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５ その他の事業の実施状況 

（１）里親委託促進事業関係（ふれあい里親・一日里親事業等） 

児童福祉施設に入所中の児童を登録里親に委託して、当該児童の健全育成と里親制度に対す

る理解・周知を図る「ふれあい里親」を年３回（夏休み、年末年始、ゴールデンウィーク）２

泊３日を原則として実施している。また、里親月間である10月にも同様の趣旨で「一日里親」

を１泊２日を原則として実施している。この他、研修など次の事業を実施している。 

 

  全県 

年 月 日 名   称 実 施 場 所 参加者数 

R3.4.29～R3.5.5  ゴールデンウィークふれあい里親事業  全県 中止 

R3.7.21～R3.8.26  夏季ふれあい里親事業  全県 29組 

R3.9.18～R3.9.20  シルバーウィークふれあい里親事業  全県 中止 

R3.10.9～R3.10.11  里親月間  全県 中止 

R3.12.24～R4.1.6  冬季ふれあい里親事業  全県 30組 

 

 中央児相 

年 月 日 名   称 実 施 場 所 参加者数 

R3.4.15 中央地区里親連絡協議会総会 中央児童相談所 50組 

R3.4.15 中央地区里親連絡協議会里親サロン 中央児童相談所 15名 

R3.4.17 養育里親研修（養育実習） 地行園 1組 

R3.4.18 養育里親研修（養育実習） 地行園､ 鐘の鳴る丘少年の

家、桐育乳児園 

4組 

R3.4.24 養育里親研修（養育実習） 鐘の鳴る丘少年の家 2組 

R3.4.25 養育里親研修（養育実習） 地行園､ 鐘の鳴る丘少年の

家、子持山学園 

5組 

R3.5.10 中央地区里親連絡協議会役員会 中央児童相談所 11名 

R3.5.20 中央地区里親連絡協議会里親サロン 中央児童相談所 19名 

R3.6.3 中央地区里親連絡協議会北部里親サ

ロン 

中央児童相談所北部支所 12名 

R3.6.7 

 

第67回観光甲信越静里親協議会群馬

県大会第1分科会研修会兼里親サロン 

中央児童相談所 19名 

 

