
 

令和3年度 事業報告 
１．各種会議・委員会 

（１）総会  書面表決により開催 

 期 日 総会議決結果 内容等 

令和3年度 

群馬県 

里親の会 

総会 

令和3年 

４月 20 日

（火）必着に

て書面開催 

会員総数 172 

（うち外部理事５） 

提出会員数93 

すべての議案について里親

会会則第１６条5 項により

２分の１以上の賛成をもっ

て、原案通り承認 

○令和2年度事業報告について 

○令和2年度決算報告について 

○会則改正について 

○令和3年度事業計画 

○令和3年度予算について 

〇令和３年度・令和４年度役員・委員につ

いて 

 

（２）正副会長会議   

期  日 会  場 

令和4年１月2８日（金） 群馬県社会福祉総合センター 

 

（３）理事会  群馬県社会福祉総合センター  

 期 日 人数 内容等 

第１回 
令和３年 

４月７日（水） 

理事１９名

うち１８賛    

未着１ 

（外部理事

含む） 

○令和２年度年度事業報告について 

○令和２年度決算報告・監査報告について 

○会則改正（案）について 

○令和3年度事業計画（案）について 

○令和3年度予算（案）について 

〇令和3年度～令和4年度  役員・委員(案）

について 

第２回 
令和３年 

７月９日（金） 
8名 

○令和３年度 群馬県社会福祉協議会会長表彰

者選定について  

〇令和４年度 群馬県単予算要望について 

〇令和３年度共同募金（令和４年度事業）配分

金での事業計画について  

〇今後の事業について  

第３回 

令和３年 

９月２日（木） 

 

8名 

○令和３年度共同募金会への配分申請につい

て 

〇群馬県里親の会リニューアルパンフレット

について 

〇ＯｎｅＬｏｖｅキャンペーンについて 

〇今年度残りの事業について  

〇第６７回関東甲信越静里親協議会群馬大会

報告書作成について 

第４回 
令和3年 

12月3日（金） 
１1名 

〇第６７回関東甲信越静里親協議会群馬大会

報告書校正について 

〇第３回おしゃべりの会について 

〇次年度事業について 

第５回 

 

令和4年 

２月9日（水） 
12名 

〇次年度事業計画（案）について  

〇次年度予算（案）について  

〇理事（里親と民児協）・監事・各委員会委員



 

の交通費について 

〇欠員について 

〇会議のオンライン化について 

〇群馬県里親の会 顧問について 

 

（4）監事会  

期  日 会  場 

令和4年４月６日（水） 群馬県社会福祉総合センター 

 

（5）広報委員会 

 

（6）研修委員会   

 期  日 会  場 

第1 回 令和３年７月１５日（木） 
群馬県社会福祉総合センター 

第2 回 令和３年１１月４日（木） 

 

２．広報啓発活動 

（１）会報「さとおや」の発行  

〔回数等〕年１回、７00 部発行 

              〔内 容〕里親相互の情報交換、関係者への理解促進 

   〔配布先〕会員、賛助会員、関係機関・団体、その他 

 

（２）「おしゃべり通信」の発行 

   １号 ８月発行（200部）・２号 １月発行（200部）〔配布先〕会員、賛助会員、行政等 

 

（３）里親制度啓発事業 

One  Loveキャンペーン 

（期 日）令和３年１０月4日（月） （会 場）高崎駅ペデストリアンデッキ 

（内 容）400部パンフレット等を配布 

 

（４）インターネット関連 

   ○令和3年度会員限定ホームページ開設とWeb研修動画公開 

○群馬県里親の会ホームページ更新 

    随時更新。 

○群馬県里親の会メーリングリスト 整備 

 Google Groups メーリング登録アドレス  １２３件 

３．研修会 

会員限定研修会 

（期 日）令和３年4月24日（土） 

 期  日 会  場 

第1回 令和３年５月１１日（火） 

群馬県社会福祉総合センター 
第2回 令和３年１１月１０日（水） 

第3回 令和３年１２月１７日（金） 

第4回 令和４年１月３１日（月） 



 

