
社会的養護経験者全国交流会 オンライン２０２０

対 象
(全プログラムに参加可能な方)
① 原則として20～29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

(1・2日目の交流会および3日目全体会のみに参加可能な方)
③ 現在社会的養護のもとにいる／経験した20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

２０２０年１１月２１日（土）～２３日（月）
オンラインにて開催

※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 ① ② 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

＜一般公開用＞

しおり



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し、無理に話す必要はありま
せん。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：三菱UFJリサーチ&コンサルティング） ／ お問合せ先：実行委員会事務局 fcnet@murc.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。

※ チラシ表面の「対象」参照

①②③





小学生の頃に児童相談所に保護をされ、里親家庭、児童自立支
援施設、児童養護施設での生活を経験してきた。

社会的養護当事者の等身大のストーリーを伝える「そだちとすだ
ち」というサイトを運営。そのほかに、「子どもの声からはじめよ
う」プロジェクトを通して子どもアドボケイト養成講座など様々な
勉強会やイベントを企画している。

乳児院・児童養護施設で18歳まで生活。施設退所後は、奨学金等で
大学に進学し、社会福祉を勉強。大学卒業後は、社会福祉士として相
談業務に従事。現在は、福岡市内にあるNPO法人で勤務。

高校生の時に、社会的養護経験者の居場所活動CVV（Children’s 
Views & Voices）を経験者数名と立ち上げ、現在は、副代表として
社会的養護の当事者をエンパワメントしながら、おもしろく楽しい場で
ある事を大切に活動している。
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２．プログラムについて

11/21(土)

（１）全体会

13:00-14:40
１日目の第１部の全体会では、オリエンテー

ションによって会の趣旨やルールについて説
明があります。またアイスブレーキングを通し
て初めて出会った仲間たちのことを互いに知
り合える時間をもっていきます！

15:30-17:10
第２部の全体会では翌日に小グループに分

かれて話し合う分科会の説明をします。自分の
関心のあるテーマについて考える時間にしま
しょう！

“つかむ”



２．プログラムについて

11/22(日)

（２）分科会

13:00-14:40 / 15:30-17:10

それぞれの興味のあるテーマに分かれて小
グループで話し合います。同じ興味をもつ仲
間たちと話を深めていきましょう！

【分科会グループ例】
• 社会的養護とメンタルケア

• SNS研究所

• グループアート

• おしゃべり会

• 教えて！厚労省！ など

“深める”

※分科会を移動したい場合は事務局にお知らせください



３日目の全体会では、分科会で話してきたこ
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

11/23(月・祝)

