
連絡先 電話番号 メールアドレス等

8月～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（10月以外にも適
時実施）

里親サロン 里親同士の相互交流を図る

9月～10月 地方新聞紙面利用広報 地元の新聞に里親啓発に関する記事の掲載

北海道北見児童相談所
北海道室蘭児童相談所
北海道函館児童相談所
北海道旭川児童相談所
北海道帯広児童相談所

0157-24-3498
0143-44-4152
0138-54-4152
0166-23-8195
0155-22-5100

10月 啓発パネル展 里親制度の周知（渡島総合振興局） 北海道函館児童相談所 0138-54-4152

10月
上川、宗谷管内市町村を訪問し、市町村職員に対し啓発活動
を実施。

北海道旭川児童相談所 0162-32-6171

10月
渡島・檜山管内市町村を訪問し、市町村職員に対し啓発活動
を実施。

北海道函館児童相談所 0138-54-4152

10月
釧路及び根室管内市町村に対し、訪問及び郵送等で啓発活動
を実施する。

北海道釧路児童相談所 0154-92-3717

10月 広報
市町村、公共機関及び商業施設でパンフレット設置及びポス
ター掲示

北海道帯広児童相談所 0155-22-5100

9月8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、講演、シンポジウムの実施
場所：登別市

北海道室蘭児童相談所 0143-44-4152

10月､11月
里親リクルート
フォーラム

管内拠点市部で、里親会と協働によるフォーラムを開催
（旭川市、名寄市）

北海道旭川児童相談所 0166-23-8195

10月21日 里親についての説明会 一般住民を対象とした説明会を実施 北海道帯広児童相談所 0155-22-5100

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

10月 広報 県広報誌に里親制度の周知及び里親募集の記事を掲載

11月16日 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4日 リーフレット配布
県里親連合会において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制度のリーフレッ
ト配布

青森県里親連合会事務局 017-723-1391

10月6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

令和元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）
問い合わせ先

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

岩手県保健福祉部子ども子
育て支援課

019-629-5461

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

市町村啓発活動

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

3 岩 手 県

mailto:KODOMO@pref.aomori.lg.jp
mailto:Hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp
mailto:Hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

10月26日 委託里親交流研修会
人間関係を良くするためのコミュニケーションに関する研修
及び里親・里子同士の交流。

10月～11月 里親出前講座・説明会 里親制度の説明、里親による体験発表、個別相談。

９月～11月 チラシ配布
各市町村のイベント等において、普及啓発のため里親制度に
関するチラシを配布。

９月
新聞、ツイッターによる
広報

里親大会のお知らせを掲載

６月～11月 市町村普及啓発
市町村を訪問し、説明会や出前講座の説明、市町村広報誌へ
の掲載依頼等

11月17日（予定） 未委託里親交流研修会 研修、里親同士の交流会を開催

10月中 広報 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ども・
家庭支援課

022-211-2531
kodomoi@pref.miyagi.lg.j
p

11月19日 里親サロン
里親同士の相互交流
フォスタリングチェンジプログラムのミニ講話を実施

宮城県中央児童相談所 022-784-3583

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 リーフレット配布
宮城県東部児童相談所
気仙沼支所

0226-21-1020

8月～10月 里親制度説明会 県内各地での里親制度説明会開催
みやぎ里親センター　けや
き

022-718-1031
http://miyagisatooya-
keyaki.com

10月1日～19日
里親制度普及促進
　ポスター展

秋田公立美術大学生作品（優秀作品をチラシ、クリアファイ
ルに使用）によるポスター展をフォンテで開催

10月1日～11日
里親制度普及促進
　ポスター展

秋田公立美術大学生作品によるポスター展を秋田市役所で開
催

10月4日
里親制度普及促進
　街頭キャンペーン

里親の日に合わせてチラシ、クリアファイルの配布を秋田駅
周辺で実施

10月5日-6日
里親制度普及促進
　ABSまつり2019

ブースを出展し、里親制度説明会を実施

10月27日
里親研修
　ひだまり研修

県外講師（矢内陽子氏:ドルカスベビーホーム）を招いての講
演を実施

10月中
里親制度普及促進
　テレビCM

里親募集のスポットCMを実施

10月中
里親制度普及促進
　ラジオ

里親制度普及促進のため実施

4 宮 城 県

岩手県保健福祉部子ども子
育て支援課

019-629-5461

5 秋 田 県

秋田赤十字乳児院 018-884-1760 info@akita-nyuji.jrc.or.jp

3 岩 手 県

mailto:kodomoi@pref.miyagi.lg.jp
mailto:kodomoi@pref.miyagi.lg.jp
http://miyagisatooya-keyaki.com/
http://miyagisatooya-keyaki.com/
mailto:info@akita-nyuji.jrc.or.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

10月予定
里親制度普及促進
当院広報誌に記事掲載

当院の里親支援の取り組みを紹介

4月～6月
里親制度普及促進
　チラシ配布

里親制度普及啓発チラシの配布
（令和元度秋田県里親登録前研修（前半）日程記載）

9月～11月
里親制度普及促進
　チラシ配布

里親制度普及啓発チラシの配布
（令和元年度秋田県里親登録前研修（後半）日程記載）

12月～3月
里親制度普及促進
　チラシ配布

里親制度普及啓発チラシの配布
（令和2年度秋田県里親登録前研修（前半）日程記載）

9月～3月
里親制度普及促進
　クリアファイル配布

里親制度普及啓発クリアファイルの配布

5月～12月
里親研修
　里親トレーニング

里親支援機関事業の里親トレーニングを実施

6月、7月、9月、
11月、12月

里親研修
　三施設合同ひだまりサ
ロン

中央地区の里親支援専門相談員が連携し、各施設や各自治体
でサロンを実施

通年
里親制度普及促進
　里親制度説明

当院見学者へ里親制度について説明会を実施

通年
里親研修
　ひだまりサロン

子どもとの触れ合い遊び
里親同士の相互交流を図る

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

10月 地方新聞紙面利用広報 地元の新聞に里親啓発に関する記事の掲載

9月～11月 里親制度地域セミナー
各市（圏域の町村を含む）において、ファミサポ会員や里親
制度に関心を持つ地域住民を対象に里親制度に関するセミ
ナーを秋田県内全１３市で開催

9月8日､9月22日､
9月29日、10月27日

新規里親相談会
里親希望者等を対象とした相談会（里親制度の説明、ガイダ
ンス等を実施）

こども家庭支援センター
チェリー

0237-84-7111

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

11月 山形県里親研修会 県内の里親等に対する研修会

6月27日、8月2日、8月5
日、10月23日、10月29
日、11月18日

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。

10月 ラジオでの広報 ラジオ放送にて里親を募集する。

6 山 形 県
山形県子育て推進部子ども

家庭課
023-630-2260

7 福 島 県
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

5 秋 田 県

秋田赤十字乳児院 018-884-1760 info@akita-nyuji.jrc.or.jp

秋田県健康福祉部地域・家
庭福祉課

018-860-1344
chifuku@pref.akit
a.lg.jp

mailto:jidoukatei@pref.fukushima.lg.jp
mailto:jidoukatei@pref.fukushima.lg.jp
mailto:chifuku@pref.akit%0aa.lg.jp
mailto:chifuku@pref.akit%0aa.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

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」に合わせ里
親募集のリーフレット配布

10月5日以降 リーフレット配布 県内にて里親募集のリーフレット配布

4月～3月
県のホームページにパン
フレットを掲載

パンフレット（里親になりませんか）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。

10月 ラジオ県だより放送 里親制度の普及・啓発～あなたも里親になりませんか～

10月 里親応援セミナー 社会的養育について

10月 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 里親制度説明会 市町村職員対象に社会的養育，里親制度について説明

10月 新聞広告掲載 里親制度の周知及び里親募集

10月
市町村広報誌及びホーム
ページ等

里親制度の普及・啓発

10月
市町村広報誌及びホーム
ページ等

里親制度の普及・啓発

10月4日～11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6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月初旬 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16､19､23､30日 里親相談会
里親に関心のある人が、児童相談所職員への相談や、里親を
されている方と交流ができる相談会を開催

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 県広報紙による広報 県広報紙で里親制度を広報

10月 ポスター掲示 県内金融機関へ里親周知ポスターの掲出を依頼

10月 ポスター掲示 医療機関（県薬剤師会）へ里親周知資料の掲出を依頼

9 栃 木 県

10 群 馬 県
群馬県こども未来部児童福
祉課

027-223-1111
内2628

jidouka@pref.gunma.lg.jp

7 福 島 県
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

11 埼 玉 県

埼玉県福祉部こども安全課 048-830-3339

8 茨 城 県
茨城県保健福祉部子ども政
策局青少年家庭課

029-301-3258 ha.yamaoka@pref.ibaraki.lg.jp

mailto:kodomo@pref.tochigi.lg.jp
mailto:kodomo@pref.tochigi.lg.jp
mailto:jidouka@pref.gunma.lg.jp
mailto:ik.nakata@pref.ibaraki.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

10月 パンフレット掲出 日本郵便（埼玉県内単独マネジメント部局：52局） 埼玉県福祉部こども安全課 048-830-3339

10月（下旬） パンフレット掲出 イオンリテール（埼玉県各店舗：21店） 埼玉県福祉部こども安全課 048-830-3339

9月28日 春日部市教育センター（春日部市） 埼玉県越谷児童相談所 048-975-4152

10月20日 川口並木公民館（川口市） 埼玉県南児童相談所 048-262-4152

11月16日 和光市中央公民館（和光市） 埼玉県所沢児童相談所 04-2992-4152

11月30日 久喜市中央公民館（久喜市） 埼玉県中央児童相談所 048-775-4152

10月5日 日高市あいあいまつり（日高市総合福祉センター）

10月12日 本庄市ふれ愛祭（本庄市総合公園体育館）

10月13日 岩槻やまぶきまつり（さいたま市岩槻区岩槻文化公園）

10月19日 行田市ふれあい福祉健康まつり（行田市産業文化会館）

10月26日 深谷市福祉健康まつり（深谷市総合体育館）

10月27日 羽生市民福祉健康まつり（羽生市民プラザ）

11月9・10日 日高市民まつり（日高市文化体育館）

9月7・8日 広報啓発物品の配布

さいたま市営浦和球場（さいたま市浦和区：埼玉アストライ
ア※戦開催）※オレンジリボン運動協賛団体
オレンジリボン運動、里親制度周知、児童虐待防止に関する
啓発物品（リーフレット、クリアファイル、テッシュ等）を
配布。

埼玉県福祉部こども安全課

11月2日 広報啓発物品の配布

NACK5スタジアム（さいたま市：大宮アルディージャ※ホーム
グラウンド）※オレンジリボン運動協賛団体
オレンジリボンキャンペーンに合わせ、里親制度・児童虐待
防止に関する啓発物品（リーフレット、クリアファイル、
テッシュ等）を配布。

埼玉県福祉部こども安全課
※さいたま市児童相談所と
共催

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 048-830-3339

10月20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～2月 里親制度説明会
各地域（6か所）で、里親制度の説明会や個別相談会等を行
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

