
連絡先 電話番号 メールアドレス等

10月 広報に掲載依頼
市町村広報,地元広報のフリーペーパーに里親制度PRの記事を
掲載依頼

10月 里親サロン 里親同士の相互交流を図る

9月10日
北海道里親研修大会
全国里親会北海道地区里
親研修大会

優良里親表彰、分科会、講演会の実施
場所：函館市

10月 パンフレット配布 里親制度に関するパンフレットを県内産婦人科等に配布

11月 講演会
里親に関する講演及びシンポジウム
場所：未定

10月22日 岩手県里親大会
里親制度及び養育に関する講演と里親の体験発表を通し里親
制度の啓発を図る

パンフレット配布
県内３箇所の各児童相談所にて里親募集のパンフレットを配
布

9月 広報 新聞への里親募集の案内の掲載

10月中 広報
ラジオ放送（県からのお知らせ：里親研修の案内
                              里親制度について）
県内市町村に対して広報誌への掲載依頼（里親制度）

宮城県保健福祉部子育て支
援課

022-211-2531 kosodatei@pref.miyagi.jp

10月中 広報 リーフレット配布 宮城県北部児童相談所 0229-22-0030

10月中 広報 商業施設でのパンフレット設置
宮城県東部児童相談所
気仙沼支所

0226-21-1020

広報 里親委託普及啓発リーフレットの配布 秋田県赤十字乳児院 018-884-1760
rcanyujihiyoko-
banbi@sunny.ocn.ne.jp

9月 広報に掲載依頼 市町村広報に里親制度PRの記事を掲載依頼
秋田県健康福祉部地域・家
庭福祉課

018-860-1344
Omiya-
Ayaka@pref.akita.lg.jp

10月28日 里親講演会
里親ってなんだろう
～里親のことをもっと知ってください～

児童養護施設 興望館 0238-38-6109

11月18日 山形県里親研修会 県内の里親等に対する研修会
山形県子育て推進部子ども
家庭課

023-630-2259

7 福 島 県

6月27日
7月18日
10月19日
2月6日（予定）

里親制度普及促進講習会
里親制度に関心を持つ県民を対象に県内各地で里親制度普及
促進講習会を開催。

福島県保健福祉部こども未
来局児童家庭課

024-521-8665
jidoukatei@pref.fukushim
a.lg.jp

2 青 森 県
青森県健康福祉部こどもみ
らい課子育て支援グループ

017-734-9301
KODOMO@pref.aomori.lg.jp

3 岩 手 県
岩手県保健福祉部子ども子
育て支援課

019-629-5457
（内線5458）

4 宮 城 県

5 秋 田 県

6 山 形 県

問い合わせ先

1 北 海 道
北海道保健福祉部子ども未
来推進局子ども子育て支援
課

011-231-4111
（内線25-775）

Hofuku.kodomo1@pref.hokk
aido.lg.jp

平成２９年度における里親月間の取組の実施（予定）状況　【地方自治体】

実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）
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連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

県のホームページにパン
フレットを掲載

里親支援専門相談員と連携して作成したパンフレット（里親
になりませんか・里親支援専門相談員）を茨城県のホーム
ページに掲載し、里親制度の周知を図る。

9月～10月 里親制度研修会
里親制度の普及及び，里親についての理解の推進のための市
町村職員を対象とした研修会

10月 県広報紙掲載 里親制度の利用にかかる案内～里親になりませんか～

10月 ラジオ県だより放送 里親制度の普及～あなたも里親になりませんか～

10月6日～10月13日 里親制度のパネル展示 栃木県庁展示スペース
栃木県保健福祉部こども政
策課

028-623-3061
kodomo@pref.tochigi.lg.j
p

10月14日 栃木県里親大会
里親制度に対する理解を深めるための体験発表や分科会を開
催

(一財）栃木県里親連合会 028-665-7830

10月1日～30日 ラジオCM放送 里親募集のスポットCM

10月中 新聞広告掲載 里親制度の周知及び里親募集

10月中 ポスター掲示
関係機関及び群馬県包括連携協定締結企業の銀行やスーパー
マーケット等

10月中 県広報誌 里親制度の周知及び里親募集

10月21,27日 里親サロン 里親に関心のある人が相談や交流できるサロンを開催

10月4日 リーフレット配布
全国一斉里親制度啓発「one love キャンペーン」に合わせ県
内商業施設にて里親募集のリーフレット配布

10月28～31日 リーフレット配布 イオンモール高崎にて里親募集のリーフレット配布

群馬県こども未来部児童福
祉課

027-226-2628 jidouka@pref.gunma.lg.jp

8 茨 城 県 茨城県子ども家庭課 029-301-3247
ik.nakata@pref.ibaraki.l
g.jp

9 栃 木 県

10 群 馬 県
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連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

10月 県広報紙による広報 県広報紙で里親制度を広報 埼玉県福祉部こども安全課 048-830-3335

9月2日 富士見市立ピアザ☆ふじみ（富士見市） 埼玉県川越児童相談所 049-223-4152

9月9日 越谷児童相談所（越谷市） 埼玉県越谷児童相談所 048-975-4152

10月28日 新座市役所第２庁舎５階（新座市） 埼玉県所沢児童相談所 048-473-1124

10月29日 川口市中央ふれあい館（川口市） 埼玉県南児童相談所 048-262-4152

11月11日 鴻巣市吹上生涯学習センター（鴻巣市） 埼玉県中央児童相談所 048-775-4152

10月28日 熊谷市文化創造館さくらめいと（熊谷市）

11月25日 川越南公民館(川越市)

10月8日 広報啓発用チラシ等配布 越谷市民まつり(越谷市)

10月15日 広報啓発用チラシ等配布 ところざわまつり(所沢市)

11月9日 広報啓発用チラシ等配布 くまＳＵＮまつり(熊谷市)

11月14日 広報啓発用チラシ等配布 県民の日記念「県庁オープンデー」(埼玉県庁) 埼玉県福祉部こども安全課 048-830-3335

10月22日 千葉県里親大会
県民向けの講演やパネルディスカッションを行い、里親制度
の広報啓発を行う。

特定非営利活動法人ちばこ
どもおうえんだん

043-205-4046
chiba.kodomo_ohendan@fug
a.ocn.ne.jp

11月26日他（計6回） 里親制度説明会 各地域（6か所）で、里親制度の説明会と個別相談会を行う。
特定非営利活動法人子ども
家庭サポートセンターちば

0470-28-4288

10月1日～10月31日 ラジオＣＭ bayfmにて月間中毎日、里親制度に関するＣＭを放送する。

10月5日（予定） 県広報誌への広報 里親制度の周知及び里親制度説明会の案内

10月以降 テーマ別研修会
委託されている里親等を対象に、養育に関する悩み等をテー
マ別に分けて、研修を行う。

10月・11月
広報啓発物品（リーフ
レット、クリアファイル
等）の配布

オレンジリボンキャンペーンに合わせ、10月・11月を中心に
里親制度に関する啓発物品（リーフレット、クリアファイ
ル、メモ帳等）を関係機関や県民向けに配布。
また、貸出可能な掲示用パネルを作成し、イベント時にパネ
ルを掲示する。

10月以降（予定） 専用Ｗｅｂページの開設
オレンジリボンキャンペーンの一環である、オレンジリボン
リレー（ＳＮＳを活用した広報啓発）と併せて、里親制度に
係る専用Ｗｅｂページを開設する。

11 埼 玉 県

里親入門講座
（里親制度の説明、里親
の体験談の発表）

研修会
「子どもたちの権利保障
は私たちの務めです！」

一般社団法人埼玉県里親会 048-779-7200

12 千 葉 県

健康福祉部児童家庭課 043-223-2322

mailto:chiba.kodomo_ohendan@fuga.ocn.ne.jp
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連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

「広報東京都」10月1日
号記事掲載

都の広報紙を通して、里親月間の周知、養育家庭制度の解
説、体験発表会の開催告知を行う。

フリーペーパー（サンケ
イリビング）記事掲載

無料配布のタブロイド紙を通して、里親月間の周知、養育家
庭制度の解説、体験発表会の開催告知を行う。

9月3日～12月14日
（都内52か所の開催日
程は都ホームページ等
でご確認ください。）

養育家庭体験発表会の開
催

都内52か所で各区市町と児相が共催。養育家庭がみずからの
養育体験を発表。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/satooya/hotfamil
y/press/satooyagekkan2017.htm

