
３．地方自治体の取組

【１】フォーラム等事業の開催

【北海道】

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

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 北海道 11月3日 ○ 児童虐待防止に関する講演を開催
北海道釧路児童相談所地
域支援課

0154-92-3717

2 北海道 11月25日 ○ 児童虐待防止に関する講演を開催
北海道函館児童相談所地
域支援課

0138-54-4152

3 北海道 11月8日 ○ 児童虐待防止に関する講演を開催
北海道北見児童相談所地
域支援課

0157-24-3498

4 北海道 11月7日 ○ 児童虐待防止に関する講演を開催
北海道室蘭児童相談所地
域支援課

0143-44-4829

5 旭川市 10月6日 児童虐待防止研修「児童虐待・児童相談所に関する基礎知識」
旭川市子ども総合相談セン
タ－

0166-26-5500

6 石狩市 8月23日 講演会「虐待の淵を生き抜いて」（石狩市総合保健福祉センター） こども相談センター 0133-72-3195

7 帯広市
11月15日

～11月28日
○

帯広市保健福祉センターで児童虐待防止に関するパネル展を開
催

こども未来部子育て支援課 0155-25-9700

8 帯広市
11月15日

～11月28日
○ 帯広図書館で関連図書の設置 こども未来部子育て支援課 0155-25-9700

9 釧路市 11月3日 ○
子ども虐待防止講演会を釧路児童相談所と共催により開催
（「虐待から子どもを守る」・釧路市生涯学習センターまなぼっと）

釧路市こども支援課 0154-31-5151

10 札幌市 ４月～翌３月 ○ オレンジリボン地域協力員研修の開催（出前講座、通年開催）
児童相談所地域連携課地
域連携担当

011-622-8620

11 札幌市
11月18日、

29日
○

医療機関・関係者向け研修会（子ども虐待対応のための説明会）
の開催（18日：歯科医が研修講師、29日：小児科医が研修講師）

児童相談所地域連携課地
域連携担当

011-622-8620

12 札幌市 2月 ○ オレンジリボン地域協力員合同研修の開催
児童相談所地域連携課地
域連携担当

011-622-8620

13 札幌市 11月11日 ○ オレンジリボン講演会兼フォローアップ研修の開催
児童相談所地域連携課地
域連携担当

011-622-8620

14 札幌市
11月15日～

17日
○ 児童虐待防止パネル展（市役所１階）

児童相談所地域連携課地
域連携担当

011-622-8620

15 士別市 10月20日
子どもの権利推進講演会「子どもをそだてるということ」～貧困がも
たらす「子ども」への影響～

士別市保健福祉部こども・
子育て応援室

0165-23-3121

16 白老町 11月18日 ○ 児童虐待防止講演会の開催 子育て支援室 0144-85-2021

17 登別市 11月以降 児童虐待防止啓発事業「虐待防止セミナー」の開催（予定）
保健福祉部子育てグルー
プ子ども虐待相談室

0143-85-6677

18 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

健康増進課
健康増進グループ

01456-2-6571

19 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

日高総合支所
地域住民課
健康・介護グループ

01457-6-3173

20 室蘭市 通年
市内の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室 0143-25-2705

21 北海道 10月11日 児童虐待防止に関する講演を開催
北海道中央児童相談所地
域支援課

011-631-0301

22 北海道 11月17日 ○ 児童虐待防止に関する講演を開催
北海道旭川児童相談所地
域支援課

0166-23-8195

23 北海道 11月10日 ○ 児童虐待防止に関する講演を開催
北海道帯広児童相談所地
域支援課

0155-22-5100

24 江別市 11月11日 ○ 要対協実務者を対象にした児童虐待防止関連研修会の開催
健康福祉部子育て支援室
子育て支援課

011-381-1236

【青森県】

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

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

25 弘前市 9月17日
青森県地域組織活動連絡会会員研修会において、児童虐待につ
いて講演

健康福祉部子育て支援課
子育て支援係

0172-40-7038

26 弘前市 10月21日 弘前草右会保育園連絡協議会において、児童虐待について講演
健康福祉部子育て支援課
子育て支援係

0172-40-7038

27 弘前市 11月11日 ○ 高校生を対象として、児童虐待について講演
健康福祉部子育て支援課
子育て支援係

0172-40-7038

北海道

青森県



【宮城県】

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

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

28 石巻市 11月15日 ○

【虐待防止シンポジウム】
　内容：児童・高齢者・障害者虐待及びＤＶの現状と対応について
　場所：遊楽館　文化ホール
　コーディネーター：仙台オンブズネット「エール」　内田幸雄氏
　パネリスト：弁護士・警察・関係機関職員等

福祉部虐待防止センター 0225-95-1111

29 大河原町 11月30日 ○ 宮城県との共催により、児童虐待防止等に係る内容の講座を開催 子ども家庭課児童福祉係 0224-53-2251

30 大崎市 11月 ○ 児童虐待防止研修会の実施
子育て支援課
子ども家庭相談係

022-23-6048

31 加美町 12月21日 児童虐待防止対策研修会（テーマ・場所は未定） 子育て支援室 0229-63-7870

32 栗原市 11月9日 ○
子どもを虐待から守る為、市民一人ひとりが児童虐待問題につい
ての理解をいっそう深め、主体劇に関わりをもっていただくための
意識啓発を図ることを目的に講演会を開催

栗原市市民生活部子育て
支援課

0228-22-2360

33 栗原市 11月15日 ○
保育士、保健師、教職員等の要保護児童実務者が児童虐待の事
例を通し、対応について学ぶ。早期発見や、それぞれの立場での
対応方法、見守り活動等に努めることができるよう研修会を実施

栗原市市民生活部子育て
支援課

0228-22-2360

34 塩竈市 11月19日 ○
イオンタウン塩釜店においてオレンジリボンキャンペーンコンサート
を開催し、エコバッグ、ちらし等配布

健康福祉部子育て支援課 022-353-7797

35 塩竈市 11月22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
待防止研修会を塩竈市公民館にて開催

健康福祉部子育て支援課 022-353-7797

36 色麻町 8月25日 児童虐待防止講演会 子育て支援室 0229ｰ66ー1700

37 仙台市 11月28日 ○
児童虐待対応講演会
　テーマ「児童虐待防止につながる親支援を考える」
　会場：仙台市戦災復興記念館　記念ホール

仙台市子供未来局子育て
支援課

022-214-8189

38 大和町 11月18日 ○
児童虐待防止講演会の開催【総務課（人権擁護担当課）と連携開
催】

子育て支援課 022-345-7503
主担当部署は総務課
（022-345-1112）

39 登米市 通年 ○ 「性と生の講座」を中学校・高校で実施（5校） 市民生活部健康推進課 0220-58-2116

40 東松島市

6月24日
8月17日
11月24日
12月26日
1月26日

○
要保護児童対策地域協議会にて児童虐待防止に関する研修会を
開催

保健福祉部子育て支援課
子育て支援班

0225-82-1111

41 亘理町 4月21日
町子育てサポーター養成講座にて児童虐待予防に関する講話の
実施。また、町独自で作成したリーフレット及び児童相談所全国共
通ダイヤルの周知カードを配布。

福祉課子ども家庭班 0223-34-1114

42 亘理町 7月6日
ファミリーサポートセンター養成講座にて児童虐待予防に関する講
話を実施。また、町独自で作成したリーフレット及び児童相談所全
国共通ダイヤルの周知カードを配布。

福祉課子ども家庭班 0223-34-1114

43 仙台市
平成29年1

月
児童虐待防止推進員養成研修

仙台市子供未来局子育て
支援課

022-214-8189

【秋田県】

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

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

44 秋田市 11月12日 ○ 児童虐待防止イベントを開催 子ども未来センター 018-887-5340

45 秋田市 11月15日 ○ 児童虐待防止に関する講演会を開催 子ども未来センター 018-887-5340

46 小坂町 11月 ○ 民生児童委員を対象に勉強会を開催 保健センター 0186-29-3926

47 小坂町 未定 中学生を対象に性教育授業を実施 保健センター 0186-29-3926

48 横手市 11月3日 ○
児童虐待・ＤＶ防止講演会の開催
来場者に、児童虐待防止推進月間のリーフレット等の配布

健康福祉部
子育て支援課
児童家庭係

0182-35-2133

【山形県】

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

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

49 酒田市 11月14日 ○
「児童虐待の実態とその対応（仮）」要対協研修会
東北公益文科大学公益ホール中研修室

酒田市健康福祉部子育て
支援課

0234-26-5734

50 高畠町
10月23日～

2月
○

高畠町福祉のまちづくり推進事業において、地域ぐるみで子育てを
応援するしくみをつくり、虐待の未然防止の推進を図る（講演会開
催、福祉のまちづくり推進委員会・実行委員会の開催、居場所づく
り・学習支援等の試行）

町福祉課児童福祉係 0238-52-2864

宮城県

秋田県

山形県



51 山形県 鶴岡市 11月15日 ○
要対協関係者をはじめとする子育て支援団体を対象に虐待防止
研修会を開催

子育て推進課子ども家庭支
援センター

0235-25‐2741

【福島県】

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

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

52 川俣町 11月18日 ○ 児童虐待関係講演会開催 子育て支援課 024-566-2111

53 郡山市 7月22日
児童虐待防止研修会として児童福祉に携わる方々を対象とした研
修会を開催

こども部
こども支援課

024-924-3341

54 郡山市 11月18日 ○ 児童虐待防止講演会として一般市民等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

55 二本松市 11月25日 ○ 子どもを守る地域ネットワーク機能強化のための研修会の開催
福祉部
子育て支援課
子ども家庭係

0243-55-5094

56 南相馬市 11月1日 ○
児童虐待に係る研修会を開催
対象：要保護児童対策地域協議会・青少年問題協議会委員

健康福祉部
男女共同こども課

0244-24-5215

57 福島市 11月6日 ○
【平成２８年度児童虐待防止推進講演会の開催】
テーマ：「ＳＴＯＰ児童虐待　～わたしたちができること～」
場所：福島市保健福祉センター

こども未来部
こども政策課
こども家庭係

024-525-3780

58 福島市
11月1日～
11月22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

こども未来部
こども政策課
こども家庭係

024-525-3780

59 福島市 年15回予定 【子育てコミュニケーション（ＣＳＰ）事業】
こども未来部
こども政策課
こども家庭係

024-525-3780

60 福島市 2月

【福島市児童虐待対応力強化研修会の開催】
主任児童委員や児童の援助職を対象に、児童虐待防止に対する
意識高揚のための専門研修
場所：福島市保健福祉センター

こども未来部
こども政策課
こども家庭係

024-525-3780

【茨城県】

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

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

61 小美玉市 10月15日
県で実施している「子育て支援員養成講座」を受講した方により，
「どならない子育て」講座を玉里保健福祉ｾﾝﾀｰで開講。子どもの問
題行動に対処できるｽｷﾙの習得を目指す。

