
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

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

9月25日 広報
空知管内市町村職員が参加する研修でパンフレット設置依頼
をする

北海道岩見沢児童相談所 0126-22-1119

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

6月
十勝管内市町村を訪問し、市町村職員に対し啓発活動を実
施。

北海道帯広児童相談所 0155-22-5100

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

1月 里親フォーラム 一般住民及び関係機関を対象としたフォーラムを開催 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
県広報番組にて里親制度の周知及びフォスタリング機関の活
動紹介

通年 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。

5月～ 県政広報TV番組
里親制度のについての普及啓発（地上波放送後はYoutubeによ
る配信）

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

８月～
フォスタリングチェンジ
プログラム

里親に対する研修会

岩 手 県
岩手県保健福祉部子ども子育
て支援室

019-629-5457 ad0007@pref.iwate.jp

令和２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

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25-774）

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

市町村啓発活動

2 017-734-9301 KODOMO@pref.aomori.lg.jp

3

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

mailto:Hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp
mailto:Hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp
mailto:KODOMO@pref.aomori.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～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～11月
デジタルサイネージでの
広報

里親制度に関する普及啓発。市町村の広報媒体の活用。

９月～11月 里親制度パネル展示 里親制度に関する普及啓発。

9月27日 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 市町村広報誌 里親制度に関する普及啓発。市町村の広報媒体の活用。

10月
図書館における里親関連
本の展示

里親制度に関する普及啓発。

10月31日 岩手県里親大会
里親等への表彰・感謝状贈呈、里親の体験発表を通し里親制
度の啓発を図る

11月23日、１月31日 未委託里親研修 未委託里親に対する研修会

12月5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。

8月～ 親族里親等サロン
東日本大震災津波による被災孤児等を養育している里親を対
象としたサロン。3地区で開催。

9月19日
3地区合同研修会・交流
会

東日本大震災津波による被災孤児等を養育している里親を対
象とした研修・交流会

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）

10月中 広報 リーフレット配布

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～7日
秋田公立美術大学生作品によるポスター展（厳選15展）
を秋田市役所で開催。

10月8日～14日
秋田公立美術大学生作品によるポスター展（全25展）
を秋田拠点センターアルヴェで開催。

10月15日～22日
秋田公立美術大学生作品によるポスター展（厳選10展）
を秋田県庁で開催。

10月23日～31日
秋田公立美術大学生作品によるポスター展（全25展）
をフォンテAKITAで開催。

10月11日 子ども応援イベント
秋田県、秋田市、秋田県フォスタリング機関3機関合同でイベ
ント「子育てを社会（みんな）の力で」にブースを出展す
る。秋田市子育て拠点センターで開催。

岩 手 県
岩手県保健福祉部子ども子育
て支援室

019-629-5457 ad0007@pref.iwate.jp

5 秋 田 県

里親制度普及促進
　ポスター展

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

4 宮 城 県

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

3

http://miyagisatooya-keyaki.com/
http://miyagisatooya-keyaki.com/
mailto:info@akita-nyuji.jrc.or.jp
mailto:info@akita-nyuji.jrc.or.jp
mailto:kodomoi@pref.miyagi.lg.jp
mailto:kodomoi@pref.miyagi.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18日 出前講座
民生児童委員研修会にて里親制度等を説明する。横手市で開
催。

10月～11月
里親制度普及促進
　広報物の配布

里親制度普及啓発用チラシ、パンフレット、クリアファイ
ル、ポケットティッシュを配布。秋田市、男鹿市、北秋田
市、仙北市、にかほ市、三種町、美郷町、羽後町、東成瀬村
等で実施。

10月中
里親制度普及促進
　広報物の掲示

里親制度普及啓発用ポスターを全市町村役場、産婦人科、薬
局等に掲示。

10月～1月 里親トレーニング 里親トレーニングを実施。

10月～12月 里親研修 里親基礎研修、里親登録前研修を運営する。

通年 里親サロン 子どもとの触れ合い遊びや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 里親制度地域セミナー 里親制度普及啓発のため市民を対象にセミナーを開催

10月、11月 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

10月15日、10月16日、
10月22日、10月23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（里親入門講座）を開催。

10月
ホームページ、ツイッ
ターでの広報

県ホームページ、ツイッターで里親月間の広報を実施予定

9月～10月 ポスターの掲示 県民ホール、ショッピングセンター等にポスターを掲示

10月 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」に合わせて
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

11月以降 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

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

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

6 山 形 県
山形県子育て推進部子ども家
庭課

023-630-2260

mailto:chifuku@pref.akit%0aa.lg.jp
mailto:chifuku@pref.akit%0aa.lg.jp
mailto:jidoukatei@pref.fukushima.lg.jp
mailto:jidoukatei@pref.fukushima.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～
県内ケーブルTV
いばキラTV（you tube）

里親等委託の推進

9月末日 県広報紙 里親養育包括支援事業について

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4日 県広報誌掲載
新聞等と共に全戸配付される県広報紙「とちぎ県民だより」
における里親月間の紹介

10月9日～23日 里親制度のパネル展示 栃木県庁展示スペース（２階、15階）

10月 県HPでの広報
里親月間、県里親大会、里親制度等に関する県HPへの情報掲
載

10月
県包括連携協定締結企業
との連携によるPR

県と包括連携協定を締結している企業の施設（商業施設等）
におけるチラシの設置

10月～ 各市町と連携したPR
各市町広報誌への掲載や、各市町イベント等における里親制
度の広報

11月１日 県広報番組放送
地元テレビ局（とちぎテレビ）での県政広報番組において、
児童虐待・里親制度の紹介を中心とした回を作成、放映（15
分番組）

10月25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 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（群馬銀行、ベイシア、フレッセイ、とりせん）

10月
2,9,15,20,21,22,26,28日

里親相談会
里親制度に興味・関心のある人が、児童相談所職員への相談
や、実際に里親をされている方と交流ができる相談会を開催

10月1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

10月13日 ＦＭ放送 FM NACK5「朝情報★埼玉」において、里親制度を広報

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

9 栃 木 県

栃木県保健福祉部こども政策
課

028-623-3067
jidokateishien@pref.toch
igi.lg.jp

10 群 馬 県
群馬県生活こども部児童福
祉・青少年課

027-223-1111
内2628

jidosei@pref.gunma.lg.jp

11 埼 玉 県

埼玉県福祉部こども安全課 048-830-3339
a3340-
06@pref.saitama.lg.jp

mailto:jidokateishien@pref.tochigi.lg.jp
mailto:jidokateishien@pref.tochigi.lg.jp
mailto:jidosei@pref.gunma.lg.jp
mailto:a3340-06@pref.saitama.lg.jp
mailto:a3340-06@pref.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31日
里親入門講座
（里親制度の説明、里親
の体験談の発表）

川口市並木公民館（川口市） 埼玉県南児童相談所 048-262-4152
p863341@pref.saitama.lg.
jp

10月～通年
里親入門講座
（里親制度の説明、里親
の体験談）

埼玉県ホームページ

通年 広報啓発用ポスター掲示 埼玉県庁廊下こども安全課前

11月3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～3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 w.satooya@344.orange.jp

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@gmai
l.com

日程調整中 広報啓発
啓発物品（クリアファイルやメモ帳の配布）、ラジオＣＭ、
トレインチャンネルやＷＥＢ広告を通じて、広報啓発を行う
予定。

千葉県健康福祉部児童家庭課 043-223-2357

9月
駅構内のデジタルサイ
ネージによる広報

駅構内のデジタルサイネージにより里親制度を周知

9月6日～12月12日
（都内35か所の開催。
日程は都ホームページ
等に掲載）

養育家庭（里親）体験発
表会の開催

都内35か所で各区市町と児相が共催により実施。里親が自ら
の養育体験を発表
イオンモールなど商業施設とも連携して開催

10月1日
「広報東京都」10月1日
号等への記事掲載

都の各種広報紙を通して、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

10月～11月
保険会社の協力による普
及啓発

都とワイドコラボ協定（包括連携協定）を締結する保健会社
による顧客先での里親制度のチラシの配布
社内におけるポスター掲示やリーフレットの配布

10月27日～11月2日
都庁1階ホール中央で普
及啓発

東京都里親制度普及啓発キャラクターのバルーンや里親制度
のパネル等を展示

10月下旬
東京ドーム等における
リーフレットの配布

虐待防止キャンペーングッズと合わせて、東京ドーム、味の
素スタジアム等の施設において、里親制度のリーフレットを
配布

11月末 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リーフ
レットを配布
さらに、都庁職員向けに里親の体験談を聞くイベントを庁舎
内で開催

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制度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 里親支援機関による教職員向けの里親制度の説明会を実施

12 千 葉 県

11 埼 玉 県

埼玉県福祉部こども安全課 048-830-3339
a3340-
06@pref.saitama.lg.jp

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

mailto:p863341@pref.saitama.lg.jp
mailto:p863341@pref.saitama.lg.jp
mailto:chiba.kodomo_ohendan@fuga.ocn.ne.jp
mailto:chiba.kodomo_ohendan@fuga.ocn.ne.jp
mailto:w.satooya@344.orange.jp
mailto:npobabiescaregivers@gmail.com
mailto:npobabiescaregivers@gmail.com
mailto:a3340-06@pref.saitama.lg.jp
mailto:a3340-06@pref.saitama.lg.jp
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

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
区(市)役所内の動画放
映、パネル展示

庁舎内におけるパネル展の開催、昨年度都が作成した里親制
度普及啓発動画を区（市）役所ホール等で放映

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
管内の市役所・町役場、
社協の広報誌による啓発

養育里親の活動やQA方式による里親制度の説明
管内の市役所・町役場＝小田原市、南足柄市、中井町、大井
町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

