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会 期 ： 2022年12月10日(土)・11日(日) 

会 場 ： 福岡国際会議場、福岡サンパレス 
大 会 長 ： 小川 厚（福岡大学筑紫病院小児科 教授） 



ご挨拶 
 
謹啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 

 さて、福岡大学医学部小児科学教室では、2022 年 12 月 10 日（土）、11 日（日）に、日本子
ども虐待防止学会第 28 回学術集会ふくおか大会を主催することになりました。 

我が国の子ども虐待は年々増加傾向で、大きな社会問題となってきています。日本子ども虐
待防止学会は、1994 年に「日本子どもの虐待防止研究会」として発足し 2004 年 12 月より「日
本子ども虐待防止学会」に名称変更となりました。各地で虐待防止に関する研究や活動を行っ
ている医療・保健・福祉・心理・法曹・教育など多職種相互の情報交流の場としても非常に意
義深いものであります。 
学術集会は年１回年末に開催され、全国各地から約 3000 名の参加者が見込まれており、28 年
目を迎える本学術集会は、福岡県で第 10 回大会以来 2 回目の開催になります。２日間を通し
て、外国人スピーカーによる特別講演、約 20 のメインシンポジウム、教育講演を予定してお
ります。さらに、会員からの公募シンポジウム、一般演題発表を多数予定しております。 

 
本学術集会の運営につきましては、出来るだけ簡素でしかも内容が充実したものを旨といた

したいと存じます。しかしながら、参加者からの会費だけでは賄いきれないのが現状です。諸
経費、ご多難の折、誠に恐縮ではございますが、本会の趣旨にご賛同頂き、学会運営費の一部
としてご協賛を賜りたくお願い申し上げます。 

つきましては、出費多端な折まことに恐縮に存じますが、学術集会の開催ならびに本会の趣
旨にご賛同いただき、ぜひともご支援とご助力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
 

本来ならば参上し拝眉の上直接お願いさせていただくべきことではございますが、新型コロ
ナウィルス感染流行の折、本書面を借りてのご高配とご助力の程、心よりお願い申し上げます。 

 
なお、拠出いただきました協賛金につきましては、日本製薬工業協会の「企業活動と医療機

関等の関係の透明性ガイドライン」に基づき「共催企業様と医療機関及び医療関係者との関係
の透明性に関する指針」に従い、学会等の会合開催にかかる費用を公開することについて了承
いたします。 

 
末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を祈念いたします。 
 

謹白 
 
2022 年 5 月吉日 

 
日本子ども虐待防止学会     
第 28 回学術集会ふくおか大会   

大会⻑ 小川 厚       
（福岡大学筑紫病院小児科 教授） 

 



学術集会開催概要 

 
1. 会議の名称  日本子ども虐待防止学会第 28 回学術集会ふくおか大会 

The 28th Congress of Japanese Society for Prevention of Child Abuse and Neglect 
 
２．主催    一般社団法人 日本子ども虐待防止学会 

日本子ども虐待防止学会第 28 回学術集会ふくおか大会 実行委員会 
 
３．大会⻑   小川 厚：福岡大学筑紫病院小児科 教授 
 
４．目的   日本子ども虐待防止学会は、医療・保健・福祉・教育・司法・行政などの実

践家・研究者が一堂に会して、実践経験や研究を交流しあい、我が国の子ど
も虐待防止についての取り組みの推進を目的としています。ふくおか大会で
は「こころをつなぐ」というテーマの下、子どもたちを守りたいという様々
な職種の方々の思いをつないで、より具体的な形に昇華させていく方略を議
論いたします。 

 
５． 開催期間  2022 年 12 月 10 日（土）、11 日（日） 
 
６．開催会場  福岡国際会議場   〒812-0032 福岡市博多区石城町 2-1 

福岡サンパレス   〒812-0021 福岡市博多区築港本町２−１ 
 
７．参加対象・参加予定者数 

医療・保健・福祉・教育・司法・行政などの実践家・研究者、N P O 関係者、学生など 
約 3,000 名（オンサイト 2,000 名、オンライン 1,000 名） 