都庁１階ホール中央で普
及啓発

都庁1階ホール中央部にてパネルとチラシにより養育家庭制度
の普及啓発を行う。

10月24日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布・パネル展示

小田原ダイナシティ

10月28日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布・パネル展示

唐池祭（児童養護施設唐池学園）

11月12日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布・パネル展示

オレンジリボンたすきリレー・ゴール会場

10月24日
ラジオ番組における里親
制度のＰＲ

ＦＭおだわら

10月 県広報紙による広報 県のたより（県広報紙）で県里親大会を広報
神奈川県県民局次世代育成
部子ども家庭課

045-285-0808

9月25日
里親講座（里親制度説明
会）

座間市役所 神奈川県厚木児童相談所 046-224-1111

11月20日
里親講座（里親制度説明
会）

児童養護施設エリザベス・サンダース・ホーム 神奈川県平塚児童相談所 0463-73-6888

10月21日
12時30分～16時

第30回神奈川県里親大会
藤沢市湘南台文化センター市民シアター
映画上映「わたし、生きてていいのかな」、里親制度説明な
ど

神奈川県里親大会実行委員
会事務局（児童養護施設白
十字会林間学校）

0467-82-8044

10月22日（予定）
新聞（地方紙）による広
報

新潟日報の「県からのお知らせ」欄に、里親についての周知
と里親になることを促す文章を掲載

10月中
県ホームページによる広
報

通常の里親制度のＨＰのほか里親月間の特設ページを開設

10月中 啓発用チラシ配布
市町村等へ里親制度の紹介及び募集案内のチラシを配布し活
用を依頼

通年 地区別研修会
県内児童相談所と所管地域の里親会支部が連携し、里親制度
の啓発セミナー等を実施

14 神 奈 川 県

里親センター「ひこばえ」 046-205-6092

15 新 潟 県
新潟県福祉保健部児童家庭
課

025-280-5926
ngt040270@pref.niigata.l
g.jp

13 東 京 都
福祉保健局少子社会対策部
育成支援課

03-5320-4135

mailto:ngt040270@pref.niigata.lg.jp
mailto:ngt040270@pref.niigata.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

10月22日 里親講演会

富山県里親講演会　ひろめよう里親inとやま2017
時間：10時～11時45分
場所：県民共生センターサンフォルテ
内容：里親制度説明、講演「これから必要とされる里親養育
について」長野大学社会福祉学部教授上鹿渡和宏氏

9月～10月 里親ラジオ番組
里親がラジオ出演し、体験談等を通じて里親制度への理解と
周知を図る

10月 里親募集ラジオCM ラジオにてスポットCMを放送

9月14日、11月9日 里親サロン 里親同士の相互交流の場を開催

通年 啓発リーフレットの配布
市町村、産婦人科等に里親制度啓発リーフレットを配布し活
用を依頼

10月 ホームページでの広報 県ホームページで里親月間の広報を実施

通年 出前講座の実施
地域の各種団体からの希望に応じて集会等に出向き、里親制
度について説明

1月～3月
里親紹介リーフレットの
配布

里親紹介リーフレット「『里親』になってよかった」の配布
石川県健康福祉部少子化対
策監室

076-225-1421
（内線4074）

8月～1月
民生委員に向けた広報活
動

里親制度紹介リーフレット「里親のはなし」の配布

8月～11月 市町説明会 市町の担当者へ里親制度を説明

4月、7月、9月、10月、
11月、12月、2月、3月

里親サロン会 里親同士のサロン会を開催 中央児童相談所 076-223-9553

9月1日 能登地区里親のつどい 里親、行政関係者が集まりフリートーク 七尾児童相談所 0767-53-0811

未定 里親を考えるつどい 講演会・里親制度の説明会
石川県健康福祉部少子化対
策監室

076-225-1421
（内線4074）

未定 里親研修会 里親等に対する研修会の開催（３回）
中央児童相談所
七尾児童相談所

076-223-9553
0767-53-0811

富山県里親支援機関事務局
（県立乳児院内）

076-432-8137

富山県厚生部子ども支援課 076-444-3207

中央児童相談所
七尾児童相談所

076-223-9553
0767-53-0811

16 富 山 県

17 石 川 県



連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

10月12日 里親制度説明会 里親制度に関する説明・体験談

9月29日～10月22日
図書展示・広報パネル展

示
里親制度に関する図書展示・パネル展示（県立図書館）

10月3日～10月5日 パネル展示 里親制度に関するパネル展示（県立図書館）

11月中 パネル展示 里親制度に関するパネル展示（県庁ホール）

10月20日 里親制度説明会 里親制度に関する説明・体験談 敦賀児童相談所 0770-22-0858

10月27日 里親等研修会
講演会：関西大学大学院心理学研究科 教授 北村由美
　　　　（場所：鯖江市嚮陽会館）

総合福祉相談所
敦賀児童相談所

0776-24-5138
0770-22-0858

19 山 梨 県 10月
啓発用リーフレットの送
付・配布

・市町村等へ里親制度の紹介及び募集案内のリーフレットを
配布し活用を依頼
・里親会等と協動で、10月4日の里親の日に甲府駅周辺でリー
フレットを配布し、啓発キャンペーンを実施する。

山梨県福祉保健部子育て支
援課

055-223-1457

9月24日
10月27日
11月28日他

里親（家庭養護）推進
フォーラム

里親制度の説明、里親体験談等の内容で全9回開催予定

10月21日 長野県里親大会 講演会、座談会等を実施

未定 テレビＣＭ放送 15秒のスポットＣＭの放送

21 岐 阜 県 10月28日～29日 啓発用チラシ等配布
岐阜県のフェスティバルにおいて、里親制度をＰＲするブー
スを設置して啓発物を配布

岐阜県健康福祉部子ども・
女性局子ども家庭課

058-272-8325
(内線2636)

22 静 岡 県
10月1日(日)
12：30～15：30

里親月間記念講演会

演題：「母と子の絆」～愛着を深めるための癒し12のステッ
プ～
講師：ヘネシー澄子博士（社会福祉学）
会場：アイセル21（静岡市女性会館）

静岡県健康福祉部こども未
来局こども家庭課

054-221-3760 054-221-3521（FAX）

9月9日、10日 チラシ配布
9月9日（土）、10日（日）ふるさと全国県人会まつり　名古
屋久屋大通公園（久屋広場、エンゼル広場）

10月4日
パネル展示及びチラシ配
布

10月4日（水）　ココカラファイン名古屋栄店

未定 ホームページによる広報 県ホームページにて里親制度の紹介、募集案内掲載

9月28日
9月28日（木）10:30～　春日井市総合福祉センター小ホール
（春日井市浅山町１丁目２−６１）

10月29日
10月29日（日）10:30～　岡崎げんき館　多目的室
（岡崎市若宮町２丁目１－１）

11月10日
11月10日（金）10:30～　一宮市テニス場（一宮市今伊勢町馬
寄字西流9－1）

18 福 井 県

20 長 野 県
県民文化部こども・家庭課
こども福祉係

026-235-7099
kodomo-
fukushi@pref.nagano.lg.j
p

23 愛 知 県
愛知県健康福祉部児童家庭
課要保護児童対策グループ

052-954-6281

里親養育体験発表会

総合福祉相談所 0776-24-5138

mailto:kodomo-fukushi@pref.nagano.lg.jp
mailto:kodomo-fukushi@pref.nagano.lg.jp
mailto:kodomo-fukushi@pref.nagano.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

10月22日
社会的養護の社会化
フォーラム

10月22日（日）10:00～16:30
場所：三重県総合文化センター
内容：映画「さとにきたらええやん」上映
　　　荘保共子氏による講演
　　　荘保共子氏・自立援助ホーム施設長・里親・
　　　三重県知事によるパネルディスカッション