児童養護施設
ゆりかご園

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

10月 里親制度紹介チラシ配布 茅ヶ崎市ファミリーサポート会員に送付

10月6日から27日 里親制度パネル展示
藤沢市総合図書館にてパネル展示。その他、藤沢市南図書
館、辻堂図書館、大庭図書館は、20日まで展示。
9月25日発行予定の市の広報にて掲載予定。

10月
市役所内の電子掲示板へ
の表示

里親月間中、藤沢市役所内の電子掲示板に、里親制度につい
て表示

12月23日から25日 里親制度パネル展示 藤沢市役所にて、パネル展示、相談コーナーの設置

10月 リーフレットの配架
手作りのマスクケースに、里親制度のリーフレットを入れ
て、所管市町村に配架（具体的な場所は調整中）

10月１日から16日 パネル展示
鎌倉市内５か所の図書館にて、パネル展示と図書の案内
鎌倉市の広報誌で周知

10月 チラシ・ポスターの掲示 逗子市役所内で、チラシとポスターの掲示

10月 チラシの掲示 逗子市社協内での提示や、ボランティア団体等への配布

10月 チラシの配布 葉山町社協において、ボランティア連絡会等でチラシ配布。

10月 ポスター・チラシの掲示 座間市青少年センター、座間市社協、座間市役所内に掲示
児童養護施設
成光学園

046-251-0128
http://seikou-
gakuen.sakura.ne.jp

11月
県の広報誌による普及啓
発活動

里親制度の案内。委託中の里親の写真やコメントも掲載。

10月3日 ラジオによる広報
FMヨコハマ「kanagawa Muffin」にて、児童相談所の職員及び
里親が出演して、里親制度の啓発。

10月 啓発チラシ配布
里親制度の周知を図る広報チラシをンビニエンスストア、市
町村等に配布

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 新聞広告掲載 里親制度の周知及び里親募集 025-280-5926
ngt040270@pref.niigata.l
g.jp

14 神 奈 川 県

児童養護施設
白十字会林間学校

児童養護施設
鎌倉児童ホーム

0467-82-8044

0467-22-0424

http://www.hakujujikai-
rinkangakko.or.jp/

http://www.seionkai.or.j
p/kamakura/

神奈川県 045-210-4655

15 新 潟 県
新潟県福祉保健部子ども家庭
課

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

http://www.yurikago-en.or.jp/
http://www.yurikago-en.or.jp/
http://seikou-gakuen.sakura.ne.jp/
http://seikou-gakuen.sakura.ne.jp/
mailto:ngt040270@pref.niigata.lg.jp
mailto:ngt040270@pref.niigata.lg.jp
http://www.hakujujikai-rinkangakko.or.jp/
http://www.hakujujikai-rinkangakko.or.jp/
http://www.seionkai.or.jp/kamakura/
http://www.seionkai.or.jp/kamakura/


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予定

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

10月24日 里親講演会

富山県里親講演会
時間：14時30分～16時30分
場所：富山県民会館
内容：制度説明
　　　講演「子育てハッピーアドバイス」
　　　　　～自己肯定感を育む子育てを考える～
　　　　　真生会富山病院　診療内科部長　明橋大二　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

未定 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
テーマを設定した研修を実施
（11月は子どもの発達、愛着形成等について）

通年
啓発リーフレットの作
成・配布

里親制度啓発リーフレットを作成し、市町村、産婦人科等に
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）

10月5日～9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

10月1日
里親制度に関する説明・体験談・個別相談質問
（場所：坂井市高椋コミュニティセンター）

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：あわら市中央公民館）

10月9日
里親制度に関する説明・体験談・個別相談質問
（場所：おおい町総合町民センター）

敦賀児童相談所 0770-22-0858

10月15日
里親制度に関する説明・体験談・個別相談質問
（場所：市民プラザたけふ）

福井県総合福祉相談所 0776-24-5138

10月16日
里親制度に関する説明・体験談・個別相談質問
（場所：パレア若狭）

敦賀児童相談所 0770-22-0858

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

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 076-444-3207

18 福 井 県

里親制度説明会

福井県総合福祉相談所 0776-24-5138

15 新 潟 県
新潟県福祉保健部子ども家庭
課



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22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「すこやか」）

福井県総合福祉相談所 0776-24-5138

10月23日
里親制度に関する説明・体験談・個別相談質問
（場所：美浜町保健福祉センターはあとぴあ）

敦賀児童相談所 0770-22-0858

10月29日
里親制度に関する説明・体験談・個別相談質問
（場所：吉江学園）

11月5日
里親制度に関する説明・体験談・個別相談質問
（場所：総合福祉相談所）

11月6日
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）

敦賀児童相談所 0770-22-0858

11月12日
里親制度に関する説明・体験談・個別相談質問
（場所：結とぴあ）

福井県総合福祉相談所 0776-24-5138

11月13日
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）

11月20日
里親制度に関する説明・体験談・個別相談質問
（場所：高浜公民館）

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2日､10月10日 街頭キャンペーン
里親会等と協動で、甲府駅前及び２箇所の商業施設にて、街
頭活動を実施。

9月30日 里親相談会
里親制度・里親の活動を知っていただくための相談会
場所：塩尻市北部交流センター
主催：中信地区里親会（等）

10月12日 里親制度個別説明会
～フォスタリングマンデー～
場所：児童家庭支援センターつつじ（茅野市）
主催：児童家庭支援センターつつじ（等）

10月19日 里親について知る会
聞いてみませんか『里親』のこと
場所：駒ケ根市地域交流センター赤穂公民館
主催：飯田児童相談所管内里親会（等）

10月25日 里親カフェ
家庭を必要としている子どものための里親制度のお話
場所：長野市篠ノ井交流センター
主催：里親支援専門相談員北信地区連絡会

10月26日 里親相談会
里親制度・里親の活動を知っていただくための相談会
場所：大町市児童センター
主催：中信地区里親会（等）

9月28日～10月4日 長野駅前のビジョン
里親についてのコマーシャルVTRの放映
実施；里親支援専門相談員北信地区連絡会

10月以降 ラッピングバスの走行
（養育）里親を募るラッピングバス（千曲バス）の走行
実施：うえだみなみ乳児院

10月
地域メディア等における
広報啓発

ケーブルテレビ、コミュニティエフエム等における広報啓発

10月
のぼり旗の設置
ポスター掲示
ポケットティッシュ配布

児童相談所、市町村窓口、図書館、病院、公民館等

19 山 梨 県
山梨県子育て支援局
子ども福祉課

055-223-1457

0776-24-5138

敦賀児童相談所 0770-22-0858

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

18 福 井 県

里親制度説明会

kodomo-
fukushi@pref.yamanashi.l
g.jp

福井県総合福祉相談所

mailto:jido-shien@pref.nagano.lg.jp
mailto:jido-shien@pref.nagano.lg.jp
mailto:kodomo-fukushi@pref.yamanashi.lg.jp
mailto:kodomo-fukushi@pref.yamanashi.lg.jp
mailto:kodomo-fukushi@pref.yamanashi.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15日～10月29日
地上デジタル放送のデー
タ放送

地上デジタル放送でのデータ放送において、里親制度を周知

10月1日～10月31日
デジタルサイネージによ
る啓発

県庁舎及び県図書館のデジタルサイネージにおいて里親制度
に関するポスターを表示

10月中 啓発ポスターの掲示
里親制度に関するポスターを児童養護施設等の関係機関、商
業施設等に掲示

9月20日 地元新聞によるＰＲ 地元新聞に、里親への取材や里親制度の周知等を掲載

10月30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）

岐阜県健康福祉部子ども・女
性局子ども家庭課
岐阜県中央子ども相談セン
ター

058-272-8325
(内線2637)

058-201-2111

c11217@pref.gifu.lg.jp
c22301@pref.gifu.lg.jp

10月9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～ 啓発ポスターの掲示
管内市町村（公的機関）・ショッピングモール・店舗等にポ
スターを掲示、リーフレット等配布什器を設置する。

10月29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：マーゴ）

10月18日・11月29日・
12月6日

里親希望者の里親個別相
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：東濃子ども相談センター＜10/18・12/6＞・子ども家
庭支援センター麦の穂＜11/29＞）

岐阜県東濃子ども相談セン
ター

0572-23-1111
（内線404）

c22303@pref.gifu.lg.jp

10月中 里親月間周知 管内市村の広報で里親月間を周知

10月13日、15日
里親制度説明、啓発用チ
ラシ等配布

下呂市民生委員児童委員に里親制度説明、啓発用チラシ等配
布

10月25日 里親相談会
高山市民文化会館において管内市村住民の希望者に里親制度
の説明と個別相談、啓発物を配布

11月29日 里親相談会
下呂市民会館において管内市村住民の希望者に里親制度の説
明と個別相談、啓発物を配布

10月17日 里親月間記念講演会

演題：「同性カップルの弁護士夫夫からカラフルな家族のカ
タチ　里親、LGBT、そして人権」
講師：南　和行　氏（弁護士）
会場：静岡県総合社会福祉会館シズウェル（静岡市葵区）

10月 里親啓発展示
県内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

10月１日～10月31日 里親啓発情報発信
賀茂地区ケーブルテレビのデータ放送にて里親月間及びイベ
ントの周知

10月10日 里親相談会
里親に関心がある方を対象に、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17日 里親カフェ（相談会）
里親に関心がある方を対象に、里親制度に関する説明を実施
開催場所：三島市riviere

c11217@pref.gifu.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

岐阜県中濃子ども相談セン
ター

kokatei@pref.shizuoka.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2637)