 
8. 学術集会の構成と日程（予定） 

本会は、子どもに関係する各職種が互いに知識・技術の向上を図り、子どもの健やかな成
⻑と親への適切な支援を行うネットワークづくりを目的に活動を進めており、年 1 回の学
術集会を通して、会員相互の活発な意見交換を行なっております。ふくおか大会では初日
に教育講演、指定講演、シンポジウムを行い、2 日目には 26 の分科会および 50 の一般演
題発表を行う予定です。 
 
 

開催日           午前                午後 
12 月 10 日（土） 開会式             海外招聘講演 ビデオレター講演 
        行政説明             特別講演 大会企画プログラム 公募シンポジウム 
12 月 11 日（日） 教育講演 大会企画シンポジウム 教育講演 大会企画シンポジウム 
        一般演題 公募シンポジウム    一般演題 公募シンポジウム 
 



9. 学術集会ホームページ  https://www.jaspcan28.org/ 
 
10. 一般社団法人 日本子ども虐待防止学会 役員 

理事⻑：  岩佐 嘉彦  いぶき法律事務所 
副理事⻑： 中板 育美  武蔵野大学看護学部 

         増沢 高   子どもの虹情報研修センター 
事務局⻑： 礒谷 文明  くれたけ法律事務所 
常務理事： 小橋 孝介  松⼾市⽴総合医療センター小児科 

         橋本 達昌  児童家庭支援センター・児童養護施設一陽 
理事：   相澤 仁   大分大学 福祉健康科学部 

         上野 昌江  関⻄医科大学看護部 
         奥山 眞紀子（社福）子どもの虐待防止センター 
         川﨑 二三彦 子どもの虹情報研修センター 
         小林 美智子 ⻄日本こども研修センターあかし 
         ⻄澤 哲   山梨県⽴大学 人間福祉学部 
         橋本 和明  花園大学社会福祉学部 
         藤林 武史  ⻄日本子ども研修センターあかし 
         松本 伊智朗 北海道大学大学院教育学研究院 
         山縣 文治  関⻄大学人間健康学部 
         山田 不二子 認定 NPO 法人チャイルドファーストジャパン 
         山本 恒雄  愛育研究所 
         鷲山 拓男  とよたまこころのクリニック 
         和田 一郎  花園大学社会科学部 

監事     岩城 正光  あかつき法律事務所 
         佐藤 拓代  ⺟子保健推進会議 
         宮本 信也  白百合女子大学人間総合学部 

 
11.日本子ども虐待防止学会第 28 回学術集会ふくおか大会 実行委員 

大 会 ⻑： 小川 厚   福岡大学筑紫病院小児科 
実行委員⻑： 藤林 武史  ⻄日本子ども研修センターあかし 
事務局⻑：  藤田 貴子  福岡大学医学部小児科 
事務局次⻑： 田北 雅裕  九州大学大学院人間環境学研究院 
実行委員：  荒木 俊介  産業医科大学小児科 

       池田 佐知子 ⻄九州大学看護学部看護学科 
       一宮 里枝子 福岡県福岡児童相談所 

    稲光 毅   いなみつこどもクリニック 
       栄留 里美  大分大学福祉健康科学部 
       岡松 由記  麻生飯塚病院小児科 
       賀来 典之  九州大学病院救命救急センター小児科 
       梶谷 優子  福岡市⽴照葉中学校スクールソーシャルワーカー 
       神薗 淳司  聖ルチア病院小児科 
       北野 久美  北九州市保育⼠会会⻑ 



       酒井 さやか 久留米大学小児科 
       讃井 絢子  福岡大学病院産婦人科 
       田邉 弓子  福岡市城南区子育て支援課 
       鶴田 智子  福岡市こども総合相談センター 
       永光 信一郎 福岡大学医学部小児科 
           中村 みどり Children’s Views & Voices 
       福井 充   福岡市こども未来局 
       古野 憲司  福岡市⽴こども病院総合診療科 