R3.6.21 里親相談会 玉村町役場 2名 

R3.6.25 里親相談会 伊勢崎市役所 5名 

R3.6.30 里親相談会 前橋市保健センター 10名 

R3.7.12 養育里親研修（オンライン講義研修） 中央児童相談所 1組 

R3.7.14 養育里親研修（オンライン講義研修） 中央児童相談所 1組 



 - 28 -

年 月 日 名   称 実 施 場 所 参加者数 

R3.7.15 中央地区里親連絡協議会里親サロン 中央児童相談所 15名 

R3.7.21 養育里親研修（オンライン講義研修） 中央児童相談所 1組 

R3.8.2 養育里親研修（オンライン講義研修） 中央児童相談所 1組 

R3.8.3 養育里親研修（オンライン講義研修） 中央児童相談所 1組 

R3.8.4 養育里親研修（オンライン講義研修） 中央児童相談所 1組 

R3.9.8 養育里親研修（オンライン講義研修） 中央児童相談所 4組 

R3.9.16 中央地区里親連絡協議会里親サロン 中央児童相談所 中止 

R3.9.29 里親相談会 沼田市役所 1名 

R3.9.30 里親相談会 榛東村役場 5名 

R3.10.4 中央地区里親連絡協議会里親サロン 中央児童相談所 15名 

R3.10.6 里親相談会 渋川市役所 0名 

R3.10.13 里親相談会 草津町役場 1名 

R3.10.15 里親相談会 中之条町役場 3名 

R3.10.20 里親相談会 みなかみ町役場 1名 

R3.10.21 中央地区里親連絡協議会里親サロン 中央児童相談所 14名 

R3.10.26 里親相談会 吉岡町役場 0名 

R3.10.27 里親相談会 昭和村役場 0名 

R3.11.4 中央地区里親連絡協議会北部里親サ

ロン 

中央児童相談所北部支所 16名 

R3.11.7 養育里親研修（養育実習） 鐘の鳴る丘少年の家 1組 

R3.11.13 里親交流会 たくみの里 56名 

R3.11.14 養育里親研修（養育実習） 地行園、桐育乳児園 2組 

R3.11.17 養育里親研修（養育実習） 桐育乳児園 1組 

R3.11.25 中央地区里親連絡協議会里親サロン 中央児童相談所 1名 

R3.11.27 養育里親研修（養育実習） 地行園 1組 

R3.12.8 養育里親研修（オンライン講義研修） 中央児童相談所 2組 

R3.12.11 養育里親研修（養育実習） 地行園､ 鐘の鳴る丘少年の家 2組 

R3.12.12 養育里親研修（養育実習） 鐘の鳴る丘少年の家 1組 

R3.12.13 養育里親研修（オンライン講義研修） 中央児童相談所 6組 

R3.12.16 中央地区里親連絡協議会里親サロン  

クリスマスサロン 

中央児童相談所 9名 

中止 

R3.12.18 養育里親研修（養育実習 子持山学園 1組 

R3.12.19 養育里親研修（養育実習 子持山学園 1組 

R4.1.8 養育里親研修（養育実習 鐘の鳴る丘少年の家 1組 



 - 29 -

年 月 日 名   称 実 施 場 所 参加者数 

R4.1.9 養育里親研修（養育実習） 鐘の鳴る丘少年の家 1組 

R4.1.20 中央地区里親連絡協議会里親サロン 中央児童相談所 中止 

R4.1.22 新年お楽しみ会 昌賢学園まえばしホール 中止 

R4.2.17 中央地区里親連絡協議会里親サロン 中央児童相談所 中止 

R4.3.10 中央地区里親連絡協議会北部里親サ

ロン 

中央児童相談所北部支所 15名 

R4.3.17 中央地区里親連絡協議会里親サロン 中央児童相談所 13名 

R4.3.25 中央地区里親連絡協議会役員会 中央児童相談所 9名 

  

 西部児相 

年 月 日 名 称 実 施 場 所 参加者数 

R3.4.8 里親サロン 西部児童相談所3階卓球室 17名 

R3.4.22 西毛地区里親の会理事会・総会・交

流会 

西部児童相談所3階大会議室 25名 

R3.5.13 里親サロン 西部児童相談所3階卓球室 8名 

里親相談会 西部児童相談所3階大会議室 4組 

R3.6.10 里親サロン 西部児童相談所3階卓球室 14名 

R3.6.17 出張里親サロン・里親相談会 高崎市役所 中２階ロビー 中止 

R3.7.8 里親サロン 西部児童相談所3階卓球室 10名 

里親相談会 西部児童相談所3階大会議室 2組 

R3.7.15 出張里親サロン・里親相談会 安中市保健センター 中止 

R3.7.28 ピアサポート活動B-1 西部児童相談所3階卓球室 7名 

R3.7.29 養育里親・養子縁組里親研修（講義

研修） 

西部児童相談所3階大会議室 5組 

R3.8.6 西毛地区里親の会レクリエーショ

ン 

伊香保グリーン牧場 30名 

    

 

   

 

 

 

 

 

R3.8.24 里親相談会 西部児童相談所3階大会議室 2組 

R3.9.3 ピアサポート活動A-1 西部児童相談所3階卓球室 6名 

R3.9.9 里親サロン 西部児童相談所3階卓球室 8名 

R3.9.21 里親相談会 西部児童相談所3階大会議室 2組 

R3.9.25 養育里親・養子縁組里親研修（養育

実習） 

児童養護施設希望館八幡の

家 

3組 

R3.10.9 ピアサポート活動A-2 愛育乳児園地域交流室 12名 

R3.10.14 里親サロン 西部児童相談所3階卓球室 16名 
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  里親相談会 西部児童相談所3階大会議室 1組 

R3.10.16 出張里親サロン・里親相談会 藤岡市公民館 中止 

 R3.10.22 出張里親サロン・里親相談会 高崎市役所 中2階ロビー 中止 

 R3.10.27 出張里親サロン・里親相談会 富岡市役所議会棟 中止 

 R3.10.27 

R3.11.5 

ピアサポート活動B-2 西部児童相談所3階卓球室 9名 

 養育里親・養子縁組里親研修（講義

研修） 

西部児童相談所3階大会議室 3組 

 R3.11.11 里親サロン 西部児童相談所3階卓球室 12名 

 R3.11.13 ピアサポート活動A-3 愛育乳児園地域交流室 12名 

 R3.11.27 養子縁組里親サロン 愛育乳児園地域交流室 16名 

 R3.11.28 養育里親・養子縁組里親研修（養育

実習） 

児童養護施設こはるび 2組 

 R3.11.30 ピアサポート活動B-3 西部児童相談所3階卓球室 8名 

 R3.12.5 養育里親・養子縁組里親研修（養育

実習） 

児童養護施設こはるび 1組 

 R3.12.9 里親サロン 西部児童相談所3階卓球室 12名 

 R3.12.11 クリスマス親子サロン 西部児童相談所3階大会議室 37名 

 R3.12.21 里親相談会 西部児童相談所3階大会議室 3組 

 R4.1.8 新年里親サロン 高崎・松邑 中止 

 R4.1.13 里親サロン 西部児童相談所3階卓球室 10名 

 R4.1.13 

R4.1.22 

里親相談会 西部児童相談所3階大会議室 1組 

 ピアサポート活動A-4 西部児童相談所3階卓球室 11名 

 R4.1.26 ピアサポート活動B-4 西部児童相談所3階卓球室 中止 

 R4.2.10 里親サロン 西部児童相談所3階卓球室 中止 

 R4.2.22 里親相談会 西部児童相談所3階大会議室 2組 

 R4.3.10 里親サロン 西部児童相談所3階卓球室 中止 

 