0574-25-3111
（内線348）

c22305@pref.gifu.lg.jp

岐阜県飛騨子ども相談セン
ター

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

mailto:c22301@pref.gifu.lg.jp
mailto:c22301@pref.gifu.lg.jp
mailto:c22302@pref.gifu.lg.jp
mailto:c22303@pref.gifu.lg.jp
mailto:c11217@pref.gifu.lg.jp
mailto:kokatei@pref.shizuoka.lg.jp
mailto:kokatei@pref.shizuoka.lg.jp
mailto:c22305@pref.gifu.lg.jp
mailto:c22304@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1日、6日 里親相談会
里親に関心がある方を対象に、里親制度に関する説明を実施
開催場所：富士根南公民館、富士根北公民館

10月21日、22日、23
日、27日、28日、29
日、30日

里親相談会

里親に関心がある方を対象に、里親制度に関する説明を実施
開催場所：吉原まちづくりセンター、富士南まちづくりセン
ター、富士駅北まちづくりセンター、今泉まちづくりセン
ター、丘まちづくりセンター、松野まちづくりセンター、岩
松北まちづくりセンター

10月7日 里親相談会
里親に関心がある方を対象に、里親制度に関する説明を実施
開催場所：湖西市保健福祉センター

10月14日 里親相談会
里親に関心がある方を対象に、里親制度に関する説明を実施
開催場所：御前崎市役所

10月21日 里親相談会
里親に関心がある方を対象に、里親制度に関する説明を実施
開催場所：袋井市役所

10月28日 里親相談会
里親に関心がある方を対象に、里親制度に関する説明を実施
開催場所：掛川市役所

10月3日 一日里親体験
施設入所児童との交流を通し、里親制度への理解を深める。
（藤枝市内）

９月8日
民生委員児童委員協議会
理事会

民生委員・児童委員の出席する理事会において、里親制度の
説明とリーフレットを配布。
開催場所：焼津市総合福祉会館

10月9日
民生委員児童委員協議会
理事会

民生委員・児童委員の出席する理事会において、里親制度の
説明とリーフレットを配布。
開催場所：青島北地区交流センター

10月15日 民生委員地域懇談会
民生委員の出席する懇談会において、里親制度の説明と里親
体験発表会を実施する。
開催場所：湖西市健康福祉センター

10月1日 市広報への掲載
焼津市広報に、児童相談所長と里親会長の対談（里親制度や
里親体験についての対談）を掲載し、市民に周知する。

10月
管内大学への里親制度の
啓発

思いがけない妊娠の応援体制の周知、里親制度の周知のた
め、管内大学（静岡福祉大学、静岡産業大学）へのリーフ
レットの配布。

10月1日～10月30日 西三河総合庁舎にてパネル展示

10月8日～13日 岡崎市図書館交流プラザにてパネル展示

10月5日～15日 愛知県人権プラザにてパネル展示

11月5日～11月15日 大府市役所にてパネル展示

10月中 豊田市役所にてパネル展示

10月中
ポスター・リーフレット
配布

市町村、児童福祉施設、県関係機関等へ里親啓発ポスター、
リーフレットを配布

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

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

kokatei@pref.shizuoka.lg
.jp

jidoukatei@pref.aichi.lg
.jp

mailto:jidoukatei@pref.aichi.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

10月31日
愛知県青年の家　大ホール
（岡崎市美合町並松2－1）

11月20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月中 ＳＮＳによる広報 ＳＮＳを活用して里親情報を配信

10月4日 県広報誌への掲載 広報あいち10月号に里親制度の紹介

10月1日・10月15日
11月1日

市広報誌への掲載
市町広報誌に里親制度の紹介
（岡崎市　大府市　他）

10月中 ＦＭおかざきにて、里親養育体験発表会等の告知など

10月4日 AICHI SUNDAY TIPSにて、里親養育体験発表会の告知など

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

10月16日～30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

10月1日～11月30日
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

10月23日 里親制度説明 刈谷市ボランティア活動センター「車座集会」にて制度説明

11月1日

里親シンポジウム「子ど
もの声を聴こう～社会的
養育のもとで育った子ど
もたちの声から考える
～」

日時：11月1日（日）13:00～16:00
場所：三重県人権センター
　　　※インターネットでライブ配信予定
内容：講演、子どもの声紹介、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

8月～翌2月 啓発イベント
市町イベントや県内の商業施設等において啓発ブースを出展
し、里親制度等の普及啓発（パネル展示・啓発グッズ配布）
を実施。

10月～翌2月 里親座談会
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。

ラジオ放送

ケーブルテレビ

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

23 愛 知 県
愛知県福祉局児童入所施設グ
ループ

052-954-6980

jidoucen@pref.mie.lg.jp

jidoukatei@pref.aichi.lg
.jp

里親養育体験発表会

mailto:info@satooyashinpo.net


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

7月～翌2月 里親説明会
県内各地で里親説明会（里親体験談・里親制度の説明・質問
コーナー）を実施。

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

9月～10月 パネル展示
三重県庁県民ホールにて里親制度等に関するパネル展示を実
施。

10月～11月 広報誌掲載 市町・県の広報誌等に里親制度等の記事を掲載。

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。

10月～11月 広報誌 県・市町の広報誌に里親制度や里親募集の記事を掲載
こばと子ども家庭支援セン
ター

077-525-0030 smile@kobatokai.or.jp

9月～11月 啓発チラシ・ポスター
県・市町村、公共機関等で啓発チラシの設置、ポスターの掲
示

こばと子ども家庭支援セン
ター

077-525-0030 smile@kobatokai.or.jp

10月 回覧板 一部地域の自治会回覧板にて里親募集の内容を掲載
こばと子ども家庭支援セン
ター

077-525-0030 smile@kobatokai.or.jp

通年 出張説明・相談
里親に興味を持たれた方を対象にお住まいの地域での出張説
明・相談

こばと子ども家庭支援セン
ター

077-525-0030 smile@kobatokai.or.jp

通年 出前講座 団体向けに里親制度の出前講座を実施
こばと子ども家庭支援セン
ター

077-525-0030 smile@kobatokai.or.jp

通年 啓発動画
3分でわかる「里親のはなし」（動画）をYoutube、ホーム
ページに掲載。当該動画にリンクするQRコードを啓発チラシ
等に掲載。

こばと子ども家庭支援セン
ター

077-525-0030 smile@kobatokai.or.jp

9月～10月 テレビ放送
野洲のおっさんカイツブリをキャラクターにした里親啓発動
画をびわこ放送にて放映

滋賀県里親連合会 090-4283-7998
shiga-satooya@sirius.
ocn.ne.jp

10月下旬 啓発イベント 第2回里親知ってやフォーラムを開催 滋賀県里親連合会 090-4283-7998
shiga-satooya@sirius.
ocn.ne.jp

10月4日 ワン・ラブ・キャンペーン 久御山町にて里親啓発

10月16日～19日 広報啓発 里親関連掲示物の掲示（庁内）

中止 京都府里親・府民交流会 ガレリアかめおか

中止 ブース出展 市民福祉のつどい（亀岡市）

滋 賀 県25

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589
kateishien@pref.kyoto.lg
.jp

26 京 都 府

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

mailto:smile@kobatokai.or.jp
mailto:smile@kobatokai.or.jp
mailto:smile@kobatokai.or.jp
mailto:smile@kobatokai.or.jp
mailto:smile@kobatokai.or.jp
mailto:smile@kobatokai.or.jp
mailto:shiga-satooya@sirius.ocn.ne.jp
mailto:shiga-satooya@sirius.ocn.ne.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

中止 ブース出展 宇治福祉まつり（宇治市）

10月21日
まゆまろ招聘しての啓発
イベント

宇治市協同キャンペーン

11月29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 宇治市役所にて里親相談会を実施

隔月1回 相談会 舞鶴市・南丹市・亀岡市の各市役所等にて里親相談会を実施

通年 出前講座 団体や個人向けに出前講座を実施

9月24日～10月6日
里親関連図書の展示
(イベントチラシ・里親
広報チラシ設置)

泉佐野中央図書館
児童養護施設　三ケ山学園
里親担当

072-447-0611

9月27日 情報提供、里親相談会 岸和田市立公民館 中央区公民館 児童養護施設 あんだんて 072-440-0300

10月～
第1水曜日、第3土曜日
10：00～17：00
(その他日時は相談要)

定期里親相談会(事前予
約制)

児童養護施設　あおぞら
児童養護施設　あおぞら
里親担当

072-444-0100

10月1日～23日 里親月間蔵書展示
岸和田市立図書館(開催の方向ですが、コロナの感染状況によ
り中止になる可能性があります)

児童養護施設　あおぞら
里親担当

072-444-0100

10月1日 里親個別相談会 東大阪市役所 相談室
大阪府東大阪子ども家庭セン
ター

06-6721-1966

10月1日～22日
里親制度の展示と図書の
紹介

門真市立図書館本館

10月1日～10月31日
里親制度の展示と図書の
紹介

10月31日 個別相談会

10月5日～9日
里親制度についてのパネ
ル展示

10月9日 里親個別相談会

10月9日 チラシ配布
和泉市立人権文化センター「ママやめてもいいですか」上映
会でのチラシ配布

児童養護施設　信太学園
里親担当

0725-41-0559

10月11日
里親相談会＆作品作り・
子ども向けイベント

いこらも～る泉佐野
児童養護施設　三ケ山学園
里親担当

072-447-0611

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589
kateishien@pref.kyoto.lg
.jp