          藤田 めぐみ 福岡大学病院小児救急看護認定看護師 
         堀井 智帆  福岡市スクールカウンセラー 
       八坂 知美  福岡市⽴⻄部療育センター 
       山下 洋   九州大学病院子どものこころの診療部 
       吉田 雄司  北九州地区小児科医会会⻑ 
       米倉 順孝  大名よねくら小児科クリニッック 

監事： 安孫子 健輔 NPO 法人そだちの樹 
       重永 侑紀  NPO 法人子ども NPO センター福岡 

（順不同） 
 
12.事務局  福岡大学医学部小児科  

事務局長／ 藤田 貴子（福岡大学医学部 小児科） 

〒814-0180  福岡県福岡市城南区七隈 7-45-1 

ＴＥＬ：092-801-1011 代表） 

E-mail： takako-fujita@k7.dion.ne.jp 

 
13.事務局  日本子ども虐待防止学会第 28 回学術集会ふくおか大会運営事務局 

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン内 
事業共創部 CO2 局 営業第５課（福岡オフィス） 
住所: 〒810-0072 福岡市中央区⻑浜 1-1-35-4F 
TEL: 092-751-3244   FAX: 092-751-3250 
e-mail: jaspcan28-fukuoka@jtbcom.co.jp 
e-mail: jaspcan28-fukuoka-sponsor@jtbcom.co.jp（協賛担当） 
 

注１）今後の COVID-19 の感染拡大の情勢によりましては、やむを得ず開催方法に変更が生じる 

場合もございます事を併せてご了承ください。 

注２）本学会では、貴社が本学会へ支払う寄付金、共催費等および貴社が別途支払う開催に関連する費用等に 

ついて、各社の「企業活動と医療機関等の関連の透明性ガイドラインに関する指針」に基づいて情報公開

することに同意いたします。 

なお、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきますので予めご了承ください。 

 
 
 
 



14.収支予算 
 

 

【収入の部】 2022.5.31現在

科目 単価 人数 収入額 小計
会費 
 参加者3,000名想定  会員 （早期登録） 10,000 1,000 10,000,000

 非会員（早期登録） 11,000 1,000 11,000,000
 会員 （後期登録） 11,000 400 4,400,000
 非会員（後期登録） 12,000 500 6,000,000
 学生 1,000 100 100,000

スポンサードセッション 1,100,000 2 2,200,000 2,200,000
広告収入(抄録集掲載）  表４(カラー） 165,000 1 165,000

 表３（カラー） 93,500 1 93,500
 表２（カラー） 88,000 1 88,000
 １P（モノクロ） 66,000 6 396,000
 1/2P（モノクロ） 44,000 8 352,000
 1/4P（モノクロ） 33,000 12 396,000

広告収入(その他）  バナー 66,000 4 264,000 264,000
企業展示収入  机（1本のみ） 11,000 20 220,000

 パッケージブース 66,000 5 330,000
懇親会収入 6,000 100 600,000 600,000
弁当申込 1,000 1,000 1,000,000 1,000,000
本部学会賛助金 1,000,000 1,000,000
本部海外国際シンポ賛助金 1,000,000 1,000,000
寄付金 関連団体 5,000,000 5,000,000
助成金  福岡観光コンベンションビューロー 500,000 500,000

45,104,500 45,104,500

【支出の部】
科目 適 用 支出想定 小計

会議準備費 印刷物（抄録集） 1,540,000
 〃 （配布資料、掲示物他） 2,300,000
HP製作、更新 800,000
参加登録システム利用料 1,000,000
事務委託費（参加登録、演題処理費等） 2,500,000
会議費 300,000

当日経費 福岡国際会議場利用料 5,000,000
福岡国際会議付帯設備費 3,000,000
会場警備費 500,000
機材レンタル費 7,000,000
看板装飾等施工費 4,000,000
託児費用 300,000
企画シンポ関係費 2,000,000
当日スタッフ人件費 3,000,000
当日事務局費 1,000,000
国際プログラム講師謝金・交通費 3,000,000
講師謝金・交通費 2,000,000
事務局委託費 2,500,000
懇親会経費 3,000,000

