
 

平成 29年度「児童虐待防止推進月間」実施要綱 

 

 

１．名  称 

    児童虐待防止推進月間 

 

２．趣  旨 

    児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加傾向にあり、子どもの生命が奪われ

る重大な事件も後を絶たないなど、深刻な状況が続いている。児童虐待は早急に解決す

べき問題であり、子どもの「命」と「権利」、そしてその「未来」は社会全体で守らな

ければならない。そのため、虐待の発生予防、発生時の迅速・的確な対応から虐待を受

けた子どもの自立支援まで、切れ目ない総合的な対策を更に進めることが必要である。 

    これらの総合的な対策が地域に根づき、効果的に実施されていくためには、多くの民

間団体や国・地方公共団体等関係者の積極的な参加を求め、協働して児童虐待防止に向

けた取組を推進し、その充実と定着を図ることが不可欠である。 

    このため、11月を「児童虐待防止推進月間（以下「月間」という。）」と定め、家庭

や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ること

ができるよう、期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動など種々な取組を集中的

に実施するものである。 

 

３．基本方針 

（１）児童虐待問題への国民の理解の浸透及び児童虐待防止に向けた国民的意識の高揚・ 

定着 

（２）地域社会に根ざした児童虐待防止に向けた取組の促進 

（３）児童虐待防止に向けた取組における関係団体、関係機関、地域住民等の連携強化 

 

４．標  語 

『いちはやく 知らせる勇気 つなぐ声』 

安間 梓（あんま あずさ）さん（愛知県）の作品   

   ※ 全国公募により選定 

 

５．期  間 

    平成 29年 11月１日（水）から 30日（木）までの１か月間。 

※ ただし、地域の実情に応じ、期間延長等の変更可。 

 

６．主 唱 者 

    厚生労働省 

 

SKBXE
スタンプ



 

７．協 力 者 

（１）関係省庁等 

      内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、最高裁判所（オブザーバー） 

（２）関係団体 

（一社）全国認定こども園連絡協議会 愛育研究所 

（一社）全国病児保育協議会 子どもの虹情報研修センター 

（一社）日本こども育成協議会 全国家庭相談員連絡協議会 

（一社）日本子ども虐待防止学会 全国学童保育連絡協議会 

（一社）日本臨床心理士会 全国高等学校長協会 

（一財）児童健全育成推進財団 全国国公立幼稚園・こども園長会 

（公財）ＳＢＩ子ども希望財団 全国児童家庭支援センター協議会 

（公財）全国里親会 全国児童自立支援施設協議会 

（公財）全国私立保育園連盟 全国児童相談所長会 

（公社）全国保育サービス協会 全国児童養護施設協議会 

（公社）全国幼児教育研究協会 全国児童心理治療施設協議会 

（公社）日本医師会 全国自立援助ホーム協議会 

（公社）日本看護協会 全国人権擁護委員連合会  

（公社）日本産婦人科医会 全国地域活動連絡協議会 

（公社）日本歯科医師会 全国乳児福祉協議会 

（公社）日本社会福祉士会 全国保育協議会 

（公社）日本小児科医会 全国保健師長会 

（公社）日本助産師会 全国保健所長会 

（公社）日本精神保健福祉士協会 全国母子生活支援施設協議会 

（公社）日本ＰＴＡ全国協議会 全国民生委員児童委員連合会 

（福）子どもの虐待防止センター 全国養護教諭連絡協議会 

（福）全国社会福祉協議会 全国連合小学校長会 

（福）日本保育協会 全日本私立幼稚園連合会 

（特非）家庭的保育全国連絡協議会 全日本中学校長会 

（特非）子育てひろば全国連絡協議会 日本子どもの虐待防止民間ネットワーク 

（特非）児童虐待防止全国ネットワーク 日本私立小学校連合会 

（特非）全国小規模保育協議会 日本私立中学高等学校連合会 

（特非）全国認定こども園協会 日本弁護士連合会 

（特非）チャイルドライン支援センター  

 



 

８．平成 29年度における取組 

国、地方公共団体、関係団体等が以下のような取組を実施することにより、児童虐待

防止への意識の高揚・定着を図るとともに、自主的な児童虐待防止に向けた取組を促進

し、各関係団体、関係機関、地域住民等の連携の強化を図る。 

（１）広報・啓発活動 

・ ポスター、リーフレット等の広報媒体の作成、配布 

・ テレビ、新聞、機関誌、広報誌、インターネット等を通じた広報啓発 

（２）シンポジウム、講演会、研修会、会議、展示会等の開催 

    ・ 児童虐待問題への理解、児童虐待防止対策の重要性の周知等を目的としたシンポ

ジウム、講演会、研修会、会議、展示会等の開催 

・ 関係機関がより一層連携を図り、児童虐待防止を推進することを目的とした連絡

会、研修会等の開催 

（３）その他、上記２の趣旨にふさわしい取組の実施 

  ・ 行政機関の庁舎、関係団体の施設等を活用した広報・啓発の実施 

  ・ 電話相談等の相談援助活動の実施 等 

 

９．協力者等への依頼 

  厚生労働省は、協力者及び地方公共団体に対し、上記４の標語について広報誌への掲

載による周知等及び上記８の事項を実施するための支援、協力を依頼すること。 

 

10．月間における関係団体等の取組状況の公表 

厚生労働省において調査した関係府省庁や関係団体等の平成 29年度月間における児

童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況については別紙のとおり。 
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平成 29年度 

児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省子ども家庭局 

家庭福祉課虐待防止対策推進室 
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関係府省庁の取組

府省庁等名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 内閣府 11月 ○

平成29年度「子供・
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29年度「子供・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応」を掲げ、各都道府県及び全国の市町村
（都道府県経由）に周知するととともに、青少年関係団体にも周
知。

府省庁等名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 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、早期の児童虐待の発見、被害児
童の早期救出保護に努めている。

2 8月2日～10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。

3 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
する予定である。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。

4 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。

府省庁等名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 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。

子どもをめぐる
様々な人権問題の
解決を図るための
人権相談活動を強
化することを目的
とし，６月２６日
～７月２日に全国
一斉「子どもの人
権１１０番」強化
週間を設け，相談
を受け付ける時間
の延長や電話回線
の増設等を行っ
た。

2 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。

3 通年 ○
子どもの人権
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
人権相談をすることができる窓口を開設し、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，これに応じている。

4 通年 ○
ページ

「子どもの人権」

法務省ホームページに「子どもの人権」に関するページを掲載
し、児童虐待等の子どもの人権問題について啓発を実施してい
る。

府省庁等名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 6月7日、1月

都道府県・指定都市
教育委員会等の生徒
指導担当者に対する
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等の生徒指導担当者が集まる協議
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（平成３０年１月
は予定）。

1月は予定

2 9月28日
学校における教育相
談体制充実に係る連
絡協議会

スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラー活用事業の
実施団体（都道府県、政令指定都市及び中核市）担当者等に対
し、文部科学省担当者から学校における児童虐待に関する対応、
特に通告義務について説明するなど、スクールソーシャルワー
カーの役割の重要性について、周知予定。また、各自治体の虐待
対応事例の情報共有を行う予定。

予定

警察庁

法務省

文部科学省
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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

実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

3 10月

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
おける広報啓発ポス
ター・リーフレット

等の送付

「児童虐待防止推進月間」の実施に際し、児童虐待問題への社会
的関心を喚起するために各都道府県・指定都市教育委員会教育
長、各国公私立大学長等に対してポスター・リーフレット等を送
付予定。

4 5月～3月 ○
先駆的家庭教育支援
推進事業（訪問型家
庭教育支援の実施）

問題を抱え孤立した家庭に対する効果的な支援手法としてニーズ
が高い訪問型家庭教育支援の実施を推進するため、保護者を学び
の場や地域とのつながりの場につなぎ、保護者の教育力を高める
ことを重視しつつ、虐待、貧困、不登校等の様々な課題を抱えた
家庭に対する類型別の効果的な支援モデルの開発を国の主導によ
りパイロット的に実施する。

府省庁等名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 10月
広報・啓発物品の

全国配布
ポスター、リーフレット、ふせんを全国の自治体、関係府省庁及
び関係団体等に配布。

2 10月
「児童虐待防止推進
月間」標語の決定・

公表

児童虐待問題に対する理解を国民一人一人が深め、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。全国からの応募総数6,477作品の中から最優秀作品を
選考し、最優秀作品の作者には、厚生労働大臣賞を授与。標語は
厚生労働省が作成する各種広報媒体に掲載。
平成29年度最優秀作品　『いちはやく　知らせる勇気　つなぐ
声』

3 10月28日～29日
「子どもの虐待防止
推進全国フォーラム
in  こうち」の開催

児童虐待問題に対する理解を国民一人一人が深め、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 こ
うち」を高知県高知市で開催し、基調講演、分科会等を実施。

4 11月6日～10日 ○
厚生労働省庁舎のオ
レンジリボンドレス

アップ

室内照明により厚生労働省の庁舎（中央合同庁舎５号館）の窓ガ
ラスにオレンジリボンが浮かび上がるようドレスアップを実施。

5 11月22日 ○
児童虐待防止対策協

議会の開催

児童虐待に関係する府省庁等及び関係団体が一堂に会し、取組状
況について情報交換を行うとともに、連携強化や更なる対策の充
実を図るための方策を検討。

府省庁等名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 最高裁判所 11月頃 ○
「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
に対して行うほか，広報啓発用の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

厚生労働省

文部科学省
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関係団体の取組

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1
一般社団法人

全国認定こども園
連絡協議会

5月26日、6月2日、7月1
日、7月28日、9月30日、
10月14日、11月18日、1

月27日

○
リーフレットの

配付
当会の開催する支部会等にて、リーフレットの配付及び、呼びか
けを行い、啓発活動を行う。

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 7月16日

シンポジウム　こ
れからの病児保
育ー大切にしたい
こと、始めていく

ことー

地域包括的支援を行うことで虐待を防ぐ
（全国病児保育研究大会㏌大阪　大阪市中央公会堂）

2 7月17日

市民公開講座　少
子化時代の育児と
就労を支援する
－大切にしたいこ
と、推進していく

ことー

保育事業、病児保育の充実により虐待を防ぐ
（全国病児保育研究大会㏌大阪　大阪市中央公会堂）

3 7月17日 ワークショップ
未就学児の虐待の兆候　CAPの実践
（全国病児保育研究大会㏌大阪　大阪市中央公会堂）

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 12月2日～3日 学術集会

第23回学術集会ちば大会
会期：12月2日（土）～3日（日）　会場：幕張メッセ国際会議場
テーマ：「すべては子どもの笑顔のために　守り・育み・社会
へ」

2 3回/年
学術雑誌

「子どもの虐待と
ネグレクト」発行

19巻1号（5月発行）
　特集「要保護児童のパーマネンシ―保障と特別養子縁組」
19巻2号（8月発行）　特集「おおさか大会」
19巻3号（12月発行予定）
　特集「支援を必要とする10代の子ども達（案）」

3 2回/年
会員サイトに、
ニューズレターを

掲載

42号発行　5月発行　おおさか大会報告
43号発行（11月頃）予定

4 1回/年

施設や里親家庭で
暮らしている 若
者への入学支援金

交付事業

社会的養護のもとで育った子どもたちの進学を応援するため、入
学支援金の交付事業を毎年行っている

募集期限10月31日

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1
一般社団法人

日本臨床心理士会
10月14日

第16回子ども家庭
支援専門研修会

定例全国研修会Ⅰ（東京）において「第16回子ども家庭支援専門
研修会」を開催する。
主な内容：「周産期から乳児期の子どもと母親に対する心理臨床
活動に関するウェブ調査」「国のすすめる母子保健政策につい
て」「虐待や産後うつの予防に向けた周産期医療と地域の協働の
流れの中で－臨床心理士の専門性とその役割とは－」「周産期か
ら乳児期の母子を地域で支援する」
対象：臨床心理士
会場：東京ビッグサイト

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1
一般財団法人

児童健全育成推進財団
通年 ○

児童厚生員等
研修会

児童館・放課後児童クラブの従事者に対する研修に、ソーシャル
ワークや児童福祉課題対応に関する講義を設け、虐待の予防、発
見、早期対応に関する学習機会の提供

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1
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

取組

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。

2
随時（年4回）、7月
29日、11月12日、1
月27日、3月未定

○
子育て支援

フォーラムの開催

テーマ：「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。募集チラシ、会
場ポスターにオレンジリボン及び児童相談所全国共通ダイヤル
「189」を記載。

一般社団法人
全国病児保育協議会

一般社団法人
日本子ども虐待防止学会

公益財団法人
SBI子ども希望財団

3



団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

3
公益財団法人

SBI子ども希望財団
通年 ○

HPへの児童相談所
全国共通ダイヤル

掲載

当法人公式HPに児童相談所全国共通ダイヤル「189」のバナーを
掲載し、厚労省の児童相談所全国共通ダイヤル「189」紹介ペー
ジへリンク。

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1
公益社団法人

全国幼児教育研究協会
2月24日 ポスター掲示 ポスター掲示・チラシがあれば配布

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1
公益社団法人
日本医師会

7月29日､11月12日､
1月27日

○
子育て支援
フォーラム

子育て支援フォーラムの開催
「子育ての応援とゼロ歳児からの虐待防止を目指して」「未来を
担う子ども達のために」をテーマに一般市民等を対象とした
フォーラムを全国で開催
開催地：7/29神奈川、11/12茨城、1/27山口

公益財団法人ＳＢ
Ｉ子ども希望財団
と開催地の都道府
県医師会と共催

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 9月21日、22日
日本看護学会－ヘ
ルスプロモーショ
ン－学術集会

■開催地：山口県山口市
■シンポジウム「現代の子ども事情（子どもの育ち、遊び、環
境）～家庭で、地域で、みんなで支える子どもの未来～」
　子どもは社会や親など環境の変化に大きく影響を受ける存在で
ある。現在指摘されている子どもの問題は親自身の育ちやその置
かれた社会環境の変化に起因すると考えられるものが少なくな
い。子どもを取り巻く様々な問題等を共有し、保健･医療･福祉の
連携や支援体制のあり方を学び、虐待予防の観点から看護職なら
ではの子育て支援について考える。
■交流集会「地域で安心して妊娠・出産できる体制づくり」
　児童虐待予防を視野に入れた子育て世代包括支援センターの取
り組み等について共有し、地域で安心して妊娠・出産・子育ての
できる体制づくりについて考える。

2 9月7日、8日
日本看護学会－急
性期看護－学術集

会

■開催地：岐阜県岐阜市
■交流集会「虐待！救急場面での対応とその対策」
　虐待を受けている子ども・妊婦等の命と尊厳を守るため、必要
とされる支援について学ぶ。早期発見・対応のあり方について考
え、今後につなげる。

3 7月～2月 ○

子育て世代包括ケ
アシステム構築・
推進のためのモデ
ル事業の実施

【実施か所】全国５か所の都道府県看護協会
【内容】市町村・保健所・看護協会地区支部等の単位で、次の
1)、2)を実施。
1)地区別会議（看護職連携会議）の開催
　地域の実情に合わせて看護職が率先して多職種協働を図り、児
童虐待予防を視野に入れた子育て世代包括ケアシステム構築に向
けた連携会議を実施。
2)地域の実情に応じた企画・実施
　児童虐待予防に関する事例の検討やワークショップ等、地域の
実情に応じて実施・評価し、課題解決につなげる。
　上記1)、2）を通し、児童虐待予防を含む子育て世代包括ケア
システム構築にかかるネットワークを強化するとともに、早期に
介入できる仕組みづくりを行い、妊娠・出産・子育て期に渡る切
れ目ない支援の実現化を目指す。

4
6月～11月

○
小児在宅移行支援
指導者育成試行事

業（研修）

【対象】総合周産期母子医療センターのNICU／GCU等に勤務して
いる、又は勤務していた経験がある5年目以上の看護職。
【内容】「NICU／GCUにおける小児在宅移行支援パスと教育プロ
グラム」（日本看護協会 開発）の試行と医療機関での導入・活
用に向けた精査を目的とする。
　小児在宅移行支援に関わる看護職が、医療的ケアを必要とする
子どもとその家族の生活、疾患や障がいの受容、療育に関わる家
族心理、家族形成支援等について学び、児童虐待予防を視野に入
れたケア・支援のあり方について理解する。

＜詳細＞
研修：6月28日～30
日
実習：7月～11月
研修：11月16日～
17日

5 ○
保健指導ミーティ
ングの開催支援

■開催地：全国９か所の都道府県看護協会
■対象：キャリアレベルA-1、A-2相当の保健師、指導保健師（ﾌﾟ
ﾘｾﾌﾟﾀー）
■目的：保健師の保健指導のスキルアップとネットワーク強化
■内容：実践力アップ事例検討会の手法（日本看護協会 開発）
等を取り入れ、自らの実践について事例検討を行う。母子保健を
テーマの一つに設け、児童虐待予防等の実践事例を振り返り、ア
セスメントなど再考する（グループ討議）。個別アセスメント
力、それに基づく支援計画・評価を可能とするスキルの向上につ
なげる。

都道府県看護協会
保健師職能委員会
が連携して開催

6 随時
実践力アップ事例
検討会の開催支援

■開催地：自治体等（都道府県、市町村）
■内容：保健師が担当するケースについて、保健師等で事例検討
（児童虐待予防の視点が必要な事例を含む）を行い、参加者相互
の問題解決能力の醸成やよりよい支援等につなげている。必要に
応じ、本会作成の媒体を配付したり、ファシリテートのあり方や
アセスメントで大切となる視点についての講話等を実施してい
る。

公益社団法人
日本看護協会
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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

実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

7
都道府県看護協会と都道
府県との共催等で実施

6月～2月 ○
中堅保健師コンサ
ルテーションプロ
グラム（研修）

■開催県：全国１0か所の都道府県看護協会等
■対象：キャリアレベルA-3、A-4相当の自治体保健師
■内容：当プログラムでは、自身が取り組む活動テーマの一つに
児童虐待予防を含む母子保健を取り入れている。6か月間（集合
研修4回程度、自組織での実践）、地域課題から施策化までの流
れをPDCAサイクルに基づき、組織的理解を得ながら実践、児童虐
待予防のための仕組みづくり等の成果につなげている。

8
公益社団法人
日本看護協会

(健やか親子21推進協議会)

随時

健やか親子21推進
協議会における
テーマ毎の課題検
討グループへの

参画・協議

■目的：「健やか親子21(第2次)」に関する主要課題に対する取
り組みについて、効果的な調整・推進を図る
■内容：健やか親子21推進協議会活動において、課題検討グルー
プ「児童虐待防止・対応強化」および「育児支援等」に参画し、
協力団体との協議において必要な課題に、本会としても可能な限
り積極的に取り組んでいる。

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 11月6日～17日頃 ○
全会員へのリーフ

レット配布
例年、厚生労働省作成の虐待防止に関するリーフレットを全会員
へ配布し周知・広報しており、今年度も同様に取り組む予定。

2 7月23日
母と子のメンタル
ヘルスフォーラム

の開催

第3回母と子のメンタルヘルスフォーラムを岩手県盛岡市にて開
催した。全国から医師、行政、保健師、助産師、看護師、臨床心
理士、他、413名の出席があった。事例から学ぶ虐待の発生予防
対策と題し、基調講演・特別講演・ランチョンセミナー・シンポ
ジウム等が企画され、様々な事例を通して妊産婦のメンタルヘル
スや虐待に対する対策や取り組み等についての報告がなされた。

3 6月～

妊産婦メンタルヘ
ルスケアマニュア
ルの作成・配布・

販売

妊産婦の医療とケアに携わるすべての医療行政スタッフが、協働
して妊産婦のメンタルヘルスを守るための基本的な考え方と方法
をまとめたものである。厚生労働省平成28年度子ども・子育て支
援推進調査研究事業 産前・産後の支援のあり方に関する調査研
究の中で作成し、6月に全会員へ配布し、会員外でも希望者へ無
料頒布を行った。要望が多くすぐに在庫がなくなったため、改
訂・増刷し7月下旬より有料頒布を行っている。

4 12月10日
周産期メンタルヘ
ルス研修会の開催

実際に妊産婦のメンタルヘルスに携わる医療行政スタッフを対象
として、メンタルヘルスの重要性や虐待防止への役割、対応方法
等を学ぶことを目的とした研修会を開催予定（入門編として開催
予定）。

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 7月16日、17日
第19回「子どもの

心」研修会

講演：「子どもシェルターの現場から」「子どもを暴力から守
る」「要保護児童対策協議会を活用しよう」「教育虐待」「癒さ
れない傷」
開催場所：ベルサール新宿セントラルパーク

2 10月15日
第5回「子どもの

心」研修会
（導入編）

講演：「児童虐待への対応」
開催場所：ＪＡ共催ビルカンファレンスホール

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 通年 ○

都道府県助産師会
子育て・女性健康
支援センター事業
に関する活動支援

活動支援金の交付、活動データの収集、分析、公表。実務者向け
の研修会開催。都道府県代表者の情報交換のための連携集会企画
運営

2 通年 ○ 電話相談 助産師による、妊娠・出産・育児相談

3 5月～12月 ○
子育て・孫育て

講座の開催
一般住民を対象に、子育てについて知識を身につけるための講座
開催

4 12月8日・9日 研修会の開催

『三部会で盛り上げよう！－切れ目のない支援と産後ケア－』
“産後ケアガイドライン”（上智大学総合人間科学部看護学科教
授　島田真理恵）、“親を楽しむスターペアレンティング”
（NPO法人女性と子どものエンパワメント関西　井山里美）、
“乳幼児期の愛着形成への支援-最近の子育て事情を踏まえて-”
（東京都北区子ども家庭支援センター/NPO法人子ども家庭リソー
スセンター　永田陽子）など。子育て支援をメインテーマにし
た、助産師向けの研修会。

公益社団法人
日本助産師会

公益社団法人
日本産婦人科医会

公益社団法人
日本小児科医会

5



団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

5 9月～3月 研修会の開催
『子ども・子育て包括支援に活用できる保健指導』をメインテー
マに、サブテーマ虐待予防・地域格差改善・母子訪問の中から、
各県で選択し開催

9県で実施

6 通年 ○
産後ケア支援
モデルの作成

アウトリーチ型産後ケア支援の活用手引き『産後100日支援フ
ローチャートモデル』の作成（対象を、①妊産婦②行政③助産師
の3つに整備）

7 通年 ○
助産師活用への

啓蒙
一般向けに配布する、『妊娠出産に関する情報提供及び啓発普及
のためのリーフレット』作成

8 11月～12月 ○
出産、いのちの大
切さを共に考える
研修会の開催

若者世代（大学生）を対象に妊娠前教育を行う。出産場所である
助産所を見学し、自らのライフプランを作成する。若者世代が出
産、育児について考える機会をもつ。

9 通年 ○
産後ケアガイド
ラインの策定

平成27年度・28年度に実施した産後ケアに関する研究を基に、産
後ケアを提供するためのガイドラインを策定する。

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 通年 ○

・電話相談
・母親グループ
MCG
・ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
・CCAP版ぺｱﾚﾝﾃｨﾝ
ｸﾞ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
・里親養親支援等

1991年の団体設立時より、家庭内での虐待防止を目的に、電話相
談（03-5300-2990）、虐待に悩む母親のグループ「MCG」の開
催、セミナー等研修事業の実施をしているほか、里親・養親支援
事業（特別養親サロンの開催ほか）、アタッチメント形成のため
の心理療法プログラム、心理相談、法律相談、性虐待対応事業な
どの各種活動を行っています。
またこれまでの相談経験を元に、独自開発したCCAP版ペアレン
ティング・プログラム「親と子の関係を育てるプログラム」を実
施しています。
活動には役員を含めて約90名がボランティアで参加しています。

2 11月3日～5日 ○

児童養護施設の現
職の心理職を対象
としたワーク

ショップ

「虐待を受けた子どもの心理療法に関するワークショップ
2017」
当法人が主催する「アタッチメント形成のための心理療法プログ
ラム」は、児童養護施設や里親など元の家庭を離れて暮らす子ど
もと新たな養育者との安定したアタッチメント形成と子どもの抱
えるトラウマからの回復を軸として開発した独自プログラムで
す。プログラムの実施だけではなく、その成果を元にした研修に
は、例年全国から多くの方が参加されています。この研修では、
児童養護施設に勤務する心理職の方を対象に、理論と演習を取り
入れた実践的研修を、当法人理事の西澤哲を中心に行います。
2017年は下記の通り実施します。

　日程：　2017年11月3日（祝）～5日（日）
　対象：　児童養護施設に現在勤務する心理職
　会場：　大橋会館（目黒区）

3 11月6日～8日 ○
電話相談受付時間

の延長

当法人では、月～金曜の10：00～17：00、土曜～15：00に、育児
に対する不安や悩み、虐待についての電話相談を受け付けていま
すが、例年11月の児童虐待防止推進月間にあわせて、相談時間を
延長するキャンペーンを行っています。
2017年は、11月6日（月）～8日（水）の三日間、10：00～20：00
に受付時間の延長を行います。

4 11月12日 ○ 子育てメッセ

第16回世田谷子育てメッセ　「みんなで子育てつながる地域」
世田谷区内で子ども・子育ての支援活動を行っている団体が、活
動内容を地域に発表する催しで、例年参加しています。
2017年は下記の通り、11月に開催となります。

　日時：　2017年11月11日（土）、12日（日）11：00～14：30
　　　　　　＊当法人は12日に出展
　会場：　東京都市大学　二子玉川　夢キャンパス

主催：世田谷区／
世田谷子育てメッ
セ実行委員会

5 11月16日 ○
元気と知識が得ら
れる連続講座2017

元気と知識が得られる連続講座2017　第7回
「ネットワークを作ろう：子ども家庭支援センター」
　子ども虐待を介入、支援するための知識と、ネットワーク作り
のために各機関の役割を知る全10回の連続講座を行います。2017
年は、7回目の研修を次の通り行います。

　日時：　2017年11月16日（木）19：00～21：00
　対象：　看護師・保健師・MSW・地域関係機関職員などで
　　　　　　家族の支援に関わる方
　講師：　佐伯　裕子（CCAP理事）
　会場：　社会福祉法人　子どもの虐待防止センター

6 10月～ ○
児童虐待防止推進
月間のポスター掲
示、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しています。

社会福祉法人
子どもの虐待防止
　　　　　　　センター

公益社団法人
日本助産師会
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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

実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 7月11日～12日
子どもと保護者の
支援ガイドブック

研修会

主催。東京都千代田区開催。、児童虐待にいたる前段階でのかか
わりをめざして作成したガイドブックをもとに、子どもや保護者
のささいな変化や違和感に「気づく」「かかわる」、関係機関に
「つなげる」ことの実践事例と連携手法を、児童福祉関係者全体
で醸成・共有。

2
9月11日～12日、12

月13日～14日

社会的養護を担う
児童福祉施設長

研修会

主催。大阪府大阪市／東京都江東区開催。児童虐待防止のための
家族への支援や子どもの権利擁護に関する講義やシンポジウム。

3 通年 ○
新たな子ども家庭
福祉の推進基盤の
形成に向けた取組

児童虐待防止、子どもの貧困への対応などを主に、社会的養護関
係施設と保育所・認定子ども園等との連携による援助が必要な子
どもやその家庭への支援のあり方を探る。（平成29･30年度）

4 ～11月 ○
児童虐待防止

推進月間
広報・周知。

5 ～11月 ○
子どもの虐待防止

推進全国
フォーラム

広報・周知。

6 ～11月 ○
子どもの虐待防止
オレンジリボン

運動
広報・周知、参加・協力。

7 ～11月 ○
『月刊福祉』
『保育の友』
『ふれあいケア』

月刊誌周知。社会福祉関係者、一般購読者向け。

8 ～11月 ○ 『ノーマ社協情報』 広報誌周知。社会福祉協議会向け。

9 ～11月 ○

地域福祉・ボラン
ティア情報ネット
ワークメール

ニュース

記事掲載。メールニュース。社会福祉協議会向け。

10 ～11月 ○ 『ボランティア情報』
広報誌周知。社会福祉協議会ボランティアセンター、ボランティ
アコーディネーター向け。

11 11月19日 ○
子どもの虐待死を
悼み命を讃える

市民集会

広報・周知、後援、参加・協力。東京都中央区開催。集会と鎮魂
の行進。オレンジリボン運動の一環。

12 11月16日～17日 ○
福祉ビジョン

21世紀セミナー
主催。東京都千代田区開催。ともに生きる豊かな福祉社会をめざ
す実践発表から活動内容と意識共有。

13 12月11日～12日

子どもの育ちを支
える、子ども・子

育て全国
フォーラム

主催。東京都千代田区開催。児童虐待や家庭支援、子どもの貧困
対策などの社会的課題を取りあげ、子どもの育ちを支えるための
身近なプラットフォームを構築する実践方策や取り組み手法の紹
介、共有。

14 12月
地域歳末

たすけあい運動

中央共同募金会と全国民生委員児童委員連合会とともに、提唱。
共同募金運動の一環。児童虐待をはじめ、今日的な生活課題を、
支援活動・理解促進・体制整備課題のひとつとして提示。

15 1月
ファミリーソー
シャルワーク

研修会

主催。東京都千代田区開催。被虐待児への対応、家族関係の再構
築などをテーマにした、家庭支援専門相談員や里親支援専門相談
員、母子支援員等が参加。

16 2月6日
権利擁護・虐待
防止セミナー

主催。東京都千代田区開催。ともに生きる地域コミュニティの創
造をめざし、これからの権利擁護・虐待防止体制づくりと取り組
みを、主に実践報告をもとに共有・協議。

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 毎日 ○ 家庭児童相談 専門の相談員による電話での育児相談

土・日・祝日を除
く
（10:00～12:00、
13:00～16:00）

2 11月10日 ○
機関誌「保育界」

11月号
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

左記日付は発行日

社会福祉法人
全国社会福祉協議会

社会福祉法人
日本保育協会
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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

実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 9月3日 シンポジウム
テーマ：2017年改正 児童福祉法について
        －児童虐待対応における司法関与を中心に－
会場：文京スカイホール（文京区）

2 6月3日 フォーラム

オレンジリボンフォーラム「親と子を楽しもう！」
子育てトークショー、キッズコンサート、オレンジリボン運動の
報告、支援企業・団体によるブース設置他
会場：ギャラクシティ西新井文化ホール（足立区）

3

募集：12～3月
選定：4月

ポスター等作成：9
月

表彰：6月25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

4 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（15,000枚）を街頭配布し、児童虐待防止
を呼びかける。
実施場所：豊島区池袋周辺を予定

5 11月13日 ○
鎮魂集会および

行進

第15回子どもの虐待死を悼み命を讃える市民集会
虐待死の読み上げ、講演「子どもの生きる力を守る」、鎮魂の行
進
会場：銀座ブロッサム中央会館ホール（中央区）

6 1月21日 シンポジウム
テーマ：児童福祉における子ども虐待防止の強化、専門職への研
修（仮）
会場：星陵会館（千代田区）

7 2月18日 報告会
学生によるオレンジリボン運動報告会を実施する。
会場：東京体育館会議室（渋谷区）

8
10月27日

～11日12日
○ コンサート

オレンジゴスペル全国ツアー2017
「合唱が一人でできないように　子育てもみんなで」をスローガ
ンに、参加型ゴスペルコンサートのほか、講演・パネルディス
カッションなどを通してオレンジリボン運動を啓発する。
会場：　全国12ヶ所

共催（主催：オレ
ンジゴスペル実行

委員会）

9
10月29日

～11月25日
○ たすきリレー

日本国内13の地域で行われる「オレンジリボンたすきリレー」を
全国ネットワークとして組織化し、ホームページを通して全国に
発信する。東京・神奈川、滋賀、岐阜、山口、名古屋、長野、静
岡、鳥取、茨城、高知、福島、徳島、宮崎県での各たすきリレー
の情報発信、児童虐待防止告知CMたすきリレーCMの制作、新聞記
事の掲載等、積極的に関わる。

共催（主催：子ど
も虐待防止オレン
ジリボンたすきリ
レー全国ネット

ワーク）

10 11月26日 ○ 啓発イベント

「あこうオレンジリボンキャンペーン2017親子ふれあい広場」
ご当地ヒーローの赤穂義士ライダー47によるショー、おやこでオ
レンジグッズのクラフト工作等と通じ、市民へオレンジリボン啓
発を呼びかける。
会場：赤穂市民会館（予定）（兵庫県）

共催（主催：赤穂
市地域活動連絡協

議会）

11 10月14日、15日 たすきリレー

「第8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～」
中継地点やゴール会場にてオレンジリボン運動の啓発
会場：大津港～彦根ビューホテル～びわ湖子どもの国ゴール（滋
賀県）

共催（主催：CFRび
わこ）

12 11月12日 ○ コンサート
「ゴスペルワークショップコンサート」
ゴスペルソング合唱を通してオレンジリボン運動の啓発を行う。
会場：伊勢崎市民文化会館（群馬県）

共催（主催：
Gospel Wing
Feiiowship
Choir）

13 11月 ○ 啓発イベント

「オレンジリボンフェスタ」
廃線の危機にある和歌山電鉄貴志川線にて電車内、駅で啓発イベ
ントを行う。
会場：貴志川駅周辺（和歌山県）

共催（主催：
（特）和歌山子ど
もの虐待防止協

会）

14 11月8日、15日 ○ コンサート

「オレンジリボンコンサート　かーくんで拡げよう！応援しよう
子ども達を！」
音楽イベントで啓発活動を行う。
会場：川崎市役所　第3庁舎ロビー（神奈川県）、船橋コミュニ
ティハウス　ヴィリシアン（千葉県）

共催（主催：（一
社）ソーシャル・
アーティスト・
ネットワーク）

15 6月17日 映画上映会他

映画「さとにきらええやん」上映と講演会
上映会と講演会を通じて、児童虐待防止の取組への理解を深め
る。
会場：大阪府社会福祉指導センター

共催（主催：
（特）児童虐待防

止協会）

16 10月8日 フォーラム

「第5回　若者会議」
子ども虐待防止について各有職者、経験者をとりこんだ文科会で
議論する。
会場：日本社会事業大学（東京都）

共催（主催：
（特）全国福祉未
来ネットワーク）

特定非営利活動法人
児童虐待防止
　　全国ネットワーク
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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

実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

17 10月2日
子育てフェスティ

バル

「かがわ子育て支援フェスティバル2016」
子どもたちとクラフト（オレンジリボンランタン）を作成やグッ
ズ配布による啓発。
会場：さぬきこどもの国（香川県）

共催（主催：
（特）子どもの虐
待防止ネットワー

ク・かがわ）

18
①11月3日
②11月19日

○ フォーラム

①「子育てきらきらフェスタ」オレンジリボン啓発活動
会場：愛知県知多市青少年会館
②「ちたオレンジリボンフォーラム」講演会、シンポジウム開催
テーマ：「すべての子どもが幸せに生きるために今私たちにでき
ること」
会場：知多市民体育館（愛知県）

共催（主催：子ど
もの幸せを願う

ネットワーク　こ
ども幸せねっと）

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 10月29日
保育ソーシャル
ワーク研修会

「保育ソーシャルワーク研修会～保育ソーシャルワークがなぜ必
要なのか～（仮）」児童虐待などの課題を抱える親子を支える体
制について、小規模保育の保育ソーシャルワークという面から研
修会を実施

予定

2 11月 ○
「児童虐待防止推
進月間」の広報

会員向けに広報

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 11月1日頃 ○ ウェブサイト周知 当団体ウェブサイト、facebookを通じて周知を行う

2 通年 ○ 電話相談

18歳までの子どもからの電話をフリーダイヤルで受ける。傾聴を
基本姿勢とするが、虐待等の内容にあたっては、児童相談所の紹
介等を行うとともに、子ども自身が周囲にSOSを出すことができ
るようサポートする。

3
11月3日、9日、17
日、23日～30日

○ ネット相談

18歳までの子どもからの電話をインターネットのチャットで受け
る。傾聴を基本姿勢とするが、虐待等の内容にあたっては、児童
相談所の紹介等を行うとともに、子ども自身が周囲にSOSを出す
ことができるようサポートする。

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 通年 ○ メール相談 全国　子育て・虐待防止ホットラインメール相談

2 12月23日 パレード ハーレークリスマストイラン

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1

6月6日～6月8日（東
京）、

7月31日～8月2日
（大阪）

母子保健活動にお
ける児童虐待予防

研修会

テーマ：「母子保健活動における児童虐待予防研修会」
開催場所：社会福祉法人恩賜財団母子愛育会（東京）
　　　　　エル・大阪（大阪）

2

専門里親認定研修（通
信教育）：7月1日～10
月31日
専門里親認定研修（ス
クーリング）：8月25
日～27日、
専門里親更新研修　初
回更新者：
12月9日～10日、
専門里親更新研修　複
数回更新者：10月20日
～21日、11月18日～19
日
里親支援技術向上セミ
ナー：H30年1月27日

○ 専門里親養成研修

テーマ：「専門里親養成研修」
コース：
（１）専門里親認定研修：専門里親養成通信教育及びスクーリン
グ（面接事業）
（２）専門里親更新研修：専門里親に対する更新研修
（３）里親支援技術向上セミナー：専門職（児童相談所・児童養
護施設・乳児院職員等）を対象とした支援技術の向上を図るため
の研修会
開催場所：社会福祉法人恩賜財団母子愛育会

3
社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会
　　　　　　愛育相談所

通年 ○
児童虐待防止に関

する相談
相談内容：児童虐待防止に関する相談
場所：社会福祉法人恩賜財団母子愛育会　愛育相談所

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1
全国児童家庭

支援センター協議会
10月5日～6日 研究・研修

全国児童家庭支援センター研究協議会（石川大会）
テーマ：「社会的養護の地域拠点として」
　　　　　～地域に求められていること、果たすべき役割～
会場：ANAホリデイ・イン金沢スカイ
目的：全国のセンターの管理者及び実務者が日々の実践や直面し
ている課題について研究協議し、センターの機能の充実と職員の
専門性の向上を図る

特定非営利活動法人
児童虐待防止
　　全国ネットワーク

特定非営利活動法人
全国小規模保育協議会

特定非営利活動法人
チャイルドライン
　　　　　支援センター

日本子どもの虐待防止
民間ネットワーク

社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会
　総合母子保健センター
　　　　　　　　研修部
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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

実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

2 10月～11月 ○

「児童虐待防止啓
発」のポスター、
リーフレット

の配布

各センターへ啓発ポスター、リーフレットを送付し周知を図る。

3 通年 ○
各センターで取り組んでいる子ども虐待防止オレンジリボン運動
への協力、広報

4
4月24日
～6月23日

「児童福祉週間」
標語の募集

各センターへの周知、協力依頼

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1
全国児童自立

支援施設協議会
10月～ ○

児童虐待防止推進
月間の周知

会員（児童自立支援施設）へのポスターやリーフレットの配布に
よる周知協力を行う

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 通年 ○
新たな子ども家庭
福祉の推進基盤の
形成に向けた取組

研究協力。児童虐待防止、子どもの貧困への対応などを主に、社
会的養護関係施設と保育所・認定子ども園等との連携による援助
が必要な子どもやその家庭への支援のあり方を探る。（平成29･
30年度）

2
9月11日、12日、12

月13日、14日

社会的養護を担う
児童福祉施設長

研修会

子どもの権利擁護や虐待の防止について、専門家の講義等による
研修会を開催（9月大阪、12月東京）

3 ～11月 ○
児童虐待防止推進

月間の周知
広報、周知

4 ～11月 ○
子どもの虐待防止

推進全国
フォーラム

広報、周知

5 ～11月 ○
子ども虐待防止オ
レンジリボン運動

広報、周知、後援、参加協力

6 ～11月 ○ 「全養協通信」
広報・周知。児童養護施設と都道府県・指定都市社会福祉協議会
向け。

7 11月8日～10日 ○
全国児童養護施設
長研究協議会

子どもの権利擁護や児童虐待防止に向けた家族への支援等につい
て、実践報告等を交えた研究部会を開催（鳥取）

8 11月19日 ○
子どもの虐待死を
悼み命を讃える

市民集会

広報・周知、後援、参加・協力。東京都中央区開催。集会と鎮魂
の行進。オレンジリボン運動の一環。

9 12月11日～12日

子どもの育ちを支
える、子ども・子

育て全国
フォーラム

共催（予定）。東京都千代田区開催。児童虐待や家庭支援、子ど
もの貧困対策などの社会的課題を取りあげ、子どもの育ちを支え
るための身近なプラットフォームを構築する実践方策や取り組み
手法の紹介、共有。

10 1月17日～19日 中堅職員研修会
被虐待児を含む入所児童への支援のあり方について、専門家の講
義等による研修会を開催（東京）

11 1月30日～31日
ファミリーソー
シャルワーク研修

会

主催。東京都千代田区開催。被虐待児への対応、家族関係の再構
築などをテーマにした、家庭支援専門相談員や里親支援専門相談
員、母子支援員等が参加。

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1
全国児童心理

治療施設協議会
○ ホームページ １８９の啓発、および全国の児童相談所の一覧を掲載

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1
全国自立援助
ホーム協議会

10月19日～20日 全国大会 基調講演、分科会、シンポジウム等開催（仙台で開催）

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 通年 ○
電話相談、子ども

人権110番

毎週月曜日から金曜日の9:00～17:00
フリーダイヤル0120-007-110にて委員が相談に応じている（電話
は各法務局に設置されている）

毎年6月の1週間強
化週間があり、
平日8:30～19:00
土日10:00～17:00
開設し相談を受け
ている

2 通年 ○ メール相談 窓口SOS-Eメール

全国児童家庭
支援センター協議会

全国人権擁護委員連合会

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

実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

3 全国人権擁護委員連合会 通年 ○
子どもの人権SOS
ミニレター
10月、11月に配布

全国の小中学生に相談用の便箋、封筒用紙を配布し、児童、生徒
の悩み事を書いた手紙を郵送（無料）してもらい、人権擁護委員
が返信をして相談に応じている。

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 7月5日～7日 全国乳児院研修会
主催。子どもの生命を守り育むための養育の質と職員意識の向
上、体制整備、権利侵害・虐待防止のための支援例などを学ぶプ
ログラム。

2
9月11日～12日、
12月13日～14日

社会的養護を担う
児童福祉施設長

研修会

主催。大阪府大阪市／東京都江東区開催。児童虐待防止のための
家族への支援や子どもの権利擁護に関する講義やシンポジウム。

3 9月21日～22日
全国乳児福祉

協議会
主催。職員の権利擁護意識を高め、養育・ケアの質の向上と支援
の充実を図ることを目的とした、施策動向・実践を共有、協議。

4 通年 ○
新たな子ども家庭
福祉の推進基盤の
形成に向けた取組

研究協力。児童虐待防止、子どもの貧困への対応などを主に、社
会的養護関係施設と保育所・認定子ども園等との連携による援助
が必要な子どもやその家庭への支援のあり方を探る。（平成29･
30年度）

5 通年 ○
権利侵害を起こさ
ないためのツール

の周知徹底

独自に作成した「乳児院倫理綱領」、「より適切なかかわりをす
るためのチェックポイント」を、広報媒体や組織作成資料、研修
会等で周知徹底。権利侵害を起こさないための確認ツールとして
活用。

6 ～11月 ○
児童虐待防止推進

月間
広報・周知。

7 ～11月 ○
子どもの虐待防止

推進全国
フォーラム

広報・周知。

8 ～11月 ○
子どもの虐待防止
オレンジリボン

運動
広報・周知、参加・協力。

9 ～11月 ○ 全乳協ニュース
広報・周知。乳児院と関係者、都道府県・指定都市社会福祉協議
会向け。

10 11月19日 ○
子どもの虐待死を
悼み命を讃える

市民集会

広報・周知、後援、参加・協力。東京都中央区開催。集会と鎮魂
の行進。オレンジリボン運動の一環。

11 12月11日～12日

子どもの育ちを支
える、子ども・子

育て全国
フォーラム

共催（予定）。東京都千代田区開催。児童虐待や家庭支援、子ど
もの貧困対策などの社会的課題を取りあげ、子どもの育ちを支え
るための身近なプラットフォームを構築する実践方策や取り組み
手法の紹介、共有。

12 1月30日～31日
ファミリーソー
シャルワーク

研修会

主催。東京都千代田区開催。被虐待児への対応、家族関係の再構
築などをテーマにした、家庭支援専門相談員や里親支援専門相談
員、母子支援員等が参加。

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 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27年3月改訂）
に基づき、子ども
の育ちを保障する

ための取組

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

2
6月～9月、11月、1

月、2月
○

研修会での学習・
研鑚

権利擁護、虐待の未然防止、早期発見・対応に関する内容につい
て講義等学習機会の提供

3 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

4
6月～10月、1月、2

月
オレンジリボン
運動への協力

研修会や大会等における研修会冊子へのオレンジリボンの掲載

5 通年 ○
保育施設における
人権擁護のための

取組

保育所・認定こども園等における人権擁護について、セルフ
チェックリストを利用した人権擁護のための取り組みの推進を行
う

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 日本私立小学校連合会 通年 ○
「2010年代の
教育宣言」

本連合会は1970年代以降ほぼ10年おきに「教育宣言」を作成しそ
の歩むべき方向性を公にしてきた。「2010年代の教育宣言」にお
いては、個人の自由と人権および児童一人一人の個性を尊び、そ
の内なる可能性を児童愛をもって引き出し、心豊かな人間性を育
成しようとしている。この「教育宣言」を本連合会ホームページ
に掲載すると共に会報にも年6回掲載し、加盟校189校の教職員等
に配布している。

全国乳児福祉協議会

全国保育協議会

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

実施（予定）事項 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

2 日本私立小学校連合会 随時 教員研修会 各地区研修会等（広報啓発）

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1
日本私立中学

高等学校連合会
10 月、11月 ○

・定例会議の会議資料として、４７都道府県私学協会、本連合会
役員にリーフレットを配付。
・全国の私立中学校、高等学校、中等教育学校に頒布している機
関紙「私学時報」に子どもの虐待防止推進全国フォーラム、児童
虐待防止月間について掲載。

団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1
公益社団法人

日本小児保健協会
6月30日 シンポジウム開催

シンポジウム1「日本の小児虐待の現状と対策」開催
（第64回日本小児保健協会学術集会会期中開催）

2
公益社団法人

日本小児保健協会
11月12日 ○ セミナー開催

第33回小児保健セミナー
「子どもの虐待―防止と早期発見・対応をめざして―」
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【北海道】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 北海道 11月23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 北海道 11月7日 ○ 児童虐待防止に関する講演を開催
北海道北見児童相
談所地域支援課

0157-24-3498

3 北海道 北海道 11月27日 ○ 児童虐待防止に関する講演を開催
北海道岩見沢児童
相談所地域支援課

0126-22-1119

4 北海道 北海道 11月13日 ○ 児童虐待防止に関する講演を開催
北海等室蘭児童相
談所地域支援課

0143-44-74829

5 北海道 札幌市 通年 ○ オレンジリボン地域協力員研修を開催（出前講座、通年開催）
札幌市児童相談所
地域連携課地域連
携担当

011-622-8620

6 北海道 札幌市
小児科：10月26日
歯科：10～11月

○
医療機関・関係者向け子ども虐待対応のための研修会を開催
（10/26：小児科医講師ほか歯科医講師の研修会を開催予定）

札幌市児童相談所
地域連携課地域連
携担当

011-622-8620

7 北海道 札幌市
10月5日、13日、

20日、23日
オレンジリボン地域協力員合同研修会を開催

札幌市児童相談所
地域連携課地域連
携担当

011-622-8620

8 北海道 札幌市 11月17日 ○ オレンジリボン講演会　兼　フォローアップ研修を開催
札幌市児童相談所
地域連携課地域連
携担当

011-622-8620

9 北海道 江別市 11月 ○
要対協実務者を対象に児童虐待防止関連研修会を開催し、参加者
に児童虐待防止のリーフレット等を配布

健康福祉部子育て
支援室子育て支援
課

011-381-1236

10 北海道 恵庭市 11月 ○ 児童虐待防講演会を開催 子ども家庭課 0123-33-3131

11 北海道 北広島市 11月 ○ 児童虐待防止講演会を開催
保健福祉部子育て
支援室児童家庭課

011-372-3311
内2216

12 北海道 稚内市 11月 ○ 児童問題講演会を開催
稚内市教育委員会
教育部こども課子
育てグループ

0162-23-6529

13 北海道 釧路市 11月23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

14 北海道 北海道 11月13日 ○
管内市町職員、一般住民を対象に、虐待対応における地域の役
割、管内でもできる虐待対応の理解を深めるため、苫小牧市内に
おいてシンポジウムを実施

室蘭児童相談所地
域支援課相談支援
係

0143-44-4152

15 北海道 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
支援課

0143-25-2705

16 北海道 登別市 未定 支援者向けまたは市民向け児童虐待に関する研修会を開催
保健福祉部子育て
グループ子ども相
談室

0143-85-6677 日時未定

17 北海道 白老町 11月 ○ 児童虐待防止講演会を開催
健康福祉課子育て
支援室

0144-85-2021

18 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

健康増進課
健康増進グループ

01456-2-6571

19 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

○　啓発物品作成・配布

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 北海道 11月1日 ○
オレンジリボン啓発物品（ティッシュ･リボン等）を作成・配布
（札幌駅前街頭啓発、札幌市、道警、ソロプチ、国際大学、電気
工事業協会と協同開催）

北海道保健福祉部
子ども子育て支援
課児童相談Ｇ

011-231-4111

2 北海道 札幌市 通年 ○
市内コンビニエンスストアに児童虐待防止にかかる関係機関の案
内チラシ・ミニカードを配布

札幌市児童相談所
地域連携課地域連
携担当

011-622-8620

3 北海道 札幌市 11月 ○
パープルリボンと協働したオレンジリボン街頭啓発（オレンジリ
ボン入り啓発ティッシュの配布）を実施

札幌市児童相談所
地域連携課地域連
携担当

011-622-8620

4 北海道 札幌市 12月頃 大学イベント会場でのオレンジリボン等を配布
札幌市児童相談所
地域連携課地域連
携担当

011-622-8620

5 北海道 札幌市
11月1日
（予定）

○
オレンジリボンキャンペーン街頭啓発（オレンジリボン入り啓発
ティッシュの配布）を実施

札幌市児童相談所
地域連携課地域連
携担当

011-622-8620 毎年道と共同で実施

6 北海道 札幌市 11月20日～24日 ○ 児童虐待防止パネル展（市役所１階）の開催
札幌市児童相談所
地域連携課地域連
携担当

011-622-8620
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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

