
平成２７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

9月・11月に実施
する場合、○を選

択

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

出前講座

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
付

10月31日 講演会
里親に関する講演及びシンポジウム
場所：鶴田町公民館　13時30分～15時30分

11月20日 ○ 講演会
里親養育に関する講演及び里親養育経験者からのメッ
セージ
場所：十和田南公民館　13時30分～15時30分

10月4日 岩手県里親大会

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

10月9日 ラジオ放送 県内FMラジオにて里親募集についての放送

10月中 広報
コンビニ等へのポスター掲示、リーフレット設置
ホームページ掲載
ラジオ放送（県からのお知らせ）

宮城県保健福祉部子育て支援
課

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

10月21日 説明会 里親制度説明会の開催 宮城県中央児童相談所 022-784-3583

5 秋 田 県 ○
啓発用パンフレットの
データの送付

里親支援専門相談員と連携して作成したパンフレット
のデータを各市町村に送付し、里親制度の周知を図
る。

秋田県健康福祉部子育て支援
課家庭福祉班

018-860-1344 kosodate@pref.akita.lg.jp

10月9日 里親サロン 置賜総合支庁に於いて里親同士のサロンを開催
山形県子ども家庭支援セン
ターチェリー

0237-84-7111

11月28日 ○ 山形県里親研修会 県内の里親等に対する研修会
山形県子育て推進部子ども家
庭課

023-630-2259

7 福 島 県 － － － － － －

8 茨 城 県 ９月 ○
県のホームページにパン
フレットを掲載

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

茨城県子ども家庭課 029-301-3247 ik.nakata@pref.ibaraki.lg.jp

10月3日～10月9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.jp

11月22日 ○ 栃木県里親大会
里親制度に対する理解を深めるため基調講演やシンポ
ジウムを開催

(一財）栃木県里親連合会 028-665-7830

青 森 県2
青森県健康福祉部こどもみら
い課子育て支援グループ

017－734－9301
KODOMO@pref.aomori.lg.jp

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　（電話等）

北 海 道1
北海道保健福祉部子ども未来
推進局

011-231-4111
(内線25-755)

岩手県保健福祉部子ども子育
て支援課

019-629-5461
（内線5461）

3 岩 手 県

宮 城 県4

9 栃 木 県

山 形 県6



実施（予定）
期間・日

9月・11月に実施
する場合、○を選

択
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　（電話等）

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
（期日未定）

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
群馬県包括連携協定締結企業のスーパーマーケットや
コンビニ等

10月中 県広報誌 里親制度の周知及び里親募集

10月24日～28日 リーフレット配布 イオンモール太田にて里親募集のリーフレット配布

10月12日 里親制度説明会 里親制度の周知及び里親募集を館林市内で開催

11月19日 ○ 里親制度説明会 里親制度の周知及び里親募集を渋川市内で開催

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

9月5日 ○ リリックおがわ（小川町） 埼玉県川越児童相談所 049-223-4152

9月19日 ○ ぽぽら春日部（春日部市） 埼玉県越谷児童相談所 048-975-4152

10月3日 所沢市立中央公民館（所沢市）
所沢市役所こども相談セン
ター

04-2998-9129

10月31日 川口市西公民館（川口市） 埼玉県南児童相談所 048-262-4152

11月1日 ○ 羽生市民プラザ（羽生市） 埼玉県熊谷児童相談所 048-521-4152

11月28日 ○ 蓮田市中央公民館（蓮田市） 埼玉県中央児童相談所 048-775-4152

12 千 葉 県 10月17日 千葉県里親大会
講演やパネルディスカッションを行い、里親制度の広
報啓発活動を行う。

特定非営利活動法人千葉県里
親家庭支援センター

047-373-1063 fosterfamily926@gmail.com

群馬県健康福祉部こども未来
局児童福祉課

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

里親入門講座
（里親制度の説明、里親
の体験談の発表）

埼 玉 県11

群 馬 県10



実施（予定）
期間・日

9月・11月に実施
する場合、○を選

択
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　（電話等）

○
「広報東京都」10月1日
号記事掲載

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

○
フリーペーパー（サンケ
イリビング）記事掲載

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

9月13日～12月15日
（都内52か所の開催日
程は都ホームページ等
でご確認ください。）

○
養育家庭体験発表会の開
催

都内52か所で各区市町と児相が共催。養育家庭がみず
からの養育体験を発表。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/09/
20p9a500.htm

○
都庁１階ホール中央で普
及啓発

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

○
東京Human Rights Oct.
の連携イベントとして広
報

東京都初のイベントである東京ヒューマンライツフェ
スタを中心とするキャンペーンと一体的な広報を行
う。
http://www.tokyo-human-oct.com/

