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○若年者向け該当とは、若年者（概ね 10 代～20 代）などに向けた虐待

予防に関する以下のいずれかの取組。 

①性や妊娠・出産、命の尊さといった知識の普及や望まない妊娠を防

ぐための啓発 

②近い将来、親となる若年者に対し、子どもの行動や特徴、育児の仕

方、特に、どのような行為がネグレクトなどの児童虐待となりうるの

か、どのような行為が子どもの生命を危険にさらす可能性があるの

かなど、児童虐待の防止に資する知識や、子育てで困った際に相談

できる窓口の周知 

③将来、親になりうる子どもに対し、幼い子どもの特徴や育児について

学べる機会の提供 



 

 

 

 

第 1章 

児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況 
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府省庁等名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
場合、○を選択

実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 内閣府
11月1日～
11月30日

○ ○

平成25年度「子ど
も・若者育成支援
強調月間」におい
て、広報・啓発活動
を実施

平成25年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施要綱（内
閣府特命担当大臣決定）において、取り組むべき課題の重
点事項として「児童虐待の予防と対策」を掲げ、各都道府県
及び全国の市町村（都道府県経由）に周知するとともに、青
少年関係団体にも周知。

通年 ○
匿名通報ダイヤル
における児童虐待
事案（情報）の受付

平成22年２月から子どもや女性を守るための匿名通報事業
の対象に児童虐待事案を加えて運用し、早期の児童虐待事
案の発見、被害児童の早期救出保護に努めている。

６月25日～
７月３日

児童虐待防止に向
けた専門的な職員
研修の実施

都道府県警察において児童虐待事案を取り扱う専門分野の
警察職員に対して、事例研究や学識経験者等の有識者によ
る講義等の専門的な研修を実施した。

11月 ○ ○
児童虐待防止に向
けた集中的な広報
啓発の実施等

11月の広報重点に「児童虐待防止対策の推進」を掲げるほ
か、10月に都道府県警察に対して児童虐待防止に向けた広
報啓発の推進や児童虐待への適切な対応を図るための取
組の推進について通知した。また、都道府県警察では、警察
本部のホームページや交番のミニ広報誌等を活用し、児童
虐待事案の早期発見、早期通報などの広報啓発を行う。

通年 ○
児童虐待防止に向
けた職員研修の実
施

都道府県警察において、職員研修を実施し、児童虐待事案
への適切な対応の徹底を図る。

通年 ○
子どもの人権１１０
番

全国の法務局・地方法務局において，フリーダイヤルの相談
電話を設置し，人権擁護委員と法務局職員が，いじめや児
童虐待をはじめとする子どもの人権問題に関する相談に応じ
ている。

通年 ○
子どもの人権ＳＯＳ
ミニレター

全国の小中学校の児童・生徒全員に，学校を通じて，料金受
取人払い方式の便箋兼封筒を配布し，いじめや児童虐待等
に悩んでいる児童・生徒からの相談を受け，人権擁護委員と
法務局職員がこれに応じている。

通年 ○ SOS-eメール

パソコン又は携帯電話からインターネットを利用して，いつで
も人権相談を受け付ける窓口を開設し，いじめや児童虐待な
どの子どもの人権問題に関する相談について，人権擁護委
員と法務局職員が，メール，電話又は面談により応じている。

平成25年6月6日
平成25年9月20

日
平成26年1月30

日(予定）

都道府県・指定都
市教育委員会の生
徒指導担当指導主
事に対する児童虐
待防止についての
周知

都道府県・指定都市教育委員会生徒指導担当指導主事が
集まる協議会において、厚生労働省及び文部科学省児童生
徒課から児童虐待防止対策について説明したり、関連文書
を配布したりするなど、児童虐待防止のための取組の一層
の促進を周知（１月は予定）。

１０月８日～
１０月９日

○
第７回全国家庭教
育支援研究協議会
の開催

地域住民、学校、行政（教育・副使関係機関）、NPO、企業等の関
係者等が一堂に会する機会を設けて、研究成果事例や地域・企
業等が実施する効果的な取組事例等を活用した研究協議を行
い、全国的な啓発を行っている。
平成２５年度は、第７回協議会のテーマ別研究協議①「多様な主
体の参画による家庭教育支援の充実に向けて」において、徳島県
における次世代の親となる中高生の子育て理解の取組について
事例発表を行い協議を深めた。

１０月予定

各都道府県・指定都
市教育委員会教育
長、各国公私立大学
長等に対し「児童虐
待防止推進月間」に
おける依頼通知や広
報啓発ポスター・リー
フレット等の送付

各都道府県・指定都市教育委員会教育長、各国公私立大学
長等に対し「児童虐待防止推進月間」の実施について周知を
図るとともに、児童虐待防止について啓発を図る。

5月22日～
7月５日（公募）
9月22日（公表）

「児童虐待防止推進
月間」の標語の募
集・公表

児童虐待問題に対する理解を国民一人ひとりが深め、主体
的な関わりを持てるよう、意識啓発を図ることを目的として、
標語の募集を行った。応募総数は、7，770作品の中から最優
秀作品を選考し、当該作品には厚生労働大臣表彰を授与
最優秀作品「さしのべた　その手がこどもの　命綱」

１０月
広報・啓発資料の作
成・全国配付

児童虐待防止に関する意識啓発、児童相談所全国共通ダイ
ヤルの周知等を目的として、各種広報資料を作成し、地方自
治体、関係団体等に配布。
・ポスター（B2版、A3版）
・リーフレット（A4版）
・児童相談所全国共通ダイヤル周知のしおり

11月16日 ○
「子どもの虐待防止
推進全国フォーラム
inおおいた」の開催

児童虐待問題に対する理解を国民一人ひとりが深め、主体
的な関わりを持てるよう、「子どもの虐待防止推進全国フォー
ラムinおおいた」を大分県及び別府市と共催し、基調講演や
分科会を実施。（会場：別府国際コンベンションセンターB-
Con Plaza)

１０月～１１月 政府広報

児童虐待防止推進月間に合わせ、各種政府広報を実施予
定。
・ラジオ番組、インターネットテキスト広告　　など

１１月 その他の広報
児童虐待防止推進月間に合わせ、以下の広報を実施。
・月刊「厚生労働」（11月号）にて、特集記事を掲載。
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府省庁等名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
場合、○を選択

実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-1)  平成25年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【関係省庁等】

5 厚生労働省 １０月～ ○
学生によるオレンジ
リボン運動

学生自身が主体となり、創意工夫して虐待予防のための広
報・啓発を行う「学生によるオレンジリボン運動」を全国107校
の大学等で実施。

6 最高裁判所 １０月
「児童虐待防止推
進月間」の各家庭
裁判所への周知

「児童虐待防止推進月間」への協力に関する通知を各家庭
裁判所に行うほか，広報啓発用ポスター等が送付された際
には，実施要綱に沿って取り扱うよう連絡する予定。
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

10月中旬～
11月末

○

SBIグループとして
のオレンジリボン
キャンペーンの取り
組み

SBIグループの役職員一同が虐待防止強化月間である11月の1ヶ月間、オ
レンジリボンバッジ、オレンジリボン、啓発シール、マグネットなどのサポー
トグッズを利用し、社内外への普及・啓発活動に参画。また、各社にてポス
ターを掲示、および各社ホームページにてオレンジリボン応援バナーを掲
載。

11月17日 ○
オレンジリボンキャ
ンペーンの後援

オレンジリボンポスター・デザインコンテストの共催企業として
参加。「子どもの虐待死を悼み命を讃える市民集会」への参
加。

通年（年4回）
6月1日、9月7日、
11月30日、2月8

日

○
子育て支援フォー
ラムの開催

テーマは「子育ての応援とゼロ歳児からの虐待防止を目指して」。児童虐
待の増加、特に低年齢児の虐待死亡が急増している現状に鑑み、一般市
民等を対象に日本医師会との共催で日本各地で同テーマでのフォーラム
を継続的に開催して行く。

2 (公社)全国私立保育園連盟 11月20日～23日 ○ ○
2013年度Child Aid
LIVE の実施

“2013年度Child Aid”ｲﾍﾞﾝﾄ 実行委員として参画。※下記概要
11/20(水)19時パフォーマンス JAPAN 於赤坂BLITZ
11/21(木) 19時SHOXX PRESENTS「SHOCK WAVE」 於赤坂BLITZ:
11/22(金)19時CLASSIC ROCK JAM 2013スペシャルー王道回帰ーｱﾒﾘｶ
ﾝ･ﾛｯｸ･ﾅｲﾄ 於赤坂BLITZ:
11/23(土)17時 CLASSIC ROCK JAM 2013スペシャルー王道回帰ーﾌﾞﾘﾃｨ
ｼｭ･ﾛｯｸ･ﾅｲﾄ 於赤坂BLITZ:

3
公益社団法人
日本看護協会

平成25年11月15～
16日

○
日本看護学会
（地域看護）

○テーマ：未来へつなごう！「生活」そして「人生」を支える看護
○内容：
特別講演Ⅰ「地域を支える看護の力への期待～アセスメントの重要性～」
特別講演Ⅱ「訪問看護師の人材育成」
特別講演Ⅲ「地域に“寄りそ医”20年 ～地域住民と診療所医師の強くて温
かい絆の物語～」
シンポジウム「住み続けたいまちを私たちの手で ～地域連携を超えて地
域包括ケアシステムづくりへ～」
○会場：フェニックスプラザ（福井県・福井市）

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

1
公益財団法人

SBI子ども希望財団

団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

平成25年9月12～
13日

日本看護学会
（小児看護）

○テーマ：健やかな子どもの成長・発達のために～その子らしさを支える
小児看護～
○内容：
特別講演「子供の未来が輝くために ～今、本当に必要なこと～」
教育講演Ⅰ「予防接種の現状と課題」
教育講演Ⅱ「食育から子どもの成長・発達を考える」
シンポジウム「生まれる前からの子育て支援」
○会場：宇都宮市文化会館（栃木県・宇都宮市）

平成25年9月26～
27日

日本看護学会
（母性看護）

○テーマ：支えあう命と心－つなぐ　看護の手、地域の輪、社会の絆－
○内容：
特別講演「地域に根づいた助産師の活動」
教育講演「命と心の響きあい－乳幼児精神保健の世界から看護をとらえ
る－」
市民公開講座「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－」シンポジウム「地域でつなぐ子育ての輪」（※医療、保健、地域住
民の立場から児童虐待予防の取り組みについて報告及び意見交換）
○会場：岡山コンベンションセンター(岡山県・岡山市）

平成25年11月7～
8日

○ 研修

○テーマ：妊娠期からはじめる愛着形成支援
○目的：虐待件数が減少しない現代において、母子およびその家族の愛
着形成を促進するために、妊娠期からの愛着形成とその看護について学
ぶ。
○内容：愛着形成と親（保護者）の役割／虐待のハイリスク妊産婦へのア
プローチ／子どもを取り巻く環境／継続支援のためのシステムと連携
○会場：神戸研修センター

公益社団法人
日本看護協会と

都道府県看護協会
保健師職能委員会

が連携して開催

ミーティング実施期
間：平成25年11月～
平成26年2月初旬

○ 保健指導ミーティング

○目的：新任期における保健師の保健指導のスキルアップとネットワーク
強化を目的としている。
○テーマ：母子（児童虐待等）、生活習慣病予防、精神、介護予防、災害
保健活動等の中から選定し、各都道府県の実情に合わせて内容を企画
し、保健師の実践事例発表、保健師同士のグループ討議を主たる内容と
して実施する。
○開催：全国15か所で予定。

4
公益社団法人

日本産婦人科医会
通年 ○

平成23年10月の「妊娠
について悩まれている
方のための相談援助事
業」による。

○都道府県産婦人科医会において、「妊娠等について悩まれている方の
ための相談援助事業」を推進
○9月11日、虐待をテーマとして、大阪府における未受診妊娠調査報告「4
年間の成果と今後の課題」について、記者懇談会を実施

5
社会福祉法人

子どもの虐待防止センター
通年 ○

家庭内での虐待防止を目的に、電話相談、虐待に悩む母親のグループ
「MCG」、里親・養親支援事業、CSPプログラムなどのペアレンティング事
業、愛着関係・愛着障害の視点から虐待を受けた子どもに対する援助・治
療プログラム、心理相談、法律相談、性虐待対応事業、セミナー等研修事
業などの活動を行っている。

11月5日～7日
(11月1日～7日全
国の取り組みに

も参加)

○
全国子育て・虐待
防止ホットライン

当法人では通常、月～土曜10：00～17：00（土曜は～15：00）に、育児不
安、育児の困難、虐待についての電話相談を受けているが、11月の児童
虐待防止推進月間中の11月5日～7日には、通常の相談時間を延長した
実施日を設ける。
※なお、NPO法人日本子どもの虐待防止民間ネットワーク主唱で
11月1日（金）～11月7日（木）に行う「全国子育て・虐待防止ホットライン」と
して、全国の民間虐待防止団体とともに実施する。

公益社団法人
日本看護協会

3
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

10月1日～ ○
児童虐待防止推進月
間のポスター、情報
等の紹介

ホームページ、会報「CAPニューズ」、ポスター掲示等にて
児童虐待防止推進月間の周知に協力する。

11月20日（水）
16：00～17：30

○
子どもの虐待ミニ講
座「子どもの虐待と発
達」

毎月1回、子どもの虐待の問題に関心のある方を対象に、主に当法人の
関係者が、法律、医療、保健、福祉など各人の専門の分野からテーマを設
定し、１時間半の小規模の講座を実施。子どもの虐待問題を学ぶ学生の
ほか、一般市民や関係職などの参加がある。11月は当法人理事長で小児
科医の松田博雄が子どもの虐待と発達の問題をテーマに講義を行う。

（1）墨田区
11月15日（金）

（2）台東区
11月28日（木）

○

次の医師会、歯科医師
会における研修
（1）墨田区医師会
（墨田区医師会　及び
本所歯科医師会・向島
歯科医師会対象）
（2）台東区歯科医師会
（浅草歯科医師会　及
び　浅草医師会、下谷
医師会　各会員対象）

地域における虐待対応力向上研修［東京都委託事業］
東京都福祉保健局からの委託を受け、都内一次医療機関における児童虐待に対
する対応力を高めることを目的に、研修事業「地域における虐待対応力向上研修」
を実施。年間10カ所の研修を東京都医師会、東京都歯科医師会と各地区医師会
の協力のもとに行っている。11月の児童虐待防止推進月間中は、墨田区医師会と
台東区歯科医師会を会場にそれぞれ該当区の医師・歯科医師を対象に開催する。
この研修事業は平成19年からスタートし、練馬区医師会での開催が60回目の研修
となる。
また、本年より講義の内容をさらに整理し、理事長の松田を中心に、医療機関を対
象とした虐待対応プログラム「BEAMS」stage1（日本子ども虐待医学研究会）を取り
入れ、７名の講師で実施している。

11月～ ○
平成25年度児童虐
待防止に向けた行
動方針

社協関係者、児童委員、児童福祉関係者等が地域において連携し、児童
虐待防止に向けた対応や防止に向けた社会的啓発活動等を進めることを
めざし、「行動方針」を策定し、社協、民児協、児童福祉施設等に呼びかけ
を行う。

10月 ○
子ども・子育て全国
フォーラムの開催

子ども子育てにかかわる社協関係者、児童委員、児童福祉関係者等が児
童虐待防止に向けた対応、ネットワーク構築等について、意見交換や共に
推進する契機として開催。（全社協・灘尾ホール）

～11月 ○
子ども虐待防止推進
全国フォーラム(厚生
労働省)開催の周知

広報誌による情報提供

6 全国社会福祉協議会

5
社会福祉法人

子どもの虐待防止センター

団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

～11月 ○

｢児童虐待防止推
進月間｣標語、ポス
ター・リーフレットの
周知

・広報誌による情報提供
・各乳児院へのポスター・リーフレットの送付、周知

平成25年2月

ファミリーソーシャ
ルワーカー研修会
（全社協・全乳協・
全養協・全母協主
催）

ファミリーソーシャルワーカーを主な参加対象に、虐待を受け
た子どもの家族再構築支援のあり方等について学ぶ（全社
協・灘尾ホール）

9月・12月

社会的養護を担う児
童福祉施設長研修会
（全社協・全乳協・全
養協・全母協主催）

研修プログラムを通して、子どもの権利擁護や虐待防止など
について、現職の施設長を対象に研修を実施（9月：全社協・
灘尾ホール、12月：大阪府）

通年 ○
子ども虐待防止オ
レンジリボン運動へ
の協力

広報誌等による情報提供

11月20日～
11月23日

○
Child　Aid（児童虐
待防止を目的とし
たイベント）

実行委員会への参画

7 社会福祉法人日本保育協会 11月10日 ○
機関誌「保育界」で
広報

機関誌「保育界」11月号（11月10日発行）において「児童虐待防止推進月
間」について周知する頁を設ける。また同号において児童虐待防止対策に
関して有識者の原稿を掲載することにより、虐待防止に向けての情報を提
供し、広報・啓発を行う。

8 公益社団法人日本医師会

6月1日（石川）、
9月7日（愛知）、

11月30日（大分）、
H26.2月8日（愛媛）

○ ○ 子育て支援フォーラム
公益財団法人ＳＢＩ子
ども希望財団、開催
地の県医師会と共催

6 全国社会福祉協議会

5



団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

通年 ○
業務マニュアル
（保育園）

・朝の受入時・着替え時に、担当保育スタッフまたは看護師が園児の健康
状態を視診・触診し、保育日誌に記入する事を業務マニュアル化し、職員
に義務付けている。傷や痣など少しでも異常が見られた時は即座に上席
者に相談する。

・毎月身体測定を行い、成長曲線と照らし合わせて児童の栄養管理を行
う。成長曲線から著しく外れる場合は原因を調査する。

・食後の歯磨き（幼児）の際に、歯の状態のチェックを保育スタッフが行う。
虐待を受けた子どもの多くが歯や口のトラブルを抱えているケースがあ
る。（歯に異常が出るまでには時間はかかる）

通年 ○
業務マニュアル
(学童施設）

・｢観察のポイント｣による確認
毎日、利用者全員に声かけを行い、子どもの状況、保護者の状況を｢虐待
対応マニュアル（観察のポイント）｣に基づき様子を確認する。｢観察のポイ
ント｣に基づき児童の様子からお弁当や連絡帳の内容を総合して判断し、
疑いがある場合は複数の職員が確認をした上で、速やかに子ども家庭支
援センターおよび担当所管課に報告する。

・｢子ども家庭支援センター｣との連携
虐待は特に保護者へのケアも必要となるデリケートな問題のため、慎重な
対応が求められる。子ども家庭支援センターを中心に各関係機関との連
携を図り、場合により｢ケース会議｣を行い子どもの安全を第一優先に対処
している。

通年 ○
『児童虐待対応マ
ニュアル』の制定と
各自治体との連携

社内で虐待の定義、虐待防止に向けてのポイント、対応指針、関係機関と
の連携についてマニュアルを制定し、当社の運営する全施設（保育所・学
童・児童館）においてマニュアルを遂行。疑いのある場合、速やかに各自
治体・機関と連携を図っている。

随時 ○
各施設で虐待（疑
い）事例を虐待記
録票へ記録

関係機関に報告を挙げている事例を含め、気になる痣や発
言等があった場合、随時記録票へ記入している。

随時 ○
児童館職員・学童指導
員向け虐待（疑い）事例
のケース会議

当社の運営する施設内の虐待（疑い）事例をケース会議にて取り上げ、児
童館職員・学童指導員間で内容把握をし、各施設で同様の事例が起こっ
た際に適切かつ迅速に対応ができるよう、話し合う時間を設けている。

通年 ○
保育園、学童への
巡回相談
（発達支援担当）

発達支援担当の心理士が保育園または学童を巡回した際、児童の行動
観察および保育士や指導員からの聞き取りによって虐待(特に心理的虐
待、性的虐待など表面化しにくいものを含めて）の可能性を指摘することが
ある。
また、発達の遅れや行動問題がある児童に関しては、家庭的背景をヒアリ
ングして、虐待の可能性についても検討する。

年間3～4回
保育士向け社内研
修

社内の発達支援担当、および児童虐待を専門にする外部講師を保育事業
本部・運営施設に招き、虐待に関する基礎知識や発見と対応法について
確認をする。

9
日本こども育成協議会

（※株式会社ＪＰホールディン
グスの取り組み）

団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

6月28日、
9月9日、
9月18日

児童館職員・学童
指導員向け社内研
修

社会福祉・学童保育が専門の大学院で講師を務める先生を保育事業本部
に招き、「人権について」「学童・児童館の指導員として」という題目で人権
に関する講義をしていただいている。子どもや保護者のSOSに気づき手を
さしのべる為に現場職員がどのような対応ができるのかについてご教示い
ただいている。

11月18日(予定)、11
月25日（予定）、
12月2日（予定）

○
児童館職員・学童
指導員向け社内研
修

臨床心理士の先生を講師として保育事業本部にお招きし、基本的な児童
虐待への理解、対応方法、関係諸機関との連携について「児童虐待の基
本と対応」「児童虐待の対応と事例検討」という題目で講義いただく予定。
日々児童・家族と第一線で接する個々の現場職員が適切かつ迅速に対応
できるよう、広くスキルアップの機会を設ける。

9月26日
児童館館長・学童施設
長・本部運営担当者向
け社内研修

社内の発達支援担当が基本的な児童虐待への理解、対応方法、関係機
関との連携について講義いただく。特に現場を統括管理する立場に求めら
れるスキルに焦点を当てた研修。

通年 ○
栄養士による栄養
管理研修

毎月の身体測定から児童の栄養状態をチェック。成長曲線を確認し発達
に変化が見られた際、問題点を探り、虐待の可能性を指摘することを学
び、虐待の早期発見に役立てる。また本部栄養士による相談も随時行っ
ている。

11月（予定） ○
保育園、学童利用
者への啓発ポス
ター掲示

発達支援担当が1-2カ月に1回発行している子育て支援ポス
ターのテーマとして平成25年11月は虐待防止を取り上げる。

9月
全施設での虐待件
数を集計

【保育園】
○虐待件数：
24年度：74件（うち保護5件）、25年度：61件（うち保護1件）
○上記以外で施設で経過観察をしている件数：
24年度：10件、25年度：7件
○その他、24年度以前からの虐待等件数：13件

【学童施設】
○虐待件数：
24年度：19件（うち保護1件）、25年度：16件（うち保護1件）
○上記以外で施設で経過観察をしている件数：
24年度：2件、25年度：2件
○その他、24年度以前からの虐待等件数：19件

＊虐待件数は施設からの通告及び児童相談所等の機関から連絡が来た
件数

10月10日
児童虐待防止推進
月間の周知と取組

理事会において、児童虐待防止推進月間の周知及び取組の
推進を要請

11月1日(予定) ○
児童虐待防止推進
月間の周知と取組

メールマガジンにより、全会員事業者に児童虐待防止推進月
間の周知及び会員事業者から職員への周知を要請

9
一般社団法人

日本子ども育成協議会
11月中（予定） ○

児童虐待防止推進
月間の周知と取組

厚労省作成の虐待防止ポスターを保育所等に掲示

10
公益社団法人

日本歯科医師会
9月～11月 ○

児童虐待に関する
アンケート調査

各地区における児童虐待への対応の実態を把握し、その結
果を基に今後の方策を検討

9

日本こども育成協議会
（※株式会社ＪＰホール
ディングスの取り組み）

一般社団法人
日本子ども育成協議会
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

平成25年６月
平成25年度「児童虐待
防止推進月間」の標語
募集の広報

都道府県社会福祉士会、ホームページを通じた広報活動を
実施

平成25年10月～
11月

○

平成25年度「児童虐待
防止推進月間」周知の
ための広報啓発用ポス
ター、チラシ、カードの
配布

都道府県社会福祉士会、ホームページ、広報誌を通じた広
報・啓発活動を実施

平成26年1月25
日～１月26日

子ども家庭福祉全国研
究集会～子どもの貧困
からみえる多様な課題
を考える～

子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよ
う、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するととも
に、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策の推進に関する法律
が６月から施行されています。
本研究集会では、子どもの貧困の現状と法整備の経緯について理解を深
め、社会的養護や在宅での多様な支援の立場から子どもの貧困に伴う多
様な課題、とりわけ義務教育以降の社会的・経済的な自立について話題
提供いただきます。子どもの貧困に関する社会福祉士の視点でニーズを
捉え、社会福祉士が取り組むべき課題とその対応、またこれから日本社会
福祉士会が進むべき方向性を明らかにすることを目的に開催します。
１．日　時：２０１３年１月２５日（土）～１月２６日（日）（２日間）
２．会　場：中央大学 駿河台記念館　２８１号室
（東京都千代田区、中央快速・総武線「御茶ノ水駅」）

12 （一社）日本小児科医会
5月25日、
7月27日

研修会の実施
「子どもの心」相談医の研修会前期、「虐待と法医学」．
後期、「被虐待児童への動物介在療法」。神戸国際展示場

年間を通して実施 ○
無料電話相談の実
施

47都道府県の子育て・健康支援センターにて児童虐待防止に関する無料
電話相談を実施。
虐待に関する相談事例をまとめ、対応に関する研修を実施。
電話相談対応マニュアルの作成。

毎月第一金曜日 ○
楽しい子育て・孫育
て講座の実施

子育て期の両親、祖父母を対象に、助産師・遊びに関する専
門家がおもちゃの実例提示、現代の子育てに関して講義な
どを実施

年間を通して実
施

○ ○
命の教育
（出前性教育講座）

小中学校に出向いて助産師が性教育を行い、命の大切さを
考えるきっかけとして、虐待予防活動を実施

9月8日、9日
ハイリスク親子へ
の研修会

児童福祉法の「養育支援訪問」の周知を目指し開催していた研修
会名を改称し実施。医学的、社会的、あるいは養育上において、よ
り支援を必要とする親子に助産師として何ができるのか学びあい、
実際の活動に活かすための研修会。
開催場所：大阪府助産師会館

11月3日 ○
オレンジリボンマス
ク等の街頭配布

オレンジリボンマスク、チラシを街頭配布し、児童虐待防止を
呼びかける。
実施場所：西銀座周辺地域

主催

公益社団法人日本助産師会13

13

11 社団法人日本社会福祉士会

公益社団法人日本助産師会

団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

11月17日 ○
鎮魂集会および
パレード

第11回子どもの虐待死を悼み命を讃える市民集会・パレード
「子ども虐待防止のために私たちにできること」
会場：星陵会館

主催

6月22日 フォーラム

第1回オレンジリボンフォーラム「みんなで守ろう子どもの命と心
広げようオレンジリボン運動」
基調講演「体罰・たたかない子育てと子ども虐待防止」、ライブ、支
援企業・団体によるブース設置
会場：女性就業支援センター

主催

9月1日 講演およびマラソン

「甲斐さんを囲んで 皇居一周マラソン」
テーマ：子ども虐待防止を訴え日本一周マラソン
会場：TKP大手町カンファレンスセンター
甲斐さんと参加者で皇居一周マラソン

主催

1月11日 シンポジウム
テーマ：性虐待への対応～その現状と課題～（仮題）
会場：発明会館

主催

募集：2月～4月
選定：5月

ポスター等作成：９月
表彰：6月22日

オレンジリボンポス
ターコンテスト及び
ポスターの作成

全国からオレンジリボン運動のポスターを募集し、優秀な作
品を選定の上、ポスターを作成して、啓発活動に活用

主催

宮城県子ども総合センター
（特）児童虐待防止
全国ネットワーク

3月8日
プレイメーカープロ
ジェクト

テーマ：東日本大震災で被災した子どもの今とこれからの心
のケア（仮題）
会場：女性就業支援センター

共催

全国福祉未来ネットワーク
（特）児童虐待防止
全国ネットワーク

9月14日 ○ 若者会議
テーマ：子ども虐待について考えよう　未来を担う若者会議
会場：TKP渋谷カンファレンスセンター

共催

（特）オレンジリボン・子育て
支援団体 Mother of pearl

11月2日 ○ ゴスペルコンサート
オレンジリボン支援イベント～GGNゴスペルハーベストLIVE
～
会場：群馬県伊勢崎市文化会館

共催

（特）子ども劇場笠岡センター 11月10日 ○ 子どもフェスタ

子どもフェスタinかさおか2013～あなたは大切なひとプロジェクト～　　　子
育てワークショップ、映画上映会ほか
会場：岡山県笠岡市保健センター、サンライフ笠岡、笠岡市老人保健セン
ター

共催

（特）岡山市子どもセンター
①11月3日
②11月9日

○
おかやまオレンジリ
ボンキャンペーン

①おかやまオレンジリボンキャンペーン「わくわく子どもまつりｉｎ岡山ドー
ム」のイベントでオレンジリボン運動の啓発
会場：岡山ドーム
②映画「うまれる」上映会
会場：百花プラザ

共催

（特）児童虐待防止
全国ネットワーク

※　以下、「１４」の区分には、
　　　（特）児童虐待防止全国

ネット
　　　　ワーク支援団体等の取組

も含む。

14
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

ＣＦＲびわこ
10月19日、20日

びわ湖一周オレン
ジリボンたすきリ
レー

第4回びわ湖一周オレンジリボンたすきリレー～子どもの笑顔がいちばん
～」
会場：滋賀県びわ湖岸道路
中継地点やゴール会場にてオレンジリボン運動の啓発

共催

社団法人
子ども情報研究センター

6月29日 シンポジウム
テーマ「大阪市西区二児放置死事件から見えた市民の役割
もしも、私が彼女だったら」
会場：HRCビル5階ホール

共催

子ども虐待防止オレンジリボン
たすきリレー実行委員会

10月27日
子ども虐待防止オ
レンジリボンたすき
リレー

湘南コース、都心コース、鎌倉・三浦・横須賀コースをランナーがオレンジ
たすきをリレーでつなぎ、横浜山下公園のゴールを目指す。スタート地点
の渋谷ハチ公広場、鎌倉高徳院、中継地点の東京タワーをはじめ各中継
所やゴール地点ではオレンジリボンを市民に配布する他、ステージを設
け、さまざまなキャンペーンを行う。

共催

いっさいがっ祭 6月30日 いっさいがっ祭
第10回いっさいがっ祭　子ども虐待防止～オレンジリボン運動～
映画「うまれる」上映会、ステージパフォーマンス、ワークショップ体験等
会場：沖縄市民会館

共催

（特）子育てパレット 11月22日 ○ ママフェスタ

テーマ：「広げよう！つなげよう！オレンジリボンの輪」パート2
会場：綾瀬マリアージュ
来場者にオレンジリボンを作成→カプセルに入れてオーナメント作り→オレ
ンジリボンツリーを作成、足立区内に設置し、ＰＲする

共催

（特）ファザーズ・コウチ 11月9日 ○ ママフェスタ
こうちママフェスタ2013～オレンジリボン～
映画「うまれる」上映会、オレンジリボンブース設置
会場：高知市立自由民権記念館　民権シアター

共催

（特）和歌山子どもの虐待
防止協会

11月中 ○
子ども虐待防止啓
発パレード

テーマ：「こどもたちが笑顔で暮らせる和歌山を築こう！」
会場：和歌山市内

共催

（特）ＳｍｉｌｅｙＤｒｅａｍ 8月3日 ママフェスタ
テーマ：「家族が笑顔でいるために私ができること！」
講演会他
会場：武豊町民会館

共催

ママリングス 11月中 ○ 講演会他
ゆる育児キャンペーン2013
都内6団体がそれぞれ主催で子ども虐待防止イベントを実施 共催

練馬イクメンパパプロジェクト 11月中 ○ ヒーローショー

「イクメン戦士ネリマックス」ショーｗｉｔｈ子ども虐待防止オレンジリボン～打
倒ムカンシン帝国！！みんなの力を合わせよう～
ヒーローショーにて、オレンジリボン運動の啓発
会場：練馬区内

共催

子どもを虐待から守る会
・まつもと

①11月15日～
12月15日

②12月12日～
12月14日

○ ライトアップ
児童虐待防止啓発ライトアップ事業
①会場：まつもと市民芸術館
②会場：国宝松本城

共催
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択
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(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

ハーレーサンタ
CLUB名古屋

9月14日 講演会他
テーマ：児童養護施設ってなあに？
ゴスペル演奏、講演会
会場：南山学園講堂

共催

公益財団法人全国里親会
9月13日～
9月16日

講演会、分科会
国際大会

ＩＦＣＯ2013大阪世界大会社会的養護の質を高めるという世
界共通の課題について、日本が国際社会の一員として世界
に向き合いともに学びあう。於：大阪国際交流センター

後援

ナルシアスボウル
実行委員会

7月7日 スポーツイベント
第６回ナルシアスボウル　北陸におけるアメフトの普及。ス
ポーツを通じて虐待、いじめ、体罰撲滅を訴える。
於：福井県立大学グラウンド

後援

社会福祉法人光明会 3月24日
ありがとうフェスタ
2013

「笑顔を生み出す、子どもたちの未来」をテーマにした親子で
楽しめるイベント　　於：千葉市中央公園

後援

「子どもの命を守れ！」
実行委員会

4月20日
シンポジウム＆コ
ンサート

シンポジウムでは、いじめ自殺・虐待を議論。さらに「いのち
の歌」などのコンサート。　於：国立オリンピック記念青少年総
合センター

後援

東京富士大学
産学官連携室

8月3日 ○
オレンジリボン啓発
イベント

ポニーとあそぼう2012　学生たちによってオレンジリボン啓発
イベントとして校内で親子でポニーに乗る
於：東京富士大学　構内にて

後援

和がらし会 11月9日 ○ チャリティコンペ
ゴルフコンペを通しての啓発活動及び子どもも交えたゴルフ
レッスン
於：土佐山田ゴルフ倶楽部　三翠園

後援

にっぽん子育て応援団 7月19日 シンポジウム
子ども・子育て支援新制度シンポジウム～みんなでつくる
わがまちの子ども・子育て支援事業計画～
於：ドーン・センター

後援

特定非営利活動法人
神奈川子ども未来ファンド

11月30日 ○ 朗読劇
朗読劇「ハッピーバースディ」チャリティ公演
於：横浜市市民文化会館関内ホール

後援

（株）ゴルフ・ドゥ 11月18日 ○ チャリティコンペ
チャリティゴルフコンペの開催。オレンジリボン運動啓発及び
地域の児童養護施設への寄付
於：ひととのやカントリー倶楽部

後援

全国自立援助
ホーム協議会

10月28日～
10月29日

協議会東京大会
全国自立援助ホーム協議会20回記念東京大会（基調講演・
シンポジウム・分科会等）
於：品川プリンスホテル

後援

子ども虐待防止オレンジ
リボン運動支援

ゴスペルイベント実行委員会

10月19日～
11月17日

○ 啓発イベント
ゴスペルワークショップ全国縦断ツアー2013
於：全国各地20ケ所

後援
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

日本子ども虐待防止学会
第19回学術会議

信州大会実行委員会
12月13日、14日 第19回学術集会

第19回学術集会信州大会
「One Child,　One　Life」～安心して生きる、育つ～
会場：松本市民芸術館大ホール、信州大学松本キャンパス

協力

通年 ○ ○ 子ども専用電話 全国共通フリーダイヤル0120-99-7777　月～土16時～21時

10月27日 ○ 講座 チャイルドライン全国フォーラム：分科会6「子どもと暴力」
申込みはHPにて

受付

2月～11月 ○ ○ 啓発ポスター 全国の小中学校、高校に配布

通年 ○ ○
全国　子育て・虐待防
止ホットライン　電話相
談・メール相談

現在の虐待。過去の虐待・思いがけない妊娠・子育ての悩みを電
話やメールで相談できます。全国の虐待防止民間団体がナビダイ
アル：0570-011-077で応答します。メール相談は
http://www.jcapnet.jp/から利用できます。

9月14日
ハーレーサンタと考
えよう：児童養護施
設って

虐待防止キャンペーン・子育て支援など

10月19・20日
名古屋市えびす祭
り

虐待防止キャンペーン・子育て支援など

10月27日 豊川いなり楽市 虐待防止キャンペーン・子育て支援など

11月3日 ○
誰もがオレンジリボ
ンサポーター

虐待防止キャンペーン・子育て支援など

12月23日
ハーレークリスマス
トイラン

ハーレーバイク約300台に乗ったサンタクロースが名古屋市
内をパレ―ド氏、虐待防止や子育て支援を訴える。栄などの
繁華街でチラシなどを配布。

17
NPO法人子育てひろば

全国連絡協議会
通年

研修プログラム作
成

親子の身近な交流の場である「子育てひろば」において、それぞれの家庭
に寄り添った支援をコーディネートする「子育て支援コーディネーター」の調
査研究を行うとともに、研修プログラムを構築し、継続的・包括的な個別支
援、地域支援を推進。

日本子どもの虐待防止
民間ネットワーク

16

15
チャイルドライン

支援センター
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11月に実施する
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(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

通年
虐待防止関連事業
への後援

後援団体として周知に協力。（虐待防止世界会議、虐待死を
悼み命をたたえる市民集会、Chilｄ Aidなど）

10月20日
12月15日

研修事業
地域子育て支援拠点研修に多様な親子への受容、共感、相
談などの利用者支援に関する内容を取り入れ、支援の質の
向上を目指す。

10月～11月末 ○
児童虐待防止推進月
間ポスターをホーム
ページへ掲載

児童虐待防止の標語及び児童虐待防止推進月間ポスターをホームペー
ジに掲載し、児童虐待問題に対する深い関心と理解を求める。

10月27日
児童虐待防止オレ
ンジリボンたすきリ
レーの実施

湘南コース・都心コース・鎌倉/三浦/横須賀コースの３コースでランナーが
オレンジ色の襷をつなぎ横浜の新港中央広場まで駅伝形式で走破する。
子どもたちの明るい未来と児童虐待防止の願いを込め、児童虐待防止の
象徴であるオレンジリボンに見立てた「オレンジ色の襷」を仕立て、その心
をつなぎます。

11月12日
12：30～15：30

○ 公開講座の開催
「親子のコミュニケーション」をテーマにヒトを含めた霊長類のコミュニケー
ション研究の第一人者である正高信男先生を招いての公開講座。　（子ど
もの虹情報研修センター大研修室）

19 全国家庭相談員連絡協議会

9月18日～
9月20日

逗子資生堂
研修所

家庭相談員指導者
中央研修会
（厚生労働省共催）

研修テーマ【地域のニーズに応える家庭児童相談室をめざして・児童虐待
に対応する相談力を高める」の表題のもとに事例を挙げてレポート提出。
二つの分　科会において「虐待の予防的関わりとしての育児相談を考え
る」「児童虐待を見つめ直してみませんか」と題して、講師二人を招いて講
義して頂く。
場所：神奈川県逗子資生堂湘南研修所

11月13日～19日 ○
全国幼稚園ウィー
ク

子育て支援啓発活動・研修会など、保護者・地域との連携を
強化し、子育てをする親の不安や孤立感を解消できるよう支
援する（各国公立幼稚園）

10月５日・8日・19
日・25日・30日
11月9日・16日

○
全国キャンペーン
研修会

子育て支援研修会の開催（山形県／山形市、群馬県/前橋
市、静岡県／御殿場市、和歌山県／橋本市、島根県／松江
市、高知県／津野町、長崎県／長崎市）

6月15日、
8月2日、8月3日

全国研究大会 全国研究大会（鹿児島県／鹿児島市、滋賀県／大津市）

21
全国児童家族支援

センター協議会
※ 以下「２１」の区分は、全国児童家庭支援センター協議会加盟の各センター等の取組

20 全国国公立幼稚園長会

子どもの虹情報研修センター18

17
NPO法人子育てひろば

全国連絡協議会
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(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

10月12日 フォーラム

札幌市里親会が主催する里親促進フォーラムに後援として参加し、里親
家庭への支援と里親促進、虐待防止について考える。テーマは「里親家庭
で健やかに～知ってほしい子どもの心～」で、特別講師として子どもの虹
情報研修センター研修部長の増沢高先生を迎え、「社会的養護の子ども
たちが抱えた課題－家族から離れて暮らすということー」というタイトルでご
講演頂く。開催場所は北翔大学ポルトホールで行う。

10月13日～
10月14日

研修会

DV被害を受けた母子のためのグループによる心理教育プログラムである
「コンカレントプログラム」に関する研修会を、専門職の方を対象に開催す
る。講師には原宿カウンセリングセンターの信田さよこ先生・武蔵野大学名
誉教授の春原由紀先生をお迎えする。場所は両日とも、ちえりあで行う。

１１月中 ○ 広報・啓発活動 センター内にポスター掲示、

10月7日 研修会
帯広児童相談所の実施する児童虐待対応専門研修会の参
加

日高子ども家庭支援センター
釧路子ども家庭支援センター

11月13日 ○
児童虐待防止講演
会

演題「家族支援と地域ネットワーク」～釧路市生涯学習セン
ターで開催

１１月下旬 ○
パンフレット、カード
の配布　育児ミニ講
座

幼児を持つ母親対象、当センター開放日に実施、啓発

11月6日 ○
コモンセンスペアレ
ンティング講座

コモンセンスペアレンティング講座を未就学児を持つ母親に
実施。

７月～１２月 ○
コモンセンスペアレ
ンティング講座

コモンセンスペアレンティング講座を児童福祉施設職員対象
に実施する。

通年
パンフレット、カード
の配布

主に未就学児をもつ母親を対象、地域の各教室で相談受付
も実施
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興正こども家庭支援センター

子ども家庭支援センター
オホーツク

十勝こども家庭支援センター

団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

光が丘子ども家庭支援センター 10月～12月 ○ 広報・啓発活動
児童虐待防止に関する記事を掲載したセンター便りの作成、
及び親子ひろばや保健センター等での配布、ホームページ
上での掲載。

通年 ○ ピラービジョン
札幌駅内の液晶画面を用いて虐待防止の啓発や子育て相
談等の窓口の周知

通年 ○
地下鉄車内ステッ
カー

子育て等の相談ができる窓口の周知として札幌市とタイアッ
プして行っている。

羊ヶ丘児童家庭支援センター 通年 ○ オレンジリボンの作成と児童虐待防止啓発ポスター掲示

H25.8月
(毎週木・計4回)

オレンジリボン作成
普段親子広場を利用している親子にオレンジリボンを製作し
てもらい、製作を通して児童虐待防止の普及、啓発に努め
る。

H25.9月15日(日)
オレンジ街頭キャ
ンペーン

弘前市内で開催される歩行者(カルチュアロード)に出店し、オレンジリボン
の趣旨等の掲示や、センター利用者手作りのオレンジリボンを配布すると
ともに、オレンジリボンの作成を実際に体験してもらい、児童虐待防止の
普及、啓発に努める。

H25.11月
(毎週木、計4回)

○ オレンジリボン作成
普段親子広場を利用している親子に、来年度のキャンペーン
で使用するオレンジリボンを製作してもらい、製作を通して児
童虐待防止の普及、啓発に努める。

H25.11月 ○ オレンジリボン配布
各関係機関にオレンジリボンを置かせていただき、児童虐待
防止の周知に努める。

未定 セミナー 里親セミナー（社会的養護研修会）

未定 研修会 ＣＡＰ研修会

旭が丘学園 11月 ○ ○ 広報啓発活動 リーフレット、ティッシュの作成、配布
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札幌南こども家庭支援センター

児童家庭支援センター大洋

児童家庭支援センター太陽

10



団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

旭が丘学園 通年 ○ ○ 広報啓発活動
保育所、児童館、学校訪問にて情報交換。相談窓口の周知
の為のリーフレットの配布、ホームページ上での掲載。

毎月第2・第4
水曜日

○ 親子交流広場
｢ハピネス」と名付け、親子交流の場所。センターのプレイ
ルームを開放し、母親の相談や母親同士の情報交換の場と
している

6月12日 ちょこっと談話会 子どもの心の受けとめ方（幼児対象）

9月11日 ちょこっと談話会 子どもの幸せ願うお祝い事

12月11日 ちょこっと談話会 ３Ｂ体操（親子体操）

3月12日 ちょこっと談話会 子どもの心の受けとめ方（小学生対象）

通年 チェリーだより発行
年4回発行し、センター周辺の医療機関および子どもに関
わっている機関への配布。ハピネス利用者へはハガキ郵送

通年
虐待防止キャンペーンの
テッシュペーパー配布 センター利用者に自由に持っていってもらえるように配置

児童家庭支援
センターシオン

11月10日 ○ セミナー

シオンセミナー　「こころ晴れ晴れ　いやしのコンサート　～みんなで一緒に
～」
アーティスト：白崎映美（上々颱風　ボーカル）
場所：山形県酒田市　ひらたタウンセンター　シアターＯＺ
対象：子育て中の皆様、若者・広く市民の皆様、被災避難されている皆様
入場：無料
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子ども家庭支援
センターチェリー

団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

9月6日
ホームスタートについ
ての一般公開講座

ホームスタートを活用した虐待防止の取り組みの普及

10月24日 養成講座講師 問題や悩みのある家庭への理解（虐待防止を含む）

愛泉こども家庭センター 7月～ ○
乳幼児ゆさぶられ
症候群についての
説明

3,4か月健診の対象者に、乳幼児ゆさぶられ症候群の周知を
図る

H25年10月～
H26年２月

○
コモンセンス・
ペアレンティング講座

全６回・「上手なしつけで楽しい子育て教室」
千葉市中央コミュニティセンターにて

H26年２月16日 映画「葦牙」上映会
児童養護施設のドキュメンタリー映画を上映、その後監督と
施設経験ありの児家セン職員のトークショーを行う予定

児童家庭支援センター
シャローム

11月2日（土） ○ 子育てセミナー

日高市と共催で児童虐待防止推進事業として実施する。場所は日高市総
合体育館（ひだかアリーナ）。講演会と別室での小学生向けのイベント（手
品、バルーンアートなど）あり。講演終了後に日高市のマスコットキャラク
ターくりっかーくりっぴーとの写真撮影会、オレンジリボンをプリントした風
船や啓発マスクなどを配布、子育て相談ブースを設置するなどおこなう。

10月27日（日）
オレンジリボンたす
きリレーに参加

オレンジリボンたすきリレーにて川崎中継所で児童虐待防止
啓発活動

１１月中 ○
児童虐待防止のイ
ベント

地域の親子向けのイベントを、当センターにて実施。

12月19日(木)
児童虐待防止のイ
ベント親子コンサー
ト

地域の親子向けのイベントを、ミューザ川崎にて親子コン
サート実施。

11月23日（土） ○
児童虐待防止に関
するポスター展示

区役所主催の子育て支援のイベントにて児童虐待防止に関
するポスター展示と広報啓発

2月14日（土）
児童虐待防止に関
するポスター展示

区役所主催の子育て支援のイベントにて児童虐待防止に関
するポスター展示と広報啓発

児童家庭支援
センターふたば

しゃんぐりら
こども家庭支援センター
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愛泉こども家庭センター

11



団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

通年 ○ 広報紙の発行 「未来通信」：子育て情報提供のための広報誌発行（八千代市内）

随時 ○ CSP講座 コモンセンスペアレンティング講座の実施（施設内）

実施（予定） ○ 子育て座談会
普段困っている子育ての悩みをみんなで話す場を提供する
（施設内）

千葉県児童家庭支援
センター協議会

2月16日 ○ 映画上映 「葦牙（あしかび）」の上映と製作者との交流

4か月に1度 ○
子育てサロン（親子でリトミックやお話会、わらべ歌、ふれあ
い遊び,育児相談）

4か月に1度 ○
母子家庭や父子家庭の子どもたちに向けて運動遊び、製作
体験を行う。

7月 ○
助産師による性教育（低学年、高学年、中高生に分かれて実
施）

11月1日 ○ チラシ配布 児童虐待防止推進月間にあわせ甲府駅前にてチラシ配布

11月～1月（2回） ○ 講演
講演テーマ
「子ども虐待防止に向けて～今日の子ども家庭の現状と課
題」

子ども家庭支援
センターむつみの木

子ども家庭支援センター・テラ
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子ども未来サポートセンター
やちよ

団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

静岡恵明学園児童
家庭支援センター

１１月１６日(土) ○ ○ 講演・パレード

第５回児童虐待防止静岡の集い実行委員会（県児童養護施設協議会、県
乳児院協議会、里親会、県保育所連合会、民生委員児童委員協議会など
で構成）として参加。
第１部＜講演（内容未定）＞
開催場所：静岡県総合社会福祉会館　会議室(216名収容)
第２部＜パレード(静岡県内の高等学校のマーチングバンドを先頭に、虐
待予防の文字を載せた横断幕やのぼり旗を持ってパレード，市民にパンフ
レットや啓発グッズを配る)＞
コース：静岡県総合社会福祉会館→静岡県庁→小梳神社

浜松市児童家庭
支援センター

11月10日 ○
『社会的養護に関
する映画上映会と
講演会』

主催：浜松市と浜松市児童家庭支援センター
共催：浜松市内養護施設及び乳児院
（１）内容：①映画「葦牙・あしかび」上映、②養護施設及び里親からのミニ
講演
（２）テーマ：映画と講演をとおして、社会的養護への理解、社会的養護化
にある子どもらへの支援の重要性について、一般市民及び支援者への啓
発を目的とする。
（３）会場：浜松市浜北区「なゆた・浜北」(定員200名）

11月中旬 ○ 機関紙上の啓発
定期的に発行している機関紙にて児童虐待防止推進月間の
説明や、虐待防止に向けた啓発の記事を載せる

11月8、14、15日
12月11、13日

1月9、10、22日
○ 健診場面での啓発

児童虐待防止の啓発の一環として、乳幼児健診会場に出向
き、子育てに関する助言等を行う

5月22日 講演会の開催 権利擁護についての研修

6月28日 講演会の開催 高学齢児の進学・自立支援についての研修

あわら児童家庭支援センター

5月2日、7月11日
 9月12日、11月14

日、
1月10日、3月6日

○ ベビーヨガ
地域に住む2歳くらいまでの乳幼児とその保護者を対象に、
親子間のｽｷﾝｼｯﾌや保護者同士の交流、保護者の育児不安
の軽減を目的として、併設する児童館で実施している。

児童家庭支援ｾﾝﾀｰ
あすなろ子育て広場

児童家庭支援センター一陽
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

１０月２０日（日） ブロック研修会
「食育」をテーマに、ハロウィーンにちなんでカボチャを使った
軽食とおやつを親子（幼児）で作り、食べる。上庄地区公民館
で開催。

随時 ○
コモンセンス・ペア
レンティング講座

幼児の保護者向けに「コモンセンス・ペアレンティング」の講
習会を実施し、「イライラしない子育て」の技術を伝える。詳細
は未定。

子ども家庭支援センターぎふ
「はこぶね」

11月10日
オレンジリボンたす
きリレー

オレンジリボンをたすきに仕立て、リレーをすることにより、児
童虐待予防を呼びかけて、途中では虐待防止に関心を持っ
てもらうように、イベントを行ない、多くの方々の参加を期待
する。

子ども家庭支援センター
さくら

11月15日 ○
オレンジリボンキャ
ンペーン啓発運動

オレンジリボン啓発運動。子育てサークルと共に親子で遊べ
るブース(新聞プール、手形スタンプ、輪投げ、読み聞かせ
等)を設ける。啓発チラシとグッズを配布。

毎月第２・
第４火曜日

○ 子育て広場 体操・人形劇・陶芸・野菜作り等　児童館遊戯室他

５月２３日・３１日、６
月４日・５日・７日・１０
日・１３日・１８日・２７
日、７月２日・４日・１６

日・１７日

○

児童虐待防止に向けた
セミナー・イベント「中高
生と赤ちゃんふれあい
交流事業」（公益財団
法人　資生堂社会福祉
事業財団助成金事業）

伊勢市内２校の中学２年生対象。命の授業→乳幼児とのふ
れあい体験→性と自立の授業の三本柱のプログラム　伊勢
市立倉田山中学校・同五十鈴中学校にて

１０月５日・６日

子育て応援！第８回わ
くわくフェスタ　松阪de
ぎゅーッと！ハグくもう
家族の絆

遊び体験コーナーでの啓発活動

11月3日 ○ オレンジリボン運動
第３０回地域ふれあい文化のつどいのなかの活動紹介コー
ナーでの啓発活動　明照浄済会地内一円

１１月中 ○
子ども虐待防止啓発月
間

周知するための垂れ幕　市役所正面

11月28日 ○ 子ども虐待防止講演会
伊勢市子ども家庭支援ネットワーク代表者会議・いせトピア
にて

10月3日 養育講演 京都府下の社会的養護の機関、里親、関係機関対象

11月9日 ○ 育児講座 子育て講演会の実施

おくえつ児童家庭支援
センター　めぐみ

子育て家庭支援センター柊

中丹こども家庭センター
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

通年 啓発活動 各地の民生児童委員との連携、チラシ配布

通年 ○ 啓発活動 医科大学生、看護学生、保育系学生への講和

10月31日、
11月12日

○ ○
大阪府立久米田高校
3年生を対象とした特
別授業

コモンセンス・ペアレンティング・プログラムの紹介とロールプレイを
通して、子供とコミュニケーションを取る方法や発達に応じたやり取
りの具体的イメージを持ってもらう。

12月～3月で実施 ○
大阪府立金岡高校3
年生を対象とした特
別授業

コモンセンス・ペアレンティング・プログラムの紹介とロールプレイを
通して、子供とコミュニケーションを取る方法や発達に応じたやり取
りの具体的イメージを持ってもらう。

12月～3月で実施 ○
大阪府立貝塚高校3
年生を対象とした特
別授業

コモンセンス・ペアレンティング・プログラムの紹介とロールプレイを
通して、子供とコミュニケーションを取る方法や発達に応じたやり取
りの具体的イメージを持ってもらう。

12月～3月で実施 ○
大阪府立岬高校3年
生を対象とした特別
授業

コモンセンス・ペアレンティング・プログラムの紹介とロールプレイを
通して、子供とコミュニケーションを取る方法や発達に応じたやり取
りの具体的イメージを持ってもらう。

児童家庭支援センター
博愛社

11月10日 ○ 講演会 発達障害を持つ子の支援方法と、二次障害について

児童家庭支援センター
岸和田

中丹こども家庭センター
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

11月中 ○
オレンジリボンの配
布

センター利用者等にオレンジリボン、ティッシュの配布

11月中 ○ 広報・啓発活動 センター利用者等に虐待防止のちらし配布、ポスター掲示

5月7日～
7月2日

ノーバディーｽﾞパー
フェクトプログラム

子育てに不安のある5歳までの子どもをもつ母親を対象とし
てグループワークを実施

9月3日～
10月29日

ノーバディーｽﾞパー
フェクトプログラム

子育てに不安のある5歳までの子どもをもつ母親を対象とし
てグループワークを実施

9月7日 子育てセミナー 子育て中の親子にむけた「いのちの授業」

子ども家庭支援センター
清心寮

平成25月1月25
日（予定）

○ 講座 施設入所児童（高校生）にむけた「いのちの授業」

神戸少年の町
子ども家庭支援センター

11月10日 ○
ステージイベント　「親
子ふれあい広場」

神戸ハーバーランド　スペースシアターにて。児童虐待防止をテーマとしたトーク
ショー、よさこい踊りや大道芸などのステージイベントと、ゲームコーナー、お絵かき
コーナー、啓発・展示コーナーを通して児童虐待防止の周知・啓発を図るイベン
トにスタッフとして参加。

11月24日 ○
アンサンブルコン
サート

親子で参加できるコンサートを実施。神戸少年の町。

9月６～8日 CSP講座 CSPトレーナー養成講座。神戸少年の町。

11月29日～
12月1日

○ CSP講座 CSPトレーナー養成講座。神戸少年の町。

1月17日～
１月19日

CSP講座 CSPトレーナー養成講座。神戸少年の町。

子ども家庭支援センター
清心寮
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神戸少年の町
子ども家庭支援センター

団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

神戸少年の町
子ども家庭支援センター

9月13日～
11月15日
（全7回）

○ CSP講座 地域のお母さん向けの子育て講座。神戸少年の町。

毎日（緊急につい
ては24時間）

○
電話相談・メール
相談・来所相談・訪
問

電話、メール、来所、訪問といった相談者のニーズに合わせ
た相談方法で、子育て全般についての相談に応じ、虐待予
防していく

通年 ○ 広報・啓発活動 センター利用者等に虐待防止のポスター掲示

毎月木曜日 ○
まちの子育てひろ
ば

親子で遊ぶ場所を提供し、親子の交流を深める中で虐待予
防していく

毎月月曜日
または金曜日

○ プレイルーム開放
親子で遊ぶ場所を提供し、親子の交流を深める中で虐待予
防していく

毎月土曜日1回 ○ キッズひろば
親子で遊ぶ場所を提供し、親子の交流を深める中で虐待予
防していく

4月25日 赤ちゃん遊びの会
産後1年以内の親の交流の場と親子でふれ合う機会を提供
し、虐待予防していく

6月17日 お楽しみ会
親子で遊ぶ場所を提供し、親子の交流を深める中で虐待予
防していく。開催場所は、園田愛児園（保育園）。

園田愛児園と合
同で実施

7月10日
母親のリフレッシュ
講座

資生堂社会福祉事業財団によるメイクアップ講座。参加者に
児童家庭支援センターチラシ・児童虐待防止啓発チラシの配
布        場所；アメニティホーム広畑学園地域交流ホール

11月10日 ○ 親子体操
就学前及び学童期の児童と保護者が参加可能な3B体操プログラム。参加
者に児童家庭支援センターチラシ・児童虐待防止啓発チラシの配布
場所；姫路市勤労者体育センター

2月20日
小児科医による子
育て講座

地域小児科医による子育て講座。参加者に児童家庭支援セ
ンターチラシ・児童虐待防止啓発チラシの配布
場所；アメニティホーム広畑学園地域交流ホール

10月27日 あいむフェスタ
児童家庭支援センターについての広報パネルと虐待防止啓
発ポスターの掲示・虐待防止啓発チラシの配布
場所；アメニティホーム広畑学園グランド

こども家庭支援センター
キャンディ

こども家庭支援センター
キャンディ

児童家庭支援センター
すみれ
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

児童家庭支援センターすみれ・
児童家庭支援センターすずらん

・神戸少年の町子ども家庭
支援センター・こども家庭支援

センターキャンディ・子ども
家庭支援センターロータリー
子どもの家・児童家庭支援

センター虹の丘

11月17日 ○
オレンジリボンキャ
ンペーン

つながりあそびうたパフォーマーによるイベント。参加者に児
童家庭支援センターチラシ・児童虐待防止啓発チラシの配布
場所；相生市総合福祉会館

通年 ○
2歳児全戸家庭訪
問

実施場所：相生市
内容：虐待の早期発見、未然予防のために2歳児のいる家庭
への全戸訪問を行う。

通年（年１３回） ○ 1・6，3，5歳児健診
実施場所：佐用町
内容：子供の発達面や育児方法等で専門的な支援が必要な
母子に対する相談指導を通して虐待の未然防止を図る。

通年（年36回） ○
発達に躓きがある
と思われる児のた
めの子育て広場

実施場所：佐用町
内容：子供の発達面や育児方法等で専門的な支援が必要な
母子に対する相談指導を通して虐待の未然防止を図る。

通年（年２４回） ○
子育て広場での
出前相談

実施場所：たつの市
内容：子供の発達面や育児方法等で専門的な支援が必要な
母子に対する相談指導を通して虐待の未然防止を図る。

通年（5回） ○
子育て広場での
出前相談

実施場所：佐用町
内容：子供の発達面や育児方法等で専門的な支援が必要な
母子に対する相談指導を通して虐待の未然防止を図る。

通年 ○
要保護児童の
ケース会議

実施場所：相生市、佐用町、宍粟市、太子町
内容：要保護家庭の情報共有と助言

通年 ○ 要対協関係会議
実施場所：赤穂市、相生市、宍粟市、太子町
内容：要保護家庭の情報共有と助言

10月26日 ○
児童養護連絡協議会
オレンジリボンキャン
ペーン

開催地：赤穂市（関西福祉大学）
内容：関西福祉大学の学祭に参加し、若年者に向けた虐待
への啓発活動。

児童家庭支援センター虹の丘 11月9日 ○ 公演会
内容：スマイルパフォーマーQちゃんによる「スマイルヒーロー
ショー」
開催場所：児童家庭支援センター虹の丘

児童家庭支援センター
すずらん
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児童家庭支援センター
すずらん

団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

10月4日 事業説明
丹波ブロック民生委員児童委員協議会会長・主任児童委員
等連絡協議会にて、児童虐待防止のための相談窓口の周知
を行う。場所：青垣住民センター

10月18日 子育てひろば
子育て相談を受け付ける中で、虐待予防の啓発を行う。
場所：ふれあいセンターゆめっこランド（新温泉町）

10月21日 研修会
朝来市民生委員・主任児童委員研修会にて、児童虐待防止
のための相談窓口の周知を行う。場所：児童家庭支援セン
ターリボン

10月12日、13日 ○
オレンジリボンキャ
ンペーン啓発活動

奈良産業大学（三室祭）にて、
「オレンジリボンの知名度、理解度を上げよう」をテーマに、
啓発パネルの展示、啓発グッズの配布等の啓発活動。

奈良児童虐待防止
ネットワーク「きずな」
奈良県こども家庭課と

の協同

10月13日、14日 ○
オレンジリボンキャ
ンペーン啓発活動

帝塚山大学（虹色祭）にて、〃

奈良児童虐待防止
ネットワーク「きずな」
奈良県こども家庭課と

の協同

10月19日、20日 ○
オレンジリボンキャ
ンペーン啓発活動

大阪樟蔭女子大学（若樟祭）にて、〃

奈良児童虐待防止
ネットワーク「きずな」
奈良県こども家庭課と

の協同

10月19日、20日 ○
オレンジリボンキャ
ンペーン啓発活動

畿央大学（畿央祭）にて、〃

奈良児童虐待防止
ネットワーク「きずな」
奈良県こども家庭課と

の協同

10月19日、20日 ○
オレンジリボンキャ
ンペーン啓発活動

奈良佐保短期大学（佐保祭）にて、〃

奈良児童虐待防止
ネットワーク「きずな」
奈良県こども家庭課と

の協同

10月26日、27日 ○
オレンジリボンキャ
ンペーン啓発活動

奈良県立医科大学（白橿生祭）にて、〃

奈良児童虐待防止
ネットワーク「きずな」
奈良県こども家庭課と

の協同

10月26日、27日 ○
オレンジリボンキャ
ンペーン啓発活動

白鳳女子短期大学（白鳳祭）にて、〃

奈良児童虐待防止
ネットワーク「きずな」
奈良県こども家庭課と

の協同

10月26日、27日 ○
オレンジリボンキャ
ンペーン啓発活動

奈良芸術短期大学（紫苑祭）にて、〃

奈良児童虐待防止
ネットワーク「きずな」
奈良県こども家庭課と

の協同

児童家庭支援センターリボン
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児童家庭支援センターあすか
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

10月27日 ○
オレンジリボンキャ
ンペーン啓発活動

奈良文化女子短期大学（学園祭）にて、〃

奈良児童虐待防止
ネットワーク「きずな」
奈良県こども家庭課と

の協同

11月2日～4日 ○ ○
オレンジリボンキャ
ンペーン啓発活動

奈良教育大学（輝甍祭）にて、〃

奈良児童虐待防止
ネットワーク「きずな」
奈良県こども家庭課と

の協同

11月2日～4日 ○ ○
オレンジリボンキャ
ンペーン啓発活動

天理大学（天理大学祭）にて、〃

奈良児童虐待防止
ネットワーク「きずな」
奈良県こども家庭課と

の協同

11月3日 ○ ○
オレンジリボンキャ
ンペーン啓発活動

奈良県立大学（秋華祭）にて、〃

奈良児童虐待防止
ネットワーク「きずな」
奈良県こども家庭課と

の協同

12月8日
オレンジリボンキャ
ンペーン啓発活動

奈良マラソン2013にて、〃

奈良児童虐待防止
ネットワーク「きずな」
奈良県こども家庭課と

の協同

春期6回、
秋期6回

○
子育て元気アップ
講座

子育て中のお母さんがリフレッシュし、楽しむことを目的とし
た講座で、料理やヨガなど様々な内容で行う。

毎週月曜日 ○ 子育てホッとひろば
周産期のお母さんや、乳幼児期のお子さんをもつお母さん方
が集まり、お母さん同士や臨床心理士、保育士、看護師など
が子育てについて一緒に語り合う場。

月3回（５クラス） ○ 母と子のリトミック
親子で音楽に合わせて身体を動かリトミックをしながら、表現
する気持ちを育んでいきます。

毎日（緊急につい
ては24時間）

○ 子育てホッとライン
電話でいつでも子育てに関する不安や悩み、ちょっとした疑
問などを相談できる場。

11月10日 ○
ステージイベント
「親子ふれあい広
場」

神戸ハーバーランドスペースシアターにて、児童虐待防止をテーマとした
トークショー、よさこい踊りや大道芸などのステージイベントと、ゲームコー
ナー、お絵かきコーナー、啓発・展示コーナーを通して児童虐待防止の周
知・啓発を計るイベントにスタッフとして参加。

神戸真生塾子ども家庭支援
センターロータリー子どもの家
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児童家庭支援センターあすか

団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

神戸真生塾子ども家庭
支援センターロータリー

子どもの家
10月25日

げんきッズまつり
2013

幼児向きの遊び場、子どもの作品展示、歯についての健康
教育、予防接種キャンペーン、幼稚園・保育所紹介展示など
（神戸市勤労会館）スタッフとして参加

児童家庭支援センターてんり 11月中 ○
オレンジリボンキャ
ンペーン

天理市要保護児童対策地域協議会の関係機関で作ったオレ
ンジリボンを天理駅前広場で配布する。

児童家庭支援センターて
んり

12月16日 ○
児童虐待に関する
研修の実施

天理看護学院看護学科3年生を対象に「精神看護学実習」の
児童虐待に関する研修を担当する。

和歌山児童家庭支援
センターきずな

11月16日、17日 ○
ふれあい人権フェ
スタ2013へのブー
ス参加

和歌山ビッグホエールにて、左記の日程で、和歌山県と県人権啓発セン
ター主催で、ふれあい人権フェスタが開催される。その中で、児家センきず
なとしてブースを設け、児童虐待防止に向けてのアピールを行う

山口県児童家庭支援
センター協議会

１０月５日（土） 工作教室

防府市市民活動支援センター主催の「市民・親子ふれあいフェスタ」に、イ
ベント参加。山口県内の4つの児童家庭支援センターが協力し工作教室を
企画。会場に遊びに来ている子ども達とその家族を対象とし、工作教室と
並行してオレンジリボンの啓発および、児童虐待防止の呼びかけ等を行
う。

子ども家庭支援
センター海北

11月10日（日） ○ 街頭キャンペーン
児童虐待防止月間に合わせ、市内各所にてオレンジリボン
キャンペーンを実施予定。（チラシやパンフレット、グッズの配
布。手作りのオレンジリボンを使ってパネル作成等。）
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

こども家庭支援
センター清光

11月12日（火） ○
人形ボードヴィル（人形
劇）と、児童虐待未然防
止に関する講話

テーマ）子育て支援とオレンジリボン運動ＰＲ
開催場所）山口市阿知須地域交流センター
内容）昨年度も公演いただいた人形劇（ボードヴィル）講師の方に、親子で
楽しめる人形劇をお見せいただき、その後子育て中の保護者の方々へ、
子育て及び児童虐待未然防止について、講演頂く。なお、当日は地域の
幼稚園児のみなさまも数十名ご招待する予定。

こども家庭支援
センター清光

平成26年1月16
日（木）

○
若年出産への警鐘をふ
まえた性教育講演会

テーマ）若年出産への警鐘及び児童虐待未然防止
開催場所）山口市立阿知須中学校
対象）中学2年生及び保護者と一般の方々
内容）例年中学3年生対象に行われている「赤ちゃんとのふれあい事業」
の、次年度の事前講座として、共同開催する。
また地域の「要保護児童対策地域協議会」のメンバーでもある、現職の産
婦人科医を講師にむかえ、日頃近隣の中学校で実践されている若年者の
性の実態と、日々生まれ来る命の尊さもについても赤裸々に語っていただ
き、児童虐待未然防止の啓発にもご協力を願う。

5月19、25日
児童虐待防止啓
発・紙風船啓発活
動

児童虐待防止の啓発と地域の方に「紙風船」の存在を知って
もらうためのＰＲ活動を行なう。場所：アルク、マルショク、ゆ
めタウンイズミ

11月24日 ○
オレンジリボンたす
きリレーｉｎ下関
２０１３

たすきリレー：下関市長、議長、他多くの団体の参加、協力を頂き、全長
６，５㎞を1区間約１キロのぼり旗を持って走り、たすきをつなぎ啓発活動を
行う。途中中継点では児童虐待防止に関するビラ・風船の配布を行う。海
響館出口付近にてスタートイベントを行い、同場所からスタートし同場所で
ゴールする。その間、イベント会場では様々なイベント及び啓発チラシ、風
船の配布を行う。

11月29日 ○
オレンジリボンキャ
ンペーン

子育て支援事業に参加してチラシ、グッズ配布等・県周南総合庁舎

8月4日
オレンジリボンキャ
ンペーン

光市おっぱいまつりに参加してチラシ、グッズ配布等

11月3日 ○
オレンジリボンキャ
ンペーン

下松市福祉健康まつりに参加してチラシ、グッズ配布等

11月17日 ○
オレンジリボンキャ
ンペーン

岩国市福祉まつりに参加してチラシ、グッズ配布等

児童家庭支援センター
高知みその

児童家庭支援センターわかくさ
児童家庭支援センターひだまり

１１月中 ○
ポスター・チラシ配
布マスコミでの広
報

各市町村、関係機関へポスター・チラシ・グッズを配布。
また、学校を通し児童・生徒のいる家庭にチラシを配布。
ＣＭ制作・放映及びパブリシティ番組広報。

21
なかべこども家庭センター

「紙風船」

子ども家庭支援センター
ぽけっと

団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

児童家庭支援
センターひだまり

通年 ○ 子育てミニ講座
講座内容未定、当センターにて開催
11月開催時には参加者にオレンジリボンについて広報

通年 ○ オレンジリボン啓発
センター発行物にオレンジリボンについて掲載、
施設内にオレンジリボンの装飾

通年 ○ オレンジリボン啓発
小学生・中学生にオレンジリボンについての説明や
困った時の相談先等を紹介

児童家庭支援
センターけいあい

10月～12月 ○ オレンジリボン啓発
小学生・中学生にオレンジリボンについての説明や
困った時の相談先等を紹介

通年 ○
地域住民、関係機
関にリーフレット配
布

通年で随時、リーフレットを配布。

随時 講演 関係機関の要請があれば、児童虐待防止について講演を行う。

児童家庭支援センター
高知みその

児童家庭支援センターわかくさ
児童家庭支援センターひだまり

11月10日 ○
高知オレンジリボン
キャンペーン2013
たすきリレー

たすきリレー（東コース：高知県香南市夜須町から高知市、西コース：高知
県佐川町から高知市）
イベント：高知城丸ノ内緑地公園（たすきリレーゴールセレモニーも実施）

9月21日 子育てセミナー
慶応義塾大学医学部小児科専任講師：渡辺久子先生による
「親子の心の響き合い」をテーマとした講演会
開催場所：高知県人権啓発センターホール

11月24日 ○ みさとフェア
オレンジリボン啓発チラシやグッズの配布、パネル展示（三
里小学校）

21

児童家庭支援
センターひだまり

児童家庭支援
センターけいあい

児童家庭支援センター
高知みその
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

児童家庭支援センター
高知みその

12月8日
じんけんふれあい
フェスタ

ブースを出展し、パネル展示やオレンジリボングッズの配布
（高知市中央公園）

双葉学園児童家庭
支援センター

11月28日 ○ 心理士による講話
児童虐待防止の観点から、育児中の母親に対する子育ての
講話（地域の市民センターにて）

県央児童家庭
支援センター

10月6日
市主催の福祉まつ
りに参加

児童やその家庭のあらゆる福祉の相談を受ける機関である
ことをパンフレットを配布して広報する

随時 ○ ○ 虐待防止に関する状況について　地域協議会活動について

随時 ○ ○ 児童虐待　ＤＶ　高齢者虐待　分科会等

1月12日 ○ 講演会 性・人権・命の大切さについて・児童養護施設なごみ
本体施設の協力

事業

平成25年8月26日、
9月27日

○
広報啓発・教育事
業

DV防止について考える・名護市21世紀の森体育館

11月3日 ○
チラシ配り、関係施
設紹介など啓発事業

子どもの虐待防止キャンペーン、開催場所：ライオン広場
（福岡市天神）

1月24日 ○ 講演会 妊娠期からの虐待予防

3月18日 講演会 子ども福祉と精神科医療の連携

21

児童家庭支援センター
なごみ

キッズ・ケア・センター

子どもの村福岡

団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

平成25年5月
児童虐待防止推進
月間標語募集への
協力

各地区協議会を通じて構成施設に協力を依頼

平成25年11月 ○

「児童虐待防止推進月
間」啓発ポスター、リー
フレット、カードの配布
および掲示

各地区協議会を通じて構成施設に啓発材料を送付し、各施
設において配布、掲示

通年 ○
オレンジリボンの配
布および装着推奨

会員にオレンジリボンを配布し、装着を推奨

全国児童自立
支援施設協議会

（国立）
通年 ○ 教育

保健師が児童に対して行う思春期教育の一環として妊娠、
出産、育児等の指導は行っている。

全国児童自立
支援施設協議会

（島根）
通年 ○ 教育

女子生徒（中学生以上）に、命の大切さを含めた性教育（単
に性に関してだけでなく生きることも含め）を実施。

全国児童自立
支援施設協議会

（香川）
通年（一部１１月） ○ ○ 教育・実習

①子育てに関する講演会の託児ボランティアとして、主に女子中学生が参
加し、乳幼児とのふれあいや、お世話をとおし慈愛の気持ちを育てたり、必
要とされる体験により自尊感情を育てる。（昨年は１１月に実施。今年度は
依頼があり次第応じる予定）
②中１，２年生の希望者は保育園や幼稚園への職場体験実習を実施す
る。
③地域の高齢者施設との交流をとおし、高齢者への理解や介護を体験す
る。８月の夏祭り、１１月の学園祭
④学園保健師による保健教室で、出産や子育てをテーマとしていのちの大
切さを伝える授業を開催する。年度後半

通年 ○
全養協倫理綱領の
周知

全国大会・研修会資料および季刊「児童養護」に掲載すると
ともに、倫理綱領ハンディ版の作成・全施設への配布をとお
して、普及を推進している。

通年 ○
児童養護施設における
人権擁護のための
チェックリストの実施

人権擁護のため、全施設に送付のうえ実施し、施設点検・自
己点検を行う。

11月20日～22日 ○
第67回全国児童養
護施設長研究協議
会

「『社会的養護の課題と将来像』の実現に向けて～これからの社会
的養護が進む道～」をテーマに、子どもの最善の利益を確保するこ
とを共通の目的とし実践へ繋ぐ社会的養護のあり方等につき研究協
議する。（三重県伊勢市）

23

22

全国児童自立支援
施設協議会

全国児童養護
施設協議会
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

～11月まで ○
子ども虐待防止推進全
国フォーラム(厚生労働
省)開催の周知

広報誌による情報提供を実施する。

～11月まで ○
｢児童虐待防止推進月
間｣標語、ポスター・リー
フレットの周知

広報誌による情報提供および、会員施設へのポスター・リー
フレット等の送付、周知を行う。

～11月まで ○
児童虐待防止関連
各種イベントの周
知

広報誌による情報提供を実施する。

平成26年2月26
日、2月27日

平成25年度ファミリー
ソーシャルワーク研修
会
（全社協・全乳協・全養
協・全母協主催）

ファミリーソーシャルワーカーを主な参加対象として、虐待を
受けた子どもと家族の関係の再構築支援のあり方等につい
て学ぶ。(全社協・灘尾ホール）

平成25年9月、
12月

社会的養護を担う児童
福祉施設長研修会（全
社協・全乳協・全養協・
全母協主催）

子どもの権利擁護や虐待防止などについて、現職の施設長
を対象に研修を実施する。（9月：全社協・灘尾ホール、12月：
大阪府）

年４回刊行 ○
研究機関誌・季刊
『児童養護』

全養協が定期刊行している研究機関誌・季刊『児童養護』に
おいて、特集や連載企画により虐待防止等について啓発す
る。

○
子ども虐待防止オ
レンジリボン運動へ
の協力

同運動に後援団体として参画し、周知協力等を行う。

11月20日～23日 ○
児童虐待防止キャ
ンペーンライブ
“Child Aid Live”

子どもを虐待から救い、子育てに悩む親のSOSを社会全体で受け止める
ことのできる社会へと変容させることを目指して、ライブコンサートを通じて
児童虐待防止に向けた強いメッセージを発信する。本プロジェクト実行委
員会へ参画する。

23
全国児童養護
施設協議会

団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

全国情緒障害児短期治療
施設協議会

８月７日（水）～
９日（金）

全国情緒障害児短期
治療施設職員研修会

研修テーマ『児童福祉施設の課題と展望について』
会場：鹿児島サンロイヤルホテル

１０月７日（月）～
８日（火）

全国情緒障害児短期
治療施設職員研修会
生活指導部会

研修テーマ『情緒障害児短期治療施設の光と影』
　　　　　　　　　　　　～小舎制ケア体制の事例を中心に
会場：鳥取シティホテル・鳥取こども学園希望館

１０月２３日（水）
～

２５日（金）

新設情緒障害児短期
治療施設職員・新任職
員研修会

研修テーマ　　 『情緒障害児短期治療施設の役割と治療的援助の基礎』
　　　　　　　　　『子ども理解に基づいた治療的援助の工夫』
　　　　　　　　　『チームアプローチの意義と良好なチームワーク』
会場：子どもの虹情報研修センター

参加申込締切済

１１月７日（木）～
８日（金）

○
全国情緒障害児短期
治療施設職員研修会
心理治療部会

研修テーマ『情緒障害児短期治療施設における処遇困難な
発達障害児への対応を考える』
会場：マロウドイン熊谷

参加申込締切済

25 全国自立援助ホーム協議会 10月28日、29日
テーマ「自立援助ホームの過去・現在・未来」
・品川プリンスホテル

26 全国人権擁護委員連合会 通年 ○ 通年で人権相談を受けている。開催場所，法務局等

27 全国地域活動連絡協議会 ８月～１２月 ○
「心のつぶやき」
公募

家族関での喜びや悩み等を「心のつぶやく」として４００字以内で
投稿してもらう。
応募用紙には意義も明記して全国1,300の単位クラブに送付した。
応募結果はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、機関誌や全国大会等で発表する。

通年 ○
乳児院倫理綱領の
周知

・Ｈ19年度より検討､20年5月組織決定
・Ｈ20年5月以降､広報媒体や組織作成資料、研修会等で周
知
・より現状に即した内容にするため、改訂について検討中

通年 ○

より適切なかかわ
りをするための
チェックポイントの
周知

・Ｈ21年2月以降、広報媒体や組織作成資料、研修会等で周
知
・倫理綱領と同様、改訂について検討中

～11月まで ○
子ども虐待防止推進全
国フォーラム(厚生労働
省)開催の周知

広報誌による情報提供

24

28

全国情緒障害児短期治療
施設協議会

全国乳児福祉協議会
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

～11月まで ○
｢児童虐待防止推進月
間｣標語、ポスター・リー
フレットの周知

・広報誌による情報提供
・各乳児院へのポスター・リーフレットの送付、周知

～11月まで ○
児童虐待防止関連
各種イベントの周
知

広報誌による情報提供

7月、10月、12月
全乳協主催の研修会、
全国大会、セミナーで
の学習・研鑽

子どもの権利擁護や虐待防止､被虐待児の養育､虐待した保
護者へのアプローチや支援などについての学習機会を提供
（7月：茨城県、10月：愛知県、12月：東京都）

平成25年2月

ファミリーソーシャル
ワーカー研修会
（全社協・全乳協・全養
協・全母協主催）

・ファミリーソーシャルワーカーを主な参加対象に、虐待を受
けた子どもの家族再構築支援のあり方等について学ぶ（全
社協・灘尾ホール）

9月、12月

社会的養護を担う児童
福祉施設長研修会（全
社協・全乳協・全養協・
全母協主催）

・研修プログラムを通して、子どもの権利擁護や虐待防止な
どについて、現職の施設長を対象に研修を実施（9月：全社
協・灘尾ホール、12月：大阪府）

通年 ○
子ども虐待防止オレ
ンジリボン運動への
協力

広報誌による情報提供

11月20日～23日 ○
Child　Aid（児童虐
待防止を目的とし
たイベント）

実行委員会への参画

通年

全国保育協議会将来ビ
ジョン（平成18年10月策
定、平成21年3月改訂）
に基づき、子どもの育
ちを保障するための取
り組み

広報誌、研修会資料への掲載により全国保育協議会将来ビジョンの周知
を図り、子どもの育ちや権利を保障する観点から、保育現場における被虐
待児童への保育実践や保育研究の推進を行う

8月、9月、10月、
平成26年1月、2月

研修会での学習・
研鑽

権利擁護、虐待の未然防止、早期発見、早期対応に関する
テーマによる講義等学習機会の提供

11月
「児童虐待防止推
進月間」の広報

広報誌による情報提供

29

28 全国乳児福祉協議会

全国保育協議会

団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

11月7日～8日 ○
オレンジリボン運動
の推進

第47回全国保育士会研究大会（岩手県開催）の会場内に
て、オレンジリボン及び児童虐待防止推進月間のポスターを
掲示し、虐待防止の啓発を行う。

5月、7月、8月、
10月、11月

平成26年2月、3月
○

全国保育士会倫理
綱領

研修会や大会において唱和し、子どもの最善の利益を保障
する視点からの保育実践の推進等、保育者の意識啓発を行
う。

通年
保育士が応える子
育てQ&A

全国保育士会のホームページに「子育てQ&A」掲載し、保護
者の子育て不安等へ対応し虐待等の未然防止につなげる。

11月中 ○
児童虐待防止推進
月間における取組
み

本会会員に対し、厚生労働省対策室が作成したポスター等
を活用し、児童虐待防止推進月間における児童虐待防止の
啓発に努める。

30 全国保健師長会（行政） 通年 ○ ○ 相談・啓発・教育
各行政機関（所属）により、様々な方法で防止について取組
んでいる。

29
全国保育協議会
・全国保育士会
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

31 全国保健所長会 6月27日 要望書の提出

平成24年6月29日 厚生労働省に「保健所行政の施策及び予算に関する
要望書」の提出。要望項目として、以下のような文言により児童虐待防止
に向けた要望を行っている。
（１） 地域において保健所や福祉部門、学校関係機関等が連携し、虐待の
早期発見と円滑な事後対応が充分行えるよう、国においても所管部門を
越えた連携体制を充実されたい。
（２） 児童虐待の未然防止並びに育児困難や育児不安を抱える事例への
十分な対応ができるよう、児童相談所全国共通ダイアルの普及や自治体
要保護児童対策地域協議会の体制強化等を図るとともに、乳幼児健診時
における相談機能の充実、未受診者対策の強化など母子保健事業を充
実、強化して推進されたい。

通年 ○
全国母子生活支援施
設協議会倫理綱領の
周知

・Ｈ19年度4月組織決定
・以降､広報媒体や組織作成資料、研修会等で周知

～11月 ○
子ども虐待防止推進
全国フォーラム(厚生
労働省)開催の周知

広報誌による情報提供

～11月 ○

｢児童虐待防止推進
月間｣標語、ポス
ター・リーフレットの周
知

・広報誌による情報提供
・各乳児院へのポスター・リーフレットの送付、周知

～11月 ○
児童虐待防止関連各
種イベントの周知

広報誌による情報提供

6月、10月
全母協主催の研修
会、全国大会、セミ
ナーでの学習・研鑽

子どもの権利擁護や虐待防止､被虐待児の養育､虐待した保
護者へのアプローチや支援などについての学習機会を提供
（6月：大阪府、10月：福岡県）

平成25年2月

ファミリーソーシャル
ワーカー研修会
（全社協・全乳協・全
養協・全母協主催）

ファミリーソーシャルワーカーを主な参加対象に、虐待を受け
た子どもの家族再構築支援のあり方等について学ぶ（全社
協・灘尾ホール）

9月・12月

社会的養護を担う児
童福祉施設長研修会
（全社協・全乳協・全
養協・全母協主催）

子どもの権利擁護や虐待防止などについて、現職の施設長
を対象に研修を実施（9月：全社協・灘尾ホール、12月：大阪
府）

通年 ○
子ども虐待防止オレ
ンジリボン運動への
協力

広報誌による情報提供

全国母子生活支援
施設協議会
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

32
全国母子生活支援

施設協議会
11月20日～23日 ○

Child　Aid（児童虐待
防止を目的としたイ
ベント）

実行委員会への参画

５月
「児童虐待防止推進
月間」標語募集の通
知

各都道府県・指定都市民児協に応募・参加の協力を呼びか
けた。

～11月 ○

児童委員活動強化推
進方策「ひろげよう地域
に根ざした思いやり」行
動宣言児童委員（主任
児童委員）版の推進

「児童委員活動推進強化方策」として平成16年から取り組んできた活動の
一層の推進を図るために、児童虐待の予防と早期発見・対応をはじめとし
た課題を３点掲げて重点的に取り組んでいる。
＜重点課題＞
（１）地域から孤立した子育て・孤独な子育てをなくす取り組みの推進
（２）課題を抱える親子を発見し、必要な支援につなぐ取り組みの推進
（３）児童虐待の予防、早期発見と対応、および子どもを犯罪被害等から守
るための連携・協働の推進

平成25年12月～
(予定）

新たな
児童委員活動強化推
進方策「ひろげよう地域
に根ざした思いやり」行
動宣言児童委員（主任
児童委員）版の推進

上記の「児童委員活動強化推進方策「ひろげよう地域に根ざした思いや
り」行動宣言 児童委員（主任児童委員）版」の取り組みについて児童虐待
の予防と早期発見・対応をはじめとした重点目標３点を掲げた新たな推進
方策・行動宣言による取り組みを開始する。
〈重点目標〉
（１）子育て家庭を応援する地域づくりを進め、子育ての孤立や育児不安
の抱え込みの防止に努めます。
（２）地域の子どもたちの見守り活動を進めるとともに、子どもたちにとって
身近な「おとな」となります。
（３）児童虐待の早期発見・早期対応のため、幅広い関係者の連携・協働
を推進します。

平成25年8月28日・
29日（浜松市）

平成25年8月7日・
8日（北九州市）

全国主任児童委員
研修会（東西２会
場）

研修2日目の分散会において、「孤立しがちな子育て家庭の
支援、児童虐待の早期発見、早期対応について考える」を
テーマに、虐待や不登校、非行など様々な課題を抱える子育
て家庭の地域からの孤立を防ぐ取り組みの推進について、
講義と演習により学習した。

平成25年10月
（予定）

「児童虐待防止推進
月間」取り組みの周
知

平成25年10月
10日、11日

（予定）

全国民生委員児童
委員大会

　大会2日目において「子どもの健やかな育ちを支えるための地域づくりの
推進～学校や関係機関等との連携による子どもを孤立させない環境づくり
～」、「児童虐待等の課題を抱える親子への支援活動の推進～関係機関・
団体と連携・協働した課題の早期発見と対応に向けて～」をテーマとした
活動交流集会をそれぞれ実施する。

全国民生委員
児童委員連合会
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

通年 ○
機関紙を通じた活
動紹介・広報啓発

　機関紙「民生委員・児童委員のひろば」（月刊、245,000部）
において児童虐待問題に関する内容を掲載し、全国の民生
委員・児童委員の活動に資している。

平成26年1月20
日、21日（予定）

全国児童委員研究
協議会

2日目には児童虐待等課題を抱えた親子への見守り・支援活
動や健全育成活動の充実に関する分科会を実施する予定。

平成２５年３月調査、
平成２５年１０月報告

養護教諭の執務に関す
る調査報告発行

｢養護教諭の職務に関する調査」の中で、平成２４年度中の児童虐待（疑
いも含む）に関わった事例の件数、養護教諭として対応する上での課題に
ついて、会員（28000人）の20％を対象に調査し、報告書を作成した。

平成２５年度予定
子どもを見守り育てる
ネットワーク推進会議
（文部科学省）参加

参画団体の一員として｢子どもの心身の発達分析ワーキング
グループ｣に参加

35 全国連合小学校長会 ７月～８月（毎年）
アンケート調査と調
査結果の分析（研
究紀要）の作成

「教員の生徒指導能力の向上のための課題、携帯電話やインターネットに
関わる犯罪の現状と課題、学級経営上の諸問題及び小１プロブレムの現
状と課題、児童虐待に関する現状と防止のための課題、いじめや不登校
問題についての現状と課題　調査」
児童生徒の健全育成に関わる現状と課題について、全国の状況を調査・
分析し、教育現場における生徒指導上の取り組みのより一層の充実に資
するとともに、諸問題の未然防止、早期発見、早期対応につなげていくこと
を目的として、毎年実施している。全国都道府県の小学校各１０校（計４７０
校程度）を対象に、質問紙及び自由記述の調査方法により実施。

毎年度末に研究
紀要を発行

通年 ○
全教職員による早
期虐待発見と対応

学校で見られる生徒の様子に関する情報交換を定期的に行うと同時に、
家庭での虐待が疑われるケースの早期発見に努めている。（適宜管理職
への報告及び毎週の教育相談部会や運営委員会（企画委員会）職員会
議等において共通理解）

通年 ○ PTAとの連携
PTA役員会及び運営委員会において、虐待が疑われる生徒
の情報を教職員とともに把握し、共通理解し、早期発見に努
めている。

通年 ○
学校評議員との連
携

学校評議員のメンバーには、保護司や児童民生委員等が含
まれているので、生徒保護者等の虐待に関する情報を集約
し、学校としての対策や関係機関との連携について協議･確
認する。

通年 ○ 小中連携教育
通学区域内の小学校等と連携し、定期的な連絡会を設け、
児童･生徒への虐待に関する情報交換と情報共有を図る。

全国養護教諭連絡協議会

全日本中学校長会

全国民生委員
児童委員連合会
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

3学期 ○ ○ 保育体験学習
地域の保育園や幼稚園の協力により、家庭科の授業や職場体験
において、生徒全員が幼児等とふれあい、幼児等の母親から育児
の話を聞き、レポートにまとめる体験学習を実施する。

通年 ○
都、各市区町村の
通知の徹底

各自治体の取組を各学校で把握し、その取組の徹底を図り、
児童虐待防止に努めている。

4月23日 講師派遣
大阪市主催　家庭児童相談員事例研究会
（場所：大阪市職員人材開発センター）

6月10日・19日 講師派遣
茨木市要保護児童対策地域協議会主催
児童虐待防止研修（場所：茨木市役所）

6月12日 講師派遣
関東管区警察学校主催　カウンセリング技術専科研修「性的
虐待被害児童への対応」
（場所：関東管区警察学校）

6月13日 講師派遣
国立武蔵野学院主催　全国児童自立支援施設スーパーバイ
ザー研修「大阪府における児童相談所の状況」
（場所：国立武蔵野学院研修棟）

6月26日 講師派遣
徳島県中央こども女性相談センター主催　女性・子どもに対する相
談支援者のための専門講座「DV問題における母子の被害と支援」
（場所：徳島県中央こども女性相談センター）

6月26日 講師派遣
警察庁生活安全局主催　全国規模専科少年保護対策共用研修
研修「児童相談所における児童虐待防止への対応他」
（場所：九州管区警察学校）

7月8日 講師派遣
岡山県児童相談所主催　ＤＶ被害者保護支援関係機関連絡協
議会・女性相談員等連絡協議会研修「ＤＶによる母子被害と
同伴児への支援」

7月9日 講師派遣
岡山県中央児童相談所主催　相談所職員研修「性的虐待相談
への対応他」（場所：岡山県総合福祉会館）

7月24日 講師派遣
国立武蔵野学院主催　全国児童自立支援施設中堅職員研修事
例検討」（場所：国立武蔵野学院研修棟）

全日本中学校長会

母子愛育会
（日本子ども家庭総合研究所）
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

7月26日 講師派遣
全国児童相談所長会主催　全国児童相談所長会協議会
「児童相談所における性暴力被害児への取組について」
（場所：厚生労働省講堂）

7月31日 講師派遣
大阪府熊取町主催　熊取町子ども相談ナットワーク会議「Ｄ
Ｖ問題と児童虐待」
（場所：熊取町ふれあいセンター）

8月7日 講師派遣
八尾市主催　児童虐待に関する研修「児童虐待通告時の関係
機関での初期対応について」
（場所：八尾市生涯学習センター）

8月9日 講師派遣
京都市児童相談所及び京都市第二児童相談所主催　相談所職
員研修「性的虐待対応ガイドライン」
（場所：京都市第二児童福祉センター）

8月22日 講師派遣
四條畷市立子育て総合支援センター主催　要保護児童対策
ネットワーク会議研修会「子どもの虐待における関係機関の
対応について」（場所：四條畷市役所）

9月6日 講師派遣
札幌市児童福祉総合センター主催　児童相談所職員研修「一
時保護所での問題行動への対応」
（場所：札幌市児童福祉総合センター）

9月12日 講師派遣
堺市子ども相談所主催　相談所関係機関研修「性的虐待
の現状とその対応について」（場所：堺市健康プラザ）

9月17日 講師派遣
日本精神科看護技術協会主催　児童・思春期精神看護研修
「児童相談所の業務と対応の実際」
（場所：京都研修センター）

9月18日 講師派遣
厚木児童相談所主催　相談所職員研修「児童相談所と市町村
の業務分担について」
（場所：堺市健康プラザ）

9月20日 講師派遣
東京都児童相談センター主催　現任児童心理司研修「28条
ケースの心理所見について」（場所：東京都子ども家庭総合
センター）

9月26日 講師派遣
京都市児童相談所主催　相談所等職員研修「初期被害調査面
接研修」（場所：京都市第二児童福祉センター）

10月3日 講師派遣
新潟県中央児童相談所主催　被害確認面接フォローアップ研
修「面接技法等について」（場所：新潟県中央福祉相談セン
ター）

母子愛育会
（日本子ども家庭

総合研究所）
37

団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

10月15日 講師派遣
東京都児童相談センター主催　上級児童福祉司研修「全
国児童相談所における性暴力被害事案の実態調査報告」
（場所：東京都子ども家庭総合センター）

11月18日 ○ 講師派遣
札幌市児童福祉総合センター主催　児童相談所職員研修
「事例検討」（場所：札幌市児童福祉総合センター）

11月22日、
12月3日

○ 講師派遣
千葉県健康福祉部主催　児童虐待防止に関する母子保健
担当者研修「対応拒否等対応困難事例への支援体制につ
いて」（場所：千葉県庁）

通年 ○ 情報提供 ホームページ「愛育ねっと」を通した情報提供

6月27日～28日 研修会開催
医療・保健従事者研修「児童虐待予防と対応」
（場所：日本子ども家庭総合研究所）

8月23日～25日、
9月27日～29日

研修会開催
専門里親認定研修スクーリング(A・B）
（場所：日本子ども家庭総合研究所））

10月12日 研修会開催
専門里親・養育里親養育力向上セミナー
（場所：日本子ども家庭総合研究所）

11月9日～10日、
11月30日～12月1日

○ 研修会開催
専門里親更新研修ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞｺｰｽ（A・B）
（場所：日本子ども家庭総合研究所）

平成26年1月25日
～26日

研修会開催
専門里親更新研修
（場所：日本子ども家庭総合研究所））

10月27日 ○ 実行委員
「第7回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2013」都心コー
ス・湘南コース・鎌倉三浦横須賀コース→横浜山下公園  都心コー
ス運営担当、各中継所で虐待防止のキャンペーンを行う。

母子愛育会(研修部） 10月29日～31日 研修会開催
母子保健の基礎研修「児童虐待の現状と予防や支援」
（場所：エル大阪）

母子愛育会
（日本子ども家庭

総合研究所）
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団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向けた取
組に該当する場合、○

を選択
実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(1-2)  平成25年度における児童虐待防止に向けた児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況調べ　　（関係団体）

11月13日～15日 ○ 研修会開催
児童虐待のケアマネージメント・ネットワーク研修
（場所：日本子ども家庭総合研究所）

10月31日～
11月2日

○ 主催 「健やか親子21全国大会」（場所：山形県）

日本子ども虐待防止学会
12月13日、
12月14日

学術集会
第19回学術集会信州大会（長野県松本市）
大会テーマ「One Child,OneLife」～安心して生きる育つ～

日本子ども虐待防止学会
（JaSPCAN)

国際子ども虐待防止学会
（ISPCAN)

平成26年
9月14日～17日

学術集会
愛知県名古屋市で開催する
「子ども虐待防止世界会議名古屋2014年」の準備と広報

本会は、1５の教科等の研究部、校長、教頭、初任者等、そ
れぞれの部会の研修会・研究会の中で、関連する問題等で
取り組みを行っているので、期間を決めた形はとっていない。

通年 ○

平成25年度「児童虐待
防止推進月間」の周知
及び広報啓発用チラ
シ、カードの配布

平成25年度「児童虐待防止推進月間」啓発ポスターの校内
への掲示及びリーフレット・児童相談所全国共通ダイヤル紹
介カードの家庭への配布

40 日本弁護士連合会
平成25年8月21

日（水）
－

2013年度子どもの
権利委員会夏季合
宿

「親権制度の改正－施行から１年－」と題し、親権制度の改
正から１年が経過し、見えてきた問題点について、会員及び
司法修習生を対象に、事例報告等を行った。

母子愛育会(研修部）

日本私立小学校連合会
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

1 1 北海道 北海道 11月1日 ○ JR札幌駅前でオレンジリボンキャンペーン街頭啓発活動を実施
保健福祉部

子ども未来推進局
自立支援グループ

011-231-
4111(25-773)

札幌市と合同実施

2 北海道 北海道 11月1日～30日 ○ ○
児童虐待防止に係る啓発として、道内コンビニエンスストア各店舗の
レジカウンター等へのステッカー貼付及びカードの配置を依頼

保健福祉部
子ども未来推進局
自立支援グループ

011-231-
4111(25-773)

3 北海道
上川総合振

興局
9月26日 ○

望まない妊娠等の相談体制強化研修会の開催（保健行政室、名寄・
富良野地域保健室 後援 旭川児童相談所)
旭川市市民活動交流センター

保健行政室
子ども・健康推進課

0166-46-5992

4 北海道
宗谷総合
振興局

7月 ○ 性に関する健康教育（道立稚内高等学校）
保健環境部健康
推進課主査（子育

て支援・相談）
0162-33-3703

5 北海道
宗谷総合
振興局

10月 ○ 性に関する健康教育（稚内大谷高等学校）
保健環境部健康
推進課主査（子育

て支援・相談）
0162-33-3703

6 北海道 岩見沢市 通年 ○ 児童虐待担当窓口にオレンジリボン（手作り）を設置・配布
教育部子ども課
子育て支援係

0126-35-5133

7 北海道 岩見沢市 ６月
「民生委員児童委員協議会」がオレンジリボンピンバッチを購入し、主
任児童委員へ配布。

健康福祉部
福祉課総務係

0126-23-4111

8 北海道 美唄市
H25.10月中旬
H26.1月中旬

子どもや子育て家庭、地域住民対象のイベント時にオレンジリボンや
啓発リーフレットを配布

保健福祉部
こども未来課

0126-62-2131

9 北海道 芦別市 11月1日 ○ 市広報紙及びホームページにおいて、児童虐待防止推進月間を周知
市民福祉部児童課

子ども家庭係
0124-24-2777

10 北海道 滝川市 6月9日 春季例大祭においてオレンジリボン配布
子育て応援課

家庭児童相談室
0125-23-5217

11 北海道 滝川市 9月15日
コスモスマラソン開催において、参加選手及び関係職員にオレンジリ
ボンを配布するとともに、会場内にて啓発活動を実施

子育て応援課
家庭児童相談室

0125-23-5217

12 北海道 滝川市 10月～11月 ○ 街頭及びイベントにおいてオレンジリボンの配布及び啓発活動を実施
子育て応援課

家庭児童相談室
0125-23-5217

13 北海道 滝川市 12月 チャリティ-イベントにおいてオレンジリボン配布
子育て応援課

家庭児童相談室
0125-23-5217

14 北海道 滝川市 ２月
例年開催される紙ランターンフェスティバルにおいて、オレンジリボン
の形にランターンを並べる。また会場にてオレンジリボンを来場者に
配布し啓発活動を実施

子育て応援課
家庭児童相談室

0125-23-5217

15 北海道 滝川市 通年（年１０回） ○ ○
「赤ちゃんにキッスを」思春期保健対策事業・・市内高校生と保育所園
児の交流、栄養・保健に関わるミニ講座

子育て応援課 0125-28-8025

16 北海道 砂川市 1月～３月 市広報誌において児童虐待に関する特集記事の掲載を予定
市民部

社会福祉課
児童家庭係

0125-54-2121

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

17 北海道 歌志内市 11月 ○ 市広報誌に、児童虐待の疑い行為、通告義務など、掲載し周知 保健福祉課 0125-42-3213

18 北海道 深川市 11月 ○ 幼稚園児や保育園児によるオレンジリボンの作成
社会福祉課
児童家庭係

0164-26-2144

19 北海道 南幌町 11月 ○ 町広報誌で児童虐待防止に関する記事を掲載
保健福祉課
福祉障がい
グループ

011-378-5888

20 北海道 奈井江町 通年 ○
「なえっこ子育てハンドブック」を作成し、窓口､支援ｾﾝﾀｰ､保健ｾﾝﾀｰ
で初めて親になる人や子育て中の親に配布している。

おもいやり課
子育て支援係

0125-65-2119

21 北海道 栗山町
9月26日～
11月30日

○
町広報紙において児童虐待防止に関する内容を掲載、親子参加イベ
ントにおいてオレンジリボンツリーを作成及び啓発グッズ配布、役場庁
舎内にオレンジリボンツリーを設置

住民福祉課
福祉・子育て

グループ
0123-73-2222

22 北海道 新十津川町 随時 ○ 相談があった場合の窓口対応
保健福祉課

子ども・高齢者
グループ

0125-72-2000

23 北海道 北竜町 6月29日 ○
赤ちゃんふれあい体験、妊婦疑似体験を通じて生命と性の大切さを知
る。（中学３年対象、事業名あかちゃんふれあい教室）

住民課 0164-34-2111

24 北海道 長沼町 7月26日(金)
講演会「初期対応から支援終結まで～地域の役割と連携～」　　長沼
町総合保健福祉センター　参加人数43名

子ども支援係 0123-82-5555

25 北海道 長沼町
11月号

広報において
○ 広報にて、児童虐待防止に関する記事を掲載する予定 子ども支援係 0123-82-5555

26 北海道 江別市 11月 ○ 虐待防止月間にあわせて市広報紙において掲載
健康福祉部子育て
支援室子ども家庭

課
011-381-1236

27 北海道 千歳市 １０月

街頭啓発（庁内の各種相談員とともに、市内大型ショッピングセンター
出入口で、児童、母子、ＤＶ相談等の窓口紹介、利用促進の際に児童
虐待のリーフレット等を配布し、児童虐待の理解と通報等を呼びかけ
る。

保健福祉部子育て
支援室子育て推進

課主査（要保護
児童担当）

0123-24-0935

28 北海道 千歳市 11月22日 ○ ○ 命の大切さを学ぶ講座（小学校4年生の児童とその親が対象）
保健福祉部
健康推進課

0123-24-0771

29 北海道 千歳市 2月27日 ○ 命の大切さを学ぶ講座（小学校4年生の児童とその親が対象）
保健福祉部
健康推進課

0123-24-0771

30 北海道 恵庭市 11月 ○

・オレンジリボンの着用・配布
・児童虐待防止啓発用ポケットティッシュの配布
・厚生労働省作成のポスター掲示・リーフレットとしおりの配布
・児童虐待防止に関する市の施策を市広報誌に掲載

保健福祉部
こども家庭課

相談・支援担当
0123-33-3131

31 北海道 北広島市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止の啓発記事を掲載
保健福祉部
児童家庭課

次世代育成担当

011-372-3311（内
線666）

32 北海道 北広島市 1１月 ○
児童虐待相談窓口の電話番号を記載したカードを、小中学校を通じて
児童生徒に配付

保健福祉部
児童家庭課

次世代育成担当

011-372-3311（内
線666）
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

33 北海道 北広島市 1１月 ○ 手づくりのオレンジリボンを保健福祉部職員等に配付
保健福祉部
児童家庭課

次世代育成担当

011-372-3311（内
線666）

34 北海道 石狩市 10月 ○
子育てメッセ（10/9～11）における親支援プログラム、児度虐待防止に
関するパネル展示

保健福祉部こども
室

こども相談センター
0133-72-3195

35 北海道 当別町 通年 ○ 手作りオレンジリボンを福祉部職員が着用
福祉部子育て推進
課子育て支援係

0133-25-2658

36 北海道 当別町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待防止啓発記事を掲載
福祉部子育て推進
課子育て支援係