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

7 北海道 札幌市 11月 ○ 職員のオレンジリボン着用を促進
札幌市児童相談所
地域連携課地域連
携担当

011-622-8620

8 北海道 札幌市 10月頃 市内小・中学校へ児童虐待予防のミニチラシを配布
札幌市児童相談所
地域連携課地域連
携担当

011-622-8620

9 北海道 札幌市 11月 ○ 各区役所において児童虐待防止啓発活動を実施
札幌市児童相談所
地域連携課地域連
携担当

011-622-8620

10 北海道 札幌市
11月を含めた

2か月間
○ 地下鉄車内に児童虐待防止の中帯広告を実施

札幌市児童相談所
地域連携課地域連
携担当

011-622-8620

11 北海道 恵庭市 11月 ○ オレンジリボン啓発物（ティッシュ・リボン等）の作成・配布 子ども家庭課 0123-33-3131

12 北海道 石狩市 10月 要対協総会を開催し、会場でオレンジリボンを配布
保健福祉部こども
相談センター

0133-72-3195

13 北海道 石狩市
10月4日、
5日、6日

子育てメッセにおいてオレンジリボンの配布PRを実施
保健福祉部こども
相談センター

0133-72-3195

14 北海道 当別町 通年 ○ 手作りオレンジリボンを担当部署内に配布し、職員が着用
教育委員会子ども
未来課

0133-25-2658

15 北海道 小樽市 10月20日
就学前のこども・保護者を対象としたイベントにおいてオレンジ
リボンを配布

子育て支援室 こど
も福祉課 相談支援
係

0134-32-4111
（内378）

16 北海道 小樽市 11月 ○ 子育て関連部署職員がオレンジリボンを着用
子育て支援室 こど
も福祉課 相談支援
係

0134-32-4111
（内378）

17 北海道 旭川市 11月 ○ 児童虐待防止啓発パネル展を実施
旭川市子ども総合
相談センター

0166-26-5500

18 北海道 旭川市 11月 ○ パンフレットを配布し、児童虐待防止推進月間を周知
旭川市子ども総合
相談センター

0166-26-5500

19 北海道 士別市 11月3日 ○
市内店舗において、啓発グッズ（オレンジリボン付手ティッ
シュ）を配布

子育て支援課 0165-23-3121

20 北海道 名寄市 11月1日 ○ 市内商業施設内において啓発ティッシュを配布
健康福祉部こど
も・高齢者支援室
こども未来課

01654-3-2111

21 北海道 富良野市 6月～8月
市内保育所、幼稚園、小中学校訪問により啓発資料配布、説明に
よる周知

教育委員会教育部
こども未来課

0167-39-2223

22 北海道 美深町 10月15日 住民自治福祉大会の際にパンフレットを配布 保健福祉課 01656-2-1686

23 北海道 留萌市 11月 ○ 市内児童センター、保育所等に啓発用品を配布
教育委員会
子育て支援課

0164-42-1808

24 北海道 稚内市
11月中旬

（2週間程度）
○ 児童虐防止推進月間の啓発事業を実施

稚内市教育委員会
教育部こども課子
育てグループ

0162-23-6529

25 北海道 浜頓別町 通年 ○ 出生届提出時に児童虐待防止リーフレットを配布 保健福祉課
01634‐2‐
2551

26 北海道 北海道 11月 ○
十勝総合振興局及び管内１９市町村職員を対象にオレンジリボン
を配付し、期間中の着用を依頼予定

帯広児童相談所地
域支援課

0155-22-5100

27 北海道 北海道 11月上旬 ○ 帯広市内で啓発用ティシューペーパーを配付
帯広児童相談所地
域支援課

0155-22-5100

28 北海道 帯広市 11月14日～28日 ○
帯広市保健福祉センターにおいて、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

29 北海道 帯広市 11月 ○
児童虐待防止啓発カードを作成し、保育所、小・中学校、関係機
関等に配布

こども未来部子育
て支援課

0155-25-9700

30 北海道 中札内村 11月 ○ 公共施設等にポスター等を掲示
福祉課福祉グルー
プ

0155-67-2321

31 北海道 幕別町 11月 ○ 職員全員がオレンジリボンを着けて職務に従事
住民福祉部こども
課こども支援係

0155-54-6621

32 北海道 釧路市 通年 ○
児童虐待防止推進のチラシ・リーフレットを作成し関係部署に配
布

釧路市こども支援
課

0154-31-5151

33 北海道 釧路市 11月 ○
釧路市内のスーパー２カ所で児童虐待防止ティシュを配布（釧路
児童相談所と合同開催）

釧路市こども支援
課

0154-31-5151

34 北海道 釧路市 10月～12月 ○
児童虐待防止推進月間・オレンジリボン活動のポスターを作成し
市庁舎に啓示

釧路市こども支援
課

0154-31-5151

35 北海道 八雲町 11月 ○ 児童担当窓口の職員がオレンジリボンを着用 住民生活課 0137-62-2112

36 北海道 江差町 11月 ○
児童虐待防止推進月間のシンボルとして、オレンジリボンツリー
及び啓発用パネル等を役場庁舎内で展示

健康推進課
健康推進係

(0139)52-6718

37 北海道 江差町 通年 ○ 町公用車3台に啓発用マグネット「オレンジリボン」を装着
町民福祉課
福祉子育て係

(0139)52-6720
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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

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

38 北海道 厚沢部町 11月 ○ 啓発チラシを作成し、保健福祉センター窓口において配布
保健福祉課
福祉介護係

0139-64-3319

39 北海道 乙部町 11月 ○
庁舎等設置の自動販売機電光掲示板に児童虐待防止月間について
表示

町民課 0139-62-2311

40 北海道 今金町 通年 ○ 保健センターにおいて、相談ダイヤルの紙媒体を常時設置 今金町保健福祉課 0137-82-2780

41 北海道 今金町 通年 ○
「子どもを健やかに育むため～愛の鞭ゼロ作戦」を保育所・小中
学校へ夏休み前に配布。また、乳幼児健診において通年配布。

今金町保健福祉課 0137-82-2780

42 北海道 岩見沢市 通年 ○
虐待担当部署窓口に設置及び岩見沢市「えみふる」構成機関へオ
レンジリボン（手作り）の配布

教育部子ども課
子育て支援係

0126-35-5133

43 北海道 美唄市 1月中旬
子どもや子育て家庭、地域住民を対象としたイベント開催時にオ
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

44 北海道 滝川市 随時 ○
各種イベント等において（メッセージ入ポケットティッシュ・マ
スク等）を配布

滝川市保健福祉部
子育て応援課家庭
児童相談室

0125-23-5217

45 北海道 滝川市 10月2日 ○
国際ソロプチミスト滝川会員と共にオレンジリボンを作成（約
1,000個）

滝川市保健福祉部
子育て応援課家庭
児童相談室

0125-23-5217

46 北海道 滝川市 10月8日 ○
国際ソロプチミスト滝川チャリティ－バザーに作成したオレンジ
リボン入りマスクを配布

滝川市保健福祉部
子育て応援課家庭
児童相談室

0125-23-5217

47 北海道 滝川市 11月 ○ 市内３ヶ所の大型店舗に出向き、市民にオレンジりボンを配布
滝川市保健福祉部
子育て応援課家庭
児童相談室

0125-23-5217

48 北海道 滝川市 11月 ○
要対協関係機関にオレンジリボン・メッセージ入りのポケット
ティッシュを配布

滝川市保健福祉部
子育て応援課家庭
児童相談室

0125-23-5217

49 北海道 滝川市 2月
紙袋ランターンフェスティバルにおいてオレンジリボンを型どり
設置、啓発物品の配布を実施

滝川市保健福祉部
子育て応援課家庭
児童相談室

0125-23-5217

50 北海道 深川市 10月～11月 ○
市内幼稚園・保育園にオレンジリボンの材料を提供、作成依頼、
配布

市民福祉部社会福
祉課子育て支援推
進室

0164-26-2237

51 北海道 南幌町 通年 ○ 保健センター内窓口においてオレンジリボンを配布
保健福祉課健康子
育てグループ

011-378-5888

52 北海道 南幌町 10月
町内行事においてオレンジリボンや児童虐待防止の啓発物品を配
布

保健福祉課健康子
育てグループ

011-378-5888

53 北海道 栗山町 11月 ○

オレンジリボンツリーの設置（テーマ：多くの町民に児童虐待防
止に関心を持ってもらうため、そしてすべての子ども達が幸せに
なるようにと願いを込めて、用意したリボンにコメントを書き、
設置したツリーに飾ってもらう。場所：役場１階ロビー）

保健福祉課子育て
支援センター

0123-72-1280

54 北海道 秩父別町 通年 ○ 乳幼児健診等の母子事業の際に啓発リーフレットを配布 住民課保健指導Ｇ 0164-33-2111

55 北海道 室蘭市 10月25日
チラシとポケットティッシュを配布し、児童虐待防止と相談窓口
について、市内商業施設２ヶ所において街頭啓発を実施

保健福祉部子育て
支援課

0143-25-2705

56 北海道 室蘭市
10月30日
～11月6日

○
つどいの広場「サンキッズ」において、ポケットティッシュを配
布し、児童虐待防止推進月間と子育て相談窓口をＰＲ

保健福祉部子育て
支援課

0143-25-2705

57 北海道 室蘭市 11月 ○
子育て支援課と庁内案内において、ポケットティッシュを配布
し、児童虐待防止推進月間と相談窓口をＰＲ

保健福祉部子育て
支援課

0143-25-2705

58 北海道 苫小牧市 11月 ○
要保護指導対策地域協議会関係機関主要職員がオレンジリボンを
装着

健康こども部こど
も支援課相談係

0144-32-6369

59 北海道 苫小牧市 11月 ○ 児童虐待防止PR懸垂幕を市役所本庁舎に掲示
健康こども部こど
も支援課相談係

0144-32-6369

60 北海道 苫小牧市 11月 ○ 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
健康こども部こど
も支援課相談係

0144-32-6369

61 北海道 苫小牧市 11月 ○ 児童虐待防止PR看板を市役所前に掲示
健康こども部こど
も支援課相談係

0144-32-6369

62 北海道 苫小牧市 11月 ○
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
ングモールにおいて1,000個配布

健康こども部こど
も支援課相談係

0144-32-6369 予定

○　広報誌、テレビ等で周知

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 札幌市 11月～1月 ○ 児童虐待防止に関するラジオスポット放送を施
札幌市児童相談所
地域連携課地域連
携担当

011-622-8620

2 北海道 札幌市
9月

もしくは11月
○

市広報誌（経済情報さっぽろ）において、オレンジリボン地域協
力員を募集

札幌市児童相談所
地域連携課地域連
携担当

011-622-8620 掲載月調整中

3 北海道 江別市 11月1日 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間啓発記事を掲載
健康福祉部子育て
支援室子育て支援
課

011-381-1236
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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

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

4 北海道 千歳市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間啓発記事を掲載
こども福祉部こど
も家庭課児童相談
係

0123-24-0935

5 北海道 千歳市 11月 ○
市庁舎内ディスプレイにおいて、児童虐待防止推進月間啓発記事
を放映

こども福祉部こど
も家庭課児童相談
係

0123-24-0935

6 北海道 恵庭市 11月 ○ 市広報、ＦＭ放送、地域情報誌への掲載 子ども家庭課 0123-33-3131

7 北海道 北広島市 11月1日 ○ 市広報紙で児童虐待防止の啓発記事を掲載
保健福祉部子育て
支援室児童家庭課

011-372-3311
内2216

8 北海道 北広島市 11月 ○ メッセージボード自動販売機へのメッセージ配信による啓発
保健福祉部子育て
支援室児童家庭課

011-372-3311
内2216

9 北海道 石狩市 11月1日 ○ 市広報紙において児童虐待に関する記事を掲載
保健福祉部こども
相談センター

0133-72-3195

10 北海道 石狩市 11月 ○ 市広報ディスプレイで放映
保健福祉部こども
相談センター

0133-72-3195

11 北海道 当別町 11月1日 ○ 町広報誌に児童虐待防止啓発記事を掲載
教育委員会子ども
未来課

0133-25-2658

12 北海道 小樽市 11月1日 ○ 市広報誌に啓発記事を掲載
子育て支援室 こど
も福祉課 相談支援
係

0134-32-4111
（内378）

13 北海道 小樽市 11月 ○ 市広報ディスプレイにおいて放映
子育て支援室 こど
も福祉課 相談支援
係

0134-32-4111
（内378）

14 北海道 真狩村 11月 ○ 村広報紙において児童虐待防止推進月間の取組を周知 住民課福祉係 0136-45-3612

15 北海道 岩内町 11月 ○ メッセージボード自動販売機へのメッセージ配信による啓発
保健福祉課社会福
祉担当

0135-67-7083

16 北海道 余市町 11月 ○ 余市町広報紙において、児童虐待防止に関する周知を実施 民生部町民福祉課 0135-21-2120

17 北海道 当麻町 10月10日
例年、町広報紙10月号（10月10日発行）において11月の児童虐待
防止月間の周知、通告先等を掲載

健康福祉課福祉係 0166-84-2111

18 北海道 東川町 11月 ○ 広報誌への掲載
保健福祉課社会福
祉室

0166-82-2111
（内502）

19 北海道 上富良野町 11月 ○ 町広報誌において周知
保健福祉課子育て
支援班

0167-45-6987

20 北海道 中川町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止推進月間の周知記事を掲載 住民課幸福推進室 01656-7-2813

21 北海道 幌加内町 11月 ○ 広報11月号に児童虐待防止推進月間リーフレットwo掲載予定
保健福祉課すこや
か保健係

0165-35-3090

22 北海道 留萌市 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
教育委員会
子育て支援課

0164-42-1808

23 北海道 利尻町 10月～11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間を周知予定 くらし支援課 0163-84-2345

24 北海道 幌延町 11月 ○ 町の広報誌で児童虐待防止推進月間について周知
保健福祉課戸籍福
祉グループ

01632-5-1115

25 北海道 帯広市 11月 ○
市広報紙で児童虐待防止推進月間の取組及び児童虐待についての
情報を掲載

こども未来部子育
て支援課

0155-25-9700

26 北海道 音更町 11月 ○ 町広報、ホームページで児童虐待防止推進月間について周知
保健福祉部子ども
福祉課子ども福祉
係

0155-42-2111

27 北海道 士幌町 11月 ○ 広報紙に児童虐待防止推進月間について掲載
保健福祉課福祉保
険グループ

01564-5-2006

28 北海道 上士幌町 10月25日
町広報誌（11月号）において、児童虐待防止の啓発及び相談窓口
の周知

保健福祉課 01564-2-4296

29 北海道 新得町 11月1日 ○ 児童虐待について町広報誌に掲載して啓発 保健福祉課福祉係 0156-64-0533

30 北海道 更別村 11月10日 ○ 村広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知
子育て応援課子育
て応援係

0155-53-3700 左記日付は発行日

31 北海道 幕別町 11月 ○
児童虐待防止推進月間にあわせ、広報誌及び町ホームページで虐
待相談窓口等を周知

住民福祉部こども
課こども支援係

0155-54-6621

32 北海道 本別町 11月 ○
町広報紙において児童虐待防止推進月間をPR（虐待の内容、通告
の方法等の周知）

子ども未来課 0156-22-8130

33 北海道 足寄町 11月15日 ○ 町広報紙に児童虐待防止推進月間の記事を掲載
福祉課保健福祉室
保健福祉担当

0156-25-2141

34 北海道 足寄町 11月 ○
庁舎内に設置している自動販売機電光掲示板に児童虐待防止推進
月間について表示

福祉課保健福祉室
保健福祉担当

0156-25-2141
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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

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

35 北海道 清水町 10月 広報紙に児童虐待予防に関する啓発記事を掲載 子育て支援課 0156-69-2226

36 北海道 釧路市 11月 ○
市広報誌で児童虐待防止推進月間・オレンジリボン活動の取組を
周知

釧路市こども支援
課

0154-31-5151

37 北海道 函館市 11月 ○ ラジオにおいて周知
子ども未来部次世
代育成課

0138-32-1537

38 北海道 函館市 11月 ○ 本庁舎ロビーに設置されている広報用モニターで周知
子ども未来部次世
代育成課

0138-32-1537

39 北海道 北斗市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止の啓発を実施
民生部子ども・子
育て支援課子育て
支援係

0138-73-3111

40 北海道 知内町 11月 ○ 町広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知
生活福祉課福祉医
療係

01392-5-6161

41 北海道 木古内町 11月 ○ 町の11月号広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載 町民課住民ｸﾞﾙｰﾌﾟ 01392-2-3131

42 北海道 森町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待に関する注意・啓発を実施
住民生活課児童年
金係

01374-7-1084

43 北海道 長万部町 11月1日 ○
町広報誌において、児童虐待防止推進月間及び虐待通告制度を周
知

保健福祉課福祉係 01377-2-2454

44 北海道 江差町 11月 ○ 町広報紙11月号において、児童虐待防止に関する記事を掲載
町民福祉課
福祉子育て係

(0139)52-6720

45 北海道 北見市 11月 ○ 広報誌において、児童虐待防止推進月間について周知
子ども未来部
子ども支援課

0157-25-1137

46 北海道 網走市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載
子育て支援課
こども家庭係

0152-44-6111

47 北海道 紋別市 11月 ○ 市広報に児童虐待防止推進月間の周知記事を掲載
保健福祉部
児童家庭課

0158-24-2111

48 北海道 津別町 11月1日 ○ 広報紙において、児童虐待防止に関する施策を紹介 保健福祉課 0152-76-2151

49 北海道 清里町 11月 ○ 広報１１月号において掲載し周知
保健福祉課子ど
も・子育てグルー
プ

0152-25-2100

50 北海道 小清水町 11月9日 ○
児童虐待防止に関する広報記事を掲載予定
・町広報誌において児童虐待防止推進月間についての広報を周知
予定

地域包括支援セン
ター総合相談係

0152-62－4473

51 北海道 佐呂間町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間であることを周知
保健福祉課
社会福祉係

01587-2-1212

52 北海道 遠軽町 11月 ○ 町広報紙、ホームページにおいて、児童虐待防止推進月間の周知
民生部
保健福祉課

0158-42-4813

53 北海道 湧別町 11月 ○ 町広報紙に児童虐待防止を啓発する内容の記事を掲載
子育て支援課
子育て支援係

01586-5-3762

54 北海道 滝上町 11月 ○
町広報（11月号）において、児童虐待防止推進月間の趣旨等を周
知

保健福祉課
福祉係

0158-29-2111

55 北海道 興部町 11月 ○
庁舎正面玄関電光掲示板、自動販売機電光掲示板に児童虐待防止
推進月間について掲示

福祉保健課
社会福祉係

0158-82-4120

56 北海道 大空町 11月15日 ○ 町広報誌において、周知記事を掲載
福祉課
福祉グループ

0152-74-2111

57 北海道 夕張市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する周知
教育課子ども・子
育て支援係

0123-52-3168

58 北海道 美唄市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間の取組を周知
保健福祉部こども
未来課

0126-62-2132

59 北海道 芦別市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する情報を提供
児童課子ども家庭
係

0124-24-2777

60 北海道 滝川市 11月1日 ○ 児童虐待防止推進月間についてホームページに掲載
滝川市保健福祉部
子育て応援課家庭
児童相談室

0125-23-5217

61 北海道 滝川市 11月1日 ○
市広報11月号において、児童虐待について特集記事を掲載（A４
で４ページ程度）

滝川市保健福祉部
子育て応援課家庭
児童相談室

0125-23-5217

62 北海道 歌志内市 11月1日 ○ 市広報誌において、「児童虐待防止推進月間」を周知
保健福祉課福祉・
子育て支援グルー
プ

0125-42-3213

63 北海道 深川市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間を紹介
市民福祉部社会福
祉課子育て支援推
進室

0164-26-2237

64 北海道 南幌町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止の啓発記事を掲載
保健福祉課健康子
育てグループ

011-378-5888

65 北海道 上砂川町 11月 ○
町内にある災害対応型自動販売機の電光掲示板において、児童虐
待防止推進月間や標語の周知を実施

福祉課子育て支援
係

0125-62-2222
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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

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 北海道 長沼町 11月 ○ 町広報誌に掲載
保健福祉課
子ども支援係

0123-82-5555

67 北海道 月形町 11月5日 ○ 広報紙において周知 保健福祉課保健係 0126-53-3155

68 北海道 妹背牛町 未定 町回覧等により周知（内容未定）
健康福祉課福祉グ
ループ

0164-32-2411 未定

69 北海道 沼田町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発を実施
保健福祉課
子育て支援推進室

0164-35-2120

70 北海道 室蘭市 11月1日 ○ 市広報紙１１月号において、児童虐待防止推進月間の啓発
保健福祉部子育て
支援課

0143-25-2705

71 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及び虐待対応機関を掲載
健康こども部こど
も支援課相談係

0144-32-6369

72 北海道 登別市 11月1日 ○ 民報新聞に児童虐待防止啓発及び通告先等を掲載
保健福祉部子育て
グループ子ども相
談室

0143-85-6677

73 北海道 登別市 11月中 ○ 市広報誌、ホームページ、facebookに掲載
保健福祉部子育て
グループ子ども相
談室

0143-85-6677

74 北海道 伊達市 5月 市広報誌において、家庭児童相談員に関する記事を掲載
健康福祉部子育て
支援課児童家庭係

0142-23-3331

75 北海道 伊達市 7月 市広報誌において、児童虐待防止啓発に関する記事を掲載
健康福祉部子育て
支援課児童家庭係

0142-23-3331

76 北海道 伊達市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載
健康福祉部子育て
支援課児童家庭係

0142-23-3332

77 北海道 白老町 11月 ○
１１月広報において、児童虐待防止推進月間の取組及び研修会開
催を周知

健康福祉課子育て
支援室

0144-85-2021

78 北海道 平取町 11月 ○ 町広報において、児童虐待に関する周知記事を掲載予定 保健福祉課 01457-4-6112

79 北海道 様似町 11月 ○
11月号の広報誌において、児童虐待予防の記事を掲載（内容未
定）

保健福祉課 0146-36-5511 詳細未定

○　その他

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 富良野市
5月

～数回/年
地域との子どもネットワーク会議において、子ども・地域に関す
る情報交換、児童虐待防止についての周知を実施

教育委員会教育部
こども未来課

0167-39-2223

2 北海道 音威子府村 11月 ○
民生委員協議会例会の中での啓発を行い、活動支援のレクチャー
を実施

住民課保健福祉室 01656-9-3050

3 北海道 中頓別町 1月 ○ ファミサポ講座においてリーフレットを配布予定 保健福祉課 01634-6-1995

4 北海道 帯広市 11月14日～28日 ○ 帯広図書館において、関連図書を設置
こども未来部子育
て支援課

0155-25-9700

5 北海道 函館市 11月下旬 ○ 本庁舎ロビーにおいてパネル展を開催し周知
子ども未来部次世
代育成課

0138-32-1537

6 北海道 美幌町 随時 各施設においてポスター等を掲示
民生部
児童支援グループ

0152-73-1111

7 北海道 滝川市 11月 ○ 市内保育所等で勤務している職員の研修会を実施
滝川市保健福祉部
子育て応援課家庭
児童相談室

0125-23-5217

8 北海道 南幌町 通年 ○
保健センター内のテレビモニターに児童虐待予防の周知を図る画
面を表示

保健福祉課健康子
育てグループ

011-378-5888

9 北海道 登別市 10月～3月 ○
地区民生委員・児童委員向けに児童虐待に関する勉強会及び懇談
会を実施

保健福祉部子育て
グループ子ども相
談室

0143-85-6677
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【青森県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 青森県 弘前市 6月19日
弘前市民生委員児童委員協議会児童福祉部会研修会において、児
童虐待について講座を実施

健康福祉部子育て
支援課子育て支援
係

0172-40-7038

2 青森県 弘前市 6月26日
弘前市保育研究会定例施設長会議において、児童虐待について講
座を実施

健康福祉部子育て
支援課子育て支援
係

0172-40-7038

3 青森県 弘前市 6月27日
青柳保育園に勤務する保育師を対象として、児童虐待について講
座を実施

健康福祉部子育て
支援課子育て支援
係

0172-40-7038

4 青森県 深浦町 11月 ○
町施設における子育て支援・児童虐待の予防をテーマとした講演
会を実施

地域包括ケアセン
ター

0173-76-2042

5 青森県 南部町 8月2日
民生委員・児童委員に対して児童虐待防止についての研修会を開
催

健康福祉課子育て
支援班

0178-60-7100

○　啓発物品作成・配布

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 青森県 青森県 12月
保護者と子どもに虐待ホットラインの周知を目的として、新入学
児童に子ども虐待ホットラインカードを配布

健康福祉部こども
みらい課子育て支
援グループ

017-734-9301

2 青森県 弘前市 11月1日 ○ 弘前駅前において、児童生徒らと街頭キャンペーンを実施
弘前市少年相談セ
ンター

0172-35-7000

3 青森県 八戸市 11月12日 ○
児童虐待防止及びＤＶ防止の周知活動のため、相談・通告先等を
記載したポケットティッシュを配布

福祉部子育て支援
課　家庭支援グ
ループ

0178-43-9342

4 青森県 黒石市 11月19日 ○
黒石りんごまつり(スポカルイン黒石)の児童虐待防止キャンペー
ン会場において、オレンジリボン等を配布

健康福祉部福祉総
務課

0172-52-2111

5 青森県 十和田市 10月22日
地域の行事において、パンフレット及びオレンジリボンを配布
し、市民へ啓発

健康福祉部こども
子育て支援課

0176-51-6716

○　広報誌、テレビ等で周知

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 青森県 青森市 11月 ○ 広報紙に児童虐待について掲載
福祉部子どもしあ
わせ課

017-721-2180

2 青森県 弘前市 5月1日 市広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉部子育て
支援課子育て支援
係

0172-40-7038

3 青森県 弘前市 5月2日
児童福祉週間に児童虐待防止について広報車で市内巡回・呼びか
けを実施

健康福祉部子育て
支援課子育て支援
係

0172-40-7038

4 青森県 弘前市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉部子育て
支援課子育て支援
係

0172-40-7038

5 青森県 十和田市 11月 ○ 市広報にオレンジリボン運動の記事を掲載し、市民へ啓発
健康福祉部こども
子育て支援課

0176-51-6716

6 青森県 三沢市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間の取組を周知 家庭福祉課 0176-51-8772

7 青森県 外ヶ浜町 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 0174-22-2941

8 青森県 深浦町 10月～12月 ○ 町広報紙において、児童虐待予防についてのコラムを掲載
地域包括ケアセン
ター

0173-76-2042

9 青森県 六戸町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止の啓発 福祉課 0176-55-3111

10 青森県 横浜町 10月～11月 ○ 町広報誌おいて、虐待防止の啓発の掲載 健康福祉課 0175-78-2111

11 青森県 大間町 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 住民福祉課 0175-37-2111

12 青森県 南部町 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
健康福祉課子育て
支援班

0178-60-7100

13 青森県 階上町 11月10日 ○ 広報誌へ周知を掲載 健康福祉課 0178-88-2162

14 青森県 階上町 11月10日 ○ 行政区掲示板に周知ポスターを掲示 健康福祉課 0178-88-2162
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○　その他

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 青森県 三沢市 通年 ○
啓発パンフレット「子どもを健やかに育むために～愛の鞭ゼロ作
戦～」を課の窓口や認定こども園・保育所、小・中学校を訪問し
て配布し、周知依頼を実施

家庭福祉課 0176-51-8772
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【岩手県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 岩手県 岩手県 11月2日 ○ 平成29年度岩手県子ども虐待防止フォーラム
保健福祉部子ども
子育て支援課

019-629-5457

○　啓発物品作成・配布

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 岩手県 岩手県 11月 ○ 平成29年度「ストップ・子ども虐待」キャンペーン
保健福祉部子ども
子育て支援課

019-629-5457

2 岩手県 岩手県 11月 ○
県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

保健福祉部子ども
子育て支援課

019-629-5457

3 岩手県 岩手県 11月 ○ 県内のJR,三陸鉄道、IGR主要駅に啓発ポスターを掲示
保健福祉部子ども
子育て支援課

019-629-5457

4 岩手県 岩手県 11月1日～7日 ○ オレンジリボン街頭キャンペーン
保健福祉部子ども
子育て支援課

019-629-5457

○　広報誌、テレビ等で周知

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 岩手県 岩手県 10月
県公式ツイッターにオレンジリボン活動の周知や虐待通告制度に
関する周知を図る広報を掲載

保健福祉部子ども
子育て支援課

019-629-5457
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【宮城県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 宮城県 仙台市 11月27日 ○
児童虐待対応講演会を実施
（テーマ「（仮）児童虐待における精神疾患を有する保護者対応
について」）

子供未来局子供家
庭支援課

022-214-8180

2 宮城県 仙台市 12月11日、18日
児童虐待防止推進委員養成研修を実施（幼稚園・保育所等職員向
け）

子供未来局子供家
庭支援課

022-214-8180

3 宮城県 石巻市 11月 ○

虐待防止講演会を実施
　内容：児童・高齢者・障害者虐待及び権利擁護に関する講演
　場所：未定　講師：いしのまき法律事務所　前田弁護士（予
定）

福祉部虐待防止セ
ンター

0225-95-1111

4 宮城県 登米市 通年 ○ 「性と生の講座」を中学校・高校で実施（７校）
市民生活部健康推
進課

0220-58-2116

5 宮城県 栗原市 11月 ○ 子ども虐待予防講演会を実施（予定）
市民生活部子育て
支援課子ども家庭
福祉係

0228-22-2360

6 宮城県 東松島市 11月9日 ○
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研修会
を実施

保健福祉部子育て
支援課子育て支援
班

0225-82-1111

7 宮城県 大崎市 11月 ○ 虐待防止に関わる研修会を実施 子育て支援課 0229-23-6048

8 宮城県 大河原町 11月15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

9 宮城県 利府町 11月21日 ○ 児童虐待防止推進月間に合わせ講演会を実施 子ども支援課 022-767-2193

10 宮城県 加美町 11月 ○ 児童虐待防止対策研修会を実施（テーマ・開催場所は未定） 子育て支援室 0229-63-7870

11 宮城県 女川町 11月10日 ○ 講演会「小児科から見た児童虐待」を実施 健康福祉課 0225-54-3131
※日程変更する可能
性あり

12 宮城県 女川町 1月10日
関係者研修会「児童虐待問題を考える～虐待が子どもに与える影
響とは」を実施

健康福祉課 0225-54-3131
※日程変更する可能
性あり

○　啓発物品作成・配布

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 宮城県 宮城県 11月 ○ ＪＲ仙台駅前で啓発物品を配布 子育て支援課 022-211-2531

2 宮城県 仙台市 通年 ○
幼児健康診断（1歳6か月時）において児童虐待防止啓発カードを
配布

子供未来局子供家
庭支援課

022-214-8180

3 宮城県 仙台市 通年 ○ 「せんだい妊娠ほっとラインカード」広報カードを配布
子供未来局子供家
庭支援課

022-214-8180

4 宮城県 石巻市 4月10日
市内各小学校　1学年の保護者を対象にパンフレットの配布を実
施
配布部数1,031部

福祉部虐待防止セ
ンター

0225-95-1111

5 宮城県 石巻市 5月26日
市内各小・中学校　小学校4学年及び中学校1学年を対象に啓発
カードの配布を実施 配布部数2,311部

福祉部虐待防止セ
ンター

0225-95-1111

6 宮城県 石巻市 随時
母子手帳交付時にパンフレットの配布を実施
配布部数：1,037部

福祉部虐待防止セ
ンター

0225-95-1111

7 宮城県 塩竈市 11月 ○ 各公共施設にオレンジリボンキャンペーンののぼりを設置 子育て支援課 022-353-7797

8 宮城県 塩竈市 11月 ○ 塩釜駅、本塩釜駅前においてオレンジリボン啓発グッズを配布 子育て支援課 022-353-7797

9 宮城県 塩竈市 11月 ○
市内小中学校、幼稚園、保育園のお便りにオレンジリボン運動の
周知を依頼

子育て支援課 022-353-7797

10 宮城県 塩竈市 11月 ○
駅中、商店街などに児童虐待防止月間のポスター掲示・ちらし配
布を依頼

子育て支援課 022-353-7797

11 宮城県 名取市 11月 ○ 名取秋まつりにおいて、啓発物品を配布
健康福祉部こども
支援課児童育成係

022-724-7119

12 宮城県 多賀城市 11月 ○
保育所（園）・小学校・中学校の児童・生徒に対し、児童虐待防
止啓発品を配布

保健福祉部子育て
支援課

022-368-1141
（内線674）

13 宮城県 東松島市 11月 ○ 虐待予防に関するリーフレットを作成、配布
保健福祉部子育て
支援課子育て支援
班

0225-82-1111

14 宮城県 東松島市 11月 ○
保育・教育・児童福祉関係機関への「虐待対応マニュアル」を作
成、配布

保健福祉部子育て
支援課子育て支援
班

0225-82-1111
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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

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

15 宮城県 亘理町 4月17日
町子育てサポーター養成講座におい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
国区共通ダイヤルの周知カードを配布。

子ども未来課家庭
支援班

0223-34-1225

16 宮城県 亘理町 7月7日
ファミリーサポートセンター養成講座におい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
相談所全国区共通ダイヤルの周知カードを配布。

子ども未来課家庭
支援班

0223-34-1225

17 宮城県 七ヶ浜町 11月12日 ○
町のイベントの際、児童虐待防止を呼び掛ける広報啓発運動を実
施

子育て支援セン
ター

022-362-7731

18 宮城県 利府町 11月 ○
庁舎内に垂れ幕、公用車にステッカーを貼付し、児童虐待防止推
進月間を周知

子ども支援課 022-767-2193

19 宮城県 利府町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間周知用物品を町内施設において配布 子ども支援課 022-767-2193

20 宮城県 大和町 11月 ○
町庁舎（エントランスホール）への掲示、相談先、子育て支援課
等に関するパンフレット配置、配布等による啓発を実施

子育て支援課 022-345-7503

○　広報誌、テレビ等で周知

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 宮城県 宮城県
11月1日

～12月31日
○ 県広報誌に虐待防止の記事を掲載 子育て支援課 022-211-2531

2 宮城県 仙台市 通年 ○ 児童虐待防止啓発に関するラジオCMを放送
子供未来局子供家
庭支援課

022-214-8180

3 宮城県 仙台市 11月1日 ○ 市政だよりにおいて強化月間を告知
子供未来局子供家
庭支援課

022-214-8180

4 宮城県 塩竈市 5月 市広報紙、市ＨＰにおいて児童虐待防止推進月間を周知 子育て支援課 022-353-7797

5 宮城県 塩竈市 11月 ○ 市広報紙、市ＨＰにおいてオレンジリボン活動を周知 子育て支援課 022-353-7797

6 宮城県 気仙沼市 11月 ○ 市発行広報紙へ記事を掲載
保健福祉部子ども
家庭課児童福祉係

0226-22-6600

7 宮城県 名取市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止について周知
健康福祉部こども
支援課児童育成係

022-724-7119

8 宮城県 角田市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する情報を掲載
市民福祉部子育て
支援課

0224-63-0134

9 宮城県 多賀城市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間の取組について記載
保健福祉部子育て
支援課

022-368-1141
（内線674）

10 宮城県 多賀城市 通年 ○ ホームページにおいて、児童虐待や取組について記載
保健福祉部子育て
支援課

022-368-1141
（内線674）

11 宮城県 岩沼市 11月 ○ 児童虐待防止に係る記事を掲載
健康福祉部子ども
福祉課

0223-22-1111
（内線396)

12 宮城県 登米市 11月 ○ 登米市広報に「児童虐待防止推進月間」の掲載
福祉事務所子育て
支援課

0220-58-5562

13 宮城県 登米市 11月6日～10日 ○
登米コミュニティエフエム「市政情報」コーナーでの児童虐待防
止の啓発を実施

福祉事務所子育て
支援課

0220-58-5562

14 宮城県 栗原市 11月1日 ○
栗原市広報において児童虐待防止推進月間の紹介、市民講演会の
周知

市民生活部子育て
支援課子ども家庭
福祉係

0228-22-2360

15 宮城県 東松島市 11月 ○ 市広報誌における「児童虐待防止推進月間」を周知
保健福祉部子育て
支援課子育て支援
班

0225-82-1111

16 宮城県 大崎市 11月 ○ 広報おおさきへ虐待防止啓発記事を掲載 子育て支援課 0229-23-6048

17 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を掲載
子育て支援課子育
て支援係

0224-33-2122

18 宮城県 大河原町 11月 ○
町広報紙やホームページ等を活用し、児童虐待防止推進月間を周
知する記事を掲載

子ども家庭課児童
福祉係

0224-53-2251

19 宮城県 大河原町 通年 ○
「子育て支援ハンドブック」に児童虐待に関する相談窓口を掲載
し、保護者等へ配布

子ども家庭課児童
福祉係

0224-53-2251

20 宮城県 川崎町 11月 ○ 町広報紙において児童虐待防止推進月間を周知 保健福祉課 0224-84-6008

21 宮城県 柴田町 11月1日 ○ 児童虐待防止推進月間についての広報 子ども家庭課 0224-55-2115

22 宮城県 丸森町 11月 ○
１１月号町広報誌に「児童虐待防止推進月間」に関する記事を掲
載

子育て定住推進課 0224-72-3013

23 宮城県 亘理町 11月1日 ○ 町広報誌により児童虐待防止推進月間のＰＲを掲載
子ども未来課家庭
支援班

0223‐34‐
1225
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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

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

24 宮城県 亘理町 通年 ○
町公式ホームページに児童虐待予防に関する周知や相談および通
告先等を掲載

子ども未来課家庭
支援班

0223‐34‐
1225

25 宮城県 山元町 11月 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間の取組を周知
保健福祉課子育て
支援班

0223-37-1113

26 宮城県 大和町 11月 ○ 町広報誌を活用し、児童虐待防止、相談先等を啓発 子育て支援課 022-345-7503

27 宮城県 大郷町 11月 ○ 町広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知 保健福祉課 022-359-5507

28 宮城県 富谷市 11月 ○ 市広報紙に児童虐待防止推進月間の記事を掲載
保健福祉部子育て
支援課児童福祉担
当

022-358-0516

29 宮城県 色麻町 11月 ○ 町広報誌に掲載 子育て支援室 0229-66-1700

30 宮城県 涌谷町 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
福祉課子育て支援
室

0229-43-5111

31 宮城県 美里町 11月 ○ 町広報「みさと」において、児童虐待防止・早期発見の呼びかけ 子ども家庭課 0229-33-1411

32 宮城県 南三陸町 11月1日 ○ 町広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載
保健福祉課子育て
支援係

0226-46-1402

○　その他

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 宮城県 塩竈市 11月22日 ○ 講師を招き、各関係機関、一般市民向けに児童虐待研修を実施 子育て支援課 022-353-7797

2 宮城県 多賀城市 11月 ○ 地元企業の屋外ディスプレイに標語を掲示
保健福祉部子育て
支援課

022-368-1141
（内線674）

3 宮城県 栗原市 10月 子ども虐待関係職員研修会を実施
市民生活部子育て
支援課子ども家庭
福祉係

0228-22-2360

4 宮城県 女川町 11月10日 ○ オレンジリボン親子講習会を実施 健康福祉課 0225-54-3131
※日程変更する可能
性あり
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【秋田県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 秋田県 秋田市 11月9日 ○ 児童虐待防止講演会を開催
子ども未来セン
ター

018-887-5340

2 秋田県 横手市 11月5日 ○
児童虐待・ＤＶ防止講演会を開催
来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット等を配布

健康福祉部子育て
支援課児童家庭係

0182-35-2133

3 秋田県 小坂町 11月16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 0186-29-3925

4 秋田県 小坂町 未定
中学生を対象に性教育授業を実施（「命の大切さについて」の内
容の中で、児童虐待防止について触れる予定）

保健センター 0186-29-3926 未定

○　啓発物品作成・配布

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 秋田県 秋田県 11月4日 ○
ＪＲ秋田駅前で児童虐待防止啓発キャンペーンを行い、リーフ
レット・啓発グッズを配布

健康福祉部地域・
家庭福祉課

018-860-1344

2 秋田県 秋田県 11月 ○
県内４地区で児童相談所と県福祉事務所が、警察や関係団体と合
同で、児童虐待防止啓発キャンペーンを行い、啓発グッズを配布

健康福祉部地域・
家庭福祉課

018-860-1344

1 秋田県 秋田県 11月 ○ 県庁前に児童虐待防止推進月間の啓発看板を設置
健康福祉部地域・
家庭福祉課

018-860-1344

3 秋田県 秋田市 7月16日、17日 啓発用ポケットティッシュを作成し、親子向けのイベントで配布
子ども未来セン
ター

018-887-5340

4 秋田県 秋田市 7月29日 啓発用ポケットティッシュを作成し、親子向けのイベントで配布
子ども未来セン
ター

018-887-5340

5 秋田県 秋田市 11月4日 ○ 啓発用ポケットティッシュを作成し、街頭で配布
子ども未来セン
ター

018-887-5340

6 秋田県 秋田市 2月 啓発用ポケットティッシュを作成し、街頭で配布
子ども未来セン
ター

018-887-5340

7 秋田県 秋田市 随時 ○
啓発用ポケットティッシュを作成し市民が集まるイベント等で配
布

子ども未来セン
ター

018-887-5340

8 秋田県 能代市
11月12

または19日
○

市内ショッピングセンターにおいて児童虐待に関する啓発物等を
配布

市民福祉部子育て
支援課

0185-89-2947

9 秋田県 横手市 11月5日 ○
ショッピングモール等において児童虐待・ＤＶ防止講演会に関す
るリーフレット等を配布（国際ソロプチミスト横手と共催）

健康福祉部子育て
支援課児童家庭係

0182-35-2133

2 秋田県 男鹿市 通年 ○
市庁舎内市民ホールに児童虐待早期発見啓発のためのスタンドバ
ナーを設置

市民福祉部福祉事
務所

0185-24-9120

10 秋田県 男鹿市 8月20日
男鹿市健康フェスタにおいて、啓発ラベル入りポケットティッ
シュを配布

市民福祉部福祉事
務所

0185-24-9120

11 秋田県 男鹿市 6月6日
男鹿市立片西中学校総合学習の時間に啓発用チラシ及びウエット
ティッシュ、啓発ラベル入りポケットティッシュを生徒及び地域
住民に配布

市民福祉部福祉事
務所

0185-24-9120

12 秋田県 男鹿市 5月22日 満五歳けんこう相談において啓発用チラシを配布
市民福祉部福祉事
務所

0185-24-9120

13 秋田県 男鹿市 6月30日 満五歳けんこう相談において啓発用チラシを配布
市民福祉部福祉事
務所

0185-24-9120

14 秋田県 男鹿市 8月18日 満五歳けんこう相談において啓発用チラシを配布
市民福祉部福祉事
務所

0185-24-9120

15 秋田県 男鹿市 11月10日 ○ 満五歳けんこう相談において啓発用チラシを配布
市民福祉部福祉事
務所

0185-24-9121

16 秋田県 男鹿市 12月15日 満五歳けんこう相談において啓発用チラシを配布
市民福祉部福祉事
務所

0185-24-9120

17 秋田県 大仙市 10月21日
秋の稔りフェア会場（大曲地域）で児童虐待防止に関するリーフ
レット、グッズ、DV防止リーフレットを配布

健康福祉部子ども
支援課家庭支援班

0187-63-1111

18 秋田県 大仙市 10月28日
協和地域秋まつりの会場で児童虐待防止に関するリーフレット、
グッズ、DV防止リーフレットを配布

健康福祉部子ども
支援課家庭支援班

0187-63-1111

19 秋田県 北秋田市 11月1日 ○ 市内大型ショッピングモールにおいて啓発グッズを配布
健康福祉部こども
福祉係

0186-62-6638
県北福祉事務所と合
同実施

12 秋田県 仙北市 7月14日
子育て支援・母子保健・児童虐待等に関する情報を掲載した「仙
北市子育て支援ガイドブック」を作成し、市内保育園等・小中学
校・関係機関に配布

市民福祉部子育て
推進課家庭援護係

0187-43-2280

20 秋田県 仙北市 11月 ○
児童虐待関連グッズ（内容は未定）を作成し、市内小学校4年
生、こども園・保育園・幼稚園の3歳児の各保護者に配布

市民福祉部子育て
推進課家庭援護係

0187-43-2280
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○　広報誌、テレビ等で周知

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 秋田県 秋田県 11月 ○ 県広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉部地域・
家庭福祉課

018-860-1344

2 秋田県 秋田市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間及び取組を周知
子ども未来セン
ター

018-887-5340

3 秋田県 秋田市 11月 ○ 市のホームページで児童虐待防止推進月間及び取組を周知
子ども未来セン
ター

018-887-5340

4 秋田県 大館市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間及び相談窓口等を周知 福祉部子ども課 0186-43-7054

5 秋田県 男鹿市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載
市民福祉部福祉事
務所

0185-24-9120

6 秋田県 湯沢市 11月1日 ○ 市広報において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載
福祉保健部子育て
支援課児童家庭班

0183-78-0166

7 秋田県 鹿角市 11月 ○ 広報誌、ホームページ、メール配信システムにより周知
健康福祉部福祉課
子育て支援班

0186-30-0235

8 秋田県 由利本荘市 11月 ○ 市広報誌への掲載、児童虐待防止啓発ポスターの掲示
健康福祉部子育て
支援課

0184-24-6319

9 秋田県 大仙市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間を周知
健康福祉部子ども
支援課家庭支援班

0187-63-1111

10 秋田県 にかほ市 11月1日 ○ 市広報において、児童虐待防止について掲載
市民福祉部子育て
長寿支援課

0184-32-3040

11 秋田県 仙北市 7月1日
市広報において、児童虐待防止に関する内容を掲載（厚労省から
のリーフレットを簡素化して掲載）

市民福祉部子育て
推進課家庭援護係

0187-43-2280

13 秋田県 小坂町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間を周知 町民課町民福祉班 0186-29-3925

3 秋田県 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掛け 町民課健康福祉班 018-874-4417

14 秋田県 井川町 11月1日 ○ 町広報紙において、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

15 秋田県 美郷町 11月1日 ○ 町広報誌11月号において、児童虐待防止推進月間の取組を周知 福祉保健課 0187-84-4907
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【山形県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 山形県 高畠町 通年 ○

高畠町子どもの未来応援事業において、地域ぐるみで子育てを応
援するしくみをつくり、虐待の未然防止を推進(講演会の開催、
居場所づくり(生活に関する学びの支援)、学習支援、福祉のまち
づくり推進委員会・実行委員会の開催等)

町福祉こども課こ
ども福祉係

0238-52-2864

2 山形県 酒田市 11月 ○ 虐待防止研修会を開催
健康福祉部子育て
支援課家庭支援係

0234-26-5734

○　啓発物品作成・配布

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 山形県 山形市 5月8日～12日
市役所庁舎内において、子育て支援・母子保健・児童虐待防止に
関するポスター等を掲示、リーフレット類を配布

子育て推進部こど
も保育課児童相談
係

023-641-1212
（内線574）

2 山形県 山形市 5月15日～22日
児童遊戯施設「べにっこひろば」において、子育て支援・母子保
健・児童虐待防止に関するポスター等を掲示、リーフレット類を
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）

3 山形県 山形市 11月20日～24日 ○
市役所庁舎内において、子育て支援・母子保健・児童虐待防止に
関するポスター等を掲示、リーフレット類を配布

子育て推進部こど
も保育課児童相談
係

023-641-1212
（内線574）

4 山形県 山形市 11月20日～24日 ○
市役所庁舎内において、オレンジリボンツリーを設置、オレンジ
リボンの作成・配布（オレンジリボンキャンペーン）

子育て推進部こど
も保育課児童相談
係

023-641-1212
（内線574）

5 山形県 山形市
11月27日
～12月1日

○
児童遊戯施設「べにっこひろば」において、子育て支援・母子保
健・児童虐待防止に関するポスター等を掲示、リーフレット類を
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）

6 山形県 山形市
11月27日
～12月1日

○
児童遊戯施設「べにっこひろば」にて、オレンジリボンツリーの
設置、オレンジリボンの作成・配布（オレンジリボンキャンペー
ン）

子育て推進部こど
も保育課児童相談
係

023-641-1212
（内線574）

7 山形県 鶴岡市 11月 ○
メッセージ入りポケットティッシュを作成し、スーパーの店頭で
配布

子ども家庭支援セ
ンター

0235-25-2741

8 山形県 鶴岡市 11月 ○ なかよし広場入口にオレンジリボンメッセージツリーを設置
子ども家庭支援セ
ンター

0235-25-2741

9 山形県 酒田市 5月5日
市子どもまつりにおいて、実行委員、スタッフにオレンジリボン
を配布

健康福祉部子育て
支援課家庭支援係

0234-26-5734

10 山形県 長井市 9月6日
児童センター・保育園・幼稚園等に児童虐待の早期発見、早期対
応のためのポイントについて資料を配布

子育て推進課子ど
も家庭係

0238-87-0687

11 山形県 長井市 11月 ○ 職員にオレンジリボンを配布し、期間中に着用
子育て推進課子ど
も家庭係

0238-87-0687

12 山形県　 大石田町 11月 ○ 児童虐待ポスターを掲示 保健福祉課 0237-35-2111

13 山形県 高畠町 11月1日 ○ 児童虐待防止に関するパンフレットの隣組回覧を実施
町福祉こども課こ
ども福祉係

0238-52-2864

14 山形県 庄内町 11月 ○
町内保育園・幼稚園児童の家庭に児童虐待防止のリーフレット・
相談等窓口の周知チラシを配布

保健福祉課子育て
応援係

0234-56-3393

○　広報誌、テレビ等で周知

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 山形県 山形市 11月1日 ○ 市広報紙において児童虐待防止についての記事を掲載
子育て推進部こど
も保育課児童相談
係