（会 場）群馬県社会福祉総合センター （参加者）34名 

（テーマ）「子どもと一緒に子育てを考えてみた！ 

～ナイス！な親プロジェクトを通して見えたこと～」 

（講 師）齋藤 直巨 氏  

 

４．おしゃべりの会  

○第１回 おしゃべりの会  

（期 日）令和3年１１月２６日（金） 

（会 場）群馬県社会福祉総合センター （参加者）２５名 

（テーマ）知っている ようで 知らない でも 知りたい! お金の話 

（内 容）普段気になっているけれどなかなか聞けない措置費や子育てに必要なお金について県担当

者、支援員、推進委員、相談員を交えてグループに分かれて情報交換をした。 

 

○第２回 おしゃべりの会 

（期 日）令和３年１２月９日（木）    

（会 場）群馬県社会福祉総合センター  （参加者）35名 

（テーマ）知っている ようで 知らない？ホントの気持ち～里子の気持ちを考える 

（内 容）ゲストスピーカーとして里親家庭出身の坂本歩(さかもとすすむ)さんがＺＯＯＭで参加。会

場とＺＯＯＭのハイブリット形式で開催。サテライト会場として西部児相からも参加。 

 

○第３回 おしゃべりの会 

（期 日）令和4年１月18日 （火）   

（会 場）群馬県社会福祉総合センター （参加者）19名 

（テーマ）知っているようで知らない～学校や行政・医療機関との上手な関係の作り方 

（内 容）様々な機関との上手な付き合い方についてグループに分かれて情報交換をした。 

 

５．里親活動への支援事業 

（１）ピアサポート事業 

里親同士（ピア）の支え合い、近隣の里親同士の情報交換や、互助による支援体制の構築を目的とし

てピアサポート事業を開始。     

今年度のグループは委託、未委託に関わらず５グループ限定で事業を実施し傾聴研修を受講したサポ

ート里親10名を中心に、年間４回のグループ活動を開催した。 

 

（２）各地区に関しての活動費助成  

３地区に3,000円×会員数（会費に関する細則の基準による）の助成金を支給 

   

（３）里親賠償責任保険への加入 

   令和3年度 Ｃタイプ加入 6,030円×全委託里親数＋1,750円×12才以上の委託児童 

 

（４）里子の自立支援 

○里子の運転免許取得助成事業 

里子の自動車運転免許取得に対して１人あたり１５万円助成（上限）２名説明 

説明会実施：令和3年７月２７日（火）、７月３０日（金） 

○高校3年生等を対象に自立支援関係助成金情報提供 

（５）里親訪問支援員（群馬県里親の会）による里親委託推進等の活動 

○里親家庭訪問 ７回  

○里親による電話相談 １４７回 

○里親による来所訪問相談 ４回  



 

○里親サロン参加（地区里親サロン含む） ５回 

○研修会・会議等参加 ８回 

○養育・養子縁組里親研修における群馬県里親の会の説明DVD作成 

○里親相談会参加 ４回 

○その他 

     ・一般向け里親制度の広報啓発等  

・会員向け情報提供等 

 

（６）里親文庫事業 

   年度貸し出し数１８冊。 

里親の資質向上に役立つ図書を７冊購入（うち６冊絵本）。購入本「実親に会ってみたい 単行本」、

「ふたりのおかあさん」、「バイバイベイビー―かなしくはじまる めでたいおはなし」、「トムのほん

とうのうち」、「ママとパパをさがしにいくの」、「おとぎばなしはだいきらい」、「あなたがだいすき」。 

     

（７）里親養育指針ハンドブック配布事業 

   「里親養育指針ハンドブック」を今年度新規会員一世帯に1冊配布。 

令和3年度配布は延べ１３世帯 

 

６．全国里親会・関東甲信越静里親協議会 会議等参加 

（１）令和3年度全国里親大会会長（代表者）会議 

第1回 （期 日）令和３年１０月２８日（金）～２９日（土） 

（会 場）東京都千代田区 衆議院議員会館第一議員会館 （参加者）1名 

第2回 （期 日）令和４年１月２３日（日） 

会場とＺＯＯＭにおけるハイブリット開催（参加者）２名 

 