0133-25-2658

37 北海道 小樽市 11月1日 ○ 広報おたる11月号に児童虐待防止推進月間の啓発記事を掲載
福祉部

子育て支援課
0134-32-4111

内線378

38 北海道 小樽市 11月 ○ 児童虐待防止の啓発パネルを市役所庁舎内で展示
福祉部

子育て支援課
0134-32-4111

内線378

39 北海道 寿都町 ９月９日、１２日 ○ 高校生を対象に性教育を実施
町民課健康づくり

係
0136-62-2513

40 北海道 留寿都村 通年 ○
検診時及び訪問時に、保護者に対し虐待防止啓発に係るパンフレット
を配付

住民福祉課 0136-46-3131

41 北海道 室蘭市 10月17日
街頭でチラシとポケットティッシュを配布し、児童虐待防止及びＤＶ被
害相談を呼びかける。

保健福祉部
子育て支援課

家庭児童相談室
0143-25-2705

42 北海道 室蘭市 9月～2月
市内にある専門学校や小・中学校等を対象に児童虐待防止出前講座
を実施

保健福祉部
子育て支援課

家庭児童相談室
0143-25-2705

43 北海道 室蘭市 11月1日 ○
市広報誌において、児童虐待防止推進月間に合わせ児童虐待防止
についての啓発活動を実施

保健福祉部
子育て支援課

家庭児童相談室
0143-25-2705

44 北海道 室蘭市 11月4日 ○
ＮＰＯ法人が開催する子ども対象イベントにおいて、児童虐待防止の
啓発活動を実施

保健福祉部
子育て支援課

家庭児童相談室
0143-25-2705

45 北海道 苫小牧市 11月1日 ○ ○ 市広報誌において児童虐待防止月間ＰＲ及び虐待対応機関掲載
保健福祉部

子育て支援課
母子児童係

0144-32-6369

46 北海道 苫小牧市
11月1日～
11月30日

○
要保護児童対策地域協議会関係機関主要職員のオレンジリボン装
着

保健福祉部
子育て支援課
母子児童係

0144-32-6369

47 北海道 苫小牧市
11月1日～
11月30日

○ 児童虐待防止ＰＲ懸垂幕を市役所本庁舎に掲示
保健福祉部

子育て支援課
母子児童係

0144-32-6369

48 北海道 苫小牧市
11月1日～
11月30日

○ 児童虐待防止ＰＲ懸垂幕を市内大型ショッピングモールに掲示
保健福祉部

子育て支援課
母子児童係

0144-32-6369

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

49 北海道 苫小牧市
11月1日～
11月30日

○ 児童虐待防止ＰＲ看板を市役所前に掲示
保健福祉部

子育て支援課
母子児童係

0144-32-6369

50 北海道 苫小牧市 11月5日 ○
児童虐待防止チラシ入りポケットティッシュを市内大型ショッピング
モールにて1000個配布

保健福祉部
子育て支援課
母子児童係

0144-32-6369

51 北海道 登別市 8月5日
登別市民会館において、子育て支援の一環としてＮＰＯ法人申請団体
が実施する事業に共催する形で、虐待防止パネルを掲示し、リーフ
レットを配布

保健福祉部
子育てグループ

0143-85-5634

52 北海道 登別市 8月～9月
市内の保育所や放課後児童クラブに虐待防止パネルを持ち回り、保
護者が目にする玄関等に掲示

保健福祉部
子育てグループ

0143-85-5634

53 北海道 登別市
12月21日
（予定）

登別市民会館において、虐待死亡事件の検証に携わった委員を講師
に迎え、虐待予防と早期発見に向けた地域の取り組みについて講演
会を開催

保健福祉部
子育てグループ

0143-85-5634

54 北海道 伊達市 11月1日 ○ 児童虐待防止推進月間に関する周知（市広報紙・ホームページ）
福祉部児童家庭課

児童家庭係
0142-23-3331

55 北海道 豊浦町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間を周知
総合保健福祉施設

保険福祉係
0142-83-2408

56 北海道 壮瞥町 11月1日 ○ ○ 町広報誌へ児童虐待防止月間の広報掲載 住民福祉課 0142-66-2121

57 北海道 壮瞥町 8月26日 ○ 久保内中学校1年生へ性教育講座開催 住民福祉課 0142-66-2121

58 北海道 壮瞥町 8月29日 ○ 久保内中学校2年生へ性教育講座開催 住民福祉課 0142-66-2121

59 北海道 壮瞥町 8月30日 ○ 久保内中学校3年生へ性教育講座開催 住民福祉課 0142-66-2121

60 北海道 壮瞥町 10月3日 ○ 壮瞥中学校3年生へ妊婦疑似体験と育児体験 住民福祉課 0142-66-2121

61 北海道 壮瞥町 11月6日 ○ ○ 久保内中学校3年生へ妊婦疑似体験と育児体験 住民福祉課 0142-66-2121

62 北海道 壮瞥町 3月7日 ○ 壮瞥中学校3年生へ性教育講座開催 住民福祉課 0142-66-2121

63 北海道 白老町 11月1日～30日 ○ １１月町内広報にて児童虐待防止講演会、児童虐待通告先周知
教育委員会

子ども課
0144-85-2021

64 北海道 白老町 11月 ○ 児童虐待防止講演会を民生委員児童委員協議会と共催
教育委員会

子ども課
0144-85-2021

26



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

65 北海道 白老町 11月 ○
町内各公共施設、各学校、幼稚園、保育園児童虐待防止月間のリー
フレット、ポスター配布

教育委員会
子ども課

0144-85-2021

66 北海道 白老町
7月10日、
10月9日

次代の親になる小学生、高校生の乳幼児ふれあい体験
教育委員会

子ども課
0144-85-2021

67 北海道 厚真町 7月25日 ○ 高校生を対象にした性教育講習会（９５名参加）
町民福祉課
健康推進
グル―プ

0145-26-7871

68 北海道 厚真町 ９月 児童虐待予防学習会（保育士を対象）
町民福祉課
子育て支援
グループ

0145-26-7871

69 北海道 洞爺湖町 随時
町役場、支所等の公共施設内に町の各種福祉サービスを紹介してい
る冊子を配布しているが、その中に相談窓口を掲載。

総務部健康福祉課
福祉・高齢者Ｇ

0142-74-3001

70 北海道 安平町 8～12月 ○
町独自の子育てガイドブックを作成し、妊婦を対象にした学習会を開
催（子育て支援センター）

教育委員会
子育て支援G

0145-25-2083

71 北海道 安平町 11月 ○ 町広報紙に虐待防止の記事を掲載しPR
教育委員会
子育て支援G

0145-25-2083

72 北海道 むかわ町 通年 ○ いじめ相談電話（※いじめ以外の悩み事も相談に乗っている） 生涯学習課 0145-42-2487

73 北海道 むかわ町 9月12日 ○
普及啓発のチラシを作成し、町内のスーパー、温泉宿泊等施設の街
頭にて配布。町内の幼稚園・保育所、小・中・高等学校に訪問し、教
員・生徒への配布を依頼した。

町民生活課 0145-42-2415

74 北海道 日高町 7月～10月 ○
富川高校と連携して、学年別に性・妊娠・出産・育児をテーマとした保
健講話、乳児とその親との交流による育児体験実習とグループワーク
を実施（予定）。

保健福祉課
健康づくり
グループ

01456-2-6183

75 北海道 日高町 10月～11月 ○ ○
社会教育と日高高校が融合連携して行う産業学習制度の修学生を対
象に性・妊娠・出産・育児・DVをテーマとした保健講話、乳児とその親
との交流による育児体験実習を実施（予定） 。

地域住民課課
福祉・健康・介護グ

ループ
01457-6-3173

76 北海道 平取町 １１月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間等を周知
保健福祉課

福祉係
01457-4-6112

77 北海道 新ひだか町 11月 ○ 広報誌による周知
住民福祉部福祉課
こども未来グループ

0146-43-2111

78 北海道 様似町 １１月 ○ 町広報による啓発記事の掲載 保健福祉課 0146-36-5511

79 北海道 えりも町 8月9日～19日
役場庁舎内で行った人権啓発運動パネル展の中で、児童虐待防止
パネルも合わせて展示

町民生活課
社会係兼年金係

01466-2-4621

80 北海道 えりも町 9月11日
高校で行った人権講演会の中で、人権パネル展も行い、児童虐待防
止パネルも合わせて展示

町民生活課
社会係兼年金係

01466-2-4621
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81 北海道 北斗市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止の啓発を実施
民生部社会福祉課

子育て支援係
0138-73-3111

82 北海道 七飯町 11月 ○
町広報紙及び町ホームページに児童虐待防止（オレンジリボン運動）
の記事を掲載して啓発を行う

子育て健康支援課
子育て支援係

0138-66-2521

83 北海道 七飯町 11月 ○ 町職員にオレンジリボンを配布して児童虐待防止の推進を図る
子育て健康支援課

子育て支援係
0138-66-2521

84 北海道 森町 １１月 ○ 町広報紙記事掲載啓発
住民生活課
児童年金係

01374-7-1084

85 北海道 八雲町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待に関する啓発や、通告先等について掲載 住民生活課児童係 0137-62-2111

86 北海道 長万部町 11月 ○ 町広報(11月号)で児童虐待防止月間について周知。 生活環境課 01377-2-2454

87 北海道 江差町 通年 ○
子育て情報紙にオレンジリボンの周知と相談機関の紹介のページを
設けており、出生時に配布している。

健康推進課
保健予防係

0139-52-6718

88 北海道 上ノ国町 １０月 ○ 中学と赤ちゃんのふれあい体験教室 保健福祉課 0139-55-4460

89 北海道 上ノ国町 通年 ○ 上ノ国高校女子生徒を対象とした思春期相談 保健福祉課 0139-55-4460

90 北海道 上ノ国町 通年 ○
新生児訪問時エジンバラ産後うつ病質問票で母のこころの健康を支
援し、虐待予防の一環とする

保健福祉課 0139-55-4460

91 北海道 上ノ国町 通年 ○ ４ヶ月児健診にて虐待予防スクリーニングを実施 保健福祉課 0139-55-4460

92 北海道 厚沢部町 随時 児童虐待防止に関する内容を広報誌で周知
保健福祉課
福祉介護係

0139-64-3319

93 北海道 乙部町 6月6・14日 ○ 町内中学校において赤ちゃんとのふれあい事業
町民課

保健衛生係
0139-62-2311

94 北海道 乙部町
7月5日
9月3日

○ 中学生対象に性や妊娠・出産、命の尊さといった知識の普及・啓発
町民課

保健衛生係
0139-62-2311

95 北海道 今金町 ７月１６日～１８日 ○
子どもが様々な暴力から体と心を守るための子供と保護者のCAPプ
ログラム

教育委員会 0137-82-0111

96 北海道 今金町 10月～3月 ○ ○
子育てに悩む親が、子どもの行動に注目した対応方法を学び、その
実践や保護者同士の交流を通して楽しい子育てとより良い親子関係
を構築できることを目的とする。

健康推進G 0137-82-2780
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97 北海道 旭川市 7月27日
北海道子どもの虐待防止協会道北支部講演会「児童虐待と社会的養
護の今～事例を中心に」（講師：宮島清氏，場所：大雪クリスタルホー
ル）の後援

子育て支援部
子育て相談課
子育て相談係

0166-25-9107

98 北海道 旭川市 11月 ○ 児童虐待防止パネル展（場所：未定）
子育て支援部
子育て相談課
子育て相談係

0166-25-9107

99 北海道 旭川市 11月 ○ 市公用車にオレンジリボン啓発マグネットを掲示
子育て支援部
子育て相談課
子育て相談係

0166-25-9107

100 北海道 旭川市
7月22日，8月29日，

9月13日，
10月1日

○ 中学生と乳幼児とのふれあい授業
子育て支援部
子育て支援課
子育て企画係

0166-25-9128

101 北海道 士別市 通年 ○
児童福祉施設で使用する公用車に、子ども虐待防止のステッカーを
貼付して啓発

保健福祉部
こども・子育て

応援室
0165-23-3121

102 北海道 士別市
７月～１０月、

毎月第３火曜日
市民ボランティア等による、啓発活動用オレンジリボン付きポケット
ティッシュの作成

保健福祉部
こども・子育て

応援室
0165-23-3121

103 北海道 士別市 １１月 ○
市内大型店舗前等において、オレンジリボン付きポケットティッシュを
配布

保健福祉部
こども・子育て

応援室
0165-23-3121

104 北海道 士別市 １１月中 ○ 市役所庁舎内に、子ども虐待防止推進月間の「のぼり」を設置
保健福祉部

こども・子育て
応援室

0165-23-3121

105 北海道 士別市 １１月中 ○
子どもの参加するイベント会場において、参加者によるオレンジリボン
リースの作成

保健福祉部
こども・子育て

応援室
0165-23-3121

106 北海道 名寄市 通年 ○ 啓発用クリアファイルを会議等に活用し啓発に努める
健康福祉部
こども未来課

01654-3-2111

107 北海道 名寄市 通年 ○ 啓発用ポケットブックを公共施設へ配備し啓発に努める
健康福祉部
こども未来課

01654-3-2111

108 北海道 名寄市 通年 ○
市長はじめ担当職員及び関係者へオレンジリボンピンバッジを配布し
啓発に努める

健康福祉部
こども未来課

016543-2111

109 北海道 富良野市 11月1日 ○
「児童虐待防止」をテーマに学識経験者を講師とする一般市民・関係
機関職員を対象としたセミナーの開催

健康福祉部
こども未来課

0167-39-2223

110 北海道 富良野市 １１月 ○
オレンジリボン活動周知・啓発のため、市の主要施設（5か所）にて児
童虐待防止啓発ノボリ旗を設置

健康福祉部
こども未来課

0167-39-2223

111 北海道 富良野市 １１月 ○ 推進強化月間中の広報誌に啓発に関する記事の掲載
健康福祉部
こども未来課

0167-39-2223

112 北海道 富良野市 通年 ○ ○
母子手帳交付時に子育て相談や家庭児童相談に関する窓口を周知
するとともに、こども未来推進局作成ＤＶＤを配布

健康福祉部
こども未来課

0167-39-2223

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

113 北海道 富良野市 通年 ○ ○
転入・出生時に児童虐待の防止に資する知識や子育てで困った際に
相談できる担当所管窓口を小冊子（ハンドブック）配布にて周知

健康福祉部
こども未来課

0167-39-2223

114 北海道 鷹栖町 11月 ○ たかす広報誌11月号において、児童虐待防止に対するお知らせ掲載
福祉課

地域福祉係
0166-87-2112

115 北海道 東神楽町 通年 ○ 虐待防止啓発ポスター等を庁舎内に掲示
東神楽町

健康ふくし課
0166-83-5430

116 北海道 上川町 11月 ○ 町広報紙で児童虐待防止推進月間の記事掲載
保健福祉課

介護福グループ
01658-2-4055

117 北海道 東川町 11月 ○ 町広報に児童虐待防止月間の周知記事記載 保健福祉課 0166-82-2111

118 北海道 当麻町 １１月 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間の周知
健康福祉課

福祉係
0166-84-2111

119 北海道 美瑛町 通年 ○ ○ こども虐待に関するパンフレトを役場町民コーナーに設置
保健福祉課

社会係
0166-92-4245

120 北海道 上富良野町 11月 ○ 町広報誌及び防災行政無線放送による広報、啓発
保健福祉課

子育て支援班
0167-45-6987

121 北海道 和寒町 11月 ○ 町広報誌を使い、児童虐待防止について町民に広報、啓発する。
保健福祉課

福祉係
0165-32-2000

122 北海道 美深町 10月9日 ○
子どもの成長過程を知り、保健師や助産師の講話から自分の身体を
守り、新しい命の尊さを学び、母性や父性を育む。

住民生活課
保健福祉グループ

保健係
01656-2-1685

123 北海道 中川町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止月間の周知記事掲載
住民課

幸福推進室
01656-7-2813

124 北海道 留萌市 11月3日 ○ ○
子ども・若者育成支援強調月間に合わせ、自前の周知パンフを作成
し、青少年健全育成団体と連携し、街頭啓発等を実施予定

教育委員会
こども課

0164-42-1808

125 北海道 苫前町 １１月 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間の周知
税務町民課

住民係
0164-64-2213

126 北海道 中頓別町 10月10日 町広報誌による児童虐待防止に関する啓発 保健福祉課 01634-6-1995

127 北海道 稚内市 10月下旬 旗波作戦・ポケットティッシュ配付
教育部こども課
子育てグループ

0162-23-6529

128 北海道 稚内市 11月上旬 ○ 外部講師を招き児童問題講演会を市文化センターにて開催
教育部こども課
子育てグループ

0162-23-6529
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
場合、○を選択
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

129 北海道 稚内市 11月～3月 ○
幼稚園教諭及び保育士を対象に、児童虐待防止特別研修（個別研
修）としてコモンセンスペアレンティング（ＣＳＰ）講座を開催

教育部こども課
子育てグループ

0162-23-6529

130 北海道 北見市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待関連記事の掲載
保健福祉部

子育て支援推進室
子ども支援課

0157-25-1137

131 北海道 網走市 8月25日
「ふれあい広場」（障がい者、高齢者などの社会的交流促進のイベン
ト）びおいてポスター掲示、リーフレット及びオレンジリボンの配布を実
施した。（700ヶ）

福祉部
子育て支援課
こども家庭係

0152-44-6111
民生児童委員のボランティ
ア活動で実施している。

132 北海道 帯広市 11月17日 ○ 児童虐待をテーマとした講演会の開催（とかちプラザ）
こども未来部
子育て支援課
おやこ相談係

0155-25-9700

133 北海道 帯広市
11月12日～

　　　11月18日
○

児童虐待防止月間の趣旨に基づき、パネル展を実施し、児童虐待防
止やこどもの権利に関する啓発を行う（保健福祉センター）

こども未来部
子育て支援課
おやこ相談係

0155-25-9700

134 北海道 帯広市
11月10日～

　　　11月19日
○

児童虐待防止啓発活動の一環として、児童虐待関連の書籍を紹介す
るコーナーを設ける（図書館）

こども未来部
子育て支援課
おやこ相談係

0155-25-9700

135 北海道 帯広市 11月 ○
児童虐待防止についてのメッセージを入れたポケットティッシュを市民
向けに作成し、配布予定

こども未来部
子育て支援課
おやこ相談係

0155-25-9700

136 北海道 音更町 11月 ○ 町内保育園長会議等において、オレンジリボン活動の周知
保健福祉部

子ども福祉課
子ども福祉係

0155-42-2111

137 北海道 上士幌町 10月25日 町広報紙での「児童虐待防止推進月間」の周知 保健福祉課 01564-2-2111

138 北海道 上士幌町
4月13日、8月25日、

12月8日
妊婦を対象に胎児の成長を伝える教室を実施 保健福祉課 01564-2-2111

139 北海道 上士幌町
7月17日・22日、

9月9日・10日、3月
○ 中学3年生を対象に妊娠・出産・育児・性感染症の授業を実施 保健福祉課 01564-2-2111

140 北海道 上士幌町 12月（予定） 年長親子を対象に命の尊さを伝える教室を実施 保健福祉課 01564-2-2111

141 北海道 上士幌町 2月（予定） ○ 小学3年生を対象に命の尊さを伝える教室を実施 保健福祉課 01564-2-2111

142 北海道 鹿追町 11月 ○ １１月号広報誌において、児童虐待防止の啓発及び相談窓口の周知
福祉課

福祉町民相談係
0156-66-1311

143 北海道 新得町 11月 ○ 広報で周知を図ります。
保健福祉課

福祉係
0156-64-0533

144 北海道 清水町 9月、10月 広報お知らせ版への掲載「虐待かな？と思ったら」
子育て支援課
子育て支援係

0156-69-2226

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
場合、○を選択
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

145 北海道 清水町 通年 ○
「子育てガイドブック」の中で、虐待についての相談窓口等について触
れ、子育て中の保護者へ配布

子育て支援課
子育て支援係

0156-69-2226

146 北海道 芽室町 11月 ○ ○
①町広報誌に虐待防止の記事を掲載する。
②図書館で虐待防止啓発パネルを掲示する。

子育て支援課
子育て支援係

0155-62-9733

147 北海道 更別村 11月～1月 ○ ○
児童虐待防止の啓発パネルを、老人保健福祉センターロビー内で展
示

保健福祉課
福祉係

0155-53-3000

148 北海道 幕別町 平成25年４月
小学校５・６年生と中学生向けの「子どもの権利に関する
パンフレット」を作成し、学校を通じ配布。

民生部こども課
児童福祉係

0155-54-3811

149 北海道 幕別町 平成25年11月 ○
児童虐待防止推進月間に併せ、児童虐待の通告窓口等を
町広報紙で周知。

民生部こども課
児童福祉係

0155-54-3811

150 北海道 本別町 11月1日 ○ 町広報誌にて推進月間ＰＲ
保健福祉課

児童福祉担当
0156-22-8130

151 北海道 足寄町 １１月いっぱい ○
災害対応型自動販売機のメッセージボードを用いた児童虐待の内容
や本町の相談窓口の通知

福祉課
保健福祉室
福祉担当

0156-25-2216

152 北海道 釧路市 11月中 ○
児童虐待防止マグネット公用車等への掲示（社会福祉協議会、児童
養護施設　釧路まりも学園の公用車にも掲示依頼）

こども保健部
こども支援課

0154-31-4204

153 北海道 釧路市 10月26日 オレンジリボンPR用ティッシュ配布（イオン釧路昭和店）
こども保健部
こども支援課

0154-31-4204

154 北海道 釧路市 11月13日 ○
子ども虐待防止講演会（演題：家族支援と地域ネットワーク、講師：日
高子ども家庭支援センター主任相談員　本巣　雄介　氏、開催場所：
釧路市生涯学習センター）※児童相談所と共催

こども保健部
こども支援課

0154-31-4204

155 北海道 釧路市 11月13日 ○
オレンジリボン運動や児童虐待防止啓発に関するリーフレットをこども
虐待防止講演会時に配付

こども保健部
こども支援課

0154-31-4204

156 北海道 釧路市 11月中 ○ 釧路市職員全員にオレンジリボン着用を依頼
こども保健部
こども支援課

0154-31-4204

157 北海道 釧路市 11月中 ○
オレンジリボン運動の看板を設置(市役所正面玄関のアプローチ雨よ
けの両側面）

こども保健部
こども支援課

0154-31-4204

158 北海道 釧路市 10月末 「広報くしろ」に、オレンジリボン運動に関する取り組みについて掲載
こども保健部
こども支援課

0154-31-4204

159 北海道 釧路市 10月末
児童虐待防止啓発リーフレットを市内の小中学校、幼稚園、保育園を
はじめとする各公共機関に配付を依頼し、啓発を促す。

こども保健部
こども支援課

0154-31-4204

160 北海道 釧路町 7月3日ほか8日 ○ ○
【思春期健康教育】
胎児の成長、生命誕生、妊娠、性感染症（小中学校・高校）

健康福祉部
こども健康課
母子保健係

0154-40-5213
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161 北海道 釧路町 7月18日ほか6日 ○
【赤ちゃんとのふれあい体験学習】
赤ちゃんとお母さんお父さんとのふれあいを通して生命の大切さと子
どもの成長を見守る親の喜び責任について考える。（中学校）

健康福祉部
こども健康課
母子保健係

0154-40-5213

162 北海道 厚岸町
9月～11月、

1月、3月
○ ○

中学生全学年に対し、生命の尊さと性との向き合い方などを「思春期
講座」として実施

厚岸町
保健福祉課
社会児童係

0153-53-3333

163 北海道 厚岸町 7月、9月 ○
高校生全学年に対し、妊娠・出産に対する知識の普及、乳児親子との
ふれあい体験などの実施

厚岸町
保健福祉課
社会児童係

0153-53-3333

164 北海道 弟子屈町 7月10日 ○ 思春期講義　「望まない妊娠　望ましいつきあい」（弟子屈高校） 健康推進課 015-482-2935

165 北海道 弟子屈町 9月17日 ○ 思春期講義　「性のプライド」（弟子屈高校） 健康推進課 015-482-2935

166 北海道 弟子屈町 9月17日 ○ 　命の輝き「小６向け」（弟子屈小学校[全校対象]） 健康推進課 015-482-2935

167 北海道 弟子屈町 10月4日 ○ 赤ちゃんふれあい体験「高２向け」（弟子屈高校） 健康推進課 015-482-2935

168 北海道 弟子屈町 平成26年2月 ○ 命の誕生「中３向け」（弟子屈中学校） 健康推進課 015-482-2935

169 北海道 根室市 １１月 ○ リーフレットを新聞折込で配布
市民福祉部
介護福祉課
福祉担当

0153-23-6111

170 北海道 根室市 通年 ○ オレンジリボンを作成配布
市民福祉部
介護福祉課
福祉担当

0153-23-6111

2 1 青森県 青森県
11月中旬～

2月中旬
○ バスステッカーによる啓発 こどもみらい課 017-734-9301

2 青森県 青森県 ７月 JR時刻表への広告掲載 こどもみらい課 017-734-9301

3 青森県 青森県 12月 ○ 虐待防止ホットラインカードの配布（新小学１年生） こどもみらい課 017-734-9301

4 青森県 青森市 通年 ○ ○
小中学生を対象とした思春期教室の実施
「性を知るウォークスタディ」、「育児体験学習」等の実施

青森市保健所
健康福祉部

健康づくり推進課
017-743-6111

5 青森県 弘前市 11月 ○ 市の広報誌で児童虐待防止と相談窓口の周知
健康福祉部

子育て支援課
0172-40-7038

6 青森県 弘前市 随時 ＤＶと児童虐待について　出前講座
健康福祉部

子育て支援課
0172-40-7038

都道府県 市区町村
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

7 青森県 弘前市 ４月 ○
条例制定（子どもの笑顔を広げる弘前市民条例
～いじめや虐待のないまちづくりを目指して～）

教育委員会
学校指導課

0172-82-1644

8 青森県 弘前市 ４月 ○ 上記条例の行動計画策定
教育委員会
学校指導課

0172-82-1644

9 青森県 弘前市 随時 ○ 上記条例・行動計画策定のリーフレット作成・配布
教育委員会
学校指導課

0172-82-1644

10 青森県 八戸市 １１月 ○ 児童虐待等の通告先を明記したパンフレット等の街頭配布
福祉部こども家庭課
家庭支援グループ

0178-43-9342

11 青森県 黒石市 5月8日 ○ 市内児童・生徒に向け児童虐待等の相談窓口の周知
健康福祉部
福祉総務課
こども未来係

0172-52-2111

12 青森県 黒石市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する市の施策を紹介
健康福祉部
福祉総務課
こども未来係

0172-52-2111 １１月１日付市広報に記載

13 青森県 十和田市 9月11日 ○ 中学生に対する赤ちゃんふれあい体験学習 健康増進課 0176-51-6792

14 青森県 十和田市 随時 ○ 小学生に対する性や妊娠・出産、命の尊さをテーマとした健康教育 健康増進課 0176-51-6792

15 青森県 三沢市 ○

①ふれあい体験学習：主に中学生を対象に乳幼児とふれあう体験を通じて
生命の大切さや妊婦・子育てを学ぶ
②思春期教室：思春期の子どもまたはその保護者を対象に学校や地域に
出向き医師による講話を開催
③思春期相談：性や不登校その他思春期特有の心の問題等について、気
軽に相談できる体制を整備

健康推進課 0176-57-0707

16 青森県 三沢市 １１月 ○
１１月の市広報紙において、管内児童相談所のフリーダイヤル及び市
相談窓口の連絡先を掲載

家庭福祉課 0176-51-8772

17 青森県 つがる市 通年 ○ 市担当課窓口及び子育て支援センター等にて子育て相談等実施
福祉部福祉課
児童福祉係

0173-42-2111

18 青森県 平内町 6月～7月 ○ 中学生を対象とした思春期教室 保健福祉課 017-755-2114

19 青森県 平内町 9月～10月 ○ 中学生を対象とした乳児ふれあい体験学習 保健福祉課 017-755-2114

20 青森県 深浦町 7月9日 ○
思春期教室（中学3年生を対象に性・妊娠・出産・命の尊さ・性感染症
などについて助産師の講話・実験などを通して学ぶ）

深浦町地域
包括ケアセンター

0173-76-2042

21 青森県 深浦町 7月10日 ○
いのちとのふれあい教室（中学1年生を対象に命のはじまりついて学
び、いのちのつながり・尊さを各種体験プログラムを通して学ぶ）

深浦町地域
包括ケアセンター

0173-76-2042
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22 青森県 深浦町 9月3日 ○
思春期教室（中学3年生を対象に性・妊娠・出産・命の尊さ・性感染症
などについて助産師の講話・実験などを通して学ぶ）

深浦町地域
包括ケアセンター

0173-76-2042

23 青森県 深浦町 9月 ○
園児とのふれあい教室（中学3年生が出身保育園に出向き、乳幼児と
のふれあい、命の大切さ、乳幼児の特徴・育児について学ぶ）

各中学校

24 青森県 藤崎町 6月12日、13日 ○
「赤ちゃんふれあい体験教室」　明徳中学校で2回実施。クラスごとに、
乳幼児とその保護者に参加してもらい、抱っこや授乳、遊びをとおして
ふれあい体験を実施

福祉課 0172－75－3111

25 青森県 板柳町 １１月 ○ ○ 赤ちゃんふれあい体験学習（小学６年生対象） 健康福祉課 0172-73-2111

26 青森県 板柳町 通年 ○ ○ 妊婦さんへの子育てアンケートを通じた啓発 健康福祉課 0172-73-2111

27 青森県 板柳町 １１月 ○ ○ 町広報紙による広報、啓発活動 健康福祉課 0172-73-2111

28 青森県 横浜町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止について掲載 健康福祉課 0175-78-2111

29 青森県 横浜町 10月 ○ 小学生に対し「命の授業」で命の尊さの知識の啓発 健康福祉課 0175-78-2111

30 青森県 横浜町 11月 ○ ○ 中学生対象に「赤ちゃんふれあい体験」を行いリーフレットを配布 健康福祉課 0175-78-2111

31 青森県 東北町 11月 ○ 町広報誌・町ＣＡＴＶにおいて児童虐待防止の啓蒙
福祉課

児童福祉係
0175-63-2111

32 青森県 風間浦村 通年 ○ 虐待ホットライン 村民生活課 0175-35-3111

33 青森県 南部町 随時 ○ ○ 中学校３年生を対象とした乳幼児ふれあい体験 健康福祉課 0178-60-7101

34 青森県 南部町 随時 ○
小・中学生を対象とした健康教室
･命の尊さについて、助産師や臨床心理士を講師に実施

健康福祉課 0178-60-7101

3 1 岩手県 岩手県 6月～3月 ○
県内（8箇所）において、「いのとのおはなし」をテーマとした、いのちの
大切さを啓発するワークショップを実施

児童家庭課 019-629-5458

2 岩手県 岩手県 11月 ○
民生児童委員や支援者を対象とした子どもの虐待予防フォーラムを
開催

児童家庭課 019-629-5458

3 岩手県 岩手県 11月 ○
県内（9カ所）において、虐待防止啓発物品を配付するほか、バスラッ
ピング等実施

児童家庭課 019-629-5458

都道府県 市区町村
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11月に実施する
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た取組に該当する
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実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

4 岩手県 岩手県 9月、12月 ○ CSPトレーナー養成講座の開催 児童家庭課 019-629-5458

5 岩手県 岩手県 2月 歯科医療従事者向け研修を歯科医師会に委託 児童家庭課 019-629-5458

6 岩手県 盛岡市 11月1日発行 ○
児童虐待防止推進月間に合わせて，市の相談窓口と児童虐待に関
する情報提供についての協力依頼について，広報紙とホームページ
に掲載

保健福祉部
児童福祉課
家庭支援係

019-626-7542

7 岩手県 宮古市
7月30日、31日

12月
○

高校生を対象に子どもとふれあい乳幼児への理解を深める。 保健福祉部
福祉課

0193-68-9084

8 岩手県 宮古市 11月1日 ○
市広報紙に虐待防止の啓発記事を掲載 保健福祉部

福祉課
0193-68-9084

9 岩手県 宮古市 6月～2月 ○ ○
生＝性教育講演会と称して、市内小中学校、高等学校で命の尊さや、
望まない妊娠、性感染症の罹患を防ぐための講演会を実施

保健福祉部
福祉課

0193-68-9084

10 岩手県 宮古市 10月～11月 ○
地域における見守り体制の強化を目的にゲートキーパーフォローアッ
プ講座の実施

保健福祉部
福祉課

0193-68-9084

11 岩手県 宮古市 通年 ○
産婦の育児不安と虐待リスクの早期発見のため、産婦訪問時にエジ
ンバラ産後うつ病質問票等を用い産後うつスクリーニングを実施

保健福祉部
福祉課

0193-68-9084

12 岩手県 宮古市 5月～2月 ○
妊婦とその夫の親になる心構えと準備、育児不安の軽減を図るため
ハロー赤ちゃん教室を実施

保健福祉部
福祉課

0193-68-9084

13 岩手県 大船渡市 11月 ○ 市広報誌において運動の周知、啓発
生活福祉部
地域福祉課

0192-27-3111

14 岩手県 大船渡市 11月 ○
庁舎内、保育所、幼稚園、小中学校等の公的機関に啓発用ポス
ター、オレンジリボンの配布

生活福祉部
地域福祉課

0192-27-3111

15 岩手県 花巻市 11月1日 ○ 市の広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載する。
こども課

家庭支援係
0198-24-2111

16 岩手県 北上市 ○ 広報紙に、運動や相談窓口等について掲載 子育て支援課 0197-72-8361

17 岩手県 北上市 ○ ホームページ上に運動や相談窓口等について掲載 子育て支援課 0197-72-8361

18 岩手県 北上市 ○ 市民ロビーモニターにて運動を周知 子育て支援課 0197-72-8361

19 岩手県 久慈市 11月1日 ○ 市で作成した児童虐待防止リーフレットを全世帯に配布 子育て支援課 0194-52-2169
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20 岩手県 久慈市 11月1日 ○ 児童虐待防止について市ＨＰで周知 子育て支援課 0194-52-2169

21 岩手県 久慈市 11月～12月 ○ 市で作成した児童虐待防止グッズをイベントで配布 子育て支援課 0194-52-2169

22 岩手県 久慈市 12月～1月 民生児童委員を対象とした講習会 子育て支援課 0194-52-2169

23 岩手県 遠野市 11月 ○ 市広報誌（広報遠野）に虐待防止に関する記事を掲載
子育て総合支援課

児童家庭係
0198-62-2111

24 岩手県 遠野市 11月 ○
　「遠野ショッピングセンターとぴあ」の入り口にて、チラシ（オレンジリ
ボン）を配る。また、その状況をケーブルテレビ（遠野テレビ）で放送
し、広く啓発活動を行う予定

子育て総合支援課
児童家庭係

0198-62-2111

25 岩手県 一関市 10月15日号 市広報紙にて、児童虐待防止月間を周知 児童福祉課 0191-21-8357

26 岩手県 陸前高田市 11月 ○ 市内園児・小中学生の保護者に児童虐待に関する小冊子等の配布
民生部

社会福祉課
0192-54-2111

27 岩手県 陸前高田市 通年 ○ ○ 市役所庁舎内にて児童虐待・デートDVに関する小冊子等の配布
民生部

社会福祉課
0192-54-4830

28 岩手県 陸前高田市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する啓発・周知を行う
民生部

社会福祉課
0192-54-2111

29 岩手県 釜石市
11月1日～

11月30日の間
○

市の保健福祉センターにオレンジリボンツリー設置のセレモニー実施
しオレンジリボン活動の周知を図る

沿岸広域振興局
保健福祉環境部

0193-25-2702 県に協力

30 岩手県 釜石市
11月1日～

11月30日の間
○ 一般家庭に全戸配布される釜石新聞に通告先を掲載し周知を図る

保健福祉部
子ども課

0193-22-5121

31 岩手県 釜石市
11月1日～

11月30日の間
○

毎月定例会を開催している民生委員協議会に参加し当市の児童虐待
の現状について説明する

保健福祉部
子ども課

0193-22-5121

32 岩手県 二戸市 11月20日(予定） ○ ○ 中学生子育て講座(市内中学校2校） 子育て支援企画課 0195-23-1325

33 岩手県 二戸市 11月10日 ○ 健康フェスティバルにおいて通告窓口を周知する啓発ティッシュ配布 子育て支援企画課 0195-23-1325

34 岩手県 二戸市 11月 ○
広報にのへ11月1日号に児童虐待防止推進月間についての記事を掲
載

子育て支援企画課 0195-23-1325

35 岩手県 二戸市 通年 ○ 公用車にオレンジリボンを貼付し、意識喚起 子育て支援企画課 0195-23-1325
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36 岩手県 八幡平市 10月17日
児童虐待防止推進月間時に、児童虐待に関する情報提供についての
協力依頼と市の相談窓口を広報誌に掲載

地域福祉課 0195-76-2111

37 岩手県 奥州市 平成25年11月 ○ 11月発行の広報へ掲載する 子ども・家庭課 0197-24-2111

38 岩手県 雫石町1 10月24日 町広報誌に児童虐待防止及び相談窓口について周知文掲載 福祉課 019-692-2412

39 岩手県 雫石町1 11月 ○ 町役場庁舎内にオレンジリボンのモニュメントを設置 福祉課 019-692-2412

40 岩手県 葛巻町 10月 ○ オレンジリボン作成・配布 健康福祉課
0195-66-2111

内線152

41 岩手県 葛巻町 10～11月 ○ オレンジリボンツリーの作成・展示 健康福祉課
0195-66-2111

内線152

42 岩手県 葛巻町 11月 ○ 虐待防止月間ＰＲＣＭ（くずまきテレビ）放映 健康福祉課
0195-66-2111

内線152

43 岩手県 岩手町 10月 ○ 町広報誌への掲載による、児童相談窓口の周知
町民課

子育て支援係
0195-62-2111

内線505

44 岩手県 岩手町 １１月～１２月 ○ ○
リーフレットの全戸配布　・乳幼児健診時のリーフレット配布
自治振興会へのポスター配布

町民課
子育て支援係

0195-62-2111
内線505

45 岩手県 岩手町 10月～１月 ○ ○
町のイベント開催時における、周知用グッズ・啓発リーフレット等の配
布

町民課
子育て支援係

0195-62-2111
内線505

46 岩手県 滝沢村 11月5日 ○ 村広報紙において、村民へ向け「児童虐待」についての周知。
健康福祉部
児童福祉課

019-684-2111

47 岩手県 滝沢村 １１月 ○
村内の関係機関の職員や、地域の民生児童委員へ「児童虐待に関す
る研修会の開催。

健康福祉部
児童福祉課

019-684-2111

48 岩手県 滝沢村 ７月～３月 ○ ○
医師や助産師を講師に招き、村内の小中学生を対象とした「思春期
保健講演会」の開催。

健康福祉部
健康推進課

019-684-2111

49 岩手県 滝沢村 １０月 ○ 村内、中学生を対象とした「赤ちゃんふれあい体験学習」の開催。
健康福祉部
健康推進課

019-684-2111

50 岩手県 紫波町 11月 ○ 広報誌による児童虐待防止の啓発記事掲載
生活部福祉課

こども室
019-672-2111

51 岩手県 矢巾町 １０月 子育てボランティアに対し、児童虐待防止について周知する。
住民課子育て
支援センター

019-611-2831
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52 岩手県 矢巾町 １１月 ○ 広報誌において児童虐待防止について周知
住民課子育て
支援センター

019-611-2831

53 岩手県 矢巾町 10月 民生児童委員に対し児童虐待防止について周知
住民課子育て
支援センター

019-611-2831

54 岩手県 矢巾町 3月 民生児童委員に対し児童虐待防止について周知
住民課子育て
支援センター

019-611-2831

55 岩手県 矢巾町 通年 ○ 子育て家庭に対し、児童虐待防止について周知
住民課子育て
支援センター

019-611-2831

56 岩手県 西和賀町 8月20日 ○ 高校生を対象にピアエデﾕケーション事業
保健福祉課
保健ｸﾞﾙｰﾌﾟ

0197-85-3411

57 岩手県 西和賀町 ７月～11月 ○ ○
中学3年生の乳児ふれあい体験学習（乳児とのふれあいを通して乳幼
児のかわいらしさや特徴を感じとり、生命の尊さを知る）

保健福祉課
保健ｸﾞﾙｰﾌﾟ

0197-85-3411

58 岩手県 西和賀町 10月
オレンジリボン活動の周知や虐待通告制度について、広報紙を通じて
周知

保健福祉課
児童福祉係り

0197-85-3412

59 岩手県 金ケ崎町 11月 ○
イオン金ケ崎スーパーセンター店頭でオレンジリボン及び普及啓発物
品配付

保健福祉センター 0197-44-4560 県に協力

60 岩手県 金ケ崎町 11月 ○ 町広報紙で、児童虐待通告先の紹介等 保健福祉センター 0197-44-4560

61 岩手県 平泉町 11月 ○
町広報紙及び子育て支援だよりへ児童虐待防止推進月間について
掲載

町民福祉課 0191-46-5562

62 岩手県 平泉町 9月～11月 ○ ○ 町内中学生を対象に、性や妊娠・出産、命の尊さについての講話 保健センター 0191-46-5571

63 岩手県 平泉町 9月～11月 ○ ○ 町内二葉きらり園において、中学生がふれあい保育を実施 保健センター 0191-46-5571

64 岩手県 大槌町 11月5日 ○ 町広報誌へ児童虐待防止に関する内容を掲載 町保健福祉課 0193-42-8715

65 岩手県 大槌町 11月（予定） ○ 地区民生委員協議会にて児童虐待防止における研修会実施 町保健福祉課 〃

66 岩手県 大槌町 11月 ○ 自治体の相談窓口等を記載したチラシの作成・配布 町保健福祉課 〃

67 岩手県 山田町 11月1日 ○ 広報やまだ１１月１日号に児童虐待防止記事を掲載する。
健康福祉課
児童福祉係

0193-82-3113

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

68 岩手県 山田町
11月1日～
11月30日

○
児童虐待防止月間の啓発用として「桃太郎旗」を役場周辺に掲示し、
運動の周知を図る。

健康福祉課
児童福祉係

0193-82-3113

69 岩手県 山田町 11月21日 ○ 山田町虐待防止講演会（保健センターホール）
健康福祉課
児童福祉係

0193-82-3113

70 岩手県 山田町
11月1日～
11月30日

○
町民に「児童虐待防止月間」を周知するため、オレンジリボンを福祉
関係者等が携帯し、周知する。

健康福祉課
児童福祉係

0193-82-3113

71 岩手県 岩泉町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待防止の呼びかけを行う
保健福祉課
社会福祉室

0194-22-2111

72 岩手県 田野畑村 11月 ○ 児童虐待相談窓口のお知らせ記事を村広報誌へ掲載 生活環境課 0194-34-2114

73 岩手県 普代村 11月２日～３日 ○
村文化祭で、児童虐待防止コーナーを設け、児童虐待防止推進月間
のリーフレットやカード、オレンジリボンを配布

住民福祉課 0194-35-2113

74 岩手県 普代村 10月16日～18日
健診結果個別説明会会場において、リーフレットやカード、オレンジリ
ボンを配布

住民福祉課 0194-35-2113

75 岩手県 野田村 ６月、10月、１月 ○ 思春期講座(命の大切さ等) 住民福祉課 0194-78-2927

76 岩手県 九戸村 11月1日～30日 ○
オレンジリボンキャンペーン（役場関連施設・教育機関・病院等でのチ
ラシ配布、ポスターの掲示）

住民生活課 0195-42-2111

77 岩手県 九戸村 11月1日 ○ ○ 全戸配布の村広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載 住民生活課 0195-42-2111

78 岩手県 九戸村 通年 ○
産後2ヶ月目の乳児家庭に訪問を実施。その際に児童虐待にあたる
行為について注意喚起した。

住民生活課 0195-42-2111

79 岩手県 九戸村 通年 ○
子育てサロン「はまなすっ子広場」を開催。育児の不安解消、親同士
や育児経験者との交流を目的としている。

住民生活課 0195-42-2111

80 岩手県 洋野町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止月間である旨を周知 福祉課 0194-65-5915

81 岩手県 洋野町
７月３日～
７月１８日

○
町内中学生を対象に、命の大切さ、性感染症、いじめをテーマとした
講演会を開催。各中学校へ産業医が出向き講演。

健康増進課 0194-65-5915

82 岩手県 一戸町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止月間である旨を周知 健康福祉課 0195-32-3700

4 1 宮城県 宮城県 11月1日 ○ ＪＲ仙台駅西口において児童虐待防止に関するリーフレット等の配布 子育て支援課 022-211-2531
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

2 宮城県 塩竈市 11月1日 ○
JR塩釜駅前において、児童虐待防止啓発オレンジリボン街頭キャン
ペーンを行い、リーフレット、エコバック等を配布

子育て支援課
家庭支援係

022-353-7797

3 宮城県 塩竈市 11月中 ○ 市内各所にオレンジリボンキャンペーンのぼりを設置
子育て支援課
家庭支援係

022-353-7797

4 宮城県 塩竈市 11月1日 ○
要対協関係者、民生委員、福祉関係者、一般市民参加の「児童虐待
防止研修会」をエスプホールにおいて開催

子育て支援課
家庭支援係

022-353-7797

5 宮城県 塩竈市 11月 ○
11月号塩竈市広報紙に児童虐待防止（オレンジリボンキャンペーン）
に関する標語、相談窓口などを掲載

子育て支援課
家庭支援係

022-353-7797

6 宮城県 白石市 11月2日 ○
白石市健康福祉まつり会場（ホワイトキューブ）において、宮城県作成
の「子ども虐待防止啓発リーフレット『笑顔のすてきなあなたに』を配
布しながら啓発の呼びかけを行う

民生部
福祉事務所

0224-22-14000

7 宮城県 名取市 １１月 ○ 児童虐待防止についての広報及び啓発を市広報紙に掲載
健康福祉部
こども支援課

022-384-2111

8 宮城県 角田市 11月 ○ 広報紙へ児童虐待防止月間の掲載
市民福祉部

子育て支援課
子育て支援係

0224-63-0134

9 宮城県 多賀城市
５月

１１月
○ ○ 「民生委員の日」に虐待防止啓発チラシ、ティッシュの配布

保健福祉部
こども福祉課
児童福祉係

022-368-1141

10 宮城県 多賀城市
５月

１１月
○ ○ 子どものいる家庭への啓発グッズ（リフレクター）の配布

保健福祉部
こども福祉課
児童福祉係

022-368-1141

11 宮城県 多賀城市
５月

１１月
○ ○ 要保護児童対策地域協議会対象に虐待防止講演会開催

保健福祉部
こども福祉課
児童福祉係

022-368-1141

12 宮城県 多賀城市
５月

１１月
○ ○ イベント会場（市民市）で虐待防止啓発チラシ、ティッシュ配布

保健福祉部
こども福祉課
児童福祉係

022-368-1141

13 宮城県 多賀城市
５月

１１月
○ ○ 市内商業施設電光掲示板へ虐待防止メッセージを掲載

保健福祉部
こども福祉課
児童福祉係

022-368-1141

14 宮城県 多賀城市
５月

１１月
○ ○ 市内路線バス車内に虐待防止ポスターの掲示

保健福祉部
こども福祉課
児童福祉係

022-368-1141

15 宮城県 多賀城市
５月

１１月
○ ○ 広報紙やホームページに児童虐待防止関係記事掲載

保健福祉部
こども福祉課
児童福祉係

022-368-1141

16 宮城県 岩沼市 １１月 ○ 市広報誌で、児童虐待防止を啓蒙
健康福祉部

子ども福祉課
0223-22-1111

17 宮城県 登米市 11月1日 市広報誌による相談窓口・情報提供の啓発
市福祉事務所
子育て支援課

0220-58-5562

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

18 宮城県 登米市 通年 ○ ○
「性と生の講座」として学校（小・中・高校）からの希望をとり、市の助産
師・保健師企画により実施（今年度７校予定）

市民生活部
健康推進課

0220-58-2116

19 宮城県 東松島市 11月1日 ○ 市広報紙にて、虐待予防に関する記事を掲載 子育て支援課 0225-82-1111

20 宮城県 蔵王町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する記事、連絡先等掲載 保健福祉課 0224-33-2122

21 宮城県 七ヶ宿町 未定 町広報誌に、虐待に関する相談や状況について紹介を予定 保健センター 0224-37-2331
紙面の都合上時期は未定
です。

22 宮城県 丸森町 平成２６年１月 児童虐待と子どものこころのケア
子育て支援課・　保

健福祉課
0224-72-3013

23 宮城県 丸森町 7月18日 ○ テーマ「将来親になる皆さんへ」　伊具高等学校 子育て支援課 0224-72-3013

24 宮城県 亘理町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発内容を掲載
亘理町福祉課
子ども家庭班

0223-34-1114

25 宮城県 亘理町
10月7・8・25・30日

11月20・22日
12月12日

○ ○
町内に中学３年生に対し性や妊娠、命の尊さといった知識の普及や
乳幼児の発達や手遊び、体を使った遊びを学び、実際に保育所でも
子どもとのふれあい体験を行う事業。「思春期保健体験事業」

亘理町
生涯学習課

亘理町福祉課

0223-34-0510
0223-34-1114

26 宮城県 亘理町 4月25日
子育てサポーター養成講座にて乳幼児の発達についてと児童虐待予
防に関する講話と児童虐待予防に関するリーフレットの配布を実施

亘理町
生涯学習課
生涯学習班

0223-34-0510

27 宮城県 亘理町 10月8日
民生委員・児童委員定例会にて児童虐待予防に関する講話とリーフ
レットの配布を実施予定

亘理町福祉課
子ども家庭班

0223-34-1114

28 宮城県 松島町 １１月 ○ 児童虐待防止啓発リーフレットの全戸配布
町民福祉課福祉班

子育て支援セン
ター

022-354-6888

29 宮城県 七ヶ浜町 11月10日 ○
・町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発
・地元のまつりで、児童虐待防止を呼び掛ける広報啓発運動

地域福祉課
子育て支援

センター
022-357-7455

30 宮城県 利府町
１１月１日～
１１月３０日

○
役場庁舎に垂れ幕、公用車に、ステッカーを張り、児童虐待防止推進
月間を周知する。

子育て支援課
子ども未来班

022-767-2193

31 宮城県 利府町 11月21日 ○
児童虐待防止推進講演会を開催する
・来場者に、児童虐待防止推進月間リーフレット、児童相談所全国共
通ダイヤルや町の相談機関を周知するオリジナルカードの配布

子育て支援課
子ども未来班

022-767-2193

32 宮城県 大和町 11月 ○ 広報誌を活用して町民への周知 子育て支援課 022-345-7503
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

33 宮城県 大和町 11月 ○ 総合窓口にて映像発信システムを活用して来庁者への伝達 子育て支援課 022-345-7503

34 宮城県 加美町 10月23日 児童虐待防止講演会「児童虐待の取り組み弁護士の立場から」 子育て支援室 0229-63-7870

35 宮城県 涌谷町 11月1日 町広報誌への児童虐待に関する防止啓発文の掲載
福祉課
福祉班

0229-43-5111

36 宮城県 美里町
10月29日、30日、11

月７日
○ ○

宮城大学教授を迎え、中学3年生を対象に「次世代の親となる中学生
へのメッセージ」というテーマで講演。赤ちゃんふれあい、離乳食、妊
婦、沐浴、オムツ交換等の体験

まちづくり推進課
子ども家庭課

子育て支援センター
0229-32-1877 町内中学校対象

37 宮城県 女川町 11月7日 ○
関係者を対象に虐待された児童の対応、地域での虐待予防の取り組
みをテーマに研修会を開催

健康福祉課
福祉係

0225-54-3131

38 宮城県 女川町 11月13日 ○
子育て支援センターにおいて県内の虐待の現状報告ならびにオレン
ジリボン作成、自己尊重レクリエーションを開催

健康福祉課
福祉係

0225-54-3132

39 宮城県 女川町 11月20日 ○ 子育て支援センターにおいて子育て講演会を開催
健康福祉課

福祉係
0225-54-3133

5 1 秋田 秋田県 11月 ○ ○
秋田駅前やショッピングセンターで児童虐待防止街頭キャンペーンを
行い、リーフレット・啓発グッズを配布

子育て支援課 018-860-1344

2 秋田 秋田県 11月 ○ 県庁前に電光掲示板を設置 子育て支援課 018-860-1344

3 秋田 秋田県 11月 ○ 県広報及びデータ放送へ児童虐待防止に関係する記事を掲載 子育て支援課 018-860-1344

4 秋田 秋田市 11月 ○ 市広報紙による児童虐待防止月間の周知
秋田市子ども未来
センター相談担当

018-887-5340

5 秋田 秋田市 11月27日 ○ 児童虐待防止に関する講演会、シンポジウムの開催
秋田市子ども未来
センター相談担当

018-887-5340

6 秋田 能代市 11月17日 ○
市内ショッピングセンターにおいて、児童虐待防止街頭キャンペーンを
行い、リーフレット・啓発グッズを配布

市民福祉部
子育て支援課

児童家庭福祉係
0185-35-2133

7 秋田 横手市 11月9日 ○ ○
男女共同参画と共催で、児童虐待、ＤＶ防止講演会を開催
（場所：よこてイーストＹ２ぷらざ）
よこてイースト、イオン横手南店にてリーフレット等の配布

健康福祉部
子育て支援課
児童家庭担当

0182-35-2133

8 秋田 大館市 通年 ○
大館市福祉事務所子ども課の窓口前待合場所に児童虐待防止とＤＶ
防止ののぼり旗を設置

福祉部子ども課
児童相談係

0186-43-7054

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

9 秋田 大館市 11月1日 ○
大館市広報１１月号へ、児童虐待防止推進月間月間のお知らせと、
児童虐待等の相談窓口の情報を掲載

福祉部子ども課
児童相談係

0186-43-7054

10 秋田 大館市 11月中 ○
児童虐待防止キャンペーンとして市内の大型ショッピングセンター前
で通行者へ児童虐待防止の啓発グッズ等を配布（北福祉事務所と合
同で実施）

福祉部子ども課
児童相談係

0186-43-7054

11 秋田 男鹿市 11月 ○ ○ 市民文化祭や市役所ホールにてのぼり設置やパンフレット配布
男鹿市

福祉事務所
0185-24-9117

12 秋田 男鹿市 11月 ○ ○
市広報紙11月号において、「児童虐待防止推進月間」や児童相談窓
口を紹介

男鹿市
福祉事務所

0185-24-9117

13 秋田 湯沢市 11月1日 ○ 市広報において、児童虐待防止のため通報を促す内容を掲載
福祉保健部

福祉課児童福祉班
0183-73-2111

14 秋田 由利本荘市 11月 ○
市広報紙において、児童虐待防止に関する記事の掲載。
同時にＤＶ防止などについても掲載

市民福祉部
子育て支援課

 0184-24-6319

15 秋田 潟上市 11月1日 市広報紙において、児童虐待防止に関する内容を掲載
福祉保健部
社会福祉課
社会福祉班

018-855-5112

16 秋田 大仙市 10月26日
「秋の稔りフェア」（大曲市民体育館前）でリーフレット、啓発グッズを配
布し、広報・啓発活動を行う。

健康福祉部
児童家庭課
家庭支援班

0187-63-1111

17 秋田 北秋田市 １１月 ○ 市広報紙にて児童虐待防止啓発記事の掲載
健康福祉部福祉課

こども福祉係
0186-62-6638

18 秋田 北秋田市 １１月 ○ 市庁舎玄関に児童虐待防止のぼりの設置
健康福祉部福祉課

こども福祉係
0186-62-6638

19 秋田 北秋田市 １１月 ○
市内ショッピングモール等にて児童虐待防止キャンペーンの実施（パ
ンフレット等の配布）

健康福祉部福祉課
こども福祉係

0186-62-6638

20 秋田 仙北市 12月1日 「児童虐待防止講演会」角館樺細工伝承館ﾎﾟｹｯﾄﾃｯｼｭ配布
福祉保健部

子育て推進課
0187-43-2280

21 秋田 仙北市 １１月 ○ 市広報紙にて児童虐待防止啓発記事の掲載
福祉保健部

子育て推進課
0187-43-2280

22 秋田 仙北市 １１月 ○ ○ 児童虐待防止オリジナルマグネット配布(対象：年少児・小４)
福祉保健部

子育て推進課
0187-43-2280

23 秋田 小坂町 １１月 ○ 庁舎内にてのぼりを掲示
町民課

町民福祉班
0186-29-2400

24 秋田 小坂町 １１月 ○ 町広報紙活用による啓発
町民課

町民福祉班
0186-29-2400
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

25 秋田 小坂町 11月13日 ○ 民生児童委員を対象に勉強会を開催
町民課町民福祉班

（保健ｾﾝﾀｰ）
0186-29-2400

26 秋田 小坂町 １２月 ○ 中学生を対象に性教育授業を実施
町民課町民福祉班

（保健ｾﾝﾀｰ）
0186-29-2400

27 秋田 八峰町 １１月 ○ 町広報誌に児童虐待防止施策・相談案内を掲載依頼 福祉保健課 0185-76-4608

28 秋田 五城目町 11月 広報掲載等による啓発 健康福祉課 018-852-5128

29 秋田 八郎潟町 １０月５日・６日
中央児童館及び役場庁舎前にて開催される「児童館こどもまつり(5
日)親子ふれあいキャンペーン(6日)」において子ども虐待防止啓発
リーフレット、シャープペンシル、ぬれティッシュのセットを配布

福祉課 018-875-5803

30 秋田 井川町 11月1日 ○ 町広報１１月号において、児童虐待防止に関する施策を紹介。
町民課

健康福祉班
018-874-4417

31 秋田 井川町 １１月 ○ 町有線放送の朝・昼・夜の定時放送で児童虐待防止を呼びかける。
町民課

健康福祉班
018-874-4417

32 秋田 羽後町 11月11日 ○
11月11日秋田大学より北島先生を迎え、児童虐待防止に関する講演
会を行う予定。

羽後町役場
福祉保健課

0183-62-2111

33 秋田 東成瀬村 通年 ○ 妊婦訪問を実施し、産後のうつに関するパンフレットの配付 民生課 0182-47-3405

34 秋田 東成瀬村 10月 村広報にて、児童虐待防止について掲載 民生課 0182-47-3405

35 秋田 東成瀬村 10月26日～27日 産業祭会場にて、来場者にパンフレット配布 民生課 0182-47-3405

6 1 山形県 山形県
10月12日、19日、11

月2日、3日、
24日

○

オレンジリボンスマイルキャラバン
集客力のあるイベント・施設（産業祭り、イオン、モンテディオ山形スタ
ジアム等）で、来場者がメッセージ入りオレンジリボンを作成し、ツリー
に装飾するイベントを開催する。スタジアムでは、選手及びチームマス
コットと一緒にツリーを作成し、試合開始前に児童虐待防止についてＰ
Ｒする。

山形県
子育て推進部
子ども家庭課
児童養護担当

023-630-2259

2 山形県 山形県 11月下旬 ○
オレンジリボンＢＩＧツリーの展示
キャラバンで寄せられたメッセージ入りリボンをＢＩＧツリーに集約し、
広く県民一般が集まる交流施設に展示する。

山形県
子育て推進部
子ども家庭課
児童養護担当

023-630-2259

3 山形県 山形県 11月3日 ○

オレンジリボン大使の任命式
モンテディオ山形ホームゲーム時に、チームマスコットのディーオを大
使に任命し、11月のすべてのイベントでオレンジリボンたすきを着用し
て活動させる。

山形県
子育て推進部
子ども家庭課
児童養護担当

023-630-2259

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

4 山形県 山形県
12月14日、
12月15日

オレンジリボンカップ　モンテとフットサル
山形県総合運動公園屋内多目的コートで開催される、モンテディオ山
形と県内の児童とのフットサル大会冠名称を「オレンジリボンカップ」と
し、選手と一緒に児童虐待防止について参加者へ直接ＰＲする。ま
た、大会の特別番組（テレビ【民放】）を制作し、広く県民一般に児童虐
待防止についてＰＲする。

山形県
子育て推進部
子ども家庭課
児童養護担当

023-630-2259

5 山形県 山形県 10月～12月 ○

児童虐待防止及び相談窓口等について周知する啓発物品（オレンジ
色のカリフォルニアポピーのグリーンスティック【紙マッチ型植物の種
子】、ポケットティッシュ）を作成し、イベント開催時に配布する。また、
キャンペーン実施について周知するチラシを配布し、各イベントへの来
場者を募集する。

山形県
子育て推進部
子ども家庭課
児童養護担当

023-630-2259

6 山形県 山形県 11月 ○
山形出身シンガーソングライターの「朝倉さや」と楽曲タイアップしたオ
レンジリボンテレビＣＭを放送する。

山形県
子育て推進部
子ども家庭課
児童養護担当

023-630-2259

7 山形県 山形県 11月の金土 ○
文翔館（旧県庁及び議事堂）をオレンジ色にライトアップし、オレンジリ
ボンについてＰＲする。

山形県
子育て推進部
子ども家庭課
児童養護担当

023-630-2259

8 山形県 山形市 5月13日～17日
児童福祉週間　市役所庁舎内にて子育て支援・母子保健に関するポ
スター等の掲示、リーフレット等の配布

子育て推進部
こども保育課
児童相談係

023-641-1212
(内線574)

9 山形県 山形市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
子育て推進部
こども保育課
児童相談係

023-641-1212
(内線574)

10 山形県 山形市 11月11～15日 ○
児童虐待防止月間　市役所庁舎内にて子育て支援・母子保健・児童
虐待に関するポスター等の掲示、リーフレット等の配布

子育て推進部
こども保育課
児童相談係

023-641-1212
(内線574)

11 山形県 山形市 11月11～15日 ○
オレンジリボンキャンペーン　オレンジリボンツリーの設置
オレンジリボンの作成・配付

子育て推進部
こども保育課
児童相談係

023-641-1212
(内線574)

12 山形県 村山市 11月中 ○ 全戸及び関係機関に児童虐待防止のリーフレット配布
福祉事務所

子ども福祉係
0237-55-2111

13 山形県 天童市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待防止推進月間と児童相談所全国共通ダ
イヤルの周知・紹介

健康福祉部
子育て支援課
家庭支援係

023-652-0882

14 山形県 尾花沢市 7月26日
学校及び保育園等の関係者を対象に、講師を招き児童虐待防止講
演会を開催

健康福祉課
生活福祉係

0237-22-1111

15 山形県 河北町 11月 ○
ベビーマッサージ等の子育て講座の開催時に虐待防止に関するチラ
シ等を配布し、周知を図る。

健康福祉課
総合子育て

支援センター
0237-73-5282

16 山形県 大石田町 11月 ○ 町広報にて児童虐待防止について広報する。
保健福祉課

福祉グループ
0237-35-2111

（内線134）

17 山形県 金山町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止啓発の記事を掲載
健康福祉課

福祉係
0233-52-2111
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

18 山形県 米沢市 11月15日 ○ 市広報紙で児童虐待防止推進月間について掲載
健康福祉部

こども課
相談係

0238-22-5111
（内線3601）

19 山形県 長井市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待に関する内容を掲載 子育て支援課 0238-87-0687

20 山形県 高畠町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待を防ぐための啓発
福祉課

児童福祉係
0238-52-2864

21 山形県 飯豊町
11月24日又は

11月28日
○ 町広報紙において、児童虐待防止関する相談窓口等を掲載

教育文化課
子育て支援室

0238-72-2111

22 山形県 鶴岡市 7月7日・12日 ○ 中央児童館において、中高生と赤ちゃんのふれあい交流事業を実施
健康福祉部

子ども家庭支援
センター

0235-25-2741

23 山形県 酒田市 5月5日
オレンジリボンを着用し、児童虐待防止の啓発を図る。(子どもまつり・
酒田市日和山公園)

健康福祉部
子育て支援課
こども育成係

0234-26-5734

24 山形県 酒田市 11月1日 ○ 市広報に児童虐待防止のための記事を掲載
健康福祉部

子育て支援課
こども育成係

0234-26-5734

25 山形県 酒田市 通年 ○
家庭児童相談室のリーフレットを作成し、健診時や家庭訪問実施時に
配布

健康福祉部
子育て支援課
こども育成係

0234-26-5734

26 山形県 庄内町 11月5日 ○ 広報「しょうない」に虐待予防、相談窓口について掲載予定
保健福祉課

子育て応援係
0234-56-3393

27 山形県 遊佐町 11月1日 ○ 町の広報において、児童虐待防止月間と相談窓口の周知
健康福祉課

子育て支援係
0234-72-5897

7 1 福島県 福島県 11月 ○ ラジオにおいて、児童虐待相談の窓口等に関する紹介
保健福祉部
児童家庭課

024-521-7174

2 福島県 福島県 11月 ○ テレビＣＭにおいて、児童虐待相談の窓口等に関する紹介
保健福祉部
児童家庭課

024-521-7174

3 福島県 福島県 11月 ○ オレンジリボン運動の啓発パンフレットの配布
保健福祉部
児童家庭課

024-521-7174

4 福島県 福島県 12月～1月 ○
将来親となる若者を対象にした妊娠・出産・育児等の知識についての
普及活動をタウン誌等を通して行う

保健福祉部
児童家庭課

024-521-7174

5 福島県 福島市 通年 ○
【虐待防止パンフレットの配布】
出生届提出時に「すこやか手帳（予防接種関係）」とともに虐待防止パ
ンフレットを配布

健康福祉部
児童福祉課
児童家庭係

024-525-3780

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

6 福島県 福島市 ７月
【子どもの権利条約啓発リーフレットの配布】
保育所、幼稚園、子育て支援センター、小学校３年生、中学校１年
生、養護学校等にリーフレット(10,000枚)を配布

健康福祉部
児童福祉課
児童家庭係

024-525-3780

7 福島県 福島市 ７月

【相談窓口カードの配布】
市内の小中学生を対象にオレンジリボンを模したしおりを配布すること
により、児童本人からＳＯＳを発することが可能となり、児童虐待問題
の早期発見・早期対応に繋げる

健康福祉部
児童福祉課
児童家庭係

024-525-3780

8 福島県 福島市 11月17日 ○ 【平成２５年度児童虐待防止推進講演会の開催】
健康福祉部
児童福祉課
児童家庭係

024-525-3780

9 福島県 福島市
１１月１日～
１１月３０日

○

【オレンジリボン運動の展開】
①福島市児童虐待防止推進講演会の開催に係る、チラシ(3,300枚)・
横看板(1枚に各2箇所)・配布資料に表示
②小中学生が作成するオレンジリボンを表現した制作物を「子どもの
夢を育む施設こむこむ」にて展示

健康福祉部
児童福祉課
児童家庭係

024-525-3780

10 福島県 福島市 年６回程度 【子育てコミュニケーション（ＣＳＰ）事業】
健康福祉部
児童福祉課
児童家庭係

024-525-3780

11 福島県 福島市 6月5日
【福島刑務支所処遇部門（教育）との連携事業】
出所後に子どもと生活していく者を対象に、母親としての自覚と責任を
促し、子育てに関する知識を学ばせる指導への講師派遣

健康福祉部
児童福祉課
児童家庭係

024-525-3780

12 福島県 二本松市 １１月号 ○
広報にほんまつ１１月号（１０月２５日発送）に児童虐待防止に関する
記事を掲載

子育て支援課 0243-55-5094

13 福島県 伊達市 11月 ○
市の広報誌において、11月が児童虐待防止推進月間であることを市
民に周知して、児童虐待防止の広報活動を行う。

こども部こども支援
課こども相談室

024-577-3202

14 福島県 本宮市 4～3月 ○
市広報紙において、毎号児童虐待防止について啓発すると共に相談
先の情報について紹介

保健福祉部子ども福
祉課子育て支援係

0243-331111

15 福島県 本宮市 4～3月 ○ 市役所内に、通年を通してオレンジリボン運動啓発ポスターを掲示
保健福祉部子ども福
祉課子育て支援係

0243-33-1111

16 福島県 本宮市 11月 ○ 市作成のリーフレットを子育て関連イベント時に配布
保健福祉部子ども福
祉課子育て支援係

0243-33-1111

17 福島県 桑折町 7月22日 ○
中学生を対象とした思春期体験講座（赤ちゃんふれあい体験教室）を
実施

保健福祉課
健康増進係

024-582-1133

18 福島県 国見町 11月 ○ 町広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載
保健福祉課
社会福祉係

024-584-2793

19 福島県 川俣町 11月、月曜日 ○ 子ども家庭相談・鶴沢公民館 こども教育課 024-566-2111
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択
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た取組に該当する
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

20 福島県 大玉村 7月、10月、2月 ○

　村立の中学校（1ヶ所）において、それぞれの学年毎に、思春期の性
といのちの大切さについて健康講話を開催。中学校を会場とし、講師
は産婦人科医（2，3年）ならびに福島思春期サポーターの会のスタッ
フ（1年）に依頼している。

健康福祉課 0243-24-8115

21 福島県 郡山市 7月 児童虐待防止リーフレットの作製配付
こども部

こども支援課
024-924-3341

22 福島県 郡山市 8月23日
児童虐待防止研修会として児童福祉に携る方々を対象としたCAPこ
おりやまによるワークショップを開催

こども部
こども支援課

024-924-3341

23 福島県 郡山市 11月4日 ○ 児童虐待防止研修会として一般市民を対象とした講演会を開催
こども部

こども支援課
024-924-3341

24 福島県 郡山市 11月 ○ 児童虐待防止街頭啓発(チラシ及び啓発グッズ)
こども部

こども支援課
024-924-3341

25 福島県 須賀川市 11月 ○
市広報紙における児童児童虐待防止月間の周知と、
特設相談窓口の設置

こども課 0248-88-8114

26 福島県 田村市 11月 ○ 市の広報誌において、児童虐待防止に関する相談窓口の紹介
保健福祉部
社会福祉課

0247-81-2273

27 福島県 田村市 10月～11月 ○ 家庭児童相談員と市職員で小・中学校等を訪問し、情報の交換
保健福祉部
社会福祉課

0247-81-2273

28 福島県 鏡石町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載する。 健康福祉課 0248-62-2115

29 福島県 石川町 １１月 ○ 町広報誌により児童虐待防止について啓発する。
保健福祉課
児童福祉係

0147-26-0811

30 福島県 玉川村 通年 ○ 村での児童虐待防止取り組みを広報誌に掲載し全村民に周知。 健康福祉課 0247-57-4623

31 福島県 平田村 9月、10月、2月 ○
中・高校生の思春期教室の中で望まない妊娠を防ぐための啓発活動
を行う。

健康福祉課 0247-55-3119

32 福島県 古殿町 10/25（11/1号） ○ 町行政だよりにて児童虐待防止推進月間について周知 生活福祉課 0247-53-4616

33 福島県 小野町 11月10日 ○ ○
小町ふれあいフェスタ会場において子育て支援・母子保健・児童虐待
に関するパンフレット、こころの相談会案内ちらしの配布

健康福祉課 0247-72-6934

34 福島県 中島村 9月、10月、11月 ○ ○
性や妊娠・出産、命の尊さといった知識の普及や望まない妊娠を防ぐ
ための啓発

保健福祉課 0248-52-2174

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

35 福島県 矢吹町 １１月 ○ 広報誌、町ホームページに掲載
保健福祉課

福祉係
0248-44-2300

36 福島県 棚倉町 １１月６・７日 ○ ○
生命誕生の神秘さや自他の生命の大切さ等に関する知識の普及啓
発を目的に、中学１年生を対象として、助産師講話・妊婦との交流・妊
婦体験を実施。

健康福祉課
健康づくり係

0247-33-7801

37 福島県 矢祭町 随時 広報紙掲載予定 町民福祉課 0247-46-4573

38 福島県 会津若松市 4月～翌年3月 ○ ○ 子どもへの暴力防止プログラム（ＣＡＰ）ワークショップの開催 こども家庭課 0242-39-1243

39 福島県 会津若松市 8月30日・31日 児童虐待防止啓発の子育て講演会の開催 こども家庭課 0242-39-1243

40 福島県 会津若松市 11月17日 ○ ○
市内ショッピングセンターで「児童虐待防止」「ＤＶ防止」キャンペーン
実施。啓発グッズ等の配布

こども家庭課 0242-39-1243

41 福島県 会津若松市 11月1日 ○ 市広報紙で「児童虐待防止」啓発記事を掲載 こども家庭課 0242-39-1243

42 福島県 会津若松市 11月1日～ ○ ＦＭコミュニティ放送で「児童虐待防止」啓発ＣＭを放送 こども家庭課 0242-39-1243

43 福島県 会津若松市 11月1日～ ○ 市庁舎に「児童虐待防止」のオレンジ色の登り旗の設置 こども家庭課 0242-39-1243

44 福島県 会津若松市 11月1日～ ○ 公用車に「児童虐待防止」の啓発シール貼付 こども家庭課 0242-39-1243

45 福島県 喜多方市 11月1日 ○ 市広報紙において児童虐待防止推進月間を周知 社会福祉課 0241-24-5229

46 福島県 北塩原村 １１月 ○ 村広報誌（きたしおばら）に情報提供と相談窓口の記事を掲載。 住民課 0241-28-3733

47 福島県 南会津町 １１月 ○ 町広報誌において児童虐待防止の啓発
健康福祉課

子育て支援係
0241-62-6170

48 福島県 いわき市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止及び推進月間について広報
保健福祉部
児童家庭課

0246-22-7452

49 福島県 相馬市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間の広報予定 社会福祉課 0244-37-2204

50 福島県 川内村 11月 ○ 村広報紙において、児童虐待防止について周知 保健福祉課 0240-38-2941
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

51 福島県 飯舘村 7月2日 ○
中学2年生を対象とした思春期教室を実施し、性や妊娠・出産、命の
尊さといった知識の普及や望まない妊娠を防ぐための啓発を行う。

健康福祉課 024-562-4224

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

8 1 茨城県 茨城県 11月 ○ 県広報紙において児童虐待防止に関する県の施策を紹介
保健福祉部

子ども家庭課
029-301-3247

2 茨城県 茨城県
7月28日、
8月21日

○
望まない妊娠を防ぐための妊娠に関する電話相談窓口の周知キャン
ペーン

保健福祉部
子ども家庭課

029-301-3246

3 茨城県 城里町 通年 ○ 公用車にオレンジリボンマグネットを貼付 健康福祉課 029-240-6550

4 茨城県 城里町 11月 ○ 小中学生に相談窓口等を周知するボールペン等を配布 健康福祉課 029-240-6550

5 茨城県 城里町 11月 ○ 広報紙・ホームページに児童虐待防止推進月間の掲載 健康福祉課 029-240-6550

6 茨城県
かすみが

うら市
11月3日 ○

市開催の「かすみがうら祭」において、虐待防止に関するパンフレット
や子育てガイドブックを配布し、児童虐待防止に向けた普及啓発を行
なう。

保健福祉部
子ども福祉課
児童福祉係

0299-59-2111

7 茨城県 八千代町 11月1日 ○
町広報紙及びホームページに、児童虐待防止月間に関する記事を掲
載

福祉保健課
児童福祉係

0296-49-3941

8 茨城県 北茨城市 9月・11月 ○ ○
①子ども・子育てニーズ調査用紙発送世帯に広報発送
②１１月市広報紙に折り込み全戸配布

社会福祉課 0293‐43‐1111

9 茨城県 守谷市 11月 ○ 広報誌　虐待防止掲載 児童福祉課 0297-45-1111

10 茨城県 守谷市 10月
守谷市健康スポーツフェスティバルにて虐待防止パンフレットの配布・
相談窓口の周知

児童福祉課 0297-45-1111

11 茨城県 阿見町 10月16日
児童虐待防止街頭キャンペーン：町内2か所の店舗前において、リー
フレット、ポケットティッシュ、オレンジリボンの配布を行う。

保健福祉部
児童福祉課

029-888-1111

12 茨城県 阿見町 10月25日 広報誌（広報あみ11月号）に、児童虐待防止推進月間の記事を掲載。
保健福祉部
児童福祉課

029-888-1111

13 茨城県 下妻市
11月1日～
11月30日

○ 市役所第2庁舎、千代川庁舎に児童虐待防止懸垂幕を掲出
保健福祉部

子育て支援課
子育て支援係

0296-43-2111

14 茨城県 下妻市
11月1日～
11月30日

○
市役所本庁舎、第2庁舎、千代川庁舎に児童虐待防止のぼり旗を設
置

保健福祉部
子育て支援課
子育て支援係

0296-43-2111

15 茨城県 下妻市
11月1日～
11月30日

○ ○
市役所本庁舎市民ホール、千代川庁舎ホールにオレンジリボンを
飾ったツリーを設置し、オレンジリボンと児童虐待防止に関するチラシ
を配付

保健福祉部
子育て支援課
子育て支援係

0296-43-2111

16 茨城県 下妻市
11月1日～
11月30日

○ 公用車に児童虐待防止・オレンジリボンマグネットを貼付
保健福祉部

子育て支援課
子育て支援係

0296-43-2111
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17 茨城県 下妻市
11月７日,14日，

21日
○ 下妻公民館において、親業訓練の講座を開催

保健福祉部
子育て支援課
子育て支援係

0296-43-2111

18 茨城県 下妻市 11月上旬 ○ 市内店舗において、児童虐待防止に関するチラシ、啓発グッズを配布
保健福祉部

子育て支援課
子育て支援係

0296-43-2111

19 茨城県 下妻市 11月24日 ○ ○
図書館において、男女共同参画推進事業・児童虐待防止講演会を実
施し、来場者に児童虐待防止に関するチラシを配布

保健福祉部
子育て支援課

子育て支援係、
総務部市民協働課
男女共同参画係

0296-43-2111

20 茨城県 坂東市 12月15日
坂東市社会福祉協議会が開催する「元気いっぱい福祉まつり」に参加
し、ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝ等の配布を実施（予定）する。

保健福祉部
子育て支援課

0297-35-2121

21 茨城県 境町 11月 ○ 町広報紙において，児童虐待防止に関する記事を掲載 民生部福祉課 0280-81-1305

22 茨城県 境町 11月3日 ○
町民祭において，オレンジリボンに関するリーフレット及び啓発グッズ
（ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ）を配布

民生部福祉課 0280-81-1305

23 茨城県 境町 10月～11月 ○ 公用車に児童虐待防止に関するマグネットシートを貼付 民生部福祉課 0280-81-1305

24 茨城県 水戸市 10月27日
市の震災復興イベントにおいて，オレンジリボン活動の周知や虐待通
告制度に関する周知を図るクリアファイル及びリーフレットを配布す
る。

保健福祉部
子ども課相談係

029-232-9111

25 茨城県 水戸市 11月17日 ○
Ｊ２水戸ホーリーホックのホームゲームにおいて，スタジアム入場口付
近にてオレンジリボン運動の周知や虐待通告制度に関する周知を図
るクリアファイル及びリーフレットを配布する。

保健福祉部
子ども課相談係

029-232-9111

26 茨城県 水戸市 11月21日 ○
児童虐待対応研修会を水戸市要保護児童対策地域協議会主催で開
催・参加者に対して，オレンジリボン運動の周知や虐待通告制度に関
する周知を図るクリアファイル及びリーフレットを配布する。

保健福祉部
子ども課相談係

029-232-9111

27 茨城県 水戸市 １１月 ○
要保護児童対策地域協議会の構成機関にオレンジリボン運動の周知
や虐待通告制度に関する周知を図るクリアファイル及びリーフレットを
配布する。

保健福祉部
子ども課相談係

029-232-9111

28 茨城県 水戸市 11月 ○
市民センター・保健センター・福祉事務所の窓口にオレンジリボン運動
の周知や虐待通告制度に関する周知を図るリーフレットを設置する。

保健福祉部
子ども課相談係

029-232-9111

29 茨城県 水戸市 １０月・１１月 ○
市の広報誌によりオレンジリボン運動の周知や虐待通告制度に関す
る周知について掲載する。

保健福祉部
子ども課相談係

029-232-9111

30 茨城県 稲敷市 ４月～３月 ○ 窓口にオレンジリボンの掲載 児童福祉課 029-892-2000

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

31 茨城県 稲敷市 ４月～３月 ○ 公用車へマグネットオレンジリボンの貼り付け 児童福祉課 029-892-2000

32 茨城県 神栖市 11月 ○ ○ 市広報紙において、児童虐待に関する内容を掲載
健康福祉部

こども課
0299-90-1205

33 茨城県 桜川市 １１月 ○ 市役所職員によるオレンジリボン着用 児童福祉・企画課 0296-58-5111

34 茨城県 桜川市 １１月 ○ 広報紙による「児童虐待防止推進月間」の周知 児童福祉・企画課 0296-58-5111

35 茨城県 桜川市 １１月 ○ 虐待防止に関するチラシの全戸配布 児童福祉・企画課 0296-58-5111

36 茨城県 桜川市 １１月 ○ コミニュティービジョンによる「児童虐待防止推進月間」の周知 児童福祉・企画課 0296-58-5111

37 茨城県 桜川市 １０月～３月 ○ 命の尊さを学ぶ授業の実施（小中学校）
児童福祉・
健康推進課

0296-58-5111

38 茨城県 高萩市 10月～12月 ○
ショッピングモール等において子育て支援・児童虐待に関する小冊子
等の配布

同仁会児童家庭
支援センター

0293-22-2471

39 茨城県 高萩市 11月 ○
児童虐待防止に関する講演を同仁会と共催により開催
　・来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレットやオレンジ
リボン関連の啓発グッズを配布

同仁会児童家庭
支援センター

0293-22-2471

40 茨城県 高萩市 11月 ○ 市広報紙に児童虐待防止に関するリーフレットを折込み配付
健康福祉部社会福
祉課萩っ子支援室

0293-23-7030

41 茨城県 古河市 11月1日 ○
児童虐待防止月間啓発活動事業（オレンジリボン街頭キャンペーン）
JR古河駅・道の駅等において児童虐待の予防を呼掛けるリーフレット
やグッズを配布。

健康福祉部
福祉総務課

0280-92-5771

42 茨城県 古河市 11月27日 ○

古河市虐待DV防止講演会（テーマ・児童虐待の防止と対応～関係機
関との連携強化について～場所　古河市総和福祉センター「健康の
駅」　講師　千葉喜久也氏　※会場では児童虐待の予防を促すﾘｰﾌﾚｯ
ﾄとグッズを受講者に配布

健康福祉部
福祉総務課

0280-92-5771

43 茨城県 古河市 随時 ○ 市内中学校での「いのちの教育」
健康福祉部
健康づくり課

0280-48－6881

44 茨城県 古河市 7月～8月 ○ 中高生・乳幼児ふれあい交流事業
健康福祉部
健康づくり課

0280-48－6881

45 茨城県 日立市 11月1日 ○ 駅前等街頭啓発
保健福祉部
こども福祉課

050-5528-5071
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11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

46 茨城県 日立市
11月１日～
11月30日

○ 庁舎に児童虐待防止懸垂幕の掲示
保健福祉部
こども福祉課

050-5528-5071

47 茨城県 日立市
11月１日～
11月30日

○ 日立駅前自由通路へのポスター掲示
保健福祉部
こども福祉課

050-5528-5071

48 茨城県 日立市 通年 ホームページにおいて児童虐待防止に関する施策紹介
保健福祉部
こども福祉課

050-5528-5071

49 茨城県 日立市
11月１日～
11月30日

○ CATVにおいて児童虐待予防・防止、相談窓口等の周知
保健福祉部
こども福祉課

050-5528-5071 市内のみ放映

50 茨城県 日立市 11月5日 ○ 市広報紙に児童虐待防止啓発記事掲載
保健福祉部
こども福祉課

050-5528-5071

51 茨城県 日立市 10月12日 親子向けコンサート会場に子育て相談コーナー設置
保健福祉部
こども福祉課

050-5528-5071

52 茨城県 日立市 未定
講演会開催
詳細については未定

保健福祉部
こども福祉課

050-5528-5071

53 茨城県 日立市 11月15日 ○ “子どもを守ろう”オレンジリボンたすきリレー後援及び参加協力
保健福祉部
こども福祉課

050-5528-5071

54 茨城県 東海村 11月21日 ○
児童虐待防止講演会を開催し、児童虐待防止推進月間のリーフレット
や児童相談所全国共通ダイヤルの周知カードを配布

福祉部
社会福祉課

029-282-1711

55 茨城県 東海村 11月15日 ○
茨城県児童福祉協議会主催の「“子どもを守ろう”オレンジリボンたす
きリレー」の後援（中継所設置・ランナー協力）

福祉部
社会福祉課

029-282-1711

56 茨城県 常陸太田市 10月10日 ○ 市広報誌において、オレンジリボン運動および相談窓口について紹介
保健福祉部

子ども福祉課
子ども家庭係

0294-72-3111

57 茨城県 常総市 11月 ○ 市広報紙等において児童虐待に関する記事を掲載予定 社会福祉課 0297-23-2912

58 茨城県 ひたちなか市 通年 ○
公用車に虐待防止啓発用オレンジリボン（マグネット・シール）を貼り
付けて周知啓発

児童福祉課
029-273-0111

内線1125

59 茨城県 ひたちなか市 11月 ○
コミセン祭りなど地域イベントにて，来場者に啓発チラシとグッズを配
布

児童福祉課
029-273-0111

内線1125

60 茨城県 茨城町 11月1日 ○
茨城町広報紙やホームページに11月の「児童虐待防止推進月間」・児
童相談所全国共通ダイヤル・茨城虐待ホットライン電話番号を記載
し、周知を図る。

茨城町
保健福祉部

こども課
029‐240‐7144

61 茨城県 茨城町 11月3日 ○ ○
町民祭にて来場者に児童虐待防止推進月間のリーフレット、各相談
窓口電話番号記載のカードと啓発グッズを配布。若年層来場もあり。

茨城町
保健福祉部

こども課
029‐240‐7144

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

62 茨城県 茨城町 11月 ○ こども課窓口にオレンジリボン作成チラシを置く。
茨城町

保健福祉部
こども課

029‐240‐7144

63 茨城県 茨城町 11月15日 ○ 茨城県児童福祉施設協議会のオレンジリボンたすきリレーに協力。
茨城町

保健福祉部
こども課

029‐240‐7144

64 茨城県 取手市 5月7日 ○
市内小中学校の生徒指導主事の先生方に児童虐待予防に関するパ
ンフレットを用い、啓発活動を実施

健康福祉部
子育て支援課
児童福祉係

㈹0297-74-2141
（内線1347）

65 茨城県 取手市 8月2日
取手市内の保育所・幼稚園・小中学校に呼びかけた療育システム講
演会で虐待と発達障害の関係について講話した。

健康福祉部
子育て支援課
児童福祉係

㈹0297-74-2141
（内線1347）

66 茨城県 取手市 9月27日・10月4日
11月に関係者が胸に着けるオレンジリボンの作成（約3,000個）を民生
委員、主任児童委員の協力を得て行う。

健康福祉部
子育て支援課
児童福祉係

㈹0297-74-2141
（内線1347）

67 茨城県 取手市 10月 ○
藤代高校（家庭クラブ）、取手第二高校（手芸部）でオレンジリボン作
成を、主任児童委員の協力を得て行う。

健康福祉部
子育て支援課
児童福祉係

㈹0297-74-2141
（内線1347）

68 茨城県 取手市 10月26日 ○
健康福祉まつりの来場者に、オレンジリボンを配布し、児童虐待に関
する啓発を行う（藤代高校家庭クラブ・取手第二高校手芸部も参加）。

健康福祉部
子育て支援課
児童福祉係

㈹0297-74-2141
（内線1347）

69 茨城県 取手市 11月 ○
児童虐待防止に関わる関係者（約2,300名）が、児童虐待防止推進月
間中にオレンジリボンを胸に着け、児童虐待の防止・早期発見を広く
市民に呼びかけ、関係者の意識向上を図る。

健康福祉部
子育て支援課
児童福祉係

㈹0297-74-2141
（内線1347）

70 茨城県 取手市 11月 ○
公用車や主任児童委員自家用車にオレンジリボン運動のマグネットを
貼付し、児童虐待に関する啓発を行う。

健康福祉部
子育て支援課
児童福祉係

㈹0297-74-2141
（内線1347）

71 茨城県 取手市 11月 ○ 広報とりで、ホームページに児童虐待防止に関する記事を掲載する。
健康福祉部

子育て支援課
児童福祉係

㈹0297-74-2141
（内線1347）

72 茨城県 取手市 12月（予定）
暴力追放・防犯街頭キャンペーンと同時に、児童虐待防止キャンペー
ンを行う。

健康福祉部
子育て支援課
児童福祉係

㈹0297-74-2141
（内線1347）

73 茨城県 取手市 12月（予定） 取手市医師会への啓発活動を行う。
健康福祉部

子育て支援課
児童福祉係

㈹0297-74-2141
（内線1347）

74 茨城県 取手市 年間 庁内窓口において、ポケット版リーフレットを配置する。
健康福祉部

子育て支援課
児童福祉係

㈹0297-74-2141
（内線1347）

75 茨城県 行方市 11月 ○ 全戸配布の市報により児童虐待防止の広報・啓発を行う。 社会福祉課 0299-55-0111

76 茨城県 石岡市
成人式（1月12日）

及び随時
○ ○

命の尊さ（自殺予防対策）を啓発するチラシを作成して成人式時に、
新成人へ配布。他にキャンペーン開催時やイベント開催時、訪問時や
健診時にも随時配布。また心の体温計の普及啓発のためテッシュ作
成配布（赤ちゃんママモードあり）

保健福祉部
健康増進課

0299-24-1386
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77 茨城県 石岡市 通年 ○
マタニティ教室・パパママ教室時にパープルクライング（揺さぶり症候
群予防のため）のＤＶＤやパンフレット配布にて泣きに対する育児不安
や虐待予防の普及啓発を行っている。

保健福祉部
健康増進課

0299-24-1386

78 茨城県 石岡市  ６月・７月 ○
市内小・中・高校生を対象に命の尊さや性教育等を実施。（各学校の
依頼により学校の教室等で実施）

保健福祉部
健康増進課

0299-24-1386

79 茨城県 牛久市 11月 ○ 公共施設等へのポスター配布により童虐待防止の広報・啓発を行う。 児童福祉課
029-873-2111(内

線1734）

80 茨城県 大洗町 11月 ○
町の広報誌において、児童虐待防止に関する周知を図る記事を掲載
する。

福祉課
子育て支援係

029-267-5111

81 茨城県 結城市 11月6日 ○ 要保護児童対策地域協議会研修会
保健福祉部

子ども福祉課
子育て支援係

0296-34-0427

82 茨城県 潮来市 通年 ○ ２０１３年版　子育てガイドブック配布 市民福祉課 0299-63-1111

83 茨城県 潮来市
9月12日～
9月30日

児童虐待について広報誌（広報いたこ）掲載 市民福祉課 0299-63-1111

84 茨城県 潮来市
11月1日～
3月31日

○ ○ すこやか妊娠ホットラインホームページ掲載予定 市民福祉課 0299-63-1111

85 茨城県 潮来市 10月27日 ○ ○
すこやか妊娠ホットラインホーム広報誌掲載（広報いたこ情報版）掲載
予定

市民福祉課 0299-63-1111

86 茨城県 潮来市
11月1日～
11月30日

○ 児童虐待について広報誌（広報いたこ）掲載予定 市民福祉課 0299-63-1111

87 茨城県 潮来市
Ｈ25.4月1日～
Ｈ26.3月31日

○ 児童虐待についてホームページ掲載 市民福祉課 0299-63-1111

88 茨城県 潮来市 Ｈ25．11月 ○ 民生児童委員へすこやか妊娠ホットラインの説明 市民福祉課 0299-63-1111

89 茨城県 利根町 11月 ○ 町広報誌へ児童虐待防止月間について掲載する
福祉課

社会福祉係
0297-68-2211

90 茨城県 つくば市 11月1日 ○
通年を通して庁舎にてオレンジリボンを配布。11月に市の広報紙にお
いて、児童虐待防止を周知。

福祉部こども課 029-883-1111

91 茨城県 美浦村 11月5日 ○ 子育て支援支援者講演会にて児童虐待に対する注意点を周知する。
福祉介護課・
児童福祉係

029-885-0340

92 茨城県 五霞町 11月1日 ○
広報ごか１１月号及び町ホームページに児童虐待防止に関する記事
を掲載予定

健康福祉課
社会福祉Ｇ

0280‐84‐1111

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

93 茨城県 五霞町 11月10日 ○ ふれあいまつりにおいて児童虐待防止リーフレット配布予定
健康福祉課
社会福祉Ｇ

0280‐84‐1111

94 茨城県 五霞町 通年 ○ 健康福祉課窓口にて児童虐待防止リーフレットの配布
健康福祉課
社会福祉Ｇ

0280‐84‐1111

95 茨城県 常陸大宮市 7月17日 ○ 県立高校において、性教育に関する講演 健康推進課 0295-54-7121

96 茨城県 常陸大宮市 4月 市内の学校等へ家庭児童相談室の案内文書を配布
福祉課

子ども福祉Ｇ
0295-52-1111

97 茨城県 筑西市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待等の通告先の周知や児童虐待に対す
る意識啓発など児童虐待防止対策を強化するための広報啓発を行な
う。

こども課 0296-24-2111

98 茨城県 龍ケ崎市 ○ 市広報紙　11月号　児童虐待防止推進月間
健康福祉部

こども課
0297-64-1111

99 茨城県 笠間市 通年
子育て家庭に向けた「子育て支援ガイドブック」の中に児童虐につい
ての項目を設け情報発信

福祉部
こども福祉課

0296-77-1101

100 茨城県 笠間市 ○
広報誌（毎月発行）週報誌（毎週発行）に児童虐待防止に関する記事
を掲載し，市内全戸に配布

福祉部
こども福祉課

0296-77-1101

101 茨城県 笠間市 12月 庁舎ロビーにおいて児童虐待防止に関するモニター広告を放映
福祉部

こども福祉課
0296-77-1102

9 1 栃木県 栃木県 11月7日 ○ 児童虐待防止普及啓発についてテレビ番組にて広報
保健福祉部こども
政策課児童家庭

支援・虐待対策担当
028-623-3061

2 栃木県 栃木県
１１月１５日～
１２月１４日

○ 県内イオン各店舗において、児童虐待防止パンフレットを設置・配布
保健福祉部こども
政策課児童家庭

支援・虐待対策担当
028-623-3061

3 栃木県 栃木県 １１月 ○ 県庁舎本館窓に巨大なオレンジリボンを掲示
保健福祉部こども
政策課児童家庭

支援・虐待対策担当
028-623-3061

4 栃木県 栃木県 １１月 ○ 県庁舎壁面に懸垂幕を掲示
保健福祉部こども
政策課児童家庭

支援・虐待対策担当
028-623-3061

5 栃木県 栃木県 １１月 ○
県庁本館、出先機関庁舎等で、キャンペーンのぼり旗とオレンジリボ
ンツリーを設置

保健福祉部こども
政策課児童家庭

支援・虐待対策担当
028-623-3061

6 栃木県 栃木県 １１月 ○ 県庁舎展望ロビーにおいてオレンジリボンキャンペーンの展示を実施
保健福祉部こども
政策課児童家庭

支援・虐待対策担当
028-623-3061

7 栃木県 宇都宮市 9月 自治会広報紙における児童虐待防止に関する周知啓発
子ども部

子ども家庭課
子ども家庭支援室

028-632-2750
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

8 栃木県 宇都宮市 10月12日 ○
子供向けイベントにおいて，パンフレット等の配布やパネル展示による
オレンジリボン運動や児童虐待に関する周知啓発

子ども部
子ども家庭課

子ども家庭支援室
028-632-2750

9 栃木県 宇都宮市
11月1日～
11月30日

○ 中心市街地施設の大型映像装置でCMの放映
子ども部

子ども家庭課
子ども家庭支援室

028-632-2750

10 栃木県 宇都宮市
11月1日～
11月30日

○ 市内39地区に児童虐待防止啓発ののぼり旗を設置
子ども部

子ども家庭課
子ども家庭支援室

028-632-2750

11 栃木県 宇都宮市
11月1日～
11月30日

○ 市有施設6か所においてオレンジリボンツリーを設置
子ども部

子ども家庭課
子ども家庭支援室

028-632-2750

12 栃木県 宇都宮市 11月日にち未定 ○
地元プロサッカーチームのホームゲーム来場者にパンフレット等啓発
物品の配付

子ども部
子ども家庭課

子ども家庭支援室
028-632-2750 日にち調整中（未定）

13 栃木県 宇都宮市 11月日にち未定 ○
地元プロバスケットボールチームのホームゲーム来場者にパンフレッ
ト等啓発物品の配付

子ども部
子ども家庭課

子ども家庭支援室
028-632-2750 日にち調整中（未定）

14 栃木県 宇都宮市
11月15日～
11月20日

○ 市内百貨店において児童虐待防止のパネル展示
子ども部

子ども家庭課
子ども家庭支援室

028-632-2750

15 栃木県 宇都宮市 5月、10月 市広報紙において児童虐待通告協力のお願い
子ども部

子ども家庭課
子ども家庭支援室

028-632-2750

16 栃木県 宇都宮市 1月 児童虐待防止講演会
子ども部

子ども家庭課
子ども家庭支援室

028-632-2750

17 栃木県 足利市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待防止推進月間の周知及び児童虐待に
関すること、相談窓口の紹介

福祉部こども課
親子福祉担当

0284-20-2137

18 栃木県 足利市 11月14日 ○ 子育て支援講演会で、児童虐待防止啓発パンフレット等の配布
福祉部こども課
親子福祉担当

0284-20-2137

19 栃木県 足利市
11月1日～
11月30日

○
市役所庁舎内及び公民館窓口に児童虐待防止推進月間の周知用Ｐ
ＯＰ広告（卓上スタンド）を設置

福祉部こども課
親子福祉担当

0284-20-2137

20 栃木県 栃木市 １１月 ○

・市広報紙及びホームページにて児童虐待防止推進月間を周知
・児童虐待防止意識の普及のため講演会を開催
・オレンジリボンを市内公共施設、教育機関等に配布
・児童虐待防止のメッセージ入ポケットティッシュの配布
・市福祉庁舎玄関脇に児童虐待防止推進月間の立看板
及びのぼりを設置

保健福祉部
こども課

児童家庭チーム
0282-21-2513

21 栃木県 佐野市 ６月
要保護児童相談案内・虐待防止ﾘｰﾌﾚｯﾄを作成し,小中学校児童生徒・
保育園児・幼稚園児、市関連施設等に配布

家庭児童相談室 0283-20-3002

22 栃木県 佐野市 ８月 市広報紙に児童虐待防止に関する広報・啓発記事掲載 家庭児童相談室 0283-20-3002

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

23 栃木県 佐野市 10月 ○
要保護児童相談案内・虐待防止ﾘｰﾌﾚｯﾄを作成し,小中学校児童生徒・
保育園児・幼稚園児、市関連施設等に配布

家庭児童相談室 0283-20-3002

24 栃木県 佐野市 11月 ○ 市広報紙に児童虐待防止に関する広報・啓発記事掲載 家庭児童相談室 0283-20-3002

25 栃木県 鹿沼市 10月中旬～11月末 ○
ノベルティグッズ配布（虐待通告や子育て相談窓口の連絡先を周知
20,000個配布）

こども支援課
家庭こども相談室

0289‐63‐2177

26 栃木県 鹿沼市 10月25日発行 ○ ○ 広報紙掲載（虐待予防、早期発見、相談窓口等の周知）
こども支援課

家庭こども相談室
0289‐63‐2177

27 栃木県 鹿沼市 通年 ○ 木製掲示板設置（虐待通告や子育て相談窓口の連絡先を周知）
こども支援課

家庭こども相談室
0289‐63‐2177

28 栃木県 鹿沼市
10月中旬～

11月末
○ 懸垂幕設置（11月の推進月間とオレンジリボンの周知）

こども支援課
家庭こども相談室

0289‐63‐2177

29 栃木県 鹿沼市 通年 ○ 手作りオレンジリボン作成（市職員着用）
こども支援課

家庭こども相談室
0289‐63‐2177

30 栃木県 鹿沼市 12月1日 ○
にこにこフェスタ開催（会場に相談コーナーを設け、子育て相談、虐待
防止啓発等を実施）

こども支援課
家庭こども相談室

0289‐63‐2177

31 栃木県 鹿沼市 通年 ○ 全公用車にオレンジリボンマグネット添付
こども支援課

家庭こども相談室
0289‐63‐2177

32 栃木県 日光市 10月25日発行 ○ 市広報紙において、児童虐待の認識と通告等の特集記事を掲載
健康福祉部人権・
男女共同参画課

0288-21-5184

33 栃木県 日光市
10月8日～
12月6日

○
虐待を早期に発見するための地域力を養うため、市内3箇所各3日間
で「児童虐待防止ボランティア養成講座」を実施

健康福祉部人権・
男女共同参画課

0288-21-5184

34 栃木県 日光市 11月9日 ○ 一般市民及び関係機関を対象に「DV・児童虐待防止講演会」を実施
健康福祉部人権・
男女共同参画課

0288-21-5184

35 栃木県 日光市 11月 ○
オレンジリボンキャンペーンとして、児童虐待の啓発ティッシュを市内
小中学校に配布

健康福祉部人権・
男女共同参画課

0288-21-5184

36 栃木県 小山市 9月14日 ○
「第9回児童虐待防止に関する講演会」の開催
小山市　文化センター

保健福祉部
こども課

家庭児童相談室
0285‐22‐9627

37 栃木県 小山市 10月20日 ○
「第4回おやま生まれのオレンジリボンたすきリレー」の開催
小山市役所御殿ひろば他市内での啓発活動

保健福祉部
こども課

家庭児童相談室
0285‐22‐9627

38 栃木県 小山市
11月1日～
11月30日

○
小山市役所庁舎玄関と保健福祉センター玄関にてオレンジリボンツ
リーを設置

保健福祉部
こども課

家庭児童相談室
0285‐22‐9627
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

39 栃木県 小山市 通年 ○ 市職員のオレンジリボン着用
保健福祉部

こども課
家庭児童相談室

0285‐22‐9627

40 栃木県 小山市 通年 ○ 公用車等にオレンジリボンステッカーやマグネットの貼付
保健福祉部

こども課
家庭児童相談室

0285‐22‐9627

41 栃木県 小山市
11月1日～
11月30日

○
市内コンビニや商店、医院等へのポスターや啓発チラシ、パンフレット
の配布

保健福祉部
こども課

家庭児童相談室
0285‐22‐9627

42 栃木県 小山市 随時 ○ 「子育て見守り隊」出前講座の実施
保健福祉部

こども課
家庭児童相談室

0285‐22‐9627

43 栃木県 真岡市
11月1日～
11月30日

○
市内全小中学校、保育園、幼稚園へのｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝの配布
公共施設への横断幕・懸垂幕・のぼり旗の設置

健康福祉部
児童家庭課

0285-83-8131

44 栃木県 大田原市 11月 ○
市広報誌及びホームページにおいて、児童虐待防止に関する記事の
掲載

保健福祉部
子ども幸福課
子育て支援係

0287-23-8932

45 栃木県 大田原市 11月 ○ ○ 学校訪問および各会議等において、学校・参加者への周知を図る
保健福祉部

子ども幸福課
子育て支援係

0287-23-8932

46 栃木県 大田原市 5月～２月 ○ ○ 思春期健康教室　小学5年・6年・中学生を各小中学校で開催
保健福祉部

子ども幸福課
母子健康係

0287-23-8634

47 栃木県 矢板市 11月1日 ○ 市広報において児童虐待防止啓発
子ども課

子育て支援担当
0287-44-3600

48 栃木県 矢板市 通年 ○ 市ホームページにおいて児童虐待防止啓発
子ども課

子育て支援担当
0287-44-3600

49 栃木県 矢板市 １１月頃～ ○
プレママ教室において、プレパパの妊婦体験により
児童虐待防止啓発

子ども課
子育て支援担当

0287-44-3600

50 栃木県 矢板市 11月3日 ○
市民の日に合わせ健康まつり会場内で
児童虐待リーフレットを配布

子ども課
子育て支援担当

0287-44-3600

51 栃木県 那須塩原市 10月19日、20日
産業祭など市のイベントにおいてリーフレット、オレンジリボングッズ
（定規、マグネット）の配布

子育て相談センター 0287-64-3724

52 栃木県 那須塩原市 11月 ○ 市広報誌にて児童虐待防止啓発文を掲載 子育て相談センター 0287-64-3724

53 栃木県 那須塩原市 6月～12月 ○ ○
市内中学校・高校で思春期教室開催。二次性徴、生命誕生、いのち
の大切さ、望まない妊娠の防止等の内容を、学校の実情に合わせて
実施

子育て相談センター 0287-64-3724

54 栃木県 さくら市 通年 ○ ○
市広報誌に児童虐待防止関連記事を掲載。児童虐待防止啓発物品
の配布（各種イべント開催時）。

児童課児童福祉係 028-681-1125

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

55 栃木県 那須烏山市 11月3日 ○
市保健福祉センターで開催する「那須烏山市健康福祉まつり」におい
て、児童虐待防止の啓発・DV窓口の周知コーナーを設置する。