023-641-1212
（内線574）

2 山形県 山辺町 11月1日 ○ 町広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知
保健福祉課子育て
支援係

023-667-1107

3 山形県 尾花沢市 11月 ○ 広報紙へ啓発記事を掲載、職員によるオレンジリボン活動を実施 福祉課社会福祉係 0237-22-1111

4 山形県 西川町 11月15日 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間の取組を周知
健康福祉課健康推
進係

0237-74-5057

5 山形県 舟形町 11月 ○ 町広報誌において周知予定 健康福祉課福祉係 0233-32-2111

6 山形県 真室川町 10月25日 ○ 広報紙へ掲載 福祉課 0233-62-3436 10月25日発行

7 山形県 米沢市 11月1日 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載 こども課相談担当 0238-22-5111

8 山形県 長井市 11月 ○ 市広報誌、地元ローカルラジオ、窓口のサイネージにおいて周知
子育て推進課子ど
も家庭係

0238-87-0687
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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

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

9 山形県 高畠町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する県の施策を紹介
町福祉こども課こ
ども福祉係

0238-52-2864

10 山形県 白鷹町 11月 ○
町広報誌と子育て・食育情報誌において、児童虐待防止推進月間
の取組を周知

健康福祉課子育て
支援係

0238-86-0212 11月発行

11 山形県 鶴岡市 11月 ○ 市広報において児童虐待防止推進月間の周知
子ども家庭支援セ
ンター

0235-25-2741

12 山形県 酒田市 11月1日 ○ 市広報において、児童虐待防止に関する市民の意識啓発
健康福祉部子育て
支援課家庭支援係

0234-26-5734

13 山形県 酒田市 11月 ○
市のコミュニティＦＭにおいて、児童虐待防止に関する市民の意
識啓発

健康福祉部子育て
支援課家庭支援係

0234-26-5734

14 山形県　 大石田町 11月10日 ○ 広報へ掲載 保健福祉課 0237-35-2111

15 山形県　 大石田町 11月 ○ 町HPへ掲載 保健福祉課 0237-35-2111

16 山形県 三川町 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し啓発 健康福祉課福祉係 0235-35-7030

17 山形県 庄内町 11月5日 ○
町広報誌に児童虐待防止推進月間・相談等窓口を周知する記事を
掲載

保健福祉課子育て
応援係

0234-56-3393

18 山形県 遊佐町 11月1日 ○ 町の広報に児童虐待防止月間と相談窓口を掲載し、町民へ周知
健康福祉課健康支
援係

0234-72-4111

○　その他

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 山形県 酒田市 随時 保育園等でCAPプログラムを実施
健康福祉部子育て
支援課家庭支援係

0234-26-5734
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【福島県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 福島県 福島市 12月3日
福島市市民会館において、平成２９年度児童虐待防止推進講演会
を開催

こども未来部こど
も政策課こども家
庭係

024-525-3780

2 福島県 福島市 11月１日～27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」において展示

こども未来部こど
も政策課こども家
庭係

024-525-3780

3 福島県 福島市 随時 子育てコミュニケーション（ＣＳＰ）事業を実施
こども未来部こど
も政策課こども家
庭係

024-525-3780

4 福島県 福島市 2月
福島市保健福祉センターにおいて、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であ
る「福島市児童虐待対応力強化研修会」を開催

こども未来部こど
も政策課こども家
庭係

024-525-3780

5 福島県 郡山市 7月20日
要保護児童対策地域協議会の構成機関の職員等を対象とした児童
虐待防止研修会を開催

こども部こども支
援課こども家庭相
談センター

024-924-3341

6 福島県 郡山市 11月17日 ○ 市民を対象とした児童虐待防止講演会を開催
こども部こども支
援課こども家庭相
談センター

024-924-3341

7 福島県 川俣町 11月17日 ○ 子育て講演会を実施
子育て支援課子育
て支援係

024-566-2111

○　啓発物品作成・配布

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 福島県 福島県 11月 ○ オレンジリボン運動の啓発グッズを関係機関に配布
保健福祉部こども
未来局児童家庭課

024-521-8665

2 福島県 福島市 通年 ○
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

こども未来部こど
も政策課こども家
庭係

024-525-3780

3 福島県 福島市 12月
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（相談窓
口カード）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

こども未来部こど
も政策課こども家
庭係

024-525-3780

4 福島県 会津若松市 11月11日 ○
市内商業施設において、子育て支援・児童虐待等に関する小冊子
等を配布

健康福祉部こども
家庭課

0242-39-1243

5 福島県 会津若松市 11月 ○ 市政だよりにおいて、児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉部こども
家庭課

0242-39-1243

6 福島県 会津若松市 11月 ○ 市役所庁舎内窓口に児童虐待防止に関するパンフレット等を設置
健康福祉部こども
家庭課

0242-39-1243

7 福島県 郡山市 7月
保育所、幼稚園、小・中学校等の児童・生徒へ児童虐待防止啓発
リーフレットを配布

こども部こども支
援課こども家庭相
談センター

024-924-3341

8 福島県 郡山市 11月5日 ○
福祉に関するイベント会場において、児童虐待防止啓発キャン
ペーンを実施

こども部こども支
援課こども家庭相
談センター

024-924-3341

9 福島県 いわき市 11月 ○ 市内の駅前等において、児童虐待の啓発物品等を配布
こどもみらい部こ
ども家庭課家庭支
援係

0246-27-8563

10 福島県 二本松市 11月から通年 ○ 市職員にオレンジリボンを配付し１１月から通年を通じて胸章
福祉部子育て支援
課子ども家庭係

0243-55-5294

11 福島県 田村市 通年 ○ 市担当職員がオレンジリボンを着用
保健福祉部社会福
祉課子育て支援係

0247-81-2273

12 福島県 田村市 11月 ○
市内各保育所を通して、保護者へ児童虐待防止啓発のリーフレッ
トを配布

保健福祉部社会福
祉課子育て支援係

0247-81-2273

13 福島県 南相馬市 11月 ○ 児童虐待防止啓発品を配布
健康福祉部男女共
同こども課

0244-24-5215

14 福島県 南会津町 11月 ○
役場等において、子育て支援・母子保健・児童虐待に関する小冊
子等を配布

健康福祉課子育て
支援係

0241-62-6170

○　広報誌、テレビ等で周知

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 福島県 福島県 11月 ○ ラジオ番組において、児童虐待相談の窓口等に関する案内を実施
保健福祉部こども
未来局児童家庭課

024-521-8665

2 福島県 福島県 通年 ○
テレビスポットにおいて、児童虐待相談の窓口等に関する案内を
実施

保健福祉部こども
未来局児童家庭課

024-521-8665
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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

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

3 福島県 会津若松市
11月１日

～12月31日
○ 児童虐待防止に関する周知を図るためのスポットCMを放送

健康福祉部こども
家庭課

0242-39-1243

4 福島県 白河市 11月1日 ○ 市広報誌に記事を掲載 こども支援課
0248-22-1111
(内2734)

5 福島県 白河市 通年 ○
市ホームページ及び子育て支援ガイドブックに記事を掲載
要対協として児童虐待防止啓発リーフレットを作成・配布

こども支援課
0248-22-1111
(内2734)

6 福島県 須賀川市 11月1日 ○
市広報において、11月からの1か月間が児童虐待防止推進月間で
あることを周知

須賀川市教育委員
会事務局こども課
子育て支援係

0248-88-8114

7 福島県 相馬市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載
保健福祉部相馬愛
育園

0244-36-5591

8 福島県 二本松市 11月 ○
市広報紙において、児童虐待の早期発見の注意喚起、オレンジリ
ボン運動の推進を周知

福祉部子育て支援
課子ども家庭係

0243-55-5094

9 福島県 田村市 11月 ○ 市広報誌、市ホームページに児童虐待防止推進月間について掲載
保健福祉部社会福
祉課子育て支援係

0247-81-2273

10 福島県 南相馬市 11月 ○ 市広報誌・ＨＰに児童虐待防止推進月間についての記事を掲載
健康福祉部男女共
同こども課

0244-24-5215

11 福島県 伊達市 11月 ○
市広報紙や市役所に設置されるデジタルサイネージにおいて周知
を実施

こども部こども支
援課

024-577-3202

12 福島県 本宮市 通年 ○
市広報紙において、児童虐待防止や市の家庭児童相談室に関する
周知を実施

保健福祉部子ども
福祉課子育て支援
係

0243-24-5375 １１月は内容増大

13 福島県 国見町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止について掲載 保健福祉課保健係 024-585-2783

14 福島県 鏡石町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止推進月間を周知
福祉こども課こど
もグループ

0248-62-2210

15 福島県 天栄村 11月 ○ 広報誌により村民に周知 住民福祉課 0248-82-2115

16 福島県 西会津町 11月 ○ 町広報お知らせ版において、児童虐待防止について周知
健康福祉課子育て
支援係

0241-45-4332

17 福島県 西会津町 11月 ○ 町ＣＡＴＶにおいて、取り組み月間について周知を実施
健康福祉課子育て
支援係

0241-45-4332

18 福島県 猪苗代町 11月10日 ○ 町広報紙に「児童虐待防止」啓発記事を掲載 保健福祉課 0242-62-2115

19 福島県 会津坂下町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止について啓発記事を掲載
生活課福祉健康班
社会福祉係

0242-84-1522

20 福島県 湯川村 11月 ○ 村広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載予定 住民課福祉係 0241-27-8810

21 福島県 会津美里町 11月1日 ○ 町広報紙（11月号）において、児童虐待防止の啓発記事を掲載 福祉課 0242-55-1181

22 福島県 泉崎村 11月 ○ 児童虐待防止について、村広報誌に掲載し周知
住民福祉課福祉グ
ループ

0248-54-1333

23 福島県 中島村 11月1日 ○ 広報誌において周知 保健福祉課 0248-52-2174

24 福島県 矢吹町 11月 ○ 広報誌とホームページに掲載し周知
子育て支援課子育
て支援係

0248-42-2230

25 福島県 石川町 11月 ○
町広報誌において、児童虐待防止と児童虐待防止推進月間の啓発
広報

保健福祉課児童福
祉係

0247-26-0811

26 福島県 玉川村 10月～11月 ○
村広報紙において、児童虐待防止に関する周知、児童虐待防止推
進月間にリーフレット配布、ポスターの掲示を実施

健康福祉課 0247-57-4623

27 福島県 三春町 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 0247-62-0055

28 福島県 小野町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待の予防・相談機関の周知案内を掲載 子育て支援課 0247-72-2212

29 福島県 広野町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間について掲載 こども家庭課 0240-27-2115

30 福島県 川内村 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 保健福祉課 0240-38-2941

○　その他

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 福島県 古殿町 12月 二次性徴、妊娠のしくみ、命の尊さ等について出張講座を実施（中学生健康管理センター 0247-53-4038

30



【茨城県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 茨城県 日立市 10月27日
児童虐待防止に関する講演会を開催
・来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレットを配付

保健福祉部子ども
局子ども福祉課

0294-22-3111

2 茨城県 古河市 1月22日

児童虐待防止講演会を実施
テーマ：　（講師と調整中）
講師：白川　美也子（こころとからだ・光の花クリニック院長）
定員：100名
場所：古河市総和福祉センター「健康の駅」 ２階 視聴覚室

子ども福祉課 0280-92-3111

3 茨城県 石岡市 通年 ○
保健センターにて実施しているマタニティースクールで児童虐待
予防のＤＶＤ上映

健康増進課 0299-24-1386

4 茨城県 石岡市 未定

市内保育所及び認定こども園の保育士等を対象としたペアレント
トレーニング（豆の木式）事業講習会の開催。保育士等のスキル
アップ及び保育士等から保護者へこどもとの望ましいコミュニ
ケーションの方法について助言ができるようになることを目的と
する。

こども福祉課
0299-23-1111
（内線：174）

5 茨城県 潮来市 2月 市内施設において、児童虐待の予防をテーマとした講演会を開催
市民福祉部子育て
支援課子育て支援
グループ

0299-63-1111

6 茨城県 東海村 7月14日
要対協の関係機関職員に向けた研修会を実施(ネットワークケア
について・役場内会議室）

福祉部子育て支援
課子ども家庭担当

029-287-0896

7 茨城県 東海村 12月～1月
要対協の関係機関職員に向けた研修会を実施(事例検討・役場内
会議室）

福祉部子育て支援
課子ども家庭担当

029-287-0896

8 茨城県 東海村 11月14日 ○
児童虐待防止講演会を実施（行政機関や地域に求める課題、虐待
による二次障害と発達障害の見分け方など）

福祉部子育て支援
課子ども家庭担当

029-287-0896

○　啓発物品作成・配布

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 茨城県 水戸市 9月24日
水戸まちなかフェスティバルでブースを設け、児童虐待防止に関
する啓発物等を配布

保健福祉部子ども
課相談係

029-232-9111

2 茨城県 水戸市 11月12日 ○
水戸ホーリーホックの試合が行われるケーズデンキスタジアム水
戸において、児童虐待防止に関する啓発物を配布

保健福祉部子ども
課相談係

029-232-9111

3 茨城県 日立市 11月 ○
児童虐待防止推進月間のリーフレットを作成し、保育園・幼稚
園・小中学校で配付

保健福祉部子ども
局子ども福祉課

0294-22-3111

4 茨城県 日立市 11月2日 ○
日立駅前において、児童虐待推進月間のリーフレット及び啓発物
を配付し、街頭キャンペーンを実施

保健福祉部子ども
局子ども福祉課

0294-22-3111

5 茨城県 日立市 11月 ○ 市役所庁舎に横断幕を設置
保健福祉部子ども
局子ども福祉課

0294-22-3111
新庁舎になり、設置
の有無について確認
中

6 茨城県 土浦市 11月 ○ 土浦市内駅前等において、児童虐待防止啓発グッズを配布予定
保健福祉部こども
福祉課

029-826-1111

7 茨城県 古河市 4月29日
「第７回古河こどもまつり」（会場：古河総合公園（古河公方公
園））に参加し、啓発のためのチラシ及びグッズを配布

子ども福祉課 0280-92-3111

8 茨城県 古河市 9月～10月
平成30年度就学予定児童の健康診断時に、児童虐待防止に関する
パンフレットを配布（約1,200部）

子ども福祉課 0280-92-3111

9 茨城県 古河市 11月 ○
市内のショッピングモール等で啓発グッズの配布を行うキャン
ペーンを実施（日程は調整中）

子ども福祉課 0280-92-3111

10 茨城県 古河市 11月 ○
古河市総和福祉センター「健康の駅」及び総和庁舎にキャンペー
ンブースを設置し広報。啓発グッズやパンフレットを配布。

子ども福祉課 0280-92-3111

11 茨城県 石岡市 通年 ○ 出生届出時に「子育てガイドブック」を配布 こども福祉課
0299-23-1111
（内線：174）

12 茨城県 結城市 10月28日
栃木県小山市から引き継ぐオレンジリボンたすきリレーの一環
で、「祭りゆうき」の会場でオレンジリボンたすきをかかげ、
リーフレットのほか啓発物品等を配布

保健福祉部子ども
福祉課子育て支援
係

0296-34-0427

13 茨城県 下妻市 11月9日 ○
市内スーパーマーケットにおいて児童虐待防止啓発グッズ、チラ
シ等を配布

保健福祉部子育て支援課 0296-45-8120

14 茨城県 下妻市 11月 ○ 市公用車に児童虐待防止の啓発マグネットを貼付 保健福祉部子育て支援課 0296-45-8120

15 茨城県 下妻市 11月 ○ 市役所庁舎に児童虐待防止の啓発のぼり旗、懸垂幕を掲出 保健福祉部子育て支援課 0296-45-8120
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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

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

16 茨城県 下妻市 11月 ○
市役所庁舎内に児童虐待防止PRブースを設置し、ツリーに飾った
オレンジリボン、リーフレット、啓発グッズを配布

保健福祉部子育て支援課 0296-45-8120

17 茨城県 下妻市
7月14日、
12月、3月

保護者向け児童虐待防止チラシを作成し、小中学校経由で全児
童・生徒の保護者に配布

保健福祉部子育て支援課 0296-45-8120

18 茨城県 高萩市 11月5日 ○
高萩市福祉ボランティア祭りにおいて啓発・広報活動を実施（チ
ラシ・啓発品の配布）

子育て支援課子育
て支援Ｇ

0293-23-2129

19 茨城県 高萩市 11月11～12日 ○
高萩市産業祭において啓発・広報活動を実施（チラシ・啓発品の
配布）

子育て支援課子育
て支援Ｇ

0293-23-2129

20 茨城県 高萩市 11月 ○ 高萩駅前においてキャンペーンを実施（チラシ・啓発品の配布）
子育て支援課子育
て支援Ｇ

0293-23-2129

21 茨城県 笠間市 11月 ○
主任児童委員による市内スーパー等での虐待防止呼びかけ、手作
りオレンジリボン等の配布

社会福祉課 0296-77-1101

22 茨城県 取手市 11月 ○
オレンジリボンを作成し、相談窓口一覧をつけ配布
ポスター掲示

福祉部子育て支援
課

0297-74-2141

23 茨城県 つくば市 11月3日～30日 ○
児童虐待防止推進月間の啓発物（ポケットティッシュ（予定））
の配布

こども部子育て相
談室

029-883-1111

24 茨城県 ひたちなか市 10月
小中学校や保育園等、幼稚園、その他要対協構成機関の職員へ虐
待防止啓発チラシやオレンジリボンを配布

児童福祉課家庭児
童相談室

029-273-0111

25 茨城県 ひたちなか市 11月 ○
コミュニティセンターや児童館、子どもふれあい館等で虐待防止
啓発用チラシやオレンジの折り紙、虐待防止標語入りの花の種等
を来場者に配布

児童福祉課家庭児
童相談室

029-273-0111

26 茨城県 守谷市 通年 ○ オレンジリボンステッカーの公用車への貼付
保健福祉部児童福
祉課

0297-45-1111

27 茨城県 稲敷市 ４月～３月 ○ 窓口にオレンジリボンの掲載 子ども家庭課 029-892-2000

28 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付 子ども家庭課 029-892-2000

29 茨城県 桜川市 11月 ○ 市役所職員によるオレンジリボンの作成・着用 児童福祉課 0296-75-3156

30 茨城県 神栖市 11月 ○ リーフレットの配布 こども課 0299-90-1205

31 茨城県 神栖市 通年 ○ ポスターの掲示 こども課 0299-90-1205

32 茨城県 小美玉市 9月24日 小美玉市の福祉祭りで、オレンジリボンを配布 社会福祉課 0299-48-1111

33 茨城県 茨城町 11月 ○ 町民祭において、児童虐待防止に関する啓発活動
茨城町保健福祉部
こども課

029-240-7144

34 茨城県 茨城町 11月 ○
役場玄関及びゆうゆう館にオレンジリボンの「のぼり」を設置
し、周知

茨城町保健福祉部
こども課

029-240-7144

35 茨城県 茨城町 通年 ○
こども課窓口に児童相談所全国共通ダイヤルのカードを置き、周
知

茨城町保健福祉部
こども課

029-240-7144

36 茨城県 茨城町 通年 ○ 町所有の公用車にマグネット式オレンジリボンを貼り、周知
茨城町保健福祉部
こども課

029-240-7144

37 茨城県 大子町 11月 ○ 各機関へポスター掲示依頼及びリーフレット等の配布
福祉課社会福祉担
当

0295-72-1117

38 茨城県 阿見町 10月22日
町主催の「さわやかフェア2017」の会場内において、町作成の児
童虐待防止ポケットティッシュとオレンジリボンを配布

保健福祉部子ども
家庭課

029-888-1111

39 茨城県 八千代町 8月1日 児童虐待防止に関するチラシを町広報誌とともに全戸配布
保健福祉部福祉課
子育て支援室

0296-49-3941

40 茨城県 八千代町 通年 ○ 子育て支援室職員によるオレンジリボンの着用
保健福祉部福祉課
子育て支援室

0296-49-3941

41 茨城県 五霞町 9月17日
町の健康福祉まつりにおいて、児童虐待防止リーフレット・ポ
ケットテッシュを配布

健康福祉課 0280-84-1111

42 茨城県 五霞町 通年 ○ 役場窓口において児童虐待防止ポケットテッシュを配布 健康福祉課 0280-84-1111

43 茨城県 境町 通年 ○
公用車に児童虐待に関するマグネットシートを貼付し啓発活動を
実施

福祉部子ども未来
課児童福祉係

0280-81-1301

44 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
グッズを配布

福祉部子ども未来
課児童福祉係

0280-81-1301

45 茨城県 利根町 5月10日 民生委員・児童委員による街頭キャンペーン（啓発カード配布）
福祉課（社会福祉
係）

0297-68-2211
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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

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

46 茨城県 利根町 11月 ○ 庁舎内に児童虐待防止ののぼり旗、オレンジリボンの掲示
子育て支援課　子
ども福祉係

0297-68-2211

○　広報誌、テレビ等で周知

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 茨城県 茨城県 11月 ○
県広報誌「ひばり」に児童虐待の防止、児童虐待相談窓口、児童
相談所全国共通ダイヤル「189」等に関する記事を掲載

保健福祉部子ども
家庭課　児童育
成・母子保健G

029-301-3247

2 茨城県 茨城県 11月 ○
茨城放送「ラジオ県だより」において児童虐待の防止、児童相談
所全国共通ダイヤル「189」、３６５日２４時間電話対応の相談
窓口「児童虐待ホットライン」等を周知

保健福祉部子ども
家庭課　児童育
成・母子保健G

029-301-3247

3 茨城県 水戸市 9月15日
市広報紙において、水戸まちなかフェスティバル、ケーズデンキ
スタジアム水戸で、児童虐待防止に関する啓発物配布を紹介

保健福祉部子ども
課相談係

029-232-9111

4 茨城県 水戸市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待相談窓口を紹介
保健福祉部子ども
課相談係

029-232-9111

5 茨城県 日立市 10月～11月 ○
市広報紙において、児童虐待防止の啓発とオレンジリボンたすき
リレーを周知

保健福祉部子ども
局子ども福祉課

0294-22-3111

6 茨城県 古河市 11月 ○ 11月1日号の広報誌に特集ページを掲載 子ども福祉課 0280-92-3111

7 茨城県 龍ケ崎市 11月 ○ 子どもの権利条約と虐待の現状について広報
こども課子育て支
援Ｇ

0297-64-1111

8 茨城県 常総市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間に関することを広報誌に掲載
保健福祉部社会福
祉課社会係

0297-23-2111
（内線4131）

9 茨城県 常陸太田市 11月 ○ 市広報誌及び市ホームページにおいて児童虐待防止の記事を掲載
保健福祉部子ども
福祉課

0294-72-3111

10 茨城県 高萩市 11月 ○ 高萩市報11月号で虐待防止月間の周知及び啓発
子育て支援課子育
て支援Ｇ

0293-23-2129

11 茨城県 高萩市 11月 ○ 高萩市コミュニティーＦＭにおいて、虐待防止の呼びかけを実施
子育て支援課子育
て支援Ｇ

0293-23-2129

12 茨城県 北茨城市 11月6日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間の紹介
市民福祉部子育て
支援課

0293-43-1111

13 茨城県 笠間市 11月 ○ 広報市へ虐待防止記事を掲載 子ども福祉課 0296-77-1101

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

15 茨城県 取手市 11月 ○
11月の広報で、児童虐待について、相談窓口、電話相談会、ペア
トレ講演会の実施の案内について周知

福祉部子育て支援
課

0297-74-2141

16 茨城県 つくば市 11月1日 ○ 市広報紙において，児童虐待防止に関する記事を掲載
こども部子育て相
談室

029-883-1111

17 茨城県 ひたちなか市 10月25日 市報において、オレンジリボン運動をＰＲ
児童福祉課家庭児
童相談室

029-273-0111

18 茨城県 ひたちなか市 11月 ○ 市ホームページにおいて、オレンジリボン運動をＰＲ
児童福祉課家庭児
童相談室

029-273-0111

19 茨城県 鹿嶋市 11月 ○
市広報誌，コミュニティ放送において、地域における子どもの見
守り、虐待に関する相談・通告先について周知

こども福祉課 0299-82-2911

20 茨城県 潮来市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待に関する情報を掲載
市民福祉部子育て
支援課子育て支援
グループ

0299-63-1111

21 茨城県 守谷市 11月10日 ○ 市広報誌に児童虐待推進月間に関する記事を掲載
保健福祉部児童福
祉課

0297-45-1111

22 茨城県 常陸大宮市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間の取組を周知
保健福祉部こども
課こどもG

0295-52-1111

23 茨城県 那珂市 11月 ○
市民課待合室にある行政情報掲示モニターにて放映し、虐待通報
について周知

保健福祉部こども
課家庭児童相談室

029-298-1111

24 茨城県 那珂市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進を周知
保健福祉部こども
課家庭児童相談室

029-298-1111

25 茨城県 筑西市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待防止推進月間・児童虐待防止につい
て周知

保健福祉部こども
課子育て支援Ｇ

0296-24-2104

26 茨城県 坂東市 11月 ○ 市広報紙で児童虐待防止推進月間の取組を周知 子育て支援課
0297-35-2121
内1809

27 茨城県 桜川市 11月 ○ 広報紙やホームページによる「児童虐待防止推進月間」の周知
児童福祉課・秘書
広報課

0296-75-3156

28 茨城県 桜川市 11月 ○ コミュニティービジョンによる「児童虐待防止推進月間」の周知
児童福祉課・秘書
広報課

0296-75-3156
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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

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

29 茨城県 神栖市 11月1日 ○ 児童虐待防止のために必要な知識の普及 こども課 0299-90-1205

30 茨城県 行方市 11月1日 ○ 市報の全戸配布による児童虐待防止の広報・啓発
保健福祉部こども
福祉課

0299-55-0111  

31 茨城県 鉾田市 11月 ○ 市広報紙に、児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉部子ども
家庭課

0219-33-2111

32 茨城県 つくばみらい市 10月25日 ○ 広報つくばみらい１１月号に記事を掲載予定
保健福祉部こども
福祉課こども福祉
係

0297-58-2111 10月25日発行

33 茨城県 小美玉市 10月26日 ○ 実施日配布の広報誌にて189ダイアル等の周知を実施 子ども福祉課 0299-48-1111

34 茨城県 茨城町 11月 ○
茨城町広報誌やホームページに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・いばらき虐待ホットラインの番号
を記載し、周知

茨城町保健福祉部
こども課

029-240-7144

35 茨城県 大洗町 11～12月 ○ 町広報誌、無線放送において、虐待防止の呼びかけ こども課 029-267-5111

36 茨城県 東海村 11月10日 ○ 広報誌に児童虐待予防に関する記事を掲載
福祉部子育て支援
課子ども家庭担当

029-287-0896

37 茨城県 美浦村 11月 ○ 村広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載 福祉介護課 029-885-0340

38 茨城県 阿見町 10月27日 町広報誌（11月号）において、児童虐待防止に関する事項を周知
保健福祉部子ども
家庭課

029-888-1111

39 茨城県 河内町 11月 ○ 町広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知 子育て支援課 0297-84-6982

40 茨城県 八千代町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止推進月間の記事を掲載
保健福祉部福祉課
子育て支援室

0296-49-3941

41 茨城県 五霞町 11月1日 ○ 町広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載予定 健康福祉課 0280-84-1111

42 茨城県 境町 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
福祉部子ども未来
課児童福祉係

0280-81-1301

43 茨城県 利根町 11月 ○ 町広報誌への掲載
子育て支援課子ど
も福祉係

0297-68-2211

○　民間企業等とのタイアップ

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 茨城県 城里町 4月～3月 ○
保育園・幼稚園に講師を派遣し、児童虐待防止のため育ちにつま
づきのある児童の出張相談を実施

福祉こども課 029－353-7265

○　その他

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 茨城県 水戸市 11月 ○ 児童虐待防止のための研修会を開催
保健福祉部子ども
課相談係

029-232-9111

2 茨城県 牛久市 11月19日 ○
健康に関する講演会でのオレンジリボン活動・虐待通告制度の周
知

保健福祉部こども
家庭課

029-873-2111

3 茨城県 桜川市 ４月～３月 命の尊さを学ぶ授業の実施（小中学校）
児童福祉課・健康
推進課

0296-75-3156

4 茨城県 鉾田市 通年 ○
子育てハンドブック(市の子育てに関連する手続きの紹介をする
冊子）に児童虐待防止に関する記事を掲載し、母子手帳交付時に
配布

健康福祉部子ども
家庭課

0219-33-2111

5 茨城県 東海村 通年 ○ そだれん講座（通常講座，入門講座）
福祉部子育て支援
課子ども家庭担当

029-287-0896

6 茨城県 東海村 6月 BPプログラム
福祉部子育て支援
課子ども家庭担当

029-287-0896
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【栃木県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 栃木県 足利市 11月13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

2 栃木県 栃木市 11月24日 ○ 児童虐待防止講演会を実施
こども未来部子育
て支援課児童家庭
係

0282-21-2226

3 栃木県 日光市 11月12日 ○
一般市民や関係機関に向けて「人権ミニフェスタ」開催し、Ｄ
Ｖ・児童虐待防止啓発のために主任児童委員とも協働し、参加者
に児童虐待防止啓発用品の配布や家庭児童相談室の普及を実施

健康福祉部人権・
男女共同参画課

0288-21-5184

4 栃木県 日光市 5月、11月 ○
「子育て応援セミナー」と題し、ＮＰＯに講師派遣依頼し、子ど
もを育てる保護者がイライラせずに子育てできる方法を伝えなが
ら、家庭児童相談室の啓発を実施

健康福祉部人権・
男女共同参画課

0288-21-5184

5 栃木県 小山市 9月10日
小山市文化センター小ホールにおいて、『第13回児童虐待防止に
関する講演会』を開催

保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

6 栃木県 小山市 随時 ○ 『子育て見守り隊』出前講座を実施
保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

7 栃木県 大田原市 11月15日 ○ 民生委員に対して、児童虐待防止に関する研修会を開催
保健福祉部子ども
幸福課子育て支援
係

0287-23-8932

8 栃木県 大田原市 11月22日 ○ 学童支援員に対して、児童虐待防止に関する研修会を開催
保健福祉部子ども
幸福課子育て支援
係

0287-23-8932

9 栃木県 下野市 8月23日
児童虐待防止に関する講演会を開催
来場者に児童虐待防止啓発グッズ、チラシ等を配布

健康福祉部こども
福祉課　子育て支
援グループ

0285-32-8903

10 栃木県 野木町 1月21日 町駅伝大会において、児童虐待防止啓発チームを結成し、参加
教育委員会こども
教育課

0280-57-4138

○　啓発物品作成・配布

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 栃木県 栃木県 11月2日～5日 ○ 県庁本館窓全体を使用した、ビッグオレンジリボン掲示を実施 栃木県庁保健福祉部028-623-3067

2 栃木県 栃木県
11月1日
～12月1日

○
県庁本館１階にオレンジリボンツリーとモニュメント設置、とち
まるくん飾り付けを実施

栃木県庁保健福祉部028-623-3067

3 栃木県 栃木県
10月30日
～11月10日

○
県庁本館15階展示スペースにおいて、パネル展示、啓発物品配布
等を実施

栃木県庁保健福祉部028-623-3067

4 栃木県 栃木県
11月1日
～12月1日

○ 県庁北別館において懸垂幕を掲示 栃木県庁保健福祉部028-623-3067

5 栃木県 栃木県 通年 ○ 職員がオレンジリボンを着用（11月は、全職員が着用） 栃木県庁保健福祉部028-623-3067

6 栃木県 宇都宮市 10月7日
宮っこフェスタにおいて、児童虐待防止パネルの掲示及び啓発物
品の配布を実施

子ども部子ども家
庭課子ども家庭相
談室

028-632-2750

7 栃木県 宇都宮市 11月 ○ 市内公共施設において、のぼり旗を設置
子ども部子ども家
庭課子ども家庭相
談室

028-632-2750

8 栃木県 足利市 随時 ○ 保護司会の協力を得てオレンジリボンの作成、随時配布を実施 児童家庭課 0284-20-2137

9 栃木県 足利市 随時 ○ 虐待防止啓発パンフレットを作成、配布 児童家庭課 0284-20-2137

10 栃木県 栃木市 11月 ○ オレンジリボンを作成し、市内幼稚園、保育園、学校などに配布
こども未来部子育
て支援課児童家庭
係

0282-21-2226

11 栃木県 栃木市 11月23日 ○
街頭において、マスコットキャラクターとち介と一緒に児童虐待
防止推進月間のチラシ入りポケットティッシュの配布イベントを
実施

こども未来部子育
て支援課児童家庭
係

0282-21-2226
現段階の予定であ
り、内容変更の可能
性があります。

12 栃木県 佐野市 6月
市内保育園、幼稚園、小学校、中学校等に児童虐待防止の啓発チ
ラシを配布

家庭児童相談室 0283-20-3002

13 栃木県 佐野市 11月 ○
市内短大生によるオレンジリボンキャンペーン及び啓発チラシ等
の配布を実施

家庭児童相談室 0283-20-3002

14 栃木県 佐野市 11月 ○
市内保育園、幼稚園、小学校、中学校等に児童虐待防止の啓発チ
ラシを配布

家庭児童相談室 0283-20-3002

15 栃木県 鹿沼市 11月 ○
児童虐待防止推進月間の周知について、市役所庁舎壁面に懸垂
幕、庁舎入口及び市民情報センター入口に木製の看板を設置

こども未来部こど
も総合サポートセ
ンター

0289-63-2177

16 栃木県 鹿沼市 11月 ○ 手作りオレンジリボンを庁内に配布し、着用を依頼
こども未来部こど
も総合サポートセ
ンター

0289-63-2177
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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

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

17 栃木県 鹿沼市 12月
子育て関係の市のイベントにおいて、児童虐待に関するパンフ
レットを配布

こども未来部こど
も総合サポートセ
ンター

0289-63-2177

18 栃木県 日光市 11月 ○
オレンジリボン入りの家庭児童相談室周知用ウェットティッシュ
を市内の小学校に配布

健康福祉部人権・
男女共同参画課

0288-21-5184

19 栃木県 小山市 11月 ○
小山市役所庁舎玄関及び保健福祉センター玄関において、オレン
ジリボンツリーを設置

保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

20 栃木県 小山市 通年 ○ 市職員がオレンジリボンを着用
保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

21 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を貼付
保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

22 栃木県 小山市 11月1日 ○
市内3歳児と小学校1年生の保護者向けにパンフレットを作成し配
布

保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

23 栃木県 小山市 随時 ○
おやま生まれのオレンジリボンキャンペーンソング『まあるいこ
ころ』の普及活動を実施

保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

24 栃木県 小山市 11月12日 ○
健康フェスティバルにおいて、パンフレットや啓発ティッシュな
どを配布

保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

25 栃木県 真岡市 11月 ○
オレンジリボンを作成・配布（市職員、市議会議員、保育所・幼
稚園・小中学校職員）

健康福祉部児童家
庭課児童家庭係

0285-83-8131

26 栃木県 真岡市 11月 ○ マグネットシートを配布（課内及び小中学校の公用車）
健康福祉部児童家
庭課児童家庭係

0285-83-8132

27 栃木県 真岡市 11月 ○ 市内公共施設、真岡駅、井頭温泉において、のぼり旗を設置
健康福祉部児童家
庭課児童家庭係

0285-83-8133

28 栃木県 真岡市 11月 ○ 市内公共施設３か所において、懸垂幕、横断幕を掲揚
健康福祉部児童家
庭課児童家庭係

0285-83-8134

29 栃木県 大田原市 10月21日
大田原市福祉ふれあいまつり来場者に対して、児童虐待防止に関
するリーフレット等を配布

保健福祉部子ども
幸福課子育て支援
係

0287-23-8932

30 栃木県 矢板市 11月3日 ○
矢板市福祉まつり（矢板市社会福祉協議会主催）において、児童
虐待防止啓発ブースを設置し、オレンジリボンやパネル掲示、
リーフレットや啓発グッズの配布による啓発活動を実施

子ども課子育て支
援担当

0287-44-3600

31 栃木県 矢板市 通年 ○
矢板市育児ガイドブック「すこやか」（赤ちゃん訪問時に配布）
や矢板市子育て応援ブック（妊娠時、出生時、転入時に配布）に
おいて、児童虐待防止啓発を実施

子ども課子育て支
援担当

0287-44-3600

32 栃木県 那須塩原市 7月14日
児童虐待予防の広報活動として、相談窓口周知用に「小・中学生
ＳＯＳ相談カード」を作成し、学校を通して市内全小中学生に配
布

子ども未来部子育
て支援課子ども・
子育て総合セン
ター

0287-46-5537

33 栃木県 那須塩原市 7月14日
児童虐待啓発ポスターを作成し、市内の関係機関に配布し掲示依
頼

子ども未来部子育
て支援課子ども・
子育て総合セン
ター

0287-46-5537

34 栃木県 さくら市 通年 ○ 児童虐待防止啓発物品を配布
市民福祉部児童課
児童福祉係

028-681-1125

35 栃木県 那須烏山市 11月5日 ○
那須烏山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・里親制度PRの周知コー
ナーを設置

こども課　こそだ
て支援グループ

0287-88-7116

36 栃木県 下野市 10月22日
市内イベント（産業祭）において、のぼり旗設置、啓発グッズ等
の配布を実施

健康福祉部こども
福祉課　子育て支
援グループ

0285-32-8903

37 栃木県 下野市 11月 ○ 市庁舎にのぼり旗、オレンジリボンのツリーを設置
健康福祉部こども
福祉課　子育て支
援グループ

0285-32-8903

38 栃木県 下野市 11月5日 ○
市内イベント（天平の芋煮会）において、のぼり旗設置、啓発
グッズ等の配布を実施

健康福祉部こども
福祉課　子育て支
援グループ

0285-32-8903

39 栃木県 下野市 11月28日 ○
市内イベント（福祉フェスタ）において、のぼり旗設置、啓発
グッズ等の配布を実施

健康福祉部こども
福祉課　子育て支
援グループ

0285-32-8903

40 栃木県 上三川町 11月11日 ○
町のふれあい健康福祉まつりにおいて、児童虐待防止コーナーを
設置し、オレンジリボン、児童虐待防止啓発グッズ、リーフレッ
ト等の配布を実施

福祉課相談支援係 0285-56-9137

41 栃木県 益子町 11月18日 ○ リーフレット等を配布
民生部健康福祉課
児童家庭係

0285-72-8865

42 栃木県 茂木町 11月 ○ 担当課窓口においてオレンジリボン活動を周知 保健福祉課 0285-63-5631

43 栃木県 壬生町 10月
健康福祉祭りの来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフ
レット、カード及びしおりを配布

壬生町こども未来
課

0282-81-1831

44 栃木県 野木町 11月12日 ○
町産業祭で啓発パネルの展示、オレンジリボンをツリーに飾りつ
ける啓発活動、啓発物品の配布を実施

教育委員会こども
教育課

0280-57-4138
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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

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

45 栃木県 高根沢町 11月23日 ○
児童館（1か所）において、オレンジリボン・リーフレット等を
配布（町が委託したＮＰＯ法人が実施）

こどもみらい課 028-676-6466 予定

46 栃木県 高根沢町
11月4日
または5日

○
町文化際において、オレンジリボン・オレンジ風船・リーフレッ
トを配布（町が委託したＮＰＯ法人と町民生児童委員協議会が合
同で実施）

こどもみらい課 028-676-6466 予定

47 栃木県 高根沢町 11月 ○
町職員に対し、オレンジリボンを配布（町が委託したＮＰＯ法人
が実施）

こどもみらい課 028-676-6466 予定

48 栃木県 那須町 11月 ○
役場本庁及びゆめプラザ・那須内にオレンジリボンツリーを設置
し、オレンジリボン・チラシを配布

こども未来課子育
て支援センター

0287-71-1137

49 栃木県 那珂川町 10月14日
町ふくしまつりにおいて、児童虐待予防ブースを設け、オレンジ
リボンやパンフレットを配布し、普及啓発を実施

子育て支援課 0287—92—1115

50 栃木県 那珂川町 11月 ○
町職員、議員、民生児童委員へのオレンジリボンの配布による普
及啓発を実施

子育て支援課 0287—92—1115

○　広報誌、テレビ等で周知

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 栃木県 栃木県 10月 県広報において、虐待防止の呼びかけ、１８９の周知等を実施 栃木県庁保健福祉部028-623-3067

2 栃木県 宇都宮市 11月1日 ○
市広報紙「広報うつのみや11月号」及び市ホームページにおい
て、児童虐待防止推進月間を周知

子ども部子ども家
庭課子ども家庭相
談室

028-632-2750

3 栃木県 足利市 11月1日 ○
市広報誌において、児童虐待防止推進月間及び虐待防止の啓発を
実施

児童家庭課 0284-20-2137

4 栃木県 足利市 11月 ○
市ホームページにおいて、虐待防止推進月間及び虐待防止の啓発
を実施

児童家庭課 0284-20-2137

5 栃木県 栃木市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間について掲載
こども未来部子育
て支援課児童家庭
係

0282-21-2226

6 栃木県 栃木市 11月 ○ 市ホームページにおいて、児童虐待防止推進月間について掲載
こども未来部子育
て支援課児童家庭
係

0282-21-2226

7 栃木県 佐野市 8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 家庭児童相談室 0283-20-3002

8 栃木県 佐野市 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 家庭児童相談室 0283-20-3002

9 栃木県 鹿沼市 11月 ○
広報紙及びＨＰにおいて、児童虐待防止推進月間及び児童虐待防
止について啓発

こども未来部こど
も総合サポートセ
ンター

0289-63-2177

10 栃木県 日光市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉部人権・
男女共同参画課

0288-21-5184

11 栃木県 小山市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止の周知を図る記事を掲載
保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

12 栃木県 小山市
11月11日
～11月20日

○ 市行政テレビにおいて、児童虐待防止の周知を図る内容を放送
保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

13 栃木県 真岡市 11月 ○
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に関
する記事を掲載
市政こよみにおいて、児童虐待防止推進月間について掲載

健康福祉部児童家
庭課児童家庭係

0285-83-8131

14 栃木県 大田原市 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
保健福祉部子ども
幸福課子育て支援
係

0287-23-8932

15 栃木県 大田原市 通年 ○ 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
保健福祉部子ども
幸福課子育て支援
係

0287-23-8932

16 栃木県 矢板市 11月1日 ○
市広報誌、市が管理運営する公式ホームページやポータルサイト
（矢板市パパママ応援サイト『ともな～る』）において、児童虐
待防止推進月間の啓発を実施

子ども課子育て支
援担当

0287-44-3600

17 栃木県 矢板市 通年 ○
市が管理運営する公式ホームページやポータルサイト（矢板市パ
パママ応援サイト『ともな～る』）において、児童虐待防止の啓
発を実施

子ども課子育て支
援担当

0287-44-3600

18 栃木県 さくら市 11月1日 ○ 市広報誌に児童虐待防止関連の記事を掲載
市民福祉部児童課
児童福祉係

028-681-1125

19 栃木県 那須烏山市 11月 ○ 那須烏山市お知らせ版、市ホームページにおいて周知
こども課　こそだ
て支援グループ

0287-88-7116

20 栃木県 下野市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載
健康福祉部こども
福祉課　子育て支
援グループ

0285-32-8903

21 栃木県 上三川町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待防止の啓発を実施 福祉課相談支援係 0285-56-9137

22 栃木県 市貝町 11月 ○ 町広報誌に掲載 こども未来課 0285-68-1119
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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

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

23 栃木県 芳賀町 11月1日 ○ 広報誌に掲載
住民生活部福祉対
策課

028-677-1112

24 栃木県 壬生町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する施策を紹介
壬生町こども未来
課

0282-81-1831

25 栃木県 野木町
10月下旬
～11月

○ 児童虐待防止推進月間のお知らせを地域回覧
教育委員会こども
教育課

0280-57-4138

26 栃木県 野木町 11月 ○
児童虐待防止推進月間のお知らせを各学校・幼稚園・保育園に配
布

教育委員会こども
教育課

0280-57-4138

27 栃木県 野木町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載
教育委員会こども
教育課

0280-57-4138

28 栃木県 野木町 通年 ○ 乳児家庭全戸訪問において、リーフレットを配布
教育委員会こども
教育課

0280-57-4138

29 栃木県 塩谷町 11月 ○ 町広報誌において、虐待防止やオレンジリボン活動を紹介 保健福祉課 0287-45-1119

30 栃木県 那須町 11月 ○
町広報紙、町フェイスブックにおいて、児童虐待防止に関する記
事を掲載

こども未来課子育
て支援センター

0287-71-1137

31 栃木県 那珂川町 11月 ○
町広報誌への児童虐待に関する記事の掲載、ケーブルテレビ文字
放送による普及啓発を実施

子育て支援課 0287—92—1115

○　民間企業等とのタイアップ

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 栃木県 栃木県 8月以降通年 ○
ヨークベニマル、イトーヨーカドーとの包括連携協定による従業
員への虐待通告の周知を実施

栃木県庁保健福祉部028-623-3067

2 栃木県 宇都宮市
11月4日

もしくは5日
○

地元プロスポーツクラブ「栃木ブレックス」ホームゲーム開催時
に、来場者へ啓発物品を配布し、場内アナウンスにおいて児童虐
待防止推進月間を周知

子ども部子ども家
庭課子ども家庭相
談室

028-632-2750

3 栃木県 宇都宮市
11月19日

もしくは26日
○

地元プロスポーツクラブ「栃木SC」ホームゲーム開催時に、来場
者へ啓発物品を配布し、場内アナウンスにおいて児童虐待防止推
進月間を周知

子ども部子ども家
庭課子ども家庭相
談室

028-632-2750

○　その他

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 栃木県 宇都宮市 11月 ○ 市役所本庁舎において、来庁者向けに庁内放送を実施
子ども部子ども家
庭課子ども家庭相
談室

028-632-2750

2 栃木県 宇都宮市 11月 ○ 庁内イントラネットを活用し、全職員向けに児童虐待防止を周知
子ども部子ども家
庭課子ども家庭相
談室

028-632-2750

3 栃木県 矢板市 通年 ○
小中高等学校等へ妊娠シミュレーター貸出を実施し、妊娠疑似体
験による児童虐待防止啓発を実施

子ども課子育て支
援担当

0287-44-3600
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【群馬県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 群馬県 前橋市 随時 ○ ペアレントトレーニングを開催
福祉部子育て支援
課

027-220-5702

2 群馬県 前橋市 随時 ○ セカンドステップを開催
福祉部子育て支援
課

027-220-5702

3 群馬県 前橋市 随時 ○ 親子の絆づくりプログラム"赤ちゃんがきた！"（BP）を開催
福祉部子育て支援
課

027-220-5702

4 群馬県 前橋市 随時 ○ 虐待予防に関わる出前講座を実施
福祉部子育て支援
課

027-220-5702

5 群馬県 前橋市 随時 ○ マタニティセミナーにおけるSBS講座を実施
福祉部子育て支援
課

027-220-5702

6 群馬県 高崎市 11月20日 ○ 要保護児童対策地域協議会構成員等を対象とした研修会を実施
福祉部こども家庭
課

027-321-1315 　

7 群馬県 渋川市 10月27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

こども課 0279-22-2415

8 群馬県 安中市 11月 ○
要保護児童対策地域協議会代表者会議において虐待防止に関する
研修会・意見交換を実施

保健福祉部子ども
課

027-382-1111
(内線1161)

9 群馬県 みどり市 6月19日
要保護児童対策地域協議会実務者委員を対象とした児童相談所職
員による講演会を実施
｢関係機関における虐待通告対応について｣

保健福祉部こども
課家庭児童相談室

0277-76-0995

10 群馬県 玉村町 7月

群馬県警出張出前講座「群馬県警児童虐待ゼロ！プロジェクト」
開催日時：H29.7.13（木）午後6時から7時
講師：町田　聡　氏
場所：玉村町文化センター小ホール（職員・関係者　約80名参
加）

子ども育成課 0270-64-7719

11 群馬県 玉村町 10月

子育てを振り返ってみませんか？～子どもが笑顔でいるために～
講師：群馬県中央児童相談所　所長　松場　敬一　氏
場所：玉村町立第1保育所リズム室
対象：町民向け

子ども育成課 0270-64-7719

○　啓発物品作成・配布

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 群馬県 群馬県 11月1日～15日 ○ 県庁展望ホールでのパネル展示を実施 児童福祉課 027-226-2628

2 群馬県 群馬県 11月1日～15日 ○
県庁展望ホール来場者へ啓発グッズ（ポケットティッシュ）を配
布

児童福祉課 027-226-2628

3 群馬県 群馬県 10月～11月 ○
市町村・関係機関・県内遊技場等で啓発グッズ（ポケットティッ
シュ）を配布

児童福祉課 027-226-2628

4 群馬県 群馬県 11月 ○ 高崎駅等で啓発グッズ（ポケットテイッシュ）を配布 児童福祉課 027-226-2628

5 群馬県 群馬県 8月～11月 ○
中央児童相談所、北部支所管内小学校を中心に、しつけと虐待の
リーフレットを配布

児童福祉課 027-226-2628

6 群馬県 群馬県
10月下旬
～11月末

○
西部児童相談所、東部児童相談所にオレンジリボンの横断幕、パ
ネル等を掲示

児童福祉課 027-226-2628

7 群馬県 群馬県
10月下旬
～11月末

○
西部児童相談所のフェンス等に通行人にオレンジリボンを結んで
もらう

児童福祉課 027-226-2628

8 群馬県 前橋市 通年 ○
児童虐待防止の懸垂幕を設置(11月は児童虐待防止推進月間用の
懸垂幕に付け替え)