日程調整中 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。

特定非営利活動法人乳幼児
家庭養育の会

090-3231-5753
npobabiescaregivers@gmail.
com

9月1日～3月31日 ラジオＣＭ
bayfmにて週2日以上里親制度に関するCMを放送する。
里親月間中である10月は毎日行う。

日程調整中
（10月、11月）

広報啓発イベントの実施
ジェフユナイテッド千葉のホームゲーム、市町村主催のイベ
ントにおいて啓発物品の配布、掲示用パネルの掲示等を行
う。

12 千 葉 県

千葉県健康福祉部児童家庭
課

043-223-2357

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）

里親制度PRブース出展
（広報啓発用資料配布）

埼玉県里親支援専門相談員
連絡会担当

042-989-1217
（児童養護施設

あいの実）

048-830-3339

mailto:chiba.kodomo_ohendan@fuga.ocn.ne.jp
mailto:chiba.kodomo_ohendan@fuga.ocn.ne.jp
mailto:npobabiescaregivers@gmail.com
mailto:npobabiescaregivers@gmail.com


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

9月
都営地下鉄の車内ビジョ
ンによる広報

都営地下鉄の車内ビジョン等により、里親制度や里親制度を
広報するキャラクター等を紹介

10月1日
「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、里親制度の解説、体
験発表会の開催を告知

10月 ポスター掲示の依頼
病院、薬局、行政機関、企業等へ里親を広報するポスターの
掲示を依頼

10月～11月
イベントにおける里親制
度の広報

各地域のお祭りやイベントにおいて、里親制度の普及啓発を
各児童相談所等において実施

11月以降
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、体験発表会の開催を告知

9月1日～12月7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。里親が自らの養育体験
を発表

11月1日～7日
都政ギャラリー（都議会
議事堂1階）で普及啓発

都政ギャラリー（都議会議事堂1階）にてパネルとチラシによ
り養育家庭制度を普及啓発

11月18日～20日 都職員向け広報
都職員向けのライフプラン講習会において里親制度の普及啓
発

1月6日～9日
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里親制度を普
及啓発

通年
不妊治療を行う医療機関
に対する普及啓発

不妊治療を行う医療機関に対し里親のリーフレットを送付す
るとともに要請に応じ里親制度を医療機関において説明

通年 学校関係者に対する説明 里親支援機関により教職員向けの里親制度の説明会を実施

通年
ホームページによる里親
の普及啓発

里親支援機関が作成したホームページ「里親ナビ」において
里親と元里子の体験談等を掲載

通年 里親相談会 里親支援機関による里親相談会の実施

10月27日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布

「あやせ福祉ふれあいまつり」でリーフレット配布など
会場：綾瀬市オーエンス文化会館（綾瀬市深谷中1-3-1）

10月27日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布・パネル展示

「唐池祭」でパネル展示など
会場：児童養護施設 唐池学園（住所：綾瀬市吉岡2377）

10月27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」ゴール会場でパネル展示な
ど
会場：グランモール公園（横浜市西区みなとみらい3-4）

11月17日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布など

「座間市民ふるさとまつり」で、里親制度啓発活動
会場：座間市立座間中学校ほか（座間市緑ケ丘4-6-10）

14 神 奈 川 県

里親センター　ひこばえ
（社会福祉法人唐池学園）

046-205-6092
https://www.sato-hiko
bae.org/

13 東　京　都
東京都福祉保健局少子社会

対策部育成支援課
03-5320-4135

http://www.fukushihoken.
metro.tokyo.jp/kodomo/sa
tooya/seido/hotfamily/in
dex.html

https://www.sato-hikobae.org/
https://www.sato-hikobae.org/
https://www.sato-hikobae.org/
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/satooya/seido/hotfamily/index.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/satooya/seido/hotfamily/index.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/satooya/seido/hotfamily/index.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/satooya/seido/hotfamily/index.html


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

11月27日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布など

「えびな市民祭り」で里親制度啓発活動
会場：海老名運動公園（海老名市社家4032-1）

11月２日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布・パネル展示

「心泉・ハートフェスタ」での啓発活動
会場：心泉学園（二宮町二宮98）

10月27日 里親制度紹介チラシ配布
「オレンジリボンたすきリレー」のスタート地点でチラシ配
布など
会場：心泉学園（スタート会場）

９月21日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布など

「真鶴町社会福祉大会」で、制度啓発ブース出店
会場：真鶴町民センター（真鶴町岩172-８）

９月23日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布など

「SFB（城山学園お祭り）」で、制度啓発ブース出店
会場：児童養護施設城山学園（湯河原町鍛冶屋605-1）

９月26日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布など

「箱根町さくら館健康福祉フェスティバル」で、制度啓発
ブース出店
会場：総合保健福祉センター（箱根町宮城野881-１）

９月 社協の広報誌による広報 小田原市社協、大井町社協、開成町社協、山北町社協

９月
市役所の広報誌による広
報

南足柄市広報誌による広報

10月20日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布など

「湯河原町福祉大会」で、制度啓発ブース出店
会場：湯河原町民体育館（湯河原町21）

10月20日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布など

「美・緑なかいフェスティバル2019」制度啓発ブース出店
会場：中井中央公園（中井町比奈窪580）

10月26日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布など

「チビッ子らんどフェスタ」で、制度啓発ブース出店
会場：開成町福祉会館（開成町吉田島1043-1）

10月 社協の広報誌による広報
開成町社協、湯河原社協、真鶴町社協、山北町社協、松田町
社協、箱根町社協

10月
市役所・町役場の広報誌
による広報

小田原市役所、湯河原町役場、真鶴町役場、中井町役場、山
北町役場、松田町役場、箱根町役場

11月３日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布など

「ニコッと祭り」で、制度啓発ブース出店
会場：小田原ダイナシティ（小田原市中里208）

11月23日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布など

「山北町キッズカーニバル」で、制度啓発ブース出店
会場：健康福祉センター（山北町1971-2）

11月23日
里親制度紹介パネル展
示・相談コーナー開設

「ゆりかご祭り」でパネル展示など
会場：ゆりかご園（小田原市酒匂2-41-39）

12月1日 里親制度説明会
里親講座（市民向け）の開催
会場：IKOZA（大和市福田2021-2）

神奈川県中央児童相談所 0466-84-1600

11月17日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布・パネル展示

「みうら市民まつり」でリーフレット配布など
会場：潮風アリーナほか（三浦市初声町入江169）

10月6日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布

「葉山福祉まつり」でリーフレット配布など
会場：福祉文化会館（葉山町堀之内2220）

14 神 奈 川 県

神奈川県鎌倉三浦地域児童
相談所

046-828-7050

里親センター　ひこばえ
（社会福祉法人唐池学園）

046-205-6092
https://www.sato-hiko
bae.org/

児童養護施設
心泉学園

0463-71-0077
https://www.shinsengakue
n.org/

児童養護施設
ゆりかご園

0465-48-4921
http://www.yurikago-
en.or.jp/

https://www.shinsengakuen.org/
https://www.shinsengakuen.org/
http://www.yurikago-en.or.jp/
http://www.yurikago-en.or.jp/


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

10月20日
里親制度紹介リーフレッ
ト

「逗子市民まつり」でリーフレット配布など
会場：池子第一運動講演（逗子市池子1-11-2）

10月28日から11月1日
里親制度紹介リーフレッ
トの配布

葉山町役場１階ロビーにてリーフレット配布など
会場：葉山町役場（葉山町堀内2135）

10月 市役所広報誌による広報 鎌倉市広報誌による里親制度広報

2月27日 里親制度説明会
里親講座（市民向け）の開催
会場：逗子市役所（逗子市逗子5-2-16）

10月18日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布、里親体験談

「あおぞらフェス2019」(地区里親会開催）での啓発活動
会場：生涯学習センター ラディアン（二宮町二宮1240-10）

神奈川県平塚児童相談所 0463-73-6888

12月1日 里親制度説明会
里親講座（市民向け）の開催
会場：児童養護施設ゆりかご園（小田原市酒匂2-41-39）

神奈川県小田原児童相談所 0465-32-8000

10月20日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布

「愛川町ふれあい広場」でリーフレット配布など。

11月9日、10日
里親制度紹介リーフレッ
ト配布

「あつぎ国際大道芸2019」でリーフレット配布等
会場：本厚木駅周辺

10月 市役所広報誌による広報 海老名市広報誌による里親制度広報

10月12日
新潟県広報テレビ番組
「ほっとホット新潟」に
よる広報

県広報テレビ番組（5分間）にて、里親制度についての周知と
里親になることを促す特集を放送

10月19日 講演会の実施
一般県民及び児童福祉関係者を対象に、里親について周知す
るための講演会を実施
時間：14時から16時45分まで

10月中～11月中旬
電子チラシサービス
「Shufoo!」による広報

里親制度についての周知と里親になることを促す電子チラシ
を無料チラシWEBサービスにアップロード

10月中
県ホームページによる広
報

通年の里親制度の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

神奈川県鎌倉三浦地域児童
相談所

046-828-7050

神奈川県厚木児童相談所 046-224-1111

15 新 潟 県
新潟県福祉保健部児童家庭
課

025-280-5216
ngt040270@pref.niigata.l
g.jp

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

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）
問い合わせ先

11月9日 里親講演会
富山県里親講演会
時間：14時～16時
場所：県民共生センターサンフォルテ

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

6月、9月。11月 里親サロン 里親同士の相互交流の場を開催

11月、3月 里親スキルアップ研修
「小・中学生の心とからだ」について講話
親学び講座

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

17 石 川 県 年間
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』になってみませんか」の配
布

石川県健康福祉部少子化対
策監室

076-225-1421
（内線4071）

8月29日 里親制度説明会
里親制度に関する説明・体験談・個別相談質問
（場所：小浜市文化会館）

福井県敦賀児童相談所 0770-22-0858

8月17日〜23日
10月17日～20日

パネル展示
里親制度に関するパネル掲示
（場所：福井県立図書館）

福井県総合福祉相談所 0776-24-5138

10月7日～11日 パネル展示
里親制度に関するパネル展示
（場所：福井県庁）

福井県総合福祉相談所 0776-24-5138

9月13日 里親制度説明会
里親制度に関する説明・体験談・個別相談質問
（場所：敦賀市福祉総合センターあいあいプラザ）

福井県敦賀児童相談所 0770-22-0859

10月17日 里親等研修会
講演会：養子当事者　近藤 愛 氏
（場所：福井県生活学習館）

福井県総合福祉相談所
福井県敦賀児童相談所

0776-24-5138
0770-22-0858

10月8日
里親制度に関する説明・体験談・個別相談質問
（場所：アオッサ）

10月11日
里親制度に関する説明・体験談・個別相談質問
（場所：勝山市福祉健康センター）

10月18日
里親制度に関する説明・体験談・個別相談質問
（場所：春江中コミュニティセンター）

10月25日
里親制度に関する説明・体験談・個別相談質問
（場所：アイアイ鯖江）

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

10月4日､10月13日 街頭キャンペーン
里親会等と協動で、甲府駅、大型商業施設、ヴァンフォーレ
甲府ホームゲーム会場等でリーフレットを配布し、啓発キャ
ンペーンを実施する。

