと考える。

７．プログラムの内容の事前告知
当該事業の告知において、分科会と各全体会においてどういう議論がなされるのかを
事前告知できなかった。今後は、それぞれにおいて何をテーマとするかを事前に
伝えることが必要であると感じた。

８．分科会の運営方法
分科会で話す内容いついては、当日参加者の意向をくむため、事前アンケートの実施
が必要であると感じた。


	スライド 1: 令和４年度社会的養護経験者等ネットワーク形成事業 報告書
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24

