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　「すべての子どもに愛ある家庭を」をスローガンに世界に広がる［SOS子どもの村］の日本支部になること

を目指して、2012年8月、（特非）「日本SOS子どもの村」が設立されました。

　日本ではじめて設立された子どもの村福岡は、我が国の「家庭養護のモデル」としてのこれまでの活動が、

2012年11月に「子ども若者育成・子育て支援功労者」として内閣総理大臣表彰を受け、2013年4月24日に

は、開村3周年を多くの支援者に祝っていただくなど、着実な歩みを進めています。

　また、東日本大震災を機に、昨年6月NPO法人として立ち上がった「子どもの村東北」は、震災で家族を失っ

た子どもたちと親族里親支援を柱として、家族の家5棟とセンターハウスの建設に向けて、土地の選定、建設

準備、資金確保、人材開発などの準備を進めています。

　「日本SOS子どもの村」は、この二つの子どもの村を束ね、支援するとともに、日本全体を視野に入れた家庭

的養護の推進と子どもの権利尊重の活動を始めました。2013年3月には、「『家族と暮らせない子どもたち』を

社会全体で支えていくために」と題する東京フォーラムを開催、関東地域のみならず全国から、社会的養護関

係者、行政、研究者、市民団体など、多分野の参加者を得ることができました。

　また、今後の中長期ビジョンの検討を行うとともに、「SOS子どもの村インターナショナル」の各種プログ

ラムの研究、翻訳を行い、「国連子どもの代替養育に関するガイドライン」とともに、我が国における子どもの

権利を尊重した家庭養護の普及啓発の準備を進めてきました。

　この間、「日本SOS子どもの村」設立の大きな目的である「SOS子どもの村インターナショナル」への加盟に

ついては、「子どもの村福岡」「子どもの村東北」の独自性を尊重しながら準備を進めてきました。これに対して

2013年5月、SOS子どもの村インターナショナルからモルティ副事務総局長が来日し、「加盟の条件として

『一つの国に一つの法人組織』が前提である」ことが示されました。この提示を受け、改めて、このSOS子ども

の村インターナショナルの組織原則に則って、我が国で「SOS子どもの村」の理念やプログラムを確実に実現

していくための組織のあり方を検討していくことが必要となってきました。

　2013年6月に開かれた定期総会では、三組織とも統合に向けての決議がなされ、現在、その進め方について

の検討が続けられています。近い将来、日本の子どもの村が一つとなって、日本中を視野に入れ、また、世界の

仲間とともに活動するNGOのひとりとして、さらに大きく羽ばたく日が来ることを確信しています。

Introduction
はじめに

（特非）日本SOS子どもの村理事長
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年表の見方　○子どもの村に関わる出来事
　　　　　　●子どもに関わる社会の動き