10月13日
長野県里親大会・里親研
修会

・パネルディスカッション
　テーマ「心でつながる親子」
　司会：松山三四六氏

20 長 野 県
長野県県民文化部こども・
家庭課児童相談・養育支援
室

026-235-7099 jido-shien@pref.nagano.lg.jp

19 山 梨 県
山梨県子育て支援局
子ども福祉課

055-223-1457

076-444-3207

16 富 山 県

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

18 福 井 県

里親制度説明会
福井県総合福祉相談所

0776-24-5138

mailto:jido-shien@pref.nagano.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

10月19日 里親制度説明会
公園の一角にて、里親制度の説明、個別相談、里親体験談等
を開催

10月26日 チラシ等配布 塩尻市主催の子ども向け催し会場にてリーフレット等配布

10月4日
10月4日里親の日広報啓
発活動

県内5か所で、10月4日の里親の日に併せポケットティッシュ
の街頭配布を行う。

11月7日 里親制度説明会
里親制度説明会を開催（今年度全4回、里親基礎研修の午前中
部分をあてている）し、実施計画をホームページに掲載し
た。

11月24日 中信地区里親会促進事業
里親制度説明（現役里親、里親支援専門相談員）パネル展
示、書籍の紹介、個別相談。

10月8日～15日 ラジオ放送 LCV「里親月間について」（里親制度について説明）

10月4日 FMラジオ放送
FMラジオ番組内で、里親制度の説明、啓発活動等の実施予定
を紹介

10月4日 啓発用チラシ等配布
里親制度普及のため啓発物を配布
（場所：イオンモール各務原）

10月26日～27日
里親制度説明、啓発用チ
ラシ等配布

岐阜県農業フェスティバル（岐阜県庁周辺）において、里親
制度をPRするブースを設置して里親制度の説明と啓発物を配
布

11月11日 啓発用チラシ等配布 各所（岐阜市内等）にて、里親制度のリーフレットを配布
岐阜県中央子ども相談セン
ター

058-201-2111 c22301@pref.gifu.lg.jp

10月12日 里親希望者の個別相談会
里親希望者の個別相談において里親制度に関する説明等
（場所：西濃子ども相談センター）

岐阜県西濃子ども相談セン
ター

0584-78-4838 c22302@pref.gifu.lg.jp

10月6日 里親希望者の個別相談会
里親制度に関する説明等
（場所：関市公民館）

10月20日
里親制度説明、啓発用チ
ラシ等配布

関市福祉フェスティバル(場所：関市文化会館)において、里
親制度をPRするブースを設置して里親制度の説明と啓発物を
配布

10月20日
里親制度説明、啓発用チ
ラシ等配布

多治見子育て楽市楽座（場所：セラミックパークMINO)におい
て、里親制度をPRするブースを設置して里親制度の説明と啓
発物を配布

岐阜県東濃子ども相談セン
ター

0572-23-1111
（内線408）

c22303@pref.gifu.lg.jp

10月19日
里親制度説明、啓発用チ
ラシ等配布

高山市福祉フェスティバル（場所：高山市総合福祉セン
ター）において里親制度をPRするブースを設置して里親制度
の説明と啓発物を配布

岐阜県飛騨子ども相談セン
ター

0577-32-0594 c22304@pref.gifu.lg.jp

20 長 野 県
長野県県民文化部こども・
家庭課児童相談・養育支援
室

026-235-7099 jido-shien@pref.nagano.lg.jp

21 岐 阜 県

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2679)

c11217@pref.gifu.lg.jp

岐阜県中濃子ども相談セン
ター

0574-25-3111
（内線348）

c22305@pref.gifu.lg.jp

mailto:c22301@pref.gifu.lg.jp
mailto:c22302@pref.gifu.lg.jp
mailto:c22303@pref.gifu.lg.jp
mailto:c22304@pref.gifu.lg.jp
mailto:c11217@pref.gifu.lg.jp
mailto:c22305@pref.gifu.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

10月20日 里親月間記念講演会
演題：「幸せのカタチ～本当の親子本物の親子～」
講師：原田　亜弥子　氏（SBS静岡放送アナウンサー）
会場：アイセル21（静岡市女性会館）

10月 里親啓発展示 庁舎ロビーにポスター、里親の活動を紹介するパネルを展示

5月､7月、10月､1月､3月
里親制度街頭啓発キャン
ペーン

静岡県内各所（ショッピングモール、市役所等）において、
里親制度のリーフレット、啓発品を配布

10月27日 一日里親体験 里親希望者と、里子、児童養護施設入所児童との交流を実施

10月27日 里親月間交流行事 里親家族同士の交流

8月28日 里親相談会
里親に関心がある方を対象に、里親による体験談、里親制度
に関する説明を実施
開催場所：森町保健福祉センター

9月18日 里親相談会
里親に関心がある方を対象に、里親による体験談、里親制度
に関する説明を実施
開催場所：磐田市アイプラザ

10月5日 里親相談会
里親に関心がある方を対象に、里親による体験談、里親制度
に関する説明を実施
開催場所：沼津商連会館

10月16日 里親相談会
里親に関心がある方を対象に、里親による体験談、里親制度
に関する説明を実施
開催場所：掛川市役所

10月23日 里親相談会
里親に関心がある方を対象に、里親による体験談、里親制度
に関する説明を実施
開催場所：湖西市おぼと

11月6日 里親相談会
里親に関心がある方を対象に、里親による体験談、里親制度
に関する説明を実施
開催場所：御前崎市役所

11月17日 里親相談会
里親に関心がある方を対象に、里親による体験談、里親制度
に関する説明を実施
開催場所：富士宮市総合福祉会館安藤記念ホール

11月18日 里親相談会
里親に関心がある方を対象に、里親による体験談、里親制度
に関する説明を実施
開催場所：菊川市役所

11月20日 里親相談会
里親に関心がある方を対象に、里親による体験談、里親制度
に関する説明を実施
開催場所：袋井市役所

11月27日 里親相談会
里親に関心がある方を対象に、里親による体験談、里親制度
に関する説明を実施
開催場所：磐田市アイプラザ

22 静 岡 県
静岡県健康福祉部こども未
来局こども家庭課

054-221-2922
kokatei@pref.shizuoka.lg
.jp

mailto:kokatei@pref.shizuoka.lg.jp
mailto:kokatei@pref.shizuoka.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

5月～2月（毎月） 里親相談会

里親に関心がある方を対象に、里親による体験談、里親制度
に関する説明を実施
開催場所：富士市内まちづくりセンター、富士宮市内公民館
等

11月17日 フォスターセッション
施設、福祉関係機関、里親による現状報告、パネルディス
カッション等を実施
開催場所：富士宮市総合福祉会館安藤記念ホール

9月29日
福祉まつりでの里親啓発
活動

福祉まつりにて、里親制度ブースを設置、リーフレットや啓
発品を配布、希望者への里親制度説明
開催場所：伊東市

10月14日
福祉まつりでの里親啓発
活動

福祉まつりにて、里親制度ブースを設置、リーフレットや啓
発品を配布、希望者への里親制度説明
開催場所：沼津市

10月20日
福祉まつりでの里親啓発
活動

福祉まつりにて、里親制度ブースを設置、リーフレットや啓
発品を配布、希望者への里親制度説明
開催場所：富士市

10月27日
福祉まつりでの里親啓発
活動

福祉まつりにて、里親制度ブースを設置、リーフレットや啓
発品を配布、希望者への里親制度説明
開催場所：吉田町

10月 小規模懇談会
民生委員・児童委員の出席する懇談会において、里親制度の
説明と里親体験発表会を実施

9月18日～30日、10月１
日～31日

西三河総合庁舎にてパネル展示

9月10日～15日 岡崎市図書館交流プラザにてパネル展示

10月1日～11日 愛知県人権プラザにてパネル展示

11月6日～13日 大府市役所にてパネル展示

9月22日 大府市福祉・健康フェアにてチラシ配布や制度説明

9月22日
デンソー（地元企業）ハートフルまつりにてチラシ配布や制
度説明（愛知県里親会連合会主催）

9月29日
春日井市医療療育総合センターフェスティバルにてチラシ配
布や制度説明

10月10日
イオンモール岡崎にて1日里親制度普及啓発イベント＆ミニ里
親出張講座（制度説明等）

10月22日
知立青年会議所イベントにて里親制度紹介＆里親講話＆里親
養育体験発表＆パネル展示

11月3日 本庁公開イベントにてチラシ配布や制度説明

イベントでの
里親制度普及啓発活動

23 愛 知 県

パネル展示

愛知県福祉局児童入所施設
グループ

052-954-6980
jidoukatei@pref.aichi.lg.jp

22 静 岡 県
静岡県健康福祉部こども未
来局こども家庭課

054-221-2922
kokatei@pref.shizuoka.lg
.jp

mailto:jidoukatei@pref.aichi.lg.jp
mailto:jidoukatei@pref.aichi.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

9月26日
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27日
岡崎げんき館　講堂
（岡崎市若宮町2丁目1-1）

11月1日
愛知県三の丸庁舎8階大会議室
（名古屋市中区三の丸2丁目6番1号）

9月､10月、11月 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、里親養育体験発表会等
紹介

10月1日・10月15日
11月1日

市広報誌への掲載
市町広報誌に里親養育体験発表会の告知
（岡崎市　大府市　他）

10月中 ラジオ放送 ＦＭおかざきにて、里親養育体験発表会等の告知など

10月中 ケーブルテレビ
ケーブルテレビ「ミクス」における里親養育体験発表会等の
告知など

10月中 回覧板による啓発 大府市内全域の回覧板にて、啓発チラシを回覧

10月16日～31日 駅における啓発
ＪＲ「大府」駅に設置のデジタルサイネージに制度紹介と体
験発表会の告知を掲載

11月～12月
大府市巡回バス車内チラ
シ掲示

大府市巡回バス5台の車内にチラシ（A3）掲示
市役所内チラシ掲示

9月6日
岡崎市おやじの会にて制度説明
（子どもに携わる関係者への啓発）

9月14日 NHK名古屋放送局内勉強会にて制度説明

11月27日
岡崎市公立保育園園長会にて制度説明
（子どもに携わる関係者への啓発）

10月27日

里親シンポジウム「子ど
もにとっての家族とは～
里親家庭・養子縁組家
庭・ファミリーホームと
社会的養育～」

日時：10月27日（日）13:00～16:00
場所：三重県人権センター
内容：第1部　講演・トークセッション、第2部　パネルディ
スカッション

特定非営利活動法人三重県
子どもNPOサポートセンター

059-232-0270 info@satooyashinpo.net

10月 ポスター掲示
里親制度に関するポスターを市町や児童養護施設等の関係機
関、商業施設等に掲示する。

9～10月 ラジオ放送
全県的に放送されるラジオ局で里親制度に関するお知らせ
（制度の紹介、里親シンポジウムや説明会の案内等）を放
送。

9月 パネル展示
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。

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.lg.jp

里親養育体験発表会

里親制度説明

23 愛 知 県
愛知県福祉局児童入所施設
グループ

052-954-6980
jidoukatei@pref.aichi.lg.jp

mailto:info@satooyashinpo.net
mailto:jidoucen@pref.mie.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