子ども福祉課 0299-48-1111

62 笠間市 １１月 ○ 本庁舎内モニター広告にて、虐待防止、早期発見呼び掛け 子ども福祉課 0296-77-1101

63 古河市 2月13日

児童虐待防止講演会を実施
テーマ：　（講師と調整中）
講師：小栗　正幸（特別支援教育ネット代表）
定員：100名
場所：健康の駅 ２階 視聴覚室

子育て支援課 0280-92-3111

64 東海村 11月21日 ○
講演会開催（イライラしない子育て・児童養護施設のこども達との
関わりから）
東海村役場

福祉部子育て支援課 029-282-1711

65 日立市 10月7日
児童虐待対応への研修会（子どもの問題の背景に潜む児童虐待・
公立図書館ホール）

保健福祉部子ども局子ども
福祉課

050-5528-5528-
5071

【栃木県】

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

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

66 足利市 11月17日 ○ 病院との共催で虐待防止に関する講演会を開催 児童家庭課 0284-20-2137

67 下野市 8月23日
虐待予防講演会の実施、一般市民および関係者約１００名が参
加。

こども福祉課 0285-32-8903

68 高根沢町 7月1日
町公立保育園2園の保育士を対象に、児童虐待に関する研修会を
開催した。（講師：県北児童相談所職員、受講者41名）

こどもみらい課 028-676-6466

69 高根沢町 9月～10月
町内在住の 1歳6ヶ月～3歳未満のはじめての子どもを持つ母親を
対象に、「no bady's perfect講座」（全6回）を開催。併せて託児を実
施。（受講者6名）

こどもみらい課 028-676-6466

70 高根沢町
1月及び2月

（予定）
町公立保育園2園の保護者研修会を活用し、児童虐待に関する研
修会を開催する。

こどもみらい課 028-676-6466

71 栃木市 11月17日 ○ 児童虐待防止講演会を実施する。
こども未来部子育て支援課
児童家庭係

0282-21-2226

72 日光市 11月3日 ○
一般市民や関係機関に向けてＤＶ・児童虐待防止啓発講演会開
催。参加者に対し、児童虐待防止啓発用品配布。

健康福祉部
人権・男女共同参画課

0288-21-5184

73 野木町 11月12日 ○
小山市で開催されるオレンジリボンたすきリレーでたすきの引き継
ぎを行う

教育委員会こども教育課 0280-57-4138

福島県

茨城県

栃木県



74 野木町 1月22日 町駅伝大会の際、オレンジリボンチームをつくり参加する 教育委員会こども教育課 0280-57-4138

75 芳賀町 8月2日

第１回「子ども虐待をゼロに！居場所づくり会議。」を住民と関係者
のワークショップを実施。
（虐待通告に至らないが、その狭間で苦しんでいる子どもや保護
者、または、虐待通告後の支援を受けている子どもとその保護者
にとって、家庭は心地よいものではない場合が多い。そのような家
庭のよりどころとなるような居場所づくりのため、住民と関係者が対
話し、芳賀町らしい具体策を考えることが目的。対象者は、心配な
子どもや家庭の役に立ちたいと思う人や関係機関の職員で、当事
者の役に立つ支援を実践したい人。）
テーマは、「子ども虐待の今とこれから」「居場所の必要性」

住民生活部健康福祉課福
祉係

028-677-6040

76 芳賀町 10月12日

第２回「子ども虐待をゼロに！居場所づくり会議。」を住民と関係者
のワークショップを実施。
（目的と対象者については同上）
テーマは、「地域の子どもを自分の子どものように育てる平塚市
（先駆事例のシンポジウム）」「私たちらしい一歩」

住民生活部健康福祉課福
祉係

028-677-6040

77 芳賀町 11月29日 ○

第３回「子ども虐待をゼロに！居場所づくり会議。」を住民と関係者
のワークショップを実施。
（目的と対象者については同上）
テーマは、「居場所づくりの具体策」

住民生活部健康福祉課福
祉係

028-677-6040

78 小山市 9月3日
『第12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小ホール）

保健福祉部
子育て・家庭支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

79 小山市 11月12日 ○
『第7回おやま生まれのオレンジリボンたすきリレー』の開催
小山市役所御殿広場他市内で啓発活動

保健福祉部
子育て・家庭支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

80 小山市 随時 ○ 『子育て見守り隊』出前講座の実施
保健福祉部
子育て・家庭支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

【群馬県】

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

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

81 群馬県 11月5日 ○

児童虐待防止に関する県民講座を開催
・職員によるミニ講座と虐待等をテーマにした映画の上映を行う
・来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット、カード及
びテッシュ等を配布

児童福祉課 027-226-2628

82 前橋市 通年 ○ ペアレントトレーニングの開催
福祉部子育て支援課家庭
児童相談係

027-220-5702

83 前橋市 通年 ○ セカンドステップの開催
福祉部子育て支援課家庭
児童相談係

027-220-5702

84 前橋市 通年 ○ 親子の絆づくりプログラム"赤ちゃんがきた！"（BP）の開催
福祉部子育て支援課家庭
児童相談係

027-220-5702

85 前橋市 通年 ○ 虐待予防に関わる出前講座
福祉部子育て支援課家庭
児童相談係

027-220-5702

86 前橋市 通年 ○ マタニティセミナーにおけるSBS講座の実施
福祉部子育て支援課家庭
児童相談係

027-220-5702

87 高崎市 11月14日 ○ 要保護児童対策地域協議会構成員を対象とした研修会の実施 福祉部こども家庭課 027-321-1315

88 渋川市 11月8日
市要保護児童対策地域協議会事務局主催で市内小・中学校長、
保育所（園）・幼稚園長を対象に児童虐待防止関連の研修会を開
催

保健福祉部こども課 0279-22-2415

89 みどり市 11月5日 ○
みどり市市制施行10周年記念事業｢地域は子育て応援団｣講演会
親子が笑顔で向き合うためにできること～孤立と虐待のない街づく
り～

保健福祉部こども課家庭児
童相談室

0277-76-0995

【埼玉県】

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

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

90 上尾市 10月12日 要対協実務者会議における実務者向け講演会
子ども未来部子ども・若者
相談センター

048‐783‐4964

91 朝霞市 11月10日 ○ 児童虐待防止セミナー開催 福祉部こども未来課 048-463-0364

92 入間市

6月20日
6月23日
11月21日
2月23日

○
育児体験事業（市内中学校４校の２・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

93 川越市 11月19日 ○ 子育て講演会を開催。 こども未来部こども家庭課 049-224-5821

94 川越市 随時 ○
学校、保育園、幼稚園、民生・児童委員の会議等に出向き、児童
虐待に関する説明、研修等を行う。

こども未来部こども家庭課 049-224-5821

群馬県

栃木県

埼玉県



95 坂戸市 10月27日 要保護児童対策地域協議会研修会において講演会を開催
福祉部子育て支援課支援
担当

049-283-3965 関係機関対象

96 志木市 11月6日 ○
志木駅東口駅前広場にて児童虐待防止キャンペーンの実施　①
虐待予防についての啓発（啓発物資の配布）　②バルーンアート

子ども家庭課 048-473-1124

97 鶴ヶ島市 １１月 ○ 女性センターと共催で児童虐待防止セミナーを開催
健康福祉部こども支援課子
育て支援担当

049-271-1111
（内線154）

98 鳩山町 11月19日 ○ 「子育てフェスティバル」を開催
健康福祉課
子育て支援担当

049-296-1241

99 羽生市 8月31日 民生委員児童部会に向けた研修会
市民福祉部子育て支援課
子育て支援係

048-561-1121

100 東松山市 １１月 ○
外部の講師を依頼、要保護児童対策地域協議会構成メンバーを
対象とし、関係機関の連携の大切さをテーマにした講演会を開催

子ども未来部子育て支援課
児童相談担当

0493－63－5005

101 日高市 11月6日 ○ 子育てセミナー『心の強い子どもを育てる子育ての秘密』を開催
福祉子ども部
子育て応援課

042-989-2111

102 深谷市
8月～9月

全3回
市民向け子育て講演会の中で虐待についての啓発を実施 こども青少年課 048-574-6646

103 深谷市 10月21日 関係機関向け児童虐待防止講演会を実施 こども青少年課 048-574-6646

104 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
援課児童給付係

048-996-2111

105 新座市
①5月～6月
②9月～10
月③10月～

11月

○

3回/年
1回6セッション
どならない子育て練習法講座の開催
①、③は市民対象　②は保育士対象
他子育て講座あり

福祉部児童福祉課家庭児
童相談係

048-424-9161

106 さいたま市 11月10日 ○ さいたま市子ども虐待防止フォーラムを開催
子ども未来局子ども育成部
子育て支援政策課

048-829-1270

【千葉県】

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

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

107 いすみ市 １１月 ○
いすみ市オレンジリボンキャンペーンセレモニー（１１月３日開催い
すみふるさとまつり会場）で市内中学生の児童虐待防止標語の表
彰

福祉課
子育て支援室

0470-60-1120

108 市川市
6月・9月～

12月
○

CSP講座の実施。しつけの際のコミュニケーションをのとり方を学
び、怒鳴ったり叩いたりしないしつけの方法を習得し虐待予防、防
止につなげる。

子育て支援課 047-711-0679

109 市川市 11月18日 ○ 虐待予防研修会の開催。 子育て支援課 047-711-0679

110 浦安市 11月13日 ○
『オレンジゴスペル2016 in URAYASU』会場：浦安市民プラザ
WAVE101

こども家庭支援センター 047-351-8041

111 千葉市 5月～3月 ○
びーらぶ（ＤＶ被害者と心理的虐待を受けた子どもへの心理教育プ
ログラム）を実施

こども家庭支援課 043-245-5179

112 習志野市
11月1日～
11月30日

○

子ども虐待防止に関する周知・啓発、及び子どもに関わる関係機
関の職員資質の向上を図ることを目的に、要保護対策地域協議会
主催の研修会を「こどもの貧困と児童虐待～貧困と児童虐待の視
点から子育て支援を考える～」というテーマで開催する。

こども部子育て支援課 047-453-7322

113 野田市 11月21日 ○

要保護児童対策地域協議会実務者研修会（民生委員、市内の教
員・保育士等も参加）
[テーマ]集団になじめない子の理解と対応
　　　　　～ティーチャーズ・トレーニングに学ぶ～（演題仮称）
[開催場所]市役所大会議室

児童家庭部児童家庭課児
童相談係

04-7125-1111

114 野田市

11月5日～
11月14日、
11月16日～
11月22日

○

市内小中学生による「私の願う家族・家庭」ポスター展及び民生委
員児童委員による児童虐待防止啓発標語の掲示
・ポスター展（テーマ：私の願う家族・家庭）
[開催場所]
11月5日～11月14日12時：いちいのホール1階エントランス
11月16日～11月22日：市役所1階ふれあいギャラリー