（２）令和3年度関東甲信越静里親協議会 代表者会議 

第1回 （期 日）令和３年4月１７日（土）  

ＺＯＯＭにおける開催（参加者）２名 

第２回 （期 日）令和３年９月２５日（土） 

ＺＯＯＭにおけるオンライン開催（参加者）２名 

第3回（期 日）令和３年１２月１８日（土） 

（場 所）国立オリンピック記念青少年総合センター（参加者）2名 

 

（３）第8回日本フォスタ―ケア研究大会 

（期 日）令和３年１２月１８日（土） 

（場 所）国立オリンピック記念青少年総合センターから発信 

ＺＯＯＭにおけるオンライン開催（参加者）３名（＋ユース1名） 

 

（４）第６６回全国大会 福岡大会 

（期 日）令和３年１０月１６日（土） 

会場とＺＯＯＭにおけるハイブリット開催（参加者）３名 

 

 

（５）第４回里母里父の集い in福岡 

（期 日）令和４年３月１９日（土） 

ＺＯＯＭにおけるオンライン開催（一部オンデマンド配信）（参加者）２名 

 



 

７．その他 参加会議等 

（１）群馬県社会福祉審議会児童福祉専門分科会里親等審査専門部会 

（期 日） 第1回：令和３年７月１６日（金） 

第2回：令和３年１０月２９日（金） 

第３回：令和４年３月17日（木） 

（会 場） 群馬県庁舎（参加者）各１名  

 

（２）群馬県社会福祉審議会 

（期 日） 第1回：令和３年１２月１８日（金） 

書面開催 書面にて意見を提出                                                                                                                                                                                                                                                      

 

（３）令和４年度群馬県政調懇談会 

（期 日）令和３年９月１日（水）   

（会 場）群馬県議会庁舎（参加者）２名 

 

（４）「養育里親研修」における里親会の活動紹介、先輩里親との意見交換会 

①里親会の活動説明 

群馬県里親の会の説明DVDを作成し、各児童相談所による研修時に配信。 

②会場での先輩里親との意見交換会 

（期 日）令和３年７月２９日（木）、11月5日（金）、（会 場）西部児童相談所 

（参加者）４名 

 

（５）群馬県社会福祉協議会・子ども福祉部会 

   第1回（期 日）令和３年５月２４日（月） 文書審議 

   第2回（期 日）令和３年７月２８日（水）（会 場）群馬県社会福祉総合センター 

 

（６）群馬県社会福祉協議会評議員会  

第1回（期 日）令和3年６月24日（木） （参加者）１名 

（会 場）群馬県社会福祉総合センター  

第2回（期 日）令和3年８月５日（木） 書面議決 

第3回（期 日）令和３年9月８日（水） 書面議決 

第4回（期 日）令和3年12月24日（金） （参加者）１名            

（会 場）群馬県社会福祉総合センター 大ホール 

 

 

（７）群馬県児童養護施設連絡協議会 里親支援等検討委員会  

第１回 （期 日）令和３年５月１８日（水） （参加者）１名 

（会 場）ＺＯＯＭにおけるオンライン開催 

第２回 （期 日）令和３年７月６日（火） （参加者）１名 

    （会 場）ＺＯＯＭにおけるオンライン開催 

第３回 （期 日）令和3年8月3日（火） （参加者）１名 

    （会 場）ＺＯＯＭにおけるオンライン開催 

 

８．第６７回関東甲信越静里親協議会群馬大会 

  ①実行委員会：第4回実行委員会  

（会 場）群馬県社会福祉総合センター 

（期 日）令和3年5月12日（水） 



 

②実施内容 

コロナ禍のため開催方法変更。事前収録・オンデマンドによるインターネット配信とし開催 

（テーマ）「共に育ちあい共に明るい未来へ向かって～群馬からの発信2021」 

（事前収録会場、収録日）中央児童相談所 令和３年6月７日（月） 

群馬県社会福祉総合センター、令和３年６月１４日（月） 

（配信期間）令和３年7月18日（土）～7月31日（土） 

（参加登録アカウント）341件 

（報告書作成・参加都県市、開催関係者へ配布）150部 

 