10月12・13・20日、11
月17日

啓発イベント
市町のイベントに啓発ブースを出展し、里親制度の普及啓発
を実施。

10月～翌2月 里親さんとの座談会
地域を限定して、里親さんとの座談会（里親体験談・フリー
トーク等）を実施。

9月～11月 広報誌掲載 市町・県の広報誌等に里親制度の記事を掲載。

7月～翌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、児童家庭支援センター主催の里親
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26日 広報啓発イベント

第1回里親知ってやフォーラムを開催。
日時：10月26日（土）13:00～16:00
場所：大津市民会館小ホール
内容：講演、里親体験発表、里親写真展、個別相談会

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

10月6日 京都府里親・府民交流会 ガレリアかめおか

10月15日～24日 電光ニュース 京都駅前電光掲示板にて広報

10月15日～18日 広報啓発 里親関連掲示物の掲示（庁内）

10月27日 ブース出展 市民福祉のつどい（亀岡市）

10月中 広報啓発 保険会社との協働によるチラシ配布

11月3日 ブース出展 宇治福祉まつり（宇治市）

11月9日 府・市合同公開講座 体験発表やグループディスカッション

各月1回 相談会 宇治市役所・福知山市役所にて里親相談会を実施

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.lg.jp

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

mailto:shiga-satooya@sirius.ocn.ne.jp
mailto:shiga-satooya@sirius.ocn.ne.jp
mailto:kateishien@pref.kyoto.lg.jp
mailto:kateishien@pref.kyoto.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

通年 出前講座 団体や個人向けに出前講座を実施

10月8日～11日
里親制度についてのパネ
ル展示

10月11日 里親相談会

9月23日
パネル展示＆リーフレッ
ト・図書設置＆里親相談
会

いこらもーる泉佐野1階特設会場
大阪府岸和田子ども家庭セ
ンター

072-445-3977

10月12日
子どもとつながる
～里親体験談と個別相談
会～

児童養護施設　子供の家
社会福祉法人慶徳会子供の
家

072-622-5030

10月5日
「知ってください、子ど
ものための里親制度」

イオンモール四條畷３階イオン前

10月12日・17日 里親個別相談会 枚方市市民会館3階　第5会議室

10月19日
里親シンポジウム地域集
会『家族のぬくもりをこ
どもたちに』

柏原市立市民プラザ　アゼリア　６階大会議室
大阪府東大阪子ども家庭セ
ンター

06-6721-1966　　

10月20日 里親相談会 四條畷市市民総合センター　１階展示ホール
大阪府中央子ども家庭セン
ター

072-828-0161

10月20日 さとおやカフェ 箕面市立みのお市民活動センター
児童養護施設　松柏学園
里親担当者

06-6368-6010

10月21日～10月25日 里親制度に関する展示 松原市役所　１階ロビー
大阪府富田林子ども家庭セ
ンター

0721—25—1131

10月25日～10月27日
里親制度に関するパネル
展示

高槻市立服部図書館　１階
大阪府吹田子ども家庭セン
ター

06-6389-3526　　　

10月27日 里親相談会 八尾アリオ　３階ブルーコート
大阪府東大阪子ども家庭セ
ンター

06-6721-1966

10月27日
里親関係ビデオ上映＆里
親希望者の制度説明会

高槻市立服部図書館　１階
大阪府吹田子ども家庭セン
ター

06-6389-3526　

10月27日
里親制度に関するパネル
展示等

みのおキューズモール かやのさんぺい橋付近
（みのおNPOフェスタ）

児童養護施設　松柏学園
里親担当者

06-6368-6010

11月2日 里親相談会
河内長野市立子ども・子育て総合センターあいっく　子ども
交流ホール（ノバティながの北館5階）

大阪府富田林子ども家庭セ
ンター

0721-25-1131

通年 広告
モノレール・路線バス（吹田・池田・東大阪）
近鉄八尾駅看板・看板設置(豊中・吹田)

通年 広告
商業施設・市営施設などで広告ポスター・チラシの掲
示・設置(東大阪・八尾・池田・吹田)

9月16日～ 広告
ガスト内メディアラックに啓発チラシ設置(東大阪・豊中・吹
田)

9月中 チラシ配布 吹田市ファミリーサポート援助者に配布

9月18日・10月31日 広報啓発・相談会 イオン吹田店でチラシ配布・相談会

27 大　阪　府

門真市役所　1階ロビー
大阪乳児院　里親支援機関
おむすび

090-2599-3108

kateishien-
g02@sbox.pref.osaka.lg.jp

里親支援機関　おひさま 072-380-3455

NPO法人キーアセット 06-6720-6811 info@keyassetsnpo.jp

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

mailto:kateishien-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp
mailto:kateishien-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp
mailto:info@keyassetsnpo.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

9月24日・10月8日・11
月12日・12月17日

広報啓発・相談会 イオン鴻池店でチラシ配布・相談会

9月25日・10月16日・11
月27日

広報啓発・相談会 ライフ八戸ノ里店でチラシ配布・相談会

10月1日・2日 広報啓発・相談会 吹田市役所1階市民ロビー前水槽横で相談会

10月17日・11月21日・
12月12日

広報啓発・相談会 イオン東大阪でチラシ配布・相談会

10月21日・23日・24日 広報啓発・相談会 豊中市役所第二庁舎1階ロビー　相談会

11月6日 広報啓発 東大阪市ファミリーサポート研修にて広報

11月3日 広報啓発・相談会 能勢町　文化フェスタでチラシ配布・相談会(調整中)

11月10日 広報啓発・相談会 能勢町　ふれあいフェスタでチラシ配布・相談会(調整中)

通年 Facebookページでの周知 里親制度PR、取り組み紹介、イベント情報の掲載

10月4日 リーフレットの配布 oneloveキャンペーン　エコールいずみ2階駅通路

10月4日～ 図書展示・相談会 和泉シティプラザ図書館

10月4日 啓発チラシ等配布・相談会 エコールいずみアムゼモール１階

10月8日 啓発チラシ等配布 アプラたかいし

10月14日 啓発チラシ等配布・相談会 おおとりウイングス　堺市リーフ協同

10月26日
地域シンポジウム
「つながる　ひろがる」

「レイルロードスイッチ」上映会、トークセッション
E'sホール（泉大津市）

11月3日 啓発チラシ等配布 いずみ音楽祭

通年 啓発チラシ配布 泉大津市・和泉市ポスティング

通年 啓発しおり配布 泉大津市・和泉市内図書館および書店

通年 啓発ポスター掲示 和泉市コミュニティバス5台（運転席後方）

通年 広告
雑誌「和泉市立　シティプラザ図書館」
（つむぎの紹介のポップと雑誌表面につむぎ名、裏面につむ
ぎの広告が入ります。）

10月5日 広報 阪急うめだ本店　H2Oサンタチャリティートークイベント

10月12～13日 広報 全国里親大会にて書籍販売、リーフレットなど配布

10月17日 広報 「愛の手キャンペーン」大阪駅前でのチラシ配り

10月27日 広報
大阪府宅地建物取引業協会不動産無料一般相談フェア（浪切
ホール）

11月3日 交流会 養（里）親子の運動会

11月4日 広報 あべのハルカス近鉄本店縁活にてチラシ配布など

27 大　阪　府
NPO法人キーアセット 06-6720-6811 info@keyassetsnpo.jp

社会福祉法人和泉乳児院
里親支援機関つむぎ

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

公益社団法人家庭養護促進
協会

06-6762-5239 fureai-osaka@nifty.com

mailto:tsumugi@iaa.itkeeper.ne.jp
mailto:tsumugi@iaa.itkeeper.ne.jp
mailto:fureai-osaka@nifty.com


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

通年 交流会 月１回親子サロンの開催

通年 リーフレット配布
養子里親に関するリーフレットを不妊治療クリニックに配
布、週末里親に関するチラシを配布

10月1日 尼崎市水堂小学校（地域学習会）

10月下旬 西宮市内

10月31日 豊岡市子育て指導員連絡会（豊岡市子育て総合センター）

11月9日 新温泉町青少年育成推進協議会町民大会（場所：未定）

11月17日 香美町青少年町民集会（射添小学校）

11月上旬 西宮こども家庭センター
兵庫県西宮こども家庭セン
ター

0798-71-4670

11月中（予定） 要保護児童対策地域協議会連絡会研修会（場所：長寿の郷）
兵庫県豊岡こども家庭セン
ター

0796-22-4314

10月17日 里親相談会
対象を限定せず、里親に興味のある人が気軽に相談できる場
を設け、里親についての理解を深める。

9月20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月中 里親募集に関するのぼりをセンター敷地内に掲示
兵庫県中央こども家庭セン
ター

078-923-9966

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。
兵庫県川西こども家庭セン
ター

072-756-6633

10月中 センター敷地内に里親募集に関するのぼりを提示
兵庫県姫路こども家庭セン
ター

079-297-1261

10月中 ケーブルテレビ（養父市、朝来市、新温泉町）
兵庫県豊岡こども家庭セン
ター

0796-22-4314

10月1日
三田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。

兵庫県川西こども家庭セン
ター

072-756-6633

10月10日
稲美町で開催される福祉委員研修会にてリーフレット・
出前講座の案内を配布。

兵庫県中央こども家庭セン
ター

078-923-9966

10月11日 エフエムあまがさき　により　里親制度のPR
兵庫県西宮こども家庭セン
ター

0798-71-4670

10月24日
管内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。

兵庫県中央こども家庭セン
ター

078-923-9966

11月7日
丹波市、丹波篠山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

11月23日 令和元年度市民啓発講座（三田市）

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

10月中 市町の広報誌に里親募集の記事を掲載依頼
兵庫県姫路こども家庭セン
ター

079-297-1261

27 大　阪　府

公益社団法人家庭養護促進
協会

06-6762-5239 fureai-osaka@nifty.com

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」

兵庫県西宮こども家庭セン
ター

0798-71-4670

兵庫県豊岡こども家庭セン
ター

0796-22-4314

里親研修会

兵庫県川西こども家庭セン
ター

072-756-6633

啓発

兵庫県川西こども家庭セン
ター

072-756-6633

広報誌掲載依頼



連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

10月中 市町と各市町社会福祉協議会の広報誌

10月中
豊岡市FMラジオ「FMジャングル」出演
センター職員による里親について説明及び里親による体験談

10月５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

奈良県福祉医療部こども・
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

10月～ 啓発
奈良県内の駅（近鉄奈良駅ほか７箇所）で啓発リーフレット
等の配布

10月～ 啓発 県内大学祭にて啓発リーフレット等の配布

10月～ 講座
里親になることを希望される方向けの制度説明講座（委託業
務）

通年 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

10月 啓発 里親制度の街頭啓発（２回）

10月 里親相談会 里親相談会（２回）

10月 新聞等への記事掲載 フリーペーパー等へ里親制度の啓発記事を掲載

10月 リーフレット配布 協力企業・医療機関・関係機関等にリーフレット配布

10月 啓発 各報道機関へ里親制度並びに里親相談会の広報を依頼

10月 里親相談会 里親相談会を開催、里子の作品展示

10月 啓発
人権・教育・福祉関係イベントでの里親パネル展示と里親相
談ブース開設

10月 啓発 里親制度のチラシ配布

10月 里親相談会 里親相談会の開催

29 奈 良 県
kodomo@office.pref.nara.
lg.jp

奈良県福祉医療部こども・
女性局こども家庭課

0742-27-8605

30 和 歌 山 県

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

里親支援センターなでしこ 0736-69-1004

里親支援センターほっと 0739-34-2735

28 兵　庫　県

広報誌掲載依頼

兵庫県豊岡こども家庭セン
ター

0796-22-4314

mailto:kodomo@office.pref.nara.lg.jp
mailto:kodomo@office.pref.nara.lg.jp
mailto:e0402001@pref.wakayama.lg.jp
mailto:e0402001@pref.wakayama.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