児童家庭部児童家庭課児
童相談係

04-7125-1111

115 船橋市 9月4日
消防局救急課がイオンモール船橋で開催する救急フェアにて、児
童虐待防止啓発関連の掲示、チラシの配布を行う。

児童家庭課
家庭児童相談室

047(409)3469

116 柏市 11月2日 ○
要対協関係機関に向け，講師を招いた児童虐待に関する研修を
実施。

こども部こども福祉課家庭
児童相談担当

04-7167-1458

【東京都】

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

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

117 東京都 墨田区 11月28日 ○ 児童虐待防止啓発講演会 墨田区子育て総合センター 03-5320-4090

千葉県

埼玉県



【神奈川県】

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

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

118 愛川町 11月 ○ 町役場において、児童虐待防止に関連した研修会を開催
民生部子育て支援課子ども
福祉班

046-285-2111

119 伊勢原市 7月25日 民生委員・主任児童委員懇談会にて児童虐待防止について講演 子ども家庭相談室 0463-94-4711

120 伊勢原市 8月4日 小中学校新採用教職員へ児童虐待防止研修を開催 子ども家庭相談室 0463-94-4711

121 伊勢原市 9月20日 市内小規模保育施設へ児童虐待防止に関する出前講座を実施 子ども家庭相談室 0463-94-4711

122 伊勢原市 11月10日 ○ ファミリーサポート養成講座にて養育支援訪問について講演 子ども家庭相談室 0463-94-4711

123 伊勢原市 11月25日 ○ ファミリーサポート養成講座にて児童虐待防止について講演 子ども家庭相談室 0463-94-4711

124 伊勢原市 11月28日 ○
市内幼稚園・保育所・関係機関へ児童虐待防止のための研修会を
実施

子ども家庭相談室 0463-94-4711

125 伊勢原市 12月中 伊勢原高校3年生へ児童虐待予防研修を開催 子ども家庭相談室 0463-94-4711

126 伊勢原市 3月中 伊志田高校1年生へ児童虐待予防研修を開催 子ども家庭相談室 0463-94-4711

127 海老名市
12月８日
12月22日

虐待防止に関する研修（海老名市役所　会議室）
保健福祉部子育て支援課
子ども家庭相談室

046-235-4825

128 相模原市 11月20日 ○
「相模原市子どもの権利条例」において定めた「子どもの権利の日
（11月20日）」に、子どもの人権のひとつとして児童虐待について講
演を実施する。

こども青少年課 042-769-9811

129 座間市 11月18日 ○
児童虐待防止講演会の実施　「子育てとしつけ」についてサニープ
レイス座間で14：00～16：00に一般参加者向けに開催

子ども政策課児童相談係 046-252-8026

130 茅ヶ崎市 10月30日 第10回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2016の後援
こども育成部こども育成相
談課こども家庭相談担当

0467-82-1111

131 秦野市 １２月 幼児を対象とした虐待予防教室（楽しい子育て練習講座）を開催。
こども育成課こども若者相
談担当

0463-82-6241

132 藤沢市 11月19日 ○ 市要保護児童対策地域協議会の構成機関向けに講演会を開催
子ども青少年部子ども家庭
課

0466-50-3569

133 真鶴町 11月2日 ○
まなづる小学校1・2学年、真鶴中学校、管内幼稚園・保育園を対象
とした人権の花運動事業の際、併せて啓発活動を実施

健康福祉課 0465-68-1131

134 真鶴町 12月12日
まなづる小学校4学年を対象とした人権教室事業の際、併せて啓
発活動を実施

健康福祉課 0465-68-1131

135 三浦市 9月～10月
「トリプルP・前向き子育てプログラム」グループワークを委託事業
で実施

保健福祉部子ども課
046-882-
1111(365)

136 大和市
5月16日～9

月27日
乳幼児を対象とした身体接触を利用した虐待予防教室(FTP)を開
催（全８回）

こども部すくすく子育て課
家庭こども相談担当

046-260-5618

【新潟県】

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

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

137 阿賀野市 11月 ○ 児童虐待予防研修会 社会福祉課　児童相談係 0250-62-2510

138 阿賀野市

5～6月
8～9月

11～12月
平成29年2

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

139 糸魚川市 11月 ○ 関係機関を対象に虐待防止に関する内容で講演会を実施。 教育委員会事務局こども課 025-552-1511

140 小千谷市 8月22日 児童虐待防止研修会開催 社会福祉課子育て支援係 0258-83-3517

141 柏崎市 11月23日 ○ 児童虐待防止に関する講演会の開催
教育委員会子育て支援セン
ター　地域子育て係

0257-20-4210

142 五泉市 11月23日 ○
福祉会館において思春期への対応をテーマとしたこども虐待予防
講演会を開催

こども課子育て支援係 0250-43-3911

143 佐渡市 11月19日 ○ 子育て支援についての講演、市民によるシンポジウム
社会福祉課子ども若者相談
センター

0259-81-1310

144 新発田市 11月 ○ 児童虐待対応研修会の実施（保育園・幼稚園・認定こども園向け） こども課 0254-22-3101

145 上越市 6月23日
市内の幼稚園・保育園職員や関係課職員を対象とした児童虐待防
止に関する研修会を開催

健康福祉部すこやかなくら
し支援室支援係

025-526-5111

146 燕市
11月25日(予

定)
○

保育士・家庭児童相談員・保健師を対象に乳幼児虐待予防研修会
を開催。事例検討、意見交換で支援についての学ぶ。

社会福祉課児童福祉係 0256-77-8186

147 十日町市 8月2日
子ども虐待対応研修会（保育園・認定こども園職員対象・保健セン
ターで開催）

市民福祉部健康づくり推進
課母子保健係

025-757-9759

148 十日町市
10月25日～
11月29日の
毎週火曜

○ 親支援講座の実施（NPプログラム・中央公民館で開催）
市民福祉部健康づくり推進
課母子保健係

025-757-9759

149 見附市 11月 ○ 要保護児童対策地域協議会主催の児童虐待予防に関する研修会 教育委員会こども課 0258-62-1700

神奈川県

新潟県



【富山県】

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

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

150 魚津市 9～2月 ○

「いのちの教育推進事業」
9～2月、市内小中学校（全校）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。乳幼児とその母と触れ合いを体験し、命
の大切さを学ぶ。

教育委員会学校教育課 0765-23-1044

151 高岡市 11月17日 ○
市要保護児童対策地域協議会の関係者向け虐待防止研修会の
開催。テーマ「心理的援助から見た虐待　―心理と支援の基本―
」

福祉保健部子ども・子育て
課

0766-20-1379

152 富山市 11月26日 ○
市要保護児童対策地域協議会構成員を対象に虐待防止研修会
(講演会)を開催する。

福祉保健部
家庭児童相談課

076-443-2038

153 南砺市
７月・１１月・
１２月・平成
２９年１月

○
「いのちの教育」
7～1月、市内小中学校（中学校２校・小学校４校）を対象に、命の
大切さや誕生について助産師等の講話を実施。

南砺市地域包括医療ケア
部　保健センター

0763-52-1767

154 10月16日 里親講演会「ひろめよう里親inとやま２０１６」を開催
厚生部
児童青年家庭課

076-444-3207

155 11月17日 ○ 要保護児童対策関係者専門性向上研修会を開催
厚生部
児童青年家庭課

076-444-3207

156 未定 医療機関向け児童虐待防止研修会を開催
厚生部
児童青年家庭課

076-444-3207

【石川県】

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

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

157 石川県 11月 ○ 児童虐待について考えるための映画上映会の実施 少子化対策監室 076-225-1421

158 石川県 11月13日 ○
街頭キャンペーン及び啓発ウォーク
・啓発のぼり等を持って啓発ウォークをし、児童虐待防止を呼びか
けるとともに、金沢駅等で啓発チラシ・啓発グッズを配布。

少子化対策監室 076-225-1421

159 石川県 8月～10月
大学生による児童虐待防止の啓発
・大学生が主体となって児童虐待防止の啓発に関する活動を企画
立案し、学園祭等で、参加する方にも広く啓発を行う。

少子化対策監室 076-225-1421

160 石川県 10月30日

「子育て支援メッセいしかわ２０１６」における広報啓発
・「家族和菓子手作り体験」のブースを出展し、「オレンジリボン」に
ちなんだ和菓子を家族とともに手作り体験するふれあいイベントを
実施。

少子化対策監室 076-225-1421

161 石川県 1月

児童虐待未然防止のための子育て講座
・児童相談所職員が様々な児童に関わってきた経験を踏まえて、
子どもにどのように接したら子どもとの関係が良くなるか等をお話
しする子育て講座を開催。

少子化対策監室 076-225-1421

162 内灘町 11月2日 ○ 児童虐待防止講演会（内灘町役場） 子育て支援課 076-238-3233

163 津幡町
11月4日
２月中

○ 児童虐待防止研修会
津幡町町民福祉部健康こど
も課

076-288-7926

164 能登町 11月13日 ○ ショッピングセンターにて街頭キャンペーン 健康福祉課 0768-72-2512

165 羽咋市 11月26日 ○

子育て講演会を開催する。テーマは「地域で家族を支援するため
には」
場所：羽咋すこやかセンター、参加者：保育所（園）職員、保護者、
放課後児童クラブ支援員

羽咋市市民福祉部健康福
祉課

0767-22-1114

166 白山市 11月7日 ○
白山市保育士会で児相職員を講師として虐待に関しての研修会を
行う。

健康福祉部こども子育て課
家庭児童相談室・教育委員
会生涯学習課子ども相談室

076-276-1785

167 白山市 11月22日 ○ 子どもをむずかしくしない子育て講座開催
健康福祉部こども子育て課
家庭児童相談室・教育委員
会生涯学習課子ども相談室

076-276-1785

168 白山市 10月19日
白山市職員・児童クラブ支援員等子どもにかかわる職員を対象、
少年事件や不登校にかかわって来た「多田元弁護士」を講師に研
修を開催する（子ども相談室・家庭児童相談室主催）

健康福祉部こども子育て課
家庭児童相談室・教育委員
会生涯学習課子ども相談室

076-276-1785

【福井県】

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

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

169 福井県 11月19日 ○ 子どもの虐待防止推進全国フォーラムin ふくい
健康福祉部
子ども家庭課

0776-20-0343

170 福井県 8月23日

【児童虐待防止専門研修会（嶺北地区）】　主任児童委員、保育
士、小中学校・幼稚園教諭等対象に県外から講師を招いて、講
演。（講演：発達障害の理解と支援－あなたが明日からできること
－）福井県生活学習館

福井健康福祉センター　福
祉課

0776-36-2857

171 福井県 未定
【児童虐待防止専門研修会（福井地区）】　主任児童委員、保育
士、小中学校・幼稚園教諭等対象に、学識経験者を招いて講演を
依頼予定。

福井健康福祉センター　福
祉課

0776-36-2857

富山県

石川県

福井県



172 福井県 通年
【育児不安解消サポート事業】　毎月第４木曜日に当センター内に
おいて、０歳から就学前の子供がいる育児不安や育児ストレスを
抱える保護者を対象に、育児支援として「こあら広場」を実施。

福井健康福祉センター　福
祉課・健康増進課

0776-36-2857

173 福井県 8月23日
児童虐待防止についての講演会（発達障害の理解と支援ーあなた
が明日からできることー　花園大学　社会福祉学部教授　小谷　裕
美　氏）

坂井健康福祉センター福祉
健康増進課

0776-73-0609

174 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の提供及び精神
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

