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月 開催日 日数 所管部署

25日 1日 子育て支援課

4月26日 1日 家庭福祉課

5日     ～    11日 7日 子育て支援課

9日（予定） 1日 子育て支援課

26日    ～    27日 2日 家庭福祉課

未定 － 家庭福祉課

5日     ～     8日 4日 子育て支援課

未定 － 家庭福祉課

27日～29日 ３日 家庭福祉課

未定 － 家庭福祉課

未定 － 家庭福祉課

未定 － 家庭福祉課

6日    ～     9日 4日 子育て支援課

1日     ～    31日 － 家庭福祉課

6日     ～     7日 2日 家庭福祉課

未定 － 家庭福祉課

未定 － 家庭福祉課

25日    ～    26日 2日 家庭福祉課

19日～20日 2日 子育て支援課

19日    ～    21日 3日 子育て支援課

27日　～　28日 2日 母子保健課

未定 － 家庭福祉課

26日    ～    27日 2日 家庭福祉課

未定 － 家庭福祉課

1日     ～    30日 － 家庭福祉課

1日     ～    30日 母子保健課

6日     ～     7日 2日 子育て支援課

9日    ～    11日 ３日 家庭福祉課

19日 １日 家庭福祉課

未定 － 家庭福祉課

未定 － 家庭福祉課

未定 1日 母子保健課

月 開催日 日数 所管部署

7日     ～    9日 3日 子育て支援課

未定 － 家庭福祉課

未定 未定 子育て支援課

令和４年度  児童福祉関係主要行事等予定表

主      要     行     事     等      名 開催場所

4月

こいのぼり掲揚式(予定） 厚生労働正面玄関前

児童福祉週間 文化賞表彰式 厚生労働省

全国民生委員児童委員大会

12月

全国児童厚生員等指導者養成研修会 東京都江東区

大阪府大阪市

1月

社会的養護を担う児童福祉施設長研修会 （西日本）

社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（東日本） 東京都千代田区

子どもの虐待防止推進全国フォーラム 香川県

オンライン（動画配信）

第１１回 「健康寿命をのばそう！アワード」 表彰式 未定

全国児童委員・主任児童委員活動研修会

11月

全国児童養護施設長研究協議会 大分県大分市

全国母子寡婦福祉研修大会 東京都大田区

全国児童館・児童クラブみやぎ大会 仙台市

児童虐待防止推進月間 －

熊本県熊本市

－

香川県高松市

未定

兵庫県神戸市

全国里親大会 未定

愛知県名古屋市

乳幼児突然死症候群（SIDS） 対策強化月間 －

未定

全国母子生活支援施設研究大会

9月

全国自立援助ホーム協議会全国大会 岡山市 （予定）

里親月間

全国乳児院協議会

全国児童自立支援施設長会議

全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議 厚生労働省

児童厚生員等基礎研修会 大阪市

8月

全日本少年野球大会 未定

10月

全国中堅児童厚生員等研修会 大阪市

7月

全国児童心理治療施設協議会第１回総会・施設長会議
全国児童心理治療施設協議会第１回施設長研修会

未定

全国児童心理治療施設協議会職員研修会
全国児童心理治療施設協議会第２回施設長研修会

札幌市

全国自立援助ホーム協議会ホーム長研修会 ② 未定

5月

児童福祉週間 －

6月

主      要     行     事     等      名 開催場所

全国乳児院研修会

全国児童家庭支援センター研究協議会

全国自立援助ホーム協議会ホーム長研修会　① オンライン開催

児童厚生員等基礎研修会 東京都多摩市

横浜市

全国母子生活支援施設職員研修会 未定

ファミリーホーム全国研究大会

2022年度  健やか親子２１全国大会 （母子保健家族計画全国大会） 島根県

312



未定 2日 子育て支援課

16日　～　17日
（予定）

2日 家庭福祉課

1日     ～     7日 母子保健課

未定 未定 子育て支援課

未定 未定 子育て支援課

調整中 1日 母子保健課

未定

全国子どもの健全育成リーダー養成セミナー 未定

オンライン開催

子ども予防接種週間 －

2月

地域組織活動指導者全国大会 東京都

都道府県等放課後児童支援員認定資格研修講師養成研修

埼玉県熊谷市（予定）

3月

全国児童心理治療施設協議会第２回総会・施設長会議
全国児童心理治療施設協議会第３会施設長研修会

第５４回  愛育班員全国大会 東京都港区

313



担 当 係 担 当 者 内線 メールアドレス

１．社会的養育の充実について

指導係 村木　建治 4878 muraki-kenji@mhlw.go.jp

措置費係 村木　建治 4878 muraki-kenji@mhlw.go.jp

児童相談係 八鍬　亮太 4865 jidounetwork@mhlw.go.jp

虐待防止対策推進室調整係 島田　耕陽 4896 jidounetwork@mhlw.go.jp

虐待防止対策推進室企画法令係 城所　将仁 4870 jidounetwork@mhlw.go.jp

２．ヤングケアラーの支援について 自治体支援係 内尾　彰宏 4849 jidounetwork@mhlw.go.jp