10月 啓発
人権・教育・福祉関係イベントでの里親パネル展示と里親相
談ブース開設

10月 里親相談会 里親カフェ開催

10月 講座 里親等を対象とした子育て講座の開催

10月 里親体験談 里親体験談の発表

10月 里親相談会 里親相談会開催（複数回）

10月 啓発 紀南地方でチラシ、パネル展示

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（街頭
配り等）

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（郵
送）

市町村等関係機関へ里親制度の紹介のチラシを配布し活用を
依頼

10月中（通年） 里親制度について講義
市町村等各自治体・児童福祉・地域づくり・人権教育等各関
係機関・団体において里親制度・社会的養護について講義

11月1日 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）

島根県健康福祉部青少年家
庭課

0852-22-6392
iwamoto-
masayoshi@pref.shimane.lg.jp

10月4日～11月6日 広報パネル展示
里親制度広報パネル展示（里親に関する展示）
場所：島根県立図書館

10月4日
全国一斉「里親の日」里
親制度啓発キャンペーン

里親と啓発リーフレットを配布
場所：イオン松江

10月20日
一般参加型「里親さんと
のおはなし会」

里親制度説明、養育体験発表等
場所：いきいきプラザしまね

10月
新聞・地域情報誌への掲
載依頼

里親制度・おはなし会についての記事を掲載依頼

10月 広報に掲載依頼 市町の広報誌に里親募集の記事を掲載依頼

10月4日
全国一斉「里親の日」里
親制度啓発キャンペーン

里親と啓発リーフレットを配布
場所：ラピタ出雲店

11月2日、3日、8日 街頭チラシ配布
行政･里親によるチラシ配布（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）出雲市・雲南市

11月1日～30日 広報パネル展示
里親制度広報パネル展示（虐待・里親に関する展示）
出雲市・雲南市

島根県出雲児童相談所 0853-21-0007

32 島 根 県

島根県中央児童相談所 0852-21-3168

30 和 歌 山 県

里親支援センターほっと 0739-34-2735

31 鳥 取 県 里親支援とっとり 0857-22-4221
ssk-
tottori@silver.ocn.ne.jp

mailto:iwamoto-masayoshi@pref.shimane.lg.jp
mailto:iwamoto-masayoshi@pref.shimane.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

11月3日､11月12日 街頭チラシ配布 市町の広報誌に里親募集の記事を掲載依頼

11月1日～30日 広報パネル展示
里親と啓発リーフレットを配布
場所：ゆめタウン浜田

10月 広報に掲載依頼
浜田市「児童虐待防止講演会」
場所：講堂ABC

10月6日
「グラントワきんさいデー」ブース出展（児童虐待防止・里
親啓発）場所：島根県芸術文化センターグラントワ

10月19日
「健康まつり・ふくしまつり」ブース出展（児童虐待防止・
里親啓発）場所:津和野町町民体育館

10月1日～31日
里親制度啓発広報パネル展示、リーフレット配架
場所：益田市立図書館

11月1日～30日
児童虐待防止パネル展示、リーフレット配架
場所：益田市立図書館

10月
市町村広報誌等での広報
依頼

管内市町広報誌に里親制度の記事を掲載依頼
益田市告知端末による里親制度広報
津和野町HPにおいて里親制度啓発実施

10月1日～10日 普及啓発活動 路面電車の中吊り広告（里親月間のポスターを作成）

10月8日 ラジオ放送
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26日 県民フォーラム 県民フォーラム（於：サンピーチ岡山）

10月7日、10月10日､
10月30日

制度説明会
里親制度説明会（於：7日備前県民局、10日男女共同参画推進
センター、30日玉野市すこやかセンター）

10月5日～6日
10月19日～20日

里親認定研修 養育・養子縁組里親研修（於：きらめきプラザ）

10月17日 里親出前講座
里親制度説明と里親の体験談
（於：和気町総合福祉センター）

10月19日 里親出前講座
里親の体験談（養育・養子縁組里親研修にて）
（於：きらめきプラザ）

10月27日 里親制度説明会
第11回おちあい元気フェスタにて里親制度説明（於：落合総
合公園）

10月 普及啓発活動
管内市町村の広報誌に記載（里親の募集について）、ケーブ
ルテレビで里親制度のDVD放映

随時 里親出前講座 里親制度説明及び里親体験談発表（於：管内）

10月1日～31日
ポスター掲示・リーフ
レット配布

子育てイベントにてポスター掲示・リーフレット配布
備前県民局健康福祉部福祉
振興課

086-272-3989

令和2年2月12日 リーフレット配布 民生児童委員主任児童委員研修会にてリーフレット配布

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

島根県浜田児童相談所 0855-28-3560

イベントでのチラシ配
布、パネル展示

島根県益田児童相談所 0856-22-0083
広報パネル展示

32 島 根 県

0868-23-5131

備中県民局健康福祉部福祉
振興課

086-434-7023

岡山県津山児童相談所



連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

10月1日～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」

11月1日 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）

美作県民局健康福祉部福祉
振興課

0868-23-0113

10月５日 里親制度推進講演会
「子どもの育ちを支える里親養育in呉」を呉市広まちづくり
センターで開催（広島市，呉市と共催）

広島県西部こども家庭セン
ター総務企画課

082-254-0381
hkksoumu@pref.hiroshima.lg.j

p

10月～
ポスター掲示・チラシ配
布

ポスター・チラシを作成し，関係施設等で掲示・配布（広島
市と共催）

10月 テレビ放送
テレビ番組ニュースコーナーでの特集（１回）（広島市と共
催）

10月 ラジオ放送
FM放送番組内で里親に関する歌をつくる企画（全５回）（広
島市と共催）

10月26日，27日 啓発イベント
広島フードフェスティバル（広島城周辺及び中央公園）にて
ブース出展，啓発グッズの配布（広島市と共催）

11月2日，3日 啓発イベント
廿日市市生涯学習フェスティバル（廿日市市役所ほか）にて
啓発グッズの配布（広島市と共催）

11月9日 啓発イベント
ママフェスタ2019in広島(NTTクレドホール）にてブース出
展，啓発グッズの配布（広島市と共催）

11月16日，17日 啓発イベント
ふくやま港まつり2019(福山港国際コンテナターミナル特設会
場）にてブース出展，啓発グッズの配布（広島市と共催）

12月 啓発イベント
備北丘陵公園イルミネーションにてブース出展，啓発グッズ
の配布（広島市と共催）

10月1日～31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（1日～31日）

10月4日 里親制度説明会 下松市で里親制度説明会を開催

10月13日 里親制度説明会 防府市、山口市で里親制度説明会を開催

10月19日 里親制度説明会 宇部市で里親制度説明会を開催

10月25日 里親制度説明会 萩市で里親制度説明会を開催

10月26日 里親制度説明会 柳井市で里親制度説明会を開催

10月27日 里親制度説明会 美祢市で里親制度説明会を開催

10月23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1日～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）

34 広　島　県
広島県健康福祉局こども家

庭課
082-513-3167 fukatei@pref.hiroshima.lg.jp

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

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

33 岡 山 県

備中県民局健康福祉部福祉
振興課

086-434-7023

35 山 口 県

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

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）
問い合わせ先

10月1日～31日
（予定）

道路情報板に掲載 道路情報板に「10月は里親月間です」と表示し啓発をはかる

10月10日～31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（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）

11月24日 パネル展示
県南開催の人権フェスティバルにて、里親制度や児童虐待防
止啓発に関するパネル展示

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10日
説明会の実施、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

9月23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：ふくしフェスティバルまるがめ

10月 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5日、12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 街頭キャンペーン 子ども虐待、DV防止・里親啓発街頭キャンペーン

11月30日 啓発
「人権フェスタ」にて子ども虐待、DV防止と併せて、パネル
展示、リーフレット配布等。

9月14日
説明・講演会
県ＨＰ

愛媛県視聴覚福祉センターにおいて、里親制度の説明会、
「スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の経験から伝えた
い子どもとの関わり方について」の講演会を開催。
※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 県政広報番組
「みきゃん大作戦」にて「里親月間（里親を求める運動）」
のお知らせを放送。（スポット放送）

10月 県広報誌
「愛顔のえひめ」に「里親月間（里親を求める運動）」のお
知らせを掲載。

10月 ラジオ放送
「ＦＭみきゃんラジオ」にて「里親月間（里親を求める運
動）」のお知らせを放送。

10月 里親広告
県内大手フリーペーパー「リビングまつやま」に里親関係広
告・記事を掲載。

10月 テレビ放送
テレビ高知「県民ニュース」及び高知さんさんテレビ「知っ
とく高知県」にて里親制度の説明及びパネル展示（下記）の
紹介を行う。

37 香　川　県
香川県健康福祉部子ども政

策推進局子ども家庭課
087-832-3286

kosodate@pref.kagawa.lg.
jp

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

38 愛 媛 県

愛媛県保健福祉部子育て支
援課

089-912-2414

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

mailto:kosodate@pref.kagawa.lg.jp
mailto:kosodate@pref.kagawa.lg.jp
mailto:060401@ken.pref.kochi.lg.jp
mailto:060401@ken.pref.kochi.lg.jp
mailto:jidohome@md@md.pikara.ne.jp
mailto:jidohome@md@md.pikara.ne.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

10月 ラジオ放送
RKC及びエフエム高知「高知県からのお知らせ」にて里親制度
の説明及びパネル展示（下記）の紹介を行う。

10月 チラシ配布
里親制度に係るパネル展示（下記）について周知するチラシ
をコンビニエンスストア、スーパー等に配布する。

9月27日～10月24日 イベント（パネル展示）
里親制度を分かりやすく解説したパネル展示を図書館、書店
で行う。

10月1日～10月14日 横断幕掲示 里親制度を周知する横断幕を高知県庁に掲示する。

10月～11月 商店街での動画放映
里親制度を周知する動画を商店街に設置したモニターで放映
する。

10月 電子掲示板
高知県庁、スーパーに設置した電子掲示板で里親制度に関す
る情報を発信する。

10月4日 街頭キャンペーン 高知市、四万十市で里親制度に関するチラシを配布する。

10月1日 HPの作成
HPアドレス
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/01satooya.html