26 京 都 府

27 大 阪 府

kateishien-
g02@sbox.pref.osaka.lg.j
p

大阪乳児院　里親支援機関
おむすび

090-2599-3108

守口市立図書館

守口市役所

mailto:kateishien-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp
mailto:kateishien-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp
mailto:kateishien-g02@sbox.pref.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12日・13日
里親制度個別相談会・パ
ネル展示

松原市役所ロビー
大阪府富田林子ども家庭セン
ター

0721—25—1131

10月14日～31日
里親関連図書の展示
(イベントチラシ・里親
広報チラシ設置)

貝塚市立図書館
児童養護施設　三ケ山学園
里親担当

072-447-0611

10月17日
里親相談会（完全予約
制）

ゆめニティプラザ　ゆめニティまつばら3階　多目的ホール
里親支援機関　高鷲学園
with里親

072-959-2202

10月17日
里親制度の展示、相談
コーナー

イオンモール大日
大阪乳児院　里親支援機関
おむすび

090-2599-3108

10月18日
里親制度説明会・個別相
談会

さとおやカフェinモデルハウス『TIME』（吹田）
里親支援機関　大阪西本願寺
常照園

06-6384-0867

10月18日 里親シンポジウム 東大阪布施駅前リージョンセンター「夢広場」
大阪府東大阪子ども家庭セン
ター

06-6721-1966

10月24日
里親相談会（完全予約
制）

Topic　富田林市きらめき創造館2階 グループ活動室A
里親支援機関　高鷲学園
with里親

072-959-2202

10月25日 里親相談会 八尾アリオ　３階ブルーコート
社会福祉法人イエス団　ガー
デンロイ

072-985-4773

10月25日・30日
里親個別相談会（事前申
込要）

古絵本とコーヒーのお店 ちぇすなっと
里親支援機関　大阪水上隣保
館　翼

06-6210-6661

10月27日 里親個別相談会 瓢箪山商店街　ジンジャーモールフリースペース
社会福祉法人イエス団　ガー
デンエル

072-985-4772

10月29日30日,11月17日
18日

里親相談会＆子ども向け
イベント(スクリーン上
映あり)

ららぽーと和泉　2階センターコート
児童養護施設　和泉幼児院
里親担当

0725-33-2227

10月31日
里親制度個別相談会（完
全予約制）

高鷲学園with里親事務所
里親支援機関　高鷲学園
with里親

072-959-2202

10月31日
里親制度説明会・個別相
談会

ＤＯＧ ＣＡＦＥ Ｂｉｇわん 里親支援機関　松柏学園 06-6368-6010

10月31日 里親体験談・個別相談会 茨木市福祉文化会館303号室 里親支援機関　子供の家 072-622-5030

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)

通年 広告
Facebook広告・Google広告にはぐくみホーム、相談会情報の
掲載

9月中旬 広報
グリーンコープ　会員さんに向け、吹田相談会チラシ3650部
配布

10月 広報誌 市の広報誌(吹田・豊中・池田市・能勢町)に情報掲載

27 大 阪 府

kateishien-
g02@sbox.pref.osaka.lg.j
p

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

10月5日～7日
広報啓発・相談会・
パネル展

吹田市役所1階正面玄関ロビーでパネル展示・相談会

10月8日
広報啓発・相談会・
パネル展

ライフ八戸ノ里店でパネル展示・相談会

10月8日 相談会 豊中市市民活動情報サロンで個別相談会(予約制)

10月10日 相談会 八尾市　Hanayaka Caféで個別相談会(予約制)

10月14日～16日
広報啓発・相談会・
パネル展

池田市役所1階ロビーでパネル展示・相談会

10月20日～22日
広報啓発・相談会・
パネル展

豊中市役所第二庁舎1階ロビーでパネル展示・相談会

10月23日 相談会 吹田市　bird treeで個別相談会(予約制)

10月28日～30日
広報啓発・相談会・
パネル展

フレスポ東大阪でパネル展示・相談会

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

9月26日 里親相談会 和泉市立和泉図書館　3階集会室1

10月8日 里親相談会 和泉市立和泉図書館　3階集会室1

10月22日 里親相談会 和泉市立和泉図書館　3階集会室1

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 泉大津市内の公民館

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 啓発ポスター掲示 泉大津・和泉市内の飲食店

10月中 広報 「愛の手キャンペーン」大阪駅前でのチラシ配り

10月中 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）

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

10月中 広報 新聞折り込みタウン紙に広告掲載

11月3日（未定） 交流会 養（里）親子の運動会

12月13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

未定 広報 阪急うめだ本店　H2Oサンタチャリティーイベント

通年 広報 facebook、twitterにて情報発信

通年 広報 動画作成、動画配信にて団体紹介・制度紹介

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

9月～12月末 啓発チラシ設置 枚方市内郵便局（12カ所）

9月中旬～1年間 広告 京阪バス2台の側面に社外広告

9月15日～6カ月間 啓発ポスター掲示 京阪バス全車両の車内にポスター掲示

10月 啓発チラシ配布 四條畷市・小中学校保護者にチラシ配布

10月1日～10月31日
里親制度・本に関する特
集展示

大東市東部図書館

10月1日～10月31日
里親制度・本に関する特
集展示

枚方市牧野図書館

10月6日～10月31日
里親制度・本に関する特
集展示

大東市中央図書館

10月8日～10月20日
里親制度・本に関する特
集展示

大東市西部図書館

10月9日～10月10日 里親制度パネル展示 大阪府立中之島図書館 

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

社会福祉法人
大阪水上隣保館
里親支援機関　おひさま

072-380-3455 suinyu-ohisama@gol.com

mailto:suinyu-ohisama@gol.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

10月15日 里親制度相談会 枚方市菅原生涯学習センター

10月14日～10月20日 里親制度パネル展示

10月20日 里親制度相談会

10月25日 市民向け講習 枚方市牧野生涯学習市民センター

11月1日～11月30日
里親制度・本に関する特
集展示

四條畷市中央図書館

11月1日～11月30日
里親制度・本に関する特
集展示

枚方市楠葉図書館

11月2日～11月8日 里親制度パネル展示

11月8日 里親制度相談会

11月9日 はぐくみホーム体験談会 四條畷市　ちいさなカフェ　pomme

11月26日 広報活動 大東市　ポップタウン住道　オペラパーク

通年
Facebook、Twitter、
Instagram、HPでのお知
らせ

里親制度PR、取り組み紹介、イベント情報の掲載

7月22日 啓発 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

８月、10月中 広報誌掲載依頼
西宮市（８月、１０月）、芦屋市（１０月）の広報誌に里親
募集・出前講座案内の掲載依頼

兵庫県西宮こども家庭セン
ター

0798-71-4670

９月上旬 啓発 芦屋市ファミリーサポート会員３００名に出前講座案内配布
兵庫県西宮こども家庭セン
ター

0798-71-4670

9月18日
出前講座
「里親制度の説明および
里親の体験報告」

香美町香住地区民今日定例会
兵庫県豊岡こども家庭セン
ター

0796-22-4314

９月中 啓発 管内の里親が中心となり、里親会会員同士の交流を深める
兵庫県西宮こども家庭セン
ター

0798-71-4670

10月15日 里親研修会 ゲーム依存についての研修
兵庫県川西こども家庭セン
ター

072-756-6633

10月中 啓発 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 啓発 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

兵庫県

27 大 阪 府
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社会福祉法人
大阪水上隣保館
里親支援機関　おひさま

072-380-3455 suinyu-ohisama@gol.com

大東市生涯学習ルーム　まなび南郷

枚方ビオルネ　コワーキングスペース　ヴィーゴ
マルシェスペース



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 啓発 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 啓発 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月中 啓発 センター敷地内に里親募集に関するのぼりを掲げる
兵庫県西宮こども家庭セン
ター

0798-71-4670

10月中 広報誌掲載依頼 加古川市の広報誌へ記事掲載
兵庫県中央こども家庭セン
ター

078-923-9966

10月中 広報誌掲載依頼
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

兵庫県川西こども家庭セン
ター

072-756-6633

10月中 広報誌掲載依頼 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

10月中 広報誌掲載依頼 市町と各市町社会福祉協議会の広報誌
兵庫県豊岡こども家庭セン
ター

0796-22-4314

10月中（予定）
出前講座
「里親制度の説明および
里親の体験報告」

西宮市内
兵庫県西宮こども家庭セン
ター

0798-71-4670

10月（予定） 里親交流会 中央地区里親会の交流会＆サロン
兵庫県中央こども家庭セン
ター

078-923-9966

11月９日、29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。

兵庫県川西こども家庭セン
ター

072-756-6633

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

0796-22-4314

12月上旬 里親研修会 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

10月 啓発 県の広報誌〈県民だより〉に里親に関する記事を掲載

10月中 啓発
県内の大型商業施設（イオンモール）におけるポスター掲示
及びチラシ設置

10月中 啓発 県内の駅（３箇所）で啓発マスク及びリーフレット等の配布

10月中 里親制度説明会
里親になることを希望される方向けの個別の里親制度説明会
「里セツ」の実施（委託業務）

10月中 リーフレット配布
県内の各市町村（児童福祉関係部署）に里親募集のリーフ
レットを配布

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

奈良県中央こども家庭相談セ
ンター
奈良県高田こども家庭相談セ
ンター

0742-26-3788

0745-22-6079

兵庫県

29 奈 良 県

奈良県文化・教育・くらし創
造部こども・女性局こども家
庭課

0742-27-8605
kodomo@office.pref.nara.
lg.jp

奈良県里親支援事業受託機関
児童家庭支援センターてんり

0743-85-5567
foster-
support@welfaretenri.com

28
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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