175 福井県 1月予定 児童虐待防止についての事例検討会を実施予定
坂井健康福祉センター福祉
健康増進課

0776-73-0609

176 福井県 8月23日
主任児童委員、保育士、学校教諭等を対象に児童虐待防止に関
する研修会を開催

福井県奥越健康福祉セン
ター地域保健福祉課

0779-66-2076

177 福井県 2月 児童虐待防止に関する研修会を開催
福井県奥越健康福祉セン
ター地域保健福祉課

0779-66-2076

178 福井県 通年 ○
育児不安や育児ストレスを抱える保護者に対し、グループワークや
個別相談を実施

福井県奥越健康福祉セン
ター地域保健福祉課

0779-66-2076

179 福井県
２月下旬～３

月上旬
地域の主任児童委員等を対象に研修会を実施

丹南健康福祉センター福祉
課

0778-51-0034

180 福井県

嶺南地区　８
月２３日　丹
南地区　冬

頃

生活学習館にて、県嶺北地区内の保育士等対象に、児童虐待防
止専門研修会を８月２３日に開催（嶺北地区内の健康福祉センター
の合同開催）また、今年度冬頃に、同研修会を開催予定（丹南健
康福祉センター単独で開催）

丹南健康福祉センター武生
福祉保健部

0778-22-4135

181 福井県 10月4日
「虐待を受けている子どもに私たちができることを考える」
美浜町保健福祉センターはあとぴあ

二州健康福祉センター福祉
課

0770-22-3747

182 福井県
平成29年２

月
管内の関係機関を対象として、児童虐待に関する有識者または実
務者を講師に迎え、研修を開催し児童虐待防止を図る。

若狭健康福祉センター福祉
課

0770-52-1300

【山梨県】

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

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

183 笛吹市 12月予定

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。

保健福祉部子育て支援課
子育て支援担当

055-261-1904

184 中央市
8月18日、25

日
児童虐待防止研修会開催

子育て支援課　児童福祉担
当

055-274-8557

185 山梨市 11月11日 ○
「児童虐待対応と組織連携について」講義＋シンポジウムの研修
会の開催。

子育て支援課
保育・児童担当

0553-22-1111

186 山梨県 11月28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、小中高等学校教職員、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等を対象に、児童虐待防止に関連
する研修会を実施。
　・来場者に児童虐待防止推進月間のリーフレット等を配布。

福祉保健部
子育て支援課

055-223-1457

【長野県】

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

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

187 長野県 11月22日 ○
「児童虐待・ＤＶ防止講演会」（15時～16時30分　長野大学）
講師：長野大学社会福祉学部社会福祉学科　上鹿渡和宏 准教授

県民文化部
こども・家庭課

026-235-7099

188 安曇野市

通年募集
（現在7月下
旬に1回実

施済）

○ 市の出前講座にて「児童虐待防止」に関する研修会実施
福祉部
子ども支援課

0263-71-2265

189 伊那市 12月 子育てワークショップを開催し、虐待防止の啓発と相談窓口の周知 健康推進課 0265-78-4111

190 伊那市
7月、8月、9

月
高校生を対象に出前講座と、乳児ふれあい体験を実施し啓発 健康推進課 0265-78-4111

191 伊那市
4月・5月・10

月
　特別支援コーディネーター・保育士を対象に「児童虐待防止と対
応について」研修会を開催し、通告対応や支援の連携を依頼

学校教育課子ども相談室 0265-72-0999

192 伊那市 通年 CAPによる人権擁護プログラム研修　市内の４校で実施予定 学校教育課 0265-78-4111

193 岡谷市 11月15日 ○
「児童虐待防止講演会」の実施（15時30分～17時15分　市役所９階
大会議室）

健康福祉部　子ども課 0266-23-4811

194 木曽町 4月～12月 ○
町内保育園の保育士、学校教諭、保護者、小学校、中学校にＣＡＰ
研修を実施

子育て支援室 0264-22-4035

195 塩尻市 7～12月 ○
市内の小学校(3校）においてCAPプログラムの実施（こども・教職
員・保護者等）

こども教育部男女共同参
画・人権課

0263-52-0280
（内線3151）

196 須坂市 4月～7月 市内保育園の保育士、年長児童とその保護者にＣＡＰ研修を実施
教育委員会子ども課子育て
支援係

026-248-9026

山梨県

福井県

長野県



197 東御市 8月30日
東御市総合福祉センターにおいて、児童虐待をテーマに、佐久児
童相談所職員を講師に迎え講演会を実施。東御市虐待等防止総
合対策推進協議会主催。

健康福祉部福祉課地域包
括支援係

0268-64-8888

198 松本市 11月26日 ○ 児童虐待防止啓発DVD上映・講演会
こども部こども福祉課相談・
支援担当

0263-33-4767

【岐阜県】

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

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

199 - 11月13日 ○
ぎふオレンジリボン２０１６イベントとして、岐阜市中心地商店街に
て、親子参加型ワークショップ、県内各地のゆるキャラによる啓発
活動、第9回岐阜オレンジリボンたすきリレーを開催

健康福祉部子ども家庭課 058-272-8325

200 可児市 11月 ○ 市ロビーにて、児童虐待防止推進に関する掲示物の掲載
健康福祉部こども課こども
家庭係

0574-62-1111

201 可児市 11月 ○ オレンジリボンたすきリレーへの参加、イベントを開催
健康福祉部こども課こども
家庭係

0574-62-1111

202 岐阜市 11月13日 ○
「ぎふオレンジリボン２０１６イベント」で、第6回オレンジリボン絵手
紙コンテストの表彰式を開催。市作成の啓発資材を配布

子ども・若者総合支援セン
ター

058-269-1615

203 岐阜市 11月13日 ○
第9回オレンジリボンたすきリレーのゴールイベントを柳ケ瀬商店街
で開催

子ども・若者総合支援セン
ター

058-269-1615

204 高山市 2月 児童虐待に関する講演会 福祉部子育て支援課 0577-35-3140

205 多治見市 11月13日 ○
オレンジリボン運動として、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。

福祉部子ども支援課子育ち
支援グループ

0572-22-1111

206 垂井町 7月27日 中学生を対象とした赤ちゃんふれあい体験学習 保健センター 0584-22-1021

【静岡県】

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

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

207 静岡県 11月12日 ○
児童虐待防止静岡の集い（オレンジリボンたすきリレー：県全域、
講演、パレード、啓発品配布）

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

208 静岡県
10月30日、
11月20日

○
医師等医療関係者を対象とした子ども虐待対応・医学診断研修会
の開催

健康福祉部こども家庭課 054-221-2922
県医師会、県歯科医
師会との共催により実
施

209 伊豆市
10月14日、

24日
小学校就学前のお子さんを持つ保護者を対象に子育て講座を行う こども課 0558-72-9870

210 伊豆市
11月7日、15

日
○ 小学校就学前のお子さんを持つ保護者を対象に子育て講座を行う こども課 0558-72-9870

211 磐田市 11月 ○ 児童虐待防止啓発用品として、マグネット等を作成・配布 こども部子育て支援課 0538-37-4896

212 御前崎市 11月19日 ○

『子育て講演会』
テーマ：子供のやる気を育てるには、「言葉がけ」から変えましょ
う！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師：寺田　理恵子氏
会場：御前崎市民会館
その他：入場無料（入場整理券配布）・未就学児入場不可（託児あ
り）等

こども未来課 0537-85-1120

213 函南町 11月3日 ○
函南町まちづくりセミナーとして、児童虐待防止に関する講演会を
開催する。

厚生部
子育て支援課
子育て支援係

055-979-8133

214 菊川市 11月11日 ○
幼保・小中学校等、関係機関職員を対象に児童虐待の早期発見・
支援のための連携についての研修会を開催

福祉課　児童福祉係 0537-35-0955

215 裾野市 11月24日 ○
児童虐待防止推進に関する講演会（講師：静岡県東部児童相談所
鈴木修所長　演台：未定　場所：裾野市生涯学習センター）

子育て支援課 055-995-1841

216 沼津市 11月18日 ○

児童虐待について、要保護児童対策地域協議会関係者や一般市
民の理解を深め、児童虐待防止に役立てる。
テーマ：「地域で育むこどもの未来　～現代の親が抱える心の闇
～」
講師：杉山　春　氏（ルポライター）
会場：サンウェルぬまづ

市民福祉部こども家庭課こ
ども相談係

055-934-4828
チラシ、市HP、報道投
げ込み等で周知

217 浜松市
10月29日、
11月1日

○
街頭キャンペーン（駅前、ショッピングセンター等で市民に児童虐
待の相談先をのせたポケットティッシュを配付。民生委員児童委員
協議会、社会福祉協議会等参加予定）

子育て支援課 457-2793

218 浜松市 11月23日 ○
子育て応援講演会（子育て家庭の育児ストレス軽減、孤独解消を
目的に、応援大使の講演、市内子供の専門家2人との対談を実
施。定員300人）

子育て支援課 457-2793

219 浜松市 11月12日 ○ 県児童養護施設協議会等と協働で、講演会、パレード等実施 子育て支援課 457-2793

長野県

岐阜県

静岡県



220 静岡県 藤枝市 12月24日
児童虐待撲滅キャンペーンとして、島田市おおるりにて講演会の開
催。
開催場所：島田市プラザおおるり　ホール

子ども家庭課 054-643-7227

こどもしあわせ協議会
（島田市・焼津市・藤
枝市の３市で構成）に
よる事業

【愛知県】

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

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

221 あま市 11月27日 ○ 児童虐待に関する講演会を開催 福祉部子育て支援課 052-444-3173

222 安城市 10月12日 安城市虐待等防止地域協議会研修会での講演会 子育て支援課 0566-71-2229

223 大府市 10月8日

児童虐待防止シンポジウムを実施
テーマ：「みんなで守ろう、大切な命
　　　　　　　　　 ～あなたの声でつながる地域の輪～」
開催場所：大府市役所

福祉子ども部
児童課
家庭児童相談室

　0562-45-6229

224 大府市
10月８日
～３月

○
オレンジリボンの啓発と保護者から子どもへのメッセージ、児童の
将来の夢のメッセージの掲示
開催場所：児童（老人福祉）センター９館・子育て支援センター１館

福祉子ども部
児童課

　0562-45-6229

225 岡崎市 ５月～２月
市内の幼稚園・保育園・小中学校等（概ね20か所）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

226 尾張旭市 11月19日 ○

「イライラ感情と上手につきあおう!～自分と大切な人を笑顔にする
メソッド～」　市内渋川福祉センターくすのきホールで開催。
来場者へ、子どもを守るネットワーク組織の周知を図るためのチラ
シを配布。