福祉部子育て支援
課

027-220-5702

9 群馬県 前橋市 通年 ○
保健センター窓口において本市作成のオレンジリボン、虐待防止
リーフレットを配布

福祉部子育て支援
課

027-220-5702

10 群馬県 前橋市 8月～ ○
市内各保育所、保育園、幼稚園、認定こども園（小中学校につい
ては調整中）、民生委員児童委員、主任児童委員に児童虐待防止
啓発リーフレットを配布

福祉部子育て支援
課

027-220-5702

11 群馬県 前橋市 10月29日
「健康フェスタ」ブース内において、オレンジリボン、児童虐待
防止啓発パンフレットを配布

福祉部子育て支援
課

027-220-5702

12 群馬県 前橋市 11月1日～30日 ○
職員の名札にオレンジリボン着用、窓口カウンターにのぼり設置
等来庁者向け啓発を実施

福祉部子育て支援
課

027-220-5702

13 群馬県 前橋市 11月1日～30日 ○ 課所有の公用車に児童虐待防止マグネットを貼付
福祉部子育て支援
課

027-220-5702

14 群馬県 高崎市
11月

～12月下旬
○

啓発オレンジイルミネーションを設置（本庁舎・総合保健セン
ター・協賛企業）

福祉部こども家庭
課

027-321-1315
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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

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

15 群馬県 高崎市 11月 ○
シンフォニーロード、高崎駅ペデストリアンデッキに啓発用のぼ
り旗等を設置

福祉部こども家庭
課

027-321-1315

16 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

17 群馬県 高崎市 11月 ○
啓発用懸垂幕・横断幕設置（本庁舎、支所庁舎及び高崎駅ビルモ
ントレー）

福祉部こども家庭
課

027-321-1315

18 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を添付
福祉部こども家庭
課

027-321-1315

19 群馬県 高崎市 11月 ○ 高崎駅前等で啓発用グッズ（ポケットティッシュ等）を配布
福祉部こども家庭
課

027-321-1315 　

20 群馬県 桐生市 4月 啓発用ポケットティッシュを作成
保健福祉部子育て
支援課

0277-43-2000

21 群馬県 桐生市 5月、11月 ○
街頭啓発でちらしとポケットティッシュ（市で作成）を配布（市
内のイベントに参加）

保健福祉部子育て
支援課

0277-43-2000

22 群馬県 桐生市 6月、10月 健康まつり等でちらしとポケットティッシュを配布
保健福祉部子育て
支援課

0277-43-2000

23 群馬県 桐生市 7月、11月 ○
桐生商工会議所、桐生信用金庫と包括協定で児童虐待防止啓発用
ポケットティッシュの共同作成、市内イベントにおいて共同配布

保健福祉部子育て
支援課

0277-43-2000

24 群馬県 桐生市 10月 子育てイベントにおいて、ちらしとポケットティッシュを配布
保健福祉部子育て
支援課

0277-43-2000

25 群馬県 桐生市 10月、11月 ○ オレンジリボンの掲示物を保健福祉会館の来館者と作成、掲示
保健福祉部子育て
支援課

0277-43-2000

26 群馬県 桐生市 11月 ○ 啓発用のぼり旗を掲出（市内公共機関等）
保健福祉部子育て
支援課

0277-43-2000

27 群馬県 桐生市 11月 ○
オレンジリボンモニュメントを設置（市内3ケ所：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

0277-43-2000

28 群馬県 桐生市 11月 ○
PR用マグネットを装着(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

0277-43-2000

29 群馬県 桐生市 11月 ○ 児童虐待防止・予防啓発を市の広報紙において特集
保健福祉部子育て
支援課

0277-43-2000

30 群馬県 桐生市 11月 ○ 啓発用懸垂幕を掲出（市役所本庁舎）
保健福祉部子育て
支援課

0277-43-2000

31 群馬県 桐生市 11月 ○ 図書館に特設ブースを設置
保健福祉部子育て
支援課

0277-43-2000

32 群馬県 伊勢崎市 10月3日 ○ 民生児童委員にオレンジリボン着用を依頼
子育て支援課子育
て相談係

0270-27-2798

33 群馬県 伊勢崎市 10月2日 ○ 健康推進員にオレンジリボン着用を依頼
子育て支援課子育
て相談係

0270-27-2798

34 群馬県 伊勢崎市 11月 ○ 福祉事務所職員等にオレンジリボン着用を依頼
子育て支援課子育
て相談係

0270-27-2798

35 群馬県 伊勢崎市 10月11日 ○ 要保護児童対策地域協議会構成機関にオレンジリボン着用を依頼
子育て支援課子育
て相談係

0270-27-2798

36 群馬県 伊勢崎市 11月1日～10日 ○
市役所東館１階市民ホールにおいて児童虐待に関する展示、啓発
グッズやチラシの配布等を実施

子育て支援課子育
て相談係

0270-27-2798

37 群馬県 伊勢崎市 11月1日～10日 ○ 児童虐待防止のぼり旗を設置
子育て支援課子育
て相談係

0270-27-2798

38 群馬県 伊勢崎市 11月1日～10日 ○ 児童虐待防止横断幕を設置
子育て支援課子育
て相談係

0270-27-2798

39 群馬県 伊勢崎市
10月31日
～11月13日

○
こども作品展（会場：児童センター）においてオレンジリボン
キャンペーンのPR(啓発グッズやチラシの配布等）を実施

子育て支援課子育
て相談係

0270-27-2798

40 群馬県 伊勢崎市 11月11日～12日 ○
東京福祉大学学園祭において児童虐待防止、オレンジリボンキャ
ンペーンのPR

子育て支援課子育
て相談係

0270-27-2798

41 群馬県 伊勢崎市 11月1日～30日 ○ 伊勢崎市図書館においてパネル展示・関連本コーナー設置を実施
子育て支援課子育
て相談係

0270-27-2798

42 群馬県 太田市 11月 ○ 地区の文化祭においてポケットティッシュを配布
福祉こども部こど
も課子育て相談係

0276-47-1911

43 群馬県 館林市 11月 ○
市庁舎ロビーにおいてオレンジリボンの配布や、児童虐待防止広
報啓発動画の放映を実施

保健福祉部こども
福祉課子育て支援
係

0276-72-4111

44 群馬県 渋川市 11月1日 児童虐待防止推進月間に合わせ市広報に虐待防止について掲載 こども課 0279-22-2415

45 群馬県 藤岡市 10月21日
健康福祉祭においてポスター掲示と啓発物品（ポケットティッ
シュ等）配布を実施

健康福祉部子ども
課元気子育て係

0274-40-2268
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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

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

46 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
保健福祉部子ども
課

027-382-1111
(内線1161)

47 群馬県 安中市 11月 ○ 啓発用のぼり旗を設置
保健福祉部子ども
課

027-382-1111
(内線1161)

48 群馬県 みどり市 11月 ○ 啓発用懸垂幕を設置（本庁舎）
保健福祉部こども
課家庭児童相談室

0277-76-0995

49 群馬県 みどり市 11月 ○ 公用車へオレンジリボンマグネットを貼り広報
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 10月31日
わくわく広場（子育て支援センターの祭り）時にクリアファイル
とリーフレットを配布

保健福祉部こども
課家庭児童相談室

0277-76-0995

51 群馬県 上野村 10月下旬～11月 ○
啓発ポケットティッシュのイベントでの配布及び小中学校保護者
を通じての配布

保健福祉課 0274-59-2309

52 群馬県 下仁田町 11月 ○ 窓口においてポケットティッシュを配布 福祉保険課 0274-64-8803

53 群馬県 南牧村 通年 ○ 窓口においてポケットティッシュ等を配布
住民生活部保健福
祉課福祉係

0274-87-2011

54 群馬県 甘楽町 11月 ○ 役場窓口において啓発用のポケットティッシュを配布 健康課 0274-74-3131

55 群馬県 中之条町 11月 ○ 窓口においてポケットティッシュ等を配布 住民福祉課 0279-75-8825

56 群馬県 嬬恋村 11月 ○ 窓口においてポケットティッシュ等を配布 住民福祉課福祉係 0279-96-0515

57 群馬県 昭和村 11月 窓口においてポケットティッシュ等を配布 保健福祉課福祉係 0278-24-5111

58 群馬県 玉村町 11月 ○
公共施設及び、周辺にオレンジリボン運動PRのぼりを掲示し、児
童虐待防止を図る

子ども育成課 0270-64-7719

59 群馬県 板倉町 11月 ○ 窓口においてポケットティッシュ等を配布
福祉課子育て支援
係

0276-82-1111

60 群馬県 明和町 11月1日 ○
産業祭において、オレンジリボン活動を周知
（民生委員による啓発品等の配布）

介護福祉課福祉係 0276-84-3111

61 群馬県 明和町 11月 ○
公用車にオレンジリボンキャンペーンマグネット（直径50ｃｍ）
を貼る

介護福祉課福祉係 0276-84-3111

62 群馬県 大泉町 11月 ○ 役場と保健福祉総合センター周辺でのぼり旗を掲示 子育て支援課 0276-55-2631

63 群馬県 大泉町
10月10日、11日、16
日、11月16日、24日、
28日、29日、30日

○
10月（3日間）、胃がん・大腸がん検診、11月の乳幼児健診（5日
間）受診者に対しリーフレット・オレンジリボン等を配布し普及
啓発を実施

子育て支援課 0276-55-2631

64 群馬県 大泉町 11月18日、19日 ○ 保健福祉まつりでのぼり旗の掲示とリーフレットの配布を実施 子育て支援課 0276-55-2631

65 群馬県 邑楽町 11月 ○ 窓口においてポケットティッシュ（県作成）を配布
子ども支援課児童
福祉係

0276-47-5044

66 群馬県 邑楽町 10月11日
就学前健診時に保護者へリーフレット（町の連絡先入り）を配布
（高島小学校）

子ども支援課児童
福祉係

0276-47-5044

67 群馬県 邑楽町 10月16日
就学前健診時に保護者へリーフレット（町の連絡先入り）を配布
（中野東小学校）

子ども支援課児童
福祉係

0276-47-5044

68 群馬県 邑楽町 10月18日
就学前健診時に保護者へリーフレット（町の連絡先入り）を配布
（長柄小学校）

子ども支援課児童
福祉係

0276-47-5044

69 群馬県 邑楽町 10月25日
就学前健診時に保護者へリーフレット（町の連絡先入り）を配布
（中野小学校）

子ども支援課児童
福祉係

0276-47-5044

70 群馬県 邑楽町 11月5日 ○
産業祭・邑多福まつり（同日開催）の会場において、オレンジリ
ボンのモニュメントを設置し、ポケットティッシュ（県作成）と
リーフレット（町の連絡先入り）を配布

子ども支援課児童
福祉係

0276-47-5044

○　広報誌、テレビ等で周知

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 群馬県 群馬県 11月 ○ ＦＭぐんまにおいて児童虐待防止推進スポットＣＭを放送 児童福祉課 027-226-2628

2 群馬県 群馬県 11月 ○ ラジオ高崎に職員が出演し、オレンジリボンキャンペーンを広報 児童福祉課 027-226-2628

3 群馬県 前橋市 11月1日 ○ 市広報11月1日号に、児童虐待防止推進月間について掲載
福祉部子育て支援
課

027-220-5702

4 群馬県 桐生市 10月、11月 ○ NPO法人キッズバレイのちらしに広報を掲載
保健福祉部子育て
支援課

0277-43-2000
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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

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

5 群馬県 桐生市 11月 ○ FM桐生で児童虐待防止・予防啓発を発信
保健福祉部子育て
支援課

0277-43-2000

6 群馬県 桐生市 通年 ○ 市広報紙において全国共通ダイヤル189を掲載
保健福祉部子育て
支援課

0277-43-2000

7 群馬県 伊勢崎市 11月1日 ○ 伊勢崎市広報にオレンジリボンキャンペーンについて掲載
子育て支援課子育
て相談係

0270-27-2798

8 群馬県 太田市 11月 ○ 市広報紙で児童虐待防止について掲載
福祉こども部こど
も課子育て相談係

0276-47-1911

9 群馬県 沼田市 11月1日 ○ 市広報誌に虐待防止推進月間についての記事を掲載
健康福祉部子ども
課

0278-23-2111

10 群馬県 館林市 通年 ○ 市ホームページにおいて児童虐待防止の周知、啓発
保健福祉部こども
福祉課子育て支援
係

0276-72-4111

11 群馬県 館林市 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、啓発
保健福祉部こども
福祉課子育て支援
係

0276-72-4111

12 群馬県 渋川市 通年 ○ 市ホームページに児童虐待防止について掲載 こども課 0279-22-2415

13 群馬県 藤岡市 11月1日 ○ 広報において、虐待・ＤＶについて掲載
健康福祉部子ども
課元気子育て係

0274-40-2268

14 群馬県 富岡市 11月1日 ○ 市広報誌、市ホームページで児童虐待防止月間を周知
健康福祉部こども
課

0274-62-1511

15 群馬県 安中市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待防止に関する啓発、相談先の周知
保健福祉部子ども
課

027-382-1111
(内線1161)

16 群馬県 みどり市 11月 ○ 児童虐待防止週間を11月広報・市HPに掲載
保健福祉部こども
課家庭児童相談室

0277-76-0995

17 群馬県 吉岡町 11月 ○ 11月広報に虐待に関する記事を掲載 健康福祉課 0279-54-3111

18 群馬県 中之条町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止推進月間の周知及び通告先の案内を掲載 住民福祉課 0279-75-8825

19 群馬県 長野原町 11月 ○ 町広報誌に掲載 町民生活課 0279-82-2246

20 群馬県 嬬恋村 10月中旬 広報誌により児童虐待防止推進月間を周知 住民福祉課福祉係 0279-96-0515

21 群馬県 草津町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止推進月間について記事を掲載し周知 愛町部健康推進課 0279-88-5797

22 群馬県 東吾妻町 11月6日 ○ 広報に児童虐待防止に関する記事を掲載 保健福祉課 0279-68-2111

23 群馬県 片品村 11月 ○ 村報において、児童虐待防止に関する記事を掲載し、周知予定 保健福祉課 0278-58-4020

24 群馬県 川場村 11月 ○ 児童虐待防止推進月間に伴い、村広報紙で虐待防止の周知を実施 健康福祉課 0278-52-2111

25 群馬県 みなかみ町 11月1日 ○ 町広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知 子育て健康課 0278-25-5009

26 群馬県 明和町 11月 ○ 広報誌に標語を掲載し周知 介護福祉課福祉係 0276-84-3111

27 群馬県 千代田町 11月 ○
町広報紙において、児童虐待防止に関する町の取組及び平成29年
度「児童虐待防止推進月間」の標語を掲載

住民福祉課 0276-86-7000

28 群馬県 大泉町 10月25日 ○ 町広報紙・ホームページで児童虐待防止推進月間を周知 子育て支援課 0276-55-2631

○　その他

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 群馬県 群馬県 10月下旬～11月 ○ 西部児童相談所管内認可外保育所を訪問し、意見交換を実施 児童福祉課 027-226-2628

2 群馬県 群馬県 10月～12月 ○ 高崎市内の産婦人科（17か所）を訪問し、意見交換を実施 児童福祉課 027-226-2628

3 群馬県 群馬県
9月26日

～10月31日
東部児童相談所管内小学校の就学時健診において、児童虐待防止
のためのチラシを配布し、保護者に対し講話を実施

児童福祉課 027-226-2628

4 群馬県 群馬県 通年 ○ 子育て講座トレーナー養成講座を開催 児童福祉課 027-226-2628

5 群馬県 前橋市 通年 ○ 市内各図書館における児童虐待防止関連図書コーナーを設置
福祉部子育て支援
課

027-220-5702
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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

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

6 群馬県 伊勢崎市 10月23日～27日
オレンジリボンキャラバン隊を結成し、保育園（所）、幼稚園、
児童館等に児童虐待防止推進月間取組のPR、ポスター、リーフ
レット（市独自で作成したチラシも含む）の配布を実施

子育て支援課子育
て相談係

0270-27-2798

7 群馬県 太田市 10月
市内小学校（セレクトした数校）の就学時検診で児童虐待防止に
ついての講話を実施

福祉こども部こど
も課子育て相談係

0276-47-1911

8 群馬県 みどり市 11月7日～14日 ○
市民生委員児童委員協議会定例会において周知・見守り依頼を実
施

保健福祉部こども
課家庭児童相談室

0277-76-0995

9 群馬県 みどり市 通年 ○ 子育て講座を開催
保健福祉部こども
課家庭児童相談室

0277-76-0995

10 群馬県 みどり市 10月
市内全小学校の就学時健診において、児童相談所とみどり市こど
も課によるミニ講話を実施

保健福祉部こども
課家庭児童相談室

0277-76-0995
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【埼玉県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 埼玉県 さいたま市 11月8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

2 埼玉県 川越市 11月18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

3 埼玉県 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、研修などを実施

こども未来部こど
も家庭課

049‐224‐
5821

4 埼玉県 深谷市 10月24日～14日 ○ 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 全3回

5 埼玉県 深谷市 10月20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

6 埼玉県 上尾市
10月11日、
12月7日

要対協関係機関を対象とする講演会を実施
１０月１１日テーマ：「子どもの虐待ってなに？」、会場：上尾
市文化センター２０２、対象：主任児童委員等
１２月７日テーマ：未定、会場：上尾公民館４０１、対象：市内
保育士・幼稚園教諭等

子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964

7 埼玉県 越谷市 9月～11月 ○
「どならない子育て練習法」講座を開催
ダイジェスト版　　１回
通常版（全3回）　 １回

子ども家庭部子育
て支援課

048-963-9172

8 埼玉県 入間市
11月21日、1月
18日、2月7日

○
育児体験事業（市内中学校３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）を実施

地域保健課 04-2966-5513

9 埼玉県 朝霞市 11月28日 ○ 児童虐待防止セミナーを開催 福祉部こども未来課 048-463-0364

10 埼玉県 新座市
5月～6月、
9月～10月、
10月～11月

○
どならない子育て練習法講座を開催
①、③は市民対象　②は保育士対象

福祉部児童福祉課
家庭児童相談係

048-424-9161
3回/年　1回6セッ
ション、その他子育
て講座あり

11 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
育て支援課児童給
付係

048-996-2111

12 埼玉県 坂戸市 8月17日 要保護児童対策地域協議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

13 埼玉県 鶴ヶ島市 11月 ○ ＤＶ・児童虐待防止セミナーを開催（支援者向け講演会）
健康福祉部こども
支援課

049-271-1111

14 埼玉県 日高市 6月10日
児童虐待防止を目的とした子育てセミナーを市内児童家庭支援セ
ンターと共催により開催

子育て応援課子育
て応援担当

042-989-2111

15 埼玉県 鳩山町 11月1日 ○
鳩山町児童虐待を考える講演会を実施（子育て世代包括支援セン
ター開所式同時開催）

健康福祉課 049-296-1241

16 埼玉県 長瀞町 2月 「命の大切さ」をテーマに中学生を対象に開催 健康福祉課 0949-66-3111

○　啓発物品作成・配布

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 埼玉県 埼玉県 10月21日
さいたま市と合同で、大宮アルディージャ戦（ＮＡＣＫ５スタジ
アム）で啓発品を配布

福祉部こども安全
課児童相談担当

048-830-3362

2 埼玉県 埼玉県 11月 ○ JR浦和駅において県警・高校生等と合同で啓発品を配布
福祉部こども安全
課児童相談担当

048-830-3362

3 埼玉県 埼玉県 11月 ○
東洋大学福祉系学部学生と合同でＪＲ北朝霞駅ロータリーで啓発
品を配布

福祉部こども安全
課児童相談担当

048-830-3362

4 埼玉県 埼玉県 11月 ○ 埼玉県立大学生と合同でＪＲ南越谷駅ロータリーで啓発品を配布
福祉部こども安全
課児童相談担当

048-830-3362

5 埼玉県 埼玉県 11月14日 ○ 県庁オープンデーにおいて、ブースを出展
福祉部こども安全
課児童相談担当

048-830-3362

6 埼玉県 埼玉県 11月 ○ 草加市・県警と合同で東武伊勢崎線草加駅において啓発品を配布
福祉部こども安全
課児童相談担当

048-830-3362

7 埼玉県 埼玉県 11月 ○ 県庁舎に児童虐待防止推進月間の懸垂幕を作成・掲示
福祉部こども安全
課児童相談担当

048-830-3362

8 埼玉県 埼玉県 11月 ○ 各自治会を通した啓発活動を推進
福祉部こども安全
課児童相談担当

048-830-3362

9 埼玉県 さいたま市 5月、11月 ○ 市職員がオレンジリボンバッジを着用
子ども未来局子ど
も育成部子育て支
援政策課

048-829-1270
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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

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

10 埼玉県 さいたま市 10月～11月 ○
大宮駅前及びスーパーアリーナへ児童虐待防止啓発用横断幕を掲
出

子ども未来局子ど
も育成部子育て支
援政策課

048-829-1270

11 埼玉県 さいたま市 11月 ○ 市・区役所庁舎へ児童虐待防止啓発用横断幕・懸垂幕を掲出
子ども未来局子ど
も育成部子育て支
援政策課

048-829-1270

12 埼玉県 さいたま市 11月 ○
図書館や公民館、保育園、幼稚園、小中学校などへ市作成児童虐
待防止啓発用ポスター及びチラシを掲出・配布

子ども未来局子ど
も育成部子育て支
援政策課

048-829-1270

13 埼玉県 さいたま市 11月 ○
コミュニティバス（市内循環バス）へ児童虐待防止啓発用バスマ
スクを掲出

子ども未来局子ど
も育成部子育て支
援政策課

048-829-1270

14 埼玉県 さいたま市
10月30日

～11月26日
○ JR埼京線トレインチャンネルで児童虐待防止啓発用広告を放映

子ども未来局子ど
も育成部子育て支
援政策課

048-829-1270

15 埼玉県 川越市 11月 ○
課内に設置した「児童虐待防止SOSセンター」（フリーダイヤ
ル）の周知のためのクリアファイルを市内小中学校、保育園、幼
稚園で配布予定

こども未来部こど
も家庭課

049-224-5821

16 埼玉県 川越市
11月15日～17

日、20日
○

市役所ロビーに児童虐待防止に関するパネルを展示
その他、オレンジリボン、リーフレットを配布

こども未来部こど
も家庭課

049-224-5821

17 埼玉県 川越市 11月 ○
市独自に作成したポスター（通告義務について）を市内小中学
校、保育園、幼稚園、家庭保育室に配布

こども未来部こど
も家庭課

049-224-5821

18 埼玉県 熊谷市 11月 ○
熊谷駅前において、警察署及び子ども会関係者等と合同で啓発品
を配布

福祉部こども課相
談支援係

048-524-1111

19 埼玉県 川口市 通年 ○ 虐待防止啓発用カード（オートレーサー女性３選手画像）を作成
子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005

20 埼玉県 川口市 通年 ○ 市役所本庁舎、各支所において、虐待防止啓発横断幕を掲揚
子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005

21 埼玉県 川口市 11月1日～30日 ○ 川口駅前にある中央図書館に虐待防止懸垂幕を掲揚
子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005

22 埼玉県 川口市 11月1日～30日 ○
川口市役所全職員が虐待防止缶バッジを着用　※ＤＶ関連施策担
当課と共催

子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005

23 埼玉県 川口市 10月22日 わんぱく祭りで、啓発用カード・ポケットティッシュを配布
子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005

24 埼玉県 川口市 11月8日 ○
「非行防止キャンペーン」（東川口駅）で啓発用カード・ポケッ
トティッシュを配布

子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005

25 埼玉県 川口市 1月
成人式会場内のオートレースPRブースで、イベント参加者全員に
啓発用カード・ポケットティシュを配布

子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005 予定

26 埼玉県 川口市 1月
「新春伝承あそびまつり」で啓発カード・ポケットティッシュを
配布

子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005 予定

27 埼玉県 行田市 11月 ○ 児童虐待防止啓発のグッズを配布
健康福祉部子ども
未来課給付担当

048-556-1111

28 埼玉県 所沢市 11月27日～30日 ○
庁舎市民ホールにおいて、啓発展示、啓発物配布（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）を実施

こども未来部こど
も支援課こども相
談センター

04-2998-9129

29 埼玉県 飯能市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間の横断幕を市役所庁舎等に掲示
健康福祉部子育て
支援課手当・相談
担当

042-978-5627

30 埼玉県 飯能市 11月12日 ○
はんのう生活祭の会場において、平成26年5月に開設した「飯能
市児童虐待防止・相談ホットライン」周知のために作成した啓発
物品を配布

健康福祉部子育て
支援課手当・相談
担当

042-978-5627

31 埼玉県 加須市 11月 ○
児童虐待防止イラスト入りクリアファイルを市内小学1年生へ配
布

こども局こども政
策課

0480-62-1111

32 埼玉県 加須市 11月 ○
市内商業施設において啓発用ポケットティッシュを主任児童委員
と一緒に来店客へ配布し啓発を実施

こども局こども政
策課

0480-62-1111

33 埼玉県 東松山市 11月 ○
市内保育園、幼稚園にオレンジリボン作成を依頼
オレンジリボン等啓発物品を配布（予定）

子ども未来部子育
て支援課児童相談
担当

0493-63-5005

34 埼玉県 春日部市 11月1日～30日 ○ 市本庁舎に「児童虐待防止推進月間」標語を掲示
福祉部子育て支援
課こども相談支援
担当

048-736-1111

35 埼玉県 春日部市 11月1日 ○
児童虐待防止に関するリーフレットを市内の公立保育所、私立保
育所、私立幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点施設、小
学校を対象に保護者に配布

福祉部子育て支援
課こども相談支援
担当

048-736-1111

36 埼玉県 狭山市 11月 ○ 狭山市駅改札口前に児童虐待防止推進月間の横断幕を作成・掲示
福祉こども部こど
も支援課相談支援
担当

04-2953‐1111

37 埼玉県 狭山市 11月1日 ○ オレンジリボンを作成し、市職員・民生委員等に配布
福祉こども部こど
も支援課相談支援
担当

04-2953‐1111

38 埼玉県 深谷市 11月 ○ 市職員の名札にオレンジリボンを着用 こども青少年課 048—574—6646

39 埼玉県 深谷市 11月 ○
市庁舎窓口において児童虐待防止推進月間や通告先等の卓上型案
内を置き周知

こども青少年課 048—574—6646
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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

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

40 埼玉県 深谷市 11月 ○
児童相談窓口等に関する名刺サイズのPRちらしをいれたポケット
ティッシュを担当課窓口及び総合案内で配布

こども青少年課 048—574—6646

41 埼玉県 深谷市 通年 ○
新生児訪問や乳幼児健診、子育て支援センター等で児童虐待通告
先や子育て相談窓口を周知するガイドブックやちらしを配布

こども青少年課 048—574—6646

42 埼玉県 深谷市 11月 ○
公的機関や保育施設、各自治会掲示板等に虐待防止推進月間周知
ポスターを掲示

こども青少年課 048—574—6646

43 埼玉県 深谷市 通年 ○

市内ショッピングセンターに虐待防止や相談窓口についてのチラ
シを設置
赤ちゃん相談コーナーに設置して虐待や育児への不安のある保護
者や子どもがいた場合、相談窓口へ連絡を入れてもらう等の連携
を図る

こども青少年課 048—574—6646

44 埼玉県 上尾市 11月 ○ 市庁舎第３別館に児童虐待防止推進月間の懸垂幕を掲揚
子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964

45 埼玉県 上尾市 11月11日 ○
あげお産業祭会場内で啓発品として作成したオレンジリボンと付
箋等を配布

子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964

46 埼玉県 上尾市 11月 ○ 各自治会を通した啓発活動を推進
子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964

47 埼玉県 上尾市 11月 ○
要対協実務者会議で児童虐待防止推進月間の周知と作成したオレ
ンジリボンを配布

子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964

48 埼玉県 草加市 通年 ○ 作成した啓発のぼり旗を学校や市役所内相談窓口に設置
子育て支援セン
ター

048-941-6791

49 埼玉県 草加市 11月11日 ○
草加警察署及び越谷児童相談所草加支所と協同で、東武スカイツ
リーライン草加駅前において児童虐待防止啓発キャンペーンとし
て啓発品を配布

子育て支援セン
ター

048-941-6791

50 埼玉県 越谷市 通年 ○ 啓発品（オレンジリボンバッジ）を課職員へ配布
子ども家庭部子育
て支援課

048-963-9172

51 埼玉県 越谷市 通年 ○ 課所有の公用車に啓発品（オレンジリボンマグネット）を貼付
子ども家庭部子育
て支援課

048-963-9172

52 埼玉県 戸田市 11月 ○ 児童虐待防止リーフレットを町会に配布
こども青少年部こ
ども家庭課子育て
支援担当

048-441-1800

53 埼玉県 戸田市 11月 ○ 公用自転車に児童虐待防止ステッカーを貼布
こども青少年部こ
ども家庭課子育て
支援担当

048-441-1800

54 埼玉県 戸田市 11月 ○ 啓発物を作成し、イベント時に配布
こども青少年部こ
ども家庭課子育て
支援担当

048-441-1800

55 埼玉県 戸田市 通年 ○ 公共機関に児童虐待防止ポスターを掲示
こども青少年部こ
ども家庭課子育て
支援担当

048-441-1800

56 埼玉県 戸田市 11月 ○ 各課窓口に啓発ミニのぼりを設置
こども青少年部こ
ども家庭課子育て
支援担当

048-441-1800

57 埼玉県 入間市 10月28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実施

こども支援課
04-2964-1111
（2354～2357）

58 埼玉県 入間市 11月10日～21日 ○
庁舎１階のホールで、万燈祭りで作ったオレンジリボンを貼った
作品を展示して童虐待防止を推進

こども支援課
04-2964-1111
（2354～2357）

59 埼玉県 朝霞市 11月1日 ○ 駅前でチラシや啓発物を配布 福祉部こども未来課 048-463-0364

60 埼玉県 朝霞市 11月1日～30日 ○ 市役所庁舎と朝霞駅・北朝霞駅前に懸垂幕・横断幕を掲揚 福祉部こども未来課 048-463-0364

61 埼玉県 朝霞市 通年 ○
こども未来課窓口に児童虐待防止に係る市民喚起のため、のぼり
旗など啓発物を配置

福祉部こども未来課 048-463-0364

62 埼玉県 志木市 10月29日 ○
志木駅東口駅前広場において児童虐待防止キャンペーンを実施
①虐待予防の啓発（ﾁﾗｼ、啓発物資の配布）　②バルーンアート

子ども家庭課 048-473-1124

63 埼玉県 志木市 11月 ○
市役所庁舎に懸垂幕、市内公共施設や保育園、幼稚園、小・中学
校に啓発用看板を設置

子ども家庭課 048-473-1124

64 埼玉県 志木市 11月 ○
市独自で制作した児童虐待防止啓発チラシを保育園、幼稚園、
小・中学校に配布

子ども家庭課 048-473-1124

65 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
福祉部児童福祉課
家庭児童相談係

048-424-9161

66 埼玉県 新座市 通年 ○ 担当職員がオレンジリボンバッジを付け啓発
福祉部児童福祉課
家庭児童相談係

048-424-9161

67 埼玉県 新座市
11月6日、14

日、25日、2月1
日、5日、18日

○
妊娠期のパパママ学級において、ＤＶＤ等を用いながら虐待予防
に関する啓発を実施

健康増進部保健セ
ンター

048-481-2211
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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

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

68 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
を用いて育児不安や産後うつ等の相談を受け、虐待予防の啓発を
実施

健康増進部保健セ
ンター

048-481-2211

69 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付し、虐待予防の啓発を実
施

健康増進部保健セ
ンター

048-481-2211

70 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付し、虐待予防に関
する啓発を実施

健康増進部保健セ
ンター

048-481-2211

71 埼玉県 久喜市 通年 ○
市職員全員がオレンジリボンバッジを着用し、児童虐待防止のPR
を実施

福祉部子育て支援
課子育て支援係

0480-22-1111
(内線3283)

72 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・東鷲宮駅前陸橋
に横断幕を掲示、表示塔（２か所）、市民課案内板表示機、職員
向け掲示板等で、児童虐待防止の啓発を実施

福祉部子育て支援
課子育て支援係

0480-22-1111
(内線3283)

73 埼玉県 北本市 通年 ○ 北本市子育て応援ガイドブックに児童虐待防止や相談窓口を掲載 こども課 048-594-5537

74 埼玉県 北本市 11月 ○ オレンジリボンを市職員全員に配布 こども課 048-594-5537

75 埼玉県 三郷市 11月 ○
JR新三郷駅前の横断歩道橋に児童虐待防止推進月間の横断幕を掲
示

子ども未来部子ど
も支援課子ども支
援係

048-930-7780

76 埼玉県 蓮田市 11月～12月 ○ 市内行事、市役所庁舎内においてウェットティッシュの配布
生涯学習部子ども
支援課児童福祉担
当

048-768-3111

77 埼玉県 坂戸市 11月 ○ 福祉であいの広場において啓発品を配布
福祉部子育て支援
課支援担当

049-283-3965

78 埼玉県 坂戸市 11月 ○ 東武東上線坂戸駅前において啓発品を配布
福祉部子育て支援
課支援担当

049-283-3965

79 埼玉県 坂戸市 11月 ○ 東武東上線若葉駅前において啓発品を配布
福祉部子育て支援
課支援担当

049-283-3965

80 埼玉県 坂戸市 11月 ○ 東武東上線北坂戸駅前において啓発品を配布
福祉部子育て支援
課支援担当

049-283-3965

81 埼玉県 坂戸市 11月 ○ 市役所庁舎に児童虐待防止推進月間の懸垂幕及びのぼり旗を掲出
福祉部子育て支援
課支援担当

049-283-3965

82 埼玉県 日高市 11月11日～12日 ○ 市民まつりにおいて、相談機関案内、啓発用ティッシュを配付
子育て応援課子育
て応援担当

042-989-2111

83 埼玉県 日高市 通年 ○ 担当課職員の名札にオレンジリボンを貼付
子育て応援課子育
て応援担当

042-989-2111

84 埼玉県 吉川市 11月19日 ○ 市民まつりでブースを出展、啓発品やチラシを配布
こども福祉部子育
て支援課

048-982-9529

85 埼玉県 吉川市 11月 ○ 全職員にオレンジリボンを配布し、名札に貼付
こども福祉部子育
て支援課

048-982-9529

86 埼玉県 白岡市 11月6日 ○
白岡駅開札口前において、児童虐待防止キャンペーン（リーフ
レット等の啓発品の配布）を実施

健康福祉部子育て
支援課

0480-92-1111

87 埼玉県 三芳町 通年 ○ 虐待予防に関する記事のある子育てガイドブックを配布 こども支援課 049-258-0019

88 埼玉県 三芳町 11月 ○ 啓発品を乳幼児健診等で配布 こども支援課 049-258-0019

89 埼玉県 毛呂山町 11月1日 ○ 担当課窓口にオレンジリボン卓上のぼりを設置 子ども課児童係 049-295-2112

90 埼玉県 小川町 11月1日～30日 ○ 町懸垂幕を掲げる（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

91 埼玉県 川島町 11月 ○
児童虐待防止を目的としたリーフレットを町内小・中学校、幼稚
園、保育園の全保護者に配布

子育て支援課 049-299-1765

92 埼玉県 鳩山町 11月 ○ 子育て関係機関へのポスター掲示、啓発物品配布を実施 健康福祉課 049-296-1241

93 埼玉県 横瀬町 11月 ○ 町庁舎に児童虐待防止啓発用のぼり旗を掲出 子育て支援課 0494-25-0110

94 埼玉県 横瀬町 11月12日 ○
ちちぶ定住自立圏主催による「自殺予防フォーラム」（町内の町
民会館で開催）に児童虐待防止啓発用のぼり旗を掲出

子育て支援課 0494-25-0110

95 埼玉県 長瀞町 11月 ○
全世帯、幼稚園・保育所・小学校・中学校にリーフレットを作成
し配布(教委と協働し児童虐待といじめ防止について記載)

健康福祉課 0949-66-3111
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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

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

96 埼玉県 美里町 通年 ○

あいさつ・ありがとう運動
あいさつ・ありがとうをきっかけとして地域安心安全(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を実施
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
旗等を活用

住民福祉健康課 0495-76-5132

○　広報誌、テレビ等で周知

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 埼玉県 埼玉県 11月 ○ 県広報誌「彩の国だより」１１月号において啓発記事を掲載
福祉部こども安全
課児童相談担当

048-830-3362

2 埼玉県 埼玉県 11月 ○ 埼玉県ホームページに啓発記事を掲載
福祉部こども安全
課児童相談担当

048-830-3362

3 埼玉県 さいたま市 11月 ○
市報さいたま１１月号及び市ホームページへ児童虐待防止に関す
る記事を掲載

子ども未来局子ど
も育成部子育て支
援政策課

048-829-1270

4 埼玉県 川越市 11月10日 ○ 広報へ児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
こども未来部こど
も家庭課

049-224-5821

5 埼玉県 川越市 11月1日～30日 ○
市役所庁内に設置された市民向けのテレビで、児童虐待防止に関
する情報を放映

こども未来部こど
も家庭課

049-224-5821

6 埼玉県 熊谷市 11月1日 ○ 市報に啓発記事を掲載
福祉部こども課相
談支援係

048-524-1111

7 埼玉県 川口市 通年 ○ 広報誌において、相談窓口・虐待通報を周知
子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005

8 埼玉県 川口市 11月1日～30日 ○
オートレース場内大型ビジョンにおいて、虐待防止画像を掲載
し、呼びかけ

子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005

9 埼玉県 川口市 11月1日～30日 ○
「キャスティビジョン」「西川口駅東口電光掲示板」において虐
待防止画像を掲載

子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005

10 埼玉県 川口市 11月 ○ 広報誌「広報かわぐち」１１月号において啓発記事を掲載
子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005

11 埼玉県 行田市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載
健康福祉部子ども
未来課給付担当

048-556-1111

12 埼玉県 秩父市 11月10日 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載 福祉部社会福祉課 0494-25-5204

13 埼玉県 所沢市 11月 ○
広報および市ホームページへの啓発記事の掲載、公用車への啓発
ステッカー貼付、市庁舎内への啓発横断幕掲示を実施

こども未来部こど
も支援課こども相
談センター

04-2998-9129

14 埼玉県 本庄市 11月 ○ 市広報紙に児童虐待防止の周知について掲載
福祉部子育て支援
課

0495-25-1130

15 埼玉県 東松山市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待防止推進月間について記事を掲載
子ども未来部子育
て支援課児童相談
担当

0493-63-5005

16 埼玉県 春日部市 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
課こども相談支援
担当

048-736-1111

17 埼玉県 狭山市 通年 ○
市広報紙「広報さやま」（月１回発行）に児童相談所全国共通ダ
イヤル「１８９」及び児童虐待に関する連絡先を掲載

福祉こども部こど
も支援課相談支援
担当

04-2953-1111

18 埼玉県 狭山市 11月 ○
市広報紙「広報さやま」１１月号において児童虐待防止の啓発記
事を掲載

福祉こども部こど
も支援課相談支援
担当

04-2953-1111

19 埼玉県 羽生市 11月 ○ 市報・電子掲示板において児童虐待防止推進月間について掲載
市民福祉部子育て
支援課子育て支援
係

048-561-1121

20 埼玉県 鴻巣市 11月 ○
市広報誌やホームページにおいて児童虐待防止推進月間に関する
記事を掲載

福祉こども部こど
も未来課

048-541-1894

21 埼玉県 深谷市 通年 ○ 市広報紙に児童虐待相談窓口について掲載 こども青少年課 048—574—6646

22 埼玉県 深谷市 11月 ○ 11月の市広報紙に児童虐待防止推進月間についての記事を掲載 こども青少年課 048—574—6646

23 埼玉県 上尾市 通年 ○ 市ホームページに啓発記事を掲載
子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964

24 埼玉県 上尾市 4月 市広報誌「広報あげお」４月号において啓発記事を掲載
子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964

25 埼玉県 上尾市 11月 ○
市広報誌「広報あげお」１１月号において児童虐待防止推進月間
の記事を掲載

子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964

26 埼玉県 上尾市 11月 ○ 市ホームページに児童虐待日防止推進月間の記事を掲載
子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964

27 埼玉県 上尾市 11月 ○ 市庁舎電子掲示板に児童虐待防止推進月間の記事を掲載
子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964
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28 埼玉県 上尾市 11月 ○
市内メッセージボード搭載自動販売機に児童虐待防止推進月間の
記事を掲載

子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964

29 埼玉県 草加市 11月5日 ○
草加市広報紙（11月5日号）に児童虐待防止推進月間の記事を掲
載

子育て支援セン
ター

048-941-6791

30 埼玉県 草加市 11月 ○ 草加市ホームページに児童虐待防止推進月間の記事を掲載
子育て支援セン
ター

048-941-6791

31 埼玉県 越谷市 10月1日～30日 ○ 市広報誌やHPにおいて児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載
子ども家庭部子育
て支援課

048-963-9172

32 埼玉県 蕨市 11月 ○ 蕨市広報に掲載予定
健康福祉部児童福
祉課児童福祉係

048-433-7757

33 埼玉県 戸田市 11月 ○ ホームページ・広報誌において児童虐待防止記事を掲載
こども青少年部こ
ども家庭課子育て
支援担当

048-441-1800

34 埼玉県 入間市 通年 ○ ラジオＦＭ茶笛で児童虐待防止に関する話題を放送 こども支援課
04-2964-1111
（2354～2357）

毎月第1木曜日実施

35 埼玉県 入間市 11月1日～ ○ 市報で児童虐待防止に関する広報を実施 こども支援課
04-2964-1111
（2354～2357）

36 埼玉県 朝霞市 5月1日～
児童福祉週間に合わせて、広報に児童虐待防止を呼びかける特集
記事を掲載

福祉部こども未来課 048-463-0364

37 埼玉県 朝霞市 11月1日～ ○
児童虐待防止推進月間に合わせて、児童虐待防止の特集記事を掲
載

福祉部こども未来課 048-463-0364

38 埼玉県 朝霞市 11月1日～30日 ○ 駅前電光掲示板で児童虐待防止の呼びかけ 福祉部こども未来課 048-463-0364

39 埼玉県 朝霞市 通年 ○ 毎月の広報に「虐待かな？」と題し、相談連絡先を掲載 福祉部こども未来課 048-463-0364

40 埼玉県 志木市 11月 ○ 市の広報、ホームページに児童虐待防止推進月間の案内を掲載 子ども家庭課 048-473-1124

41 埼玉県 和光市 11月 ○ 市広報誌で児童虐待推進月間を周知 地域包括ケア課 048-424-9124

42 埼玉県 新座市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間の周知案内を掲載
福祉部児童福祉課
家庭児童相談係

048-424-9161

43 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
福祉部児童福祉課
家庭児童相談係

048-424-9161

44 埼玉県 新座市 通年 ○ 市ホームページに児童虐待防止推進月間の案内を掲載
福祉部児童福祉課
家庭児童相談係

048-424-9161

45 埼玉県 桶川市 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
健康福祉部こども
支援課児童家庭担
当

048-786-3211

46 埼玉県 久喜市 11月 ○ 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3283)

47 埼玉県 久喜市 通年 ○ 市広報紙に家庭児童相談室案内記事を掲載
福祉部子育て支援
課子育て支援係

0480-22-1111
(内線3283)

48 埼玉県 八潮市 10月10日 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
育て支援課児童給
付係

048-996-2111

49 埼玉県 八潮市 11月10日 ○ 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
育て支援課児童給
付係

048-996-2111

50 埼玉県 富士見市 11月 ○
広報誌で児童虐待防止推進月間及び児童虐待防止の取組記事を掲
載

健康福祉部障がい
福祉課児童福祉係

049-252-7106

51 埼玉県 富士見市 11月 ○ 市ホームページに掲載記事を掲載
健康福祉部障がい
福祉課児童福祉係

049-252-7106

52 埼玉県 蓮田市 10月中旬 市広報に11月の児童虐待防止推進月間について掲載
生涯学習部子ども
支援課児童福祉担
当

048-768-3111

53 埼玉県 坂戸市 11月 ○ 市広報市11月号に啓発記事を掲載
福祉部子育て支援
課支援担当

049-283-3965

54 埼玉県 幸手市 11月 ○ 市ホームページに啓発記事を掲載
健康福祉部子育て
支援課

0480-42-8454

55 埼玉県 鶴ヶ島市 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や通告のＰＲ
を掲載

健康福祉部こども
支援課

049-271-1111

56 埼玉県 日高市 11月1日 ○ 市広報及び庁舎内モニターに児童虐待防止推進月間について掲載
子育て応援課子育
て応援担当

042-989-2111

57 埼玉県 吉川市 11月 ○ 市広報において、児童虐待防止啓発記事を掲載
こども福祉部子育
て支援課

048-982-9529

58 埼玉県 伊奈町 11月 ○ 伊奈町ホームページ、広報に啓発記事を掲載
子育て支援課子育
て支援係

048-721-2111
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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

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

59 埼玉県 三芳町 11月1日 ○ 町広報誌に虐待予防の記事を掲載 こども支援課 049-258-0019

60 埼玉県 毛呂山町 11月1日 ○ 町広報、ホームページに啓発記事を掲載 子ども課児童係 049-295-2112

61 埼玉県 毛呂山町 通年 ○ 公用車で児童虐待防止の案内を放送し、町内を巡回 子ども課児童係 049-295-2112

62 埼玉県 越生町 11月 ○ 町広報誌11月号において啓発記事を掲載 子育て支援課 049-292-3121

63 埼玉県 滑川町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する施策を紹介 健康福祉課 0493-56-2211

64 埼玉県 嵐山町 11月 ○
町広報誌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

子育て支援課児童
福祉担当

0493-62-0825

65 埼玉県 小川町 11月1日 ○ 町広報誌「おがわ」11月号において、啓発記事を掲載
子育て支援課子育
て支援担当

0493-72-1221

66 埼玉県 川島町 11月 ○ 児童虐待防止を目的とした記事を広報紙に掲載 子育て支援課 049-299-1765

67 埼玉県 吉見町 11月 ○
町広報誌、町ホームページに啓発記事を掲載。今年度版の子育て
支援ガイドブックにおいても虐待の内容や相談窓口を掲載

子育て支援課児童
支援係

0493-63-5014

68 埼玉県 鳩山町 11月 ○ 広報はとやまにおいて、児童虐待に関する内容を掲載予定 健康福祉課 049-296-1241

69 埼玉県 ときがわ町 11月 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間を周知
福祉課児童福祉担
当

0493-65-0813

70 埼玉県 横瀬町 11月 ○ 町内施設や地区掲示板に全国共通ダイヤル３桁化ポスターを掲示 子育て支援課 0494-25-0110

71 埼玉県 横瀬町 11月 ○ 町広報紙に児童虐待防止推進月間の記事を掲載 子育て支援課 0494-25-0110

72 埼玉県 横瀬町 11月 ○
児童虐待・高齢者虐待・障害者虐待防止啓発用のチラシを作成
し、全戸配布

子育て支援課 0494-25-0110

73 埼玉県 皆野町 11月1日 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間を周知
健康福祉課福祉介
護担当

0494-62-1233

74 埼玉県 長瀞町 11月 ○ 通報についての協力をお願い 健康福祉課 0949-66-3111

75 埼玉県 小鹿野町 11月 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間の周知を実施 住民課 0494-75-4101

76 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

77 埼玉県 神川町 11月1日 ○ 町広報誌１１月号において啓発記事を掲載 町民福祉課 0495-77-2112

78 埼玉県 神川町 11月1日 ○ 町ホームページに啓発記事を掲載 町民福祉課 0495-77-2112

79 埼玉県 神川町 11月1日 ○ 町ラインにおいて啓発記事を配信 町民福祉課 0495-77-2112

80 埼玉県 上里町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間を周知 子育て共生課 0495-35-1236

81 埼玉県 寄居町 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

子育て支援課 048-581-2121

82 埼玉県 寄居町 11月 ○
災害対応型自動販売機メッセージボードにおいて、児童虐待防止
推進月間に関する記事を掲示

子育て支援課 048-581-2121

83 埼玉県 宮代町 11月 ○ 町広報誌１１月号において啓発記事を掲載
福祉課子育て応援
室担当

0480-34-1111

84 埼玉県 杉戸町 11月 ○ 町広報紙「広報すぎと11月号」において啓発記事を掲載
子育て支援課子育
て支援担当

0480-33-1111

85 埼玉県 松伏町 11月 ○ 町広報誌に啓発記事を掲載
福祉健康課子育て
支援・児童福祉担
当

048-991-1876

○　民間企業等とのタイアップ

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 埼玉県 さいたま市 5月14日
大宮アルディージャと連携・共同し、ホームゲーム（NACK5スタ
ジアム大宮）においてキャンペーンを実施

子ども未来局子ど
も育成部子育て支
援政策課

048-829-1270
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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

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

2 埼玉県 さいたま市 10月21日
大宮アルディージャと連携・共同し、ホームゲーム（NACK5スタ
ジアム大宮）においてキャンペーンを実施

子ども未来局子ど
も育成部子育て支
援政策課

048-829-1270

○　その他

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 埼玉県 所沢市 随時 ○
地域で開催される民生・児童委員の地区会や児童館などに出向
き、児童虐待に関する説明を実施