年間 広報 路線バス車体にラッピング広告を掲出し運行（年間）

10月 広報 路線バス車内にポスター掲示

10月10日、17日 里親相談会 スーパーにてチラシ配布（ブース設置）、里親相談会

10月 リーフレット配布 協力企業・関係機関等にリーフレット配布

9月30日 連絡会
「紀北里親支援連絡会」(各自治体、各団体・機関などが加入
し里親制度の推進を目的に設立）設立記念会の実施

10月 啓発
市民図書館でパネル展示及び里親に関する書籍を集めたブー
ス設置

10月 リーフレット配布 oneloveキャンペーン　公共施設、店舗等リーフレットの設置

11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

11月 里親相談会 里親相談会の広報、開催

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

4月～9月 啓発 各学校等教育機関にて普及啓発活動

9月 里親相談会 里親相談会の広報、開催

9月25日 啓発
イベントでの里親パネル展示、リーフレット配布、相談ブー
ス開設

9月～11月 啓発 紀南地方でパネル展示、リーフレット設置

9月～11月 里親相談会 里親カフェ開催

10月26日 啓発 長寿大学にて里親制度説明会

10月 リーフレット配布 oneloveキャンペーン　公共施設、店舗等リーフレットの設置

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
鳥取県子育て・人財局家庭支
援課

0857-26-7149
kateishien@pref.tottori.
lg.jp

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

31 鳥 取 県

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

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

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

10月 県庁舎内での広報 ポスター掲示及びのぼり旗の設置

10月 ラジオスポットCM 里親制度のスポットCM

10月 広報チラシ設置 県内ショッピングモールに制度周知のチラシを設置

10月4日～10月11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：島根県民会館プロムナード・ギャラリー

10月18日
一般参加型「里親に関す
るおはなし会」

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
※新型コロナウイルス感染状況により、中止・人数制限の可
能性あり。

10月 広報に掲載依頼
市町の広報誌・新聞等に里親制度・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 広報パネル等展示
里親制度広報チラシ設置、パネル展示
（児童・里親に関する展示）
出雲児相管内　図書館、出雲市コミセン等

11月1日～30日 広報パネル等展示
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

10月 広報誌等への掲載依頼 市町の広報誌に里親募集の記事を掲載依頼 島根県浜田児童相談所 0855-28-3560

10月1日～16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

10月16日～30日
里親制度啓発広報パネル展示、リーフレット配架
場所：津和野町日原図書館

10月30日～11月16日
児童虐待防止パネル展示、リーフレット配架
場所：津和野町日原図書館

11月16日～11月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募集の記事を掲載依頼
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
岡山電気軌道路面電車の中吊り広告
（里親月間のポスターを作成）

広報パネル展示

島根県益田児童相談所 0856-22-0083

保健福祉部子ども家庭課 086-226-7911

33 岡 山 県

0852-21-3168

島根県出雲児童相談所 0853-21-0007

31 鳥 取 県

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

32 島 根 県

島根県中央児童相談所

島根県健康福祉部青少年家庭
課

0852-22-6393
sakamoto-
takayos@pref.shimane.lg.
jp

mailto:sakamoto-takayos@pref.shimane.lg.jp
mailto:sakamoto-takayos@pref.shimane.lg.jp
mailto:sakamoto-takayos@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

10月2日～8日 普及啓発活動 NHKデータ放送「里親月間」

10月6日 普及啓発活動 RSKラジオ「県民のみなさんへ（対談）里親制度推進月間」

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

10月15日 リーフレット配布 主任児童委員研修会にてリーフレット配布

10月2日 リーフレット配布 主任児童委員研修会にてリーフレット配布

未定 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

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」

10月1日～31日
ポスター掲示
リーフレット設置

JR津山駅にて里親ポスター・里親リーフレット設置

10月19日
ポスター掲示
リーフレット設置

美作局管内：栄養研修会
（里親ポスター・里親リーフレット設置）

11月中旬 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）

11月30日 リーフレット配布 美作局管内：愛育研修会（里親リーフレット配布）

10月2日 制度説明会 備前市要保護児童対策協議会内（於：備前市）

10月12日
普及啓発活動・
制度説明会

市広報紙に里親制度について掲載
里親制度説明会（於：玉野市荘内市民センター）

10月13日 制度説明会
備前県民局要保護児童対策協議会連絡会議内
　（於:備前県民局）

11月１日 普及啓発活動

里親制度普及啓発イベント「子どもに優しいまち、里親のい
るまち」（里親制度及び里親のインタビューや写真、元里子
によるデザイン画等のパネル展示、啓発グッズやリーフレッ
トの配布）（於：イオンモール倉敷）

11月14日 制度説明会 里親制度説明会（於：きらめきプラザ）

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）

１０月 普及啓発活動 ケーブルテレビにて、里親普及啓発イベントのＰＲ

保健福祉部子ども家庭課 086-226-7911

備前県民局健康福祉部福祉振
興課

086-272-3989

備中県民局健康福祉部福祉振
興課

086-434-7023

33 岡 山 県

美作県民局健康福祉部福祉振
興課

0868-23-0113

岡山県中央児童相談所 086-235-4152

岡山県倉敷児童相談所 086-421-0991



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～10月31日 普及啓発活動
・管内市町村広報誌に里親制度説明と募集について掲載。
・ケーブルテレビにおいて里親制度ＤＶＤ放映。

12月23日 里親制度説明会
民生･児童委員研修会にて虐待防止と併せて里親制度説明。
（於：津山市社会福祉会館）

10月
ポスター掲示・チラシ配
架

ポスター・チラシを作成し，行政施設等で掲示・配架（広島
市と共催）

10月
県広報媒体での里親募集
案内掲載

・SNS（Twitter，Facebook）
・広報誌（県民だより）
・テレビ（県民だより，みみよりライブ５Up），インター
　ネットライブ配信（ぽるぽるライブ）内の広島県からの
　お知らせコーナー
・金融機関等への設置のデジタルサイネージ

10月
（週１回×４回）

ラジオ放送（広島FM）
昨年事業で制作した楽曲「フォスター」の歌詞に出てくる
キーワードをもとに里親の方へインタビューを行ったものを
放送。

10月～
WEBサイト
リニューアル

様々なスタイルの家族を選択する方へ，里親制度を利用して
子どもを育てるという選択肢があることを知っていただく。

10月1日～14日
Yahoo！へのディスプレ
イ広告掲出

ディスプレイ広告を利用し，クイズ広告を掲出。「里親と養
子は同じ？」「共働きは里親になれない？」等，多くの方知
らないこと・誤解していることについて紹介。質問だけを表
示してWEBサイトへ誘導する。

10月～
オリジナルソング「フォ
スター」PV風イメージ動
画作成

昨年度事業で制作した楽曲「フォスター」を使用し，里親家
庭の何気ない日常を映像で伝える。※里親制度推進WEBへ掲載

10月9日
テレビ放送（テレビ新広
島）

「満点ママ！プラス」にて，里親制度推進キャンペーンWEBサ
イトリニューアル，里親制度について紹介。

10月～
アンケートによる効果
測定

広島県在住の登録モニター（18歳以上男女）を対象に，イン
ターネットを通じてアンケートを配信し，里親制度推進キャ
ンペーンの認知度及び関心度に関する調査を実施。

10月17日～30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（17日～30日）

10月4日 里親制度説明会 美祢市で里親制度説明会を開催

10月17日 里親制度説明会 宇部市、防府市で里親制度説明会を開催

10月18日 里親制度説明会 山口市で里親制度説明会を開催

10月23日 里親制度説明会 萩市で里親制度説明会を開催

10月24日 里親制度説明会 岩国市で里親制度説明会を開催

11月8日 里親制度説明会 下関市で里親制度説明会を開催

11月28日 里親制度説明会 周南市で里親制度説明会を開催

a11800@pref.yamaguchi.lg
.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

083-933-2731

34 広島県
広島県健康福祉局
こども家庭課

082-513-3167
fukatei@pref.hiroshima.l
g.jp

33 岡 山 県

岡山県津山児童相談所 0868-23-5131

mailto:a11800@pref.yamaguchi.lg.jp
mailto:a11800@pref.yamaguchi.lg.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

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29日 里親制度説明会 光市で里親制度説明会を開催

10月28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）

8月1日 里親啓発グッズ配布
里親制度啓発のためのグッズ作成し、配布
場所：イオンモール徳島

8月1日～7日 パネル展示
里親啓発・児童虐待防止啓発のためのパネルを展示
場所：イオンモール徳島

8月1日～8日31日 セルフレジ掲示
セルフレジに里親制度啓発チラシを掲示
場所：イオンモール徳島

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）

10月3日 啓発イベント
県民へ向けた、里親制度啓発のため「里親フォーラムinとく
しま」を実施。

10月8日～22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9日～29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14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月中 市町村広報紙ジャック 県内全ての市町村広報紙に、里親制度に関する記事掲載

8月～3月（8回） 里親制度ミニ説明会
里親支援専門相談員が里親制度や社会的養護の現状を説明す
る。

10月 市町広報誌掲載 市町広報誌への里親制度紹介記事掲載依頼

10月17日、25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1日～11月7日 パネル展示
市との共催事業。市民交流プラザにて児童虐待やDVと併せて
里親制度の啓発パネルを展示。