10月3日
午前8時30分～8時55分

ラジオ番組における里親
制度のＰＲ

　FMヨコハマ「KANAGAWA Muffin」に、県が今年６月
に開設した里親センターの職員が出演し、里親制度の
紹介等を行う。

神奈川県県民局次世代育成部
子ども家庭課

045-210-4655

11月14日
12時45分から16時00分

○ 第28回神奈川県里親大会
逗子文化プラザ　なぎさホール（神奈川県逗子市）
東京福祉大学名誉教授　ヘネシー澄子　氏による講演
等

神奈川県里親大会実行委員会
事務局

tel:046-875-1268
fax:046-875-2947

10月11日 新聞による広報
新潟日報「県からのお知らせ」欄で里親制度の紹介及
び募集案内を行う

10月中
県ホームページによる広
報

通常の里親制度のＨＰのほか里親月間の特設ページを
開設

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

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

10月11日 里親講演会

富山里親講演会　ひろめよう里親inとやま2015
日時：10/11 14時～　場所：富山県教育文化会館
http://www.toyama-
nyujiin.jp/1011Satooyakouennkai.pdf

富山県里親支援機関事務局
（県立乳児院内）

076-432-8137

毎月第3火曜 ○ 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。

富山県里親支援機関事務局
（県立乳児院内）

076-432-8137

11月12日 ○ 里親サロン 里親会及び里親支援機関
富山県里親支援機関事務局
（県立乳児院内）

076-432-8137

未定 里親制度説明会 里親制度説明会を開催予定（南砺市内）
富山県里親支援機関事務局
（県立乳児院内）

076-432-8137

新潟県福祉保健部児童家庭課 025-280-5926 ngt040270@pref.niigata.lg.jp

神 奈 川 県14

新 潟 県15

富 山 県16

東 京 都13
福祉保健局少子社会対策部育
成支援課

03-5320-4135



実施（予定）
期間・日

9月・11月に実施
する場合、○を選

択
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　（電話等）

10月
里親制度紹介リーフレッ
トの配布

里親制度紹介リーフレット「あなたも里親になってみ
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4074）

10月 市町説明会 市町の担当者へ里親制度を説明 中央児童相談所 076-223-9553

10月3日 里親サロン会 里親会 中央児童相談所

9月15日 〇 能登地区里親のつどい 里親、行政関係者が集まりフリートーク 七尾児童相談所 0767-53-0811

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

076-225-1421
（内線4074）

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

10月13日～16日 広報パネル展示 里親制度に関するパネル展示（場所：県庁ホール） 総合福祉相談所 0776-24-5138

10月13日 里親等研修会
講演「里子が抱える愛着の課題～子どものこころと向
き合う里親が知っておきたいこと～」（場所：県社会
福祉センター）

総合福祉相談所
敦賀児童相談所

0776-24-5138
0770-22-0858

19 山 梨 県 10月
啓発用リーフレットの送
付

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

山梨県福祉保健部子育て支援
課

055-223-1457

9月～11月 ○ 里親推進フォーラム
里親制度の説明、里親体験談、個別相談等の内容で県
内各地で実施。

県民文化部こども・家庭課こ
ども福祉係

026-235-7099
kodomo-
fukushi@pref.nagano.lg.jp

ラジオでの広報 コミュニティＦＭで里親制度の広報

21 岐 阜 県 10月24日～25日 啓発用チラシ等配布
岐阜県農業フェスティバルにおいて、里親制度をＰＲ
するブースを設置して啓発物を配付予定

岐阜県健康福祉部子ども・女
性局子ども家庭課

058-272-8325
(内線2636)

22 静 岡 県
10月10日(土)
13：00～16：00

里親月間記念後援会

演題：イライラしない子育て～里親という中途養育の
選択～
講師：汐見稔幸氏(白梅学園大学学長)
会場：清水テルサ(静岡市東部勤労者福祉センター)

静岡県里親連合会事務局
ＴＥＬ：054-254-5231
ＦＡＸ：054-251-7508

10月4日 名古屋市と共催イベント

会場：イオンモールナゴヤドーム前1階ノースコート
（愛知県ホームページにイベント開催案内を掲載
http://www.pref.aichi.jp/owari-
ukushi/jiso/aifesta2015.pdf)