（特）三重県子どもNPOサ
ポートセンター

059-232-0270
mie-kodomo-
npo@za.ztv.ne.jp

10月 ポスター掲示
里親制度に関するポスターを県内主要駅（24駅）・商業施設
等に掲示する。

10月 ラジオ放送
全県的に放送されるラジオ局でラジオスポットCM（8回）とラ
ジオ番組（2回）を放送。また、市のラジオ局でもラジオ番組
（3回）を放送。

9月4日～9月15日 パネル展示
9月4日～9月15日に三重県庁県民ホールにて里親制度に関する
パネル展示を実施。

9月～11月 広報誌掲載 市町の広報誌等に里親制度の記事を掲載。

9月～1月 里親説明会
県内5か所で里親説明会（里親体験談・里親制度の説明・質問
コーナー）を実施。また、市主催の里親説明会を別途開催。

通年 出前講座
県内各地の研修会等の場で、里親出前講座(里親制度の説明・
DVDの上映等)を実施。

25 滋 賀 県 10月21日 滋賀県里親大会
13時から16時30分　長浜市において第60回滋賀県里親記念大
会を開催。

滋賀県里親連合会 077-522-6881
shiga-
satooya@sirius.ocn.ne.jp

11月3日 里親公開講座 体験発表やグループディスカッション

10月6日 ラジオ放送 α-stationの番組にて広報

10月12日 テレビ放送 KBS京都の番組にて広報

10月26日～30日 広報啓発 里親関連掲示物の掲示（庁内）

パンフレット、カードの
配布

府内の行政施設や、不妊治療を行う産婦人科等で配布

26 京 都 府
京都府健康福祉部家庭支援
課

075ｰ414ｰ4589
kateishien@pref.kyoto.lg
.jp

24 三 重 県

三重県児童相談センター
総務・家庭児童支援室

059-231-5669 jidoucen@pref.mie.jp

mailto:mie-kodomo-npo@za.ztv.ne.jp
mailto:mie-kodomo-npo@za.ztv.ne.jp
mailto:shiga-satooya@sirius.ocn.ne.jp
mailto:shiga-satooya@sirius.ocn.ne.jp
mailto:kateishien@pref.kyoto.lg.jp
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連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

9月3日 里親制度の説明会 千里ニュータウンプラザ　
大阪府吹田子ども家庭セン
ター

06-6389-3526

9月4日 里親希望者の相談会 門真市女性サポートステーション

9月6日～9月7日 里親関連資料の展示 寝屋川市立地域交流センターアルカスホール　

9月9日 広報啓発イベント
豊中市ジャンプフェスタにてチラシ等配布・養育里親につい
ての説明を実施

9月13日～14日 里親希望者の相談会 箕面市中生涯学習センター

9月13日～15日
ポスティング
（チラシ）

東大阪市荒本周辺の家庭に5000枚チラシ配布

9月16日～17日 広報啓発イベント
フレスポ東大阪にてチラシ配布や養育里親についての説明を
実施

9月17日 里親希望者の個別説明会 島本町ふれあいセンター(島本町福祉大会にて）
大阪府吹田子ども家庭セン
ター

06-6389-3526

9月19日 里親説明会
東大阪ファミサポの会合にて養育里親制度についての説明と
啓発

NPO法人キーアセット 06-6720-6811

9月19日 里親制度説明 泉大津市社会福祉協議会
和泉乳児院　里親支援機関
つむぎ

0725-58-7001
tsumugi@iaa.itkeeper.ne.
jp

9月22日 ぱど掲載
イオン相談会等の告知と啓発広告
東大阪市周辺5700部配布

NPO法人キーアセット 06-6720-6811

9月23日 広報啓発
キンチョウスタジアム（セレッソ大阪による協力。大阪市堺
市協働イベント。選手による動画等）

大阪府家庭支援課 06-6944-6318

9月29日 里親希望者相談会 豊中駅前情報サロン NPO法人キーアセット 06-6720-6811

10月2日～７日
いこらも～る泉佐野
南海本線井原里より徒歩
５分

２日～６日はタペストリー、図書展示
７日は子ども向けイベント、相談コーナー

当日自由入場
岸和田子ども家庭センター

072-445-3977

10月4日
街頭キャンペーン（チラ
シの配布）

いこらもーる泉佐野

10月7日
里親関連資料の展示・相
談会

いこらもーる泉佐野

tsumugi@iaa.itkeeper.ne.
jp

NPO法人キーアセット 06-6720-6811

27 大阪府

(次頁へ)

大阪府中央子ども家庭セン
ター

072-828-0161

和泉乳児院　里親支援機関
つむぎ

0725-58-7001

mailto:tsumugi@iaa.itkeeper.ne.jp
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連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

10月16日～20日 里親関連の資料展示 泉大津市役所
和泉乳児院　里親支援機関
つむぎ

0725-58-7001
tsumugi@iaa.itkeeper.ne.
jp

10月17日～18日 里親希望者相談会 イオン東大阪店にて NPO法人キーアセット 06-6720-6811

10月17日
街頭キャンペーン（チラ
シ・風船の配布）

イオン和泉府中
和泉乳児院　里親支援機関
つむぎ

0725-58-7001
tsumugi@iaa.itkeeper.ne.
jp

10月号 東大阪市広報 イオン相談会等の告知と啓発広告 NPO法人キーアセット 06-6720-6811

10月14日
里親シンポジウム地域集
会

東大阪市布施駅前リージョンセンター 東大阪子ども家庭センター 06-6721-1966

10月21日 里親シンポジウム テクスピア大阪小ホール
和泉乳児院里親支援機関・
つむぎ

0725-58-7001

10月29日 広報啓発（マラソン） 万博記念公園　鶴見緑地公園
はぐくみRunフェスタ実行委
員会

072-953-0288

10月29日 里親希望者の相談会 アリオ八尾　3階ブルーコート 東大阪子ども家庭センター 06-6721-1966

11月6日 里親相談会 寝屋川市立ふれあいプラザ香里 中央こども家庭センター 072-828-0161

11月11日 ミニ相談会 エコールいずみ
和泉乳児院　里親支援機関
つむぎ

0725-58-7001
tsumugi@iaa.itkeeper.ne.
jp

11月25日 里親希望者相談会 豊中千里中央コラボにて映画上映会と相談会
子ども家庭センター・４Sと
の協働

平成28年12月～
　平成29年11月

バス後方面広告　1台 近鉄バス（東大阪周辺）

平成29年5月～
　平成30年4月

バス後方面広告　1台 近鉄バス（東大阪周辺）

平成29年9月～
　平成30年8月

バス後方面広告　1台 阪急バス（豊中）

10月・11月　2回予定 広報啓発イベント 豊中の郵便局にてチラシ配布や説明会

10月・11月　2回予定 広報啓発イベント 東大阪の郵便局にてチラシ配布や説明会

通年 リスティング広告 グーグル・ヤフー

27 大阪府

(前頁より)

NPO法人キーアセット 06-6720-6811
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連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

9月15日 香住文化会館

10月16日 新温泉町浜坂多目的ホール

10月19日 小野市コミュニティホール 中央こども家庭センター 078-923-9966

10月19日 （場所：姫路福祉保育専門学校） 姫路こども家庭センター 079-297-1261

10月21日 加古川市民会館中ホール 中央こども家庭センター 078-923-9966

10月22日 出石文化会館 豊岡こども家庭センター 0796-22-4314

10月29日 明石市内 中央こども家庭センター 078-923-9966

10月下旬
（場所：尼崎市社会福祉協議会）
里親募集のラベル入りポケットティッシュの配布

西宮こども家庭センター 0798-71-4670

11月8日
川西市開催の講演会で里親について話をし、その後の座談会
として、里親と市民が語り合う。

川西こども家庭センター 072-756-6633

9月19日
研修「子どもの社会性の発達について」
（場所：豊岡こども家庭センター）

豊岡こども家庭センター 0796-22-4314

10月中 中央こども家庭センター 中央こども家庭センター 078-923-9966

11月20日又は11月22日 （場所：未定　講師：寮　美千子氏） 西宮こども家庭センター 0798-71-4670

9月22日
川西市の里親が中心となり、里親会会員の里親が集い、交流
を深める。

10月4日（参加検討中）
全国一斉里親制度啓発『Oｎｅ Ｌｏｖｅ　キャンペーン』に
参加し、里親啓発チラシを配布予定。

10月14日 里親・特別養子縁組フォーラム 児童課 078-362-3198

10月中
里親募集ののぼりをセンター敷地内と尼崎市、西宮市社会福
祉協議会の入口へ設置する。

西宮こども家庭センター 0798-71-4670

10月中 センター敷地内に「あなたも里親に」の旗を1ヶ月間掲げる。 川西こども家庭センター 072-756-6633

10月中 ケーブルテレビ（養父市、朝来市、新温泉町） 豊岡こども家庭センター 0796-22-4314

10月中
（場所：管内の１１市町、健康福祉事務所）
（場所：センター敷地内）

姫路こども家庭センター 079-297-1261

10月中 市町の広報誌に里親募集の記事を掲載依頼 中央こども家庭センター 078-923-9966

10月中
各市町や社協の広報誌に、里親を求める記事及び出前講座の
募集の記事を掲載依頼

川西こども家庭センター 072-756-6633

10月中 市町と各市町社会福祉協議会の広報誌 豊岡こども家庭センター 0796-22-4314

10月～11月中
１１市町の広報紙（また
はCTV）で里親制度推進
の啓発記事の掲載

姫路市、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、市川町、福崎
町、神河町、太子町、上郡町、佐用町