１．ひとり親家庭等への自立支援について

（２）児童扶養手当について 扶養手当係 村野　拓也 4889 murano-takuya@mhlw.go.jp

（５）就業支援について 就業支援係 多鹿　みさ 4888 tajika-misa@mhlw.local

上記以外の部分 生活支援係 久保　拓也 4887 kubo-takuya@mhlw.go.jp

２．困難な問題を抱える女性への支援等について 女性保護係 多鹿　みさ 4886 tajika-misa@mhlw.local

１．高等教育の修学支援新制度について 藤田　尚弥 3434

浅田　慶美 3351

柴山　麻衣 3496

代表 ０３－５２５３－４１１１

１．子どもの貧困対策について

大澤　宙 haruka.osawa.e6b@cao.go.jp

尾崎　佐知子 sachiko.ozaki.s8r@cao.go.jp

直通 ０３－６２５７－１４３８

全国児童福祉主管課長会議資料・施策照会先一覧

［厚生労働省代表電話：０３－５２５３－１１１１］

施 策 事 項

■家庭福祉課虐待防止対策推進室関係

■家庭福祉課母子家庭等自立支援室関係

■家庭福祉課本課関係

１．児童虐待防止対策の強化について

■文部科学省高等教育学生・留学生課高等教育修学支援室関係

■内閣府政策統括官（政策調整担当）子どもの貧困対策担当関係

内閣府政策統括官（政策調整担当）
付子どもの貧困対策担当

qafutankeigen@mext.go.jp

文部科学省高等教育局学生・留学生課
高等教育修学支援室



担 当 係 担 当 者 内線 メールアドレス施 策 事 項

１．妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援について

（11）助産施設について 予算係 小橋口　啓 4977 kohashiguchi-kei@mhlw.go.jp

上記以外の部分 母子保健係 鈴木　彰 4975 suzuki-akiraaa@mhlw.go.jp

２．不妊症・不育症への支援について 予算係 小橋口　啓 4977 kohashiguchi-kei@mhlw.go.jp

３．新型コロナウイルス感染症に対する妊産婦への支援について 母子保健係 鈴木　彰 4975 suzuki-akiraaa@mhlw.go.jp

４．非侵襲性出生前遺伝学的検査について（NIPT）について 母子保健係 鈴木　彰 4975 suzuki-akiraaa@mhlw.go.jp

５．成育基本法（略称）について 企画調整係 内山　諒子 4978 uchiyama-akiko@mhlw.go.jp

６．「健やか親子２１（第２次）」の推進について 生殖補助医療係 二見　朝子 4982 futami-asako.26y@mhlw.go.jp

７．新生児聴覚検査について 母子保健係 鈴木　彰 4975 suzuki-akiraaa@mhlw.go.jp

８.予防のための子どもの死亡検証(Child Death Review)について 母子保健係 鈴木　彰 4975 suzuki-akiraaa@mhlw.go.jp

９．乳幼児健康診査について 母子保健係 鈴木　彰 4975 suzuki-akiraaa@mhlw.go.jp

生殖補助医療係 二見　朝子 4982 futami-asako.26y@mhlw.go.jp

10．母子保健情報の利活用の推進について 生殖補助医療係 二見　朝子 4982 futami-asako.26y@mhlw.go.jp

11．母子健康手帳の交付等について 母子保健係 鈴木　彰 4975 suzuki-akiraaa@mhlw.go.jp

生殖補助医療係 二見　朝子 4982 futami-asako.26y@mhlw.go.jp

12．妊産婦や乳幼児に関する栄養・食生活について 栄養専門官 田中　早苗 4981 tanaka-sanae@mhlw.go.jp

13．旧優生保護法について 認定審査係 平塚　悠 4987 hiratsuka-yuu@mhlw.go.jp

１．不妊治療と仕事の両立支援について 戸井田　周介 7842 toida-shuusuke.wj3@mhlw.go.jp

２．母性健康管理措置等について 本間　晶子 7843 homma-akiko@mhlw.go.jp

（育児・介護休業法）育児・介護休業係 市川　朝美 7863 ichikawa-asami@mhlw.go.jp

（イクメンプロジェクト）一般事業主行動計画係 末﨑　健太 7859 suezaki-kenta.7r0@mhlw.go.jp

１．地域共生社会の実現に向けた地域づくりの推進について

支援調整係 田代　善行 2893 tashiro-yoshiyuki@mhlw.go.jp

■母子保健課関係

■雇用環境・均等局雇用機会均等課関係

■雇用環境・均等局職業生活両立課関係

■社会・援護局地域福祉課関係

雇用環境・均等局雇用機会均等課母
性健康管理係

１．男性の育児休業取得促進等を含む仕事と育児の両立ができる職場環境整
備について



担 当 係 担 当 者 内線 メールアドレス施 策 事 項

１．障害児支援の推進について 障害児支援係 佐々木　俊哉 3037 sasaki-shunya@mhlw.go.jp

２．発達障害児支援施策の推進について 発達障害者支援係 中西　琢也 3038 nakanishi-takuya@mhlw.go.jp

■社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室関係