10月1日～31日 電子掲示板に掲載 県庁1階の電子掲示板に里親の募集に関する内容を掲載

10月24日（予定） ラジオ放送
民法ラジオ番組の「福岡県だより」コーナーにて、里親の募
集に関する内容を放送

10月中
啓発用リーフレットの配
布

県内にて新生児里親・乳幼児短期専任里親等の募集チラシの
配布

9月28日 里親制度啓発フォーラム
講演やパネルディスカッションを実施し、広く里親制度の啓
発を行い理解と協力を呼びかける。

5月～2月（9回） 里親制度の啓発 県看護協会会員の職階毎に制度周知のチラシを配布し説明

10月20日 地域での啓発 地域の福祉まつりにブースを設置し制度周知のチラシを配布

通年 出前講座の実施
県内の関係団体（グリーンコープ、社会福祉士会、医療機関
など）に里親制度の広報啓発

6月20日 テレビによる広報 県広報番組にて里親制度について放送（6分）

10月4日
「里親の日」街頭キャン
ペーン

大型商業施設でチラシ配布による普及・啓発活動

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
fukushisenta@pref.saga.l
g.jp

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

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/satooyagekkann.html
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/satooyagekkann.html
mailto:fukushisenta@pref.saga.lg.jp
mailto:fukushisenta@pref.saga.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

10月31日～11月4日

イベント会場「2019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

「2019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

10月～12月
県内コンビニへのポス
ター設置

県内コンビニ（３店舗）の掲示板に制度周知のポスターを設
置

10月 県HPでの広報 県HPへの里親月間記事の掲載

10月5日 ラジオによる広報 県のラジオ番組にて、里親制度について説明

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10日 イベント参加 西海大鍋祭りにて里親制度広報啓発品の配布

通年
里親制度の出前講座の実
施

県内市町で里親制度広報啓発の講座を開催
（10月は２回予定）

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

チラシ配布
里親募集のパンフレット（熊本県作成、厚生労働省作成）の
配布

ホームページに掲載 相談窓口等についての案内

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14日
里親フォーラム「かぞく
のかたち」～児童虐待と
里親制度～（後援）

里親フォーラム
内容：現状報告、トークセッション
主催：熊本市・優里の会
（熊本県は後援、広報協力等を実施）

（特）優里の会 070-5485-8365

10月14日 熊本県里親研修会
県内で活動する里親等への研修会
内容：行政説明、里親のスキルアップを目的とした講演会

熊本県中央児童相談所 096-381-4451

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 s04820@pref.nagasaki.lg.jp

41 佐 賀 県 佐賀県中央児童相談所 0952-26-1212
fukushisenta@pref.saga.l
g.jp

43 熊 本 県

10月(予定)

熊本県子ども家庭福祉課 096-333-2228

mailto:s04820@pref.nagasaki.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

11月8日
里親支援機関スキルアッ
プ研修

里親支援専門相談員やNPO法人等、県内で活動している里親支
援機関のスキルアップを目的とした研修会

11月13日 テレビでの啓発
県政テレビ「くまモン スマイル ジャンプ！」で里親制度に
ついて紹介

11月10日
里親の体験談、里親に関
する講演会
「里親中央フォーラム」

場所：アイネス（大分県消費生活・男女共同参画プラザ）
時間：13:00～15:30

大分県こども・家庭支援課 097-506-2707

10月29日
場所：大分市稙田公民館
時間：10:00～12:00

11月1日
場所：津久見市民会館
時間：10:00～11:30

11月6日
場所：日出町交流広場HiCaLi
時間：10:00～12:00

11月18日
場所：玖珠町自治会館
時間：10:30～12:30

10月18日
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）
時間：14:00～16:00

11月1日
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）
時間：19:00～21:00

11月17日
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）
時間：14:00～16:00

11月29日
場所：別府市役所1Fレセプションホール
時間：14:00～16:00

10月6日
場所：中津市教育福祉センター小会議室D
時間：14:00～16:00

10月23日
場所：中津市教育福祉センター小会議室D
時間：19:00～20:00

11月21日
場所：中津市教育福祉センター小会議室D
時間：14:00～16:00

11月8日
場所：日田市役所201会議室
時間：14:00～16:00

10月29日
場所：佐伯市役所203会議室
時間：14:00～16:00

44 大 分 県

現役里親による体験発表
「里親カフェ」

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？」

43 熊 本 県

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

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）
問い合わせ先

11月15日
場所：臼杵市子ども・子育て総合支援センターちあぽーと
　　　2F会議室
時間：14:00～16:00

10月22日
場所：杵築市健康推進館会議室
時間：14:00～16:00

11月12日
場所：くすまちメンサンホール1階会議室
時間：19:00～20:00

10月
県庁ホームページでの周
知

県庁ホームページを活用した里親月間のPR

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

県内３か所のショッピングモールでの里親制度リーフレット
等の配布

9月～10月
市町村・関係機関等への
通知

関係機関に対し、里親月間（里親を求める運動）の内容の周
知や里親制度の普及啓発等を依頼

9月～10月
地元新聞やラジオでの広
報啓発

新聞やラジオを活用した里親月間や里親制度についてのPR

10月 Facebookページでの周知 普及啓発情報の告知
里親普及促進センターみや
ざき

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

10月8日 宮崎市（中央児童相談所）での里親制度普及啓発の講演会 宮崎県中央児童相談所 0985-26-1551

10月11日 都城市（都城児童相談所）での里親制度普及啓発の講演会 宮崎県都城児童相談所 0986-22-4294

10月31日 延岡市（延岡児童相談所）での里親制度普及啓発の講演会 宮崎県延岡児童相談所 0982-35-1700

通年 出前講座 県内の希望先に出向いて里親制度に関する説明を行う
里親普及促進センターみや
ざき

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

年間
県ホームページによる広
報

制度の概要及び制度説明会の日時等

9月19日 ラジオ放送 ＦＭ薩摩川内・ＦＭ奄美（日程未定）

9月21日
県政広報テレビ番組の放
映

里親制度の広報番組

10月
県フェイスブック及びツ
イッターでの周知

制度の概要及び制度説明会の日時等

10月 県庁舎内での広報 ポスターパネル及びのぼり旗の設置

10月～12月 ラジオスポットCM 里親制度のスポットCM

10月 鹿児島県里親研修大会 未定 鹿児島県里親会 099-256-6789

10月 広報誌での広報 大隅管内市町の広報誌にて里親月間の広報掲載 鹿児島県大隅児童相談所 0994-43-7011
osumijiso@pref.kagoshima.lg.j
p

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？」

46 鹿 児 島 県

鹿児島県子ども家庭課 099-286-2771
j-hukushi@pref.kagoshi
ma.lg.jp

45 宮　崎　県

宮崎県こども家庭課 0985-26-7570

里親制度普及促進大会

mailto:satooya@kodomo-bunka.org
mailto:satooya@kodomo-bunka.org
mailto:osumijiso@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:osumijiso@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:j-hukushi@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:j-hukushi@pref.kagoshima.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

9月6日 霧島市において里親制度説明会実施（昼・夜） 鹿児島県中央児童相談所 099-264-3003 jisochiiki@pref.kagoshima.lg.jp

9月7日 奄美市において里親制度説明会実施（昼，夜） 鹿児島県大島児童相談所 0997-53-6070 ooji@pref.kagoshima.lg.jp

9月20日 姶良市において里親制度説明会実施（昼・夜）

9月25日 さつま町において里親制度説明会実施（夜）

10月4日 薩摩川内市において里親制度説明会実施（昼・夜）

10月10日 肝付町（高山地区）において里親制度説明会実施

10月11日 肝付町（内之浦地区）において里親制度説明会実施

10月11日 枕崎市において里親制度説明会実施（昼・夜）

11月1日 奄美市住用支所において里親制度説明会実施（夜） 鹿児島県大島児童相談所 0997-53-6070 ooji@pref.kagoshima.lg.jp

11月15日 伊佐市において里親制度説明会実施（昼・夜）

11月27日 湧水町において里親制度説明会実施（昼・夜）

9月1日 垂水市社会福祉大会にてパネル展示及びパンフレット配布 鹿児島県大隅児童相談所 0994-43-7011
osumijiso@pref.kagoshima.lg.j
p

10月4日 奄美市内主要地においてパンフレット配布 鹿児島県大島児童相談所 0997-53-6070 ooji@pref.kagoshima.lg.jp

10月19日
鹿屋市ふれあい福祉まつりにて，パネル展示及びパンフレッ
ト配布

鹿児島県大隅児童相談所 0994-43-7011
osumijiso@pref.kagoshima.lg.j
p

10月20日
鹿児島ユナイテッドFCホームゲームにてパネル展示及びパン
フレット配布

10月27日 伊佐市社会福祉大会にてパネル展示及びパンフレット配布

11月3日
いぶすきふれ愛フェスタにてパネル展示及びパンフレット配
布

11月10日 伊佐市産業祭りにてパネル展示及びパンフレット配布

11月10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17日 南さつま健幸フェスタにてパネル展示及びパンフレット配布

11月23日
指宿市親子すくすくフェスタにてパネル展示及びパンフレッ
ト配布

46 鹿 児 島 県

里親制度説明会

鹿児島県中央児童相談所 099-264-3003 jisochiiki@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県中央児童相談所 099-264-3003 jisochiiki@pref.kagoshima.lg.jp

パンフレット配布・パネ
ル展示等

鹿児島県子ども家庭課 099-286-2771
j-hukushi@pref.kagoshi
ma.lg.jp

mailto:jisochiiki@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:ooji@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:ooji@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:osumijiso@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:osumijiso@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:ooji@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:osumijiso@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:osumijiso@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:jisochiiki@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:jisochiiki@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:j-hukushi@pref.kagoshima.lg.jp
mailto:j-hukushi@pref.kagoshima.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

11月
薩摩川内市社会福祉ボランティアフェスタにてパネル展示及
びパンフレット配布

12月15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

12月 長島町フェスタにてパネル展示及びパンフレット配布

10月～ 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、ポスター・チラシを送付。

10月12日､13日 県政広報テレビ番組
県政広報番組「うまんちゅひろば」において、里親月間に関
する特集を放映

10月中 県広報誌
県広報誌「美ら島沖縄」にて、里親制度及び里親リクルー
ト・トレーニング事業（新規・委託）等の取り組みを掲載

9月30日～10月4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

通年
里親リクルート・トレー
ニング事業（委託）

県内市町村や民間商業施設等によるポスター・チラシ設置、
各種イベント時の説明ブースの設置協力

（福）袋中園 里親支援よし
みず（乳児院内）

098-994-5134 satooya@taichuen.or.jp

10月23日
札幌市里親促進フォーラ
ム

「ここはあなたの家です」～えがおでくらせるわたしのおう
ち～
場所：札幌市教育文化会館　　時間：10時～15時

10月2日～23日（予定） 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

10月 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

9月、10月 地元ラジオ番組での啓発 地元ラジオ番組で里親制度について紹介

10月
全国里親大会での制度周
知

講演会・里親制度の説明会

11月 里親サロンの開催 登録里親の交流会（年3回開催） 仙台市児童相談所 022-219-5111

8月27日
職員向けの里親制度普及
啓発

当市職員を対象に庁内ネットワークシステムを利用して里親
制度説明及び市の現状について周知するとともに、里親の担
い手を募集する

9月28日 里親公開講座の開催
新規里親登録希望者を増やすことを目的に実施し、一般市民
の方を対象に里親制度説明・市の現状・先輩里親の体験談を
行う

10月4日
全国一斉里親制度啓発
キャンペーンへの参画

里親の日に市内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

11月1日～11月7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の展示に、写真展「フォス
ター」を併設。チラシ等の配布