姫路こども家庭センター 079-297-1261

10月中
里親募集に関するのぼり
をセンター敷地内に掲示

中央こども家庭センター 中央こども家庭センター 078-923-9966

28 兵 庫 県

出前講座
「里親制度の説明および

里親の体験報告」

里親研修会

啓発

広報誌掲載依頼

豊岡こども家庭センター 0796-22-4314

川西こども家庭センター 072-756-6633



連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

10月21日 啓発
なら・ヒューマンフェスティバルにて里親募集のリーフレッ
トを配布

奈良県健康福祉部こども・
女性局こども家庭課
奈良県中央こども家庭相談
センター

0742-27-8605

0742-26-3788

リーフレット配布
県内２箇所の各児童相談所にて里親募集のリーフレットを配
布

奈良県高田こども家庭相談
センター
奈良県中央こども家庭相談
センター

0742-26-3788

0745-22-6079

啓発 周知啓発物品を県民ロビー（県庁内）に設置予定
和歌山県福祉保健部福祉保
健政策局子ども未来課

073-441-2490
e0402001@pref.wakayama.l
g.jp

フォーラム 紀中で「里親」フォーラム

啓発 里親さんに施設入所児童数報告のチラシ配布

啓発 紀南でチラシ、啓発物品の配布 里親支援センターほっと 0739-34-2735

10月上旬
ケーブルテレビ、フリー
ペーパーによる広報

ケーブルテレビ（いなばぴょんぴょんネット・中海テレビ放
送）、フリーペーパー（新日本海新聞社発行「うさぎの耳」
により里親制度講習会を案内

10月中 各報道機関へ広報依頼
各報道機関へ里親制度並びに里親制度講習会についての広報
を依頼

10月中 啓発用チラシ配布
児童・福祉関係のイベントにおいて、里親制度の紹介のチラ
シを配布

10月中 啓発用チラシ配布 市町村等へ里親制度の紹介のチラシを配布し活用を依頼

10月19日
里親制度の浸透を図るための講習会を実施
（米子市）

10月20日
里親制度の浸透を図るための講習会を実施
（鳥取市）

10月23日
里親制度の浸透を図るための講習会を実施
（倉吉市）

街頭チラシ配布
行政･里親･主任児童委員等によるチラシ配布（児童虐待防止
月間、子ども･若者育成支援強調月間と共同で取り組み）

10月4日 リーフレット配布
全国一斉里親制度啓発キャンペーンに参加し、県内２ヶ所で
リーフレット配布

市町村広報誌に掲載依頼 市町村広報誌に里親制度の記事を掲載依頼

11月3日～11月30日 広報パネル展示
里親制度広報パネル展示（DV・虐待・里親に関する展示）
場所：島根県立図書館

9月26日
里親制度説明、養育体験発表　　　　　　　　　　　　　場
所：八雲公民館

10月17日
里親制度説明、養育体験発表　　　　　　　　　　　　　場
所：島根県人権啓発センター

10月20日～10月24日 広報パネル等展示
里親制度広報パネル展示
場所：島根県民会館

10月29日
一般参加型「里親さんと
のおはなし会」

里親制度普及啓発、養育体験発表等
場所：いきいきプラザしまね

10月22日
浜田市健康福祉フェスティバルにブース出展
場所：浜田市総合福祉センター

11月12日
美郷町産業祭にブース出展
場所：邑智小学校

11月25日 講演会
里親制度普及啓発講演会
場所：島根県浜田合同庁舎

30 和 歌 山 県

31 鳥 取 県 里親支援とっとり 0857-22-4221

29 奈 良 県

里親支援センターなでしこ 0736-69-1004

里親制度の講演

32 島 根 県

島根県健康福祉部青少年家
庭課

0852-22-6392

里親出前講座

島根県中央児童相談所 0852-21-3168

広報パネル展示
チラシ配布

島根県浜田児童相談所 0855-28-3560

mailto:e0402001@pref.wakayama.lg.jp
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連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

10月中 県HPにおける周知 里親月間及び里親制度の周知

10月5日 ラジオ放送等
RSKラジオ「県民のみなさんへ」
（里親制度について説明）

11月上旬 街頭チラシ配布
行政による里親リーフレット等配布（虐待防止月間と併せて
実施）

10月13日～10月19日 NHKデータ放送
NHKデータ放送「岡山県からのお知らせ」
（里親制度について説明）

11月23日 フォーラム 里親フォーラム

9月23日 里親制度説明会（於：備前市市民センター）

10月2日 里親制度説明会（於：放送大学）

10月11日 里親出前講座 里親制度説明及び里親体験談発表（於：吉備中央町）

10月17日 里親制度説明及び里親体験談発表（於：倉敷市玉島）

10月29日
里親制度説明及び里親体験談発表（於：NPO会館きらめきプラ
ザ）

10月4日 里親出前講座
里親制度説明及び里親体験談発表　美咲町愛育委員対象
（於：美咲町）

10月27日 里親研修会
美作地区里親会研修会
美作地区里親（管内各市町村担当・管内児童養護施設他）対
象（於：美作県民局）

平成30年2月1日 里親出前講座 備前局管内市町民生委員研修(中央児相説明)
備前県民局健康福祉部健康
福祉課・福祉振興課

086-272-3931

10月1日～10月31日 広報(県民局電光掲示板)
表示する文面「10月は、里親月間です。里親になりません
か？　くわしくは、児童相談所へ」

備中県民局健康福祉部福祉
振興課

086-434-7023

12月4日
要保護児童対策地域協議
会連絡会議

里親制度説明（於：津山保健センターホール）
美作県民局健康福祉部福祉
振興課

0868-23-0113

10月 ポスター掲示
里親制度周知ポスター及びチラシを広島県内の公共施設等で
掲示・配布（広島市との連携事業）

10月21，22日 パネル展示
「ふれあい福祉まつり」においてブース出展し，里親制度周
知用パネルを掲示（広島市との連携事業）

10月28，29日 パネル展示
「ひろしまフードフェスティバル」においてブース出展し，
里親制度周知用パネルを掲示（広島市との連携事業）

12月 パネル展示
「国営備北丘陵公園ウインターイルミネーション」において
ブース出展し，里親制度周知用パネルを掲示（広島市との連
携事業）

10月 新聞等への記事掲載
新聞やフリーペーパー等へ里親制度説明の広告記事の掲載
（広島市との連携事業）

7月30日 里親制度推進講演会
福山市において里親里子体験講演会を開催（広島市との連携
事業）
会場：広島県民文化センターふくやま

8月20日 里親制度推進講演会
広島市において里親里子体験講演会を開催（広島市との連携
事業）
会場：合人社ウェンディひと・まち交流プラザ

33 岡 山 県

岡山県保健福祉部子ども家
庭課

086-226-7911

岡山県中央児童相談所 086-235-4152制度説明会

里親出前講座 岡山県倉敷児童相談所 086-421-0991

岡山県津山児童相談所 0868-23-5131

34 広 島 県
広島県健康福祉局こども家
庭課

082-513-3168
fukatei@pref.hiroshima.l
g.jp

mailto:fukatei@pref.hiroshima.lg.jp
mailto:fukatei@pref.hiroshima.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