（３）全体会



１１月２１日（土）19:00-20:30

★みんなの声ラジオ★
活動PRタイムも！

みんなからもらったメッセージやストーリーをラジオ形式で
紹介していくよ！たくさんのメッセージ投稿をお待ちしています！

QRコード

あなたのストーリーが
ラジオで紹介される？！
こちらから投稿を
お願いします！

パーソナリティ ：

SHIN ＆ SHO
例）
児童養護施設に行った日
の夕食は親子丼でした。
最初の日の夕食って忘れ
られないのは私だけ？

ラジオネーム：うさぎ
（児童養護施設経験 20歳）

３．交流会について



１１月２２日（日）
19:00-20:30 

★パフォーマンス★

歌やダンス、漫才も！
みんなで楽しもう～！

３．交流会について



★ パフォーマー ばんり∞鵬 ★

Instagram
banri_greatdistance

ユース応援プロジェクト
https://community.camp-
fire.jp/projects/view/266433

児童養護施設出身の
ブレイクダンサー

https://community.camp-fire.jp/projects/view/266433


★ パフォーマー ブロ―ハン聡 ★
児童養護施設出身のタレント・モデル

Instagram
brojan228

Twitter
brojan228



★パフォーマー中西健（なかけん）★

シンガーソングライター
児童養護施設出身
のエンタメ活動家

twitter
@shitamati9863

webサイト
http://nakaken.wp.xdomain.jp/

当日の
サプライズゲスト！

アーティスト
堀江 遊さん
http://www.horie-yu.com/

http://nakaken.wp.xdomain.jp/
http://www.horie-yu.com/


【Zoomの入り方】
事務局から送られてくるリンクを選択。
うまく開けない時は、下の手順で開いてみてください！

【うまく開けない場合・お問い合わせ】
メール： fcnet@murc.jp まで！

①こちらをクリック ②Safariで開くを選択



交流会
参加に
当たって

今回、オンラインでの交流会であるため、
対面とは違う不安を抱えていらっしゃる
方も少なくないと思います。

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。

途中参加の方にもすべて同じ説明をさせ
ていただきます。

４．ルールについて



●通信量について
Wi-fi環境のある場所での参加をお勧めします。

●名前の表示の変え方
（名前orニックネーム＋所属）

●ミュート機能について
ON/OFF の方法

●チャット機能の使い方

●基本的に画面はONでご参加お願いし
ます。
（一緒に参加するメンバーの心理的安全のため）
→ 特段の事情がある場合は事務局に伝えてください。

Zoom
の使い方

４．ルールについて



●個人の端末での、画面の写真撮影、スクリーンショッ
トは基本的に禁止です。

●写真は運営側で撮らせていただき、SNS掲載用写真
として皆さんに共有させていただきます。

●記録用の写真・撮影にあたって

顔出し OK/NG ？

→ NGの方は事務局に伝えてください。

モザイクやスタンプ等で顔を隠します。

●写真の活用範囲

活動報告書、SNS掲載、メディア提供

記録
写真
について

４．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、自分自身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ことなので」

●画面は基本的にONでお願いしていますが、話したく
ない時はミュートにしていても構いません。チャット機
能を通して気持ちを伝えてくださっても構いません。

●退出したくなった時はいつでも退出可能です。また、
誰かスタッフと話しをしたい時は、個別にブレイクアウ
トルームを設けられますので事務局にお知らせくださ
い。

自分に
ついて
話す時

４．ルールについて



●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。

禁止行為

４．ルールについて



●zoomの入り口は一つにしています。申し込み者以
外の方は参加できないよう入り口部分で事務局で管理
します。

●安心な場づくりが作られているか、【永野さん】・【徳
永さん】というスタッフが分科会を巡回します。安心な
場づくりについて経験が豊富なスタッフです。ご安心く
ださい。

●その中でも不快なことを言っている方がいた場合は
ご遠慮なく事務局までお知らせください。

●自分がリラックスできるような飲み物やおかしを用
意しておこう！

心理的
安全な
場づくり
のために

４．ルールについて



●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。

●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けませ
ん。

コロナ
対策
について

４．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

４．ルールについて



５．用語紹介

①社会的養護（養育）

親と離れて暮らす子どもたちが保護
をされ、養育されること。

＜社会的養護の子どもたちが生活する場所＞

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

②ユース／ケアリーバー／当事者

社会的養護を巣立った若者たちにつ
いてこのようにいうことがあります。



５．用語紹介

③アフターケア
社会的養護を巣立った１８歳以上の若

者の支援を行うこと。

④措置・措置解除

社会的養護の場所で生活することを
児童相談所が決める事・また解除する
こと。



５．用語紹介

⑤当事者団体
社会的養護経験者本人自身が立ち上げ、
代表として活動している団体。自分の経
験を活かして活動をしている。

⑥当事者活動支援団体
社会的養護経験者の当事者活動を後押

しする団体。

※あくまで本交流会上での定義です



事務局へお問い合わせの際は、こちらにメッセージをお願いします。

事務局 ： 家子 ・ 古賀 （三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）
まりっぺ菊池 （一般社団法人Masterpiece）

■メールで問い合わせ

fcnet@murc.jp

■LINEで問い合わせ

社会的養護経験者全国交流会用公式アカウント

友だち追加
してメッセージを
送ってください！