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 広報誌に掲載 里親月間、パネル展示と写真展「フォスター」開催の周知

49 仙 台 市

仙台市子供未来局子供家庭
支援課

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

46 鹿 児 島 県

パンフレット配布・パネ
ル展示等

鹿児島県子ども家庭課 099-286-2771
j-hukushi@pref.kagoshi
ma.lg.jp

47 沖 縄 県

沖縄県子ども生活福祉部
青少年・子ども家庭課

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

p

48 札 幌 市 札幌市児童相談所 011-622-8630 kodomo.jisou@city.sapporo.jp

51 千 葉 市

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

50 さいたま市 さいたま市児童相談所 048-711-2416
jido-sodanjyo@city.saita
ma.lg.jp

mailto:satooya@taichuen.or.jp
mailto:kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp
mailto:kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp
mailto:kod006040@city.sendai.lg.jp
mailto:kod006040@city.sendai.lg.jp
mailto:aa022004@pref.okinawa.lg.jp
mailto:aa022004@pref.okinawa.lg.jp
mailto:kodomo.jisou@city.sapporo.jp
mailto:jidosodan.CFC@city.chiba.lg.jp
mailto:jidosodan.CFC@city.chiba.lg.jp
mailto:jido-sodanjyo@city.saitama.lg.jp
mailto:jido-sodanjyo@city.saitama.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

10月1日～31日 ホームページに掲載 里親月間、パネル展示と写真展「フォスター」開催の周知

未定 里親制度説明会 一般市民を対象とした制度説明会を実施

10月6日､20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

9月～10月
広報誌・ホームページに
掲載、チラシ設置

里親制度の説明、里親啓発講演会・里親啓発イベントの案内
の掲載

10月 里親啓発ポスターの掲示
市内イオン、イトーヨーカドー店舗、市営バス全車両、相鉄
線全車両に里親啓発ポスターを掲示

10月19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、里親体験発表）

10月5日 里親啓発イベントの開催
市内イトーヨーカドー店舗で里親啓発イベントの開催
（同イベントは制度説明会に合わせ、11月、1月にも実施予
定）

9月6日､12月8日､
2月12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
横浜市西部児童相談所
横浜市南部児童相談所

045-260-6510
045-331-5471
045-831-4735

通年 チラシ設置
養育里親説明会（年12回、うち1回は里親月間イベント）と、
養子縁組里親登録説明会（年3回）のチラシを区役所・市民
館・図書館等に設置

通年 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

通年 市ホームページ掲載
市ホームページにて養育里親説明会と養子縁組里親説明会の
お知らせを掲載

通年 市政だより掲載 養育里親説明会のお知らせの掲載

通年
各種団体への説明・チラ
シ配布

PTAや町内会・自治会、子育て支援者団体等への制度説明と、
里親月間イベントのチラシの配布（9～10月）

通年 チラシポスティング
養育里親説明会のチラシを開催地区を中心に各回約5,000部配
布

通年
民間企業等の協力による
啓発

商店、郵便局等でのポスター・チラシ等の設置

通年
ホームページ・Facebook
掲載

キーアセットホームページ・Facebookにて養育里親説明会の
お知らせを掲載

9月1日 市政だより掲載 里親月間イベントのお知らせの掲載

9月～11月 チラシ配布 市内の駅にて里親イベント開催チラシの配布（10回）

9月13日・11月13日 ヘルパー研修での周知
ふれあい子育てサポート事業ヘルパー研修にて養育里親制度
説明と里親イベントへの周知

9月27日 チラシ配布
市内の地区町会長会議にて里親イベント開催チラシの配布と
協力依頼

9月13日～11月9日 チラシ掲示とチラシ配布
市内の保育園にて里親イベント開催チラシの掲示と保護者へ
のチラシ配布

51 千 葉 市

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

52 横 浜 市

横浜市こども青少年局こど
も家庭課

045-671-2394
kd-yo-go@citｙ.yokoha
ma.jp

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

mailto:kd-yo-go@city.yokohama.jp
mailto:kd-yo-go@city.yokohama.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

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）
問い合わせ先

9月13日～11月9日 チラシ掲示 市内の町会にて里親イベント開催チラシの掲示

9月13/27・10月25日 情報誌ぱど掲載 里親月間イベントの告知と啓発広告の掲載

9月20日・10月25日 タウンニュース掲載 里親月間イベントの告知と啓発広告の掲載

10月1日～14日
市設の広報掲示板におけ
るポスター掲示

養育里親普及啓発ポスターの掲示（他年2回）

10月上旬 チラシポスティング 里親月間イベントチラシを開催地区を中心に約10,000部配布

10月中 SNS広告 Facebook広告による里親イベントのお知らせ

10月11日～10月25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1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 郵便局での啓発イベント 市内郵便局にて養育里親制度説明とチラシの配布（1回）

10月12日
川崎市里親イベント
「養育里親体験発表」

養育里親を身近に感じイメージしてもらうため、通常の里親
制度説明に加え、川崎市の養育里親とその家庭で育った若者
の生の声を聞いてもらう「養育里親体験発表」を実施

11月9日
川崎市里親イベント
「講演会」

家庭という環境で育つことで子どもにどのような良い変化が
おこるかを知ってもらうため、通常の里親制度説明に加え、
専門講師による「講演会」を実施

10月27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

11月16日 地域イベントへの参加 高津区子ども・子育てフェスタにてパネル展示とチラシ配布

10月1日 広報紙掲載 里親制度に関する記事

10月1、4、5日 街頭啓発
ホームタウンチームと連携し、相模大野駅、橋本駅、相模原
駅にて里親フォーラムのチラシを配布。

10月6日 チラシ配布等
ギオンスタジアム。ホームタウンチームとの連携事業。ハー
フタイム時に横断幕の掲示、チラシの配布、大型モニターに
啓発画像を流す。

10月20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：相模原市立あじさい会館　ホール

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

10月1日～3月31日 行政情報掲載
10月1日～20日里親フォーラムについて、10月21日～3月31日
里親の啓発についてモニターに映し出す。

相模原市児童相談所 042-730-3500

11月16日～17日 パンフレットの配布
「潤水都市さがみはらフェスタ」の児童虐待防止啓発ブース
にて里親制度のパンフレットを配布

相模原市こども家庭課 042-769-9811

12月8日 里親体験談（緑区） 緑区合同庁舎
54 相 模 原 市

相模原市こども家庭課 042-769-9811
kodomokatei@city.sagamih

ara.kanagawa.jp

相模原市児童相談所 042-730-3500

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

mailto:kodomokatei@city.sagamihara.kanagawa.jp
mailto:kodomokatei@city.sagamihara.kanagawa.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

2月8日 里親体験談（南区） 南保健福祉センター

11月14日～11月28日
里親制度の啓発展示
（緑区）

イオン橋本店

1月15日～1月31日
里親制度の啓発展示
（南区）

南区合同庁舎

9月7日～22日
図書館に特集コーナー設
置（緑区）

橋本図書館

9月13日～9月29日
図書館に特集コーナー設
置（中央区）

市立図書館

1月15日～1月31日
図書館に特集コーナー設
置（南区）

相模大野図書館

9月15日 広報誌に掲載依頼 里親制度のPRと里親講演会の周知の記事を掲載

9月15日 回覧板でのPR
里親登録者がいない中学校区に里親制度のPRと里親講演会の
チラシを回覧

9月21日､10月下旬 里親制度PR活動
イオンモール新潟南・イオン新潟青山店においてチラシ・
ティッシュの配布・パネル展示・相談コーナー

10月5日 里親講演会
～地域で子どもを育てる～新潟県立大学　斉藤裕教授
会場　東区プラザ　14:00～　講演の他里親体験発表

9月19日､10月24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

9月13日､10月11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

56 静 岡 市 10月20日 里親月間記念講演会

里親・一般市民等を対象に里親についての講演会を開催
1.講演会
　演題：「幸せのカタチ
　　　　　～本当の親子本物の親子～」
　講師：原田　亜弥子 氏
2.里親制度相談会

静岡市里親家庭支援セン
ター

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

通年 市ホームページ 里親制度について掲載

10月1日～10月11日 広報啓発
浜松市役所1階市民ロビーにて里親制度啓発ポスター掲示及び
チラシの配架

10月4日 広報啓発
国一斉里親制度啓発「one love キャンペーン」に合わせて街
頭にて里親制度啓発物品（ティッシュ）配布

10月13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14日 広報啓発
街頭にて里親制度啓発物品（チラシ・クリアファイル・
ティッシュ）配布

54 相 模 原 市

相模原市児童相談所 042-730-3500

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

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

mailto:satooya@skyblue.ocn.ne.jp
mailto:satooya@skyblue.ocn.ne.jp
mailto:jiso@city.niigata.lg.jp
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

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）
問い合わせ先

10月20日 里親月間記念講演会
演題：「幸せのカタチ」
講師：原田　亜弥子
会場：アイセル21

10月26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：浜北文化センター

10月27日 講演会
対象：里親
演題：真実告知
会場：アクトシティ浜松　研修交流センター

11月12日 広報啓発
ショッピングモールにて里親制度啓発パネル及びポスターの
展示、啓発物品の配布

11月16日,17日,12月8日 広報啓発
協働センターまつりにて里親制度啓発ポスター掲示及び里親
制度啓発物品（チラシ・ティッシュ）配布

11月20日～11月20日 広報啓発
1週間ショッピングモールにて里親制度啓発ポスター掲示及び
うち1日を里親制度啓発物品（チラシ・）配布

11月23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：浜北文化センター

10月26日 広報
「あいフェスタ2019」
会場：市内イオンモール2か所

10月 広報 市広報紙等に里親月間に関する記事を掲載予定

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
CBCラジオ内名古屋市だより(行政広報）にて里親制度のPR予
定

10月 広報
市内東京海上日動保険代理店にて里親制度啓発ポスター掲示
予定

4月､7月､11月､2月 説明会 里親制度説明会の開催

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 社会的養育における里親制度と里親支援研修会
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1日 広報誌への掲載 市民しんぶんで里親制度の周知及び里親募集 京都市児童相談所

9月28日､10月19日
情報誌への啓発記事の掲
載

リビング京都（9月28日号及び10月19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）

59 京 都 市 075-801-2929

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

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



連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

10月2日～6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，里親会役員等によ
る里親制度についての個別説明及びパネル展示
場所：イオンモール京都五条

京都市児童相談所
京都市里親会（事務局：京
都市児童相談所）

11月9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

京都市里親会（事務局：京
都市児童相談所）

通年
（※特に10月は集中し
て展開）

里親制度普及啓発活動

各区における普及啓発活動を展開
・区民祭りや子育てイベント等をはじめとする各行事での啓
発物配布
・区役所での啓発ポスター掲示、チラシ配架等
・広報紙での啓発記事掲載