こども未来部こど
も支援課こども相
談センター

04-2998-9129

2 埼玉県 狭山市 11月 ○ 狭山市駅西口空中通路のライトを「オレンジ色」に変更して点灯
福祉こども部こど
も支援課相談支援
担当

04-2953‐1111

3 埼玉県 鴻巣市 11月 ○
市主催（こども未来課主管）の子育てフェスタにおいて啓発活動
を実施

福祉こども部こど
も未来課

048-541-1894

4 埼玉県 志木市 随時
『やる気をひきだす子育て練習法』を子どもと家庭の相談室にお
いて実施

子ども家庭課 048-473-1124
6回1ｺｰｽの講座を年
間2ｺｰｽ実施

5 埼玉県 志木市 7月26日 要保護児童対策地域協議会関係者向け研修会を実施 子ども家庭課 048-473-1124

6 埼玉県 志木市 12月～1月
４歳５歳児で幼稚園・保育園に在籍がなく状況が確認できない家
庭へ訪問支援を実施

子ども家庭課 048-473-1124

7 埼玉県 ふじみ野市 11月 ○
児童民生委員に対して、児童虐待の予防をテーマとした研修会を
開催

子育て支援課こど
も福祉係

049-262-9034

8 埼玉県 伊奈町 11月 ○
課内職員及び町内認可保育園職員によるオレンジリボン活動啓発
品の着用・使用

子育て支援課子育
て支援係

048-721-2111

9 埼玉県 鳩山町 11月 ○
町立図書館で青少年に関する特設コーナーを設置（児童虐待を含
む）

健康福祉課 049-296-1241
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【千葉県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 千葉県 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

2 千葉県 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
を表彰

福祉課子育て支援
室

0470-60-1120

3 千葉県 浦安市 11月26日 ○
市内民間団体との共催でゴスペルコンサートを開催。ゴスペルの
ほかに子育てに関する講演会を実施。当日は市内ホテルでチャリ
ティディナーの提供有。

こども部こども家
庭支援センター

047-351-8041

4 千葉県 鎌ケ谷市 10月23日

児童虐待防止研修会を関係機関、一般市民を対象に市内公民館で
開催
テーマ：あなたの気づきが子どもを救う～子ども虐待を未然に防
ぐために～

こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1328

5 千葉県 市川市 6月30日
児童相談所長を講師に、しつけの際のコミュニケーション法（怒
鳴らない、叩かない等）についての市民向け講演会を実施。参加
者へ啓発グッズを配布。

子育て支援課 047-711-0679

6 千葉県 市川市 11月17日 ○
児童精神科医を講師に、育てづらさを感じる子への関わり方につ
いて市民向け講演会を実施

子育て支援課 047-711-0679

7 千葉県 市川市 3月6日 市民向け講演会を実施 子育て支援課 047-711-0679 予定

8 千葉県 習志野市 11月17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、要保護児童対策地域協議
会主催の研修会を「こころの不調や発達の凸凹をかかえた親とそ
の子どもの支援」というテーマで開催

こども部子育て支
援課

047-453-7322

9 千葉県 野田市 11月17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]未定
[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

10 千葉県 野田市
11月8日～13日、
11月15日～21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8日～11月13日：いちいのホール1階エントランス
11月15日～11月21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

11 千葉県 柏市 10月19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

04-7167-1458

12 千葉県 船橋市 11月1日 ○
他課共催による親子イベントにおいて、怒鳴らない子育てについ
て講話、児童虐待防止啓発関連の掲示を実施

家庭福祉課家庭児
童相談室

047-409-3469

○　啓発物品作成・配布

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 千葉県 千葉市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間のポスターを作成し、ＪＲ駅等で掲示 こども家庭支援課 043-245-5179

2 千葉県 千葉市 11月 ○
各区役所窓口職員や民生委員・児童委員、主任児童委員、民生委
員協力委員、青少年育成委員、青少年相談委員がオレンジリボン
を着用

こども家庭支援課 043-245-5179

3 千葉県 いすみ市 11月 ○
期間中、岬ふれあい会館ロビーに保育園児が描いた顔で作製した
特大ポスター、標語を掲示。公共機関にのぼり旗を設置し、ポス
ターを掲示。市内小学生にオレンジリボンを配布。

福祉課子育て支援
室

0470-60-1120

4 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

0476-33-4640

5 千葉県 浦安市 5月～10月
市内各公民館で実施する文化祭会場で児童虐待防止に関する啓発
品やチラシを配布

こども部こども家
庭支援センター

047-351-8041

6 千葉県 浦安市 11月1日 ○ 市内３駅において児童虐待防止に関する啓発品やチラシを配布
こども部こども家
庭支援センター

047-351-8041

7 千葉県 栄町 12月10日 町内イベントにおいてリーフレットを配布 児童福祉班

8 千葉県 鎌ケ谷市 通年 ○
担当課で作成した虐待予防・対応マニュアルを市内関係機関に配
布

こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1328

9 千葉県 鎌ケ谷市 11月 ○
担当課で作成した児童虐待防止啓発ののぼりを市役所庁舎内に掲
示

こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1328
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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

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

10 千葉県 鎌ケ谷市 11月 ○
オレンジリボン運動の周知のため、市のマスコットキャラクター
「かまたん」がオレンジリボンを着用

こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1328

11 千葉県 鴨川市 9月16日
市内商業施設において、児童を含む虐待防止に関するパンフレッ
トを配布

子ども支援課子ど
も福祉係

04-7093-7113

12 千葉県 館山市 11月 ○ 市独自でポスターを作成し、各園に掲示
教育部こども課家
庭児童係

0470-22-3133

13 千葉県 館山市 11月 ○
オレンジリボンを作成し、児童関係担当課職員の名札等に添付し
て広報・啓発活動を実施

教育部こども課家
庭児童係

0470-22-3133

14 千葉県 君津市 11月1日～30日 ○
市職員のオレンジリボン着用、のぼり設置等による来庁者向けの
啓発を実施

保健福祉部子育て
支援課こども家庭
相談室

0439-56-1616

15 千葉県 君津市 11月 ○
児童生徒に向けた虐待防止のリーフレットを作成し、要保護児童
地域対策協議会の会員が市内の小中学校を訪問し周知啓発

保健福祉部子育て
支援課こども家庭
相談室

0439-56-1616

16 千葉県 山武市 11月 ○
児童虐待通告のリーフレットを作成し、市役所窓口に掲示及び配
布

保健福祉部子育て
支援課児童家庭係

0475-80-2631

17 千葉県 四街道市 11月1日 ○ オレンジリボンを作成し、四街道市全職員へ配布
健康こども部子育
て支援課家庭児童
相談グループ

043-388-8100

18 千葉県 四街道市 11月11日、12日 ○
オレンジリボン、風船（児童虐待啓発の印字）を作成し、四街道
市産業まつりにおいて来場者へ配布

健康こども部子育
て支援課家庭児童
相談グループ

043-388-8100

19 千葉県 市川市
10月31日

～11月30日
○ 児童虐待防止に関する懸垂幕を市役所本庁舎に掲示 子育て支援課 047-711-0679

20 千葉県 市川市 11月19日 ○
市内のショッピングモールにおいて虐待防止啓発グッズを配布
し、相談窓口の周知を実施

子育て支援課 047-711-0679

21 千葉県 市川市 11月 ○ 公用車にマグネット式のオレンジリボンを着用 子育て支援課 047-711-0679

22 千葉県 市川市 11月 ○ 職員のオレンジリボン着用を推進 子育て支援課 047-711-0679

23 千葉県 市川市 4月～3月 ○ 面談や訪問時にしつけや虐待防止に関するパンフレットを配布 子育て支援課 047-711-0679

24 千葉県 松戸市 10月7日 ○

一般市民を対象とした松戸まつりにおける啓発活動（作成・配
布）・幟旗設置・啓発パネル展示・啓発リボンツリー展示・着ぐ
るみ参加・啓発グッズ作成配布（ボールペン、風船、花の種、エ
コバッグ、歯ブラシ、パンフレット等）

子ども部子ども家
庭相談課

047-366-3944
例年の松戸祭り会場
が工事のため、現在
場所の確認中。

25 千葉県 松戸市 11月 ○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲揚
子ども部子ども家
庭相談課

047-366-3944

26 千葉県 松戸市 11月 ○ 広報啓発用マグネットを作成し関係課に配布し公用車に貼付
子ども部子ども家
庭相談課

047-366-3944

27 千葉県 松戸市 11月13日～17日 ○

市役所連絡通路において啓発活動（作成・配布）・幟旗設置・啓
発パネル展示・啓発リボンツリー展示・啓発グッズ作成配布
（ボールペン、風船、花の種、エコバッグ、歯ブラシ、パンフ
レット等）

子ども部子ども家
庭相談課

047-366-3944

28 千葉県 成田市 10月14日～15日 健康福祉まつりにおいて虐待防止に関するパンフレットを配布
健康こども部子育
て支援課家庭児童
相談係

0476-20-1538

29 千葉県 袖ケ浦市 10月 啓発物資（蛍光ペン）を作成 子育て支援課 0438-62-3272

30 千葉県 袖ケ浦市 10月 虐待防止パンフレットを作成、配布 子育て支援課 0438-62-3272

31 千葉県 袖ケ浦市 通年 ○ 乳幼児検診時に啓発物資（ペン）を配布 子育て支援課 0438-62-3272

32 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を実施（出生届時及
び転入時に配布）

子育て支援課
0479‐76‐
5412

33 千葉県 大網白里市 11月7日 ○
駅前やスーパー前等で児童虐待防止、家庭相談室周知についての
チラシを配布予定

子育て支援課児童
家庭班

0475-70-0331

34 千葉県 八街市 11月 ○
市役所総合福祉センター入口にオレンジリボンのモニュメントを
設置

市民部子育て支援
課児童家庭班

043-443-1693

35 千葉県 八街市 11月 ○
八街駅前・ショッピングモール等において、児童虐待に関する啓
発物資(ティッシュ)を配付

市民部子育て支援
課児童家庭班

043-443-1693

36 千葉県 八街市 11月 ○ 職員等へオレンジリボンを配付・着用

37 千葉県 富里市 11月3日 ○
富里市福祉まつりにおいてオレンジリボン運動啓発活動を実施
(リーフレット配布等)

健康福祉部子育て
支援課

0476-93-4497

38 千葉県 野田市 11月 ○
児童虐待相談専用電話「子どもSOS」啓発カードを配布（小中学
生、公共施設、関係機関等）

児童家庭部児童家
庭課児童相談係

04-7125-1111

39 千葉県 野田市 11月 ○
児童虐待防止啓発用のマグネットを民間事業者（タクシー）に掲
示依頼

児童家庭部児童家
庭課児童相談係

04-7125-1111
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都道府県 市区町村
実施（予定）
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場合、○を選択
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40 千葉県 野田市 11月 ○
児童虐待防止啓発用のマグネット・バスマスクを公用車、コミュ
ニティバスに掲示

児童家庭部児童家
庭課児童相談係

04-7125-1111

41 千葉県 野田市 11月 ○ 児童虐待防止啓発の懸垂幕を市内庁舎２カ所に掲示
児童家庭部児童家
庭課児童相談係

04-7125-1111

42 千葉県 流山市 11月 ○ 課職員がオレンジリボンを着用 子ども家庭部 04-7150-6082

43 千葉県 柏市 12月2日
サッカーＪリーグの柏レイソル試合会場において、児童虐待防止
及びこども人権１１０番に関するリーフレット等の啓発品を配布

こども部こども福
祉課

04-7167-1458

44 千葉県 柏市 11月11日 ○
児童虐待・ＤＶ防止キャンペーンとして、柏駅前においてリーフ
レットや啓発品等を配布

こども部こども福
祉課

04-7167-1458

45 千葉県 柏市
11月17日
～12月1日

○ 本庁舎ロビーにおいて子育てや児童虐待に関する展示会を実施
こども部こども福
祉課

04-7167-1458

46 千葉県 柏市 11月 ○ 本庁舎外壁に児童虐待防止推進月間に関する懸垂幕を掲示
こども部こども福
祉課

04-7167-1458

47 千葉県 船橋市 11月～ ○
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示

家庭福祉課家庭児
童相談室

047-409-3469

48 千葉県 船橋市 7月～ ○
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

家庭福祉課 047-436-2959

49 千葉県 船橋市 11月 ○
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

家庭福祉課家庭児
童相談室

047-409-3469

50 千葉県 船橋市 11月 ○
保健福祉センター１階ロビーにおいて、児童虐待防止啓発関連の
掲示を実施

家庭福祉課家庭児
童相談室

047-409-3469

51 千葉県 船橋市 11月 ○
バス車内窓上ポスターを作成し、児童虐待防止推進月間中、京成
バス、新京成バス車内に掲示

家庭福祉課家庭児
童相談室

047-409-3469

52 千葉県 船橋市 7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年生から中学３年生に配布

家庭福祉課 047-436-2959

53 千葉県 船橋市 9月3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おい
て、児童虐待防止啓発関連の掲示、チラシの配布を実施

家庭福祉課家庭児
童相談室

047-409-3469

54 千葉県 白井市 12月 人権週間の展示にあわせて児童虐待防止の展示・啓発を実施 保健福祉相談室 047-497-3491

55 千葉県 我孫子市 6月24日
「げんきフェスタ」でオレンジリボンを作ろうコーナーを開催
（湖北地区公民館）

子ども相談課 04-7185-1821

56 千葉県 我孫子市 9月2日
「ママへのごほうびフェスタ」でポスター掲示、オレンジリボン
配布を実施

子ども相談課 04-7185-1821

57 千葉県 我孫子市 10月15日
「あびこ子どもまつり」でオレンジリボンを作ろうコーナーを開
催（我孫子地区公民館）

子ども相談課 04-7185-1821

58 千葉県 我孫子市 11月 ○ 民生委員児童委員協議会においてオレンジリボンを配布 子ども相談課 04-7185-1821

59 千葉県 我孫子市 3月
「あびこで子育てフェスタ」でオレンジリボンを作ろうコーナー
を開催（イトーヨーカドー）

子ども相談課 04-7185-1821

○　広報誌、テレビ等で周知

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 千葉県 千葉市 11月1日 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間周知記事を掲載 こども家庭支援課 043-245-5179

2 千葉県 千葉市 11月 ○
市役所本庁舎及び各区役所において児童虐待防止啓発の庁内放送
を実施

こども家庭支援課 043-245-5179

3 千葉県 千葉市 11月 ○ ＢａｙＦｍの市広報番組で児童虐待防止啓発のＣＭ放送を実施 こども家庭支援課 043-245-5179

4 千葉県 いすみ市 11月 ○
市広報誌に掲載。３０台の大型オートバイに乗って、オレンジリ
ボンツーリング隊がいすみ市にやってきます。（１１月３日開催
いすみふるさとまつり会場）（調整中）

福祉課子育て支援
室

0470-60-1120 調整中

5 千葉県 旭市 11月 ○ 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
子育て支援課子育
て支援班

0479‐62‐
8012

6 千葉県 一宮町 11月15日 ○ 町広報紙において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載
福祉健康課子育て
支援係

0475-42-1415

7 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を実施
子育て支援課子育
て支援班

0476-33-4640

8 千葉県 浦安市 11月 ○
市役所外壁電光掲示板においてオレンジリボンキャンペーン実施
の通知をお知らせ

こども部こども家
庭支援センター

047-351-8041

9 千葉県 浦安市 10月～11月 ○ 市広報で児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
こども部こども家
庭支援センター

047-351-8041
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10 千葉県 栄町 11月 ○ 町広報紙において児童虐待防止に関する情報を掲載 福祉・子ども課 0476-33-7707

11 千葉県 鎌ケ谷市 11月1日 ○ 市広報誌により児童虐待防止を啓発し、相談窓口を紹介
こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1328

12 千葉県 鴨川市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止の周知について掲載
子ども支援課子ど
も福祉係

04-7093-7113

13 千葉県 館山市 11月 ○ 市広報及びホームページで児童虐待防止推進月間の取組を周知
教育部こども課家
庭児童係

0470-22-3133

14 千葉県 君津市 11月1日 ○ 市広報紙およびホームページにおいて虐待防止の啓発
保健福祉部子育て
支援課こども家庭
相談室

0439-56-1616

15 千葉県 佐倉市 11月1日 ○ 市広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載
健康こども部児童
青少年課

043-484-6263

16 千葉県 四街道市 11月1日 ○
市広報誌及びホームページにおいて、児童虐待防止週間の周知を
実施

健康こども部子育
て支援課家庭児童
相談グループ

043-388-8100

17 千葉県 市原市 11月 ○ 市広報紙に児童虐待防止に係る情報を掲載
子ども未来部子ど
も福祉課家庭児童
相談室

0436-23-9746

18 千葉県 市川市 11月 ○
市広報紙において、児童虐待防止推進月間及び子育て支援窓口に
ついて掲載。

子育て支援課 047-711-0679

19 千葉県 市川市 4月～3月 ○ 市ホームページに虐待防止の啓発と相談窓口を紹介について掲載 子育て支援課 047-711-0679

20 千葉県 酒々井町 11月 ○
虐待を受けたと思われる子供を見つけた時はためらわず通告する
こと、町の子どもの相談窓口についての案内を掲載予定

健康福祉課人権推
進室

043-496-1171

21 千葉県 習志野市 11月 ○
広報（11月1日号）に児童虐待防止の協力を呼びかける記事を掲
載

こども部子育て支
援課

047-453-7322

22 千葉県 習志野市 11月 ○ 市民課のテレビモニターに放映
こども部子育て支
援課

047-453-7322

23 千葉県 習志野市 11月 ○ 市のホームページに児童虐待防止の協力を呼びかける文書を掲載
こども部子育て支
援課

047-453-7322

24 千葉県 松戸市 11月1日 ○ 広報まつど掲載
子ども部子ども家
庭相談課

047-366-3944 11月1日号

25 千葉県 成田市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待に関する周知
健康こども部子育
て支援課家庭児童
相談係

0476-20-1538

26 千葉県 袖ケ浦市 11月1日 ○ 市広報紙への掲載、パンフレット折込配布 子育て支援課 0438-62-3272

27 千葉県 袖ケ浦市 11月 ○ 袖ケ浦駅・長浦駅電光掲示板において虐待防止啓発を実施 子育て支援課 0438-62-3272

28 千葉県 多古町 11月1 日 ○ 町広報誌において児童虐待防止についての啓発を実施 子育て支援課
0479‐76‐
5412

29 千葉県 東金市 11月1日 ○ 市広報において、児童虐待防止に関する相談窓口を紹介
市民福祉部こども
課児童家庭係

0475-50-1202

30 千葉県 南房総市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止月間に関することを掲載
教育委員会事務局
子ども教育課

0470-46-2966

31 千葉県 八街市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待に関する啓発文書を掲載
市民部子育て支援
課児童家庭班

043-443-1693

32 千葉県 八千代市 通年 ○ 市ホームページに児童虐待防止に関する情報を掲載
子ども部子ども福
祉課子ども相談セ
ンター

047-483-1151
内線2914

33 千葉県 富津市 11月1日 市広報誌において、児童虐待防止推進月間について周知を実施
健康福祉部子育て
支援課子ども家庭
係

0439-80-1256

34 千葉県 富里市 11月1日 ○ 児童虐待防止推進月間周知のための広報掲載
健康福祉部子育て
支援課

0476-93-4497 11月1日号

35 千葉県 茂原市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待防止及び当該推進月間に関する記事
を掲載し啓発を実施

福祉部子育て支援
課

0475-20-1573

36 千葉県 木更津市 6月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間の標語を募集
福祉部子育て支援
課こども家庭担当

0438-23-7249

37 千葉県 木更津市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間、通告先を周知
福祉部子育て支援
課こども家庭担当

0438-23-7249

38 千葉県 木更津市 11月 ○ 西口駅前公共案内看板で児童虐待防止推進月間、通告先を周知
福祉部子育て支援
課こども家庭担当

0438-23-7249

39 千葉県 野田市 11月 ○ 市の広報誌で児童虐待防止啓発記事を掲載
児童家庭部児童家
庭課児童相談係

04-7125-1111

40 千葉県 流山市 7月1日 市広報紙において、家庭児童相談室の案内記事を掲載 子ども家庭部 04-7150-6082
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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

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

41 千葉県 流山市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待防止推進月間に関する内容の記事を
掲載

子ども家庭部 04-7150-6082

42 千葉県 流山市 3月21日 市広報紙において、児童虐待防止に関する内容の記事を掲載 子ども家庭部 04-7150-6082

43 千葉県 柏市 11月1日 ○ 広報紙に子育て相談に関する情報を掲載
こども部こども福
祉課

04-7167-1458

44 千葉県 横芝光町 11月 ○ 町広報紙において児童虐待防止について周知
健康こども課こど
も班

0479-82-3400

45 千葉県 船橋市 11月1日 ○ 市広報誌に推進月間の説明や児童虐待の通告先を記載 家庭福祉課 047-436-2959

46 千葉県 船橋市 11月1日、15日 ○
子育て支援情報「ふなっこメール」のワンポイントアドバイスに
おいて、児童虐待に関連する内容を配信

家庭福祉課家庭児
童相談室

047-409-3469

47 千葉県 白井市 11月 ○
広報誌において児童虐待防止推進月間・児童虐待に関する周知を
実施

保健福祉相談室 047-497-3491

48 千葉県 我孫子市 4月16日
児童虐待防止、児童相談所全国共通ダイヤルに関する記事を市広
報に掲載

子ども相談課 04-7185-1821

49 千葉県 我孫子市 10月6日
親子向け情報誌「あびっこネット」に児童虐待防止推進月間周知
記事を掲載

子ども相談課 04-7185-1821

50 千葉県 我孫子市 11月1日 ○ 市広報に児童虐待防止に関する記事を掲載 子ども相談課 04-7185-1821

51 千葉県 我孫子市 11月1日 ○ 児童虐待防止に関する記事を市ホームページに掲載 子ども相談課 04-7185-1821

○　その他

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 千葉県 千葉市 11月 ○
千葉都市モノレール・セントラルアーチをオレンジ色にライト
アップ

こども家庭支援課 043-245-5179

2 千葉県 鎌ケ谷市
4月25日

～5月12日
子育て応援展を開催（児童虐待防止や子育てに関わる市の施策や
行事等を市役所庁内に展示）

こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1328

3 千葉県 君津市 8月7日 主任児童委員研修で児童虐待防止推進月間の取組を周知
保健福祉部子育て
支援課こども家庭
相談室

0439-56-1616

4 千葉県 南房総市 10月～11月 ○
地区民生・児童委員会議において、児童虐待防止に関しての周知
を実施

教育委員会事務局
子ども教育課

0470-46-2966
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【東京都】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 東京都 千代田区 11月 ○ 区民対象にした講演会の実施
子ども部児童・家
庭支援センター

03-5298-5521 未定

2 東京都 港区 11月18日 ○

みなと保健所8階大会議室
第1部 午前10時から12時（予定）　「アンガーマネージメント～
怒りの感情と上手に向き合う」講師　鈴村眞理氏（早稲田大学教
職大学院非常勤講師、アンガーマネージメント研究会）
第2部 午後1時から2時（予定）　養育家庭体験発表会
第3部 午後2時から4時（予定）　「発達障害の理解と関わり方－
発達障害児の理解と子育てのヒント－」講師　徳田克己氏（筑波
大学医学医療系教授、筑波大学発ベンチャー企業子ども支援研究
所所長）

子ども家庭支援部
子ども家庭支援セ
ンター

03-6400-0091

3 東京都 新宿区

①6月22日、7月
28日、9月14日
②11月20日、１

月30日

○
児童虐待防止に関する研修会
①要対協関係機関向け
②関係機関・区民向け

子ども家庭部子ど
も総合センター総
合相談係

03‐3232‐
0675

4 東京都 墨田区 11月8日 ○ 「児童虐待可視化プロジェクト」とタイアップした講演会を実施
子育て支援総合セ
ンター

03-5630-6351

5 東京都 目黒区 11月11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

6 東京都 目黒区 11月19日 ○
児童虐待防止に関する講演会
（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

7 東京都 大田区 6月8日
子ども家庭支援会議（ＣＦＳ会議）において、弁護士による援助
機関向け講演会を開催

子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

8 東京都 大田区 11月17日～24日 ○ 児童虐待防止推進月間パネル展（区役所本庁舎）
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

9 東京都 大田区 11月25日 ○ 養育家庭体験発表会（区役所本庁舎会議室）
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

10 東京都 大田区 12月 要保護児童対策地域協議会主催の援助機関向け研修会を開催
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

11 東京都 世田谷区 11月7日 ○ 「児童虐待防止推進講演会」の開催（砧区民会館）
子ども・若者部子
ども家庭課

03-5432-2255

12 東京都 世田谷区 10月23日 養育家庭体験発表会の開催（北沢タウンホール）
子ども・若者部子
ども家庭課

03-5432-2962

13 東京都 杉並区 11月22日 ○ 区役所本庁舎にて児童虐待防止講演会を実施
保健福祉部子育て
支援課子ども家庭
支援係

03-5929-1902

14 東京都 豊島区 11月1日 ○ 里親さん、里子さんの体験発表会。東京都共催。
東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275

15 東京都 豊島区 12月8日 虐待防止に関する区民講演会。
東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275

16 東京都 北区 11月26日 ○
児童相談所と共催で「養育家庭体験発表会」を開催する。リーフ
レット、オレンジリボン、啓発グッズ（絆創膏）等を配布予定

子ども未来部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3914-9565

17 東京都 板橋区 7月11日 ○
私立保育園長を対象に、「虐待が疑われる子供と保護者への対
応」と題した虐待防止ケアシステム研修会の実施

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3579-2656

18 東京都 葛飾区 9月24日
子育てフェスティバルにて養育家庭制度の説明や関連記事等を展
示

子ども家庭支援課 03-3602-1386

19 東京都 葛飾区 11月18日 ○ 東京都との共催事業である「養育家庭体験発表会」を開催 子ども家庭支援課 03-3602-1386

20 東京都 八王子市 2月 市民啓発講座（コモンセンスペアレンティング）
子ども家庭支援セ
ンター

042-656-8225 予定

21 東京都 武蔵野市 11月17日 ○ 児童虐待防止に関する講演会を実施。

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭支
援係

0422-60-1850

22 東京都 三鷹市 11月21日 ○
児童虐待防止の子育て講座「がまんする力はどのように育つか」
受講者に児童虐待防止推進月間のリーフレットを配布

子ども発達支援課
子ども家庭支援セ
ンター

0422-40-5925

23 東京都 青梅市 11月11日 ○
市役所会議室において、立川児童相談所と共催で児童虐待防止に
関する講演会を開催し、併せてリーフレット等を配布

子ども家庭部子ど
も家庭支援課支援
係

0428-22-1111
内線2391

24 東京都 府中市 7月27日
関係機関職員向け研修会において、虐待防止に関する講義の実施
及び啓発物品の配布。

子ども家庭部子育
て支援課子ども家
庭支援センター

042-354-8700

25 東京都 府中市 11月16日 ○ 子育て支援講演会を開催し、虐待防止啓発物品の配布。
子ども家庭部子育
て支援課子ども家
庭支援センター

042-354-8700
東京都の養育家庭体
験発表会と同時開
催。

26 東京都 府中市 11月28日 ○ 関係機関職員向け研修会において、虐待防止啓発物品の配布。
子ども家庭部子育
て支援課子ども家
庭支援センター

042-354-8700
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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

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

27 東京都 昭島市 11月 ○
児童虐待防止講演会（被虐児やその家庭への具体的な対応方法）
を市役所ホールにて開催予定

子ども家庭部子ど
も育成課

042-543-9046

テーマに関しては現
在の仮題。今後、講
師と相談の上決定予
定。

28 東京都 日野市 11月14日 ○

児童虐待防止講演会（テーマ：児童虐待防止について、講師：白
梅学園大学子ども学部子ども学科　長谷川俊雄教授、会場：日野
市役所505会議室）
会場でオレンジリボン、リーフレット等を配布する。

子ども部子ども家
庭支援センター

042-599-6670

29 東京都 東村山市 11月17日 ○
養育家庭体験発表会と同日に子育てをテーマにした講演会を開催
する

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

042-393-5111

30 東京都 国分寺市 11月11日 ○
国分寺市子どもいじめ虐待防止条例施行3周年市民講演会実施予
定。　会場は本多公民館。内容は「いじめについて考えよう」
14:00～17:00

子ども家庭部子育
て相談室子ども家
庭支援センター

042-572-8138

31 東京都 国立市 2月 講演会（国立市公民・市民向けで、虐待予防啓発に関するもの）
子ども家庭支援セ
ンター

042-573-0192

32 東京都 東大和市 11月 ○

（１）平成２９年１１月９日　東大和市民会館に於いて、児童虐
待防止啓発事業「かるがもまつり」及び里親月間（里親を求める
運動）「養育家庭体験発表会」を実施予定。
　　午前の部：乳幼児を持つ親子を対象にした親子遊び「かるが
もまつり」アフタフ・バーバン講師「やさしい気持ちになろう」
をテーマに『あそびうたをあそぶ』（第４回子育て講座）
　　午後の部：養育家庭体験発表会及び教育評論家尾木直樹氏講
演会（養育保護対策協議会「研修」）
（２）オレンジリボンの全職員着用、庁内・外にポスター掲示依
頼及びオレンジキャンペーンパネルの本庁舎ロビー展示
（３）市報及び公式ホームページに掲載、啓発用の配布

子ども家庭支援セ
ンター

042-565-3651

33 東京都 清瀬市 11月23日 ○
イベント「子育てひろばフェスタ」に虐待防止コーナーを設けて
周知予定

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

042-495-7701

34 東京都 多摩市 11月17日 ○
養育家庭に関する一般向け講座を、所轄児童相談所との共催によ
り開催

子育て総合セン
ター

042-355-3833

35 東京都 多摩市 11月30日 ○ 児童虐待防止に関する一般向け講演会を開催
子育て総合セン
ター

042-355-3833

36 東京都 羽村市 8月2日
立川児童相談所、教育委員会との共催で、児童虐待防止講演会を
開催

子ども家庭部子育
て相談課子ども家
庭支援センター係

042-578-2882

○　啓発物品作成・配布

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 東京都 東京都 11月18日、19日 ○ 警視庁主催行事「親と子の警察展」にブース出展・グッズ配布
福祉保健局少子社
会対策部

03-5320-4090

2 東京都 東京都 11月 ○ 都庁舎内パネル展示（ＮＰＯ法人主催）
福祉保健局少子社
会対策部

03-5320-4090

3 東京都 千代田区 11月16日 ○ 東京駅にて企業や大学などと一緒に、街頭キャンペーンを実施
子ども部児童・家
庭支援センター

03-5298-5521

4 東京都 千代田区 11月 ○ 区内の保育園・幼稚園・小学校・中学校に配布
子ども部児童・家
庭支援センター

03-5298-5521

5 東京都 千代田区 11月 ○ 区内の商店街にチラシを掲示
子ども部児童・家
庭支援センター

03-5298-5521

6 東京都 中央区 11月 ○ リーフレット作成・配布（区内小・中学校）
福祉保健部子ども
家庭支援センター
相談係

03-3534-2103

7 東京都 中央区 11月 ○ ポケットティッシュ作成・配布（区内３地区）
福祉保健部子ども
家庭支援センター
相談係

03-3534-2103

8 東京都 港区 10月7日～8日
芝公園で実施する区民まつりに子ども家庭支援センターのブース
を設け、いじめ・児童虐待防止の啓発物品の配布を行うと共に里
親の啓発や相談を受け付ける。

子ども家庭支援部
子ども家庭支援セ
ンター

03-6400-0091

9 東京都 港区 11月 ○ 各地区総合支所に、懸垂幕「児童虐待防止推進月間」を掲揚。
子ども家庭支援部
子ども家庭支援セ
ンター

03-6400-0091

10 東京都 港区 通年 ○
オレンジリボンを作成し、区職員や関係者（区議会議員、民生委
員、警察、医療機関など）に配布。区職員や関係者がオレンジリ
ボンを着用。

子ども家庭支援部
子ども家庭支援セ
ンター

03-6400-0091

11 東京都 新宿区 11月16日 ○
東京都児童相談センター・警視庁と、高田馬場駅前オレンジリボ
ン街頭キャンペーンを開催
街頭で啓発グッズ等の配布

子ども家庭部子ど
も総合センター

03‐3232‐
0675

12 東京都 文京区 5月1日～8日 区設掲示板に児童虐待防止啓発ポスターを掲示
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-5803-1894

13 東京都 文京区 9月3日 子育てフェスティバルで児童虐待防止啓発冊子を配布
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-5803-1894
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14 東京都 文京区 11月6日～13日 ○ 区設掲示板に児童虐待防止啓発ポスターを掲示
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-5803-1894

15 東京都 文京区 11月6日～8日 ○ カラーリボンフェスタで児童虐待防止啓発冊子を配布
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-5803-1894

16 東京都 文京区 11月24日～27日 ○
国連の「女性に対する暴力根絶国際デー」（11/25）に関するイ
ベントで児童虐待防止啓発ポスターを掲示

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-5803-1894

17 東京都 台東区 11月1日～8日 ○
オレンジリボン活動の周知を図る展示物を作成し、区役所１階で
掲示する。同時に啓発物品の配布を行う。

区民部子ども家庭
支援センター

03-5824-2571

18 東京都 台東区 11月16日～24日 ○
オレンジリボン活動の周知を図る展示物を作成し、生涯学習セン
ター１階で掲示する。同時に啓発物品の配布を行う。

区民部子ども家庭
支援センター

03-5824-2571

19 東京都 墨田区 10月7、8日 「すみだまつり」において、オレンジリボンキャンペーンを実施
子育て支援総合セ
ンター

03-5630-6351

20 東京都 墨田区 7月～3月 ○
子ども版「児童虐待防止リーフレット」及び周知用カード（名刺
サイズ）を作成し、配布している。

子育て支援総合セ
ンター

03-5630-6351

21 東京都 江東区
5月、7月、10

月、11月
○

・5月21日（日）のこうとうこどもまつりに於いて、ブース出展
を行い、児童虐待防止・通告相談窓口のリーフレット・オリジナ
ルの自由帳を配布し周知を図った。
・７月の夏休み前に、区内の小学校で3年生と6年生に向けて児童
虐待の通告（相談）窓口を記載したオリジナルのクリアファイル
を作成し配布をした。
・10月28日（土）の江東区民まつりに於いてもブース出展を行い
同様の活動を実施予定。
・11月に区役所ロビーに於いて、児童虐待防止のパネル展示を行
うと共に、上記同様の活動を実施予定。要対協の関係機関に東京
都の児童虐待防止のポスター約1,500部を配布し周知を図るよう
依頼予定。
・11月12日（日）のこうとう子育てメッセに於いてもブース出展
を行い、児童虐待防止・通告相談窓口のリーフレット・オリジナ
ルの自由帳を配布し周知を図る予定。

こども未来部子育
て支援課こども家
庭支援係

03-3647-4408

22 東京都 品川区 11月1日～15日 ○ 区役所庁舎に懸垂幕を掲揚
子ども未来部子ど
も育成課児童相談
係

03-5742-6959

23 東京都 品川区 11月1日～9日 ○
庁舎内で品川区（東京都）のリーフレット及び啓発グッズの配
布、パネル展示を行う。会場：品川区役所（本庁舎３階渡り廊
下）

子ども未来部子ど
も育成課児童相談
係

03-5742-6959

24 東京都 目黒区
10月30日
～11月2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

25 東京都 大田区 11月1日～10日 ○ 区役所本庁舎に横断幕を掲揚
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

26 東京都 大田区 11月14日～30日 ○ 区役所本庁舎に懸垂幕を掲揚
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

27 東京都 大田区 11月 ○ 調布地域庁舎、蒲田地域庁舎に懸垂幕を掲揚
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

28 東京都 大田区 11月 ○ 特別出張所、区役所本庁舎、地域庁舎に昇り旗を設置
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

29 東京都 大田区 11月 ○ 保育園、児童館に横断幕を掲揚
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

30 東京都 大田区 随時 ○
児童虐待防止啓発用パンフレット、クリアファイル（一般向け、
学校向け）、ウエットティッシュ、絆創膏を作成し、イベント等
で配布

子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

31 東京都 世田谷区 通年 ○ 区職員全員のオレンジリボン（布製）着用の推進
子ども・若者部子
ども家庭課

03-5432-2255

32 東京都 世田谷区 11月 ○ 児童虐待防止推進月間PRマグネットを庁用車へ貼付しPR
子ども・若者部子
ども家庭課

03-5432-2255

33 東京都 世田谷区
10月初旬
のうち5日

世田谷児童相談所と一緒に街頭にてオレンジリボンキャンペーン
子ども・若者部子
ども家庭課

03-5432-2962

34 東京都 中野区 11月6日 ○ 児童虐待防止キャンペーンとして、駅前で啓発物品の配布
子ども教育部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3228-7867

35 東京都 杉並区 11月8日 ○
杉並児童相談所、荻窪警察と一緒に荻窪駅前にてオレンジリボン
キャンペーンを実施

保健福祉部子育て
支援課子ども家庭
支援係

03-5929-1902

36 東京都 豊島区 11月 ○ 区役所全職員が名札にオレンジリボンを着用。
東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275

37 東京都 豊島区 11月3日 ○
サンシャイン通りにて街頭キャンペーン。虐待防止推進月間のお
知らせ、グッズを配布。

東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275

38 東京都 豊島区 平成30年成人式 成人式に虐待防止に関するグッズ、資料を配布
東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275

39 東京都 豊島区 通年 ○ 区民ひろばにて虐待防止に関するポスターの掲示。
東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275
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40 東京都 豊島区 通年 ○
各種機関、子ども家庭支援センター利用者によるオレンジリボン
作成運動。

東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275

41 東京都 北区 11月 ○
「まちかどキャンペーン」として赤羽地区商店街にて民生委員等
と協働で、啓発グッズの配布を行う

子ども未来部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3914-9565

42 東京都 北区 11月 ○
「まちかどキャンペーン」として王子地区商店街にて民生委員、
学生等と協働で、啓発グッズの配布を行う

子ども未来部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3914-9565

43 東京都 北区 11月 ○
関係機関（行政機関、幼稚園等）にオレンジリボン・啓発グッズ
（絆創膏）を配布

子ども未来部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3914-9565

44 東京都 北区 10月14日
「ほっとかんまつり」にてリーフレット、オレンジリボン、啓発
グッズ（絆創膏）等を配布

子ども未来部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3914-9565

45 東京都 荒川区 11月 ○
区役所及びセンター町屋ビルへの懸垂幕（児童虐待防止推進月間
標語）の掲示

子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3805-5523

46 東京都 荒川区 11月11日 ○ 福祉まつりでの児童虐待防止啓発展示及びグッズの配布
子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3805-5523

47 東京都 荒川区
10月16日
～11月2日

○ 区役所ロビーでの児童虐待防止啓発展示及びグッズの配布
子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3805-5523

48 東京都 板橋区 11月 ○ 本庁舎の電光掲示板に、児童虐待推進月間メッセージを掲示
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3579-2656

49 東京都 板橋区 11月 ○ 庁有車にオレンジリボンのステッカーを貼付
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3579-2656

50 東京都 板橋区 11月5日 ○
すくすくまつり（子育て支援団体との共同イベント）において、
啓発パネルの展示やチラシ等の配布

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3579-2656

51 東京都 板橋区 11月20日～24日 ○
本庁舎のイベントスペースにて、啓発パネルの展示やチラシ等の
配布

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3579-2656

52 東京都 板橋区 10月～11月 ○
区立小学校5年生及び中学校1年生に、区で作成した児童虐待防止
カードを、小学5年生の保護者には、児童虐待防止リーフレット
をそれぞれ配布

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3579-2656

53 東京都 練馬区 11月 ○

・啓発グッズを作成し、講演会にて配布
・区民向けの啓発リーフレット作成、区内小中学校等で配布
・懸垂幕の掲示、庁内にオレンジリボンの装飾、パネル展の実施
（11/1～11/15）

練馬子ども家庭支
援センター管理係

03-3993-8155

54 東京都 足立区 11月11日 ○
「オレンジリボンキャンペーンinあだち 2017」
区内主要駅頭にて、チラシとオレンジリボン関連グッズを配布す
る。

子ども家庭部こど
も支援センターげ
んきこども家庭支
援課

03-3852-2863

55 東京都 葛飾区 10月中～下旬
「養育家庭体験発表会」開催のポスター及びチラシを関係機関に
配布し、区民への周知を呼びかける

子ども家庭支援課 03-3602-1386

56 東京都 江戸川区 10月2日～6日
区役所玄関多目的スペースにて養育家庭里親についてのパネル展
示と職員の説明を行う。一部スペースで児童虐待防止の資料も配
布

子ども家庭部こど
も家庭支援セン
ター養育支援係

03-6231-8170
江東児童相談所と共
催

57 東京都 江戸川区 10月8日
江戸川区民まつりにて児童虐待防止の啓発にためにオレンジ風船
とティッシュを職員が配布し興味を持った区民には、概要説明

子ども家庭部こど
も家庭支援セン
ター養育支援係

03-6231-8170

58 東京都 江戸川区
10月中旬

～11月下旬
○ 区立小学校の就学時検診時に児童虐待防止啓発ティシュを配布

子ども家庭部こど
も家庭支援セン
ター養育支援係

03-6231-8170

59 東京都 江戸川区 11月11日 ○
区内６ヶ所の共育プラザ（旧児童館）の子育てフェスティバルに
て児童虐待防止啓発ティシュを配布

子ども家庭部こど
も家庭支援セン
ター養育支援係

03-6231-8170

60 東京都 江戸川区 11月22日 ○
要保護児童対策地域協議会が主催する合同研修会に児童虐待防止
啓発グッズを配布

子ども家庭部こど
も家庭支援セン
ター養育支援係

03-6231-8170

61 東京都 八王子市 11月12日 ○
児童虐待防止推進キャンペーンでオレンジリボン及び啓発物品配
布

子ども家庭支援セ
ンター

042-656-8225

62 東京都 八王子市 11月18日～19日 ○ 八王子いちょう祭りでオレンジリボン及び啓発物品配布
子ども家庭支援セ
ンター

042-656-8225

63 東京都 八王子市 11月 ○ 市内事務所（出張所）にてオレンジリボン配布
子ども家庭支援セ
ンター

042-656-8225

64 東京都 八王子市 11月 ○
八王子市全職員及び八王子市内小中学校の教職員がオレンジリボ
ンを着用

子ども家庭支援セ
ンター

042-656-8225

65 東京都 立川市 10月4週～11月 ○
民生委員児童委員会の地区協議会で児童虐待防止キャンペーンの
PRと啓発物品を配布する

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭相
談係

042-528-6871

66 東京都 立川市 11月7日前後 ○
立川駅周辺における一般市民に向けた児童相談所のキャンペーン
活動を協働して実施する

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭相
談係

042-528-6871

67 東京都 立川市 11月 ○
本庁舎、連絡所、市内小中学校、保育園、社会福祉協議会等で啓
発ポスターを掲示する

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭相
談係

042-528-6871
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68 東京都 武蔵野市 11月10日 ○
武蔵野市管轄児童相談所及び警察署と児童虐待防止啓発キャン
ペーンを吉祥寺駅前で実施。

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭支
援係

0422-60-1850

69 東京都 武蔵野市 11月～12月 ○
市内関係機関（要対協参加機関）に、児童虐待防止に関する啓発
ポスター、冊子、物品を配布、掲示依頼。

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭支
援係

0422-60-1850

70 東京都 三鷹市 11月 ○ 市内路線バス・公衆浴場にポスター掲示
子ども発達支援課
子ども家庭支援セ
ンター

0422-40-5925

71 東京都 三鷹市 11月7日 ○
三鷹駅前デッキにおいて杉並児童相談所・三鷹警察署とともに児
童虐待防止推進月間のリーフレット等の配布

子ども発達支援課
子ども家庭支援セ
ンター

0422-40-5925

72 東京都 青梅市 11月4日、5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
も家庭支援課支援
係

0428-22-1111
内線2391

73 東京都 府中市 7月16日
地域のお祭りで子ども家庭支援センターの事業や児童の相談先を
周知する啓発物品の配布。

子ども家庭部子育
て支援課子ども家
庭支援センター

042-354-8700

74 東京都 府中市 7月16日
新設の商業ビルで子ども家庭支援センターの事業や児童の相談先
を周知する啓発物品の配布。

子ども家庭部子育
て支援課子ども家
庭支援センター

042-354-8700

75 東京都 府中市 10月14日、15日
地域のお祭りで子ども家庭支援センターの事業や児童の相談先を
周知する啓発物品の配布。

子ども家庭部子育
て支援課子ども家
庭支援センター

042-354-8700

76 東京都 府中市 9月29日
子育てひろばを周知するイベントでで子ども家庭支援センターの
事業や児童の相談先を周知する啓発物品の配布。

子ども家庭部子育
て支援課子ども家
庭支援センター

042-354-8700

77 東京都 府中市 通年 ○ 市庁舎において、虐待防止の懸垂幕を通年で掲示。
子ども家庭部子育
て支援課子ども家
庭支援センター

042-354-8700

78 東京都 調布市 通年 ○
市役所3階の壁面に，「子ども虐待防止のオレンジリボン」とし
て大きな（縦140ｃｍ程度）オレンジリボンを掲示

子ども生活部子ど
も政策課子ども政
策係

042-481-7105

79 東京都 調布市 11月 ○
各部署にオレンジリボンを配布し，職員が身に着けて児童虐待防
止推進月間のＰＲを行う

子ども生活部子ど
も政策課子ども政
策係

042-481-7105

80 東京都 調布市 11月 ○
 調布市子ども家庭支援センターすこやかの壁面に，子ども虐待
防止オレンジリボンを掲示

子ども生活部子ど
も政策課子ども政
策係

042-481-7105

81 東京都 町田市 7月27日
町田市子育て支援ネットワーク連絡会（要保護児童対策地域協議
会）研修会にて啓発物（オレンジリボン、クリアファイル、リー
フレット）を配布

子ども生活部子ど
も家庭支援セン
ター

042-724-4419

82 東京都 町田市 10月1日 エコフェスタにブースを出展し、リーフレットを配布予定
子ども生活部子ど
も家庭支援セン
ター

042-724-4419

83 東京都 町田市 11月19日 ○
養育家庭体験発表会にて啓発物（クリアファイル、リーフレッ
ト）を配布予定

子ども生活部子ど
も家庭支援セン
ター

042-724-4419

84 東京都 町田市 11月 ○
町田市子育て支援ネットワーク連絡会（要保護児童対策地域協議
会）研修会にて啓発物（オレンジリボン、クリアファイル、リー
フレット）を配布予定

子ども生活部子ど
も家庭支援セン
ター

042-724-4419 予定

85 東京都 町田市 12月3日
まちカフェ（地域活動・市民活動交流会）にブースを出展し、
リーフレットを配布予定

子ども生活部子ど
も家庭支援セン
ター

042-724-4419

86 東京都 小金井市 11月17日 ○
駅前での子ども家庭支援センター周知チラシを配布予定。
参加人数により開催場所は確定予定のためまだ未定。昨年は武蔵
小金井駅前、東小金井駅前で実施のため、同場所を検討中。

子ども家庭部子育
て支援課子育て支
援係

042-321-3161

87 東京都 小平市 11月12日 ○
都作成の児童虐待防止啓発グッズを健康フェスティバル会場で配
付。

子育て支援課 042-346-9815

88 東京都 日野市 11月 ○
パネル展示及びオレンジリボン配布（場所：地域子ども家庭支援
センター等）

子ども部子ども家
庭支援センター

042-599-6670

89 東京都 日野市 11月 ○ 庁内や関係機関にオレンジリボンを配布し着用してもらう。
子ども部子ども家
庭支援センター

042-599-6670

90 東京都 日野市 11月11日～12日 ○
第51回日野市産業祭で日野警察署と協働し児童虐待防止のチラシ
配布、パネルを展示する。

子ども部子ども家
庭支援センター

042-599-6670

91 東京都 東村山市 6月～11月 ○
市内の都立高等学校及び私立中学校・高等学校において、教職員
を対象に児童虐待の予防等をテーマとしたワークショップなどを
開催する

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

042-393-5111

92 東京都 東村山市 7月
市内小中学校の生徒・児童に対し、子ども家庭支援センター等の
連絡先を記したカードを配布する

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

042-393-5111

93 東京都 東村山市 11月 ○
市内小中学校の教職員を対象に、児童虐待の予防等をテーマにし
たワークショップなどを開催する

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

042-393-5111

94 東京都 東村山市 11月 ○
関係機関向け小冊子「児童虐待予防のための早期発見・対応ブッ
ク」を作成し、関係機関の職員等への啓発を行う

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

042-393-5111

95 東京都 国分寺市 11月中旬 ○ オレンジリボンキャンペーン。市内の駅頭にて配布予定。
子ども家庭部子育
て相談室子ども家
庭支援センター

042-572-8138

96 東京都 国分寺市 11月 ○
虐待防止月間。広報啓発用ポスターを各学校，市内施設等に配布
予定。

子ども家庭部子育
て相談室子ども家
庭支援センター

042-572-8138

61



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

97 東京都 国立市 11月 ○ パネル展示（市役所・虐待予防啓発に関連するもの）
子ども家庭支援セ
ンター

042-573-0192

98 東京都 国立市 11月 ○
おせっかいくん（着ぐるみ）のねり歩きと啓発グッズの配布（市
民祭）

子ども家庭支援セ
ンター

042-573-0192

99 東京都 国立市 11月 ○
子ども関連部署職員がオレンジリボンを着用（市役所その他市関
連施設）

子ども家庭支援セ
ンター

042-573-0192

100 東京都 福生市 10月1日 福祉まつりにおいて、広報・啓発活動を実施。
子ども家庭部子ど
も家庭支援課

042-539-2555

101 東京都 福生市 10月29日 健康まつりにおいて、広報・啓発活動を実施。
子ども家庭部子ど
も家庭支援課

042-539-2555

102 東京都 福生市 11月 ○
市内で開催している子育てサロンや子育てひろばを、回りグッズ
配布等をして広報・啓発を実施している。

子ども家庭部子ど
も家庭支援課

042-539-2555

103 東京都 東大和市 11月 ○ 市作成啓発用品の配布
子ども家庭支援セ
ンター

042-565-3651

104 東京都 東大和市
11月4日～5日、

12日
○ 「産業まつり」、「福祉際」にて啓発用品配布

子ども家庭支援セ
ンター

042-565-3651

105 東京都 東大和市 11月 ○
庁内・駅・ちょこバス他関係機関にポスター掲示　　庁舎市民ロ
ビーにキャンペーンパネル掲出

子ども家庭支援セ
ンター

042-565-3651

106 東京都 東大和市 通年 ○ 子ども家庭支援センター玄関に大型オレンジリボン掲出
子ども家庭支援セ
ンター

042-565-3651

107 東京都 東大和市 11月 ○ 全職員オレンジリボン着用
子ども家庭支援セ
ンター

042-565-3651

108 東京都 東久留米市 11月 ○
東久留米駅前及び市役所入口にて、児童虐待防止に関するリーフ
レット等を配布。市内商工会加盟店に児童虐待推進月間のポス
ターと共に市のチラシを配布し、店内に掲示してもらう。