Our History
わたしたちのあゆみ：日本 SOS 子どもの村とその周辺の動きから

●2004
●2005

●2006
●2007

●2008

●2009
●2010

●2011
●2012

●2013

●2004
○「日本子どもの虐待防止研究会第十回学術集会 福岡大会」

開催。子どもNPOセンター福岡が呼びかけ、第三回市民

フォーラム「子どもと育つ地域づくり」を開催。「里親」をテー

マにした分科会を設ける

●2005
○市民参加型里親普及事業「新しい絆プロジェクト」

を委託事業として子どもNPOセンター福岡が受託

●2006
○西日本新聞に千鳥饅頭総本舗の原田光博社長（故）による「子どもの村構想」が紹介される

○事務所開設 NPO法人設立に向けての準備を開始

4月

○SOS子どもの村の存在を知る12月

1月

3月

○SOS子どもの村インターナショナル本部（オーストリア インスブルック）、イムストのSOS子どもの村訪問10月

●2008

●児童福祉法改正、「養育里親」を「養子縁組里親」等と法律上
区分される

●2007
○SOS子どもの村インターナショナルと

子どもの村福岡との協定締結

○人材養成研修開始

5月

7月

●2009

●国連総会で「子どもの代替養育に関するガイドライン」が採択される（子どもの権利条約20周年を記念して）11月

●児童福祉法改正、里親手当の倍額への引上げ、里親支援機関事業の実施

●2010

●福岡市の里親委託率3倍に（2004年時比較）

●福岡市虐待防止活動推進委員会の立ち上げ、キャン

ペーン活動の実施

●日本政府は「子どもの代替養育に関するガイドライ

ン」を守るように国連からの勧告を受ける

○SOS子どもの村インターナショナルよりポッシュ博

士、エリザベート女史が来日し、育親・スタッフ研修を実施

●厚生労働省「社会的養護の課題と将来像」についての

検討を開始

4月

5月

6月

10月

12 月

12 月

●2011
○（震災を受けて）子どもの村東北の発足へ向けて動き出す

●厚生労働省「社会的養護の課題と将来像」によって、家庭養護推進へと

進む新しい流れが示された

●福岡市こども未来局に虐待防止の係が新設。児童相談所、区役所に相談

の組織が強化される

○「国連子どもの代替養育に関する

ガイドライン」翻訳発行

3月

12月

●2012

3 月

5月

●2013
○日本SOS子どもの村 第1回フォーラム

開催

○「子ども家庭支援センター」（子どもの村

福岡）開設

東日本大震災
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○NPO法人子どもの村福岡が発足7月

○子どもの村福岡が認定NPO法人となる6月

○NPO法人子どもの村東北 発足6月

○「ファミリーシップふくおか」の発足4月 ○子どもの村福岡 開村4月

NPO法人日本SOS子どもの村 発足8月

2012年度の虐待相談件数は、66,807件と過去最多となる。

子どもの村の活動が日本全体において、さらに必要とされ

ている現状が見えてきた。社会的養護の社会化のために日

本全体への発信力と世界標準の人材養成プログラムの提供

が求められている。

児童相談所での児童虐待相談対応件数
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▲第一回フォーラム

　SOS子どもの村の理念に基づいた組織を確立し、経済基

盤づくりを進めるために、我が国においてSOS子どもの村

が必要とされる社会的背景やSOS子どもの村の理念・プ

ログラムの共有・確認を図ることを目的として、SOS子ど

もの村プログラムの研究と日本SOS子どもの村としての

長期ビジョン・戦略会議の実施、活動の周知のための広報・

啓発事業を行いました。また、子どもの村東北への支援も重

点的な課題として取り組んだ。

　SOS子どもの村の周知を図り、支援を拡大していく上

で、広報・啓発は重要な事業であるため、日本SOS子ども

の村設立にあたり、ウェブサイトの開設を行いました。ま

た、デザイナーなどの参加を得て広報チームを設置し、広報

ツールの制作を行いました。

　子ども・家庭支援プログラム研究開発チームによる、

SOS子どもの村インターナショナルの「Who We Are」と

「Programme Policy」を翻訳し、特に基本理念である

「Who We Are」については、組織内外への普及をめざして

制作・発行した。

子どもたちの状況にどのように対応する

べきなのか、SOS子どもの村の方針と行

動の枠組みを定義したもの。SOS子ども

の村のルーツやビジョン、ミッションお

よび価値と国連子どもの権利条約に沿っ

て練り上げられている。