9月6日 研修での普及啓発活動

地域活動者研修
タイトル：「中途養育の困難さと子どもの理解～里親家庭の
場合～」
時間：14:00～16:00
場所：クレオ大阪子育て館

9月24日 里親相談会
個別無料相談会　時間：16:00～19:00
場所：イオンモール鶴見緑地店
事前申込不要

10月1日～10月15日 里親制度啓発パネル展示
里親制度の啓発パネル展示
場所：北区役所

10月5日 里親相談会
個別無料相談会　時間：13:30～16:30
場所：阪急うめだ本店９階
事前申込不要

10月5日
里親制度普及イベント
（堺市主催、大阪府・大
阪市共催）

堺市養育里親シンポジウム　時間：13:00～16:00
場所：堺市東文化会館

子ども家庭支援センター清
心寮「リーフ」
（堺市主催、大阪府・大阪
市共催）

072-252-3521

10月17日

里親連続講座（１）「新
しい家族のカタチ ～里
親、はじめてみませんか
～」

タイトル：①「さとおやってなぁに？」（里親制度について
のお話）、②「教えて、里子のホンネ！」（ファミリーホー
ムのお話）
時間：14:00～16:00
場所：大阪市立難波市民学習センター

10月19日 里親制度普及イベント

里親シンポジウム
タイトル：「里親って知ってる？新しい家族の絆
　　　　　　～親と暮らせないこどもたちの今～」
時間：13:30～16:30
場所：クレオ大阪子育て館

10月19日 里親相談会
個別無料相談会　時間：16:00～16:30
場所：クレオ大阪子育て館
事前申込不要

10月24日～31日 里親制度啓発パネル展示
里親制度の啓発パネル展示
場所：生野区役所

06-4301-3156 fb0130@city.osaka.lg.jp

大阪市こども相談センター 06-4301-3156

60 大 阪 市

大阪市こども相談センター

fb0130@city.osaka.lg.jp

59 京 都 市 075-801-2929

mailto:fb0130@city.osaka.lg.jp
mailto:fb0130@city.osaka.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

10月24日

里親連続講座（２）「新
しい家族のカタチ ～里
親、はじめてみませんか
～」

タイトル：「Enjoy！親子！」（養子縁組里親のお話）
時間：14:00～16:00
場所：大阪市立難波市民学習センター

10月31日

里親連続講座（３）「新
しい家族のカタチ ～里
親、はじめてみませんか
～」

タイトル：「はじめよう！週末里親！」（週末里親のお話）
時間：14:00～16:00
場所：大阪市立難波市民学習センター

10月31日 里親相談会
個別無料相談会　時間：16:00～17:00
場所：大阪市立難波市民学習センター
事前申込不要

11月2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

・啓発リーフレットの配布
・里親制度についてのパネル展示
・里親相談会
時間：未定
場所：ヤンマースタジアム長居

10月1日～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：北図書館）

10月1日～31日 里親制度周知活動
里親に関する懸垂幕掲示（場所：堺、中、東、西、南、北、
美原区役所）

10月1日～31日 里親制度周知活動 南海電鉄（堺市内駅舎）にポスター掲示

10月2日～7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：堺市役所）

10月5日 里親シンポジウム
養育里親シンポジウム（場所：東文化会館）大阪府・大阪市
と共催

10月7日 相談会 里親制度に関する説明会、相談会（場所：堺市役所）

10月14日 相談会
里親制度に関する説明会、相談会（場所：おおとりウィング
ス）

10月15日 説明会 短期の養育里親に関する説明会の実施（場所：北区役所）

10月26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）

11月予定 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（場所：長居
公園）大阪府・大阪市と共催

61 堺 市

堺市子ども家庭課 072‐228-7331
www.city.sakai.lg.jp/kosodate
/hughug/mokuteki/ouen/sat
ooya/index.html

子ども家庭支援センター清
心寮（リーフ）

072-252-3521 http://sakai-satooya.jp/

大阪市こども相談センター 06-4301-3156

60 大 阪 市

fb0130@city.osaka.lg.jp

http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/mokuteki/ouen/satooya/index.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/mokuteki/ouen/satooya/index.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/mokuteki/ouen/satooya/index.html
http://sakai-satooya.jp/


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

11月2、3､9､10､16､17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13日 相談会 週末里親に関する里親カフェの開催（場所：リーフ）

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26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

10月 広報
市内ファミリーマート約170箇所にて里親制度啓発チラシを配
架

11月中 講演会等の開催 「里親制度をすすめるための講演会」の開催

10月6日
リーフレット・チラシ配
布

しあわせの村「こうべ健康・福祉フェア」に出店

10月～11月 ラジオ放送 ラジオ関西「里親さがしの時間」で里親月間の話

10月15日、11月1日
里親出前講座

里親とケースワーカーが地域の集まりに出向いて、里親の体
験談と里親制度について話す。

11月22日 里親支援ワーカー研修
「親のエンパワメントと子どものレジリエンス～支援の実践
的スキルを高める」
場所：たちばな職員研修センター

12月5日～8日
パネル展とバザー

デュオこうべ「デュオギャラリー」でパネル展とバザーを4日
間開催。土日はお楽しみコーナーでかんたん工作。

12月下旬 映画広告での広報
里親制度についての動画を映画広告（映画が始まる前に上映
する広告）として上映

神戸市こども家庭局家庭支
援課

078-322-5211
ks_kateiyougo@office.city.kob
e.lg.jp

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9日
オレンジリボンフォーラ
ムに里親ブース参加

里親に関するパネル展示、パンフレット配布等。
11月9日（土）10時～17時
場所：イオン岡山未来スクエア

10月4日～7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。職員向け里親説明会を開催。

61 堺 市

子ども家庭支援センター清
心寮（リーフ）

072-252-3521 http://sakai-satooya.jp/

62 神 戸 市

神戸市こども家庭局家庭支
援課

078-322-5211
ks_kateiyougo@office.city.kob

e.lg.jp

公益社団法人家庭養護促進
協会

078-341-5046

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
kodomosoudan@city.okayam
a.jp

mailto:ks_kateiyougo@office.city.kobe.lg.jp
mailto:ks_kateiyougo@office.city.kobe.lg.jp
mailto:ks_kateiyougo@office.city.kobe.lg.jp
mailto:ks_kateiyougo@office.city.kobe.lg.jp
mailto:kodomosoudan@city.okayama.jp
mailto:kodomosoudan@city.okayama.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

10月13日 里親フォーラムの開催

里親制度に理解のある民間団体と協働し，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

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26､27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）

10月 テレビ・ラジオ放送
里親制度について、テレビ及びラジオ番組にて紹介（広島県
との連携事業）

9月15日 市広報誌 市政だよりトピックス欄で里親に関する記事を掲載

10月4日 市民講座 里親応援セミナーを開催

10月22日 市民講座 里親応援セミナーを開催

10月13日 テレビ放映 里親家庭の様子やインタビュー等

10月 中小企業向け広報誌 「ネットワーク北九州」10月号へ掲載

10月 「子育てナビ」HP 里親家庭の様子や、里親制度の紹介を特集

10月７日～20日
街頭ビジョンでの動画放
映

福岡市が実施する「乳幼児里親リクルート事業」に関連する
広報用動画を，街頭ビジョンで放映する。

10月26日
フォーラム「新しい絆」
開催

里親普及啓発のためのフォーラム。平成17年度から実施して
今回が第30回目の開催となる。
講師としてサヘル・ローズ氏を招き，サヘル氏による「あな
たと，わたし」をテーマとした講演及びトークセッションの
実施を予定している。

10月14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8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

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.hiroshi
ma.lg.jp

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
kodomosoudan@city.okayam
a.jp

65 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
福岡市こども総合相談セン
ター
こども支援課

092-832-7100

67 熊 本 市

熊本市児童相談所 096-366-8181

mailto:ko-shien@city.hiroshima.lg.jp
mailto:ko-shien@city.hiroshima.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

10月9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

9月～10月
ポスターチラシの掲示 制度周知のために、私立図書館・郵便局等へ掲示依頼

9～10月に7～8回程度
厚生労働省発行の里親募
集のパンフレットの配布

駅、大型ショッピングセンター、アーケード内などでのパン
フレット手渡し配布による啓発活動

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 ラジオ放送 ラジオ番組(FMブルー湘南)で里親制度の紹介

通年 里親制度の説明
民生委員や、公民館などの研修会や出前講座などで講師とし
て講演した際に里親制度のパンフレットを配布し広報・啓発
を行う。

6月､9月､12月､1月
里親ミニ学習会＆交流会
の開催

里親支援機関主催で年4回里親を対象とした学習会、交流会を
開催。

通年 ホームページによる発信 金沢市のHPに里親制度についての説明を掲載

未定 広報番組出演 市広報番組にて里親制度をＰＲ

10月
市公式フェイスブック投
稿

金沢市公式フェイスブックに里親学習会の記事の投稿し、里
親制度の広報・啓発を行う。

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

3月9日 里親研修会 里親や施設等関係者に対する研修会の開催

10月12日
里親啓発ブースの設置、
パネル展示

子育て応援メッセにて里親啓発のブースを出展、啓発グッズ
の配布やパネル展示を実施

10月17日
ボランティア里親入門講
座

ボランティア里親に興味がある方へ、実際に活動している里
親を交えて制度の説明と相談会を実施
会場：あかしこども広場

67 熊 本 市

熊本市児童相談所 096-366-8181

70 明　石　市

あかし里親センター 078-935-9720
akashi.satooya@ainote.main.j

p

69 金 沢 市 金沢市児童相談所 076-243-4158
kodomo-soudan@city.kana
zawa.lg.jp

横 須 賀 市 横須賀市児童相談所 046-820-232368

mailto:akashi.satooya@ainote.main.jp
mailto:akashi.satooya@ainote.main.jp
mailto:kodomo-soudan@city.kanazawa.lg.jp
mailto:kodomo-soudan@city.kanazawa.lg.jp


連絡先 電話番号 メールアドレス等

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）
問い合わせ先

10月20日、10月30日 里親相談会
里親について興味がある方へ、制度の説明と相談会を実施
会場：20日はあかしこども広場、30日は明石こどもセンター

10月24日
ショートステイ里親相談
会

ショートステイ里親に興味がある方へ、制度の説明と相談会
を実施。
会場：あかし保健所

10月中 啓発グッズの配布
市内の本と関連のある団体と協働し、里親啓発のブックカ
バー、しおりの配布を行う。

10月中
啓発用リーフレットの配
布

里親制度に関するリーフレットを市内の自治会で回覧する。

10月中 横断幕・懸垂幕掲示 明石駅、大久保駅にて里親啓発の横断幕・懸垂幕を掲示。

10月12日～10月20日
里親啓発DVDの上映
パネル展示

明石市民図書館にて里親啓発のパネル展や社会的養護に関す
る図書の特設コーナーを設置。12日のみ里親啓発のDVD上映会
を実施

70 明　石　市

あかし里親センター

明石市こども局明石こども
センターさとおや課

078-935-9720

078-918-5282

akashi.satooya@ainote.main.j
p

satooya@city.akashi.lg.jp
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