こども子育て部
子育て支援室

0561-53-6101

227 瀬戸市 11月28日 ○
虐待防止講演会開催「児童虐待の現状と児童相談所の役割につ
いて」

こども家庭課
家庭児童相談室

0561-82-1990

228 知多市 11月19日 ○ 民間の団体との共催で、講習会とシンポジウムを実施。
子ども未来部　若者女性支
援室

0562-33-3151

229 豊川市 11月25日 ○
平成27年度要保護対策地域協議会研修会にて虐待予防の講演会
を実施予定。（開催場所）豊川市勤労福祉会館

子ども健康部子ども家庭係 0533-89-2133

230 豊橋市 11月15日 ○
児童虐待防止講演会「子どもとの向き合い方を考えよう～子育て
不安を乗り越えるために～」を市公会堂にて開催

こども未来部
こども家庭課

0532-51-3159

231 豊橋市 11月19日 ○ オレンジリボンデーとし、こども未来館、交通児童館でイベント開催
こども未来部
こども家庭課

0532-51-3159

232 名古屋市 5月9日

『ストップ！子ども虐待』オレンジリボンキャンペーン＠金山イベント
広場（条例で定める名古屋市独自の5月の児童虐待防止推進月間
をPRするイベント）
会場：金山総合駅連絡橋　イベント広場

児童虐待対策室 052-972-3979

233 名古屋市 5月29日
関係機関職員向けの研修会を開催（愛知県と共催）
会場：鯱城ホール

児童虐待対策室 052-972-3979

234 名古屋市 10月23日
オレンジリボンキャンペーン2016 in ナディアパーク（啓発イベント）
会場：ナディアパークアトリウム
内容：ステージイベント、たすきリレーゴールセレモニー等

児童虐待対策室 052-972-3979

235 半田市 11月 ○
「ＤＶに関する講演会」について「ＤＶが子どもに与える影響」と題し
てを開催し、ＤＶによる子どもへの影響を学び、未然防止となるよう
啓発します。

健康子ども部子育て支援課
家庭相談担当

0569-84-0657

【三重県】

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

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

236 伊賀市 11月27日 ○
子育て相談広場事業「にんにん音楽祭」
オレンジバンドによる啓発コンサート

健康福祉部こども未来課 0595-22-9677

237 伊勢市 8月～9月
市内の保育所・幼稚園・小学校等において、ＣＡＰプログラムを開
催

健康福祉部こども課 0596-21-5716

238 伊勢市 11月24日 ○ 歯科医師を講師に招聘し、児童虐待防止に関する研修会を開催 健康福祉部こども課 0596-21-5716

239 木曽岬町 7月14日
「児童虐待の現状と対応」のテーマで、要保護児童対策地域協議
会の委員を対象に児童相談所所長による講演会の実施

福祉健康課
こども相談センター

0567-68-6119

240 木曽岬町 9月8日
「予防できる子どもの3つの死-事故・虐待・自殺-　母親としてでき
ること」のテーマで、保護者や関係機関を対象に小児科医師の講
演会の開催

福祉健康課
こども相談センター

0567-68-6119

241 紀宝町 １２月 県と連携し、里親に関する説明会を開催予定 紀宝町役場福祉課 0735-33-0339

242 桑名市 11月3日 ○
児童虐待防止フォーラムinくわな
内容：島田妙子氏講演会・パネルディスカッション
場所：桑名市民会館小ホール

保健福祉部　子ども家庭課
子ども総合相談センター

0594-24-1298

愛知県

三重県



243 菰野町 11月20日 ○ 児童虐待防止講演会（講師：島田妙子）を開催 子ども家庭課 059-391-1124

244 鈴鹿市 10月13日 児童虐待防止啓発講演会(講師：岡本隆介氏) 子ども家庭支援課 059-382-9140

245 鳥羽市 5月2日
民生児童委員協議会児童部会において児童虐待について「出前
とーく」実施

健康福祉課子育て支援室 0599-25-7221

246 鳥羽市 11月5日 ○ 市民啓発のための児童虐待防止講演会の開催
健康福祉課　　　　子育て支
援室

0599-25-7221

247 四日市市 8月10日
四日市市総合会館において「ネグレクトの現状とその支援につい
て」をテーマにした講演会開催

こども未来部
こども保健福祉課
家庭児童相談室

059-354-8276

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
会議の第１回研修会
として実施
対象；会議関係者

248 四日市市 11月16日 ○
四日市市総合会館において『男性から見たＤＶ」をテーマにした講
演会開催

市民文化部
男女共同参画課

059-3548331

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
会議の第２回研修会
として実施
対象；市民及び会議
関係者

【滋賀県】

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

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

249 - 9月22日
県の主催する人権関係のイベントにて虐待防止に関するパネルを
展示

健康医療福祉部子ども・青
少年局

077-528-3556

250 - 10月6,7,12日
11月の月間に向けてキャラバン隊を結成し、各市町を訪問して、オ
レンジリボンの取り組みを呼びかけ

健康医療福祉部子ども・青
少年局

077-528-3556

251 - 10月16日
民間団体が実施するオレンジリボンたすきリレーのゴール地点に
てイベントを開催

健康医療福祉部子ども・青
少年局

077-528-3556

252 -
10月31日～
11月30日

○ 庁舎への横断幕の設置
健康医療福祉部子ども・青
少年局

077-528-3556

253 草津市 11月28日 ○ 児童虐待防止啓発研修会（講演／市役所８階大会議室）
子ども家庭部子ども家庭課
家庭児童相談室

077-561-2373

254 高島市 7月6日 「児童虐待防止推進週間」に合わせ、児童虐待防止講演会を開催 子ども家庭相談課 0740-25-8517

255 高島市 11月15日 ○ 「児童虐待防止関係者研修会」を開催 子ども家庭相談課 0740-25-8517

256 高島市 通年 ○ 市内全保育園・幼稚園・こども園でCAPワークショップを実施 子ども家庭相談課 0740-25-8517

257 高島市 随時 ○
民生委員・児童委員連絡協議会、学童保育所連絡協議会、大津人
権擁護委員連絡協議会において出前講座開催

子ども家庭相談課 0740-25-8517

258 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
こども未来部こども相談支
援課

0748-24-5663

259 東近江市 年間 ○ 市内小学校で、児童虐待未然防止事業ＣＡＰワークショップ実施
こども未来部こども相談支
援課

0748-24-5663

260 東近江市 年間 ○ 児童虐待防止の出前講座
こども未来部こども相談支
援課

0748-24-5663

261 東近江市 10月21日
虐待未然防止研修を目的として「こどもと子育てを地域で支えるつ
どい」を開催

こども未来部こども相談支
援課

0748-24-5663

262 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

こども未来部こども相談支
援課

0748-24-5663

【京都府】

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

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

263 京都府 11月13日 ○ 「京都ヒューマンフェスタ２０１６」でのブース出展 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

264 京都府 10月23日
山城南子育てフェスタにおける普及啓発活動、子育てサークル・支
援に関する情報提供、子育て・発相談を実施（アスピアやましろ）

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

265 京都府 3月12日
山城南子育てフェスタにおける普及啓発活動、子育てサークル・支
援に関する情報提供、子育て・発相談を実施（アスピアやましろ）

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

266 京都府 11月20日 ○ せいか祭り２０１６における街頭啓発活動 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

267 京都府 7月4日
エジンバラ産後うつ質問票（ＥＰＤＳ）等活用に係る研修会(山城管
内の市町村向け）

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

268 京都府 10月19日
管内の児童相談所と市町村児童相談担当者との意見交換会の実
施　　　　　　　（田辺総合庁舎）

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

269 京都府
12月もしくは

２月
山城管内市町村と協力医療機関連携会議の実施 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

京都府

滋賀県

三重県



270 京都府 12月7日
発達障害児支援・虐待未然防止等従事者研修
※「発達障害の早期発見とその対応」をテーマにした講演（宇治市
生涯学習センター）

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

271 京都府 12月20日
発達障害児支援・虐待未然防止等従事者研修
※「保護者の精神疾患」をテーマにした講演と事例検討（宇治総合
庁舎）

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

272 京都府 1月7日
児童虐待未然防止のための妊産婦に対する支援に係る研修会
（京田辺市商工会館）

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

273 京都府 7月8日
妊娠からはじまる子育て応援フォーラムを開催し、関係機関はじめ
広く一般府民参加の下、基調講演、実践報告及びパネルディス
カッション等を行った。

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

274 京都府 11月27日 ○ 子育て応援講演会を南丹市と共催で開催 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

275 綾部市 6月1日 綾部市主任児童委員児童虐待防止研修会
福祉保健部
民生児童課

0773‐40‐1088

276 綾部市 8月18日 学校保健会と母子保健事業会議にかかる児童虐待の現状説明会
福祉保健部
民生児童課

0773‐40‐1088

277 綾部市 8月23日 綾部市民生児童委員協議会児童虐待防止研修会
福祉保健部
民生児童課

0773‐40‐1088

278 綾部市 8月23日 綾部市児童虐待対策職員児童虐待防止研修会
福祉保健部
民生児童課

0773‐40‐1088

279 綾部市 2月24日
京都府児童虐待防止アドバイザー派遣事業
綾部市要保護児童対策地域協議会代表者会議　児童虐待防止研
修会

福祉保健部
民生児童課

0773‐40‐1088

280 井手町 7月11日

人権講座きらめき　開催場所：いづみ人権交流センター
講演テーマ　「事例に学ぶ子ども虐待－私たち大人ができること」
講師　女性ライフサイクル研究所フェリアン臨床心理士　小田裕子
さん

いづみ人権交流センター 0774-82-3380

281 井手町 9月9日

人権学習会　開催場所：いづみ人権交流センター
講演テーマ　「心豊かな子育てのために」
～より良い子育てのヒントを学びましょう～
講師　フェリアン　森﨑和代さん

いづみ人権交流センター 0774-82-3380

282 井手町 11月12日 ○
人権子育て講演会　開催：いづみ人権交流センター
講演テーマ　「絵本でこころを育てよう！～絵本で考える子育てと
人権～」

いづみ人権交流センター 0774-82-3380

283 宇治市 11月24日 ○
公共施設（１か所）において、宇治市要保護児童対策地域協議会
関係機関の職員等を対象とした、児童虐待未然防止をテーマとし
たセミナーを開催

福祉こども部
こども福祉課

0774-22-3141

284 木津川市 11月 ○
市職員を対象に、人権研修の中で児童虐待等の知識等に関する
内容を実施する。

こども宝課 0774-75-1212

285 京丹後市 11月5日 ○ 福祉事務所にて、虐待予防に関連する講演会の開催
教育委員会事務局子ども未
来課

0772-69-0340

286 精華町 11月29日 ○
子育て支援講演会の開催（一般住民、関係各機関対象）
竹内昌彦氏「私の歩んだ道～見えないから見えたもの～」
講演会会場での、啓発物品配布。

健康福祉環境部子育て支
援課

0774-95-1917

287 南丹市 11月27日 ○
児童虐待防止に関する講演会を南丹保健所と共催により開催 市民福祉部子育て支援課

子育て支援係
0771-68-0017

288 福知山市 11月15日 ○ 児童虐待未然防止研修会を開催 福祉保健部子育て支援課 0773-24-7066

289 八幡市 11月29日 ○ 児童虐待防止講演会を開催。 福祉部子育て支援課 075-983-1111

290 八幡市 12月3日 八幡市人権フェスタにて、啓発ブースを設置。 福祉部子育て支援課 075-983-1111

【大阪府】

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

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

291 大阪府 大阪市 1月下旬
児童虐待防止をテーマに関係機関研究集会を開催
参加者に児童虐待防止推進のリーフレット及び児童虐待ホットライ
ンの周知グッズを配布