10月 普及啓発活動 県内各地のイベントで普及啓発活動を実施

10月6日、19日 里親募集説明会 中央児童相談所管内で里親募集説明会を実施

10月2日～13日 パネル展示
里親制度啓発パネルの展示
場所：山口県庁１階（2日～13日）

10月4日
「ワンポイント県政」
（ラジオ）

「里親・すこやかホームを募集しています」
（予定）

10月26日～11月6日 パネル展示
県庁県民ホールにて里親を求める運動月間他、児童虐待防止
啓発パネル展示

10月11日（予定） 広報誌に掲載
県庁だより（新聞）にて里親を求める運動月間に合わせて記
事の記載（里親の募集について）

10月1日～10月31日
（予定）

ラジオ放送
県庁だより（ラジオ）にて里親を求める運動月間に合わせて
放送（里親の募集について）

10月1日～10月31日 道路情報板に掲載
道路情報板に「10月は里親を求める運動月間です」と表示し
啓発をはかる

10月４日
全国一斉「里親の日」里
親制度啓発キャンペーン

関係機関・里親で啓発リーフレット配布

10月（予定）
里親制度説明・里親体験
発表

徳島文理大学にて大学生に向けて里親制度説明及び里親によ
る里親体験発表

11月11日 リーフレット配布 オレンジリボンキャンペーンに合わせ里親リーフレット配布

11月（予定）
里親サロンでのパート
ナーシップ

里親サロンで、児童養護施設の見学や施設概要説明、また児
童養護施設職員と交流を持ち互いを知る

市町広報誌掲載依頼 市町広報誌への里親制度紹介記事掲載依頼

10月1日
全国一斉里親制度啓発
キャンペーンへの参加

里親会、里親支援機関と共同でチラシ、啓発物の配布
場所：さぬきこどもの国

10月1日 啓発
里親会交流事業にて里親制度普及啓発のためのチラシ、啓発
物等の配布
場所：さぬきこどもの国

10月15日 啓発
知事が出演するラジオ（ＲＮＣラジオ番組「ようこそ知事室
へ」）にて里親制度の紹介を行う。

10月29日 里親制度説明会
里親制度を説明するとともに、先輩里親から里親経験談を紹
介する。

11月（日付未定） 街頭キャンペーン 子ども虐待、DV防止・里親啓発キャンペーンウォーキング

11月25日
養子縁組里親制度啓発講
演会

外部講師を招き、養子縁組里親制度の紹介、啓発を行う。
場所：香川県社会福祉総合センター

36 徳 島 県

徳島県県民環境部次世代育
成・青少年課こども未来応
援室

088-621-2180
jisedaiikuseiseisyounenk
a@pref.tokushima.jp

こども家庭支援センターひ
かり

088-666-2211
jidohome@md@md.pikara.ne
.jp

35 山 口 県
健康福祉部こども・子育て
応援局こども家庭課

083-933-2744
a11800@pref.yamaguchi.lg
.jp

37 香 川 県
香川県健康福祉部子育て支
援課

087-832-3286

mailto:jisedaiikuseiseisyounenka@pref.tokushima.jp
mailto:jisedaiikuseiseisyounenka@pref.tokushima.jp
mailto:jidohome@md@md.pikara.ne.jp
mailto:jidohome@md@md.pikara.ne.jp
mailto:a11800@pref.yamaguchi.lg.jp
mailto:a11800@pref.yamaguchi.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

9月2日
里親制度についての説
明・講演

「子育て？親育ち、親育て、子育ち」
　　於：愛媛県視聴覚福祉センター
※県ＨＰに開催案内を掲載。

愛媛県福祉総合支援セン
ター

089-922-5040

10月 県広報誌に掲載 「里親月間（里親を求める運動）」のお知らせ

10月3日 ラジオ放送
「ＦＭ愛顔のえひめ」にて「里親月間（里親を求める運
動）」のお知らせ

10月9日、11日 テレビ放送
県政広報番組にて「里親月間（里親を求める運動）」のお知
らせ（スポット放送）

10月12日 ラジオ放送
ＲＫＣ高知放送「ラジオ県庁ナビ」及びＦＭ高知「聞かせて
高知県」にて里親制度の紹介を行う。

9月7日、12月2日 里親制度説明会・相談会
開催場所：四万十市（9月7日）
　　　　　高知市（12月2日）
　　　　　安芸市（未定）

9月19日～9月29日 ラジオ放送
ラジオにて里親を求める運動月間に合わせて放送（里親の募
集について）

10月1日 HPの作成
HPアドレス（予定）
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/satooyagekkann.h
tml

10月1日～10月31日 電子掲示板に掲載
電子掲示板に里親を求める運動月間に合わせて内容を掲載
（里親の募集について）

10月15日～11月15日 広報紙に掲載
福岡県だよりにて里親を求める運動月間に合わせて記事の記
載（里親の募集について）

10月4日
「里親の日」街頭キャン
ペーン

大型商業施設、JR駅などでチラシ・グッズの配布による普
及・啓発活動

10月9日 里親制度啓発フォーラム

フォーラムを実施し、広く里親制度の啓発を行い理解と協力
を呼びかける。
【第一部】尾木ママ子育て講演会
【第二部】パネルディスカッション

11月1日～11月5日

イベント会場「2017佐賀
インターナショナルバ
ルーンフェスタ」での街
頭キャンペーン

「2017佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」出展ブー
スにてパネルの展示、チラシ・グッズの配布等による普及・
啓発活動

38 愛 媛 県

愛媛県保健福祉部子育て支
援課

089-912-2414

39 高 知 県
高知県地域福祉部児童家庭
課

088-823-9655
060401@ken.pref.kochi.lg
.jp

40 福 岡 県
福岡県福祉労働部児童家庭
課

092-643-3256

41 佐 賀 県 佐賀県中央児童相談所 0952-26-1212

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/satooyagekkann.html
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/satooyagekkann.html
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/satooyagekkann.html
mailto:060401@ken.pref.kochi.lg.jp
mailto:060401@ken.pref.kochi.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

9月15日 県広報誌への掲載 県広報誌（県全世帯対象）への里親月間記事の掲載

10月2日
県教育委員会広報誌への
掲載

県教育委員会広報誌（県教育機関関係者対象）への里親月間
記事の掲載

10月～12月
県内コンビニへのパンフ
レット設置

県内コンビニ（178店舗）に制度周知のパンフレットを設置

10月～12月
提携金融機関デジタル案
内板による広報

提携する金融機関の一部店舗のデジタル案内板において、里
親制度の周知記事を掲載

10月 県HPでの広報 県ＨＰへの里親月間記事の掲載

10月
商業施設におけるポス
ター掲示

県内の大型商業施設の一部店舗において、里親制度のポス
ターを掲示

10月
県内銀行におけるポス
ター掲示

県内の銀行(11店舗)において、里親制度のポスターを掲示

10月 テレビによる広報
県のテレビ番組にて里親制度について放送予定
（火曜5分、水曜5分×2、木曜5分、土曜5分、日曜5分を４週
分）

10月4日 街頭キャンペーン 里親制度広報啓発品の配布

11月26日 パンフレット配布
西海大鍋祭りにて、パンフレットの配布とブースで里親制度
の説明

通年
里親制度の出前講座の実
施

県内市町で22回里親制度広報啓発
（月間中は2回予定。8月と9月に新聞で広報）

県広報誌に掲載 「里親月間」についての周知記事

ポスター掲示 関係機関でのポスター掲示

ホームページに掲載 里親月間、相談窓口についての案内

10月（予定） 地元ラジオ番組での啓発 ラジオ番組のコーナーで里親制度について紹介

10月（予定） 出前講座の実施 県内の関係機関等で里親制度の啓発

10月22日

里親養育支援共同事業
フォーラム「かぞくのか
たち」～これからの地域
の子育てと里親制度を考
える～（後援）

熊本市でのフォーラム
（熊本県は会場提供、広報協力等を実施）

（特）優里の会 070-5485-8365

42 長 崎 県
長崎県福祉保健部こども政
策局こども家庭課

095-895-2442

43 熊 本 県

10月1日

熊本県子ども・家庭福祉課 096-333-2228



連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

10月1日～31日 ラジオ放送
県政ラジオ番組（ＯＢＳラジオ、ＦＭおおいた）で里親募集
について広報

大分県こども・家庭支援課 097-506-2707

10月 ※調整中
里親制度普及のための出
前講座

県内産婦人科（１カ所）で開催

10月15日

11月9日

12月3日

11月13日
会場：別府市役所４F－２会
議室

11月20日 会場：日田市２０２会議室

11月24日
会場：宇佐市役所　Ｂ１２会
議室

10月
県庁ホームページでの周
知

10月 県庁懸垂幕の掲示

10月
ショッピングモールでの
普及啓発キャンペーンの
実施

9月～10月
市町村・関係機関等への
通知

9月～10月
地元新聞やテレビ、ラジ
オでの広報啓発

9月22日
里親制度説明会及び相談
会

高原町

10月 Facebookページでの周知 普及啓発情報の告知

宮崎市（中央児童相談所）講演及び体験発表 宮崎県中央児童相談所 0985-26-1551

都城市（都城児童相談所）講演及び体験発表 宮崎県都城児童相談所 0986-22-4294

延岡市（延岡児童相談所）講演及び体験発表 宮崎県延岡児童相談所 0982-35-1700

44 大 分 県

大分県中央児童相談所 097-544-2016

里親募集説明会

「里親になりませんか？」
場所：大分県・こども女性相談支援センター
（大分県中央児童相談所）ほか
時間：１４：００～１６：００(いずれの会場も同じ)