事後処理費 お礼状等作成発送費 50,000
事後処理人件費 180,000

予備費 134,500 134,500
45,104,500 45,104,500

収入合計

8,440,000

36,300,000

230,000

支出合計

550,000

日本子ども虐待防止学会 第28回学術集会ふくおか大会
収支予算（案）

31,500,000

1,490,500



 
 

 広告募集要項  

1．印刷部数   抄録集 3,500 部（予定） 
       ※学会参加者及び協賛企業へ配布予定 
 

2．発行日     2022 年 11 月下旬 
 

3．規格       A4 判 約 350 頁 （天地 29.7 ㎝×左右 21 ㎝） 
 

4．媒体作成費   1,540,000 円(税込み) 
 

5．広告料総額   1,490,500 円(税込み) 
 

6．入稿形態     フイルム、紙焼、清刷、データのいずれかで入稿 
 
※事務局では版下の作成はいたしません。 
※ページ割につきましては、主催事務局にご一任くださいますようお願い申し上げます。 
 
＜オンライン入稿の場合＞ 
・5MB 未満のデータのみとなります。 
・広告版下は完全版下にて、PDF データ（解像度 350dpi 以上）をご用意の上、学会 HP「協賛申込」
（https://www.jaspcan28.org/sponsors.html）オンライン受付のマイページよりアップロードをお願い致
します。 
 
＜E-mail・郵送の場合＞ 
5MB 以上 25MB 以内のデータは PDF データにて E-mail（jaspcan28-sponsor@jtbcom.co.jp）までお
送りください。 
25MB を超えるデータは CD-R にて、運営事務局までご郵送ください。イラストレーターデータの場合
はアウトライン処理の上、出力見本を添付ください。紙焼きの場合も同様に郵送にて承ります。 
 

7．広告掲載規格    

希望枠 枠数 掲載料(税込) 色 

表４（裏表紙） １枠 165,000 円 カラー 

表３（裏表紙ウラ） １枠 93,500 円 カラー 

表２（表紙ウラ） 1 枠 88,000 円 カラー 

後付１頁 6 枠 66,000 円 モノクロ 

後付 1/2 頁 8 枠 44,000 円 モノクロ 

後付 1/4 頁 12 枠 33,000 円 モノクロ 

 

9．広告依頼社数   29 社（予定） 
 

10．お申し込み方法・お申し込み期限 
  オンラインによる受付となります。学会ホームページ（https://www.jaspcan28.org/）の[協賛申込] 

ページよりお申し込みください。※申込ページは2022年6月上旬頃公開予定です。 
 

      申 込 締 切 日 ： 2022年9月30日（金）必着 

版下提出締切日 ： 2022年10月7日（金）必着 

 
11. 広告料のお支払い 
  広告料の請求書は、申込締め切り後にお送りします。 
  請求書が届きましてから、期日までに指定の銀行口座にお振込み下さい。 

また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 
  



 

【振込先銀行】 

銀 行 名：福岡銀行朝倉街道支店（店番 288）  

口座番号：（普）485333 

口 座 名：日本子ども虐待防止学会第２８回学術集会ふくおか大会 大会⻑ 小川 厚 

ニホンコドモギャクタイボウシガッカイダイ２８カイガクジュツシュウカ 
 

12. 情報公開への同意について 
  日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基づき「共催企業

様と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、大会等の会合開催にか
かる費用を公開することについて了承いたします。 

 
 

13．お申込み・版下送付・お問合せ窓口 
 

 【日本子ども虐待防止学会第 28 回学術集会ふくおか大会 運営事務局】  

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部  

協賛担当／細井  

 

〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBC ビル４ 

TEL： 092-751-3244 ＦAX：092-751-3250 

E-mail： jaspcan28-fukuoka-sponsor@jtbcom.co.jp（協賛担当） 

※メールでのお問合せにご協力をお願いいたします。 

 
  



 広告募集要項（バナー広告）  

 
1. 媒体名称  

日本子ども虐待防止学会第 28 回学術集会ふくおか大会 ホームページ及び開催会場 

 

2. 掲載期間  

バナー広告：版下提出締切後（10 日以内）～ホームページ終了まで 

幕間広告：会期中（幕間展開） 

 