こども青少年局子育て支援
部こども家庭課

06－6208－8032

京都府



【兵庫県】

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

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

292 神戸市 11月13日 ○ 子育てプログラム「すきっぷフェスタ」への出展。
こども家庭局こども家庭支
援課

078-322-5211

293 神戸市 11月13日 ○ KOBEオレンジリボンウォークの実施。
こども家庭局こども家庭支
援課

078-322-5211

【奈良県】

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

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

294 奈良県 広陵町 11月10日 ○ 町民対象、啓発講演会 子ども支援課 0745-55-6820

【和歌山県】

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

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

295 紀の川市 11月30日 ○ 市内小中学校教頭会にて、虐待防止講演会の実施 子育て支援課 0736-77-0863

296 串本町 １月～２月
串本町保健センターにて要支援家庭へのアプローチ事業として「前
向き子育てプログラム」を開催

こども未来課 0735-67-7027

297 御坊市 11月1日 ○ 児童虐待防止に関する講演会 社会福祉課 0738-23-5508

298 橋本市
平成29年1

～3月
児童虐待防止に関する講演会を実施予定（市民向け） 橋本市こども課 0736-33-6102

299 橋本市
平成29年1

～3月
児童虐待防止に関する講演会を実施予定（教職員向け） 橋本市こども課 0736-33-6102

300 湯浅町 5月19日
湯浅町庁舎３階にて、「スマホ時代にどう向き合う!?」をテーマに講
師「篠原嘉一氏」による子育て講演会を開催。　来場者107名

健康福祉課 0737-64-1120

301 湯浅町 7月19日
湯浅町庁舎３階にて、「今を生きる子どもたちに伝えたい」をテーマ
に講師「熊丸みつ子氏」による子育て支援と児童虐待児童虐待防
止の講演会を開催し、啓発チラシを配布。　来場者154名

健康福祉課 0737-64-1120

【鳥取県】

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

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

302 鳥取県 11月12日 ○
米子児童相談所管内の市町村、児童福祉施設と共催でオレンジリ
ボンたすきリレーを実施。

福祉保健部子育て王国推
進局青少年・家庭課

0857-26-7149
近隣市町村と合同開
催。

303 倉吉市 11月 ○
オレンジリボンたすきリレーの開催（中部市町、倉吉児相合同開
催）

福祉保健部子ども家庭課 0858-22-8220

304 倉吉市 10月 講演会（児童虐待防止研修会）開催 福祉保健部子ども家庭課 0858-22-8220

305 境港市 11月4日 ○ 要対協構成機関関係者を対象に児童虐待防止研修会を開催
福祉保健部子育て支援課
育児支援係

0859-47-1077

306 境港市 11月12日 ○
県西部地区のオレンジリボンたすきリレーで、要対協関係者がラン
ナー、応援等で参加し啓発活動を行う

福祉保健部子育て支援課
育児支援係

0859-47-1077

307 大山町 11月12日 ○ オレンジリボンたすきリレー実施予定
幼児・学校教育課
幼児教育室

0859-54-5219

308 南部町 11月12日 ○ 鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレーへの参加 健康福祉課 0859-66-5524

309 日南町 11月12日 ○
オレンジリボンキャンペーンたすきリレーの実施。それに合わせて
町内ショッピングセンターにおいて児童虐待防止について啓発を行
う予定。

福祉保健課 0859-82-0374
鳥取県西部圏域市町
村及び米子児童相談
所共催。

310 日吉津村 11月5日 ○ オレンジリボンたすきリレーの参加 福祉保健課 0859-27-5952

311 日吉津村 今年度中 子育て応援講演会の開催 福祉保健課 0859-27-5952

312 日野町 11月12日 ○ オレンジリボンたすきリレー 健康福祉課 0859-72-0334

313 北栄町 11月12日 ○
「子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー」
庁内各担当者が倉吉児相をめざしてたすきをつなぎ、子ども園や
公道で啓発活動を行う。

福祉課 0858-37-5852
倉吉児相と県中部市
町との共催

314 三朝町 11月12日 ○
県中部圏域において各市町から児童相談所までリレーマラソンを
実施し、周知啓発を図る。（倉児相、1市3町合同キャンペーン）

子育て健康課 0858-43-3520
実行委員会体制
※事務局：倉児相

315 米子市 10月18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。

健康対策課家庭児童相談
室

0859-23-5176

316 米子市 11月12日 ○
米子児童相談所管内の関連機関と連携し、オレンジ色のタスキを
つなぐリレー方式のマラソンを開催し、啓発活動を行う。

健康対策課家庭児童相談
室

0859-23-5176

鳥取県

兵庫県

和歌山県



317 米子市
11月1日,11

日,14日
○

幼稚園、保育所、小中学校、高校及び保健師を対象としたアセスメ
ントセミナー。松江市役所で開催。

健康対策課家庭児童相談
室

0859-23-5176

318 米子市 随時 出前講座。
健康対策課家庭児童相談
室

0859-23-5176

319 出雲市
年3回（6,8,10

月）
「児童虐待防止と対応講座」を開催。 子ども未来部子ども政策課 0853-21-6604

320 大田市 未定 虐待防止講演会 子育て支援課 0854-83-8147

321 邑南町 11月11日 ○
町内中学校の２,３年生を対象に「性・命・人権講演会」実施。
学校教育課、保健課共同開催

学校教育課 0855-83-1126

322 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

323 邑南町 １月予定 子育て支援機関を対象とした講座 保健課 0855-83-1123

324 浜田市 12月予定 ○ DV及び児童虐待防止講演会の開催
健康福祉部子育て支援課
子ども家庭相談係

0855-25-9331

325 安来市 1月 保育士・民生児童委員・教育委員会対象に研修会開催
健康福祉部子ども未来課子
育て支援係

0854-23-3209

【岡山県】

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

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

326 岡山市

10月31日、
11月1日
（展示）

11月23日
（表彰・展

示）

○
小中学生を対象にオレンジリボンポスターコンテストを実施。優秀
作品は岡山市役所やイベントホールにて表彰、展示を行う。

岡山っ子育成局
こども福祉課

086-803-1223

327 岡山市 11月1日 ○

児童虐待防止推進月間スタートを記念して、関係機関、団体が一
堂に会し、ＪＲ岡山駅東口前広場にて記念式典を開催。式典では、
アカペラヴォーカルグループ”clearance”によるミニコンサートや、
オレンジリボン啓発資料の配布を実施。
また、岡山市役所ではポスターコンテスト優秀作品や児童虐待防
止啓発パネルの展示や、チャリティバザーを開催。

岡山っ子育成局
こども福祉課

086-803-1223

328 岡山市 11月23日 ○

岡山ふれあいセンターにて、「第10回オレンジリボンフォーラム」を
開催。ポスターコンテスト優秀作品の展示や、中西圭三トーク＆ラ
イブ、児童虐待防止啓発パネルの展示、里親啓発、子ども虐待防
止サポーター養成研修、子育て情報の発信などを実施。

岡山っ子育成局
こども福祉課

086-803-1223

329 岡山市 随時 ○

岡山市こども福祉課が主催する出前講座「子ども虐待防止サポー
ター養成研修」を通じて、一般市民の方々や関係機関へ啓発活動
を実施している。
※出前講座は希望に応じて随時開催

岡山っ子育成局
こども福祉課

086-803-1223

330 新見市 11月29日 ○ 民生委員等を対象とした児童虐待防止に関する研修会の開催
福祉部こども課
こども福祉係

0867-72-6115

331 真庭市 通年 ○
子育て支援・虐待予防の講演
（民生委員主任児童委員会、人権推進委員会、教職員他）

子育て支援課 0867-42-1054

332 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

333 鏡野町
10月1日、8
日、15日

ﾋｭｰﾏﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ講座「あなたが輝けば家族も輝く」（鏡野町文化
ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）の開催

保健福祉課
子育て支援係

0868-54-2986

334 鏡野町 11月12日 ○
子育て講演会「つもり、つもりのコミュニケーション」（鏡野町中央公
民館）の開催

保健福祉課
子育て支援係

0868-54-2986

335 瀬戸内市 日程調整中
瀬戸内市保健福祉センター　ゆめトピアにおいて要保護児童対策
協議会構成員を対象に児童虐待の予防をテーマとした専門研修会
を開催する。

子育て支援課 0869-26-5947

336 赤磐市 11月1日 ○ 児童虐待防止をテーマとして講演会を開催 保健福祉部子育て支援課 086-955-2635

337 美咲町 11月20日 ○ 美咲町こどもまつりで虐待啓発ＰＲ こども課 0868-66-1215

【広島県】

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

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

338
神石高原

町
通年 ○

町内保育所・幼稚園（6か所）において保護者向け子育て支援と児
童虐待の予防をテーマとした講演会を実施

福祉課 0847-89-3335

339 広島県 11月23日 ○ 児童虐待防止対策講演会を，広島市と共同で開催
健康福祉局こども家庭課児
童グループ

082-513-3167

340 江田島市 10月20日
「ネグレクトやＤＶから見た児童虐待」江田島市役所会議室
・来場者に対して児童虐待防止月間のパンフレットを配布

子育て支援センター 0823-42-2852

341 北広島町 11月5日 ○
保育所（１箇所）において、子育て支援と児童虐待の予防をテーマ
としたワークショップなどを開催

北広島町役場福祉課
子育て支援係

050-5812-1851

342 北広島町 11月22日 ○ 指導者を対象とした児童虐待防止講演会を開催予定
北広島町役場福祉課
子育て支援係

050-5812-1851

鳥取県

広島県

岡山県



343 坂　町 6月25日

児童虐待が深刻な社会問題になっていることから、坂町では、すべ
ての子どもたちの笑顔を守るために、子育てに悩む親のＳＯＳを受
け止めることのできる町づくりをめざしていることから、坂町出身の
お笑い芸人槙尾ユウスケさんの「かもめんたる」をゲストに迎え、児
童虐待防止及びいじめ防止をメインテーマとした来場者参加型の
ライブショーを開催した。
来場者約800人