あいフェスタ実行委員会 052-954-6281

10月４日
＊ホームページは9/28
～10/31

広報

・広報あいち１０月号（１０/４発行）に里親啓発
メッセージ掲載
・県ホームページにて里親制度の紹介、募集案内掲載
・民生委員等へ里親啓発ちらし配布

10月３日
10月3日（土）10:30～　岡崎げんき館　多目的室
（岡崎市若宮町2丁目１－１）

11月１日 ○
11月１日（日）10:30～　一宮市今伊勢公民館　大会
議室（一宮市今伊勢町宮後郷中茶原７１－３）

jidoukatei@pref.aichi.lg.jp

里親養育体験発表会

福 井 県18

石 川 県17

20 長 野 県

愛知県健康福祉部児童家庭課
要保護児童対策グループ

052-954-6281

23 愛 知 県



実施（予定）
期間・日

9月・11月に実施
する場合、○を選

択
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　（電話等）

10月3日 里親シンポジウム
～「家族」をつくる～
場所：三重県人権センター　多目的ホール

（特）三重県子どもNPOサ
ポートセンター

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

10月
平日朝夕1回放送予定

ラジオCM放送 県内FMラジオにてスポットCM（約30秒間）放送

10月
啓発用チラシ配布・ポス
ターの掲示

県内スーパーマーケットのうち65箇所でチラシ配布
うち30箇所でポスター掲示

9月12日 ○ 四日市市において里親説明会を実施。
（特）三重県子どもNPOサ
ポートセンター

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

9月17日 ○ 尾鷲市において里親mini説明会を実施。

10月9日 桑名市において里親mini説明会を実施。

11月4日 ○ 大紀町において里親mini説明会を実施。

11月25日
○ 多気町において里親mini説明会を実施。

11月29日
○ 紀北町において里親説明会を実施。

（特）三重県子どもNPOサ
ポートセンター

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

9月27日 ○ 里親フォーラム

～地域で支える社会的養護～
場所：東近江市蒲生コミュニティセンター
http://www.pref.shiga.lg.jp/kodomokatei/satooya/
satooyaforam.html

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

10月31日 滋賀県里親大会
「社会で子どもを育てる－安心が子どもの成長の支え
－」
場所：大津市生涯学習センター　ホール

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

10月6日 テレビ出演 ＫＢＳテレビにて里親募集についての放送

パンフレット、ポス
ター、クリアファイルの
配布

府内の行政施設等で配布

10月3日 里親シンポジウム
大阪府里親シンポジウム2015
場所：とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ5
階すてっぷホール