●日本SOS子どもの村パンフレッ

ト・リーフレットの制作・発行

●「Who We Are」の制作・発行

●ウェブサイトの充実

SOS子どもの村プログラムの研究・翻訳

広報・啓発事業

○Programme Policyとは

2013年3月17日（日）、こどもの城（東京）にて、フォーラム「すべての

子どもに愛ある家庭を～家族と暮らせない子どもたちを社会全体で支

えていくために」を開催。各地から160名が参加。

○第一回フォーラム開催

講師：渡辺久子（慶應義塾大学医学部小児科専任講師）

○講演１「子どもの未来を支える愛着の絆」

講師：柏女霊峰（淑徳大学総合福祉学部教授）

○講演２「社会的養護のこれから」

①「家庭的養護を進める多分野ネットワーク」

木ノ内博道（全国里親会副会長）

②「被災地における家庭的養護を支えるネットワークづくり」

卜藏康行（日本ファミリーホーム協議会会長）

③「SOS子どもの村の願い」

坂本雅子（日本SOS子どもの村常務理事）

○シンポジウム

子どもの虐待を防止し、子どもを保護する

ためのポリシーと保護のための手順を周

知することを目的としたもの。子どもの発

達と保護に貢献するために、職員に必要な

スキルについてもまとめられている。

○Child Protection Policyとは

Our Action
わたしたちの活動 2012-2013
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ハイリスク家族

家庭養護※1専門的ケア（治癒的養育）

啓発

アドボカシー
行政との協働

地域との協働

里親家族

実家族

（子どもの村での養育実践）
社会的養護のモデル

（施設／グループホーム）
家庭的養護※2との連携家族支援プログラムの

実践と開発
（子ども家庭支援センターの実践）

社会的養護の
シンクタンク

子どもの権利の
代弁者

子どもを支える
多分野ネットワーク

づくり

長期ビジョン会議　

第一回2012年10月23日

第二回2012年12月21日

戦略会議　

第一回2013年3月27日

子どもの村東北への支援 長期ビジョン・戦略会議の実施
　国内の子どもの村への支援は、日本SOS子どもの村の重

要な役割であり、子どもの村建設に取り組む子どもの村東

北への支援を初年度の重点課題としました。具体的には、子

どもの村の建設とその後の運営支援のために、NPO法人の

運営支援、経済支援、広報事業支援、人材養成支援など、多方

面における後方支援を行いました。

　また、今後の運営を支えるための東北でのネットワーク

づくりに寄与するプロジェクト（二都ものがたり）の企画・

運営を通して、福岡でのこれまでの取組のノウハウを提供

しました。

将来的に子どもの村での養育・家族支援の実践と研究・開発事業とが相互に補完しあい、多分野ネットワークに

支えられながら、子どもの権利の代弁者として我が国での幅広い役割を担っていきます。

　「日本の現状と課題」と「日本SOS子どもの村」の役割と

ビジョン実現に向けたロードマップを導くための会議を三

回にわたって開催しました。

○開催日程

※1家庭養護　里親やファミリーホームなど養育者の住居で生活をともにし、家庭で家族と同様な養育をすること
※2家庭的養護　施設において、家庭的な養育環境を目指すグループホームや小規模化の取組のこと

日本SOS子どもの村が果たしていくべき６つの役割 ー長期ビジョン会議、戦略会議からー
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Our Action
子どもの村の実践（福岡・東北）

▲子どもの村福岡の全景

子どもの村福岡

児童相談所、里親、児童養護施設

ファミリーシップふくおか
子どもにやさしいまちづくりネットワーク

NPO法人、行政関係者、学生など

小児科医
臨床心理士
弁護士
社会福祉士
精神科医
保健師
看護師
建築家
デザイナー

専門家

社会的養護

市 民

子どもの村福岡の取組
　2010年４月に開村してからの三年間に、一時保護の子どもたちを加えると26名の子どもたちが子どもの村で育まれてい

ます。その内、家族のもとに帰った子どもは12名。現在は、14名の子どもたちが育親のもとで暮らしています。今後、さらに組

織体制を強化し、子どもと育親を支えるチームづくりと養育の質の向上を図ります。

　また、家庭的養護を支える人材養成研修プログラム開発を里親会などとともに行うなど、子どもの村福岡の特徴ともいえる

多分野ネットワークをさらに発展させています。

社会的養護の子どもと家族を支える多分野ネットワーク
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◀子どもプログラム
　サポーター養成セミナー