民生部民生課 082-820-1505

344 庄原市 2月 児童虐待対策に係る講演会を一般市民を対象に開催する。
生活福祉部児童福祉課あ
んしん支援係

0824-73-0051

345 世羅町
11月15日
（予定）

○
要保護児童対策地域協議会において児童虐待防止に関する講演
会を開催

子育て支援課 0847-25-0295

346 東広島市 11月25日～ ○ 児童虐待防止に関する講演を開催
こども未来部こども家庭課
子育て支援係

082-420-0407

347 福山市 11月3日 ○
イベントに出展し，啓発パネルの展示，オレンジリボン作成体験，
オレンジリボンツリーの展示を通じて児童虐待防止を啓発する。

児童部子育て支援課 084-928-1258

348 福山市 11月22日 ○ 児童虐待防止啓発講演会を開催する。 児童部子育て支援課 084-928-1258

349 府中町 通年 ○
「『親の力』をまなびあう学習プログラム」講座を行い、家庭の教育
力向上を図る。

府中町教育委員会
社会教育課

082-286-3272

350 府中町 10月22日
児童虐待未然防止のための子育て応援講座実施。オレンジリボン
Ｔシャツ着用で啓発を行う。

福祉保健部
子育て支援課

082-286-3163

351 三原市 11月25日 ○ 児童虐待問題講演会（内容：デートDV・児童虐待防止）を開催
保健福祉部子育て支援課
子育て支援係

0848-67-6045

352 三次市 8月1日 ペアレントトレーニングの手法を中心とした子育て講演会の開催
子育て・女性支援部
女性活躍支援課

0824-62-6247

353 三次市
9月14日～
12月14日・7

回
○ ペアレントトレーニング教室の開催

子育て・女性支援部
女性活躍支援課

0824-62-6247

354 三次市 12月3日 虐待防止講演会の開催
子育て・女性支援部
女性活躍支援課

0824-62-6247

【山口県】

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

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

355 光市
７月～

平成29年1
月

○ 児童虐待について市民を対象に講座を開催
福祉保健部子ども家庭課子
ども相談係

0833-74-5910

356 防府市 10月 医師会男女共同参画部会にて児童虐待の現状について講話
健康福祉部子育て支援課
子ども相談室

0835-25-2414

357 柳井市 11月23日 ○
柳井まつりにおいて、児童虐待防止のパネル展示とオレンジリボン
配布

社会福祉課 0820-22-2111

358 周南市 11月25日 ○
虐待予防及び地域協働ネットワーク推進のため、小中学校教職員
向け研修会の実施（児童相談所および市こども家庭相談室合同開
催）

福祉部次世代支援課
こども家庭相談室

0834-22-8452

【徳島県】

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

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

359 徳島県 12～1月 児童虐待予防のための保健・医療・福祉ネットワーク研修会
南部こども女性相談セン
ター

0884-22-7131

360 阿南市 10月29日
阿南市要保護児童対策地域協議会による全体研修会（講演会）を
開催　　　　　　＜富岡公民館＞

福祉事務所こども課こども
相談室

0884-22-1677

361 勝浦町 11月 ○ 児童対策実務者地域協議会 福祉課 0885-42-1502

362 鳴門市 8月5日
第２３回鳴門市人権セミナーにて児童養護施設　阿波国慈恵院院
長　太田敬志氏　講演。演題：「育む」～子ども虐待から見えてきた
子育て支援～

健康福祉部
人権推進課

088-684-1657
平成２８年度人権啓
発活動地方委託事業

363 徳島県 11月11日 ○ 児童虐待防止セミナー
西部こども女性相談セン
ター
児童相談担当

0883-53-3110

【香川県】

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

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

364 香川県 11月15日 ○
児童虐待防止講演会を開催し、広く県民へ周知を行い、意識の向
上を図る。

健康福祉部子育て支援課 087-832-3286

365 観音寺市
11月～2月

頃に
1回予定

○ 保育所職員等に「虐待対応について」講演会実施 子育て支援課 0875-23-3957

366 坂出市 10月18日
児童虐待防止講演会の実施（演題：守ろうよ未来をつくる子どもた
ち～誰が子どもたちを守るのか～），場所　坂出市水道局

健康福祉部こども課児童福
祉係

0877-44-5027

広島県

山口県

徳島県

香川県



367 善通寺市 2月頃
民生委員、児童委員、主任児童委員が集まる会にて、児童虐待に
関連する研修を実施する。

保健福祉部子ども課 0877-63-6365

368 丸亀市 12月 子育てイベントで児童虐待防止に関する講演会を開催
こども未来部
子育て支援課

0877-24-8808

369 高松市
12月中

  14:00～
　高松市児童対策協議会委員等を対象として、子ども虐待防止推
進に繋がる研修会を開催する予定。

高松市子育て支援課こども
女性相談室

087-839-2384

【愛媛県】

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

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

370 今治市 1月11日 児童虐待防止に関する講演会を開催
健康福祉部　子育て支援課
こども家庭相談室

0898-36-1529

371 新居浜市 11月19日 ○ 児童虐待防止推進月間にあたり子育て講演会を実施 福祉部子育て支援課 0897-65-1242

【高知県】

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

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

372 高知市 12月18日
高知市保健福祉センターにおいて，平成28年度高知市児童虐待
予防講演会「つながれない親たち，失われた子ども時代～孤独と
虐待のない街づくり～」を開催。

子ども家庭支援センター 088-823-1212

373 四万十町 12月頃 民生委員や保育士等を対象とした講演会を予定 健康福祉課 0880-22-3115

374 土佐市 11月9日 ○ 児童虐待をテーマにした、映画「誰も知らない」の上映会を行う。 土佐市少年育成センター 088-852-7702

375 高知県

11月5日・６
日（後援会）
12月4日（た
すきリレー）

○
高知オレンジリボンキャンペーン（イベント：たすきリレー、講演会）
の実施

地域福祉部
児童家庭課

088-823-9655

【福岡県】

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

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

376 飯塚市 11月25日 ○ 児童虐待防止講演会
こども・健康部　子育て支援
課

0948‐22‐5500
（1118）

377 糸島市 11月17日 ○

テーマ：「子どもの心の傷に気づいてますか？」
脳科学的な視点からＤＶや児童虐待が子ども達に与える影響とそ
の防止について、精神科医の講演
場所：糸島市男女共同参画センター・ラポール

人権福祉部
子ども課
人権・男女共同参画推進課

092-332-2074
092-332-2075

378 大野城市 7月12日
平成28年度コミュニティ別人権・同和問題研修会での講話（子ども
の人権）

こども部こども健康課こども
家庭担当

092-580-1964

379
大牟田児

相
11月11日 ○ 児童虐待防止セミナーの開催（講師：松浦恭子弁護士）。 相談第二課 0944-54-2344

380 北九州市 11月30日 ○

　児童虐待の防止、早期発見・早期対応と援助の必要性をあらた
めて考える機会として、市民や民生委員児童委員、幼稚園・保育
園、学校教育関係者などを対象に、午前の部・午後の部の２部構
成で開催。
【午前の部】　「わが子を虐待してしまう保護者への理解と援助」
【午後の部】　「子どもは言葉で育つ　～幸せのコミュニケーション
～」

子ども家庭局
子ども総合センター

093－881-4556

381 久留米市 1月28日
児童虐待防止セミナー「（仮）日本の子どもたちは今～どう貧しいの
か～」

久留米児童相談所 0942-32-4458

382 久留米市

①1月
11,18,25日、

2月1日
②1月

15,22,29日、
2月4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

383 久留米市
1月28日、2
月12日、2月

26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：子どもの貧困にどう向きあうか
講師：川松　亮　・　西澤　哲　・　荘保　共子
（福岡県久留米児童相談所、久留米市、民間団体での協働実施）

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

384 中間市 11月8日 ○
児童虐待防止「子育て講演会」を開催し、参加者へオレンジリボン
を配布

保健福祉部
こども未来課
家庭児童相談係

093-246-6225

385 福岡市 8月4日

市と関係27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」主催にて，市民フォーラムを実施。
「『忘れられた子ども』のいないまちをめざして～社会のネグレクトを
許さない～」をテーマとした基調講演・パネルディスカッション。
場所：エルガーラホール（福岡市中央区天神）

こども未来局こども部こども
家庭課

092-711-4238

愛媛県

高知県

香川県

福岡県



386 福岡市 12月8日

市と関係27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」主催にて，専門者向け研修を実施。
「子どもの話を聴く～こころに寄り添うために～」をテーマに，講義，
寸劇，実演を通し実践的に学ぶ内容。
場所：天神ビル10号会議室（福岡市中央区天神）

こども未来局こども部こども
家庭課

092-711-4238

387 福岡市 １月～2月
児童虐待防止研修会
（コモンセンスペアレンティング入門講座；福岡県職員研修所）

福岡児童相談所 092-586-0023

388 福智町 11月22日 ○

福智町児童虐待防止・福智町ＰＴＡ連合会教育講演会
・演題【予定】『困難を抱えた子どもへの理解と支援および親の教
育力向上を目指して』
・開催場所　福智町地域交流センター

福祉課 0947-22-7763

福智町要保護児童対
策地域協議会と福智
町ＰＴＡ連合会とで共
催で実施

389 みやま市 11月11日 ○
児童虐待防止セミナー「ＤＶのこと、よく知って、できることから支援
しよう」（大牟田児童相談所と共催・場所：柳川総合保健福祉セン
ター「水の郷」）

子ども子育て課
子ども子育て係

0944-64-1535

390 宗像市 12月3日 児童虐待防止に関する講演会
宗像児童相談所
相談第一課

0940-37-3255
近隣３児相と合同で
実施する。

391 宗像市 ４月～９月
子どもの権利と権利相談室啓発・周知の学校訪問(全児童・生徒対
象)
（市立小学校・中学校）

教育子ども部
子ども家庭課

0940-36-9094

392 宗像市 ７月
児童虐待防止に関する小中学校での職員研修(中学校1校、小学
校2校)

教育子ども部
子ども家庭課

0940-36-1302

393 宗像市 11月20日 ○

「子どもの権利及び児童虐待防止に関する講演会」の開催
市と子ども支援ネットワークおよび要保護児童対策地域協議会の
共催
（メイトム宗像において、10:00～12:00）

教育子ども部
子ども家庭課

0940-36-1302

394 宗像市 １１月 ○ 「子どもの権利の授業」実施(市立小中学校全クラス)
教育子ども部
子ども育成課

0940-36-1214

395 八女市 11月 ○ 要保護児童対策地域協議会構成員に向け研修会を実施 子育て支援課 0943-23-1351

396 北九州市 11月 ○
　市内全警察署を巡回し、児童虐待についての講義や児童相談所
の業務を説明し、あらためて児童虐待に関する署員の知識向上を
図る。

子ども家庭局
子ども総合センター

093－881-4556

397 北九州市 8月18日

　児童虐待の早期発見・早期対応の知識を習得し、適切な対応・支
援を行う「児童虐待対応リーダー」の養成を目的に、小・中・特別支
援学校及び放課後児童クラブを対象にした研修会を開催。
　【講義①】　「本市の児童虐待対応について」
　【講義②】　「学校における児童虐待について」

子ども家庭局
子ども総合センター

093－881-4556

398 北九州市 2月　　日
　幼稚園・地域型保育事業・認可外保育施設・児童発達支援セン
ター・放課後等デイサービスセンターを対象にした、上記第2回目
の研修会。

子ども家庭局
子ども総合センター

093－881-4556

399 北九州市 随　時

　市民センターでの乳幼児なんでも相談の際に、子育てに取り組ん
でいる保護者を対象に、児童心理士と一緒に児童虐待防止につい
てのノウハウを提供し、子どもたちの健やかな成長・発達につなげ
る講座。

子ども家庭局
子ども総合センター

093－881-4556

400 北九州市 随　時
　児童虐待防止をテーマにした出前講演を、市民や保育園・学校
等の子育て関係団体からの要望に基づき実施し、あわせて児童虐
待防止啓発リ－フレットを配布する。