こども課
こそだて支援担当

0287-88-7116

56 栃木県 下野市 8月20日
児童虐待防止講演会　テーマ：子どもを伸ばす子育て
　～子育ての中で感情をコントロールする方法～

児童福祉課子育て
支援グループ

0285-52-1114

57 栃木県 下野市 11月中 ○ 各庁舎にのぼり旗を掲示
児童福祉課子育て

支援グループ
0285-52-1114

58 栃木県 下野市 11月3日 ○
市内で実施されるイベント会場にて、
来場者にティッシュ、エコバックの普及啓発グッズを配布。
のぼり旗、ポスターの掲示

児童福祉課子育て
支援グループ

0285-52-1114

59 栃木県 下野市 11月10日 ○
市内で実施されるイベント会場にて、
来場者にティッシュ、エコバックの普及啓発グッズを配布。
のぼり旗、ポスターの掲示

児童福祉課子育て
支援グループ

0285-52-1114

60 栃木県 下野市 11月30日 ○
市内で実施されるイベント会場にて、
来場者にティッシュ、エコバックの普及啓発グッズを配布。
のぼり旗、ポスターの掲示

児童福祉課子育て
支援グループ

0285-52-1114

61 栃木県 下野市 11月中 ○
市職員・市内各学校、幼稚園職員等に
オレンジリボンを配布し、月間中の着用を依頼。

児童福祉課子育て
支援グループ

0285-52-1114

62 栃木県 下野市 11月中 ○ 広報で児童虐待防止月間の周知
児童福祉課子育て

支援グループ
0285-52-1114

63 栃木県 下野市 随時 サイネージによる普及啓発、通告窓口の周知
児童福祉課子育て

支援グループ
0285-52-1114

64 栃木県 上三川町 通年 ○ 町ホームページに児童虐待防止に関する記事を記載
福祉課

相談支援係
0285-56-9137

65 栃木県 上三川町 １１月 ○ 町広報に児童虐待防止に関する記事を掲載
福祉課

相談支援係
0285-56-9137

66 栃木県 上三川町 11月9日 ○ 健康福祉まつりにおいて、オレンジリボン、啓発グッズ等の配布
福祉課

相談支援係
0285-56-9137

67 栃木県 上三川町 7月29日 ○
サマースクール保健学習（性について、命の大切さ、赤ちゃんふれあ
い体験）

健康課
母子保健係

0285-56-9132

68 栃木県 益子町 １１月 ○ ○
町イベント（健康福祉祭）において独自に作成してリーフレット等を会
場にて配布し、周知に努める。

健康福祉課
児童家庭係

0285-72-8865

69 栃木県 市貝町
10月25日～
11月25日

○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発 こども未来課 0285-68-1119

44



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

70 栃木県 市貝町 １１月 ○ 町オリジナル児童虐待防止に関するリーフレットの全戸配布 こども未来課 0285-68-1119

71 栃木県 市貝町 ６月 ○ 町オリジナル児童虐待防止に関するリーフレットを保護会でへ配布 こども未来課 0285-68-1119

72 栃木県 市貝町 11月23日 ○
町民祭にて、民生委員による児童虐待防止啓発活動（リーフレット及
びカード等の配布）

健康福祉課 0285-68-1113

73 栃木県 芳賀町 １１月 ○ 児童虐待推進月間について町広報紙及びホームページへ掲載 健康福祉課 028-677-1112

74 栃木県 壬生町 10月23日 町広報紙において、児童虐待防止推進月間の周知
民生部

こども未来課
0282-81-1887

75 栃木県 野木町 11月 ○ 虐待防止月間と通告先について、地域回覧
こども教育課
子育て支援係

0280-57-4138

76 栃木県 野木町 11月10日 ○
「オレンジリボン啓発活動」町の産業際の際にイベントを行う。小さな
オレンジリボンを子どもたちに貼り付けてもらい、大きなオレンジリボン
のモニュメントを作成する

こども教育課
子育て支援係

0280-57-4138

77 栃木県 野木町 1月19日
「オレンジリボンたすきリレー」町の駅伝大会の際に、オレンジリボン
チームをつくって町内を走る。ゴール地点などで啓発活動をする

こども教育課
子育て支援係

0280-57-4138

78 栃木県 岩舟町 10月20日
「第２６回岩舟町健康福祉・環境まつり」において啓発活動の実施・オ
レンジリボングッズ等の配布

保険児童課 0282-55-7762

79 栃木県 高根沢町 11月3日・4日 ○
町文化祭において来場者にオレンジ色の風船等を配布し、児童虐待
防止啓発運動を実施する。

教育部
こどもみらい課

子育て支援担当
028-675-6466

80 栃木県 那須町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待について周知広報
保健福祉課

子育て支援セン
ター

0287-71-1137

81 栃木県 那珂川町 10月12日 町福祉まつり会場において、オレンジリボン配布
健康福祉課

子育て支援係
0287-92-1119

82 栃木県 那珂川町 11月 ○ 町ホームページ及び広報誌において、児童虐待防止月間の広報
健康福祉課

子育て支援係
0287-92-1119

83 栃木県 那珂川町 7月～3月 ○

町内２中学校において、中学生及びその保護者を対象に、助産師を
講師に迎え、思春期の心と体の発達を理解し、生命の大切さを学び、
自他を尊重した行動について考えを深めさせることを目的に「思春期
教室」を開催

健康福祉課
健康管理センター

0287-92-1188

10 1 群馬県 群馬県 11月17日 ○
・児童虐待防止のための県民講座開催（映画「ベイビーズ－いのちの
ちから－」の上映）
・児童相談所職員によるミニ講座

健康福祉部
子育て支援課

027-226-2628
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2 群馬県 群馬県 11月 ○
関係機関、パチンコ・スロット店（１６９店舗）などでの啓発グッズ（ポ
ケットティッシュ）配布、ポスター掲示

健康福祉部
子育て支援課

027-226-2628

3 群馬県 群馬県 11月 ○ ＦＭぐんまでの２０秒スポットＣＭ放送
健康福祉部

子育て支援課
027-226-2628

4 群馬県 群馬県
11月1日～
11月15日

○
・県庁展望ホールにおけるパネル・ポスター展示
・来場者への啓発グッズ（ポケットティッシュ）配布

健康福祉部
子育て支援課

027-226-2628

5 群馬県 群馬県 9月～11月 ○
西部児童相談所管内の単位民生委員児童委員協議会に職員が出向
き、児童虐待の現状等を説明し、地域住民への児童虐待の相談、通
告の周知を依頼する。

健康福祉部
子育て支援課

027-226-2628

6 群馬県 群馬県 10月～12月 ○
高崎市医師会所属の小児科医を訪問し、児童虐待の予防、早期発見
のための情報交換、協力依頼を行う。

健康福祉部
子育て支援課

027-226-2628

7 群馬県 群馬県 11月 ○
西部児童相談所において、横断幕、のぼり旗、ﾊﾞﾅｰ設置 健康福祉部

子育て支援課
027-226-2628

8 群馬県 群馬県 11月 ○
ラジオたかさき出演
児童虐待の防止について、インタービュー形式でわかりやすく説明

健康福祉部
子育て支援課

027-226-2628

9 群馬県 前橋市 11月18日 ○ 子どもの人権講演会(児童虐待問題) 福祉部こども課 027-220-5702

10 群馬県 前橋市 11月18日 ○ 講演会実施にあわせオレンジリボン、リーフレットの配付 福祉部こども課 027-220-5702

11 群馬県 前橋市 11月中 ○ 駅前等でのオレンジリボン、リーフレットの配付 福祉部こども課 027-220-5702

12 群馬県 前橋市 通年 ○ 児童虐待防止の懸垂幕の設置 福祉部こども課 027-220-5702

13 群馬県 前橋市 11月中 ○ 児童虐待防止マニュアルの増補改訂し配布（関係機関) 福祉部こども課 027-220-5702

14 群馬県 前橋市 通年 ○ コモンセンスペアレンティングの開催 福祉部こども課 027-220-5702

15 群馬県 前橋市 通年 ○ 親子の絆づくりプログラムの開催 福祉部こども課 027-220-5702

16 群馬県 前橋市 通年 ○ 虐待予防にかかわる出前講座 福祉部こども課 027-220-5702

17 群馬県 前橋市 通年 ○ マタニティセミナーにおけるＳＢＳ講座の実施 福祉部こども課 027-220-5702

45



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

18 群馬県 高崎市 11月 ○ 啓発オレンジイルミネーションの設置（本庁舎・協賛企業）
福祉部

こども家庭課
027-321-1315

19 群馬県 高崎市 11月 ○
シンフォニーロード、高崎駅ペレストリアンデッキに啓発用のぼり旗・
吊りフラッグ等設置

福祉部
こども家庭課

027-321-1315

20 群馬県 高崎市 11月 ○
本庁舎・支所ロビーＰＲショップの設置（啓発用グッズ・チラシ等の配
布、パネル展示）

福祉部
こども家庭課

027-321-1315

21 群馬県 高崎市 11月 ○ 啓発用懸垂幕・横断幕設置（本庁舎、支所庁舎等）
福祉部

こども家庭課
027-321-1315

22 群馬県 高崎市 11月 ○ 市役所公用車に啓発マグネットシールの貼付
福祉部

こども家庭課
027-321-1315

23 群馬県 高崎市 11月 ○ 高崎駅、ショッピングセンター等で啓発用グッズの配布
福祉部

こども家庭課
027-321-1315

24 群馬県 桐生市 １１月中 ○ 啓発用懸垂幕の掲出（市役所本庁舎）
保健福祉部

子育て支援課
0277-46-1111

（内線250）

25 群馬県 桐生市 １１月中 ○ 啓発用のぼり旗の掲出（市内公共機関等）
保健福祉部

子育て支援課
0277-46-1111

（内線250）

26 群馬県 桐生市 １１月中 ○
オレンジリボンのモニュメントの設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市
内３か所：本庁舎、保健福祉会館、市民活動支援ｾﾝﾀｰ）

保健福祉部
子育て支援課

0277-46-1111
（内線250）

27 群馬県 桐生市 １１月中 ○
PR用マグネットの装着
　（市内循環バス、公用車、社会福祉協議会所有車）

保健福祉部
子育て支援課

0277-46-1111
（内線250）

28 群馬県 桐生市 １１月中 ○ 独自チラシの配付
保健福祉部

子育て支援課
0277-46-1111

（内線250）

29 群馬県 桐生市 １１月中 ○ 児童虐待通告先を市の広報紙に掲載
保健福祉部

子育て支援課
0277-46-1111

（内線250）

30 群馬県 太田市 9月25日
太田地域ＦＭ（ＦＭ太郎）での、市職員（パーソナリティ）と児相職員（ゲ
スト）による行政放送の実施
題名「子育て論．．．児童福祉の現場から」

福祉こども部
こども課

0276-47-1911

31 群馬県 太田市 11月1日 ○
広報誌（広報おおた）１１月１日号にて、児童虐待防止推進月間の啓
発

福祉こども部
こども課

0276-47-1911

32 群馬県 太田市 11月2日 ○

ファミリーサポートセンター研修と同時開催によるオレンジリボンキャ
ンペーンの展開
（ぐんまこどもの国において、啓発グッズの配布・虐待対策講演会・題
名「こどものこころの声が聴こえていますか」を開催）

福祉こども部
こども課

0276-47-1911
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33 群馬県 沼田市 11月～12月 ○ 地元FMラジオ放送でのスポットCM放送
健康福祉部

子ども課
0278-23-2111

34 群馬県 沼田市 11月 ○ 市広報紙において児童虐待防止推進月間について周知
健康福祉部

子ども課
0278-23-2111

35 群馬県 館林市 １１月 ○
市役所市民ホールにてポスター、バナー等使用して児童虐待防止の
啓発

こども福祉課 0276-72-4111

36 群馬県 館林市 通年 ホームページにて児童虐待防止の啓発 こども福祉課 0276-72-4111

37 群馬県 館林市 11月1日 ○ 広報にて児童虐待防止の啓発 こども福祉課 0276-72-4111

38 群馬県 渋川市 11月1日 ○
　渋川市広報紙において、児童虐待防止に関する啓発及び通告方法
の紹介を掲載

保健福祉部
こども課

子育て支援係

0279－22－2111
（内線1243）

39 群馬県 渋川市 11月～ ○
　市内保育所（園）、幼稚園の職員に渋川市家庭児童相談室のＰＲを
行うと共に「ＳＴＯＰ！児童虐待」のリーフレットを配布

保健福祉部
こども課

子育て支援係

0279－22－2111
（内線1243）

40 群馬県 渋川市 2月
渋川市要保護児童対策地域協議会代表者、実務者合同研修会（講
演会）時に「ＳＴＯＰ！児童虐待」のリーフレットを配布

保健福祉部
こども課

子育て支援係

0279－22－2111
（内線1243）

41 群馬県 渋川市 10月15日
群馬県での児童虐待防止推進月間県民講座の上映会のお知らせに
ついて、１０月１５日号の「広報しぶかわ」に掲載しＰＲを行う。

保健福祉部
こども課

子育て支援係

0279－22－2111
（内線1243）

42 群馬県 富岡市 11月1日 ○
広報にて虐待防止に関する啓発
市相談室・児童相談所・全国共通ダイヤルの周知

健康福祉部
こども課

0274-62-1511

43 群馬県 富岡市 ○ 市役所玄関前に虐待防止月間看板設置
健康福祉部

こども課
0274-62-1511

44 群馬県 安中市 １１月 ○ 市広報紙において児童虐待防止に関する啓発、相談先の周知 子ども課
027-382-1111

(内線1161)

45 群馬県 安中市 通年 ○ 啓発用マグネットシールを関係課の公用車に貼付 子ども課
027-382-1111

(内線1161)

46 群馬県 安中市 通年 ○
担当課窓口（児童手当認定請求時等）でオレンジリボン・標語・相談先
を掲載した啓発用クリアファイルを配付

子ども課
027-382-1111

(内線1161)

47 群馬県 安中市 10月20日 啓発用クリアファイルを市の健康まつりで配布 子ども課
027-382-1111

(内線1161)

48 群馬県 みどり市 7月
母子保健推進員へ児童虐待防止について周知・リーフレットの配布。
オレンジリボンピンバッジを関係者へ配布。

保健福祉部こども課
家庭児童相談室

0277-76-0995
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

49 群馬県 みどり市 11月 ○ ○ 小学校1年生へクリアーファイルの配布・小4、中1へカードの配布
保健福祉部こども課

家庭児童相談室
0277-76-0995

50 群馬県 みどり市 11月 ○ ○
民児協定例会にてオレンジリボンキャンペーン周知・リーフレット・カー
ド配布。  公用車にオレンジリボンマグネットを貼りPR。

保健福祉部こども課
家庭児童相談室

0277-76-0995

51 群馬県 みどり市 2月 ○ 虐待防止に関する講演会
保健福祉部こども課

家庭児童相談室
0277-76-0995

52 群馬県 榛東村 11月 ○
児童虐待防止月間・オレンジリボンキャンペーンについて村広報誌に
掲載

子育て・
長寿支援課

0279-54-2211

53 群馬県 榛東村 通年 ○ 役場正面玄関にオレンジリボンキャンペーンの看板を設置
子育て・

長寿支援課
0279-54-2211

54 群馬県 吉岡町 11月 ○ 町広報誌にて虐待や通告等について啓発
健康福祉課

福祉室
 0279-54-3111

55 群馬県 吉岡町 11月 ○ 地域住民に対してリーフレット回覧
健康福祉課

福祉室
0279-54-3111

56 群馬県 下仁田町 10月～12月 ○ パパと一緒にたのしい親子ビクス・下仁田町保健センター
健康課

保健環境係
0274-82-5490

57 群馬県 下仁田町 9月 講演会『ハッピーコミュニケーション術』・下仁田町保健センター
健康課

保健環境係
0274-82-5490

58 群馬県 南牧村
11月1日～
11月29日

村広報誌にオレンジリボンキャンペーン、虐待通告制度等掲載
住民生活課

福祉係
0274-87-2011

59 群馬県 甘楽町 11月1日 ○ 町広報紙にて児童虐待防止月間の啓発 健康課 0274-74-3131

60 群馬県 中之条町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止月間の周知及び通告先の案内 こども未来課 0279-72-8825

61 群馬県 長野原町 11月 ○ 町広報誌(11月号)において児童虐待防止推進月間の周知 町民生活課 0279-82-2246

62 群馬県 嬬恋村 11月17日 ○ 嬬恋村社会福祉大会でのリーフレットの配布 住民福祉課 0279-96-0515

63 群馬県 草津町 11月 ○ 広報誌への相談窓口の掲載
愛町部

健康推進課
0279-88-5797

64 群馬県 草津町 11月 ○
子育て講演会の実施（子どもの特性と関わり方）
子育て講演会におけるリーフレット・オレンジリボン配布

愛町部
健康推進課

0279-88-5797

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

65 群馬県 高山村 11月9日 ○ 高山村福祉まつりでのリーフレット（支給品）の配布 住民課 0279-63-2111

66 群馬県 片品村 １１月～１２月 ○ ○
母子福祉事業（両親学級等）の際に保健師等による啓発講話とパンフ
レット配布

保健福祉課 0278-58-2115

67 群馬県 片品村 １１月 ○ 広報で児童虐待防止推進月間の周知及び意識啓発を図る。 保健福祉課 0278-58-2115

68 群馬県 川場村 11月中 ○ 村の広報に虐待防止をテーマにした記事を掲載 健康福祉課 0278-52-2111

69 群馬県 川場村 11月3日 ○ 健康福祉祭りでオレンジリボンがプリントされたハンカチを配付 健康福祉課 0278-52-2111

70 群馬県 みなかみ町 11月 ○ 広報で児童虐待防止推進月間の周知及び意識啓発を図る。 子育て健康課
0278-62-2111

（内線425）

71 群馬県 玉村町 通年 ○ 町独自で作成した虐待防止のリーフレットを窓口等で配布 子ども育成課 0270-64-7719

72 群馬県 玉村町 5月16日・6月20日 児童館厚生員を対象にCSP講座を実施 子ども育成課 0270-64-7719

73 群馬県 玉村町 10月4日 子育て中の親を対象にCSP講座を実施 子ども育成課 0270-64-7719

74 群馬県 明和町 11月3日 ○
産業祭にて、オレンジリボン活動の周知や町民のメッセージをツリー
に吊す

住民福祉課 0276-84-3111

75 群馬県 千代田町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する取組みについて掲載 住民福祉課 0276-86-7000

76 群馬県 大泉町 11月 ○ 町広報紙で児童虐待防止推進月間の周知 子育て支援課 0276-55-2631

77 群馬県 邑楽町 11月3日 ○
町主催の福祉イベントである「邑多福（おたふく）まつり」会場でのリー
フレット（町の連絡先入り）等の配布

福祉課(児童福祉
係)

0276-47-5022

11 1 埼玉県 埼玉県 ９月～１月 ○ 企業450社を訪問し、オレンジリボン運動等の周知と協力を求める。
福祉部こども
安全課総務・
児童相談担当

048-830-3335

2 埼玉県 埼玉県 １０月～１２月 ○
大型ショッピングモール、道の駅など県内４０か所において、オレンジ
リボンづくり等のイベントを行うとともに県作成チラシ等を配布し、オレ
ンジリボン運動及び児相全国共通ダイヤルの周知を行う

福祉部こども
安全課総務・
児童相談担当

048-830-3335

3 埼玉県 埼玉県 11月1日 ○
県広報紙(彩の国だより)において、オレンジリボン憲章、児相全国共
通ダイヤル、乳幼児揺さぶられ症候群について周知する。

福祉部こども
安全課総務・
児童相談担当

048-830-3335

47



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

4 埼玉県 埼玉県 11月17日 ○  
シンボル的イベントとして、三井アウトレットパーク入間において、オレ
ンジリボン運動に関するトークショーをFM(NACK5)の公開収録イベン
トとして行う。同時に啓発活動も行う。

福祉部こども
安全課総務・
児童相談担当

048-830-3335

5 埼玉県 埼玉県
１１月２５日～
１１月２８日

○
FM(NACK5)でオレンジリボンに関するトークショーを放送する。１日５
分程度×４日間

福祉部こども
安全課総務・
児童相談担当

048-830-3335

6 埼玉県 埼玉県 １１月中 ○
地元紙(埼玉新聞)に事業進捗やイベント採録を掲載し、オレンジリボ
ン運動等を周知する。

福祉部こども
安全課総務・
児童相談担当

048-830-3335

7 埼玉県 埼玉県 １１月中 ○ ミニコミ誌でオレンジリボン運動についてPRする。
福祉部こども
安全課総務・
児童相談担当

048-830-3335

8 埼玉県 埼玉県 １１月中 ○ インターネット情報サイトへ情報を配信する。
福祉部こども
安全課総務・
児童相談担当

048-830-3335

9 埼玉県 川越市 11月2日 ○ 子育て講演会（子育てハッピーアドバイス） こども安全課 049-224-5821

10 埼玉県 川越市 11月１８～２２日 ○ 児童虐待に関するパネル展示 こども安全課 049-224-5821

11 埼玉県 川越市 11月21日 ○ オレンジリボンキャンペーン こども安全課 049-224-5821

12 埼玉県 川越市 11月中 ○ 児童虐待防止SOSセンタークリアファイル配布（保育園・小、中学校） こども安全課 049-224-5821

13 埼玉県 川越市 11月中 ○ こども相談窓口総合案内リーフレット配布 こども安全課 049-224-5821

14 埼玉県 川越市 ８～１０月 児童虐待対応力向上研修（教職員、保育士向け） こども安全課 049-224-5821

15 埼玉県 川越市 ７～１月 ○ 児童虐待対応力向上研修（要対協関係機関向け） こども安全課 049-224-5821

16 埼玉県 川越市 ５～１２月 ○ CSP事業の実施（すぐに使える子育て講座） こども安全課 049-224-5821

17 埼玉県 川越市 １１月中 ○ 広報川越へ児童虐待関連記事の掲載（１１月１０日号） こども安全課 049-224-5821

18 埼玉県 川越市 １０～１１月 ○ ○ 子育て体験学習（中学生向け） こども育成課 049-224-5724

19 埼玉県 熊谷市 8月 市報と併せて自治会に児童虐待防止チラシの配布（班回覧）
福祉部こども課

児童相談係
048-524-1111

内線255

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

20 埼玉県 熊谷市 11月 ○ 市報に児童虐待防止の啓発に関する内容を掲載
福祉部こども課

児童相談係
048-524-1111

内線255

21 埼玉県 熊谷市 2月 児童虐待防止講演会開催　来場者に啓発品等配布
福祉部こども課

児童相談係
048-524-1111

内線255

22 埼玉県 川口市 通年 ○
虐待防止啓発のため、カード（今年度オートレーサー森且行選手起
用）作成

福祉部子育て
支援課支援係

048-259-9005

23 埼玉県 川口市 通年 ○ 乳児家庭全戸訪問事業の実施時訪問者にリーフレット配布
福祉部子育て
支援課支援係

048-259-9005

24 埼玉県 川口市 通年 ○ 各支所にて、横断幕掲示し、啓発活動
福祉部子育て
支援課支援係

048-259-9005

25 埼玉県 川口市 11月1日 ○ 川口駅前、中央図書館に懸垂幕設置し、啓発活動
福祉部子育て
支援課支援係

048-259-9005

26 埼玉県 川口市 10月19日 ○ わんぱく祭りにて、カード、ポケットティッシュ等配布
福祉部子育て
支援課支援係

048-259-9005

27 埼玉県 川口市 11月1日 ○ 広報誌にて、虐待防止のPR
福祉部子育て
支援課支援係

048-259-9005

28 埼玉県 川口市 11月1日 ○ ○
「非行防止キャンペーン」（東川口駅）啓発カードポケットティッシュ配
布

福祉部子育て
支援課支援係

048-259-9005

29 埼玉県 川口市 11月1日 ○ 「キャスティビジョン」「西川口駅東口電光掲示板」虐待防止のPR
福祉部子育て
支援課支援係

048-259-9005

30 埼玉県 川口市 11月9日 ○
川口オートレース場内クリスマスツリーオレンジリボンオブジェ点灯及
びPRクオカード等配布

福祉部子育て
支援課支援係

048-259-9005

31 埼玉県 川口市 11月1日 ○ 川口市役所全職員缶バッチ着用しPR
福祉部子育て
支援課支援係

048-259-9005

32 埼玉県 川口市 1月14日 ○
成人式会場内でオートレースPRブースにて、イベント参加者全員に
カード、ポケットティシュ配布などで啓発活動実施。

福祉部子育て
支援課支援係

048-259-9005

33 埼玉県 川口市 1月26日 ○ 「新春伝承あそびまつり」啓発カードポケットティッシュ配布
福祉部子育て
支援課支援係

048-259-9005

34 埼玉県 秩父市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間について記載 社会福祉課 0494-25-5204

35 埼玉県 所沢市 11月9日 ○
所沢駅西口・東口での啓発活動。啓発物（オレンジリボン、児童虐待
に関するチラシ、ポケットティッシュ等）の配布。

こども未来部
こども支援課

こども相談センター
04-2998-9129
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

36 埼玉県 所沢市 11月11日～13日 ○
庁舎市民ホールでの啓発活動。パネル展示、横断幕・のぼりの掲示、
オレンジリボンの配布、啓発DVDの上映、啓発物の配布。

こども未来部
こども支援課

こども相談センター
04-2998-9129

37 埼玉県 所沢市 11月 ○
広報および市ホームページへの掲載、公用車に児童虐待防止ステッ
カーを貼付。

こども未来部
こども支援課

こども相談センター
04-2998-9129

38 埼玉県 飯能市 １１月 ○
広報啓発活動「児童虐待防止強化月間」
横断幕掲示

福祉部
子ども家庭課

042-973-2119

39 埼玉県 加須市 11月 ○
オレンジリボン運動の一環として、反射リボンループ(オレンジ色)を小
学校1年生の保護者に国のリーフレットとともに配布

福祉部
子育て支援課

0480-62-1111

40 埼玉県 加須市 11月 ○ 市広報紙に、児童虐待防止推進月間を掲載
福祉部

子育て支援課
0480-62-1111

41 埼玉県 本庄市 11月1日 ○ 広報紙へ児童虐待防止の周知について掲載予定 子育て支援課 0495-25-1130

42 埼玉県 東松山市 ５月 市広報紙において家庭児童相談室の案内掲載
教育部

子育て支援課
0493-63-5005

43 埼玉県 東松山市 ７月 市広報紙においてこども虐待相談ダイヤルの案内掲載
教育部

子育て支援課
0493-63-5005

44 埼玉県 東松山市 １１月 ○ こども虐待防止研修会を実施
教育部

子育て支援課
0493-63-5005

一般市民向けではありませ
ん

45 埼玉県 春日部市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載
福祉部子育て支援課
こども相談支援担当

048-736-1111

46 埼玉県 春日部市 11月 ○ 小・中学校、幼稚園、保育園へ児童虐待防止リーフレットを配布
福祉部子育て支援課
こども相談支援担当

048-736-1111

47 埼玉県 狭山市 11月10日号 ○ 市広報紙に児童虐待防止の特集記事を掲載予定
福祉こども部

こども課援護担当
04-2953-1111

48 埼玉県 狭山市 11月中 ○
狭山市駅での啓発活動。啓発物（オレンジリボン、児童虐待に関する
チラシ、ポケットティッシュ等）を配布

福祉こども部
こども課援護担当

04-2953-1111

49 埼玉県 狭山市 11月1～29日 ○ 庁内の申請・相談窓口、協力機関等で卓上のぼりの掲示
福祉こども部

こども課援護担当
04-2953-1111

50 埼玉県 狭山市 5月 市内小中学校の児童生徒に「児童生徒電話相談カード」の配布
福祉こども部

こども課援護担当
04-2953-1111

51 埼玉県 羽生市 ５月～１０月
毎週水曜日にオレンジリボンと児童福祉週間標語を
プリントしたポロシャツを職員が着用し啓発。

子育て支援課 048-561-1121

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

52 埼玉県 羽生市 通年 職員の名札にオレンジリボンを付け啓発。 子育て支援課 048-561-1121

53 埼玉県 羽生市 １１月 ○ 市の広報誌・ホームページ・市民ロビーのテレビに掲載。 子育て支援課 048-561-1121

54 埼玉県 鴻巣市 11月 ○ 市の広報誌掲載「児童虐待防止月間」の周知を図る。
子育て支援課こども

相談支援担当
048-541-1894

55 埼玉県 鴻巣市 11月23日 ○ ○
市が作成した児童虐待防止ガイドブックを配布（生涯学習フェスティバ
ルイベント）

子育て支援課こども
相談支援担当

048-541-1894

56 埼玉県 深谷市 8月・10月 民生委員・主任児童委員定例会で虐待対応に関する情報提供
こども未来部

こども青少年課
048－574－6646

57 埼玉県 深谷市 8月27日 関係機関向けに「子どもの虐待防止講演会」を開催
こども未来部

こども青少年課
048－574－6646

58 埼玉県 深谷市 通年
母子手帳交付時に児童虐待通告先や子育て相談窓口を紹介するファ
イルの配布

こども未来部
こども青少年課

048－574－6646

59 埼玉県 上尾市 11月 ○ 市広報、webサイトにて児童虐待防止の啓発記事を掲載 健康福祉部保育課 048-775-5121

60 埼玉県 草加市 １１月 ○ 11/5号の広報に児童虐待防止の記事を掲載 子育て支援センター 048-941-6791

61 埼玉県 草加市 １１月 ○ 11/5号の広報に児童虐待防止の記事を掲載 子育て支援センター 048-941-6791

62 埼玉県 越谷市 １１月 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間の記事を掲載 子育て支援課 048-963-9172

63 埼玉県 蕨市 10月20日
わらび健康まつりにおいて、民生委員が虐待防止リーフレット・啓発
カードを配布

保健センター 048-433-7757

64 埼玉県 入間市 10月26日
市民まつり（入間市万燈まつり）の会場においてオレンジリボン活動の
周知（来場者にオレンジリボンを作成してもらう）や、虐待通告制度に
関する周知を図る。

児童福祉課
04-2964-1111
（2336～3220）

65 埼玉県 入間市
9月12日、10月23

日、2月6日
○

育児体験事業（市内中学校３校の3年生を対象に妊婦体験や沐浴体
験などを行い、生まれてくる赤ちゃんの命の大切さについて啓発）

親子支援課 04-2966-5512
親子支援課が事務局をする

母子愛育会主催

66 埼玉県 朝霞市 11月1日 ○ 市の広報誌・ホームページに掲載し、児童虐待防止推進月間を周知
福祉部子育て支援課

こども相談係
048-463-0364

67 埼玉県 朝霞市 11月1日～30日 ○ 市庁舎に懸垂幕を掲示
福祉部子育て支援課

こども相談係
048-463-0364

49



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

68 埼玉県 朝霞市 11月1日～30日 ○
朝霞駅及び朝霞台駅において、横断幕を掲示し、児童虐待防止の啓
発を図る

福祉部子育て支援課
こども相談係

048-463-0364

69 埼玉県 朝霞市 11月1日～30日 ○ 朝霞駅前電光掲示板への掲載
福祉部子育て支援課

こども相談係
048-463-0364

70 埼玉県 朝霞市 11月中（予定） ○ 朝霞駅前において、ポケットティッシュを配布し啓発活動を実施
福祉部子育て支援課

こども相談係
048-463-0364

71 埼玉県 朝霞市 年度内実施 市民及び関係機関職員を対象に児童虐待防止セミナーを行う
福祉部子育て支援課

こども相談係
048-463-0364

72 埼玉県 志木市
１１月１日～
１１月３０日

○
市庁舎に懸垂幕（めざそう！児童虐待『ゼロ』のまち）を設置し、児童
虐待防止月間を周知

子育て支援課
048-473-1111内

線2442

73 埼玉県 志木市 11月1日 ○ 市広報紙・ホームページに、児童虐待防止への啓発記事掲載 子育て支援課
048-473-1111内

線2442

74 埼玉県 志木市 11月3日 ○
志木駅東口駅前広場にて、児童虐待防止のひろばの実施
吹奏楽の演奏、啓発物資（オレンジリボン等）の配布、標語の表彰

子育て支援課
048-473-1111内

線2442

75 埼玉県 志木市 11月24日 ○
志木市いろは遊学館ホールにて市民向け児童虐待防止講演会の実
施

子育て支援課
048-473-1111内

線2442

76 埼玉県 志木市 ７月８月
児童虐待防止啓発標語の募集
（１１月４日に実施する児童虐待防止ひろばにて優秀作品の表彰を実
施）

子育て支援課
048-473-1111内

線2442

77 埼玉県 志木市 １１月 ○
市で制作した児童虐待防止リーフレットを市内小中学校、幼稚園、保
育園に配布

子育て支援課
048-473-1111内

線2442

78 埼玉県 志木市 ９月～１２月 ○
４歳５歳児で、幼稚園・保育園等に在籍がなく、状況が確認出来ない
家庭へ訪問支援

子育て支援課
048-473-1111内

線2442

79 埼玉県 和光市 11月 ○ 広報紙・ホームページに掲載し、児童虐待防止推進月間を周知
保健福祉部
こども福祉課

子育て支援担当
048-424-9124

80 埼玉県 和光市 11月 ○ 市庁舎に懸垂幕を掲示し、児童虐待防止推進月間を周知
保健福祉部
こども福祉課

子育て支援担当
048-424-9124

81 埼玉県 和光市 1月頃 ○
要保護児童対策地域協議会研修会開催
開催場所：和光市役所
内容：子どもの貧困問題に関する講演会を予定

保健福祉部
こども福祉課

子育て支援担当
048-424-9124

82 埼玉県 新座市 通年 ○ 市役所庁舎内にリーフレットとオレンジリボンを設置
福祉部子ども
家庭応援室

家庭児童相談係
048-424-9161

83 埼玉県 新座市 11月～12月 ○ 幼稚園・保育所・小中学校を通じ、子育て家庭にリーフレットを配布
福祉部子ども
家庭応援室

家庭児童相談係
048-424-9161

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

84 埼玉県 新座市
11月～12月
（できれば

通年で依頼）
○ 町内会掲示板にまちかどポスターを掲示

福祉部子ども
家庭応援室

家庭児童相談係
048-424-9161

85 埼玉県 新座市 10月12・13日
市民祭り（産業フェスティバル）の「こどものひろば」に、リーフレットと
オレンジリボンを設置

福祉部子ども
家庭応援室

家庭児童相談係
048-424-9161

86 埼玉県 新座市 １１月 ○ 広報に児童虐待防止とオレンジリボン運動について掲載
福祉部子ども
家庭応援室

家庭児童相談係
048-424-9162

87 埼玉県 新座市 １１月 ○ 自動販売機ディスプレイに児童虐待防止推進月間の標語を掲載
福祉部子ども
家庭応援室

家庭児童相談係
048-424-9163

88 埼玉県 新座市 １１月 ○ 市ホームページに児童虐待防止推進月間の案内を掲載
福祉部子ども
家庭応援室

家庭児童相談係
048-424-9163

89 埼玉県 新座市
11月10・25・29日
1月18・24・30日
3月9・17・20日

○
妊娠期のパパママ学級において、ＤＶＤなどを用いながら虐待予防に
関する啓発を行う。

健康増進部
保健センター

048-481-2211

90 埼玉県 新座市 通年 ○
乳児家庭全戸訪問事業において、助産師や保健師がパンフレットを
用いながら育児不安や産後うつなどの相談を受け、虐待予防の啓発
を行う。

健康増進部
保健センター

048-481-2211

91 埼玉県 新座市 通年 ○ 乳幼児健診対象者へパンフレットを配布し、虐待予防の啓発を行う。
健康増進部
保健センター

048-481-2211

92 埼玉県 新座市 通年 ○
パパママ学級や赤ちゃん訪問、新座市に出生届出をした際に「赤ちゃ
んが泣くこと」というパンフレットを配布し虐待予防に関する啓発を行う

健康増進部
保健センター

048-481-2211

93 埼玉県 桶川市 通年 ○
子育てガイドブックを作成し、内容の一部として児童虐待防止につい
て掲載している。（出生時や転入者などに対して、配布、市内公共施
設に設置を行っている。）

健康福祉部
こども支援課

児童家庭グループ
048-786-3211

94 埼玉県 桶川市 １１月 ○
児童虐待防止推進月間に合わせ、市広報誌に児童虐待防止につい
て掲載している。

健康福祉部
こども支援課

児童家庭グループ
048-786-3211

95 埼玉県 久喜市 通年 ○
市職員全員がオレンジリボンバッチを着用し、児童虐待防止をPRす
る。

福祉部
子育て支援課
子育て支援係

0480－22－1111
(内線3282）

96 埼玉県 久喜市 11月1日 ○ 市広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載
福祉部

子育て支援課
子育て支援係

0480－22－1111
(内線3282）

97 埼玉県 久喜市 11月1日～30日 ○
市役所本庁舎、各総合支所（３か所）、久喜駅前陸橋に懸垂幕または
横断幕を掲示し児童虐待防止の啓発を図る。

福祉部
子育て支援課
子育て支援係

0480－22－1111
(内線3282）

98 埼玉県 久喜市 10月1日 市広報紙に家庭児童相談室をPRする記事を掲載
福祉部

子育て支援課
子育て支援係

0480－22－1111
(内線3282）

99 埼玉県 八潮市 10月 市広報紙において、里親に関する記事を掲載
ふれあい福祉部
子育て支援課

048-996-2111内
線427
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100 埼玉県 八潮市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する特集記事を掲載
ふれあい福祉部
子育て支援課

048-996-2111内
線427

101 埼玉県 八潮市 2月 キーマンを対象にした児童虐待防止に関する研修会を開催
ふれあい福祉部
子育て支援課

048-996-2111内
線427

102 埼玉県 蓮田市 10月中旬 １１月の児童虐待防止推進月間について市広報に掲載
生涯学習部

子ども支援課
児童福祉担当

048-768-3111

103 埼玉県 坂戸市 11月 ○
駅前において児童虐待防止の呼びかけと啓発物資配布によるキャン
ペーンを実施

福祉部
子育て支援課

049-283-1331

104 埼玉県 坂戸市 11月 ○ 市広報において、児童虐待防止に関する記事掲載
福祉部

子育て支援課
049-283-1331

105 埼玉県 坂戸市 11月 ○ 市庁舎に児童虐待防止に関する懸垂幕及びのぼり旗を掲出
福祉部

子育て支援課
049-283-1331

106 埼玉県 坂戸市 1月 要保護児童対策地域協議会研修会を実施
福祉部

子育て支援課
049-283-1331

107 埼玉県 幸手市 11月1日 ○ 市広報誌による児童虐待防止推進月間の周知（予定）
健康福祉部

子育て支援課
0480-42-8454

108 埼玉県 鶴ヶ島市 １１月 ○ 市広報にて、児童虐待防止推進月間の周知
健康福祉部
こども支援課

子育て支援担当
049-271-1111

109 埼玉県 日高市 11月 ○ 市広報にて、虐待防止と相談電話の紹介
健康福祉部

子ども福祉課
子ども福祉担当

042-989-2111

110 埼玉県 日高市 11月2日 ○
児童虐待防止啓発事業子育てセミナー
内容「子どもをやる気にさせる育児～「はやくはやく」と言わないで」

健康福祉部
子ども福祉課

子ども福祉担当
042-989-2111

111 埼玉県 日高市 11月 ○ 子育て情報誌への児童虐待防止記事の特集掲載
健康福祉部保健相

談センター
042-985-5122

112 埼玉県 吉川市 11月17日 ○
市民まつり会場の一角にブースを設け、啓発グッズや啓発バルーン
の配布を行う。

健康福祉部
子育て支援課

048-982-9529

113 埼玉県 吉川市 11月中 ○
業務中、市役所内全ての職員がオレンジリボンを身に付けて対応す
る。

健康福祉部
子育て支援課

048-982-9529

114 埼玉県 ふじみ野市 11月 ○ 市報に児童虐待防止の啓発に関する内容を掲載
福祉部

子育て支援課
049(262)9034

115 埼玉県 白岡市 11月7日 ○
児童虐待防止キャンペーンとして、相談窓口等を記載したリーフレット
や児童虐待防止のメッセージ・オレンジリボンを入れた啓発用品（ウ
エットティッシュ）を白岡駅にて配布

子育て支援課
子育て支援担当

0480-92-1111

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択
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た取組に該当する
場合、○を選択
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

116 埼玉県 白岡市
１１月以降（乳幼児健
診来所者への配布分

は１年間を予定）
○

上記啓発品を市内保育所や幼稚園、小中学校、保健センターが実施
する乳幼児健診来所者、母子愛育会や社会福祉協議会等関係機関
に配布

子育て支援課
子育て支援担当

0480-92-1111

117 埼玉県 白岡市 通年 ○ 児童虐待防止啓発用のぼり旗を庁舎・保育所・児童館等に掲出
子育て支援課

子育て支援担当
0480-92-1111

118 埼玉県 白岡市 １１月の１か月間 ○
児童虐待防止メッセージ・オレンジリボンを入れたマグネットを公用車
に掲示

子育て支援課
子育て支援担当

0480-92-1111

119 埼玉県 白岡市 11月1日 ○ １１月は児童虐待防止月間である旨の記事を市広報紙に掲載
子育て支援課

子育て支援担当
0480-92-1111

120 埼玉県 三芳町 11月中 ○ オレンジリボン及びリーフレットを学校を通じて保護者に配布。 こども支援課 049-258-0019

121 埼玉県 三芳町 11月中 ○
町全職員に対し虐待防止に関して意識を高めるよう、オレンジリボン
の着用とともに、虐待予防に関する通知を行う。

こども支援課 049-258-0019

122 埼玉県 三芳町 11月中 ○ 広報紙(11月1日号）にて児童虐待に関する普及啓発を行う。 こども支援課 049-258-0019

123 埼玉県 三芳町 通年 ○
町内の子どもに関係する部署（学校、保育所、幼稚園など）及び町の
関係機関（健康増進課、福祉課）の職員を中心に、虐待防止のネット
ワーク機能強化のための研修を連続講座で実施する。

こども支援課 049-258-0019

124 埼玉県 毛呂山町 通年 ○ 公用車で町内を循環し啓発活動を実施。 子ども課 049-295-2112
広報（11月1日号）に掲載予
定

125 埼玉県 毛呂山町 11月1日 広報誌にオレンジリボンマークとマークの意味を掲載。 子ども課 049-295-2112

126 埼玉県 越生町 １１月 ○ 町広報紙による児童虐待防止推進月間の周知 健康福祉課 049-292-3121

127 埼玉県 嵐山町 H25.11 ○ 児童虐待防止月間について町広報に掲載予定 こども課 0493-62-0823

128 埼玉県 小川町 7月1日 町広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載
子育て支援課

子育て支援担当
0493-72-1221

129 埼玉県 小川町 11月1日 町広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載
子育て支援課

子育て支援担当
0493-72-1221

130 埼玉県 小川町 11月1日～30日 ○ 町庁舎に懸垂幕を掲げる(児童虐待防止推進月間)
子育て支援課

子育て支援担当
0493-72-1221
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131 埼玉県 川島町 11月 ○

○オレンジリボンキャンペーン
・全職員が窓口でオレンジリボンをつけキャンペーンに
　ついて周知する
・住民に対して窓口でオレンジリボンについて周知
　するパンフレットとオレンジリボンを配布する

子育て支援課 049-299-1765

132 埼玉県 川島町 11月 ○
幼稚園、保育園、小学校の児童を通して児童虐待防止のリーフレット
を配布

子育て支援課 049-299-1765

133 埼玉県 川島町 11月1日 ○ 広報紙に児童虐待防止の記事を掲載 子育て支援課 049-299-1765

134 埼玉県 吉見町 11月 ○
吉見町広報紙「広報よしみ11月号」にて虐待に関する記事を掲載し啓
発

子育て支援課
児童支援係

0493-63-5014

135 埼玉県 鳩山町 10月20日 ○
親学講座　場所：鳩山町文化会館
講師：辻井いつ子さん（ピアニスト 辻井伸行さんの母）
テーマ：「明るく、楽しく、そしてあきらめない生き方」

生涯学習課 049-296-1263

136 埼玉県 ときがわ町 11月 ○ 町広報誌による児童虐待防止推進月間の周知
福祉課

児童福祉担当
0493-65-1535

137 埼玉県 横瀬町 １０月２７日（日） ○
健康まつり会場において、児童虐待防止キャンペーンのぼり旗を掲示
し、チラシやオリジナル缶バッチ等を配布する。

健康づくり課
子育て支援
グループ

0494-25-0116

138 埼玉県 長瀞町 11月 ○ 町で作成した「児童虐待防止ﾘｰﾌﾚｯﾄ」を全世帯に配付 健康福祉課 0494-66-3111

139 埼玉県 小鹿野町 12月
両親教室において、国で作成したDVD「赤ちゃんが泣きやまない」の
上映。

保健福祉課 0494-75-0135

140 埼玉県 小鹿野町 通年 ○
乳児家庭全戸訪問時等、希望者にDVD「赤ちゃんが泣きやまない」を
希望者へ貸し出し。

保健福祉課 0494-75-0135

141 埼玉県 小鹿野町 通年 ○ 子育て支援センターでDVD「赤ちゃんが泣きやまない」の上映。 住民課 0494-75-4101

142 埼玉県 小鹿野町 8月
小鹿野町要保護児童対策地域協議会代表者・実務者合同会議にて
DVD「赤ちゃんが泣きやまない」の上映。

住民課 0494-75-4101

143 埼玉県 東秩父村 １１月 ○
村広報誌において、児童虐待防止推進週間及び児童虐待防止に関
する記事を掲載

住民福祉課 0493-82-1221

144 埼玉県 美里町 通年 ○

あいさつ運動…あいさつをきっかけとして地域の安心安全(地域の目
で子ども達を守る(児童虐待防止も含む)という狙いも含む)を図る事を
目的とした活動。運動自体の広報・啓発は、独自作成のポスター・チラ
シ・のぼり旗等で行っている。

住民福祉課 0495-76-5132
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145 埼玉県 神川町 10月20日 ○ 町の祭りに国のチラシを配布 町民福祉課 0495-77-2112

146 埼玉県 上里町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待防止月間に関する紹介をする。 子育て共生課 0495-35-1236

147 埼玉県 上里町 6月・11月 ○ ○
町内の中学３年生を対象に、将来親になる中学生に対し、保育園で園
児と交流することにより、幼児の特徴、行動を学び、親となるための学
習を行う。

生涯学習課 0495-35-1245

148 埼玉県 上里町 通年
保健センターで、母子手帳交付時に各種聞き取り調査を行い、妊娠、
出産において正しい知識の普及に努める。さらに、町独自の子育て支
援ガイドを配布している。

健康保険課 0495-33-2550

149 埼玉県 寄居町 11月 ○
町広報誌において、児童虐待防止月間及び児童虐待防止に関する記
事を掲載

子育て支援課 048-581-7738

150 埼玉県 宮代町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止月間に関することを紹介 福祉課 0480‐34‐1111

151 埼玉県 杉戸町 11月 ○ こどもまつりや窓口において、パンフレット・啓発品等の配布 子育て支援課 0480-33-1111

152 埼玉県 松伏町 通年 ○ 職員がオレンジリボンを付けＰＲ
福祉健康課
子育て支援・

児童福祉担当
048－991-1876

12 1 千葉県 千葉県 10月～11月 ○ ○ オレンジリボンサポーターの育成
千葉県健康福祉部

児童家庭課
虐待防止対策室

043-223-2357

2 千葉県 千葉県 11月中 ○ 児童虐待防止啓発リーフレット（乳児・1歳半児・3歳児用）の配付
千葉県健康福祉部

児童家庭課
虐待防止対策室

043-223-2357

3 千葉県 千葉県 11月中 ○ 児童虐待防止啓発カード（4～6歳児用）の配付
千葉県健康福祉部

児童家庭課
虐待防止対策室

043-223-2357

4 千葉県 市川市 4月～3月 ○

市川市にて子どもとかかわる関係機関を対象に児童虐待防止及び児
童虐待の相談・通報窓口としての子ども家庭総合支援センターの周
知活用
（対象機関：子育て支援センター、つどいの広場、保育園（認可、認可
外）、幼稚園、放課後保育クラブ、公立小中学校、特別支援学校、民
生委員、主任児童委員等）

子育て支援課 047-334-1392

5 千葉県 市川市 4月～2月 ○

CSP講座の実施。CSP（コモンセンス・ペアレンティング）は「誰にでもで
きる子育て練習講座」でしつけの際の子どもとのコミュニケーションの
とり方を学ぶ講座です。怒鳴ったり、叩いたりしないしつけの方法を学
び、児童虐待予防、防止へと結び付けます。

子育て支援課 047-334-1392

6 千葉県 市川市 11月 ○
懸垂幕の掲示。児童虐待防止に関する懸垂幕を市役所本庁舎懸垂
幕掲示場に掲示

子育て支援課 047-334-1392
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7 千葉県 市川市 11月 ○
公用車のオレンジリボンの着用。マグネット式のオレンジリボンを公用
車に着用し、市内を運行する。

子育て支援課 047-334-1392

8 千葉県 市川市 4月～3月 ○
職員のオレンジリボン着用。児童虐待防止を推進する意思表示とし
て、市職員にオレンジリボンの着用を呼びかける。

子育て支援課 047-334-1392

9 千葉県 市川市 11月17日 ○
児童虐待防止啓発用ティッシュの配布。市川のショッピングモールの
コルトンプラザにて市職員により、児童虐待防止啓発用ティッシュの配
布し児童虐待の相談先の周知を行う。

子育て支援課 047-334-1392

10 千葉県 市川市 4月～3月 ○
市役所市民課に設置されているモニターにて児童虐待の相談先を周
知するための静止画、アナウンスを掲示

子育て支援課 047-334-1392

11 千葉県 市川市 11月 ○
広報いちかわにて、児童虐待防止推進月間に合わせた掲載と子ども
家庭総合支援センターの紹介を行う。

子育て支援課 047-334-1392

12 千葉県 市川市 11月 ○
市川ケーブルテレビにて児度虐待防止啓発CMの放映。児童虐待防
止推進月間に合わせた内容と子ども家庭総合支援センターの紹介を
行う。

子育て支援課 047-334-1392

13 千葉県 市川市 4月～3月 ○
市役所ホームページにて児童虐待啓発。児童虐待防止の啓発と子ど
も家庭総合支援センターの紹介

子育て支援課 047-334-1392

14 千葉県 市川市 平成26年1月 虐待予防研修会の開催。 子育て支援課 047-334-1392

15 千葉県 船橋市 11月から1年間 ○
児童虐待の通告先を記したポスターを医療機関、町会、自治会、関係
機関において掲出。

児童家庭課
家庭児童相談室

047-436-2334

16 千葉県 船橋市
11月1日～
11月30日

○
市内を走行するタクシー及び公用車に月間を周知する車用マグネット
を貼付する。

児童家庭課
家庭児童相談室

047-436-2334

17 千葉県 船橋市 11月16日 ○
イオン船橋店にてＤＶ防止啓発カード等とともに、児童虐待の通告先
を記したカードを配布する。

児童家庭課
家庭児童相談室

047-436-2334
ＤＶ防止啓発がメイン。県と
市共同で行うキャンペーン
であり、警察の協力も有り。

18 千葉県 船橋市 11月1日 ○ 市広報誌において、月間や児童虐待の通告先の周知を図る。
児童家庭課

家庭児童相談室
047-436-2334

19 千葉県 船橋市 11月10日 ○
中央公民館において、子育て中の親子を対象としたイベントを開催す
る。

児童家庭課
子育て支援係

047-436-2407

20 千葉県 船橋市 9月から1年間 ○
児童本人からの相談を促すことを目的としたポスターを作成し、学校
等関係機関に掲示する。

児童家庭課
家庭児童相談室

047-436-2334

21 千葉県 船橋市 ４月 ○
児童本人からの相談を促すことを目的としたカードを作成し、小学４年
生及び中学１年生に配布する。

児童家庭課
家庭児童相談室

047-436-2334

22 千葉県 木更津市 11月1日 ○
広報紙においてオレンジリボンや虐待通告に関する周知を図る。また
全庁職員がオレンジリボンを着用し、キャンペーンをＰＲする。

福祉部児童家庭課
子ども家庭相談担

当
0438-23-7244
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23 千葉県 松戸市 11月1日 ○ 広報紙に児童虐待防止特集掲載 子ども家庭相談課 047-308-7210

24 千葉県 松戸市 11月 ○ オレンジリボン駅頭キャンペーン（ティッシュ及びチラシ配布） 子ども家庭相談課 047-308-7210

25 千葉県 松戸市 11月 ○
市役所庁舎内に児童虐待防止コーナーを設け、ポスター設置及びパ
ンフレット等配布

子ども家庭相談課 047-308-7210

26 千葉県 野田市
11月1日～
11月30日

○
・市の公用車、市内の賛同いただいた企業等の車に児童虐待防止の
ステッカーやバスマスクを装着する
・市役所の懸垂塔に児童虐待防止の懸垂幕を掲示する

児童家庭部
児童家庭課
児童相談係

04-7125-1111

27 千葉県 野田市

11月15日～
11月21日、
11月23日～
11月29日

○

・ポスター展（テーマ：私の願う家族・家庭）
[開催場所]
11月15日～11月21日：市役所1階ふれあいギャラリー
11月23日～11月29日：いちいのホール1階エントランス

児童家庭部
児童家庭課
児童相談係

04-7125-1111

28 千葉県 成田市 10月27日
もりんぴあこうづ　ＭＯＲＩ×ＭＯＲＩホールにおいて、映画「うまれる」の
上映会を開催する。

健康こども部
子育て支援課

0476-20-1538

29 千葉県 成田市 11月 ○ 市広報にて相談窓口や子育て応援に関する制度・施設の周知
健康こども部
子育て支援課

0476-20-1538

30 千葉県 佐倉市 11月1日 ○ こうほう佐倉にて児童虐待防止月間を紹介
健康子ども部
児童青少年課

043-484-6263

31 千葉県 佐倉市 11月1日 ○ 市ホームページにて児童虐待防止月間を紹介
健康子ども部
児童青少年課

043-484-6263

32 千葉県 東金市 11月 ○ 市広報において、児童虐待防止に関する相談窓口の紹介
市民福祉部

子育て支援課
児童家庭係

0475-50-1202

33 千葉県 旭市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待に関する相談先の紹介等を掲載予定 子育て支援課 0479-62-8012

34 千葉県 旭市
１１月１日～
１１月３０日

○ 担当課を中心に、職員名札にオレンジリボンをつける予定 子育て支援課 0479-62-8012

35 千葉県 習志野市 11月1日 ○ 広報紙による啓発、通告、相談窓口の周知
こども部

子育て支援課
047-453-7322

36 千葉県 習志野市 11月中旬 ○ 公共機関設置のテレビモニターによる啓発
こども部

子育て支援課
047-453-7322

37 千葉県 習志野市 1月16日
研修会の実施
　テーマ：「児童虐待やDVを引き起こす心理的背景について」
会場：習志野市消防庁舎

こども部
子育て支援課

047-453-7322 対象：要対協関係者
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都道府県 市区町村
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期間・日

11月に実施する
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た取組に該当する
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

38 千葉県 柏市 10月19日
Ｊリーグ柏レイソルとタイアップした人権啓発活動及び児童虐待防止
活動を実施（日立柏サッカー場）

こども部児童育成課
家庭児童相談担当

04-7167-1458

39 千葉県 柏市 11月 ○
市広報誌・ホームページにおいて，児童虐待防止に関する啓発記事
を掲載

こども部児童育成課
家庭児童相談担当

04-7167-1458

40 千葉県 柏市 11月 ○ 職員によるオレンジリボンの着用
こども部児童育成課
家庭児童相談担当

04-7167-1458

41 千葉県 柏市 11月 ○ オレンジリボン等啓発グッズの作成・配布
こども部児童育成課
家庭児童相談担当

04-7167-1458

42 千葉県 柏市
11月25日～
11月29日

○
パネル展示等の児童虐待防止に関する啓発活動を実施（市役所１階
ロビー）

こども部児童育成課
家庭児童相談担当

04-7167-1458

43 千葉県 流山市 １１月 ○ 子ども家庭課職員によるオレンジリボン着用 子ども家庭課 04‐7150-6082

44 千葉県 流山市 １１月 ○ 市広報誌において児童虐待防止に関する啓発記事掲載 子ども家庭課 04‐7150-6082

45 千葉県 八千代市 11月1日 ○ 広報やちよ(市広報紙)児童虐待防止特集 子ども相談センター
047-483-1151（内

線２２６７）

46 千葉県 我孫子市 6月23日 ○ オレンジリボンを作ろう(湖北地区公民館)
子ども部

子ども相談課
04-7185-1821

47 千葉県 我孫子市 9月7日 ○
的あてゲームとオレンジリボン配布、作成(イトーヨーカドー我孫子南
口店)

子ども部
子ども相談課

04-7185-1821

48 千葉県 我孫子市 10月20日 ○ オレンジリボンを作ろう(我孫子地区公民館)
子ども部

子ども相談課
04-7185-1821

49 千葉県 我孫子市 11月1日 ○ ○ 子ども虐待に関する広報とHP掲載
子ども部

子ども相談課
04-7185-1821

50 千葉県 我孫子市
10月10日～
11月28日

毎週木曜日
○ ○ CSP講座

子ども部
子ども相談課

04-7185-1821

51 千葉県 我孫子市 11月以降 ○ 民生委員協議会にオレンジリボン配布(各6地区)
子ども部

子ども相談課
04-7185-1821

52 千葉県 我孫子市 12月以降 ○ 子ども相談電話カードを市内小中学校に配布
子ども部

子ども相談課
04-7185-1821

53 千葉県 鴨川市 随時 各小・中学校で教員に子ども虐待対応マニュアルの説明研修を実施。 福祉課児童係 04-7093-7112

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

54 千葉県 鎌ケ谷市
10月下旬～

11月
○

児童虐待防止推進月間後方啓発素材集を活用し作成した啓発チラシ
の全戸配布

健康福祉部
こども課子育て

総合相談室
047-445-1141

55 千葉県 君津市
11月1日～
11月30日

○ 庁舎等への「児童虐待防止月間」のぼり旗設置とポスター掲示
保健福祉部
児童家庭課

0439-56-1646

56 千葉県 君津市 11月1日 ○ ○ 駅頭PR、小中学校へのチラシ配布、高校へのポスター配布
保健福祉部
児童家庭課

0439-56-1646

57 千葉県 浦安市
11月1日～
11月30日

○ 公用車にオレンジリボンキャンペーン啓発マグネットを貼付
こども部こども

家庭支援センター
047-351-8041

58 千葉県 浦安市 11月1日 ○ 駅前（浦安駅・新浦安駅）キャンペーンの実施
こども部こども

家庭支援センター
047-351-8041

59 千葉県 浦安市 11月1日 ○ 広報（11月1日号）に特集記事掲載
こども部こども

家庭支援センター
047-351-8041

60 千葉県 浦安市 11月中 ○ 虐待ホットラインカード・ＰＲ用チラシの配布
こども部こども

家庭支援センター
047-351-8041

61 千葉県 浦安市 通年 ○
市内コミュニティバス車内に「浦安市のこどもをみんなで守る条例」啓
発ポスターの掲示

こども部こども
家庭支援センター

047-351-8-41

62 千葉県 四街道市
11月1日～
11月30日

○
期間中、本庁全職員が手作りのオレンジリボンを着装するオレンジリ
ボン運動を実施。職員が児童虐待防止への理解を深め、又、市民に
オレンジリボン運動への関心と周知を図る

健康こども部
家庭支援課

家庭支援グループ
043-421-6124

63 千葉県 袖ケ浦市 11月1日 ○ 児童虐待防止パンフレット作成し市広報誌に差込配布
福祉部

子育て支援課
0438-62-3272

64 千葉県 袖ケ浦市 10月20日 「地域福祉フェスタ」における児童虐待防止啓発物資配布【公民館】
福祉部

子育て支援課
0438-62-3272

65 千葉県 袖ケ浦市 9月～3月 ○ 叩いたり怒鳴ったりしないしつけ講座（ＣＳＰ）【公民館】
福祉部

子育て支援課
0438-62-3272

66 千葉県 袖ケ浦市 7月14日
子育て応援メッセにおいて「お父さんのためのしつけ講座（叩かない、
怒鳴らない）」ブース設置【公民館】

福祉部
子育て支援課

0438-62-3272

67 千葉県 袖ケ浦市 7月10日
家庭教育学級（全6回：生涯学習課主催事業）のうち1回、「叩かない、
怒鳴らないしつけ講座」を実施【公民館】

福祉部
子育て支援課

0438-62-3272

68 千葉県 袖ケ浦市 8月30日
家庭教育学級（全6回：生涯学習課主催事業）のうち１回、「叩かない、
怒鳴らないしつけ講座」を実施【公民館】

福祉部
子育て支援課

0438-62-3272

69 千葉県 袖ケ浦市 通年 ○
子育て支援課前に児童虐待防止のぼりを設置、ポスター掲示、パンフ
レット設置

福祉部
子育て支援課

0438-62-3272
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11月に実施する
場合、○を選択
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

70 千葉県 八街市 11月 ○ 市広報紙において児童虐待に関する啓発文書掲載
市民部児童家庭課

児童家庭班
043-443-1693

71 千葉県 印西市 １１月 ○
市内各所において児童相談所全国共通ダイヤルを明記した啓発
ティッシュを配布

子育て支援課
子育て支援班

0476-42-5111

72 千葉県 印西市 １１月 ○ 広報いんざい１１月１日号で児童虐待防止推進月間の周知
子育て支援課
子育て支援班

0476-42-5111

73 千葉県 白井市 通年 ○
育児についての相談窓口として家庭児童相談室を周知するリーフの
配布。リーフ内に虐待の具体例等を記入し予防啓発。

保健福祉相談室 047-497-3491

74 千葉県 白井市 11月 ○ 市の広報紙に虐待予防についての記事を掲載 保健福祉相談室 047-497-3491

75 千葉県 白井市 9月 母子保健推進員の会議で虐待予防の研修を実施 健康課 047-497-3491

76 千葉県 富里市 11月 ○ 市内関係機関に啓発チラシ等を配布する
健康福祉部

　子育て支援課
0476-93-4497

77 千葉県 富里市 11月1日 ○
富里市広報に児童虐待啓発
オレンジリボンキャンペーン及び相談機関等を周知する

健康福祉部
　子育て支援課

0476-93-4497

78 千葉県 富里市 11月3日 ○
富里市福祉祭りにて市民を対象とし，啓発チラシの配布及びゲーム
コーナーを設け児童虐待防止キャンペーンを実施する

健康福祉部
　子育て支援課

0476-93-4497

79 千葉県 南房総市 １１月 ○
１１月の市の広報紙に「児童虐待防止推進月間」の記事を掲載し、広
く市民に啓蒙を図る。

教育委員会
子ども教育課
幼児教育係

0470-46-2966

80 千葉県 山武市 7月3日
市内こども園で０、１、2歳児の保護者を対象に市の家庭相談員による
講話を実施した。

保健福祉部
子育て支援課
児童家庭係

0475-80-2631

81 千葉県 山武市 11月1日 ○
広報さんむ11月号に児童虐待防止推進月間の周知文と市の家庭児
童相談室の案内を掲載

保健福祉部
子育て支援課
児童家庭係

0475-80-2631

82 千葉県 いすみ市 6月～7月 市内保育所11か所で子育て支援講習会開催 福祉課 0470-62-1117

83 千葉県 いすみ市 7月～9月 ○ 市内中学校より標語の募集 福祉課 0470-62-1117

84 千葉県 いすみ市 9月 小学校で児童虐待防止講習会 福祉課 0470-62-1117

85 千葉県 いすみ市 11月1日 ○ オレンジリボン街頭キャンペーンセレモニー 福祉課 0470-62-1117

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

86 千葉県 いすみ市 11月 ○ のぼり旗の掲揚（保育所、児童館、小中学校、公民館等） 福祉課 0470-62-1117

87 千葉県 いすみ市 年６回 妊婦教室での虐待講座 福祉課 0470-62-1117

88 千葉県 酒々井町 11月1日 ○ 町広報誌で児童虐待防止月間の記事を掲載する 健康福祉課
043-496-1171内

線134

89 千葉県 酒々井町
10月25日

(予定)
児童虐待防止月間チラシ、通告先チラシの回覧を行う 健康福祉課

043-496-1171内
線134

90 千葉県 栄町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待防止月間に関する掲載 福祉課 0476-33-7708

91 千葉県 多古町 10月～2月 ○ ○
小・中学生を対象に、助産師による妊娠・出産、命の尊さなどの知識
を普及する授業を学校単位で実施

子育て支援課
こども係

0479-76-5412

92 千葉県 多古町 通年 ○
子育てハンドブック配布による広報啓発活動（出生届時及び転入時に
配布）

子育て支援課
こども係

0479‐76‐5412

93 千葉県 東庄町 １１月 ○ ○ 11月の児童虐待防止推進月間にあわせ、町広報にて周知
健康福祉課

福祉係
0478-80-3300

94 千葉県 九十九里町 １１月 ○ 広報にて児童虐待防止を周知 健康福祉課 0475-70-3162

95 千葉県 横芝光町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載 福祉課
0479-84-1257

※東上総児童相
談所も記載

96 千葉県 一宮町 11月 ○ ○ 町の広報で児童虐待について掲載
福祉健康課

福祉グループ
0475-42-1431

13 1 東京都 東京都 4月16日
「みんなで赤ちゃんを守ろう～ベビーカー利用安全教室～」
イベントブースにおける普及啓発活動
場所・鉄道博物館

福祉保健局
少子社会対策部

家庭支援課
03-5320-4090

2 東京都 東京都 5月17日、18日
「ママフェス・2013春」
イベントブースにおける普及啓発活動
場所・東京ミッドタウン

福祉保健局
少子社会対策部

家庭支援課
03-5320-4090

3 東京都 東京都 6月22日
「NPO法人　児童虐待防止全国ネットワーク」と協働
オレンジリボン運動公式ポスターコンテストの実施
場所・女性就業支援センター

福祉保健局
少子社会対策部

家庭支援課
03-5320-4090

4 東京都 東京都 8月3日
「富士大学」と協働、都民に対する普及啓発活動
児童虐待防止運動「ポニーと遊ぼう2013」の実施
場所・富士大学構内

福祉保健局
少子社会対策部

家庭支援課
03-5320-4090

5 東京都 東京都 9月10日
「アメリカンフットボール協会」と協働
イベントブースにおける普及啓発活動
場所・東京ドーム

福祉保健局
少子社会対策部

家庭支援課
03-5320-4090
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6 東京都 東京都 10月27日
(予定)「オレンジリボンたすきリレー」の参加
各通過場所における普及啓発活動
場所・渋谷から品川までの間

福祉保健局
少子社会対策部

家庭支援課
03-5320-4090

7 東京都 東京都
10月28日～
11月28日

○
(予定)「児童虐待防止ポスター」の掲示
場所・都営地下鉄全線、舎人ライナー全線、都バス全営業所

福祉保健局
少子社会対策部

家庭支援課
03-5320-4090

8 東京都 東京都 11月10日 ○
(予定)「FC東京」と協働
試合会場における普及啓発活動
場所・味の素スタジアム

福祉保健局
少子社会対策部

家庭支援課
03-5320-4090

9 東京都 東京都
11月5日～
11月10日

○
(予定)「オレンジリボン普及啓発」
都庁共有スペースにおけるパネル展示普及啓発活動
場所・都庁1階

福祉保健局
少子社会対策部

家庭支援課
03-5320-4090

10 東京都 東京都 11月17日 ○
(予定)「親子で楽しむファミリーオペラ」
会場における普及啓発活動
場所・文京シビックホール

福祉保健局
少子社会対策部

家庭支援課
03-5320-4090

11 東京都 東京都 11月17日 ○
(予定)「NPO法人　児童虐待防止全国ネットワーク」と協働
子どもの死を悼み命を讃える市民集会・後援名義
場所・日比谷公園

福祉保健局
少子社会対策部

家庭支援課
03-5320-4090

12 東京都 東京都 12月16日
(予定)「アメリカンフットボール協会」と協働
イベントブースにおける普及啓発活動
場所・東京ドーム

福祉保健局
少子社会対策部

家庭支援課
03-5320-4090

13 東京都 東京都 2月11日
(予定)「子供未来メッセ」
イベントブースにおける普及啓発活動
場所・東京国際フォーラム

福祉保健局
少子社会対策部

家庭支援課
03-5320-4090

14 東京都 東京都 10月
オレンジリボンキャンペーンイベントの掲載予定等のホームーページ
掲載、プレス発表

児童相談センター
事業課

03-5937-2304

15 東京都 東京都 10月30日
「子供の健やかな育ちを支えるキャンペーン」
場所：高田馬場駅頭

児相センター
相談援助課

03-5937-2317

16 東京都 東京都 10月27日 オレンジリボンたすきリレー（渋谷～横浜） 品川児童相談所 03-3474-5442

17 東京都 東京都 10月27日 当該児相近隣駅前にてパンフレット配布 品川児童相談所 03-3474-5442

18 東京都 東京都 9月 上記ポスター・チラシの区（目黒・品川・大田）への配付 品川児童相談所 03-3474-5442

19 東京都 東京都 11月 ○
児童虐待防止パネルの区（目黒・品川・大田）への貸出（区役所等で
掲示）

品川児童相談所 03-3474-5442

20 東京都 東京都
1１月1日～
11月30日

○
立川児童相談所管内の病院（CAPSや公立病院11ヶ所）へ訪問し、理
解を求め、 院内のロビーなどへ児童虐待防止ポスターを掲示する。
グッズの配布等の協力を求める。

立川児童相談所 042－523-1321

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

21 東京都 東京都
1１月1日～
11月30日

○
立川児童相談所管内の大学（３ヶ所）へ訪問し、理解を求め、 学内の
ロビーなどへ児童虐待防止ポスターを掲示する。
グッズの配布等の協力を求める。

立川児童相談所 042－523-1321

22 東京都 東京都
1１月1日～
11月30日

○
立川児童相談所管内の都立施設（合同庁舎など１１施設）訪問し、理
解を求め、 館内のロビーなどへ児童虐待防止ポスターを掲示する。
グッズの配布等の協力を求める。

立川児童相談所 042－523-1321

23 東京都 東京都 11月15日 ○
立川駅街頭にて虐待防止のビラやグッズの配布を行なう。（立川児童
相談所と立川市で共催）

立川児童相談所 042－523-1321

24 東京都 東京都 11月5日 ○
荻窪駅にて関係機関と共に普及啓発のためのキャンペーングッズ並
びにリーフレット配布

杉並児童相談所 03-5370-6001

25 東京都 東京都 11月6日 ○
荻窪駅にて関係機関と共に普及啓発のためのキャンペーングッズ並
びにリーフレット配布

杉並児童相談所 03-5370-6001

26 東京都 東京都 11月12日 ○
荻窪駅にて関係機関と共に普及啓発のためのキャンペーングッズ並
びにリーフレット配布

杉並児童相談所 03-5370-6001

27 東京都 東京都 11月13日 ○
荻窪駅にて関係機関と共に普及啓発のためのキャンペーングッズ並
びにリーフレット配布

杉並児童相談所 03-5370-6001

28 東京都 東京都 11月1日～30日 ○
地域広報誌に虐待防止月間掲載。多摩小平保健所のロビーにて保
健所と共同してキャンペーンの展示飾りつけ。小平児相のロビーにて
キャンペーンの展示飾りつけ。

小平児童相談所 042-467-3711

29 東京都
東京都
調布市

11月10日 ○ 味の素スタジアム虐待防止グッズ配布 多摩児童相談所 042-372-5600 調布市と共催

30 東京都 東京都 10～11月 ○ 主要駅等街頭におけるチラシ配布 世田谷児童相談所 03-5477-6301

31 東京都 千代田区 10月29日
・東京駅南口周辺にて、児童虐待に関する啓発、相談窓口掲載の
グッズ、ちらし等を、児童相談センター、関係機関等協力にて配布
・11月末に虐待をテーマに一般向講演会を開催

児童・家庭支援
センター

03-5298-2424

32 東京都 中央区 5月1日
区広報誌に児童虐待情報専用電話「子どもほっとライン」に関する記
事を掲載。

福祉保健部
子ども家庭支援
センター相談係

03-3534-2103

33 東京都 中央区 10月27日
中央区健康福祉まつり２０１３において、来場者に児童虐待防止周知
のリーフレット等を配布。

福祉保健部
子ども家庭支援
センター相談係

03-3534-2103

34 東京都 中央区 11月1日 ○ 区広報誌に児童虐待防止推進月間に関する記事を記載。
福祉保健部

子ども家庭支援
センター相談係

03-3534-2103

35 東京都 中央区 11月1日 ○ 区広報ポスターに児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載。
福祉保健部

子ども家庭支援
センター相談係

03-3534-2103
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36 東京都 中央区 11月5・6日 ○
区内三地域において、街頭キャンペーンを実施し、通行人に児童虐待
防止周知のリーフレット等を配布。

福祉保健部
子ども家庭支援
センター相談係

03-3534-2103

37 東京都 中央区 通年 ○
子ども家庭支援センター及び区内全児童館にて児童虐待防止ののぼ
りを立てている。

福祉保健部
子ども家庭支援
センター相談係

03-3534-2103

38 東京都 港区 11月1日～31日 ○
「児童虐待防止推進月間」啓発のための懸垂幕を作成し、港区役所
玄関前の外壁に掲示

子ども家庭支援部
子ども家庭支援

センター
03-6400-0090

39 東京都 港区 11月1日～ ○

オレンジリボンを作成し、子ども関連部署職員、区立小中学校教員お
よび窓口対応職員に配布、着用してもらうことで区民への児童虐待防
止推進の啓発とする。11月の配布をきっかけに年間を通して着用して
もらう。

子ども家庭支援部
子ども家庭支援

センター
03-6400-0090

40 東京都 港区 11月1日 ○ 港区広報誌の一面に「児童虐待防止推進月間」の記事を掲載
子ども家庭支援部
子ども家庭支援

センター
03-6400-0090

41 東京都 港区 11月13日 ○
東京都（児童相談センター）、港区教育委員会と共催により「いじめ・
虐待防止キャンペーン」を実施。街頭で啓発物品を配布し、区民はじ
め多くの人に広く呼びかける。

子ども家庭支援部
子ども家庭支援

センター
03-6400-0090

42 東京都 港区 11月17日 ○
港区要保護児童対策地域協議会主催の『児童虐待防止講演会』を開
催

子ども家庭支援部
子ども家庭支援

センター
03-6400-0090

43 東京都 港区
10月18日～
11月17日

○
『児童虐待防止講演会』のポスターを作製し、公共施設や区内掲示板
に掲示

子ども家庭支援部
子ども家庭支援

センター
03-6400-0090

44 東京都 港区
10月11～
11月17日

○ 『児童虐待防止講演会』のチラシを作製し、関係機関へ配布
子ども家庭支援部
子ども家庭支援

センター
03-6400-0090

45 東京都 港区 11月1日～ ○
子ども向け相談カードを作成、配布し、子ども自身からのいじめや虐
待の相談窓口となる電話番号を周知

子ども家庭支援部
子ども家庭支援

センター
03-6400-0090

46 東京都 新宿区
11月1日～
11月30日

○

虐待防止強化月間中
①オレンジリボン・名札を庁舎窓口職員が着用
②オレンジネックストラップは子ども家庭部職員が着用
於：新宿区役所窓口職場

子ども家庭部 03-3232-0675

47 東京都 新宿区 10月30日
虐待防止街頭キャンペーン（ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝｸﾞｯｽﾞ配布）
都共催　於：高田馬場駅前

子ども家庭部 03-3232-0675

48 東京都 新宿区 11月11日 ○

新宿区子ども・若者サポートネットワーク虐待防止等部会研修会
テーマ『地域が支える子どもの未来～子どもが育つ意味を考える』11
月11日（月）午後2時から4時30分
（養育家庭体験発表（都）共催)・於子ども総合センター

子ども家庭部 03-3232-0675

49 東京都 文京区 5月
小学生用児童虐待防止マニュアルを区内小学校新１年生へ配布し
た。

男女協働・子ども
家庭支援センター

担当課
03-5803-1282
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50 東京都 文京区 5月
中学生用児童虐待防止マニュアルを区内中学校新１年生へ配布し
た。

男女協働・子ども
家庭支援センター

担当課
03-5803-1282

51 東京都 文京区 8月27日
豊島区が開催した児童虐待防止区民講演会の事前セレモニーとして
文京区礫川公園からスタートした５㎞マラソンの実施に協力した。

男女協働・子ども
家庭支援センター

担当課
03-5803-1282 豊島区事業への協力

豊島区事
業への協
力

52 東京都 文京区 11月 ○
児童虐待防止推進月間事業として講演会等のポスターを区設掲示板
に掲示する。

男女協働・子ども
家庭支援センター

担当課
03-5803-1282

53 東京都 文京区 11月16日 ○

文京区男女平等センターにて、児童虐待防止及び予防に関する講演
会を行い、あわせて養育家庭普及活動として養育家庭体験発表会を
行う。また、同日、子育ての悩みに関する講演会等をNPOとの共催事
業として実施する。

男女協働・子ども
家庭支援センター

担当課
03-5803-1282

54 東京都 文京区 11月17日 ○
文京シビックセンターで開催される「子育てフェスティバル」会場でポス
ター掲示及び児童虐待防止冊子等の配布を行う。

男女協働・子ども
家庭支援センター

担当課
03-5803-1282

55 東京都 台東区
11月1日～
11月14日

○ 虐待防止月間パネル掲示
日本堤子ども家庭

支援センター
03-5824-2535

56 東京都 台東区 11月15日 ○
要保護児童支援ネットワーク講演会
　「親として子どもに伝えたいこと」　台東区役所

日本堤子ども家庭
支援センター

03-5824-2535

57 東京都 台東区 11月 ○ 広報台東にて、虐待防止月間のPR
日本堤子ども家庭

支援センター
03-5824-2535

58 東京都 墨田区 10月12日、13日
すみだまつり・こどもまつりで虐待防止リーフレットを配布する。
会場：錦糸公園

福祉保健部
子育て支援担当

子育て支援
総合センター

03-5630-6351

59 東京都 墨田区 11月1日（予定） ○
区広報において、児童虐待防止月間の周知及び児童虐待防止の啓
発を図る。

福祉保健部
子育て支援担当

子育て支援
総合センター

03-5630-6351

60 東京都 墨田区 11月7日 ○

「「ゆる育」すみだキラキラママのつどい」の実施
概要：子育て真っ最中の実行委員ママたちが、オレンジリボンキャン
ペーンの一環で、オレンジ色をテーマにした様々なプログラムを企画。
日頃がんばっているママ仲間に、オレンジリボンに込められた想いを
伝えつつ、「ゆる育児」を提案します。“つながりましょう、あなたはひと
りじゃありません！”
主催：すみだキラキラママのつどい実行委員会
共催：墨田区
会場：墨田区子育て支援総合センター

福祉保健部
子育て支援担当

子育て支援
総合センター

03-5630-6351
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61 東京都 墨田区 11月8日 ○

児童虐待防止講演会の実施
内容：臨床心理士の立場から、児童虐待から生じる家族の心理とそ
の支援、地域の見守りのあり方について講演。
対象：関係機関職員、区民
会場：すみだリバーサイドホールミニシアター

福祉保健部
子育て支援担当

子育て支援
総合センター

03-5630-6351

62 東京都 墨田区 12月1日

「すみだ子育てメッセ２０１３」の実施
概要：墨田区在住で子育て中の保護者及び子育て支援を行っている
団体等が、中心となって実行委員会を結成し、すべての子育て世代
が、墨田での子育てが楽しくなるイベントを実施することで、同じ子育
て世代同士がつながること、また団体同士の交流を図ることを目的と
する。
主催：すみだ子育てメッセ２０１３実行委員会
共催：墨田区
会場：すみだ女性センター

福祉保健部
子育て支援担当

子育て支援
総合センター

03-5630-6351

63 東京都 江東区 11月 ○
区内子ども家庭支援センター、子育て支援課窓口にてオレンジリボン
配布

こども未来部
子育て支援課

03-3647-4408

64 東京都 江東区 11月2日 ○ 区内商業施設でキャンペーン　リーフレット、オレンジリボンなど配布
こども未来部
子育て支援課

03-3647-4408

65 東京都 江東区 11月1日 ○ 江東区報にて虐待防止啓発記事掲載
こども未来部
子育て支援課

03-3647-4408

66 東京都 品川区 10月 区広報紙において、児童虐待防止に関する月間事業を紹介
子ども未来事業部

子育て支援課
児童家庭相談係

03-5742-6959

67 東京都 品川区
10月28日～

11月8日
○ 虐待防止のパネル展示

子ども未来事業部
子育て支援課

児童家庭相談係
03-5742-6959

68 東京都 品川区 11月23日 ○ 養育家庭体験発表会時に、虐待防止のティッシュ配布
子ども未来事業部

子育て支援課
児童家庭相談係

03-5742-6959

69 東京都 品川区 12月 虐待防止のパネル展示および、虐待防止のティッシュ配布

総務部人権啓発課・
子ども未来事業部
子育て支援課児童

家庭相談係

03-5742-6959

70 東京都 目黒区
11月1日～
11月12日

○ 児童虐待防止パネル展示（目黒区総合庁舎）
子ども家庭課

子ども家庭支援
センター係

03-5722-9743

71 東京都 目黒区 11月5日 ○ 養育家庭体験発表会（目黒区総合庁舎）
子ども家庭課

子ども家庭支援
センター係

03-5722-9743

72 東京都 目黒区 11月26日 ○
講演会「自分を好きな子どもに育てよう」
（目黒区総合庁舎）

子ども家庭課
子ども家庭支援

センター係
03-5722-9743

都道府県 市区町村
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

73 東京都 目黒区 11月19日 ○
講演会「育てにくいと感じる子どもへの対応と子育て」
（中目黒ＧＴプラザホール）

子ども家庭課
子ども相談係

03-5722-9596

74 東京都 大田区 10月27日
子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2013
（中継地点・大田区大森スポーツセンター）

子ども家庭
支援センター

03-5753-7830

75 東京都 大田区 10月27日
子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2013応援イベント
(大田区大森スポーツセンター）

子ども家庭
支援センター

03-5753-7830

76 東京都 大田区
10月29日

～11月11日
○ 養育家庭体験発表会広報（区設掲示板へのポスター掲出）

子ども家庭
支援センター

03-5753-7830

77 東京都 大田区
11月1日～
11月15日

○ 大田区役所本庁舎における「横断幕」掲出
子ども家庭

支援センター
03-5753-7830

78 東京都 大田区
11月1日～
11月29日

○ 大田区役所本庁舎における「懸垂幕」掲出
子ども家庭

支援センター
03-5753-7830

79 東京都 大田区
11月1日～
11月30日

○ 調布地域庁舎・蒲田地域庁舎における「懸垂幕」掲出
子ども家庭

支援センター
03-5753-7830

80 東京都 大田区 11月1日 ○ 大田区報11月１日号、人権推進の月間コラム記事掲載
子ども家庭

支援センター
03-5753-7830

81 東京都 大田区 11月7日 ○ 地域力推進会議での広報
子ども家庭

支援センター
03-5753-7830

82 東京都 大田区
11月12日～
11月26日

○ 虐待防止月間の啓発（区設掲示板へのポスター掲示）
子ども家庭

支援センター
03-5753-7830

83 東京都 大田区 11月16日 ○ 養育家庭体験発表会(大田区役所本庁舎会議室）
子ども家庭

支援センター
03-5753-7830

84 東京都 大田区 11月16日 ○ 養育家庭体験発表会(大田区役所本庁舎会議室）
子ども家庭

支援センター
03-5753-7830

85 東京都 大田区
11月21日～
11月29日

○ 児童虐待防止月間パネル展（大田区役所本庁舎）
子ども家庭

支援センター
03-5753-7830

86 東京都 大田区 11月 ○ 虐待防止月間の啓発（大田区ホームページへの記事掲載）
子ども家庭

支援センター
03-5753-7830

87 東京都 大田区
11月～12月頃

(予定)
○

要保護児童対策地域協議会主催の関係機関職員等研修会
（児童虐待の実態などについての講演を予定）

子ども家庭
支援センター

03-5753-7830

88 東京都 世田谷区 11月10日 ○
世田谷２４６ハーフマラソンの会場において、虐待防止のPRブースを
設け、虐待防止リーフレット、グッズを配布
（駒沢オリンピック公園）

子ども部子ども
家庭課要保護
児童支援担当

03-5432-2255
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89 東京都 世田谷区 11月15日 ○ 区広報誌一面において、虐待防止推進月間のPR
子ども部子ども
家庭課要保護
児童支援担当

03-5432-2255

90 東京都 世田谷区 11月16日 ○
虐待防止推進フォーラムせたがや２０１３の開催
（昭和女子大学）

子ども部子ども
家庭課要保護
児童支援担当

03-5432-2255

91 東京都 渋谷区 10月27日 ○

児童福祉団体主催の「オレンジリボンたすきリレー」を後援。
ハチ公像たすき掛け貸出（10/27～29）
駅前モニュメント(10/29～11/14)駅中広報スペース(11/19～12/10)を
貸出。関連展示予定

子ども家庭部
子ども家庭

支援センター
03-3463-3164

92 東京都 渋谷区 11月1日 ○
区広報紙において、児童虐待防止推進月間の周知と児童虐待の定
義等についての啓発記事を掲載（11月1日号）

子ども家庭部
子ども家庭

支援センター
03-3463-3164

93 東京都 渋谷区 11月 ○
区役所入口設置のデジタルサイネージで、児童虐待防止推進月間の
周知と児童虐待防止についての啓発を実施

子ども家庭部
子ども家庭

支援センター
03-3463-3164

94 東京都 渋谷区 11月8日 ○ 区役所において、養育家庭体験発表会を開催
子ども家庭部
子ども家庭

支援センター
03-3463-3164 東京都と共催

95 東京都 渋谷区 11月22日 ○ 区役所において、児童虐待防止講演会を開催
子ども家庭部
子ども家庭

支援センター
03-3463-3164

96 東京都 中野区 通年 ○ 子ども教育部及び関係部所所属職員のオレンジリボン装着
子ども家庭

支援センター
03-3228-7867

97 東京都 中野区
9月26日、10月3日・

10日・17日・
24日・31日

若年の母親の子育て力向上支援講座の開催
子ども家庭

支援センター
03-3228-7867

98 東京都 中野区
11月1日～
11月30日

○
区役所本庁舎に児童防止推進啓発横断幕掲示・庁舎内に児童虐待
防止に関する啓発資材掲示・来庁者へオレンジリボンを配布

子ども家庭
支援センター

03-3228-7867

99 東京都 中野区
11月15日～
11月18日

○ JR中野駅ガード下ギャラリーに児童虐待防止に関する啓発資材掲示
子ども家庭

支援センター
03-3228-7867

100 東京都 中野区 11月5日 ○ なかの区報・教育だよりにて児童虐待防止に関する記事掲載
子ども家庭

支援センター
03-3228-7867

101 東京都 中野区 11月6日 ○
JR中野駅にて児童相談所、民生委員、警察等と合同で児童虐待防止
推進月間キャンペーン・オレンジリボン配布

子ども家庭
支援センター

03-3228-7867

102 東京都 中野区 11月27日 ○ 虐待防止講演会
子ども家庭

支援センター
03-3228-7867

103 東京都 杉並区 11月1日 ○ 区広報１面（予定）特集で児童虐待防止の啓発記事を掲載
保健福祉部

子育て支援課
子ども家庭支援係

03-5929-1902
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104 東京都 杉並区 11月5日 ○
杉並児童相談所、荻窪警察と一緒に街頭にて
オレンジリボンキャンペーン

保健福祉部
子育て支援課

子ども家庭支援係
03-5929-1902

105 東京都 杉並区 11月19日 ○
児童虐待防止講演会「子どもの心を育てる」
杉並区立産業商工会館

保健福祉部
子育て支援課

子ども家庭支援係
03-5929-1902

106 東京都 杉並区 11月～ ○
（予定）児童虐待防止啓発のカードを作成、関係機関窓口、トイレ等に
設置

保健福祉部
子育て支援課

子ども家庭支援係
03-5929-1902

107 東京都 豊島区 通年 ○ ○

ウエルカム赤ちゃん：出産を迎える家庭に区の子育支援策や子どもの
発達、先輩ママ（パパ）からの情報を知らせ、育児や出産後の生活の
イメージを持てる機会にする。参加者に子育てに関する相談先などを
記載したカードやリーフレットを配布。育児のツールとして絵本をプレ
ゼント。（東西子ども家庭支援センターで実施）

子育て支援課
（東部子ども家庭

支援センター）
03-5980-5275

108 東京都 豊島区 6月～3月 ○ ○
ママズカフェ：出産後間もない（1～3か月）保護者同士の交流を提供。
参加者に子育てに関する相談先などを記載したカードやリーフレットを
配布。（東西子ども家庭支援センターで実施）

子育て支援課
（東部子ども家庭

支援センター）
03-5980-5275

109 東京都 豊島区 6月～2月 ○ ○
親の子育て力向上支援事業：子育ての困難度に合わせたグルーピン
グにより、子育て力の向上を目指した講座を７クール開催。（東西子ど
も家庭支援センターで実施）

子育て支援課
（東部子ども家庭

支援センター）
03-5980-5275

110 東京都 豊島区 通年 ○ ○
バースディ訪問相談事業：在宅子育て家庭に1歳の誕生日を祝い絵本
のプレゼント持って訪問し、子育ての相談を受ける。（東西子ども家庭
支援センターの専任職員が実施）

子育て支援課
（東部子ども家庭

支援センター）
03-5980-5275

111 東京都 豊島区 7月 ○
区の広報誌により子ども家庭支援センター事業について広報する。
（東西子ども家庭支援センター）

子育て支援課
（東部子ども家庭

支援センター）
03-5980-5275

112 東京都 豊島区 7月 ○
区の広報誌（全戸配布用）に母子の死亡事例について掲載し、地域の
危機意識の喚起や養育についての相談先を周知。（東部子ども家庭
支援センター）

子育て支援課
（東部子ども家庭

支援センター）
03-5980-5275

113 東京都 豊島区 7月～3月 ○ ○
SOSカード配布：妊娠届の際に、相談先を記載したSOSカード付き母
子保健バックを配布。フリーダイヤルによる相談を案内。（東部子ども
家庭支援センター）

子育て支援課
（東部子ども家庭

支援センター）
03-5980-5275

114 東京都 豊島区 7月、8月 ○ ○
児童虐待防止を区民に周知するためのチラシやグッズ、オレンジリボ
ンを配布。（区役所、区民事務所、保健所等で配布）

子育て支援課
（東部子ども家庭

支援センター）
03-5980-5275

115 東京都 豊島区 8月 ○

虐待防止区民講演会開催：関係機関との共催、厚生労働省や東京都
の後援により、児童虐待防止をテーマに講演会を開催。開会前に区
民との共同により虐待防止マラソンを実施。併せてオレンジリボン運
動の広報を実施。（東部子ども家庭支援センター）

子育て支援課
（東部子ども家庭

支援センター）
03-5980-5275

116 東京都 豊島区 10月 ○
児童虐待防止を区民に周知するためのステッカーを作成し、区役所
各部署、商店街に掲示。（東部子ども家庭支援センター）

子育て支援課
（東部子ども家庭

支援センター）
03-5980-5275

117 東京都 豊島区 11月 ○ ○
養育家庭体験発表会においてオレンジリボンの配布。（東部子ども家
庭支援センター）

子育て支援課
（東部子ども家庭

支援センター）
03-5980-5275
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118 東京都 豊島区 11月 ○
四者地区連絡協議会においてオレンジリボンの配布。（東部子ども家
庭支援センター）

子育て支援課
（東部子ども家庭

支援センター）
03-5980-5275

119 東京都 豊島区 11月 ○
区所有の安全巡回パトロールカーにオレンジリボンや児童虐待防止
のステッカーを掲示しパトロールを実施。（東部子ども家庭支援セン
ター）

子育て支援課
（東部子ども家庭

支援センター）
03-5980-5275

120 東京都 豊島区 9月～3月 ○
関係機関や町内会に、虐待の通告や養育に関する相談先を明記した
ポスターを配布し掲示する。（東部子ども家庭支援センター）

子育て支援課
（東部子ども家庭

支援センター）
03-5980-5275

121 東京都 豊島区 11月 ○ ○
区の広報誌に児童虐待防止推進月間の周知のための記事を掲載。
（東部子ども家庭支援センター）

子育て支援課
（東部子ども家庭

支援センター）
03-5980-5275

122 東京都 北区
５月23日、
５月29日

要保護児童対策地域協議会代表者会議・実務者会議でオレンジリボ
ン配布

子ども家庭部児童虐
待対策担当課

03-3914-9565

123 東京都 北区 10月～11月 ○
児童館館長会・公私立幼稚園長会・公私立保育園長会・公立小中学
校校長会・民生児童委員協議会にてオレンジリボンキャンペーン等の
広報

子ども家庭部児童虐
待対策担当課

03-3914-9565

124 東京都 北区 11月1日 ○
北区ニュース（広報紙）にて、通告に関する広報及びオレンジキャン
ペーン、区民向け虐待防止啓発講演会の広報

子ども家庭部
児童虐待対策

担当課
03-3914-9565

125 東京都 北区 11月14日 ○
区民向け子育てフェスティバル会場及び会場前にてオレンジリボン、
オリジナルリーフレット、啓発グッズを配布

子ども家庭部
保育課

03-3908-9127

126 東京都 北区 11月2日 ○
子ども家庭支援センターの事業「ほっと館まつり」にて虐待防止に向け
たパネルの展示、来場者によるオレンジリボンの作成、オリジナル
リーフレット配布

子ども家庭部
児童虐待対策

担当課
03-3914-9565

127 東京都 北区
11月27、29日、

30日
○

区民向け虐待防止啓発講演会を開催し、会場にてパネルの展示、
リーフレット、オレンジリボン、啓発グッズ等を配布

子ども家庭部
児童虐待対策

担当課
03-3914-9565

128 東京都 北区 11月 ○
関係機関（公私立保育園・幼稚園、公私立小中学校、児童館、健康相
談係）等にオレンジりﾎﾞﾝ、オリジナルリーフレット及び児童虐待防止
推進月間のポスター・リーフレット、カードを配布

子ども家庭部
児童虐待対策

担当課
03-3914-9565

129 東京都 北区 11月 ○ 公私立保育園園児対象にオリジナル啓発グッズ（花の種）を配布
子ども家庭部
児童虐待対策

担当課
03-3914-9565

130 東京都 北区 10月19日
養育体験発表会会場にてオレンジリボン、オリジナルリーフレット、啓
発グッズを配布

子ども家庭部
児童虐待対策

担当課
03-3914-9565

131 東京都 荒川区
10月21日～
11月15日

○ 児童虐待防止啓発のためのパネル展示を荒川区役所にて実施
子育て支援課

子ども家庭
支援センター

03-3805-5523

132 東京都 荒川区 11月29日 ○
虐待予防講演会。山梨県立大学西澤哲教授をお呼びし、「虐待傾向
を有する親の社会心理的特徴(仮称)」について講演会を実施予定

子育て支援課
子ども家庭

支援センター
03-3805-5523

133 東京都 荒川区 通年 ○ ○
公営児童館において、小学生のボランティア受け入れ、幼児タイム等
に参加し、子育てについて学ぶ。

子育て支援部
児童青少年課

03-3802-3111

都道府県 市区町村
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実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

134 東京都 荒川区 通年 ○ 児童に向けて虐待予防啓発カードを配布。
子育て支援課

子ども家庭
支援センター

03-3805-5523

135 東京都 板橋区 11月 ○ 広報いたばし（区報）に児童虐待防止推進月間の啓発記事を掲載
子育て支援課

子ども家庭
支援センター

03-3579-2656

136 東京都 板橋区 11月 ○ 板橋区役所職員報に児童虐待防止推進月間の啓発記事を掲載
子育て支援課

子ども家庭
支援センター

03-3579-2656

137 東京都 板橋区 11月 ○
板橋区役所本庁舎電光掲示板に児童虐待防止推進月間メッセージを
掲示

子育て支援課
子ども家庭

支援センター
03-3579-2656

138 東京都 板橋区 11月 ○ 板橋区車両へのオレンジリボンステッカーの貼り付け
子育て支援課

子ども家庭
支援センター

03-3579-2656

139 東京都 板橋区 11月 ○
小学校高学年児童への区作成リーフレット「こまったら相談してね」の
配布

子育て支援課
子ども家庭

支援センター
03-3579-2656

140 東京都 板橋区 11月3日 ○
子育てイベント（すくすくまつり）での児童虐待防止啓発パネルの展
示、啓発用パンフレット等の配布

子育て支援課
子ども家庭

支援センター
03-3579-2656

141 東京都 板橋区 11月29日 ○ 虐待防止研修の実施（保育園・幼稚園等保育士向け）
子育て支援課

子ども家庭
支援センター

03-3579-2656

142 東京都 板橋区 1月～2月 虐待防止研修の実施（対象は検討中）
子育て支援課

子ども家庭
支援センター

03-3579-2656

143 東京都 練馬区 10月11日 ねりま区報に啓発記事を掲載（10月11日発行号）

教育委員会事務局
こども家庭部

練馬子ども家庭支援
センター管理係

03-3993-8155

144 東京都 練馬区
11月1日～
11月15日

○
児童虐待防止に関する資料のパネル展示
(区役所内)

教育委員会事務局
こども家庭部

練馬子ども家庭支援
センター管理係

03-3993-8155

145 東京都 練馬区
11月1日～
11月30日

○
児童虐待防止リーフレット・オレンジリボン等の配布
(区役所内等)

教育委員会事務局
こども家庭部

練馬子ども家庭支援
センター管理係

03-3993-8155

146 東京都 練馬区
11月1日～
11月30日

○
オレンジリボンキャンペーン懸垂幕等の掲示
(区役所内)

教育委員会事務局
こども家庭部

練馬子ども家庭支援
センター管理係

03-3993-8155

147 東京都 練馬区 11月1日 ○
児童虐待防止等に関する講演会
(練馬区立生涯学習センター　ホール)

教育委員会事務局
こども家庭部

練馬子ども家庭支援
センター管理係

03-3993-8155

148 東京都 足立区 11月3日 ○ ○

オレンジリボンキャンペーンinあだち２０１３　　北千住、綾瀬、西新井、
竹ノ塚、五反野、梅島駅頭及び、アリオ西新井とイオン西新井店の店
頭にて、足立区要保護児童地域協議会構成機関と未来大学や潤徳
女子高等学校等の足立区の大学や高校の学生が児童虐待予防のチ

足立区こども支援
センターげんき

03-3852-2876

149 東京都 足立区 11月2日～13日 ○ 養育家庭ＰＲパネル展示　　足立区役所1階アトリウム
足立区こども支援

センターげんき
03-3852-2876
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150 東京都 足立区 11月10日 ○

子育てナビフェスタ講演会　　「パパも子育て楽しもう！家族のハッ
ピーバランスが子どもを育む」パパが子育てに参加する事で、ママの
心を支えることになり、家族の子育てはどうありたいかを参加した家族
と一緒に考える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　足立区役所南館12階
1205会議室　午後1時から3時

足立区こども支援
センターげんき

03-3852-2876

151 東京都 足立区 11月21日 ○

子育て力アップする講演　　「どならずに子育てしたい！と思いません
か？」子どもに分かりやすく伝わる方法や親の感情コントロールする
方法を身につけて、楽しく子育てをする。
こども支援センターげんき５階研修室３　午前10時から午前12時

足立区こども支援
センターげんき

03-3852-2876

152 東京都 足立区 12月1日
養育家庭体験発表会　　こども支援センターげんき5階研修室３　午後
2時から午後4時

足立区こども支援
センターげんき

03-3852-2876

153 東京都 葛飾区 10月25日 区広報誌にて児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 子ども家庭支援課 03-3602-1386

154 東京都 葛飾区
11月17日～
12月中旬

○
「紡ぐ時間」をテーマに、子育ての思い出と、支援者のメッセージ等を
展示する。

子育てひろば
「いろは」

03-6240-7591

155 東京都 葛飾区 11月17日 ○ 「紡ぐ時間」をテーマに、サンバの演奏等を行う。
子育てひろば

「いろは」
03-6240-7592

156 東京都 葛飾区 通年 ○ ○ 「妊娠・出産どうしようコール」の設置（通年の電話相談） 子ども家庭支援課 03-0602-1386

157 東京都 江戸川区 10月13日
江戸川区民まつり（都立篠崎公園）での児童虐待防止啓発用の風船・
ポケットティッシュの配布

子ども家庭部児童
女性課子ども家庭支

援センター養育支援係
03-3877-2433

158 東京都 江戸川区 11月1日 ○
区広報紙にて児童虐待に関する区の取り組みや児童虐待防止推進
月間を紹介

子ども家庭部児童
女性課子ども家庭支

援センター養育支援係
03-3877-2433

159 東京都 江戸川区 10～12月 ○
子育てフェスティバル、乳児健診等の母子保健事業、就学時健診等
での児童虐待防止啓発用のポケットティッシュの配布

子ども家庭部児童
女性課子ども家庭支

援センター養育支援係
03-3877-2433

160 東京都 八王子市 9月29日 オレンジリボンを配布し虐待防止を啓発（駒木野病院）
子ども家庭

支援センター
042-656-8225

161 東京都 八王子市 10月20日 虐待防止関連のイベント（京王堀之内）
子ども家庭

支援センター
042-656-8225

162 東京都 八王子市 11月1日 ○ 広報はちおうじに虐待防止月間中の各イベントを掲載
子ども家庭

支援センター
042-656-8225

163 東京都 八王子市
11月2日・3日

・4日
○

児童虐待防止推進・青少年健全育成キャンペーン(南大沢駅前)の一
環として市内の子ども達の絵等の掲示

子ども家庭
支援センター

042-656-8225

164 東京都 八王子市
11月10日・16日

・17日
○

児童虐待防止推進・青少年健全育成キャンペーン(八王子駅前・高尾
山口前・いちょうまつり)の一環として市内の子ども達の絵等の掲示

子ども家庭
支援センター

042-656-8225
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165 東京都 八王子市 11月10日 ○ オレンジリボンキャンペーンのイベント（セレオ八王子７階）
子ども家庭

支援センター
042-656-8225

166 東京都 八王子市 11月21日 ○ 養育家庭体験発表会（クリエイト5階ホール)
子ども家庭

支援センター
042-656-8225

167 東京都 八王子市 11月 ○
全庁・市議会委員及び子育て応援企業へのオレンジリボンの着用依
頼

子ども家庭
支援センター

042-656-8225

168 東京都 八王子市 11月 ○ 公用車にマグネットを貼り児童虐待防止を啓発
子ども家庭

支援センター
042-656-8225

169 東京都 八王子市 11月 ○ 市内子育て応援企業で子ども達の絵のポスターを掲示
子ども家庭

支援センター
042-656-8225

170 東京都 八王子市 11月 ○ 子育て応援企業にオレンジリボンを着用依頼
子ども家庭

支援センター
042-656-8225

171 東京都 武蔵野市 11月1日 ○
市報及び子ども家庭支援センターだよりにおいて児童虐待防止につ
いて掲載し啓発

子ども家庭部子ども
家庭支援センター

0422-60-1850

172 東京都 武蔵野市 11月12日 ○
吉祥寺駅前にて虐待防止推進月間駅頭キャンペーン（啓発品の配
布）を開催。（杉並児童相談所・武蔵野警察・市と合同）

子ども家庭部子ども
家庭支援センター

0422-60-1850

173 東京都 三鷹市 11月22日 ○
子育て支援及び虐待防止に向けた保育つき講座の実施
「生活リズムと子どもの脳と心の育ちについて」

子ども政策部
子ども育成課

子ども家庭支援
センター

0422-40-5925

174 東京都 三鷹市 11月 ○ 市民向け虐待防止リーフレットを市内公共機関に配布

子ども政策部
子ども育成課

子ども家庭支援
センター

0422-40-5925

175 東京都 三鷹市 11月3日 ○ 市報に児童虐待防止に関する内容を記載

子ども政策部
子ども育成課

子ども家庭支援
センター

0422-40-5925

176 東京都 青梅市
11月2日、
11月3日

○
市内永山公園において開催される産業観光祭において児童虐待防止
に関するリーフレット等の配布

子ども家庭部
子ども家庭支援課

0428-22-1111

177 東京都 青梅市 12月3日
青梅市役所において立川児童相談所と共催による虐待防止に関する
講演会を開催し、合わせてリーフレット等を配布

子ども家庭部
子ども家庭支援課

0428-22-1111

178 東京都 青梅市 11月 ○
虐待防止月間に合わせ、市の広報誌に記事を掲載し、市役所内電光
掲示板に虐待防止月間を標示

子ども家庭部
子ども家庭支援課

0428-22-1111

179 東京都 府中市 10月～11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止啓発の記事を掲載
子ども家庭部
子育て支援課

042-354-8700
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180 東京都 府中市 通年 ○
市内関係機関の会議室等に、関係機関向けの虐待通報義務のお願
いのポスター掲示

子ども家庭部
子育て支援課

042-354-8700

181 東京都 府中市 10月～11月 ○
オレンジリボン活動の周知や虐待通告制度に関する周知を図るテレ
ビ広報を作成

子ども家庭部
子育て支援課

042-354-8700

182 東京都 府中市 11月 ○
駅前・ショッピングモール等において子育て支援・母子保健・児童虐待
に関するチラシ等の配布

子ども家庭部
子育て支援課

042-354-8700

183 東京都 府中市 通年 ○ 市役所庁舎外壁に児童虐待防止の懸垂幕を設置
子ども家庭部
子育て支援課

042-354-8700

184 東京都 昭島市 11月1日 ○ 市広報誌に虐待防止月間について掲載（11月1日号）
子ども家庭部
子ども育成課

042-546-9046

185 東京都 昭島市 11月12日 ○ 虐待防止講演会の実施
子ども家庭部
子ども育成課

042-546-9046

186 東京都 昭島市 11月16日 ○
保育まつりにおいて児童虐待防止に関する市独自のリーフレットを配
布

子ども家庭部
子ども育成課

042-546-9046

187 東京都 昭島市 10月9日 校長会での虐待防止についての周知
子ども家庭部
子ども育成課

042-546-9046

188 東京都 昭島市 4月～5月
保育園・幼稚園・小学校・中学校の新入児及び転入児に市独自の
リーフレットを配布

子ども家庭部
子ども育成課

042-546-9046

189 東京都 調布市 10月3日 要保護児童対策地域協議会研修「特定妊婦への支援について」 子ども政策課 042-481-7105 多摩児童相談所と共催

190 東京都 調布市 10月20日
市報において、11月の児童虐待防止月間（オレンジリボンキャンペー
ン）を広報する。

子ども政策課 042-481-7105

配偶者暴力防止キャンペーン
（パープルリボンキャンペー
ン。担当は男女共同参画推進
課。）と同時掲載予定

191 東京都 調布市 11月2日 ○
「いじめや虐待のないまち」の啓発活動として，夏休み期間に小学生
に描いてもらった「みんななかよし」の絵をごみ収集車に貼り，虐待防
止月間である11月に出発式を行う。