子どもの村東北の取組

▶里親リフレッシュキャンプ
仮装したサポーターたち

▲もうひとつの絆プロジェクト 第二回フォーラム

　2013年5月より福岡市から委託を受け、「子ども家庭支

援センター」の運営がスタートしました。子育て困難や育児

疲れなどで悩む親や、発達や対人関係に問題を持つ子ども

たちが対象です。共働き世帯やひとり親世帯が増える中、平

日昼間に相談に行けない家族のために、平日夜間と土日祝

日に、臨床心理士と保健師が相談を受けています。

　今後は地域の里親支援に加えてショートステイ、一時保

護などを通して、危機的状況下にある子どもと家族が地域

の中で育まれる社会づくりをめざします。

（1）子ども家庭支援センターの運営開始

　地域の里親･ファミリーホーム養育者の支援の一つであ

る専門研修会に同行してくる里子たちのための「子どもプ

ログラム」を行っています。

　本プログラムは、主体的に子どもたちが遊べる場と安心

できる関係性を保障し、子どもたちの持つ様々な力が最大

限発揮されるよう構成されています。子どもプログラムを

担うのは、ボランティアサポーターです。里子たちの置かれ

ている状況、遊びの持つケアの力について学ぶ養成セミ

ナーを実施することで、潜在的な社会的養護のサポーター

を掘り起こすことにもつながっています。また、子どもプロ

グラム事業は、2013年には「里親リフレッシュキャンプ」

という新しい里親支援事業にも発展しています。

（2）子どもプログラムの開発

　2014年度中の開村を目指して、建設推進体制の構築、建

設グループミーティングなどを開催し、建設地の検討を行

う一方で、中長期にわたる村の構想について子どもサポー

トグループで検討を進めてきました。また、建設資金につい

ての協力要請を関連企業・団体などへ行い、設立趣旨を広

く社会各方面に理解していただくことと合わせて、運営資

金についても具体的な支援・協力をお願いしてきました。

開村後の運営を担う人材養成研修も開始しています。

（1）子どもの村開村準備

　宮城県内における里親の普及を図るために「もうひとつの

絆プロジェクト」を開始しました。このプロジェクトは、宮城

県なごみの会（里親会）、仙台市ほほえみの会（里親会）、子ど

もの村福岡と子どもの村東北、宮城県、仙台市の6者協働事

業として始まったものです。「もうひとつの絆」とは、「実の家

族の絆」を大切にしながら「里親子の絆」をつくっていくこと

を願って命名されました。これまでにフォーラムを三回、里

親研修会を二回開催し、フォーラムについては報告集が発行

されました。

（2）もうひとつの絆プロジェクト
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▲モルティ氏を囲んでの茶話会（福岡） ▲子どもの村東北での集合写真