子ども家庭部児童
青少年課子ども家
庭支援センター

042-471-0920

109 東京都 武蔵村山市 9月～11月 ○
虐待防止啓発のため、福祉祭り、ひろば事業で子どもの絵を描い
てもらい、市役所ロビーで虐待防止月間の告知とパネル掲示を行
う。

子ども家庭支援セ
ンター

042-590-1152

110 東京都 武蔵村山市 10月24日
イオン武蔵村山店で虐待防止推進のため、児童相談所と啓発グッ
ズを配布。

子ども家庭支援セ
ンター

042-590-1152

111 東京都 多摩市 10月
虐待に悩む子ども自身が相談できる電話番号を記載した「こども
ＳＯＳカード」を公立小学校４年生、中学校１年生に配布

子育て総合セン
ター

042-355-3833

112 東京都 多摩市 11月 ○
児童虐待防止に関するチラシ、ポスターを市役所、公共施設等に
設置、掲示

子育て総合セン
ター

042-355-3833

113 東京都 多摩市 通年 ○
市の子育て関連部署を中心に、職員がオレンジリボン名札スト
ラップ（東京都作成）を着用

子育て総合セン
ター

042-355-3833

114 東京都 羽村市 11月25日 ○ 保育展において相談窓口を案内するためのﾘｰﾌﾚｯﾄを配布
子ども家庭部子育
て相談課子ども家
庭支援センター係

042-578-2882

115 東京都 羽村市 通年 ○ 子ども家庭部職員のオレンジリボン着用
子ども家庭部子育
て相談課子ども家
庭支援センター係

042-578-2882

116 東京都 羽村市 11月 ○ 市民部職員のオレンジリボン着用
子ども家庭部子育
て相談課子ども家
庭支援センター係

042-578-2882

117 東京都 西東京市 10月9日
こそだてフェスタ（子育て世代向けのお祭り）で児童虐待防止啓
発用グッズ、リーフレットを作成し配布

子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

042-425-3303

118 東京都 西東京市 11月11日 ○
市民まつりで児童虐待防止啓発用グッズ、リーフレットを作成し
配布

子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

042-425-3303

119 東京都 西東京市 11月 ○ 全公用車に児童虐待防止月間の啓発マグネット貼付
子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

042-425-3303

120 東京都 西東京市 3月頃
市内全公立小中学校に子ども向け啓発リーフレットを作成し配
付。保護者向けにチラシを作成し配付

子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

042-425-3303

121 東京都 瑞穂町 5月14日 ○ 町　主催事業（ふれあいウオーキング）にてリーフレットの配布
福祉部福祉課子育
て支援係

042-568-0051

122 東京都 瑞穂町 5月24日 ○ 教員初任研修にて虐待対応マニュアルの配布及び講習
福祉部福祉課子育
て支援係

042-568-0052

123 東京都 瑞穂町 6月28日 ○ 子ども家庭支援センター運営協議会にてリーフレットの配布
福祉部福祉課子育
て支援係

042-568-0053

124 東京都 瑞穂町 9月 ○
町内保育園合同児童逆愛対応研修にて、リーフレット及び虐待対
応マニュアルの配布

福祉部福祉課子育
て支援係

042-568-0054

125 東京都 瑞穂町 11月 ○ 要保護児童対策協議会　実務者会議にてリーフレットの配布
福祉部福祉課子育
て支援係

042-568-0055

126 東京都 瑞穂町 11月 ○ 町　主催事業（産業まつり）にてリーフレットの配布
福祉部福祉課子育
て支援係

042-568-0056
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127 東京都 奥多摩町 9月1日 虐待防止ポスターの掲示と小中学生への虐待ＳＯＳカードの配布
福祉保健課子育て
推進係

0428-85-2611

128 東京都 八丈町 11月13日～24日 ○ 役場ロビーでパネル展示
子ども家庭支援セ
ンター

04996-2-4300

○　広報誌、テレビ等で周知

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 東京都 東京都 11月 ○
東京ＭＸテレビ「東京インフォメーション」午前７時１５分～２
０分児童虐待防止推進月間告知

福祉保健局少子社
会対策部

03-5320-4090

2 東京都 東京都 11月 ○ 東京都公式ホームパージ児童虐待防止推進月間告知　バナー広告
福祉保健局少子社
会対策部

03-5320-4090

3 東京都 東京都 11月 ○ 広報紙　広報東京都「児童虐待防止推進月間」告知
福祉保健局少子社
会対策部

03-5320-4090

4 東京都 東京都 11月 ○ 広報紙　月間福祉保健局「児童虐待防止推進月間」告知
福祉保健局少子社
会対策部

03-5320-4090

5 東京都 中央区 11月 ○ 区のおしらせ・ホームページ、集合ポスターに掲載
福祉保健部子ども
家庭支援センター
相談係

03-3534-2103

6 東京都 港区 11月1日 ○ 区の広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載
子ども家庭支援部
子ども家庭支援セ
ンター

03-6400-0091

7 東京都 新宿区 10月25日
区広報紙において、「児童虐待防止推進月間」の周知及び児童虐
待防止に関する区の施策・連絡先等を紹介

子ども家庭部子ど
も総合センター総
合相談係

03-3232-0675

8 東京都 文京区 11月10日 ○ 区広報紙に児童虐待防止啓発記事を掲載
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-5803-1894

9 東京都 墨田区 11月 ○
「すみだ区のお知らせ」の広報紙で児童虐待防止推進月間の周知
を図る。

子育て支援総合セ
ンター

03-5630-6351

10 東京都 江東区 通年 ○

・毎月不定期に、区報（全戸配布）の欄外へ児童虐待の通告（相
談）窓口の電話番号を記載した記事を掲載し、児童虐待防止の周
知を図っている。
・11月1日付区報に児童虐待防止推進月間の記事を掲載する予
定。また、区ホームページ・区ケーブルテレビで児童虐待防止推
進月間の周知を図る予定。

こども未来部子育
て支援課こども家
庭支援係

03-3647-4408

11 東京都 品川区 10月21日 区広報誌において、児童虐待防止に関する区の事業を紹介
子ども未来部子ど
も育成課児童相談
係

03-5742-6959

12 東京都 目黒区 10月15日 児童虐待防止推進月間のめぐろ区報への周知記事掲載
子ども家庭課子ど
も家庭支援セン
ター係

03-5722-9744

13 東京都 大田区
10月31日

～11月13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

14 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

15 東京都 大田区 11月 ○ 区役所本庁舎にデジタルサイネージを掲出
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

16 東京都 大田区 11月 ○
児童虐待防止推進月間の啓発（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

17 東京都 大田区 11月 ○ 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

18 東京都 世田谷区 11月15日 ○ 区のお知らせ「せたがや」11月15日号1面でのPR
子ども・若者部子
ども家庭課

03-5432-2255

19 東京都 渋谷区 11月 ○ 区広報紙において、児童虐待防止推進月間を紹介

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭相
談係

03-3405-9673

20 東京都 中野区 11月5日 ○ 広報誌「児童虐待防止月間」周知
子ども教育部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3228-7867
現時点での予定であ
り、確定事項ではな
い

21 東京都 杉並区 11月1日 ○ 区広報の特集紙面により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

22 東京都 豊島区 11月1日 ○ 区報(全戸配布版)に虐待防止の特集記事を掲載。
東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275

23 東京都 北区 11月1日 ○
東京都北区広報誌紙において、児童虐待防止に関する区の取り組
みを紹介

子ども未来部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3914-9565

24 東京都 荒川区 10月21日 あらかわ区報への児童虐待防止推進月間啓発記事の掲載
子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3805-5523

25 東京都 板橋区 11月11日 ○ 区の広報紙に、児童虐待防止推進月間の啓発記事を掲載
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3579-2656

26 東京都 板橋区 11月 ○
アイシェフボード（外国人向け広報紙）に、児童虐待防止推進月
間の啓発記事を掲載

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3579-2656 11月上旬発行
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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

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

27 東京都 葛飾区 11月5日 ○ 区の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

28 東京都 葛飾区 11月15日 ○ 区の広報誌にて「養育家庭制度」の発表会の開催記事を掲載 子ども家庭支援課 03-3602-1386

29 東京都 八王子市 11月1日 ○ 広報はちおうじに児童虐待防止推進月間の取り組みを紹介
子ども家庭支援セ
ンター

042-656-8225

30 東京都 立川市 11月10日 ○ 市報にて児童虐待防止推進月間の啓発記事を掲載する

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭相
談係

042-528-6871

31 東京都 立川市 11月 ○
生活安全課の青色パトロール車により啓発テープを市内を巡回し
て流す

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭相
談係

042-528-6871

32 東京都 立川市 11月 ○
市役所や子ども家庭支援センターのロビーにおいて『OSEKKAI』
くんのPRムービーを放映する

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭相
談係

042-528-6871

33 東京都 武蔵野市 11月 ○ むさしのFMで児童虐待防止月間について周知

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭支
援係

0422-60-1850

34 東京都 青梅市 11月1日 ○ 市の広報誌に児童虐待防止月間の記事を掲載
子ども家庭部子ど
も家庭支援課支援
係

0428-22-1111
内線2391

35 東京都 府中市 11月1日 ○ 広報ふちゅうやホームページで虐待防止月間について広報する。
子ども家庭部子育
て支援課子ども家
庭支援センター

042-354-8700

36 東京都 調布市 10月20日
市報（10月20日号予定）・ホームページに「11月は童虐待防止推
進月間」の記事とともに相談窓口を掲載

子ども生活部子ど
も政策課子ども政
策係

042-481-7105
市報掲載は，10月5
日号又は11月5日号
になる可能性もあり

37 東京都 調布市 通年 ○
市報の欄外に，児童虐待の通報・相談窓口として子ども家庭支援
センターすこやかの虐待防止ホットライン（フリーダイヤル）を
掲載。

子ども生活部子ど
も政策課子ども政
策係

042-481-7105

38 東京都 調布市
10月下旬

～11月上旬
○

CATVの市情報番組「テレビ広報ちょうふ」で，虐待の種類，通告
制度，相談窓口など，児童虐待防止の啓発と児童虐待防止推進月
間の関連取組を放送する

子ども生活部子ど
も政策課子ども政
策係

042-481-7105

39 東京都 町田市 11月15日 ○
市広報紙にて児童虐待防止に関する記事を掲載予定
（里親推進月間に関する記事と合わせて掲載予定）

子ども生活部子ど
も家庭支援セン
ター

042-724-4419

40 東京都 日野市 11月1日 ○
11月1日号「広報ひの」で、児童虐待相談や子育て支援に関する
特集記事を掲載する。

子ども部子ども家
庭支援センター

042-599-6670

41 東京都 東村山市 11月 ○ 市報において、児童虐待防止月間を紹介する
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

042-393-5111

42 東京都 国立市 11月 ○ 市報掲載（虐待予防啓発に関するもの）
子ども家庭支援セ
ンター

042-573-0192

43 東京都 東大和市 10月15日 市報・公式ホームページ掲載
子ども家庭支援セ
ンター

042-565-3651

44 東京都 清瀬市 11月1日 ○ 市報に掲載し周知予定
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

042-495-7701

45 東京都 武蔵村山市 11月 ○
市報、子ども家庭支援センターホームページで虐待防止月間いつ
いて広報、周知を行う。

子ども家庭支援セ
ンター

042-590-1152

46 東京都 多摩市 10月20日 市広報において、児童虐待防止に関する特集記事を掲載
子育て総合セン
ター

042-355-3833

47 東京都 多摩市 11月 ○ 児童虐待防止に関する展示を市役所、公共施設において実施
子育て総合セン
ター

042-355-3833

48 東京都 稲城市 11月1日 ○ 市広報紙において「児童虐待防止月間」について周知
福祉部子育て支援
課子ども家庭支援
センター

042-378-6366

49 東京都 羽村市 11月1日 ○ 11月1日号の広報はむらへ児童虐待の内容、相談窓口の案内
子ども家庭部子育
て相談課子ども家
庭支援センター係

042-578-2882

50 東京都 羽村市 11月中の1週間 ○ 東京都で作成したDVDの一部をテレビはむらで放映
子ども家庭部子育
て相談課子ども家
庭支援センター係

042-578-2882

51 東京都 あきる野市 11月1日 ○ 市広報紙にて児童虐待防止推進月間の周知 042-550-3313

52 東京都 西東京市 11月 ○ 市ホームページ・市報による児童虐待防止推進月間の周知
子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

042-425-3303

53 東京都 西東京市 通年 ○
市ホームページで児童虐待相談の窓口や児童虐待防止の啓発を掲
載

子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

042-425-3303

54 東京都 瑞穂町 11月 ○ 町　広報・ホームページにて　周知を図る
福祉部福祉課子育
て支援係

042-568-0057
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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

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

55 東京都 檜原村 11月1日 ○ 村広報誌にて児童虐待防止推進月間周知。
子供家庭支援セン
ター

042-598-3122

56 東京都 奥多摩町 11月6日 ○ 広報に児童虐待防止について記載
福祉保健課子育て
推進係

0428-85-2611

57 東京都 大島町 11月1日 ○ 町広報誌にて、児童虐待防止推進月間について紹介,。
子ども家庭支援セ
ンター

04992-2-2381

58 東京都 八丈町 11月1日 ○ 町広報でＰＲ
子ども家庭支援セ
ンター

04996-2-4301

59 東京都 八丈町
11月1日、8日、
15日、22日、29

日
○ 防災無線でＰＲ

子ども家庭支援セ
ンター

04996-2-4301

○　民間企業等とのタイアップ

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 東京都 東京都 10月21日
味の素スタジアム　ＪリーグＦＣ東京と共同でキャンペーン活動
オーロラビジョン動画放映

福祉保健局少子社
会対策部・多摩児
童相談所

03-5320-4090

2 東京都 東京都 12月18日
社会人アメフトⅩリーグ決勝　東京ドームオーロラビジョンにて
児童虐待防止ＰＲ動画配信

福祉保健局少子社
会対策部

03-5320-4090

3 東京都 調布市 11月 ○
東京都多摩児童相談所と合同で，味の素スタジアムでのＦＣ東京
の試合にて，オレンジリボンキャンペーングッズの配布や児童虐
待防止推進月間のＣＭを放映

子ども生活部子ど
も政策課子ども政
策係

042-481-7105

4 東京都 東大和市
9月15日

～11月9日
○

(株)イトーヨーカ堂及び(株)セブンーイレブン・ジャパンにチラ
シ・ポスター掲出依頼

子ども家庭支援セ
ンター

042-565-3651

○　その他

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 東京都 千代田区 11月 ○
区内の学童保育を利用する子どもたちに書いてもらったメッセー
ジを区役所へ掲示

子ども部児童・家
庭支援センター

03-5298-5521

2 東京都 江東区 11月 ○
江東区と江戸川区に架かる橋（ふれあい橋）をオレンジ色にライ
トアップして児童虐待防止の周知を図る予定。（11月1日～12
日・27日～30日）

こども未来部子育
て支援課こども家
庭支援係

03-3647-4408

3 東京都 豊島区
7月27日

～11月30日
○

大正大学人間学部社会福祉学科の学生との虐待防止事業の準備、
参加。(としま共創事業)

東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275

4 東京都 豊島区 通年 ○ 区民ひろばにて子ども家庭支援センター職員による出張相談。
東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275

5 東京都 足立区 11月15日～20日 ○
「養育家庭制度ＰＲパネル展示」
区役所本庁舎にて、養育家庭制度ＰＲパネルの展示を実施する。

子ども家庭部こど
も支援センターげ
んきこども家庭支
援課

03-3852-2863
開始日は13時から、
終了日は9時まで

6 東京都 足立区 11月26日 ○
「養育家庭体験発表会」
こども支援センターげんきにて、養育家庭による体験発表会を実
施する。

子ども家庭部こど
も支援センターげ
んきこども家庭支
援課

03-3852-2863

7 東京都 足立区
10月26日、
11月22日

○

「怒鳴らない子育て講座（入門編）」
３歳～小学生までのお子さんの保護者を対象に、適切な叱り方・
ほめ方を通してコミュニケーションのとり方を学ぶことを目的と
した講座を実施する。

子ども家庭部 こど
も支援センターげ
んきこども家庭支
援課

03-3852-2863

8 東京都 足立区
11月2日

～12月14日
○

「完璧な親なんていない講座」
１、２歳のお子さんの保護者を対象に、育児に対する不安解消と
育児スキルを高めることを目的とした講座を実施する。

子ども家庭部こど
も支援センターげ
んきこども家庭支
援課

03-3852-2863
毎週木曜（11月23日
を除く）

9 東京都 葛飾区 通年 ○ 「24時間児童虐待通報専用ダイヤル」の設置(通年の電話相談) 子ども家庭支援課 03-3602-1386

10 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 03-3602-1386

11 東京都 江戸川区 11月1日～15日 ○
区民施設「タワーホール船堀」の展望塔を児童虐待防止のシンボ
ルであるオレンジ色にライトアップする。

子ども家庭部こど
も家庭支援セン
ター養育支援係

03-6231-8170

12 東京都 八王子市 11月10日～24日 ○
女性に対する暴力防止キャンペーンパネル展において児童虐待防
止パネルを出展

子ども家庭支援セ
ンター

042-656-8225

13 東京都 調布市 11月3日 ○

「いじめや虐待のないまち」宣言ＰＲとして，市内の小学生が
「みんな なかよし」をテーマに描いた絵をシール加工してごみ
収集車に貼る事業を通年で行っている。毎年，夏休みに新しい絵
を募集し，11月初旬に市役所庁舎前で出発式を行う。

子ども生活部子ど
も政策課子ども政
策係

042-481-7105

14 東京都 国分寺市 随時
いじめ虐待防止に関する広報啓発と子ども専用相談電話の利用に
ついて小学校の朝の放送で広報活動。

子ども家庭部子育
て相談室子ども家
庭支援センター

042-572-8138
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【神奈川県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 神奈川県 相模原市 11月10日 ○
さがみはら子どもの権利の日のつどいにおいて児童虐待問題につ
いて講演を実施
場所：あじさい会館　ホール

こども・若者未来
局こども家庭課、
こども・若者未来
局こども・若者支
援課

042-769-9811

2 神奈川県 相模原市 11月4日、5日 ○
潤水都市さがみはらフェスタへ出展（記念手形の作成・配布、う
ちの子自慢ふせんアート、児童虐待防止啓発グッズの配布等）
場所：相模総合補給廠

こども・若者未来
局こども家庭課

042-769-9811

3 神奈川県 秦野市 8月 研修会「児童虐待の予防・対応のために」を実施
こども育成課こど
も若者相談担当

0463-82-6241

4 神奈川県 海老名市 11月30日 ○
海老名市保健相談センターにおいて、虐待防止に関する研修（ケ
アー）を実施

保健福祉部子育て
相談課こども家庭
相談室

046-235-4825

5 神奈川県 海老名市
11月2日、
9日、16日

○
海老名市保健相談センターにおいて、虐待防止に関する研修（NP
講座）を実施

保健福祉部子育て
相談課こども家庭
相談室

046-235-4825

6 神奈川県 座間市 11月17日 ○ 児童虐待防止講演会を開催
子ども未来部子ど
も政策課児童相談
係

046-252-8026

○　啓発物品作成・配布

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 神奈川県 神奈川県 11月 ○ のぼり旗設置等の広報啓発を実施 子ども家庭課 045－210-4655

2 神奈川県 神奈川県 11月 ○
各児童相談所において児童虐待防止に向けた広報啓発パネルを展
示

子ども家庭課 045－210-4655

3 神奈川県 横浜市 11月 ○

児童虐待防止推進月間に関する広報・啓発
　●区役所庁舎内に児童虐待防止啓発パネル展示、のぼり旗、市
作成の虐待防止啓発リーフレットの配布
　●区役所外壁等に児童虐待防止の横断幕掲示
　●区作成の「ストップこども虐待」ポスターを自治体掲示板に
掲示

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

4 神奈川県 横浜市 11月 ○
区民まつり等で虐待防止啓発キャンペーンを実施
オレンジリボンや啓発物品、市作成の虐待防止啓発リーフレット
を配布

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

5 神奈川県 横浜市 11月 ○
市庁舎市民広間で児童虐待防止啓発パネルを展示
市作成の虐待防止啓発リーフレットを配布

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

6 神奈川県 川崎市
10月1日

～11月30日
○ 市内各区民祭等において啓発物を配布

こども未来局児童
家庭支援･虐待対策
室

044-200-0132

7 神奈川県 相模原市 11月 ○
オレンジリボン及び同リボン運動のＰＲカードを作成し、期間中
の各種イベントや街頭啓発等において、市民等に配布
場所：相模大野駅、橋本駅（予定）

こども・若者未来
局こども家庭課

042-769-9811

8 神奈川県 相模原市 11月 ○

児童虐待防止に関するパネル展示及び懸垂幕やのぼり旗の掲示を
実施
場所：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、橋本駅

こども・若者未来
局こども家庭課

042-769-9811

9 神奈川県 平塚市 通年 ○ 児童相談所全国共通ダイヤル１８９周知チラシを配布 こども家庭課 0463-21-9843

10 神奈川県 鎌倉市 11月11日 ○
第24回玉縄まつりにおいて、啓発ブースを設置し、啓発パネルの
展示や啓発リーフレット、啓発グッズ配布を実施

こども相談課 0467-61-3751

11 神奈川県 鎌倉市 11月1日～30日 ○ 公用車に児童虐待防止推進月間マグネットを貼付 こども相談課 0467-61-3751

12 神奈川県 鎌倉市 11月1日～10日 ○
市役所ロビー展示
啓発ブースを設置し、啓発パネル等を展示

こども相談課 0467-61-3751

13 神奈川県 小田原市 11月 ○
保育所や学校、子育て支援センターや市役所窓口において、児童
虐待防止啓発グッズ（神奈川県作成）を配布予定

子ども青少年部子
育て政策課こども
相談係

0465-33-1873

14 神奈川県 秦野市 11月 ○ 関係機関に市作成のポスターを掲示
こども育成課こど
も若者相談担当

0463-82-6241

15 神奈川県 秦野市 11月 ○ 自治会に市作成のチラシを回覧し、月間を周知
こども育成課こど
も若者相談担当

0463-82-6241

16 神奈川県 厚木市 11月1日 ○
児童虐待防止推進月間街頭キャンペーンにおいて、リーフレット
及び啓発物品を配布

こども未来部家庭
相談課

046-225-2244

17 神奈川県 大和市 11月3日 ○
市内の商業施設において、虐待防止啓発物品（トイレットペー
パー）を配布

こども部すくすく
子育て課家庭こど
も相談担当

046-260-5618 ※現在予定

18 神奈川県 伊勢原市 11月 ○
オレンジリボンキャンペーンとして、駅での啓発、市役所庁内懸
垂幕掲揚、広報を実施

子ども家庭相談課 0463-94-4711
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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

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

19 神奈川県 海老名市 11月 ○
市内小学校児童に対し、虐待防止啓発物品として市独自で作成し
たポケットティッシュを配布

保健福祉部子育て
相談課こども家庭
相談室

046-235-4825

20 神奈川県 座間市 11月19日 ○ ふるさとまつりにおいて啓発物品を配布
子ども未来部子ど
も政策課児童相談
係

046-252-8026

21 神奈川県 座間市 11月1日～ ○
トイレ内に啓発用トイレットペーパーを設置（市役所内・子育て
支援センター・市民健康センター・公民館・コミュニティセン
ター・中学校等）

子ども未来部子ど
も政策課児童相談
係

046-252-8026

22 神奈川県 座間市 11月1日～30日 ○
市役所1階エレベーターホール前においてパネル展示を実施（啓
発物品及び講演会のちらし配布）

子ども未来部子ど
も政策課児童相談
係

046-252-8026

23 神奈川県 座間市 11月1日～30日 ○ 市内小・中学校教職員へオレンジリボンを配布
子ども未来部子ど
も政策課児童相談
係

046-252-8026

24 神奈川県 葉山町 11月初旬 ○ リーフレットを作成し、町内幼保小中に配布
福祉部子ども育成
課子育て相談係

046-876-1111

25 神奈川県 大磯町 11月 ○ オレンジリボンを配布
子育て支援総合セ
ンター

0463-71-3377

26 神奈川県 大磯町 11月 ○ 啓発チラシを配布
子育て支援総合セ
ンター

0463-71-3377

27 神奈川県 大磯町 11月 ○ 町内在住の年長児に啓発グッズを配布（町広報誌に掲載）
子育て支援総合セ
ンター

0463-71-3377

28 神奈川県 山北町 通年 ○ 児童虐待に関する相談先を紹介するカードを窓口配布 福祉課 0465-75-3644

○　広報誌、テレビ等で周知

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 神奈川県 神奈川県 11月 ○ 広報誌「県のたより」に児童虐待に関する記事を掲載 子ども家庭課 045－210-4655

2 神奈川県 横浜市 11月 ○

児童虐待防止推進月間に関する広報・啓発
　●区広報紙等を活用して、児童虐待防止推進月間の関連記事を
区民に周知
　●区役所内のデジタルサイネージや放送において、相談窓口等
を周知

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

3 神奈川県 相模原市 11月 ○ 広報さがみはらへ特集記事を掲載
こども・若者未来
局こども家庭課

042-769-9811 11月1日号

4 神奈川県 平塚市 11月 ○ 平塚市ほっとメールで「児童虐待防止推進月間」を周知 こども家庭課 0463-21-9843

5 神奈川県 藤沢市 11月10日 ○ 市広報紙を通じて「児童虐待防止推進月間」を周知
子ども青少年部子
ども家庭課

0466-50-3569

6 神奈川県 藤沢市 11月 ○ 市ホームページにおいて「児童虐待防止推進月間」を周知
子ども青少年部子
ども家庭課

0466-50-3569

7 神奈川県 茅ヶ崎市 11月1日 ○ 市広報紙に児童虐待防止の啓発記事を掲載
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

8 神奈川県 逗子市 11月 ○
市広報誌において、オレンジリボンマラソン・児童虐待防止月間
標語を紹介

教育部子育て支援
課

046-873-1111

9 神奈川県 秦野市 11月 ○ 「広報はだの」に児童虐待防止推進月間について掲載
こども育成課こど
も若者相談担当

0463-82-6241

10 神奈川県 厚木市 11月1日 ○ 児童虐待防止推進月間を市広報誌で周知
こども未来部家庭
相談課

046-225-2244

11 神奈川県 大和市 11月1日 ○ 市広報誌、市のHPに児童虐待防止推進月間のお知らせを掲載
こども部すくすく
子育て課家庭こど
も相談担当

046-260-5618

12 神奈川県 座間市 11月1日 ○
市ホームページ・市広報誌に啓発文言と平成29年度厚生労働省、
内閣府作成のポスターを掲載

子ども未来部子ど
も政策課児童相談
係

046-252-8026

13 神奈川県 座間市 11月1日～30日 ○ 庁内放送による周知
子ども未来部子ど
も政策課児童相談
係

046-252-8026

14 神奈川県 綾瀬市 11月 ○ 市広報誌において虐待防止推進月間普及啓発
健康子ども部子育
て支援課子育て支
援担当

0467-70-5664

15 神奈川県 葉山町 11月 ○ 広報はやまへ児童虐待予防の記事を掲載
福祉部子ども育成
課子育て相談係

046-876-1111 11月1日号

16 神奈川県 寒川町 11月1日～30日 ○ 母子健康アプリで「児童虐待防止推進月間」を周知 子育て支援課 0467-74-1111

17 神奈川県 大磯町 11月 ○ 町広報紙で児童虐待防止推進月間を周知
子育て支援総合セ
ンター

0463-71-3377

18 神奈川県 二宮町 11月 ○ 町広報紙において児童虐待防止推進月間の記事を掲載 子ども育成課 0463-71-3311
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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

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

19 神奈川県 中井町 11月1日 ○ 広報に児童虐待防止月間について掲載 福祉課 0465-81-5548

20 神奈川県 大井町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する情報を提供 子育て健康課 0465-83-8011

21 神奈川県 松田町 11月1日 ○ 町広報紙において児童虐待防止について啓発
子育て健康課健康
づくり係

0465-84-5544

22 神奈川県 山北町 通年 ○
町広報紙（お知らせ版）において、直近の児童虐待予防相談日を
周知

保険健康課 0465-75-0822

23 神奈川県 開成町 11月 ○
町広報紙において、児童虐待防止推進月間及び通告制度に関する
周知を実施

教育委員会子ど
も・子育て支援室

0465-84-0328

24 神奈川県 箱根町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待の防止について掲載
福祉部子育て支援
課子育て推進係

0460-85-9595

25 神奈川県 真鶴町
6月26日
～7月2日

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間に合わせた町広報掲載
及びポスター掲示

健康福祉課 0465-68-1131

26 神奈川県 湯河原町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間について掲載 こども支援課 0465-63-2111

27 神奈川県 愛川町 11月 ○
「広報あいかわ」平成２９年１１月号へ児童虐待防止推進月間、
相談先等を掲載

民生部子育て支援
課

046-285-6932

28 神奈川県 清川村 11月 ○ 村広報誌及びホームページにおいて周知を実施 保健福祉課 046-288-3861

○　民間企業等とのタイアップ

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 神奈川県 横浜市 11月 ○ 駅構内での横断幕設置
こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

2 神奈川県 横浜市 11月 ○
市内百貨店の子ども用品フロアにおいて、市作成の虐待防止啓発
ポスター掲示やフロア従業員がオレンジリボンを着用しての啓発
を実施

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

3 神奈川県 横浜市 通年 ○
「横浜市子供を虐待から守る条例」において、毎月５日が「子供
虐待防止推進の日」とされたことから、市営地下鉄車内ＬＥＤ広
告において虐待防止を周知

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

4 神奈川県 横浜市 通年 ○

横浜市と「地域活性化に関する包括連携協定」を締結している
「日本ＫＦＣホールディングス（株）」と協働で、ケンタッキー
フライドチキンの市内４２店舗において、啓発リーフレット配布
や店長に対する児童虐待防止に関する啓発活動を実施

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

5 神奈川県 横浜市 通年 ○

横浜市と「地域活性化に関する包括連携協定」を締結している
「（株）ローソン」と協働で、中区山下公園内にある子育て支援
に特化したコンビニ「ハッピーローソン」店内において、児童虐
待防止キャラクターを使用した啓発を実施

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

6 神奈川県 横浜市 通年 ○
市内動物園、サッカークラブチーム、携帯電話会社等において、
市作成の虐待防止啓発ポスターを掲示

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

7 神奈川県 川崎市 12月2日
川崎フロンターレホームゲーム最終戦において、オーロラビジョ
ンで啓発メッセージを放送

こども未来局児童
家庭支援･虐待対策
室

044-200-0132

8 神奈川県 相模原市 11月7日～13日 ○
市電設協会の協力により、ウェルネスさがみはらをオレンジ色に
ライトアップし、児童虐待防止の啓発を実施

こども・若者未来
局こども家庭課

042-769-9811

○　その他

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 神奈川県 横浜市 11月 ○
各区で児童虐待防止をテーマにしたイベント等の実施
　●映画上演会、チャリティーコンサート、児童虐待予防講演会
等の開催、及び会場内での啓発物品、リーフレットの配布

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

2 神奈川県 横浜市 11月 ○
保育所、民生委員、町内会等を対象に、虐待防止の出前講座を開
催

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

3 神奈川県 横浜市 11月 ○
市内建築物のライトアップを実施（ＤＶ防止と共同、オレンジ色
と紫色）

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

4 神奈川県 川崎市 12月上旬
小学生を対象としたフットサル大会（オレンジリボン・ファミ
リーカップ）を開催

こども未来局児童
家庭支援･虐待対策
室

044-200-0132

5 神奈川県 秦野市 通年 ○
こんにちは赤ちゃん訪問員への講話「児童虐待予防について」を
実施

こども育成課こど
も若者相談担当

0463-82-6241

6 神奈川県 綾瀬市 11月 ○ 民生・主任児童委員研修において児童虐待研修を実施
健康子ども部子育
て支援課子育て支
援担当

0467-70-5664 日程調整中

7 神奈川県 綾瀬市 6月～3月
子育て講座『楽しく子育てしよう～イライラ子育てからの脱出
～』を実施

健康子ども部子育
て支援課子育て支
援担当

0467-79-6925
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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

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

8 神奈川県 綾瀬市 11月 ○
子育て講座『赤ちゃんがきた～思春期から花ひらく０歳時期の育
児～』を実施

健康子ども部子育
て支援課子育て支
援担当

0467-79-6925 日程調整中

9 神奈川県 愛川町 11月 ○
児童虐待問題について関係機関の共通理解と連携を深めるため、
要保護児童対策研修会を実施（対象：民生委員代表、主任児童委
員、小中学校生徒指導担当、保育園等）

民生部子育て支援
課

046-285-6932
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【新潟県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 新潟県 新潟市 11月1日 ○
新潟市こども創造センターでオレンジリボンキャンペーンイベン
ト（母子分離型ワークショップ）を開催

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

2 新潟県 柏崎市 11月25日 ○ 児童虐待防止に関する講演会を開催
教育委員会子育て
支援センター

0257-20-4210

3 新潟県 新発田市 11月 ○
児童虐待対応研修会を実施（保育園・幼稚園・認定こども園向
け）

こども課 0254-26-3257

4 新潟県 小千谷市 8月25日 児童虐待防止研修会を開催
社会福祉課子育て
支援係

0258-83-3517

5 新潟県 十日町市 5月9日
民生委員向け研修会「十日町市の児童虐待と対応の現状につい
て」を川治公民館において開催

市民福祉部健康づ
くり推進課母子保
健係

025-757-9759

6 新潟県 十日町市 8月1日
小学校・中学校・特別支援学校職員向け研修会「子ども虐待対応
研修会」を市役所において開催

市民福祉部健康づ
くり推進課母子保
健係

025-757-9759

7 新潟県 十日町市 8月22日
保育園・幼稚園・認定こども園・子育て支援センター職員向け研
修会「子ども虐待対応研修会」を市役所において開催

市民福祉部健康づ
くり推進課母子保
健係

025-757-9759

8 新潟県 十日町市
10月3日
～11月7日

○ 親支援講座（NPプログラム）を中央公民館において実施
市民福祉部健康づ
くり推進課母子保
健係

025-757-9759 毎週火曜日に実施

9 新潟県 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を
実施

教育委員会こども
課

0258-62-1700

10 新潟県 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

11 新潟県 五泉市 11月26日 ○
福祉会館において親の関わり方が子どもの心身に及ぼす影響を
テーマとした虐待予防講演会を開催

こども課子育て支
援係

0250-43-3911

12 新潟県 阿賀野市 7月10日 児童虐待防止研修会を水原保健センターにおいて開催
社会福祉課児童・
若者相談支援係

0250-62-2510

13 新潟県 阿賀野市
5月～6月、8月
～9月、11月～
12月、2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・
若者相談支援係

0250-62-2510

14 新潟県 佐渡市 11月18日 ○ 乳幼児期の愛着に関する講演会を実施
子ども若者相談セ
ンター

未定
10月以降センターの
引越しに伴い電話番
号変更

15 新潟県 佐渡市 12月2日 少年期の育ち直し、育て直しに関する講演会を実施
子ども若者相談セ
ンター

未定
1０月以降センター
の引越しに伴い電話
番号変更

16 新潟県 魚沼市 10月31日
保育園、こども園、幼稚園職員向けに虐待予防に関する研修会を
開催

子ども課魚沼市子
育て支援センター

025-792-6356

○　啓発物品作成・配布

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 新潟県 新潟県 11月 ○ 県内コンビニエンスストアにリーフレットやステッカー等を配置 児童家庭課 025-280-5926

2 新潟県 新潟県 11月 ○ イベントにおいて児童虐待防止に関する啓発展示等を実施 児童家庭課 025-280-5926

3 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
こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

4 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
こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

5 新潟県 新潟市 10月～11月 ○
就学前健診時に虐待通告先チラシ及び児童虐待防止啓発用クリア
ファイルを配付

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

6 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

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

7 新潟県 新潟市 11月 ○ 市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
こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

8 新潟県 新潟市 10月
にいがたキッズプロジェクト「キッズフェスティバル」会場で啓
発チラシ、オレンジリボン等を配付

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

9 新潟県 新潟市 11月～12月 ○ （東区）量販店等にポスターや啓発チラシを配布
こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

10 新潟県 新潟市 11月～12月 ○ （東区）自治会等に虐待・発達障がいの啓発チラシを回覧
こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

11 新潟県 新潟市 11月～12月 ○
（東区）幼稚園を訪問し、教諭向けに虐待の初期対応について説
明を実施

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

12 新潟県 新潟市 11月 ○
（中央区）中央区子育て応援マスコット「たっちゃん」の着ぐる
みを用い、児童虐待防止啓発のグッズを配布

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193
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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

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

13 新潟県 新潟市 通年 ○
（西区）「子育て情報誌はぐくみ（冊子）」Vol．４（2016年度
作成）にオレンジリボン運動について掲載し、区役所、保健福祉
センター、公民館等で配布

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

14 新潟県 新潟市 通年 ○
（西蒲区）父子手帳「ＰＡＰＡ－ＮＯＴＥ」第２号で啓発記事を
記載

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

15 新潟県 長岡市 通年 ○
児童虐待防止啓発及び子育てに関するＱ＆Ａを掲載した「おやこ
スマイルガイド」を妊娠届受付時に無料配布

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

16 新潟県 三条市 11月 ○
市役所職員等によるオレンジリボンの着用
FM三条にて児童虐待防止推進月間について放送

教育委員会子育て
支援課総合支援係

0255-45-1114

17 新潟県 柏崎市 11月 ○
保育園、幼稚園及び小中学校教員並びに市役所関係各課にオレン
ジリボンを配布し、オレンジリボン運動に参加してもらう

教育委員会子育て
支援センター

0257-20-4210

18 新潟県 新発田市 通年 ○
妊娠届出時冊子や新生児訪問時リーフレットで、揺さぶられ症候
群について啓発

健康推進課 0254-28-9211

19 新潟県 糸魚川市 通年 ○
市内小・中学校、校長会、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

教育委員会事務局
こども課

025-552-1511

20 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を印刷した
カード等を配布

教育委員会事務局
こども課

025-552-1511

21 新潟県 妙高市 11月 ○ 市報へ児童虐待防止啓発記事を掲載
妙高市こども教育
課

0255-74-0039

22 新潟県 五泉市 通年 ○ オレンジリボンを配布
こども課子育て支
援係

0250-43-3911

23 新潟県 阿賀野市 11月 ○ 児童虐待防止啓発パンフレットを作成・配布
社会福祉課児童・
若者相談支援係

0250-62-2510

24 新潟県 佐渡市 9月以降通年 ○ 通告、相談窓口周知のチラシを配布
子ども若者相談セ
ンター

未定
1０月以降センター
の引越しに伴い電話
番号変更

25 新潟県 魚沼市 11月1日 ○
庁舎窓口や関係機関に「児童虐待防止推進月間」のポスター、
リーフレットを配布

子ども課魚沼市子
育て支援センター

025-792-6356

26 新潟県 胎内市 通年 ○
妊婦に対し、メンタルヘルス(産後うつ予防等）に関するリーフ
レットを配布

こども支援課 0254-43-6111

27 新潟県 出雲崎町 11月 ○
生涯学習フェスティバルにおいて児童虐待防止のための啓発物品
等を配布

保健福祉課 0258-78-2293

○　広報誌、テレビ等で周知

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 新潟県 新潟県 ７月19日～ ○
県ホームページにおいて、児童虐待に関する県民アンケートの結
果を公表

児童家庭課 025-280-5926

2 新潟県 新潟県 11月 ○
県ホームページにおいて、児童虐待防止推進月間及び児童虐待の
相談窓口を周知

児童家庭課 025-280-5926

3 新潟県 新潟県 11月 ○
ラジオの県スポット番組において児童虐待防止推進月間及び児童
虐待の相談窓口を周知

児童家庭課 025-280-5926

4 新潟県 新潟市 10月～12月 ○ フリーペーパーに虐待防止の啓発記事を掲載
こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

5 新潟県 新潟市 10月 市報に虐待防止の啓発記事を掲載
こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

6 新潟県 新潟市 11月 ○
（秋葉区）市政情報モニターにより児童虐待防止推進月間につい
て広報

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

7 新潟県 新潟市 11月 ○
（南区）市政情報モニターにより１８９番（いちはやく）及び児
童虐待防止推進月間について広報

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

8 新潟県 新潟市 11月 ○
（西蒲区）市政情報モニターにより児童虐待防止推進月間につい
て広報

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

9 新潟県 長岡市 11月 ○
市政だよりで児童虐待防止推進月間の標語・オレンジリボンや市
の相談窓口等を掲載

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

10 新潟県 長岡市 11月 ○
市役所設置の大型ビジョンで児童虐待防止推進月間や市の相談窓
口等をＰＲ

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

11 新潟県 柏崎市 11月 ○ 児童虐待防止について、広報誌において周知
教育委員会子育て
支援センター

0257-20-4210

12 新潟県 新発田市 11月 ○ 広報誌で児童虐待、児童虐待防止推進月間や相談窓口を掲載 こども課 0254-26-3257

13 新潟県 新発田市 通年 ○
市ホームページ・子育て応援誌・広報誌に、児童虐待や相談窓
口、乳幼児揺さぶられ症候群に関する記事を掲載

こども課 0254-26-3257

14 新潟県 小千谷市 10月25日 ○
市広報誌（市報）において、児童虐待の早期発見・早期対応に対
する協力依頼の記事を掲載

社会福祉課子育て
支援係

0258-83-3517
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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

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

15 新潟県 見附市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間についてPR
教育委員会こども
課

0258-62-1700

16 新潟県 村上市 11月1日 ○ 県広報紙において、児童虐待防止月間等について周知 福祉課福祉政策室 0254-53-3201

17 新潟県 糸魚川市 1月 市広報誌において相談窓口について周知
教育委員会事務局
こども課

025-552-1511

18 新潟県 糸魚川市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待防止推進月間について周知
教育委員会事務局
こども課

025-552-1511

19 新潟県 五泉市 11月 ○ 11月10日発行の市広報紙に子ども虐待予防に関する記事を掲載
こども課子育て支
援係

0250-43-3911

20 新潟県 上越市 通年 ○ 広報誌で虐待相談専用ダイヤルを周知
すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111

21 新潟県 上越市 7月15日 広報誌において児童虐待について周知
すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111

22 新潟県 上越市 10月31日 地元ラジオで児童虐待防止推進月間を周知
すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111

23 新潟県 阿賀野市 11月1日 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載
社会福祉課児童・
若者相談支援係

0250-62-2510

24 新潟県 魚沼市
10月25日、11月
10日、11月25日

○
市広報誌において児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載し周
知

子ども課魚沼市子
育て支援センター

025-792-6356

25 新潟県 南魚沼市 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
福祉保健部子育て
支援課子ども家庭
支援班

025-773-6822

26 新潟県 胎内市 11月 ○ 市広報誌において「児童虐待防止推進月間」の記事を掲載 こども支援課 0254-43-6111

27 新潟県 胎内市 毎月1回 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載 こども支援課 0254-43-6111

28 新潟県 聖籠町 10月27日
町の広報誌（11月１日号）において、児童虐待防止推進月間及び
町の連絡・相談窓口について周知

教育委員会子ども
教育課子ども家庭
相談センター

0254-27-7082

29 新潟県 聖籠町 11月 ○
町のホームページにおいて児童虐待防止推進月間及び町の連絡・
相談窓口について周知

教育委員会子ども
教育課子ども家庭
相談センター

0254-27-7082

30 新潟県 阿賀町 11月 ○ 広報、テレビ電話周知 健康福祉課 0254-92-5763

31 新潟県 湯沢町 11月 ○ 町が発行する広報誌おいて周知を実施。 子育て支援課 025-788-0292

32 新潟県 津南町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止について周知啓発 福祉保健課 025-765-3114

33 新潟県 刈羽村 11月10日 ○
毎月１０日に発行している村広報誌へ児童虐待防止の取組等の記
事を掲載

教育委員会 0257-45-3933

34 新潟県 粟島浦村 11月 ○ 村広報紙で児童虐待防止推進月間について周知 保健福祉課 0254-55-2111

○　その他

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 新潟県 新潟市 6月～3月 ○
市内保育園・幼稚園8カ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CAPワークショップを実施

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

2 新潟県 長岡市 4月～2月 ○
各地区の民生委員児童委員協議会の定例会に出席し、地域の見守
りを依頼し児童虐待防止啓発を実施

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

3 新潟県 長岡市 5月～3月 ○
ＮＰＯ法人と協働で保育園・幼稚園・認定こども園等に出向き出
前子育て講座を実施

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

4 新潟県 長岡市 9月～11月 ○
思春期児童の保護者を対象に児童虐待防止ストレスマネジメント
講座を実施（３回連続、定員40人；さいわいプラザ）

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

5 新潟県 長岡市 5月～7月
母親向け子育て支援講座（ＮＰプログラム）を実施（７回連続講
座、19名参加、会場；さいわいプラザ）

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

6 新潟県 長岡市 6月～7月
父親向け子育て支援講座（ＮＰプログラム）を実施（６回連続講
座、９名参加、会場；さいわいプラザ）

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

7 新潟県 長岡市 9月～10月
母親向け子育て支援講座（子どもとの上手なコミュニケーション
講座）を実施予定（６回連続講座、定員各12名程度、会場；さい
わいプラザ）

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

8 新潟県 長岡市 通年 ○
母親支援のグループミーティング（ＭＣＧ）を実施（16回程度、
会場；子ども家庭センター）

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

9 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（７か
所、27回）

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790
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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

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

10 新潟県 長岡市 通年 ○
子育ての駅（屋根付き広場に子育て支援機能が一緒になった施
設）に出向き母親等への相談支援を実施（６か所、29回）

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

11 新潟県 長岡市 6月～12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を実施（2回連続、
対象；市内中学校6校）

子ども家庭課子育
て支援係

0258-39-2300

12 新潟県 村上市 通年 ○
民児協研修会に参加し、児童虐待防止の地域での見守り啓発を実
施

福祉課福祉政策室 0254-53-3201

13 新潟県 上越市 通年 ○
公・私立保育園長会、地域からの要望による児童虐待に関する説
明会において講義を実施

すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111

14 新潟県 上越市 5月 事業所内保育所への児童虐待防止のための周知を実施
すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111

15 新潟県 上越市 5月～6月
市内町内会長・健康づくりリーダー等へ児童虐待に関する説明会
を開催

すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111

16 新潟県 上越市 5月～7月
保育園、幼稚園、こども園、小・中学校、高等学校訪問により児
童虐待に関する情報を共有

すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111

17 新潟県 上越市 6月29日 保育士向けの児童虐待研修会を開催
すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111

18 新潟県 上越市 9月頃 教職員対象研修会を開催
すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111 予定

19 新潟県 上越市 4月、3月 小・中学校養護教諭対象の研修会を開催
すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111 予定

20 新潟県 阿賀野市
12月19日
～1月17日

民生委員児童委員協議会において児童虐待防止の講話、リーフ
レット配布を実施

社会福祉課児童・
若者相談支援係

0250-62-2510

21 新潟県 津南町 9月～11月 ○ NPプログラムを実施 福祉保健課 025-765-3114 7日間実施

22 新潟県 津南町 10月、1月 BPプログラムを実施 福祉保健課 025-765-3114 4日間ずつ実施
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【富山県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 富山県 富山県 10月22日 里親講演会「ひろめよう里親inとやま２０１７」を開催
厚生部子ども支援
課

076-444-3207

2 富山県 魚津市 6月～2月 ○

「いのちの教育推進事業」
市内の小中学校（全校）を対象に、命の大切さや誕生についての
助産師による講話の実施。乳幼児とその母とのふれあいを体験
し、命の大切さを学ぶ。

教育委員会学校教
育課

0765-23-1044

3 富山県 南砺市
7月、11月、
12月、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２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。

地域包括医療ケア
部
保健センター

0763-52-1767

○　啓発物品作成・配布

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 富山県 富山市 11月 ○
富山市保健所、富山市役所展示コーナーにおいて、児童虐待防止
のパネル展示やオレンジリボン等の配布を行い、児童虐待防止に
ついて周知

こども家庭部こど
も育成健康課

076-443-2038

2 富山県 富山市 随時
市要保護児童地域対策協議会構成員等が開催するイベントに虐待
防止に関するＰＲブースを設置し、リーフレットやグッズ等を配
布

こども家庭部こど
も育成健康課

076-443-2038

○　広報誌、テレビ等で周知

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 富山県 富山県 11月 ○ 県広報媒体による児童虐待防止推進月間スポット広報を実施
厚生部子ども支援
課

076-444-3207

2 富山県 富山市 11月 ○
「広報とやま11月5日号」に児童虐待防止推進月間の周知と児童
虐待防止の特集記事を掲載

こども家庭部こど
も育成健康課

076-443-2038

3 富山県 高岡市 11月 ○
市広報誌において児童虐待防止、子育てや虐待相談機関の周知を
図る記事を掲載

福祉保健部子ど
も・子育て課

0766-20-1381

4 富山県 魚津市 11月 ○ 『広報うおづ』に「児童虐待防止推進月間」の記事を掲載 民生部こども課 0765-23-1006

5 富山県 氷見市 11月1日 ○ 市広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知 子育て支援課 0766-74-8117