子ども政策課 042-481-7105

192 東京都 調布市 11月6日 ○
養育体験発表会にて，児童虐待防止に関するリーフレット等を配布す
る。

子ども政策課 042-481-7105 多摩児童相談所と共催

193 東京都 調布市 11月10日 ○
味の素スタジアムにて，来場者に対して、オレンジリボンキャンペーン
のグッズを配布し，周知を行う。

子ども政策課 042-481-7105 多摩児童相談所と共催

194 東京都 調布市 11月 ○ 子ども家庭支援センターすこやかの広報紙に掲載 子ども政策課 042-481-7105

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考
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195 東京都 調布市 11月 ○ 職員がオレンジリボンを身につけ，啓発する。 子ども政策課 042-481-7105

196 東京都 調布市 通年 ○

市の子育て支援に関する情報を掲載した冊子「元気に育て！！調
布っ子」に，児童虐待防止センターのホットラインについて掲載してい
る。この冊子は，毎年７月に発行し，市内公共施設に配架するほか，
児童手当等の手続きでの来庁者に積極的に配布している。

子ども政策課 042-481-7105

197 東京都 町田市 4月
児童向けリーフレット「困ったとき　悩んだときは　相談してね」を公立
小学校新4年生に配布

子ども生活部
子育て支援課子ども
家庭支援センター

042-724-4419

198 東京都 町田市 ９月、・10月
啓発冊子「ひとりで悩んでいませんか?」を市内小児科、産婦人科医院
に配布及び保育園・幼稚園等児童関連施設に配置

子ども生活部
子育て支援課子ども
家庭支援センター

042-724-4419

199 東京都 町田市 通年 ○ 啓発冊子「ひとりで悩んでいませんか?」を1歳6ヶ月健診時に配布
子ども生活部

子育て支援課子ども
家庭支援センター

042-724-4419

200 東京都 町田市
11月（小学１年）
4月（中学１年）

○
「子ども家庭支援センターリーフレット」を小学校新１年生保護者、中
学校新１年生を対象に配布

子ども生活部
子育て支援課子ども
家庭支援センター

042-724-4419

201 東京都 町田市 11月 ○ 広報紙により「児童虐待防止推進月間」を周知する
子ども生活部

子育て支援課子ども
家庭支援センター

042-724-4419

202 東京都 町田市
11月1日～
11月30日

○ ホームページにより「児童虐待防止推進月間」を周知する
子ども生活部

子育て支援課子ども
家庭支援センター

042-724-4419

203 東京都 小金井市 11月1日 ○ 市報に児童虐待防止推進月間の記事を掲載 子育て支援課 042-321-3161

204 東京都 小平市 11月5日 ○
市広報誌とホームページにおいて、虐待防止推進月間の啓発記事掲
載

次世代育成部
児童課

042-346-9821

205 東京都 小平市 11月10日 ○

・健康センターでの健康フェスティバルで、オレンジリボンキャンペーン
を実施・児童虐待防止推進月間のリーフレット、児童相談所全国共通
ダイアルの周知カード、子育てガイド、子ども家庭支援センターリーフ
レット等の配布

次世代育成部
児童課

042-346-9821

206 東京都 小平市 通年 ○
子育てガイド（市内公共施設、母子健康手帳交付時に配布）でオレン
ジリボン運動と憲章について掲載

次世代育成部
児童課

042-346-9821

207 東京都 日野市 11月12日 ○
虐待防止講演会「親子を育む町づくり」・市役所505会議室
・来場者に対し児童虐待防止推進月間のリーフレット、オレンジリボン
を配布。

子ども家庭支援
センター

042-599-6670

208 東京都 日野市
11月1日～
11月30日

○
児童虐待防止のパネル展示、オレンジリボン配布（地域子ども家庭支
援センター万願寺、地域子ども家庭支援センター多摩平）

子ども家庭支援
センター

042-599-6670

209 東京都 日野市
11月1日～
11月30日

○
庁内及び関係機関にオレンジリボンを配布し、着用してもらうよう依頼
する。

子ども家庭支援
センター

042-599-6670
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210 東京都 東村山市 10月25日
子育て中または子育てに関係する市民を対象とした講演会を開催。
参加者に子ども家庭支援センター相談ダイヤルカード、相談・通告先
一覧カードを配布

子ども家庭部
子育て支援課
相談支援係

042-393-5111
(内線3366・3367)

211 東京都 東村山市 11月1日 ○
市広報誌において「児童虐待防止推進月間」の周知掲載。（連絡（通
報）先を案内）

子ども家庭部
子育て支援課
相談支援係

042-393-5111
(内線3366・3367)

212 東京都 東村山市
11月9日、
11月10日

○

市民産業まつりと同時開催で「オレンジリボンキャンペーン」を実施。
来場者に、子ども家庭支援センター相談ダイヤルカード、相談・通告
先一覧カードを配布。地域活動室において、児童虐待防止関係の
DVDを放映。

子ども家庭部
子育て支援課
相談支援係

042-393-5111
(内線3366・3367)

213 東京都 東村山市
11月1日～
11月30日

○ 市子ども関係所管職員等においてオレンジリボンの着用
子ども家庭部
子育て支援課
相談支援係

042-393-5111
(内線3366・3367)

214 東京都 東村山市 通年 ○ 児童虐待防止（連絡・通報先）を市HPに掲載
子ども家庭部
子育て支援課
相談支援係

042-393-5111
(内線3366・3367)

215 東京都 国分寺市 11月1日 ○
市報において，児童虐待防止推進，虐待通告制度に関する周知を図
る

子ども福祉部子育て
相談室子ども家庭

支援センター
042-572-8130

216 東京都 国分寺市 11月上旬（予定） ○ 市内を走る路線バスにおいて，児童虐待防止啓発ポスター掲示
子ども福祉部子育て
相談室子ども家庭

支援センター
042-572-8130

217 東京都 国分寺市
11月2日、9日、12
日、22日（予定）

○
JR国立・西国分寺･国分寺、西武線恋ヶ窪駅前にてｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝ等の
グッズや虐待パンフレットを配布

子ども福祉部子育て
相談室子ども家庭

支援センター
042-572-8130

218 東京都 国分寺市 11月30日 ○
国分寺市Lホールにて養育家庭体験発表会とともに、虐待の現状など
の講演会開催

子ども福祉部子育て
相談室子ども家庭

支援センター
042-572-8131

219 東京都 国立市 11月 ○ 市広報紙にて11月に関連情報を掲載予定
国立市子ども家庭

支援センター
042-573-0192

220 東京都 福生市 10月27日
児童虐待防止推進月間に先駆け、福生市民球場で行う福生ふれあい
フェスティバル（健康まつり）にて、来場者に都の作成したリーフレット
やカード、市で作成した子ども家庭支援センターのチラシを配布

子ども家庭部子育て
支援課子ども家庭
支援センター係

042-539-2555

221 東京都 福生市 11月1日 ○ 「広報ふっさ」11月1日号に児童虐待防止月間の記事を掲載
子ども家庭部子育て
支援課子ども家庭
支援センター係

042-539-2555

222 東京都 福生市
11月1日～
11月30日

○

11月の児童虐待防止推進月間に合わせて、乳幼児総合相談を行い、
子育てに関する知識の習得や児童虐待の未然防止の必要性を啓発
する機会を設定する。予定される事業の中で、児童虐待防止のパンフ
レット等を配布し、市民に児童虐待の現状、未然防止の必要性などの
啓発を行う。
11月1日（金）　育児相談（保健センター事業）
11月14日（金）　保育士と遊ぼう
11月22日（金）　助産師と話そう（助産師の相談会とミニ講話）
11月28日（木）お話会（図書館事業）・講演会（保健センター事業）

子ども家庭部子育て
支援課子ども家庭
支援センター係

042-539-2555
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

223 東京都 狛江市 通年 ○
こまビジョン（広報モニター）にて、通告先掲載。（市役所市民課前設
置）

子育て支援課
企画支援係

03-3430-1111
（内線2311）

224 東京都 狛江市 9月～11月 ○ ○
市立岩戸児童センターにて、中学生の職場体験及び大学生のイン
ターンを受け入れ、児童虐待防止に関する啓発を実施。来館者ととも
にオレンジリボンやオレンジリボンポスターを作成する。

子ども家庭支援
センター

03-5438-6606

225 東京都 狛江市 9月25日 健康まつり（健康推進課主管）にてポスター・グッズ等の展示・配布。
子育て支援課
企画支援係

03-3430-1111
（内線2311）

226 東京都 狛江市 11月5日～22日 ○
上記ポスター展示及び通告先掲載ありの啓発グッズ配布。
課作成リーフレット配布。

子育て支援課
企画支援係

03-3430-1111
（内線2311）

227 東京都 狛江市 11月 ○
相談連絡先の掲載された「ＳＯＳカード」配布。（市立小・中学校児童
対象）

子育て支援課
企画支援係

03-3430-1111
（内線2311）

228 東京都 狛江市 11月 ○
児童虐待防止の冊子（内容は種別説明・子育てに悩んでいるときの相
談先など）配布。（市立小・中学校保護者対象）

子育て支援課
企画支援係

03-3430-1111
（内線2311）

229 東京都 狛江市 通年 ○ こまバス（コミュニティバス）車内での啓発・周知アナウンス。
子育て支援課
企画支援係

03-3430-1111
（内線2311）

230 東京都 狛江市 11月 ○
こまバス（コミュニティバス）車内の虐待防止啓発ポスター（課作成）掲
示。

子育て支援課
企画支援係

03-3430-1111
（内線2311）

231 東京都 狛江市 11月1日 ○ 児童虐待防止推進月間ＰＲ広報掲載。（11月１日号）
子育て支援課
企画支援係

03-3430-1111
（内線2311）

232 東京都 狛江市 11月27日 ○
未就学児親子対象を対象にミニコンサート開催（子育て講座）。（相談
窓口の周知）

子育て支援課
企画支援係

03-3430-1111
（内線2311）

233 東京都 東大和市
11月1日～
11月30日

○ 市職員がオレンジリボンを胸または名札に付ける
子ども生活部子育て
支援課子ども家庭

支援センター
042-565-3651

234 東京都 東大和市
11月1日～
11月30日

○ 市役所窓口に虐待予防月間を周知するパネルを置く
子ども生活部子育て
支援課子ども家庭

支援センター
042-565-3651

235 東京都 東大和市
11月1日～
11月30日

○ 市役所ロビーに虐待防止のミニパネル展示
子ども生活部子育て
支援課子ども家庭

支援センター
042-565-3651

236 東京都 東大和市
11月1日～
11月30日

○ 市役所ロビーにて虐待予防メッセージ付きボールペンの配布
子ども生活部子育て
支援課子ども家庭

支援センター
042-565-3651

237 東京都 東大和市
11月1日～
11月30日

○ 子ども家庭支援センターにて虐待関係の記事や絵本を掲示
子ども生活部子育て
支援課子ども家庭

支援センター
042-565-3651

238 東京都 東大和市
11月1日～
11月30日

○ 虐待予防メッセージ付きボールペンを窓口業務で使用
子ども生活部子育て
支援課子ども家庭

支援センター
042-565-3651
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239 東京都 東大和市 10月15日 オレンジリボンキャンペーン記事の市報への掲載
子ども生活部子育て
支援課子ども家庭

支援センター
042-565-3651

240 東京都 東大和市 11月21日 ○
子ども家庭支援センターにて「かるがもまつり（オレンジリボンキャン
ペーンの一環としての活動）」を開催

子ども生活部子育て
支援課子ども家庭

支援センター
042-565-3651

241 東京都 東大和市 10月15日 かるがもまつりについて市ホームページに掲載
子ども生活部子育て
支援課子ども家庭

支援センター
042-565-3651

242 東京都 東大和市 １月～12月 ○ 虐待防止について市ホームページに掲載
子ども生活部子育て
支援課子ども家庭

支援センター
042-565-3651

243 東京都 清瀬市 11月1日 ○ 清瀬駅前において、児童虐待防止に関するリーフレット等を配布する
子ども家庭

支援センター
042-495-7701

244 東京都 武蔵村山市 通年 ○
子育て応援ガイドにおいて、児童虐待の防止に資する知識や、子育て
で困った際に相談できる窓口の周知

子ども家庭
支援センター

042-590-1152

245 東京都 武蔵村山市 9月1日
福祉祭りにおいて、オレンジリボン活動の周知や子ども達に絵を描い
てもらう活動を実施（下記展示活動に繋がる内容）

子ども家庭
支援センター

042-590-1152 東京都と共催

246 東京都 武蔵村山市
11月5日～
11月15日

○
市役所ロビーにおいて、オレンジリボン活動の周知や虐待通告制度、
養育家庭に関する周知を図る展示活動を実施

子ども家庭
支援センター

042-590-1152

247 東京都 武蔵村山市 11月21日 ○
市内ショッピングモールにて、オレンジリボン活動の周知や養育家庭
制度の周知を図る配付活動

子ども家庭
支援センター

042-590-1152

248 東京都 多摩市 10月20日 たま広報「児童虐待防止月間」の市民への周知（10月20日号）
子育て総合

センター
042-355-3833

249 東京都 多摩市 11月14日 ○
児童虐待防止推進月間啓発事業の一環として、養育家庭体験発表会
を児童相談所と共催で開催

子育て総合
センター

042-355-3833

250 東京都 羽村市 10月13日
健康フェアにおいて、「子育て応援コーナー」を設置し相談に応じるほ
か、児童虐待相談窓口や養育家庭に関するりーフレットを配布する。

羽村市子ども
家庭支援センター

042-578-2882

251 東京都 羽村市 11月1日 ○

広報はむら（11月1日号）に児童虐待防止に関する通告・相談窓口に
ついて特集記事を掲載する。
（児童虐待、配偶者間等暴力(DV)、高齢者虐待、障害者虐待　合同
掲載）

羽村市子ども
家庭支援センター

042-578-2882

252 東京都 羽村市 11月26日 ○
ほっとファミリー体験発表会の開催
会場：生涯学習センターゆとろぎ

羽村市子ども
家庭支援センター

042-578-2882 立川児童相談所と共催

253 東京都 羽村市 11月30日 ○
はむら保育展において、子ども家庭支援センターコーナーを設置し、
相談窓口の案内や児童虐待防止、養育家庭に関するリーフレットや
啓発グッズを配布する

羽村市子ども
家庭支援センター

042-578-2882

都道府県 市区町村
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期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
場合、○を選択
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

254 東京都 あきる野市 10月～1月 ○

市広報紙の外、ホームページ、子ども家庭支援センター及びファミ
リーサポートセンター機関紙、子育て関連メール配信にて月間を周
知。 要保護児童対策地域協議会と立川児童相談所共催で、各関係
機関の職員等を対象とした講演会を開催予定(虐待予防と連携をテー
マに民生児童委員の改選時期に合わせ１月に開催予定)。

健康福祉部
子育て支援課

子ども家庭支援
センター係

042-550-3313

講演会は、関係機関の
方を対象としており、直
接、案内の通知を送付す
る予定。

255 東京都 西東京市 11月1日 ○
市広報誌にて「児童虐待防止推進月間」の周知をし、
児童虐待に該当する項目、相談機関窓口の案内等を掲載する。

子育て支援部
子ども家庭支援
センター相談係

042-425-3303

256 東京都 西東京市 11月9日 ○
市民まつりの会場にブースを設置し、児童虐待防止のPR活動を行う。
（児童虐待防止推進月間のチラシ・子ども家庭支援センターリーフレッ
ト、カード等を配布予定）

子育て支援部
子ども家庭支援
センター相談係

042-425-3303

257 東京都 西東京市 11月24日 ○

子育てフェスタ（諸団体の情報集約及びサークル・支援団体同士の
ネットワークの構築を目的とした、市内にて行われる子育てイベント）
の会場にブースを設置し、児童虐待防止のPR活動を行う。（児童虐待
防止推進月間のチラシ・子ども家庭支援センターリーフレット、カード
等を配布予定）

子育て支援部
子ども家庭支援
センター相談係

042-425-3303

258 東京都 瑞穂町 11月10日 ○ 瑞穂町産業まつり会場にてリーフレット等の配布
福祉部福祉課
子育て支援係

042-568-0051

259 東京都 瑞穂町 11月1日 ○ 広報誌に虐待防止に関する内容を掲載
福祉部福祉課
子育て支援係

042-568-0051

260 東京都 檜原村 11月 ○ 11月広報にて虐待防止推進月間の周知を行う 福祉けんこう課 042－598-3121

261 東京都 奥多摩町 11月5日 ○ 町広報誌において児童虐待防止月間の周知
福祉保健課

子育て推進係
0428-85-2611

262 東京都 奥多摩町 11月5日 ○ ○ 児童虐待防止や通告についてチラシを作成し全戸配布
福祉保健課

子育て推進係
0428-85-2611

263 東京都 八丈町 11月 ○ 町広報に月間の周知記事掲載 福祉健康課 04996-2-5570

14 1 神奈川県 神奈川県 10月27日

子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2013への参加協力
・県内のセブンイレブン（3ヶ所）中継点において協働イベント開催
・開催セレモニーでの幹部職員挨拶、児童相談所職員等のランナー
参加
・ゴール会場でのブース開設（グッズ配布等）

神奈川県県民局
次世代育成部
子ども家庭課

045－210-1111

2 神奈川県 神奈川県 11月17日 ○

神奈川県庁の一般公開日に「キングの塔」３階大会議室にて「児童虐
待防止キャンペーン」を実施。児童虐待防止関連のパネル展示、児童
虐待防止や,揺さぶられ乳児症候群（SBS）のDVDの上映を行います。
あわせて、児童虐待防止のリーフレット、グッズを配布します。

神奈川県県民局
次世代育成部
子ども家庭課

045－210-1111
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3 神奈川県 鎌倉市
11月1日～
11月30日

○ 市役所広報モニターに子ども虐待防止月間PRを掲載
鎌倉市こども相談

課相談室担当
0467-61-3751

4 神奈川県 鎌倉市 11月10日 ○
鎌倉市立玉縄小学校校庭で開催される玉縄祭りにて、乳幼児を対象
とした親子あそびの実施、児童虐待防止をＰＲするためのリーフレット
を配布

鎌倉市こども相談
課相談室担当

0467-61-3751

5 神奈川県 鎌倉市
11月10日

11月～15日
○

子ども虐待防止ロビー展示として、市役所ロビーにて児童虐待防止を
ＰＲするパネル展示等を実施

鎌倉市こども相談
課相談室担当

0467-61-3751

6 神奈川県 鎌倉市 11月23日 ○
鎌倉生涯学習センターで開催される鎌倉スマイルフェスタ　にて、介護
と３虐待（子ども、高齢者、障害者）防止啓発イベント
（パネル展示・ステージイベント等）を実施

鎌倉市こども相談
課相談室担当

0467-61-3751

7 神奈川県 茅ヶ崎市
10月下旬～11月中

旬
○

児童虐待防止のための普及啓発物品として、子ども虐待防止のシン
ボルマークである「オレンジリボン」と本市広報キャラクター「えぼし麻
呂」をデザインした絆創膏を8,000個作成、保育園などの子育て関係
機関・施設及び市役所こども育成部の窓口等で配布

茅ヶ崎市
 こども育成部こど
も育成部こども育

成相談課
0467-82-1111

8 神奈川県 厚木市 11月1日 ○
本厚木駅前にて児童虐待防止キャンペーンを実施し、児童虐待の通
告先の入った印刷物をポケットティッシュに入れて配布

厚木市子ども家庭
課子育て家庭相談

担当
046-225-2244

9 神奈川県 大和市
11月1日～
11月30日

○ 市内各駅等の広報掲示板に児童虐待防止啓発ポスターの掲示
大和市保育家庭課
家庭こども相談担

当
046-260-5618

10 神奈川県 大和市 11月上旬 ○
やまとオークシティ（予定）にて、児童虐待防止啓発物品（マスク等）の
配布

大和市保育家庭課
家庭こども相談担

当
046-260-5618

11 神奈川県 伊勢原市 11月8日 ○
児童虐待防止に関する街頭キャンペーン活動として、伊勢原駅前で
児童虐待防止に関する普及啓発活動を伊勢原警察と共済で実施する
予定

伊勢原市
子ども家庭相談室

0463-94-4711

12 神奈川県 伊勢原市 11月下旬 ○
関係機関管理職研修としてテーマ「（仮）児童虐待防止における管理
職の役割について」を実施

伊勢原市
子ども家庭相談室

0463-94-4711

13 神奈川県 伊勢原市 11月 ○
市内関係機関職員研修として、テーマ「虐待をしてしまうおとなの心
理、虐待を受けた子どもの心理」～児童虐待防止のために私たち地
域の担える役割とは～

伊勢原市
子ども家庭相談室

0463-94-4711

14 神奈川県 海老名市 11月20日 ○
関係機関職員を対象として、東京女子医大　小児科医　加藤　郁子先
生による「子どもに関わる支援者が出来ること　～ＣＡＲＥとは」研修会
を実施。

海老名市
子育て支援課

子ども家庭相談室
046-235-4825

15 神奈川県 座間市
11月1日～
11月30日

○
市役所エレベーターホールにて、虐待防止のパネル啓示と啓発グッズ
の配布

座間市
子育て支援課
子育て支援係

046-252-7969

16 神奈川県 座間市 11月4日 ○
ふるさとまつり会場にて、虐待防止講演会のチラシと啓発グッズ（ざま
りんのクリアファイル、ストラップボールペン）の配布

座間市
子育て支援課
子育て支援係

046-252-7969

17 神奈川県 座間市 11月21日 ○
座間市立総合福祉センター3階多目的室にて、虐待防止講演会を実
施

座間市
子育て支援課
子育て支援係

046-252-7969

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

18 神奈川県 葉山町 10月27日
「第7回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2013」に参加する
ことで町民に虐待防止を訴える。森戸神社中継所にて虐待防止の啓
発物品を配布。

葉山町
子ども育成課
子育て相談係

046-876-1111

19 神奈川県 葉山町 10月初旬
葉山町立小･中学校６校の全児童･生徒に「困ったときの相談先」を明
記したオレンジ消しゴムを配布

葉山町
子ども育成課
子育て相談係

046-876-1111

20 神奈川県 葉山町 10月6日
葉山町福祉祭りにおいて、要保護児童地域対策協議会の関係機関
の一つである社会福祉協議会が町作成の虐待防止パンフレット、ポ
スター等を町民に配布し虐待防止のＰＲを行なう。

葉山町
子ども育成課
子育て相談係

046-876-1111

21 神奈川県 開成町 11月6日 ○
どならない子育て練習講座　場所：開成町民センター
コモンセンス・ペアレントを用いて子育てやしつけで悩む保護者を対象
に、子育ての困りごとを一緒に考えコミュニケーションの練習を行う。

開成町福祉課
福祉係

0465-84-0316

1 新潟県 新潟県 11月中 ○ 新聞等での児童虐待防止の広報啓発や相談窓口の周知
児童家庭課
家庭福祉係

025-280-5926

2 新潟県 新潟県 11月～３月 ○
県内NPOと連携しての児童虐待防止に資する地域参加型講座や地
域講演会、地域研修会等の実施

児童家庭課
家庭福祉係

025-280-5926

3 新潟県 長岡市 ５月から１２月 ○
幼稚園・保育園出前研修会　NPO法人と一緒に保育園・幼稚園に出
向き乳幼児の保護者を対象に「怒鳴らない子育て講座」を開催
平成２５年度　２１園実施予定

子ども家庭課
子ども家庭
センター

0258-39-0889

4 新潟県 長岡市 １１月 ○

思春期の子どもの保護者を対象に虐待防止ストレスマネジメント講座
を実施
３回連続講座　定員：各５０人程度
会場：子育ての駅　ぐんぐん

子ども家庭課
子ども家庭
センター

0258-39-0889

5 新潟県 長岡市 10月～２月 ○
子育て支援講座（ＮＰプログラム）
７回連続講座を２回実施　定員：各１０人程度
会場：子育ての駅　栃尾すくすく、健康センター

子ども家庭課
子ども家庭
センター

0258-39-0889

6 新潟県 長岡市 通年 ○ 新生児訪問時等に「おやこスマイルガイド」の配布
子ども家庭課
子ども家庭
センター

0258-39-0889

7 新潟県 長岡市 ８月～２月 ○
児童館訪問をし啓発活動及び情報交換
３０か所訪問予定　（平成24・25年で市内の全児童館を訪問予定）

子ども家庭課
子ども家庭
センター

0258-39-0889

8 新潟県 長岡市 通年 ○
子育ての駅（屋根付き広場・子育て支援機能が一緒になった施設）に
出向き必要に応じて母親等の相談を受ける
会場　てくてく　ぐんぐん　ちびっこ広場　　各毎月１回

子ども家庭課
子ども家庭
センター

0258-39-0889

9 新潟県 長岡市 １０月
民児協の定例会に参加し、児童虐待防止の地域での見守り啓発（１
地区）

子ども家庭課
子ども家庭
センター

0258-39-0889

10 新潟県 長岡市 通年 ○
子育て支援センターに出向きグループミーティングを実施
２４か所　８０回予定

子ども家庭課
子ども家庭
センター

0258-39-0889
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11 新潟県 長岡市 通年 ○
子ども家庭センターで母親支援のグループミーティング（MCG）実施
４０回

子ども家庭課
子ども家庭
センター

0258-39-0889

12 新潟県 長岡市 １１月 ○
市政だよりに虐待防止推進月間（オレンジリボン）を特集掲載
里親周知の記事を掲載（予定）

子ども家庭課
子ども家庭
センター

0258-39-0889

13 新潟県 長岡市 １１月 ○
民生委員・児童委員全員にオレンジリボンを配付し、児童虐待防止推
進月間をPR

子ども家庭課
子ども家庭
センター

0258-39-0889

14 新潟県 長岡市 １１月 ○
アオーレビジョン（市役所に設置の大型ビジョン）にSBS予防DVD放映
及び児童虐待防止推進月間をPRを放映

子ども家庭課
子ども家庭
センター

0258-39-0889

15 新潟県 長岡市 ９月～１０月 ○
思春期向け次代の親育成事業　中学生と乳幼児のふれあいを通じ、
子どもへの愛着や命の大切さを学ぶ講座
２回連続講座   対象：市内の中学校１校

子ども家庭課
家庭支援係

0258-39-2300

16 新潟県 長岡市 通年 ○ ○ 子育ての駅を会場とした、学生と子ども・親との交流事業を実施する
子ども家庭課
家庭支援係

0258-39-2300

17 新潟県 三条市 11月5日 ○
ＦＭ放送「ピックアップ三条」で、児童虐待についての情報提供及び虐
待や子育てに関する相談、連絡先の紹介。

三条市教育委員会
・子どもの育ち

サポートセンター
0256-45-1114

18 新潟県 三条市 10月～随時 ○
こんにちは赤ちゃん事業において乳幼児の虐待防止の推進を図るた
めに、パンフレット「親の気持ち、こどもの気持ち…もしかして虐待？」
を訪問対象者全員に配布。

三条市教育委員会
・子どもの育ち

サポートセンター
0256-45-1114

19 新潟県 三条市 4月3日 小中学校養護教諭の会議に参加し、虐待防止の啓発を行う。
三条市教育委員会

・子どもの育ち
サポートセンター

0256-45-1114

20 新潟県 三条市 5月22日
児童クラブ指導員の定例会議に参加し、虐待防止のため事例検討を
実施。

三条市教育委員会
・子どもの育ち

サポートセンター
0256-45-1114

21 新潟県 三条市 7月4日
市内の産婦人科の助産師と看護師、在宅助産師の情報共有会に参
加し虐待防止の啓発を行う。

三条市教育委員会
・子どもの育ち

サポートセンター
0256-45-1114

22 新潟県 三条市 7月13日
県央応急診療時所の研修会に参加し、児童虐待の見分け方その後
の対応のしかたについて研修を実施。

三条市教育委員会
・子どもの育ち

サポートセンター
0256-45-1114

23 新潟県 三条市
6～10月で

毎月と1月2月

子育て支援講座（ＮＰプログラム）
６回連続講座を４回実施　定員：１２人程度
会場：子育て支援センター

三条市教育委員会
・子育て支援課

0256-45-111３

24 新潟県 柏崎市 10月5日
市広報誌（10月5日号全戸配布）において、親と子の自己肯定感を育
むための子育てハッピーアドバイス講演会開催を紹介し、子育て中の
市民の応援と、虐待発生予防への周知を図る

教育委員会
子育て支援センター

地域子育て係
0257-20-4210

25 新潟県 柏崎市 10月24日 子育てハッピーアドバイス（子どもの虐待防止講演会）を開催
教育委員会

子育て支援センター
地域子育て係

0257-20-4210

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

26 新潟県 柏崎市 10・1１月 ○
保育園･幼稚園･小中学校等にオレンジリボンを配布し、活動の周知を
図る

教育委員会
子育て支援センター

地域子育て係
0257-20-4210

27 新潟県 柏崎市 11月5日 ○
市広報誌（11月5日号全戸配布）において、１１月の児童虐待防止推
進月間を紹介し、市民に虐待発生予防への周知を図る

教育委員会
子育て支援センター

地域子育て係
0257-20-4210

28 新潟県 新発田市 5月 虐待対応マニュアルを保育園・幼稚園・小中学校へ配布 こども課 0254－22－3101

29 新潟県 新発田市 7月 小中学校管理職を対象とした児童虐待対応研修の実施 こども課 0254－22－3101

30 新潟県 新発田市 7・8月
市内高校生を対象に「保育ボランティア」を募集。市内の保育園で乳
幼児とのふれ合い体験の機会を提供

こども課 0254－22－3101

31 新潟県 新発田市 11月 ○ 広報紙に虐待に関する特集記事を掲載 こども課 0254－22－3101

32 新潟県 新発田市 11月 ○
保育園・幼稚園児保護者向けに子育て相談・虐待相談窓口を紹介す
るリーフレットを配布

こども課 0254－22－3101

33 新潟県 小千谷市 10月25日
市広報誌において、児童虐待防止推進月間（11月）を掲載し、虐待の
早期発見・早期対応について周知を図る。

社会福祉課
子育て支援係

0258-83-3517

35 新潟県 十日町市 通年 ○

市独自に作成した「子育て支援ガイドブック」に児童虐待防止に関して
掲載。妊娠届（初産婦）、転入時に配布。乳幼児健診会場、子育て支
援センター、公民館等に配置。保育園、幼稚園、小・中学校、主任児
童委員等に配布。

子育て支援課
保育園係

025-757-9169

36 新潟県 十日町市 10月30日 学校職員を対象に子ども虐待対応研修会開催
子育て支援課

保育園係
025-757-9169

37 新潟県 見附市 11月 ○ 「広報見附」にて児童虐待防止推進月間について周知 こども課 0258-62-1700

38 新潟県 見附市 11月20日 ○ 地域の子育て支援を目的にした子育て講演会を開催 こども課 0258-62-1700

39 新潟県 見附市 10～11月 ○ ゆったり子育て講座（NPプログラム）を開催 こども課 0258-62-1700

41 新潟県 燕市 通年
家庭児童相談員を配置し、児童虐待・子育ての相談窓口を設け、毎
月広報で周知している。

福祉課
児童福祉係

0256-77-8185

42 新潟県 糸魚川市 通年
市内小・中学校、保育園、幼稚園を訪問し、要対協の説明と市で作成
した子ども虐待防止対応の手引きを配布。

教育委員会
こども課

025-552-1511
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

43 新潟県 糸魚川市 11月28日 ○ 関係機関を対象に虐待防止に関する内容で講演会を開催。
教育委員会

こども課
025-552-1511

44 新潟県 糸魚川市 11月 ○ 市の広報誌で虐待防止月間について周知。
教育委員会

こども課
025-552-1511

45 新潟県 糸魚川市 11月 ○
児童虐待防止の啓発品として、市の担当課や連絡先・標語を印刷し
たチラシを同封したポケットティッシュ等の配布。

教育委員会
こども課

025-552-1511

46 新潟県 妙高市 11月 ○ 市の広報で虐待防止月間及びオレンジリボンキャンペーンを周知
こども教育課
子育て支援係

0255-74-0039

47 新潟県 五泉市 5月～10月 ○
「赤ちゃんふれあい体験」中学3年生の各クラスが参加。4か月健診等
を活用し母子とふれあいをもつ。育児体験を聞き命の尊さを学ぶ

こども課
子育て支援係

0250‐43‐3911

48 新潟県 五泉市 9月～12月 ○ ○
「生と性の思春期教室」中学２ないしは3年生の各クラスに思春期相談
士の資格を持つ助産師が講師になり生や性の大切さについて話をす
る。

こども課
子育て支援係

0250‐43‐3911

49 新潟県 五泉市 10月 ”広報ごせん”にて11月の「一般向け虐待防止講演会」のＰＲを掲載
こども課

子育て支援係
0250‐43‐3911

50 新潟県 五泉市 11月 ○ ”広報ごせん”にて虐待防止月間の特集を組む
こども課

子育て支援係
0250‐43‐3911

51 新潟県 五泉市 11月 ○ 庁内、公共機関にオレンジリボン・市作成ポスター等を設置ＰＲする
こども課

子育て支援係
0250‐43‐3911

52 新潟県 五泉市 11月 ○
市作成リーフレット、こども向け虐待予防カードを公共機関に設置。
リーフレットは11月の講演会で配布予定

こども課
子育て支援係

0250‐43‐3911

53 新潟県 五泉市 11月17日 ○ 「一般向け虐待防止講演会」の開催
こども課

子育て支援係
0250‐43‐3911

54 新潟県 五泉市 5.8.11.2月 ○
「マタニティーセミナーパート２」でこれから親になる人が「父親の子育
て体験談」を聞き、育児の楽しさや協力し合う育児等を学ぶ

こども課
子育て支援係

0250‐43‐3911

55 新潟県 五泉市 通年 ○
新生児訪問時「産後うつ病」早期発見のためにエジンバラの質問票を
実施。その際、説明リーフレットによる説明あり。

こども課
子育て支援係

0250‐43‐3911

56 新潟県 五泉市 通年 ○

「赤ちゃんファイル」を出生届時に配布。子育て中の人が乳幼児の成
長過程を知り、対応方法や、愛着の必要性を理解できる。また健診で
はそれを使い活用普及している。（産後うつのことや家族の対応など
あり）

こども課
子育て支援係

0250‐43‐3911

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

57 新潟県 五泉市 6月～3月 ○
1～2か月児の育児セミナーを開催。保護者が「乳幼児揺さぶられ症
候群予防」のDVD視聴と泣きの対応を学ぶとともに、抱き方や赤ちゃ
ん体操の実技等を修得する。仲間づくりの機会とする。

こども課
子育て支援係

0250‐43‐3911

58 新潟県 五泉市 1月
子育て講座を各子育て支援センターで実施。子育て中の保護者が児
童虐待の実態を知り、子育てを一人で抱えず、みんなで育ちあうこと
の大切さを知る。

こども課
子育て支援係

0250‐43‐3911

59 新潟県 五泉市
6月、7月、
10月、11月

○
親支援講座（ＮＰプログラム）
７回連続講座を２回実施　定員：１５人程度
会場：保健センター

こども課
子育て支援係

0250‐43‐3911

60 新潟県 上越市 6月1日
市内に配布する広報に、子どもの虐待に関しての無料相談案内を掲
載。

健康福祉部
こども課

家庭福祉・給付係
025-526-5111

61 新潟県 上越市 10月24日 ラジオ番組に出演し、児童虐待防止の啓発を行う。
健康福祉部

こども課
家庭福祉・給付係

025-526-5111

62 新潟県 上越市 11月1日 ○
市内に配布する広報に、子どもの虐待に関しての説明文や無料相談
案内を掲載。

健康福祉部
こども課

家庭福祉・給付係
025-526-5111

63 新潟県 上越市 11月 ○
児童虐待防止の啓発品として、市の担当課や連絡先・標語を印刷し
たチラシを同封したマスクの配布。

健康福祉部
こども課

家庭福祉・給付係
025-526-5111

64 新潟県 阿賀野市 11月 ○ 市の広報紙に児童虐待予防月刊についての記事を掲載
社会福祉課
児童相談係

0250-62-2510

65 新潟県 阿賀野市 11月 ○ 市内保育園・幼稚園を通じて、子ども虐待防止のリーフレット配布
社会福祉課
児童相談係

0250-62-2510

66 新潟県 阿賀野市 通年
市内保育園・幼稚園を巡回訪問（園児の情報交換と家庭児童相談の
状況報告）

社会福祉課
児童相談係

0250-62-2510

67 新潟県 阿賀野市 11月 ○ 市内全子育て支援センターで保健師による虐待予防ミニ講話を実施
社会福祉課
児童相談係

0250-62-2510

68 新潟県 阿賀野市 7月 ○ 赤ちゃんふれあい体験
健康推進課

母子係
0250-62-2510

69 新潟県 阿賀野市 2月 関係者研修会
社会福祉課
児童相談係

0250-62-2510

70 新潟県 阿賀野市 11月、3月 ○ 親子の絆づくりプログラム（BPプログラム）の実施。
社会福祉課
児童相談係

0250-62-2510
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都道府県 市区町村
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期間・日

11月に実施する
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た取組に該当する
場合、○を選択
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

71 新潟県 阿賀野市 2月 Nobody's perfect・完璧な親なんていない！（NPプログラム）の実施
社会福祉課
児童相談係

0250-62-2510
ことばとこころの相談室との
共催

72 新潟県 佐渡市 １１月 ○ 市報さど１１月号に、児童虐待防止月間の関連記事、標語を掲載。
佐渡市児童家庭支

援センター
0259-63-5222

73 新潟県 魚沼市 4月 教職員・保育従事者のための「児童虐待相談・支援ガイド」配布
魚沼市教育委員会

子ども課小出子育て
支援センター

025-792-6356

74 新潟県 魚沼市 10月25日 児童虐待防止推進月間について広報誌で周知する
魚沼市教育委員会

子ども課小出子育て
支援センター

025-792-6356

75 新潟県 魚沼市 11月5日 ○
こんにちわ赤ちゃん訪問従事者に、市の児童虐待の現状や課題につ
いて説明を行う

魚沼市教育委員会
子ども課小出子育て

支援センター
025-792-6356

76 新潟県 南魚沼市 4月中 小中学校保護者向けに虐待防止に関するチラシを配布 子育て支援課 025-773-6822

77 新潟県 南魚沼市 5月中
民生児童委員協議会で児童虐待の予防及び虐待通告制度について
説明し、協力依頼を実施

子育て支援課 025-773-6822

78 新潟県 南魚沼市 11月1日 ○
市広報紙に児童虐待防止推進月間の記事と虐待に関する知識や相
談窓口について掲載

子育て支援課 025-773-6822

79 新潟県 南魚沼市 通年 ○
子育て支援課から発送する封筒全てにオレンジリボンのゴム印を押
印し、オレンジリボン活動の周知を図る

子育て支援課 025-773-6822

80 新潟県 南魚沼市 通年 ○ 市HPに虐待に関する知識や相談窓口について掲載 子育て支援課 025-773-6822

81 新潟県 胎内市 11月 ○
市広報紙、およびホームページにおいて、「児童虐待防止推進月間」
の記事を掲載。

健康福祉課 0254-43-6111

82 新潟県 胎内市 毎月1回 ○ 市広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載 健康福祉課 0254-43-6111

83 新潟県 胎内市 通年 ○ ○
母子手帳に児童相談所全国共通ダイヤル携帯用カードを封入して、
妊娠届時に配布

健康福祉課 0254-43-6111

86 新潟県 田上町 11月中 ○ 町広報紙及びホームページへ虐待防止にかかる広報を掲載 保健福祉課 0256-57-6112

87 新潟県 阿賀町 11月中随時 ○
児童虐待の定義、通告義務に関する事項及び里親関係のＴＶ電話に
よる広報

健康福祉課 0254-92-5763

88 新潟県 出雲崎町 11月7日 ○ ○ 町広報誌に虐待月間、虐待に関する相談先、連絡先等を掲載 保健福祉課 0258-78-2293

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

89 新潟県 出雲崎町 1月～3月 ○
保育士、小中学校の教職員を対象に「愛着障害と児童虐待」をテーマ
に研修会を実施

保健福祉課 0258-78-2293

90 新潟県 湯沢町 11月 ○ 相談窓口の周知 健康福祉課 025－784－3149

91 新潟県 湯沢町 5月～3月（月1回） ○
子育てに自信が持てなかったり、躾がわからないなど、子育てに不安
のある人が子育て、親育ちをするための講座を開催。（リフレッシュや
友達作りを兼ねており、喫茶と託児付）

健康福祉課 025－784－3149

92 新潟県 津南町 10月から12月 ○
ＮＰプログラム
7回1コースで定員10名程度
会場：津南町文化センター

福祉保健課 025‐765‐3114

93 新潟県 津南町 11月 ○ 町の広報紙に児童虐待防止の関連記事を掲載 福祉保健課 025‐765‐3114

94 新潟県 刈羽村 11月 ○ 村ＣＡＴＶにおいて児童虐待についての連絡先等を放映
福祉保健課
教育委員会

0257-45-3916
0257-45-3933

16 1 富山県 富山県 9月25日 小児科医等向け児童虐待防止研修会の開催
厚生部

児童青年家庭課
076-444-3207

2 富山県 富山県
10月12日～
１０月13日

児童養護施設職員等の養育技術向上研修会
厚生部

児童青年家庭課
076-444-3207

3 富山県 富山県 10月14日 産婦人科医等向け児童虐待防止研修会の開催
厚生部

児童青年家庭課
076-444-3207

4 富山県 富山県 10月～3月 ○
地域で乳幼児を育てている保護者等を対象に、保護者支援プログラ
ム（ＮＰ・ＢＰ・ＣＳＰ）の出前講座を実施

厚生部
児童青年家庭課

076-444-3207

5 富山県 富山県 11月1日 ○ オレンジリボン運動等キャラバン隊を各市町村に派遣
厚生部

児童青年家庭課
076-444-3207

6 富山県 富山県 下半期 市町村の要保護児童対策関係者向け研修会の開催
厚生部

児童青年家庭課
076-444-3207

7 富山県 富山市 11月5日 ○ 市広報に虐待防止啓発記事を掲載
福祉保健部
こども福祉課

076-443-2038

8 富山県 富山市
11月1日～
11月30日

○ 市内電車・バス停等に虐待防止啓発広告を掲載
福祉保健部
こども福祉課

076-443-2038

9 富山県 富山市
11月1日～
11月30日

○ 市施設内において虐待防止啓発のためのパネルを展示
福祉保健部
こども福祉課

076-443-2038
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

10 富山県 富山市 11月9日 ○
市要保護児童対策地域協議会構成員の資質向上のための研修会
（講演会）を開催　テーマ：「児童虐待と地域の連携について～初期対
応と家族の支援～」

福祉保健部
こども福祉課

076-443-2038

11 富山県 富山市 11月 ○
市保健センターにおいて乳幼児健診に訪れた保護者等に対して虐待
防止啓発パンフレットとグッズを配布

福祉保健部
こども福祉課

076-443-2038

12 富山県 富山市 11月 ○
市内の小中学校、幼稚園、保育所を通じて全家庭に虐待防止啓発パ
ンフレットを配布

福祉保健部
こども福祉課

076-443-2038

13 富山県 富山市 随時
出前講座として市内の各地域へ出向き虐待防止に関する市の取り組
み等について説明

福祉保健部
こども福祉課

076-443-2038

14 富山県 富山市 随時
市要保護児童対策地域協議会構成員等が開催するイベントにＰＲ
ブースを設置し、市の取り組みを紹介するとともに虐待防止啓発パン
フレットを配布

福祉保健部
こども福祉課

076-443-2038

15 富山県 高岡市 11月 ○
児童虐待防止、子育てや虐待相談機関の周知を図るチラシを作成し
市広報紙に折り込み全戸に配布

福祉保健部
児童育成課

0766‐20‐1379

16 富山県 高岡市 年間 児童虐待防止啓発小冊子を作成、乳児健診の際に配布
福祉保健部
児童育成課

0766‐20‐1379

17 富山県 魚津市 11月 ○ 『広報うおづ11月号』に「児童虐待防止推進月間」記事の掲載
民生部こども課
子育て支援係

0765-23-1006

18 富山県 魚津市 9～10月 ○

「乳幼児と中学生のふれあい体験事業」
9～10月、市内中学校（１校）３年生を対象に、２回講座。１回目は助産
師の講話（生命のはじまりや大切さ、尊さ、つながりについて）、２回目
は乳幼児とその母と触れ合う。

民生部健康セン
ター母子保健係

0765-24-3999

19 富山県 魚津市 9～11月 ○ ○

「いのちの教育推進事業」
９～１１月、市内小学校（４校）４または５年生を対象に、命の大切さや
誕生について助産師の講話を実施。うち２校は乳幼児とその母と触れ
合う。

教育委員会
学校教育課

0765-23-1044

20 富山県 氷見市
４月23日

１１月１９日
○

地域子育てセンターにおいて乳幼児の保護者を対象に、虐待の実態
について説明会を開催する。

市民部福祉課
子育て応援担当

0766-74-8117

21 富山県 氷見市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間を周知する。
市民部福祉課

子育て応援担当
0766-74-8117

22 富山県 滑川市 7月26日 児童虐待防止に関する講演会 「みんなで支え合う地域作り」 子ども課 076-475-2111

23 富山県 滑川市 11月 ○ 児童虐待防止啓発の広報掲載 子ども課 076-475-2111

24 富山県 砺波市 11月 ○ ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する定義や相談窓口の周知
教育委員会こども課

児童家庭係
0763－33－1111

都道府県 市区町村
実施（予定）
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

25 富山県 小矢部市 10月10日 １０月号市報 民生部社会福祉課 0766-67-8603

26 富山県 射水市 11月1日 ○ 市広報紙への「児童虐待防止推進月間」の記事の掲載
福祉保健部

子育て支援課
0766-82-1965

27 富山県 上市町 11月 ○ 保健センター・保育所等に相談窓口周知のためのチラシを配布
福祉課
児童班

076-472-1111

28 富山県 入善町 通年
虐待総合窓口の設置
児童虐待のみでなく、全ての虐待に対する総合窓口の設置
相談窓口の明確化、体制強化

健康福祉課
地域福祉係

0765-72-1100

29 富山県 入善町 通年
町ホームページによる虐待（児童虐待）に関する情報提供と相談窓口
の紹介

健康福祉課
地域福祉係

0765-72-1100

30 富山県 入善町
5月、8月、
11月、2月

○ ○
パパとママの育児教室
妊娠中のママとそのパパに幼い子の特徴や育児について学べる機会
の提供

健康福祉課
健康増進係

（保健センター）
0765-72-0343

31 富山県 入善町 6月、7月 ○

中学校での「命の教室」
（講義と赤ちゃんのふれあい体験）
将来、親になりうる中学校２年生を対象に、実際の赤ちゃんとふれあう
体験などをとおして幼い子どもの特徴や育児について学べる機会の
提供

健康福祉課
保健指導係

（保健センター）
0765-72-0343

32 富山県 朝日町 11月1日 ○ ○ 町広報紙において、子育てや児童虐待相談窓口の周知 住民・子ども課 0765-83-1100

17 1 石川県 石川県 １０月～１１月 ○ 各市町で開催されるイベントにおいてオレンジリボンブースの設置 少子化対策監室 076-225-1421

2 石川県 石川県 １１月 ○ 県庁舎に横断幕の掲示 少子化対策監室 076-225-1421

3 石川県 石川県 １１月 ○
バスやタクシー、医療機関、公共施設などにポスターやステッカーの
掲示

少子化対策監室 076-225-1421

4 石川県 石川県 11月1日 ○ 街頭キャンペーンの実施 少子化対策監室 076-225-1421

5 石川県 石川県 11月17日 ○
プロサッカーチームと連携し、本県の試合会場において、チラシやグッ
ズの配布

少子化対策監室 076-225-1421

6 石川県 石川県 11月～ ○ 県洋菓子協会加盟店にてオレンジリボンケーキの販売 少子化対策監室 076-225-1421

7 石川県 石川県 10月27日
子育て支援メッセにおけるオレンジリボンにちなんだ和菓子の手作り
体験

少子化対策監室 076-225-1421
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8 石川県 七尾市 11月30日 ○ 親子ふれあいイベント（七尾サンライフプラザ中ホール）
七尾市役所

子育て支援課
0767-53-8445

9 石川県 七尾市 11月中 ○ オレンジリボンツリーの作成（市内子育て支援センター）
七尾市役所

子育て支援課
0767-53-8445

10 石川県 七尾市 11月中 ○ オレンジリボン顔出しパネルの設置（市内子育て支援センター）
七尾市役所

子育て支援課
0767-53-8445

11 石川県 七尾市 11月中 ○ 関係機関に七尾市独自で作成した相談先カード・チラシの配布
七尾市役所

子育て支援課
0767-53-8445

12 石川県 小松市 6月21日
小松市保育連絡協議会の子育て支援コーディネーター対象の研修会
において虐待予防、早期発見について児童相談所から講師を招き研
修会を実施

市民福祉部
こども家庭課
小松市保育
連絡協議会

0761-24-8073

13 石川県 小松市 7月 ○
市内の全保育園、幼稚園、小児科、産婦人科、母子保健センター児
童相談所にＤＶＤ「赤ちゃんがなきやまない」を配布し利用、貸し出しの
提案と実施

市民福祉部
こども家庭課

0761-24-8073

14 石川県 小松市 7月 ○ 市役所職員にＤＶＤ「赤ちゃんがなきやまない」貸し出しを         実施
市民福祉部
こども家庭課

0761-24-8073

15 石川県 小松市 10月 ○
小松市のゆるキャラとオレンジリボンのコラボオリジナル缶バッジを作
成し職員が身に付ける。

市民福祉部
こども家庭課

0761-24-8073

16 石川県 小松市 11月2日 ○ ○
小松市保育連絡協議会保育部会の保育士対象の研修会において児
童虐待防止に関する講演会を開催

市民福祉部こども
家庭課小松市保育

連絡協議会
0761-24-8073

17 石川県 小松市 11月2日 ○
ショッピングモールにおいてゆるキャラ「カブッキー」と一緒に児童虐待
に関するグッズ、チラシ,オリジナル缶バッジ等の
配布

市民福祉部
こども家庭課

0761-24-8073

18 石川県 輪島市 11月 ○ ○ 高校の文化祭にてPR 福祉課 0768-23-1161

19 石川県 加賀市 11月17日 ○
虐待とは？講師森田　喜治教授(龍谷大)　加賀市中央図書館
臨床心理士として養護施設で多くの被虐待児との関わりからお話いた
だく

こども課 0761-72-2565
主催いなみえん
共催　加賀市

20 石川県 羽咋市 通年 ○ ○
妊娠届け時面接：子育てで困った彩に相談できる窓口の周知（保健セ
ンター）

健康福祉課
健康推進係

0767-22-1115

21 石川県 羽咋市 １０月 ○ ○
はくい福祉まつりにおいて、虐待防止を呼びかるオレンジリボンツリー
の作成と市内保育所での展示

健康福祉課
子育て支援係

0767-22-1114

22 石川県 羽咋市 １１月 ○ ○
要保護児童対策地域協議会主催の講演会開催
テーマ「疲れない子育て」

健康福祉課
子育て支援係

0767-22-1114
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23 石川県 かほく市 11月2日 ○
イオンかほくショッピングセンターにて児童虐待防止啓発グッズの配
布

市民部
健康福祉課

076-283-7121

24 石川県 白山市 10月20日
地域活動クラブで開催する「あそびのつどい」において、オレンジリボ
ンコーナーを設け、来場者にＰＲする。（会場：松任総合運動公園体育
館）

子育て支援課
児童福祉係

076-274-9527

25 石川県 能美市 １１月 ○

・市役所庁舎内にポスター掲示、リーフレット配布と窓口や関係機関
に設置
・職員、関係者のスタッフジャンパーと布製オレンジリボンの着用
・公用車のオレンジリボンステッカー掲示

子育て支援課 (0761)58－2232

26 石川県 野々市市 １１月 ○ 市役所庁舎内にオレンジリボンのモニュメントを設置
健康福祉部

子育てあんしん課
076-227-6077

27 石川県 川北町 11月1日～30日 ○
期間中、役場・保健センター等の公共施設の窓口にリーフレットや啓
発グッズ等を設置

福祉課 076-277-1111

28 石川県 川北町 11月1日 ○
町広報誌において、児童虐待防止・ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝ運動、町の相談窓口
等について紹介

福祉課 076-277-1111

29 石川県 川北町 11月3日 ○
町の文化祭にて、ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝｺｰﾅｰを設け、リーフレットや啓
発グッズ等を設置

福祉課 076-277-1111

30 石川県 津幡町 10月中 町広報誌においてオレンジリボンキャンペーンについてお知らせ
津幡町役場健康福
祉課子ども相談係

076-288-7926

31 石川県 津幡町 11月中 ○
町広報誌やｹｰﾌﾞﾙTVにて児童虐待防止の啓発とオレンジリボンキャ
ンペーン活動記事掲載

津幡町役場健康福
祉課子ども相談係

076-288-7926

32 石川県 津幡町 11月1日～30日 ○ 町役場に隣接する公園でオレンジリボンのネオンサイン点灯
津幡町役場健康福
祉課子ども相談係

076-288-7926

33 石川県 津幡町 11月2日 ○ 大型量販店でゆるキャラが児童虐待防止啓発物品配布
津幡町役場健康福
祉課子ども相談係

076-288-7926 町DV撲滅運動と一緒に行う

34 石川県 津幡町 10月20日
町健康まつり（森林公園）にて、ぬり絵コーナーを設置し、ぬりえの裏
面に町相談窓口と子育て支援のメッセージ印刷。

津幡町役場健康福
祉課子ども相談係

076-288-7926

35 石川県 津幡町 11月8日 ○
津幡町役場で要保護児童対策地域協議会講演会開催：「～地域資源
とつながる～ソーシャルワークの視点」

津幡町役場健康福
祉課子ども相談係

076-288-7926

36 石川県 津幡町 11月15日 ○
民生児童委員連絡協議会でオレンジリボン（布製）と子育て家庭見守
りメッセージ配布

津幡町役場健康福
祉課子ども相談係

076-288-7926

37 石川県 津幡町 11月始め ○
病院・公民館・学校・保育園等の関係機関に国や県のポスターと共に
町相談窓口・オレンジリボン憲章等の印刷物配布

津幡町役場健康福
祉課子ども相談係

076-288-7926
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38 石川県 内灘町 10月
子育て川柳を支援センター利用者から募集し、広報及び支援センター
で掲載・掲示

町民生活課
子育て支援センター

076-238-3233 　

39 石川県 内灘町 11月 ○ ○ 町の広報に、児童虐待防止及び相談窓口についての記事を掲載
町民生活課

子育て支援センター
076-238-3233

40 石川県 内灘町 11月 ○
乳幼児健診時に、リーフレット及び相談窓口等周知のためのチラシを
作成

町民生活課
子育て支援センター

076-238-3233

41 石川県 内灘町 11月8日 ○ ○ 内灘駅前にて、リーフレット及び相談窓口周知のためのチラシを配布
町民生活課

子育て支援センター
076-238-3233

42 石川県 内灘町 11月13日 ○
児童虐待問題に対する関心と理解をもっていただくため、講師を招い
て、町の児童福祉に関係する方や、地域住民の方へ講演会を行う。

町民生活課
子育て支援センター

076-238-3233

43 石川県 内灘町
６月、７月、

12月

育児に対する不安や困難、虐待に悩む母親が増加しており、その要
因は母親が妊娠中から抱えている不安やストレス、環境などが関係し
ている。ハイリスク妊婦に対して育児不安が軽減できるよう、妊娠中か
ら育児を楽しむ大切さを考え不安軽減と環境づくりを目的とし教室を
実施する。

保険年金課
保健センター

076-286-6101

44 石川県 内灘町 毎月 ○
地域で孤立しがちな若年妊産婦に場を提供し、交流を図り不安の解
消や仲間づくりにつなげるように支援する。また、セミナーを通して、
良好な母子形成を図り継続的な育児ができるよう支援する。

保険年金課
保健センター

076-286-6101

45 石川県 志賀町 11月3日 ○
町文化ホールでの文化祭来場者に対し、児童虐待防止の啓
発用リーフレット配布。

住民課
児童相談係

0767-32-9122

46 石川県 志賀町 11月 ○
公用車にステッカー貼付。町広報誌やホームページに児童
虐待予防の啓発記事掲載。

住民課
児童相談係

0767-32-9122

47 石川県 志賀町 12月1日
町保健福祉センターでの健康フェア来場者に対し、児童虐待
防止の啓発用リーフレット配布。

住民課
児童相談係

0767-32-9122

48 石川県 宝達志水町 11月13日 ○
民生委員定例会で当町における虐待の現状についての講演会を開
催

住民課 0767-29-8120

49 石川県 宝達志水町 11月 ○ 駅やスーパーマーケットでの街頭キャンペーンを開催し、チラシを配布 住民課 0767-29-8120

50 石川県 中能登町
１１月2日～
11月４日

○
文化祭開催会場において、児童虐待防止推進月間ポスター・
リーフレット・しおりの配布を行う。

住民福祉課
保育係

0767-72-3134

51 石川県 穴水町 11月3日 ○ 文化祭の会場で、啓発グッズ等の配布及びモニュメントの設置 児童館 0768-52-3220

52 石川県 能登町 １１月 ○ 庁舎や児童館にて、啓発チラシやグッズの配布
健康福祉課

児童福祉グループ
0768-72-2512

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

18 1 福井県 福井県 １１月 ○ 広報誌への掲載
健康福祉部

子ども家庭課
0776-20-0343

2 福井県 福井県 １１月 ○ 啓発パネル展（県内4ヵ所）
健康福祉部

子ども家庭課
0776-20-0343

3 福井県 福井県 11月 ○ 公用車に相談ダイヤルが書かれたシートをつける
健康福祉部

子ども家庭課
0776-20-0343

4 福井県 福井県 11月 ○ 県内の鉄道の駅へのポスターの掲示
健康福祉部

子ども家庭課
0776-20-0343

5 福井県 福井県 12月 ○ 児童虐待防止啓発PRテープの作成
健康福祉部

子ども家庭課
0776-20-0343

6 福井県 福井県 8月28日
児童虐待防止についての講演会（千葉大学教授　保坂亨氏、生活学
習館）

坂井健康福祉
センター

福祉健康増進課
0776-73-0609

他健康福祉センターと合同
開催

7 福井県 福井県 １月 児童虐待防止についての研修会
坂井健康福祉

センター
福祉健康増進課

0776-73-0609

8 福井県 福井県 通年 ○
育児不安を抱える保護者にグループワークの場を提供、精神科医や
臨床心理士の個別相談

坂井健康福祉
センター

福祉健康増進課
0776-73-0609

9 福井県 福井県
11月25日

13:30～15:30
○

育児不安サポート事業（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ、個別相談）の開催
勝山市福祉健康センターすこやか
・児童虐待防止ﾘｰﾌﾚｯﾄ等の配布

福井県奥越健康
福祉センター

地域保健福祉課
0779-66-2076

10 福井県 福井県 11月 ○ 庁舎玄関先にオレンジリボンツリーを設置
福井県奥越健康

福祉センター
地域保健福祉課

0779-66-2076

11 福井県 福井県 8月26日
主任児童委員、保育士、学校教諭等を対象とした児童虐待防止に関
する研修会を実施

若狭健康福祉
センター福祉課

0770-52-1300

12 福井県 福井市 11月 ○ 市政広報に、児童虐防止の特集記事を掲載
福祉保健部

子ども福祉課
0776-20-5412

13 福井県 福井市 11月12日 ○ 福井駅前で、児童虐待防止啓発グッズを配付
福祉保健部

子ども福祉課
0776-20-5412

14 福井県 福井市 11月 ○
福井市要保護児童対策地域協議会の関係機関職員及びアオッサ職
員に胸元に装着できるオレンジリボンを配付。

福祉保健部
子ども福祉課

0776-20-5412

15 福井県 福井市 11月 ○ 福井市役所に児童虐待防止ののぼりを設置
福祉保健部

子ども福祉課
0776-20-5412

16 福井県 福井市 11月20日 ○ アオッサ5階子ども家庭センター子育て支援室にて啓発イベント実施
福祉保健部

子ども福祉課
0776-20-5412
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

17 福井県 敦賀市 8月1日
児童虐待防止講演会を実施
（テーマ：児童虐待とその心理的影響について）

福祉保健部
児童家庭課

0770-22-8223

18 福井県 敦賀市 10月8日
市広報紙１１月号（１０月８日発行）に児童虐待防止についての記事を
掲載

福祉保健部
児童家庭課

0770-22-8223

19 福井県 敦賀市
11月1日～
11月30日

○ 市行政チャンネルにて児童虐待防止の記事を放映
福祉保健部
児童家庭課

0770-22-8223

20 福井県 敦賀市
11月1日～
11月30日

○ 市ホームページにて児童虐待防止の記事を掲載
福祉保健部
児童家庭課

0770-22-8223

19 1 山梨県 山梨県 11月6日 ○

児童虐待の防止、早期発見、理解を促すため、保育士・幼稚園教諭、
小中学校教職員、施設職員、市町村、関係機関の職員及び虐待問題
に関心のある県民を対象に、児童虐待防止に関連する研修会を実施
している。

山梨県福祉保健部
児童家庭課

055-223-1457

2 山梨県 山梨県 １１月 ○ 児童虐待に関わるテレビスポットＣＭの放映
山梨県福祉保健部

児童家庭課
055-223-1457

3 山梨県 山梨県 通年 ○
県広報紙及びＨＰにおいて、児童虐待防止に関する県の施策を紹介
（１１月の広報には、児童虐待防止推進月間である旨を載せる）

山梨県福祉保健部
児童家庭課

055-223-1457

4 山梨県 富士吉田市 １１月 ○ 市広報誌において、児童虐待に関する情報及び相談窓口の周知 子育て支援課
0555-22-1111（内

線465）

5 山梨県 富士吉田市 通年 ○
市広報誌及び市ホームページに24時間受付の虐待ホットラインにつ
いて掲載

子育て支援課
0555-22-1111（内

線466）

6 山梨県 都留市 9月10日、12日 ○
高校生の赤ちゃん抱っこ体験授業（赤ちゃんを抱っこしたり触れ合っ
たりしながら、命の尊さ・妊娠・出産・育児の意味を考える）

健康推進課 0554-46-5112

7 山梨県 都留市 8月5日 ○
中学生へ保健師による「自分の命の道のり」の講話（命の尊さについ
て学ぶ）

健康推進課 0554-46-5112

8 山梨県 都留市 通年 ○ 児童虐待防止について、市のホームページで周知 福祉課 0554-46-5112

9 山梨県 山梨市 11月 ○
広報11月号（10月末全戸配布）へ虐待防止推進月間と通告義務につ
いての方法等掲載

福祉事務所
児童福祉担当

0553-22-1111

10 山梨県 大月市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待に関する知識や相談できる窓口の周知
市民生活部福祉課

子ども家庭総合
支援センター

0554-23-1168

11 山梨県 韮崎市 １１月 ○ 市役所及び市民交流センターに懸垂幕を設置
福祉課

子育て支援担当
0551-22-1111

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

12 山梨県 南アルプス市 11月 ○
市広報において児童虐待防止に関する周知および通告制度に関する
周知等

保健福祉部
福祉総合相談課
家庭児童相談室

055-282-6049

13 山梨県 北杜市 11月5日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関するものを掲載
福祉部子育て支援

課
0551-42-1332

14 山梨県 北杜市 7月～12月 ○ 独自のリーフレットで児童虐待防止に関することをPR
福祉部子育て支援

課
0551-42-1332

15 山梨県 甲斐市 １１月 ○ 児童虐待防止推進月間のPRを市の広報誌へ掲載 子育て支援課 055-278-1692

16 山梨県 笛吹市 11月 ○

児童虐待防止に関する『講演会』の開催
・来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレットや、児童相
談所全国共通ダイヤルの周知カードを配布する。
・児童虐待防止を周知するメッセージを記載したポケットティッシュを
配布する。

保健福祉部児童課
児童家庭担当

055-261-1904

17 山梨県 上野原市 １１月 ○ 児童虐待予防月間について市広報掲載
福祉課

子育て支援担当
0554-62-3115 11月号掲載

18 山梨県 上野原市 １１月 ○
児童虐待予防月間について市ホームページ掲載
児童虐待相談・通告窓口について市ホームページ掲載

福祉課
子育て支援担当

0554-62-3115 11月から掲載

19 山梨県 中央市 4月26日 要保護児童対策地域協議会総会後に記念講演実施
福祉保健部

子育て支援課
055-274-8557

20 山梨県 中央市
5月28日、29日、

6月6日
○

思春期赤ちゃん抱っこ体験学習　中学3年生、命の教育を兼ねて実際
に赤ちゃん抱っこ、おむつ交換、ミルク与え、母の体験談を聞く学習授
業

福祉保健部
子育て支援課

055-274-8557

21 山梨県 中央市 7月中旬
夏休み前対策、虐待予防チラシを保幼小中学校生の子ども、保護者
へ配布

福祉保健部
子育て支援課

055-274-8557

22 山梨県 中央市
8月22日、28日、

9月7日
要対協夏季研修会　4回実施

福祉保健部
子育て支援課

055-274-8557

23 山梨県 中央市 11月 ○ 児童虐待月間にて広報掲載周知
福祉保健部

子育て支援課
055-274-8557

24 山梨県 市川三郷町
10月２日、24日、
31日、 11月22日

○ ○

学校教育課程の一環として、町内にある全ての中学校(４校)の生徒を
対象に実施。妊婦体験や赤ちゃん抱っこ体験等を行い、いのちの大
切さや親になることの意味と責任について考える思春期体験学習を行
う。

いきいき健康課 0556-32-2114

25 山梨県 早川町 平成25年11月 ○ 町の広報誌に児童虐待防止の啓発記事を掲載予定 福祉保健課 0556-45-2363

26 山梨県 南部町 11月 ○ 町広報誌、ふるさと情報通信による児童虐待防止月間の広報・啓発
子育て支援課
子育て支援係

0556-64-4830
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都道府県 市区町村
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期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
場合、○を選択
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

27 山梨県 富士川町
１０月１５日、
２１日、３０日

○

高校３年生を対象に子育て体験学習会を開催。実際に妊娠中の方の
話や胎児の心音を聞いたり、乳児親子の協力を得て、赤ちゃんの抱っ
こを体験。近い将来親になる生徒たちに対し、命の大切さや乳児の特
性を理解する機会を与えるとともに望まない妊娠を防ぐための知識を
普及している。

子育て支援課 0556-22-7221

28 山梨県 富士川町 11月 ○
町の広報誌に児童虐待防止推進月間の啓発記事を掲載。
通年では、毎月全戸配布のくらしの情報カレンダーに虐待相談（通
告）先の電話番号等の案内を掲載。

子育て支援課 0556-22-7221

29 山梨県 昭和町 11月1日 ○ 町広報において虐待防止（通報）について周知を図る
福祉課

児童家庭係
055-275-8784

30 山梨県 昭和町 10月 ○
中学生を対象に「思春期赤ちゃん抱っこ体験」を行うとともに、生命の
誕生と発達を学び命の尊さを学ぶ。

福祉課
児童家庭係

055-275-8784

31 山梨県 忍野村 １１月 ○ 村広報紙において、児童虐待防止について紹介 福祉保健課 0555-84-7795

32 山梨県 山中湖村 未定 ○ 研修会の開催・広報紙で呼びかけ
いきいき健康課

福祉係
0555-62-9976

33 山梨県 鳴沢村 1月 児童虐待関連冊子の配布 住民課 0555-85-3082

34 山梨県 鳴沢村 年間 ○ ○ 児童虐待防止の指導や、子育てで困った際に相談できる窓口の設置 福祉保健課 0555-85-308１

35 山梨県 富士河口湖町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する情報（通告など）を提供 福祉推進課 0555-72-6028

36 山梨県 小菅村 11月 ○ 広報紙において、児童虐待防止に関して紹介（詳細未定） 住民課 0428-87-0111

20 1 長野県 長野県 11月 ○ 県庁等での懸垂幕の掲示、県庁ホールでの啓発ブースの設置
健康福祉部

こども・家庭課
026-235-7099

2 長野県 長野県
10月27日
11月3日

○
松本山雅FC（10/27）、AC長野パルセイロ（11/3）、信州ブレイブウォリ
アーズ（11/3）のリーグ戦来場者へのチラシ等の配布

健康福祉部
こども・家庭課

026-235-7099

3 長野県 長野市 11月 ○ 市広報誌において、虐待の内容や相談先を紹介
保健福祉部

保育家庭支援課
母子児童担当

026-224-5031

4 長野県 松本市 11月1日 ○ 広報まつもと11月号に特集記事掲載(全戸配布)
こども部

こども福祉課
相談・支援担当

0263-33-4767

5 長野県 松本市 11月3日 ○ 啓発グッズ街頭にて配布(1,000部)
こども部

こども福祉課
相談・支援担当

0263-33-4767

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

6 長野県 松本市
11月1日～
11月30日

○ 市役所・松本駅に啓発幕掲示
こども部

こども福祉課
相談・支援担当

0263-33-4767

7 長野県 松本市 12月12日
一般市民、関係機関対象研修会映画放映・講演
(松本市芸術館200人)

こども部
こども福祉課

相談・支援担当
0263-33-4767

8 長野県 松本市
12月13日～
12月14日

国宝松本城をオレンジ色にライトアップ(18:00～20:00)
こども部

こども福祉課
相談・支援担当

0263-33-4767

9 長野県 上田市 11月2日 ○ 市内商業施設においてオレンジリボンパレードを開催
子育て・子育ち

支援課
0268-23-5106

10 長野県 上田市 11月2日 ○ 児童虐待防止講演会（リーフレット等の配布含む）
子育て・子育ち

支援課
0268-23-5106

11 長野県 上田市 11月17日 ○ 親子対象イベント（わくわくファミリーフェスタ）でのリーフレットの配布
子育て・子育ち

支援課
0268-23-5106

12 長野県 上田市 11月30日 ○ 児童虐待防止講演会（リーフレット等の配布含む）
子育て・子育ち

支援課
0268-23-5106

13 長野県 上田市
学校の希望
により実施

○ ○
中学生・高校生･大学生を対象に出前講座「思春期に健康づくり」を実
施（申し込み制・通年）

子育て・子育ち
支援課

0268-23-5106

14 長野県 上田市 希望により実施 ○ ○ 高校生の育児体験（４ヶ月健診にて乳児と触れ合い）
子育て・子育ち

支援課
0268-23-5106

15 長野県 上田市 希望により実施 ○ ○
生涯学習課出前講座「命の学級｣へスタッフ（助産師）派遣･実施市内
小学校

子育て・子育ち
支援課

0268-23-5106

16 長野県 上田市 通年 ○
母子健康手帳発行時、妊娠出産子育てに関する情報提供及び健康
教育

子育て・子育ち
支援課

0268-23-5106

17 長野県 上田市 通年・月1回 ○
初めて子供を持った親を対象に育児不安の軽減、愛着形成の促進、
仲間同士の交流等目的に概ね生後2カ月時にファーストベビー教室の
開催（毎月1回）

子育て・子育ち
支援課

0268-23-5106

18 長野県 上田市 11月 ○
子供の成長発達に応じた関わりの普及啓発を目的にひとまちげんき
健康うえだ総合保健センター、丸子保健センターの2会場で子育て講
座の開催

子育て・子育ち
支援課

0268-23-5106

19 長野県 上田市 通年 ○ 乳幼児健診実施時、子育てに関する健康教育
子育て・子育ち

支援課
0268-23-5106

20 長野県 岡谷市 11月 ○ 当市広報紙11月号及び市子育て支援サイトへの掲載
健康福祉部子ども

課
0266-23-4811
（内線1264）
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

21 長野県 岡谷市 11月 ○ ○

当市独自の周知チラシを作成・配布（学校、保育園・幼稚園経由）。対
象は保護者及び児童・生徒向けで、内容は児童虐待防止推進月間に
ついて、子育て支援事業の紹介、相談機関の案内、市児童相談専用
電話（24時間対応）のＰＲなど

健康福祉部子ども
課

0266-23-4811
（内線1264）

22 長野県 飯田市 10月下旬 市広報紙にて児童虐待防止推進月間の啓発を実施する。
保健福祉部

子育て支援課
0265-22-4511

（代表）

23 長野県 諏訪市 11月 ○ 広報「すわ」に児童虐待に関する啓発記事掲載
健康福祉部

こども課
子育て支援係

0266-52-4141

24 長野県 諏訪市 11月7日 ○
市内地区福祉委員会主催の勉強会において虐待防止等について出
前講座を実施、また市で作成した子育て支援情報等のパンフレットを
配布し相談窓口等の周知をする

健康福祉部
こども課

子育て支援係
0266-52-4141

25 長野県 諏訪市 1月 要対協構成員等に対する研修会の実施
健康福祉部

こども課
子育て支援係

0266-52-4141

26 長野県 諏訪市 1月
民生児童委員改選に伴う民生児童委員協議会で児童虐待防止パン
フレット及び市で作成した子育て支援情報を配布

健康福祉部
こども課

子育て支援係
0266-52-4141

27 長野県 須坂市 11月 ○ 広報誌に児童虐待防止を呼び掛ける特集を掲載
教育委員会

子ども課
子育て支援係

026-248-9026

28 長野県 須坂市 3月（予定） ○ 中高校生対象に赤ちゃんとのふれあい事業を実施
教育委員会

子ども課
子育て支援係

026-248-9026

29 長野県 小諸市 7月～2月 ○ ○
市内小中学校にて「命を大事にしよう」をテーマに、講師を招いて講演
会を開催し、将来親となる自分への問いかけも含めて啓蒙活動を実
施。

教育委員会
学校教育課

子ども相談係
0267-22-1700

30 長野県 伊那市 通年 ○ ○
保健センターにおいて高校生の乳幼児体験実習に合せて命の尊さや
望まない妊娠を防ぐための啓発を行う（4校実施）

教育委員会
子育て教育
支援相談室

0265-72-0999

31 長野県 伊那市 2月 ○ 高校へ出向いて禁煙教育に合わせて性教育を実施（１校）
教育委員会
子育て教育
支援相談室

0265-72-0999

32 長野県 伊那市 通年 ○ ○
保健センターにおいてこれから母や父となる妊娠中の夫婦を対象に児
童虐待とは・児童虐待が子どもに及ぼす影響等児童虐待の防止に資
する内容や相談窓口の周知を行う（1回/3ヶ月）

教育委員会
子育て教育
支援相談室

0265-72-0999

33 長野県 伊那市 通年 ○ 保健センターにて3歳児健診時命の大切さや性教育を合わせて行う
教育委員会
子育て教育
支援相談室

0265-72-0999

34 長野県 伊那市 通年 ○ 妊娠届出時、子育てガイドブックを渡し窓口の周知を行う。
教育委員会
子育て教育
支援相談室

0265-72-0999

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

35 長野県 伊那市 12月
こども相談室便りを園児・小中学校の子どものいる家庭や保健・医
療・福祉・教育の関係機関へ配布（虐待予防やペアレントトレーニング
等の内容を掲載）

教育委員会
子育て教育
支援相談室

0265-72-0999

36 長野県 伊那市 6月
ポスター「地域の力で虐待防止を」を子どもを守るネットワークの機関
へ配布

教育委員会
子育て教育
支援相談室

0265-72-0999

37 長野県 伊那市 8月 ○ ＤＶＤ「赤ちゃんが泣きやまない」を中学校の家庭科の授業で学習
教育委員会
子育て教育
支援相談室

0265-72-0999

38 長野県 伊那市 通年 ○
新生児訪問時、「赤ちゃんが泣きやまない」のパンフレットを配布し虐
待予防の周知をする。

教育委員会
子育て教育
支援相談室

0265-72-0999

39 長野県 駒ヶ根市
5月、6月、9月、
10月、1月、2月

○
ハッピーママサロン(こころを軽くする子育て講座)
各６回コース、臨床心理士・保健師・保育士によるサロン

子ども課
子育て家庭教育係

0265-83-2111

40 長野県 駒ヶ根市 11月21日 ○ CAPによる大人ワークショップ(保護者・教員等)小学校1校
子ども課

子育て家庭教育係
0265-83-2111

41 長野県 駒ヶ根市 11月～12月 ○ ○
CAPによる子どものワークショップ(子どもが虐待、いじめ等の暴力か
ら自分自身を守るための体験学習)小学校1校

子ども課
子育て家庭教育係

0265-83-2111

42 長野県 駒ヶ根市 通年
地域子育て支援事業(就園前の子育て親子と地域の皆さんが、顔見
知りになったり交流したりする取り組みを支援する)

子ども課
子育て家庭教育係

0265-83-2111

43 長野県 中野市 10月27日 ○
青少年健全育成市民集会のイベントにおいて、児童虐待防止啓発用
クリアファイル、リーフレット及びオレンジリボンの配布

子ども部
子ども相談室

0269-22-2111

44 長野県 中野市
11月1日～
11月30日

○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間を市民に周知する
子ども部

子ども相談室
0269-22-2111

45 長野県 大町市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する国の施策を紹介
民生部

子育て支援課
0261-22-0420

46 長野県 大町市 11月 ○ ○ 市内保育園・幼稚園・小中学校児童へ「相談」カードの配布
民生部

子育て支援課
0261-22-0420

47 長野県 大町市 11月 ○ 市関連施設等に「児童相談所のしおり」配布
民生部

子育て支援課
0261-22-0420 ＊下記（注3）とは異なる

48 長野県 大町市 11月 ○ 講演会（LD)会場におけるリーフレット配布
民生部

子育て支援課
0261-22-0420

49 長野県 飯山市 10月15日 ○ 市の広報誌において、児童虐待防止推進月間のお知らせ
教委事務局

子ども課
子育て支援係

0269-62-3111
（内線363）

50 長野県 茅野市 7月1日 ○
茅野駅・青柳駅において、通学の学生に児童虐待防止啓発用のクリ
アファイルを配布

こども部こども課
こども・家庭相談係

0266-72-2101
（内線305・310）
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

51 長野県 茅野市 11月1日号 ○
「広報ちの11月1日号」に、11月が「児童虐待防止推進月間」であるこ
との記事を掲載し、児童虐待に関する相談・連絡先の周知をする。

こども部こども課
こども・家庭相談係

0266-72-2101
（内線305・310）

52 長野県 茅野市 11月22日 ○
「要保護児童対策地域協議会構成員等研修会」を開催し、児童虐待
防止に関する講演を行う。また、児童虐待防止のチラシ、オレンジリボ
ンを作成して、参加者に配布する。

こども部こども課
こども・家庭相談係

0266-72-2101
（内線305・310）

53 長野県 茅野市
11月1日～
11月30日

○
オレンジリボンを作成し、こども部全職員に配布する。11月中、名札等
目立つ所に付けてもらう。

こども部こども課
こども・家庭相談係

0266-72-2101
（内線305・310）

54 長野県 塩尻市 11月1日 ○ ＪＲ塩尻・広丘駅前での街頭啓発
こども教育部
家庭支援室

0263-52-0280（内
線3181）

55 長野県 塩尻市 11月1日 ○
広報しおじり11月1日号及び市ホームページに児童虐待防止推進月
間のお知らせを掲載

こども教育部
家庭支援室

0263-52-0280（内
線3181）

56 長野県 塩尻市 11月 ○
市内小中学校、保育園、幼稚園職員へ児童虐待防止啓発用のクリア
ファイルを配布

こども教育部
家庭支援室

0263-52-0280（内
線3181）

57 長野県 塩尻市 6月～12月
子どもを暴力から守る教育プログラムＣＡＰこども・大人・教職員ワー
クショップの開催（3校）

こども教育部
家庭支援室

0263-52-0280（内
線3181）

58 長野県 佐久市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する呼びかけ
子育て支援課
子育て支援係

0267-62-2111

59 長野県 佐久市 11月 ○ エフエム佐久平において児童虐待防止に関する呼びかけ
子育て支援課
子育て支援係

0267-62-2111

60 長野県 千曲市 11月1日 ○ 市報11月号に児童虐待防止に関する啓発記事の掲載
健康福祉部
子育支援課
子育支援係

026-275-0004

61 長野県 千曲市 11月 ○ 有線放送等を活用し「児童虐待防止推進月間」を周知
健康福祉部
子育支援課
子育支援係

026-275-0004

62 長野県 千曲市 11月 ○
戸倉庁舎入口及び子育支援課窓口に児童虐待防止を啓発する横断
幕の掲示

健康福祉部
子育支援課
子育支援係

026-275-0004

63 長野県 東御市 11月 ○ 市広報紙での広報・啓発記事の掲載
福祉課

福祉援護係
0268-64-8888

64 長野県 安曇野市 年度内
県作成のミニリーフレット及びクリアファイルの配布。
児童虐待防止についての記事をホームページへ掲載

健康福祉部
児童保育課児童係

0263-81-0727

65 長野県 小海町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間について、町の広報誌に掲載する。 子育て支援課  0267‐92‐2580

66 長野県 佐久穂町 10月20日 町内「福祉と健康のつどい」における啓発物品の配付
こども課

こども支援係
0267-86-2340

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

67 長野県 川上村
10月15日～
10月23日

健康健診の会場でのポスターの掲示やリーフレット等の配布
保健福祉課

保健係
0267-97-3600

68 長野県 川上村 11月17日 健康福祉まつりの会場でのポスターの掲示やリーフレット等の配布
保健福祉課

保健係
0267-97-3600

69 長野県 南牧村 11月 ○ ○ 村内文字お知らせにて広報 住民課 0267-96-2211

70 長野県 南相木村 10月～12月 ○
村ケーブルテレビ文字放送で児童虐待に関する広報により周知を行
う。

住民課 0267-78-2121

71 長野県 北相木村 11月 ○ ＣＡＴＶ文字放送による啓発 住民福祉課 0267-77-2111

72 長野県 軽井沢町 11月1日 ○ 町広報紙により、児童虐待防止に関する啓発を行う。 住民課児童係 0267-45-8540

73 長野県 御代田町 11月 ○ ○ 町広報に児童虐待防止について掲載 保健福祉課 0267-32-6522

74 長野県 御代田町 11月 ○ オフトークにて児童虐待推進月間について周知 保健福祉課 0267-32-6522

75 長野県 立科町 11月6日 ○ 11月広報で児童虐待について広報を行う 町民課福祉係 0267-56-2311

76 長野県 長和町 11月 ○ 町の広報へ、虐待の実態（通告件数）と相談窓口等掲載予定。 町民福祉課 0268-68-3494

77 長野県 青木村 11月以降 ○
情報電話（旧有線放送）による児童虐待防止のための広報・啓発活動
を行う。

住民福祉課
住民福祉係

0268-49-0111

78 長野県 下諏訪町 11月 ○ 広報紙(町内全戸配布）で「児童虐待防止推進月間」の周知
教育こども課
子育て支援係

0266-27-1111

79 長野県 富士見町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する情報を掲載
子ども課

子ども支援係
0266-62-9237

80 長野県 原村 11月 ○ 広報誌に、児童虐待防止推進月間について掲載
保健福祉課
社会福祉係

0266-79-7092

81 長野県 辰野町 11月 ○ 町の広報誌及びケーブルテレビで周知する。
教育委員会

こども係
0266-41-1681

82 長野県 箕輪町 11月 ○ 町広報誌、町のチャンネル放送での広報 子ども未来課 0265-79-3111
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83 長野県 箕輪町 2月 児童虐待研修会、専門講師による講演 子ども未来課 0265-79-3111

84 長野県 飯島町 11月 ○ 児童虐待防止について広報へ掲載 教育委員会 0265-86-6711

85 長野県 飯島町 11月～ ○ 独自製作のリーフレットの配布 教育委員会 0265-86-6711

86 長野県 南箕輪村 11月1日 ○ 広報紙に啓発記事を掲載 子育て支援課 0265-98-8310

87 長野県 中川村 11月 ○ 広報に啓発記事を掲載 保健福祉課 0265-88-3001

88 長野県 宮田村 11月 ○ 村広報誌において、児童虐待防止に関する県の施策を紹介
教育委員会こども
室子育て支援係

0265-85-2314

89 長野県 松川町 11月 ○ 町のケーブルテレビを利用し、虐待防止の啓発を行う。 こども課 0265-36-7023

90 長野県 高森町 11月 ○ 町広報誌において児童虐待防止などの周知・啓発 教育委員会 0265-38-8211

91 長野県 阿南町
8月30日、

11月27日（予定）
○ ○

　中学３年生を対象に、生後6カ月～1年くらいの赤ちゃん（保護者同
伴）とふれあう機会を設け、命の尊さや育児について学べる機会の提
供。
阿南第一中学校：役場本庁にて8/30開催
阿南第二中学校：新野ふれあいあ館にて11/27開催予定

民生課
健康支援係

0260-22-4051

92 長野県 阿智村 10月 広報誌にて虐待防止の呼びかけ 教育委員会 0265-45-1231

93 長野県 平谷村 11月 ○ 村内行政無線による広報活動、関係広報誌配布 住民課 0265-48-2211

94 長野県 根羽村 6月 虐待防止（高齢者・障害者含む）を呼びかけるチラシを全戸配付 住民課 0265-49-2111

95 長野県 下條村 11月1日 ○ 児童虐待防止啓発のチラシの全戸配布 福祉課 0260-27-1231

96 長野県 下條村 11月中 ○ 広報誌への広報文の掲載 福祉課 0260-27-1231

97 長野県 売木村 11月 ○ 庁舎窓口にオレンジリボンのミニのぼり設置 住民課 0260-28-2311

都道府県 市区町村
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98 長野県 天龍村
11月1日～
11月28日

○ ＣＡＴＶ等での啓発 住民課住民福祉係 0260-32-2001

99 長野県 泰阜村 11月 ○ 村のCATVによる児童虐待防止の広報・啓発 福祉課保険福祉係 0260-26-2111

100 長野県 喬木村 11月 ○ 村広報誌に児童虐待防止・相談窓口に関する記事を掲載
教育委員会

子ども教育係
0265-33-2002

101 長野県 喬木村 11月 ○ 村の有線放送等で児童虐待の防止・通報等の協力の呼びかけ
教育委員会

子ども教育係
0265-33-2002

102 長野県 豊丘村 11月初旬 ○ 有線放送を通しての全村向け啓発虐待防止活動 住民課福祉係 0265-35-9060

103 長野県 大鹿村 11月10日 ○ ○ 村産業文化祭において来場者への広報活動 保健福祉課 0265‐39‐2001

104 長野県 大鹿村 11月中 ○ 村広報にて村内向けお知らせを随時流す 保健福祉課 0265‐39‐2001

105 長野県 上松町 11月 ○ 町内回覧にて月間等の周知 住民福祉課 0264-52-2825

106 長野県 南木曽町
10月15日、
10月21日

○
乳幼児との触れ合い体験等を行い、生命の尊さを学び、健全な父性・
母性の育成を図る・妊婦体験をする(南木曽会館)

住民課・保健係 0264-57-2001

107 長野県 木曽町 11月 ○
・町広報誌等において児童虐待防止月間についての周知を図る。
･関係機関及び保護者等が集まる機会の折に児童虐待の防止を呼び
かける。

子育て支援室 0264-22-4035

108 長野県 木祖村 11月28日 ○ 村広報紙において、児童虐待に関する県の施策を紹介 住民福祉課 0264-36-2001

109 長野県 木祖村
11月5日～
11月10日

○ 村内各戸放送にて、児童虐待防止推進月間の周知放送 住民福祉課 0264-36-2001

110 長野県 王滝村 11月中 ○ 広報誌に掲載（啓発） 住民課 0264-48-3155

111 長野県 大桑村 11月 ○ 文字放送等による広報・啓発
福祉健康課

福祉係
0264-55-3080

112 長野県 麻績村 11月1日 ○ 村広報誌に虐待予防の啓発及び相談窓口の紹介 住民課 0263-67-3001

113 長野県 生坂村 11月 ○
村が実施する乳幼児健診対象者の保護者あてに虐待防止のリーフ
レットを送付(健診案内とともに)

健康福祉課 0263-69-3500
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114 長野県 山形村 年間 ○ 児童虐待防止の啓発、相談・通報窓口等について村内CATVで紹介 子育て支援課 0263-98-5600

115 長野県 山形村 11月～12月 ○ 村広報紙に、児童虐待防止に関する情報・相談・通報窓口を紹介 子育て支援課 0263-98-5600

116 長野県 山形村 年間 ○ 村ホームページに相談・通報窓口を紹介 子育て支援課 0263-98-5600

117 長野県 朝日村 11月 ○ ○
回覧版による広報活動や、育児相談窓口の開設、公用車に独自制作
したステッカーを貼り、啓発を呼びかける。
また、文化祭の時にポケットティッシュを配布。

教育委員会 0263-99-2004

118 長野県 筑北村 年内中 ○ ○
中学3年生を対象として、ベビーマッサージを通して出産、命の尊さ等
を学ぶ機会の提供を行う。

こども支援課 0263-67-1161

119 長野県 筑北村 9月10日 ○ 幼少期の愛着の大切さに関する講演会の開催 こども支援課 0263-67-1161

120 長野県 筑北村 11月中 ○ ○ 育児不安を抱える家庭等への訪問及び相談支援、窓口の周知 こども支援課 0263-67-1161

121 長野県 池田町 11月 ○ 町広報誌における児童虐待防止の啓発 こども支援センター 0261-61-5000

122 長野県 松川村 11月 ○ 広報誌「広報まつかわ」にて記事掲載予定 福祉課 0261-62-3290

123 長野県 白馬村
6月19日、
10月16日、
2月19日

○ マタニティ教室で、パープル・クライングの説明 健康福祉課 0261-72-5000

124 長野県 白馬村 11月 ○ ○ ふれあいセンター・役場庁舎、支援ルームでのポスター掲示 健康福祉課 0261-72-5000

125 長野県 白馬村 毎月最終月曜日 ○ ○ 2か月育児相談でパープル・クライングの説明 健康福祉課 0261-72-5000

126 長野県 白馬村
10月2日、
10月16日

○ お母さんのストレスケア講座での啓発 健康福祉課 0261-72-5000

127 長野県 白馬村 通年 ○ ○ 窓口での虐待防止電話番号カード、ティッシュの配布 健康福祉課 0261-72-5000

128 長野県 白馬村 通年 ○ ○ 新生児訪問での虐待防止のチラシ配付 健康福祉課 0261-72-5000
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129 長野県 小谷村 11月 ○ 広報誌とケーブルテレビにて、児童虐待防止について周知する 住民福祉課 0261-82-2582

130 長野県 坂城町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止とオレンジリボン運動について掲載 子育て推進室 0268-82-2111

131 長野県 坂城町 11月 ○ ○
子育て支援センターにおいて、子育て支援と児童虐待防止のワーク
ショップなどの開催

子育て推進室 0268-82-2111

132 長野県 小布施町 10月6日
町健康福祉センターイベント（千年樹の里まつり）時にリーフレット配布
等の広報

健康福祉部門
福祉グループ

026-214-9108

133 長野県 高山村 10月15日発行
村広報紙において児童虐待防止推進月間の周知と児童虐待の予防
及び通報を勧奨する記事を掲載

村民生活課
福祉係

026-242-1200

134 長野県 高山村 11月中 ○ 村情報無線で月間の周知及び虐待予防を呼びかけ
村民生活課

福祉係
026-242-1200

135 長野県 山ノ内町 10月下旬 広報10月号（町内全戸配布）で「児童虐待防止推進月間」の周知
健康福祉課

子ども支援係
0269-33-3116

136 長野県 木島平村 11月 ○ 村のケーブルテレビで推進月間の周知・啓発
子ども課

　子育て支援係
0269-82-2350

137 長野県 野沢温泉村 11月 ○ 広報、村内テレビ放送（文字放送）での周知。 民生課福祉係 0269-85-3112

138 長野県 信濃町 11月 ○ 町内放送（オフトーク放送）で児童虐待防止推進月間の周知
住民福祉課
福祉・男女
共同参画係

026-255-1179

139 長野県 飯綱町 年間 子育て支援センターにおいてリーフレットの配布 保健福祉課 026-253-4764

140 長野県 飯綱町 年間
出生から2か月以内にファーストブックの申込みと声掛けため　　主任
児童委員と地区民生児童委員による訪問

保健福祉課 026-253-4764

141 長野県 小川村 11月 ○ 児童虐待防止のための有線放送(ｽﾎﾟｯﾄ的)・広報(11月号)を予定
住民福祉課
社会福祉係

026-269-2323

142 長野県 栄村 11月 ○ 有線放送により児童虐待防止の広報・啓発を行う。
住民福祉課
生活福祉係

0269-87-3111

21 1 岐阜県 岐阜県 11月 ○ 駅、商業施設等においてクリアファイル等啓発資材を一斉配付。
健康福祉部

子ども家庭課
058-272-8325

2 岐阜県 岐阜県 11月 ○
県内のイオン各店舗の協力により啓発用ウエットテッシュの店頭配
布。

健康福祉部
子ども家庭課

058-272-8325
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3 岐阜県 岐阜県 11月 ○ 県内5圏域の商業施設等において親子ワークショップ開催
健康福祉部

子ども家庭課
058-272-8325

4 岐阜県 岐阜県 2月 親子参加イベントおよび親子の手紙コンテスト表彰式を開催。
健康福祉部

子ども家庭課
058-272-8325

5 岐阜県 岐阜県 11月 ○ 児童虐待防止啓発CM放映を岐阜放送（TV）において実施。
健康福祉部

子ども家庭課
058-272-8325

6 岐阜県 岐阜市 11月1日～22日 ○
啓発絵てがみを募集（7月～9月）し、市役所市民ホールで応募作品を
展示するほか、児童虐待防止にかかるパネル展を実施

福祉部
子ども家庭課

家庭児童相談係
058-265-4141

7 岐阜県 岐阜市 11月10日 ○
上記啓発絵てがみの優秀作品にかかる表彰式・ﾊﾟﾈﾙ展を第6回ぎふ
ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝたすきﾘﾚｰのｺﾞｰﾙｲﾍﾞﾝﾄの一環として実施

福祉部
子ども家庭課

家庭児童相談係
058-265-4141

8 岐阜県 岐阜市 25年度中 ○
上記啓発絵てがみの優秀作品を児童虐待防止の啓発チラシに挿入
し、乳幼児健診時や学校等を通じて配布

福祉部
子ども家庭課

家庭児童相談係
058-265-4141

9 岐阜県 岐阜市 11月中 ○ 啓発用品等を市民へ配布
福祉部

子ども家庭課
家庭児童相談係

058-265-4141

10 岐阜県 大垣市 １月 ○ 民生委員等を対象とした講演会の開催予定。
子育て支援部
子育て支援課

児童福祉グループ

0584-81-4111
（内線　463）

11 岐阜県 高山市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止の啓発。
福祉部子育て支援
課家庭児童相談

グループ
0577-34-3140

12 岐阜県 高山市 9月～2月 ○ ○
学校及びビックアリーナ（市体育館）市内中学生・高校生と乳幼児の
ふれあい交流事業を行い、乳幼児とのふれあいを通してその特性や
育児を学ぶ。

福祉部子育て支援
課家庭児童相談

グループ
0577-34-3140

13 岐阜県 高山市 11月 ○
高山市要保護児童等対策地域協議会を開催し、市内における児童虐
待の現状と対応について協議する。

福祉部子育て支援
課家庭児童相談

グループ
0577-34-3140

14 岐阜県 多治見市 11月 ○
市の広報紙において、児童虐待防止の啓発及び子育て応援イベント
等の紹介を実施

福祉部子ども支援課
子育て支援グループ

0572-22-1111

15 岐阜県 多治見市 11月10日 ○
岐阜オレンジリボンたすきリレーの木曽川コース出発式イベントを実
施。啓発物品の配布を実施

福祉部子ども支援課
子育て支援グループ

0572-22-1111

16 岐阜県 多治見市 11月10日 ○
子育て応援イベントにおいて、児童虐待防止啓発イベントの実施、啓
発物品の配布を実施

福祉部子ども支援課
子育て支援グループ

0572-22-1111

17 岐阜県 多治見市 11月 ○ ＪＲ多治見駅前において、児童虐待防止の街頭啓発を実施
福祉部子ども支援課
子育て支援グループ

0572-22-1111

18 岐阜県 関市 11月１日～30日 ○
市役所庁舎内にオレンジリボンに関連するパネル展示コーナーを設
置しPRを行う。

福祉部
子ども家庭課

0575-23-7733

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

19 岐阜県 中津川市 9月28日 健康福祉まつりイベントで児童虐待防止コーナーの設置
健康福祉部福祉相

談室
0573-66-1111

20 岐阜県 中津川市 11月 ○ 市広報誌に予防月間について掲載する
健康福祉部
福祉相談室

0573-66-1111

21 岐阜県 美濃市 11月9日 ○
美濃市産業祭開催時（１１月９日）に会場にて来訪者に、児童虐待防
止推進月間のリーフレット、児童相談所全国共通ダイヤルの周知カー
ドを配布

民生部
健康福祉課

0575-33-1122

22 岐阜県 瑞浪市 11月1日 ○ ○
瑞浪駅前にてクリアファイル等を配布。(東濃子ども相談センターと合
同)

社会福祉課 0572-68-2111

23 岐阜県 羽島市 １１月 ○ 市役所庁舎内にオレンジリボンの旗を設置 福祉課
０５８-３９２－１１１

１(内線２５１２）

24 岐阜県 羽島市 １１月 ○ 広報はしまに児童虐待防止月間の周知 福祉課
０５８-３９２－１１１

１(内線２５１２）

25 岐阜県 羽島市 １１月 ○ 羽島市ホームページに児童虐待防止月間の周知 福祉課
０５８-３９２－１１１

１(内線２５１２）

26 岐阜県 羽島市 11月9日 ○
「子ども・若者育成支援強調月間」の街頭啓発時に児童虐待防止月
間も周知

福祉課
０５８-３９２－１１１

１(内線２５１２）

27 岐阜県 恵那市 11月1日 ○ 市広報紙及びＨＰに児童虐待防止啓発
市民福祉部

子育て支援課
0573-26-2111

28 岐阜県 恵那市 11月中 ○ 子ども相談センターと協同し街頭啓発
市民福祉部

子育て支援課
0573-26-2111

29 岐阜県 美濃加茂市 11月中 ○ 市役所庁舎に児童虐待防止の横断幕やのぼり旗を設置
健康福祉部

こども課
0574-25-2111

（327）

30 岐阜県 美濃加茂市 11月 ○ 市の広報誌11月号に児童虐待防止に関する広報掲載
健康福祉部

こども課
0574-25-2111

（327）

31 岐阜県 美濃加茂市 11月中 ○
児童虐待防止に関するパンフレット等をスーパーで配布して啓発す
る。

健康福祉部
こども課

0574-25-2111
（327）

32 岐阜県 美濃加茂市 2月1日 児童虐待防止講演会の開催
健康福祉部

こども課
0574-25-2111

（327）

33 岐阜県 美濃加茂市 11月10日 ○ ぎふオレンジリボンたすきリレーへの参画
健康福祉部

こども課
0574-25-2111

（327）
窓口は「ぎふオレンジリボン
たすきリレー実行委員会」
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34 岐阜県 土岐市 ○

①子ども相談ｾﾝﾀｰ及び関係機関とともに、JR駅前にて啓発活動（日
時は未定）
②11月中、市庁舎に啓発用横断幕の掲示
③市広報・ＨＰに啓発記事掲載

市民部
子育て支援課

0572-54-1111

35 岐阜県 各務原市 通年 ○
こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問事業）の訪問時に各家
庭に子育て相談窓口やオレンジリボンが掲載されたクリアファイルを
配布

健康福祉部
子育て支援課

058-383-1555

36 岐阜県 可児市 11月 ○
市内４路線を走るコミュニティバスに、児童虐待防止推進月間を広報
するラッピングを実施

健康福祉部
こども課

0574-62-1111

37 岐阜県 可児市 11月 ○ 可児駅前等において、児童虐待に関する啓発物品の配布
健康福祉部

こども課
0574-62-1111

38 岐阜県 可児市 11月1日 ○ 市広報紙にて、児童虐待防止推進に関する記事の掲載
健康福祉部

こども課
0574-62-1111

39 岐阜県 山県市
１１月１日～
11月30日

○ ｢児童虐待防止月間」の１１月広報掲載・庁舎周辺に啓発旗の設置
山県市役所

福祉課
0581-22-6837

40 岐阜県 瑞穂市
11月2日、
11月3日

○ 市のイベントに参加し物品等配布における啓発活動を実施
福祉部

福祉生活課
(058)327-4123

41 岐阜県 瑞穂市 11月1日 ○ 市広報誌に児童虐待防止を訴える記事を掲載
福祉部

福祉生活課
(058)327-4123

42 岐阜県 本巣市 11月 ○ 市広報誌において虐待通告に関する周知及び標語の掲載
健康福祉部

子ども大切課
058-323-7753

43 岐阜県 郡上市 １１月 ○ 市内７地域の庁舎に「児童虐待防止推進月間」の懸垂幕を設置 児童家庭課 0575-67-1817

44 岐阜県 郡上市 １１月 ○
市内の大型ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ等において、街頭キャンペーンの実施（啓
発グッズの配布）

児童家庭課 0575-67-1817

45 岐阜県 郡上市 １１月 ○ １１月広報紙にて「児童虐待防止推進月間」の周知 児童家庭課 0575-67-1817

46 岐阜県 郡上市 １１月 ○
１１月の月間中に市内で子どもに関わる機関（幼・保等）の職員がオレ
ンジリボンマーク入りジャンパーを着用し啓発

児童家庭課 0575-67-1817

47 岐阜県 下呂市 11月 ○ 児童虐待に関する通告及び標語の掲載 児童福祉課 0576-52-2882

48 岐阜県 海津市 ４月～５月
市内保育園、幼稚園、認定こども園、小中学校に海津市作成の児童
虐待防止のチラシ配布

福祉総務課 0584-55-0331

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

49 岐阜県 海津市 １１月 ○ 市報に児童虐待防止推進月間の記事を掲載 福祉総務課 0584-55-0331

50 岐阜県 海津市 １１月 ○ オレンジリボン運動についてホームページに掲載 福祉総務課 0584-55-0331

51 岐阜県 海津市 １１月 ○ くらしのカレンダー１１月のページに掲載 福祉総務課 0584-55-0331

52 岐阜県 笠松町 11月1日 ○ 町広報紙において児童虐待防止推進月間の紹介
住民福祉部

子育て支援センター
(058)387-0561

53 岐阜県 養老町 通年 ○ HPに児童虐待に関する通告等を掲載 健康福祉課 0584-32-1105

54 岐阜県 養老町 通年 ○ 担当課職員のオレンジリボンバッジの着用 健康福祉課 0584-32-1106

55 岐阜県 養老町 11月 ○ 広報誌に児童虐待防止推進月間のお知らせ掲載 健康福祉課 0584-32-1107

56 岐阜県 垂井町 通年 ○ 課職員等の名札にオレンジリボンバッチを着用する。 健康福祉課
0584-22-1151

（内線246）

57 岐阜県 垂井町 通年 ○ 庁舎ロビーに児童虐待に関するコーナーを設置し情報提供を行う。 健康福祉課
0584-22-1151

（内線246）

58 岐阜県 垂井町 通年 ○ 公用車にオレンジリボンマグネットの貼付 健康福祉課
0584-22-1151

（内線246）

59 岐阜県 垂井町 通年 ○ 郵便封筒等にオレンジリボン啓発シールの貼付 健康福祉課
0584-22-1151

（内線246）

60 岐阜県 輪之内町
7月9日、9月5日、

9月26日、10月8日、
11月8日、11月19日

○ ○
小学5年生及び中学生（全学年）を対象として、妊娠や出産など命の
尊さを学ぶ「思春期教室」を開催

福祉課 0584-69-3111

61 岐阜県 輪之内町 8月23日 ○
町保健センターにおいて、中学３年生の希望者を対象とし、命の大切
さや子育ての大変さを理解することを目的とした「赤ちゃんふれあい体
験」を開催

福祉課 0584-69-3111

62 岐阜県 輪之内町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 福祉課 0584-69-3111

63 岐阜県 輪之内町 11月 ○
町内ケーブルテレビにて、児童虐待防止に関する文字放送を配信（１
回あたり30秒～1分程度のもの）

福祉課 0584-69-3111

64 岐阜県 安八町 4月24日 ○
保育園保護者会総会において、「子どもを虐待から守ろう」のボール
ペンの配布

福祉課 0584-64-3111
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65 岐阜県 安八町 11月6日 ○ ○
保育園保護者会主催の中央乳幼児学級のにおいて、クリアファイルと
ボールペンを配布

福祉課 0584-64-3111

66 岐阜県 揖斐川町 11月 ○
広報いびがわ１１月号で周知
いびがわチャンネル文字放送で周知
揖斐川町ホームページに掲載

住民福祉部
子育て支援課

0585-22-2111

67 岐阜県 池田町 11月2日 ○
児童館祭りの際、スタッフがオレンジリボン運動のスタッフジャンパー
を着用し、来場者等への広報、啓発を実施（会場：温知児童館）

民生部
健康福祉課

子育て支援政策係

0585-45-
3111(151)

68 岐阜県 池田町 11月17日 ○
健康福祉フェア「健康で笑顔あふれる福祉の町」の際、スタッフがオレ
ンジリボン運動のスタッフジャンパーを着用し、来場者等への広報、啓
発を実施（会場：池田町中央公民館とその周辺）

民生部
健康福祉課

子育て支援政策係

0585-45-
3111(151)