12月 広報誌掲載
民間協力業者に陳列する「子育て美容eki」新聞に里親制度に
ついての記事を掲載

通年 研修テキストへの掲載
「子育て美容ekiサポーター」「縁結び・子育てサポーター」
養成講習会テキストに里親制度について掲載

9月12日 講演会 愛媛県生涯学習センターにおいて、講演会を開催。 愛媛県福祉総合支援センター 089-922-5040

8月～10月 市町広報に掲載依頼 市町広報やＨＰに里親制度PRの記事を掲載依頼

a11800@pref.yamaguchi.lg
.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

083-933-2731

087-832-3286
kodomokatei@pref.kagawa.
lg.jp

jisedaiikuseiseisyounenk
a@pref.tokushima.jp

36 徳 島 県
徳島県未来創生文化部次世代
育成・青少年課こども未来応
援室

088-621-2180

愛媛県保健福祉部生きがい推
進局子育て支援課

089-912-2414

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

38 愛 媛 県

mailto:kodomokatei@pref.kagawa.lg.jp
mailto:kodomokatei@pref.kagawa.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（予定） 電子掲示板 県庁前の電子掲示板にて里親月間のお知らせを放映。

9月～10月（予定） 県ＨＰ 県ＨＰを活用した里親月間の紹介。

10月（予定） 県政広報番組 県政広報番組にて里親月間のお知らせを放送。（ＣＡＴＶ）

10月（予定） 県広報誌 県広報誌に里親月間のお知らせを掲載。

10月（予定） ラジオ放送 ラジオ番組にて里親月間のお知らせを放送。

10月（予定） 里親広告 地元新聞社に里親関係広告・記事を掲載。

9月
ホームページ、ツイッ
ター

児童家庭課ホームページ及び高知県ツイッターにてオンライ
ン説明会・相談会及びパネル展（下記）の紹介を行う。

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、オンライン説明会・相談
会及びパネル展（下記）の紹介を行う。

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、オンライン説明会・相談会及びパネル展（下記）の
紹介を行う。

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オンライン説明
会・相談会及びパネル展（下記）の紹介を行う。

10月 チラシ配布
里親制度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。

10月1日～3月31日
オンライン説明会・相談
会

Web会議システム「Zoom」を利用したオンライン説明会・相談
会を行う。

10月1日～10月28日 イベント（パネル展）
里親制度について分かりやすく解説したパネル展示を図書館
等で行う。

10月1日～10月31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～3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
全国一斉里親制度啓発
キャンペーン

里親を通じて里親制度に関するチラシを配布する。

10月1日 県HPでの広報 県HPへの里親月間記事の掲載

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

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 jido@pref.fukuoka.lg.jp

愛媛県保健福祉部生きがい推
進局子育て支援課

089-912-241438 愛 媛 県

mailto:060401@ken.pref.kochi.lg.jp
mailto:060401@ken.pref.kochi.lg.jp
mailto:jido@pref.fukuoka.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3日 テレビ放送
TVQ「飛び出せ！サークル“ふくおか研”」にて里親制度の説
明及び里親へのインタビューを放映する。

10月15日 広報誌に掲載
「福岡県だより」（各戸配布広報誌）に、「里親月間（里親
制度）」に関する記事を掲載

10月（日程未定） 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

10月1日～11月1日 リレーパネル展
県内5ヶ所の図書館にて、活躍されている里親の写真等を展示
する（1ヶ所あたり1週間）。

10月1日～11月1日 「里親の日」啓発活動 リレーパネル展に合わせ広報啓発品の配布

10月中 里親カフェ 各地域の喫茶店などを活用し小規模相談会を開催

10月中 新聞等掲載 里親制度について、新聞、市報、民間広告等に掲載

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

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 県広報誌での広報 里親月間記事の掲載

10月 タウン誌での広報 里親月間記事の掲載

10月 駅等へのポスター設置
主要４駅の構内、公共交通機関ターミナルの掲示板等へポス
ターを設置

10月 新聞折込広告
県内一部地域に配布される地元紙へ、里親月間や里親募集に
ついて記載したチラシを折り込む

10月 ポスティング
里親支援機関近隣を中心にキャンペーン用チラシをポスティ
ング

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５回開催予定、キャンペーン用チラシを配布）

市町村広報誌に掲載依頼 「里親制度」についての周知記事

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)

40 福 岡 県
福岡県福祉労働部
児童家庭課

092-643-3256 jido@pref.fukuoka.lg.jp

熊本県子ども家庭福祉課 096-333-2228

mailto:s04820@pref.nagasaki.lg.jp
mailto:s04820@pref.nagasaki.lg.jp
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

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

9月30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

10月18日

里親養育支援共働事業
「かぞくのかたち」～子
どもの育ちを社会で支え
る里親養育～（後援）

内容：現状報告・里親制度の概要、里親体験談　等
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11日 「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
内容：里親家庭で育った若者と里親によるトークショー、
　　　里親に関する講演会

大分県こども・家庭支援課 097-506-2707 a12480@pref.oita.lg.jp

10月19日
場所：杵築市八坂地区公民館会議室
時間：10:00～11:30

11月10日
場所：日田市咸宜公民館
時間：10:00～11:30

10月16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

10月29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：10:00～12:00

11月8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

10月20日
場所：佐伯市役所 203会議室
時間：14:00～16:00

10月29日
場所：別府市役所 3F 1会議室
時間：14:00～16:00

11月5日
場所：中津市役所 会議室304
時間：14:00～16:00

11月20日
場所：日田市役所 401会議室
時間：14:00～16:00

11月26日
場所：竹田市役所 横　いきいき交流センター
時間：14:00～16:00

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に関するパネ
ル展示・啓発物品配布

43 熊　本　県

10月(予定)

熊本県子ども家庭福祉課 096-333-2228

45 宮崎県

宮崎県こども家庭課 0985-26-7570
kodomo-
katei@pref.miyazaki.lg.j
p

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 a12403@pref.oita.lg.jp

里親募集説明会
「里親になりません
か？」



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～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、広報
誌での広報啓発

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
デジタルサイネージでの
広報啓発

庁舎に設置されているデジタルサイネージを活用した里親制
度についてのPR

10月 県庁ライトアップ
県庁舎本館をフォスタリングマークに使用されている色であ
る水色とピンクでライトアップ

10月 Facebookページでの周知 普及啓発情報の告知

通年 ホームページでの広報 制度や研修の内容等について掲載

通年 制度説明会・相談会 里親制度に関する説明会・相談会を行う

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

1月 里親制度普及啓発講演会
里親制度に関する普及啓発・里親の養育力の向上を目的とし
た講演会を実施

通年
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～10月 地元ラジオ放送での啓発 ＦＭ薩摩川内(9/17)・ＦＭあいら（10/14）

10月10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・のぼり旗・チラシの設置

10月 ラジオスポットCM 里親制度のスポットCM

10月 鹿児島ユナイテッドＦＣのＨＧでのアナウンス等によるＰＲ

11月～12月
出水市役所内における虐待防止及び里親制度のパネル展示・
チラシの配布

10月～11月 県内主要施設においてチラシの設置

10月20日 里親研修大会 ライフストーリーワークやフォスタリングチェンジ他

46 鹿 児 島 県

sumairu.kagoshima@outloo
k.jp

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

チラシ配布・パネル展示
等

鹿児島県里親会 099-256-6789

45 宮崎県

宮崎県こども家庭課 0985-26-7570
kodomo-
katei@pref.miyazaki.lg.j
p

里親普及促進センターみやざ
き

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

mailto:sumairu.kagoshima@outlook.jp
mailto:sumairu.kagoshima@outlook.jp
mailto:sumairu.kagoshima@outlook.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10日 奄美市（笠利支所）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.j
p

9月25日 さつま町において里親制度説明会実施（昼）

10月2日 薩摩川内市において里親制度説明会実施（昼）

10月8日 霧島市において里親制度説明会実施（昼）

10月8日 瀬戸内町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.j
p

10月27日 姶良市において里親制度説明会実施（昼）

11月9日 出水市において里親制度説明会実施（昼）

11月14日 奄美市（本所）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.j
p

11月18日 枕崎市において里親制度説明会実施（昼）

11月20日 伊佐市において里親制度説明会実施（昼）

11月26日 喜界町において里親制度説明会実施（夜）

12月11日 宇検村において里親制度説明会実施（夜）

12月16日 大和村において里親制度説明会実施（昼）

12月18日 長島町において里親制度説明会実施（昼） 鹿児島県中央児童相談所 099-286-3003
jisochiiki@pref.kagoshim
a.lg.jp

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3日､4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

10月11日 里親フェスタ

場所：札幌駅前通地下歩行空間「チ・カ・ホ」　札幌駅側
『北３条交差点広場(西)』
時間：11時～15時
内容：①映像による里親制度の宣伝プロモーション、②希望
者への個別ガイダンス、③里子の作品展示会(塗り絵、絵、折
り紙、習字など)

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

46 鹿 児 島 県

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

里親制度説明会
※通年

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

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

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

鹿児島県大島児童相談所 0997-53-6070
ooji@pref.kagoshima.lg.j
p
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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 広報に掲載依頼 広報紙に里親制度PRの記事を掲載依頼

通年 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 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

8月14日 里親制度説明会 里親希望者及び関心のある市民向けに説明会を実施。

50 さいたま市 10月～3月
里親制度啓発パンフレッ
トの配布

市内公共施設及び民間商業施設等にて里親制度啓発パンフ
レットを配布

さいたま市南部児童相談所 048-711-2489
nambu-jido-
sodanjyo@city.saitama.lg
.jp

9月27日～11月8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。今年度は、市内複
数個所を巡回。チラシ等の配布、個別相談も実施。

千葉市こども家庭支援課 043-245-5608
kateishien.CFC@city.chib
a.lg.jp

10月1日 広報誌に掲載 里親月間、パネル展示開催の周知

10月1日～31日 ホームページに掲載 里親月間、パネル展示開催の周知

適宜開催 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

4月～9月
世田谷線ホームへのポス
ター掲示

世田谷線ホームへ里親普及啓発活動ポスターを掲示

10月1日
「区のおしらせ　せたが
や」10月1日号記事掲載

区の広報紙を通して、里親制度を周知

10月17日
里親制度オンライン説明
会の開催

里親支援機関による里親制度オンライン説明会の開催(映画上
映、ディスカッションなども含む)