大阪府福祉部子ども室家庭支
援課

06-6944-6318
kateishien-
g02@sbox.pref.osaka.lg.jp

10月1日 里親周知活動（場所：千里中央駅付近） 池田子ども家庭センター
072-751-2858

10月1日～12日 里親関連掲示物の啓示（場所：大阪府立中央図書館） 東大阪子ども家庭センター 06-6721-1966

10月5日
ラジオ番組（NHKジャーナルにて大阪府などの里親推
進活動について放送予定）

大阪府福祉部子ども室家庭支
援課

06-6944-6318
kateishien-
g02@sbox.pref.osaka.lg.jp

10月18日 里親体験談発表（場所：武庫川女子大学文化祭） 東大阪子ども家庭センター 06-6721-1966

10月18日 里親周知活動（場所：羽曳野健康まつり） 富田林子ども家庭センター 0721-25-1131

10月6日 （場所：府立中央図書館玄関ﾎｰﾙ） 東大阪子ども家庭センター 06-6721-1966

10月8日～9日 （場所：豊中市役所第2庁舎） NPO法人キーアセット 06-6720-6811

10月12日 （場所：府立中央図書館玄関ﾎｰﾙ） 東大阪子ども家庭センター 06-6721-1966

10月18日 （場所：岸和田市立浪切ホール　4階特別会議室） 岸和田子ども家庭センター 0724-45-3977

10月23日 （場所:藤井寺市役所5階501号） 富田林子ども家庭センター 0721-25-1131

10月28日 （場所：アル・プラザ茨木3階） 吹田子ども家庭センター 06-6389-3526

京都府健康福祉部家庭支援課 075ｰ414ｰ4589 kateishien@pref.kyoto.lg.jp

県内各地で年間を通じて
里親説明会・里親mini説
明会を計18回実施。
(三重県児童相談セン
ター　ホームページ

http://www.pref.mie.lg
.jp/JIDOUCEN/HP/）

広報イベント

里親希望者の相談会

jidoucen@pref.mie.jp

三重県児童相談センター　家
庭児童支援室

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

滋 賀 県25

京 都 府26

三 重 県24

大 阪 府27

三重県児童相談センター　家
庭児童支援室

059-231-5669



実施（予定）
期間・日

9月・11月に実施
する場合、○を選

択
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　（電話等）

10月5日 （場所：川西こども家庭センター） 川西こども家庭センター 072-756-6633

10月8日 （場所：西宮市役所） 西宮こども家庭センター 0798-71-4670

10月10日 （場所：佛教大学） 川西こども家庭センター 072-756-6633

10月14日 （場所：豊岡市民会館）

10月18日 （場所：出石文化会館）

10月19日 （場所：新温泉町役場）

10月19日 （場所：フレミラ宝塚） 川西こども家庭センター 072-756-6633

10月23日 （場所：西宮市民会館） 西宮こども家庭センター 0798-71-4670

10月27日 （場所：川西市社会協議会） 川西こども家庭センター 072-756-6633

10月28日 （場所：西脇市生涯学習まちづくりセンター） 中央こども家庭センター 078-923-9966

10月28日 里親研修会
講演「乳児院の役割と現状について」
（場所：西宮こども家庭センター）

西宮こども家庭センター 0798-71-4670

10月中 啓発
センター敷地内に「あなたも里親に」の旗を１ケ月間掲げ
る。

川西こども家庭センター 072-756-6633

10月中 広報誌掲載依頼
市町と社協の広報誌（10月発行分）・町の子育て広場通信
等に、里親を求める記事を掲載依頼。

川西こども家庭センター
豊岡こども家庭センター

072-756-6633
0796-22-4314

29 奈 良 県 10月1日 広報誌掲載
奈良県発行の広報誌｢県民だより奈良｣に里親啓発の特
集記事を掲載。

奈良県健康福祉部こども・女
性局こども家庭課

0742-27-8605
0742-27-8107

コラム掲載 「県民の友」に里親に関してのコラムを記載予定

啓発 周知啓発物品を県民ロビー（県庁内）に設置予定

里親相談会 和歌山市において里親相談会実施 里親支援センターなでしこ 0736-69-1004 nadeshiko@shirt.ocn.ne.jp

○ 里親登録証の周知
里親登録証を発行することになったため、関係機関に
より里親制度に関して周知

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.lg.j
p

9月5日 ○ フォーラム
「子どもと家族の絆フォーラム」
場所：とりぎん文化会館

9月16日 ○ 特集番組の放映
日本海テレビにて里親や元里子の取材による特集番組
を放映

10月3日 街頭ビラ配り 行政・里親・施設協働による2,500枚のビラ配り

e0402001@pref.wakayama.lg.j
p

出前講座
「里親制度の説明および里
親の体験報告」

豊岡こども家庭センター 0796-22-4314

和 歌 山 県30

鳥 取 県31

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

里親支援とっとり 0857-22-4221

28 兵 庫 県



実施（予定）
期間・日

9月・11月に実施
する場合、○を選

択
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　（電話等）

○ 街頭ビラ配り
行政・里親・主任児童委員等によるビラ配り（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）

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

11月5日～12月3日 ○ 広報パネル展示
里親制度広報パネル（DV・虐待・里親に関する展示）
場所：県立図書館

10月中 県HPにおける周知 里親を求める運動月間及び里親制度説明会の周知

10月16日～22日
ラジオ放送等

RSKラジオ「県民のみなさんへ」
NHKデータ放送「岡山県からのお知らせ」
（里親制度について説明）

11月5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）

9月中 ○ 広報 プレス発表（里親制度等の周知）

2月14日 里親フォーラム
里親制度説明及び講演等「地域で子どもの育ちを支え
る」　　　　　　（於：ﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび）

10月7日 里親制度合同説明会
里親制度説明等
　　　　　　　　　（於：きらめきプラザ）

岡山県中央児童相談所
岡山県倉敷児童相談所
岡山県津山児童相談所

086-235-4152
086-421-0991
0868-23-5131

10月6日 ○ 里親制度説明　　　（於：玉野渋川マリンホテル）

11月12日 ○
里親制度説明及び里親体験談発表
　　　　　　　　　（於：山陽学園短期大学）

11月14日 ○
里親制度説明及び里親体験談発表
　　　　　　　　　（於：きらめきプラザ）

岡山県倉敷児童相談所 086-421-0991

10月20日
里親制度説明及び里親体験談発表
　　　　　　　　　（於：鶴山ホテル）

10月21日
里親制度説明及び里親体験談発表
　　　　　　　　　（於：津山すこやかセンター）

10月28日
里親制度説明及び里親体験談発表
　　　　　　　　　（於：鏡野町役場）

岡 山 県33

岡山県保健福祉部子ども未来
課

086-226-7911

里親出前講座

岡山県中央児童相談所 086-235-4152

岡山県津山児童相談所 0868-23-5131

島 根 県32
島根県健康福祉部青少年家庭
課

0852-22-6392



実施（予定）
期間・日

9月・11月に実施
する場合、○を選

択
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　（電話等）

10月 ポスター掲示
里親制度周知ポスターを広島県内の公共施設等で掲示
（広島市との連携事業）

広島県西部こども家庭セン
ター

082-254-0381 hkkrenkei@pref.hiroshima.lg.jp

10月17，18日 パネル展示
「ひろしまフードフェスティバル」においてブース出
展し，里親制度周知用パネルを掲示（広島市との連携
事業）

10月～12月 ○ 広告掲出
広島県内を走る広島電鉄車両内に里親制度周知の広告
を掲出（広島市との連携事業）

11月 ○ 新聞等への記事掲載
新聞やフリーペーパーへ里親制度説明の広告記事の掲
載（広島市との連携事業）

12月 ○ 里親制度推進講演会
広島県内において里親体験談やパネルディスカッショ
ンを開催（広島市との連携事業）

10月6日～11月20日 ○ 里親募集説明会 県内各地で里親募集説明会を実施

11月21日 ○ 里親講演会
里親制度に関する講演会
場所：山口県立山口図書館

10月1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（1日～16日）、山口県総合保健
会館（１日～３０日）