3. 閲覧者  

本学術集会参加者および関係機関 

 

4. 制作費および広告料総額 

  484,000 円（税込） 

 

5. 広告依頼社数   29 社（予定） 

 

6. 広告概要 

広告種類 規格 掲載場所 掲載費用 
(税込) 募集数 

バナー広告 横195×縦60ピクセル 1点 ホームページ 
トップ画面 66,000円 4枠 

 

7. 広告バナー作成 

・（等倍サイズの）完全版下原稿をご提出ください。当方では版下の作成は致しません。 

・バナー広告のファイル形式：GIF（アニメーション可）、JPEG、PNG 

・バナー広告データは E-mail（jaspcan28-sponsor@jtbcom.co.jp）にてお送りください。E-mail にて

受信可能なサイズは 25MB 以内となります。容量を超える場合は、オンラインストレージ等でお

送りください。 

※広告バナーの掲載箇所は、主催事務局にご一任くださいますようお願い申し上げます。 

 

8. お申し込み方法・お申し込み期限 
オンラインによる受付となります。学会ホームページ（ https://www.jaspcan28.org/）の 
[協賛申込]ページよりお申し込みください。※申込ページは2022年6月上旬頃公開予定です。 
 

      申 込 締 切 日 ： 2022年9月30日（金）必着 

版下提出締切日 ： 2022年10月7日（金）必着 

  



9. 広告料のお支払い 
   広告料の請求書は、申込締め切り後にお送りします。 
   請求書が届きましてから、期日までに指定の銀行口座にお振込み下さい。 

また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 
 
 

【振込先銀行】 

銀 行 名：福岡銀行朝倉街道支店（店番 288）  

口座番号：（普）485333 

口 座 名：日本子ども虐待防止学会第２８回学術集会ふくおか大会 大会⻑ 小川 厚 

ニホンコドモギャクタイボウシガッカイダイ２８カイガクジュツシュウカ 
 

10. 情報公開への同意について 
  日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基づき「共催企業

様と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、大会等の会合開催にか
かる費用を公開することについて了承いたします。 

 
 

11．お申込み・版下送付・お問合せ窓口 
 

 【日本子ども虐待防止学会第 28 回学術集会ふくおか大会 運営事務局】  

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部  

協賛担当／細井  

 

〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBC ビル４ 

TEL： 092-751-3244 ＦAX：092-751-3250 

E-mail： jaspcan28-fukuoka-sponsor@jtbcom.co.jp（協賛担当） 

※メールでのお問合せにご協力をお願いいたします。 

 
  



企業展示募集要項 
 

１． 展示概要 

会場： 福岡国際会議場 ３F/４F/5F ロビー（予定） 

           ※会場変更の可能性がございますので予めご了承ください。 

 

開催日時：     2022 年 12 月 10 日（土）～11 日（日）  9:00 ～17:00 (予定） 

 

搬入：  2022 年 12 月 9 日（金） 16:30 ～18:00 (予定)  第 1 次施工(コマ割り) 

              〃           18:00 ～21:00（予定） 出展社搬入 

 

搬出：  2022 年 12 月 11 日（日） 17:30  （予定） 

 

募集小間数： 医薬品・機器 ： 25 小間  / 書籍：2 小間 

 

出展料（医薬品・機器）：   

 ＜机のみ＞  

 \11.000（税込）／ 長机（間口 1.8ｍ×奥行 0.9m×高さ 0.7ｍ）×1 本 

            ※上記金額は机（1 本）のみの料金です。バックパネル・サイドパネル 

              などは出展料に含まれておりません。 

          ＜パッケージ渡し＞  

 \66,000（税込）／ 1 小間（間口 1.8m×奥行 0.9m×高さ 2.1m） 

 

出展料（書籍販売）： 売上の 5%を学会終了後に学術集会へ支払い。 

            ※書籍かどうかの判断は、大会長が決定いたします。 

 

※開催会場、時間、搬入・搬出の時間は変更になる場合がございますので予めご了承下さい。 

※出展者説明会は行いません。開催１～2 ケ月前頃に改めて詳細を連絡いたします。 

 