6 富山県 滑川市 11月 ○ 市広報において、児童虐待防止推進月間を周知
教育委員会子ども
課

076-475-2111

7 富山県 黒部市 11月 ○ 「広報くろべ11月号」に児童虐待防止推進月間記事を記載 こども支援課 0765-54-2577 予定

8 富山県 砺波市 10月～11月 ○
「広報となみ」（１０月２５日発行）に児童虐待防止啓発記事を
掲載

教育委員会こども
課

0763-33-1111

9 富山県 小矢部市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止啓発記事を掲載 こども課 0766-67-8603

10 富山県 南砺市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間について広報に掲載
教育委員会こども
課子育て支援係

0763-23-2010

11 富山県 射水市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待防止推進月間を周知
福祉保健部子育て
支援課

0766-51-6629

12 富山県 上市町 6月 町広報誌に「里親募集」の記事を掲載 福祉課児童班 076-472-1111

13 富山県 上市町 11月 ○ 町広報誌に「児童虐待防止推進月間」の記事を掲載 福祉課児童班 076-472-1111

14 富山県 立山町 11月1日～ ○ 「広報たてやま11月号」に児童虐待防止推進月間の記事を記載
健康福祉課児童福
祉係

076-462-9955

15 富山県 入善町 11月 ○ 町広報誌に「児童虐待防止推進月間」の記事を掲載 結婚･子育て応援課 0765-72-1857

16 富山県 朝日町 11月1日 ○ 町広報紙において「児童虐待防止推進月間」記事を掲載 住民・子ども課 0765-83-1100

○　その他

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 富山県 富山県 未定 要保護児童対策関係者専門性向上研修会を開催
厚生部子ども支援
課

076-444-3207
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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

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

2 富山県 富山県 未定 医療機関向け児童虐待防止研修会を開催
厚生部子ども支援
課

076-444-3207

3 富山県 富山県 随時
地域の各種団体からの希望に応じ、出前県庁しごと談義として出
向き、県における児童虐待の現状や、児童虐待対策について説明

厚生部子ども支援
課

076-444-3207

4 富山県 富山市 11月11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

こども家庭部こど
も育成健康課

076-443-2038

5 富山県 富山市 随時
地域からの希望があれば、出前講座として出向き、児童虐待防止
に関する市の取組等について説明

こども家庭部こど
も育成健康課

076-443-2038

6 富山県 高岡市 11月20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を開催
福祉保健部子ど
も・子育て課

0766-20-1381
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【石川県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 石川県 石川県 1月
児童虐待未然防止のための子育て講座を県内２カ所（金沢市、小
松市）で実施

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

2 石川県 小松市 7月7日
民生委員児童委員児童福祉部会員の虐待防止講座を実施(市庁
舎）

こども家庭課 0761-24-8157

3 石川県 小松市 10月11日
幼児教育･保育施設担当者への虐待研修を実施（ビジネス創造プ
ラザセミナールーム）

こども家庭課 0761-24-8073

4 石川県 小松市 11月20日 ○ 小松看護学生対象に虐待啓発講座を開催（小松看護学校） こども家庭課 0761-24-8073

5 石川県 小松市 3月上旬 高校生対象の虐待講座を開催（小松大谷高校） こども家庭課 0761-24-8073

6 石川県 羽咋市 11月3日 ○ 市内公共施設において街頭キャンペーンを実施 羽咋市健康福祉課 0767-22-1114

7 石川県 白山市 11月 ○
白山市保育士会で子ども相談室・家庭児童相談室を講師として虐
待に関しての研修会を実施

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

8 石川県 白山市
6月20日、
2月23日

白山市職員・児童クラブ支援員等子どもに関わる職員を対象に、
金森俊朗先生、虹釜和昭先生を講師に研修を開催（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

9 石川県 白山市 随時 ○ 子どもをむずかしくしない子育て講座を随時開催

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

10 石川県 能美市 4月15日
保育士向け虐待対応研修①（児童虐待の基礎知識など）を市内保
育園で開催

子育て支援課子育
て支援センター

0761-58-8200

11 石川県 能美市 9月15日
保育士向け虐待対応研修②（保護者、対象児への支援プログラム
について）を市内保育園で開催

子育て支援課子育
て支援センター

0761-58-8200

12 石川県 能美市 11月3日 ○
児童虐待防止啓発講演会（児童虐待と発達支援の関係について。
保育士向け虐待対応研修③と兼ねる）を辰口福祉会館で開催予定

子育て支援課子育
て支援センター

0761-58-8200

13 石川県 能美市 1月27日
保育士向け虐待対応研修④（園でのチェックポイント）を市内保
育園で開催

子育て支援課子育
て支援センター

0761-58-8200

14 石川県 津幡町 11月 ○ 要保護児童対策地域協議会関係機関実務者向け研修会を実施
町民福祉部福祉課
家庭支援係

076-288-7952

15 石川県 内灘町 11月16日 ○ オレンジリボンコンサートを開催
子育て支援課子育
て支援センター

076-238-3233

16 石川県 内灘町 11月 ○ 児童虐待防止のための講演会を開催
子育て支援課子育
て支援センター

076-238-3233

○　啓発物品作成・配布

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 石川県 石川県 11月 ○
金沢駅もてなしドームにオレンジリボンキャンペーンのタペスト
リーを掲載

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

2 石川県 石川県 11月3日 ○
オレンジリボンキャンペーンとパープルリボンキャンペーンとが
一体となって街頭キャンペーンを実施（「金沢駅」「香林坊」
「片町」の３箇所で啓発チラシ及びグッズ等を配布

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

3 石川県 石川県 11月3日 ○
全市町において一斉に街頭キャンペーンを実施し、啓発チラシ等
を配布

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

4 石川県 石川県 11月 ○
公共施設、プレミアムパスポート協賛企業、医療機関、公共交通
機関（バス・タクシー）等へのポスター、ステッカーの掲示

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

5 石川県 金沢市 11月 ○

市内の子育てに意欲のある企業等のうち、この事業に賛同する企
業等にオレンジリボンを配付し、児童虐待防止推進月間の間着用
してもらい、市民に周知を図るとともに、この取組を広報（オレ
ンジリボンは金沢市が障害者就労施設等に作成を依頼したもの）

福祉局こども総合
相談センター

076-243-1081
企業等への依頼は今
後行うため、数は把
握していない

6 石川県 七尾市 11月3日 ○ 県内一斉街頭キャンペーンを実施
健康福祉部子育て
支援課

0767-53-8445

7 石川県 七尾市 11月 ○ オレンジリボン顔出しパネルの設置（子育て支援センター等）
健康福祉部子育て
支援課

0767-53-8445

8 石川県 七尾市 12月3日 市民のつどいでチラシ及び周知グッズを配布
健康福祉部子育て
支援課

0767-53-8445

9 石川県 小松市 11月20日～24日 ○
児童･ＤＶ･高齢者･障がい者･いのちの部会と合同でパネルを作成
し、庁舎内エントランスにおいて虐待パネル展を開催

安心相談センター 0761-24-8071
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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

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

10 石川県 小松市 通年
相談先連絡カードを作成・配布（市内学校･病院･ショッピングセ
ンター等）

いきいき健康課 0761-24-8073

11 石川県 輪島市 11月 ○
市役所庁舎内にのぼり旗を設置、窓口等関係職員がオレンジジャ
ンパーとオレンジリボンを着用

福祉環境部福祉課 0768-23-1161

12 石川県 輪島市 11月3日 ○ 市内ショッピングセンターで街頭キャンペーンを実施 福祉環境部福祉課 0768-23-1161

13 石川県 輪島市 11月26日 ○ 市内イベント会場で街頭キャンペーンを実施 福祉環境部福祉課 0768-23-1161 予定

14 石川県 珠洲市 11月3日 ○ 市内ショッピングセンターで街頭キャンペーンを実施
福祉課子育て支援
係

0768-82-7747

15 石川県 珠洲市 11月 ○ 市内の保育所・小中学校にチラシを配布
福祉課子育て支援
係

0768-82-7747

16 石川県 加賀市 11月3日 ○

市内ショッピングセンターで街頭キャンペーン、広報かが１１月
号での周知を実施
※今年度はオレンジリボンとパープルリボンの街頭啓発を同時開
催予定

子育て支援課子育
て応援ステーショ
ン

0761-72-2565

17 石川県 羽咋市 11月25日 ○ 子育て講演会を開催（要対協主催） 羽咋市健康福祉課 0767-22-1114

18 石川県 かほく市 11月3日 ○
市内大型ショッピングセンター内で街頭キャンペーン、啓発グッ
ズ配布を実施

子育て支援課 076-283-7155

19 石川県 白山市 11月3日 ○
オレンジリボン街頭キャンペーン（アピタ松任・イオン松任）
グッズ配布時に、市のチラシも配布

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

20 石川県 白山市 通年 ○ 乳幼児健診時に子ども相談室、家庭児童相談室のチラシを配布

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

21 石川県 能美市 11月 ○ 市役所、子育て支援センターで昇り旗を設置
子育て支援課子育
て支援センター

0761-58-8200

22 石川県 能美市 11月 ○
市役所職員がオレンジリボン着用、関係課職員がオレンジジャン
パー着用

子育て支援課子育
て支援センター

0761-58-8200

23 石川県 能美市 11月1日 ○
保育園児保護者への啓発チラシ配布、町会回覧板での啓発チラシ
回覧を実施

子育て支援課子育
て支援センター

0761-58-8200

24 石川県 能美市 11月3日 ○
街頭キャンペーン（辰口地区の商業施設）でチラシ、啓発グッズ
を配布

子育て支援課子育
て支援センター

0761-58-8200

25 石川県 野々市市 11月 ○ 市役所庁舎内にのぼり旗を掲揚し、オレンジリボンツリーを設置
健康福祉部子育て
支援課

076-227-6077

26 石川県 野々市市 11月3日 ○ 市内ショッピングセンターにおいて街頭キャンペーンを実施
健康福祉部子育て
支援課

076-227-6077

27 石川県 川北町 11月 ○
オレンジリボンキャンペーングッズを役場や保健センターなどの
公共施設等に設置

福祉課 076-277-8388

28 石川県 川北町 11月3日 ○ 文化祭の会場にキャンペーンコーナーを設け、グッズを設置 福祉課 076-277-8388

29 石川県 川北町 11月3日 ○
オレンジリボン街頭キャンペーン（ホームセンター　ヤマキシ川
北店）を実施

福祉課 076-277-8388

30 石川県 津幡町 11月初旬 ○
学校、子育て支援センター、保育園、認定こども園への配布及び
健診時の配布
町内大型店舗でキャンペーンを実施

町民福祉部福祉課
家庭支援係

076-288-7952

31 石川県 津幡町 11月3日 ○ アルプラザ津幡店において県内一斉街頭キャンペーンを実施
町民福祉部福祉課
家庭支援係

076-288-7952

32 石川県 内灘町 11月3日 ○ 県内一斉街頭キャンペーンでオレンジリボングッズを配布
子育て支援課子育
て支援センター

076-238-3233

33 石川県 内灘町 11月10日 ○ 内灘駅前において通勤、通学者にオレンジリボングッズを配布
子育て支援課子育
て支援センター

076-238-3233

34 石川県 志賀町 11月3日 ○ 文化祭の会場でリーフレット等を配布 住民課児童相談係 0767-32-9122

35 石川県 志賀町 11月3日 ○ 志賀町部下ホールにおいて県内一斉街頭キャンペーンを実施 住民課児童相談係 0767-32-9122

36 石川県 志賀町 11月13日 ○ 健康フェア会場でリーフレット等を配布 住民課児童相談係 0767-32-9122

37 石川県 志賀町 11月 ○ 役場窓口・保健センター等で虐待防止月間についてPR 住民課児童相談係 0767-32-9122

38 石川県 宝達志水町 11月3日 ○
「県内一斉街頭キャンペーン」の一環として町内イベントでＰＲ
（町文化祭でＰＲコーナーを設置し、来場者に対しチラシや啓発
物品を配布）

健康福祉課 0767-28-5526
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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

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

39 石川県 宝達志水町 11月8日 ○
「町民生・児童委員定例会」でオレンジリボンキャンペーンのＰ
Ｒ（趣旨説明・チラシ配布）

健康福祉課 0767-28-5526

40 石川県 宝達志水町 11月 ○
町施設内に児童虐待防止推進月間のＰＲコーナーを設置（のぼり
旗設置や啓発チラシ等配布）

健康福祉課 0767-28-5526

41 石川県 中能登町 11月3日 ○
ショッピングセンターにおいて街頭キャンペーンを実施、オレン
ジリボングッズを配布

住民福祉課 0767-72-3134

42 石川県 穴水町 11月 ○
広報（11月号）　11/1～30　役場・保健センター・プルートでオ
レンジリボン設置

住民福祉課児童福
祉係

0768-52-3650

43 石川県 穴水町 11月3日 ○ 町内で街頭キャンペーンを実施、オレンジリボングッズを配布
住民福祉課児童福
祉係

0768-52-3650

44 石川県 能登町 11月 ○ 児童福祉係が　オレンジジャンパーを着用し業務に従事 健康福祉課 0768-72-2512

45 石川県 能登町 11月3日 ○
ショッピングセンターにおいて街頭キャンペーンを実施し、オレ
ンジリボングッズを配布

健康福祉課 0768-72-2512

○　広報誌、テレビ等で周知

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 石川県 石川県 11月1日 ○
民放ラジオ番組に児童相談所長が出演し、児童虐待の未然防止や
早期発見・通告などについて呼び掛ける

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

2 石川県 石川県 11月 ○ タウン誌や新聞において、児童虐待防止を呼び掛ける広告を掲載
健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

3 石川県 七尾市 11月 ○ 広報（１１月号）に相談機関等を掲載
健康福祉部子育て
支援課

0767-53-8445

4 石川県 小松市 11月 ○ 広報こまつにおいて虐待防止の啓発を実施 安心相談センター 0761-24-8071

5 石川県 輪島市 11月 ○ 市広報誌において、事業を紹介 福祉環境部福祉課 0768-23-1161

6 石川県 羽咋市 11月 ○ 広報（１１月号）での周知を実施 羽咋市健康福祉課 0767-22-1114

7 石川県 かほく市 11月1日 ○ 市内全戸配布する広報紙で周知を実施 子育て支援課 076-283-7155

8 石川県 白山市 11月 ○ 白山市広報誌において虐待予防や虐待通告に関して掲載

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

9 石川県 白山市 8月、12月
夏休み、冬休みにケーブルテレビで子ども相談室・家庭児童相談
室のデータ放送を実施

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

10 石川県 能美市 11月1日 ○ 広報11月号へ啓発記事を掲載
子育て支援課子育
て支援センター

0761-58-8200

11 石川県 野々市市 11月 ○ 広報誌へ掲載
健康福祉部子育て
支援課

076-227-6077

12 石川県 川北町 11月 ○ 11月号の広報誌で周知 福祉課 076-277-8388

13 石川県 津幡町 11月 ○
広報誌、ケーブルテレビ掲載、庁舎での啓発コーナー（オレンジ
リボンツリー）設置を実施

町民福祉部福祉課
家庭支援係

076-288-7952

14 石川県 内灘町 11月1日 ○ 町広報誌に児童虐待防止推進月間の啓発ページを設ける
子育て支援課子育
て支援センター

076-238-3233

15 石川県 内灘町 11月 ○
乳幼児健診において、受診の親子にグッズを配布（内灘町保健セ
ンター）

子育て支援課子育
て支援センター

076-238-3233

16 石川県 志賀町 通年 ○ 町ホームページ・広報に虐待防止に関するPR記事を掲載 住民課児童相談係 0767-32-9122

17 石川県 宝達志水町 11月 ○ 広報11月号で周知 健康福祉課 0767-28-5526

18 石川県 中能登町 11月 ○ 町広報やホームページで、オレンジリボン活動を周知 住民福祉課 0767-72-3134

19 石川県 穴水町 11月 ○ 11/3町文化祭や11/25健康フェスタにおいて周知
住民福祉課児童福
祉係

0768-52-3650
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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

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

20 石川県 能登町 11月 ○ 町内広報誌において　虐待防止期間を紹介 健康福祉課 0768-72-2512

○　民間企業等とのタイアップ

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 石川県 石川県 11月5日 ○
ツエーゲン金沢のホームゲームの入場者に対し、啓発チラシ及び
グッズを配布し、ハーフタイム時に横断幕を用いた親子ＰＲを実
施

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

2 石川県 石川県 11月 ○
洋菓子協会の会員店でオレンジリボンをイメージしたオリジナル
ケーキを販売し児童虐待防止を啓発

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

3 石川県 石川県 11月12日 ○
「子育て支援メッセいしかわ2017」において「オレンジリボン」
にちなんだ和菓子を親子でつくる「体験型ふれあいイベント」を
実施

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

4 石川県 津幡町 11月初旬～中旬 ○ 町内大型店舗においてオレンジリボン運動啓発コーナーを設置
町民福祉部福祉課
家庭支援係

076-288-7952

○　その他

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 石川県 石川県 11月1日～7日 ○
金沢城石川門を児童虐待防止のシンボルカラーであるオレンジ色
にライトアップ

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

2 石川県 石川県 10月、11月 ○
大学生等が主体となって児童虐待防止に関する活動を立案し、学
園祭等で啓発活動を実施

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

3 石川県 七尾市 10月7日
健康福祉まつりでのオレンジリボンブースの設置及び周知グッズ
配布を実施

健康福祉部子育て
支援課

0767-53-8445

4 石川県 小松市 11月3日 ○
大型ショッピングモールにおいて、オレンジリボン･パープルリ
ボン合同キャンペーンを実施

こども家庭課 0761-24-8073

5 石川県 白山市
5月～6月、
10月～11月

○
春・秋の２回、市内小中学校・保育所（園）・児童センター・放
課後児童クラブへの巡回訪問を実施

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
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【福井県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 福井県 福井県 未定
【児童虐待防止基礎研修会】　県内２か所で実施。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。

健康福祉部子ども
家庭課

0776-20-0343 未定

2 福井県 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 未定

3 福井県 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

0776-36-3429

4 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の提供及び精神科
医や臨床心理士の個別相談を実施

坂井健康福祉セン
ター福祉健康増進
課

0776-73-0609

5 福井県 福井県 1月 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

6 福井県 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

7 福井県 福井県 2月
主任児童委員、保育士、幼稚園・小・中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

8 福井県 福井県 2月下旬 地区児童虐待防止専門研修会を開催
丹南健康福祉セン
ター福祉課

0778-51-0034

9 福井県 福井県 10月12日
美浜町保健福祉センターにおいて「児童虐待の理解と対応」とい
うテーマで講演を実施

二州健康福祉セン
ター福祉課

0770-22-3747

10 福井県 福井市 11月5日 ○
児童虐待防止に関する親子参加型のイベントや子育て講座等を実
施（児童虐待防止に関する普及啓発事業：学校法人、市民団体と
協働）

福祉保健部子ども
福祉課子ども支援
係

0776-20-5412

11 福井県 福井市 6月～2月
児童生徒が所属する機関（保育園や学校等）の保育士や教職員を
対象に、児童虐待について理解を深めるため、児童虐待防止出張
講座を実施（学校法人と連携）

福祉保健部子ども
福祉課子ども支援
係

0776-20-5412

12 福井県 敦賀市 11月17日 ○
児童虐待防止講演会を開催
・来場者に対し、リーフレットや啓発グッズを配布

福祉保健部児童家
庭課

0770-22-8223

13 福井県 越前市 6月30日 児童虐待防止に関する市民セミナーや研修会を開催
市民福祉部子ども
福祉課子ども・子
育て総合相談室

0778-22-3628

14 福井県 越前市 11月 ○ 児童虐待防止に関する市民セミナーや研修会を開催
市民福祉部子ども
福祉課子ども・子
育て総合相談室

0778-22-3628

15 福井県 越前市 2月 児童虐待防止に関する市民セミナーや研修会を開催
市民福祉部子ども
福祉課子ども・子
育て総合相談室

0778-22-3628

16 福井県 坂井市 11月 ○
坂井市要保護児童対策地域協議会の代表者・実務者を対象とした
児童虐待防止講演会を開催予定
会場：坂井市多目的研修センター大ホール

市民福祉部子育て
支援課

0776-50-3042

17 福井県 美浜町 10月～11月 ○ 児童虐待防止に関する講演会を実施予定
福祉課子育て支援
センター

0770-32-0192

○　啓発物品作成・配布

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 福井県 福井県 11月 ○ 児童虐待防止啓発パネル展（県内４カ所）を実施
健康福祉部子ども
家庭課

0776-20-0343

2 福井県 福井県 11月 ○ 児童虐待防止啓発街頭キャンペーンを実施
健康福祉部子ども
家庭課

0776-20-0343

3 福井県 福井県 11月 ○ 県内にある駅（39カ所）にポスターを掲示
健康福祉部子ども
家庭課

0776-20-0343

4 福井県 福井県 11月 ○ 所内にオレンジリボンのモニュメントを設置
坂井健康福祉セン
ター福祉健康増進
課

0776-73-0609

5 福井県 福井県 11月 ○ 公用車にオレンジリボンステッカーを貼付
坂井健康福祉セン
ター福祉健康増進
課

0776-73-0609

6 福井県 福井市 7月22日
ショッピングセンターにおいて福井市の児童虐待防止のチラシ、
今後の児童虐待防止推進月間におけるイベントチラシ、啓発グッ
ズを配布

福祉保健部子ども
福祉課子ども支援
係

0776-20-5412

7 福井県 福井市 8月20日
ショッピングセンターにおいて福井市の児童虐待防止のチラシ、
今後の児童虐待防止推進月間におけるイベントチラシ、啓発グッ
ズを配布

福祉保健部子ども
福祉課子ども支援
係

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

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

8 福井県 福井市 9月10日
福井駅前通りにおいて親子工作やオレンジリボン作成、児童虐待
に関するパネル展示を取り入れたイベントを実施（児童虐待防止
に関する普及啓発事業：学校法人、市民団体と協働）

福祉保健部子ども
福祉課子ども支援
係

0776-20-5412

9 福井県 福井市 11月1日 ○
街頭において啓発グッズ及び児童虐待防止推進月間におけるイベ
ントチラシ等を配布

福祉保健部子ども
福祉課子ども支援
係

0776-20-5412

10 福井県 敦賀市
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

福祉保健部児童家
庭課

0770-22-8223

11 福井県 敦賀市
11月1日
～3月31日

○
市役所窓口やショッピングモール等において、児童虐待防止の啓
発グッズを配布し、育児相談先の周知を実施

福祉保健部児童家
庭課

0770-22-8223

12 福井県 越前市 5月5日
越前市武生中央公園体育館で行われた「ちびっこフェスティバ
ル」の体験コーナーの一角にポスターを掲示しリーフレット等を
配置

市民福祉部子ども
福祉課子ども・子
育て総合相談室

0778-22-3628

13 福井県 越前市 11月12日～25日 ○
市内ショッピングセンターにおいて行われる「オレンジ・パープ
ルリボンキャンペーン」のブースにポスターを掲示しリーフレッ
トを配置

市民福祉部子ども
福祉課子ども・子
育て総合相談室

0778-22-3628

14 福井県 越前市 1月末
越前市児童発達支援センター主催研修会会場の一角にポスターを
掲示しリーフレット等を配置

市民福祉部子ども
福祉課子ども・子
育て総合相談室

0778-22-3628

15 福井県 坂井市 11月1日～30日 ○ 坂井市役所全職員がオレンジリボンを着用
市民福祉部子育て
支援課

0776-50-3042

16 福井県 坂井市 11月1日～30日 ○ 坂井市役所玄関にオレンジツリーを展示
市民福祉部子育て
支援課

0776-50-3042

17 福井県 南越前町 11月1日～2日 ○
こども園、保育所等に依頼し、保護者に対し町作成児童虐待防止
啓発チラシを配布

保健福祉課 0778-47-8007

18 福井県 おおい町 11月 ○ おおい町虐待等防止ネットワーク委員会としてチラシを全戸配布 住民福祉課 0770-77-4053

19 福井県 おおい町 通年 ○
おおい町虐待等防止ネットワーク委員会として啓発ティッシュを
配布

住民福祉課 0770-77-4053

○　広報誌、テレビ等で周知

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 福井県 福井県 11月 ○ 当センター発行の広報誌において啓発
丹南健康福祉セン
ター福祉課

0778-51-0034

2 福井県 福井市 10月25日 市政広報において拡大記事として児童虐待防止推進月間を掲載
福祉保健部子ども
福祉課子ども支援
係

0776-20-5412

3 福井県 福井市 10月～11月 ○ 市ホームページにおいて児童虐待防止推進月間の取組を掲載
福祉保健部子ども
福祉課子ども支援
係

0776-20-5412

4 福井県 敦賀市
10月10日
～11月30日

○
市広報紙において、オレンジリボン活動や虐待通告に関する周知
を実施

福祉保健部児童家
庭課

0770-22-8223

5 福井県 小浜市 通年 ○
小浜市「暮らしの便利帳」（広報誌）掲載・小浜市ホームページ
において配信

子ども未来課 0770-64-6013

6 福井県 大野市 ○ 広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載 福祉こども課 0779-64-5142

7 福井県 勝山市 10月第4週 市広報において周知
福祉・児童課子育
て相談室

0779-87-0777

8 福井県 鯖江市 11月 ○ 市広報紙で児童虐待防止及び虐待通告について周知
健康福祉部子育て
支援課母子児童グ
ループ

0778-53-2269

9 福井県 あわら市 11月 ○
市広報誌・ホームページにおいて、児童虐待防止推進月間につい
て市民に紹介及び啓発

健康福祉部子育て
支援課児童福祉係

0776-73-8021

10 福井県 越前市 11月15日 ○ 市広報紙11月号（11月13日発行）に児童虐待防止の記事を掲載
市民福祉部子ども
福祉課子ども・子
育て総合相談室

0778-22-3628

11 福井県 坂井市 10月 坂井市広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載
市民福祉部子育て
支援課

0776-50-3042

12 福井県 永平寺町 11月 ○ 町広報誌において、制度の周知・町の取組を掲載 子育て支援課 0776-61-7250

13 福井県 池田町 １０月 ○ 広報への掲載 保健福祉課 0778-44-8000

14 福井県 南越前町
10月25日
～11月24日

○ 広報11月号に児童虐待防止普及啓発コーナーを掲載 保健福祉課 0778-47-8007

15 福井県 南越前町 11月2日～22日 ○
町CATV自主放送において、法務省作成の児童虐待防止啓発映像を
放映

保健福祉課 0778-47-8007

16 福井県 越前町 11月1日～30日 ○ 町広報誌やホームページで、児童虐待防止について周知 福祉課 0778-34-8725
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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

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

17 福井県 美浜町 11月 ○ 町広報誌において児童虐待防止に関する周知・連絡先を紹介
福祉課子育て支援
センター

0770-32-0192

18 福井県 高浜町 11月 ○ 町広報誌などで児童虐待防止推進月間の取組を周知
保健福祉課保健グ
ループ

0770-72-2493

19 福井県 おおい町 11月 ○
おおい町虐待等防止ネットワーク委員会として広報紙に虐待防止
について掲載

住民福祉課 0770-77-4053

20 福井県 若狭町 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し広報
福祉課子ども・若
者支援室

0770-62-2704

○　民間企業等とのタイアップ

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 福井県 福井市 10月29日
アオッサにおいて音楽を通して児童虐待防止を呼びかけるイベン
トを実施（児童虐待防止に関する普及啓発事業：学校法人、市民
団体と協働）

福祉保健部子ども
福祉課子ども支援
係

0776-20-5412

○　その他

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 福井県 福井県 2月
児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応、地域における見守り
活動等の対策の必要性や市町要保護児童対策地域協議会等地域に
おける関係機関の連携の重要性を認識し、児童虐待防止を実施

福井県嶺振興局若
狭健康福祉セン
ター福祉課

0770-52-1300
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【山梨県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 山梨県 山梨県 11月2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

2 山梨県 山梨市 11月 ○ 児童虐待防止ネットワーク実務者研修会を開催
子育て支援課保
育・児童担当

0553-22-1111

3 山梨県 中央市 8月8日、31日 児童虐待防止研修会を開催
子育て支援課児童
福祉担当

055-274-8542

○　啓発物品作成・配布

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 山梨県 甲府市 6月～3月 ○
子ども相談センターにおいて、母子健康手帳交付時に虐待通告の
窓口を紹介するパンフレットを配布

子ども支援課 055-237-5917
今年度途中より実
施。今後も通年で実
施予定。

2 山梨県 韮崎市 11月 ○ 市役所に懸垂幕を設置
福祉課子育て支援
担当

0551-22-1111

3 山梨県 北杜市 11月～ ○
市内の児童福祉施設や公共施設へのポスターの掲示、パンフレッ
トの配布による啓発

福祉部ほくとっこ
元気課

0551-42-1401

4 山梨県 笛吹市 11月 ○

・窓口におい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
・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

保健福祉部子育て
支援課子育て支援
担当

055-261-1904

5 山梨県 山中湖村 10月
県の広報誌、ポスターを役場、学校、保育所に配布、啓発を実
施。10月２日に安心子育て対策協議会、虐待研修会を開催予定

いきいき健康課福
祉係

0555-62-9976

6 山梨県 鳴沢村 11月 ○ 児童虐待関連冊子を配布 住民課 0555-85-3082

○　広報誌、テレビ等で周知

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 山梨県 山梨県 11月1日～30日 ○ 児童虐待防止に関わるテレビスポットＣＭを制作、放映
福祉保健部子育て
支援課

055-223-1457

2 山梨県 山梨県 通年 ○
広報誌及びＨＰにおいて、児童虐待防止に関する県の施策や窓口
等を周知（１１月の広報誌には、児童虐待防止推進月間である旨
を掲載）

福祉保健部子育て
支援課

055-223-1457

3 山梨県 甲府市 11月 ○ 市広報11月号において、児童虐待防止推進月間を周知 子ども支援課 055-237-5917

4 山梨県 富士吉田市 11月 ○
市の広報紙において、児童虐待及び児童虐待防止月間であること
を周知

市民生活部子育て
支援課

0555-22-1111
（内線564）

10月末に市民へ配付
する11月広報紙へ掲
載予定。

5 山梨県 山梨市 11月 ○ 広報誌への掲載
子育て支援課 保
育・児童担当

0553-22-1111

6 山梨県 大月市 5月
市役所庁舎内、児童館、市総合福祉センター、保育所において、
児童虐待防止推進月間のポスターを掲示

子ども家庭総合支
援センター

0554-23-1168

7 山梨県 大月市 11月 ○ 広報誌に掲載し周知
子ども家庭総合支
援センター

0554-23-1168

8 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情報提供、啓発 福祉総合相談課 055-282-6049

9 山梨県 南アルプス市 11月 ○ 市ホームページにおいて、児童虐待防止に関する情報提供、啓発 福祉総合相談課 055-282-6049

10 山梨県 南アルプス市
11月1日

～12月31日
○

市内小中学校保護者に向けた児童虐待防止の普及啓発のチラシを
配布

福祉総合相談課 055-282-6049

11 山梨県 北杜市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止の啓発を実施
福祉部ほくとっこ
元気課

0551-42-1401

12 山梨県 甲斐市 11月 ○
市広報誌、ホームページにおいて、児童虐待防止推進月間の周知
を実施

子育て支援課 055-278-1692

13 山梨県 笛吹市 11月 ○ 広報紙及びHPにおいて、児童虐待防止の啓発を実施
保健福祉部子育て
支援課子育て支援
担当

055-261-1904

14 山梨県 上野原市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間について広報掲載
福祉課子育て支援
担当

0554-62-3115

15 山梨県 上野原市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間についてホームページ掲載
福祉課子育て支援
担当

0554-62-3115
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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

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

16 山梨県 甲州市 11月1日 ○ 市広報において、虐待防止に関する情報を掲載予定 子育て支援課 0553-32-5081

17 山梨県 中央市 11月 ○ 広報に児童虐待防止の記事を掲載
子育て支援課児童
福祉担当

055-274-8542

18 山梨県 早川町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する施策を紹介 福祉保健課 0556-45-2363

19 山梨県 身延町 11月 ○
身延町広報１１月号おいて、児童虐待防止月間に伴い、相談機関
の連絡先を周知

子育て支援課 0556-20-4580

20 山梨県 南部町 11月 ○
町広報誌掲載・ＦＭ告知端末による町内一斉放送での協力呼びか
けと相談窓口等の周知を実施

子育て支援課子育
て支援担当

0556-64-4830

21 山梨県 富士川町 通年 ○
町広報誌『くらしのカレンダー』情報広場に虐待相談ダイヤルを
掲載

子育て支援課児童
支援担当

0556-22-7221

22 山梨県 富士川町 10月25日 ○ 町広報誌に虐待記事を掲載
子育て支援課児童
支援担当

0556-22-7221 10月25日発行

23 山梨県 昭和町 11月 ○ 町広報において、虐待防止（通報）について周知 福祉課児童家庭係 055-275-8784

24 山梨県 道志村 11月 ○ 広報やポスターの掲示等により周知 住民健康課 0554-52-2113

25 山梨県 西桂町 11月 ○ 児童虐待予防月間の広報記事を掲載 福祉保健課 0555-25-4000

26 山梨県 忍野村 11月 ○

１１月広報「忍野」において、児童虐待防止推進月間の周知文掲
載及びホームページにおいても同様の周知文を掲載予定。また、
通年にわたりポスターの掲示・公共機関の窓口に名刺サイズの
カードの設置により啓発を実施。

福祉保健課 0555-84-7795

27 山梨県 富士河口湖町 11月 ○ 町広報により、児童虐待防止月間の普及啓発 子育て支援課 0555-72-1174

28 山梨県 小菅村 11月1日 ○ 村広報誌において、児童虐待防止月間の周知 住民課 0428-87-0111

29 山梨県 丹波山村 通年 ○ ホームページ、広報誌により周知 住民生活課 0428-88-0211

○　その他

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 山梨県 市川三郷町
9月29日、10月
13日、19日、26

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、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
習を実施。

いきいき健康課子
育て支援係

0556-32-2114

2 山梨県 富士川町 5月～10月

町内の中学校・高校と連携し、中高生を対象に、実際に妊婦の話
や胎児の心音を聞いたり、乳児親子の協力のもと抱っこを体験
し、近い将来親になる生徒が命の大切さや乳児の特性を学習する
思春期体験学習会を開催

子育て支援課母子
保健担当

0556-22-7221

3 山梨県 富士川町 2月
児童虐待に関する職員研修会（児童福祉関係職員・保育士・教職
員対象）を実施

子育て支援課児童
支援担当

0556-22-7221

4 山梨県 鳴沢村 通年 ○ 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を設置 福祉保健課 0555-85-3081
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【長野県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 長野県 長野県 11月 ○ 「児童虐待・ＤＶ防止講演会」の開催
県民文化部こど
も・家庭課

026-235-7099

2 長野県 松本市 11月11日 ○ 映画上映会とパネルディスカッションの開催 こども福祉課 0263-33-4767

3 長野県 岡谷市 未定 「児童虐待防止講演会」の実施
健康福祉部子ども
課

0266-23-4811 未定

4 長野県 飯田市 7月14日
児童虐待予防のための学校現場での役割をテーマとした研修会の
実施

健康福祉部子育て
支援課こども家庭
応援センター

0265-22-4511
（内5302）

5 長野県 飯田市 11月20日 ○
子ども虐待と向き合うための保育現場での役割をテーマとした研
修会の実施

健康福祉部子育て
支援課こども家庭
応援センター

0265-22-4511
（内5302）

6 長野県 須坂市 4月～6月
市内保育園等の保育士、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

7 長野県 伊那市 6月 児童虐待防止講演会を地区の社会福祉協議会対象に開催
学校教育課子ども
相談室

0265-72-0999

8 長野県 安曇野市 通年 ○ 市の出前講座において「児童虐待防止」に関する研修会を実施
福祉部子ども支援
課児童係

0263-71-2265

9 長野県 南箕輪村 11月19日 ○ 「うまれる」の映画上映会を実施
子育て支援課子育
て教育支援相談

0265-76-4110

10 長野県 木祖村 11月 ○ 庁内及び保健センターに児童虐待防止に関するポスターを掲示 住民福祉課保健係 0264-36-2001

11 長野県 生坂村 11月 ○ 民生委員会において、児童虐待についての講話を実施 教育委員会 0263-69-2087

12 長野県 生坂村 11月 ○ ＣＡＰによる児童向けの研修会を実施 教育委員会 0263-69-2087

○　啓発物品作成・配布

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 長野県 長野市 11月 ○ オレンジリボン活動のポスターを本庁者、各支所に掲示
こども未来部子育
て支援課

026-224-7062

2 長野県 松本市 11月3日 ○ 松本駅前において啓発物品を配布 こども福祉課 0263-33-4767

3 長野県 上田市 10月22日
親子対象イベント（わくわくファミリーフェスタ）においてリー
フレットを配布

子育て・子育ち支
援課

0268-23-5106

4 長野県 飯田市 10月9日 オレンジリボンたすきリレーＰＲ
健康福祉部子育て
支援課こども家庭
応援センター

0265-22-4511
（内5302）

5 長野県 飯田市 11月 ○ 市役所内においてオレンジリボン関連のＰＲと物品販売を実施
健康福祉部子育て
支援課こども家庭
応援センター

0265-22-4511
（内5302）

6 長野県 諏訪市 11月7日 ○
民生児童委員協議会会長会において、市で作成したチラシを民生
委員全員に配布してもらうよう依頼

健康福祉部こども
課子育て支援係

0266-52-4141

7 長野県 諏訪市 11月1日 ○ オレンジリボン啓発シールを児童福祉関係部署に配布
健康福祉部こども
課子育て支援係

0266-52-4141

8 長野県 中野市 11月～12月 ○
子ども部職員でオレンジリボンを名札に装着
子ども部各課受付窓口にオレンジリボンを飾り付けたツリーを設
置

子ども部子ども相
談室

0269-22-2111

9 長野県 中野市 10月28日 青少年健全育成推進市民集会において、オレンジリボンを配布
子ども部子ども相
談室

0269-22-2111

10 長野県 茅野市 通年 ○ オレンジリボンを作成・配布し、庁内職員の名札等に貼付 こども部こども課 0266-72-2101

11 長野県 茅野市
8月1日

～9月30日
児童虐待防止のオリジナルポロシャツを作成し、教育委員会等職
員が着用

こども部こども課 0266-72-2101

12 長野県 塩尻市 11月11日 ○ 子育て講演会において、啓発物品を配布 家庭支援課 0263-52-0891

13 長野県 佐久市 11月 ○ 庁舎入口に児童虐待防止を啓発する横断幕を掲示
福祉部子育て支援
課子育て支援係

0267-62-3149

14 長野県 千曲市 11月 ○ 庁舎入口に児童虐待防止を啓発する横断幕を掲示
次世代支援部こど
も未来課こども家
庭相談係

026-273-1111

15 長野県 南相木村 通年 ○ 庁舎内、村公民館等へパンフレット配布、ポスター掲示等を実施 住民課 0267-78-2121
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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

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

16 長野県 下諏訪町 11月 ○
教育こども課全職員が月間中、町独自で作成したオレンジリボン
を着けて啓発

教育こども課子育
て支援係

0266-27-1111

17 長野県 南箕輪村 11月 ○
村こども館において、オレンジリボンの作成および啓発活動の実
施

子育て支援課子育
て教育支援相談

0265-76-4110

18 長野県 阿智村 11月 ○
ボランティア団体等と協働でオレンジリボンバッチを制作し、保
健センター等においてチラシとともに配布

教育委員会子育て
支援室

0265-45-1232

19 長野県 麻績村 11月 ○
役場職員全員のネームホルダーへオレンジリボンシールを貼り付
け、職員・来庁者へ啓発

住民課 0263-67-3001

20 長野県 麻績村 11月 ○ 月間に合わせて、代表者会議を開催し、啓発を実施 住民課 0263-67-3001

21 長野県 生坂村 11月 ○
オレンジリボンを作成し、担当部署職員が着用
啓発旗を作成し、窓口へ設置

教育委員会 0263-69-2087

22 長野県 生坂村 11月 ○
乳幼児から高校生を持つ保護者へ虐待予防パンフレットを作成、
配布

教育委員会 0263-69-2087

23 長野県 山形村 11月 ○ 職員が虐待予防ビブスを着用 子育て支援課 0263-98-5600

24 長野県 筑北村 11月 ○
村内の小、中学校の児童生徒を対象に、リーフレット等を配布し
啓発を実施

住民福祉課 0263-66-2111

○　広報誌、テレビ等で周知

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 長野県 長野市 11月 ○
「トイーゴビジョン(屋外大型ディスプレイでの文字放送)」と
「INC長野ケーブルテレビのデータ放送」の「長野市からのお知
らせ」で、児童虐待防止推進月間について放映

こども未来部子育
て支援課

026-224-7062

2 長野県 長野市 11月 ○
庁舎内６か所にある「行政情報等モニター」に、児童虐待防止推
進月間の情報を掲載

こども未来部子育
て支援課

026-224-7062

3 長野県 長野市 11月 ○
市広報紙において、児童虐待防止に関する情報、通告先、相談先
を掲載

こども未来部子育
て支援課

026-224-7062

4 長野県 松本市 11月 ○ 市役所庁舎、松本駅において横断幕を掲載 こども福祉課 0263-33-4767

5 長野県 松本市 11月1日 ○ 市広報に特集記事を掲載 こども福祉課 0263-33-4767

6 長野県 岡谷市 11月 ○ 広報誌11月号及び子育て支援サイトに掲載
健康福祉部子ども
課

0266-23-4811

7 長野県 飯田市 11月1日 ○ 市広報において、児童虐待防止推進月間の啓発を実施
健康福祉部子育て
支援課こども家庭
応援センター

0265-22-4511
（内5302）

8 長野県 諏訪市 11月1日 ○ 広報「すわ」に児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
健康福祉部こども
課子育て支援係

0266-52-4141

9 長野県 諏訪市 11月1日 ○ 諏訪市ホームページに児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
健康福祉部こども
課子育て支援係

0266-52-4141

10 長野県 須坂市 11月1日 ○ 広報「すざか」に児童虐待防止について周知啓発記事を掲載
教育委員会子ども
課子育て支援係

026-248-9026

11 長野県 小諸市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止の記事を掲載
教育委員会子ども
育成課

0267-22-1700

12 長野県 伊那市 10月 市広報誌において、児童虐待防止について周知
学校教育課子ども
相談室

0265-72-0999

13 長野県 駒ヶ根市 11月 ○
市報・CATV・HP・スマホアプリにおいて、児童虐待防止の記事等
を作成し周知

教育委員会子ども課 0265-83-2111

14 長野県 中野市 11月1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
子ども部子ども相
談室

0269-22-2111

15 長野県 大町市 11月 ○ 大町市広報に掲載 子育て支援課 0261-22-0420

16 長野県 大町市 11月 ○ 市内各施設にポスターを掲示 子育て支援課 0261-22-0420

17 長野県 飯山市 10月 市の広報誌において、児童虐待防止推進月間のお知らせを掲載
子ども育成課子育
て支援係

0269-62-3111
（内363）

18 長野県 茅野市 10月～11月 ○ 市広報誌において、虐待に関する啓発記事を掲載 こども部こども課 0266-72-2101

19 長野県 塩尻市 11月1日 ○ 広報しおじりにおいて、啓発記事を掲載 家庭支援課 0263-52-0891

20 長野県 佐久市 11月 ○ 市報11月号において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
福祉部子育て支援
課子育て支援係

0267-62-3149
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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

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

21 長野県 佐久市 11月 ○ 市HPを活用し「児童虐待防止推進月間」を周知
福祉部子育て支援
課子育て支援係

0267-62-3249

22 長野県 千曲市 11月1日 ○ 市報11月号において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
次世代支援部こど
も未来課こども家
庭相談係

026-273-1111

23 長野県 千曲市 11月 ○ 市HPを活用し「児童虐待防止推進月間」を周知
次世代支援部こど
も未来課こども家
庭相談係

026-273-1111

24 長野県 東御市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する啓発文書を掲載 福祉課福祉援護係 0268-64-8888

25 長野県 安曇野市 11月 ○ 広報誌において、児童虐待防止について呼びかけ特集記事を掲載
福祉部子ども支援
課児童係

0263-71-2265

26 長野県 安曇野市 通年 ○ ホームページにおいて、児童虐待防止についての情報を掲載
福祉部子ども支援
課児童係

0263-71-2265

27 長野県 小海町 11月 ○
町内配布の公民館報において、児童虐待防止推進月間の取組を周
知

子育て支援課子育
て支援係

0267-92-2580

28 長野県 川上村 11月 ○ CATV等で広報を実施 保健福祉課福祉係 0267-97-3600

29 長野県 北相木村 11月 ○ 村内CATV等で広報を実施 住民福祉課 0267-77-2111

30 長野県 佐久穂町 10月26日 ○
10月26日発行の町広報誌において、児童虐待防止推進月間の要旨
を掲載

教育委員会こども
課

0267-86-4940

31 長野県 軽井沢町 11月 ○
町広報誌において、「児童虐待防止推進月間」について掲載し周
知

教育委員会こども
教育課子育て支援
係

0267-45-5744

32 長野県 軽井沢町 11月 ○
町広報紙「こ・こ・ら・ぼ」において、虐待に関するコラムを掲
載し周知

教育委員会こども
教育課学校教育係

0267-45-8672

33 長野県 御代田町 11月 ○ 町広報において、児童虐待防止の記事を掲載 保健福祉課 0267-32-6522

34 長野県 立科町 11月 ○ 広報誌に掲載し、周知 町民課福祉係 0267-56-2311

35 長野県 長和町 11月 ○ 町広報において、児童虐待防止の記事を掲載
こども・健康推進
課

0268-68-3494

36 長野県 長和町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間のポスターを本庁や各支所等に掲示
こども・健康推進
課

0268-68-3494

37 長野県 下諏訪町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間の取組を周知
教育こども課子育
て支援係

0266-27-1111

38 長野県 富士見町 11月 ○
町広報誌において、児童虐待防止推進月間について掲載し、相談
窓口の周知を実施

子ども課 0266-62-9235

39 長野県 原村 11月 ○ 村広報誌において、啓発文や相談窓口を掲載
保健福祉課社会福
祉係

0266-79-7092

40 長野県 辰野町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間の取組を周知
教育委員会こども
課

0266-41-1111

41 長野県 箕輪町 11月 ○ 虐待防止の啓発トイレットペーパーを配置 子ども未来課 0265-79-0007

42 長野県 箕輪町 11月 ○ 町広報誌「みのわの実」において、「虐待予防推進月間」の周知 子ども未来課 0265-79-0007

43 長野県 飯島町 11月 ○ 町広報誌において、啓発記事を掲載
教育委員会こども
室

0265-86-6711

44 長野県 南箕輪村 11月 ○ 広報誌で広報を実施
子育て支援課子育
て教育支援相談

0265-76-4110

45 長野県 中川村 11月 ○ 村広報誌に啓発記事を掲載し、保育園の保護者に啓発記事を配布 保健福祉課 0265-88-3001

46 長野県 宮田村 11月 ○ １０月広報において周知
教育委員会こども
室

0265-85-2314

47 長野県 松川町 11月8日～10日 ○ 町のCATV・HPを利用し、虐待防止の啓発を実施
教育委員会事務局
こども課

0265-36-7023

48 長野県 阿南町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止推進月間についての記事を掲載し、周知 子ども教育係 0260-22-2270

49 長野県 阿智村 10月～11月 ○ 村広報誌において、児童虐待防止推進月間について周知
教育委員会子育て
支援室

0265-45-1232

50 長野県 平谷村 11月 ○ 村内行政無線による広報活動、関係広報誌の配布を実施 住民課 0265-48-2211

51 長野県 下條村 11月 ○ 村広報誌で広報を実施 福祉課 0260-27-1231
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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

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 長野県 売木村 10月
広報誌に児童虐待・児童虐待防止推進月間について記事を掲載予
定

住民課 0260-28-2311

53 長野県 喬木村 11月 ○ 村広報誌において、児童虐待防止推進月間について周知
教育委員会子ども
教育係

0265-33-2002

54 長野県 豊丘村 11月 ○ 村のCATV、有線を利用し、虐待防止の啓発を実施
子ども課子育て支
援係

0265-35-9078

55 長野県 大鹿村 11月 ○ 有線放送を通して全村向け児童虐待防止の啓発活動を実施 保健福祉課
0265‐39‐
2001

56 長野県 上松町 11月 ○ 町広報誌おいて、月間を周知
住民福祉課保健衛
生係

0264-52-2825

57 長野県 南木曽町 11月 ○ 町広報誌おいて、月間を周知
教育委員会子ども
すくすく係

0264-57-3335

58 長野県 王滝村 11月 ○ CATV王滝チャンネルで児童虐待防止推進月間を周知 福祉健康課 0264-48-3160

59 長野県 木曽町 11月10日 ○
全世帯に配布される広報紙において、虐待防止の理解を深めてい
ただけるような内容を掲載

保健福祉課子育て
支援室

0264-22-4035 左記日付は発行日

60 長野県 山形村 11月～3月 ○
村内ＣＡＴＶにより、児童虐待防止の啓発、相談、通報窓口等に
ついて紹介

子育て支援課 0263-98-5600

61 長野県 山形村 11月 ○ 村広報誌において、虐待防止の啓発及び相談窓口について周知 子育て支援課 0263-98-5600

62 長野県 山形村 通年 ○ 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

63 長野県 朝日村 11月 ○ 村広報誌において、児童虐待防止を啓発 教育委員会 0263-99-2004

64 長野県 筑北村 11月 ○ 広報誌１１月号に掲載 住民福祉課 0263-66-2111

65 長野県 松川村 11月 ○ 村広報誌において、児童虐待防止推進月間等について周知 福祉課健康推進係 0261-62-3290

66 長野県 小谷村 11月 ○ 広報紙において、児童虐待防止推進月間を周知 住民福祉課福祉係 0261-82-2582

67 長野県 小布施町 10月20日
広報10月号（町内全戸配布）において、「児童虐待防止月間」を
周知

健康福祉課福祉係 026-214-9108

68 長野県 山ノ内町 10月25日
広報10月号（町内全戸配布）において、「児童虐待防止月間」を
周知

健康福祉課子ども
支援係

0269-33-3116 予定

69 長野県 木島平村 11月中旬 ○ 村のケーブルテレビにより、推進月間を周知・啓発
教育委員会子育て
支援課

0269-82-3111

70 長野県 野沢温泉村 11月 ○ 村広報誌において、児童虐待防止推進月間を周知 民生課福祉係 0269-85-3112

71 長野県 小川村 11月 ○ 広報誌（11月号）において、児童虐待防止を啓発 住民福祉課 026-269-2323

72 長野県 飯綱町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間の取組を周知
教育委員会こども
子育て未来室子育
て支援係