10月28日
「ワンポイント県政」
（ラジオ）

「10月は「里親を求める運動」月間です」（予定）

11月17日 ○
「大好き！やまぐち」
（テレビ）

「里親制度を知っていますか？」（予定）

10月9日～10月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14日～10月27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）

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26日～11月6日 ○ 広報パネル展示
里親制度広報パネル（DV・虐待・里親に関する展示）
場所：県立文書館「展示室」

10月1日 県広報誌に掲載 「里親月間」についての周知記事
保健福祉部子育て支援課児
童・婦人施設係

089-912-2414

10月1日・2日
県政広報番組でのお知ら
せ

「里親月間」に係る講演等についてのお知らせ

10月31日
里親制度についての説
明・講演

「元気が出る子育て　いいとこ探しの心と技」
　　　　　　　　　於：愛媛県視聴覚福祉センター
　※県ＨＰに開催案内を掲載予定。

愛媛県福祉総合支援センター 089-922-5040

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

fukatei@pref.hiroshima.lg.jp

徳島県県民環境部次世代育
成・青少年課子ども・子育て
支援室

088-621-2180

香川県健康福祉部子育て支援
課

087-832-3286

健康福祉部こども・子育て応
援局こども家庭課

広 島 県34

徳 島 県36

山 口 県35

愛 媛 県38

香 川 県37

082-513-3168
広島県健康福祉局こども家庭
課



実施（予定）
期間・日

9月・11月に実施
する場合、○を選

択
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　（電話等）

10月6日 ○ ラジオ放送
ＲＫＣ高知放送「ラジオ県庁ナビ」ＦＭ高知「聞かせ
て高知県」にて里親制度の紹介を行う。

10月3日、15日、17日、
23日

○ 里親制度説明会・相談会
開催場所：高知市（3日・15日）、四万十市（17
日）、四万十町（23日）

10月1日～31日
ラジオ放送による広報
(予定）

民放ラジオ番組　ＦＭ福岡「モーニングジャム」毎週
月・木曜日放送（予定）

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

41 佐 賀 県 10月16日
里親推進研修「子どもた
ちの幸せを願って」

市町担当者や里親、里親支援機関関係者等を対象に研
修会（①基調講演②里親によるトークセッション）を
開催

佐賀県中央児童相談所 0952-26-1212

10月１日 新聞への掲載 新聞への広報記事掲載

9月10日 ○ 西海市での里親制度広報啓発

10月2日
島原市での里親制度広報啓発

10月29日 長崎市での里親制度広報啓発

11月18日 ○ 南島原市での里親制度広報啓発

10月4日
水俣市（場所：もやい館）
　里親さんのお話「家族になるということ」

10月12日 玉名市（場所：九州看護福祉大学）
　里親さんのお話「家族になるということ」

10月18日
熊本市（場所：ウェルパルくまもと）
　講演「子どもに安心感を与える養育とは」

里親制度の普及啓発に係
るキックオフ広報事業

県市共同事業
　里親制度及び「熊本県家庭的養護推進計画」の広報
啓発活動）
　・ＲＫＫにてテレビの特集番組、ＣＭの放映
　・新聞、フリーペーパー等を活用した広報
　・熊本市電の車内広告
　・ポスターの作成、掲示