2．小間仕様 ＜パッケージ渡し＞ 

・バックパネルにはベニアパネルを使用。 

・高さ 2100 ㎜のパネル加工紙表装（白）で設置。 

・バックパネルに蛍光灯を 1 灯設置。 

・社名板は巾 200 ㎜×900 ㎜の白地ウッドラック、黒文字、各ゴシック体で表示。 

（株式会社、有限会社などは、（株）、(有)と表示） 

※ロゴ指定の場合は別途料金がかかりますので、予めご了承下さい。 

・1 小間につきコンセント 3P2 口（500W）を設置。 

※消費電力が 500W 未満は無料、500W 以上の場合は追加 500Ｗごとに 5,500 円（税込） 

の追加電源工事料がかかります。 

※1,500W 以上は別途お見積り致します。 

・机 1 本（白布付き）を設置。（間口 1.8ｍ×奥行 0.9m×高さ 0.7ｍ） 

※机が不要な場合は予め事務局へ机不要の指示をお願い致します。 

              



            

 

                        

 

                                    

  

 

 

 

 

 

 

3．出展料のお支払い 

  出展料の請求書は、申込締め切り後にお送りします。 
  請求書が届きましてから、期日までに指定の銀行口座にお振込み下さい。 

また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 
  

【振込先銀行】  

  銀 行 名：福岡銀行朝倉街道支店（店番 288）  
口座番号：（普）485333 

口 座 名：日本子ども虐待防止学会第２８回学術集会ふくおか大会 大会⻑ 小川 厚 

ニホンコドモギャクタイボウシガッカイダイ２８カイガクジュツシュウカ 
 

4．出展申込の解約  

出展申込の正式受理後は、主催者が不可抗力と認めた事故以外の取り消しは出来ません。 

一旦お振込み頂いた出展料の返金は致しかねますので予めご了承の程お願い致します。 

 

注） 万が一、学会開催時期にコロナ感染拡大となり、学会の開催形態を返信完全 WEB 開催に 

変更した場合は、展示会につきましては WEB 展示会という形で開催をさせて頂きます。た

だし、企業様のご事情もあるかと存じますので、出展辞退のお申し出があった場合は、事務

手数料、振込手数料を差し引いで出展料を返金致します。 

      ※事務手数料は、ご辞退の時期により変動致しますので要望が出た時点で算出させて 

        頂きます。 

※WEB 展示会の開催要項につきましては、変更になった時点で改めて趣意書を発行致し

ます。 

 

5．出展物の管理   

出展物の管理は、出展者が責任を持つものとし、出展期間中の出展物の盗難・紛失・災害・

損害など、不可抗力による出展物に対して、補償等の責任は主催者側では負いかねますの

で予めご了承下さいませ。 

 

６．オプション手配について   

電気を含むオプション手配のご注文は、開催 1～2 ヶ月前頃にご案内します「当日運営実施

要項」にてご確認ください。 

机（白布付き） 

(W1800×D900×H700) 

3P2 口コンセント(500w) 

社名板 

(200mm×900mm) 

 

蛍光灯 

2100mm 

900mm 

1800mm 



 

７． 申し込み方法・お申し込み期限 

    オンラインによる受付となります。学会ホームページ（ https://www.jaspcan28.org/）の 
[協賛申込]ページよりお申し込みください。※申込ページは2022年6月上旬頃公開予定です。 
 

      申 込 締 切 日 ： 2022年9月30日（金）必着 

 

※場所の決定に関しましては、主催者に一任下さいますよう､お願い致します。 

 

８. 情報公開への同意について 
  日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基づき「共催企業

様と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、大会等の会合開催にか
かる費用を公開することについて了承いたします。 

 

９．お申込み・お問合せ窓口 

 

 【日本子ども虐待防止学会第 28 回学術集会ふくおか大会 運営事務局】  

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部  

協賛担当／細井 

 

〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBC ビル４ 

TEL： 092-751-3244 ＦAX：092-751-3250 

E-mail： jaspcan28-fukuoka-sponsor@jtbcom.co.jp（協賛担当） 

※メールでのお問合せにご協力をお願いいたします。 

 
 