69 岐阜県 北方町 １１月 ○ ポスター掲示、広報誌への掲示 福祉健康課 058-323－1119

70 岐阜県 坂祝町 １１月 役場庁舎等に児童虐待防止を図るタペストリーを設置
坂祝町教育委員会

こども課
0574-26-7111

71 岐阜県 坂祝町 １１月 役場庁舎等でオレンジリボンツリーを作成し設置する
坂祝町教育委員会

こども課
0574-26-7111

72 岐阜県 坂祝町 １１月
町内（一部近隣市）を走る町福祉バスにオレンジリボンのラッピングを
実施

坂祝町教育委員会
こども課

0574-26-7111

73 岐阜県 富加町 １１月 ○
・町広報誌に掲載
・ビッグオレンジリボンライトアップ
・職員全員がオレンジリボンを装着

教育委員会
子育て支援Ｇ

0574-54-2177

74 岐阜県 川辺町 11月16日、17日 ○
川辺ふれ愛まつり会場内の健康福祉フェアにて児童虐待防止に関す
る啓発資材（ポスター等）を掲示・配布

住民課 0574-53-2515

75 岐阜県 七宗町 11月 ○
児童虐待防止推進月間周知を広報誌に掲載。ポスター、リーフレッ
ト、児童相談所全国共通ダイヤルの周知カードを学校、保育園を通じ
て配布。また、子育て支援セミナー等集会時にも配布。

教育委員会
子育て支援係

0574-48-1114

76 岐阜県 八百津町 11月9日 ○
八百津町産業文化祭の会場内にて児童虐待防止啓発活動を実施予
定（啓発品等配布予定）

健康福祉課
子育支援係

0574-43-2111

77 岐阜県 白川町 ４月～３月
各集会・会議等において児童虐待防止に関するグッズを配布及び相
談室について周知

子育て支援グル
ープ・相談室

0574-72-2317
0574-75-1525

78 岐阜県 白川町 ４月～３月 乳幼児健康診査において町子育てガイド「そだてのいずみ」配布
教育課子育て支援

グループ
0574-72-2317

79 岐阜県 白川町 ６月・１１月 ○
近い将来親となる妊婦とその夫を対象に「あいあい教室」を開催、児
童虐待防止や子育ての知識を周知

子育て支援グルー
プ・保健グループ

0574-72-2317

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

80 岐阜県 白川町 ９月・１０月 ○
将来親になる中学生を対象に「命のふれあい講座」を開催、命の尊さ
や幼い子どもの特徴など学ぶ

子育て支援グルー
プ・保健グループ

0574-72-2317

81 岐阜県 白川町 １１月 ○
町広報において、児童虐待防止推進月間や取り組み、相談室につい
て周知

相談室 0574-75-1525

82 岐阜県 白川町 11月3日 ○ 町「ふるさとまつり」において児童虐待防止に関するグッズを配布
子育て支援

グループ・相談室
0574-72-2317
0574-75-1525

83 岐阜県 東白川村 11月 ○ CATVを利用して児童虐待防止月間を広報、啓発活動 教育課 0574-78-3111

84 岐阜県 東白川村 12月～1月 ○ 中学生を対象とした性や妊娠・出産、命の尊さの学習を実施 教育課 0574-78-3111

85 岐阜県 御嵩町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止の啓発と周知の掲載 福祉課 0574-67-2111

22 1 静岡県 静岡県 11月16日 ○
児童虐待防止静岡の集い開催（講演：講師フリージャーナリスト椎名
篤子氏、パレード、啓発品配布：静岡市）

健康福祉部
こども家庭課

054-221-2922
県を含む県内関係団体で構
成する実行委員会で実施

2 静岡県 静岡県 11月 ○ 県庁本館に看板設置
健康福祉部
こども家庭課

054-221-2922
県を含む県内関係団体で構
成する実行委員会で実施

3 静岡県 静岡県 11月 ○
県庁・各児童相談所にのぼり旗設置
各児童相談所による啓発品配布

健康福祉部
こども家庭課

054-221-2922

4 静岡県 静岡県 11月1日 ○
SBSラジオ「こんにちは県庁です」K-mixラジオ「しずおかデイリーメッ
セージ」にて児童虐待防止月間のお知らせ

健康福祉部
こども家庭課

054-221-2922

5 静岡県 静岡県 11月15日 ○
SBSラジオ「こんにちは県庁です」にて児童虐待防止静岡の集いのお
知らせ

健康福祉部
こども家庭課

054-221-2922

6 静岡県 沼津市 11月16日 ○
・児童虐待防止に関する講演会を開催
・来場者に対してリーフレット等を配布

市民福祉部
子育て支援課

055-934-4828

7 静岡県 熱海市 １１月 ○ スーパーやイベント会場にて児童虐待防止の啓発品を配布
健康福祉部
社会福祉課

子育て支援室
0557-86-6353

8 静岡県 熱海市 １１月 ○
児童虐待防止推進月間期間中、市職員にオレンジリボンの着用を依
頼

健康福祉部
社会福祉課

子育て支援室
0557-86-6353

9 静岡県 三島市 11月1日 ○
広報みしま11月1日号に、相談窓口や児童虐待の通告先の案内を掲
載する。

社会福祉部
子育て支援課
子育て企画係

055-983-2713

10 静岡県 三島市 11月中 ○
自治会の協力を得て、市作成の相談窓口の一覧を記載したリーフ
レットを自治会内で回覧してもらう。

社会福祉部
子育て支援課
子育て企画係

055-983-2713
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

11 静岡県 三島市 11月3日 ○
児童虐待防止を訴え、リーフレットや啓発グッズを配布する街頭キャ
ンペーンを行う。

社会福祉部
子育て支援課
子育て企画係

055-983-2713

12 静岡県 富士宮市 7月 市広報誌において、児童虐待防止に関する通告先等を紹介
福祉総合相談課
家庭児童相談室

 0544-22-1230

13 静岡県 富士宮市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止月間に関する記事、通告先等を紹介
福祉総合相談課
家庭児童相談室

 0544-22-1230

14 静岡県 富士宮市 11月1日 ○ ショッピングセンターにおいて児童虐待防止に関する啓発品等の配布
福祉総合相談課
家庭児童相談室

 0544-22-1230

15 静岡県 伊東市
11月10日、
11月12日

○ 市のイベントやショッピングセンターでの啓発 健康医療課 0557-32-1581

16 静岡県 伊東市 1月17日 地域と家庭との繋がりの大切さをテーマにした講演会（関係機関） 健康医療課 0557-32-1581

17 静岡県 島田市 10月15日 児童虐待防止月間のPRを市広報誌にて行う
市民福祉部児童課

発達支援係
0547-36-7253

18 静岡県 島田市 11月6日 ○ 児童虐待防止月間のPRをｺﾐｭﾆﾃｨFM（FM島田）で行う
市民福祉部児童課

発達支援係
0547-36-7253

19 静岡県 島田市 11月7日 ○ 児童虐待防止月間の講演会を児童相談所と共催で行う
市民福祉部児童課

発達支援係
0547-36-7253

20 静岡県 富士市 7月5日
平成２５年度　第１回「児童虐待防止街頭啓発活動」
市民に対して、児童虐待防止のリーフレット・ウエットティッシュを配布

福祉部
子育て支援課
児童家庭担当

0545-55-2461

21 静岡県 富士市 7月12日

平成２５年度　第１回「こどもの虐待防止研修会」
演　題　　「こども虐待を防ぐために
～発達障害児への対応について具体的な事例から考える～」
講師　；　静岡富士病院　小児科　安田寛二　医師
来場者に対して、児童虐待防止のリーフレット・ウエットティッシュを配
布

福祉部
子育て支援課
児童家庭担当

0545-55-2461

22 静岡県 富士市 11月12日 ○
平成２５年度　第2回「児童虐待防止街頭啓発活動」
市民に対して、児童虐待防止のリーフレット・ウエットティッシュを配布

福祉部
子育て支援課
児童家庭担当

0545-55-2461

23 静岡県 富士市 2月

平成２５年度　第2回「こどもの虐待防止研修会」
演題：未定、講師：未定
来場者に対して、児童虐待防止のリーフレット・ウエットティッシュを配
布

福祉部
子育て支援課
児童家庭担当

0545-55-2461

24 静岡県 磐田市 11月6日 ○
児童虐待防止啓発街頭キャンペーン：市内スーパーにて啓発用品等
を配布する

健康福祉部
こども課

0538-37-4853

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

25 静岡県 磐田市
11月1日～
11月30日

○ オレンジリボン運動：市職員がオレンジリボンを着用して啓発
健康福祉部

こども課
0538-37-4853

26 静岡県 磐田市 10月15日 広報紙による虐待通告先の周知
健康福祉部

こども課
0538-37-4853

27 静岡県 磐田市 11月1日 ○ 市民に対してメールで虐待通告先の周知
健康福祉部

こども課
0538-37-4853

28 静岡県 焼津市 １１月 ○
市独自で、児童虐待防止のリーフレット等を作成し、学校、保育所、幼
稚園等の関係機関に配布。

児童課
家庭児童相談室

054-626-1165

29 静岡県 藤枝市 11月 ○ 電光掲示板に虐待防止月間掲示
健康福祉部子ども
家庭相談センター
家庭児童相談係

054-643-7227

30 静岡県 藤枝市 11月 ○ 市役所ロビーにおいて、虐待防止のティッシュを配布
健康福祉部子ども
家庭相談センター
家庭児童相談係

054-643-7227

31 静岡県 御殿場市 １１月 ○
児童虐待防止啓発のポケットティッシュ（静岡県東部地区家庭児童相
談室連絡協議会作成）を幼稚園、子ども家庭センター等で配布

健康福祉部
子育て支援課

0550-82-4124

32 静岡県 下田市 11月中 ○ 市ホームページ、広報誌などへの掲載 福祉事務所 0558-22-2216

33 静岡県 下田市 11月中 ○ 市役所庁舎にのぼり旗設置 福祉事務所 0558-22-2216

34 静岡県 裾野市 11月1日 ○
虐待防止推進キャンペーン(市内大型ショッピングセンターにて　リー
フレット・啓発品の等配布）

社会福祉課
子育て支援室

055-995-1841

35 静岡県 裾野市 未定 ○
児童相談（虐待）に関わる現状と取組についての学習会　　　　　　（対
象：裾野市社会教育委員）

社会福祉課
子育て支援室

055-995-1841

36 静岡県 裾野市 未定
虐待防止推進に関する講演会（民生委員・主任児童委員・学校関係
者・市民向けの内容を予定）

社会福祉課
子育て支援室

055-995-1841

37 静岡県 裾野市 未定
虐待防止推進に関する講演会（保健師、相談員等虐待に関わる専門
的立場にある関係者向けの内容を予定）

社会福祉課
子育て支援室

055-995-1841

38 静岡県 伊豆市
10月28日、10月
29日、 11月1日

○
市内スーパー前等で、東部家庭児童児童相談室及び市独自の虐待
啓発品の配布

伊豆市こども課
家庭児童相談室

0558-72-9870

39 静岡県 伊豆市 11月 ○
市役所内職員及び保、幼、小、中の園長校長にオレンジリボンを配布
し名札に付けてもらい啓蒙

伊豆市こども課
家庭児童相談室

0558-72-9870

40 静岡県 御前崎市 11月中 ○
市役所職員がオレンジリボンをつけ、虐待防止月間をPR
市広報誌で虐待防止月間について掲載

福祉課
子育て支援室

0537-85-1120
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都道府県 市区町村
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期間・日
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場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
場合、○を選択
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

41 静岡県 御前崎市 7月 ○ 市内中学２校で、3年生に対して、講話による性教育を実施。
福祉課

子育て支援室
0537-85-1120

42 静岡県 御前崎市
6月、10月21日～
11月25日（全6回）

○
Nobody`s Perfectの手法を使い子育て支援講座の開催。
年2回クール

福祉課
子育て支援室

0537-85-1120

43 静岡県 菊川市 11月2日 ○
子育て講演会（一般保護者の希望者に対してｺﾓﾝｾﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾃｨﾝｸﾞの
講演会）　於：プラザけやき

こどもみらい課
子育て支援係

0537-35-0914 要申し込み　　　先着80人

44 静岡県 菊川市 11月2日 ○ 子育て講演会時、児童虐待防止パンフレット配布
こどもみらい課
子育て支援係

0537-35-0914

45 静岡県 菊川市 11月号 ○ 11月広報「きくがわ」への記事掲載
こどもみらい課
子育て支援係

0537-35-0914

46 静岡県 菊川市 11月中週2回 ○ 小笠地区のみ同報無線個別受信機で呼び掛け
こどもみらい課
子育て支援係

0537-35-0914

47 静岡県 菊川市 11月初旬 ○
市独自の児童虐待防止情報をポルトガル語と英語に訳したリーフレッ
トを幼・保・小・中学校に配布

こどもみらい課
子育て支援係

0537-35-0914

48 静岡県 伊豆の国市 11月 ○ 市役所玄関に、のぼり旗を設置
保健福祉部
社会福祉課

0558-76-8008

49 静岡県 伊豆の国市
11月12日、19日、

26日、
12月3日、10日

○
市役所会議室において、育児不安のある保護者を対象とした子育て
支援座談会を開催

保健福祉部
社会福祉課

0558-76-8008

50 静岡県 伊豆の国市 11月 ○ 市役所窓口において、ポケットティッシュを配布
保健福祉部
社会福祉課

0558-76-8008
東部地区家庭児童相談室
連絡協議会で実施する。

51 静岡県 牧之原市 5～11月 ○ ○
中学3年生を対象に、乳幼児とのふれあい体験を通して乳幼児の発達
や育児について学ぶ。助産師の講義や妊産婦の体験談を聞き、命の
大切さを理解し自己肯定感を高める。

福祉こども部
子育て支援課

0548-23-0071

52 静岡県 牧之原市 11月 ○ 市の広報紙、ホームページへ児童虐待・DV防止の記事を掲載
福祉こども部
子育て支援課

0548-23-0071

53 静岡県 牧之原市 11月 ○ 子育て支援センター事業で家庭児童相談員による児童虐待防止PR
福祉こども部
子育て支援課

0548-23-0071

54 静岡県 牧之原市 11月 ○ 民生委員協議会で家庭児童相談員による児童虐待防止PR
福祉こども部
子育て支援課

0548-23-0071

55 静岡県 東伊豆町 11月 ○ 町広報誌に掲載 住民福祉課 0557-95-6204

56 静岡県 河津町 １１月 ○ 町広報紙に児童虐待防止に関するお知らせを掲載 保健福祉課 0558-34-1937

都道府県 市区町村
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11月に実施する
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た取組に該当する
場合、○を選択
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

57 静岡県 南伊豆町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載
健康福祉課

福祉介護保険係
0558-62-6233

58 静岡県 松崎町 10月下旬 町広報お知らせ版において、児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉課

福祉係
0558-42-3966

59 静岡県 松崎町 11月 ○ 児童虐待防止のリーフレットの全戸配布
健康福祉課

福祉係
0558-42-3966

60 静岡県 西伊豆町 11月 ○ 町広報誌にて児童虐待防止月間について掲載 環境福祉課 0558-52-1961

61 静岡県 函南町 通年 ○
町で購入した児童虐待についてのパンフレットを窓口にて随時配布し
ている

厚生部福祉課 055-979-8133

62 静岡県 清水町 通年 ○ 町ホームページにおける啓発ページの掲載
福祉課

子育て支援係
055-981-8215

63 静岡県 長泉町 11月7日 ○
平成25年度　子育てフェスティバルにおいて、児童虐待防止について
の啓発・PRを行う。

こども育成課 055-989-5528

64 静岡県 小山町 １１月 ○ 町広報紙に「児童虐待防止推進月間」の記事を掲載
教育委員会
こども育成課

0550-76-6126

65 静岡県 小山町 １１月 ○ 町職員をはじめ関係機関へオレンジリボンを配布啓蒙
教育委員会
こども育成課

0550-76-6126

66 静岡県 吉田町 １１月 ○ 町広報誌にて児童虐待防止推進月間について掲載予定 社会福祉課 0548-33-2153

67 静岡県 川根本町 11月 ○ 「広報かわねほんちょう」における啓発活動 福祉課 0547-56-2224

68 静岡県 川根本町 11月 ○ 役場庁舎内に児童虐待防止のぼり旗の設置 福祉課 0547-56-2224

69 静岡県 森町 10月15日 町広報掲載（虐待防止月間について） 保健福祉課 0538-856330

70 静岡県 森町 11月1日 町内回覧掲載（虐待防止月間について） 保健福祉課 0538-856330

23 1 愛知県 愛知県 通年 ○ 公共施設及び商業施設に県作成のポスターの掲出
健康福祉部
児童家庭課

052-954-6281

2 愛知県 愛知県 1月、2月
新小学１年生向けの説明会において、新小学１年生及びその保護者
向けの啓発資材（クリアファイル・リーフレット）を配布

健康福祉部
児童家庭課

052-954-6281
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3 愛知県 豊橋市 10月13日 みなとシティマラソンで参加者にオレンジリボンをつけて走ってもらう
福祉部

子育て支援課
0532-51-2327

4 愛知県 豊橋市 11月1日 ○ ポケットティッシュを駅で配布
福祉部

子育て支援課
0532-51-2327

5 愛知県 豊橋市 11月25日 ○ 児童虐待防止講演会
福祉部

子育て支援課
0532-51-2327

6 愛知県 豊橋市 11月 ○ オレンジリボンツリーの展示
福祉部

子育て支援課
0532-51-2327

7 愛知県 豊橋市 11月 ○ コンビニ・スーパーにポスターの掲示
福祉部

子育て支援課
0532-51-2327

8 愛知県 豊橋市 11月 ○ 横断幕の掲示
福祉部

子育て支援課
0532-51-2327

9 愛知県 豊橋市 11月 ○ オレンジリボンシールの配布
福祉部

子育て支援課
0532-51-2327

10 愛知県 豊橋市 11月 ○ 児童虐待防止啓発リーフレットの配布
福祉部

子育て支援課
0532-51-2327

11 愛知県 岡崎市 5月～3月 ○ ○
市内の幼稚園・保育園・小中学校等（概ね30箇所）において、児童及
び教職員、保護者等を対象に児童虐待防止のためのワークショップを
開催

こども部
家庭児童課
児童相談班

0564-23-6745

12 愛知県 岡崎市
1月7日～19日
3月11日～23日

○
みんな♥生き生き　キラキラ☆生命
妊娠・出産・子育てパネル展

こども部
家庭児童課
児童相談班

0564-23-6745

13 愛知県 一宮市 11月 ○ 市広報にて児童虐待防止に関する市の施策を紹介
福祉こども部
子育て支援課

0586-28-9141

14 愛知県 一宮市 11月 ○
市で作成したのぼり旗、懸垂幕、横断幕を市庁舎、市各施設等に設
置

福祉こども部
子育て支援課

0586-28-9141

15 愛知県 一宮市 11月 ○ 市で作成したポスター、チラシを掲示、配布
福祉こども部
子育て支援課

0586-28-9141

16 愛知県 一宮市 11月 ○
３箇所ある市庁舎内大型ディスプレイ、駅ビルコンコース接続通路内
にある２箇所大型ディスプレイに児童虐待防止を周知する映像を放映

福祉こども部
子育て支援課

0586-28-9141

17 愛知県 瀬戸市 7月16日 ○
生徒向けに性の知識及び望まない妊娠を防ぐための啓発
（県立高校１校において　性教育「性について話そう」）

健康福祉部
こども家庭課

家庭児童相談室
0561-82-1990

18 愛知県 瀬戸市 8月28日 ○
生命の尊さの認識を深めるための啓発
中学生と乳児親子ふれあい教室（２中学校にて希望者で実施）

健康福祉部
こども家庭課

家庭児童相談室
0561-82-1990

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択
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た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

19 愛知県 半田市 11月 ○ ○ １１月開催の各種イベントにおける啓発活動、オレンジリボンフェスタ

子育て支援部
子育て支援課

子ども家庭
相談担当

0569-84-0657

20 愛知県 春日井市 11月 ○ 市独自の児童虐待防止啓発カードの配布
青少年子ども部
子ども政策課

0568-85-6229

21 愛知県 春日井市 11月 ○ 公共施設４か所で児童虐待防止推進月間パネル展示を実施
青少年子ども部
子ども政策課

0568-85-6229

22 愛知県 春日井市 11月1日 ○ 市広報誌にて児童虐待防止推進月間特集記事を掲載
青少年子ども部
子ども政策課

0568-85-6229

23 愛知県 春日井市 11月 ○ 青少年子ども部の職員がオレンジリボンを着用
青少年子ども部
子ども政策課

0568-85-6229

24 愛知県 春日井市 11月6日 ○
青少年健全育成市民大会冊子に児童虐待防止推進月間啓発記事を
掲載

青少年子ども部
子ども政策課

0568-85-6229

25 愛知県 春日井市 9月1日 ○
健康救急フェスティバルにおいて、「ミニパパ・ミニママ体験コーナー」
を設置。高校生以下を対象に、赤ちゃん抱っこやおむつ交換の手技を
学びながら、命の大切さを考える

青少年子ども部
子ども政策課

0568-85-6229

26 愛知県 豊川市 11月1日 ○
広報とよかわ　11月号に月間の周知と虐待をうけたと思われる子ども
を見かけた際の通報先として、全国共通ダイヤルと市の連絡先を掲
載

健康福祉部
こども課

こども育成係
0533-89-2133

27 愛知県 津島市 11月1日 ○ 市の広報に今年度の虐待予防の標語記載 家庭児童相談室 0567-24-0350

28 愛知県 津島市 11月1日 ○ 市の広報に虐待予防も含めた子育てに関する特集記載 家庭児童相談室 0567-24-0350

29 愛知県 津島市 11月 ○ 虐待予防に関するリーフレット配布 家庭児童相談室 0567-24-0350

30 愛知県 碧南市 11月1日
広報紙において、児童虐待防止に関する相談や通報窓口の紹介を行
う。

福祉こども部
こども課

育成支援係
0566-41-3311

31 愛知県 刈谷市 11月 ○ 11月1日号の市の広報に児童虐待防止の記事を掲載
次世代育成部

子育て支援課　　　児
童福祉係

0566-62-1061

32 愛知県 豊田市 11月15日 ○ 市広報紙の「保健福祉あたたか通信」にコラム掲載
子ども部

子ども家庭課
家庭児童相談担当

0565-34-6636

33 愛知県 豊田市 11月 ○ 市役所庁舎等に横断幕･懸垂幕の設置
子ども部

子ども家庭課
家庭児童相談担当

0565-34-6636
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34 愛知県 豊田市 11月 ○ 市役所･支所･出張所にのぼりの設置
子ども部

子ども家庭課
家庭児童相談担当

0565-34-6636

35 愛知県 豊田市 11月 ○ 市議会議員･市職員によるオレンジリボンバッチの着用
子ども部

子ども家庭課
家庭児童相談担当

0565-34-6636

36 愛知県 豊田市 10月6日 「福祉健康フェスティバル2013」にて啓発用品･リーフレットの配布
子ども部

子ども家庭課
家庭児童相談担当

0565-34-6636

37 愛知県 安城市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間のＰＲ
子育て健康部
子育て支援課
児童家庭係

0566-71-2229

38 愛知県 安城市 11月 ○
市内の店頭で児童虐待防止啓発のチラシやグッズの配布をする。ま
た意識調査のアンケートを実施する。

子育て健康部
子育て支援課
児童家庭係

0566-71-2229

39 愛知県 安城市 随時 ○ 市職員へオレンジリボン（手製）の配布
子育て健康部
子育て支援課
児童家庭係

0566-71-2229

40 愛知県 安城市 通年 ○ ○

健康教育（学校への出前講座）
　テーマ「受け継がれ生まれ育まれてきた命～命と性を考える～」
（「性」について正しい知識を持って、人生設計を中断させない性＝生
を考える機会や自分も相手も大切にすることについて知ってもらう機
会となっている。）
テーマ「命の大切さ」
（妊娠し生まれるまでの経過を伝え、妊婦体験ジャケットや赤ちゃん人
形を使い、命の大切さを感じ、自己肯定感を高める機会となってい
る。）
申請のあった学校で実施

子育て健康部
子育て支援課
児童家庭係

0566-71-2229

41 愛知県 西尾市 10月6日
たくましい西尾っ子大会において児童虐待防止の啓発のため、のぼり
旗を立てて啓発するとともにリーフッレットとポケットティッシュを配布
する。

家庭児童支援課 0563-65-2179

42 愛知県 西尾市 10月27日
福祉まつりにおいて児童虐待防止の啓発のため、のぼり旗を立てて
啓発するとともにリーフレットとウエットティッシュを配布する。

家庭児童支援課 0563-65-2179

43 愛知県 西尾市 11月 ○
市役所敷地内の電光掲示板に児童虐待防止について掲示し、啓発す
る。

家庭児童支援課 0563-65-2179

44 愛知県 西尾市 11月 ○ 市役所の周りに児童虐待防止ののぼり旗を立てて啓発をする。 家庭児童支援課 0563-65-2179

45 愛知県 西尾市 11月9日,10日 ○
きらまつりにおいて児童虐待防止の啓発のため、のぼり旗を立てて啓
発するとともにリーフレットとウエットティッシュを配布する。

家庭児童支援課 0563-65-2179

46 愛知県 蒲郡市 11月 ○ 広報誌において児童虐待防止推進月間の周知
市民福祉部

児童課
0533-66-1108
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47 愛知県 犬山市 11月 ○ オレンジリボンを作成・配布することで虐待予防をＰＲする。
健康福祉部

子ども未来課
0568-44-0322

48 愛知県 常滑市 11月 ○ 11月広報誌において、児童虐待防止推進月間の周知
こども課子育て

支援チーム
0569-47-6113

49 愛知県 江南市 11～12月 ○
民生児童委員協議会等会合において、オレンジリボンピンバッジの配
布

健康福祉部
子育て支援課
児童家庭G

0587-54-1111

50 愛知県 小牧市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止月間のＰＲ
健康福祉部

子育て支援課
子育て支援係

0568-76-1129

51 愛知県 小牧市 11月 ○ 市ホームページにおいて、児童虐待防止月間のＰＲ
健康福祉部

子育て支援課
子育て支援係

0568-76-1129

52 愛知県 稲沢市 10月26日～27日 福祉まつりにてオレンジリボン活動を周知し、グッズを販売
福祉保健部

こども課
0587-32-1111

53 愛知県 稲沢市 11月 ○
市広報誌において、虐待に関する知識や虐待防止策として早期の子
育て等の相談や通告について呼びかけ

福祉保健部
こども課

0587-32-1111

54 愛知県 稲沢市 通年 ○
子育て支援ガイドブックにおいて、虐待に関する知識や虐待防止策と
して早期の子育て等の相談や通告について呼びかけ、オレンジリボン
活動の周知

福祉保健部
こども課

0587-32-1111

55 愛知県 稲沢市
10月4日、9日、10
日、11日、16日

○
中学出前講座において、命の尊さ、幼い子どもの特徴・成長に合わせ
た言葉掛けや遊び方についての講義

福祉保健部
こども課

0587-32-1111

56 愛知県 稲沢市 10月～11月 ○ ○
中学校の家庭科の授業において、保育実習として幼い子どもの特徴
や関わり方について学ぶ機会を提供

福祉保健部
こども課

0587-32-1111

57 愛知県 新城市 10月16日 市広報誌に虐待防止に関する記事を掲載 市民福祉部 0536-23-7622

58 愛知県 東海市 10月
児童虐待の相談窓口等を記載したチラシを、未就学児の子育て家庭
に対して配布している情報誌とともに配布

市民福祉部
子育て支援課

052-603-2211

59 愛知県 大府市 10月12日

児童虐待防止シンポジウム
テーマ：「みんなで守ろう、大切な命　～気になる家庭、気になる子育
て～」
開催場所：大府市役所　地下多目的ホール

福祉子ども部
児童課

家庭児童相談室
0562-45-6229

60 愛知県 知多市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する啓発
健康福祉部

子育て支援課
0562-33-3151(内

線246）

61 愛知県 知立市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間の周知
福祉子ども部

子ども課
子育て支援係

0566-95-0120
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62 愛知県 尾張旭市 11月 ○
オレンジリボンキャンペーン
子どもの笑顔の写真を募集し、大きくかたどったオレンリボンの周りに
貼って展示する。

健康福祉部
こども課

子育て支援室
0561-53-6101

63 愛知県 尾張旭市 11月 ○
オレンジリボンキャンペーン
市役所等に児童虐待防止推進月間の横断幕を設置し、推進月間を周
知する。

健康福祉部
こども課

子育て支援室
0561-53-6101

64 愛知県 尾張旭市 11月 ○
オレンジリボンキャンペーン
オレンジリボンのブルゾン・Tシャツを、子育て支援室や保育園等関係
機関の職員が着用し業務を行う

健康福祉部
こども課

子育て支援室
0561-53-6101

65 愛知県 尾張旭市 11月1日 ○ 広報尾張あさひに児童虐待防止月間の記事を掲載
健康福祉部

こども課
子育て支援室

0561-53-6101

66 愛知県 尾張旭市 11月1日 ○ 尾張旭駅改札前で啓発活動
健康福祉部

こども課
子育て支援室

0561-53-6101

67 愛知県 高浜市 11月 ○ ○
市民啓発用チラシの全戸配布・フェスティバルにおける啓発（いきいき
広場）

福祉部地域
福祉グループ

0566-52-9871

68 愛知県 岩倉市 11月15日 ○ 市広報にて児童虐待に関する啓発記事の掲載
福祉部

児童家庭課
家庭グループ

0587-38-5810

69 愛知県 豊明市 11月 ○ 市広報誌において掲載
健康福祉部
児童福祉課

0562-92-1120

70 愛知県 日進市 11月10日 ○
健康福祉フェステイバルにて子どもの権利（虐待の防止などの啓発活
動）推進啓発を行う。
チラシ・カード等の配布

児童課 0561-36-1674

71 愛知県 田原市 9月
市内小中学生の保護者に対して、児童虐待防止に関するリーフレット
を配布

健康福祉部
子育て支援課

0531-23-3513

72 愛知県 田原市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止について掲載
健康福祉部

子育て支援課
0531-23-3513

73 愛知県 田原市 11月10日 ○
市社会福祉協議会主催『福祉のつどい』の来場者に対して児童虐待
防止に関するリーフレット、オレンジリボンを配布

健康福祉部
子育て支援課

0531-23-3513

74 愛知県 愛西市 6月～8月 ○

中学校で2年生全クラスに、いのちの授業を実施。（内容については各
学校様々であるが、地域に住んでいる赤ちゃんと母親に来てもらい、
いのちの大切さ、子育てについて学ぶ授業を行なっている）
夏休みには、希望者に対して保健センター等の施設で赤ちゃんとのふ
れあい体験・母親への子育てインタビュー等を行なっている。

福祉部
児童福祉課

0567-25-1111

75 愛知県 愛西市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止に対する啓発記事を掲載
福祉部

児童福祉課
0567-25-1111

76 愛知県 愛西市 11月 ○ 市庁舎・保健センター等において児童虐待広報啓発品配布
福祉部

児童福祉課
0567-25-1111

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

77 愛知県 清須市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待に関することや、相談窓口の周知を図る
記事を掲載する。

健康福祉部
子育て支援課
子育て支援係

052-400-2911

78 愛知県 清須市 通年 ○
市ホームページにおいて、児童虐待に関することや、相談窓口の周知
を図る記事を掲載する。

健康福祉部
子育て支援課
子育て支援係

052-400-2911

79 愛知県 北名古屋市 11月 ○
オレンジリボンの配布
市広報紙において、児童虐待防止を訴える記事を掲載

福祉部
家庭支援課

0568-22-1111

80 愛知県 弥富市 11月 ○ 市広報誌及びホームページに関連記事を掲載。
民生部児童課
児童グループ

0567-65-1111

81 愛知県 みよし市 11月 ○ 庁舎屋外に虐待防止強化月間の懸垂幕を掲揚する 子育て支援課 0561-32-8034

82 愛知県 みよし市 通年 ○
みよし市独自の虐待防止リーフレットを乳児家庭全戸訪問事業で配
布

子育て支援課 0561-32-8034

83 愛知県 あま市 11月 ○
甚目寺駅前・ショッピングモール等において児童虐待に関する案内文
と連絡先を記載したボールペンの配布

福祉部
子育て支援課

052-444-3173

84 愛知県 長久手市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する市の施策を紹介する。
福祉部

子育て支援課
0561-56-0633

85 愛知県 長久手市 11月10日 ○ ○
１１月に開催予定の市民まつりと同日開催の健康展において、保健セ
ンター内に専用ブースを設置して啓発物品の配布等を行う。

福祉部
子育て支援課

0561-56-0633

86 愛知県 長久手市 11月 ○ 市役所や各所に児童虐待防止月間の看板を設置する。
福祉部

子育て支援課
0561-56-0633

87 愛知県 東郷町 11月 ○ オレンジリボンのステッカーを公用車に貼り、周知を図る 子育て支援課 0561-38-3111

88 愛知県 東郷町 11月10日 ○
東郷町文化産業まつりにてオレンジリボンを作成・配布し、周知を図
る。

子育て支援課 0561-38-3111

89 愛知県 東郷町 1月11日 ○
子育て支援課・児童館職員がオレンジリボンTシャツを着て周知を図
る。

子育て支援課 0561-38-3111

90 愛知県 大口町 8月5日 ○ 中学生と乳幼児とのふれあい体験（北児童センター)
健康福祉部
福祉こども課

0587-94-1222

91 愛知県 扶桑町 11月 ○ １１月号広報紙に児童虐待防止推進月間の周知啓発記事の掲載 福祉児童課 0587-93-1111

92 愛知県 大治町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する記事を記載
福祉部民生課
児童福祉係

052-444-2711
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

93 愛知県 蟹江町 11月 ○ ○ 町広報紙に児童虐待防止について掲載し、全戸配布
民生部

子育て推進課
児童福祉係

0567-95-1111

94 愛知県 飛島村 11月 ○ 広報紙において児童虐待に関する啓発
民生部

保健福祉課
児童福祉係

0567-52-1001

95 愛知県 阿久比町 11月1日 ○
町広報への記事掲載（虐待防止月間啓発、町家庭児童相談室の紹
介）

民生部
子育て支援課
子育て支援係

0569-48-1111

96 愛知県 東浦町 11月1日 ○ 町広報誌で虐待防止月間及び虐待に関する記事を掲載
健康福祉部

児童課
児童福祉係

0562-83-3111

97 愛知県 南知多町 11月1日 ○ 窓口においてリーフレット等の配布 福祉課 0569-65-0711

98 愛知県 美浜町 11月1日 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間である旨等の掲載
厚生部

住民福祉課
児童福祉係

0569-82-1111

99 愛知県 武豊町 11月 ○ 町広報紙において、オレンジリボンについて紹介 子育て支援課 0569-72-1111

100 愛知県 武豊町 3月 町広報紙において、虐待防止について特集記事を掲載予定 子育て支援課 0569-72-1111

101 愛知県 幸田町 8月5,6日 ○
上六栗子育て支援センターにおいて、中学生・高校生を対象に育児ふ
れあい体験を実施

住民こども部
こども課

0564-63-5116

102 愛知県 幸田町 11月 ○
広報紙で児童虐待防止推進月間・標語の周知と虐待の未然防止・早
期発見の呼びかけ

住民こども部
こども課

0564-63-5116

103 愛知県 幸田町 11月21日 ○
上六栗子育て支援センターにおいて、妊婦・子どもを持つ母親を対象
に子育て支援と児童虐待の予防を目的とした子育て講座を実施

住民こども部
こども課

0564-63-5116

104 愛知県 設楽町 12月 ○ 赤ちゃんとのふれあい体験学習（小学６年生対象）
したら保健福祉

センター
0536-62-0901

24 1 三重県 三重県 10月5日～6日
三重県主催の「子育て応援！わくわくフェスタ」会場において、子育て
中の親及び親を支える家族を対象した虐待防止啓発や、虐待防止の
メッセージの募集等を行う。

三重県健康福祉部
子ども・家庭局
子育て支援課

059-224-2883

2 三重県 三重県 11月 ○ 県広報誌11月号に啓発記事を掲載
三重県健康福祉部

子ども・家庭局
子育て支援課

059-224-2883

3 三重県 三重県 11月1日 ○
2013年度の子ども虐待防止啓発月間のキックオフイベントを県庁前
広場で開催し、知事による虐待防止の訴え等を行う。

三重県健康福祉部
子ども・家庭局
子育て支援課

059-224-2883

4 三重県 三重県 11月1日～8日 ○
県庁１階県民ホール等にて、県民の皆様からお寄せいただいた虐待
防止のメッセージを展示する。

三重県健康福祉部
子ども・家庭局
子育て支援課

059-224-2883

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

5 三重県 三重県 11月10日 ○
女子サッカー「伊賀ＦＣくノ一」主催の人権啓発試合会場にて、児童虐
待防止のグッズ配布等の啓発活動を行う。

三重県健康福祉部
子ども・家庭局
子育て支援課

059-224-2883

6 三重県 三重県 11月23日 ○
県庁にて津市出身の童話作家　村上しいこさんを講師に迎え、自身の
虐待体験等についてお話いただく講演会を開催する。

三重県健康福祉部
子ども・家庭局
子育て支援課

059-224-2883

7 三重県 津市 11月1日 ○
市町広報紙（11月1日付け）で、児童虐待内容や児童虐待通告先を記
載し、児童虐待の防止、早期発見・通告を促す。

健康福祉部
こども総合支援室

059-229-3284

8 三重県 四日市市 １０月下旬 市広報紙において、児童虐待防止推進月間（11月）の啓発記事掲載
こども未来部

こども保健福祉課
家庭児童相談室

059-354-8276

9 三重県 四日市市 11月14日 ○
四日市市総合会館において、「『声なき声を聴くＤⅤ相談』をめざして」
をテーマにした講演会開催

市民文化部
男女共同参画課

059-354-8331
四日市市子どもの虐待及び配
偶者からの暴力防止ネット
ワーク会議第２回研修会

10 三重県 伊勢市 5月1日
市広報紙において、子ども家庭支援ネットワーク（要保護児童対策地
域協議会）の相談窓口の紹介

健康福祉部
こども課

0596-21-5716

11 三重県 伊勢市 7月～12月 ○
市内の小学校等において、ＣＡＰ（子どもへの虐待防止）プログラムを
開催

健康福祉部
こども課

0596-21-5716

12 三重県 伊勢市 10月～11月 ○
オレンジリボン作り運動に協力して、窓口（こども課・戸籍住民課・教
育委員会等）にオレンジリボンを配布して虐待通告先を啓発

健康福祉部
こども課

0596-21-5716

13 三重県 伊勢市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する啓発
健康福祉部

こども課
0596-21-5716

14 三重県 伊勢市 11月1日～30日 ○ 市役所本庁舎に「児童虐待防止推進月間」を啓発する懸垂幕を設置
健康福祉部

こども課
0596-21-5716

15 三重県 伊勢市 11月1日～30日 ○ 公用車に「オレンジリボン」マグネットシートの貼付
健康福祉部

こども課
0596-21-5716

16 三重県 伊勢市 通年 ○ 市ホームページにおいて、虐待防止の啓発や相談窓口の案内を掲載
健康福祉部

こども課
0596-21-5716

17 三重県 伊勢市 通年 ○
パンフレットを窓口（こども課・戸籍住民課・教育委員会等）や子育て
支援センターに配布して、相談窓口を周知

健康福祉部
こども課

0596-21-5716

18 三重県 松阪市 11月17日 ○ ○
飯南ふれあい祭会場で啓発グッズを配布し、児童虐待防止の周知を
行なう

家庭児童支援課
家庭児童支援係

0598-53-4085 振興局主催

19 三重県 松阪市
11月中

（日程未定）
○ ○

市内ショッピングモールで啓発グッズを配布し、児童虐待防止の周知
を行なう

家庭児童支援課
家庭児童支援係

0598-53-4085
日、場所は未定・家庭児童
支援課主催

20 三重県 松阪市
11月中

（日程未定）
○ ○ 飯高道の駅で啓発グッズを配布し、児童虐待防止の周知を行なう

家庭児童支援課
家庭児童支援係

0598-53-4085 日は未定・振興局主催
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都道府県 市区町村
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11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
場合、○を選択
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

21 三重県 松阪市
11月中

（日程未定）
○ ○

近鉄伊勢中川駅西口、東口で啓発グッズを配布し、児童虐待防止の
周知を行なう

家庭児童支援課
家庭児童支援係

0598-53-4085 日は未定・振興局主催

22 三重県 松阪市
11月中

（日程未定）
○ ○

JR松阪駅前広場で啓発グッズを配布し、児童虐待防止の周知を行な
う

家庭児童支援課
家庭児童支援係

0598-53-4085
日は未定・家庭児童支援課
主催

23 三重県 桑名市 7月2日 子ども虐待防止宣言を市議会で可決の上、宣言した。
子ども総合相談

センター
0594-24-1298

24 三重県 桑名市 8月21日
子ども虐待防止宣言キックオフセレモニーを名古屋アンパンマンこど
もミュージアムで開催し、同ミュージアムおよび桑名駅前で市で作成し
た啓発用リーフレットおよびティッシュを配布した。

子ども総合相談
センター

0594-24-1298

25 三重県 桑名市
8月21日

～11月11日
子ども虐待防止宣言に伴い、啓発用懸垂幕およびのぼり旗を市庁舎
および桑名駅前に設置している。

子ども総合相談
センター

0594-24-1298

26 三重県 桑名市 夏休み中 ○ 市内中学生を対象に、育児体験教室を開催した。 子ども家庭課 0594-24-1284

27 三重県 桑名市 9月13日
子ども虐待防止宣言第２弾イベントとして、子ども虐待防止を訴えるた
め日本一周マラソンに挑戦している甲斐英幸氏を迎え、市長との対談
イベントを実施した。

子ども総合相談
センター

0594-24-1298

28 三重県 桑名市 11月9日 ○

子ども虐待防止宣言第３弾イベントとして、市内に８月に新設した子育
て支援センターで、育児漫画家高野優さんらのトークショーや市内ボ
ランティア団体などに親子ヨガ、子ども虐待防止、小児医療充実の展
示などのイベントを予定している。

子ども総合相談
センター

0594-24-1298

29 三重県 桑名市 未定
広告業者と協定を結び、電柱広告に子ども虐待防止、いじめ防止を訴
える看板の設置を予定している。

子ども総合相談
センター

0594-24-1298

30 三重県 鈴鹿市 11月3日 ○ ○ 子育て支援NPO法人のイベントにブース設置
子育て支援課

子ども家庭支援室
059-382-9140

31 三重県 鈴鹿市 11月5日 ○ ○ 市広報で虐待防止特集記事掲載
子育て支援課

子ども家庭支援室
059-382-9140

32 三重県 鈴鹿市 11月16日 ○ イオンモール鈴鹿で啓発事業
子育て支援課

子ども家庭支援室
059-382-9140

33 三重県 鈴鹿市 11月17日 ○ 国地区青少年育成町民会議において研修開催
子育て支援課

子ども家庭支援室
059-382-9140

34 三重県 鈴鹿市
11月

（期間未定）
○ ○ SUZUKA　VOICE　FMにてラジオ広報

子育て支援課
子ども家庭支援室

059-382-9140

35 三重県 名張市 11月1日 ○
地元スーパー等集合店舗出入り口において、要対協メンバーで児童
虐待防止啓発をする。（ティシュ、チラシを配布）

子ども部
子ども家庭室

0595-63-7594

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

36 三重県 名張市 11月3日 ○ 市広報紙で児童虐待防止についての記事を掲載する。
子ども部

子ども家庭室
0595-63-7594

37 三重県 名張市 11月13日 ○ 児童虐待についての講演会を実施する。
子ども部

子ども家庭室
0595-63-7594

38 三重県 名張市 11月 ○ ＦＭなばりにて児童虐待に関する啓発を行う。
子ども部

子ども家庭室
0595-63-7594

39 三重県 名張市 11月 ○
市職員に対し、オレンジリボン運動について啓発をし、オレンジリボン
装着を推進する。

子ども部
子ども家庭室

0595-63-7594

40 三重県 尾鷲市 １１月 ○ 市役所職員にオレンジリボン配布をして身につける
福祉保健課

高齢者児童係
0597-23-8201

41 三重県 尾鷲市 １１月 ○ 公用車に車用マグネットシート及び車用マグネットリボンを取り付ける
福祉保健課

高齢者児童係
0597-23-8202

42 三重県 亀山市 11月 ○
市広報や市ホームページにおいて、児童虐待防止に関する記事を掲
載

健康福祉部
子ども総合センター

子ども支援室
0595-83-2425

43 三重県 亀山市 11月 ○ 市ケーブルテレビにおいて、「赤ちゃんが泣き止まない」を放送
健康福祉部

子ども総合センター
子ども支援室

0595-83-2425

44 三重県 亀山市
10月20日
12月7日

「あいあい祭り」や「ヒューマンフェスタ」の時に、リボンを配布するなど
啓発活動を行う

健康福祉部
子ども総合センター

子ども支援室
0595-83-2425

45 三重県 亀山市 11月14日 ○ ○
駅前にて｢女性に対する暴力をなくす運動」と並行して、児童虐待防止
の啓発活動を行う

健康福祉部
子ども総合センター

子ども支援室
0595-83-2425

46 三重県 亀山市 9月～10月 ○ 人権教育の一環として、小中学生がオレンジリボンをつくる取組を行う
健康福祉部

子ども総合センター
子ども支援室

0595-83-2425

47 三重県 鳥羽市 ５月～２月
鳥羽市保健福祉センターにおいて、児童虐待についての研修会を開
催

子育て支援
センター

0599-25-7221

48 三重県 鳥羽市 5月 民生・児童委員対象に児童虐待についての出前講座実施
子育て支援

センター
0599-25-7221

49 三重県 鳥羽市 7月 教育関係者対象に児童虐待についての出前講座実施
子育て支援

センター
0599-25-7221

50 三重県 鳥羽市 ８月 市内パチンコ店駐車場見回り実施
子育て支援

センター
0599-25-7221

51 三重県 鳥羽市 １０月中 市職員・担当者への啓発オレンジリボンの配布
子育て支援

センター
0599-25-7221
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

52 三重県 鳥羽市 １１月中 ○
近鉄鳥羽駅・市内ショピングセンターにおいて要対協メンバーを中心
に児童虐待防止啓発物品を配布

子育て支援
センター

0599-25-7221

53 三重県 鳥羽市 １１月中 ○ 市内パチンコ店駐車場見回り実施
子育て支援

センター
0599-25-7221

54 三重県 鳥羽市 11月9日 ○
要対協メンバー・福祉関係者・学校関係者・市民を対象に児童虐待防
止啓発講演会を鳥羽商工会議所で実施

子育て支援
センター

0599-25-7221

55 三重県 いなべ市 11月7日 ○
市広報誌において、児童虐待防止に関する啓発記事及び市の相談状
況を掲載

健康こども部
こども家庭課

0594-78-3513

56 三重県 いなべ市 １１月 ○ いなべ市公用車にオレンジリボンのマグネット貼付
健康こども部
こども家庭課

0594-78-3513

57 三重県 いなべ市
１月～３月

（未定）
○

市内４ヶ所の中学校、2年生を対象に産婦人科医による性教育の課外
授業「命の教育」を実施（健康推進課で予算化）

健康こども部
こども家庭課

0594-78-3513

58 三重県 志摩市 11月 ○ 市広報紙に，子ども虐待防止に関する記事を掲載する。 ふくし総合支援室 0599-44-0270

59 三重県 志摩市
7月25日
9月12日
11月14日

○

乳児を持つ保護者を対象とした教室(ベビーマッサージの体験・虐待
予防の観点からも親子のふれあい時間の促進、母親同士のつながり
を持てる機会の提供。実施場所：志摩市総合保健センターほか２か
所）

健康推進課 0599-44-1100

60 三重県 志摩市 12月
幼児をもつ保護者を対象とした教室（親ナビワークの体験・子育て中
の保護者のストレスの軽減、自己効力感の向上により虐待予防へつ
なげる。実施場所：志摩市総合保健センター）

健康推進課 0599-44-1100

61 三重県 志摩市 2月 ○ 中学生を対象とした性感染症に関する健康教育（市内中学校1校） 健康推進課 0599-44-1100

62 三重県 志摩市 4月～3月 ○
1歳児の児と保護者を対象にした教室（子育て支援と虐待予防の視点
から、親子のふれあいの促進、母親同士のつながりを持てる機会の
提供。実施場所：志摩市総合保健センター）

健康推進課 0599-44-1100

63 三重県 伊賀市 １１月１７日（日） ○ ○
子育て支援事業「広げよう子そだてのわ」での啓発物品配布（ハイトピ
ア伊賀）

こども家庭課 0595-22-9654

64 三重県 伊賀市 １１月１日（金） ○ 啓発物品配布 こども家庭課 0595-22-9654 詳細未定

65 三重県 伊賀市 １１月の１週間 ○ ケーブルテレビ・広報を活用した周知・啓発活動 こども家庭課 0595-22-9654

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

66 三重県 木曽岬町 11月6日 ○
親向け講座の実施。
テーマ：「揺さぶられ症候群」を知っていますか？
場　所：木曽岬町保健センター

福祉健康課
（こども相談・子育
て支援センター）

0567‐68‐6119

67 三重県 木曽岬町 11月6日 ○
支援者向け講座の実施。
内容：「揺さぶられ症候群」を知っていますか？
場所：木曽岬町保健センター

福祉健康課
（こども相談・子育
て支援センター）

0567‐68‐6120

68 三重県 木曽岬町 11月 ○
町広報誌で、①虐待防止に関する記事の啓発
②虐待防止講座の周知の実施。

福祉健康課
（こども相談・子育
て支援センター）

0567‐68‐6121

69 三重県 東員町
１１月１日～
１１月３０日

○ 町広報誌にて、児童虐待防止に関する記事を掲載
生活福祉部地域福
祉課社会福祉係

0594-86-2804

70 三重県 菰野町 11月 ○ 児童虐待防止講演会を開催予定。
子ども家庭課
発達支援係

059-391-1124

71 三重県 菰野町 11月 ○
防災行政無線を使用した児童虐待防止についての予防啓発広報を
実施。

子ども家庭課
発達支援係

059-391-1124

72 三重県 朝日町 11月 ○
町広報紙において虐待防止月間の周知と、虐待通告に関するお知ら
せを掲載する。

子育て健康課 059-377-5652

73 三重県 多気町 11月1日 ○
町広報紙（11月1日付け）で、児童虐待内容や児童虐待通告先を記載
し、児童虐待の防止、早期発見・通告を促す。

町民福祉課
子ども係

0598-38-1114

74 三重県 明和町 11月29日 ○

「児童虐待のない町づくりを目指して～今、それぞれが取組むことは
何か～」
　講師：立命館大学産業社会学部教授　野田正人氏
明和町役場1階研修室

明和町役場
福祉子育て課

0596-52-7115

75 三重県 明和町
6月20日、9月13日、

12月5日、
平成26年3月13日

○
マタニティサロン（妊婦教室）において「乳児揺さぶり症候群」防止PR
用DVDの視聴前後にアンケートを収集（厚生労働省モデル事業）

明和町役場
福祉子育て課

0596-52-7115

76 三重県 大台町 11月14日 ○
民生員（母子部会）及び要保護児童対策地域協議会と共催により開
催し、街頭数箇所キャンペーンを11月14日に実施予定。

町民福祉課 0598-82-3783

77 三重県 大台町 11月 ○
１１月の児童虐待防止推進月間中に啓発活動を推進します。大台町
独自のリーフレット作成予定。

町民福祉課 0598-82-3783

78 三重県 玉城町
５月、８月、１１月、２

月
○

保健福祉会館にてパパ、ママ教室を実施。乳児の「ゆさぶられ症候
群」についてのDVD視聴と虐待についての講話

生活福祉課
子育て総合支援室

0596-58-8000

79 三重県 玉城町 9月10日
保健福祉会館にて、要保護対策協議会実務者会議で市町アドバイ
ザー派遣事業を利用し「事例検討研修会」を実施

生活福祉課 0596-58-8000

80 三重県 玉城町 １１月号 ○
町広報紙（児童虐待内容や通告先を記載し児童虐待の防止、早期発
見の通告を促す

生活福祉課 0596-58-8000
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場合、○を選択
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場合、○を選択
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

81 三重県 度会町 7月、11月 ○ 町広報紙による啓発活動 福祉保健課 0596-62-2413

82 三重県 度会町 11月26日 ○
要保護児童等対策協議会の活動として、県コーデジネーターによる講
習会

福祉保健課 0596-62-2413

83 三重県 紀北町 11月 ○ 町広報への掲載 福祉保健課 0597-46-3122

84 三重県 御浜町
11月1日～
11月30日

○
町広報誌11月号に児童虐待防止推進月間を掲載し、児童虐待の通
報を促す

健康福祉課
福祉係

05979-3-0515

25 1 滋賀県 滋賀県 5月1日
「児童福祉月間」にあわせ、ＪＲ草津駅前でオレンジリボン等啓発グッ
ズの配布

健康福祉部
子ども・青少年局

077-528-3551

2 滋賀県 滋賀県 9月21日
じんけんフェスタにおけるオレンジリボン等啓発グッズの配布及びパ
ネルの展示

健康福祉部
子ども・青少年局

077-528-3551

3 滋賀県 滋賀県
10月4日、9日、

22日

県の要保護児童対策連絡協議会主催でキャラバン隊を結成し、県内
全市町を回りオレンジリボンの贈呈と児童虐待防止に向けたメッセー
ジの伝達を行う

健康福祉部
子ども・青少年局

077-528-3551

4 滋賀県 滋賀県 10月4日
児童虐待防止日本一周マラソンに挑戦中の甲斐英幸さんを招き、大
津駅前での街頭啓発および講演会を行う

健康福祉部
子ども・青少年局

077-528-3551

5 滋賀県 滋賀県 10月19日、20日
民間団体が行うびわ湖一周オレンジリボンたすきリレーの出発式へ
の出席およびゴール地点での啓発イベントの開催

健康福祉部
子ども・青少年局

077-528-3551

6 滋賀県 滋賀県 １１月中旬 ○ 駅前等における啓発物品の配布
健康福祉部

子ども・青少年局
077-528-3551

7 滋賀県 滋賀県 11月1日 ○ 県広報誌における月間の紹介
健康福祉部

子ども・青少年局
077-528-3551

8 滋賀県 滋賀県 １１月中旬 ○ 保護者向け広報誌における児童虐待関連の記事の掲載
健康福祉部

子ども・青少年局
077-528-3551

9 滋賀県 彦根市 11月1日 ○ 「広報ひこね」に掲載し、市民に啓発
福祉保健部

子ども青少年課
0749-26-0994

10 滋賀県 彦根市 11月20日 ○ 啓発チラシと物品の配布
福祉保健部

子ども青少年課
0749-26-0994

11 滋賀県 彦根市 11月26日 ○
児童虐待防止シンポジウム
　講師　高橋　啓子　先生（大学教授） 他

福祉保健部
子ども青少年課

0749-26-0994

12 滋賀県 長浜市 11月1日 ○ 広報誌への「児童虐待防止」記事の掲載
子育て支援課

家庭児童相談室
0749-65-6544

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

13 滋賀県 長浜市 11月4日 ○ 子育て講演会の開催
子育て支援課

家庭児童相談室
0749-65-6544

14 滋賀県 近江八幡市 6月6日
「学校・保育所等職員対象　児童虐待に関する説明会」
虐待に対する基本対応と、虐待に関する事業説明

福祉総合相談課
子ども家庭相談室

0748-31-4001

15 滋賀県 近江八幡市 9月11日
「学童保育職員対象　児童虐待に関する研修会」
虐待に対する基本対応

子ども支援課 0748-36-5524

16 滋賀県 近江八幡市
10月21日～
10月24日

児童虐待キャラバン隊の来庁に合わせて、市役所玄関ロビーに児童
虐待防止啓発パネルを展示

福祉総合相談課
子ども家庭相談室

0748-31-4001

17 滋賀県 近江八幡市 １0月～12月 ○ 保育園等に対する児童虐待防止啓発パネル・ＤＶＤの貸出
福祉総合相談課

子ども家庭相談室
0748-31-4001

18 滋賀県 近江八幡市 11月 ○
近江八幡市職員や要保護児童対策地域協議会委員のオレンジリボ
ン着用

福祉総合相談課
子ども家庭相談室

0748-31-4001

19 滋賀県 近江八幡市 11月未定 ○
滋賀県の一斉啓発日に合わせて、近江八幡駅前にて街頭啓発活動
を行う。オレンジリボンと啓発グッズを配布。

福祉総合相談課
子ども家庭相談室

0748-31-4001

20 滋賀県 近江八幡市 11月1日 ○ 広報おうみはちまんに児童虐待防止推進月間の記事を掲載
福祉総合相談課

子ども家庭相談室
0748-31-4001

21 滋賀県 近江八幡市 11月～2月 ○
「保育園等保護者に対する研修会」
しつけと虐待の違い

福祉総合相談課
子ども家庭相談室

0748-31-4001

22 滋賀県 近江八幡市 12月～2月
「民生委員改選に伴う民生委員対象研修」
児童虐待防止マニュアルの使い方など基本対応

福祉総合相談課
子ども家庭相談室

0748-31-4001

23 滋賀県 近江八幡市 通年
乳児家庭全戸訪問事業実施時に、揺さぶられっ子症候群のパンフ
レットを配布

健康推進課 0748-33-4252

24 滋賀県 草津市 11月1日 ○ 市広報誌において11月児童虐待防止推進月間の特集記事掲載
子ども家庭部
子ども家庭課

家庭児童相談室
077-561-2373

25 滋賀県 草津市 11月7日 ○ えふえむ草津ラジオ市政広報番組にて啓発
子ども家庭部
子ども家庭課

家庭児童相談室
077-561-2373

26 滋賀県 草津市
11月20日

(予定)
○

市内街頭啓発の実施（ＪＲ草津駅・南草津駅において
リーフレット、啓発グッズを配付）

子ども家庭部
子ども家庭課

家庭児童相談室
077-561-2373

27 滋賀県 草津市 11月 ○ ＪＲ草津駅・南草津駅、市役所にのぼり旗、横断幕を掲出
子ども家庭部
子ども家庭課

家庭児童相談室
077-561-2373

28 滋賀県 草津市 11月 ○ 市公用車に啓発用マグネットを貼付
子ども家庭部
子ども家庭課

家庭児童相談室
077-561-2373
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

29 滋賀県 草津市 11月 ○
市職員（部長、副部長、関係機関職員等）にオレンジリボン着用を要
請

子ども家庭部
子ども家庭課

家庭児童相談室
077-561-2373

30 滋賀県 草津市 5月～3月 ○ ＣＳＰ（ｺﾓﾝｾﾝｽ・ﾍﾟｱﾚﾝﾃｨﾝｸﾞ）を活用した子育て講座を開催
子ども家庭部
子ども家庭課

家庭児童相談室
077-561-2373

31 滋賀県 草津市 7月～3月 ○
幼稚園、保育所対象に保護者、職員向けのＣAP大人ワークショップ
研修を開催

子ども家庭部
子ども家庭課

家庭児童相談室
077-561-2373

32 滋賀県 草津市 8月8日
児童虐待防止啓発研修会（講演「子どもの虐待を取り巻く現状につい
て」／市役所２階特大会議室）会場にて市家庭児童相談室パンフレッ
ト配付

子ども家庭部
子ども家庭課

家庭児童相談室
077-561-2373

33 滋賀県 草津市 5月1日
児童福祉月間に伴う街頭啓発（啓発グッズ等配付/県主催）
ＪＲ草津駅前広場

子ども家庭部
子ども家庭課

家庭児童相談室
077-561-2373

34 滋賀県 草津市 4月～3月 ○ 市ホームページで子どもの虐待防止の啓発
子ども家庭部
子ども家庭課

家庭児童相談室
077-561-2373

35 滋賀県 草津市 11月 ○
児童虐待防止推進月間に伴う啓発チラシの市内全戸回覧と
市内公共施設での啓発ポスター掲示

子ども家庭部
子ども家庭課

家庭児童相談室
077-561-2373

36 滋賀県 守山市 11月中頃 ○ 街頭にて児童虐待防止に向けてオレンジリボン等を配付予定 こども家庭相談課 077-582-1159

37 滋賀県 守山市 11月 ○ 広報・HPに児童虐待防止にかかる掲載予定 こども家庭相談課 077-582-1159

38 滋賀県 守山市 11月 ○ 市内各学校等に啓発用しおりを配付し児童虐待防止を呼びかけ こども家庭相談課 077-582-1159

39 滋賀県 守山市 年内 市民向け研修（児童虐待防止）を実施予定 こども家庭相談課 077-582-1159

40 滋賀県 栗東市 10月4日 児童虐待キャラバン隊栗東市へのメッセージ伝達式
子育て応援課

家庭児童相談室
077-551-0300

41 滋賀県 栗東市 １１月 ○ 広報「りっとう」に児童虐待啓発文書掲載
子育て応援課

家庭児童相談室
077-551-0300

42 滋賀県 栗東市 １１月 ○ 児童虐待月間に合わせて関係機関に啓発関連グッズ配布
子育て応援課

家庭児童相談室
077-551-0300

43 滋賀県 栗東市 １１月 ○ JR栗東駅前にて児童虐待に関する小冊子等の配布と啓発
子育て応援課

家庭児童相談室
077-551-0300

44 滋賀県 甲賀市 １１月 ○ 駅、ショッピングセンターで、街頭啓発予定。
健康福祉部
社会福祉課

家庭児童相談室
0748-65-0660

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

45 滋賀県 甲賀市 １１月 ○ 広報紙１１月１日号に記載。
健康福祉部
社会福祉課

家庭児童相談室
0748-65-0660

46 滋賀県 野洲市 5月12日 ○
市内スーパー２箇所において、街頭啓発にて、オレンジリボン等の啓
発グッズを配布

健康福祉部
子育て家庭支援課
家庭児童相談室

077-587-6140

47 滋賀県 野洲市 5月1日～31日 ○
公共施設において、オレンジリボン啓発のぼり旗の設置と電光掲示板
にて啓発

健康福祉部
子育て家庭支援課
家庭児童相談室

077-587-6140

48 滋賀県 野洲市 6月15日
発達支援センター主催の講演会にて啓発団扇、チラシ、オレンジリボ
ンの配布

健康福祉部
子育て家庭支援課
家庭児童相談室

077-587-6140

49 滋賀県 野洲市 6月24日
幼稚園の保護者を対象に出前講座の開催及び団扇・チラシ等啓発資
材の配布

健康福祉部
子育て家庭支援課
家庭児童相談室

077-587-6140

50 滋賀県 野洲市
6月20日～

7月5日
○ 「児童虐待防止」標語募集のホームページに掲載

健康福祉部
子育て家庭支援課
家庭児童相談室

077-587-6140

51 滋賀県 野洲市
6月20日～

8月１日
○ 啓発団扇を市役所内の数カ所に設置し、自由に持ち帰っていただく

健康福祉部
子育て家庭支援課
家庭児童相談室

077-587-6140

52 滋賀県 野洲市 7月4日 ファミリーサポーター等に対する出前講座(啓発団扇等の配布)
健康福祉部

子育て家庭支援課
家庭児童相談室

077-587-6140

53 滋賀県 野洲市 7月22日
主任児童委員情報交換において、平成24年度虐待状況の報告並び
に団扇等の配布

健康福祉部
子育て家庭支援課
家庭児童相談室

077-587-6140

54 滋賀県 野洲市 8月3日 野洲市人権教育研究大会にて啓発団扇、オレンジリボンを配布
健康福祉部

子育て家庭支援課
家庭児童相談室

077-587-6140

55 滋賀県 野洲市 8月4日 ひとり親家庭親子バス旅行にて啓発団扇の配布
健康福祉部

子育て家庭支援課
家庭児童相談室

077-587-6140

56 滋賀県 野洲市 9月22日 ストック・ウォーキングにて、オレンジリボンの配布
健康福祉部

子育て家庭支援課
家庭児童相談室

077-587-6140

57 滋賀県 野洲市 10月5日 ○ 商工フェアーにてオレンジリボン啓発ポケット・ティッシュの配布
健康福祉部

子育て家庭支援課
家庭児童相談室

077-587-6140

58 滋賀県 野洲市 11月1日 ○ 11月号市広報紙にて、児童虐待防止月間をＰＲ
健康福祉部

子育て家庭支援課
家庭児童相談室

077-587-6140

59 滋賀県 野洲市
11月1日～
11月30日

○ 市内の公共施設において、のぼり旗、横断幕にて啓発
健康福祉部

子育て家庭支援課
家庭児童相談室

077-587-6140

60 滋賀県 野洲市 11月13日 ○
市内の一部、保育園と幼稚園の保護者に対して、啓発チラシ、ポケッ
ト・テッシュ等を配布

健康福祉部
子育て家庭支援課
家庭児童相談室

077-587-6140
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

61 滋賀県 野洲市 1月 児童虐待防止にかかる講演会を予定
健康福祉部

子育て家庭支援課
家庭児童相談室

077-587-6140

62 滋賀県 野洲市 10月4日 ○
児童虐待防止キャラバン隊の来庁に際し、市キャラクター(ドウタクく
ん）と保育園児が出迎え

健康福祉部
子育て家庭支援課
家庭児童相談室

077-587-6140 他機関主催事業への支援

63 滋賀県 野洲市 10月19日 ○
びわ湖一周オレンジリボンたすきリレーにて、市キャラクター(ドウタク
くん）や、のぼり旗、横断幕で応援。

健康福祉部
子育て家庭支援課
家庭児童相談室

077-587-6140 他機関主催事業への支援

64 滋賀県 湖南市 １１月 ○
湖南市役所東庁舎市民課待合ロビー、保健センター待合ロビー、十
二坊温泉ゆららロビーの３カ所で広告モニター

健康福祉部
子育て支援課

0748-71-2345

65 滋賀県 湖南市 11月14日 ○ 市内大型店舗３カ所にて街頭啓発（主任児童委員と）
健康福祉部

子育て支援課
0748-71-2345

66 滋賀県 湖南市 11月8日 ○ 湖南市人権・同和教育推進協議会 子ども人権部会員対象の研修会
健康福祉部

子育て支援課
0748-71-2345

67 滋賀県 高島市 毎月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉部

子ども家庭相談課
0740-25-8517

68 滋賀県 高島市
7月1日～
7月7日

市独自の児童虐待防止週間を設ける。
健康福祉部

子ども家庭相談課
0740-25-8517

69 滋賀県 高島市 7月4日 平和堂にて街頭啓発（オレンジリボン啓発ティシュ・チラシ等を配布）
健康福祉部

子ども家庭相談課
0740-25-8517

70 滋賀県 高島市 7月6日
子ども虐待防止講演会　講師：島田妙子氏　ロビーにて、オレンジリボ
ン啓発コーナー。

健康福祉部
子ども家庭相談課

0740-25-8517

71 滋賀県 高島市 ６月～７月 オレンジリボン七夕の作成（オレンジリボン短冊の作成依頼）
健康福祉部

子ども家庭相談課
0740-25-8517

72 滋賀県 高島市 ４月～３月 ○ オレンジ千羽鶴の作成
健康福祉部

子ども家庭相談課
0740-25-8517

73 滋賀県 高島市 １１月～１２月 ○ オレンジリボンメッセージクリスマスツリーの展示、作成。
健康福祉部

子ども家庭相談課
0740-25-8517

74 滋賀県 高島市 11月20日 ○
ＪＲ今津駅、安曇川駅にて街頭啓発（オレンジリボン啓発ティシュ・チラ
シ等を配布）

健康福祉部
子ども家庭相談課

0740-25-8517

75 滋賀県 高島市 10月20日
びわ湖高島栗マラソンにて選手全員にオレンジリボンをつけて参加し
てもらう。会場にて、オレンジリボン風船等の配布。

健康福祉部
子ども家庭相談課

0740-25-8517

76 滋賀県 高島市
10月28日、

11月7日、26日
○ 子ども虐待防止関係者研修会(３回）

健康福祉部
子ども家庭相談課

0740-25-8517

都道府県 市区町村
実施（予定）
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

77 滋賀県 高島市 ７月、１１月 ○ オレンジリボン啓発パネル等の展示。
健康福祉部

子ども家庭相談課
0740-25-8517

78 滋賀県 高島市 10月27日 ○
「食と健康づくりのつどい」において、オレンジリボン啓発コーナーの開
設。

健康福祉部
子ども家庭相談課

0740-25-8517

79 滋賀県 高島市 12月1日
「人権のつどい」において、オレンジリボンパネル等の展示および啓発
資材の配布。。

健康福祉部
子ども家庭相談課

0740-25-8517

80 滋賀県 東近江市 年間 ○ 市内幼稚園・保育園で、相談啓発紙芝居の実施。
健康福祉こども部
こども支援センター

0748-24-5663

81 滋賀県 東近江市 年間 ○ 市内小学校で、児童虐待防止未然事業ＣＡＰワークショップ実施。
健康福祉こども部
こども支援センター

0748-24-5663

82 滋賀県 東近江市 年間 市作成パンフレットの配布。
健康福祉こども部
こども支援センター

0748-24-5663

83 滋賀県 東近江市 4月、8月、2月 市コミュニティチャンネルでこども支援センター活動の紹介。
健康福祉こども部
こども支援センター

0748-24-5663

84 滋賀県 東近江市 6月、11月 市ＣＡＴＶで、こども支援センター活動の紹介。
健康福祉こども部
こども支援センター

0748-24-5663

85 滋賀県 東近江市 10月24日 ○
市コミュニティーセンターホールにて、子育て当事者や子育て支援に
関わる人たちの意見交換を目的として「こどもと子育てを支えるつど
い」を開催。

健康福祉こども部
こども支援センター

0748-24-5663

86 滋賀県 東近江市 11月 ○ 滋賀報知新聞広告欄に、児童虐待防止に関する記事を掲載。
健康福祉こども部
こども支援センター

0748-24-5663

87 滋賀県 東近江市 11月 ○ 市内公共施設付近にのぼり旗設置。
健康福祉こども部
こども支援センター

0748-24-5663

88 滋賀県 東近江市 11月 ○ 市内循環バス車内にポスター掲示。
健康福祉こども部
こども支援センター

0748-24-5663

89 滋賀県 東近江市 11月3日 ○
市役所駐車場で開催される秋祭りで、児童虐待防止を促す缶バッチ
作成ブースの出展。

健康福祉こども部
こども支援センター

0748-24-5663

90 滋賀県 東近江市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止関係記事掲載
健康福祉こども部
こども支援センター

0748-24-5663

91 滋賀県 東近江市 11月 ○ ＪＲ駅構内にて、オレンジリボングッズ配布。
健康福祉こども部
こども支援センター

0748-24-5663

92 滋賀県 米原市 11月 ○ 11月1日号市広報紙にて児童虐待防止の周知記事掲載
子育て支援課

子ども家庭相談室
0749-55-8123
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93 滋賀県 米原市 11月 ○
米原市内のスーパーにてオレンジリボンのちらし・リボン・啓発物品を
配布

子育て支援課
子ども家庭相談室

0749-55-8123

94 滋賀県 米原市 5月～3月 ○ 乳幼児向け子育て支援冊子に児童虐待防止の啓発を掲載
子育て支援課

子ども家庭相談室
0749-55-8123

95 滋賀県 米原市 4月～3月 ○ 市役所内に虐待防止横断幕を掲示
子育て支援課

子ども家庭相談室
0749-55-8123

96 滋賀県 日野町 9月15日 ちびっこまつりの参加者に啓発資材の配布 福祉課 0748-52-6573

97 滋賀県 日野町 10月26日・27日 氏郷まつりのイベント会場で啓発資材の配布 福祉課 0748-52-6573

98 滋賀県 日野町 11月23日 ○ 福祉のつどい２０１３で啓発資材の配布 福祉課 0748-52-6573

99 滋賀県 竜王町 11月1日 ○ 広報「りゅうおう」１１月号において「子ども虐待防止」について掲載
健康推進課

子育て支援係
0748-58-1006

100 滋賀県 竜王町 １１月 ○ 児童虐待防止推進月間中、庁舎前に横断幕、のぼり旗を設置する
健康推進課

子育て支援係
0748-58-1006

101 滋賀県 竜王町 １１月上旬 ○
庁舎前のスーパーにおいて、啓発用ジャンパーを着用し、街頭啓発の
実施（啓発グッズやポケットティッシュの配布

健康推進課
子育て支援係

0748-58-1006

102 滋賀県 竜王町
11月4日～
11月11日

○
庁舎前のスーパーにおいて、「児童虐待防止」にかかる店内放送を流
していただく

健康推進課
子育て支援係

0748-58-1006

103 滋賀県 竜王町 通年
４か月健診にて、町が作成した児童虐待防止啓発用パンフレットを配
布

健康推進課
子育て支援係

0748-58-1006

104 滋賀県 愛荘町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発記事の掲載 子ども支援課 0749-42-7693

105 滋賀県 愛荘町 11月 ○ ショッピングセンターにおいて児童虐待に関する小冊子等の配布 子ども支援課 0749-42-7693

106 滋賀県 愛荘町 11月 ○ 町役場庁舎内において啓発物品の配布 子ども支援課 0749-42-7693

107 滋賀県 愛荘町 10月 滋賀県キャラバン隊来町時に保育園児に啓発用品配布 子ども支援課 0749-42-7693

108 滋賀県 豊郷町 11月 ○ 本庁舎および出先機関に懸垂幕を設置する。 保健福祉課 0749-35-8116
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109 滋賀県 豊郷町 11月 ○ 町内事業所にオレンジ色の名札を配布する。 保健福祉課 0749-35-8116

110 滋賀県 甲良町 １１月 ○
町広報誌に児童虐待防止について掲載
啓発物の窓口設置・配布

保健福祉課 0749-38-5151

111 滋賀県 多賀町 １１月 ○ 広報紙に児童虐待防止啓発について掲載
子ども家庭応援

センター
0749-48-8137

112 滋賀県 多賀町 １１月 ○ 広報車で町内を巡回し、児童虐待防止啓発の呼びかけを実施
子ども家庭応援

センター
0749-48-8137

113 滋賀県 多賀町 １１月 ○ 児童虐待防止チラシを全戸配布
子ども家庭応援

センター
0749-48-8137

114 滋賀県 多賀町 １２月 ○ 中学１年生を対象に妊娠、出産、命の尊さについて性教育の実施
子ども家庭応援

センター
0749-48-813７

115 滋賀県 多賀町 １１月 ○ 有線放送で児童虐待防止について放送実施
子ども家庭応援

センター
0749-48-813７

26 1 京都府 京都府 11月 ○
コンビニエンスストアとの協働による啓発（従業員のオレンジリボン着
用、啓発ポスターの掲示）

健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

2 京都府 京都府 11月 ○
地元鉄道会社との協働による啓発（従業員のオレンジリボン着用、車
両内の広告の啓示等）

健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

3 京都府 京都府 11月3,23日 ○ 府内マラソン大会参加選手等への啓発資材配布
健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

4 京都府 京都府 １１月 ○
地元J2サッカーチームとタイアップした啓発活動の実施（ホームゲー
ムでのキャンペーン実施等）

健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

5 京都府 京都府 11月3日 ○ 「京都ヒューマンフェスタ２０１３」でのブース出展
健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

6 京都府 京都府 １１月 ○ 府広報誌、ホームページ、地元ラジオ等による啓発
健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

7 京都府 京都府 １１月 ○ 庁舎での啓発資材の展示・掲出・配布
健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

8 京都府 京都府 １１月 ○ 保健所公用車の啓発マグネット貼付
健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

9 京都府 京都府 ６月～９月
「前向き子育てプログラム」（乙訓保健所：子育てに自信が持てるよう
になるための連続講座・児童虐待未然防止対策事業）

健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589
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10 京都府 京都府 通年 ○
「すこやか子育て相談」（乙訓保健所：育児不安の強い母親に対してカ
ウセリングを実施）

健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

11 京都府 京都府 １１月中 ○
オレンジリボンキャンペーン啓発事業（乙訓総合庁舎：啓発のぼり、ロ
ビー展示、管内市町を含むリーフレット・啓発資材等配布）

健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

12 京都府 京都府 １月頃
児童虐待未然防止・子育て支援をテーマとした研修会（管内市町関係
機関・団体等との連携・協働により計画中）

健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

13 京都府 京都府 ３月頃
児童虐待未然防止に係る医療機関と市町村の連携会議（管内市町・
医療機関等との連携・協働により計画中）

健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

14 京都府 京都府 H25.8～H26.3 ○ ○ 希望する中高大学にて思春期保健相談士を派遣し講座開催
健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

15 京都府 京都府 H25.10～H25.11 ○ ○ 児童虐待に関する授業の開催、学生とオレンジリボン運動実施
健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

16 京都府 京都府 2月22日 民生委員・児童委員むけ児童虐待防止ワークショップの開催
健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

17 京都府 京都府 11月30日 ○
子育て中の家族を対象に地域の子育て支援団体と協力し「山城子育
てフェスタ」を開催

健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

18 京都府 京都府 10月28日 なんたん親子のすこやかな発達を考えるセミナー
健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

19 京都府 京都府 11月3日 ○ 京都丹波ロードレース大会との協働による啓発
健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

20 京都府 京都府 11月中 ○ 管内市町と協働し､街頭啓発を実施
健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

21 京都府 京都府 １１月中旬 ○ 街頭啓発（大型スーパー）にて啓発グッズの配布（市要対協との共催）
健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

22 京都府 京都府 11月23日 ○
マラソンランナー及び応援者へのオレンジリボン啓発（府家庭支援課
との共催）

健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

23 京都府 京都府 １１月 ○
保健所だより、保健所周囲に啓発横断幕及びのぼり掲示、福知山総
合庁舎内府民ホールでの啓発パネル展示

健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

24 京都府 京都府 10月20日 中丹絆フェスタにおける児童虐待防止啓発
健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

25 京都府 京都府 １１月 ○
ポスター、パネル展示による児童虐待啓発、取組の紹介（舞鶴総合庁
舎及び綾部総合庁舎の府民ホール）

健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589
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26 京都府 京都府 １１月 ○ 庁舎横に横断幕の掲示（虐待防止のスローガン）
健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

27 京都府 京都府 １１月 ○ 京都府公用車にオレンジリボンステッカーを貼り啓発
健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

28 京都府 京都府 10月20日
中丹絆フェスタ会場（綾部市）でブースを設け、パネル展示と共にオレ
ンジリボンとハンドブックを来場者に配布し啓発

健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589 中丹管内の府公所が参加

29 京都府 京都府 11月24日 ○ 「子育てフェスタin丹後」における参加者への啓発
健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

30 京都府 京都府
11月1日～
11月30日

○ 丹後保健所庁舎にオレンジリボンライトアップ
健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

31 京都府 京都府
11月1日～
11月30日

○
管内各市町（２市２町）において街頭啓発
（各市町要保護児童対策協議会と共催）

健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

32 京都府 京都府 11月1日～ ○ 丹後保健所広報誌に児童虐待に関わる記事掲載
健康福祉部
家庭支援課

075-414-4589

33 京都府 福知山市 １１月中 ○
福知山市の広報誌に児童虐待防止に関する事項等を掲載の市民に
向けた広報啓発活動を実施。

福知山市福祉保健
部子育て支援課

家庭支援係
0773-24-7066

34 京都府 福知山市 １１月中 ○

児童虐待防止に向けた子育て講演会を福知山市要保護児童対策地
域協議会、福知山市、京都府、京都府男女共同参画センターらら京
都の共催により開催。来場者に推進月間用のリーフレット・オレンジリ
ボン、チラシ等の啓発資料を配布

同家庭支援係
福知山市人権推進
室男女共同参画推

進係等

0773-24-7066
0773-24-7022

35 京都府 福知山市 11月6日 ○

大型スーパー２店（イオン福知山店等）において、オレンジリボンキャ
ンペーンを実施。来店客等一般市民に対して推進月間用のリーフレッ
ト・オレンジリボン、同リボンの絵柄等入りボールペン、チラシ等の啓
発資料を配布。

同家庭支援係
府中丹西保健所

0773-24-7066
0773-22-3903

36 京都府 福知山市 １１月中 ○
市庁舎正面玄関、東出入り口、庁舎内等に児童虐待防止推進月間用
の「のぼり旗」4本を掲出する広報啓発。

同家庭支援係 0773-24-7066

37 京都府 舞鶴市 １１月中 ○ リーフレットの配布 子ども支援課 0773-66-1094

38 京都府 舞鶴市 １１月中 ○ 街頭啓発活動 子ども支援課 0773-66-1094

39 京都府 綾部市 11月14日 ○ ○
市民及び要保護児童対策地域協議会対象子ども虐待防止講演会
「トーク＆ライブ」の開催

福祉保健部
民生児童課

0773‐40‐1088

40 京都府 綾部市 ９月～1１月上旬 ○ ○
市民及び要保護児童対策地域協議会対象子ども虐待防止講演会
「トーク＆ライブ」の開催チラシ配布

福祉保健部
民生児童課

0773‐40‐1088
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41 京都府 綾部市 １1月～12月 ○ ○ 市役所庁舎周辺に児童虐待防止ののぼり旗を設置
福祉保健部
民生児童課

0773‐40‐1088

42 京都府 綾部市 １1月～12月 ○ ○ 市役所庁舎周辺に児童虐待防止の啓発垂れ幕の設置
福祉保健部
民生児童課

0773‐40‐1088

43 京都府 綾部市 １1月～12月 ○ ○ 市役所西庁舎玄関に児童虐待防止の啓発看板の設置
福祉保健部
民生児童課

0773‐40‐1088

44 京都府 綾部市 １1月～12月 ○ ○ 来課者及び関係機関にオレンジリボンと虐待防止冊子の配布
福祉保健部
民生児童課

0773‐40‐1088

45 京都府 綾部市 通年 ○ ○
市内の子育て家庭に、または、健診やイベントで母親応援パンフレット
「幸せママの自己尊重トレーニング」を配布する。

福祉保健部
民生児童課

0773‐40‐1088

46 京都府 綾部市 通年 ○ ○
市内の子育て家庭に、または、健診やイベントで子育て応援パンフ
レット「ほめ上手でグングン子育て」を配布する。

福祉保健部
民生児童課

0773‐40‐1088

47 京都府 綾部市 １1月 ○ ○ 市の広報ネットに児童虐待防止月間について掲載
福祉保健部
民生児童課

0773‐40‐1088

48 京都府 綾部市 11月24日 ○ ○ 子育て応援フリーマーケット「ほっとランド事業」の開催
福祉保健部
民生児童課

0773‐40‐1088

49 京都府 綾部市 １1月～12月 ○ ○
自治会や市内医療機関・市内大型スーパー・コンビニ等に、啓発ポス
ター及びチラシを配布して市民啓発を行う。

福祉保健部
民生児童課

0773‐40‐1088

50 京都府 宇治市 11月 ○ ○ 街頭啓発・広報・展示 こども福祉課 0774-20-8733

51 京都府 宮津市 11月 ○ 宮津市ホームページでの広報
健康福祉室
児童福祉室

0772-45-1621

52 京都府 宮津市 １１月 ○ 「広報みやづ」11月号での広報
健康福祉室
児童福祉室

0772-45-1621

53 京都府 宮津市 １１月 ○ 児童虐待防止啓発懸垂幕の掲出(庁内他）
健康福祉室
児童福祉室

0772-45-1621

54 京都府 宮津市 １１月 ○ 街頭啓発（ウエットテッシュ配布）
健康福祉室
児童福祉室

0772-45-1621

55 京都府 宮津市 １１月 ○ オレンジリボンの着用（市職員、市会議員他）
健康福祉室
児童福祉室

0772-45-1621

56 京都府 宮津市 １１月～１２月 ○ オレンジリボンツリーの設置（市公共施設３カ所）
健康福祉室
児童福祉室

0772-45-1621
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57 京都府 宮津市 １１月 ○ 宮津市民駅伝競走大会でオレンジタスキの使用
健康福祉室
児童福祉室

0772-45-1621

58 京都府 亀岡市 11月17日 ○
「ヒューマンフェスタ」「ゆう・あいフォーラム」開催会場にて、オレンジリ
ボン・ハンドブックなどを配布し、児童虐待防止の啓発・周知に取り組
む。

子育て支援課 0771-25-5027

59 京都府 亀岡市 11月 ○
市発行の広報紙等において、児童虐待防止推進月間のPRに取り組
む

子育て支援課 0771-25-5027

60 京都府 城陽市 通年 ○ 市作成のリーフレット配布 子育て支援課 0774-56-4036

61 京都府 城陽市
11月1日～
11月30日

○ こんにちは赤ちゃん事業でオレンジリボンの配布 子育て支援課 0774-56-4036

62 京都府 向日市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止月間と相談窓口を紹介
健康福祉部

子育て支援課
075-931-1111

63 京都府 向日市 11月 ○
職員にオレンジリボンを配付し、着装することによりオレンジリボン運
動を行う

健康福祉部
子育て支援課

075-931-1111

64 京都府 向日市 未定 児童虐待防止啓発パンフレットを作成し配布
健康福祉部

子育て支援課
075-931-1111

65 京都府 長岡京市 11月22日 ○
小中学校教員及び市福祉部門職員対象に「児童虐待通告から対応、
見守りまで」をテーマに講演

健康福祉部 075-955-9558

66 京都府 八幡市 11月 ○
市内文化センターにおいて、児童虐待防止講演会を開催し、講演会
場においてリーフレットやオレンジリボン等を配布。

福祉部子育て支援
課家庭児童相談室

075-983-1111

67 京都府 八幡市 12月
八幡市人権フェスタにおいて、家庭児童相談室のブースを設置、リー
フレットやオレンジリボン等を配布。

福祉部子育て支援
課家庭児童相談室

075-983-1111

68 京都府 八幡市
11月1日～
11月30日

○
啓発用のポケットティッシュを駅前等で配布。啓発用の旗を庁舎敷地
内に掲示。

福祉部子育て支援
課家庭児童相談室

075-983-1111

69 京都府 京田辺市 5月14日
研修会「あなたの気づきからはじまる児童虐待の支援」（対象：商工会
青年部）

子育て支援課 0774-64-1377

70 京都府 京田辺市 6月4日
研修会「あなたの気づきからはじまる児童虐待の支援」（対象：商工会
女性部）

子育て支援課 0774-64-1377

71 京都府 京田辺市 7月19日 子どもSOSカードの配布 子育て支援課 0774-64-1377

72 京都府 京田辺市 7月・12月 ○
思春期育児体験事業「子育てひろばにて乳幼児とふれあう」（対象：中
学生）

子育て支援課 0774-64-1377
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73 京都府 京田辺市 ８・１０～１２月 ○ 広報きょうたなべにて虐待の現状・防止の啓発活動 子育て支援課 0774-64-1377

74 京都府 京田辺市 8月23日
虐待防止研修会「子どもの虐待の実態と援助」（対象：田辺東小教育
相談部教員）

子育て支援課 0774-64-1377

75 京都府 京田辺市 9月8日
歯のひろば展示「子育てを楽しんでますか（子育て支援・虐待防止）」・
啓発物配布（リーフレット・ティッシュ等）

子育て支援課 0774-64-1377

76 京都府 京田辺市 通年 ○ 啓発グッズ作成（リボン・ティッシュ・公用車用マグネット・リ－フレット） 子育て支援課 0774-64-1377

77 京都府 京田辺市 9月～11月 ○
オレンジリボン運動（民生児童委員・ボランティアによるオレンジリボン
の製作、市職員等関係機関によるリボンの着用

子育て支援課 0774-64-1377

78 京都府 京田辺市 9月19日
研修会「京田辺市の子育て支援の取組　児童虐待予防から支援ま
で」（対象：民生児童委員）

子育て支援課 0774-64-1377

79 京都府 京田辺市 10月26日
保育のつどい展示「子育てを楽しんでますか（子育て支援・虐待防
止）」・啓発物配布（リボン・リーフレット・ティッシュ・缶バッジ等）

子育て支援課 0774-64-1377

80 京都府 京田辺市 11月1日 ○ 街頭啓発（２カ所）啓発物配布（リボン・リーフレット・ティッシュ等） 子育て支援課 0774-64-1377

81 京都府 京田辺市 11月17日 ○
産業祭展示「子育てを楽しんでますか（子育て支援・虐待防止）」・オレ
ンジリボン缶バッチ制作コ－ナ－・啓発物配布（リボン・リーフレット・
ティッシュ等）

子育て支援課 0774-64-1377

82 京都府 京田辺市 11月24日 ○
講演会「スタ－－・ペアレンティングトレ－ニング」（対象：子育て中の両
親）

子育て支援課 0774-64-1377 社会福祉協議会が主催

83 京都府 京田辺市 11月 ○
庁舎・社会福祉協議会に横断幕の設置、庁舎ロビ－にオレンジリボン
ツリ－・のぼり等の設置

子育て支援課 0774-64-1377

84 京都府 京田辺市 未定 児童虐待対応マニュアル研修会（対象：保育所(園)保育士） 子育て支援課 0774-64-1377

85 京都府 京田辺市 未定
児童虐待対応マニュアル研修会（対象：幼稚園教諭・認可外保育施設
職員）

子育て支援課 0774-64-1377

86 京都府 京丹後市 11月19日 ○
講演会
テーマ：「子どもの虐待問題と関係機関の役割」
開催場所　：　　大宮町アグリセンター

教育委員会事務局
子ども未来課

0772-69-0340

87 京都府 京丹後市 11月19日 ○
講演会において児童虐待防止の冊子・オレンジリボンを配布 教育委員会事務局

子ども未来課
0772-69-0340

88 京都府 京丹後市 １１月 ○
市広報誌に児童虐待防止について掲載 教育委員会事務局

子ども未来課
0772-69-0340
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89 京都府 京丹後市 １１月、１２月 ○
オレンジリボンキャンペーンとして真っ白の大きなツリーにオレンジリ
ボンを付け、児童虐待防止PRを行う。

教育委員会事務局
子ども未来課

0772-69-0340

90 京都府 京丹後市 １１月 ○
オレンジリボンキャンペーンとして子ども未来課職員がオレンジのス
カーフを付け児童虐待防止PRを行う。

教育委員会事務局
子ども未来課

0772-69-0340

91 京都府 京丹後市 １１月 ○
オレンジリボンキャンペーンとして市職員・学校職員全員がオレンジリ
ボンを付け児童虐待防止のPRを行う。

教育委員会事務局
子ども未来課

0772-69-0340

92 京都府 京丹後市 通年 ○
両親学級において、オレンジリボン・パンフレットを配布しPR 健康長寿福祉部

健康推進課
0772-69-0340

93 京都府 京丹後市 １１月（通年） ○
各市民局等において、市民に向けオレンジリボン・パンフレットを配架
しPRを行う。

教育委員会事務局
子ども未来課

0772-69-0340

94 京都府 南丹市 11月 ○ スーパー前等において、児童虐待防止に関する啓発物品等の配布
市民福祉部

子育て支援課
子育て支援係

077-68-0017

95 京都府 木津川市 11月 ○ 広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載する。 子育て支援課 0774-75-1212

96 京都府 木津川市 11月25日 ○
市職員を対象に、人権研修の中で、児童虐待の知識等に関する内容
を実施する。

子育て支援課 0774-75-1212

97 京都府 木津川市 12月以降
要保護児童対策地域協議会　構成メンバーを対象にした研修を実施
する。

子育て支援課 0774-75-1212

98 京都府 大山崎町 11月1日 ○ 啓発記事を広報に掲載 福祉課 075-956-2101

99 京都府 久御山町 １１月 ○ オレンジリボン等啓発物品の配布
民生部住民福祉課

子育て支援係
075(631)9902

100 京都府 井手町 11月2日・3日 ○ 町作成のリーフレットを町文化祭で来場者に配布
いづみ人権交流

センター
0774-82-3380

101 京都府 井手町 11月2日・3日
啓発物品（ボールペン・ティッシュ・マグネットクリップ）を町文化祭で来
場者に配布

いづみ人権交流
センター

0774-82-3380

102 京都府 宇治田原町 11月1日 ○ 町広報紙において児童虐待防止に関する記事を掲載 福祉課 0774-88-6635

103 京都府 宇治田原町 11月中 ○ 児童虐待防止に関する講演会を要保護児童対策協議会で開催 福祉課 0774-88-6635

104 京都府 笠置町
11月号掲載

(予定)
○ 広報紙に「児童虐待防止推進月間」の趣旨を掲載 住民課 0743-95-2301

東部3町村(和束町、南山城
村)共同広報紙に掲載予定
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105 京都府 和束町 通年 ○ 町公用車に啓発ステッカーを貼付 福祉課 0774-78-3001

106 京都府 和束町 １１月 ○ 窓口にて、町作成のリーフレット及び啓発グッズ（メモ帳）を配布 福祉課 0774-78-3001

107 京都府 和束町 １１月 ○ 町ホームページに児童虐待防止推進月間記事を掲載 福祉課 0774-78-3001

108 京都府 精華町 11月17日 ○
せいか祭りにおいて、地域住民に児童虐待防止啓発用品
（ポケットティッシュ等）を配布

健康福祉環境部
子育て支援課

0774-95-1917

109 京都府 精華町 11月 ○
庁舎への懸垂幕掲示
公用車へのオレンジリボンマグネットの掲示

健康福祉環境部
子育て支援課

0774-95-1917

110 京都府 精華町 11月 ○ 11月号広報誌及び、ホームページに虐待防止啓発記事掲載
健康福祉環境部
子育て支援課

0774-95-1917

111 京都府 精華町 11月～ ○
庁舎内に児童虐待防止啓発用品
（ポケットティッシュ等）の設置

健康福祉環境部
子育て支援課

0774-95-1917

112 京都府 精華町 11月26日 ○
講演会の開催（一般住民、関係各機関対象）
講演会会場における、児童虐待防止啓発用品の配布
テーマ：児童虐待問題に関すること（詳細未定）

健康福祉環境部
子育て支援課

0774-95-1917

113 京都府 精華町 １２月
研修会の開催（放課後児童クラブ指導員対象）
テーマ：児童虐待早期発見、未然防止に関すること
（詳細未定）

健康福祉環境部
子育て支援課

0774-95-1917

114 京都府 精華町 １２月
研修会の開催
（要対協実務者、学校・幼稚園教職員、保育士等対象）
テーマ：虐待対応の技術力向上に関すること（詳細未定）

健康福祉環境部
子育て支援課

0774-95-1917

115 京都府 精華町 １月
研修会の開催
（要対協実務者、学校・幼稚園教職員、保育士等対象）
テーマ：虐待対応の技術力向上に関すること（詳細未定）

健康福祉環境部
子育て支援課

0774-95-1917

116 京都府 南山城村 10月 窓口でポスター掲示。保育所保護者にポスターで周知 保健福祉課 0743-93-0104

117 京都府 京丹波町 毎月１回 ○
広報紙お知らせ版において、「虐待防止相談窓口」（全国共通ダイヤ
ル、家庭支援総合センター等）の紹介記事を掲載

子育て支援課 0771-82-1394

118 京都府 京丹波町 11月 ○
広報紙お知らせ版１１月号において、上記記事と併せて「児童虐待防
止推進月間」のＰＲ記事を掲載予定

子育て支援課 0771-82-1394

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

119 京都府 京丹波町 10月27日
町が主催団体に参画するイベント「食の祭典」において、オレンジリボ
ン及びハンドブックの配布や街頭啓発を実施予定

子育て支援課 0771-82-1394

120 京都府 伊根町 11月3日 町内で児童虐待街頭啓発を実施（※場所調整中） 住民生活課 0772-32-0504

121 京都府 与謝野町 11月8日 ○ 町広報誌へ児童虐待防止推進月間周知記事掲載 福祉課 0772-43-1513

122 京都府 与謝野町 11月 ○ DV被害者支援講座会場にて府作成啓発グッズ配布 福祉課 0772-43-1513

27 1 大阪府 大阪府 11月1日 ○

≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
オープニングイベントの開催
（児童虐待防止推進月間のオープニンブ宣言や、啓発グッズの配布
等の街頭キャンペーンを実施予定。）

福祉部子ども室
子育て支援課

06－6944－7108

2 大阪府 大阪府 11月24日 ○
≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
ガンバ大阪試合会場での啓発活動

福祉部子ども室
子育て支援課

06－6944－7108

3 大阪府 大阪府 11月を中心 ○
≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
その他、府民参加型イベントや、各種メディアを利用した広報を予定

福祉部子ども室
子育て支援課

06－6944－7108

4 大阪府 高槻市 通年 ○ 市営バスについて、オレンジリボンのラッピングを実施
子ども未来部

子育て総合支援
センター

072-686-5363

5 大阪府 高槻市 11月 ○ 公用車両用マグネットを配布し、期間中車両に貼り付ける
子ども未来部

子育て総合支援
センター

072-686-5363

6 大阪府 高槻市 11月 ○ 市役所庁舎内にパネル展示およびリーフレットの配架
子ども未来部

子育て総合支援
センター

072-686-5363

7 大阪府 高槻市 11月6日 ○ 市内中学校吹奏楽部の演奏・イベントと駅前で街頭啓発を実施
子ども未来部

子育て総合支援
センター

072-686-5363

8 大阪府 東大阪市 11月27日 ○
子育て中の保護者、子どもに関わる機関の職員を対象とした子育て
講演会

子どもすこやか部
子ども家庭室

子ども見守り課
06-4309-3197

9 大阪府 東大阪市 11月1日 ○
駅前（近鉄布施・若江岩田・瓢箪山駅）で啓発グッズを配布し、街頭啓
発。

子どもすこやか部
子ども家庭室

子ども見守り課
06-4309-3197

10 大阪府 東大阪市
11月14日、19日、21

日
○

広報にて一般市民も参加を呼びかけ、啓発グッズを配布しながら
ウォーキング

子どもすこやか部
子ども家庭室

子ども見守り課
06-4309-3197

11 大阪府 東大阪市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待防止に関する特集を組み、児童虐待防
止月間や相談窓口についてPR

子どもすこやか部
子ども家庭室

子ども見守り課
06-4309-3197

96



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

12 大阪府 東大阪市
11月1日～
11月30日

○
市庁舎において、児童虐待防止を呼びかける懸垂幕を、支所（１ヶ所）
に横断幕を掲揚

子どもすこやか部
子ども家庭室

子ども見守り課
06-4309-3197

13 大阪府 東大阪市
11月1日～
11月30日

○
市庁舎、支所（１ヶ所）の電光掲示板にて、児童虐待防止月間、通告
連絡先についてＰＲ

子どもすこやか部
子ども家庭室

子ども見守り課
06-4309-3197

14 大阪府 東大阪市
11月1日～
11月30日

○
市内を走る路線バスの車内広告で、児童虐待防止月間、通告連絡先
についてＰＲ

子どもすこやか部
子ども家庭室

子ども見守り課
06-4309-3197

15 大阪府 東大阪市 11月 ○ 公立保育所等において、児童虐待防止月間をＰＲするのぼりを掲揚
子どもすこやか部

子ども家庭室
子ども見守り課

06-4309-3197

16 大阪府 東大阪市
11月1日～
11月30日

○ 公用車に児童虐待防止を呼びかけるステッカーを掲示
子どもすこやか部

子ども家庭室
子ども見守り課

06-4309-3197

17 大阪府 東大阪市 10月～11月 ○ 市ウェブサイトにおいて、児童虐待防止月間についてPR
子どもすこやか部

子ども家庭室
子ども見守り課

06-4309-3197

18 大阪府 東大阪市 10月～11月 ○
子育て応援メールマガジン登録者に児童虐待防止月間をＰＲするメー
ルを送信

子どもすこやか部
子ども家庭室

子ども見守り課
06-4309-3197

19 大阪府 東大阪市
11月1日～
11月30日

○
市庁舎、保健センター、子育て支援センターにてオレンジリボングッズ
等の展示コーナーを設置

子どもすこやか部
子ども家庭室

子ども見守り課
06-4309-3197

20 大阪府 岸和田市 11月 ○ 岸和田駅前で児童虐待啓発グッズ等の配布
児童福祉部
児童育成課

072-423-9625

21 大阪府 岸和田市 11月 ○ 市役所庁舎内にオレンジリボンツリーを設置
児童福祉部
児童育成課

072-423-9625

22 大阪府 岸和田市 11月1日 ○ 防止月間期間中に全職員の名札にオレンジリボンを貼付
児童福祉部
児童育成課

072-423-9625

23 大阪府 岸和田市 １１月 ○ 虐待防止パンフレット作成し、全戸配布
児童福祉部
児童育成課

072-423-9626

24 大阪府 豊中市 11月中 ○ 虐待防止の横断幕の掲出（市役所庁舎壁面への掲出）
こども政策室相談

グループ
（こども家庭相談室）

６８５２－８４４８

25 大阪府 豊中市 11月中 ○ 虐待防止啓発用マグネットシート貼付（公用車・清掃車両貼付）
こども政策室相談

グループ
（こども家庭相談室）

６８５２－８４４８

26 大阪府 豊中市 11月中 ○ 市のホームページ上にて虐待防止情報を流す
こども政策室相談

グループ
（こども家庭相談室）

６８５２－８４４８

27 大阪府 豊中市 11月1日 ○ 街頭キャンペーン（豊中駅前にて啓発グッズ配布）
こども政策室相談

グループ
（こども家庭相談室）

６８５２－８４４８
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28 大阪府 豊中市 11月12日 ○ 講演会
こども政策室相談

グループ
（こども家庭相談室）

６８５２－８４４８
対象者：豊中市児童虐待
ネットワーク会議構成員

29 大阪府 池田市 11月 ○ 市役所庁舎にオレンジリボンのタペストリー及びのぼりを掲示
子ども・健康部
子育て支援課

072-752-1111
（内191）

30 大阪府 池田市 11月 ○ 市役所職員がオレンジリボンを着用
子ども・健康部
子育て支援課

072-752-1111
（内191）

31 大阪府 池田市 通年 ○
1歳6か月児健診及び3歳6か月児健診時にオレンジリボングッズを配
布

子ども・健康部
子育て支援課

072-752-1111
（内191）

32 大阪府 池田市 通年 ○ 4か月児健診時に子育て支援冊子等を配布
子ども・健康部
子育て支援課

072-752-1111
（内191）

33 大阪府 池田市
5月、9月、
10月、11月

○
オレンジリボン運動の一環とする子育て支援講演会を中学校区ごとに
開催

子ども・健康部
子育て支援課

072-752-1111
（内191）

34 大阪府 池田市
8月、10月、
11月、2月

○ ○ 乳幼児とのふれあい体験（市内の高校と共催）
子ども・健康部
子育て支援課

072-752-1111
（内191）

35 大阪府 吹田市 10月26日
児童虐待防止啓発市民講演会(１０月中旬から１１月にかけて行うDV
と児童虐待の防止に関する連続講座の中で実施。来場者にリーフ
レット配布）

子育て支援室 06-6384-1472

36 大阪府 吹田市
１１月５日、１１日、

１３日
○

児童虐待防止に関する啓発用ティッシュの配布を街頭（駅前、スー
パーマーケット店頭）で実施

子育て支援室 06-6384-1472

37 大阪府 泉大津市 11月1日 ○ 市広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉部
児童福祉課

0725-33-9059

38 大阪府 泉大津市 11月24日 ○ 健康・ふれあい祭りにてオレンジリボンキャンペーンを実施(予定）
健康福祉部
児童福祉課

0725-339059

39 大阪府 泉大津市 １１月 ○ 市内保育所・幼稚園・小中学校・その他の機関にてリーフレットを配布
健康福祉部
児童福祉課

0725-339059

40 大阪府 貝塚市 11月27日（水） ○
保育つき講演会「子育て中の小さなイライラをちょっと片付ける５つの
ステップ」新谷まさこ　さん（子育てと仕事．Ｃｏｍ）

健康福祉部
児童福祉課

０７２－４３３－７０
２２

11月11日より要申込

41 大阪府 茨木市
11月1日～
11月30日

○
市民参加のペナント作成コーナーを設置。子どもへのメッセージを書
いたカードを貼りつける。作成場所：子育て支援総合センター内（ぽっ
ぽルーム）

こども育成部
子育て支援課

子育て支援総合
センター

072-622-6638

42 大阪府 茨木市
11月15日～
11月16日

○
「いばらきＫｏｋｏ（子育て・子育ち）フェスティバル」でオレンジリボン
キャンペーンを周知するため、子育て支援総合センターで市民参加の
ブラバンコーナーを設置。

こども育成部
子育て支援課

子育て支援総合
センター

072-622-6638

43 大阪府 茨木市 11月1日 ○
広報いばらき11月号に児童虐待を発見した場合の通告先・相談窓
口、児童虐待防止推進月間の行事を掲載

こども育成部
子育て支援課

子育て支援総合
センター

072-622-6638
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44 大阪府 茨木市
11月1日～
11月30日

○

市民参加によるオレンジリボンのツリーを設置。
設置場所：市役所本館・南館、合同庁舎、ローズＷＡＭ、、中央図書
館。（ローズＷＡＭでは、パプルリボン「女性に対する暴力をなくす運
動のシンボル」と合わせたWリボンツリーを設置。
※別途、10公立保育所でも作成。

こども育成部
子育て支援課

子育て支援総合
センター

072-622-6638

45 大阪府 茨木市
11月1日～
11月30日

○
ポスターの掲示
児童虐待を発見した時の通告先、相談窓口連絡先を標示したシール
を国の啓発ポスターに貼り、関係機関等で掲示。

こども育成部
子育て支援課

子育て支援総合
センター

072-622-6638

46 大阪府 茨木市
11月1日～
11月30日

○
公用車への児童虐待防止推進月間啓発マグネットシートの公用車へ
の貼り付け。

こども育成部
子育て支援課

子育て支援総合
センター

072-622-6638

47 大阪府 茨木市
11月1日～
11月30日

○
児童虐待防止推進月間啓発懸垂幕の掲出。
場所：市役所本庁舎 　東側壁面

こども育成部
子育て支援課

子育て支援総合
センター

072-622-6638

48 大阪府 茨木市
11月1日～
11月30日

○
児童の福祉に関連する職務に従事する職員等がオレンジリボンを着
用。

こども育成部
子育て支援課

子育て支援総合
センター

072-622-6638

49 大阪府 茨木市 11月5日、7日 ○

「児童虐待防止」街頭啓発キャンペーン
場所：阪急茨木・ＪＲ茨木両駅前、イオン茨木
※今年度は、阪急茨木市・ＪＲ茨木両駅前では初めての試みとして、
茨木市ＤＶネットワーク、障害者・高齢者虐待防止ネットワークとのコラ
ボレーションで実施。

こども育成部
子育て支援課

子育て支援総合
センター

072-622-6638

50 大阪府 茨木市 11月16日 ○
茨木市ＰＴＡ大会で「児童虐待リフレット」を配布する。
場所：市民会館　　参加者：約700人

こども育成部
子育て支援課

子育て支援総合
センター

072-622-6638

51 大阪府 八尾市 １０-１１月 ○
市内を走る路線バスについて、オレンジリボンおよび虐待ダイヤルの
広告を掲載する。

こども未来部保育課
子育て総合支援

ネットワークセンター
072-924-9892

52 大阪府 八尾市 11月1日 ○ 市内の３駅において、虐待防止啓発グッズを配布する。
こども未来部保育課

子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

53 大阪府 八尾市 11月29日 ○
「子育てに役立つ　ストレスマネジメント」（仮）というタイトルでの講演
会を実施する。

こども未来部保育課
子育て総合支援

ネットワークセンター
072-924-9892

54 大阪府 八尾市 １１月、３月 ○ 市内の映画館において、虐待防止啓発グッズを配布する。
こども未来部保育課

子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892
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55 大阪府 八尾市 １１月 ○ コミュニティFMにて児童虐待防止のPRを行う。
こども未来部保育課

子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

56 大阪府 八尾市 １０-１１月 ○
公用車にオレンジリボンマグネットを貼り、児童虐待防止の啓発を行
う。

こども未来部保育課
子育て総合支援

ネットワークセンター
072-924-9892

57 大阪府 泉佐野市 11月 ○ 市広報に児童虐待防止啓発記事掲載
こども部

子育て支援課
072-463-1212

58 大阪府 寝屋川市
11月1日～
11月30日

○
①寝屋川市駅前歩道橋に横断幕の設置、③児童虐待防止推進月間
で庁舎内と市内に、のぼり旗を設置

保健福祉部
こども室

072-838-0466

59 大阪府 寝屋川市 11月1日 ○
市内4駅で、児童虐待防止啓発に伴うリーフレット、ティッシュ、シャー
ペンを市民に配布

保健福祉部
こども室

072-838-0466

60 大阪府 寝屋川市 11月23日 ○
寝屋川市立エスポアール多目的ホールで、弁護士を講師に迎え市民
向け講演会の実施

保健福祉部
こども室

072-838-0466

61 大阪府 河内長野市 11月20日 ○

講演会「児童虐待を考える～私たちにできることって？」
講師　ＮＰＯ法人チャイルド・リソース・センター　河合克子氏
場所　河内長野市市民交流センター　４階イベントホール
午後１時30分～4時

地域福祉部
子育て支援課

0721-53-1111
参加申し込みは11/1より受
付予定

62 大阪府 松原市 11月20日 ○
花園大学教授橋本和明先生をお呼びして児童虐待防止に関する研
修会を開催、及びその会場におけるリーフレット、しおりの配布.