熊本県健康福祉部子ども・障
がい福祉局子ども家庭福祉課

096-333-2228

10月18日

10月30日

11月15日 ○

11月26日 ○

高知県地域福祉部児童家庭課 088－823-9655 060401@ken.pref.kochi.lg.jp

福岡県福祉労働部児童家庭課 092-643-3256福 岡 県40

高 知 県39

長 崎 県42

熊 本 県43

里親講演会「里親制度っ
て何だろう？」

（特）優里の会 070-5485-8365

里親制度の出前講座の実
施

長崎県福祉保健部こども政策
局こども家庭課

095-895-2442

大 分 県44 里親募集説明会
「里親になりませんか？」
場所：大分県・こども女性相談支援センター（大分県
中央児童相談所）

大分県中央児童相談所 097-544-2016



実施（予定）
期間・日

9月・11月に実施
する場合、○を選

択
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　（電話等）

9月1日 ○
里親普及啓発センターみ
やざき開所

里親希望者からの相談窓口、講演会・説明会、研修の
実施

9月1日 ○
里親普及啓発センターみ
やざきホームページでの
周知

センター業務内容を含め里親啓発情報等を掲載

9月9日 ○ 市町村への周知 県内26市町村へ開所及び説明会等の案内配布

9月11日 ○ Facebookページでの周知 普及啓発情報の告知

9月14日 ○ 子育て支援団体への周知 174団体へ開所及び説明会等の案内配布

10月 地元テレビ番組での周知 地元テレビ番組で開所及び里親月間の取組を周知

9月8日 ○
県庁ホームページでの周
知

10月1日～31日 県庁懸垂幕の掲示

9月～10月 ○
市町村・関係機関等への
通知

10月 市町村広報紙での掲載

9月27日 ○
地元６紙への啓発記事掲
載

県政けいじばん『10月は「里親を求める運動月間」で
す。』

9月28日 ○ 地元紙への記事掲載
くらしの相談窓口『里親について知りたいのです
が。』

9月24日 ○ 宮崎市（宮崎市民文化ホール）

9月25日 ○ 都城市（都城児童相談所）

9月30日 ○ 延岡市（延岡児童相談所）

11月19日 ○ 日南市（日南市生涯学習センターまなびピア）

11月20日 ○ 西都市（西都市コミュニティーセンター）

10月8日 宮崎市（中央児童相談所）講演及び里子体験発表 宮崎県中央児童相談所 0985-26-1551

10月9日 都城市（都城児童相談所）講演及び里親里子体験発表 宮崎県都城児童相談所 0986-22-4294

10月16日 延岡市（延岡児童相談所）講演及び里親体験発表 宮崎県延岡児童相談所 0982-35-1700

11月1日 ○ 里親制度普及啓発講演会
宮崎市（宮崎県企業局県電ホール）
　　　　講演及び里親経験者による体験発表

里親普及啓発センターみやざ
き

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

10月24日～10月25日 全国里親大会
第60回全国里親大会かごしま大会
霧島ロイヤルホテル

鹿児島県子ども福祉課
鹿児島県里親会

099-286-2771
099-257-3855

j-sisetu@pref.kagoshima.lg.jp

9月15日 ○ 里親募集説明会 出水市において里親募集説明会実施(昼・夜) 鹿児島県中央児童相談所 099-264-3003

11月13日 ○ 里親募集説明会 阿久根市において里親募集説明会実施(昼のみ) 鹿児島県中央児童相談所 099-264-3003

11月20日 ○ 里親募集説明会 伊佐市において里親募集説明会実施(昼・夜) 鹿児島県中央児童相談所 099-264-3003

11月27日 ○ 里親募集説明会 湧水町にて里親募集説明会実施(昼・夜) 鹿児島県中央児童相談所 099-264-3003

12月4日 ○ 里親募集説明会 長島町にて里親募集説明会実施(昼・夜) 鹿児島県中央児童相談所 099-264-3003

鹿 児 島 県46

宮崎県こども家庭課 0985-26-7570

satooya@kodomo-bunka.org0985-20-1220
里親普及啓発センターみやざ
き

宮 崎 県45

里親制度説明会及び相談
会

里親制度普及促進大会

里親普及啓発センターみやざ
き

0985-20-1220

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

satooya@kodomo-bunka.org



実施（予定）
期間・日

9月・11月に実施
する場合、○を選

択
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　（電話等）

47 沖 縄 県 － － － － － －

48 札 幌 市 10月31日
札幌市里親促進フォーラ
ム

「ここはあなたの家です～ひろがる子どもの未来～」
場所：札幌市教育文化会館。　時間：10時～15時

札幌市児童相談所 011-622-8630

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

仙台市子供未来局総務課 022-214-8180 fuk005340@city.sendai.jp

10月31日 里親一般研修
仙台市に登録の里親・里親会会員を対象に、養育に関
する基本的知識や技術の習得を図ることを目的に実施
予定

10月3日 里親公開講座
里親制度の説明と里親体験談の発表
場所：さいたま市与野本町コミュニティセンター

10月31日 里親応援の集い
映画「アニー」の上映と里親体験談の発表
場所：さいたま市産業文化センター

10月19日～25日 里親制度啓発パネル展示
里親制度を紹介した啓発用パネル10枚程度及びポス
ターの展示、里親制度を紹介したパンフレット及びチ
ラシの配布

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

10月12日
千葉市里親制度推進シン
ポジウム

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

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

52 横 浜 市 10月17日 里親制度説明会
市民を対象とした里親制度説明会
（制度説明、里親体験発表、里親との懇談）

横浜市南部児童相談所 045-831-4735

53 川 崎 市 － － － － － －

10月 広報誌掲載 里親制度に関する記事 相模原市こども青少年課 042-769-9811
kodomoseisyonen@city.saga
mihara.kanagawa.jp