SOSマニュアルの導入　SOS子どもの村インターナショナルが長年培ってきた

すぐれたプログラム群が、我が国における社会的養護と子

どもに関わる現場にもたらす影響は計り知れません。加盟

に向けて、「SOS子どもの村」の理念やプログラムを確実に

実現していくための基盤づくりとしてSOSマニュアルの

導入や人材養成の研究を行っています。

　また、2013年5月に実現したSOS子どもの村インター

ナショナル副事務総局長の来日によって、日本の子どもの

村の三組織が、加盟の条件に叶う組織になるための課題と

して『一つの国に一つの法人組織』が前提であることが示さ

れました。加盟に向けて発展的な組織のあり方を検討して

いくことが、今後の最大の課題となりました。

加盟に向けての協議
　2013年5月6日‐5月12日まで、SOS子どもの村イン

ターナショナル副事務総局長であるシューバ・モルティ氏

が来日。東京では、関係各所を訪問。東北では、東日本大震災

の被災地の訪問や子どもの村東北理事と開村に向けての意

見交換を行い、福岡では、育親や子どもたちとの交流会と

SOS子どもの村への加盟に向けての協議を行いました。

　SOS子どもの村インターナショナルの実践に基づいた

子ども・家庭支援プログラム、建築・ファンドレイジング・

広報などのSOSマニュアルの翻訳と子どもの村福岡と子

どもの村東北で、スタッフ研修など実践に向けて取り組ん

でいます。

SOSプログラムの研究、人材養成

１．家庭的養護推進のための課題に関する研究

２．実親との連携

３．ファミリーホームの支援

４．危機にある家庭への支援

　下記4つの研究課題を軸に、SOSプログラム研究チーム

を設置し、日本型プログラムの開発に着手しました。

　また、SOS子どもの村インターナショナルからプログラ

ム開発ディレクターを招聘し（2013年11月に福岡と東京

でフォーラムを開催予定）、我が国における社会的養護の新

たな流れをつくり出すために動き始めました。

Our Future
わたしたちがめざすものー SOS 子どもの村インターナショナルへの加盟に向けてー
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SOSファミリー、ユースプログラム

家族強化プログラム

受益者総数

1,147

392

434,800

SOS医療センター

受益者総数

74

723,300

▲世界各地に点在する SOS子どもの村

　子どもに関する世界最大規模の国際NGOであるSOS子

どもの村は、1949年第二次世界大戦後のオーストリアで

はじまり、現在世界133の国と地域で活動しています。日

本では、2010年４月に「子どもの村福岡」がはじめて開村

しました。

○医療・ヘルスケア

※サービス提供の回数でカウント

SOS緊急支援プログラム

受益者総数

16

179,500

総受益者数 1,572,300

※サービス提供の回数でカウント

○子どもの養育

SOS幼稚園

SOSヘルマン・グマイナー・スクール

SOS職業訓練センター

222

182

54

SOSソーシャルセンター 624

受益者総数 234,700

○教育 ○緊急支援

世界に広がるSOS子どもの村
　SOS子どもの村は、愛ある家庭を必要とする子どもたち

に家族の中での永続的な関係をもたらすための活動を核と

しながら、家族を強化することで子どもの遺棄を防ぎ、教育

や保健サービスの提供、緊急支援活動などの幅広い支援を

行なっています。

157 万人に届けられるさまざまな支援

2010年4月
子どもの村福岡が開村

SOS子どもの村の活動（2012 統計）

Our Future
SOS 子どもの村インターナショナルについて
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子ども支援の３つの特徴 SOS子どもの村：2020 年に向けての戦略