里親制度普及促進大会

45 宮 崎 県

※宮崎県ホームページ参照
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kodomo-
katei/kenko/kodomo/sokushin_taikai.html

宮崎県こども家庭課

里親普及促進センターみや
ざき

10月

会場：大分県こども・女性相
談支援センター

0985-26-7570

0985-20-1220 satooya@kodomo-bunka.org

mailto:satooya@kodomo-bunka.org


連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

10月～12月 ラジオスポットＣＭ 里親募集のスポットＣＭ

10月5日 ラジオ放送
ＭＢＣラジオ｢むっちゃんの『いきいき鹿児島！』｣にて里親
制度について周知

１0月12日 鹿児島県里親研修大会
テーマ｢里親として出来ること～子どもの行動を理解する～｣
会場：県市町村自治会館

鹿児島県里親会 099-257-3855

9月8日 霧島市において里親募集説明会実施(昼・夜)

9月15日 姶良市において里親募集説明会実施(昼・夜)

9月28日 垂水市において里親募集説明会実施(昼・夜) 鹿児島県大隅児童相談所 0994-43-7011

10月6日 さつま町において里親募集説明会実施（昼・夜） 鹿児島県中央児童相談所 0994-43-7011

10月13日 枕崎市において里親募集説明会実施(昼・夜)

11月10日 阿久根市にて里親募集説明会実施(昼・夜)

11月17日 伊佐市にて里親募集説明会実施(昼・夜)

9月3日 垂水市福祉大会にてパネル展示及びパンフレット配布

10月15日
南さつま市健康ふれあいフェスタにてパネル展示及びパンフ
レット配布

10月22日
指宿市ふれあいフェスタにてパネル展示及びパンフレット配
布

10月28日
薩摩川内市社会福祉ボランティアフェアにてパネル展示及び
パンフレット配布

11月5日
鹿児島市わくわく福祉フェスタにてパネル展示及びパンフ
レット配布

11月16,17日 阿久根市社産業祭にてパネル展示及びパンフレット配布

9月末 里親月間の周知
県内各市町村及び関係団体等へ里親月間の周知に関する文書
を送付。

10月中 県HPでの広報
本県ホームページにて、里親月間の周知・制度概要・問い合
わせ先情報等を掲載

10月2日～6日 里親制度のパネル展 県庁１階ロビーにて里親制度に関するパネル展を実施

46 鹿 児 島 県

里親募集説明会

里親パネル展示及びパン
フレット配布

鹿児島県子ども福祉課

47 沖 縄 県
沖縄県子ども生活福祉部
青少年・子ども家庭課

鹿児島県子ども福祉課 099-286-2771
j-
sisetu@pref.kagoshima.lg
.jp

鹿児島県中央児童相談所 099-264-3003

鹿児島県中央児童相談所 099-264-3003

099-286-2771

098-866-2174
aa022004@pref.okinawa.lg
.jp

mailto:j-sisetu@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:j-sisetu@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:j-sisetu@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:aa022004@pref.okinawa.lg.jp
mailto:aa022004@pref.okinawa.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

10月25日
札幌市里親促進フォーラ
ム

「ここはあなたの家です」～子どもの幸せな成長をめざして
～
場所：札幌市教育文化会館　　時間：10時～15時

10月中 里親制度啓発パネル展
イオン店舗内において、里親制度啓発用パネルを掲示（４店
舗で実施予定）

10月16日～20日
10月23日～24日

地元ラジオ番組での啓発 地元ラジオ番組で里親の養育体験等を紹介

10月4日～15日 ポスター掲示
市内地下鉄各駅（24駅24カ所）の市広報掲示板に啓発ポス
ターを掲示

ホームページに掲載
市のホームページに里親制度に関するページを設け、里親の
種類、必要な手続き、要件、研修等についての説明を実施中

10月14日 里親一般研修
仙台市に登録の里親・里親会会員を対象に、養育に関する基
本的知識や技術の習得を図ることを目的に実施予定

9月4日 出前講座
市内幼稚園（１箇所）にて、幼稚園職員に対し里親制度（社
会的養護）についての説明会を開催

10月4日 チラシの配布
市内ＪＲ浦和駅構内において、当市里親会と連携し、里親制
度普及啓発チラシを配布する

10月17日～10月23日 里親制度啓発パネル展示
里親制度を紹介した啓発用パネル10枚程度及びポスターの展
示、里親制度を紹介したパンフレット及びチラシの配布

千葉市こども家庭支援課 043-245-5179
kateishien.CFC@city.chib
a.lg.jp

10月1日
広報誌・ホームページに
掲載

里親の募集とシンポジウム開催の周知

10月1日～10月29日
商業施設におけるポス
ター掲示

市内のイオン店舗内に里親募集のポスターを掲示

10月1日、22日 ラジオ番組での広報 bayfmの千葉市広報番組内ＣＭで、里親月間をＰＲ

10月29日
千葉市里親制度推進シン
ポジウム

多くの市民に、社会的養護を必要とする子どもたちの現状
と、その子どもたちが家庭環境の中で生活することの大切さ
を知ってもらい、一人でも多くの里親の開拓につなげる。

９月１日～10月13日
広報誌・ホームページに
掲載、チラシ設置

里親啓発講演会の案内の掲載

10月２日～10月31日
里親制度啓発パネル等展
示

里親制度、ファミリーホーム事業を紹介する啓発用パネル及
びポスターの展示、里親制度を紹介するパンフレット及び啓
発グッズの配布

10月14日 養育里親啓発講演会
市民を対象とした養育里親啓発のための講演及び制度説明
（里親の現状、里親子・実子体験発表）

11月14日 里親制度説明会 市民を対象とした制度説明（里親の現状、里親体験発表） 横浜市中央児童相談所 045-260-6510

48 札 幌 市

49 仙 台 市

50 さいたま市

52 横 浜 市

さいたま市児童相談所 048-840-6107
jido-
sodanjyo@city.saitama.lg
.jp

51 千 葉 市

千葉市児童相談所 043-277-8880
jidosodan.CFC@city.chiba
.lg.jp

011-622-8630

横浜市こども青少年局こど
も家庭課

045-671-2394
kd-yo-
go@citu.yokohama.jp

仙台市子供未来局子供家庭
支援課

022-214-8180
kod006040@city.sendai.lg
.jp

札幌市児童相談所

mailto:kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp
mailto:kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp
mailto:jido-sodanjyo@city.saitama.lg.jp
mailto:jido-sodanjyo@city.saitama.lg.jp
mailto:jido-sodanjyo@city.saitama.lg.jp
mailto:jidosodan.CFC@city.chiba.lg.jp
mailto:jidosodan.CFC@city.chiba.lg.jp
mailto:kd-yo-go@citu.yokohama.jp
mailto:kd-yo-go@citu.yokohama.jp
mailto:kod006040@city.sendai.lg.jp
mailto:kod006040@city.sendai.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

通年 チラシ設置・配布
里親月間を含み年5回開催する制度説明会＆養育体験発表会の
チラシを区役所・市民館・図書館等に設置

9月1日 市政だより掲載 10月に開催する制度説明会&養育体験発表会のお知らせの掲載

9月1日～9月14日
市設の広報掲示板におけ
るポスター掲示

10月に開催する制度説明会&養育体験発表会のお知らせの掲示

9月中旬～未定 ポスター掲示
厚生労働省作成の里親制度ポスターを区役所・市民館・図書
館等に掲示

6月26日～10月14日 HPの更新 10月に開催する制度説明会&養育体験発表会のお知らせの掲載

9月29日～10月13日 広報コーナー
川崎駅前地下街アゼリアの広報コーナーにおける里親周知の
ための企画展示

10月6日～21日
10月27日～11月2日

アゼリアビジョン
川崎駅に設置されている大型ビジョンにおける里親周知のた
めの動画放映

10月2日～31日 懸垂幕の掲出 区役所における里親月間の懸垂幕掲出

10月14日
里親制度説明＆養育体験
発表会

知っていますか？里親制度のこと
行政による制度説明、里親の養育体験発表、里親・児相職
員・里親支援専門相談員によるトークセッション

11月12日 チラシ配布
児童虐待防止啓発イベント「オレンジリボンたすきリレー」
において里親制度説明＆養育体験発表会のチラシを児童虐待
防止啓発グッズ等とともに街頭で配布