福祉部
子育て支援課

072-337-3118

63 大阪府 大東市 １１月 ○ 公用車１台に「車両用ステッカー」
福祉・子ども部
子ども支援課

 家庭児童相談室
072-875-8101

64 大阪府 大東市 11月8日 ○ 市民向け講演会の開催
福祉・子ども部
子ども支援課

 家庭児童相談室
072-875-8101

65 大阪府 大東市 11月5日 ○
ＪＲ住道駅近くのショッピングモールにおいて、大阪府からの啓発物品
の配布

福祉・子ども部
子ども支援課

 家庭児童相談室
072-875-8101

66 大阪府 和泉市 11月8日 ○ 駅前等において、啓発グッズを配布する。
こども部

こども未来室
0725-99-8135

67 大阪府 和泉市 11月～3月 ○
幼稚園、保育園児にオレンジリボンを作成してもらい、市役所の窓口
において市民に配布する。

こども部
こども未来室

0725-99-8135

68 大阪府 箕面市 １０月～１１月 ○

箕面駅前他市内３か所にて街頭行動、また関係機関や保育所・幼稚
園・小中学校等へ児童虐待防止推進月間の啓発と市民向け講演会
のチラシの配布、市民向け講演会の開催、市庁舎内にオレンジリボン
タペストリーの設置他

子ども未来創造局
子ども家庭相談課

072-724-6233

69 大阪府 柏原市 11月17日 ○
市役所前駐車場にて開催される、本市社会福祉協議会主催イベント
ふれあいまつりにて児童虐待防止の啓発物品を配布

健康福祉部
こども課

072-972-1563
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70 大阪府 柏原市 11月20日 ○
本市文化会館リビエールホールにて市民向け児童虐待防止講演会を
開催・来場者に対して児童虐待防止の啓発物品を配布

健康福祉部
こども課

072-972-1563

71 大阪府 羽曳野市 11月6日 ○ 近鉄古市駅街頭での宣伝行動
保健福祉部

子育て支援課
072-947-3837

72 大阪府 羽曳野市 11月中 ○ 市公用車に児童虐待防止の磁気スッテカ―（50枚）取り付け
保健福祉部

子育て支援課
072-947-3837

73 大阪府 羽曳野市 11月 ○ 市広報11月号で児童虐待月間を周知
保健福祉部

子育て支援課
072-947-3837

74 大阪府 摂津市 １１月 ○
摂津市職員、公私立保育所、幼稚園、小中学校の教職員、関係機
関、関係団体等の職員、市民がオレンジリボンを着用

児童相談課 072-646-5821

75 大阪府 摂津市 １１月 ○ 市内の緑化のための花壇にオレンジの花を植える 児童相談課 072-646-5821

76 大阪府 摂津市 １１月 ○
市役所庁舎に懸垂幕、JR千里丘駅前に横断幕、市内公共機関に幟
を設置

児童相談課 072-646-5821

77 大阪府 摂津市 11月 ○ 民間バス、公用車に、啓発用のマグネットを設置 児童相談課 072-646-5821

78 大阪府 摂津市 11月6日 ○ 市内４ヶ所で、啓発グッズを配布する 児童相談課 072-646-5821

79 大阪府 摂津市 11月17日 ○

摂津市コミュニティプラザにて14時～16時、パープルリボンキャンペー
ンと共催で、「DVと虐待～地域で広げる身近な支援～」をテーマに講
演を行なう。講師には、原宿カウンセリングセンター所長の信田さよこ
氏をお迎えしてお話いただく。定員120名、一時預り・手話通訳あり。

人権女性政策課 06-6383-1111

80 大阪府 摂津市 10月22日、年明け ○
地域親子ランドで、就学前の親子に対して、オレンジリボンを啓発す
る。

こども教育課 06-6383-1184

81 大阪府 摂津市 11月 ○
市役所情報コーナーとイベントを行うコミュニティプラザにおいて、期間
中オレンジリボン運動の取り組みを紹介する展示

児童相談課 072-646-5821

82 大阪府 摂津市 11月10日 ○
摂津市が行う健康まつりにて、オレンジリボンキャンペーンのコーナー
を設ける。

保健福祉課 06-6383-1386

83 大阪府 高石市 11月11日 ○ ショッピングセンターにおいて児童虐待防止啓発パンフレット等を配布
保健福祉部

子育て支援課
072-265-1001

84 大阪府 高石市 11月12日 ○
児童虐待を未然に防止するための親支援プログラム（コモンセンス・
ペアレンティング）市民講演会の開催

保健福祉部
子育て支援課

072-265-1001
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85 大阪府 高石市
11月1日～
11月30日

○
市役所庁内をはじめ市内公共施設、学校、幼稚園、医療機関等に児
童虐待防止に関するオレンジリボンの啓発用幟旗

保健福祉部
子育て支援課

072-265-1001

86 大阪府 高石市
11月1日～
11月30 日

○ 市職員の名札等にオレンジリボンを着用
保健福祉部

子育て支援課
072-265-1001

87 大阪府 泉南市 11月14日（木） ○

◎子育てフォーラム
場所：イオンモールしんくう泉南　2F　イオンホール
対象：就学前の子どもとその保護者
内容：子育て相談や絵本の貸出し、触れ合い遊び（講師）やコーナー
遊びの提供　他
配布物：市で作成した児童虐待防止リーフレット・相談窓口紹介のちら
し等設置、オレンジリボン配布

健康福祉部
保育子育て支援課

072-483-3471

88 大阪府 泉南市 6月7日、9月11日
◎児童虐待についての研修
対象：民生委員、児童委員、地区福祉委員

健康福祉部
保育子育て支援課
家庭児童相談室

072-485-1586

89 大阪府 交野市 11月10日 ○
市が主催する健康福祉フェスティバルのイベントにてリーフレット等の
配布を行う

健やか部
子育て支援課

072-893-6406

90 大阪府 交野市 11月21日 ○
交野市立保健福祉総合センターにて、児童虐待予防及び子育てを
テーマとした講演会を市民対象に開催

健やか部
子育て支援課

072-893-6406

91 大阪府 大阪狭山市 10月26日
市立子育て支援センターで実施するぽっぽえんまつりにおいてオレン
ジリボンキャンペーンを実施

教育部
こども育成室

072‐366‐0011

92 大阪府 大阪狭山市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止月間のＰＲ記事掲載
教育部

こども育成室
072‐366‐0011

93 大阪府 大阪狭山市
11月1日～
11月30日

○ 市役所庁舎内にオレンジリボンのモニュメントを設置
教育部

こども育成室
072‐366‐0011

94 大阪府 阪南市 11月14日 ○ 児童虐待防止啓発街頭キャンペーン（ティッシュ配布） こども家庭課 072-471-5678

95 大阪府 豊能町 １１月 ○ ○ オレンジリボンキャンペーン　講演会　のぼり　リーフレット配布等 教育支援課 072-739-3427

96 大阪府 能勢町 11月10日 ○ ○
ふれあいフェスタ・能勢町敬老会会場内に相談窓口の設置及びのぼ
りを掲揚し児童虐待防止の啓発を行う。

健康福祉部
福祉課福祉係

072-731-2150

97 大阪府 熊取町 11月7日 ○
JR熊取駅にて、生涯学習推進課と共同で、熊取町マスコットキャラク
ターのジャンプ君とメジーナちゃんと共に街頭啓発を実施。

健康福祉部
子ども家庭課

072-452-6293
（9月29日まで）
072-452-6814
（9月30日～）

98 大阪府 熊取町 2月頃 ○
町内の小学校、中学校に保健師が出向き、命の尊さをテーマに体験
学習を行う。

健康福祉部健康課 072-452-6285

99 大阪府 田尻町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待防止推進月間の周知 民生部こども課 072-466-5013
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100 大阪府 河南町 １１月 ○ 広報紙において、児童虐待防止の記事を掲載
教・育部

こども１ばん課
こども支援係

0721-93―2500

101 大阪府 千早赤阪村 10月26日、27日
「ふれあい展・コンサート」の会場(くすのきホール）において、ｵﾚﾝｼﾞﾘ
ﾎﾞﾝ活動の周知・児童虐待防止推進月間のﾘｰﾌﾚｯﾄや啓発ｸﾞｯｽﾞ等の
配布を行う街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを実施。

健康福祉課 0721-72-0081

102 大阪府 枚方市 11月1日～ ○
児童虐待防止オレンジリボンキャンペーンについてのマグネットを公
用車両に貼り市民への周知をはかる

子ども青少年部
家庭児童相談所

050-7102-3220

103 大阪府 枚方市 11月下旬 ○
枚方市における児童虐待防止推進月間キャンペーンとして、駅前にお
いて児童虐待に関するグッズ等を配布

子ども青少年部
家庭児童相談所

050-7102-3220

104 大阪府 枚方市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待防止に関する取り組みや、12月2日の講
演会を周知

子ども青少年部
家庭児童相談所

050-7102-3220

105 大阪府 枚方市 12月2日
児童虐待防止に関する市民向け講座を開催
・来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット、枚方市が
作成した“親と子の歩み応援シート”の情報提供

子ども青少年部
家庭児童相談所

050-7102-3220

106 大阪府 富田林市
11月5日、7日

（予定）
○

市内ショッピングモール及びスーパーにおいて児童虐待防止啓発グッ
ズ等の配布

子育て福祉部
子育て支援課
児童相談係

0721-25-1000

107 大阪府 富田林市 11月1日～11月30日 ○ 庁舎1階モニターに児童虐待防止月間の周知を図る広報を放映
子育て福祉部
子育て支援課
児童相談係

0721-25-1000

108 大阪府 富田林市 11月 ○
児童虐待防止に関するチラシを作成し、市内保育園、幼稚園、小中学
校の在籍全家庭に配布

子育て福祉部
子育て支援課
児童相談係

0721-25-1000

109 大阪府 富田林市 11月6日 ○
市関係職員に対し児童虐待の早期発見のための気づきについての
研修開催

子育て福祉部
子育て支援課
児童相談係

0721-25-1000

110 大阪府 富田林市 7月、2月（予定） ○
市内中学校において、保健師による性及びデートDV、望まない妊娠を
防ぐための啓発講座の開催

健康推進部
健康づくり推進課

母子保健係
0721-28-5520

111 大阪府 門真市 11月1日 ○
≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
啓発グッズの街頭配布

門真市子ども課
家庭児童センター

06-6902-6148

112 大阪府 門真市 11月28日 ○
≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
トークライブイベント

門真市子ども課
家庭児童センター

06-6902-6149

113 大阪府 藤井寺市 11月7日 ○
≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
要保護児童対策地域協議会構成員による藤井寺駅前でのキャンペー
ングッズの配布

健康福祉部
こども育成室
子育て支援課

072-939-1162

114 大阪府 藤井寺市 11月 ○
≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
児童虐待防止推進月間の懸垂幕の掲示、公用車へマグネットシート
貼付

健康福祉部
こども育成室
子育て支援課

072-939-1162
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115 大阪府 四條畷市
11月1日～
11月30日

○ 駅前のLED電光掲示板にて、児童虐待防止の啓発
子育て総合支援

センター
072－877－5455

116 大阪府 島本町 11月 ○
JR島本駅前・阪急水無瀬駅前において児童虐待防止啓発物品の配
布

民生部
子ども支援課

075-962-7461

117 大阪府 太子町 11月 ○ 町内のイベントにて、オレンジリボンの啓発物品を配付
福祉室福祉
グループ

0721-98-5519

118 大阪府 太子町 11月 ○ 庁舎内にオレンジリボンの啓発コーナーを設置
福祉室福祉
グループ

0721-98-5519

119 大阪府 守口市 11月5日
児童虐待防止街頭啓発キャンペーン（京阪守口市駅前）（ボールペ
ン・ティッシュペーパー）

福祉部児童課 06-6992-1655

120 大阪府 守口市 11月12日
研修会「地域における児童虐待の対応と関係機関の連携について」
（市民保健センター）（ボールペン・ティッシュペーパー）

福祉部児童課 06-6992-1656

121 大阪府 守口市 通年 ○ ＦＭはなこ「児童虐待防止シグナルスポットＣＭ」（40秒）増発要請 福祉部児童課 06-6992-1655

28 1 兵庫県 兵庫県 11月3日 ○
ヴィッセル神戸ノエビアスタジアム神戸で県マスコット「はばタン」によ
る普及啓発等実施

健康福祉部
こども局児童課

078-362-3203

2 兵庫県 兵庫県 11月26日 ○ 2013ひょうご児童虐待防止シンポジウムの開催
健康福祉部

こども局児童課
078-362-3203

3 兵庫県 兵庫県
10月24日、
11月14日、
12月12日

○
医療関係等を対象とする児童虐待対応実践研修会の実施　　　（県内
３ケ所）

健康福祉部
こども局児童課

078-362-3203

4 兵庫県 兵庫県 11月 ○ 県総合庁舎等(20ケ所)で懸垂幕、横断幕を掲出
健康福祉部

こども局児童課
078-362-3203

5 兵庫県 姫路市 11月15日 ○ 児童虐待防止フォーラムを開催
健康福祉局
こども育成部
こども支援課

079-221-2144

6 兵庫県 姫路市 11月15日 ○ 児童虐待防止街頭キャンペーン活動を実施
健康福祉局
こども育成部
こども支援課

079-221-2144

7 兵庫県 姫路市 11月 ○ 市役所庁舎正面玄関に横断幕を掲示
健康福祉局
こども育成部
こども支援課

079-221-2144

8 兵庫県 姫路市 11月 ○ 公用車にマグネットシールを貼り「24時間・ホットライン」を広報
健康福祉局
こども育成部
こども支援課

079-221-2144

9 兵庫県 姫路市 11月 ○
のぼりを設置（市役所庁舎東西玄関、幼稚園、保育所、小・中学校、
児童養護施設、地域子育て支援拠点施設）

健康福祉局
こども育成部
こども支援課

079-221-2144
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10 兵庫県 姫路市 11月 ○ 自治会へのポスターの配布
健康福祉局
こども育成部
こども支援課

079-221-2144

11 兵庫県 姫路市 11月 ○ こども支援課にオレンジリボンツリーを設置
健康福祉局
こども育成部
こども支援課

079-221-2144

12 兵庫県 姫路市 2月 保育士への児童虐待に関する研修
健康福祉局
こども育成部
こども支援課

079-221-2144

13 兵庫県 姫路市 通年 ○ JR姫路駅の高架下にポスター掲示
健康福祉局
こども育成部
こども支援課

079-221-2144

14 兵庫県 姫路市 8月 市広報紙において、児童虐待に関する相談窓口等の案内
健康福祉局
こども育成部
こども支援課

079-221-2144

15 兵庫県 姫路市 随時 ○ 民児協への児童虐待に関する研修
健康福祉局
こども育成部
こども支援課

079-221-2144

16 兵庫県 姫路市 11月 ○ 市庁舎内モニター広告による児童虐待の通告先の案内
健康福祉局
こども育成部
こども支援課

079-221-2144

17 兵庫県 姫路市
11月10日～
11月16日

○ JR姫路駅北側大型カラービジョンによる児童虐待の通告先の案内
健康福祉局
こども育成部
こども支援課

079-221-2144

18 兵庫県 姫路市 通年 ○ ○
思春期出前授業：性や妊娠・出産、命の尊さといった知識の普及や望
まない妊娠を防ぐための啓発

健康福祉局
保健所
健康課

079-289-1641

19 兵庫県 尼崎市 １１月 ○ 市内主要鉄道駅舎周辺において、啓発グッズの配布
尼崎市福祉事務所
生活支援相談課

06-6489-6921

20 兵庫県 尼崎市 １１月 ○ 市報に児童虐待防止推進月間啓発記事の掲載
尼崎市福祉事務所
生活支援相談課

06-6489-6921

21 兵庫県 尼崎市 １１月 ○
庁舎等に設置するＴＶモニター広告に児童虐待防止推進月間啓発を
掲示

尼崎市福祉事務所
生活支援相談課

06-6489-6921

22 兵庫県 明石市 7月31日 こどもすこやかネット関係者向け研修会を実施
こども未来部
子育て支援課

調整係
078-918-5097

23 兵庫県 明石市 10月12日
乙武洋匡氏による子育て講演会「子どもたちのためにできること」を実
施

こども未来部
子育て支援課

支援係
078-918-5597 募集終了

24 兵庫県 明石市 11月1日～30日 ○ 明石市立天文科学館の壁面へのオレンジリボンマークの投射を実施
こども未来部
子育て支援課

調整係
078-918-5097

明石海峡大橋のオレンジイ
ルミネーションとの共演
（11/1～7）

25 兵庫県 明石市 11月1日～30日 ○ のぼりの設置と横断幕・懸垂幕の掲示
こども未来部
子育て支援課

調整係
078-918-5097
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26 兵庫県 明石市 11月1日 ○ 市広報紙に、児童虐待防止に関する市の施策などを紹介
こども未来部
子育て支援課

調整係
078-918-5097

27 兵庫県 明石市 11月上旬 ○ オレンジリボンキャンペーン啓発リーフレットの配布
こども未来部
子育て支援課

調整係
078-918-5097

28 兵庫県 明石市
11月1日～
11月30日

○ 市公用車への自動車ボディパネル（オレンジリボンマーク）の掲示
こども未来部
子育て支援課

調整係
078-918-5097

29 兵庫県 明石市
9月17日～

11月末
○

明石駅前広場花壇にフレンチマリーゴールドでオレンジリボンマークを
植栽

こども未来部
子育て支援課

調整係
078-918-5097

30 兵庫県 明石市 11月上旬 ○ ○
市内全保育所・幼稚園・小・中学校の児童・生徒にオレンジリボンの配
付

こども未来部
子育て支援課

調整係
078-918-5097

31 兵庫県 明石市 通年 ○
乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業）実施時にオレ
ンジリボングッズを配布

こども未来部
子育て支援課

調整係
078-918-5097

32 兵庫県 明石市 通年 ○ ○
次代の親育成事業として「未来のパパママ事業」を市内の中学校・高
等学校で実施

こども未来部
子育て支援課

調整係
078-918-5097

33 兵庫県 明石市
11月1日～
11月30日

○
明石ケーブルテレビでオレンジリボンキャンペーンの取り組みを知ら
せるCMを放映

こども未来部
子育て支援課

調整係
078-918-5097

34 兵庫県 西宮市 10月25日 10月25日号の市政ニュースで、推進月間を広報する
健康福祉局

こども部
児童・母子支援課

0798-35-3089

35 兵庫県 西宮市
11月5日～
11月20日

○
厚生労働省配布のポスターを市内約200ある広報掲示板に掲示し市
民への周知を図る予定

健康福祉局
こども部

児童・母子支援課
0798-35-3089

36 兵庫県 西宮市 11月1日～30日 ○ 市役所本庁舎前に、たて看板設置
健康福祉局

こども部
児童・母子支援課

0798-35-3089

37 兵庫県 洲本市 ７月
ショッピングモール店頭や各種子どもが集うイベントにおいて虐待防
止に係る広報誌等の配布・啓発

健康福祉部
福祉課

0799-22-3332

38 兵庫県 洲本市 11月1日～11月30日 ○ 洲本市ケーブルテレビ文字放送による周知広報
健康福祉部

福祉課
0799-22-3332

39 兵庫県 洲本市 10月～12月 ○ ポスター掲示による児童福祉月間の広報
健康福祉部

福祉課
0799-22-3332

40 兵庫県 芦屋市 11月 ○
JR芦屋駅前，市役所庁舎及び保健福祉センター玄関等に横断幕，の
ぼりを設置

こども・健康部
こども課

0797-31-0637

41 兵庫県 芦屋市 11月11日 ○ 平成25年度児童虐待防止推進子育て支援者研修会（実施予定）
こども・健康部

こども課
0797-31-0637
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42 兵庫県 芦屋市 11月2日 ○ ○
第7回 こどもフェスティバルにおいて児童虐待防止推進キャンペーン
を実施予定（キャンペーングッズ配布等）

こども・健康部
こども課

0797-38-2045

43 兵庫県 芦屋市 11月 ○ ○
女性に対する暴力をなくす運動・児童虐待防止推進合同街頭キャン
ペーン（JR芦屋駅周辺で実施予定）

市民生活部男女共
同参画推進課、こ
ども・健康部こども

課

0797-31-0637

44 兵庫県 芦屋市 7月27日 ○
第4回あしや保健福祉フェアにおいて，児童虐待防止推進キャンペー
ンとしてチラシや各グッズの配布の取り組みを行った。

こども・健康部
こども課

0797-31-0637

45 兵庫県 芦屋市
9月18日
外2回

子育て支援者及び担当職員育成研修会（合計３回予定）
こども・健康部

こども課
0797-31-0637

46 兵庫県 伊丹市 11月 ○ 中心市街地歩道橋での啓発用横断幕掲示 こども福祉課 072-784-8127

47 兵庫県 伊丹市 11月 ○ 市広報誌での啓発記事掲載 こども福祉課 072-784-8127

48 兵庫県 伊丹市 11月 ○ 要保護児童対策地域協議会主催の児童虐待防止研修会 こども福祉課 072-784-8127

49 兵庫県 相生市 １１月 ○
公用車の側面にオレンジリボンマークのマグネットシートを貼付してオ
レンジリボン運動の啓発を行う。

健康福祉部
子育て支援室

0791-22-7175

50 兵庫県 相生市 １１月 ○ 市庁舎壁面にオレンジリボン運動の横断幕を掲揚する。
健康福祉部

子育て支援室
0791-22-7175

51 兵庫県 相生市 １１月 ○
オレンジリボン運動の缶バッチを職員に配布掲示してもらい窓口広報
を行う。

健康福祉部
子育て支援室

0791-22-7175

52 兵庫県 豊岡市 11月8日 ○

虐待防止研修会を市職員・市内関係機関を対象に実施（子育てに困
難を抱える家庭の実態とその支援について講演・豊岡市市役所2F大
会議室）。その場で児童虐待防止推進月間のリーフレット、児童相談
所全国共通ダイヤルの周知カードを配布

教育員会
こども育成課

こども家庭相談係
0796-21-9003

53 兵庫県 豊岡市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止月間の周知
教育員会

こども育成課
こども家庭相談係

0796-21-9003

54 兵庫県 豊岡市 通年 ○ ○
地域の中学生対象に、市内の子育てセンターで、将来、親になりうる
子どもに対し、幼い子どもの特徴や育児について学べる機会の提供
をしている。（育児体験）

教育員会
こども育成課
こども育成係

0796-29-0053

55 兵庫県 加古川市 平成25年4月～ 乳児家庭全戸訪問時、啓発物に虐待防止リーフレットを入れて配布。
福祉部こども課

家庭支援係
079-427-3073

56 兵庫県 加古川市
平成25年11月1日

～11月30日
○ 市コミュニティバスに車内広告ポスターを掲示

福祉部こども課
家庭支援係

079-427-3073
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57 兵庫県 加古川市
平成25年11月1日

～11月30日
○

市役所庁舎内で啓発放送をすることで、来庁者及び職員への啓発を
図る

福祉部こども課
家庭支援係

079-427-3073

58 兵庫県 加古川市
平成25年11月1日

～11月30日
○

行政モニターで広告ＣＭを実施することで、来庁者及び職員への啓発
を図る

福祉部こども課
家庭支援係

079-427-3073

59 兵庫県 加古川市 平成25年11月1日～ ○ 缶バッジ、布製リボンを関係者及び関係機関に配布
福祉部こども課

家庭支援係
079-427-3073

60 兵庫県 加古川市 平成25年11月1日～ ○ 保育園児作成のモニュメントを庁舎入口で掲示
福祉部こども課

家庭支援係
079-427-3073

61 兵庫県 加古川市 平成25年11月1日～ ○ 庁用車に啓発マグネットシートを掲示(50台分)
福祉部こども課

家庭支援係
079-427-3073

62 兵庫県 加古川市 平成25年11月1日～ ○ 庁舎前にて啓発用懸垂幕を掲示する
福祉部こども課

家庭支援係
079-427-3073

63 兵庫県 加古川市 11月9日 ○ 加古川ツーデーマーチ参加
福祉部こども課

家庭支援係
079-427-3073

64 兵庫県 加古川市 11月24日 ○ ○
【若い夢フェスティバル】
模擬店にて啓発物(缶バッジ)の製作、配布など、こども向けの啓発活
動を実施

福祉部こども課
家庭支援係

079-427-3073

65 兵庫県 赤穂市 通年 ○ 市内路線バス社外広告による啓発活動 子育て健康課 0791-43-6808

66 兵庫県 赤穂市 通年 ○ 公用車へのオレンジリボンラッピングによる啓発活動 子育て健康課 0791-43-6808

67 兵庫県 西脇市 11月 ○ 市広報誌で児童虐待防止推進月間の標語を紹介、虐待防止を啓発
福祉生活部
児童福祉課

0795-22-3111

68 兵庫県 西脇市 11月 ○ 本庁舎、教育施設に懸垂幕を上げ、虐待防止の啓発を実施
福祉生活部
児童福祉課

0795-22-3111

69 兵庫県 宝塚市 11月21日 ○
児童虐待防止市民啓発講座を開催
（テーマ未定）

子ども未来部
子ども室

子育て支援課
家庭児童相談室

０797-77-9111

70 兵庫県 宝塚市 11月1日 ○ 市広報誌に、児童虐待防止に関する施策を紹介

子ども未来部
子ども室

子育て支援課
家庭児童相談室

０797-77-9111
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た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

71 兵庫県 宝塚市
11月1日～
11月30日

○ 公用車にマグネットシートを貼付して、市民に周知

子ども未来部
子ども室

子育て支援課
家庭児童相談室

０797-77-9111

72 兵庫県 宝塚市
11月1日～
11月30日

○ 市職員に布製オレンジリボンを配布

子ども未来部
子ども室

子育て支援課
家庭児童相談室

０797-77-9111

73 兵庫県 宝塚市
11月1日～
11月30日

○ 市役所庁舎等に横断幕、のぼり旗を設置

子ども未来部
子ども室

子育て支援課
家庭児童相談室

０797-77-9111

74 兵庫県 宝塚市 11月 ○ 市内にて相談電話番号記載のティッシュを市民に配布

子ども未来部
子ども室

子育て支援課
家庭児童相談室

０797-77-9111

75 兵庫県 三木市 7月

児童虐待被害等の当事者である子ども自身に正しい認識をもってもら
うため、児童虐待防止小学生用・中学生用啓発リーフレットを独自に
作成し、配布することにより、虐待やいじめの早期発見や自発的な相
談につながるよう啓発活動に取り組んだ。

市民ふれあい部
子育て支援課

家庭支援グループ
0794-82-2000

76 兵庫県 三木市 9月19日
講師を招き「児童虐待について」という内容で、民生委員児童委員・主
任児童委員を対象にした研修会を開催する。

健康福祉部
福祉課総務・高齢
者福祉グループ

0794-82-2000

77 兵庫県 三木市 11月 ○
市民向けに、児童虐待防止に係る啓発用ウエットテイッシュを作成し、
配布する。

健康福祉部
福祉課総務・高齢
者福祉グループ

0794-82-2000

78 兵庫県 三木市 11月 ○ 市庁舎に児童虐待防止月間に関する懸垂幕を設置
市民ふれあい部
子育て支援課

家庭支援グループ
0794-82-2000

79 兵庫県 三木市 11月 ○ 公用車に児童虐待防止月間のマグネットシートを装着
市民ふれあい部
子育て支援課

家庭支援グループ
0794-82-2000

80 兵庫県 三木市 11月 ○
広報「みき」１１月号に児童虐待防止に係る市・県の相談窓口を掲載
する。また市の「子育て家庭ショートステイ事業」、「養育支援訪問事
業」の紹介記事と相談窓口を掲載する。

市民ふれあい部
子育て支援課

家庭支援グループ
0794-82-2000

81 兵庫県 三木市 12月
任期満了の役員交代に伴う新任の民生委員を対象とした児童虐待防
止に係る研修会を実施する。

市民ふれあい部
子育て支援課

家庭支援グループ
0794-82-2000

82 兵庫県 高砂市 ９月～１２月 ○
ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝの一環で運動会や音楽会等の学校行事に民生
委員らによる啓発用ティッシュ配りを実施

高砂市子育て
支援センター

079-442-2242

83 兵庫県 高砂市
11月1日～
11月30日

○ 市役所庁舎に虐待防止啓発の横断幕を掲示する。
高砂市子育て
支援センター

079-442-2242

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

84 兵庫県 高砂市 通年 ○ 市内公共施設に虐待防止啓発のぼりの掲示
高砂市子育て
支援センター

079-442-2242

85 兵庫県 高砂市
11月1日～
11月30日

○ 虐待防止啓発パンフレットの配布
高砂市子育て
支援センター

079-442-2242

86 兵庫県 高砂市 通年 ○ 市役所公用車に児童虐待防止啓発パネルを貼り付ける
高砂市子育て
支援センター

079-442-2242

87 兵庫県 高砂市 11月～2月 ○ 虐待防止を視野に入れた発達障害サポーター養成講座を実施
高砂市子育て
支援センター

079-442-2242

88 兵庫県 川西市 10月31日 生涯学習センターで虐待防止に向けた講演会を開催
子育て・

家庭支援課
072－740－1179

89 兵庫県 川西市 １１月 ○
阪急川西能勢口駅前・アステ川西等においてポスター・リーフレット等
を配布

子育て・
家庭支援課

072－740－1179

90 兵庫県 川西市 11月30日 ○ 市役所庁舎内で子育てフェスティバルを開催
子育て・

家庭支援課
072－740－1179

91 兵庫県 川西市 １１月 ○ 児童虐待防止の講演会を予定
子育て・

家庭支援課
072－740－1179

92 兵庫県 小野市 10月23日

小野市オレンジリボンキャンペーン（小野市総合体育館：アルゴ）市内
保育園5歳児ふれあい運動会にて、児童館マスコットキャラクターチャ
イちゃん・コムくんと一緒に児童虐待防止推進月間について保護者に
PRする。

市民福祉部
子育て支援課

0794-63-1645

93 兵庫県 小野市 11月 ○ 啓発懸垂幕掲揚
市民福祉部

子育て支援課
0794-63-1645

94 兵庫県 小野市 11月 ○ 公用車に啓発マグネットシートを掲示
市民福祉部

子育て支援課
0794-63-1645

95 兵庫県 小野市 11月 ○ 全職員がオレンジリボン缶バッチを着用
市民福祉部

子育て支援課
0794-63-1645

96 兵庫県 小野市 11月 ○ 広報・ホームページ・メール配信システムに掲載
市民福祉部

子育て支援課
0794-63-1645

97 兵庫県 小野市 11月 ○ 庁舎ロビーにのぼりを設置
市民福祉部

子育て支援課
0794-63-1645

98 兵庫県 三田市 10月27日
ふらっとフェスティバル（多世代交流館ふらっとにて開催）でのオレンジ
風船及びリボン等の配布

こども支援課 079-339-5072
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

99 兵庫県 三田市 11月上旬 ○ 街頭啓発（市内３か所でオレンジリボンや啓発グッズを配布） こども支援課 079-339-5072

100 兵庫県 三田市 11月6日 ○
児童虐待防止講演会（関係機関の体制強化・三田市まちづくり協働セ
ンター多目的ホール）

こども支援課 079-339-5072

101 兵庫県 三田市 11月 ○
ふれあい大通り（市役所～総合福祉保健センター間）へのバナー旗設
置

こども支援課 079-339-5072

102 兵庫県 三田市 11月 ○ 公用車へのマグネットシート貼付 こども支援課 079-339-5072

103 兵庫県 三田市 11月 ○ 市役所での懸垂幕の設置・市内の道路3か所への横断幕の設置 こども支援課 079-339-5072

104 兵庫県 三田市 11月 ○ 市職員及び要対協メンバーのオレンジリボンバッチ着用 こども支援課 079-339-5072

105 兵庫県 三田市 11月 ○ 電光掲示板『キッピ―ビジョン』での虐待防止に関する情報の放映 こども支援課 079-339-5072

106 兵庫県 三田市 11月 ○
児童及び児童の保護者への啓発として、市内小学生の児童および保
護者に啓発グッズを配布

こども支援課 079-339-5072

107 兵庫県 三田市 11月 ○ 市広報及びホームページでの啓発 こども支援課 079-339-5072

108 兵庫県 加西市
11月1日～
11月30日

○ 市庁舎に「児童虐待防止推進月間」の懸垂幕を設置
健康福祉部
地域福祉課

0790-42-8709

109 兵庫県 加西市
11月1日～
11月30日

○ 市全公用車に「児童虐待防止」啓発マグネットシートを貼付
健康福祉部
地域福祉課

0790-42-8709

110 兵庫県 加西市 11月～3月 ○ 市内を走る路線バスについて、オレンジリボン運動の車体広告掲載
健康福祉部
地域福祉課

0790-42-8709

111 兵庫県 加西市 11月 ○ 北条鉄道にヘッドマークを掲載
健康福祉部
地域福祉課

.0790-42-8709

112 兵庫県 加西市 11月～3月 ○ 北条鉄道に車内広告、駅掲示板に啓発ポスター掲示
健康福祉部
地域福祉課

0790-42-8709

113 兵庫県 加西市 11月～3月 ○ 乳幼児健診会場において、啓発リーフレット（当市作成分）を配布
健康福祉部
地域福祉課

0790-42-8709

114 兵庫県 加西市 通年 ○
出生時、転入時（3歳未満）に配布する子育てハンドブックに児童虐待
に関する啓発ページを設け、配布

健康福祉部
地域福祉課

0790-42-8709

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

115 兵庫県 篠山市 10月21日 ○ 市広報への児童虐待防止啓発記事掲載
保健福祉部
福祉総務課

079-552-7101

116 兵庫県 篠山市 11月12日 ○ 児童虐待防止研修会
保健福祉部
福祉総務課

079-552-7101

117 兵庫県 篠山市 11月 ○ 児童虐待防止啓発に係る横断幕・懸垂幕の設置
保健福祉部
福祉総務課

079-552-7101

118 兵庫県 篠山市 11月 ○ スクールバスへの児童虐待防止啓発マグネット貼付
保健福祉部
福祉総務課

079-552-7101

119 兵庫県 養父市 11月 養父市広報紙で子ども虐待の早期相談、通告、連絡先等を紹介 児童家庭相談室 079-662-3162

120 兵庫県 養父市 9月
養父市、「教職員・保育従事者のための
子ども虐待早期対応の手引き」の配布

児童家庭相談室 079-662-3162

121 兵庫県 丹波市 11月16日 ○

たんば子ども安心ネット講演会「児童虐待を防止するためにわたした
ち大人ができること」～子ども・親・家庭の理解と支援のあり方を考え
る～
講師：甲子園大学心理学部教授　坂本正子氏
場所：丹波市山南町　やまなみホール

教育部子育て支援
課家庭児童相談係

0795-70-0813

122 兵庫県 丹波市 5月 ○
家庭児童相談室の周知カードを保育園・認定こども園・小・中学校の
全幼児・児童・生徒に配布

教育部子育て支援
課家庭児童相談係

0795-70-0813

123 兵庫県 丹波市 10月以降で随時
児童虐待防止啓発のため、「子育てひとりでなやまないで」のキャッチ
フレーズ入りハンカチを母子手帳交付時に配布

教育部子育て支援
課家庭児童相談係

0795-70-0813

124 兵庫県 丹波市 7月2日 ○

『ゆっくりすてきな大人になろう』性＝生を考える
～青垣中学校の3年生の皆さんへ～
講師：丹波市健康部健康課保健師
場所：丹波市立青垣中学校

健康部健康課
健康指導係

0795－82‐4567

125 兵庫県 丹波市 7月14日 ○

思春期の性の課題について
ーお父さんお母さんに伝えたいことー
丹波市ＰＴＡ連合会リーダー研修会
　講師：丹波市健康部健康課保健師
　場所：丹波市氷上町　住民センター

健康部健康課
健康指導係

0795－82‐4567

126 兵庫県 丹波市 7月14日 ○

子どもの人権について
『育てにくいなぁ～と思った時』
－子育て親育ちー
南町自治会人権教育部会研修会
講師：丹波市健康部健康課保健師
場所：丹波市氷上町石生南町公民館

健康部健康課
健康指導係

0795－82‐4567
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
場合、○を選択
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

127 兵庫県 丹波市 8月6日 ○

思春期の現状と課題について
ー母子保健活動から見て先生に伝えたいことー
丹波市内養護教諭研修会
　講師：丹波市健康部健康課保健師
　場所：丹波市氷上町　住民センター

健康部健康課
健康指導係

0795－82‐4567

128 兵庫県 丹波市 8月19日 ○

小学校における性教育
～思春期保健の現状と課題から～
丹波市立三輪小学校校内研修会
　講師：丹波市健康部健康課保健師
　場所：丹波市三輪小学校

健康部健康課
健康指導係

0795－82‐4567

129 兵庫県 丹波市 8月21日 ○

小学校における性教育
～思春期保健の現状と課題から～
丹波市立南小学校校内研修会
　講師：丹波市健康部健康課保健師
　場所：丹波市南小学校

健康部健康課
健康指導係

0795－82‐4567

130 兵庫県 丹波市 8月26日 ○

小学校における性教育
～思春期保健の現状と課題から～
丹波市立鴨庄小学校校内研修会
　講師：丹波市健康部健康課保健師
　場所：丹波市鴨庄小学校

健康部健康課
健康指導係

0795－82‐4567

131 兵庫県 丹波市 10月25日 ○

小学校における性教育（命の参観日）
～思春期保健の現状と課題から～
お父さん、お母さんに伝えたいこと
丹波市立三輪小学校校オープン参観日
　講師：丹波市健康部健康課保健師
　場所：丹波市三輪小学校

健康部健康課
健康指導係

0795－82‐4567

132 兵庫県 丹波市 11月8日 ○ ○

思春期教育における小学校と中学校の連携について
ー母子保健活動から見て先生に伝えたいことー
丹波市市島町内養護教諭人権研修会
　講師：丹波市健康部健康課保健師
　場所：丹波市立三輪小学校

健康部健康課
健康指導係

0795－82‐4567

133 兵庫県 南あわじ市 9月8日
慶野松原にぎわいフェスタ2013
児童虐待防止啓発用うちわ　350枚配布

少子対策課 0799-44-3040

134 兵庫県 南あわじ市 10月30日

保育所(園)の保護者への児童虐待・発達障害予防に向けたコモンセ
ンスペアレンティング講座
講師　Ｏｇｇｉヒューマンネット子育て支援プロジェクト　香川芳美　氏
山上恵理　氏

保育所(園)保護者
会

保育所(園)
0799-44-3002

135 兵庫県 南あわじ市 11月1日～11月30日 ○
児童虐待防止啓発用リーフレット
・市内全戸新聞折り込み配布　20000世帯
・公共施設、商業用等の配布

健康福祉部
福祉課

0799-44-3002

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
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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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

136 兵庫県 南あわじ市 2月18日

保育所(園)の保護者への児童虐待・発達障害予防に向けたコモンセ
ンスペアレンティング講座
講師　Ｏｇｇｉヒューマンネット子育て支援プロジェクト　香川芳美　氏
山上恵理　氏

保育所(園)保護者
会

保育所(園)
0799-44-3002

137 兵庫県 朝来市 通年 ○
市役所、支所、福祉事務所に児童虐待防止啓発の横断幕、懸垂幕の
設置

社会福祉課 079-672-6123

138 兵庫県 朝来市 通年 ○ 公用車に児童虐待防止啓発オレンジリボンマグネット貼付 社会福祉課 079-672-6123

139 兵庫県 朝来市 8月 市内学校等職員向けに児童虐待防止研修会 社会福祉課 079-672-6123

140 兵庫県 朝来市 １１月 ○ 市内幼稚園、保育所、こども園等職員向けに児童虐待防止研修会 社会福祉課 079-672-6123

141 兵庫県 朝来市 11月 ○ 虐待通告制度に関する周知を図るCMをケーブルテレビで放送 社会福祉課 079-672-6123

142 兵庫県 朝来市 11月 ○ 「竹田お城まつり」において、虐待に関するパンフレット等配布 社会福祉課 079-672-6123

143 兵庫県 朝来市 10月～11月 ○
市役所、支所、公民館、図書館等に児童虐待防止啓発のオレンジリ
ボンツリーの設置

社会福祉課 079-672-6123

144 兵庫県 朝来市 １１月 ○ 児童虐待防止リーフレットの全戸配布 社会福祉課 079-672-6123

145 兵庫県 朝来市 通年 ○ スクールバスに児童虐待防止啓発のマグネット貼付 社会福祉課 079-672-6123

146 兵庫県 朝来市 11月 ○
市内保育所、幼稚園、こども園、小学校の園児、児童へ児童虐待防
止啓発のリーフレットを作成、配布

社会福祉課 079-672-6123

147 兵庫県 朝来市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間の紹介 社会福祉課 079-672-6123

148 兵庫県 宍粟市 １１月 ○ 広報紙において児童虐待防止推進月間や虐待防止についてPR
宍粟市

健康増進課
0790-62-1000

149 兵庫県 宍粟市
１１月１９日

（予定）
○ 市内ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙにおいて児童虐待に関するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等を配布

宍粟市
健康増進課

0790-62-1000

150 兵庫県 加東市 7月14日 イベント（平池夏祭り）においてオレンジリボングッズを配布。
福祉部

子育て支援課
児童福祉係

0795-43-0408
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151 兵庫県 加東市 8月7日 イベント（加東市夏祭り）においてオレンジリボングッズを配布。
福祉部

子育て支援課
児童福祉係

0795-43-0408

152 兵庫県 加東市 11月3日 イベント（秋のフェスティバル）においてオレンジリボングッズを配布。
福祉部

子育て支援課
児童福祉係

0795-43-0408

153 兵庫県 加東市
11月1日～
11月30日

○ 児童虐待防止の懸垂幕とのぼりを市内３庁舎に設置。
福祉部

子育て支援課
児童福祉係

0795-43-0408

154 兵庫県 加東市
11月1日～
11月30日

○ オレンジリボンキャンペーンのマグネットを公用車に貼り啓発を実施。
福祉部

子育て支援課
児童福祉係

0795-43-0408

155 兵庫県 加東市 11月29日 ○
要保護児童対策地域協議会の委員や関係機関職員等を対象に研修
を行い、児童虐待防止を推進するためのスキルアップを実施。

福祉部
子育て支援課
児童福祉係

0795-43-0408

156 兵庫県 加東市
7月1日～
3月31日

○ ○
子育てほっとメッセージ集の作成。妊娠、出産、育児など、命の尊さに
ついてメッセージ集を通じて発信し虐待防止につなげる。

福祉部
子育て支援課
児童福祉係

0795-43-0408

157 兵庫県 加東市
7月1日～
3月31日

○
MYTREEペアレンツ・プログラムの実施。（子どもにダメージを与えるよ
うな関わりに至る親が回復し、その行動を終止するためのプログラム）

福祉部
子育て支援課
児童福祉係

0795-43-0408

158 兵庫県 たつの市 通年 ○ 公用車へのオレンジリボンマグネットの貼付
健康福祉部
児童福祉課

0791-64-3220

159 兵庫県 たつの市 4月 小中学生に電話相談カードの配付
健康福祉部
児童福祉課

0791-64-3220

160 兵庫県 たつの市 8月2日 市内小中学校職員を対象とした児童虐待防止研修会
健康福祉部
児童福祉課

0791-64-3220

161 兵庫県 たつの市 8月26日 子育てネットワーク推進協議会において児童虐待防止研修会
健康福祉部
児童福祉課

0791-64-3220

162 兵庫県 たつの市 １０月～１１月 ○ 市民まつり等のイベント会場において啓発グッズの配布
健康福祉部
児童福祉課

0791-64-3220

163 兵庫県 たつの市 11月1日 ○ 子育てネットワーク推進協議会による街頭キャンペーン
健康福祉部
児童福祉課

0791-64-3220

164 兵庫県 たつの市 １１月 ○
市内小中学校２２校に児童虐待防止推進月間の啓発立て看板の設
置

健康福祉部
児童福祉課

0791-64-3220

165 兵庫県 たつの市 １１月 ○ オレンジリボン活動啓発のぼりの設置
健康福祉部
児童福祉課

0791-64-3220

166 兵庫県 たつの市 １１月 ○ 広報紙への｢児童虐待防止」記事の掲載
健康福祉部
児童福祉課

0791-64-3220

都道府県 市区町村
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167 兵庫県 猪名川町 １１月 ○ 公用車に虐待防止啓発マグネットを設置 生活部福祉課 072-766-8701

168 兵庫県 猪名川町 １１月 ○ 歩道橋に横断幕を設置 生活部福祉課 072-766-8701

169 兵庫県 猪名川町 １１月 ○ 町内のお祭り開催時虐待防止啓発グッズ配布 生活部福祉課 072-766-8701

170 兵庫県 猪名川町 通年（随時） ○
子育て支援センターにて子育て世代に予防をテーマとした
研修会を開催

生活部福祉課 072-766-8701

171 兵庫県 猪名川町 通年 ○ 職員のオレンジリボン着用 生活部福祉課 072-766-8701

172 兵庫県 猪名川町 ８月 ○
子育て支援センターのひろば事業でのボランティア活動で
子育て中の親子とふれあう

生活部福祉課 072-766-8701

173 兵庫県 多可町 7月31日 ○ 『リフレまま・トライまま』託児（交流会館）
子育てふれあい

センター
0795-37-2525

174 兵庫県 多可町 8月2日 ○ 『親子あそび（夏祭りあそび）』参加（グリーンプラザ）
子育てふれあい

センター
0795-37-2525

175 兵庫県 多可町 8月21日 ○ 『学習会（講演会）』託児（かみingホール）
子育てふれあい

センター
0795-37-2525

176 兵庫県 多可町 8月22日 ○ 『親子あそび（プールあそび）』参加（町民プール）
子育てふれあい

センター
0795-37-2525

177 兵庫県 多可町 8月24日 ○ 『土日家族交流会（川あそび）』参加（加美区）
子育てふれあい

センター
0795-37-2525

178 兵庫県 多可町 11月1日 ○ PR活動（町広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載）
教育委員会
こども未来課

0795-32-2385

179 兵庫県 多可町
11月1日～

11月30日まで
○ PR活動（児童虐待防止の懸垂幕を設置）

教育委員会
こども未来課

0795-32-2385

180 兵庫県 稲美町 11月中 ○
町役場庁舎に懸垂幕を設置し、児童虐待防止及びオレンジリボンキャ
ンペーンの周知を行う。

健康福祉部地域
福祉課児童福祉係

079-492-9136

181 兵庫県 稲美町 11月中 ○
町公用車にマグネットシートを張り付け、児童虐待防止及びオレンジリ
ボンキャンペーンの周知を行う。

健康福祉部地域
福祉課児童福祉係

079-492-9136

182 兵庫県 稲美町 11月 ○ 広報いなみ11月号において、児童虐待防止に関する記事を掲載。
健康福祉部地域

福祉課児童福祉係
079-492-9136
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183 兵庫県 稲美町 11月 ○
広報いなみ11月号と一緒に、児童虐待防止に関するリーフレットを全
戸配布。

健康福祉部地域
福祉課児童福祉係

079-492-9136

184 兵庫県 稲美町 11月6日 ○
「支援が必要な保護者へのペアレントトレーニング」をテーマに研修会
を開催する。対象は、稲美町要保護児童対策地域協議会、町内保育
所保育士、幼稚園・小中学校教諭。

健康福祉部地域
福祉課児童福祉係

079-492-9136

185 兵庫県 稲美町 11月 ○
町内スーパーの店頭や子育て支援施設及び行事で、児童虐待防止
啓発グッズ（オレンジリボン、クリアファイル、ティッシュ、絆創膏等）を
配布し、周知・啓発を行う。

健康福祉部地域
福祉課児童福祉係

079-492-9136

186 兵庫県 稲美町
9月30日、10月1日・

3日・15日
○

中学生と赤ちゃんが直接ふれあう機会を提供し、妊娠・出産・小さな命
の温もりや尊さについて学ぶ。

健康福祉部地域
福祉課児童福祉係

079-492-9136

187 兵庫県 播磨町 １0月末 ○ 児童虐待防止ちらしの全戸配布 福祉グループ 079-435-2362

188 兵庫県 市川町 ８月・１１月 ○ 特定健診・がん検診会場にて啓発うちわ、ボールペン配布 保健福祉センター 0790-26-1999

189 兵庫県 市川町 １１月 ○ 乳幼児健診・育児相談での啓発バッチ、ボールペン配布 保健福祉センター 0790-26-1999

190 兵庫県 市川町 １０月～１月 ○ ○
小中学生を対象に、助産師による生命誕生、男女の違い等について
の講話

保健福祉センター 0790-26-1999

191 兵庫県 福崎町 11月 ○
①児童虐待予防啓発冊子を各戸配布②11/3秋まつり（町主催イベン
ト）にて、民生児童委員により啓発グッズを配布

健康福祉課 0790-22-0560

192 兵庫県 神河町 通年 ○ ○
「いのちの大切さ学び教室」：助産師による講話
場所：各小・中学校

住民生活課 0790-34-0962

193 兵庫県 太子町 11月3日 ○
太子町あすかふるさとまつりでの、オレンジリボンキャンペーン用啓発
物資（手作りろうそく材料）等の配布

生活福祉部
社会福祉課
児童福祉係

079-277-1013

194 兵庫県 上郡町
11月1日～
11月30日

○ 町ホームページにおいて児童虐待防止の啓発情報を発信
健康福祉課

福祉係
0791-52-1114

195 兵庫県 佐用町 １１月 ○ 町内に虐待防止のぼりの設置
健康福祉課

子育て支援室
0790-82-0341

196 兵庫県 佐用町 10月21日 講演会開催（民生委員、一般）
健康福祉課

子育て支援室
0790-82-0341

197 兵庫県 佐用町 11月 ○ 啓発シャープペン、クリアファイル配布
健康福祉課

子育て支援室
0790-82-0341
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198 兵庫県 佐用町 通年 ○ 新生児が生まれた家庭にパンフレット配布（佐用町作成）
健康福祉課

子育て支援室
0790-82-0341

199 兵庫県 佐用町 通年 民生委員を通じて地域にパンフレット配布（佐用町作成）
健康福祉課

子育て支援室
0790-82-0341

200 兵庫県 香美町 8月3日
人権講演会開催会場出入口において児童虐待防止チラシ、グッズを
配布し、不特定多数に啓発を行った。

香美町福祉課 0796-36-1964

201 兵庫県 香美町 9月8日
小学校運動会において児童虐待防止チラシ、グッズを配布し、父兄を
中心とした啓発を行った。

香美町村岡地域局 0796-94-0321

202 兵庫県 香美町 9月15日
地域のスポーツフェスティバルにおいて児童虐待防止チラシ、グッズ
を配布し不特定多数に啓発を行った。

香美町小代地域局 0796-97-3111

203 兵庫県 香美町 9月28日
地域の福祉まつりハートフルフェスタにおいて児童虐待防止チラシ、
グッズを配布し不特定多数に啓発を行った。

香美町福祉課 0796-36-1964

204 兵庫県 新温泉町 9月22日 但馬牛まつりのイベント会場で啓発ティッシュペーパー配布 健康福祉課 0796-82-5620

205 兵庫県 新温泉町 11月 ○ 町広報紙において「児童虐待防止について」紹介 健康福祉課 0796-82-5620

29 1 奈良県 奈良県
10月19、20、

26、27日
県主催イベントで来場者へ啓発リーフレットやグッズを配布

健康福祉部
こども・女性局
こども家庭課

0742-27-8605

2 奈良県 奈良県 11月1日 ○
街頭啓発キャンペーンの実施（於：近鉄奈良駅前）奈良市と合同
内容…啓発リーフレットやグッズの配布、市民集会の広報、拡声器に
よる街宣放送

健康福祉部
こども・女性局
こども家庭課

0742-27-8605

3 奈良県 奈良県
7月17日～28日、11
月5日～8日、11月

19日～29日
○ 県施設にて啓発パネル展示、啓発リーフレット、グッズの設置

健康福祉部
こども・女性局
こども家庭課

0742-27-8605

4 奈良県 奈良県 10月～3月 ○ ○
奈良県地域情報誌「ぱーぷる」に10月号から３月号まで毎月児童虐待
関連広告を掲載

健康福祉部
こども・女性局
こども家庭課

0742-27-8605

5 奈良県 奈良県
10月26日～
11月22日

○

シネアド１５秒CMの制作・放映
放映作品：ドキドキ！プリキュア　マナ結婚！！？未来につなぐ希望
のドレス
放映劇場：「シネマサンシャイン大和郡山」
放映回数：１日５回×４週＝１４０回（予定）

健康福祉部
こども・女性局
こども家庭課

0742-27-8605

6 奈良県 奈良県 11月中 ○ 県政広報誌に掲載
健康福祉部

こども・女性局
こども家庭課

0742-27-8605
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

7 奈良県 奈良市 11月1日 ○
街頭啓発キャンペーンの実施（於：近鉄学園前駅前）
内容…啓発リーフレットやグッズの配布、市民集会の広報、拡声器に
よる街宣放送

子ども未来部
子育て相談課

0742-34-4804

8 奈良県 奈良市 11月2日～8日 ○

街頭啓発キャンペーンの実施（於：平城京天平祭※会場：平城宮跡）
内容…【11月2日～8日】パネル展示
【11月2日～4日】啓発リーフレットやグッズの配布、市民集会の広報、
拡声器による街宣放送

子ども未来部
子育て相談課

0742-34-4804

9 奈良県 奈良市 11月1日 ○
街頭啓発キャンペーンの実施（於：近鉄奈良駅前）県と合同
内容…啓発リーフレットやグッズの配布、市民集会の広報、拡声器に
よる街宣放送

子ども未来部
子育て相談課

0742-34-4804

10 奈良県 奈良市 11月11日～15日 ○ 児童虐待防止啓発パネル展を実施（於：奈良市役所内連絡通路）
子ども未来部
子育て相談課

0742-34-4804

11 奈良県 奈良市 11月17日 ○
奈良市児童虐待防止市民集会（於：奈良市中部公民館5階ホール）
内容…啓発ドラマ上映と大学教授による講演、児童虐待防止啓発パ
ネル展）の実施

子ども未来部
子育て相談課

0742-34-4804

12 奈良県 奈良市 11月1日～30日 ○
奈良市職員に対し児童虐待防止啓発活動の一環としてオレンジリボ
ンの着用を依頼（職員約4,000人に配布）

子ども未来部
子育て相談課

0742-34-4804

13 奈良県 大和高田市 9月22日

「交通安全＆子育てフェスタ」の会場内において虐待防止パネルの展
示、オレンジリボンキャンペーンののぼりを設置している。また、大和
高田市家庭児童相談室の連絡先が印刷された児童虐待防止啓発
ティッシュを作成し、会場内にて家庭相談員による配布活動を実施す
る。

福祉部児童福祉課 0745-22-1101

14 奈良県 大和高田市 11月16日～17日 ○
「元気ｳｲーク」での来場者に向けて,主任児童委員と協働で大和高田
市家庭児童相談室の連絡先が印刷されたオリジナル啓発ティッシュ
配布等の活動を行う。

福祉部児童福祉課 0745-22-1101

15 奈良県 大和郡山市 10月27日

イベント名：すこやか２１フェア　開催場所：保健センター
○入り口にツリーを数本設置し、来場者に紙リボンを飾って
もらい市内、小学生が作成したリボンや啓発グッズ配布。
○クイズコーナーでもオレンジリボンに関するクイズと掲示。
○エントランスの柱に市内小学生が作成したリボンと児童
からメッセージ掲示

福祉健康づくり部
こども福祉課

0743-53-1151

16 奈良県 大和郡山市 11月3日 ○

こどもを守ろう！すくすく子育て大和郡山
開催場所:郡山城跡一帯（市主催の「親子まつり」にて）
○横断幕を掲げリボン、たすき着用しパレードに参加○各団体が設置
したブースでポスター掲示○リボンのブース展示、親子にクイズ実施
しグッズ配布○ツリーにリボンを飾って郡山家庭クラブ・郡山中学生、
市内6年生が制作したリボン配布

福祉健康づくり部
こども福祉課

0743-53-1151

都道府県 市区町村
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17 奈良県 天理市
11月1日～
11月30日

○
市役所職員全員にオレンジリボン配布と１１月中の装着依頼
要対協関係機関の代表が交替で、庁舎玄関前にてオレンジリボンを
来庁者に配布する。

健康福祉部
児童福祉課

0743-63-1001

18 奈良県 橿原市 7月～３月 ○ 市民課前の大型液晶テレビで虐待防止の映像を放映する。 子育て支援課 0744-22-8984

19 奈良県 橿原市 10月13日
橿原万葉ホールで行われる「ふれあいいきいき祭」の来訪者にオレン
ジリボンを配布しながら、児童虐待防止の周知を行う。

子育て支援課 0744-22-8984

20 奈良県 橿原市 １１月 ○
橿原観光センター大型スクリーン・市役所ロビー・万葉ホールロビーの
大型液晶で虐待防止月間についての内容を放映する。

子育て支援課 0744-22-8984

21 奈良県 桜井市 11月1日～7日 ○ 市立図書館で啓発展示 児童福祉課 0744-42-9111

22 奈良県 桜井市
11月11日～
11月29日

○ 市役所ロビーで啓発展示 児童福祉課 0744-42-9111

23 奈良県 桜井市 11月10日 ○ 市ウオーキングファスティバル・健康まつりでオレンジリボン等配布 児童福祉課 0744-42-9111

24 奈良県 桜井市 １１月 ○ 市広報紙に虐待防止記事掲載 児童福祉課 0744-42-9111

25 奈良県 桜井市 １１月 ○ 虐待防止の標語を募集し、優秀作品を決定し公表 児童福祉課 0744-42-9111

26 奈良県 桜井市 １１月 ○ 全職員のオレンジリボン着用 児童福祉課 0744-42-9111

27 奈良県 桜井市 通年 ○ ２歳６ヶ月児健診で、子育て相談窓口のマグネット配布
児童福祉課
健康推進課

0744-42-9111

28 奈良県 御所市 11月1日 ○ １１月号の市広報誌において、児童虐待防止月間の啓発
市民福祉部

児童課
0745-62-3001

29 奈良県 御所市 11月10日 ○ 食と農のフェスタにて、オレンジリボンキャンペーン
市民福祉部

児童課
0745-62-3001

30 奈良県 生駒市 11月１、５、６日 ○ 市内主要駅前（3か所）にてオレンジリボン啓発物配布
こども課こども

 サポートセンター
0743-73-1005

31 奈良県 香芝市 11月23日 ○ 香芝市ふれあいのつどい（場所：香芝市総合福祉センター）
子ども支援課
子育て支援室

0745-79-7522
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32 奈良県 葛城市 11月3日 ○

葛城市當麻　當麻寺境内および参道で開催される「ゆめフェスタ in 葛
城」において、児童虐待防止のブースを設営し、啓発活動を行う。
・児童虐待防止関連パネル（虐待の種別、通告数変遷、オレンジリボ
ン運動について、通告先など）
・啓発物品・リーフレットを来場者に配布
※全職員が"オレンジリボン"を身につけ、市をあげて児童虐待防止に
取り組んでいることをアピールする。

保健福祉部
子育て福祉課
子育て支援係

0745-48-2811

33 奈良県 宇陀市 9月15日
「宇陀子どもフェスタ」＜つながれ心ひろがれ笑顔（総合体育館）　　イ
ベント時来訪者に虐待防止のティシュを配布

教育委員会事務局
生涯学習課

0745-82-3975

34 奈良県 宇陀市 10月19日 ○

「うだ育児の日宣言事業」　　毎月19日をうだ育児の日とし、広く周知
することにより、市民、企業、各種団体等に子育て支援への取組を促
進し、若い世代に子育ての楽しさや喜びを伝えるなど、地域や社会全
体で子どもを育むことへの意識啓発を図る

健康福祉部
子ども支援課

0745-82-2236

35 奈良県 宇陀市 11月1日～ ○ 宇陀チャンネルを利用し、虐待防止の啓発を行う
健康福祉部

子ども支援課
0745-82-2236

36 奈良県 宇陀市 9月～11月 ○ ○
「中学生親子ふれあい体験事業」　市内各中学2年生を対象に親子ふ
れあい体験を実施し、直接赤ちゃんとふれあい体験し、子どもに対す
る思いや理解を深める　　（各中学校で実施）

保健福祉交流
センター

0745-92-5220

37 奈良県 宇陀市 随時 ○

「たまごクラス」　「ひよこクラス」「たまひよサロン」事業　妊婦さんや出
産された母親を対象に赤ちゃんのこと育児について楽しく学べる教室
を開催し、児童虐待についても学ぶ　（福祉保健交流センター・子育て
支援センター）

保健福祉交流
センター

0745-92-5220

38 奈良県 宇陀市 通年 ○

「コモンセンスペアレンティング」　子育て中の保護者に「叱らない子育
て」をめざし、生活の中ですぐに使えるしつけのコツや親自身の気持
のコントロールの仕方を学ぶ講座　前期・後期全14回開催（大宇陀保
健センター・榛原総合センター）

健康福祉部
子ども支援課

0745-82-2236

39 奈良県 宇陀市 通年 ○
毎月予防接種説明会時に各自に出産祝い金を手渡すと共に子育て
支援事業の紹介と育児の悩み等について相談を受ける。その際啓発
グッズを配布　　　（榛原保健センター）

健康福祉部
子ども支援課

0745-82-2236

40 奈良県 平群町
9月25日・10月29日・

11月
○ ○

サークル運動会等の子育て世代の親が集まる機会での啓発用ティッ
シュ及びオレンジリボンの配布。中学生を対象とした妊娠・出産、命の
尊さといった知識の普及教育。

健康保険課 0745-45-8600

41 奈良県 三郷町 11月9日 ○ ○
人権フェスタ(ふれあい交流センター<児童館>にて開催)内で児童虐待
に関するパネルを設置し、オレンジリボンを配布。

健康福祉部
福祉政策課

0745-43-7322

42 奈良県 斑鳩町 10月18日 子育てサポーター養成講座 住民生活部福祉課 0745-74-1001

43 奈良県 斑鳩町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 住民生活部福祉課 0745-74-1001
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44 奈良県 安堵町 11月17日 ○ ○

安堵町産業フェスティバルにて開催
のぼり旗、ポスター、チラシ、大きなオレンジリボンにオレンジ花をみ
んなで作ってかざってもらう
町相談窓口、県、全国共通ダイヤルの周知カード、オレンジリボンの
配布
町広報において、オレンジリボン活動の周知や、虐待通告の義務、相
談窓口の紹介

健康福祉課 0743-57-1590

45 奈良県 川西町 11月3日 ○ 川西文化祭のブースでオレンジリボン等を配布 福祉部健康福祉課 0745-44-2631

46 奈良県 三宅町 11月2日 ○ 町広報紙へのリーフレット折込・町催事でのキャンペーン実施 子ども未来課 0745-43-3580

47 奈良県 田原本町 5月 町の広報紙において、虐待通告に関する周知 健康福祉課 0744-34-2098

48 奈良県 田原本町 9月20日 民生児童委員・主任児童委員に虐待ネットワークについて研修会 健康福祉課 0744-34-2098

49 奈良県 田原本町 11月
町の広報紙において、虐待通告に関する周知及び妊娠中育児中の悩
み相談窓口の周知

健康福祉課 0744-34-2098

50 奈良県 曽爾村 9月28日 農業祭で虐待防止のリーフレット、ティッシュ、オレンジリボンを配布 住民生活課 0745‐94-2102

51 奈良県 御杖村 １０月
社会福祉大会において、オレンジリボンとティッシュ・リーフレットの配
布

保健福祉課 0745-95-2828

52 奈良県 上牧町 10月10日
アピタ内（ささゆりルームにて）子育て・虐待等についての相談及び児
童虐待防止キャンペーンを実施

住民福祉部
福祉課

0745-76-1001

53 奈良県 王寺町 11月 ○ 町広報において、児童虐待防止に関する情報の提供
住民福祉部
福祉介護課

0745-73-2001

54 奈良県 広陵町 9月21日、22日 ○ かぐや姫まつりでの啓発活動 福祉課 0745-55-6771

55 奈良県 河合町 10月27日
河合町総合福祉会館豆山の郷で実施するふれあいの集いにおいて、
コーナーを設けてパネル展示を行い、参加者にオレンジリボンを配布
する。

福祉政策課 0745-57-0200

56 奈良県 大淀町 11月中 ○
町内保育所前において送迎保護者にオレンジリボン、ティッシュを配
布

住民福祉部
福祉課

747525501

57 奈良県 大淀町 11月中 ○ 町広報誌、ケーブルテレビに標語を掲載
住民福祉部

福祉課
747525501

58 奈良県 大淀町 12月7日
町人権フェスティバルにおいてリーフレット、オレンジリボン、ティッシュ
を配布

住民福祉部
福祉課

747525501
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59 奈良県 黒滝村 11月9日 ○ 村の文化祭において、啓発物品の配付 保健福祉課 0747-62-2031

60 奈良県 黒滝村 11月1日 ○ 広報紙にて児童虐待防止について啓発 保健福祉課 0747-62-2031

61 奈良県 天川村 9月13日
オレンジリボン・啓発ティッシュの配布によるオレンジリボン運動の推
進

健康福祉課 0747-63-9110

62 奈良県 下北山村 10月19日 村のイベント時にティッシュとチラシを配布 保健福祉課 07468-6-0015

63 奈良県 上北山村 9月21日 長寿と健康の集いにオレンジリボンとテッシュ(各120コ）を配布 住民課  07468-2-0001

64 奈良県 上北山村 11月中 ○ オレンジリボン運動について村広報紙への掲載予定 住民課  07468-2-0001

65 奈良県 上北山村
11月1日～
11月30日

○ 自治体放送静止画によるオレンジリボン運動のＰＲ放送 住民課  07468-2-0001

66 奈良県 川上村 11月17日 ○ 村のイベント時にティッシュとチラシを配布 住民福祉課 0746-52-0111

67 奈良県 東吉野村 11月16日、17日 ○ 村イベント時の健康相談コーナーでオレンジリボン運動の広報・啓発 住民福祉課 0746-42-0441

30 1 和歌山県 和歌山県 11月3日 ○ オレンジリボンフェスタ 子ども未来課 073-441-2497

2 和歌山県 和歌山市 8月3日
紀州おどりの際にオレンジリボンの半被を着用し、啓発の垂れ幕を掲
げて踊りに参加

こども総合
支援センター

073-402-7830

3 和歌山県 和歌山市 11月5日 ○ 講演会：『こどもとのコミュニケーション』（仮題）
こども総合

支援センター
073-402-7830

4 和歌山県 和歌山市 11月18日～29日 ○ 市役所玄関ロビーに虐待予防啓発のブースを設置
こども総合

支援センター
073-402-7830

5 和歌山県 橋本市 随時 ○ ○ 市内小・中学生を対象に命の尊さについて学ぶ「命の授業」を実施
健康福祉部

健康課
母子保健係

0736-33-1111

6 和歌山県 橋本市
年4回（5/16、8/29、

11/21、2/20)
○ 妊婦と夫を対象とした教室にて「ゆさぶられっこ症候群」啓発

健康福祉部
健康課

母子保健係
0736-33-1111

7 和歌山県 橋本市 随時 ○ こども課窓口で橋本市子育てガイド「子育てのびの～び」配布
健康福祉部

こども課
子育て係

0736-33-1111

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

8 和歌山県 橋本市
11月15日～

3月7日（全10回）
○ 子育て中の親を対象としたペアレントトレーニングの実施

健康福祉部
こども課
子育て係

0736-33-1111

9 和歌山県 橋本市 1月28日、2月4日 子育て中の親を対象とした子育て講座
健康福祉部

こども課
子育て係

0736-33-1111

10 和歌山県 橋本市 2月 市民・支援者向け子ども虐待防止講演会
健康福祉部

こども課
子育て係

0736-33-1111

11 和歌山県 橋本市
9月27日、10月17日、

11月7日、29日、
12月19日

○ 地域支援者養成講座　人が育ち合う教育のまちづくりをめざして
橋本市教育委員会

社会教育課
0736-33-1111

12 和歌山県 有田市 11月 ○ 11月広報に児童虐待防止に関する記事掲載予定 福祉課 0737-83-1111

13 和歌山県 田辺市 11月 ○ 保育所、幼稚園へ虐待防止リーフレットを配布
保健福祉部

子育て推進課
こども家庭係

0739-26-4927

14 和歌山県 田辺市 11月 ○ 街頭で、虐待防止リーフレットを配布
保健福祉部

子育て推進課
こども家庭係

0739-26-4927

15 和歌山県 新宮市 １１月１日～ ○
市の広報１１月に虐待防止の啓発やオレンジリボンキャンペーンの活
動について掲載

子育て推進課
（子育て支援

センター）
0735‐23-3740

16 和歌山県 新宮市 １１月１日～ ○ 庁内職員にオレンジリボン児童虐待防止のカードを配布
子育て推進課
（子育て支援

センター）
0735‐23-3740

17 和歌山県 新宮市 １１月１日～ ○
保健センター(子育て支援センター）にオレンジリボンツリーを設置し、
リボンにメッセージを書いて飾ってもらう

子育て推進課
（子育て支援

センター）
0735‐23-3740

18 和歌山県 新宮市 11月9日 ○

〔オレンジリボン街頭キャンペーン〕　＊ショッピングセンターや保健セ
ンター、社会福祉協議会にオレンジリボンツリーを設置し児童虐待防
止へのメッセージを記入してもらい飾る
＊オレンジの風船とオレンジリボン、カードを手渡し啓発。

子育て推進課
（子育て支援

センター）
0735‐23-3740

19 和歌山県 紀の川市 １１月 ○ 子育て支援センター来所者に市作成のリーフレット配布 子育て支援課 0736-77-2511

20 和歌山県 紀の川市 １１月 ○ トリプルＰ講座開催時に市作成のリーフレット配布 子育て支援課 0736-77-2511

21 和歌山県 紀の川市 １１月 ○ 未就園児対象の子育て支援教室にて市作成のリーフレット配布 子育て支援課 0736-77-2511

22 和歌山県 岩出市 １１月 ○ 市広報誌において児童虐待防止に関する内容を掲載し啓発
生活福祉部福祉課

児童福祉係
0736‐62‐2141
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23 和歌山県 岩出市 11月1日 ○
駅頭啓発（同和運動推進月間、人権を考える強調月間の啓発）時に
一緒に啓発します。＜児童虐待防止啓発チラシ入りマスク＞

生活福祉部福祉課
児童福祉係

0736‐62‐2142

24 和歌山県 岩出市 11月3日 ○ 文化祭での啓発（11月1日と同内容）
生活福祉部福祉課

児童福祉係
0736‐62‐2143

25 和歌山県 岩出市 11月16日 ○ 人権を考えるつどいで啓発（11月１日と同内容）
生活福祉部福祉課

児童福祉係
0736‐62‐2144

26 和歌山県 かつらぎ町 11月 ○
リーフレット配布による啓発「子どもを上手にほめて子育てのイライラ
を楽しみに変えることを周知する内容のリーフレット配布」

教育委員会
総務課子育て係

0736-22-0300

27 和歌山県 かつらぎ町 11月 ○
広報掲載による啓発「虐待とは、子育て中の人へ、地域の人へ、相談
窓口（相談ダイヤル）、の内容で虐待防止の啓発」

教育委員会
総務課子育て係

0736-22-0300

28 和歌山県 かつらぎ町
７月３日、７月５日、

１２月（予定）
○

中学校３年生を対象に、性や妊娠・出産、命の尊さといった知識の普
及や望まない妊娠を防ぐための啓発

やすらぎ対策課 0736-22-0300

29 和歌山県 有田川町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止を周知
教育部

こども教育課
0737-52-2111

30 和歌山県 日高町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間横断幕を庁舎に掲示 住民福祉課 0738-63-3800

31 和歌山県 みなべ町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止を啓発、町の相談窓口も紹介 保健福祉課 0739-74-3337

32 和歌山県 みなべ町 通年 ○ 4カ月児健診対象児の保護者に、児童虐待防止のパンフレットを配布 保健福祉課 0739-74-3337

33 和歌山県 みなべ町 通年 ○ ○
乳幼児健診に思春期体験学習として中学生が参加し、幼い子どもとそ
の母親に接することで命の尊さを学ぶ

保健福祉課 0739-74-3337

34 和歌山県 すさみ町
6月13、27日

１２月
○ 中学生の乳幼児とのふれあい体験 環境保健課 0739-55-4803

31 1 鳥取県 鳥取県 １１月 ○ リーフレット、ポスター等を作成し配布
福祉保健部

子育て王国推進局
青少年・家庭課

0857-26-7149

2 鳥取県 鳥取県 １１月 ○ 啓発イベント、ワークショップの実施
福祉保健部

子育て王国推進局
青少年・家庭課

0857-26-7150

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

3 鳥取県 鳥取県 １１月 ○ 横断幕、懸垂幕の掲示
福祉保健部

子育て王国推進局
青少年・家庭課

0857-26-7151

4 鳥取県 鳥取県 １１月～３月 ○ 携帯端末用アプリケーションソフトの作成・配布
福祉保健部

子育て王国推進局
青少年・家庭課

0857-26-7152

5 鳥取県 鳥取県 １１月 ○ 街頭キャンペーンの実施
福祉保健部

子育て王国推進局
青少年・家庭課

0857-26-7153

6 鳥取県 鳥取市 １１月 ○ 市の広報紙に児童虐待防止推進月間の記事を掲載

福祉保健部
健康・子育て推進局

こども発達・家庭
支援センター

0857-20-0122

7 鳥取県 鳥取市 １１月 ○ 市庁舎に児童虐待防止推進月間の懸垂幕を掲示

福祉保健部
健康・子育て推進局

こども発達・家庭
支援センター

0857-20-0122

8 鳥取県 鳥取市 １１月 ○ リーフレットを作成し配布

福祉保健部
健康・子育て推進局

こども発達・家庭
支援センター

0857-20-0122

9 鳥取県 米子市 11月 ○ 市報、市ホームページに児童虐待防止について掲載する。 こども未来課 0859-23-5176

10 鳥取県 米子市 11月 ○ 公民館祭において、来場者に児童虐待防止の広報活動を行う。 こども未来課 0859-23-5176

11 鳥取県 米子市 11月 ○
大型ショッピングセンターで児童相談所や関連機関と連携し、チラシ、
ティッシュ等の配布による広報を行う。

こども未来課 0859-23-5176

12 鳥取県 米子市 11月12日 ○
米子市要保護児童対策地域協議会の研修会において、児童虐待防
止に関する講演会を開催する。

こども未来課 0859-23-5176

13 鳥取県 倉吉市 11月 ○ ・街頭広報（市内ショッピングセンターにおける啓発活動）
倉吉市福祉保健部

子ども家庭課
0858-22-8220

14 鳥取県 倉吉市 11月 ○ ・広報車による市内広報（月間中２回）
倉吉市福祉保健部

子ども家庭課
0858-22-8220
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15 鳥取県 倉吉市 11月 ○ ・ホームページへの掲載
倉吉市福祉保健部

子ども家庭課
0858-22-8220

16 鳥取県 倉吉市 11月 ○ ･公民館報での広報
福祉保健部
保健センター

0858-26-5670

17 鳥取県 倉吉市
５～７月、
９～12月

○ ○

・赤ちゃんと小中学生のふれあい会（赤ちゃんとのふれあいを通して、
自分の成長を振り返り、親への感謝の気持ちを育むとともに、自己肯
定感を養うことを目的に開催。場所：子育て総合支援センター、小中
学校等）

倉吉市福祉保健部
子ども家庭課

0858-22-8220

18 鳥取県 倉吉市 通年 ○ ○
・命の教育（小学校の児童と保護者を対象に、「命の大切さ」について
各学年に応じた内容で、助産師、保健師が学校に出向き話をする。）

福祉保健部
保健センター

0858-26-5670

19 鳥取県 境港市 10月9日 要対協構成員によるオレンジリボン・チラシの作成
福祉保健部

子育て健康推進課
育児支援係

0859-47-1077

20 鳥取県 境港市 10月10日 要対協構成員によるオレンジリボン・チラシの作成
福祉保健部

子育て健康推進課
育児支援係

0859-47-1077

21 鳥取県 境港市 11月4日 ○ 要対協構成機関による街頭キャンペーン（パレード・チラシ配布）
福祉保健部

子育て健康推進課
育児支援係

0859-47-1077

22 鳥取県 境港市 １１月 ○
要対協構成機関による街頭キャンペーン（市内スーパー店頭等チラシ
配布）

福祉保健部
子育て健康推進課

育児支援係
0859-47-1077

23 鳥取県 境港市 １１月 ○

要対協構成機関および子どもに関係する機関（教育委員、体育指導
員、自治会長、児童クラブ指導員、ファミリーサポートセンター援助会
員、公民館、幼保保護者会、ＰＴＡ、各医療機関等）にオレンジリボンと
チラシを配布

福祉保健部
子育て健康推進課

育児支援係
0859-47-1077

24 鳥取県 境港市 ２月 要対協構成機関研修会（講演会）
福祉保健部

子育て健康推進課
育児支援係

0859-47-1077

25 鳥取県 岩美町 １１月 ○ 広報誌に虐待防止の内容掲載、街頭啓発活動（チラシ等配布） 住民生活課 0857-73-1415

26 鳥取県 八頭町 11月 ○ 町広報誌で児童虐待防止月間啓発 福祉環境課 0858-76-0205

27 鳥取県 八頭町 11月 ○ 町防災行政無線で児童虐待防止月間啓発 福祉環境課 0858-76-0206

28 鳥取県 若桜町 １１月 ○ 広報わかさで本年度のテーマにあわせて啓発記事掲載
若桜町保健

センター
0858-82-2214

29 鳥取県 若桜町 １１月 ○ 虐待防止推進月間のリーフレットを子ども園や学園に配布
若桜町保健

センター
0858-82-2214

都道府県 市区町村
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30 鳥取県 智頭町
10月1日、
10月16日

○ ○
・乳幼児と接して育児について学ぶ
・子育てに関する保護者の思い、現実を知るとともに､
命の大切さを学

次世代育成
推進室

0858-75-4119

31 鳥取県 湯梨浜町 11月 ○
小学校等の参観日に合わせ、24時間子育て支援電話の連絡先や虐
待予防リーフレットの配布。町報での予防啓発。

子育て支援課 0858-35-5322

32 鳥取県 三朝町 11月 ○
町広報(11月号)で児童虐待防止推進月間について周知
虐待防止啓発用のマグネット看板を公用車に貼る

町民課
子ども支援局

0858-43-3505

33 鳥取県 北栄町 ○ 町内のこども園等で通園時にティシュ配布などにより啓発 福祉課 0858-37-5852

34 鳥取県 琴浦町 11月1日 ○
町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発および相談窓口を紹
介

町民生活課 0858-52-1703

35 鳥取県 日吉津村 11月 ○ 村報に児童虐待防止啓発記事を掲載 福祉保健課 0859-27-5952

36 鳥取県 日吉津村 10～11月 ○ 県主催のオレンジリボンキャンペーンへの参加 福祉保健課 0859-27-5952

37 鳥取県 日吉津村 1月又は2月頃 子育てに関する講演会を開催予定 福祉保健課 0859-27-5952

38 鳥取県 大山町 11月 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間のお知らせ 幼児教育課 0859-54-5219

39 鳥取県 大山町 随時 ○ 中学生と赤ちゃんのふれあい会 幼児教育課 0859-54-5219

40 鳥取県 南部町 １１月 ○ 町広報誌に啓発記事を掲載
町民生活課

子育て支援室
0859-66-3116

41 鳥取県 伯耆町 １１月 ○ 町の広報で児童虐待防止啓発のための記事を掲載する。
福祉課

福祉支援室
0859-68-5534

42 鳥取県 伯耆町 １１月 ○ 町の庁舎前に児童虐待防止啓発のための懸垂幕を掲揚する。
福祉課

福祉支援室
0859-68-5534

43 鳥取県 日南町 11月 ○ 町内ケーブルテレビを用いて､児童虐待の防止ついて啓発 福祉保健課 0859-82-0374

44 鳥取県 日南町 11月 ○
町報に、児童虐待防止月間やオレンジリボン活動の周知、虐待通告
に関する記事を掲載

福祉保健課 0859-82-0374

45 鳥取県 日野町 11月5日 ○ 町広報紙で児童虐待防止推進月間の周知実施 健康福祉課 0859-72-0334
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46 鳥取県 日野町 10月下旬 ○ ポスター・リーフレット掲示・配布 健康福祉課 0859-72-0334

47 鳥取県 江府町 11月 ○ 町報にオレンジリボン運動に関する記事を掲載 江府町福祉保健課 0859-75-6111

32 1 島根県 島根県 9月16日
県内で開催の「しまね人権フェスティバル2013」にて児童虐待防止の
ブースを出展。児童虐待防止に関するパネルを展示し、来場者にリー
フレット、オレンジリボン等を配布

健康福祉部
青少年家庭課
児童・家庭相談

支援スタッフ

0852-22-6393

2 島根県 島根県 10月
県版のチラシを作成（児童虐待防止のほか、青少年健全育成、DV防
止の内容が盛り込まれている）し、保育所、幼稚園、小学校、中学校、
高校等へ配布。

健康福祉部
青少年家庭課
児童・家庭相談

支援スタッフ

0852-22-6393

3 島根県 島根県 11月 ○
駅前・ショッピングモール等において警察等の関係機関も一緒に街頭
キャンペーン実施(県版チラシ、オレンジリボン、エコバック等を配布)

健康福祉部
青少年家庭課
児童・家庭相談

支援スタッフ

0852-22-6393

4 島根県 島根県
11月1日～
11月10日

○ 県立図書館(1ヶ所)にて、児童虐待防止関連のパネル展示

健康福祉部
青少年家庭課
児童・家庭相談

支援スタッフ

0852-22-6393

5 島根県 島根県 11月 ○ 県庁玄関前に児童虐待防止ののぼり設置

健康福祉部
青少年家庭課
児童・家庭相談

支援スタッフ

0852-22-6393

6 島根県 島根県 11月 ○ 県庁前電光掲示板にて児童虐待虐待防止のメッセージを掲示

健康福祉部
青少年家庭課
児童・家庭相談

支援スタッフ

0852-22-6393

7 島根県 島根県 11月 ○ ○
県内の薬局、薬店、ドラッグストアへ県で作成した妊娠等相談窓口の
チラシ等を配布

健康福祉部
青少年家庭課
児童・家庭相談

支援スタッフ

0852-22-6393

8 島根県 島根県 11月 ○ 県内のヤクルト販売員へオレンジリボン着用を依頼。

健康福祉部
青少年家庭課
児童・家庭相談

支援スタッフ

0852-22-6393

9 島根県 松江市 １１月 ○ 関係課においてオレンジリボンの着用
健康福祉部
保健福祉課
家庭相談室

0852-55-5484

10 島根県 松江市
１０月３０日～

１１月８日
○ 市役所本庁玄関ロビーにて児童虐待防止にむけたパネル展示

健康福祉部
保健福祉課
家庭相談室

0852-55-5484

11 島根県 松江市
１０月下旬～

１１月
○ 主任児童委員による紙芝居

健康福祉部
保健福祉課
家庭相談室

0852-55-5484

都道府県 市区町村
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12 島根県 松江市 １１月 ○ １１月号市報掲載
健康福祉部
保健福祉課
家庭相談室

0852-55-5484

13 島根県 浜田市
11月1日～
3月31日

○ 広報・ホームページに児童虐待防止啓発記事掲載
健康福祉部

子育て支援課
0855-25-9331

14 島根県 浜田市 10月27日
健康福祉フェスティバルにおいてリーフレット・しおり・啓発グッズ(ウ
エットティッシュ)・オレンジリボンの配布

健康福祉部
子育て支援課

0855-25-9331

15 島根県 浜田市 11月 ○
市内5会場（計7日間）のフェスティバル・祭り等のイベントにおいてリー
フレット・しおり・啓発グッズ(ウエットティッシュ)・オレンジリボンの配布

健康福祉部
子育て支援課

0855-25-9331

16 島根県 浜田市 未定 ○ 児童虐待防止講演会の開催
健康福祉部

子育て支援課
0855-25-9331

17 島根県 浜田市
9月24日
10月15日
11月6日

○ ○
赤ちゃん登校日（小学校においてアドバイザーを招き、小学生と乳児
のふれあいを通じて、人との信頼関係やコミュニケーションを学ぶ体
験　3回）

健康福祉部
子育て支援課

0855-25-9331

18 島根県 出雲市
通年

11月は11/20発行
○ ○

広報いずもに、子育て支援家庭への啓発として記事掲載（通年）。
内容：子育て支援に関する情報や各種相談窓口、虐待予防
執筆は、要対協構成団体に順次依頼し協力を得ている。
11月号では、虐待予防の特集記事を掲載。

子育て支援課 0853-21-6604

19 島根県 出雲市 11月9日 ○ ○
大型ショッピングセンター（ゆめタウン出雲）における
街頭活動
内容：チラシ配布、のぼり、パネル設置

子育て支援課 0853-21-6604

20 島根県 出雲市 11月の１ヶ月間 ○

「家族の日」のよびかけ
内容：要対協構成団体に、下記の取り組みを協力依頼。
　・市作成のリーフレットの掲示
・この期間に実施されるイベントの趣旨に、家族の日の要素を
取り入れた企画を盛り込む

子育て支援課 0853-21-6604

21 島根県 出雲市 11月23日 ○ ○

「赤ちゃんのお世話教室」
妊婦とその夫を対象に、体験を通して子育ての技術を学んだり、とも
に子育てをしていく意識の醸成をはかり、親準備教育と育児支援、ひ
いては虐待予防を目的に実施。
内容：育児体験（おむつ替え・沐浴等）、妊婦体験、子育てについての
情報提供、茶話会

健康増進課 0853‐21‐6981

22 島根県 出雲市
11月1,5,6,8,12,15,

20,28,29日
○ ○

「性（生）の楽習　出前講座」
市内保育所・幼稚園・小学校・中学校児童生徒を対象に、命の大切さ
尊さを感じる心の育成や性についての健康教育を目的に実施。
内容：対象者に応じた内容で、紙芝居や劇等を地域の助産師が施設
に出向いて出前講座の形式で行う。

健康増進課 0853‐21‐6981

23 島根県 益田市 12月 児童虐待防止の啓発等を市広報に掲載
福祉環境部子育て

支援課子育て
あんしん相談室

0856-31-1977

24 島根県 大田市 11月1日 ○
街頭キャンペーン（市内スーパー等で児童相談所全国共通ダイヤル、
講演会のチラシなどを配布する）

子育て支援課 0854-83-8147
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25 島根県 大田市 11月 ○ 青少年健全育成＆虐待防止講演会 子育て支援課 0854-83-8147

26 島根県 大田市 11月 ○ 市ホームページへの掲載 子育て支援課 0854-83-8147

27 島根県 大田市 通年奇数月 ○
妊娠期パパママ教室　妊娠中の女性とその夫に妊娠・出産・育児の知
識の普及、相談窓口の紹介を行う。

子育て支援課 0854-83-8147

28 島根県 大田市 9月3日、11月15日 ○ ○
高校の文化祭において、性や妊娠・出産、命の尊さ等の知識普及や
望まない妊娠を防ぐための啓発を行う。

子育て支援課 0854-83-8147

29 島根県 大田市 6月～12月 ○ ○
小中学生を対象にした赤ちゃんふれあい体験事業を市内小中学校（3
校）で開催

子育て支援課 0854-83-8147

30 島根県 安来市 11月中 ○ 市報掲載、行政告知端末での放送
健康福祉部

子ども未来課
0854-23-3209

31 島根県 江津市 １１月 ○ 市広報において児童虐待防止の啓発記事掲載 子育て支援課 0855-52-2501

32 島根県 雲南市 通年 ○
子育てに悩んだときの相談窓口や、児童虐待通告に関する問合せ先
など市独自に作成したリーフレットを保育所、幼稚園、小学校の保護
者あてに配布。

健康福祉部
健康推進課

0854-40-1045

33 島根県 雲南市 １１月 ○ 市報うんなんに児童虐待防止に関する広報
健康福祉部
健康推進課

0854-40-1045

34 島根県 雲南市 6月26日
市内保育所・幼稚園職員向けに、虐待予防と通告義務について会議
の場で説明し、市作成のリーフレット配布

健康福祉部
健康推進課

0854-40-1045

35 島根県 奥出雲町 10月 児童虐待防止推進月間の町広報掲載 福祉事務所 0854-54-2541

36 島根県 奥出雲町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間の情報通信による文字放送 福祉事務所 0854-54-2541

37 島根県 飯南町 11月1日～11月30日 ○ 町ケーブルテレビで、児童虐待防止月間のPR 保健福祉課 0854-72-1770

38 島根県 川本町 11月 ○ 町広報誌、町独自テレビ文字放送にて、虐待防止の啓発 健康福祉課 0855-72-0633

39 島根県 川本町 11月 ○ ○
赤ちゃんふれあい体験
（乳幼児相談にあわせて実施・高校生対象）

健康福祉課 0855-72-0633

40 島根県 川本町 11月 ○ ○
性（生）の学習出前講座（中学生対象）
※日本助産師会バースディプロジェクト

健康福祉課 0855-72-0633
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41 島根県 美郷町 11月 ○ 町の広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載し全戸に配布 住民福祉課 0855-75-1213

42 島根県 美郷町 12月～１月 町民生児童委員へ児童虐待防止予防チラシを配布 住民福祉課 0855-75-1213

43 島根県 美郷町 １１月～１月 ○ ○ 町内中学校２か所で中学生を対象にデートＤＶ予防講座開催 保健衛生課 0855-75-1932

44 島根県 美郷町 １１月～１月 ○ ○
町内中学校２か所で中学生やその保護者を対象に性や妊娠・出産、
命の尊さについての講座開催

保健衛生課 0855-75-1932

45 島根県 邑南町 1月31日 ○
町内中学校の２、３年生を対象に「性・命・人権教育講演会」実施。
学校教育課、保健課協同開催

学校教育課 0855-83-1126

46 島根県 邑南町 年４回 出産を迎えた両親を対象とした育児等の講座 保健課 0855-83-1123

47 島根県 邑南町 11月12日 ○ 乳児期の両親を対象とした講座 保健課 0855-83-1123

48 島根県 邑南町 １１月 ○ 児童虐待防止について広報への掲載 福祉課 0855-95-1115

49 島根県 津和野町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止に関する広報掲載 健康福祉課 0856-72-0673

50 島根県 津和野町 11月日にち未定 ○ 児童虐待防止に関するチラシ配布 健康福祉課 0856-72-0673

51 島根県 吉賀町 8月2日 ○
養護教諭、保育士を対象として助産師による命の大切さを伝える性教
育の研修を開催。

保健福祉課 0856-77-1165

52 島根県 吉賀町 2月18日
児童虐待防止をテーマにした講演会開催を検討。対象は民生児童委
員、教員、母子保健推進員等。

保健福祉課 0856-77-1165

53 島根県 西ノ島町 11月 ○ 県広報紙において、児童虐待防止について周知を図る 健康福祉課 08514-6-0104

54 島根県 知夫村 １１月 ○
村民福祉課だより１１月号・子育てだより１１月号において児童虐待防
止推進月間等について掲載し配布。

村民福祉課 08514-8-2211

55 島根県 隠岐の島町 通年 ○ 隠岐の島町公用車10台へのオレンジリボンステッカーの貼付 福祉課児童福祉係 08512-2-8577

56 島根県 隠岐の島町 11月 ○
町内ショッピングセンター2店舗店頭において、相談窓口周知のため
の電話番号記載のポケットティッシュ及びチラシを配布

福祉課児童福祉係 08512-2-8577
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33 1 岡山県 岡山県 7月26日

地元サッカーファジアーノ岡山の試合における「岡山県民応援デー」に
て、オレンジリボンキャンペーンを実施し、オレンジリボンの配布、児
童虐待防止の啓発グッズ（エコバック、ステッカー、バンドエイド）配
布、子育てに関するアンケートを実施

保健福祉部
子ども未来課

086-226-7911

2 岡山県 岡山県 11月5日 ○
岡山駅前において、児童虐待防止の啓発グッズ（バンドエイド）等を配
布し、街頭啓発を行う

保健福祉部
子ども未来課

086-226-7911

3 岡山県 岡山県 11月 ○
県広報資料、県作成のテレビ番組及びラジオ等において、児童虐待
防止月間及び通告先を周知

保健福祉部
子ども未来課

086-226-7911

4 岡山県 岡山県 11月 ○ 県庁舎に虐待防止月間周知の懸垂幕を掲出
保健福祉部

子ども未来課
086-226-7911

5 岡山県 岡山県 10～11月 ○
虐待予防推進月間の啓発資材として、ポケットティッシュ等を管内市
町や関係団体へ配付

備前県民局
健康福祉部
福祉振興課

086‐272‐3989

6 岡山県 岡山県 9月、2月
管内市町での子どもに係るイベント時や研修会の場でキャンペーンを
実施し、啓発資材を配付

備前県民局
健康福祉部
福祉振興課

086‐272‐3989

7 岡山県 岡山県 11月1日 ○ ＪＲ倉敷駅において、児童虐待防止の街頭啓発、啓発グッズ配布
備前県民局
健康福祉部
福祉振興課

086-434-7023

8 岡山県 岡山県 11月7，8，11日 ○ FMラジオで20秒スポットCMを放送
備前県民局
健康福祉部
福祉振興課

086-434-7023

9 岡山県 岡山県
11月1日～
11月30日

○ 児童虐待防止推進月間及び標語を県民局電光掲示板で広報
備前県民局
健康福祉部
福祉振興課

086-434-7023

10 岡山県 岡山県 １１月 ○ ○ 県で作成した啓発資材を街頭で配布
美作県民局
健康福祉部
福祉振興課

0868-23-0113

11 岡山県 岡山県 １月
管内の主任児童委員・愛育委員を対象に、児童虐待防止をテーマとし
た研修を開催

美作県民局
健康福祉部
福祉振興課

0868-23-0113

12 岡山県 岡山県 11月25日 ○
真庭保健所管内愛育委員連合会リーダー研修＜地区組織活動（愛
育委員）＞にて、オレンジリボン運動

真庭保健所
保健課

0867-44-2991

13 岡山県 岡山県 12月17日
児童虐待防止をテーマに県が作成した「子どもが安心チェックシート」
活用についての研修会を開催

真庭保健所
保健課

0867-44-2991

14 岡山県 岡山県 10月 ○
性感染症の防止、命の尊さの啓発、望まない妊娠の防止を内容とす
るエイズ予防出前講座を実施（作陽高等学校）

美作保健所
保健課

0868-23-0163

15 岡山県 岡山県 11月 ○ ○
性感染症の防止、命の尊さの啓発、望まない妊娠の防止を内容とす
るエイズ予防出前講座を実施（津山市加茂中学校）

美作保健所
保健課

0868-23-0163

都道府県 市区町村
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16 岡山県 岡山県 1月 ○
性感染症の防止、命の尊さの啓発、望まない妊娠の防止を内容とす
るエイズ予防出前講座を実施　（国立津山工業高等専門学校）

美作保健所
保健課

0868-23-0163

17 岡山県 岡山県 10月 久米南町親子ふれあい遊び
美作保健所

保健課
0868-23-0163 町と共催

18 岡山県 岡山県 11月 ○ 久米南町の保健福祉大会での子育てコーナーの設置
美作保健所

保健課
0868-23-0163 町と共催

19 岡山県 岡山県 11月23日 ○
「元気になろうやフェスタ」にて、リーフレット、オレンジリボンを配布啓
発

美作保健所
勝英支所

0868-73-4055

20 岡山県 玉野市 11月 ○ 市の広報誌に、児童虐待防止に関する記事を掲載 子育て支援課 0863-32-5554

21 岡山県 備前市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する県の施策を紹介
保健福祉部

こども課
こども福祉係

0869-64-1825

22 岡山県 備前市 11月9日 ○
毎年実施している「こども応援フェスタ」において、来場者に対して、児
童虐待防止推進月間のリーフレット、児童相談所全国共通ダイヤル
の周知カードを配布

保健福祉部
こども課

こども福祉係
0869-64-1825

23 岡山県 備前市 1月 ○
毎年実施している「成人式」において
　・来場者に対して、児童虐待防止のリーフレット、児童相談所全国共
通ダイヤルの周知カードを配布

保健福祉部
こども課

こども福祉係
0869-64-1825

24 岡山県 瀬戸内市 9月14日 ○ ○
邑久高校文化祭に愛育委員・栄養委員が参加し、高校生に
対し妊婦体験や赤ちゃん人形（新生児）を抱く練習をしてもら
い、命の尊さを学ぶ機会を持ってもらう

健康づくり推進課 0869-26-5961

25 岡山県 瀬戸内市 11月 ○
市の広報誌において、虐待予防に関する内容の記事を
掲載し、啓発を図る

子育て支援課 0869-26-5947

26 岡山県 瀬戸内市 11月 ○ 職員がオレンジリボン入りのポロシャツを着用 子育て支援課 0869-26-5947

27 岡山県 瀬戸内市 11月 ○ マグネット看板（虐待防止啓発用）を公用車に貼る 子育て支援課 0869-26-5947

28 岡山県 瀬戸内市 11月 ○
「せとうち保健福祉フェスタ」において、虐待防止啓発ファイル、ちらし
を配布（会場：ゆめトピア長船）

子育て支援課 0869-26-5947

29 岡山県 瀬戸内市 1月18日 ○

「ベジもっとフェスタ」において、子育てふれあい交流会を開催し、乳幼
児の親子がベビーマッサージ等を学ぶ。同時に高校生に子どもを抱く
等育児を体験する機会を提供
（会場：ゆめトピア長船）

健康づくり推進課 0869-26-5961
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30 岡山県 赤磐市 １１月 ○ 市広報誌への記事掲載
保健福祉部

子育て支援課
086-955-2635

31 岡山県 赤磐市 １１月中 ○ 市庁舎に虐待防止推進月間の横断幕を掲げる
保健福祉部

子育て支援課
086-955-2635

32 岡山県 赤磐市 １１月中 ○ 市内公共施設や道路沿いを中心に啓発幟を設置
保健福祉部

子育て支援課
086-955-2635

33 岡山県 赤磐市 １２月
虐待防止等をテーマとしたシンポジウムを開催し、啓発パンフレットを
配布

保健福祉部
子育て支援課

086-955-2635

34 岡山県 和気町 11月 ○
リーフレットを民生・児童委員へ配布、ポスターを管内保育所及び児
童館・子育て支援センター・保健センターへ掲示

民生福祉部
健康福祉課

0869-93-3681

35 岡山県 和気町 11月 ○ 町広報誌11月号（10月25日発行）に虐待防止月間の啓発広報を掲載
民生福祉部
健康福祉課

0869-93-3681

36 岡山県 吉備中央町 10月～11月 ○
10月１８日発行の町広報誌11月号に、児童虐待防止推進月間の啓発
記事を掲載

保健課
子育て支援班

0866-54-1326

37 岡山県 吉備中央町 11月 ○
保健課職員が、オレンジリボンマーク入りのジャンパーを着用し、様々
な事業に参加し、啓発活動を行う

保健課
子育て支援班

0866-54-1326

38 岡山県 倉敷市 11月1日 ○

倉敷市児島地区要保護児童対策地域協議会において、市内のショッ
ピングモール、イベント会場、街頭などで、オレンジリボン、啓発用チラ
シ、ポケットティッシュ、虐待通告電話番号を記入した風船をショッピン
グセンターで来店客及び来場客に配布

子ども未来部
子ども相談センター

086-426-3330

39 岡山県 倉敷市 11月3日 ○

倉敷市要保護児童対策地域協議会において、市内のショッピング
モール、イベント会場、街頭などで、オレンジリボン、啓発用チラシ、ポ
ケットティッシュ、虐待通告電話番号を記入した風船をショッピングセ
ンターで来店客及び来場客に配布

子ども未来部
子ども相談センター

086-426-3330

40 岡山県 倉敷市 11月10日 ○

倉敷市玉島地区要保護児童対策地域協議会において、市内のショッ
ピングモール、イベント会場、街頭などで、オレンジリボン、啓発用チラ
シ、ポケットティッシュ、虐待通告電話番号を記入した風船をショッピン
グセンターで来店客及び来場客に配布

子ども未来部
子ども相談センター

086-426-3330

41 岡山県 倉敷市 11月24日 ○

倉敷市水島地区要保護児童対策地域協議会において、市内のショッ
ピングモール、イベント会場、街頭などで、オレンジリボン、啓発用チラ
シ、ポケットティッシュ、虐待通告電話番号を記入した風船をショッピン
グセンターで来店客及び来場客に配布

子ども未来部
子ども相談センター

086-426-3330

42 岡山県 倉敷市 １１月中 ○
来庁者を対象に、オレンジリボン、啓発用チラシ、ポケットティッシュ、
虐待通告電話番号を記入した風船を配布

子ども未来部
子ども相談センター

086-426-3330
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43 岡山県 笠岡市 11月17日 ○
いちょう祭の来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット、
児童相談所全国共通ダイヤル掲載のグッズ、手作りオレンジリボンを
配布

子育て支援課 0865-69-2132

44 岡山県 井原市 １１月 ○ 市広報において、児童虐待防止の啓発
健康福祉部

子育て支援課
子育て支援係

0866-62-9517

45 岡山県 井原市 11月 ○ ケーブルテレビ放送での、児童虐待防止の啓発
健康福祉部

子育て支援課
子育て支援係

0866-62-9517

46 岡山県 総社市 11月 ○ ○
ショッピングモール等において子育て支援・母子保健・児童虐待に関
するパネルの展示及び啓発グッズの配布

保健福祉部
こども課

子育て支援係
0866-92-8268

47 岡山県 高梁市 11月1日 ○
街頭啓発活動としてチラシ及び啓発グッズを配布（場所：ポルカ天満
屋ハピータウン高梁店、イズミゆめタウン高梁店）

健康福祉部
子ども課

0866-21-0288

48 岡山県 新見市 11月1日 ○ 市報において、児童虐待防止に関する内容を掲載 福祉部こども課 0867-72-6115

49 岡山県 新見市 11月5日 ○
街頭啓発活動（市内ショッピングセンターにおいてチラシ、クリアファイ
ル等を配布）

福祉部こども課 0867-72-6115

50 岡山県 新見市 11月21日 ○
児童虐待防止に関する研修会を開催し、来場者に対してリーフレット
等を配布

福祉部こども課 0867-72-6115

51 岡山県 浅口市 11月 ○ 広報11月号へ啓発記事を掲載
健康福祉部

子育て支援課
0865-44-7011

52 岡山県 浅口市 12月 関係機関を対象とした研修会開催予定
健康福祉部

子育て支援課
0865-44-7011

53 岡山県 浅口市 平成25年度中
「浅口市子育てガイドブック」(平成23年3月発行)を改訂、啓発記事等
掲載し、発行予定

健康福祉部
子育て支援課

0865-44-7011

54 岡山県 早島町 11月 ○ ○ いきいき広場にてチラシを配布 福祉課 482-2483

55 岡山県 早島町 年６回 育児学級にてチラシを配布 福祉課 482-2483

56 岡山県 早島町 随時 育児学級不参加者に訪問し、チラシを配布、呼びかけ 福祉課 482-2483

57 岡山県 里庄町 １１月 ○ 産業文化祭開催時にリーフレット等を配布 健康福祉課 0865-64-7211

58 岡山県 矢掛町 11月20日 ○ 町広報誌に児童虐待防止推進月間のポスターと啓発文を掲載 保健福祉課 0866-82-1013
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59 岡山県 津山市 11月10日 ○ 市広報紙にて児童虐待防止推進月間の周知・啓発を行う
こども保健部こども