　家族の元で暮らすことのできない子どもたちには、愛情

あふれる家庭的な環境が必要です。

　SOS子どもの村では、専門的なトレーニングを受けた

SOSマザーが専門家からの支援を受けながら子どもたち

と家族として日々の生活をとも

に送り、愛着を築いていきます。

また、兄弟姉妹を離さず養育する

こと、それぞれの家が希望に沿っ

た環境となるよう配慮すること、

地域とともに子どもたちを育て

ていくことを基本原則としてい

ます。

　SOS子どもの村は、2016年までに60万人の子どもが、

2020年までに100万人の子どもが愛情あふれる家族の中

で成長できるようにすることを目標としています。

　日本における子どもの村の活動も、SOS子どもの村イン

ターナショナルの戦略に則り、実践を行なっていきます。

（1）SOSマザーによる養育

　子どもたちが生まれた家族の中で育つことができるよ

う、家族支援にも力を入れています。子どもたちとその家族

を支えるセンターを設立したり、家族の崩壊につながる貧

困の撲滅にも取り組んでいます。家族を強化することで子

どもの遺棄を防ぎ、負のサイクルを断ち切るために活動し

ています。

　家族を基盤とする養育と家族強化を中心としたプログラ

ムの質をさらに向上させます。具体的には、質の管理システ

ムの導入や、ヨーロッパ以外のSOSファミリーの規模を小

さくしていくこと、受益者のレベルにあった家族強化ス

タッフを配置していくことなどがあげられます。

（2）家族崩壊を防ぐ家族強化プログラム （1）養育の質の向上

　「国連子どもの代替養育に関するガイドライン」に沿った

子どもの養育についてビジョンと価値を共有しながら、家

族強化においてパートナーシップを組める団体、養育の実

践者とともに新たなステップを模索します。パートナー

シップは、養育の分野のみならず、教育や保健サービス、緊

急支援プログラムなどの分野にも展開していきます。

（2）家族強化のためのパートナーシップの構築

　親と暮らせない子どもたち、危機的状況下にある子ども

たちとともに、子どもたちの権利擁護のための活動を続け

ます。「国連子どもの代替養育に関するガイドライン」を、活

動の基盤として、明確な政策提言（アドボカシー）を行なっ

ていきます。

（3）子どもたちの権利擁護の担い手となる

　社会的養護を受けて育った若者は教育水準が低くなり、

そのため就職も難しく、貧困ライン以下の生活に陥ってし

まうケースも多いため、自立は大きな課題です。SOS子ど

もの村では、若者はSOSユース施設で集団生活をしなが

ら、家事などの生

活スキルを身につ

けます。また、就職

活動についてもサ

ポートを受けなが

ら自立に向けての

準備を整えます。

（3）子どもたちの自立を支えるSOSユース施設

0

200

400

600

800

1000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

234

73 74 78 80 82 84 87 92 100

271 290

370 382
414

467

532
600

1000
家族強化プログラム

家庭養護（SOS子どもの村とそのパートナーによる）

2020 年に向けての戦略目標
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Towards New Developments
新たな展望にむけて