フォスターホームサポートセ
ンターともがき

03-6379-2167

11月末～ 里親啓発動画配信
YouTube区公式チャンネルにて里親制度の説明、里親・元里子
の体験発表等を配信

12月7日～11日
区役所第２庁舎１階でパ
ネル展の開催

区役所第２庁舎１階にてパネルにより里親制度を普及啓発

12月14日～18日
区役所第１庁舎１階でパ
ネル展の開催

区役所第１庁舎１階にてパネルにより里親制度を普及啓発

通年
ホームページによる里親
制度の普及啓発

里親支援機関が作成したホームページ「世田谷の里親相談室
SETA-OYA」にて里親制度の普及啓発

フォスターホームサポー
トセンターともがき

03-6379-2167

9月1日～9月15日 里親制度啓発パネル展示
図書館で里親制度を紹介した啓発用パネルの展示と里親関連
の図書の案内。チラシ等の配布

10月9日～10月29日 里親制度啓発パネル展示
区役所区民ギャラリーでの里親制度を紹介した啓発用パネル
の展示。チラシ等の配布

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

49 仙 台 市
仙台市子供未来局子供家庭支
援課

022-214-8180

53 荒川区
荒川区子ども家庭総合セン
ター

03-3802-3765 jidou@city.arakawa.tokyo.jp

51 千 葉 市

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

52 世 田 谷 区

世田谷区子ども・若者部児童
相談支援課

03-6304-7740

世田谷子ども・若者部児童相
談支援課

03-6304-7740

kod006040@city.sendai.lg
.jp

mailto:nambu-jido-sodanjyo@city.saitama.lg.jpma.lg.jp
mailto:nambu-jido-sodanjyo@city.saitama.lg.jpma.lg.jp
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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21日 広報誌に掲載 里親月間、里親制度の周知と里親募集

通年 チラシ設置
里親個別相談会（月1回）チラシと、里親募集のチラシを区役
所・区民会館・図書館等に設置

通年 ポスター掲示
区の里親募集ポスターや厚生労働省作成の里親制度ポスター
等を区役所・区民施設・図書館等に掲示

通年 区ホームページ掲載
区ホームページにて里親個別相談会のお知らせと里親制度の
概要を掲載

10月1日 広報誌に掲載 里親月間、パネル展示と里親相談会、週末里親の紹介

９月１日～ 里親啓発チラシ配布 区内便を通じて、約３万枚関係機関にチラシ配布予定

10月22日 里親、茶話会開催 区内区民施設にて里親同士の交流会

10月1日～30日 パネル展示 里親啓発パネル展示、クイズ、チラシ配布

年７回開催 里親相談会 里親制度の説明、質問に回答（予約制）

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
市営地下鉄全駅・ブルーライン全車両、相鉄線全車両に里親
啓発ポスターを掲示

10月3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22日、23日 里親啓発イベントの開催 横浜駅デパート店舗前で里親啓発イベントを開催

11～3月 里親啓発イベントの開催
市内イオン、イトーヨーカドー店舗で里親啓発イベントを開
催

8月14日､12月9日､
2月16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）
横浜市北部児童相談所
横浜市中央児童相談所
横浜市南部児童相談所

045-948-2441
045-260-6510
045-831-4735

通年 チラシ設置
養育里親説明会と、養子縁組里親登録説明会（月1回程度開
催）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

54 江 戸 川 区
江戸川区児童相談所援助課地
域支援係

03-5678-1810

53 荒川区
荒川区子ども家庭総合セン
ター

03-3802-3765 jidou@city.arakawa.tokyo.jp

55 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

56 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
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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
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

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～
10,000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、google掲載

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

10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

9/1～9/15
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

10月2日～10月16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（日付未定） パネル展 市内書店の協力による里親制度パネル展の開催を予定

11月21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

10月15日 広報紙掲載 里親制度に関する記事掲載

9月27日 啓発画像の放映
ギオンスタジアムにおいて、ホームタウンチームの試合開始
前及びハーフタイム時に会場内大型モニターに啓発画像を放
映。

10月24日 里親制度説明会 相模原市立図書館

10月､及び３月 行政情報掲載
里親の啓発について市庁舎待合等に設置されたモニターに掲
載

11月14日 里親体験談（中央区） 大野北公民館

12月12日 里親体験談（南区） 南保健福祉センター

2月27日 里親体験談（緑区） 橋本公民館

9月14日～9月30日
里親制度の啓発展示
（中央区）

ウェルネスさがみはら

11月17日～12月11日
里親制度の啓発展示
（南区）

南区合同庁舎

042-730-3500

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

57 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

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2日～2月19日
里親制度の啓発展示
（緑区）

イオン橋本店

8月12日～8月30日
図書館に特集コーナー設
置（緑区）

橋本図書館

8月14日～8月30日
図書館に特集コーナー設
置（南区）

相模大野図書館

10月1日～10月18日
図書館に特集コーナー設
置（中央区）

市立図書館

11月 神奈川中央交通バス広告
バスの動画広告に里親制度啓発の画像を放映
（事業委託先の家庭養育支援センターが実施）

10月6日 民生委員への周知 1学区1里親のチラシを作成し、役員会で説明

9月24日、10月17日 PTAへの周知 1学区1里親のチラシを作成し、役員会で説明

8月24日、9月7日 青少年指導委員への周知 1学区1里親のチラシを作成し、役員会で説明

10月
社会福祉協議会の広報紙
掲載

里親制度について掲載（社会福祉協議会）

5月、10月、2月 里親通信の掲載 市ホームページに里親通信を掲載。

9月15日・10月18日 広報誌に掲載依頼 里親制度説明会・個別相談会の周知の記事を掲載

10月３日 テレビ放映
いきいき新潟において里親月間をＰＲし里親制度について
市民を対象に周知する。

9月8日､10月2日(通年） 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15日､10月16日
（通年）

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

９月７日～９月27日
市内繁華街地下通路にデジタルサイネージにより里親制度説
明会を掲示

９月12日～9月26日 市内バス車内に里親制度説明会を掲示

９月15日～10月31日 市内小学校に里親制度説明会のチラシを配布

042-730-3500

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

59 静岡市

制度説明会の掲示・
チラシ配布

静岡市里親家庭支援センター 054-275-2252
satooya@skyblue.ocn.ne.j
p

57 相 模 原 市

相模原市児童相談所

mailto:jiso@city.niigata.lg.jp
mailto:satooya@skyblue.ocn.ne.jp
mailto:satooya@skyblue.ocn.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15日、20日 里親啓発展示 市内コミュニティホール七間町で普及啓発ポスターを掲示

10月17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：「同性カップルの
　　　　　　　弁護士夫夫からカラフルな家族のカタチ
　　　　　　　　　　　　　里親、LGBT、そして人権」
　講師：南 和行　氏（弁護士）
2.里親制度説明会

10月31日 一日里親体験
親（里親）が施設の子どもと一緒にブドウ狩りを体験
（静岡市広報で参加者募集）

通年 市ホームページ 里親制度について掲載

5～3月まで毎月 里親説明会 里親希望の方を募り、制度の説明を実施。

10月 広報はままつ 里親制度について掲載

10月2日、29日 ラジオ番組での広報 里親制度について、ラジオ番組にて紹介

11月7日14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

10月 広報
市広報,地元広報のフリーペーパーに里親制度PRの記事を掲載
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

10月 広報 中日新聞「伸びる名古屋」に里親制度PRの記事を掲載予定

10月19日、23日 広報 Zip-FM内I LOVE NAGOYA(行政広報）にて里親制度のPR予定

7月､9月､11月､1月、3月 体験談を聞く会 里親制度説明会&里親の体験談の開催 名古屋市親和会 052-933-6446

12月 休日相談窓口 里親制度休日相談窓口
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

2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

6月19日～8月7日 養育里親の愛称募集 京都市の養育里親の愛称を一般公募 京都市子ども家庭支援課

9月9日 市長記者会見
「きょうと里親支援・ショートステイ事業拠点」の開設およ
び養育里親愛称決定に関する市長記者会見

京都市子ども家庭支援課

61 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

62 京都市

京都市子ども家
庭支援課

075-746-7625

京都市児童相談
所

075-801-2929

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

59 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: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

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）

10月1日～
「きょうと里親支援・
ショートステイ事業拠
点」の開設

里親の訪問支援や相互交流を行うとともに，ショートステイ
事業も実施し，身近な地域の子どもと子育て家庭を支える拠
点を開設。

京都市子ども家庭支援課

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
京都市子ども家庭支援課
京都市児童相談所

10月1日～ 里親啓発グッズ製作
京都市独自啓発グッズを製作し，啓発活動等の場で配布す
る。

京都市子ども家庭支援課

10月1日～11月1日
里親制度広報ポスターの
掲示

市営バス，市営地下鉄車内及び駅構内，私鉄駅構内等に，京
都市独自製作の広報ポスターを掲示する。

京都市子ども家庭支援課

10月3日～7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）

10月4日，11日，18日，
25日

ラジオ放送
「朝が来る」の監督である河瀬直美さんがＤＪを務めるエフ
エム京都「UNDER THE TREES」にて里親制度の紹介

京都市子ども家庭支援課

10月5日～11月1日
里親制度広報動画等の放
映

京都市独自製作の広報動画等を，テレビＣＭ，ラジオＣＭ及
び映画（朝が来る）上映前ＣＭとしての放映や，市内のデジ
タルサイネージ等を用いて放映する。

京都市子ども家庭支援課

10月17日～18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：ラクセーヌ専門店

京都市児童相談所

10月30日～31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：イオンモール洛南ショッピングセンター