子育て相談室
0868-32-7027

60 岡山県 真庭市 通年 ○
オレンジリボン、バッチの着用
（要保護児童対策地域協議会、市職員）

子育て支援課 0867-42-1054

61 岡山県 真庭市 通年 ○ オレンジリボンポロシャツ着用による啓発 子育て支援課 0867-42-1054

62 岡山県 真庭市 5月
児童福祉週間での予防啓発活動
オレンジリボン配布、相談窓口の紹介

子育て支援課 0867-42-1054

63 岡山県 真庭市 10月 おぎゃっと２１in真庭での予防啓発。ポケットティッシュ配布 子育て支援課 0867-42-1054

64 岡山県 真庭市 11月 ○ 市内ＴＶ放送 子育て支援課 0867-42-1054

65 岡山県 真庭市 11月 ○ 広報紙への掲載 子育て支援課 0867-42-1054

66 岡山県 真庭市 11月 ○ 予防啓発のぼりの設置(本庁、各支局、振興局) 子育て支援課 0867-42-1054

67 岡山県 真庭市 7月、9月、10月 ○
中学生・高校生と乳幼児のふれあい体験学習
(市内3地域)

健康推進課 0867-42-1050

68 岡山県 真庭市 通年 ○
子育て支援・虐待予防の講演
（民生委員会、人権推進委員会、教職員他）

子育て支援課 0867-42-1054

69 岡山県 真庭市 通年 ○
子どもが心配チェックシートを活用した研修会
（認定こども園、保育園、幼稚園、小学校）

子育て支援課 0867-42-1054

70 岡山県 美作市 6月 市広報誌・ホームページに児童虐待防止標語募集について掲載
保健福祉部
社会福祉課
相合相談係

0868-72-7701

71 岡山県 美作市 ９月
市ホームページ・ケーブルテレビ児童福祉週間標語募集について掲
載

保健福祉部
社会福祉課
相合相談係

0868-72-7701

72 岡山県 美作市 10月 市広報・ホームページ・ケーブルテレビに里親制度について掲載
保健福祉部
社会福祉課
相合相談係

0868-72-7701

73 岡山県 美作市 11月 ○ 美作市役所庁舎に児童虐待防止月間ＰＲ横断幕を設置
保健福祉部
社会福祉課
相合相談係

0868-72-7701

74 岡山県 美作市 11月 ○ 美作市美作保健センターに児童虐待防止月間ＰＲ懸垂幕を設置
保健福祉部
社会福祉課
相合相談係

0868-72-7701

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

75 岡山県 美作市 11月 ○ 美作市庁舎及び各総合支所に児童虐待防止月間ＰＲ旗を設置
保健福祉部
社会福祉課
相合相談係

0868-72-7701

76 岡山県 美作市 11月 ○ 市広報誌・ホームページに児童虐待防止について掲載（予定）
保健福祉部
社会福祉課
相合相談係

0868-72-7701 広報は調整中

77 岡山県 新庄村 11月 ○ ○ 育児相談、保育所、学校へオレンジリボン啓発のチラシ配布 住民福祉課 0867－56－2646

78 岡山県 新庄村 11月 ○ ○ 村内の各施設へオレンジリボンポスター展示 住民福祉課 0867－56－2646

79 岡山県 鏡野町 11月 ○ 里親制度について広報誌に掲載 保健福祉課 0868-54-2986

80 岡山県 鏡野町 10月28日 児童虐待対応ガイドラインの説明講習会（職員向け） 保健福祉課 0868-54-2986

81 岡山県 勝央町 10月31日
講演会（PTA連合会対象）テーマ「自分を好きだと思える子に-子供の
自己尊重感を育てる-」場所：勝央町公民館

健康福祉部 0868-38-7102

82 岡山県 勝央町 11月1日 ○
講演会(乳幼児保護者対象）テーマ「親も子もラクになる子育て」場所：
勝央町総合保健福祉センター

健康福祉部 0868-38-7102

83 岡山県 勝央町 １１月 ○ １１月号広報紙において児童虐待防止について掲載 健康福祉部 0868-38-7102

84 岡山県 奈義町 １１月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関することを紹介 健康福祉課 0868-36-6700

85 岡山県 奈義町 １０月 ○ 中学校２年生を対象に、命の尊さ、妊娠、出産について啓発 健康福祉課 0868-36-6700

86 岡山県 西粟倉村 11月中 ○ ○
ふれあい体験学習：中学生を対象に乳児の育児体験を実施し、命の
大切さを体験を通じ学んでもらう

保健福祉課 0868-79-7100

87 岡山県 西粟倉村 未定 ○ 妊産婦教室：妊娠中からの仲間作りをすすめ、子育ての孤立を防ぐ 保健福祉課 0868-79-7100

88 岡山県 久米南町 5月 町広報紙において、児童虐待防止に関する内容を掲載 保健福祉課 086-728-2047

89 岡山県 久米南町 4月 児童虐待相談窓口を紹介するビラを各戸に配布 保健福祉課 086-728-2047

90 岡山県 美咲町 11月中 ○ 美咲町広報誌に掲載 住民課 0868-66-1114
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91 岡山県 美咲町 11月中 ○ 美咲町ケーブルテレビで放映 住民課 0868-66-1114

92 岡山県 美咲町 11月中 ○ 美咲町町内放送を実施 住民課 0868-66-1114

93 岡山県 美咲町 11月中 ○ オレンジリボンを作成して全職員に配布（名札につけてもらう） 住民課 0868-66-1114

94 岡山県 美咲町 11月中 ○ 窓口で啓発グッズ（マスク）配布 住民課 0868-66-1114

34 1 広島県 広島県 4～3月 ○
市内を走る路線バスについて，オレンジリボン及び児童相談所全国共
通ダイヤル番号のラッピングの実施

健康福祉局
こども家庭課
児童グループ

082-513-3167

2 広島県 広島県 11～3月 ○ 児童虐待防止にむけた啓発ポスターの掲示
健康福祉局
こども家庭課
児童グループ

082-513-3167

3 広島県 広島県 11月 ○ テレビ，インターネットを活用した児童虐待防止の広報啓発の実施
健康福祉局
こども家庭課
児童グループ

082-513-3167

4 広島県 広島県 11月～ ○ オレンジリボンを活用した児童虐待防止に向けた県民運動の実施
健康福祉局
こども家庭課
児童グループ

082-513-3167

5 広島県 呉市 10月26日

子育て講演会
テーマ：「子ども・子育て支援で、夫婦・男女・地域の絆を！」
講師：恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授　大日向雅美
場所：広公民館ホール（広市民センター３階）

呉市すこやか
子育て支援セン

ター
「ひろひろ・ば」

0823-76-1616

6 広島県 呉市 11月1日 ○
オレンジリボーンキャンペーン（街頭啓発）
１１月１日（金）　７：３０～８：００
呉駅で啓発ティッシュを配布

福祉保健部
子育て支援課

家庭児童相談係
0823-73-7540

7 広島県 呉市
11月1日～
11月30日

○
地域での啓発活動
各地域で実施される子育てサロン等の行事で，啓発ティッシュを配布
する

福祉保健部
子育て支援課

家庭児童相談係
0823-73-7540

8 広島県 呉市
10月29日～
11月29日

○
ＤＶ・児童虐待防止啓発パネル展
ＤＶ及び児童虐待の防止に向けて，市民センター等においてパネル展
を実施

福祉保健部
子育て支援課

家庭児童相談係
0823-73-7540

9 広島県 呉市
11月1日～
11月29日

○ 市民センター等に児童虐待防止月間の懸垂幕を設置
福祉保健部

子育て支援課
家庭児童相談係

0823-73-7540

10 広島県 竹原市 11月 ○ 児童虐待防止啓発リーフレットを作成し配布
市民生活部福祉課

子ども福祉室
0846-22-7742

11 広島県 竹原市 11月 ○
市広報紙において，児童虐待防止月間及び，相談，通告先の周知を
する。

市民生活部福祉課
子ども福祉室

0846-22-7742

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

12 広島県 三原市 11月3日 ○ ○

浮城祭りの参加者を対象に児童虐待防止とあいさつ・声かけをする街
頭キャンペーンを行うとともに啓発チラシ、オレンジリボンを配布する。
（イクちゃんの着ぐるみ活用）青少年育成三原市民会議・教育委員会
と協賛。（JR三原駅前広場）

保健福祉部
子育て支援課

0848-67-6045

13 広島県 三原市 11月15日 ○
児童虐待問題講演会を民生委員児童委員と協賛にて開催（三原市市
民福祉会館）

保健福祉部
子育て支援課

0848-67-6045

14 広島県 尾道市 11月中 ○ 広報紙において虐待防止関連の啓発記事を掲載 子育て支援課 0848-25-7215

15 広島県 尾道市 11月中 ○
虐待防止関連のリーフレットを作成し、主には広報紙にはせこんで全
戸配布を予定

子育て支援課 0848-25-7215

16 広島県 尾道市 11月中 ○ ○
携帯用ティッシュにリーフレットを入れ、保育所、幼稚園、小学校を通
じて配布予定（リーフレットの内容は児童向けにする予定）

子育て支援課 0848-25-7215

17 広島県 尾道市 10月28日

子育て支援を行う民間団体と行政の子育て関係窓口の職員が集まる
『平成２５年度　第２回尾道子育て支援ネットワーク会議　定例会』の
中で、児童虐待、里親制度についてをテーマに研修を行う。（講師は
東部こども家庭センター職員）

子育て支援課 0848-25-7215

18 広島県 尾道市 11月1日 ○ 虐待防止月間期間中、啓発懸垂幕を掲示し広く呼びかける。 子育て支援課 0848-25-7215

19 広島県 尾道市 11月中
公共機関入り口付近にのぼり旗を掲げて虐待防止推進月間の啓発を
行う。

子育て支援課 0848-25-7215

20 広島県 福山市 11月 ○ 児童虐待防止啓発用懸垂幕懸架（本庁舎，各支所[３箇所]）
児童部

子育て支援課
084-928-1258

21 広島県 福山市 11月 ○ 児童虐待防止啓発用幟旗設置（本庁舎敷地内：約２０本）
児童部

子育て支援課
084-928-1258

22 広島県 福山市 11月 ○ 広報誌（広報ふくやま　11月号）への記事（心のかけ橋）掲載
児童部

子育て支援課
084-928-1258

23 広島県 福山市 11月1日 ○ オレンジリボンキャンペーン街頭啓発（福山駅前）
児童部

子育て支援課
084-928-1258

24 広島県 福山市 11月3日 ○
啓発パネル展示，オレンジリボン作成講習，児童虐待防止啓発講演
会ちらし配布（ふくやま子どもフェスティバル会場において）

児童部
子育て支援課

084-928-1258

25 広島県 福山市 11月9日 ○ オレンジリボンキャンペーン街頭啓発（市内商業施設：２箇所）
児童部

子育て支援課
084-928-1258

26 広島県 福山市 11月12日 ○
児童虐待防止啓発講演会（テーマ：「児童虐待，発達障がいはなぜ増
えつづけるのか？」場所：県民文化センターふくやま）

児童部
子育て支援課

084-928-1258
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27 広島県 福山市 9月～11月 ○
児童虐待防止啓発リーフレットの作成・配付（配付先：新聞折込，各保
育所，幼稚園，小中学校，ネットワーク関係機関，公民館など）

児童部
子育て支援課

084-928-1258
※講演会チラシも同時期，
同様に配付。

28 広島県 福山市 8月
福山夏まつりへの参加（オレンジリボン法被を着て二上りおどりを演
舞し児童虐待防止をPR）

児童部
子育て支援課

084-928-1258

29 広島県 福山市 通年 ○ 児童虐待防止啓発用マグネットステッカーの公用車への貼付
児童部

子育て支援課
084-928-1258

30 広島県 府中市 10月26日
「府中学びフェスタ」会場にてオレンジキャンペーン実施
(イベント内容は検討中)

市民生活部
児童課

0847-43-7265

31 広島県 府中市 11月7日 ○
要保護対策地域協議会実務者会議終了後、スーパー等店舗前でビラ
配布

市民生活部
児童課

0847-43-7265

32 広島県 大竹市 １１月 ○ 市広報紙において，児童虐待に関する市の相談窓口を紹介
健康福祉部

福祉課児童係
0827-59-2148

33 広島県 庄原市 11月 ○
本庁及び各支所庁舎に「児童虐待防止推進月間」の懸垂幕を掲示
し、広報する。

女性児童課 0824-73-0051

34 広島県 庄原市 11月 ○
市内の店舗等で、オレンジ色のスタッフジャンパーを着用し、虐待防
止を呼びかけパンフレット等を配布する。

女性児童課 0824-73-0051

35 広島県 庄原市 3月12日
児童虐待防止に関する講演会を開催し、参加者にリーフレット等を配
布する。

女性児童課 0824-73-0051

36 広島県 廿日市市 通年 ○ ○ 市の広報誌における相談窓口の紹介 児童課 0829-30-9153

37 広島県 廿日市市 通年 ○ 窓口等で虐待防止啓発パンフレットの配布 児童課 0829-30-9153

38 広島県 廿日市市 11～2月 ○
保護者が子どもに対する効果的な対応の仕方を練習する（ペアレン
ト・トレーニング）

健康推進課 0829-20-1610

39 広島県 安芸高田市 １１月予定 ○ 啓発リーフレットの作成、及び全戸配布 子育て支援課 0826-47-1283

40 広島県 安芸高田市 １１月中 ○ 広報誌への掲載 子育て支援課 0826-47-1283

41 広島県 江田島市 10月21日～12月6日 ○
本庁，福祉事務所，子育て支援センターにオレンジキャンペーンの幟
を立て，月間PR，予防キャンペーン実施

江田島市子育て
支援センター

0823-42-2852

42 広島県 江田島市 11月1日 ○
独自に作成したパンフレットを，保育園，小，中学校児童へ配布し，児
童虐待予防に関する知識の普及，各種相談窓口の紹介

江田島市子育て
支援センター

0823-42-2852
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43 広島県 江田島市 11月1日 ○
保育園，小，中学校児童家庭に，全国共通相談ダイヤル，市相談窓
口の連絡先を明記したマグネットの配布

江田島市子育て
支援センター

0823-42-2852

44 広島県 江田島市 11月5日～22日 ○ 乳幼児健診受診者，及び保育園児に，「ほめ育児」リーフレットの配布
江田島市子育て

支援センター
0823-42-2852

45 広島県 江田島市 11月1日 ○ 保育園児，小，中学校へ，児童虐待予防パンフレットの配布。
江田島市子育て

支援センター
0823-42-2852

46 広島県 江田島市 11月1日 ○
児童虐待予防の関する記事を広報誌への掲載し，市内全戸配布す
る。

江田島市子育て
支援センター

0823-42-2852

47 広島県 江田島市 11月11日、18日 ○
主任児童委員，民生児童委員，市職員等に対する児童虐待予防研
修会の実施

江田島市子育て
支援センター

0823-42-2852

48 広島県 江田島市 11月23日 ○ 一般市民向け児童虐待予防講演会の実施
江田島市子育て

支援センター
0823-42-2852

49 広島県 江田島市
11月11日～
11月30日

○ 市職員，教員に，オレンジリボンバッチの装着
江田島市子育て

支援センター
0823-42-2853

50 広島県 江田島市
9月11日～
11月19日

○
育児不安を抱く保護者を対象にペアレントレーニング教室をシリーズ
で6回実施

江田島市子育て
支援センター

0823-42-2853

51 広島県 府中町 11月 ○
「広報ふちゅう11月号」に
児童虐待防止のための広報記事掲載

福祉保健部
子育て支援課
こども家庭係

082-286-3163

52 広島県 府中町 12月
府中南交流センターにおいて
子育て応援フォーラム開催予定。
育児不安を抱える保護者を対象に講座等を行う。

福祉保健部
子育て支援課
こども家庭係

082-286-3163

53 広島県 府中町 2月

府中南交流センターにおいて,
子育て応援フェステバルを開催予定。
町内で活動しているボランティアグループの参加を募り,
地域全体で子育て力のアップを図り虐待未然防止につなげる。

福祉保健部
子育て支援課
こども家庭係

082-286-3163

54 広島県 府中町 9月23日

くすのきプラザにおいて、家庭教育シンポジウム開催。
「子どものしつけ」と題しての講演、
「親の力を学びあう学習プログラム講座」を行い、
家庭力向上を図る。

府中町
教育委員会
社会教育課

082-286-3272

55 広島県 海田町 11月 ○ 広報紙に虐待について掲載予定
福祉保健部

こども課
(082)823-9227

56 広島県 海田町 11月～３月 ○ オレンジリボン普及啓発（全職員オレンジリボンの装着）
福祉保健部

こども課
(082)823-9227

57 広島県 海田町 未定 虐待に関する講演会
福祉保健部

こども課
(082)823-9227
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

58 広島県 熊野町
H25/11/1-
H25/11/30

○ 児童虐待防止に関する情報の広報誌への掲載
民生部民生課

児童福祉グループ
082-820-5635

59 広島県 坂町 11月 ○ 児童虐待防止啓発のため町が作成するクリアファイルを全戸配布 民生課 828201505

60 広島県 安芸太田町 11月 ○ 安芸太田広報カレンダー11月に掲載予定 児童育成課 0826-28-1969

61 広島県 北広島町
8月10日、
10月18日

（テーマ：児童虐待防止の講演会とヒーローショ―、虐待防止啓発の
パンフレット、オレンジリボンの配布/場所：子育て支援センター、保育
所）

福祉課
子育て支援室

050-5812-1851

62 広島県 大崎上島町 6月～9月 ○
思春期ふれあい体験学習
（中学生が赤ちゃんとふれあう事業）

保健衛生課 0846-62-0301

63 広島県 大崎上島町 11月7日 ○ 「親の力」を学びあう学習プログラム（町立幼稚園保護者）
福祉課

福祉指導係
0846-62-0301

64 広島県 大崎上島町 11月 ○
地域子育て支援センター（きらきらランド）参加者に町独自の児童虐待
防止パンフレット・グッズ等の配布

福祉課
福祉指導係

0846-62-0301

65 広島県 大崎上島町 11月 ○
町内大型スーパー前において町独自の児童虐待防止パンフレット・
グッズ等の配布

福祉課
福祉指導係

0846-62-0301

66 広島県 世羅町 11月15日 ○ 講演「児童虐待の実際と早期発見早期対応の重要性」 子育て支援課 0847(22)0503

67 広島県 神石高原町 10月15日 広報誌に虐待防止関連記事を掲載し配付 福祉課厚生係 0847-89-3335

35 1 山口県 山口県 ５～11月 ○ 県関係広報誌等に啓発文書掲載、テレビ･ラジオによる啓発
健康福祉部
こども未来課
児童環境班

083-933-2744

2 山口県 山口県 ８～１１月 ○ 県関係行事にてパネル展示・オレンジリボン配布
健康福祉部
こども未来課
児童環境班

083-933-2744

3 山口県 下関市 9月6日 児童虐待防止に係る出前講座（ロータリークラブ会員を対象）
福祉部こども家庭課

相談支援係
083-231-1358

4 山口県 下関市 11月24日 ○
家庭支援センター等関係者とオレンジリボンたすきリレー（市水族館
周辺）を実施

福祉部
こども家庭課
相談支援係

083-231-1358

5 山口県 下関市 11月24日 ○
民生委員、家庭支援センターと児童虐待防止推進月間のリーフレッ
ト・しおりを配布（市内ショッピングセンター２箇所）

福祉部
こども家庭課
相談支援係

083-231-1358

6 山口県 下関市
11月1日           ～

11月30日
○

懸垂幕（市庁舎）、市広報、ラジオ広報、電光掲示板等により、児童虐
待防止推進月間を広報

福祉部
こども家庭課
相談支援係

083-231-1358

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
場合、○を選択
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

7 山口県 下関市
11月1日           ～

11月30日
○ 市職員と公立・私立保育園職員がオレンジリボンを装着

福祉部
こども家庭課
相談支援係

083-231-1358

8 山口県 宇部市 通年 ○ 児童虐待防止に関するビデオ・DVDの貸出
健康福祉部

家庭児童相談室
0836-34-8333

9 山口県 宇部市 １月 こども虐待防止に関わる援助者研修会を開催
健康福祉部

家庭児童相談室
0836-34-8333

10 山口県 宇部市 11月 ○ 市広報にて、児童虐待防止月間の周知
健康福祉部

家庭児童相談室
0836-34-8333

11 山口県 宇部市 ５月
幼稚園・保育園・小中学校及び小中学生の保護者へ相談機関紹介チ
ラシを配布

健康福祉部
家庭児童相談室

0836-34-8333

12 山口県 宇部市 ５月
子ども向けの相談機関紹介カードを作成し、小・中・高校生に学校を
通じて配布

健康福祉部
家庭児童相談室

0836-34-8333

13 山口県 宇部市 通年 ○
乳幼児全戸訪問事業において相談窓口（虐待相談含む）のちらしを配
布

健康福祉部
家庭児童相談室

0836-34-8333

14 山口県 山口市 11月1日 ○
市広報紙（市報やまぐち１１月１日号）に児童虐待防止・月間に関する
記事掲載

健康福祉部
こども家庭課

家庭児童相談室
083-934-2960

15 山口県 山口市
11月1日～
11月30日

○ オレンジリボン運動周知のため庁舎玄関に幟を掲揚
健康福祉部
こども家庭課

家庭児童相談室
083-934-2960

16 山口県 山口市
11月1日～
11月30日

○
児童虐待防止推進月間・相談窓口周知のためポケットティッシュにチ
ラシ挟入し庁舎窓口に配置

健康福祉部
こども家庭課

家庭児童相談室
083-934-2960

17 山口県 萩市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間について市報掲載 子育て支援課 0838-25-3536

18 山口県 萩市 11月9日・10日 ○ ふるさと祭りにおいて児童虐待防止啓発用ティッシュの配布 子育て支援課 0838-25-3536

19 山口県 防府市 10月13日
要保護児童対策地域協議会実務者レベル対象の研修 テーマ「小児
科医からみた児童虐待」 会場 :ザインプラザ防府

健康福祉部
子育て支援課
こども相談室

0835-25-2414

20 山口県 防府市 11月 ○ 市広報に「児童虐待」について掲載
健康福祉部

子育て支援課
こども相談室

0835-25-2414

21 山口県 防府市
11月1日～
１１月３０日

○ 子育て支援課にオレンジリボンのモニュメント設置
健康福祉部

子育て支援課
こども相談室

0835-25-2414

22 山口県 防府市 11月未定 ○ ＦＭラジオに出演し、児童虐待の通告について健康教育
健康福祉部

子育て支援課
こども相談室

0835-25-2414
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23 山口県 防府市 11月未定 ○ ○ 野島中学校３年生を対象に助産師による「生と性の講座」を実施
健康福祉部

子育て支援課
こども相談室

0835-25-2414

24 山口県 防府市 11月20日 ○ ○ 小野中学校３年生を対象に助産師による「生と性の講座」を実施
健康福祉部

子育て支援課
こども相談室

0835-25-2414

25 山口県 防府市
12月１日～
１２月２７日

子育て支援課にオレンジリボンを飾りつけたクリスマスツリー設置
健康福祉部

子育て支援課
こども相談室

0835-25-2414

26 山口県 防府市 1月24日 ○
中関小学校６年生を対象に保健師による「みんな大切！いのちのは
なし」を実施

健康福祉部
子育て支援課
こども相談室

0835-25-2414

27 山口県 下松市 11月 ○ 市広報、市ホームページにおいて児童虐待防止月間を周知
健康福祉部

子育て支援課
0833-45-1836

28 山口県 岩国市
11月1日～
11月15日

○ 市役所前の大型映像装置による児童虐待防止月間の周知
健康福祉部
こども支援課

家庭児童相談室
0827-29-5076

29 山口県 岩国市 １０月～１１月 ○ 市ホームページにて児童虐待防止月間の周知
健康福祉部
こども支援課

家庭児童相談室
0827-29-5076

30 山口県 岩国市 １０月～１１月 ○ 協力機関へリボンの配布
健康福祉部
こども支援課

家庭児童相談室
0827-29-5076

31 山口県 光市 6月～12月（6回） ○ 中学生と赤ちゃんとのふれあい体験 子ども家庭課 0833-74-3006

32 山口県 光市 11月10日 ○ 児童虐待防止推進月間の広報（市広報紙） 子ども家庭課 0833-74-3006

33 山口県 光市 2月 要保護児童対策地域協議会構成員研修会 子ども家庭課 0833-74-3006

34 山口県 光市 通年 ○ 窓口で「赤ちゃんが泣きやまない」DVDの放映 子ども家庭課 0833-74-3006

35 山口県 光市 11月中 ○ 総合福祉センター全職員でオレンジリボンの着用 子ども家庭課 0833-74-3006

36 山口県 長門市 11月 ○
児童虐待防止推進月間広報掲載。虐待を疑わせる状況や相談連絡
先の掲載。

市民福祉部福祉課
子ども未来室

0837-23-1164

37 山口県 柳井市 11月 ○ 市の広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載
市民福祉部
社会福祉課

082-22-2111

38 山口県 柳井市 11月23日 ○ 柳井まつりにおいて、児童虐待防止ちらしを配布
市民福祉部
社会福祉課

082-22-2111
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

39 山口県 美祢市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止月間と相談窓口の周知
市民福祉部
地域福祉課
児童福祉係

0837-52-5228

40 山口県 周南市 5月

元気こども相談センター電話番号記載リーフレット・カード・ポスターの
配布
（リーフレットについては、市内幼稚園・保育園・小・中学校・高等学校
に在籍する全児童・生徒に配布）

福祉部こども家庭
課

こども未来担当
0834-22-8457

41 山口県 周南市 7月15日
市広報にて、児童虐待防止のためのネットワークの活用について紹
介及び相談窓口について周知

福祉部こども家庭
課

こども未来担当
0834-22-8457

42 山口県 周南市 11月1日 ○ 市広報にて、児童虐待防止推進月間の周知および相談窓口の紹介
福祉部こども家庭

課
こども未来担当

0834-22-8457

43 山口県 周南市 11月 ○
市関係機関向けに要保護児童対策地域協議会の周知を図るための
研修会の開催

福祉部こども家庭
課

こども未来担当
0834-22-8457

44 山口県 周南市 2月
主任児童委員の研修会として、こども家庭相談事業の紹介および児
童虐待防止のための地域の役割について説明

福祉部こども家庭
課

こども未来担当
0834-22-8457

45 山口県 周南市 2月
子育て支援センターにて、子育て当事者向けに、児童虐待予防のた
めのワークショップの開催

福祉部こども家庭
課

こども未来担当
0834-22-8457

46 山口県 山陽小野田市 11月1日 ○ 広報11月号子育てナビの欄に掲載 こども福祉課 0836-82-1175

47 山口県 山陽小野田市 通年 ○ 市庁舎内に「オレンジリボンキャンペーン」のミニ幟を掲出 こども福祉課 0836-82-1175

48 山口県 周防大島町 11月 ○ 町広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載し、啓発する
周防大島町
福祉事務所

家庭児童相談室
0820-77-5505

49 山口県 周防大島町 通年 ○
母子保健推進員による「こんにちは赤ちゃん訪問」生後4ヶ月の赤ちゃ
ん

周防大島町
健康増進課

0820-77-5504

50 山口県 周防大島町 通年 ○ 町内三つの子育て支援センターによる月4回の「子育て行事」実施
周防大島町

福祉課
0820-77-5505

51 山口県 周防大島町 通年 ○ ファーストブック・絵本贈呈の家庭訪問・生後5ヶ月の赤ちゃん
周防大島町

福祉課
0820-77-5505

52 山口県 田布施町 10月～11月 ○ ポスター等の掲示及び広報紙による虐待防止の啓発 町民福祉課 0820-52-5810

53 山口県 平生町 5月9日
母子保健推進員を対象に県作成のみんなでネットワークを紹介
して、対人援助の仕事について話し合いをする　：保健センター

健康福祉課
保健班

0820-56-7141
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54 山口県 平生町 6月12日
母子保健推進員を対象に県作成のみんなでネットワークの中にある
DVについて、話し合いをする　：保健センター

健康福祉課
保健班

0820-56-7141

55 山口県 平生町 9月10日
母子保健推進員を対象に聴くことの体験をするロールプレイを実施す
る。：保健センター

健康福祉課
保健班

0820-56-7141

56 山口県 平生町 10月9日
母子保健推進員を対象に気になる親子の例について話し合いをす
る。：保健センター

健康福祉課
保健班

0820-56-7141

57 山口県 平生町 11月8日 ○
母子保健推進員を対象に家庭訪問時に確認する内容を話し合う
保健センター

健康福祉課
保健班

0820-56-7141

58 山口県 平生町 12月9日
母子保健推進員を対象に親が抱えるストレスに関する話し合いを実
施する。：保健センター

健康福祉課
保健班

0820-56-7141

59 山口県 平生町 11月8日 ○ 広報掲載
健康福祉課

こども班
0820-56-7116

60 山口県 阿武町 10月18日 町広報誌に児童虐待防止についてポスターを掲載 民生課 08388-2-3115

36 1 徳島県 徳島県 10月7日 徳島県虐待防止セミナーを開催予定

保健福祉部
福祉こども局
こども未来課

児童養護・ひとり親
家庭支援担当

088-621-2181

2 徳島県 徳島県 １１月 ○
児童虐待防止ステッカーの県内郵便集配車両及びバイク等への貼付
による啓発

保健福祉部
福祉こども局
こども未来課

児童養護・ひとり親
家庭支援担当

088-621-2181

3 徳島県 徳島県
11月1日～
11月30日

○
期間中、南部総合県民局阿南庁舎内に児童虐待防止啓発パネルを
掲示

保健福祉部
福祉こども局
こども未来課

児童養護・ひとり親
家庭支援担当

088-621-2181

4 徳島県 徳島県 9月
西部こども女性相談センター広報誌において児童虐待防止に関する
講演内容を紹介

保健福祉部
福祉こども局
こども未来課

児童養護・ひとり親
家庭支援担当

088-621-2181

5 徳島県 徳島県 11月 ○
西部総合県民局三好庁舎・美馬庁舎、管内各市町庁舎でパネル・ポ
スターの展示

保健福祉部
福祉こども局
こども未来課

児童養護・ひとり親
家庭支援担当

088-621-2181

6 徳島県 徳島県 11月 ○ 道路掲示板による広報・啓発

保健福祉部
福祉こども局
こども未来課

児童養護・ひとり親
家庭支援担当

088-621-2181

都道府県 市区町村
実施（予定）
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11月に実施する
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実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

7 徳島県 徳島市 11月1日 ○ 市広報紙において、オレンジリボン運動等の広報
保健福祉部

子育て支援課
家庭支援係

088-621-5122

8 徳島県 鳴門市 8月31日 ○
子育て支援センター主催イベントにおいて児童虐待予防のリーフレッ
トを配布

健康福祉部
子どもいきいき課

保育担当
088-684-1209

9 徳島県 鳴門市 9月20日 ○
ＮＰＯ法人子育て応援団イベントにおいて児童虐待予防のリーフレット
を配布

健康福祉部
子どもいきいき課

保育担当
088-684-1209

10 徳島県 鳴門市 11月 ○

発光ダイオード（LED）を使った啓発ボード（ルミネカンバス）１０枚を市
役所庁舎欄干に設置。公募した作品８枚のルミネカンバスの投票をし
てもらい、最優秀作品には表彰状と記念品贈呈。応募者の中から1名
に記念品贈呈

健康福祉部
子どもいきいき課

保育担当
088-684-1209

11 徳島県 小松島市
11月1日～
11月29日

○ 市役所に横断幕・幟旗の掲示等で「児童虐待防止」の啓発 児童福祉課 0885-32-2114

12 徳島県 小松島市 11月 ○ オレンジリボンを民生児童委員に配布 児童福祉課 0885-32-2114

13 徳島県 小松島市 11月 ○ 市広報紙において「児童虐待防止推進月間」の啓発 児童福祉課 0885-32-2114

14 徳島県 小松島市 11月30日 ○
市事業の「健康づくりのつどい」でオレンジリボン・マーク入りマスク・
パンフレットの配布

児童福祉課 0885-32-2114

15 徳島県 小松島市 2月2日 虐待防止劇会場にてオレンジリボンの配布 児童福祉課 0885-32-2114

16 徳島県 阿波市 11月1日 ○
市発行の広報誌において、児童虐待防止推進月間について、標語・
推進窓口等を紹介

健康福祉部
福祉事務所

子育て支援課
0883-36-6813

17 徳島県 阿波市 11月1日 ○
市放送のケーブルテレビ放送において、児童虐待防止推進月間につ
いて、標語・推進窓口等を紹介

健康福祉部
福祉事務所

子育て支援課
0883-36-6813

18 徳島県 阿波市 通年 ○ 市庁舎に児童虐待防止を啓発する懸垂幕、横断幕を掲載
健康福祉部
福祉事務所

子育て支援課
0883-36-6813

19 徳島県 吉野川市 10月26日
ちびっこドームフェスティバル開催時に、啓発パネル展及び
リーフレット・グッズの配布

健康福祉部
子育て支援課

0883-22-2266

20 徳島県 吉野川市 １１月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間の周知
健康福祉部

子育て支援課
0883-22-2266

21 徳島県 吉野川市 11月28日 ○ 要保護児童対策地域協議会において、研修会を開催
健康福祉部

子育て支援課
0883-22-2266

22 徳島県 阿南市 11月 ○ 市広報で「児童虐待防止推進月間」の啓発
こども課

こども相談室
0884-22-1677
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23 徳島県 阿南市 7月20日
阿南市児童家庭支援ネットワーク全体研修会場で児童虐待防止パネ
ル展示及びパンフレット、オレンジリボン配布(阿南市公民館）

こども課
こども相談室

0884-22-1677

24 徳島県 三好市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止について周知
三好福祉事務所
子育て支援課

0883-72-7666

25 徳島県 板野町 １１月 ○
板野町ホームページに児童虐待防止を
呼びかけるページを掲載

住民課 088-672-5984

26 徳島県 石井町 5月19日
未来フェスタinいしいにおいて、児童虐待防止に関する啓発、パンフ
レット・グッズの配布

すくすく子育て課 （088）674-1623

27 徳島県 石井町 10月20日
石井町ボランティアフェスティバルにおいて、パネル・パンフレットを
使って児童虐待防止の啓発、グッズの配布

すくすく子育て課 （088）674-1623

28 徳島県 勝浦町 10月31日 勝浦町要保護対策地域協議会　実務者の研修及び情報交換 福祉課 0885-42-1502

29 徳島県 那賀町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載 健康福祉課 0884-62-1141

30 徳島県 那賀町 11月 ○
子育て支援センターにおいて、児童虐待の予防をテーマとした講習会
を開催

健康福祉課 0884-62-1141

31 徳島県 つるぎ町
10月27日～
11月30日

○
町福祉大会において啓発パネル・幟旗等の展示及び啓発グッズの配
布

福祉課 0883-62-3116

32 徳島県 つるぎ町 １１月 ○ １１月広報において児童虐待防止パンフレットの全戸配布 福祉課 0883-62-3116

33 徳島県 つるぎ町 随時 ○
町内の子育て支援センター・会議出席者・来庁者等に啓発ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯ
ｼｭの配布

福祉課 0883-62-3116

34 徳島県 上勝町 6月5日 ○
中学校において、中学１～３年生を対象に、赤ちゃん人形での沐浴体
験、泣き人形体験、妊婦体験を実施

住民課 0885-46-0111

35 徳島県 上板町 １１月中 ○ 上板町防災無線を使用 福祉保健課 088-694-6810

36 徳島県 東みよし町 10月26日
児童虐待防止街頭キャンペーン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（開催
場所；農業者トレーニングセンター）

福祉課 0883-82-6306 東みよし町文化祭時に実施

37 徳島県 美波町 １１月 ○ 町広報紙に虐待相談窓口の周知原稿掲載 保健福祉課 0884-77-3614
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実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等） 担当部署名 問い合わせ先 備考
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37 1 香川県 高松市
10月19日（土）
　11:30～16：00頃

○ ○

　高松市の四大まつりである「高松秋のまつり・仏生山大名行列」に
て，オレンジ＆パープルリボンの普及・啓発を促進するとともに，まつ
り来場者によるオレンジ＆パープルリボンづくりを通じて，児童虐待防
止やDV防止への認識を高めてもらう機会を提供する。また，参加者
には，オレンジ＆パープルリボンや啓発グッズ・資料も配布する。

子ども未来部
子育て支援課

こども女性相談室
相談支援係

087-839-2384

2 香川県 高松市
①10月下旬～

（無期限）
②11月中

○ ○

①平成２４年度に作成した，本市出身著名人のヴァイオリニスト川井
郁子さんをモデルに採用したオリジナル啓発ポスターと，配布される
厚生労働省の啓発ポスターと並べて掲出することで，より一層の子ど
も虐待防止啓発を促進する。②推進月間中に，高松市オリジナルポ
スターの中吊り版を，地元私鉄全車両内と有人駅に掲出し，電車の利
用する多くの市民に対して視覚的に訴える。

子ども未来部
子育て支援課

こども女性相談室
相談支援係

087-839-2384

3 香川県 高松市
11月6日（水）

　11:30～13:30
○ ○

　子ども虐待・ＤＶ防止啓発キャンペーンセレモニー後，高松保育園の
子どもたちと一緒に子ども虐待・ＤＶ防止を呼びかけながら，オレンジ
＆パープルリボン等啓発ノベルティを通行市民に配布する。高松市特
別ゆめ大使「ことちゃん＆ことみちゃん（ご当地キャラ）」にも参加して
いただき，キャンペーンの盛上げに協力を願う。会場周辺を通行する
オレンジリボン・ラッピングバスの存在も周知する。

子ども未来部
子育て支援課

こども女性相談室
相談支援係

087-839-2384

4 香川県 高松市
11月18日（月）
  　～20日（水）

○ ○

　市役所を訪れる市民等に対し，子育て支援のパネル展に合わせて，
子ども虐待防止啓発コーナーを設置。本市オリジナル啓発ポスターや
啓発事業の案内等の情報を掲示し，オレンジリボンや啓発ちらしを配
布する。

子ども未来部
子育て支援課

こども女性相談室
相談支援係

087-839-2384

5 香川県 高松市

①11月18日（月）
　　　～20日（水）
②11月21日（木）
～12月26日（木）

○ ○
　来庁(課)者へオレンジ＆パープルリボン・キャンペーン活動について
啓発する。ツリーには，２００個の大小リボンを装飾して啓発する。

子ども未来部
子育て支援課

こども女性相談室
相談支援係

087-839-2384

6 香川県 高松市 １１月中 ○
　高松市児童対策協議会構成機関・団体等へオレンジリボン，啓発チ
ラシを配布し，積極的なリボンの着用と啓発活動の推進を図る。

子ども未来部
子育て支援課

こども女性相談室
相談支援係

087-839-2384

7 香川県 高松市 適時 ○ ○

　市や関係機関・団体のイベント情報を「広報たかまつ」，高松市HP
「もっと高松」などに掲載し，全国へ発信する。
　また，市内を運行する路線バス１台に，オレンジリボンや啓発標語な
どを掲載し，オレンジリボンの普及と，虐待の早期発見を呼びかける。

子ども未来部
子育て支援課

こども女性相談室
相談支援係

087-839-2384

8 香川県 丸亀市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する市の施策を紹介
健康福祉部

子育て支援課
0877-24-8808

9 香川県 丸亀市 11月 ○ 街頭にて啓発グッズを児童委員と共に配布
健康福祉部

子育て支援課
0877-24-8808
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10 香川県 坂出市 10月11日 児童虐待防止支援講演会の実施（坂出市水道局）
健康福祉部

こども課
0877-44-5027

11 香川県 坂出市 １１月 市広報紙において、児童虐待防止に関する周知を掲載
健康福祉部

こども課
0877-44-5027

12 香川県 坂出市 １１月 ○ 市庁舎に児童虐待防止の懸垂幕を掲示
健康福祉部

こども課
0877-44-5027

13 香川県 坂出市 11月10日
まなとぴあにおいて、児童虐待防止に関するキャンペーングッズ・リー
フレット等を配布

健康福祉部
こども課

0877-44-5027

14 香川県 坂出市 １１月 ○ 市庁舎にオレンジリボンのモニュメントを設置
健康福祉部

こども課
0877-44-5027

15 香川県 善通寺市 通年 虐待防止啓発用ののぼりを子ども・支援センターに立てる 子ども課 0877-63-6371

16 香川県 善通寺市 4月15日
主任児童委員定例会に参加し、啓発ちらしの配布。民生委員への配
布依頼

子ども課 0877-63-6371

17 香川県 善通寺市 6月28日 地域の健康推進委員総会時に虐待防止の啓発ちらしの配布 子ども課 0877-63-6371

18 香川県 善通寺市 7月2日 児童センター行事で児童虐待啓発のティッシュ配布 子ども課 0877-63-6371

19 香川県 善通寺市 7月5日 ○ 助産師が中学3年生を対象に望ましい男女交際について授業 子ども課 0877-63-6371

20 香川県 善通寺市 10月29日 児童センター行事でオレンジリボン運動の啓発 子ども課 0877-63-6371

21 香川県 善通寺市 11月中 ○ 保・幼・小の保護者に虐待防止の啓発ちらしの配布 子ども課 0877-63-6371

22 香川県 善通寺市 11月中 ○ 広報「ぜんつうじ」で虐待防止啓発 子ども課 0877-63-6371

23 香川県 善通寺市 11月中 ○ 公用車に「11月が虐待防止推進月間」のステッカー貼付 子ども課 0877-63-6371

24 香川県 善通寺市 11月中 ○ 虐待防止キャンペーンの実施 子ども課 0877-63-6371

25 香川県 善通寺市 12月中 児童センター行事でオレンジリボン運動の啓発 子ども課 0877-63-6371

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

26 香川県 観音寺市 9月22日
「ふくしまつり2013」において、啓発グッズ（折畳携帯バック、ファイル、
ティッシュペーパー、オレンジリボン、リーフレット）の配布

健康福祉部
子育て支援課
児童福祉係

0875-23-3962

27 香川県 観音寺市 11月 ○ 「広報かんおんじ」に児童虐待防止の記事を掲載
健康福祉部

子育て支援課
児童福祉係

0875-23-3962

28 香川県 観音寺市 11月 ○ 啓発チラシの全戸配布（広報かんおんじと一緒に）
健康福祉部

子育て支援課
児童福祉係

0875-23-3962

29 香川県 観音寺市 11月～12月 ○
オレンジリボンでクリスマスツリー飾り付け（図書館を訪れる親子連れ
等が飾り付ける）

健康福祉部
子育て支援課
児童福祉係

0875-23-3962

30 香川県 観音寺市 12月 ファイブアローズ公式戦において、啓発グッズの配布
健康福祉部

子育て支援課
児童福祉係

0875-23-3962

31 香川県 さぬき市 4月 幼稚園の入園式などで保護者に対し、幼稚園長から虐待防止の啓発 子育て支援課 0879-25-2517

32 香川県 さぬき市 5月
民生委員児童委員による、保育所（園）・幼稚園で、保護者に対しての
声かけキャンペーン。その中で児童虐待が盛り込まれたリーフレットを
配布。

子育て支援課 0879-25-2517

33 香川県 さぬき市 7月 ○
保育所（園）・幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校の児童生徒に啓
発物品（エコバック）の配布

子育て支援課 0879-25-2517

34 香川県 さぬき市 7月～8月 放課後児童クラブを利用する児童によるオレンジリボン作成 子育て支援課 0879-25-2517

35 香川県 さぬき市 7月～8月、11月 ○
2つの中学校区の小中学校（9校）の教職員に対し、「児童虐待に対す
る教職員の意識啓発強化事業」の実施。学校を訪問しすべての教職
員を対象に、独自の対応マニュアルを配布し連携について説明する。

子育て支援課 0879-25-2517

36 香川県 さぬき市 7月～8月、11月 ○ ○
上記で訪問した学校（9校）を訪問し、児童生徒に対して「児童虐待防
止推進事業“あなたに伝えたい計画”」の実施。児童虐待について子
どもに直接話をし、相談窓口を伝える。

子育て支援課 0879-25-2517

37 香川県 さぬき市 8月、12月 研修会の実施（虐待者など、保護者との関わり方の研修会） 子育て支援課 0879-25-2517

38 香川県 さぬき市 11月 ○
オレンジリボンの着用（保育所（園）・幼稚園の児童と職員・小学校・中
学校・特別支援学校の教職員・民生委員・市職員など）

子育て支援課 0879-25-2517

39 香川県 さぬき市 11月 ○
保育所（園）・幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校に、啓発チラシ
又は相談カードの配布（7月・11月に訪問しない学校を対象）。

子育て支援課 0879-25-2517

40 香川県 さぬき市 11月 ○ 市民文化祭で、一般市民に対し啓発パンフレットとグッズの配布。 子育て支援課 0879-25-2517
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41 香川県 さぬき市 11月 ○ 図書館（2ヶ所）でコーナー展示。 子育て支援課 0879-25-2517

42 香川県 さぬき市 11月 ○ 市広報に記事の掲載。ケーブルテレビの文字放送。 子育て支援課 0879-25-2517

43 香川県 さぬき市 11月 ○ 市役所と支所でのぼりを立てる 子育て支援課 0879-25-2517

44 香川県 さぬき市 11月・12月 ○ ○
中学生と保護者を対象にデートDV防止啓発講演会の開催（性教育・
生命の尊さなどを盛り込む）

子育て支援課 0879-25-2517

45 香川県 東かがわ市 6/24～7/12 ○
七夕集会にて市内幼稚園、保育所の保護者と園児を対象に、虐待防
止の標語の入ったオレンジリボン付きの短冊を配布し親子で虐待防
止について考えメッセージを記入し飾った。

市民部
子育て支援課

0879-26-1231

46 香川県 東かがわ市
７月１日～
7月12日

市内保育所で製作した虐待防止短冊が付いた七夕飾りを庁舎に展示
した。

市民部
子育て支援課

0879-26-1231

47 香川県 東かがわ市 10月末 ○
市内医療機関に、市の通告窓口となる家庭児童相談室の連絡先の
入ったチラシを配布し、児童虐待防止の月間を周知して回る

市民部
子育て支援課

0879-26-1231

48 香川県 東かがわ市 11月初旬 ○ ○
市内、幼稚園、保育所、子育て支援ｾﾝﾀｰ、児童館にチラシとオレンジ
リボンを配布し保護者と子どもを対象に児童虐待防止の啓発活動を
する。

市民部
子育て支援課

0879-26-1231

49 香川県 東かがわ市 11月初旬 ○ ○

市内、小中学校の児童、生徒を対象に児童家庭支援ｾﾝﾀｰと共催し開
催。
相談員が学校訪問し、チラシを配布し子どもたちに児童虐待防止の
メッセージを伝えるとともに、子どもも利用できる相談機関を周知し啓
発する。

市民部
子育て支援課

0879-26-1231

50 香川県 東かがわ市 11月中 ○
民生委員の会に出向き、虐待の現状を伝え児童虐待防止のチラシを
配布し啓発する。

市民部
子育て支援課

0879-26-1231

51 香川県 東かがわ市 11月中旬 ○
人権推進室主催の祭りにて市民に対してチラシやオレンジリボンを配
布し啓発する。

市民部
子育て支援課

0879-26-1231

52 香川県 東かがわ市 11月 ○
市職員、要保護児童対策地域協議会関係者にオレンジリボン、チラシ
を配布し児童虐待防止月間を周知する。

市民部
子育て支援課

0879-26-1231

53 香川県 東かがわ市 11月 ○
市役所庁舎内にオレンジリボンのモニュメントを設置するとともに、啓
発用パネルを作成し展示する。

市民部
子育て支援課

0879-26-1231

54 香川県 三豊市 10月12日
みとよ健康福祉まつりで児童虐待防止啓発パネルを展示し、啓発グッ
ズを配布。運営スタッフはオレンジリボン着用。

健康福祉部
子育て支援課
児童相談担当

0875-73-3016

55 香川県 三豊市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間についての記事を掲載。
健康福祉部

子育て支援課
児童相談担当

0875-73-3016

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

56 香川県 三豊市 11月 ○ 児童虐待防止啓発チラシを市内全戸配布
健康福祉部

子育て支援課
児童相談担当

0875-73-3016

57 香川県 三豊市 11月 ○ 小学校・中学校の児童生徒を対象に、児童相談カードを配布
健康福祉部

子育て支援課
児童相談担当

0875-73-3016

58 香川県 三豊市 11月 ○
市内集客施設で、街頭啓発キャンペーンを実施し、児童虐待防止啓
発グッズを配布

健康福祉部
子育て支援課
児童相談担当

0875-73-3016

59 香川県 三豊市 11月 ○ 子育て支援課窓口来所者に児童虐待防止啓発グッズを配布
健康福祉部

子育て支援課
児童相談担当

0875-73-3016

60 香川県 三豊市 11月 ○ 市長インタビューボードにオレンジリボンを掲示
健康福祉部

子育て支援課
児童相談担当

0875-73-3016

61 香川県 三豊市 11月 ○ 市庁舎に児童虐待防止推進月間ののぼり旗を掲出
健康福祉部

子育て支援課
児童相談担当

0875-73-3016

62 香川県 三豊市 11月 ○
保育所・幼稚園・小学校・中学校の教職員に児童虐待の早期発見・通
告に関する啓発資料を配布

健康福祉部
子育て支援課
児童相談担当

0875-73-3016

63 香川県 三豊市 11月 ○ 市役所エントランスホールに児童虐待防止啓発パネルを展示
健康福祉部

子育て支援課
児童相談担当

0875-73-3016

64 香川県 三豊市 11月 ○
保育所・子育て支援センター職員にオレンジリボンバッジの着用を依
頼

健康福祉部
子育て支援課
児童相談担当

0875-73-3016

65 香川県 三豊市 随時 ○
乳幼児健診時に子育て支援・児童虐待に関する啓発パンフレットを配
布

健康福祉部
子育て支援課
児童相談担当

0875-73-3016

66 香川県 三豊市 11月～通年 ○ 公用車にオレンジリボンのステッカーを貼付
健康福祉部

子育て支援課
児童相談担当

0875-73-3016

67 香川県 土庄町 11月2日 ○
オリーブリボンキャンペーン(土庄町大商業まつりでネットワーク関係
者で啓発パンフレット配布）

健康増進課 0879-62-1234

68 香川県 土庄町 ○ １１月号広報の啓発パンフレット折込 健康増進課 0879-62-1234

69 香川県 土庄町 通年
啓発旗、ポスターの公共施設での掲示、土庄町ホームページへ活動
掲載

健康増進課 0879-62-1234

70 香川県 土庄町 1月12日 ○
成人式に啓発パンフレット配布（ＭＲ接種・バランス食事の勧め、飲酒
喫煙を減らそう、赤ちゃんの不思議）

健康増進課 0879-62-1234

71 香川県 小豆島町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する文書掲載 子育ち共育課 0879-82-7010
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72 香川県 小豆島町 11月 ○ 虐待防止啓発旗を庁舎や公民館に設置 子育ち共育課 0879-82-7010

73 香川県 小豆島町 12月 庁舎・図書館などにオレンジリボン・クリスマスツリーを飾る 子育ち共育課 0879-82-7010

74 香川県 小豆島町 通年 ○ 公用車にオレンジリボンマグネットを貼る 子育ち共育課 0879-82-7010

75 香川県 三木町 11月11日 ○
町職員、関係者（民生委員、人権擁護委員、男女共同参画推進委員）
による量販店でのキャンペーン実施。

住民生活課 087-891-3303

76 香川県 直島町 11月 町内広報誌において、児童虐待防止に関する事項を掲載 住民福祉課 087-892-2223

77 香川県 宇多津町
11月1日～
11月30日

○
子育て支援施設（はぐはぐランド）と町保健センターへ
オレンジリボンツリーを飾り虐待防止の啓発をする

保健福祉課
相談支援センター

0877-49-8028

78 香川県 宇多津町 11月23日 ○ ○
町健康祭りに虐待防止のチラシとオレンジリボン･カンバッジ配布
子育て相談コーナーとあそび広場も設ける

保健福祉課
相談支援センター

0877-49-8028

79 香川県 宇多津町 5月17日 定例の民生委員会で要保護児童の実態を報告する
保健福祉課

相談支援センター
0877-49-8028

80 香川県 宇多津町 １１月中 ○ オレンジリボンの幟をセンターと子育てひろばに立て、啓発
保健福祉課

相談支援センター
0877-49-8028

81 香川県 宇多津町 １１月 ○ ○ 町広報誌（１１月号）に児童虐待月間について掲載
保健福祉課

相談支援センター
0877-49-8028

82 香川県 宇多津町 11月 ○ 民生委員・関係機関にオレンジリボンカンバッジを配る
保健福祉課

相談支援センター
0877-49-8028

83 香川県 宇多津町 １１月中 ○
オレンジリボンロゴの入ったエプロンを着用して、
子育てひろばで虐待防止の啓発をする

保健福祉課
相談支援センター

0877-49-8028

84 香川県 宇多津町 2月 ○
宇多津町虐待防止対策ネットワークの代表者機関に
児童虐待対マニュアル本を配布

保健福祉課
相談支援センター

0877-49-8028

85 香川県 宇多津町 ７月 ○
子育てひろば（はぐはぐランド）と宇多津中学生の交流
幼い子どもの特徴や育児について学ぶ

保健福祉課
相談支援センター

0877-49-8028

86 香川県 宇多津町 4月～3月 ○ ○ マタニティーセミナー（育児方法など） 健康増進課 0877-49-8008

87 香川県 宇多津町 4月～3月 ○
若年妊婦の個別指導（特定妊婦･学生妊婦）

健康増進課 0877-49-8008
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88 香川県 綾川町 11月 ○ ○ 広報「あやがわ」に、若年層に向けた啓発文を掲載する。 健康福祉課 087-876-1113

89 香川県 綾川町 12月

綾川町冬のイベントにおいて、オレンジリボンを模った紙に参加者に
メッセージを記入してもらい、クリスマスツリー(オレンジツリー）を作り、
オレンジリボンの啓発をする。完成したツリーは、施設玄関に飾ってお
く。

健康福祉課 087-876-1113

90 香川県 綾川町 12月
綾川町子育て支援センターにおいても、オレンジツリーを来ている親
子で作ったり、啓発パンフレットを渡す。

健康福祉課 087-876-1113

91 香川県 琴平町 １１月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止の記事を掲載 福祉課 0877-75-6706

92 香川県 多度津町 11月 ○ ○
11月号の広報たどつで児童虐待問題について理解を深めて頂きた
い、という趣旨の内容を掲載予定。

福祉保健課 0877‐33‐4488

93 香川県 まんのう町 11月1日 広報まんのうに於いて、児童虐待防止月間を周知 福祉保険課 0877-73-0124

94 香川県 香川県 10月22日 児童虐待防止講演会の開催
健康福祉部

子育て支援課
087-832-3283

95 香川県 香川県 11月 ○ 県広報誌において児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
健康福祉部

子育て支援課
087-832-3283

38 1 愛媛県 愛媛県 11月2日 ○
全国共通ダイヤル等を記したオレンジリポン資材（ポケットティッシュ
等）を県下３か所の児童相談所の管轄ごとに街頭配布

保健福祉部
子育て支援課

児童婦人施設係
089-912-2414

2 愛媛県 愛媛県
11月1日～
11月8日

○
県庁第一別館１階ロビーにおいて、ポスターやリーフレットのほか、オ
レンジリポンを展示紹介する県庁ロビー展を実施

保健福祉部
子育て支援課

児童婦人施設係
089-912-2414

3 愛媛県 愛媛県
10月31日、
11月3日

○
虐待通告制度に関する周知について、県政広報番組枠によりテレビ
放送（５分）を実施

保健福祉部
子育て支援課

児童婦人施設係
089-912-2414

4 愛媛県 愛媛県 11月2日 ○
虐待通告制度に関する周知について、県政広報番組枠によりラジオ
放送（10分）を実施

保健福祉部
子育て支援課

児童婦人施設係
089-912-2414

5 愛媛県 愛媛県 11月3日 ○
虐待通告制度に関する周知について、県政広報紙の１面特集記事に
より新聞折り込み等により配布

保健福祉部
子育て支援課

児童婦人施設係
089-912-2414

6 愛媛県 愛媛県 11月 ○
県内のスーパーやコンビニエンスストアにおいて、児童虐待防止啓発
に係るポスターの掲示及びパンフレットを配布

保健福祉部
子育て支援課

児童婦人施設係
089-912-2414

7 愛媛県 松山市 通年 ○ オレンジリボンをデザインしたラッピングバス（市内路線バス）を運行
保健福祉部

子育て支援課
児童婦人施設係

089-943-3215

8 愛媛県 松山市 通年 ○
松山インフォメーション（市内13か所に設置している情報端末）にて、
児童虐待防止啓発の映像及び電光サインの放映

保健福祉部
子育て支援課

児童婦人施設係
089-943-3215
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

9 愛媛県 松山市 通年 ○
ストリートビジョン（市街地に設置している大型モニター）にて、児童虐
待防止啓発の映像の放映

保健福祉部
子育て支援課

児童婦人施設係
089-943-3215

10 愛媛県 松山市 7月上旬
児童虐待防止啓発を含めた子どもに関する相談窓口を紹介するカー
ドの配布（市内小中学校の全生徒、保育園・幼稚園・託児所の全園
児、民生児童委員、各関係機関ほか）

保健福祉部
子育て支援課

児童婦人施設係
089-943-3215

11 愛媛県 松山市 11月 ○
ラジオ放送（AM）にて児童虐待防止啓発の呼びかけ及び相談窓口の
紹介

保健福祉部
子育て支援課

児童婦人施設係
089-943-3215

12 愛媛県 松山市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待にかかる電話相談窓口の紹介
保健福祉部

子育て支援課
児童婦人施設係

089-943-3215

13 愛媛県 松山市 11月1日 ○
市ホームページにおいて、児童虐待防止啓発に係る情報提供及び、
相談窓口の紹介

保健福祉部
子育て支援課

児童婦人施設係
089-943-3215

14 愛媛県 今治市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 子育て支援課 0898-36-1529

15 愛媛県 宇和島市 6・11・2月 広報誌による児童虐待防止及び相談窓口の周知
保健福祉部福祉課

児童福祉係
0895-24-1111

16 愛媛県 新居浜市 11月 ○ 市政だよりにて児童虐待防止の啓発および相談窓口の広報
福祉部

児童福祉課
0897-65-1242

17 愛媛県 西条市 11月1日 ○ 市広報紙への児童虐待防止に関する記事の掲載
保健福祉部

女性児童福祉課
子育て支援係

0897-56-5151

18 愛媛県 伊予市 ５月 市広報紙において、「児童福祉週間」について周知 子育て支援課 089-982-1111

19 愛媛県 伊予市 １０月 市内保育所・幼稚園・児童館にオレンジリボンを配布 子育て支援課 089-982-1111

20 愛媛県 伊予市 １１月 ○ 市広報紙において、「児童虐待防止推進月間」について周知 子育て支援課 089-982-1111

21 愛媛県 東温市 11月 ○ 児童虐待、オレンジリボン運動について広報誌に掲載
市民福祉部社会福
祉課子育て支援室

089-964-4406

22 愛媛県 松前町 11月 ○ 町広報誌(11月号）において、児童虐待防止に関する周知・啓発
保健福祉部福祉課

児童福祉課係
089-985-4114

23 愛媛県 松野町 11月13日 ○ 乳幼児健診にて、子育て支援や虐待防止のリーフレット配布 保健福祉課 0895-42-0708

24 愛媛県 鬼北町 １１月 ○ 広報紙１１月号への掲載
町民課

児童福祉係
0895-45-1111

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

25 愛媛県 愛南町 7月29日
愛南町DEあい21において、民生児童委員定例会で「愛南町の児童問
題と虐待の現状」について講話

保健福祉課
障害福祉係

0895-72-1212

26 愛媛県 愛南町 2月 ○
県立南宇和高等学校において、高校生のひとり立ちサポート教室を
開催　手づくり「新生活応援BOOK」を活用し講話

保健福祉課
健康増進係

0895-72-1212

39 1 高知県 高知県
11月1日～
11月30日

○
ポスター、チラシの掲示クリアファイル等グッズの配布、高知オレンジ
リボンキャンペーン（たすきリレー）広報

地域福祉部
児童家庭課

088-823-9655
オレンジリボンキャンペーン
イベントは共催

2 高知県 高知市 10月 高知市広報誌にて、オレンジリボンキャンペーンの周知
健康福祉部

子育て支援課（子ど
も家庭支援センター）

088-823-1212

3 高知県 高知市
10月28日～
11月11日

○ 児童虐待防止の啓発パネル（市役所本庁前ピロティ）
健康福祉部

子育て支援課（子ど
も家庭支援センター）

088-823-1212

4 高知県 高知市 11月17日 ○ 児童虐待予防講演会
健康福祉部

子育て支援課（子ど
も家庭支援センター）

088-823-1212

5 高知県 室戸市
11月1日～
11月30日

○ むろとの広報誌に児童虐待防止を呼びかける内容を掲載予定
室戸市教育委員会
事務局生涯学習課

0887-22-5144

6 高知県 安芸市
11月1日～
11月30日

○
市広報紙において、児童虐待防止啓発記事を掲載。市役所庁舎に児
童虐待防止啓発のたれ幕を設置。

福祉事務所
こども係

0887-35-1009

7 高知県 南国市
11月1日～
11月31日

○
　平成25年11月号広報「なんこく」において、児童虐待防止推進月間
について掲載

福祉事務所
こども相談係

088-880-6564

8 高知県 土佐市
11月1日～
11月30日

○
虐待防止幟旗の設置、公用車への虐待防止マグネット装着、ミニタオ
ル等の配布

少年育成
センター

088-852-7702

9 高知県 宿毛市 7月8日 ○ いのちの学習(中学校1年生)
保健介護課
健康指導係

0880-63-1113

10 高知県 宿毛市 7月18日 ○ 思春期教室(高校3年生)
保健介護課
健康指導係

0880-63-1113

11 高知県 宿毛市 11月1日 ○ 市広報紙において児童相談窓口の周知を図る
福祉事務所
社会児童係

0880-63-1114

12 高知県 土佐清水市
①１１月１日

②１１月３０日
○ ○

①市広報誌において啓発記事を掲載
②児童虐待防止講演会

福祉事務所
子育て支援係

0880-87-9011

13 高知県 四万十市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間、通告先等の周知
福祉事務所
家庭福祉係

0880-34-1801

14 高知県 香南市 通年 ○
児童虐待防止についてのチラシを配布(乳幼児健診の案内に同封・市
内医療機関及び保幼小中学校に配布)

福祉事務所 0887-57-8509
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実施（予定）
期間・日
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

15 高知県 香南市 11月 ○ オレンジリボン活動や虐待通告制度について広報誌に掲載 福祉事務所 0887-57-8509

16 高知県 奈半利町 ５月～１月
ポスターの掲示や、チラシ配布を行い、５・９・１２・1月各１週間　　7：00
～8：30街頭に立ち、児童の見守りや声掛け等を実施

住民福祉課 0887-38-8181

17 高知県 馬路村
10月10日～

11月
○ 「児童虐待防止月間」を広報誌に掲載し、啓発 健康福祉課 0887-44-2112

オレンジリボンキャンペーン
後援

18 高知県 芸西村
11月1日～
11月30日

○
高知オレンジリボンキャンペーンとしてポスター掲示、たすきリレーへ
の協力

健康福祉課 0887-33-2112

19 高知県 本山町
11月1日～　　　　11

月30日
○ ○ オレンジリボンキャンペーンや相談窓口等について広報誌に掲載 健康福祉課 0887－70－1060

20 高知県 大豊町 ○ 高知オレンジキャンペーン２０１３を１１月広報誌に掲載予定
教育委員会

事務局
0887-72-0458

21 高知県 土佐町 随時 町広報誌による児童虐待防止に関する広報 健康福祉課 0887-82-2333

22 高知県 いの町 11月～12月 ○

公用車にオレンジリボンマグネットシートを貼る、役場庁舎や社教の事
務所入り口にタペストリーを立て、虐待防止啓発を行う。
小児科医による、虐待の背景とその対策及び支援をテーマとした講演
会を開催。

教育委員会事務局
学校教育課

088-893-1922

23 高知県 仁淀川町 11月 ○ 児童虐待防止について町広報への掲載 教育委員会 0889-35-0019

24 高知県 中土佐町
11月1日～
11月30日

○ ポスター、チラシ掲示及び配布 健康福祉課 0889-52-2662

25 高知県 佐川町 11月10日 ○ ○
◎オレンジリボンキャンペーン・タスキリレー佐川スタート　　　　　　◎
佐川町健康福祉大会11月10日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式典で
PR活動　チラシ・リボンの配布など

佐川町要対協 0889-22-1110

26 高知県 越知町 11月1日 ○ ○ 町広報において、児童虐待防止に関する町の施策を紹介 生涯学習課 0889-26-3400

27 高知県 檮原町 7月、10月 ○
中学校・高校への命の尊さなど知識普及、中学生との乳幼児との交
流

梼原町保健福祉
支援センター

0889-65-1170

28 高知県 日高村
11月1日～
11月30日

○ 村広報誌において児童虐待防止推進月間を掲載
教育委員会・
子ども支援室

0889-24-4411

29 高知県 日高村 11月10日 ○ 高知オレンジリボンキャンペーンたすきリレー実施
教育委員会・
子ども支援室

0889-24-4411 たすきリレーは共催

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

30 高知県 日高村 １２月～３月 村広報誌において児童虐待について掲載（通告先・虐待とは…等）
教育委員会・
子ども支援室

0889-24-4411

31 高知県 日高村 通年 ○ 村独自で作成した児童虐待防止カードを研修会・イベント等で配布
教育委員会・
子ども支援室

0889-24-4411

32 高知県 四万十町 11月10日 ○ 町の広報紙において、児童虐待防止の啓発 健康福祉課 0880-22-3115

33 高知県 大月町 町民福祉課 0880-73-1113
オレンジリボンキャンペーン
イベントは後援

34 高知県 黒潮町 2月8日
人権まつりの際に、児童虐待予防のポスター掲示と、チラシや　　　植
物の種子配付

健康福祉課福祉係 088-43-2116

40 1 福岡県 福岡県 11月中 ○ 県広報紙において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 児童家庭課 092-643-3256

2 福岡県 福岡県 12月25日
学校関係者を対象に研修会を実施予定。
テーマ「児童虐待における学校の役割」

福岡児童相談所 092-586-0023

3 福岡県 福岡県 2月1日
「非行と虐待」をテーマに、性的虐待について子どもの視点で認識を
深めるためのセミナーをえーるﾋﾟｱ久留米で実施予定

久留米児童相談所 0942-32-4458
久留米市、民間団体との協
働で三連続講座の一環とし
て開催

4 福岡県 福岡県 5月8日 管内のショッピングモールにて、虐待防止を啓発するビラ配り 田川児童相談所 0947-42-0499

5 福岡県 福岡県 11月30日 ○ 福岡県立大学にて、児童虐待防止に関する講演会を実施 田川児童相談所 0947-42-0499

6 福岡県 福岡県 11月19日 ○
児童虐待防止セミナーを管内３市との共催により開催
・来場者に対して、児童虐待防止月間のリーフレット、児童相談所全
国共通ダイヤルの周知カードを配布。

大牟田児童相談所 0944-54-2344

7 福岡県 宗像 11月30日 ○ 福岡県立大学にて講演 宗像児童相談所 0940-37-3255 田川児相と共催

8 福岡県 大牟田市 １１月１日～３０日 ○ 市や関係機関の公用車に啓発用ボデイパネルを装着 児童家庭課 0944-41-2684

9 福岡県 大牟田市 １１月１日～３０日 ○ 市庁舎への児童虐待推進月間標語等の懸垂幕掲示 児童家庭課 0944-41-2684

10 福岡県 大牟田市 11月1日 ○ 市広報への児童虐待防止に関する記事を１ページ掲載 児童家庭課 0944-41-2684

11 福岡県 大牟田市 11月9日 ○ 関係機関が連携して商業施設でのリーフレット等の重点配布 児童家庭課 0944-41-2684
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12 福岡県 大牟田市 12月9日
関係機関の構成員対象の研修会開催（テーマ：要対協について･場
所：未定）

児童家庭課 0944-41-2684

13 福岡県 大牟田市 １１月中 ○ 市作成のリーフレットを幼・保・小・中学校等の保護者に配布 児童家庭課 0944-41-2684

14 福岡県 久留米市 10月26日 ○
江南中人権フェスタにおいて、子ども自身によるオレンジリボン作成
コーナーを設置し、オレンジリボンを作成。また、児童虐待防止の啓発
を行う。

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

15 福岡県 久留米市 11月1～30日 ○
要保護児童対策地域協議会構成団体等関係者に対し「オレンジリボ
ンキャンペーン」を実施し、オレンジリボンを着用いただく

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

16 福岡県 久留米市 11月1日 ○
ゆめタウン久留米及び西鉄久留米駅スペースにおいて、「街頭キャン
ペーン」を実施し、児童虐待防止啓発グッズ・チラシ等を計2,000部程
度配布

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

17 福岡県 久留米市 11月9日 ○ ○
屏水フェスタにおいて、子ども自身によるオレンジリボン作成コーナー
を設置し、オレンジリボンを作成。また、児童虐待防止の啓発を行う。

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

18 福岡県 久留米市 11月9日 ○ ○
明星中校区人権のつどいにおいて、子ども自身によるオレンジリボン
作成コーナーを設置し、オレンジリボンを作成。また、児童虐待防止の
啓発を行う。

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

19 福岡県 久留米市 11月16～17日 ○ ○
荘島校区よかっ祭において、オレンジリボン作成コーナーを設置し、オ
レンジリボンを作成を作成。また、児童虐待防止の啓発を行い、啓発
グッズを配布

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

20 福岡県 久留米市
11月24日

12月14～15日
○

子育てサポーター養成講座　場所：えーるピア久留米
（支援者向け《一部一般向け》の児童虐待防止・子どもへの関わり方
講座）

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

21 福岡県 久留米市
2月1日
2月8日
2月15日

子ども理解を深めるための連続講座 場所：えーるピア久留米
テーマ：見落とされてきた虐待に寄り添う
講師：山本恒雄・奥山眞紀子・西澤哲
（主催：民間団体、共催：久留米市、福岡県久留米児童相談所、民間
団体）

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9209

22 福岡県 直方市 11月1日 ○ 市報にて児童虐待防止について周知
教育委員会こども
育成課家庭支援係

0949-25-2133

23 福岡県 飯塚市 11月1日 ○
市広報紙において、11月の｢児童虐待防止推進月間｣の特集記事を掲
載

企画調整部
人権同和政策課

0948-22-5500

24 福岡県 飯塚市 11月15日 ○
こども育成課発行のいいづか子育て情報紙｢すくすく｣でオレンジリボ
ンを啓発

こども・健康部
こども育成課

0948-22-5500

25 福岡県 飯塚市 11月中旬頃 ○ 市内のショッピングセンターで児童虐待防止のリーフレット等を配付
こども・健康部
こども育成課

0948-22-5500

26 福岡県 飯塚市 11月22日 ○
子どもの虐待防止講演会（講演：｢子どもの視点に立つ」～子どもの話
を上手に聴くために～会場：飯塚市立岩公民館

こども・健康部
こども育成課

0948-22-5500

都道府県 市区町村
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11月に実施する
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

27 福岡県 田川市 11月1日 ○
市広報誌、市ホームページにおいて児童虐待防止に関する特集号の
掲載

市民生活部
子育て支援課
子育て支援係

0947-44-2000

28 福岡県 柳川市 11月1日 ○ 広報【11月1日号】：全戸配布
保健福祉部

子育て支援課
0944-77-8524

29 福岡県 柳川市 11月1日 ○ テロップで啓発(庁舎、観光案内所、西鉄柳川駅）
保健福祉部

子育て支援課
0944-77-8524

30 福岡県 柳川市 11月19日 ○ 児童虐待防止セミナー　共催
保健福祉部

子育て支援課
0944-77-8524

31 福岡県 柳川市 11月5日 ○ 子どもに関する支援者のための研修会　主催：柳川市
保健福祉部

子育て支援課
0944-77-8524

32 福岡県 八女市 11月14日 ○ ○ 八女市要保護児童対策地域協議会研修会（講演会）
子育て支援課
子育て支援係

0943-23-1351

33 福岡県 筑後市 １０月、１１月５日 ○
ボランティアで手作りのオレンジリボンを依頼し、集まったリボンを啓
発チラシと一緒にスーパーの前で配布する。

市民生活部
子育て支援課

0942-65-7017

34 福岡県 筑後市 11月14日 ○
子育て拠点施設の行事の一環として子ども虐待防止キャンペーンオ
レンジリボンクッキングとリーフレットを配布する。

市民生活部
子育て支援課

0942-65-7017

35 福岡県 大川市 11月1日 ○ 市広報紙に「児童虐待防止月間」について掲載 子育て支援室 0944-85-5535

36 福岡県 大川市 11月17日 ○ ファミリーフェスタ開催時児童虐待防止に関するチラシ配布 子育て支援室 0944-85-5535

37 福岡県 行橋市 7月
幼稚園・託児所等へ児童虐待のチラシ配布・相談窓口や 家庭児童相
談員の配置について啓発

子ども支援課子育
て支援係

0930－25－1111
（内）1183

38 福岡県 豊前市 11月 ○ 広報誌に掲載（具体的には未定）
福祉課子

育て支援係
0979-82-1111

39 福岡県 中間市 6月21日 要保護児童対策協議会委員会にて委員へオレンジリボンの配布
保健福祉部

子ども未来課
093-246-3515

40 福岡県 中間市
10月末～
11月中

○
市内50カ所に「子育て講演会」ＰＲポスターの掲示
（病院、公共機関、小中学校等）

保健福祉部
子ども未来課

093-246-3515

41 福岡県 中間市
10月末～
11月中

○
「子育て講演会」、「虐待防止相談窓口の案内」チラシの
全戸配布

保健福祉部
子ども未来課

093-246-3515

42 福岡県 中間市
10月末～
11月中

○
市内小中学校ＰＴＡ理事会において、保護者向けの児童虐待防止等
リーフレットの配布と啓発活動

保健福祉部
子ども未来課

093-246-3515
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43 福岡県 中間市
10月末～
11月中

○
市広報誌及び公式ＨＰにて、「虐待防止推進月間」の周知、
「子育て講演会」の案内を掲載

保健福祉部
子ども未来課

093-246-3515

44 福岡県 中間市 11月27日 ○
児童虐待防止「子育て講演会」を開催し、参加者へ
「児童虐待防止」チラシとオレンジリボンを配布

保健福祉部
子ども未来課

093-246-3515

45 福岡県 小郡市 11月 ○ ○ 11市広報により啓発を行う。
子育て支援課
児童家庭係

0942-72-2111

46 福岡県 筑紫野市 11月 ○ 啓発活動（市広報やＨＰに掲載）
健康福祉部

子育て支援課
子育て支援担当

092-923-1111

47 福岡県 春日市 11月1日 ○ 市広報紙において児童虐待防止に関する大記事掲載
子育て支援課

子育て支援担当
092-584-1010

48 福岡県 春日市 11月中 ○ 市職員の名札にオレンジリボンを貼付し啓発
子育て支援課

子育て支援担当
092-584-1010

49 福岡県 春日市 11月中 ○ 市内公共施設やそれに準ずる施設にオレンジリボン等を配布
子育て支援課

子育て支援担当
092-584-1010

50 福岡県 春日市 10月20日 市主催の福祉イベント（いきいきフェスタ）でポスター掲示
子育て支援課

子育て支援担当
092-584-1010

51 福岡県 大野城市 ６月～７月中 小中学校及び市職員への「児童虐待防止推進月間」標語の募集
こども部

こども健康課
こども家庭担当

092-580-1964

52 福岡県 大野城市 ７月
「子ども虐待防止市民フォーラム」（福岡市主催）関係機関等周知、市
役所内にチラシ掲示

こども部
こども健康課

こども家庭担当
092-580-1964

53 福岡県 大野城市 11月1日 ○
１１月１日号の広報(全戸配布)で、児童虐待防止月間及びオレンジリ
ボン活動の周知記事掲載。

こども部
こども健康課

こども家庭担当
092-580-1964

54 福岡県 大野城市 11月3日 ○ すこやか健康フェスティバルにて、オレンジリボン啓発マスク配布。
こども部

こども健康課
こども家庭担当

092-580-1964

55 福岡県 大野城市 随時 ○
母子保健担当職員(保健師)と公立中学校家庭科のタイアップ授業「ふ
れあい体験学級」(市役所の出前講座として実施)

こども部
こども健康課

こども家庭担当
092-580-1964

56 福岡県 宗像市 11月23日 ○

児童虐待防止に関するセミナーを、市と市要保護児童対策地域協議
会で共同開催。（第１部：支援者のためのコモンセンスペアレンティン
グ講座　第２部：子ども１０人大家族の母親による子育て講演会）
・来場者に虐待防止とオレンジリボンリーフレットとを配布

子ども部
子ども家庭課
子ども家庭係

子ども相談センター

0940-36-1302

57 福岡県 宗像市 通年 ○ ○

妊婦体験教室：命の大切さと、両親が協力しながら育児を行うことの
大切さを教えるため、中学３年生を対象に、妊娠中の経過と出産と育
児に関する助産師による講話、妊婦体験スーツの着用による妊婦体
験を実施する。

子ども部
子ども家庭課
子ども家庭係

子ども相談センター

0940-36-1302

都道府県 市区町村
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

58 福岡県 宗像市 ４月
幼稚園・保育所園児の保護者へ児童虐待防止に関する取組
のチラシを配布

子ども部
子ども家庭課
子ども家庭係

子ども相談センター

0940-36-1302

59 福岡県 太宰府市 11月1日 ○ 市広報誌11月号に児童虐待防止についてのお知らせ
健康福祉部

子育て支援課
子育て支援係

092-921-2121

60 福岡県 糸島市 １１月 ○ 市広報紙に「児童虐待防止月間」について掲載
人権福祉部
　子ども課

092-332-2074

61 福岡県 糸島市 １１月 ○
医療機関、保育所、幼稚園、小学校、中学校等へ児童虐待防止啓発
ポスター掲示やチラシを配布予定。

人権福祉部
　子ども課

092-332-2074

62 福岡県 糸島市 １１月 ○
講師を招き、民生委員・保育士・教員等を対象に児童虐待防止研修
会を実施予定。

人権福祉部
　子ども課

092-332-2074

63 福岡県 古賀市 10月 児童虐待防止に関する広報への記事の掲載 子育て支援課 092-942-1159

64 福岡県 古賀市 11月 ○ 児童虐待防止啓発のためののぼり旗の設置 子育て支援課 092-942-1159

65 福岡県 古賀市 11月16日 ○

みんなの人権セミナー（子どもの人権）
「太陽と風と土と水と・・・そして、子どもたち」
場所：サンフレア古賀２階　視聴覚室
来場者には全国共通ダイヤル啓発のティッシュを配布

子育て支援課 092-942-1159

66 福岡県 古賀市 10月19日
人権啓発DVD「クリームパン」上映
場所：千鳥苑
来場者には全国共通ダイヤル啓発のティッシュを配布

子育て支援課 092-942-1159

67 福岡県 古賀市 9月12日
人権啓発DVD「クリームパン」上映
場所：古賀北区公民館
来場者には全国共通ダイヤル啓発のティッシュを配布

子育て支援課 092-942-1159

68 福岡県 福津市 11月1日 ○ 11月1日号の市広報紙に特集記事を掲載
健康福祉部

こども課
0940-43-8124

69 福岡県 福津市 9月～11月 ○
就学前の乳幼児を持つ保護者を対象に子どもの発達や子育てについ
て学ぶ機会を提供し、育児のストレスや負担感をなくすためのプログ
ラム（ノーバディズ・パーフェクト・プログラム）を期間内全8回実施

健康福祉部
こども課

0940-43-8124

70 福岡県 うきは市 11月1日 ○ 11月1日号の広報で児童虐待防止について記載
うきは市福祉事務
所　子育て支援係

0943-75-4963

71 福岡県 宮若市 １１月 ○
市内の教育機関及び保育施設において、保護者向けの通告義務の
お知らせを配布予定

民生部子育て・人
権課子育て支援Ｇ

0949-32-0517

72 福岡県 宮若市 １１月 ○
人権週間にかかる市主催の「人権講演会」開催に併せ、来場者に啓
発チラシと啓発物資を配布

民生部子育て・人
権課子育て支援Ｇ

0949-32-0517
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

73 福岡県 嘉麻市 11月1日 ○ 市広報誌にて「児童虐待防止推進月間」について広報・啓発 こども育成課 0948-53-1115

74 福岡県 朝倉市 11月1日 ○ 市広報紙において児童虐待防止月間のお知らせ
保健福祉部

子ども未来課
0946-22-1111

（内線126）

75 福岡県 みやま市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する周知
福祉事務所
児童福祉係

0944-64-1535

76 福岡県 みやま市 11月19日 ○

児童虐待防止セミナー「子どもの虐待と貧困をめぐって」大牟田文化
会館（大牟田児童相談所と共催）
・来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット、児童相談
所全国共通ダイヤルの周知カードを配付

福祉事務所
児童福祉係

0944-64-1535

77 福岡県 那珂川町 9月12日
筑紫医師会と筑紫地区行政との協議会において、「家庭で暮らす子ど
もの権利」をテーマに講演会を実施。児童民生委員と共に参加。

健康福祉部
子育て支援課

092-953-2211

78 福岡県 那珂川町 10月12日
民生委員・児童委員協議会において、「笑顔で子育て　～見えない虐
待をしないために」をテーマにDVD視聴と講話を実施。

健康福祉部
子育て支援課

092-953-2211

79 福岡県 那珂川町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間の啓発
健康福祉部

子育て支援課
092-953-2211

80 福岡県 宇美町 10月15日 町広報誌(10月号)の情報ステーションに掲載 子育て支援課 092-934-2250

81 福岡県 志免町 11月17日 ○ ○
１１月に実施する「志免町子どもの権利フェスタ」会場内に、「児童虐
待コーナー」を設置し、相談窓口の連絡先を記載したカードを配置。

子育て支援課 092-935-1001

82 福岡県 新宮町 １１月中 ○ 児童虐待防止関連の広報誌掲載
新宮町役場
健康福祉課

092-962-0239

83 福岡県 水巻町 10月25日 ○ 広報誌掲載：児童虐待に関する記事および連絡・相談先
地域・こども課

児童少年
相談センター

093-203-1555

84 福岡県 岡垣町 １１月中 ○ 街頭啓発（町内の商業施設等で啓発リーフレット等を配布）
こども未来課
子育て支援係

093-282-1211

85 福岡県 岡垣町
11月1日～
11月30日

○ ＪＲ海老津駅での啓発放送
こども未来課
子育て支援係

093-282-1211

86 福岡県 岡垣町 １０月 １０月２５日号広報紙での啓発
こども未来課
子育て支援係

093-282-1211

87 福岡県 岡垣町
11月1日～
11月30日

○ コミュニティバスや公用車にオレンジリボンマグネットを装着
こども未来課
子育て支援係

093-282-1211
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

88 福岡県 小竹町 11月 ○ 町民カレンダーに「児童虐待防止推進月間」を記載
福祉課

一般福祉係
09496-2-1219

89 福岡県 小竹町 11月 ○ 町封筒において児童虐待防止に関する啓発内容を記載
福祉課

一般福祉係
09496-2-1219

90 福岡県 鞍手町 11月 ○ 広報に掲載 児童虐待防止推進月間・ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝ運動について 福祉人権課 0949-42-2111

91 福岡県 桂川町 1１月 ○ 町広報誌にて児童虐待予防の啓発記事を掲載
健康福祉課
健康推進係

0948-65-0001

92 福岡県 筑前町 5月～7月 ○ 思春期赤ちゃんふれあい体験学習・中学校
健康課

母子保健係
0946-42-6649

93 福岡県 筑前町 11月18日 ○ 児童虐待防止研修会開催 こども未来センター 0946-22-3369

94 福岡県 筑前町 1月～2月 児童虐待防止研修会開催予定 こども未来センター 0946-22-3369

95 福岡県 筑前町 11月 ○ ○ 筑前町こども未来センター相談室リーフレット小中学校配布 こども未来センター 0946-22-3369

96 福岡県 筑前町 11月 ○
児童虐待防止リーフレット町内公共機関窓口及び児童関係施設
配布　　(筑前町作成分）

こども未来センター 0946-22-3369

97 福岡県 大刀洗町 11月 ○ 町広報誌11月号への啓発記事　掲載
子ども課

子育て支援係
0942-77-5019

98 福岡県 大刀洗町 11月11日 ○ ドリームまつり　「子育て広場」でのパネル展示、チラシ配布
子ども課

子育て支援係
0942-77-5019

99 福岡県 大木町 11月17日 ○
おおきっ子まつりの中で、里親制度の紹介ブースと個別相談室を設け
る予定

こども未来課
子育て支援係

0944-32-1066

100 福岡県 広川町 10月30日 子育て中の保護者を対象に児童虐待防止講演会を開催
健康福祉課
母子・福祉係

0943-32-1113

101 福岡県 広川町 ２月
町内各小学校の４年生とその保護者を対象に児童虐待防止講演会を
開催

健康福祉課
母子・福祉係

0943-32-1113

102 福岡県 香春町 11月1日 ○ 広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載
福祉課

子育て支援係
0947-32-8415

103 福岡県 糸田町 11月 ○
庁舎において子育て支援・母子保健・児童虐待に関するポスター等の
掲示

福祉課 0947-26-1241
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104 福岡県 川崎町 １１月上旬 ○ 児童虐待防止リーフレットを広報紙と一緒に配布
社会福祉課

子育て支援係
0947-72-3000

105 福岡県 川崎町 随時 ○ 町の広報紙により子育て相談窓口の周知
社会福祉課

子育て支援係
0947-72-3000

106 福岡県 川崎町 ８月～９月 ○ 地域子育て支援推進標語・作文コンクールの表彰
社会福祉課

子育て支援係
0947-72-3000

107 福岡県 川崎町 11月21日 ○ 地域子育て支援ネットワーク講演会
社会福祉課

子育て支援係
0947-72-3000 参加無料

108 福岡県 苅田町 11月 ○ 町内公共施設、学校、保育所等でのポスター掲示・チラシ配布 子育て支援課 093-588-1036

109 福岡県 苅田町 10月25日 11月の児童虐待防止月間の紹介を広報紙へ掲載 子育て支援課 093-588-1036

110 福岡県 苅田町 11月10日 ○ 児童虐待に関する特集記事を広報紙へ掲載 子育て支援課 093-588-1036

111 福岡県 吉富町 11月24日 ○
管内保育所職員を対象に講義を開催
テーマ：児童の権利擁護
開催場所：吉富フォーユー会館

健康福祉課 0979-24-1123

112 福岡県 吉富町 11月中 ○ リーフレット、ポケットティッシュ配布による啓発活動 健康福祉課 0979-24-1123

113 福岡県 築上町 11月中 ○
保健センターチアフルついきで児童健全育成講演会を開催予定。日
程、テーマ等は現在調整中。

福祉課
子育て支援係

0930-56-0300

41 1 佐賀県 佐賀県 11月 ○ 県広報に児童虐待防止月間の記事を掲載 母子保健福祉課 0952-25-7056

2 佐賀県 佐賀県 11月 ○ ラジオ番組を通じて児童逆防止月間の訴え 母子保健福祉課 0952-25-7056

3 佐賀県 佐賀県 11月 ○ 県庁に児童虐待防止月間の懸垂幕を掲げる 母子保健福祉課 0952-25-7056

4 佐賀県 佐賀市 11月5日 ○
一般や関係機関の方に対して児童虐待防止専門化講座の開催（講
師：宮島　清　場所：佐賀市文化会館）

こども教育部
こども家庭課子育
てコーディネート係

0952-40-7289

5 佐賀県 佐賀市 1０月～3月 ○ 佐賀市オリジナルオレンジリボンバッジの関係団体への配布
こども教育部

こども家庭課子育
てコーディネート係

0952-40-7289

6 佐賀県 佐賀市 11月 ○ 市報による子育て相談窓口や児童虐待通告窓口の周知
こども教育部

こども家庭課子育
てコーディネート係

0952-40-7289
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

7 佐賀県 佐賀市
10月下旬～

11月
○ ラジオ・新聞による児童虐待防止推進月間の広報

こども教育部
こども家庭課子育
てコーディネート係

0952-40-7289

8 佐賀県 佐賀市 10月30日
オレンジリボンキャンペーン隊（関係機関メンバー）としてサガライト
ファンタジーのパレードにて、啓発ティッシュに厚労省作成カードをい
れ配布しながら歩く

こども教育部
こども家庭課子育
てコーディネート係

0952-40-7289

9 佐賀県 佐賀市 1１月 ○ 子ども用ＳＯＳカードを市内小中学生に配布
こども教育部

こども家庭課子育
てコーディネート係

0952-40-7289

10 佐賀県 佐賀市 11月 ○
市役所内関係窓口に児童虐待防止（オレンジリボンについて含む）の
三角柱設置

こども教育部
こども家庭課子育
てコーディネート係

0952-40-7289

11 佐賀県 佐賀市 11月 ○ 児童虐待月間中の庁内関係職員のオレンジリボンバッジの着用
こども教育部

こども家庭課子育
てコーディネート係

0952-40-7289

12 佐賀県 佐賀市 11月 ○
タウン情報誌「モテモテさが」特集ページに児童虐待防止啓発記事を
掲載

こども教育部
こども家庭課子育
てコーディネート係

0952-40-7289

13 佐賀県 多久市
11月1日～
11月30日

○ 市報、ケーブルテレビでの広報 福祉課社会福祉係 0952-75-6118

14 佐賀県 鹿島市 １１月 ○ 児童虐待防止研修会（保育所の職員、小・中学校教諭） 福祉事務所 0954-63-2119

15 佐賀県 小城市 6月～2月 ○
子どもへの暴力防止プログラムの実施（小学校4校：保護者・教職員・
子どもワークショップ、中学校4校：教職員ワークショップ）

教育委員会こども
課

子育て支援係
0952-37-6109

16 佐賀県 小城市 11月 ○
子どもへの暴力防止プログラムの実施（保健福祉センター2ヵ所、児童
センター：就学前保護者ワークショップ）

教育委員会こども
課

子育て支援係
0952-37-6109

17 佐賀県 小城市 11月 ○ 市報に、児童虐待防止月間の記事を掲載
教育委員会こども

課
子育て支援係

0952-37-6109

18 佐賀県 玄海町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間について掲載
住民福祉課
福祉・こども
グループ

0955-52-2158

19 佐賀県 玄海町 11月中 ○
児童虐待防止を呼びかける幟を設置
（玄海町役場・町民会館・小中学校・保育所・児童館）

住民福祉課
福祉・こども
グループ

0955-52-2158

20 佐賀県 玄海町 10月6日
ふれあい健康福祉まつり来場者に児童虐待に関する
リーフレット等の配布（玄海町町民会館）

住民福祉課
福祉・こども
グループ

0955-52-2158

21 佐賀県 玄海町 11月17日 ○
玄海町産業文化祭来場者に児童虐待に関する
リーフレット等の配布（玄海町町民会館）

住民福祉課
福祉・こども
グループ

0955-52-2158

22 佐賀県 有田町
６月、９月、
１１月、２月

○ 町広報紙にて、児童虐待防止に関する特集を組む
健康福祉課

児童福祉担当
0955-43-2237
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23 佐賀県 有田町 １１月、２月 ○ 児童民生委員や職員向けの児童虐待防止研修会を実施
健康福祉課

児童福祉担当
0955-43-2237

24 佐賀県 有田町 １１月 ○ 啓発グッズを作成し、町内幼・小・中学生に配布し啓発を図る
健康福祉課

児童福祉担当
0955-43-2237

25 佐賀県 有田町 通年 ○ 児童虐待防止の封筒を作成・使用し、啓発を図る
健康福祉課

児童福祉担当
0955-43-2237

26 佐賀県 有田町 通年 ○ 児童虐待防止のカードを文書等に同封し、啓発を図る
健康福祉課

児童福祉担当
0955-43-2237

27 佐賀県 有田町 通年 ○ ○ 町内小６～中３を対象とし、講師を招き思春期教室を開催
健康福祉課

母子保健担当
0955-43-5065

28 佐賀県 江北町
11月18日、11月
25日、12月2日

○ ○ 中学生と赤ちゃんとのふれあい体験 福祉課保健係 0952-71-6324

29 佐賀県 江北町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関することを紹介 福祉課保健係 0952-71-6324

42 1 長崎県 長崎県 10月6日
長崎シビックホール開館７周記念イベントにおいて、啓発用カード、
ティッシュ、チラシ、リーフレット等の配布を行い、広報啓発を実施する

こども政策局
こども家庭課

095-895-2442

2 長崎県 長崎県 10月6日～16日 児童福祉施設入所児童作品展（場所：長崎シビックホール）
こども政策局
こども家庭課

095-895-2442

3 長崎県 長崎県 10月13日～14日

ラブフェス2013(場所：長崎水辺の森公園)
集客力のある長崎市内のイベントにおいて啓発用カード、ティッシュ、
チラシ、リーフレット、オレンジリボンの配布を行い、広報啓発を実施
する（長崎純心大学と合同）

こども政策局
こども家庭課

095-895-2442

4 長崎県 長崎県 11月2日～3日 ○ ○
長崎女子短期大学学園祭において、啓発用カード、ティッシュ、チラ
シ、リーフレット等の配布を行い、広報啓発を実施する

こども政策局
こども家庭課

095-895-2442

5 長崎県 長崎県 10～11月 ○
児童虐待防止懸垂幕の掲示(平成23年度作成)
各警察署・市町において懸垂幕の掲示を依頼する

こども政策局
こども家庭課

095-895-2442

6 長崎県 長崎県 11月 ○ 県広報誌11月号に児童虐待防止推進記事を掲載。
こども政策局
こども家庭課

095-895-2442

7 長崎県 長崎市 １１月 ○ 市役所庁舎に横断幕を掲示
市民局こども部
子育て支援課

095-829-1270

8 長崎県 長崎市 １１月 ○ 行政センター庁舎に懸垂幕を掲示
市民局こども部
子育て支援課

095-829-1270

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

9 長崎県 長崎市 通年 ○ 公用車に啓発のオレンジリボン・マグネットを添付
市民局こども部
子育て支援課

095-829-1270

10 長崎県 長崎市 通年 ○
研修用のＤＶDを活用し、幼稚園・保育園・小学校・中学校などの関係
機関で研修会を実施

市民局こども部
子育て支援課

095-829-1270

11 長崎県 長崎市 11月14日 ○ 要保護児童対策地域協議会関係団体職員向け研修会
市民局こども部
子育て支援課

095-829-1270

12 長崎県 長崎市 11月3日 ○ 子育てフェスタにおいて、虐待防止のチラシ等配布
市民局こども部
子育て支援課

095-829-1270

13 長崎県 佐世保市 11月 ○ 市庁舎に児童虐待推進月間の懸垂幕を掲示
子ども保健課
子ども子育て
応援センター

0956-25-9705

14 長崎県 佐世保市 １０月
子育て支援センター（４か所）にて、「地域における子育て支援講座」
講師派遣

子ども保健課
子ども子育て
応援センター

0956-25-9705

15 長崎県 佐世保市 11月 ○
市広報紙へ児童虐待関連の記事の掲載（児童虐待防止月間にちな
んで）

子ども保健課
子ども子育て
応援センター

0956-25-9705

16 長崎県 佐世保市 随時
要保護児童対策地域協議会の関係機関に対し、「児童虐待対応マ
ニュアル」を配布

子ども保健課
子ども子育て
応援センター

0956-25-9705

17 長崎県 佐世保市 随時
市内の保育園・幼稚園・小中学校の保護者向けに「子ども相談窓口早
見表」を配布

子ども保健課
子ども子育て
応援センター

0956-25-9705

18 長崎県 佐世保市 随時 地区民生委員協議会での講話
子ども保健課
子ども子育て
応援センター

0956-25-9705

19 長崎県 佐世保市 通年 ○ 児童虐待予防のための産科医療機関と行政との連携 子ども保健課 0956-24-1111

20 長崎県 佐世保市 7月 児童虐待予防のための産科医療機関と行政との検討会 子ども保健課 0956-24-1111

21 長崎県 佐世保市 10月 児童虐待予防のための家庭支援員研修会の受講 子ども保健課 0956-24-1111

22 長崎県 島原市 １１月 ○
児童虐待防止、ＤＶ防止啓発のため、市広報誌に
特集ページ掲載

こども支援
グループ

0957-62-8003

23 長崎県 諫早市 10月18日 市広報誌に標語や児童虐待防止に向けた内容を掲載
健康福祉部

子ども支援課
0957-22-2374

24 長崎県 諫早市 10月18日 児童虐待防止パンフレットを作成し各自治会において班回覧する
健康福祉部

子ども支援課
0957-22-2374
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

25 長崎県 諫早市 １１月 ○ 児童虐待防止啓発懸垂幕の掲揚
健康福祉部

子ども支援課
0957-22-2374

26 長崎県 大村市 10月27日 保育士会が主催する「保育フェア」で児童虐待予防の啓発活動を行う
こども未来部
こども家庭課

こども家庭支援室
0957-54-9100

27 長崎県 大村市 11月 ○ 広報紙において、児童虐待予防に関する記事を掲載
こども未来部
こども家庭課

こども家庭支援室
0957-54-9100

28 長崎県 大村市 9月27日 保育士会が主催する「新任職員研修」で児童虐待について講話を行う
こども未来部
こども家庭課

こども家庭支援室
0957-54-9100

29 長崎県 大村市
6月18日～
11月20日

○ ○ 助産師による中学生に向けた性講話

こども未来部
こども家庭課
親子けんこう

グループ

0957-54-9100 6回

30 長崎県 平戸市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間について市報に掲載予定
福祉課

子育て支援班
0950-22-4111

31 長崎県 平戸市 11月 ○ 市役所に懸垂幕の設置
福祉課

子育て支援班
0950-22-4111

32 長崎県 平戸市 11月22日 ○ 母子推進員会研修会で虐待についての講話・保健センター
福祉課

子育て支援班
0950-22-4111

33 長崎県 平戸市 2月2日 保育士研修会で虐待についての講話・平戸文化センター
福祉課

子育て支援班
0950-22-4111

34 長崎県 平戸市 11月頃 ○ パンフレット作成
福祉課

子育て支援班
0950-22-4111

35 長崎県 平戸市 通年 民生児童委員・主任児童委員の研修会で虐待の講話
福祉課

子育て支援班
0950-22-4111

36 長崎県 松浦市
11月1日～
11月30日

○ 市役所庁舎正面玄関の壁に、懸垂幕の提示 子育て・こども課 0956-72-1111

37 長崎県 松浦市
11月1日～
11月30日

○
市役所ロビー・各支所で虐待についてのポスターや資料の展示・相談
窓口の紹介等を実施

子育て・こども課 0956-72-1111

38 長崎県 松浦市 未定 要保護児童対策地域協議会で研修会を開催予定 子育て・こども課 0956-72-1111

39 長崎県 松浦市 12月20日 ○ 平戸高校において望まない妊娠を防ぐための性に関する講座 子育て・こども課 0956-72-1111

40 長崎県 壱岐市
11月5日～
11月19日

○ ○ ステキなパパママ未来体感事業 こども家庭課 0920-48-1117

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
場合、○を選択
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

41 長崎県 壱岐市 11月 ○ 児童虐待防止啓発活動 こども家庭課 0920-48-1117 市内6カ所横断幕の掲示

42 長崎県 五島市 １１月 ○ 市広報誌に児童虐待防止に関する相談窓口の紹介
社会福祉課

こども家庭相談班
0959-72-6117

43 長崎県 西海市 11月9日、10日 ○ 長崎ファミリープログラム・ファシリテーター養成講座 社会教育課 0959-37-0079

44 長崎県 西海市 11月9日 ○ 児童虐待防止標語募集 福祉課 0959-37-0069

45 長崎県 西海市 11月～3月 ○ 妊婦を対象にした児童虐待防止啓発図書配布 福祉課 0959-37-0069

46 長崎県 西海市 11月中旬 ○ 関係機関への児童虐待防止参考図書 福祉課 0959-37-0069

47 長崎県 西海市 12月 児童虐待防止標語の広報紙掲載 福祉課 0959-37-0069

48 長崎県 雲仙市 １１月 ○ ○
・市広報紙において、児童虐待予防啓発ポスターを掲載
・11月庁舎に横断幕
・市独自のリーフレット配布

子ども支援課
子育て支援班

0957-36-2500

49 長崎県 雲仙市 1月 虐待防止講演会
子ども支援課
子育て支援班

0957-36-2500

50 長崎県 長与町
9月13日～
10月18日

○ はじめての子育てが楽しくなる講座（若年ママの子育て） 福祉課 095-883-1111

51 長崎県 時津町 11月23日 ○ 人権啓発パレードの折児童虐待月間のパンフレット配布 時津町福祉課 095-882-2211

52 長崎県 東彼杵町 通年・随時 ○ 町子育て支援パンフレット（相談窓口等周知）乳児訪問等に配布
町民福祉課

福祉係
0957-46-1111

53 長崎県 東彼杵町 ９月～10月 ノーバディーズ・パーフェクト講座。（虐待防止の講義）
町民福祉課

福祉係
0957-46-1111

54 長崎県 東彼杵町 １１月 ○ 町HP,広報誌へ啓発記事掲載
町民福祉課

福祉係
0957-46-1111

55 長崎県 川棚町 11月10日 ○
愛育食育フェスティバル（子育て支援の一環として母子ふれあいの
場、食育に努めることを目的に開催）の来場者に対して、虐待防止啓
発チラシ等を配布する。会場：川棚町勤労者体育センター

健康推進課 0956-82-5412
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56 長崎県 川棚町 10月16日、17日
母子愛育班分班長研修会において、オレンジリボン運動シールを配
布する。

健康推進課 0956-82-5412

57 長崎県 波佐見町
１１月１日～
１１月２９日

○ 児童虐待防止月間の懸垂幕の掲示 住民福祉課 0956-85-2333

58 長崎県 佐々町 11月～3月 ○ ○
（安心こども基金事業）虐待防止に向けたパンフレットにより、乳幼児
検診において配布。関係機関窓口での配布。

住民福祉課
福祉班

0956-62-2101

43 1 熊本県 熊本県 11月2日 ○

「家庭から暴力をなくすキャンペーン」街頭キャンペーン
ＤＶ（配偶者等からの暴力）防止、児童虐待防止、障がい者虐待防止
を目的にパネル展、啓発グッズ・チラシ・相談カード等の配布を実施。
街頭キャンペーン開催場所：ゆめタウンはません（熊本市内）

子ども家庭福祉課
子ども福祉班

096-333-2228

2 熊本県 熊本県 11月15日 ○
「専門医師から学ぶ虐待の兆候とその対応」をテーマに基調講演、事
例発表を予定。
開催場所：くまもと県民交流館　パレアホール

子ども家庭福祉課
子ども福祉班

096-333-2228

3 熊本県 熊本県 11月 ○ ラジオ番組による虐待通告ダイヤル等の啓発
子ども家庭福祉課

子ども福祉班
096-333-2228

4 熊本県 熊本県 11月14日 ○
保育士を対象にした熊本県保育課題別研修の一つとして「児童虐待」
をテーマに研修会を実施する。

子ども未来課
総務・保育推進班

096-333-2227

5 熊本県 熊本県 6月～12月 ○ ○
高校生を対象に性や妊娠・出産、命の尊さ等についての講演会（思春
期保健教育講演会）を高等学校にて開催

子ども未来課
母子保健班

096-333-2209

6 熊本県 八代市 10月24日 「FMやつしろ」での広報
健康福祉部
こども未来課
子育て支援係

0965-33-8721

7 熊本県 八代市 １１月 ○ 広報紙において「児童虐待防止月間」の周知
健康福祉部
こども未来課
子育て支援係

0965-33-8721

8 熊本県 人吉市 通年 ○ ○
出生届・転入届等の際に子育てガイドブックを配布し、相談機関等を
紹介

福祉課
児童福祉係

0966-22-2111

9 熊本県 人吉市 11月 ○ ○ 市広報紙に児童虐待防止月間の啓発記事を掲載
福祉課

児童福祉係
0966-22-2111

10 熊本県 水俣市 ４月 広報誌掲載（虐待等人権侵害による相談会開催通知）
福祉課

福祉推進室
0966-61-1660

11 熊本県 水俣市 ７月 広報誌児童虐待防止推進月間標語募集の掲載
福祉課

福祉推進室
0966-61-1661

12 熊本県 水俣市 11月 ○ 広報掲載による児童虐待の周知
福祉課

福祉推進室
0966-61-1662
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13 熊本県 水俣市 11月 ○ 駅･商店外への児童虐待･DV防止相談周知カードの配布
福祉課

