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◆新型コロナウィルス
新型コロナウィルス関連
コロナウィルス関連◆
関連◆
河内会長よりみな様へ
里親家庭のみな様におかれましては、新型コロナ
ウィルス
ウィルスの影響が拡大する中、ご苦労は日に日に増
ルスの影響が拡大する中、ご苦労は日に日に増
していることと思います。どうぞ無理をなされず収
束する日までお子様とご自身をお守りいただきたく
存じます。
（会長 河内美舟）
「第 3 回全国里母の
回全国里母の集い
里母の集い in あいち」等、
あいち」等、延期
等、延期
2 月 29 日(土)～3 月 1 日(日)に愛知県岡崎市で予
定されていた「第
定されていた「第 3 回全国里母の集い」(
全国里母の集い」(主催 全国
里親会・愛知県里親会連合会)
里親会・愛知県里親会連合会)が、新型コロナウィル
が、新型コロナウィル
スの感染拡大防止のため、開催が
の感染拡大防止のため、開催が 8 月 29 日(土)～8
月 30 日(日)に延期となりました。
内閣府より全里へ
2 月 27 日付けで内閣府より、各公益社団･財団法
人宛に協力依頼が届きました。
人宛に協力依頼が届きました。新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ
新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染防止
ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染防止
のため、ｲﾍﾞﾝﾄ
のため、ｲﾍﾞﾝﾄ等の自粛の
ｲﾍﾞﾝﾄ等の自粛の要請等
等の自粛の要請等です。
要請等です。当会河内会長
です。当会河内会長
が毎年参列し
が毎年参列し献花しています
参列し献花しています東日本
献花しています東日本大震災
東日本大震災九周年
大震災九周年追
九周年追
悼式典（於
悼式典（於:
（於:国立劇場
国立劇場）
劇場）も中止となりました。
厚労省より各都道府県等へ
厚労省より各都道府県等へ事務連絡
各都道府県等へ事務連絡
2 月 26 日付けで厚労省より、各都道府県、指定都
市、児相設置市あてに事務連絡が届いています。
「養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の取り扱いに
「養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の取り扱いに
ついて」と題し、新型
ついて」と題し、新型コロナウィルス
と題し、新型コロナウィルス感染防止のた
コロナウィルス感染防止のた
め、里親の更新研修等を延期・中止する等、柔軟な対
応を依頼する内容です。
更新研修が
更新研修が受講できないまま里親登録の有効期間
研修が受講できないまま里親登録の有効期間
が満了になる里親については
が満了になる里親については、この場合児童福祉法
施行規則第 36 条 46 第 6 項「有効期間の満了の日ま
でに養育里親研修等が行われないとき」に該当し、
次の研修が修了するまで登録が継続されます。
次の研修が修了するまで登録が継続されます。
◆2 月の動き◆
月の動き◆
自民党と超党派の合同勉強会
「児童の養護と未来を考える議員連盟」と「虐待か
ら子どもを守る議員の会」の合同勉強会（以下、合同
勉強会）が行われました。
●2 月 5 日（水）衆議院第一議員会館 議題：
「野田
市児童虐待死亡事例検証報告書」について 鈴木秀
洋氏（日本大学危機管理学科准教授 野田市児童虐
待事件再発防止合同委員会）
●2 月 7 日（金）衆議院第一議員会館 議題：
「厚労
省よりヒアリング」
。①都道府県計画の策定状況のそ
の後と今後の厚労省の対応について ②令和元年児
童福祉法等改正の主要事項とその予算化について、
―小規模・地域分散小規模施設の配置基準強化とそ
―小規模・地域分散小規模施設の配置基準強化とそ
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の要件について、―中核市への児相設置支援につい
て、―弁護士・医師の配置、―その他
●2 月 19 日（水）衆議院第一議員会館 議題：
「中核
市が児童相談所を設置するために乗り越えなければ
ならないハードル」
。秋山浩保氏（柏市長）
「体罰によらない子育て
「体罰によらない子育てのために
らない子育てのために」～厚労省より
のために」～厚労省より
昨年 6 月に改正された
月に改正された児童虐待防止法と児童福祉
改正された児童虐待防止法と児童福祉
法がこの
法がこの 4 月から施行され
から施行されます。
施行されます。それに
ます。それに先立ち昨年
それに先立ち昨年
9 月から開かれていた
月から開かれていた厚労省と有識者
開かれていた厚労省と有識者による｢体罰等
厚労省と有識者による｢体罰等
によらない子育ての推進に関する検討会｣で、先月、
冊子｢体罰等によらない子育てのために｣をとりまと
冊子｢体罰等によらない子育てのために｣をとりまと
めました。｢体罰｣
めました。｢体罰｣の範囲や禁止
｢体罰｣の範囲や禁止に
の範囲や禁止に関する考え方等を
一般に向けてわかりやすく説明しています。
一般に向けてわかりやすく説明しています。
以下、厚労省のＨＰ
以下、厚労省のＨＰで読め
厚労省のＨＰで読めます
で読めますので、ご
ますので、ご一読を
ので、ご一読を。
一読を。
https://www.mhlw.go.jp/content/000598146.pdf
◆お知らせ◆
新１年生の喜びの声(
新１年生の喜びの声(セイバンランドセル寄贈)
セイバンランドセル寄贈)
これから小学校１年生になるお子様より、㈱セイ
バン様からいただいたランドセルのプレゼントに対
してお礼の
してお礼の手紙
お礼の手紙が
手紙が多数事務局へ寄せられています。
今年度は㈱セイバン様のご厚意で全て希望の色を揃
えていただきました。㈱セイバン様ありがとうござ
えていただきました。㈱セイバン様ありがとうござ
いました。
奨学金（日本学生支援機構）の受付
令和 3 年春に進学予定の方（新高校 3 年生）の、
国の高等教育の修学支援制度
国の高等教育の修学支援制度の申請が始まります。
制度の申請が始まります。4
月以降に高校を通して書類を取り寄せ、予約採用の
申請をします（
。
申請をします（マイナンバーの提出が必要
す（マイナンバーの提出が必要）
マイナンバーの提出が必要）
すでに大学等に進学している方も対象になります。
同じく学校を通して申請しますが、学校ごとに締切
日が異なるので注意。また授業料等減免の申し込み
も学校経由で、こちらは 3 月から始まっています。
詳しくは HP を御覧ください。
独立行政法人日本学生支援機構
https://www.jasso.go.jp/index.html
令和２年度概算要求：里親手当改定
令和 2 年度厚生労働省家庭
年度厚生労働省家庭福祉
家庭福祉対策
福祉対策予算
対策予算案
予算案に里親
手当の
手当の改定が盛り込まれました。今春国会を通れば
改定が盛り込まれました。今春国会を通れば
手当\
手当\4,000UP
4,000UP・第 2 子以降も第１子と同額という、
当会が要望してきた内容が実現します。
会員の皆様へ：
会員の皆様へ：令和２年度会費改定のお知らせ
既報の通り、公益財団法人全国里親会の会費は令
和 2 年度より改定となります。納付の通常期限
年度より改定となります。納付の通常期限は令
の通常期限は令
和 2 年 5 月 31 日ですが、
ですが、各里親会の事情(
各里親会の事情(役員会等)
役員会等)
を斟酌し 7 月 31 日を最終期限とさせていただきた
を最終期限とさせていただきた
く宜しくお願い申し上げます。
く宜しくお願い申し上げます。
FAX：03-3404-2034 E-mail:info@zensato.or.jp