10月3日 里親講座
・・・もっと知ってほしい里親制度のこと・・・
場所：相模女子大学　マーガレットホール

相模原市こども青少年課
相模原市児童相談所

042-769-9811
042-730-3500

10月28日 里親体験談（南区） ユニコムプラザさがみはら 相模原市児童相談所 042-730-3500

11月20日 ○ 里親体験談（中央区） 大野北公民館 相模原市児童相談所 042-730-3500

12月19日 ○ 里親体験談（緑区） ソレイユさがみ 相模原市児童相談所 042-730-3500

10月4日 広報誌に掲載依頼
里親制度のPRと里親制度説明会・個別相談会
の記事を掲載

10月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

10月27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

仙 台 市49

jido-
sodanjyo@city.saitama.lg.jp

025－230－7777 jiso@city.niigata.lg.jp

相 模 原 市54

55 新 潟 市

さいたま市児童相談所 048-840-610750 さいたま市

新潟市児童相談所

千 葉 市51



実施（予定）
期間・日

9月・11月に実施
する場合、○を選

択
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　（電話等）

10月1日
地域ＦＭ局（FM-Hi!）番
組内で宣伝

番組内コーナーにて里親制度の説明をする。 静岡市児童相談所 054-275-2874
jidousoudan@city.shizuoka.lg.
jp

10月5日～7日
里親制度ＰＲコーナーの
設置

里親制度周知のための相談コーナーを設置　場所：静
岡市役所葵庁舎１階

10月10日 里親月間記念講演会
白梅学園大学学長　汐見稔幸　氏による基調講演等
場所：清水テルサ（静岡市東部勤労者福祉センター）
７階大会議室

10月28日 市職員対象の夜間講座
市職員を対象に里親制度の普及・啓発及び担い手の育
成を目的にした講座
場所：静岡市役所葵庁舎

11月3日 ○ 一日里親体験会
一般市民と施設入所児童の交流の機会を提供し、里親
制度の理解を深める。

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

9月12日 ○ 一日里親
公募市民と児童養護施設児童、里親との交流と制度の
啓発を実施　場所：浜松市青少年の家

10月22日 里親説明会
里親希望の方を募り、制度の説明を実施。
場所：浜松市児童相談所

日程調整中 ○
里親家庭支援ネットワー
ク会議

里親を支援する幅広い機関・団体のネットワークを作
り連携して行う事業を検討する。

10月4日 愛知県と共催イベント

「あいフェスタ2015」
会場：イオンモールナゴヤドーム前1階ノースコート
（名古屋市公式ホームページにイベント開催案内を掲
載予定
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0
000074008.html）

NPO法人なごやかサポートみ
らい

052-911-8523 info@nagoyakamirai.com

9月 ○ 広報
市広報にイベント開催案内記事を掲載
ラジオ放送にてイベント開催案内
市営地下鉄広告にてイベント開催案内掲載

10月 広報 市広報に里親月間に関する記事を掲載予定

広報 市バスにパートラッピング広告を掲出し運行（年間）

説明会 里親制度説明会の開催 一般財団法人子ども財団 052-563-6639

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

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

京都市児童家庭課 075-251-2380

10月
情報誌への啓発記事の掲
載

リビング京都（10月10日号及び10月24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）

075-801-2929

10月19日～22日
里親制度説明コーナーの
開設

里親支援専門相談員による里親制度についての個別説
明及びパネル展示
場所：サンサ右京（右京区総合庁舎）

京都市児童家庭課 075-251-2380

11月23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
タイトル：「家族づくり～子どもに寄り添う，里親と
いう生き方～」

京都市里親会（事務局：京都
市児童相談所）

075-801-2929

静 岡 市56

053-457-2705
jidosodan@city.hamamatsu.s
hizuoka.jp

名 古 屋 市58

京 都 市59

57 浜 松 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

浜松市児童相談所



実施（予定）
期間・日

9月・11月に実施
する場合、○を選

択
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　（電話等）

10月3日 ○ 里親連続講座①
「愛のファミリー」映画上映　時間：１０時～１２時
場所：阿倍野市民学習センター　当日飛び込み・単回
のみ参加ＯＫ

大阪市こども相談センター ０６－４３０１－３１５６

10月10日 ○ 里親連続講座②
「里親について知ろう～里親の現状～」　　　　　時
間：１０時～１２時　　場所：阿倍野市民学習セン
ター　　　当日飛び込み・単回のみ参加ＯＫ