  

寄付募集要項  

 

１． 寄付金を必要とする理由 

本会は子ども虐待防止に関わる医療・保健・福祉・教育・司法・行政などの実践家・研究
者、約 3,000 名の参加が予想され、開催に要する費用は約 45,324,500 円と推定されます。これ

らの諸経費は、本来参加費で賄われるべきではありますが、相当額を関係各所からのご賛助に

頼らなければならないのが実情であり、収支予算書にありますように約 500 万円のご支援に頼ら

ざるを得ない状況でございます。是非ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

２． 寄付募集要項 

寄 付 目 標 額： 5,000,000 円 

募 集 期 間： 2022 年 12 月 9 日（金）まで 

オンラインによる受付となります。学会ホームページ
（https://www.jaspcan28.org/）の 
[協賛申込]ページよりお申し込みください。 

※申込ページは 2022 年 6 月上旬頃公開予定です。 
 

寄 付 依 頼 先： 企業、団体、関連病院等 

寄 付 金 使 途： 日本子ども虐待防止学会第 28 回学術集会ふくおか大会の 

開催資金として利用 

寄付金振込先： 

 

銀 行 名：福岡銀行朝倉街道支店（店番 288）  
口座番号：（普）485333 

口 座 名：日本子ども虐待防止学会第２８回学術集会ふくおか大会 大会⻑ 小川 厚 

ニホンコドモギャクタイボウシガッカイダイ２８カイガクジュツシュウカ 
 

振 込 期 限：2022 年 12 月 9 日（金） 

※寄付金に関する請求書発行は行っておりませんので、ご承知おきください。 
※銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 

 

３． 寄付の免税措置はございません 

 

４． 寄付責任者 

学会会計責任者 藤田 貴子（福岡大学医学部 小児科） 

〒814-0180  福岡県福岡市城南区七隈 7-45-1 

ＴＥＬ：092-801-1011 代表） 

E-mail： takako-fujita@k7.dion.ne.jp 

 

５． 寄付に関するお問合せ窓口 

【日本子ども虐待防止学会第 28 回学術集会ふくおか大会 運営事務局】  

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部  

協賛担当／細井 ・ 今野（こんの）  

〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBC ビル４ 

TEL： 092-751-3244 ＦAX：092-751-3250 

E-mail： jaspcan28-fukuoka-sponsor@jtbcom.co.jp（協賛担当） 



※メールでのお問合せにご協力をお願いいたします。 

オンライン申し込みについて 

 

日本子ども虐待防止学会第 28 回学術集会ふくおか大会の各種協賛申し込みはオンラインによる
受付とさせていただきます。 

 

ホームページ公開後、日本子ども虐待防止学会第 28 回学術集会ふくおか大会の「協賛申込」ペ
ージより、オンラインにてお申し込みをお願いいたします。 

 

インターネット環境がない場合やオンラインによる登録が不可能な場合は、上記運営事務局
（協賛担当）までお問合せください。 

 

＜お申し込みの流れ＞ 

① 日本子ども虐待防止学会第 28 回学術集会ふくおか大会ホームページ
（https://www.jaspcan28.org/）の、「各種協賛申込」ページへアクセス 

※推奨ブラウザ：Internet Explorer 11 以降、Firefox 23.0 以降、Chrome 28.0 以降 

 

② [協賛申込]より担当者情報登録 

登録後、申込 ID がメールで届きます。 

 

③  マイページへログイン 

メールで届いた申込 ID と設定したパスワードを入力してログインしてください。 

 

④  マイページ内、メインメニューより各種申し込み登録 

ご希望の協賛内容を選択し、必要事項を入力の上、ご登録をお願いいたします。 

各種お申込み完了後、確認メールが届きます。 

※確認メールが届かない場合は、登録が正常に完了していない可能性があります。必ず、
確認メールの受信を確認してください。 

※個人情報の利用目的 

お名前、メールアドレス等の個人情報は、本件に関する目的以外には利用いたしません。ま
た、個人情報は第三者へは開示いたしません。 