 東部児相 

年 月 日 名 称 実 施 場 所 参加者数 

R3.4.21 里親サロン「トトロの会」 東部児童相談所   15名 

R3.4.26 東毛地区里親連絡協議会第１回役員会 東部児童相談所 14名 

R3.5.15  里親サロン「トトロの会」 東部児童相談所 中止 

R3.5.16 東毛地区里親連絡協議会定期総会 東部児童相談所 中止 

(書面表決) 

R3.6.16 里親相談会、里親サロン「トトロの会」 東部児童相談所       16名 
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R3.6.16 養育里親研修（講義研修） 東部児童相談所  2組 

R3.6.17 養育里親研修（養育実習） 東部児童相談所(一時保護所) 1組 

R3.6.30 養育里親研修（養育実習） 東部児童相談所(一時保護所) 2組 

R3.7.9 養育里親研修（養育実習） 東部児童相談所(一時保護所) 1組 

R3.7.15 養育里親研修（講義研修） 東部児童相談所  1組 

R3.7.21 里親相談会、里親サロン「トトロの会」 東部児童相談所 36名 

R3.8.18 里親相談会 東部児童相談所 1名 

R3.8.18 養育里親研修（講義研修） 東部児童相談所  3組 

R3.9.13 養育里親研修（講義研修） 東部児童相談所  1組 

R3.9.15 里親相談会 みどり市笠懸公民館 0名 

R3.10.20 里親相談会、里親サロン「トトロの会」 桐生市保健福祉会館 29名 

R3.11.14 養育里親研修（養育実習） 東光乳児院 1組 

R3.11.17 里親相談会、里親サロン「トトロの会」 館林市総合福祉センター 29名 

R3.11.27 養育里親研修（養育実習） 東光乳児院 1組 

R3.12.15 里親相談会、里親サロン「トトロの会」 大泉町公民館 38名 

R4.1.19 里親相談会 千代田町保健福祉センター 0組 

R4.2.6 里親相談会 東部児童相談所 12名 

R4.2.16 里親相談会 東部児童相談所 10名 

R4.3.16 里親相談会及び里親サロン「トトロの会」 東部児童相談所 22名 

 

                                                                        

   

（２）「こどもホットライン２４」電話相談事業（中央児童相談所） 

児童及び児童を有する家庭等の悩み、問題に対し電話による相談を通じ、早期に適切な援助

をすることを目的とし、平成４年３月１日に「こども家庭110番」として開設。さらに児童虐待

防止法の施行を機に、平成１２年１１月からは夜間電話相談員を配置し、児童本人や家族など

からの電話を２４時間３６５日いつでも受け付けている。平成１６年４月からは「ぐんまこど

も相談センター」として相談を受け付けていたが、平成２０年３月末で同センターが廃止され

たため、平成２０年４月からは「こどもホットライン２４」として相談を受けている。（相談

状況は統計表２９のとおり） 

このほか、新たな取り組みとして平成２６年より電子メールを、令和元年１２月よりソーシ

ャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）の一つである「ＬＩＮＥ（ライン）」を活用し

た窓口を開設し、児童虐待の防止や早期把握に努めている。 

 

（３）虐待予防・虐待防止のための子育て支援人材育成事業（中央児童相談所） 

県内の虐待防止対策を推進するため、県内の全家庭への子育て支援を目指し、支援できる人

材を計画的・継続的に育成することを目的として、市町村職員など県内の子育てに携わる様々
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な方を対象に、平成１７年度から研修事業を実施している。 

令和３年度は、「群馬県児童福祉司任用資格認定等研修（兼児童福祉司任用前講習会及び群

馬県調整担当者研修）」、「群馬県児童福祉司任用後研修」を実施。それぞれの研修では２３

名及び７名の職員が研修の全科目を受講し、修了証書を取得した。 

 

  ・令和３年度児童福祉司任用前講習会及び要保護児童調整担当者研修（兼児童福祉司任用資格認定等研修） 

年月日 科     目 講     師 参加者 

R4.10.27 

  

子ども虐待対応の基本 

【児童虐待援助論】 

東京都児童相談センター 

専門員 影山 孝 

38名 

子ども家庭支援のためのケースマネジメン

トの基本  

【社会福祉援助技術演習】 

グループインサイトこころの 

相談室 

代表 加藤昌弘 

R4.11.5 

 

子どもの成長・発達と生育環境 

【児童虐待援助演習】 

NPO法人リンケージ 

理事長 石川京子 

37名 

子ども家庭相談援助制度及び実施体制  

【児童相談所運営論】 

 