10月 広報誌掲載 里親制度に関する記事 相模原市こども家庭課 042-769-9811
kodomokatei@city.sagamih
ara.kanagawa.jp

10月21日 里親フォーラム
・・・もっと知ってほしい里親制度のこと・・・
場所：杜のホールはしもと

相模原市こども家庭課
相模原市児童相談所

042-769-9811
042-730-3500

9月10日 里親体験談（南区） 大野南公民館　多目的室（南区合同庁舎内）

11月18日 里親体験談（中央区） 大野北公民館　中会議室

1月19日 里親体験談（中央区） 大野北公民館　中会議室

2月18日 里親体験談（緑区） 緑区合同庁舎　会議室２－１

9月1日～9月15日
里親制度の啓発展示
（南区）

南区合同庁舎　ロビー

9月15日～10月2日
里親制度の啓発展示
（中央区）

ウェルネス相模原　ロビー

10月2日～10月11日
里親制度の啓発展示
（緑区）

緑区合同庁舎　ロビー

10月11日～10月20日
里親制度の啓発展示
（緑区）

イオン　６階多目的スペース

53 川 崎 市

54 相 模 原 市

川崎市こども保健福祉課 044-200-2929
45kodohu@city.kawasaki.j
p

相模原市児童相談所 042-730-3500

mailto:kodomokatei@city.sagamihara.kanagawa.jp
mailto:kodomokatei@city.sagamihara.kanagawa.jp
mailto:45kodohu@city.kawasaki.jp
mailto:45kodohu@city.kawasaki.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

10月2日 広報誌に掲載依頼
里親制度のPRと里親制度説明会・個別相談会
の記事を掲載

10月27日 里親制度説明会
～子どもに家庭のぬくもりを～里親制度説明会
会場：　新潟市児童相談所

10月19日 里親制度個別相談会
里親になりたい人向け個別相談会
会場：新潟市児童相談所

5月24日 出前講座
市内総合病院で医療関係者を対象に里親制度についての説明
会を開催

静岡市里親家庭支援セン
ター

054-275-2252
satooya@skyblue.ocn.ne.j
p

5月28日 里親制度の周知 地元ラジオ局制作の番組内で里親制度等について説明
静岡市里親家庭支援センター
静岡市児童相談所

054-275-2252
054-275-2874

satooya@skyblue.ocn.ne.j
p

6月6日 出前講座
市民文化会館で市民を対象に里親制度についての説明会を開
催

6月6日 出前講座
市内生涯学習センターで市民を対象に里親制度についての説
明会を開催

6月10日 チラシ配布 市内総合病院で里親制度のパンフレットを配布

7月4日 里親制度説明会 市内教育会館で教育関係者を対象に里親制度について説明

7月8日 出前講座 市内民間企業で里親制度についての説明会を開催

7月19日 出前講座
市内生涯学習センターで市民を対象に里親制度についての説
明会を開催

9月5日
里親制度ＰＲコーナーの
設置

市役所内に里親制度周知のための相談コーナーを設置

9月10日 チラシ配布 福祉ふれあい広場で里親募集のチラシを配布

9月22日
子どもの家庭養育推進官
民協議会講演会

市内で里親・一般市民を対象に里親についての研修会を開催

10月1日 里親月間記念講演会

静岡市女性会館で里親・一般市民を対象に里親についての講
演会を開催
1.基調講演会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演
題：「母と子の絆」～愛着を深めるための癒し12ののステッ
プ～　講師：ヘネシー・澄子氏
2.里親制度相談会

10月5日 出前講座
市内生涯学習センターで市民を対象に里親制度についての説
明会を開催

10月6日 出前講座
静岡県男女共同参画センターで子どもの養育関係者を対象に
里親制度についての説明会を開催

10月28日 一日里親体験会
みかん狩りを通じて一般市民と施設入所児童の交流の機会を
提供し、里親制度の理解を深める。

10月 市広報紙 里親制度の周知と里親募集

10月 ミニコミ誌 地域のミニコミ誌上での里親月間記念講演会の開催案内

10月 チラシ配布 里親月間記念講演会チラシを38団体へ配布

55 新 潟 市 新潟市児童相談所 025-230-7777 jiso@city.niigata.lg.jp

56 静 岡 市

静岡市里親家庭支援セン
ター

054-275-2252
satooya@skyblue.ocn.ne.j
p

mailto:satooya@skyblue.ocn.ne.jp
mailto:satooya@skyblue.ocn.ne.jp
mailto:satooya@skyblue.ocn.ne.jp
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連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

9月29日 里親説明会
里親希望の方を募り、制度の説明を実施。
場所：児童相談所

10月14日 里親説明会
里親希望の方を募り、制度の説明を実施。
場所：浜松市勤労会館

11月3日 一日里親
公募市民と児童養護施設児童、里親との交流と制度の啓発を
実施　場所：浜松市青少年の家

10月22日 広報

「あいフェスタ2017」
会場：イオンモールナゴヤドーム前1階ノースコート
（名古屋市公式ホームページにイベント開催案内を掲載予
定）

10月 広報
市広報に里親月間に関する記事を掲載予定
イベント（あいフェスタ2017）に関する記事を掲載予定

年間 広報 市バスにパートラッピング広告を掲出し運行（年間）

10月 広報 市内イオンモール9か所へ里親制度啓発ポスター掲示

10月 広報 地下鉄車内広告に里親制度ポスター掲示

10月 広報 市役所本庁舎正面玄関に里親月間啓発看板設置

4月、7月、11月、2月 説明会 里親制度説明会の開催 一般財団法人子ども財団 052-563-6639

5月、8月、12月、3月 体験談を聞く会 養育・養子縁組里親の体験談、座談会の開催 名古屋市親和会 052-365-3231

6月、9月、1月 支援研修会 社会的養護のもとで育つ子どもたちへの支援研修会
社会福祉法人　昭徳会
子ども家庭支援センター
さくら

052-821-7867

10月 パンフレットによる啓発
市内福祉事務所・保健センター・保育所・児童館等の関係機
関におけるパンフレットの配架

京都市児童相談所

10月
情報誌への啓発記事の掲
載

リビング京都（10月7日号及び10月14日号）に里親制度に関す
る啓発記事を掲載

京都市里親会（事務局：京
都市児童相談所）

10月16日～19日
里親制度説明コーナーの
開設

里親委託等推進員，里親支援専門相談員等による里親制度に
ついての個別説明及びパネル展示
場所：サンサ右京（右京区総合庁舎）

京都市児童相談所

10月16日
全国一斉里親制度啓発
「One love キャンペー
ン」への参画

ＮＰＯ法人日本こども支援協会が実施する全国一斉里親制度
啓発 「One Love キャンペーン」に参画し，街頭啓発を実施

11月3日 里親公開講座の開催
市民に対する里親制度の周知・啓発を目的とした里親公開講
座を開催
場所：ひと・まち交流館　京都

57 浜 松 市 浜松市児童相談所 053-457-2705
jidosodan@city.hamamatsu
.shizuoka.jp

58 名 古 屋 市

名古屋市子ども青少年局
子育て支援部子ども福祉課

052-972-2519

59 京 都 市

京都市里親会（事務局：京
都市児童相談所）

075-801-2929

mailto:jidosodan@city.hamamatsu.shizuoka.jp
mailto:jidosodan@city.hamamatsu.shizuoka.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

9月17日 里親相談会
個別無料相談会　時間：１３時～１６時
場所：NPO法人　子どもデザイン教室
事前申込不要

9月23日
セレッソ大阪との共催に
よる里親制度普及啓発イ
ベント

・オーロラビジョンにおける関口訓充選手の里親応援メッ
セージの放映
・セレッソ大阪の選手の里親応援メッセージがプリントされ
たうちわの配布
・里親制度についてのパネル展示
・里親相談会（スタジアム外ブースにて里親制度の説明な
ど）
時間：１７時～（セレッソ大阪の試合開始前）
場所：キンチョウスタジアム