大阪市こども相談センター ０６－４３０１－３１５６

10月17日 ○ 里親連続講座③
「週末里親について知ろう」時間：１０時～１２時
場所：阿倍野市民学習センター　当日飛び込み・単回
参加ＯＫ

大阪市こども相談センター ０６－４３０１－３１５６

10月24日 ○ 里親相談会
個別無料相談会　時間：１３時～１７時　　場所：イ
オン大阪ドームシティ１階「ヨゴリーノ前」事前申し
込みなし

大阪市こども相談センター ０６－４３０１－３１５６

11月1日 ○ 里親相談会
個別無料相談会　時間：１３時～１７時　場所：ＡＴ
Ｃ館内２階スペース　事前申し込みなし

大阪市こども相談センター ０６－４３０１－３１５６

11月8日 ○
大阪市里親会シンポジウ
ム

「親とくらせないこどもたちの今」時間：１３時～１
６時場所：関西テレビ「なんでもアリーナ」

大阪市里親会（事務局：大阪
市こども相談センター）

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

10月9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：堺市北区役所１階エントランスホール

子ども家庭支援センター清心
寮（リーフ）

072-252-3521

10月10日
里親制度周知活動

里親制度の紹介パンフレットの配架、バルーンアート
を実施。（場所：西友上野芝店駐車場）

子ども家庭支援センター清心
寮（リーフ）

072-252-3521

10月24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）

子ども家庭支援センター清心
寮（リーフ）

072-252-3521

10月31日
11月1、8、14、15日

〇 里親制度周知活動 各区の区民まつりで啓発物配布 堺市子ども家庭課 072‐228‐7331

11月23日 〇 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

堺市子ども家庭課 072‐228‐7331

62 神 戸 市 11月23日 ○
里親制度を進めるために
【ドキュメンタリーの上
映とトーク】

場所：たちばな職員研修センター
公益社団法人　家庭養護促進
協会 078-341-5046

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

ホームページに掲載
市のホームページに「里親について」と題し、里親の
種類、なるための手続き、要件、研修等についての説
明を行っている。

10月4日 説明会の開催
広く制度を理解してもらうため、説明会を開催する。
１０月４日（日）１３時～１５時　岡山市ふれあいセ
ンターにて

岡 山 市63
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
（内線5596）

大 阪 市60

koka@city.sakai.lg.jp

堺 市61



実施（予定）
期間・日

9月・11月に実施
する場合、○を選

択
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　（電話等）

10月 ポスター掲示
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17，18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～12月 ○ 広告掲出
広島市内を走る広島電鉄車両内に里親制度周知の広告
を掲出（広島県との連携事業）

11月 ○ 新聞等への記事掲載
新聞やフリーペーパーへ里親制度説明の広告記事の掲
載（広島県との連携事業）

12月 ○ 里親制度推進講演会
広島市内において里親体験談やパネルディスカッショ
ンを開催（広島県との連携事業）

10月9日 研修会
里親会・一日里親の合同研修会
場所：北九州市子ども総合センター研修室

10月14日 施設見学
北九州市里親会による施設見学
場所：福岡県立福岡学園（児童自立支援施設）

10月21日 出前講演
里親制度についての出前講演
場所：北九州市戸畑区役所

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

66 福 岡 市 － － － － － －

10月2日 フリーペーパーへの掲載
くまもと生活応援誌「すぱいす」10/2号への掲載
里親制度普及のための広報と里親講演会の案内

熊本市健康福祉子ども局  児
童相談所

096-366-8181
jidousoudan@city.kumamoto.l
g.jp

10月4日
水俣市（場所：もやい館）
　里親さんのお話「家族になるということ」

10月12日 玉名市（場所：九州看護福祉大学）
　里親さんのお話「家族になるということ」

10月18日
熊本市（場所：ウェルパルくまもと）
　講演「子どもに安心感を与える養育とは」

9月18日～10月末にかけ
て

里親制度の普及啓発に係
るキックオフ広報事業

県市共同事業
　里親制度及び「熊本県家庭的養護推進計画」の広報
啓発活動）
　・ＲＫＫにてテレビの特集番組、ＣＭの放映
　・新聞、フリーペーパー等を活用した広報
　・熊本市電の車内広告
　・ポスターの作成、掲示

熊本県健康福祉部子ども・障
がい福祉局子ども家庭福祉課

096-333-2228

81 横 須 賀 市 10月1日～31日 広報誌掲載 里親制度の紹介記事 横須賀市児童相談所 046-820-2323

83 金 沢 市 － － － － － －

広島市こども未来局こども・
家庭支援課

082-504-2813 ko-shien@city.hiroshima.lg.jp

67

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
北 九 州 市65

広 島 市64

yuurinokai@yahoo.co.jp
里親講演会「里親制度っ
て何だろう？」

（特）優里の会 070-5485-8365

熊 本 市