千葉県柏児童相談所長 

渡邉直 

 

児童相談所における方針決定の過程 

【児童相談所運営論】 

子ども家庭福祉における倫理的配慮 

【児童相談所運営論】 

R4.11.25 行政権限の行使と司法手続 

【児童虐待援助論】 

栁澤法律事務所 

弁護士 栁澤和良 

36名 

子ども家庭支援のためのケースマネジメン

トの基本【社会福祉援助技術演習】 

高崎福祉医療カレッジ 

通信教育部 

課長 木村雅人 ソーシャルワークの基本 

【社会福祉援助技術論】 

R4.12.8 子ども虐待対応の基本 

【児童虐待援助論】 

前橋赤十字病院 

医師 溝口史剛 

36名 

社会的養護における自立支援  

【養護原理】 

東京経営短期大学 

教授 小木曽宏 

子どもの権利擁護  

【児童福祉論】 

社会的養護における自立支援 

【養護原理】 

R4.12.17 

 

非行対応の基本 

【社会福祉援助技術演習】 

群馬県警少年育成センター 主

席少年警察補導員  

39名 
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福島圭子 

関係機関（市区町村を含む）との連携・協

働と在宅支援 

【児童虐待援助論】 

子どもの虹情報研修センター 

研修課長 中垣真通 

 

   ・令和３年度群馬県児童福祉司任用後研修カリキュラム 

年月日 科     目 講     師 参加者 

R5.1.26 

 

社会的養護における自立支援 

 

東京経営短期大学 

こども教育学科 

教授 小木曽 宏 

8名 

R5.2.4 

 

関係機関（市町村を含む）との連携・協働と

在宅支援 

子どもの虹情報研修センター 

研修課長 中垣 真通 

7名 

R5.2.10 子ども家庭支援のためのケースマネジメン

ト 

 

千葉県柏児童相談所 

所長 渡邉 直  

 

7名 

児童相談所における方針決定の過程 

R5.2.16 

 

行政権限の行使と司法手続き 

 

栁澤法律事務所 

弁護士 栁澤 和良 

7名 

子ども虐待対応 

 

東京都児童相談センター専門員 

影山 孝 

R5.2.21 

 

子ども虐待対応 前橋赤十字病院 

医師 溝口 史剛 

7名 

非行対応 国立きぬ川学院 

主任 藤澤陽子 

R5.2.25 子ども家庭支援のためのケースマネジメン

ト 

グループインサイトこころの相

談室 

代表 加藤 昌弘 

7名 

子どもの面接・家族面接に関する技術 

 

 

（４）会議・研修等一覧 
 

 中央児相 

 年月日             名    称                      参加者 

R3.8.20 児童養護施設、乳児院及び児童自立支援施設等と児童相談所との連絡会議 書面 

R4.3.4 施設サポート会議（各施設のファミリーソーシャルワーカー、児童相談所） オンライン 
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  西部児相 

 年月日             名    称                      参加者 

R3.12.15 富岡市民児協子ども福祉研究委員会研修会（講師） 40名 
 

 東部児相 

 年月日             名    称                      参加者 

R3.10.6 管内市町村児童福祉主管課長等会議 27名 

 

 

（５）その他 

  ①児童虐待防止研修等への講師派遣（中央児童相談所） 

  関係機関等が実施する研修や講座で児童虐待防止に関する説明を行った。 

 

 ②就学時検診における児童虐待防止啓発活動（東部児童相談所） 

毎年１０月頃に行われる就学時検診時に、小学校入学前の児童の保護者に対し、東部児童相

談所で作成したチラシを活用し、児童虐待防止に関する説明を行った。 

対象：東部児童相談所管内小学校７５校の保護者 
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☀ 児童相談所の行事紹介 ☀ 

  

 ☀ 中央児童相談所では、児童福祉週間の関連    

  行事が、新型コロナウィルス感染拡大防止の 

  観点から中止になったため、所内にこいのぼ 

  りを掲揚し、新型コロナウィルス感染症の終 

  息と行事の再開を祈願しました。 

 

 

 

        

   

 

 

☀ 西部児童相談所では、児童虐待防止推進月間 

中に、オレンジリボンキャンペーンとして以下   

  の取組を行いました。 

   横断幕設置  

     オレンジリボンの横断幕を設置 

   ラジオ高崎による啓発 

     職員が出演し、オレンジリボンキャンペーン 

     を広報 

    

 

 

 ☀ 東部児童相談所では、児童福祉週間の関連行 

    事 な ど 計 画 し た 行 事 が 新 型 コ ロ ナ ウ ィ     

    ルス感染拡大防止の観点から中止になりました 

    が、一時保護所内で、入所児童を対象にクリス 

    マス会等を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