10月12日
里親連続講座①「家族・
親子・絆～養子縁組里親
の場合～」

タイトル：「私たちはこうして親子になったPartⅠ」（養子
縁組里親の方のお話…養子縁組里親）
時間：１４時～１６時
場所：大阪市立難波市民学習センター

10月19日
里親連続講座②「家族・
親子・絆～養子縁組里親
の場合～」

タイトル：「私たちはこうして親子になったPartⅡ」（養子
縁組をした子どもの立場から…大人になった養子）
時間：１４時～１６時
場所：大阪市立難波市民学習センター

10月26日
里親連続講座③「家族・
親子・絆～養子縁組里親
の場合～」

タイトル：「里親制度を学ぶ」（大阪市の子どもたちの現状
と里親制度…大阪市こども相談センター里親相談担当職員）
時間：１４時～１６時
場所：大阪市立難波市民学習センター

10月26日 里親相談会
個別無料相談会　時間：１５時～１６時
場所：大阪市立難波市民学習センター
事前申込不要

11月5日 里親相談会
個別無料相談会　時間：１３時～１６時
場所：イオンモール大阪ドームシティ　１階ヨゴリーノ前
事前申込不要

11月23日 里親相談会
個別無料相談会　時間：１３時～１６時３０分
場所：関西テレビ「なんでもアリーナ」
事前申込不要

11月23日
大阪市里親会シンポジウ
ム

川嶋あいさんからのメッセージ
「未来を担う子どもたちを社会で育てよう－里親の必要性
－」
時間：１３時～１６時３０分
場所：関西テレビ「なんでもアリーナ」

大阪市里親会（事務局：大
阪市こども相談センター）

06-4301-3156
satooyasympo@city.osaka.
lg.jp

60 大 阪 市

大阪市こども相談センター 06-4301-3156

mailto:satooyasympo@city.osaka.lg.jp
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連絡先 電話番号 メールアドレス等

問い合わせ先実施（予定）
期間・日

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

9月23日 広報イベント
セレッソ大阪の試合にて、里親啓発物品の配布、選手のメッ
セージの放映、相談会、パネル展
（場所：長居公園）

堺市子ども家庭課
大阪府
大阪市
（共催）

072-228-7331

10月1日～10月31日 広報イベント
図書館にて、里親関連の書籍を集めたコーナーを設置。（場
所：東図書館）

堺市子ども家庭課 072-228-7331

10月2日～10月8日 広報 里親制度に関する新聞広告を掲載
子ども家庭支援センター清
心寮（リーフ）

072-252-3521

10月2日～10月31日 里親制度周知活動 里親に関する懸垂幕掲示（場所：堺市役所、各区役所） 堺市子ども家庭課 072-228-7331

10月9日 里親制度周知活動
里親制度の紹介パンフレットの配架、バルーンアートを実
施。（場所：西友上野芝店）

子ども家庭支援センター清
心寮（リーフ）

072-252-3521

10月13日～10月22日 パネル展
里子の絵画などの作品や、里親制度周知のためのパネルを展
示（場所：イオンモール堺北花田）

10月28日
里親制度紹介および相談
会

さかいボランティア・市民活動フェスティバルに里親ブース
を出展（場所：堺市総合福祉会館）

10月29日、11月4日、11
日、12日、19日

里親制度周知活動 各区の区民まつりで啓発物配布

11月23日 里親バザー
堺市農業祭でバザー実施および啓発物配布
場所：大仙公園

10月21日 イベントでの広報
神戸市小学生陸上競技記録大会での啓発大型ビジョンでの啓
発
場所：ユニバー記念競技場

10月 広報誌へ掲載 「婦人神戸」への掲載

11月15日
里親制度をすすめるため
の【講演とドキュメンタ
リーフィルムの上映】

「子どもが家庭で育つということ～精神科医の視点より～」
場所：たちばな職員研修センター研修室

公益社団法人　家庭養護促
進協会

078-341-5046

広報誌へ掲載
市の広報誌「市民のひろば」１０月号に「１０月は里親月間
です」と題し、里親の募集を広報。

11月23日 フォーラムの開催
里親に関するパネル展示、パンフレット配布等。
11月23日（木）10時～15時30分　岡山市ふれあいセンター

10月5日，6日 パネル展示
市役所内展示スペースに里親制度の普及のためのパネルを展
示。

10月7日 講演会等の開催

里親制度に関心のある団体と協働し，里親制度普及のための
パネルディスカッションや，里親体験談を内容としたフォー
ラムを開催。
場所：岡山ふれあいセンター　時間：10時～17時

62 神 戸 市

63 岡 山 市
岡山市岡山っ子育成局
こども総合相談所
相談・措置課

086-803-2525

61 堺 市

kodomosoudan@city.okayam
a.jp

神戸市こども家庭支援課 078-322-5211

堺市子ども家庭課 072-228-7331
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実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等）

10月 ポスター・チラシ掲示
里親制度周知ポスターを広島市内の公共施設等で掲示（広島
県との連携事業）

10月28・29日 パネル展示
「ひろしまフードフェスティバル」においてブース出展し，
里親制度周知用パネルを掲示（広島県との連携事業）

8月20日 里親制度推進講演会
広島市内において里親里子体験講演会を開催（広島県との連
携事業）

10月11日 研修会
里親会・一日里親の会合同研修会
場所：ウェルとばた

10月15日 市広報紙へ掲載 市政だより１０月１５日号で里親に関する記事を掲載

10月 情報誌への記事掲載依頼
フリー情報誌「リビング北九州」「サンデー北九州」へ里親
制度についての紹介記事掲載を依頼。

9月9日 里親カレッジの開催

里親登録希望者や里親に関心がある市民を対象に基礎的な講
座や養育里親１名と養子縁組里親１名からの体験発表・参加
者同志での意見交換会を開催。
（場所：福岡市こども総合相談センター）

福岡市こども総合相談セン
ターこども支援課

092-832-7100

9月2日
フォーラム「新しい絆」
～家族と暮らせない子ど
もたちのために～の開催

平成１７年度より実施している里親普及啓発のためのフォー
ラム（年度２回実施）の今年度第一回目を実施。
基調講演：社会的養護の必要な障害のある子どもも家庭で育
つために（講師：社会福祉法人麦の子会　総合施設長　北川
聡子　氏）
（場所：福岡市こども総合相談センター)

福岡市こども総合相談セン
ターこども支援課

092-832-7100

10月4日
里親制度のＰＲならびに
リクルート

天理教福岡教区支部長会にて里親制度の広報・啓発ならびに
新規里親のリクルート

福岡市こども総合相談セン
ターこども支援課

092-832-7100

10月22日

熊本市主催里親フォーラ
ム「里親養育支援共働事
業フォーラムかぞくのか
たち」

熊本市主催里親制度広報啓発等フォーラム
語り、朗読、トークセッション有り

（特）優里の会 070-5485-8365

10月17日 ラジオ放送
エフエム熊本「アイラブウーマン」にて里親制度の紹介と里
親フォーラム開催のお知らせ

10月19日 ラジオ放送
熊本シティエフエム「おはよう熊本市」にて里親制度の紹介
と里親フォーラム開催のお知らせ

10月初旬 市政だよりによる広報
熊本市主催里親フォーラム
「里親養育支援共働事業フォーラムかぞくのかたち」の広報
及び養育里親制度の周知

10月1日～
ポスターチラシの掲示 制度周知のために、市内郵便局、地元銀行等へ掲示依頼

10月1日～31日 広報誌掲載 里親制度の紹介記事

同上 ポスター掲示 市役所ほか

10月 リーフレット配布 子育てイベントにて里親リーフレット配布

11月
ポスター掲示
リーフレット配布

オレンジリボンキャンペーンのイベントにてポスター掲示及
び里親リーフレット配布

北 九 州 市

北九州市子ども家庭局子ど
も家庭部子育て支援課

子ども総合センター

093-582-2410

093-881-4556

66 福 岡 市

64 広 島 市
広島市こども未来局こど
も・家庭支援課

082-504-2161
ko-
shien@city.hiroshima.lg.
jp

86 金 沢 市 金沢市児童相談所 076-243-4158

67 熊 本 市

84 横 須 賀 市 横須賀市児童相談所 046-820-2323

熊本市児童相談所 096-366-8181
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