
 

学会員各位                               2013年2 月13 日 

    
 

会員のみなさまには益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 今年 2013年に開催される第 14回日本子ども家庭福祉学会大会についてお知らせいたします。 

 今日の我が国の子どもと親・家庭を取り巻く環境は、希薄化した地縁・血縁関係をはじめ、社会環境・

地域環境が大きく変化している中で、「子育ち」や「子育て」が難しい時代となっています。その中でと

くに「児童虐待」の問題とその対応は、子ども家庭福祉の中心的な課題となってきています。いまや、

全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数は、統計を取り始めた 1990（平成２）年度の 1,101

件以降、現在に至るまで（平成 23年度 5万 9,862件（速報値）増加の一途を辿り、子どもの虐待死の報

道も後を絶ちません。また、社会的養護によりケアされている子どもたちの虐待経験（児童養護施設入

所児童等調査、平成 20年 2月現在）をみると、児童養護施設で 53.4％、情緒障害児短期治療施設で 71.6％、

児童自立支援施設で 65.9％、乳児院で 32.3％、里親委託児童で 31.5％になっています。 

 このような現状にある中、厚生労働省では平成 23年 1月に、これまで議論を行ってきた社会保障審議

会児童部会社会的養護専門委員会に加え、「児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会」を

設置し、社会的養護について、短期的に解決すべき課題や、中長期的に取り組む将来像について検討し、

里親委託優先の原則や里親委託推進の取り組みをまとめた「里親委託ガイドライン」を策定しました。

また、30 余年ぶりに「児童福祉施設最低基準」も見直されました。並行して、社会的養護の課題と将来

像についても議論をし、施設の小規模化、施設機能の地域分散化、里親推進など家庭的養護の推進、虐

待を受けた子ども等に対する専門的ケアの充実、施設の運営の質と職員の専門性の向上、親子関係の再

構築支援、自立支援、子どもの権利擁護、社会的養護の地域化、人員配置の見直し、社会的養護の整備

量の将来像などを、平成 23年 7月にまとめ、発表しました。 

 大会第 1 日目は、このような方向性や将来像が示される中、社会的養護の研究者や現場の方々から現

状と課題、展望をご報告していただき、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 

 さらに、大会第 2 日目には、社会的養護の潮流の柱の一つである「里親養育」について、日本子育て

学会との合同シンポジムを開催します。新しい出会いにより、互いに新鮮な学びが得られることを期待

しています。そして、合同シンポジウム後は、例年どおり各分科会における自由研究報告を行います。 

 会員の皆さまのご参加、ご報告をお待ち申し上げます。 

 

記 

第１４ 回 日本子ども家庭福祉学会全国大会 
開催のお知らせ 

テーマ：社会的養護の新たな潮流 
 

大会長  仲 山 佳 秀       

(立正大学教授)  

 



1. 日       時： ２０１３年６月１日(土) － ２日(日) 

2. 会       場： 立正大学（熊谷キャンパス） 

3. 大会テーマ ： 社会的養護の新たな潮流 

4. 大会スケジュール 

第１日目  ６月１日(土) 

12：00 －      受付開始 

    13：00 － 13：15   開会 

    13：20 － 17：00   社会的養護の新たな潮流 シンポジウム 

（立正大学 アカデミックキューブ 101教室） 

   13：20 －14：30  基調講演（公開） 

テーマ：『社会的養護の新たな潮流』 

柏女霊峰（淑徳大学教授） 

（社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会委員長） 

（児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会委員長） 

14：30 － 15：00 休憩 

15：00 － 17：00 シンポジウム（公開） 

     シンポジスト： 

「児童養護施設の観点から」 

武藤素明（二葉学園統括施設長・全国児童養護施設協議会制度政策部長） 

         「児童自立支援施設の観点から」  

相澤 仁（国立武蔵野学院施設長・全国児童自立支援施設協議会顧問） 

         「情緒障害児短期治療施設の観点から」 

関根和夫（嵐山学園施設長） 

         「里親制度の観点から」 

            宮島 清（日本社会事業大学専門職大学院准教授） 

     指定討論者： 柏女霊峰（淑徳大学教授） 

司会： 石本勝見（新潟県立大学教授） 

 

17：15 － 17：45  総会（立正大学 アカデミックキューブ 101教室） 

18：00 － 19：30    懇親会 （立正大学内 ユニデンス2階） 

 

 第２日目  ６月２日(日) 

9：00 － 10：30  日本子育て学会・日本子ども家庭福祉学会  合同シンポジウム（公開） 

      テーマ：『里親養育における子育てを考える』 

               （立正大学 アカデミックキューブ 205教室）  

話題提供者：  鈴木友里江（養育里親, 首都医校教員・発達心理学） 

          櫻井奈津子（和泉短期大学教授） 

   指定討論者： 須藤三千雄（児童養護施設「ふれんど」副施設長） 

   指定討論者： 繁多  進 （白百合女子大学名誉教授・発達心理学・愛着研究） 

            司会：  石井冨美子（立正大学教授・発達心理学） 

 