　2005年から、福岡市において始まった市民と行政の協働の里親普及・支援活動「ファミリーシップふくお

か」は、それまで知られることの少なかった社会的養護の子どもの課題を、さまざまな子どもの課題に取り組

むNPOが「実行委員会」をつくり、市民の課題として取り組むことによって、里親委託率を大きく伸ばすとい

う成果をあげてきました。その活動の中で、「すべての子どもに愛あり家庭を」のスローガンのもと、世界の子

どもたちに家庭を保障し、子どもたちが自立し、社会に貢献できるように支えていく「SOS子どもの村」のす

ぐれたプログラムに出会い、2010年、我が国で初めての「子どもの村福岡」を実現しました。

　それは、韓国、ベトナム、そしてオーストリアやドイツの子どもの村を訪問し、村長やマザーに会い、その実

践を学ぶことから始まりました。さらに、SOS子どもの村インターナショナルが世界の子どもの村に示して

いる「SOS子どもの村マニュアル」や「Programme Policy」「Child Protection Policy」などを学び、SOS子

どもの村が培ってきたSOSマザーを中心とした家庭養育、それを支える人材養成、専門的支援などを活かし

て、我が国における「家庭養護のモデルづくり」をすすめてきました。

　2009年、国連は「子どもの代替養育に関するガイドライン」を採択し、世界各国に向けて、子どもの権利に

基づいて、家庭的環境での育ちを保障する政策を示すとともに、子どもに関わる全ての人にガイドラインの実

践を促しました。そして、国連の動きに呼応して、我が国でも「家庭的養護推進」の政策が始まっています。

　SOS子どもの村が、長い歴史の中で培ってきた様々な実践を、我が国の社会的養護改革の中で実践・普及す

る意義は、さらに大きくなってきました。「子どもの村福岡」と「子どもの村東北」、そして「日本SOS子どもの

村」は、ひとつの組織になって、世界の一員として、新たな展望に向けて進んでいきます。

　創始者ヘルマン・グマイナーは、「SOS子どもの村マニュアル」の中で、次のように述べています。

　　　　　SOS子どもの村のようなグローバルな福祉ネットワークは、変化する社会の諸情勢に対応し、

子どもの幸せのために常に新しい試みを受け入れるよう努力している場合にのみ、生き生きと活動するこ

とができます。

（特非）日本SOS子どもの村常務理事

坂本雅子
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1. 会費収益

　 個人

2. 支援会員収益

　 個人

　 企業・団体

3. 一般寄付収益

　 個人

　 企業・団体

4. ＣＶ連携協力金収益

　 子どもの村福岡

5. 雑収入

　 雑収入

当期収益合計（Ａ）

前期繰越金

収益の部合計（Ｂ）

290,000

290,000

211,000

11,000

200,000

2,948,327

265,000

2,683,327

800,000

800,000

185

185

4,249,512

－

4,249,512

金額

1. 事業費

　(1) 子どもの村東北支援事業

　(2) 国際連携事業

　(3)SOS-CVプログラム研究・開発事業

　(4) 広報・啓発事業

2. 管理費

　 人件費

　 旅費交通費

　 通信費

　 会議費

　 消耗品費

　 雑費

当期支出合計 (C)

当期収支差額 (A)-(C)

次期繰越資金 (B)-(C)

支出の部合計

3,037,917

1,018,581

235,176

441,083

1,343,077

2,636,651

856,617

1,648,160

6,216

72,964

40,972

11,722

5,674,568

△1,425,056

△1,425,056

4,249,512

金額

第一年度であったため、収益よりも支出が上回る結果となったが、人材を確保し、今後の組織運営の基盤を強化した。

○収益の部 ○支出の部

収益合計
4,249,512円

支援会員収益
5%

会費収益
7%

連携協力金収益
19%

一般寄付収益
69%

国際連携事業
4%

子どもの村東北支援事業
18%

プログラム研究
開発事業
8%

広報啓発事業
24%

管理費
46%

支出合計
5,674,568円

Financial Results
第一年度（2012年）事業会計報告



一年と二か月にわたる日本SOS子どもの村の第一歩は、皆様のご支援により可能になりました。子どもの村福岡、子どもの村

東北とともに、これからも子どもたちのウェルビーイングの実現をめざして着実に活動を進めて参ります。

皆様のご支援に心より感謝いたします。

医療法人社団千実会、石竹みさ子、小野正恵、株式会社アオキスーパー、小野祐子、森本美絵、よざ小児科医院、（有）美松花

園、三宅玲子、日本非破壊検査株式会社 小田原 勝典、三井住友カード株式会社九州営業部、大谷順子、MS＆ADインシュ

アランス グループ ホールディングス㈱、DCMホールディングス株式会社、満留昭久、松永美樹、瀧山勝久、中島匡博、藤

川詩織、坂本雅子、松崎佳子、廣瀬志歩、橋本愛美、遠藤綾（2013年10月20日現在）

h t t p : / / w w w. s o s c h i l d r e n s v i l l a g e s . j p

理 事 長

副理事長

常務理事

理 事

保科 清／順和会山王病院小児科上席部長・一般社団法人日本小児科医会顧問

飯沼 一宇／子どもの村東北理事長・石巻赤十字病院名誉院長・東北大学名誉教授

満留 昭久／子どもの村福岡理事長・福岡国際医療福祉学院学院長・福岡大学名誉教授

坂本 雅子／子どもの村福岡副理事長・子どもの村東北理事

大谷 順子／子どもの村福岡専務理事・子どもNPOセンター福岡代表理事

瀧山 勝久／子どもの村福岡副理事長・子どもの村東北理事

萩原 なつ子／立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授・日本NPOセンター副代表理事

齊藤 万比古／恩賜財団母子愛育会附属愛育病院小児精神保健科部長・日本児童青年精神医学会理事長

星野 崇／公益財団法人全国里親会会長

山崎 剛／子どもの村東北理事・みやぎ心のケアセンター副センター長

卜藏 康行／子どもの村東北理事・日本ファミリーホーム協議会会長・宮城県里親会会長

加藤 広樹／公益財団法人トヨタ財団前常務理事

青木 紀久代／お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科准教授

Our heartfelt gratitude goes to…
支援者一覧（敬称略・順不同）

Our Directors
理事一覧
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