福祉推進室
0966-61-1663

14 熊本県 玉名市 11月1日 ○ 市広報紙、市ホームページで児童虐待防止月間と市相談窓口を紹介 子育て支援課 0968-75-1120

15 熊本県 天草市 通年 ○ 依頼時に民生委員等の集まり時に、児童虐待についての研修を開催
健康福祉部

子育て支援課
子ども相談係

0969-23-1111

16 熊本県 天草市 11月 ○ 広報誌において、児童虐待や相談先などを紹介
健康福祉部

子育て支援課
子ども相談係

0969-23-1111

17 熊本県 山鹿 11月 ○
「虐待・暴力防止ネットワーク」について、市の広報誌に掲載し啓発を
行う。

子育て支援課 43-1514

18 熊本県 菊池市 2月 ○ 要対協構成員を対象にした講演会 子育て支援課 0968-25-7214

19 熊本県 菊池市 11月 ○ 『広報菊池』に児童虐待に関する啓発文書を掲載 子育て支援課 0968-25-7214

20 熊本県 菊池市 12月 人権フェスティバル時に児童虐待啓発チラシを配布 子育て支援課 0968-25-7214

21 熊本県 菊池市 ６月～10月 ○
市内４中学校において、命の大切さと幼い子どもの特徴や育児につい
て学ぶ思春期教室（ふれあい育児教室）を開催

健康推進課 0968-25-7219

22 熊本県 宇土市 11月15日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する市の施策を紹介 子育て支援課 0964-22-1111

23 熊本県 上天草市 8月6日 ○
市内の中学生を対象に、赤ちゃんとのふれあいをとおして子育て・家
族の愛情・親の役割等を学習するふれあい乳児健診を実施。

健康福祉部
健康づくり推進課

母子保健係
0969-28-3351

24 熊本県 上天草市 11月中 ○
虐待通告制度及びオレンジリボンキャンペーンに関する記事をホーム
ページへ掲載

健康福祉部福祉課
子育て支援係

0969-28-3351

25 熊本県 上天草市 11月15日 ○
虐待通告制度及びオレンジリボンキャンペーンに関する記事を広報へ
掲載

健康福祉部福祉課
子育て支援係

0969-28-3351

26 熊本県 宇城市
11月1日～
11月30日

○
市広報誌（１１月号）及び市ホームページにおいて、児童虐待に関する
記事の掲載

健康福祉部
児童福祉センター

0964-33-1118

27 熊本県 宇城市

８月７日、8月21日、
9月12日、11月12

日、
2月12日

○
各民生委員・児童委員協議会（５地区）において、「児童虐待」に関す
る研修会を開催（各支所及び本庁舎）

健康福祉部
児童福祉センター

0964-33-1118

28 熊本県 宇城市
１０月３１日～
１２月１９日

○
親育ち支援事業「ＮＰプログラム」の開催（宇城市不知火支所にて開
催、週1回（全8回）開催）

健康福祉部
児童福祉センター

0964-33-1118
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都道府県 市区町村
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11月に実施する
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

29 熊本県 阿蘇市 １１月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する周知を行う
市民部福祉課
子育て支援係

0967-22-3167

30 熊本県 阿蘇市 １１月 ○ 阿蘇市の各施設等において、虐待防止等のチラシの掲示
市民部福祉課
子育て支援係

0967-22-3167

31 熊本県 合志市 11月18日 ○ 要対協代表者会議でのオレンジリボン配布による周知 子育て支援課 096-242-1159

32 熊本県 合志市 11月 ○ 市の広報誌への掲載 子育て支援課 096-242-1159

33 熊本県 合志市 11月22日 ○ グッズ配布による街頭キャンペーン 子育て支援課 096-242-1159

34 熊本県 合志市 1月20日 男女共同参画事業と絡めてキャンペーンを行う（グッズの配布） 子育て支援課 096-242-1159

35 熊本県 玉東町 11月 ○ 町広報誌において児童虐待防止に関する町の取組紹介 保健介護課 0968-85-6557

36 熊本県 和水町 随時 ○ ○ 広報なごみによる啓発
健康福祉課

子ども家庭係り
0968-86-5724

37 熊本県 大津町 １１月 ○ 町子育て・健診セターにて、児童虐待防止のための研修会開催
子育て支援課
子育て支援係

096-293ｰ5981

38 熊本県 菊陽町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する町の施策を紹介
福祉生活部福祉課

子育て支援係
096-232-4913

39 熊本県 菊陽町 11月 ○
独自の啓発カードを作成し、町関係機関の窓口に配置したり、乳幼児
健診時にに配布

福祉生活部福祉課
子育て支援係

096-232-4913

40 熊本県 南小国町 １１月 ○
全国共通ダイヤル及び役場窓口相談の周知のためのケーブルテレビ
文字放送及び同内容を町広報に掲載

福祉課
保育児童係

0967-42-1113

41 熊本県 西原村 11月 ○ 村広報紙において、児童虐待防止に関する内容等を紹介 住民課 096-279-4397

42 熊本県 御船町 4月15日 町広報誌において、児童相談員を紹介
福祉課

児童福祉係
096-282-1346

43 熊本県 御船町 10月15日
町広報誌において、児童虐待防止及び相談窓口等に関する記事を掲
載

福祉課
児童福祉係

096-282-1346

44 熊本県 御船町 11月 ○
町独自に作成した児童虐待防止及び相談窓口を周知するリーフレット
を配布

福祉課
児童福祉係

096-282-1346

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

45 熊本県 嘉島町 11月 ○ ○ 町広報誌により児童虐待予防等に関する内容を掲載 町民課 096-237-2576

46 熊本県 益城町 7月1日～10日
町内小学校3年生に対してオレンジリボン活動や虐待についての啓発
活動を兼ねて短冊作りを６月中に依頼し、7月の七夕に庁舎内に飾り
付けを行う

子ども課 096-286-3111

47 熊本県 益城町 11月1日 ○
町広報誌において、町の児童相談状況や児童虐待防止に関する取
組みを紹介

子ども課 096-286-3111

48 熊本県 益城町 11月 ○
公共機関、郵便局、銀行、教育機関等に自治体の相談窓口を、記載
したしおりを配布

子ども課 096-286-3111

49 熊本県 益城町 11月 ○
オレンジリボン活動の啓発：庁舎内にオレンジリボンツリーを設置し、
啓発活動を行う

子ども課 096-286-3111

50 熊本県 甲佐町 11月1日 町広報誌にて、児童虐待防止推進月間記事掲載予定 福祉課 096-234-1114

51 熊本県 山都町 11月 ○ 町広報誌に町で設置している虐待相談窓口について掲載予定
健康福祉課

福祉係
0967-72-1229

52 熊本県 芦北町 11月 ○ 町広報紙において児童虐待防止の啓発
福祉課・

児童家庭福祉係
0966-82-2511

53 熊本県 津奈木町 １１月 ○ 児童虐待防止について町の広報紙へ掲載 住民課福祉班 0966-78-3113

54 熊本県 錦町 11月1日 ○
町の広報誌において、児童虐待の相談窓口の周知や、発見時の早期
対応、報告通報について、虐待の種類や県の現状の説明などを掲載
する。

住民福祉課
福祉子育て支援係

0966－38－1112

55 熊本県 あさぎり町 随時 ○
母子手帳交付・出生届出の際に、子育て支援・母子保健・児童虐待防
止に関する小冊子等の配布

福祉課 0966-45-7214

56 熊本県 多良木町 １１月 ○
児童虐待防止ポスターを掲示する（保育園・小学校・中学校・庁舎内・
図書館など）

子ども対策課 0966-42-1262

57 熊本県 多良木町 １０月 ○ 県からの広報ポスターを町内回覧 子ども対策課 0966-42-1262

58 熊本県 湯前町 11月 ○
町イベント時に児童虐待防止とオレンジリボン普及のための専門コー
ナーを設置し、来場者に子育て支援・母子保健・児童虐待に関する小
冊子等の配布を行う

保健福祉課 0966-43-4112

59 熊本県 湯前町 1月 ○ ○
町広報誌において児童虐待防止に関する町の施策を紹介（※11月の
町イベント時の取組を掲載し、併せて関連情報を掲載）

保健福祉課 0966-43-4112

60 熊本県 湯前町 1月～2月 ○

保育所と共催して、子どもの行動や特徴、育児の仕方など、より学べ
る機会を提供し、保護者等に児童虐待防止等に資する知識の向上を
図るため、併せて相談窓口や通告義務など周知の機会を設けるため
に講演会を実施

保健福祉課 0966-43-4112
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

61 熊本県 湯前町 10月～ ○
小・中学校の児童・生徒を対象に、性に対する正しい理解を持つこと
や、命の尊さについて学ぶ講演会を実施

保健福祉課 0966-43-4112

62 熊本県 水上村 11月 ○ 独自作製のリーフレット配布（全世帯） 住民福祉課 0966-44-0313

63 熊本県 相良村 11月 ○ 広報誌にて「児童虐待防止推進月間」関連記事掲載 保健福祉課 0966-35-1032

64 熊本県 五木村 11月 ○ 村の広報誌にて児童虐待防止の啓発について掲載 保健福祉課 0966-37-2214

65 熊本県 山江村 11月 ○
１１月発行の広報誌及びケーブルテレビを利用し、児童虐待防止強化
期間の周知を行う

健康福祉課 0966-23-3978

66 熊本県 球磨村 11月 ○ 村広報誌において、児童虐待防止に関する内容を掲載
住民福祉課

福祉係
0966-32-1112

67 熊本県 苓北町 11月 ○ 10月の町広報紙に児童虐待防止月間の周知の掲載 福祉保健課 0969-35-1111

44 1 大分県 大分県 11月 ○ 児童虐待防止等を呼びかける新聞広告の掲載（５紙）
こども子育て支援

課
097-506-2707

2 大分県 大分県 11月 ○
子育て電話相談センター（いつでも子育てほっとライン）の
周知のためのTVスポットの放送（民放３局）

こども子育て支援
課

097-506-2707

3 大分県 大分県 11月～12月 ○
子育て電話相談センター（いつでも子育てほっとライン）の
周知のためのラッピングバス（１台）の運行

こども子育て支援
課

097-506-2707

4 大分県 大分県 11月 ○
子育て電話相談センター（いつでも子育てほっとライン）の
周知のためのチラシ、カード、しおり、マグネットプレート
の配付（相談機関等あて）

こども子育て支援
課

097-506-2707

5 大分県 大分県 11月 ○
児童虐待防止等を呼びかける横断幕の掲示
（歩道橋、県庁舎、計４か所）

こども子育て支援
課

097-506-2707

6 大分県 大分県 11月上旬 ○ 児童虐待防止等を呼びかけるラジオスポットの放送
こども子育て支援

課
097-506-2707

7 大分県 大分県 5月～12月 ○ ○

若い世代が生命を次代に伝え育んでいくことの大切さと、
家庭を築くことの意義について理解を深めるため、
県内４大学で「ライフデザイン講座」を開講
（次代の親づくり推進事業）

こども子育て支援
課

097-506-2707

8 大分県 大分県 通年 ○ 県庁ＨＰに児童虐待防止についての記事掲載
こども子育て支援

課
097-506-2707

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

9 大分県 大分県 7月～9月 県庁ＨＰで子どもの車内放置防止を呼びかけ
こども子育て支援

課
097-506-2707

10 大分県 大分県 7月14日 子どもの車内放置防止を呼びかける新聞広告を掲載（４紙）
こども子育て支援

課
097-506-2707

11 大分県 大分県 8月3日 県政ＴＶ番組内で子どもの車内放置防止を呼びかけ
こども子育て支援

課
097-506-2707

12 大分県 大分市 4月1日 市報において、児童虐待防止に係る相談先や施策を紹介 子育て支援課 097-537-5688

13 大分県 大分市 4月15日
市報において、児相主催の里親制度説明会開催について
紹介

子育て支援課 097-537-5688

14 大分県 大分市 6月
車内放置防止ポスター･チラシを保育所等に配布。チラシについては
保護者へ配布。

子育て支援課 097-537-5688

15 大分県 大分市 7月～9月 車内放置防止ポスターをイオン関係店舗（2箇所/月）に掲示 子育て支援課 097-537-5688

16 大分県 大分市 7月15日 市報において、車内放置防止について掲載 子育て支援課 097-537-5688

17 大分県 大分市 11月 ○ 市庁舎に虐待防止推進月間標語を記載した横断幕を設置 子育て支援課 097-537-5688

18 大分県 大分市 11月 ○
幼・小・中・保育園児等へ相談窓口等を記載したカードを
配布

子育て支援課 097-537-5688

19 大分県 大分市 11月 ○
幼・小・中・保育園等へ相談窓口等を記載したリーフレットを
配布

子育て支援課 097-537-5688

20 大分県 大分市 11月 ○ 市報において、児童虐待防止推進月間について掲載 子育て支援課 097-537-5688

21 大分県 別府市 ５月 市報に児童虐待通告先と子育て相談窓口の周知記事を掲載 児童家庭課 0977-21-1239

22 大分県 別府市 ８月 市報に子どもの車内放置防止の啓発記事を掲載 児童家庭課 0977-21-1239

23 大分県 別府市 １１月 ○
虐待通告制度ならびに子育て支援相談窓口や支援センターについて
の広報チラシを『市報べっぷ』とともに各戸回覧

児童家庭課 0977-21-1239

24 大分県 別府市 １１月 ○
地元ケーブルテレビの行政広報番組内で児童虐待通告先などの周知
を図る

児童家庭課 0977-21-1239
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25 大分県 別府市 １１月 ○ 市報に児童虐待防止推進月間と相談窓口の周知記事を掲載 児童家庭課 0977-21-1239

26 大分県 中津市 8月 車内放置による熱中症防止について市報掲載 子育て支援課 0979-22-1129

27 大分県 中津市 9月 児相主催の里親制度説明会開催について市報掲載 子育て支援課 0979-22-1129

28 大分県 中津市 11月 ○ 児童虐待防止について市報掲載 子育て支援課 0979-22-1129

29 大分県 中津市 10月～12月 ○ 子育てしつけ教室　全6回を中津市役所にて開催 子育て支援課 0979-22-1129

30 大分県 日田市 8月1日 市広報紙に、車内放置熱中症防止啓発の記載 こども未来室 0973-22-8292

31 大分県 日田市 11月1日 ○ 市広報紙に、児童虐待防止啓発の記載 こども未来室 0973-22-8292

32 大分県 日田市
11月1日～
11月30日

○ 市庁舎電光掲示板に「児童虐待防止月間」のテロップ表示 こども未来室 0973-22-8292

33 大分県 日田市
11月1日～
11月30日

○
市庁舎外壁に「児童虐待防止月間」の懸垂幕設置及び玄関にのぼり
の設置

こども未来室 0973-22-8292

34 大分県 日田市
11月1日～
11月30日

○ 市内有線テレビに児童虐待防止推進月間の広報依頼（文字放送） こども未来室 0973-22-8292

35 大分県 日田市 11月9日 ○
市内で開催されるイベント(日田天領まつり）に合せて、オレンジリボン
運動の街頭啓発活動

こども未来室 0973-22-8292

36 大分県 佐伯市 4月
学校等に児童虐待の相談窓口等の紹介を記載したチラシ
を配布

こども福祉課 0972-22-3976

37 大分県 佐伯市 11月 ○
児童虐待のリーフレットを各施設、学校等に配布する。
市報において、児童虐待防止推進月間等を周知する。

こども福祉課 0972-22-3976

38 大分県 臼杵市 11月 ○ 市報において児童虐待防止推進月間等を掲載 福祉課 0972-86-2716

39 大分県 臼杵市 通年 ○ 子育て携帯サイトに児童虐待防止（通告先等)の情報を掲載 福祉課 0972-86-2716

40 大分県 津久見市 随時 児童虐待に関する内容の市報掲載 福祉事務所 0972-82-9519

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

41 大分県 津久見市 11月 ○ 子どもの虐待防止推進全国フォーラムinおおいた参加 福祉事務所 0972-82-9519

42 大分県 竹田市
11月1日～
11月30日

○ 市役所庁舎に児童虐待防止月間啓発横断幕の設置
福祉事務所

子育て支援係
0974-63-4811

43 大分県 竹田市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止月間について掲載
福祉事務所

子育て支援係
0974-63-4811

44 大分県 竹田市 6月
子育て講演会「乳幼児期の心の育ちと関わり方」「子どもの豊かな発
達を支える関わり」

福祉事務所
子育て支援係

0974-63-4810

45 大分県 竹田市 10月 ○
乳幼児ふれあい教室：高校生を対象に、性や妊娠・出産、父性・母性
の育成を目的に開催

福祉事務所
子育て支援係

0974-63-4810

46 大分県 豊後高田市
11月1日～
11月30日

○ 市広報誌において、児童虐待防止月間について掲載
子育て・健康推進課

子育て支援係
0978-22-3100

47 大分県 豊後高田市 ２月 児童虐待に関する市民向け講演会を実施予定
子育て・健康推進課

子育て支援係
0978-22-3100

48 大分県 豊後高田市 通年 ○ ８か月児健診の際、市で作成したチラシを配布し相談窓口の紹介
子育て・健康推進課

子育て支援係
0978-22-3100

49 大分県 杵築市
11月1日～
11月30日

○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する広報
子育て・健康推進課

子育て応援室
0977-75-2408

50 大分県 杵築市
11月1日～
11月30日

○ 保育所等関係機関への定例巡回訪問による周知徹底
子育て・健康推進課

子育て応援室
0977-75-2408

51 大分県 杵築市
11月1日～
11月30日

○
児童虐待防止月間のポスター及びリーフレットを保育園等関係機関
に配布

子育て・健康推進課
子育て応援室

0977-75-2408

52 大分県 宇佐市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する関連記事の掲載
福祉保健部

子育て支援課
0978-32-1111

53 大分県 宇佐市 10月or11月
認可保育園協議会意見交換会にて児童虐待に関する講演会開催を
予定

福祉保健部
子育て支援課

0978-32-1111

54 大分県 豊後大野市 １１月 ○ 市が独自に作成した児童虐待防止啓発チラシ配布
社会福祉課
こども支援室

0974-22-1001

55 大分県 由布市 １１月 ○ 市の広報誌に掲載 子育て支援課 0977-84-3111

56 大分県 由布市 通年 ○ ○ ホームページ・市公式携帯サイト「もば！ゆふ！」に掲載 子育て支援課 0977-84-3111
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

57 大分県 国東市 ７月 ○ 自動車内の放置などによる熱中症予防スポットの放送をＣＴＶで放送 福祉事務所 0978-72-5164

58 大分県 国東市 １１月 ○ 児童虐待防止月間の啓発スポットのＣＴＶによる放送 福祉事務所 0978-72-5164

59 大分県 日出町 11月 ○ 児童虐待防止周知・啓発広報チラシの配布（各戸回覧） 福祉対策課 0977-73-3121

60 大分県 日出町 11月 ○ 街頭でチラシ配布 福祉対策課 0977-73-3121

61 大分県 日出町 1月 要保護児童対策地域協議会関係機関を対象に講演会 福祉対策課 0977-73-3121

62 大分県 日出町 ３月 保護者向け講演会 福祉対策課 0977-73-3121

63 大分県 九重町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間の周知 健康福祉課 0973-76-3821

64 大分県 九重町 11月 ○
要対協関係者・民生委員児童委員を対象とした、児童虐待防止研修
会の開催。

健康福祉課 0973-76-3821

65 大分県 玖珠町 11月1日 ○
広報くす11月1日号にて児童虐待防止月間のＰＲ及び相談窓口の周
知予定

福祉保健課
福祉係

0973-72-1115

45 1 宮崎県 宮崎市 11月 ○
市広報11月号において、児童虐待に関する特集を掲載し、一般に対し
て周知・啓発を行う。

福祉部
子育て支援課

0985-21-1766

2 宮崎県 宮崎市 11月 ○ FMラジオに出演し、児童虐待についての周知を図る。
福祉部

子育て支援課
0985-21-1766

3 宮崎県 宮崎市 通年 ○ 「子ども虐待への対応について」をテーマとした出前講座を実施。
福祉部

子育て支援課
0985-21-1766

4 宮崎県 宮崎市 8月
宮崎市要保護児童対策地域協議会の構成機関に対して、講演会を
実施。

福祉部
子育て支援課

0985-21-1766

5 宮崎県 都城市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待防止に関する市の取り組みについて紹
介

福祉部こども課
母子保健担当

0986-23-2684

6 宮崎県 都城市 １０月 ＦＭラジオに出演し、児童虐待防止について周知を図る
福祉部こども課
母子保健担当

0986-23-2684

7 宮崎県 都城市
11月1日～
11月30日

○
市庁舎及び県合同庁舎に懸垂幕・中央通り（１０号線）にバナーを掲
示・総合支所等にのぼり旗設置

福祉部こども課
母子保健担当

0986-23-2684

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

8 宮崎県 都城市 11月10日 ○ イベント内にてチラシ付きティッシュの配布を行う
福祉部こども課
母子保健担当

0986-23-2684

9 宮崎県 延岡市 11月1日 ○ 市広報誌で虐待防止月間の周知及び本市の取組の紹介 こども家庭課 0982-22-7017

10 宮崎県 延岡市 8月3日 社会福祉大会で、児童虐待防止啓発用パンフレットの配布 こども家庭課 0982-22-7017

11 宮崎県 日南市
9月1日
11月1日
3月1日

○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する広報・啓発を行う。
福祉部こども課
子育て支援係

0987-31-1131

12 宮崎県 小林市 11月 ○ 市の広報誌により児童虐待防止月間の周知を図る。 子育て支援課 0984-23-1278

13 宮崎県 小林市 11月 ○
市民祭りの会場において、児童虐待防止のパンフレット等を配布す
る。

子育て支援課 0984-23-1278

14 宮崎県 日向市 7月7日
第９回日向七夕祭り会場でのオレンジリボンの飾りつけ、チラシ付き
ティッシュの配布。

市民福祉部こども課
子育て支援係

0982-52-2111

15 宮崎県 日向市 １１月 ○ 公用車にオレンジリボンステッカーを貼付。
市民福祉部こども課

子育て支援係
0982-52-2111

16 宮崎県 日向市 １１月 ○
市広報１１月号に児童虐待に関する特集ページを組み、啓発を行な
う。

市民福祉部こども課
子育て支援係

0982-52-2111

17 宮崎県 日向市 １１月～１２月 ○
市庁舎内において、市民と共にオレンジリボンツリー製作を行ない展
示する。児童虐待に関する記事の掲示やチラシ付きティッシュの配布

市民福祉部こども課
子育て支援係

0982-52-2111

18 宮崎県 日向市 1月28日 ○
日向市中央公民館において、児童虐待防止啓発促進映画、「ハッ
ピーバースデイ」を２回上映予定。

市民福祉部こども
課

子育て支援係
0982-52-2111

19 宮崎県 串間市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止の啓発を行う
福祉事務所

子育て支援係
0987-72-8701

20 宮崎県 串間市 11月 ○ 串間市独自に作成したリーフレットを関係機関に配布
福祉事務所

子育て支援係
0987-72-8701

21 宮崎県 串間市 11月 ○ 乳児全戸訪問時に訪問者に配布するオレンジリボンの作成
福祉事務所

子育て支援係
0987-72-8701

22 宮崎県 串間市 11月 ○ 啓発の為のオレンジリボンツリーを展示する
福祉事務所

子育て支援係
0987-72-8701

23 宮崎県 西都市 11月 ○
市広報誌に児童虐待防止推進月間及び児童虐待防止に関する記事
掲載

福祉事務所
児童福祉係

0983-43-0376
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24 宮崎県 西都市 11月 ○ 市役所庁舎内にオレンジリボンのディスプレイを行う
福祉事務所
児童福祉係

0983-43-0376

25 宮崎県 えびの市 11月5日 ○
市広報及びホームページで虐待防止月間の周知及び相談窓口連絡
先の掲載

福祉事務所
子育て支援係

0984-35-1111

26 宮崎県 えびの市 11月24日 ○
11/24（日）に開催予定の「子育て応援フェスティバルinえびの」におい
て周知を行う

福祉事務所
子育て支援係

0984-35-1111

27 宮崎県 三股町 １１月 ○ 役場庁舎に懸垂幕、総合福祉センターに横断幕を設置する
子育て支援

センター
0986-52-8101

28 宮崎県 三股町 １１月 ○ 役場ロビーに児童虐待についてのパネルを設置し、啓発を行う
子育て支援

センター
0986-52-8101

29 宮崎県 三股町 １１月９日・１０日 ○
三股町の祭り会場にて啓発（来場者にカードや子育て支援マップの配
布、メッセージカードの記入をしてもらう予定）

子育て支援
センター

0986-52-8101

30 宮崎県 高原町 １１月 ○ 町広報誌において、児童虐待に関する広報・啓発を行う。 町民福祉課 0984-42-1067

31 宮崎県 国富町 １１月 ○ 町広報誌において児童虐待に関する通告制度等の周知を掲載 福祉課 0985-75-9403

32 宮崎県 高鍋町 10月27日 ○
10/27(日)に開催する「第８回高鍋町子育て応援フェスティバル」にお
いて周知を行う。

健康福祉課
子ども支援係

0983-26-2010

33 宮崎県 新富町 11月 ○ オレンジリボン運動の周知と職員のオレンジリボン着用 町民こども課 0983-33-1293

34 宮崎県 西米良村
11月1日～
11月15日

○ ○
村健康展にて児童虐待防止啓発パネル展示と同時に村内テレビ電話
端末放送にて各世帯へ周知・啓発を行う。

福祉健康課 0983-36-1114

35 宮崎県 木城町 １１月 ○ ポスターの掲示及び町広報誌での広報・啓発 福祉保健課 0983‐32‐4733

36 宮崎県 川南町 通年 ○ 第１子出産後の母親に対する産後うつの調査
健康福祉課
健康推進係

0983-27-8009

37 宮崎県 都農町 11月 ○ 町広報において、児童虐待防止の啓発記事を掲載
福祉課

児童福祉係
0983-25-5714

38 宮崎県 門川町 １１月 ○
町広報誌において、児童虐待防止推進月間及び児童虐待防止に関
する記事を掲載する。

福祉課
子育て支援係

0982-63-1140

39 宮崎県 諸塚村 11月 ○ 村広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載。 住民福祉課 0982-65-1119
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

40 宮崎県 高千穂町 11月 ○ ○ 町広報誌において児童虐待防止に関する周知を行う。 福祉保険課 0982-73-1202

41 宮崎県 日之影町 １１月 ○ 町広報誌(１１月号）に、児童虐待防止に関する記事掲載予定 町民課 0982-87-3902

42 宮崎県 五ヶ瀬町 11月 ○ 町の広報誌により、児童虐待防止についての記事を掲載 住民福祉課 0982-82-1702

43 宮崎県 宮崎県
11月1日～
11月30日

○ テレビ・ラジオにて、児童虐待防止月間に関するスポットＣＭを放送 こども家庭課 0985-26-7570

44 宮崎県 宮崎県 11月1日 ○ 児童虐待防止月間に関する新聞広告を県内主要日刊紙に掲載 こども家庭課 0985-26-7570

45 宮崎県 宮崎県 １１月３日、９日 ○ 県の広報テレビ番組にて児童虐待防止月間について放送 こども家庭課 0985-26-7570

46 宮崎県 宮崎県
１１月４日～
１０日、１９日

○ 県の広報ラジオ番組にて児童虐待防止月間について放送 こども家庭課 0985-26-7570

47 宮崎県 宮崎県
１０月２７日、
１１月１０日

○
県内主要日刊紙掲載の県の広報欄に児童虐待防止月間に関する紹
介記事を掲載

こども家庭課 0985-26-7570

48 宮崎県 宮崎県
11月1日～
11月30日

○ 県庁舎外壁に児童虐待防止月間に関する懸垂幕を掲示 こども家庭課 0985-26-7570

49 宮崎県 宮崎県
11月1日～
11月10日

○
県庁本館建物を児童虐待防止のシンボルカラーであるオレンジにて
夜間ライトアップ

こども家庭課 0985-26-7570

50 宮崎県 宮崎県
１０月２８日～
１１月１０日

○
県庁本館の展示コーナーで児童虐待防止に関するパネルを設置し啓
発を行う。

こども家庭課 0985-26-7570

46 1 鹿児島県 鹿児島県 11月10日 ○ オレンジリボン街頭キャンペーン
保健福祉部

子ども福祉課
児童福祉係

099-286－2763

2 鹿児島県 鹿児島県 11月 ○ オレンジリボンツリーの設置（県出先機関，イオン鹿児島等）
保健福祉部

子ども福祉課
児童福祉係

099-286－2763

3 鹿児島県 鹿児島県 11月 ○ 啓発用チラシ，啓発用ボールペン配布
保健福祉部

子ども福祉課
児童福祉係

099-286－2763

4 鹿児島県 鹿児島県 11月 ○ 懸垂幕掲示（県出先機関等）
保健福祉部

子ども福祉課
児童福祉係

099-286－2763

5 鹿児島県 鹿児島県 11月 ○ 公用車による広報テープの巡回放送，ステッカー貼付
保健福祉部

子ども福祉課
児童福祉係

099-286－2763

140



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

6 鹿児島県 鹿児島県 11月 ○ 県ホームページや広報誌等への掲載
保健福祉部

子ども福祉課
児童福祉係

099-286－2763

7 鹿児島県 鹿児島市 9月29日
安心安全まちづくり市民大会において、のぼりを掲げてのパレード参
加とポケットティッシュの配布

健康福祉局子育て
支援部こども福祉課

家庭福祉係
099-216-1260

8 鹿児島県 鹿児島市
11月1日～
11月30日

○ 市役所本庁舎・各支所に児童虐待防止啓発ののぼりを設置
健康福祉局子育て

支援部こども福祉課
家庭福祉係

099-216-1260

9 鹿児島県 鹿児島市
11月1日～
11月30日

○ 虐待防止啓発や虐待通告制度に関するCMを街頭ビジョンで放映
健康福祉局子育て

支援部こども福祉課
家庭福祉係

099-216-1260

10 鹿児島県 鹿児島市
11月1日～
11月30日

○
児童虐待防止啓発のポスターを作成し、公共交通機関や公共施設へ
配布

健康福祉局子育て
支援部こども福祉課

家庭福祉係
099-216-1260

11 鹿児島県 鹿児島市 11月1日 ○
オレンジリボン活動の周知や虐待通告制度に関する街頭キャンペー
ンを行ないポケットティッシュ等を配布する

健康福祉局子育て
支援部こども福祉課

家庭福祉係
099-216-1260

12 鹿児島県 鹿児島市 11月24日 ○ 児童虐待防止に関する講演会・シンポジウムの実施
健康福祉局子育て

支援部こども福祉課
家庭福祉係

099-216-1260

13 鹿児島県 鹿屋市 ４月 市広報紙において、児童虐待防止の啓発
保健福祉部

子育て支援課
児童家庭係

0994-31-1134

14 鹿児島県 鹿屋市 １０月
市内の小学校・中学校・幼稚園・保育園へ児童虐待防止啓発チラシを
配布

保健福祉部
子育て支援課
児童家庭係

0994-31-1134

15 鹿児島県 鹿屋市 １１月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間を周知
保健福祉部

子育て支援課
児童家庭係

0994-31-1134

16 鹿児島県 鹿屋市 １１月 ○
児童福祉施設（保育所含む）と協力し、大型商業施設で児童虐待防止
啓発チラシを配布

保健福祉部
子育て支援課
児童家庭係

0994-31-1134

17 鹿児島県 鹿屋市 11月1日～30日 ○ 市役所庁舎内にオレンジリボンツリーを設置
保健福祉部

子育て支援課
児童家庭係

0994-31-1134

18 鹿児島県
いちき

串木野市
11月1日～
11月30日

○ 市広報紙による児童虐待防止月間の周知及び啓発
福祉課

社会福祉係
0996-33-5618

19 鹿児島県 阿久根市 １１月 ○ 市役所庁舎内にオレンジリボンツリーを設置
生きがい対策課

子育て支援
センター管理係

0996-72-3939

20 鹿児島県 阿久根市 １１月 ○ 市役所，支所，出張所に児童虐待防止啓発の幟旗を設置
生きがい対策課

子育て支援
センター管理係

0996-72-3939

21 鹿児島県 阿久根市 １１月 ○ 市広報紙に児童虐待防止啓発記事を掲載
生きがい対策課

子育て支援
センター管理係

0996-72-3939

都道府県 市区町村
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22 鹿児島県 西之表市 11月1日 ○ 市広報誌において児童虐待防止推進月間に関する広報・啓発
福祉事務所

子育て支援係
0997-22-1111

23 鹿児島県 西之表市
中学生10月8日

高校生２月（予定）
○

「望まない妊娠」が母体に与える影響も含め、性について考える講演
会を、中高生を対象に実施し、「望まない妊娠」「大切ないのち」につい
て学び、自己肯定感を高めることにより、将来における児童虐待の防
止を図る。

福祉事務所
子育て支援係

0997-22-1111

24 鹿児島県 垂水市 １１月 ○ 市広報紙において児童虐待について広報
保健福祉課

児童障害者係
0994-32-1115

25 鹿児島県 志布志市
5月1日、14日、

6月11日、7月9日
○

ふれ愛セミナー（中学生を対象に、乳児とのふれあいを通して乳児に
ついての理解、育児のあり方を体験）

保健課
保健対策係

099-474-1111

26 鹿児島県 志布志市 8月12日、13日 ○
ピアカウンセリング事業（高校生を対象に、生と性について学ぶため、
ヒアカウンセリングを実施）

保健課
保健対策係

099-474-1111

27 鹿児島県 薩摩川内市 11月 ○
川内駅前・ショッピングモール等において児童虐待に関する相談案内
の配布(予定)

市民福祉部
子育て支援課
育成支援G

0996-23-5111

28 鹿児島県 薩摩川内市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する相談先等を紹介
市民福祉部

子育て支援課
育成支援G

0996-23-5111

29 鹿児島県 伊佐市 ２月 児童虐待未然防止に関する研修会
福祉事務所

子育て支援係
0995-23-1311

30 鹿児島県 霧島市 通年 ○

年間を通じて「霧島市出前講座」と称し、市職員が地域に出向き、市
民に市政に対する理解を深めていただくため、市民・団体からの申込
みに応じて出前講座を実施。講座名「見過ごさないぞ！ＤＶ・虐待講
座」※保健福祉部児童福祉課も共同で実施

企画部企画政策課
男女共同参画
推進グループ

0995-45-5111

31 鹿児島県 霧島市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間を周知するため、市広報誌への掲載を行う。
保健福祉部
児童福祉課

子育て支援推進室
0995-45-5111

32 鹿児島県 南さつま市
11月1日～
12月25日

○ 公的施設内ツリーにオレンジリボン掲示、職員は胸に掲示 子ども応援室 0993-53-2111

33 鹿児島県 南さつま市 11月7日～ ○ 市広報紙による啓発活動 子ども応援室 0993-53-2111

34 鹿児島県 湧水町 11月 ○ 自治体独自に作成したチラシを配布 福祉課 0995-74-3111

35 鹿児島県 喜界町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止の周知 保健福祉課 0997-65-3685

36 鹿児島県 知名町 11月8日 ○ 児童虐待防止パンフレット全戸配布 保健センター 0997-93-2075
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37 鹿児島県 龍郷町 11月 ○
全戸配布の広報誌において児童虐待防止月間及び相談窓口の情報
を掲載。

町民税務課 0997-62-3111

38 鹿児島県 和泊町
8月26日～
8月28日

○ 子育て支援職場体験　（各こども園） 町民支援課 0997-84-3526

39 鹿児島県 和泊町 10月25日 町広報誌において、児童虐待防止に関する啓発を行う 町民支援課 0997-84-3526

40 鹿児島県 和泊町 11月 ○ 子育て世代を対象とした児童虐待防止に関する講演会の開催 町民支援課 0997-84-3526

41 鹿児島県 和泊町 11月 ○
商店街において，子育て支援・児童虐待・母子保健に関する
リーフレット等の配布

町民支援課 0997-84-3526

42 鹿児島県 和泊町 11月21日 ○ ○
両親学級を隣町と合同で開催し，子どもの特性や育児の仕方等
を学ぶとともに，困った際に相談できる窓口の周知

保健福祉課 0997-84-3526

43 鹿児島県 和泊町
11月１日～
11月30日

○
町内有線テレビにおいて，児童虐待防止推進月間の周知や虐待通告
等に関する文字放送の配信を行う

町民支援課 0997-84-3526

47 1 沖縄県 沖縄県 10月8日

子ども虐待・ネグレクト防止ネットワーク理事長の山田不二子氏を講
師に、「子ども虐待を見逃さないために」と題する一般及び専門職向け
講演会を浦添市の会場において開催
　・来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット、児童相談
所全国共通ダイヤルの周知カード等を配布

福祉保健部
青少年・児童家庭課

098-866-2174

2 沖縄県 沖縄県 10月26日

育児漫画家・絵本作家の高野優氏を講師に、「子は育ち、親も育つ。
楽しまなくちゃもったいない！」と題する一般向けの講演会を那覇市の
会場において開催
　・来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット、児童相談
所全国共通ダイヤルの周知カード等を配布

福祉保健部
青少年・児童家庭課

098-866-2174

3 沖縄県 沖縄県 11月2日・3日 ○
県テレビ広報番組「うまんちゅひろば」において「児童虐待防止対策に
ついて」と題した広報を実施

福祉保健部
青少年・児童家庭課

098-866-2174

4 沖縄県 沖縄県 12月15日

特別教育支援ネット代表の小栗正幸氏を講師に、「子どもの心とどう
向き合うか」と題する一般及び専門職向けの講演会を宮古島市（離
島）において開催
　・来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット、児童相談
所全国共通ダイヤルの周知カード等を配布

福祉保健部
青少年・児童家庭課

098-866-2174

5 沖縄県 沖縄県 12月17日

特別教育支援ネット代表の小栗正幸氏を講師に、「子どもの心とどう
向き合うか」と題する一般及び専門職向けの講演会を那覇市の会場
において開催
　・来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット、児童相談
所全国共通ダイヤルの周知カード等を配布

福祉保健部
青少年・児童家庭課

098-866-2174
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6 沖縄県 沖縄県 1月19日

精神科医、NPO法人おきなわCAPセンター代表理事の長田清氏を講
師に、「思春期の子どもとは、解決志向で上手くいく！」と題する一般
及び専門職向け講演会を石垣市（離島）において開催
　・来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット、児童相談
所全国共通ダイヤルの周知カード等を配布

福祉保健部
青少年・児童家庭課

098-866-2174

7 沖縄県 沖縄県 2月2日

児童精神科医、浜松大学特任教授の杉山登志郎氏を講師に、「子ど
も虐待から生じる発達上の障害」と題する一般及び専門職向け講演
会を那覇市の会場において開催
　・来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット、児童相談
所全国共通ダイヤルの周知カード等を配布

福祉保健部
青少年・児童家庭課

098-866-2174

8 沖縄県 那覇市 11月 ○ 市の広報誌において児童虐待防止に関する市の取組等を紹介
こどもみらい部
子育て応援課

098-861-5026

9 沖縄県 那覇市 11月 ○
市の広報番組（ラジオ）において、児童虐待防止に関する市の取組等
を紹介

こどもみらい部
子育て応援課

098-861-5026

10 沖縄県 宜野湾市 通年 ○
市報及び市ホームページにおいて、児童虐待防止に関すること、市の
取組等を紹介

福祉保健部
児童家庭課

098-893-4411
内線285

11 沖縄県 宜野湾市 通年
オレンジリボンをモチーフとしたポロシャツを作成し、児童家庭課だけ
ではなく他課の職員も着用し、虐待防止推進のアピールを行ってい
る。

福祉保健部
児童家庭課

098-893-4411
内線285

12 沖縄県 宜野湾市 通年
公用車に、児童虐待防止（オレンジリボン）のマグネットを貼り、虐待
防止推進に向け全庁的に取り組んでいる。

福祉保健部
児童家庭課

098-893-4411
内線285

13 沖縄県 宜野湾市 8月3日
児童虐待防止の観点から、「どならない子育て講座～親も子どもも
ハッピーに♪～」というタイトルで、子育て理論コモンセンスペアレン
ティング使った講座を、児童センターの母親クラブを対象に開催。

福祉保健部
児童家庭課

098-893-4411
内線285

14 沖縄県 宜野湾市
9月12日、19日、
27日、10月3日

児童虐待防止の観点から、「どならない子育て講座～親も子どもも
ハッピーに♪～」というタイトルで子育て理論講座コモンセンスペアレ
ンティングを使った講座を、週１回（４回連続）市民対象に市民図書館
にて開催。

福祉保健部
児童家庭課

098-893-4411
内線285

15 沖縄県 宜野湾市 10月5日、6日
宜野湾市健康・福祉・都市づくりフェアにて、児童虐待防止のパネル
展の開催

福祉保健部
児童家庭課

098-893-4411
内線285

16 沖縄県 宜野湾市 10月16日
児童虐待防止の観点から、「どならない子育て講座～親も子どもも
ハッピーに♪～」というタイトルで、子育て理論コモンセンスペアレン
ティングを使った講座を、子育てサロンの利用者を対象に開催。

福祉保健部
児童家庭課

098-893-4411
内線285

17 沖縄県 宜野湾市
11月9日～
11月24日

○
サンエー宜野湾コンベンションシティにおいて、児童虐待防止のパネ
ル展の開催

福祉保健部
児童家庭課

098-893-4411
内線285

18 沖縄県 宜野湾市 11月14日 ○

県立中部病院の小児科医である小浜守安氏をお招きし、児童虐待防
止講演会を開催（市中央公民館会場）し、HP、庁内放送、防災行政無
線通報により市民へ案内。・来場者に対して、児童虐待防止推進月間
のリーフレット、児童相談所全国共通ダイヤルの周知カードを配布。

福祉保健部
児童家庭課

098-893-4411
内線285
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

19 沖縄県 宜野湾市 1月16日
元中央児童相談所島袋裕美氏による児童福祉支援者研修会を開催
し、参加者に児童相談所全国共通ダイヤルの周知カードを配布。

福祉保健部
児童家庭課

098-893-4411
内線285

20 沖縄県 宜野湾市 2月27日
助産師の笹良秀美氏による、市民向け子育て支援講演会を開催し、
参加者に児童相談所全国共通ダイヤルの周知カードを配布。

福祉保健部
児童家庭課

098-893-4411
内線285

21 沖縄県 石垣市 11月23日 ○
一般及び専門職等を対象にした児童虐待防止に関する講演会の開
催。

福祉部
児童家庭課

0980-82-1704

22 沖縄県 浦添市 11月1日 ○
広報「うらそえ」において、児童虐待防止について啓発を図り、相談窓
口・通告先について紹介する。

福祉部
児童家庭課

098-876-1234（内
線7326・7313）

23 沖縄県 浦添市 11月1日 ○
要保護児童対策地域協議会関係機関が参加して「オレンジリボンカッ
プソフトバレーボール大会」を開催する。

福祉部
児童家庭課

098-876-1234（内
線7326・7313）

24 沖縄県 浦添市
11月11日～
11月22日

○
市役所1階ロビーにおいて、パネル展示とﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、オレンジリボン
キャンペーンシール、相談先お知らせカードを配布する。

福祉部
児童家庭課

098-876-1234（内
線7326・7313）

25 沖縄県 浦添市
11月13日～
11月15日

○
市内大型店舗において、虐待防止に関するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄやオレンジリボン
キャンペーンシール、相談先をお知らせするカードを配布する。

福祉部
児童家庭課

098-876-1234（内
線7326・7313）

26 沖縄県 浦添市
11月1日～
11月30日

○
市役所庁舎に虐待防止推進月間と相談先・通告先をお知らせする懸
垂幕を張り出す。

福祉部
児童家庭課

098-876-1234（内
線7326・7313）

27 沖縄県 浦添市
11月1日～
11月30日

○
庁用車に虐待防止キャンペーンステッカーを貼り、虐待に関する相談
先・通告先の周知を図る。

福祉部
児童家庭課

098-876-1234（内
線7326・7313）

28 沖縄県 浦添市 11月 ○
市内にあるＦＭ放送局で、トーク番組に出演し、虐待防止の現状や未
然防止について語る。

福祉部
児童家庭課

098-876-1234（内
線7326・7313）

29 沖縄県 浦添市
11月1日～
11月30日

○
市役所職員が、オレンジリボンバッジを着用し、虐待防止の啓蒙啓発
を図る。

福祉部
児童家庭課

098-876-1234（内
線7326・7313）

30 沖縄県 浦添市
9月20日～
3月末日

○
市内小学校において4年生を対象に、児童虐待や暴力・人権について
学ぶワークショップを開催する。

福祉部
児童家庭課

098-876-1234（内
線7326・7313）

31 沖縄県 浦添市 12月
市内の認可外保育所の保育士を対象とした、虐待の早期発見、早期
対応、親との関わり方などを学ぶ講演会を実施する。

福祉部
児童家庭課

098-876-1234（内
線7326・7313）

32 沖縄県 浦添市 1月
市内小中学校の教師を対象とした、校内での虐待の発見とその対応
を学ぶ学習会を開催する。

福祉部
児童家庭課

098-876-1234（内
線7326・7313）

33 沖縄県 浦添市
11月1日～
11月30日

○
庁内放送で虐待防止推進月間の目的について、市民、職員へお知ら
せする。

福祉部
児童家庭課

098-876-1234（内
線7326・7313）

34 沖縄県 名護市 4月～ ○
児童虐待防止に関する啓発活動の一環として、幼稚園・小・中学校、
高等学校、保育園・所等訪問しパンフレットと説明資料を配布した。

名護市こども家庭
部

家庭政策課

0980－53－1212
（内線108）

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

35 沖縄県 名護市 8月29日
児童虐待に関する　講演会開催　テーマ「すべての子どもの生きる力
が、大切にされる世界を」　　講師：県立北部病院　小児科医　佐々木
尚美氏を招いて　対象：幼稚園、小学校教諭等

名護市こども家庭
部

家庭政策課

0980－53－1212
（内線108）

36 沖縄県 名護市 11月1日～30日 ○
児童虐待防止月間の啓発活動の一環で懸垂幕を市役所庁舎ピロ
ﾃィーに掲示予定（シンボルマーク・オレンジリボン入り）

名護市こども家庭
部

家庭政策課

0980－53－1212
（内線108）

37 沖縄県 名護市 11月1日～ ○ 市の広報紙、HP等において児童虐待防止に関する市の取組を紹介
名護市こども家庭

部
家庭政策課

0980－53－1212
（内線108）

38 沖縄県 名護市 11月1日～30日 ○
要保護児童対策地域協議会関係機関においてオレンジリボン、名護
市相談マップ、相談窓口の小冊子等の配布を行う

名護市こども家庭
部

家庭政策課

0980－53－1212
（内線108）

39 沖縄県 名護市 11月1日～30日 ○
市の電光掲示板を活用し、市民への児童虐待防止に対する周知・啓
発を図る。

名護市こども家庭
部

家庭政策課

0980－53－1212
（内線108）

40 沖縄県 名護市 11月26日 ○
児童虐待に関する講演会開催予定　講師：医療法人五和会　名護療
育園　施設長　泉川良範Dｒを招いて　テーマは未定　場所　名護市労
働福祉センター

名護市こども家庭
部

家庭政策課

0980－53－1212
（内線108）

41 沖縄県 名護市 11月 ○
地元のFMやんばる放送を活用し、児童虐待防止推進月間の周知や
取組状況について広報活動を行う。

名護市こども家庭
部

家庭政策課

0980－53－1212
（内線108）

42 沖縄県 糸満市 通年 ○
子ども虐待防止のためのリーフレット（相談関係機関の案内、児童虐
待の通告義務）の配布

福祉部
児童家庭課

098-840-8131

43 沖縄県 糸満市 11月 ○ 市のホームページにて子ども虐待防止に関する広報・啓発
福祉部

児童家庭課
098-840-8131

44 沖縄県 豊見城市 11/1～11/28 ○
パネル展を公民館・市役所と場所を変えて実施する
　（広報誌にて案内）

児童家庭課
子育て支援係

８５０－０１４３

45 沖縄県 豊見城市 10月16日 児童虐待に精通する講師を招き、市内関係者への講演会開催
児童家庭課

子育て支援係
８５０－０１４３

46 沖縄県 うるま市 通年 ○
相談窓口等対応機関、連絡先の表示のあるパンフレット、チラシ、名
刺大カードを配布（自由持ち帰りを含む）。

福祉部児童家庭課
（うるま市福祉事務

所）

098-973-4983
098-973-5041

47 沖縄県 うるま市 通年 ○
うるま市ホーム・ページ、うるま市広報誌に専用電子メール（こどもＳＯ
Ｓ相談メール）利用の相談対応、臨床心理士による「子育て相談」のあ
ることを掲載。

福祉部児童家庭課
（うるま市福祉事務

所）

098-973-4983
098-973-5041

48 沖縄県 うるま市 １１月 ○
うるま市広報誌１１月号に児童虐待防止に関する啓発記事（相談、通
告対応機関案内表示等）を掲載

福祉部児童家庭課
（うるま市福祉事務

所）

098-973-4983
098-973-5041

49 沖縄県 宮古島市 １１月号 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する取り組みを紹介 児童家庭課 0980-73-1966
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

50 沖縄県 宮古島市 １１月１日～３０日 ○ 行政チャンネルで児童虐待防止推進月間に関する情報を放送 児童家庭課 0980-73-1966

51 沖縄県 宮古島市 １１月１日～３０日 ○ 懸垂幕の設置（児童虐待防止推進月間標語の掲揚） 児童家庭課 0980-73-1966

52 沖縄県 宮古島市 １１月中 ○ 市民を対象にした児童虐待防止に関する講演会開催予定 児童家庭課 0980-73-1966

53 沖縄県 南城市 9月25日
子育て支援児童虐待予防コモンセンスペアレンテイング、ほめて育て
る効果的な躾について研修会。講師：沖縄県立若夏学院指導班長
砂川純子氏

南城市
児童家庭課

098-946-8995

54 沖縄県 南城市 10月2日
トラウマ・こころの傷つき「子どもに対するＤＶの影響」講師熊谷珠美氏
一般市民、市の関係機関向けの講演会。ＤＶ対策事業と共催児童虐
待予防及び子ども達を守る為に私たちができること。

南城市
児童家庭課

098-946-8996

55 沖縄県 南城市 11月1日 ○ 市の広報誌へ児童虐待防止対策月間について掲載
南城市

児童家庭課
098-946-8997

56 沖縄県 恩納村 11月 ○ 村広報誌において、児童虐待防止に対する周知・啓発 福祉健康課 098-966-1207

57 沖縄県 恩納村 11月 ○ 児童虐待防止講演会の開催 福祉健康課 098-966-1207

58 沖縄県 宜野座村 11月中 ○
宜野座村広報誌や防災無線放送を活用した啓発活動。各世帯へチラ
シの配布。

健康福祉課 098-968-3253

59 沖縄県 宜野座村 6月28日 ○
中学2年生を対象に、思春期特有の体や心の変化を理解するととも
に、妊娠や出産、避妊、性感染病についても知識を深め、望まない妊
娠を防ぐ。

健康福祉課 098-968-3253

60 沖縄県 伊江村 9月13日 ○

中学3年生を対象とした、性や妊娠、出産、命の尊さといった知識の普
及や、望まない妊娠を防ぐための啓発及び性病についての知識をも
ち、予防方法を知るための講演会と妊婦体験を実施し、合わせて子育
てで困った際に相談できる窓口の周知等を図った

福祉保健課 0980-49-3160

61 沖縄県 伊江村 11月 ○ 村広報誌において児童虐待防止に関する周知広報 福祉保健課 0980-49-3160

62 沖縄県 読谷村 11月号 ○
村広報誌にて児童虐待防止推進月間・子育て支援の情報の村民向
け周知記事の記載

生活福祉部
こども未来課

098-982-9240

63 沖縄県 読谷村
11月16日

(保育まつり）
○ ○

妊産婦、低年齢児の保護者への児童虐待防止啓発パンフレット（「視
点を変えて！ほめ上手でグングン子育て」）・子育てに関するリーフ
レット（「幸せママの自己尊重トレーニング」）等の配布

生活福祉部
こども未来課

098-982-9240

64 沖縄県 読谷村 11月中 ○
役場来庁者及び関係機関への児童虐待防止推進月間ポスター、リー
フレット、標語ポスター、子育て情報チラシ等の掲示・配布

生活福祉部
こども未来課

098-982-9240

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

65 沖縄県 嘉手納町 １１月 ○
嘉手納町広報誌において、オレンジリボン活動の周知や児童虐待に
関するQ＆Aを掲載

福祉部
子ども家庭課
児童福祉係

098-956-1111

66 沖縄県 嘉手納町 １１月 ○ 児童虐待防止のリーフレットの全戸配布
福祉部

子ども家庭課
児童福祉係

098-956-1111

67 沖縄県 嘉手納町 通年 ○ ○
若年妊娠者に対する親子関係の安定を図ることを目的に、「若年妊娠
者に対する命の尊さ」のDVＤの鑑賞を実施

福祉部
子ども家庭課
児童福祉係

098-956-1111

68 沖縄県 嘉手納町 7月20日
乳幼児（気になる子）の発達のしくみに対応する保育士の関わりにつ
いての勉強会

福祉部
子ども家庭課

098-956-1111

69 沖縄県 北谷町 H25.11月中旬 ○
虐待防止月間における町内教職員を対象とした児童虐待に関する研
修会の開催とリーフレット（全国共通用）を配布

子ども家庭課
児童福祉係

098-936-1234（内
線251）

70 沖縄県 北谷町 H25.11月 ○
町独自で作成予定のリーフレット全戸配布　　　　　　　　　　　　　　（虐
待通告先[市町村]の広報）

子ども家庭課
児童福祉係

098-936-1234（内
線251）

71 沖縄県 北谷町 H25.11月 ○ 虐待防止月間のパネル展
子ども家庭課
児童福祉係

098-936-1234（内
線251）

72 沖縄県 中城村 11月 ○ 村広報誌において児童虐待防止月間の周知を図る。 福祉課 098-895-2131

73 沖縄県 中城村 2月 ○ 村広報誌において、子育て相談窓口の周知を図る。 福祉課 098-895-2131

74 沖縄県 西原町 8月9日
臨床心理士の横田敦氏を講師に、「発達障害児の特性とその対応及
び保護者の受容と虐待の背景について」と題する保育士や教職員等
を対象とした講演会を開催。

福祉部福祉課
保育所係

098-945-5311

75 沖縄県 西原町 11月 ○ 町広報誌及びホームページにて、児童虐待防止月間の周知を図る。
福祉部福祉課

保育所係
098-945-5311

76 沖縄県 与那原町 11月 ○ 町広報誌へ児童虐待の広報。全世帯へ町独自のリ－フレット配布 健康保険課 098-945-6633

77 沖縄県 南風原町
11月1日～
11月30日

○
町独自に作成したリーフレット等（児童虐待防止推進月間のリーフレッ
トに用いられるデザインを使用し、町独自の相談窓口等を周知するた
めに作成されたもの）を配布。

南風原町役場
こども課

098-889-7028

78 沖縄県 南風原町
11月1日～
11月30日

○
　町独自に作成した児童虐待防止推進月間の横断幕、のぼりを月間
中に掲示

南風原町役場
こども課

098-889-7028

79 沖縄県 渡名喜村 10月25日 ○
思春期体験学習（小学５年生から中学３年生まで）命の尊さ、性に関
する知識を学ぶため講師を招き、ディスカッションや講演会を開催す
る。

民生課 098-989-2317
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

80 沖縄県 八重瀬町 11月10日 ○ ○ 「うまれる」の映画を上映予定 児童家庭課 098-998-7163

48 1 北海道 札幌市 11月1日 ○
オレンジリボンキャンペーン街頭啓発（市民へオレンジリボン入り啓発
ティッシュの無料配布）※北海道と共催

子ども未来局
児童福祉総合

センター児童療育課
011-622-8620

2 北海道 札幌市 10月
オレンジリボン協力員（地域において虐待防止に協力するボランティ
ア等）研修会の開催

子ども未来局
児童福祉総合

センター相談判定課
011-622-8630

3 北海道 札幌市 10月 大学が主催するイベント会場でのオレンジリボン配布
子ども未来局
児童福祉総合

センター相談判定課
011-622-8630

4 北海道 札幌市 10月 民間主催の親子向けイベントでの各種啓発物を配布
子ども未来局
児童福祉総合

センター相談判定課
011-622-8630

5 北海道 札幌市 11月～3月 ○ 虐待防止・通告を呼びかけるラジオＣＭ放送
子ども未来局
児童福祉総合

センター相談判定課
011-622-8630

6 北海道 札幌市 11月～3月 ○ ラジオ番組への職員出演により虐待の現状・取組をＰＲ
子ども未来局
児童福祉総合

センター相談判定課
011-622-8630

49 1 宮城県 仙台市 12月3日
児童虐待対応講演会「子ども虐待を防ぐために～親になることを支援
する～」

子育て支援課 222148189

2 宮城県 仙台市 通年 ○ 幼児健康診査において児童虐待防止啓発カードの配布 子育て支援課 222148189

3 宮城県 仙台市 未定 宮城県と合同で街頭で、一般市民向けに啓発パンフレット配布 子育て支援課 222148189

4 宮城県 仙台市 通年 ○ ○
思春期健康教育に併せて望まない妊娠についての相談窓口「せんだ
い妊娠ほっとライン」広報カードの配布

子育て支援課 222148189

5 宮城県 仙台市 通年 ○ ○ 児童虐待啓発に関するラジオスポットCM 子育て支援課 222148189

50 1 埼玉県 さいたま市 5月2日
埼玉県警察と連携した取り組みとしてオレンジリボン街頭キャンペーン
を東武鉄道岩槻駅周辺にて実施

子ども未来局
子ども育成部子育て
支援課養護・手当係

048-829-1270

2 埼玉県 さいたま市 11月中 ○
埼玉県警察と連携した取り組みとしてオレンジリボン街頭キャンペーン
を中央区内にて実施予定

子ども未来局
子ども育成部子育て
支援課養護・手当係

048-829-1270

3 埼玉県 さいたま市 10月～11月 ○
大宮駅前及びさいたまスーパーアリーナへの大宮アルディージャと連
携した横断幕の掲出

子ども未来局
子ども育成部子育て
支援課養護・手当係

048-829-1270

4 埼玉県 さいたま市 11月 ○ 市・区役所庁舎への啓発用横断幕、懸垂幕の掲出
子ども未来局

子ども育成部子育て
支援課養護・手当係

048-829-1270

都道府県 市区町村
実施（予定）
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5 埼玉県 さいたま市 11月 ○
図書館や公民館、保育園、幼稚園、小中学校などへの市作成啓発用
ポスター及びチラシの掲出及び配布

子ども未来局
子ども育成部子育て
支援課養護・手当係

048-829-1270

6 埼玉県 さいたま市 11月 ○
コミュニティバス(市内循環バス）への啓発用マグネットステッカーの掲
出

子ども未来局
子ども育成部子育て
支援課養護・手当係

048-829-1270

7 埼玉県 さいたま市 5月、11月 ○
市報さいたま１１月号及び市ホームページ等への児童虐待防止に関
する記事の掲載。

子ども未来局
子ども育成部子育て
支援課養護・手当係

048-829-1270

8 埼玉県 さいたま市 11月 ○ ○ ホットペッパーさいたま版11月号への啓発広告の掲載
子ども未来局

子ども育成部子育て
支援課養護・手当係

048-829-1270

9 埼玉県 さいたま市 １１月中 ○
大宮アルディージャと連携・共同し、ホームゲーム開催時（ＮＡＣＫ５ス
タジアム大宮）にキャンペーンを実施予定

子ども未来局
子ども育成部子育て
支援課養護・手当係

048-829-1270

51 1 千葉県 千葉市
10月20日、
11月1日、
2日、9日

○

JR千葉駅などの駅前3か所、㈱イオンの3店舗、市動物公園のイベン
トなどで、児童虐待防止啓発リーフレットの入ったマスクを10,000個配
布する。一般市民の大人のボランティアや、市内に通学する中学生、
高校生、大学生など子ども、若者のボランティアも参加し、大人と子ど
もが一緒に街頭で児童虐待防止を呼びかける。また中央区ふるさとま
つりではツリー型のキルトにリボンを飾ってもらう。

こども未来局
こども未来部
健全育成課

こども家庭支援室

043-245-5179

2 千葉県 千葉市 11月3日、17日 ○
FMラジオ放送局ベイエフエムで、児童虐待防止を呼びかけるCMを放
送する。

こども未来局
こども未来部
健全育成課

こども家庭支援室

043-245-5179

3 千葉県 千葉市 11月 ○
市内路線バス、千葉都市モノレールにおいて、児童虐待防止を呼び
かける窓上ポスターを掲示する。

こども未来局
こども未来部
健全育成課

こども家庭支援室

043-245-5179

4 千葉県 千葉市 11月 ○
児童虐待防止を啓発するリーフレットを作成し、保育所や保健福祉セ
ンター、児童相談所等で配布する。

こども未来局
こども未来部
健全育成課

こども家庭支援室

043-245-5179

5 千葉県 千葉市 11月 ○
児童虐待防止推進月間の標語を使い、オレンジリボンを配した懸垂
幕を各区役所6か所にて掲示。

こども未来局
こども未来部
健全育成課

こども家庭支援室

043-245-5179

6 千葉県 千葉市 11月 ○
千葉市こども交流館を利用する中高校生が、児童虐待に対しての思
いをメッセージカードにし、これを飾ったオレンジリボンツリーを市役所
や区役所など7か所に展示する。

こども未来局
こども未来部
健全育成課

こども家庭支援室

043-245-5179

7 千葉県 千葉市 8月～3月 ○
親のDVにより、心理的虐待を受けた子どもとその親に対して、心理教
育プログラムを行い、将来、その子どもがDVによる児童虐待を行わな
いよう世代間連鎖の防止を図るもの。

こども未来局
こども未来部
健全育成課

こども家庭支援室

043-245-5179
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8 千葉県 千葉市 未定
小中学校２校で、CAPプログラム（子どもの暴力防止プログラム）を実
施し、子どもが大人などからの虐待や暴力を甘受しないことの大切さ
を知ることで、児童虐待の予防を図るもの。

こども未来局
こども未来部
健全育成課

こども家庭支援室

043-245-5179

9 千葉県 千葉市 11月～通年 ○
区役所職員、こども未来局（児童福祉・保育所管）職員全員及び民生
委員・児童委員・主任児童委員にオレンジリボンを着用。

こども未来局
こども未来部
健全育成課

こども家庭支援室

043-245-5179

10 千葉県 千葉市 11月～通年 ○
市のホームページや広報紙で、児童虐待防止推進月間における啓発
活動や、本市の児童虐待の現状、通告・相談先などを紹介。

こども未来局
こども未来部
健全育成課

こども家庭支援室

043-245-5179

11 千葉県 千葉市
11月4日～10日、
12月9日～14日

○ 里親制度を紹介したパネルを、公共スペースなどで展示する。

こども未来局
こども未来部
健全育成課

こども家庭支援室

043-245-5179

12 千葉県 千葉市 ２月 CSP(どならない子育て）について、トレーナー養成を行う。

こども未来局
こども未来部
健全育成課

こども家庭支援室

043-245-5179

13 千葉県 千葉市 ８月、２月
CAP,CSP,びーらぶ各プログラムについて、広く民間・行政に知っても
らうことで、以後の支援に生かす取り組み。

こども未来局
こども未来部
健全育成課

こども家庭支援室

043-245-5179

52 1 神奈川県 横浜市 10月27日 ○
実行委員会が主催するオレンジリボンたすきリレーに横浜市及び主
任児童委員連絡会として参画します。

こども家庭課 045-671-4288

2 神奈川県 横浜市 11月1日～15日 ○ 横浜市庁舎の市民広間での展示。啓発活動 こども家庭課 045-671-4288

3 神奈川県 横浜市
11月1日～
12月31日

○ 横浜市営バス900車両への広告（ポスター）掲示 こども家庭課 045-671-4288

4 神奈川県 横浜市 11月17日 ○
親子連れが参加し、楽しめる啓発事業「こどもハピネス」を開催しま
す。みなとみらいクイーンズサークルにて。

こども家庭課 045-671-4288

5 神奈川県 横浜市 10月～12月 ○
18区福祉保健センターが、区役所の主催する区民まつり、区民健康
まつりなどで啓発を行うとともに、地域の特性やニーズに合わせた講
演会、親子向けイベントなどを展開します。

こども家庭課 045-671-4288

6 神奈川県 横浜市 11月 ○
市内幼稚園・保育所に子どもが通っている全家庭を対象にチラシを配
布します。

こども家庭課 045-671-4288

7 神奈川県 横浜市 11月 ○
市内商店街、コンビニエンスストアの協力を得て、各店舗内に啓発用
チラシを掲示いただきます。

こども家庭課 045-671-4288
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53 1 神奈川県 川崎市 10月27日 オレンジリボンたすきリレーの協賛及び中継地点における啓発活動
児童家庭支援・

虐待対策室
044-200-0132

2 神奈川県 川崎市 11月8日～22日 ○ 川崎駅地下街広報掲示板においてパネル等の掲示による啓発活動
児童家庭支援・

虐待対策室
044-200-0132

3 神奈川県 川崎市 11月15日～29日 ○ 川崎市役所庁舎ロビーにおいてパネル等の掲示による啓発活動
児童家庭支援・

虐待対策室
044-200-0132

4 神奈川県 川崎市 11月10日 ○
サッカーＪリーグ川崎フロンターレ主催試合において啓発物品の配布
及び電光掲示板における啓発メッセージの放映

児童家庭支援・
虐待対策室

044-200-0132

5 神奈川県 川崎市
11月13日、20日、

27日
○ 市内ターミナル駅周辺における統一啓発活動

児童家庭支援・
虐待対策室

044-200-0132

6 神奈川県 川崎市 11月1日～30日 ○ 川崎市営バス車内における啓発ポスターの掲示
児童家庭支援・

虐待対策室
044-200-0132

7 神奈川県 川崎市 11月中 ○ タウン誌における啓発記事の掲載
児童家庭支援・

虐待対策室
044-200-0132

8 神奈川県 川崎市 11月中 ○ ○ 市内中学生を対象にした啓発標語の募集・選定
児童家庭支援・

虐待対策室
044-200-0132

9 神奈川県 川崎市 1月13日 ○
成人式会場において、新成人向けに妊娠～出産、児童虐待防止に関
する啓発物品等の配布

児童家庭支援・
虐待対策室

044-200-0132

54 1 神奈川県 相模原市 11月1日 ○ 市広報紙において、通告・相談窓口等についてあらためて周知する
こども育成部

こども青少年課
計画推進班

042-769-9811

2 神奈川県 相模原市
11月5日～11日（予

定）
○

保健・医療・福祉の拠点である市総合保健医療センターをオレンジ色
にライトアップする

こども育成部
こども青少年課

計画推進班
042-769-9811

3 神奈川県 相模原市 11月7日 ○

市印刷広告協同組合及び和泉短期大学の協力により、オレンジリボ
ン及び同リボン運動のＰＲカードを作成し、和泉短期大学の学生、民
生・児童委員、市職員により、相模大野駅前で街頭配布を行うととも
に、11月中に開催される各種イベントにおいて配布する

こども育成部
こども青少年課

計画推進班
042-769-9811

4 神奈川県 相模原市 11月中 ○
オレンジリボン及び同リボン運動のＰＲカードを庁内関係各課の窓口
等に配置し、市民等に配布するとともに、庁内関係課の職員にオレン
ジリボンの着用を依頼する

こども育成部
こども青少年課

計画推進班
042-769-9811

5 神奈川県 相模原市 11月中 ○
各区の児童家庭相談窓口である緑区合同庁舎　ウェルネスさがみは
ら　南保健福祉センターにおいて、児童虐待防止やオレンジリボン運
動に関するパネル展示を行うとともに、懸垂幕やのぼり旗を掲示する

こども育成部
こども青少年課

計画推進班
042-769-9811
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6 神奈川県 相模原市 11月26日 ○
市民や関係機関の職員を対象に、児童虐待問題への関心と理解を深
めるとともに、親と子が共に育つために地域でできる子育て支援につ
いて考えることを目的に、子育て支援講座を開催する

こども育成部
こども青少年課

計画推進班
042-769-9811

55 1 新潟県 新潟市 通年 ○ 母子手帳交付時に，児童虐待防止啓発用クリアファイルを配付
福祉部

こども未来課
企画管理係

025-226-1193

2 新潟県 新潟市 通年 ○ ３カ月健診（股関節健診）時に児童虐待防止パンフレットを配付
福祉部

こども未来課
企画管理係

025-226-1193

3 新潟県 新潟市 6～3月 ○
市内保育園・幼稚園の6か所で年長児と保護者，保育士を対象に子ど
もを暴力から守るためのワークショップを実施

福祉部
こども未来課
企画管理係

025-226-1193

4 新潟県 新潟市 10月～11月 ○
就学前健診時に虐待通告チラシ及び児童虐待防止啓発用クリアファ
イルを配付

福祉部
こども未来課
企画管理係

025-226-1193

5 新潟県 新潟市 11月～12月 ○
市役所本館及び各区庁舎にオレンジリボンツリーを設置し，自由にリ
ボンを持ち帰ってもらう

福祉部
こども未来課
企画管理係

025-226-1193

6 新潟県 新潟市 11月 ○ 市役所公用車にオレンジリボンキャンペーンマグネットを掲示
福祉部

こども未来課
企画管理係

025-226-1193

7 新潟県 新潟市 11月 ○
基幹バス「りゅーとリンク」の車載モニターに相談・通告窓口情報を掲
示

福祉部
こども未来課
企画管理係

025-226-1193

8 新潟県 新潟市 12月1日 児童虐待防止啓発セミナーの実施
福祉部

こども未来課
企画管理係

025-226-1193

9 新潟県 新潟市 10月24日
新潟日報asshにて児童虐待防止啓発セミナー及び子育て支援情報を
掲載

福祉部
こども未来課
企画管理係

025-226-1193

10 新潟県 新潟市 11月3日 ○ 市報に虐待防止の啓発記事を掲載
福祉部

こども未来課
企画管理係

025-226-1193

11 新潟県 新潟市 11月3日 ○ （北区）区役所だよりに虐待防止の啓発記事を掲載
福祉部

こども未来課
企画管理係

025-226-1193

12 新潟県 新潟市 11月 ○ （東区）小児科・産婦人科を訪問し，ポスターや啓発チラシを配布
福祉部

こども未来課
企画管理係

025-226-1193

13 新潟県 新潟市 通年 ○
（中央区）ふれあいスキンシップ事業
3ヵ月～5ヵ月児の親子を対象に親子遊び・情報交換

福祉部
こども未来課
企画管理係

025-226-1193

14 新潟県 新潟市 通年 ○ （南区）区役所内でオレンジリボンの配布
福祉部

こども未来課
企画管理係

025-226-1193

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
場合、○を選択
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(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

15 新潟県 新潟市 通年 ○
（南区）「南区子育て応援ガイドブックみんないっしょ♪２０１２」（冊子）
にオレンジリボン運動について掲載し，区役所内で配布

福祉部
こども未来課
企画管理係

025-226-1193

16 新潟県 新潟市 通年 ○ （北・東・南・西・西蒲区）ＮＰプログラムの実施
福祉部

こども未来課
企画管理係

025-226-1193

17 新潟県 新潟市 通年 ○ ○ （各区）赤ちゃんふれあい体験の実施
福祉部

こども未来課
企画管理係

025-226-1193

56 1 静岡県 静岡市
10月末～
11月末

○
清水ｴｽﾊﾟﾙｽとの協働により、選手を活用した啓発動画の放映
放映場所は静岡駅北口マルチビジョン、市庁舎（3区）モニター

子ども未来局子ども
未来部子ども家庭課

総務担当
054-221-1161

2 静岡県 静岡市 11月1日 ○ 市広報誌への登載
子ども未来局子ども
未来部子ども家庭課

総務担当
054-221-1161

3 静岡県 静岡市 10月末 ○
市独自作成のポスター配付（市内幼稚園・保育園・小学校・中学校ほ
か関係機関450箇所を予定）

子ども未来局子ども
未来部子ども家庭課

総務担当
054-221-1161

4 静岡県 静岡市

8月15日
（第１回実施）

10月17日
（第2回目実施）

12月19日
（第３回目実施）

○ 地域ＦＭ局番組での虐待防止について啓発（予定）
子ども未来局子ども
未来部子ども家庭課

総務担当
054-221-1161

5 静岡県 静岡市 11月中 ○ 市職員全員に対してオレンジリボンの着用を啓発
子ども未来局子ども
未来部子ども家庭課

総務担当
054-221-1161

57 1 静岡県 浜松市 5月～12月 ○ ○
中学2年生を対象にした「思春期教室」を各中学校に医師や助産師が
出向き講義。内容は妊娠・出産・望まない妊娠・性感染症・命の大切さ
等の性教育。

健康福祉部
健康増進課

053－453-6117

2 静岡県 浜松市 通年 ○ ○
高等学校から性教育の依頼があった場合に常勤保健師が妊娠・出
産・望まない妊娠・性感染症や相談窓口等講義。

健康福祉部
健康増進課

053－453-6117

3 静岡県 浜松市 通年 ○ ○

「妊娠SOS相談ダイヤル」望まない妊娠についての相談専用回線を引
き、相談員（常勤保健師）が平日8時30分～17時の間対応。ホーム
ページで一般に周知。ポスター・名刺サイズのカードを市内高等学校
に配布。

健康福祉部
健康増進課

053－453-6117

4 静岡県 浜松市 随時 ○
小学校に助産師が出向き、生命誕生の神秘や命の尊厳について伝え
る「いのちの体験事業」を開催。

こども家庭部
子育て支援課

053-457-2793

5 静岡県 浜松市 随時 ○ ○
中学校に出向き、乳児期の母子と中学生とのふれあいを行い、親の
愛情や命の尊さを伝える「赤ちゃんとのふれあい体験事業」を開催。

こども家庭部
子育て支援課

053-457-2793

6 静岡県 浜松市 11月1日 ○
民生委員・児童委員協議会、社会福祉協議会と共催で、浜松駅構内
及びショッピングモール等において児童虐待防止に関する啓発チラシ
及び啓発物品の配布。

こども家庭部
児童相談所

053-457-2703
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7 静岡県 浜松市 11月1日～29日 ○ 浜松市役所北館に懸垂幕を設置。
こども家庭部
児童相談所

053-457-2703

8 静岡県 浜松市 10月5日
市の広報誌である「広報はままつ１０月５日号」において児童虐待防
止についての特集記事を掲載。

こども家庭部
児童相談所

053-457-2703

58 1 愛知県 名古屋市 11月1日 ○ オレンジリボンキャンペーン2013ｉｎナディアパーク 児童虐待対策室 052-972-3979

2 愛知県 名古屋市 １１月中 ○ 市内百貨店の協力で店員のオレンジリボン着用や懸垂幕等 児童虐待対策室 052-972-3979

3 愛知県 名古屋市 １１月中 ○ 市内コンビニ等に独自のリーフレット配布予定 児童虐待対策室 052-972-3979

4 愛知県 名古屋市 １１月中 ○ 市役所内にＤＶとコラボでオレンジ・パープルリボンツリー 児童虐待対策室 052-972-3979

5 愛知県 名古屋市 １１月中 ○ 子育て相談カードを作成し、子どもに関係する場所に配布 児童虐待対策室 052-972-3979

6 愛知県 名古屋市 5月3日
とだがわこどもランドにて「名古屋市児童を虐待から守る条例」を制定
したことのＰＲ

児童虐待対策室 052-972-3979

7 愛知県 名古屋市 5月26日 市条例ＰＲのための講演会・シンポジウム 児童虐待対策室 052-972-3979

59 1 京都府 京都市 11月 ○ 公衆電話へのステッカー掲示
保健福祉局

子育て支援部
児童家庭課

075-251-2380 近畿２府４県４政令市共同

2 京都府 京都市 11月 ○
啓発ポスター作成・掲示（市バス，地下鉄車内及び市内主要駅）
（掲示期間は市バス車内は11月1箇月間，地下鉄車内・市内主要駅は
11月中の2週間を予定）

保健福祉局
子育て支援部
児童家庭課

075-251-2380 京都府市共同デザイン

3 京都府 京都市 11月 ○ 啓発グッズ製作（クリアファイル，マグネット）
保健福祉局

子育て支援部
児童家庭課

075-251-2380

4 京都府 京都市 11月5日 ○
啓発イベント実施（京都タワーとタイアップ）
（京都タワーのオレンジ色のライトアップ，グッズ配布を実施）

保健福祉局
子育て支援部
児童家庭課

075-251-2380

5 京都府 京都市 11月 ○ 回覧板での広報啓発（約50,000枚）
保健福祉局

子育て支援部
児童家庭課

075-251-2380

6 京都府 京都市 11月 ○ 電光掲示板（市役所前等）を用いた広報
保健福祉局

子育て支援部
児童家庭課

075-251-2380

7 京都府 京都市 11月 ○ 市民しんぶんに啓発記事の掲載
保健福祉局

子育て支援部
児童家庭課

075-251-2380
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8 京都府 京都市 11月 ○
市内福祉事務所，保健センター及び子育て支援機関におけるポス
ター掲示及び啓発グッズ配布

保健福祉局
子育て支援部
児童家庭課

075-251-2380

9 京都府 京都市 11月 ○ 市内各区の区民まつり等での啓発グッズ配布
保健福祉局

子育て支援部
児童家庭課

075-251-2380

60 1 大阪府 大阪市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する市の施策を紹介
子育て支援部
こども家庭課

06-6208-8032

2 大阪府 大阪市 11月1日 ○
大阪市浪速区にある「通天閣」でオレンジ色にライトアップを実施（行
政区主導事業）

子育て支援部
こども家庭課

06-6208-8032

3 大阪府 大阪市 11月1日 ○ 大阪府・堺市との合同キャンペーンイベント開催
子育て支援部
こども家庭課

06-6208-8032

61 1 大阪府 堺市 11月1日 ○ 市広報紙において児童虐待防止について啓発

子ども青少年局
子ども青少年育成部

子ども家庭課
子ども養護係

072-228-7331

2 大阪府 堺市 11月1日～ ○
各駅ターミナル及び街中の公衆電話へオレンジリボンキャンペーンス
テッカーの貼付
（近畿２府４県４政令指定都市で合同実施）

子ども青少年局
子ども青少年育成部

子ども家庭課
子ども養護係

072-228-7331

3 大阪府 堺市 11月1日 ○
児童虐待防止推進月間オープニングイベントを大阪ステーションシ
ティアトリウム広場で開催（大阪府・大阪市と合同実施）

子ども青少年局
子ども青少年育成部

子ども家庭課
子ども養護係

072-228-7331

4 大阪府 堺市 11月1日 ○
堺東駅前及び堺市役所前広場で児童虐待防止推進月間の啓発チラ
シ等を配布

子ども青少年局
子ども青少年育成部

子ども家庭課
子ども養護係

072-228-7331

5 大阪府 堺市
11月1日～
11月２７日

○
市役所庁舎エントランスにおいてオレンジリボンのタペストリーやパネ
ル、懸垂幕等を展示

子ども青少年局
子ども青少年育成部

子ども家庭課
子ども養護係

072-228-7331

6 大阪府 堺市
11月1日～
11月２７日

○ 堺東駅前通路橋への横断幕の掲示

子ども青少年局
子ども青少年育成部

子ども家庭課
子ども養護係

072-228-7331

7 大阪府 堺市

5月19日、8月
24日、11月2日、
3日、9日、10日、

17日

○ 区民まつり等において啓発チラシ等を配布

子ども青少年局
子ども青少年育成部

子ども家庭課
子ども養護係

072-228-7331

148



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

8 大阪府 堺市 11月25日 ○ 児童虐待防止をテーマに関係機関研修会を開催

子ども青少年局
子ども青少年育成部

子ども家庭課
子ども養護係

072-228-7331

9 大阪府 堺市
12月21日、22日
1月18日、19日

バレーボールＶプレミアリーグ「堺ブレイザーズ」との連携による観客
への啓発チラシ等の配布

子ども青少年局
子ども青少年育成部

子ども家庭課
子ども養護係

072-228-7331

10 大阪府 堺市
4月1日～
3月31日

○ 市内を走る路線バスについて、オレンジリボンのラッピングを実施

子ども青少年局
子ども青少年育成部

子ども家庭課
子ども養護係

072-228-7331

62 1 兵庫県 神戸市 11月10日 ○ ○ 親子ふれあい広場・ハーバーランド こども家庭局 078-322-5211

2 兵庫県 神戸市 11月15～17日 ○ シンボル施設のオレンジライトアップ・ハーバーランド こども家庭局 078-322-5211

3 兵庫県 神戸市 11月17日 ○ 神戸マラソンブース出展・ポートアイランド こども家庭局 078-322-5211

4 兵庫県 神戸市 11月7日 ○ 子育て市民講座・産業振興センター こども家庭局 078-322-5211

63 1 岡山県 岡山市 5月5日
子どもフェスティバル（岡山市等主催）にて来場者にオレンジリボン啓
発資料の配布

岡山っ子育成局
こども福祉課

こども家庭支援係
086-803-1223

2 岡山県 岡山市 5月19日
ファジアーノ岡山の試合会場前ブースでオレンジリボン啓発資料の配
布、子育て応援メッセージ募集

岡山っ子育成局
こども福祉課

こども家庭支援係
086-803-1223

3 岡山県 岡山市 6月29日
おぎゃっと２１（はぐくみ岡山実行委員会主催）にてオレンジリボン啓発
資料の配布

岡山っ子育成局
こども福祉課

こども家庭支援係
086-803-1223

4 岡山県 岡山市 7月
市内公私立保育園、認可外保育所、幼稚園、小学校、特別支援学
校、を通じ保護者に児童虐待防止啓発チラシ（約9万枚）の配布

岡山っ子育成局
こども福祉課

こども家庭支援係
086-803-1223

5 岡山県 岡山市 8月7日
要保護児童対策地域協議会　市代表者会でオレンジリボン啓発資料
の配布

岡山っ子育成局
こども福祉課

こども家庭支援係
086-803-1223

6 岡山県 岡山市 10月5日
フリーペーパー主催子育てイベントにオレンジリボンブースを設置し、
オレンジリボン啓発資料の配布、オレンジリボンの作成を実施

岡山っ子育成局
こども福祉課

こども家庭支援係
086-803-1223

7 岡山県 岡山市

9月13日締め切り
11月1日～6日

（展示）
11月24日

（表彰･展示）

○
「オレンジリボンポスターコンテスト」　市内小中学生を対象に児童虐
待防止啓発のオレンジリボンポスターを募集、表彰、展示を行う

岡山っ子育成局
こども福祉課

こども家庭支援係
086-803-1223

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

8 岡山県 岡山市 11月 ○
「オレンジリボンシール大作戦」オレンジリボンシールを市内公私立保
育園、幼稚園、小中学校、認可外保育園児童に配布。布製オレンジリ
ボンを教職員に配布し着用依頼。

岡山っ子育成局
こども福祉課

こども家庭支援係
086-803-1223

9 岡山県 岡山市 11月 ○
布製ﾘﾎﾞﾝを市役所内の市民に接する部署の職員中心に着用。窓口
部署にオレンジリボンミニのぼりの設置

岡山っ子育成局
こども福祉課

こども家庭支援係
086-803-1223

10 岡山県 岡山市 11月 ○
市役所にオレンジリボン懸垂幕を設置
オレンジリボンキャンペーンソングを11月中毎日庁内放送

岡山っ子育成局
こども福祉課

こども家庭支援係
086-803-1223

12 岡山県 岡山市 11月1日 ○
岡山市役所にて児童虐待防止推進月間スタート記念式典を開催。ポ
スターコンテスト優秀作品や啓発パネル展示、啓発資料配布、ミニラ
イブ、バザー等の実施

岡山っ子育成局
こども福祉課

こども家庭支援係
086-803-1223

11 岡山県 岡山市 11月3日 ○
「わくわく子どもまつり（岡山ドーム）」で児童虐待防止活動パネル展
示、オレンジリボン風船配布、子育て応援メッセージ募集、オレンジリ
ボン啓発資料の配布

岡山っ子育成局
こども福祉課

こども家庭支援係
086-803-1223

14 岡山県 岡山市 11月9日 ○
「街頭キャンペーン」JR岡山駅前広場にて、児童養護施設の子どもた
ちとともに実行委員がオレンジリボン啓発資料の配布

岡山っ子育成局
こども福祉課

こども家庭支援係
086-803-1223

15 岡山県 岡山市 11月24日 ○

「オレンジリボンフォーラム（岡山ふれあいセンター）」開催　ポスターコ
ンテスト表彰式および優秀作品展示、中西圭三 親子ふれあいトーク&
ライブ、児童虐待防止啓発パネルの展示、里親啓発、子育て応援メッ
セージツリーの作成、子育て情報の発信など

岡山っ子育成局
こども福祉課

こども家庭支援係
086-803-1223

16 岡山県 岡山市 12月1日 ○
「人権フェスティバル（岡山ドーム）」にてオレンジリボンブースで虐待
防止啓発パネルの展示、啓発資料配布、メッセージツリーの作成

岡山っ子育成局
こども福祉課

こども家庭支援係
086-803-1223

64 1 広島県 広島市 10月13日
親子が集うイベントで、オレンジリボン作成体験コーナーを設置。ま
た、関係者はオレンジリボンを身に付けてイベントに参加し、来場者に
ＰＲ。

こども未来局
こども・家庭支援課

082-504-2813

2 広島県 広島市 11月 ○
児童虐待に関する懸垂幕を、市役所本庁舎、児童相談所、各区役所
懸垂幕掲示場に掲示。

こども未来局
こども・家庭支援課

082-504-2813

3 広島県 広島市 11月 ○
広島駅、広島バスセンター（予定）などにおいて、児童虐待防止のポス
ターを掲載。

こども未来局
こども・家庭支援課

082-504-2813

65 1 福岡県 北九州市 11月8日 ○
「児童虐待問題連続講座」（１回目）の実施
「テーマ：何よりも子どもの命」

子ども家庭局
子ども総合センター

093－881-4556

2 福岡県 北九州市 11月18日 ○
「児童虐待問題連続講座」（２回目）の実施
「テーマ：子どもたちを支えるために」

子ども家庭局
子ども総合センター

093－881-4556

3 福岡県 北九州市 随時 児童虐待防止や予防についての出前講演
子ども家庭局

子ども総合センター
093－881-4556

4 福岡県 北九州市 8月21日 保育所職員を対象とした「児童虐待対応リーダー養成研修」の実施
子ども家庭局

子ども総合センター
093－881-4556

5 福岡県 北九州市 1月 高等学校職員を対象とした「児童虐待対応リーダー養成研修」の実施
子ども家庭局

子ども総合センター
093－881-4556
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都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

6 福岡県 北九州市 随時
講演会や研修会で児童虐待防止のリーフレットを配布（通告先や24時
間子ども相談ホットラインの電話番号、Eメール相談先なども記載）

子ども家庭局
子ども総合センター

093－881-4556

7 福岡県 北九州市 9月～１０月
保育所・幼稚園・小学校・中学校・高校の全児童、区役所、市民セン
ターなどに「24時間子ども相談ホットラインカード」を配布

子ども家庭局
子ども総合センター

093－881-4556

8 福岡県 北九州市 11月 ○ 「市政だより」特集記事での児童虐待防止の広報
子ども家庭局

子ども総合センター
093－881-4556

66 1 福岡県 福岡市
10月中旬～
11月30日

○

市と関係2４団体から構成される「福岡市子ども虐待防止活動推進委
員会」参加団体の11月月間での取組を集約し、広報するとともに、相
談窓口の周知を行う。
チラシの配付やＨＰでのＰＲなど。

こども未来局こども
部こども家庭課

092－711-4238

2 福岡県 福岡市
11月１日～
11月30日

○
福岡ソフトバンクホークスの「子ども虐待防止活動」応援メッセージを
掲載した相談窓口周知のポスターを作成。市の機関や関係機関に掲
示。

こども未来局こども
部こども家庭課

092-711-4238

3 福岡県 福岡市 11月1日他 ○ 各区役所にて街頭キャンペーンを実施。
こども未来局こども

部こども家庭課
092-711-4238

4 福岡県 福岡市 11月3日 ○

【街頭キャンペーン】子どもの虐待防止に関わるNPO等が参加し、「支
えあって子育て」をテーマに親子参加のイベントやパネル展示、リーフ
レットの配布を行い、虐待防止について呼びかける。場所：福岡市ライ
オン広場

こども未来局こども
部こども家庭課

092‐711‐4238

5 福岡県 福岡市 11月21日 ○
講演会「子どもの問題？夫婦の問題？～DV被害への理解と回復～」
講師：重永　侑紀氏
場所：福岡市婦人会館

こども未来局こども
部こども家庭課

092‐711‐4238

6 福岡県 福岡市
11月１日～
11月30日

○ 懸垂幕やオレンジリボンの着用・配付を行う。
こども未来局こども

部こども家庭課
092‐711‐4238

67 1 熊本県 熊本市 11月～2月末 ○ ○

昨年度より実施しているオレンジリボンサポーター養成講座を市内一
円の小規模団体向けに行い、今年度も約2千人の養成を行う。
大学のボランティアグループに協力を依頼し、大学生を対象としたサ
ポーター養成講座の実施及び学園祭での啓発活動・配布活動を実施
してもらうことを予定。
配布物として、くまモン＆オレンジリボンピンバッジ、子育て支援施設
の情報を掲載したリーフレットを折り込んだポケットティッシュ、通告先
電話番号等を記載した台紙の絆創膏を作成し、配布する。

健康福祉子ども局
子ども支援課

096-328-2158

市民向けに児童虐待につい
てのわかりやすいリーフレッ
トを作成し、幼児検診時等
において通年配布している。

2 熊本県 熊本市 11月30日 ○
「子どもの笑顔を守るため」
～家族・地域・皆で支える子育て～（仮）
300名程度定員の講演会。場所は大学講堂を予定。

健康福祉子ども局
子ども支援課

096-328-2158

3 熊本県 熊本市 11月 ○

通告先電話番号等を記載したポスターやサポーター養成講座の案内
及び講演会の案内について、ショッピングセンター等含め市内一円に
配布予定。市政広報紙、庁舎ロビー掲示板、地元新聞社発行の情報
紙やラジオ放送による啓発や講演会等についての周知。

健康福祉子ども局
子ども支援課

096-328-2158

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

若年者などに向け
た取組に該当する
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） 担当部署名 問い合わせ先 備考

(1-3)  平成２５年度における児童虐待防止に向けた取組（オレンジリボンキャンペーン等の広報・啓発活動）の実施（予定）状況　【地方自治体】

4 熊本県 熊本市 通年 公用車にオレンジリボンマグネットの貼付。
健康福祉子ども局

子ども支援課
096-328-2158

5 熊本県 熊本市 7月～9月 ○

夏休み期間中を中心に中高生や大学生を対象として、各子育て支援
センターにおいて、育児の楽しさや生命の大切さを実感するとともに、
人を思いやる心をはぐくみ、子どもへの関わり方を学ぶため、乳幼児
と触れ合う機会として「赤ちゃんとのふれあい体験事業」を実施してい
る。

健康福祉子ども局
子ども支援課

096-328-2158

6 熊本県 熊本市 通年 ○

校区子育て支援ネットワークの活動の一環として、子育てサークルに
参加する親子との交流を校区内の小・中・高校等と連携し、生徒を対
象に生命の大切さを実感すると共に、妊娠・出産・子育てについて考
える機会と、自らの親子関係を振り返ることを目的に「赤ちゃんとのふ
れあい交流会」を一部の地域で実施している。

健康福祉子ども局
子ども支援課

096-328-2158

68 1 神奈川県 横須賀市 10月27日 ○
オレンジリボン活動や虐待通告制度に関する周知を図るため、県内
自治体合同でいくつかのコースをたすきリレーする。また、各中継地
点においてビラ配布などの啓発活動を行う。

こども育成部
児童相談所

046－820-2323

2 神奈川県 横須賀市 11月5日～22日 ○
虐待防止の呼びかけテープを流す宣伝カーにより、市内各所を巡回
する。

こども育成部
児童相談所

046－820-2323

69 1 石川県 金沢市 11月17日 ○ 親子向けイベントでの児童虐待防止広報グッズの配布
福祉局こども総合

相談センター
076-243-1081

新聞広報11月12日
（予定）

2 石川県 金沢市 11月23日 ○
NPO団体の企画・運営によって、講演会『子どもの声を聴きながら』を
実施

福祉局こども総合
相談センター

076-243-1081
新聞広報11月19日
（予定）

3 石川県 金沢市 11月 ○
リーフレット『児童虐待防止の手引き』を市内小中学校、保育所（園）
等に配布

福祉局こども総合
相談センター

076-243-1081

4 石川県 金沢市 7月21日
NPO団体の企画・運営によって、アニメ映画『ハッピーバースデー　命
かがやく瞬間（とき）』上映会及び教育ジャーナリスト青木悦氏講演会
を実施

福祉局こども総合
相談センター

076-243-1081

5 石川県 金沢市 平成25年度中 NPO団体の企画・運営によって講演会等を実施
福祉局こども総合

相談センター
076-243-1081

6 石川県 金沢市 平成25年度中 NPO団体の企画・運営によって、CAPワークショップを実施
福祉局こども総合

相談センター
076-243-1081
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第 2章 

若年者に向けた取組の実施状況 
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府省庁等名 実施期間・日 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 内閣府 11月1日～11月30日

平成24年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施要綱（内閣府特命担当大
臣決定）において、取り組むべき課題の重点事項として「児童虐待の予防と対
策」を掲げ、各都道府県及び全国の市町村（都道府県経由）に周知するととも
に、青少年関係団体にも周知。

2 警察庁 11月中

11月の広報重点に「児童虐待防止対策の推進」を掲げるほか、10月に都道府
県警察に対して児童虐待防止に向けた広報啓発の推進や児童虐待への適切
な対応を図るための取組の推進について通知した。また、都道府県警察で
は、警察本部のホームページや交番のミニ広報誌等を活用し、児童虐待事案
の早期発見、早期通報などの広報啓発を行う。

３月

乳幼児揺さぶられ症候群に関する理解と赤ちゃんの泣きへの対処法などを広
く啓発し、虐待の発生予防に資するためのＤＶＤ「赤ちゃんが泣きやまない」を
制作し、全国の都道府県、児童相談所、市町村、保健所等へ配布。市町村や
産科病院の母親教室・両親教室等で活用。

10月～
社団法人全国保育士養成協議会の協力を得て、７校の大学等で学生による
オレンジリボン運動を試行的に実施。取組状況をホームページで紹介。なお、
平成25年度は107校に拡大し、引き続き実施。

(2-1) 若年者に向けた取組の実施状況調べ（昨年の協議会から現在までの取組実績）　【関係省庁等】

厚生労働省3
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団体名 実施期間・日 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 SBI子ども希望財団
11月19日子育て支援フォーラムin岡山
3月23日子育て支援フォーラムin新潟
6月1日子育て支援フォーラムin石川

「子育て支援フォーラムの開催」…テーマは「子育ての応援とゼロ歳児からの虐待防
止を目指して」。児童虐待の増加、特に低年齢児の虐待死亡が急増している現状に
鑑み、一般市民等を対象に日本医師会との共催で日本各地で同テーマでのフォーラ
ムを開催。

2 日本産婦人科医会 通年

平成23年10月の「妊娠について悩まれている方のための相談援助事業」によ
る。
○都道府県産婦人科医会において、「妊娠等について悩まれている方のため
の相談援助事業」を推進
○9月11日、虐待をテーマとして、大阪府における未受診妊娠調査報告「4年
間の成果と今後の課題」について、記者懇談会を実施

3 日本医師会
　H25．1月19日（岡山）、3月23日（新潟）、

6月1日（石川）
子育て支援フォーラム

ＳＢＩ子ども希望財団と開催地の医師
会と共催

4 日本助産師会
平成24年10月21日（日）

平成24年11月3日（土）・4日（日）

大学祭を利用して、「助産師から『未来のパパとママたち』へのメッセージ」をテーマ
にイベントを実施。子宮頸がんワクチン及びSTD予防に関する講義、個別相談を通
して、予期せぬ妊娠についての啓発とともに将来妊娠するための体づくりなどについ
て考える機会を提供する。また、赤ちゃんモデルの抱き方、妊婦体験ジャケットの体
験などを通して命の大切さや将来親となったイメージをする場を提供する。
開催場所：早稲田大学所沢キャンパス（10/21）、武蔵大学（11/3.4）

通年 リーフレットの配布。 全国児童家庭支援センター協議会

通年 リーフレット、ティッシュの作成、配布。 旭ヶ丘学園児童家庭支援センター

通年 相談窓口の周知の為のリーフレットの配布。ホームページ上での掲載。 旭ヶ丘学園児童家庭支援センター

通年 学生等への学べる機会の提供。 旭ヶ丘学園児童家庭支援センター

通年 センターだよりの配布 子ども家庭支援センターチェリー

通年 虐待防止キャンペーンのテッシュペーパーの設置 子ども家庭支援センターチェリー

7月～
地域保健センターの乳児健康診査にて、乳幼児揺さぶられ症候群の周知を図
る

愛泉こども家庭センター

7月に実施 助産師による　性教育（母子生活支援施設） 子ども家庭支援センターむつみの木

5月、9月、1月 母と子のふれあい（リトミック・お話会、わらべ歌、ふれあい遊び） 子ども家庭支援センターむつみの木

5月、9月、１月 母子家庭や父子家庭の子ども達のふれあい体験 子ども家庭支援センターむつみの木

平成２４年１１月１０日(土)

第１部＜講演　(恵泉女学園大学大学院教授　大日向雅美氏の講演“子ども
の笑顔のために～今、私たちに出来ること～”　(子育て，虐待等の現状と支援
について）)＞
開催場所：静岡県総合社会福祉会館　会議室(216名収容)
第２部＜パレード(静岡県立商業高等学校のマーチングバンドを先頭に、虐待
予防の文字を載せた横断幕やのぼり旗を持ってパレード，市民にパンフレット
や啓発グッズを配る)＞
コース：静岡県総合社会福祉会館→静岡県庁→小梳神社

静岡恵明学園児童家庭支援センター

５月２３日・３１日、
６月４日・５日・７日・１０日・13日

・１８日・２７日、
７月２日・４日・１６日・17日

中高生と赤ちゃん交流事業（公益財団法人　資生堂社会福祉事業財団助成
金事業）　伊勢市内２校《伊勢市立倉田山中学校・同五十鈴中学校》の中学２
年生対象。命の授業→乳幼児とのふれあい体験→性と自立の授業。

　子育て家庭支援センター柊

通年 医科大学生、看護学生、保育系学生への講和 中丹こども家庭センター

10月25日、11月1日
コモンセンス・ペアレンティング・プログラムの紹介とロールプレイを通して、子
供とコミュニケーションを取る方法や発達に応じたやり取りの具体的イメージを
持ってもらう。　府立久米田高等学校

児童家庭支援センター岸和田

12月3日、12月18日 具体的内容については同上　府立貝塚高等学校 児童家庭支援センター岸和田

7月31日、8月1日、8月2日 具体的内容については同上　府立りんくう翔南高等学校 児童家庭支援センター岸和田

10月20日、21日
大阪樟蔭女子大学（若樟祭）にて、
「オレンジリボンの知名度、理解度を上げよう」をテーマに、
啓発パネルの展示、啓発グッズの配布等の啓発活動。

児童家庭支援センターあすか・奈良児童
虐待防止ネットワーク「きずな」・奈良県こ
ども家庭課との協同

10月20日、21日 畿央大学（畿央祭）にて、〃
児童家庭支援センターあすか・奈良児童
虐待防止ネットワーク「きずな」・奈良県こ
ども家庭課との協同

10月27日、28日 奈良県立医科大学（白橿生祭）にて、〃
児童家庭支援センターあすか・奈良児童
虐待防止ネットワーク「きずな」・奈良県こ
ども家庭課との協同

10月27日、28日
　
白鳳女子短期大学（白鳳祭）にて、〃

児童家庭支援センターあすか・奈良児童
虐待防止ネットワーク「きずな」・奈良県こ
ども家庭課との協同

11月2日～5日 天理大学（天理大学祭）にて、〃
児童家庭支援センターあすか・奈良児童
虐待防止ネットワーク「きずな」・奈良県こ
ども家庭課との協同

11月4日 奈良県立大学（秋華祭）にて、〃
児童家庭支援センターあすか・奈良児童
虐待防止ネットワーク「きずな」・奈良県こ
ども家庭課との協同

(2-2)　若年者に向けた取組の実施状況調べ（昨年の協議会から現在までの取組実績）    【関係団体】

全国児童家庭支援
センター協議会

5
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団体名 実施期間・日 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

(2-2)　若年者に向けた取組の実施状況調べ（昨年の協議会から現在までの取組実績）    【関係団体】

11月9日
児童虐待に関する研修の実施（当センターにて）。天理看護学院看護科3年生
65名を対象に「子ども・親支援の現状と児童虐待事象の対応について－通報
と関係機関の連携－」をテーマに研修を行った。

児童家庭支援センターてんり

2月5日
児童虐待に関する研修の実施（白梅寮にて）。天理教保育士育成白梅寮2年
生30名を対象に「児童虐待の現状について－虐待の内容と通報及びその後
の関わり－」をテーマに研修を行った。

児童家庭支援センターてんり

平成24年12月8日（土）

テーマ：生と性～命を見つめる日々～今、子どもたちに伝えたいこと
開催場所：山口市阿知須健康福祉センター
地域の要保護児童地域対策協議会のメンバーでもある、産婦人科医の先生
を講師に迎え、地域の福祉施設職員を対象に、現在の若年者の性の実態と、
児童虐待にもかかわる深刻な現実も赤裸々に語っていただく。
また、日頃も性教育の講演も実践され、地域の中学校をまわられているが、イ
ンターネット等にひそむ危険な性の実態を語る一方、かけがえのない命の尊さ
も説かれる。

こども家庭支援センター清光

12月3日
高校生に命の育み、育児児童虐待についての講演を行う
（高知県立春野高等学校）

児童家庭支援センター高知みその

1月16日
高校生に命の育み、育児児童虐待についての講演を行う
（高知県立春野高等学校）

児童家庭支援センター高知みその

通年
保健師が児童に対して行う思春期教育の一環として妊娠、出産、育児等の指
導は行っている。

（国立）

通年
女子生徒（中学生以上）に、命の大切さを含めた性教育（単に性に関してだけ
でなく生きることも含め）を実施。

（島根）

通年（一部11月）

①子育てに関する講演会の託児ボランティアとして、主に女子中学生が参加
し、乳幼児とのふれあいや、お世話をとおし慈愛の気持ちを育てたり、必要と
される体験により自尊感情を育てる。（昨年は１１月に実施。今年度は依頼が
あり次第応じる予定）②中１，２年生の希望者は保育園や幼稚園への職場体
験実習を実施する。③地域の高齢者施設との交流をとおし、高齢者への理解
や介護を体験する。８月の夏祭り、１１月の学園祭④学園保健師による保健教
室で、出産や子育てをテーマとしていのちの大切さを伝える授業を開催する。
年度後半

（香川）

通年 若年者に向けた啓発，相談，活動を実施 開催場所，法務局等

随時（１日～３日間） 人権フォーラム，フェスティバル等でのパネル掲示等 県連ネット事業

8 全国保育協議会 10月19日
第46回全国保育士会研究大会において保育士自らがオレンジリボンを手作り
し、本運動の理解を深め、日々の保育への啓発を図る。

通年 若年者に向けた各種教室（全国都道府県・保健所・市町村等）
全行政が等しく実施しているわけではな
い

通年 啓発活動（ポスター等）
全行政が等しく実施しているわけではな
い

通年 母子健康手帳交付時面接等を機会とした個別支援
全行政が等しく実施しているわけではな
い

随時 関係機関と連携した若年者向け予防等の教育
全行政が等しく実施しているわけではな
い

通年

学校で見られる生徒の様子に関する情報交換を定期的に行うと同時に、家庭
での虐待が疑われるケースの早期発見に努めた。（適宜管理職への報告及
び毎週の教育相談部会や運営委員会（企画委員会）職員会議等において共
通理解）

通年
PTA役員会及び運営委員会において、虐待が疑われる生徒の情報を教職員
とともに把握し、共通理解し、早期発見に努めた。

通年
学校評議員のメンバーには、保護司や児童民生委員等が含まれているので、
生徒保護者等の虐待に関する情報を集約し、学校としての対策や関係機関と
の連携について協議･確認した。

通年
通学区域内の小学校等と連携し、定期的な連絡会を設け、児童･生徒への虐
待に関する情報交換と情報共有を図った。

3学期
地域の保育園や幼稚園の協力により、家庭科の授業や職場体験において、
生徒全員が幼児等とふれあい、幼児等の母親から育児の話を聞き、レポート
にまとめる体験学習を実施した。

通年
各自治体の取組を各学校で把握し、その取組の徹底を図り、児童虐待防止に
努めた。

11
日本子ども家庭

総合研究所
10月28日

「子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2012」都心コース・湘南
コース・鎌倉三浦横須賀コース→新港中央広場
都心コース運営担当、各中継所で虐待防止のキャンペーンを行った。

9

10

全国自立支援
施設協議会

全国人権養護
委員連合会

全国保健師長会

全日本中学校長会

6

全国児童家庭支援
センター協議会

5

7
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