大会第２日目  ６月２日(日) 

8：30 －     受付開始 

 9：00 － 10:30  日本子育て学会・日本家庭福祉学会  合同シンポジウム 

10：40 － 12:40   自由研究発表 

12：40 － 13:30  休憩 

13：30 － 16:50  自由研究発表 

 

5．大会参加費 

 
事前入金の場合 

(5 月10 日まで) 
当日支払いの場合 懇親会費 

会員 3,000 円 5,000 円 4,000 円 

非会員※注 4,000 円 6,000 円 4,000 円 

大学院生※注 4,000 円 5,000 円 4,000 円 

学部生※注 無料 （学生証提示） 1,000 円 

※注 1日目・2日目のシンポジウム（公開）のみ参加される非会員の方は、参加費1000円になります。 

 

6．学会参加 

・ 大会参加は、会員・非会員・学生にかかわらず、どなたでもご参加いただけます。 

・ 昼食は、各自でご準備ください。なお、土曜日は学食(2か所)と喫茶室、日曜日は学食（1か所）

が営業(11時～14時)しております。また、大学から徒歩5分の所にコンビニがございます。 

・ 大会参加のお申し込みは、同封の「大会参加申込み用紙」にご記入いただき、下記大会事務局宛

にメールかFaxでお申し込み下さい。 

・ 事前入金は5 月10 日(金)までにお願いします。それまでに参加申し込みの手続きをお済ませ下

さい。振り込み先は下記の通りです。なお、振り込み手数料は、ご負担下さい。 

【振り込み先】 

  ゆうちょ銀行 

  店名：０一九（ゼロイチキュウ）   店番：０１９ 

預金種目：当座    口座番号：０７２８３８９ 

  口座名称：日本子ども家庭福祉学会第１４回大会 

 ※参加費を振り込まれた後は返金いたしませんので、ご了承ください。 

 

7．自由研究報告 

自由研究報告を希望される方は、別紙のご案内に沿ってお申込み下さい。 

 

8．大会事務局 

大会長：仲山佳秀     大会事務局：大竹 智（事務局長)、佐藤那美（事務局員） 

〒360-0194 埼玉県熊谷市万吉1700  立正大学社会福祉学部  実習指導事務室 

Tel：048-536-6670    Fax：048-539-1505     e-mail：kodomokatei2013@gmail.com 



【ご案内】自由研究報告を希望される方へ 

 
別紙の通り、第１４回大会の２日目(６月２日)には、「自由研究報告」を設けます。以下の手続

きをご確認の上、お申込み下さい。 

（１） 報告者は会員に限ります。非会員の方で報告を希望される方は事前に学会への加入申し込み 

   をして下さい。 

 

（２） 申込みについて 

報告の内容を確認するので、「報告申込み用紙」に記入してメールにてお伝えください。 

自由研究報告のタイトル、報告者のお名前は、会報(第２報)にて学会員に事前にお知らせ 

しますので、正確にご記入下さい。 

なお、一連発表は２つまでとします。 

① タイトル、報告者 

報告タイトル、報告者のお名前と所属（共同報告者を含む）をご記入の上、 

当日の報告者のお名前に○を付けて下さい。 

② 報告者連絡先 

代表者の方の氏名と、メールアドレスをご記入ください。 

③ 申し込み方法・期限 

お申込みは、下記までご連絡下さい。４月５日(金)必着とします(厳守）。 

大会事務局長：大竹 智（立正大学） 

e-mail：kodomokatei2013@gmail.com 

（３） 抄録について 

上記の申し込み手続きを済ませた方は、４月３０日(火)までに抄録の原稿を送付下さい。 

① 書式 

・ Ａ４版２枚に収めて下さい。 

・ 余白を上下左右２.５㎝、横書き２段組みで作成して下さい。 

・ 文字数・行数は余白の範囲以内で設定いただいて構いませんが、読みやすいよ

うに作成して下さい。 

・ タイトル、報告者名は６行分(１段組み)にて作成して下さい。共同報告者がい

る場合は、報告者に○を付けて下さい。 

・ 明朝、フォントサイズは１１ポイントにして下さい。 

・ 原稿はそのまま印刷しますので、体裁や倫理面にご配慮いただき、訂正等のな

いようにお願いします。 

・ 締め切りを過ぎてもご提出いただけない場合は、そのまま印刷させていただき

ます。ご了承ください。 

② 原稿の送付 

E メールにて受け付けます（送付先は（２）の③参照）。 

MS-Word で作成したものを添付にて送信下さい。 

 

（４） 当日の資料配布について 

配布資料は３０部をご持参下さい。プライバシーや倫理面に関する配慮をお願いします。

報告後回収が必要な場合は、あらかじめ、会場担当者にご連絡下さい。 

 

【当日の報告】 

＊ お一人の持ち時間は４０分（報告２０分、質疑２０分）です。 

＊ 報告時間、教室については会報(第２報)にてのお知らせとなります。 