子ども家庭局
子ども総合センター

093－881-4556

401 福津市
9月8日～10
月27日の毎
週木曜日

発達支援センターにおいて、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）を全8回実施

健康福祉部こども課 0940-42-9119

【佐賀県】

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

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

402 有田町 10月～3月 ○ 町内4小学校・2中学校にて子育て講演会を開催する。 健康福祉課 0955-43-2237

403 小城市 6月～1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）

福祉部社会福祉課子育て
支援係

0952-37-6107

404 佐賀市 10月18日
一般・関係機関向け児童虐待防止専門化講座の開催、リーフレット
配布（講師：西澤哲氏　会場：佐賀市文化会館）

こども教育部こども家庭課 0952-40-7289

405
吉野ヶ里

町
随時 ○

保育施設で保護者を対象に「子どもへの暴力防止ワークショップ」
を開催

福祉課児童支援係 0952-37-0343

406 1月 学校等関係者に対し虐待防止研修を行う。 こども家庭課 0952-25-7056

福岡県

佐賀県



【長崎県】

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

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

407 壱岐市

11月14日、
15日、21日、
22日、28日、

29日

○
ステキなパパママ未来体感事業　：　将来親となる高校生を対象に
児童虐待の防止対策事業としてパパママ体感講座を開催

こども家庭課 0920-48-1117

408 壱岐市

1サイクル6
回を年6サイ
クル開催（11
月は１日、8
日、15日、22
日、29日、12

月6日）

○
はじめの・はじめのIPPO事業　：　6か月未満の第１子乳児母子の
育児支援プログラムを実施し、早期から母子の愛着を育み児童虐
待防止につなげる。

こども家庭課 0920-48-1117

409 壱岐市 11月3日 ○
親子ふれあい広場　：　市内の認可保育所が一堂に会し、親子遊
びや子育てに関する相談など実施し、親子の絆を深め児童虐待防
止に寄与する。

壱岐市保育会 0920-47-0741

410 大村市 未定 児童虐待防止講演会の実施
こども未来部こども家庭課
こども家庭支援室

0957-54-9100

411 五島市 11月11日 ○ 市要保護児童対策地域協議会研修会
社会福祉課こども家庭未来
班

0959-72-6117

412 五島市 10月6日 市教育研究部会にて講話
社会福祉課こども家庭未来
班

0959-72-6117

413 西海市 12月1日 市要保護児童対策地域協議会研修会 こども課 0959-37-0029

414 長与町 11月2日 ○ 児童館厚生員に対する研修
住民福祉部こども政策課母
子保健係

095-883-1111

415 長与町 11月28日 ○ 母子保健推進員に対する研修
住民福祉部こども政策課母
子保健係

095-883-1111

416 長与町 11月10日 ○ 児童虐待防止月間に合わせ、要対協代表者会議の実施
住民福祉部こども政策課母
子保健係

095-883-1111

417 長与町 通年・随時 ＩＰＰＯ講座の開催
住民福祉部こども政策課母
子保健係

095-883-1111

418 松浦市 7/11 里親出前講座開催 子育て・こども課 0956-72-1111

419 松浦市 未定 要保護児童対策地域協議会で研修会を開催 子育て・こども課 0956-72-1111

【熊本県】

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

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

420 熊本県 10月～11月 ○

「家庭から暴力をなくすキャンペーン」街頭キャンペーンにより、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：イオン熊本中央店（熊本市内）
この他出先機関において10か所で街頭キャンペーンを実施。

子ども家庭福祉課子ども福
祉班

096-333-2228

421 熊本県 11月21日 ○
「しつけと虐待の境界線」をテーマに子どもの虐待防止を考えるシ
ンポジウムを開催予定。
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

422 熊本市
10月中旬～

3月末
○

オレンジリボンサポーター養成講習会（市内一円、児童虐待につい
ての講習会受講を希望する団体へ、講師派遣を行う。）を開催

健康福祉局子ども未来部子
ども支援課

096-328-2158

【宮崎県】

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

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

423 宮崎県 通年 ○ 児童虐待の予防、早期発見をテーマとした出前講座を実施
福祉保健部
こども家庭課

0985-26-7570

424 宮崎県 10月8日
医師会への委託により望まない妊娠をテーマとしたセミナーを開
催。
会場において、児童虐待啓発のチラシ、しおりを配布

福祉保健部
こども家庭課

0985-26-7570

425 門川町
11月19日

(予定)
○

オレンジリボンたすきリレー（木城町から延岡市までリレーで走り、
たすきをつなぐ。各ポイントでPR活動を行う。） ※詳細は今後決
定。

福祉課 0982-63-1140

426 日南市 4月11日 職員・市民対象研修「子どもの貧困とわたしたちにできること」 こども課子育て支援係 0987-31－1131

427 日南市 6月6日 職員・市民対象研修「地域で子育てを支えるために」 こども課子育て支援係 0987-31－113１

長崎県

宮崎県

熊本県



428 日南市 8月7日
職員・地域関係機関・市民参加：子どもの未来応援シンポジウム
「子どもの貧困の現状と社会が果たすべき役割」

こども課子育て支援係 0987-31－1131

429 日南市 8月～3月 ○ 日南市子どもの貧困対策支援体制整備計画策定会議 こども課子育て支援係 0987-31－1131

430 日向市 9月29日 発達障害等の早期発見、保護者支援に関する虐待防止研修会。 こども課子育て支援係 0982-52-2111

431 宮崎市 11月10日 ○
児童虐待防止啓発講演会および研修会（要対協実務者対象）の開
催

福祉部子育て支援課 0985-21-1766

432 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の実施 福祉部子育て支援課 0985-21-1766

433 宮崎市 通年 ○
宮崎市要保護児童対策地域協議会の構成機関への研修会の実
施

福祉部子育て支援課 0985-21-1766

【沖縄県】

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

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

434 沖縄県 10月23日
エンパワメント主宰の森田ゆり氏を講師に「こどもの生きる力を育
む～どこまでがしつけで、どこからが虐待？」と題して一般県民向
けの講演会を那覇市内において開催

子ども生活福祉部青少年・
子ども家庭課児童育成班

098-866-2174

435 沖縄県 10月28日
西南学院大学の安部計彦氏を講師に「地域で支える～要対協関
係機関の連携・連動について」と題して地域の要対協関係職員向
けのフォーラムを宮古島市において開催

子ども生活福祉部青少年・
子ども家庭課児童育成班

098-866-2174

436 沖縄県 11月9日 ○
NPO法人レジリエンス代表の中島幸子氏を講師に「子ども虐待、
DV、性暴力、全ての暴力はつながっている―被害者理解とその支
援」と題して、一般県民向け講演会を名護市において開催

子ども生活福祉部青少年・
子ども家庭課児童育成班

098-866-2174

437 沖縄県 11月11日 ○

子どもの虹情報研修センター所長の川崎二三彦氏を講師に「要保
護児童と地域支援～関係機関のよりよい連携を目指して」と題し
て、地域の要対協関係職員向けのフォーラムを石垣市において開
催

子ども生活福祉部青少年・
子ども家庭課児童育成班

098-866-2174

438 沖縄県 11月11日 ○
子どもの虹情報研修センター所長の川崎二三彦氏を講師に「みん
なで子育て～子どもの笑顔のためにできること」と題して、一般県
民向けの講演会を石垣市において開催

子ども生活福祉部青少年・
子ども家庭課児童育成班

098-866-2174

439 沖縄県 12月21日

茅ヶ崎市役所伊藤徳馬氏を講師に「結局うちら市町村のすることは
何？要対協、特定妊婦、児相との境、わかったようなわからんよう
な…」と題して市町村職員向けのフォーラムを那覇市内において開
催

子ども生活福祉部青少年・
子ども家庭課児童育成班

098-866-2174

440 伊江村 9月11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

医療保健課 0980－49－2234

441 石垣市 11月5日 ○ 児童虐待防止講演会
福祉部 児童家庭課 児童福
祉係

0980-82-1704 県と共催

442 糸満市 8月21日 児童虐待防止に関する講演会を開催（学校関係者向け）
福祉部
児童家庭課

098-840-8131

443 糸満市
11月15日
～27日の
間の1日

○ 児童虐待防止に関する講演会を開催（一般市民向け）
企画開発部
秘書広報課

098-840-8118 日程未定

444 沖縄市 11月上旬 ○

平成27年度児童虐待防止講演会
開催テーマ等調整中。
来場者に対しては、家庭児童相談室(当課)窓口周知用のカード、
児童虐待防止推進月間用リーフレット配布予定。

こども相談・健康課　こども
相談係

098-929-3135

445 恩納村 11月17日 ○
恩納村役場にて地域の支援者向けの研修会を予定「虐待への対
応について（仮）」

福祉健康課
母子保健係

098-966-1207

446 嘉手納町 11月26日 ○
おきなわＣＡＰセンターを講師に、町内の学校、保育所の職員を対
象にして、児童虐待防止に関するワークショップを開催予定。

子ども家庭課　児童福祉係 098-956-1111

447 北中城村 4月～3月 ○
村内幼稚園、小学校等において児童虐待防止のためのワーク
ショップを開催

福祉課児童福祉係 098-935-2233

448 北谷町 11月 ○
虐待防止月間における関係機関を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
子育て支援係

098-982-7709

449 豊見城市 10月28日 　虐待防止に関する講演会の開催（対象：現場支援者等を予定）
福祉部　児童家庭課　子育
て支援班

098-850-0143

450 中城村 8月7日
要保護児童対策地域協議会にてコザ児童相談所の職員の方に
「児童虐待通報への対応」と題して講演をしていただき、協議会内
での対応方法の再確認を行った。

福祉課
098-895-2131
（内線263）

宮崎県

沖縄県



451 中城村 9月25日

コザ児童相談所の職員をお招きして、村内公立・認可・無認可保育
園職員及び村内公立・私立幼稚園職員向けに「児童虐待の早期発
見と対応について」と題して講演会を行っていただき、中城村内の
児童福祉業務に携わる関係機関の連携の強化、援助活動の充実
を図り福祉向上に寄与することを目的に研修を行う予定。

福祉課
098-895-2131
（内線263）

452 名護市 9月29日

・要対協実務者会議において、要対協の関係機関を対象に名桜大
学竹沢昌子氏を講師として招き勉強会開催予定。支援者としての
姿勢や支援ネットワークの在り方について検討する場として考えて
いる。

こども家庭部
こども家庭課
家庭支援係

0980－53－1282

453 名護市 10月～３月 ○
・市内の学校や保育園、関係機関等を訪問し、支援の流れや方法
を児童虐待窓口の周知や虐待対応について理解を促す。

こども家庭部
こども家庭課
家庭支援係

0980－53－1282

454 名護市 11月 ○
・児童虐待に関するテーマでシンポジウムまたは講演会を開催予
定。

こども家庭部
こども家庭課
家庭支援係

0980－53－1282

455 南城市 11月 ○
児童虐待についての専門家を招いて講演会を開催。
来場者に対して、児童虐待防止推進月間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等を配布。

児童家庭課 098-946-8995

456 宮古島市
11月２日～

30日
○ 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

457 読谷村 未定 児童虐待防止推進事業講演会開催予定 生活福祉部こども未来課 098-982-9240
内容・日時などの詳細
は未定

沖縄県