京都市児童相談所

11月29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
市ホームページ「さとお
やってなぁに？？」での
情報発信

市ホームページ「さとおやってなぁに？？」での情報発信
・毎月の里親相談会の周知
・里親支援専門相談員による啓発記事「みずいろ通信」の掲載
・里親制度の周知　など

通年
（※特に10月は集中し
て展開）

里親制度普及啓発活動

区役所における普及啓発活動を展開
・区役所での啓発ポスター掲示、チラシ配架等
・区民祭りや子育てイベント等での啓発物配布
・区広報紙での啓発記事掲載

10月1日～10月8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

10月4日 里親相談会
個別無料相談会　時間：13:30～16:30
場所：あべのキューズモール
事前申込不要

10月7日～10月20日
OsakaMetro全駅での啓発
ポスター掲出

養育里親募集ポスターを掲出

10月16日～10月23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：阿倍野区役所

10月16日～11月4日
OsakaMetro全駅での啓発
ポスター掲出

映画「朝が来る」と大阪市こども相談センターとのタイアッ
プポスターを掲出

63 大 阪 市 大阪市こども相談センター 06-4301-3156 fb0130@city.osaka.lg.jp

62 京都市

京都市子ども家
庭支援課

075-746-7625

京都市児童相談
所

075-801-2929

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000043968.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000043968.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000043968.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000043968.html
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18日 里親制度普及イベント

里親シンポジウム
タイトル：「子どもと社会と、そして仲間と」
時間：13:30～16:30
場所：クレオ大阪子育て館

10月18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

11月5日～11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：福島区役所

11月10日 里親相談会
個別無料相談会　時間：17:30～19:30
場所：イオン野田阪神店
事前申込不要

11月頃
セレッソ大阪との共催に
よる里親制度普及啓発活
動

実施内容調整中

10月1日～31日 里親制度周知活動 泉北高速鉄道にポスター掲示、チラシの配架 子ども家庭課 072-228-7331
http://www.city.sakai.lg
.jp/kosodate/hughug/moku
teki/ouen/satooya/index.

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、美原
区役所）

10月1日～30日 里親制度周知活動
西区図書館ブックフェアにてポスター・チラシ等を提出・設
置

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8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）

10月20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月予定 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）

11月2日～16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：美原区役所）

11月16日 相談会 里親制度に関する説明会、相談会（場所：美原区役所）

11月28日 説明会 短期の養育里親に関する説明会の実施（場所：堺市役所）

10月
花時計ギャラリーでの広
報

市役所付近の展示スペース「花時計ギャラリー」において広
報

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

10月～11月 新聞 神戸新聞　里親特集記事

10月～11月
リーフレットの作成と配
布

一般向けに新たに冊子を制作し、広く配布予定
（毎年、里親月間に開催している「里親制度をすすめるため
の講演・シンポジウム」は中止）

65 神 戸 市

神戸市こども家庭局家庭支援
課

078-322-5211
ks_kateiyougo@office.cit
y.kobe.lg.jp

公益社団法人家庭養護促進協
会

078-341-5046

63 大 阪 市 大阪市こども相談センター 06-4301-3156 fb0130@city.osaka.lg.jp

64 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/

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

10月～12月 里親出前講座
里親とケースワーカーが地域の集まりや学校に出向いて、里
親の体験談と里親制度について話す

10月31日
養子を育てたい人のため
の講座

神戸市総合福祉センターにて、一般向けに広報し、養子養育
についての知識や理解を深めてもらう

11月1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

11月8日
季節里親・週末里親の募
集と説明会

神戸市総合福祉センター
施設で生活する子どもたちを長期休みや週末に家庭に迎える
ボランティア里親を広く知ってもらい募集する

12月10日～13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。土日はお愉しみコーナーでかんたん工作

12月～３月（予定）
インフォメーショングラ
フィックス動画での広報

里親制度についてインフォメーショングラフックスを用いた
動画を制作し、動画を活用した広報を展開

神戸市こども家庭局家庭支援
課

078-322-5211
ks_kateiyougo@office.cit
y.kobe.lg.jp

9月 広報誌へ掲載
市の広報誌１０月号に「１０月は里親月間です」と題し、家
族をテーマとする映画鑑賞会の案内を掲載。

11月3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3日（土）10時～17時
場所：イオン岡山未来スクエア

10月2日～5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。

10月11日 映画鑑賞会の開催
里親制度に理解のある民間団体と協働し，家族をテーマとす
る映画鑑賞会とトークセッションを開催。
場所：岡山ふれあいセンター　時間：13時～16時半

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
里親制度サイト、
ディスプレイ広告

里親制度サイトオープン、Yahoo!ディスプレイ広告（広島県
との連携事業）

10月 ラジオ放送
里親制度について、ラジオ番組にて紹介（広島県との連携事
業）

10月1日 市広報誌への掲載 市政だよりで里親に関する記事を掲載

10月
「子育てマップ北九州」
HPへの掲載

里親家庭での様子などを特集

10月18日，20日
商業施設におけるイベン
トの実施

商業施設において里親リクルートのイベントを開催

10月 広報誌に掲載 市の広報誌「市政だより」に「養育里親」募集の記事を掲載

10月10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
おり今回が第32回目の開催となる。
「コロナ禍を乗りこえよう！～新しいフォスターケアを目指
して～」をテーマにコロナ禍における新たなチャレンジを参
加者とともに考える

67 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

69 福 岡 市
福岡市こども総合相談セン
ター
こども支援第１課

092-832-7110
k-
shien1.CB@city.fukuoka.
lg.jp

68 北九州市 北九州市子ども総合センター 093-881-4556
kod-
kodomo@city.kitakyushu.l
g.jp

65 神 戸 市
公益社団法人家庭養護促進協
会

078-341-5046

66 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:ko-shien@city.hiroshima.lg.jp
mailto:ko-shien@city.hiroshima.lg.jp
mailto:k-shien1.CB@city.fukuoka.lg.jp
mailto:k-shien1.CB@city.fukuoka.lg.jp
mailto:k-shien1.CB@city.fukuoka.lg.jp
mailto:kod-kodomo@city.kitakyushu.lg.jp
mailto:kod-kodomo@city.kitakyushu.lg.jp
mailto:kod-kodomo@city.kitakyushu.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18日
「里親養育支援共働事業
かぞくのかたち」

熊本市主催里親制度広報啓発事業
講演会、制度説明、里親体験談
主催：熊本市、優里の会

（特）優里の会 070-5485-8365

10月6日 ラジオ放送 エフエム熊本「フレッシュフラッシュ」にて里親制度の紹介

10月15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

10月（予定） 市政だよりによる広報
熊本市主催里親制度広報啓発事業
講演会、制度説明、里親体験談
主催：熊本市、優里の会

10月（予定） ポスター、チラシの掲示
制度周知のために、公共施設・郵便局、協力施設等へポス
ターやチラシの掲示

10月（予定）
パンフレット、チラシの
配布

ポスティングの実施や協力機関等への説明会の開催

10月1日～10月31日 広報誌掲載
里親制度の紹介記事(今年度は特集記事を組む）専門里親、養
育里親、ボランティアファミリー、ファミリーホームの取材
を通して、本市の里親活動を紹介する。

同上 ポスター掲示
10月の里親月間に合わせて、市内関連施設及び市役所にて里
親に関するポスター及びチラシの掲示を行う。

10月５日～10月９日
庁内パネル展示
（里親関連ブース）

今年度初、市役所内に10月の里親月間に合わせて、「里親っ
てなあに」を題材に掲示板を設ける。

10月10日（土）

令和２年度
里親フォーラム
「よこすか
　　　里親フォーラム」

今年度初の取り組みである。東京都在住の里親を講演者とし
て招き、DVD視聴を行い、パネルディスカッション形式で講演
を行う。また、里親になるための相談ブースを設ける。

10月中 ラジオ放送 ラジオ番組(FMブルー湘南)で里親制度の紹介

11月15日（日） 里親関連講座
里親更新研修会に合わせて、登録されている里親に対しての
スキルアップを目的に、講師を依頼し講座を開催する。

１月16日（土） 里親講座
広く里親に興味のある市民を対象に講座を開催する。毎年、
年２回の開催を予定していたが、７月は実施できなかった。

通年 ホームページによる発信 横須賀市のHPにて、里親制度の紹介および相談先を常時掲載

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。

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

71 横 須 賀 市
横須賀市児童相談所
(こども家庭支援センター）

046-820-2323
cgcp－cfr＠
city.yokosuka.kanagawa.jp

70 熊 本 市

熊本市児童相談所 096-366-8181

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

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5日、10月24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：5日は明石こどもセンター、24日はこども健康センター

10月12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：明石こどもセンター

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 明石市内の駅や施設にて里親啓発の横断幕・懸垂幕を掲示。

10月1日 広報誌掲載 広報あかしに各種相談会の日程等を掲載

10月9日～10月26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。里親啓発のDVD上映会も実施予
定。

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

73 明 石 市

あかし里親センター 078-935-9720
akashi.satooya@ainote.ma
in.jp

明石市こども局明石こどもセ
ンターさとおや課

078-918-5282
satooya@city.akashi.lg.j
p

mailto:akashi.satooya@ainote.main.jp
mailto:akashi.satooya@ainote.main.jp
mailto:satooya@city.akashi.lg.jp
mailto:satooya@city.akashi.lg.jp