026-253-4769

73 長野県 栄村 11月 ○ 広報誌掲載 住民福祉課 0269-87-3114

○　その他

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 長野県 須坂市 4月
小中学校、幼稚園、保育園等を通じて、子どもに関する相談窓口
の案内を配布

教育委員会子ども
課子育て支援係

026-248-9026

2 長野県 茅野市 4月11日
少年育成委員を対象とした児童虐待防止についての周知と協力依
頼を実施

こども部こども課 0266-72-2101

3 長野県 茅野市 5月8日
主任児童委員を対象とした児童虐待防止についての周知と協力依
頼を実施

こども部こども課 0266-72-2101

4 長野県 茅野市 6月22日 ＣＡＰによる性教育講座を実施 こども部こども課 0266-72-2101

5 長野県 箕輪町
5月～8月、
9月～12月

○
ペアレントトレーニング時に、主任児童委員が参加（主任児童委
員への啓発）

子ども未来課 0265-79-0007

6 長野県 朝日村 通年 ○ 児童相談窓口を開設 教育委員会 0263-99-2004

7 長野県 坂城町 通年 ○ 児童相談窓口を開設 福祉健康課 0268-82-3111

8 長野県 信濃町 11月12日 ○
地域子育て支援拠点事業として、映画「うまれる」のDVD上映会
を実施

教育委員会子ども
支援係

026-255-5923
人数把握のため、事
前申込みとする予定
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【岐阜県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 岐阜県 岐阜県 11月1日 ○
清流の国ぎふオレンジリボン児童虐待防止シンポジウム（基調講
演、パネルディスカッション）開催。同時に、県図書館にて関連
図書フェア・展示を開催。

健康福祉部子ども
家庭課

058-272-8325

2 岐阜県 岐阜市 10月29日
「ぎふオレンジリボン２０１７イベント」で、第７回オレンジリ
ボン絵てがみ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

3 岐阜県 岐阜市 11月10日 ○
児童虐待防止啓発講演会をみんなの森ぎふメディアコスモスで開
催

子ども・若者総合
支援センター

058-269-1615

4 岐阜県 高山市 2月 児童虐待に関する講演会を開催
子育て支援課子ど
も発達支援セン
ター

0577-35-3179

5 岐阜県 垂井町 7月26日 中学生を対象とした赤ちゃんふれあい体験学習を実施 保健センター 0584-22-1021

6 岐阜県 北方町 8月2日、3日
中学生を対象に、命の大切さ、親や家庭のあり方、子育ての楽し
さや大変さを学習する「命のふれあい講座」を開催

教育委員会生涯学
習推進室

058-320-2200

○　啓発物品作成・配布

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 岐阜県 岐阜県 10月28日～29日
県主催のフェスティバルで虐待防止啓発資材の配布、親子参加型
ワークショップを開催

健康福祉部子ども
家庭課

058-272-8325

2 岐阜県 岐阜県 11月 ○
駅、商業施設等において県作成のクリアファイル等の啓発資材を
配布して啓発

健康福祉部子ども
家庭課

058-272-8325

3 岐阜県 大垣市 11月1日 ○ 子ども相談センターと共同で街頭啓発
子育て支援部子育
て支援課児童福祉
Ｇ

0584-47-7092

4 岐阜県 大垣市 通年 ○ 虐待防止啓発リーフレットを作成し、市役所・保育園等で配布
子育て支援部子育
て支援課児童福祉
Ｇ

0584-47-7092

5 岐阜県 高山市 11月13日 ○ 「児童虐待防止月間」の街頭啓発
子育て支援課子ど
も発達支援セン
ター

0577-35-3179

6 岐阜県 多治見市 11月5日 ○
子育て支援イベント「楽市楽座」において、児童虐待防止の啓発
等を実施

福祉部子ども支援
課子育ち支援グ
ループ

0572-22-1111

7 岐阜県 多治見市 11月1日 ○ 多治見駅自由通路内において、児童虐待防止の街頭啓発を実施
福祉部子ども支援
課子育ち支援グ
ループ

0572-22-1111

8 岐阜県 関市 12月3日 ○
「ＳＥＫＩいきいきフェスタ」のイベントで児童虐待防止の啓発
実施

福祉部子ども家庭
課

0575-23-7733

9 岐阜県 中津川市 11月5日 ○
中津川市健康福祉まつりで児童虐待防止に関する啓発コーナーを
開設（東美濃ふれあいセンター）

健康福祉部福祉相
談室

0573-66-1111

10 岐阜県 瑞浪市 11月8日 ○ 市内のショッピングセンター等で啓発活動を実施 民生部社会福祉課 0572-68-2115

11 岐阜県 羽島市 10月29日 市内のショッピングセンター等で啓発活動を実施
健幸福祉部子ども
支援課

058-392-1111

12 岐阜県 恵那市 11月 ○ 市内のショッピングセンター等で啓発活動を実施 子育て支援課 0573-26-2111

13 岐阜県 美濃加茂市 11月 ○ 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）

14 岐阜県 美濃加茂市 11月10日 ○ 市内の大型店舗で街頭啓発を実施
健康福祉部こども
課

0574-25-2111
（327）

中濃子ども相談セン
ターと合同で実施

15 岐阜県 土岐市 11月 ○ 11月中、市庁舎に啓発用横断幕の掲示
市民部子育て支援
課

0572-54-1111

16 岐阜県 土岐市 11月1日 ○
子ども相談ｾﾝﾀｰなどの関係機関とともに、市内の商業施設にて啓
発活動

市民部子育て支援
課

0572-54-1111 調整中

17 岐阜県 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
こども健康部こど
も課

0574-62-1111

18 岐阜県 瑞穂市 11月5日 ○ みずほふれあいフェスタにて啓発グッズの配布 福祉生活課 058-327-4123

19 岐阜県 飛騨市 12月3日
健康と福祉の集い（福祉イベント）において、啓発活動（啓発物
品の配布）

市民福祉部子育て
応援課

0577-73-2458

20 岐阜県 山県市 11月 ○ 庁舎周辺に啓発旗の設置 福祉課 0581-22-6837

21 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
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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

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

22 岐阜県 郡上市 11月 ○
市庁舎窓口担当職員（１階）オレンジジャンパーを着用。また、
市内の子どもに関わる機関（幼・保等）、民生委員などにもオレ
ンジジャンパーを着用して啓発

児童家庭課 0575-67-1817

23 岐阜県 郡上市 11月14日 ○
市内のショッピングセンター等において、街頭キャンペーンの実
施（チラシ・啓発グッズの配布等）

児童家庭課 0575-67-1817 予定

24 岐阜県 下呂市 通年 ○ 市役所庁舎入り口にのぼり旗を設置
健康福祉部児童福
祉課

0576-52-2882

25 岐阜県 海津市 11月 ○ 市役所周辺に啓発旗の設置
健康福祉部社会福
祉課

0584-53-1139

26 岐阜県 海津市 11月 ○ 課職員等のオレンジリボン着用
健康福祉部社会福
祉課

0584-53-1139

27 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ジを着用 健康福祉課
0584-22-1151
（内線205）

28 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実施 健康福祉課
0584-22-1151
（内線205）

29 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205）

30 岐阜県 輪之内町 通年 ○
町の子育てガイドブックの中に虐待防止に関する相談窓口を掲載
し、母子手帳発行時等に配布

福祉課 0584-69-3111

31 岐阜県 安八町 通年 ○ 課職員等がオレンジリボンバッジを着用 福祉課 0584-74-7104

32 岐阜県 安八町 通年 ○ 公用車にオレンジリボンﾏｸﾞﾈｯﾄを貼付 福祉課 0584-74-7104

33 岐阜県 揖斐川町 11月 ○
子育て支援センターにおいて、利用者にオレンジリボンツリーに
リボンんを結んでもらい、パンフレットなどを渡し児童虐待防止
にについて伝え、認識してもらう。

住民福祉部子育て
支援課子育て支援
センター

0585-23-1136

34 岐阜県 池田町 11月19日 ○
11月中に庁舎内ロビー等にのぼりを立てると共に、「健康福祉エ
コフェア」において、オレンジリボンキャンペーン用ののぼりを
立て、啓発物品を配布

民生部健康福祉課
子育て支援政策係

0585-45-3111

35 岐阜県 北方町 11月 ○ 課職員等の名札にオレンジリボンを着用 福祉健康課 058-323-1119

36 岐阜県 北方町 通年 ○ 課公用車にオレンジリボンマグネットを貼付 福祉健康課 058-323-1119

37 岐阜県 坂祝町 11/1～30 ○ 役場庁舎内にオレンジリボンのモニュメントを設置 こども課 0574-26-7111

38 岐阜県 富加町 11月 ○ 役場庁舎にのぼり旗を設置
教育課子育て支援
係

0574-54-2177

39 岐阜県 富加町 11月 ○ 職員の名札にオレンジリボンを着用
教育課子育て支援
係

0574-54-2177

40 岐阜県 七宗町 11月 ○
おいでよふる里まつりにて、来場者にリーフレット等を配布し周
知

教育課子育て支援
係

0574－48－
1114

41 岐阜県 七宗町 通年 ○
各集会・会議にぴて児童虐待防止に関するグッズを配布及び児童
虐待防止について周知

教育課子育て支援
係

0574－48－
1114

42 岐阜県 白川町 11月 ○ 庁舎に啓発籏を設置
教育課子育て支援
係

0574-72-2317

43 岐阜県 白川町 通年 ○ 公用車にオレンジリボンマグネットを貼付
教育課子育て支援
係

0574-72-2317

44 岐阜県 白川町 11月5日 ○ 町「ふるさとまつり」にて児童虐待防止に関するグッズを配布
教育課子育て支援
係

0574-72-2317

○　広報誌、テレビ等で周知

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 岐阜県 岐阜市 11月1日 ○ 広報紙「広報ぎふ」やホームページで啓発記事を掲載
子ども・若者総合
支援センター

058-269-1615

2 岐阜県 大垣市 11月1日 ○ 市広報に「児童虐待防止推進月間」の啓発記事を掲載
子育て支援部子育
て支援課児童福祉
Ｇ

0584-47-7092

3 岐阜県 高山市 11月1日 ○ 市広報紙に「児童虐待防止月間」の啓発記事を掲載
子育て支援課子ど
も発達支援セン
ター

0577-35-3179

4 岐阜県 美濃市 11月 ○ 11月の広報紙にて「児童虐待防止推進月間」の周知 健康福祉課 0575-33-1122

5 岐阜県 瑞浪市 11月8日 ○ 市広報誌・HPで児童虐待防止に関する記事を掲載 民生部社会福祉課 0572-68-2115
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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

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

6 岐阜県 羽島市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載
健幸福祉部子ども
支援課

058-392-1111

7 岐阜県 恵那市 11月 ○ 市広報において、児童虐待防止推進月間や取組について周知 子育て支援課 0573-26-2111

8 岐阜県 土岐市 11月 ○ 市広報・ＨＰに啓発記事を掲載
市民部子育て支援
課

0572-54-1111

9 岐阜県 各務原市 11月1日 ○ 市広報に「児童虐待防止推進月間」に関する記事を掲載
健康福祉部子育て
支援課

058-383-7203

10 岐阜県 可児市 11月 ○ 市広報誌「広報かに」に児童虐待防止推進に関する記事を掲載
こども健康部こど
も課

0574-62-1111

11 岐阜県 山県市 11月 ○ 広報誌において児童虐待防止推進月間の周知 福祉課 0581-22-6837

12 岐阜県 瑞穂市 11月1日 ○
市広報紙および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

福祉生活課 058-327-4123

13 岐阜県 飛騨市 11月16日 ○ 広報ひだにおいて児童虐待防止に関する記事を掲載
市民福祉部子育て
応援課

0577-73-2458

14 岐阜県 本巣市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待防止推進月間に関する周知及び標語
の掲載

健康福祉部子ども
大切課子育て支援
係

058-323-7753

15 岐阜県 郡上市 11月 ○ １１月の広報紙にて「児童虐待防止推進月間」の周知 児童家庭課 0575-67-1817

16 岐阜県 郡上市 11月 ○ ケーブルテレビによる周知放送 児童家庭課 0575-67-1817

17 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
健康福祉部社会福
祉課

0584-53-1139

18 岐阜県 岐南町 11月 ○
広報に児童虐待防止の啓発を掲載
課職員等にオレンジリボン着用

民生部子育て支援
課

058-247-1344

19 岐阜県 笠松町 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記載
住民福祉部福祉子
ども課

058-388-1116

20 岐阜県 養老町 11月 ○ 町広報に児童虐待防止推進月間の記事を掲載 子ども課 0584-32-5078

21 岐阜県 垂井町 11月 ○ 町広報紙及びホームページへの記事を掲載 健康福祉課
0584-22-1151
（内線205）

22 岐阜県 関ケ原町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 住民課 0584-43-1111

23 岐阜県 神戸町 11月1日 ○ 「広報ごうど」において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
民生部子ども家庭
課

0584-27-3111

24 岐阜県 輪之内町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 福祉課 0584-69-3111

25 岐阜県 安八町 11月 ○ １１月広報紙において、「児童虐待防止推進月間」を周知 福祉課 0584-64-7104

26 岐阜県 大野町 11月 ○ 庁舎、保健センター等公共機関にポスターの掲示、広報紙に掲載 福祉課 0585-34-1111

27 岐阜県 北方町 11月 ○ 町広報誌へ啓発記事を掲載 福祉健康課 058-323-1119

28 岐阜県 富加町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止月間についての記事を掲載
教育課子育て支援
係

0574-54-2177

29 岐阜県 川辺町 11月 ○ 町広報紙に児童虐待防止月間についての記事を掲載 住民課 0574-53-2515

30 岐阜県 東白川村 11月 ○ CATVを利用して児童虐待防止月間について周知
教育課子育て支援
係

0574-78-3111

31 岐阜県 御嵩町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止の啓発と周知 福祉課 0574-67-2111

32 岐阜県 白川村 11月 ○ 11月村広報誌に児童虐待防止に係る啓発記事を掲載予定 村民課 05769-6-1311

○　その他

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 岐阜県 岐阜市
7月3日

～10月2日
第７回オレンジリボン絵てがみコンテストの作品募集

子ども・若者総合
支援センター

058-269-1615

2 岐阜県 岐阜市 11月5日～24日 ○
みんなの森ぎふメディアコスモス、岐阜市役所本庁舎市民ホール
で、第７回オレンジリボン絵てがみコンテストの応募作品を展
示。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
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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

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

3 岐阜県 輪之内町

7月6日、9月28
日、10月5日、
11月30日、1月

31日

○
小学5年生、中学1、3年生を対象として、命の大切さ・自分の大
切さを知るための「思春期教室」を実施

福祉課保健セン
ター

0584-69-5155

4 岐阜県 輪之内町 8月25日
中学3年生の希望者を対象として、命の大切さや母性・父性の育
ちを目的とした「赤ちゃんふれあい体験」を実施

福祉課保健セン
ター

0584-69-5155

5 岐阜県 東白川村 12月～3月 小中学生を対象とした性や妊娠・命の尊さの学習を実施
教育課子育て支援
係

0574-78-3111
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【静岡県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 静岡県 静岡県 11月11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）を開催

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 静岡市 11月11日 ○
清水エスパルスとの協働により、エスパルスドリームプラザ一階
広場において、選手を活用した啓発イベントを実施

子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643

3 静岡県 浜松市 11月 ○ 県児童養護施設協議会等と協働で、講演会、パレード等を実施 子育て支援課 053-457-2793

4 静岡県 沼津市 11月2日 ○

子育てＳＯＳ講演会を開催
児童虐待について、要対協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。
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
予定

5 静岡県 裾野市 11月 ○ 児童虐待に関する講演会を開催 子育て支援課 055-995-1841 日程未定

6 静岡県 伊豆市
10月31日、11月8
日、17日、24日

○ 小学校就学前の子どもを持つ保護者を対象に子育て講座を実施 こども課 0558-72-9870

7 静岡県 函南町 11月11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

厚生部子育て支援
課子育て支援係

055-979-8133

8 静岡県 藤枝市 11月26日 ○
児童虐待予防として、発達障害児への対応をテーマに藤枝市にお
いて講演会を開催
開催場所：藤枝市市民ホール岡部

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

9 静岡県 菊川市 11月17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

10 静岡県 御前崎市 11月26日 ○
市大産業祭のブースにおいて、独自チラシや物品を配布し、児童
虐待防止を呼び掛け、啓発を実施

こども未来課 0537-85-1120

○　啓発物品作成・配布

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 静岡県 静岡県 11月 ○
県庁・各児童相談所にのぼり旗を設置。各児童相談所において、
管内市町と共同で街頭啓発キャンペーンを実施（県作成の啓発品
配布）

健康福祉部こども
家庭課

054-221-2922

2 静岡県 静岡市 11月 ○ 各区役所に児童虐待防止啓発の横断幕、懸垂幕を設置
子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643

3 静岡県 静岡市 11月11日 ○
清水エスパルス選手及びキャラクターを活用した、啓発ちらしの
作成及びイベント時等の配付

子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643

4 静岡県 下田市 11月 ○
街頭キャンペーンにおいて、県東部地区家庭児童相談室連絡協議
会で作成する啓発物品を配布

下田市福祉事務所 0558-22-2216

5 静岡県 下田市 11月～ ○
庁舎窓口において、県東部地区家庭児童相談室連絡協議会で作成
する啓発物品を配布

下田市福祉事務所 0558-22-2216

6 静岡県 沼津市 通年 ○
児童虐待防止啓発用リーフレットを作成し、要対協関係機関等に
配付

市民福祉部こども
家庭課こども相談
係

055-934-4828

7 静岡県 沼津市 11月1日～24日 ○
市役所１階大型掲示板において、児童虐待防止に関する掲示を実
施

市民福祉部こども
家庭課こども相談
係

055-934-4828

8 静岡県 伊東市 11月 ○
市内スーパーや市役所イベントにおいて、啓発物品（ティッシュ
等）を配布

健康福祉部子育て
支援課子育て支援
係

0557-32-1581

9 静岡県 裾野市 11月1日 ○ 市内ショッピングセンター等で啓発品を配布 子育て支援課 055-995-1841

10 静岡県 熱海市 11月4日 ○ 市内イベント会場において、啓発グッズなどを配布
健康福祉部社会福
祉課子育て支援室
内家庭児童相談室

0557-86-6353

11 静岡県 熱海市 11月8日 ○ 市内スーパーにおいて、啓発グッズなどを配布
健康福祉部社会福
祉課子育て支援室
内家庭児童相談室

0557-86-6353

12 静岡県 熱海市 11月12日 ○ 防災イベント会場において、啓発グッズなどを配布
健康福祉部社会福
祉課子育て支援室
内家庭児童相談室

0557-86-6353

13 静岡県 熱海市 11月15日 ○ 市内スーパーにおいて、啓発グッズなどを配布
健康福祉部社会福
祉課子育て支援室
内家庭児童相談室

0557-86-6353

14 静岡県 御殿場市 11月 ○ イベント会場において、啓発資材を配布
健康福祉部子育て
支援課

0550-82-4124

15 静岡県 伊豆市 11月 ○
市役所職員、民生委員・主任児童委員、社会福祉協議会、市内保
育園・こども園・小中学校職員に虐待防止啓発のオレンジリボン
を配布

こども課 0558-72-9870
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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

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

16 静岡県 伊豆市 11月 ○
市内スーパーの店頭において、民生委員・主任児童委員に協力し
ていただき虐待防止の啓発グッズ（ティッシュ、絆創膏）を配布

こども課 0558-72-9870

17 静岡県 伊豆市 11月 ○ 市役所本庁、各支所に児童虐待防止推進月間ののぼり旗を設置 こども課 0558-72-9870

18 静岡県 富士市 7月25日
市内大型スーパー及び富士駅周辺において、要対協委員等により
啓発物資を配布

福祉部こども家庭
課

0545-55-2763

19 静岡県 富士市 8月11日～16日 児童扶養手当現況届会場において、啓発物資を配布
福祉部こども家庭
課

0545-55-2763

20 静岡県 富士市 8月19日、20日 「キッズジョブ２０１７」会場において、啓発物資を配布
市民部市民課（福
祉部こども家庭
課）

0545-55-2763

21 静岡県 富士市 10月15日
富士市福祉まつり会場において、要対協委員等により啓発物資を
配布

福祉部こども家庭
課

0545-55-2763

22 静岡県 富士市 11月11日 ○
オレンジリボンたすきリレーに協力するとともに、オープニング
イベント時に来場者へ啓発物資を配布

福祉部こども家庭
課

0545-55-2763
県主催イベントへの
後援・運営協力

23 静岡県 焼津市 11月1日 ○
焼津駅前において、街頭キャンペーンを実施（児童虐待防止チラ
シを配布）

こども未来部こど
も相談センター

054-626-1165

24 静岡県 藤枝市 11月1日 ○
JR藤枝駅前北口・南口において、「児童虐待防止推進月間」街頭
キャンペーンを実施

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

25 静岡県 藤枝市 11月 ○ 市内（交通量の多い）横断歩道１ヶ所に、横断幕を掲示 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

26 静岡県 藤枝市 11月 ○

オリジナルオレンジリボン（障害者就労支援施設製作のピン付機
織りリボン）の作成、配布及び着用
（「藤枝市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」
に基づき）

子ども家庭課 054- 643-7227

27 静岡県 伊豆の国市 11月 ○ 市役所玄関前にのぼり旗を設置
保健福祉・こど
も・子育て相談セ
ンター

0558-76-8010

28 静岡県 牧之原市 11月 ○ のぼり旗を設置 子ども子育て課 0548-23-0071

29 静岡県 磐田市 11月 ○
オレンジリボン運動を実施（市職員がオレンジリボンを着用して
啓発）

こども部子育て支
援課

0538-37-4896

30 静岡県 磐田市 11月 ○
市内スーパーにおいて、児童虐待防止啓発街頭キャンペーン（啓
発用品等を配布）を実施

こども部子育て支
援課

0538-37-4896

31 静岡県 磐田市 11月 ○ 児童虐待防止啓発用品として、エコバック等を作成・配布
こども部子育て支
援課

0538-37-4896

32 静岡県 掛川市 11月3日 ○
掛川商工まつり会場において、児童虐待防止啓発チラシと啓発
グッズを配布

こども希望部こど
も希望課こども家
庭係

0537-21-1144 児童相談所主催

33 静岡県 袋井市 11月10日 ○
民生委員児童委員協議会、警察と街頭啓発活動を行い、啓発グッ
ズ（ポケットティッシュ）を配布

市民生活部しあわ
せ推進課

0538-44-3184

34 静岡県 御前崎市 11月 ○
健康福祉部全職員にオレンジリボンを配布し、着用して啓発を実
施

こども未来課 0537-85-1120

35 静岡県 御前崎市
11月1日
16：30～

○
児童虐待防止街頭キャンペーンを実施
（市内ショッピングモール2か所にて、独自チラシや物品を配布
し、啓発を図る）

こども未来課 0537-85-1120

36 静岡県 湖西市 7月27日
市内の遊戯施設、商業施設、公共施設に児童虐待防止のためのチ
ラシを配布

健康福祉部子育て
支援課子育て支援
係

053-576-1813

○　広報誌、テレビ等で周知

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 静岡県 静岡県 11月 ○ 県庁本館等に看板を設置
健康福祉部こども
家庭課

054-221-2922

2 静岡県 静岡市 11月 ○
市広報紙において、児童虐待防止に関するオレンジリボンキャン
ペーンを紹介

子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643

3 静岡県 浜松市 4月～3月 ○ 「はままつオレンジリボン運動」の周知啓発 子育て支援課 053-457-2793

4 静岡県 下田市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間を周知 下田市福祉事務所 0558-22-2216

5 静岡県 東伊豆町 11月5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 住民福祉課 0557-95-6204

6 静岡県 河津町 11月 ○ 町広報紙、HPへ掲載 保健福祉課 0558-34-1937

7 静岡県 西伊豆町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関して掲載予定 健康福祉課 0558-52-1961

8 静岡県 南伊豆町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待防止について掲載 健康福祉課 0558-62-6233

9 静岡県 沼津市 10月15日 ○ 市広報誌において、11月２日開催の講演会について周知
市民福祉部こども
家庭課こども相談
係

055-934-4828
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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

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

10 静岡県 伊東市 11月 ○ 広報誌１１月号に通報窓口等について掲載し周知
健康福祉部子育て
支援課子育て支援
係

0557-32-1581

11 静岡県 三島市 11月1日 ○
広報みしま11月1日号に児童虐待防止について相談窓口や通告先
の連絡先を掲載

子育て支援課子ど
も家庭係

055-983-2713

12 静岡県 裾野市 11月 ○ 広報紙、子育てアプリ等で広報・虐待防止の周知を実施 子育て支援課 055-995-1841

13 静岡県 熱海市 11月10日 ○ 広報あたみ１１月号に児童虐待防止に関する記事を掲載し、啓発
健康福祉部社会福
祉課子育て支援室
内家庭児童相談室

0557-86-6353

14 静岡県 御殿場市 11月5日 ○
市広報誌において、児童虐待防止推進月間のお知らせと相談機関
の案内を掲載

健康福祉部子育て
支援課

0550-82-4124

15 静岡県 伊豆市 ８月
小学校就学前の子どもを持つ保護者を対象とした子育て講座の案
内を子育て支援センター、保育園、こども園に配布すると同時に
市の広報誌やホームページにも載せて参加者を募集

こども課 0558-72-9870

16 静岡県 伊豆市 11月 ○ 市広報誌に虐待防止推進月間について掲載 こども課 0558-72-9870

17 静岡県 清水町 11月 ○ 町広報誌11月1日号おいて、児童虐待防止推進月間を周知
こども未来課子育
て支援係

055-981-8215

18 静岡県 小山町 11月1日 ○ 広報おやま11月号に児童虐待防止推進月間の周知文を掲載予定
教育委員会こども
育成課こども育成
班

0550-76-6126

19 静岡県 函南町 10月16日 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
厚生部子育て支援
課子育て支援係

055-979-8133

20 静岡県 富士宮市 11月10日 ○
イオン富士宮店において、児童虐待防止推進月間の啓発とその趣
旨をアピールするため、オレンジリボン等を配布

保健福祉部こども
未来課家庭児童相
談係

０544-22-1230

21 静岡県 富士宮市 11月1日 ○
市広報『ふじのみや』１１月号に児童虐待防止推進月間啓発記事
を掲載

保健福祉部こども
未来課家庭児童相
談係

０544-22-1230

22 静岡県 焼津市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間の取組を周知
こども未来部こど
も相談センター

054-626-1165

23 静岡県 焼津市 11月 ○ 関係機関へ児童虐待防止ポスターを配布
こども未来部こど
も相談センター

054-626-1165

24 静岡県 藤枝市 11月5日 ○
市広報誌において、児童虐待防止等に関係する内容を紹介（見開
き２P）

子ども家庭課 054- 643-7227

25 静岡県 藤枝市 11月 ○
JR藤枝駅連絡通路のパープルビジョン（電光掲示板）に、「児童
虐待防止推進月間」について表示

子ども家庭課 054- 643-7227

26 静岡県 島田市 10月 広報しまだ10月号において掲載予定
子育て応援課こど
も相談係

0547-36-7253

27 静岡県 牧之原市 10月15日 10月広報において、里親制度と合わせて周知 子ども子育て課 0548-23-0071 予定

28 静岡県 川根本町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待防止推進月間のお知らせ記事を掲載
健康福祉課こども
支援室

0547-56-2224

29 静岡県 磐田市 10月15日 広報紙において、虐待通告先を周知
こども部子育て支
援課

0538-37-4896

30 静岡県 磐田市 4月～3月 ○ 磐田市子育て情報サイトに掲載
こども部子育て支
援課

0538-37-4896

31 静岡県 掛川市 11月1日 ○ 広報紙に児童虐待防止推進月間について掲載
こども希望部こど
も希望課こども家
庭係

0537-21-1144

32 静岡県 菊川市 11月16日 ○
市広報誌おいて、児童虐待の基本的知識、通報義務や地域の役割
について周知

福祉課児童福祉係 0537-35-0955

33 静岡県 袋井市 11月1日 ○ 自治体広報誌に児童虐待防止の特集を掲載し市民に周知
市民生活部しあわ
せ推進課

0538-44-3184

34 静岡県 御前崎市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する情報を掲載予定 こども未来課 0537-85-1120 11月10日発行

○　民間企業等とのタイアップ

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 静岡県 静岡市 11月11日 ○
静岡県児童養護施設協議会と共催で、オレンジリボンたすきリ
レー中継点となる商業施設において啓発品を配布

子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643

2 静岡県 静岡市 11月 ○
清水エスパルス公式ウェブサイトトップ画面にオレンジリボン
キャンペーンついて掲載

子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643

3 静岡県 静岡市 Ｊリーグ開催期間中 ○
選手が試合中に身につけるキャプテンマークにオレンジリボンを
掲載し、試合へ出場

子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643
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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

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

4 静岡県 浜松市 4月～3月 ○
「はままつオレンジリボン運動応援隊」を募集（企業・民間団体
等の機関から応援隊を募集し、リボン着用や啓発物品の配付協力
依頼。大学祭でのブース設置等協力をいただく予定）

子育て支援課 053-457-2793

○　その他

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 静岡県 静岡市 11月 ○
静岡市役所静岡庁舎本館「あおい塔」のオレンジライトアップを
実施

子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643

2 静岡県 静岡市 11月 ○ エスパルスドリームプラザ観覧車のオレンジライトアップを実施
子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643

3 静岡県 静岡市 11月 ○
各区役所の番号案内表示システムに児童虐待防止について掲載
キャラクターがオレンジリボンたすきを身につけた画像も掲載予
定

子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643 未定

4 静岡県 浜松市 4月～3月 ○
テレビリポーターへ「はままつオレンジリボン運動応援大使」の
委嘱

子育て支援課 053-457-2793

5 静岡県 沼津市 通年 ○
市内保育所、幼稚園及び小中学校を対象として、児童虐待防止の
啓発や発見した際の対応を周知するために、紙芝居を使用しての
出前講座を実施

市民福祉部こども
家庭課こども相談
係

055-934-4828

6 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、本町大通りまつりの際に実施

子育て支援課子ど
も家庭係

055-983-2713

7 静岡県 牧之原市 10月18日、20日 民生児童委員に対し、児童虐待防止推進月間及び対応を周知 子ども子育て課 0548-23-0071
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【愛知県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 愛知県 愛知県 11月30日 ○ 児童虐待防止対策セミナーを開催
児童家庭課要保護
児童対策グループ

052-954-6281

2 愛知県 名古屋市 5月24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

子ども青少年局子
育て支援部子ども
福祉課子ども福祉
係

052-972-3979

3 愛知県 豊橋市 11月3日 ○ オレンジリボンデー＆こどもの人権デーイベントを開催
こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

4 愛知県 豊橋市 11月17日 ○ 児童虐待防止講演会を開催
こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

5 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
課児童相談係

0564-23-6745

6 愛知県 瀬戸市 11月 ○ 虐待防止講演会を開催（テーマ等未定）
こども家庭課家庭
児童相談室

0561-82-1990

7 愛知県 豊川市 11月14日 ○
平成29年度要保護対策地域協議会研修会において虐待予防の講演
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

8 愛知県 津島市 10月26日 児童虐待防止に関する講演会を実施 家庭児童相談室 0567-24-0350

9 愛知県 安城市 10月5日 安城市虐待等防止地域協議会研修会での講演会を実施 子育て支援課 0566-71-2229

10 愛知県 大府市 10月14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
　　　　　　　　　 ～あたたかな　まなざしで『ほっ』とする
子育て～」
開催場所：大府市役所

福祉子ども部子育
て支援課家庭児童
相談係

0562-45-6229

11 愛知県 尾張旭市 11月18日 ○

「今どきの子どものネット事情と親が家庭でできること（仮）」
場所：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

こども子育て部こ
ども課子育て支援
室

0561-53-6101

12 愛知県 豊明市 11月 ○ 民生児童委員に対する児童虐待予防に関する講話を実施 児童福祉課 0562-92-1120

13 愛知県 あま市 10月28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

○　啓発物品作成・配布

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 愛知県 愛知県 11月 ○
県内のマックスバリューにおいて、児童虐待防止の啓発ポスター
を掲載

児童家庭課要保護
児童対策グループ

052-954-6281

2 愛知県 名古屋市 5月3日

とだがわこどもまつりにおいて児童虐待防止キャンペーンを実施
（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
する取組）
会場：とだがわこどもランド

子ども青少年局子
育て支援部子ども
福祉課子ども福祉
係

052-972-3979

3 愛知県 名古屋市 5月
新小学校1年生（市立小学校）とその保護者向けリーフレットを
配布

子ども青少年局子
育て支援部子ども
福祉課子ども福祉
係

052-972-3979

4 愛知県 豊橋市 11月 ○
市役所庁内、交通児童館にオレンジリボンツリーを設置
公用車に啓発マグネット貼付

こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

5 愛知県 豊橋市 11月 ○ 市役所庁舎内に横断幕を掲揚
こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

6 愛知県 豊橋市 11月1日 ○ 駅前で啓発グッズ（ウェットティッシュを予定）を配布
こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

7 愛知県 豊橋市 8月20日
福祉イベントにおいてブースを設けオレンジリボン啓発、リボン
の配布を実施

こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

8 愛知県 豊橋市 11月2日 ○
イベント趣旨に賛同した企業から提供を受けたイベント景品にオ
レンジリボンを貼付して配布

こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

9 愛知県 豊橋市 11月12日 ○
とよはしみなとシティマラソン参加者にオレンジリボンを配布
し、着用を依頼

こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

10 愛知県 豊橋市 10月～11月 ○
イベントチラシ、虐待啓発リーフレットを学校などの関係機関等
に配布

こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

11 愛知県 岡崎市 11月 ○ ショッピングモールにおいて、県作成のティッシュを配布
こども部家庭児童
課児童相談係

0564-23-6745
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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

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

12 愛知県 一宮市 11月 ○
児童虐待防止推進月間を記載した名札とオレンジリボンを作成
し、関係職員が着用して啓発を実施

こども部子育て支
援課

0586-28-9141

13 愛知県 一宮市 11月 ○
虐待防止啓発のため、本庁舎立体駐車場に懸垂幕を、駅ビル３階
のテラス外側に横断幕を掲示

こども部子育て支
援課

0586-28-9141

14 愛知県 一宮市 11月 ○ 市役所本庁舎に虐待防止啓発ののぼり旗を設置
こども部子育て支
援課

0586-28-9141

15 愛知県 一宮市 11月～ ○ 虐待防止啓発ポケットティッシュを窓口配布
こども部子育て支
援課

0586-28-9141

16 愛知県 半田市 11月 ○
オレンジリボンの作成、着用（市職員、議員、民生児童委員、社
協職員）

子育て支援課 0569-84-0657

17 愛知県 半田市 11月 ○ 市内ショッピングセンターにおいて啓発物（ティッシュ）を配布 子育て支援課 0569-84-0657

18 愛知県 半田市 11月 ○ 市役所１階において啓発パネルを展示 子育て支援課 0569-84-0657

19 愛知県 春日井市 11月 ○
春日井市青少年子ども部職員、市内保育園の職員がオレンジリボ
ンを着用

子ども政策課家庭
支援担当

0568-85-6229

20 愛知県 津島市 6月6日
家庭児童相談室案内ちらしを幼稚園、保育所、小・中学校、公共
施設に配布

家庭児童相談室 0567-24-0350

21 愛知県 津島市 11月1日 ○
虐待防止のリーフレットを幼稚園、保育所、小・中学校、公共施
設に配布

家庭児童相談室 0567-24-0350

22 愛知県 豊田市 4月
市内小中学校、特別支援学校、こども園、幼稚園で虐待啓発ちら
しを配布

子ども部子ども家
庭課

0565-34-6636

23 愛知県 豊田市 11月 ○
啓発グッズの作成と配布を実施（一部啓発物品をポッカサッポロ
フード＆ビバレッジ株式会社が作成）

子ども部子ども家
庭課

0565-34-6636

24 愛知県 豊田市 11月 ○ 市庁舎及び支所に虐待防止月間の懸垂幕又は横断幕を設置
子ども部子ども家
庭課

0565-34-6636

25 愛知県 豊田市 11月 ○
期間中、市職員（含むこども園）、私立幼稚園職員、民生委員・
児童委員がオレンジリボンバッヂを着用

子ども部子ども家
庭課

0565-34-6636

26 愛知県 豊田市 11月1日 ○
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社との共働で、こども
園での児童虐待防止啓発イベントを開催

子ども部子ども家
庭課

0565-34-6636

27 愛知県 安城市
11月1日、2日、

6日
○ 大型スーパーや商業施設店頭で啓発品を配布 子育て支援課 0566-71-2229

28 愛知県 西尾市 10月28日
児童虐待防止の啓発用クリアファイルを作成し、本まつりにおい
て配布

子ども部家庭児童
支援課

0563-56-3113

29 愛知県 西尾市 11月 ○ 市役所、３支所の周りに児童虐待防止啓発ののぼり旗を設置
子ども部家庭児童
支援課

0563-56-3113

30 愛知県 西尾市 11月11日 ○
児童虐待防止の啓発用クリアファイルを作成し、きらまつりにお
いて配布

子ども部家庭児童
支援課

0563-56-3113

31 愛知県 蒲郡市 11月 ○ 市役所庁舎に児童虐待防止推進月間に関する懸垂幕を設置
市民福祉部子育て
支援課児童福祉係

0533-66-1108

32 愛知県 犬山市 10月
市内の地域活動クラブにオレンジリボン作成を依頼。市職員、市
内小中学校等の関係機関に作成したオレンジリボンを配布

教育部子ども未来
課児童担当

0568-44-0322

33 愛知県 常滑市 11月 ○ 市内大型スーパー等において啓発チラシ等を配布
福祉部こども課子
育て支援チーム

0569-47-6113

34 愛知県 東海市 11月15日 ○ 虐待防止啓発運動を実施 女性・子ども課 052-603-2211

35 愛知県 大府市
10月15日
～3月31日

○

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を実施
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

福祉子ども部子育
て支援課家庭児童
相談係

0562-45-6229

36 愛知県 知多市 11月23日 ○ 子育て支援団体のイベントで、啓発事業を実施
子ども未来部若者
女性支援室

0562-36-2657

37 愛知県 尾張旭市 11月 ○
「オレンジリボンツリー未来への願い」として、子ども達へ向け
たメッセージを集め、オレンジリボンとともにツリーへ飾り付け
をした作品を展示

こども子育て部こ
ども課子育て支援
室

0561-53-6101

38 愛知県 尾張旭市 11月1日 ○ 尾張旭市内の４駅の改札駅前で啓発活動を実施
こども子育て部こ
ども課子育て支援
室

0561-53-6101

39 愛知県 尾張旭市 11月 ○
市役所等に児童虐待防止推進月間の横断幕・のぼりを設置し、周
知を実施

こども子育て部こ
ども課子育て支援
室

0561-53-6101

40 愛知県 尾張旭市 11月 ○
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、業務を実施。他課職員へは、オレン
ジリボンの着用を依頼。

こども子育て部こ
ども課子育て支援
室

0561-53-6101

98



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

41 愛知県 高浜市 11月5日 ○
社会福祉協議会主催のわくわくフェスティバルにおいて、オレン
ジバッグ配布により虐待防止啓発活動を実施予定（いきいき広
場）

福祉部福祉まるご
と相談G

0566-52-9610

42 愛知県 岩倉市 11月11日、12日 ○
ふれ愛まつり会場（岩倉市総合体育文化センター）において啓発
物品を配布

健康福祉部福祉課
社会福祉グループ

0587-38-5830

43 愛知県 田原市 11月 ○ 乳幼児健診において、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

44 愛知県 田原市 11月12日 ○
福祉のつどいにおいて、民生児童委員、主任児童委員、警察署と
協同で児童虐待防止に関するＰＲ活動を実施（オレンジリボンと
啓発物品を配布）

健康福祉部子育て
支援課

0531-23-3513

45 愛知県 田原市 7月23日
田原市児童センターまつりにおいて、主任児童委員と協同で児童
虐待防止に関するＰＲ活動を実施（啓発物品を配布）

健康福祉部子育て
支援課

0531-23-3513

46 愛知県 愛西市 11月 ○ 市庁舎、支所、保健センター等の窓口において啓発品を配布
健康福祉部児童福
祉課

0567-55-7118

47 愛知県 愛西市 11月5日 ○ 保健センターで開催される「健康まつり」において啓発品を配布
健康福祉部児童福
祉課

0567-55-7118

48 愛知県 清須市 11月23日 ○
イベント「夢がMORIMORIママフェスティバルin清須」において啓
発グッズを配布
開催場所：アルコ清洲

子育て支援課 052-400-2911

49 愛知県 清須市 10月21日
「児童館祭」において啓発グッズを配布
開催場所：春日B&G海洋センター

子育て支援課 052-400-2911

50 愛知県 北名古屋市 11月 ○ オレンジリボンを配布 福祉部家庭支援課 0568-22-1111

51 愛知県 みよし市 11月 ○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲揚
子育て健康部子育
て支援課

0561-32-8034

52 愛知県 あま市 11月 ○
市内の駅前・スーパーマーケット等３ヶ所で街頭啓発を行い、啓
発物品を配布

福祉部子育て支援
課

052-444-3173

53 愛知県 長久手市 11月 ○ 公用車にオレンジリボンステッカーを貼付、市役所に看板を設置
福祉部子育て支援
課子ども家庭係

0561-56-0633

54 愛知県 長久手市 通年 ○ 職員にオレンジジリボンを配布し、業務中に身に付ける
福祉部子育て支援
課子ども家庭係

0561-56-0633

55 愛知県 長久手市 10月22日
福祉まつりにおいて、児童虐待防止に関する啓発活動を実施・来
場者に対して、児童虐待防止推進月間ウェットティッシュを配布

福祉部子育て支援
課子ども家庭係

0561-56-0633

56 愛知県 長久手市 11月12日 ○
健康展において、市民向けに児童虐待に関する啓発活動を実施。
来場者に対して、児童虐待防止推進月間ウェットティッシュを配
布

福祉部子育て支援
課子ども家庭係

0561-56-0633

57 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、周知を実施 こども課 0561-38-3111

58 愛知県 東郷町 11月12日 ○
東郷町文化産業まつりにおいてオレンジリボンを作成・配布し、
周知を実施

こども課 0561-38-3111

59 愛知県 東郷町 11月 ○
こども課・児童館職員がオレンジリボンＴシャツを着て職務に当
たり、周知を実施

こども課 0561-38-3111

60 愛知県 豊山町 11月～3月 ○ 庁舎内において啓発品を配布
生活福祉部福祉課
子育て支援係

0568-28-0936

61 愛知県 大口町 11月5日 ○ ふれあいまつりにおいて参加者に啓発物を配布 福祉こども課 0587-94-1222

62 愛知県 大治町 9月9日
子育て支援事業（子育て楽楽フェスティバル）において児童虐待
に関するパンフレット等を配布

福祉部子育て支援
課

052-444-2711

63 愛知県 大治町 11月 ○ 保育園等の保護者に対し、児童虐待に関するチラシを配布
福祉部子育て支援
課

052-444-2711

64 愛知県 大治町 11月 ○
民生・児童委員により小学校校門において児童虐待に関するチラ
シを配布

福祉部民生課 052-444-2711

65 愛知県 阿久比町 11月15日 ○ ＮＰＯと協働で、阿久比駅前においてチラシ及び啓発品を配布 子育て支援課 0569-48-1111

66 愛知県 東浦町 11月11日、12日 ○
「みんなでまもる子どもの笑顔」をテーマに産業まつり会場であ
る文化センターにおいて、虐待に関するクイズと子育て支援に関
する啓発及び啓発物品の配布を実施

児童課児童福祉係 0562-83-3111
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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

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

67 愛知県 武豊町 11月 ○ ピアゴ武豊店において啓発物品を配付
健康福祉部子育て
支援課

0569-72-1111

○　広報誌、テレビ等で周知

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 愛知県 名古屋市 5月
市広報紙、広報ラジオにおいて名古屋市独自の５月の児童虐待防
止推進月間を紹介

子ども青少年局子
育て支援部子ども
福祉課子ども福祉
係

052-972-3979

2 愛知県 名古屋市 4月～ ○
児童相談所全国共通ダイヤル189や電話相談窓口に関する周知を
図るCMを市役所・区役所庁舎内で放映

子ども青少年局子
育て支援部子ども
福祉課子ども福祉
係

052-972-3979

3 愛知県 豊橋市 10月～11月 ○
広報とよはし、FMとよはしにおいて児童虐待防止講演会及び児童
虐待防止推進月間の取組を周知

こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

4 愛知県 岡崎市 11月 ○
11月号広報誌に標語と、11月が児童虐待防止推進月間であること
を掲載

こども部家庭児童
課児童相談係

0564-23-6745

5 愛知県 一宮市 11月 ○
駅ビル内の２つの大画面ディスプレイに児童虐待防止推進月間の
啓発を促す表示を実施

こども部子育て支
援課

0586-28-9141

6 愛知県 一宮市 11月 ○
市役所本庁者１階大画面ディスプレイに児童虐待防止推進月間の
啓発を促す表示を実施

こども部子育て支
援課

0586-28-9141

7 愛知県 一宮市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間の記事を掲載
こども部子育て支
援課

0586-28-9141

8 愛知県 一宮市 11月 ○
市のホームページに児童虐待防止推進月間の啓発を促す表記を実
施

こども部子育て支
援課

0586-28-9141

9 愛知県 半田市 11月 ○ 市民課呼び出しモニターで啓発メッセージを放映 子育て支援課 0569-84-0657

10 愛知県 豊川市 11月1日 ○
市広報紙及び市ホームページによる児童虐待通告に関する周知を
実施

子ども健康部子ど
も家庭係

0533-89-2133

11 愛知県 津島市 通年 市広報誌に家庭児童相談室の案内を掲載 家庭児童相談室 0567-24-0350

12 愛知県 津島市 11月1日 ○ 市広報誌において虐待防止に関する取組を周知 家庭児童相談室 0567-24-0350

13 愛知県 碧南市 11月1日 ○
碧南市広報により、児童虐待が疑われる状況・相談窓口・通報の
重要性を掲載することにより、虐待防止の啓発を実施

福祉こども部こど
も課育成支援係

0566-41-3311

14 愛知県 刈谷市 11月 ○ 市広報に児童虐待防止の記事を掲載
次世代育成部子育
て推進課児童福祉
係

0566-62-1061

15 愛知県 豊田市 10月15日 市広報誌に虐待啓発記事を掲載
子ども部子ども家
庭課

0565-34-6636

16 愛知県 安城市 11月 ○ 広報誌での月間の周知 子育て支援課 0566-71-2229

17 愛知県 西尾市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止の啓発を実施
子ども部家庭児童
支援課

0563-56-3113

18 愛知県 西尾市 11月 ○ 市役所敷地内の電光掲示板で児童虐待防止の啓発を実施
子ども部家庭児童
支援課

0563-56-3113

19 愛知県 蒲郡市 10月25日 市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載
市民福祉部子育て
支援課児童福祉係

0533-66-1108

20 愛知県 犬山市 11月1日 ○
市広報誌において、児童虐待防止・オレンジリボン運動について
周知

教育部子ども未来
課児童担当

0568-44-0322

21 愛知県 常滑市 11月 ○ 広報紙で児童虐待防止推進月間を周知
福祉部こども課子
育て支援チーム

0569-47-6113

22 愛知県 江南市 11月1日 ○ 市広報誌において、虐待通告に関する周知の記事を掲載
健康福祉部子育て
支援課児童家庭グ
ループ

0587-54-1111

23 愛知県 小牧市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間をPR
こども未来部こど
も政策課

0568-76-1129

24 愛知県 小牧市 11月 ○ 市ホームページにおいて、児童虐待防止推進月間をPR
こども未来部こど
も政策課

0568-76-1129

25 愛知県 稲沢市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待・虐待通告制度について紹介
福祉保健部こども
課子育て支援グ
ループ

0587-32-1299

26 愛知県 新城市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待に関する記事を掲載
健康福祉部こども
未来課

0536-23-7622

27 愛知県 東海市 4月
未就学児の子育て家庭に対して配布している情報誌に、児童虐待
の相談窓口等を記載

女性・子ども課 052-603-2211

28 愛知県 東海市 11月 ○
広報及びホームページに児童虐待防止推進月間であること等を登
載

女性・子ども課 052-603-2211
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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

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

29 愛知県 知立市 6月1日 ホームページにおいて、児童虐待防止に関する県の施策を紹介 子ども課 0566-83-1111

30 愛知県 尾張旭市 11月1日～15日 ○ 広報「尾張あさひ」に児童虐待防止推進月間の記事を掲載
こども子育て部こ
ども課子育て支援
室

0561-53-6101

31 愛知県 岩倉市 11月1日 ○ 市広報において児童虐待に関する啓発記事を掲載
健康福祉部福祉課
社会福祉グループ

0587-38-5830

32 愛知県 豊明市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載 児童福祉課 0562-92-1120

33 愛知県 日進市 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紹介を掲載
こども福祉部子育
て支援課家庭相談
係

0561-73-4183

34 愛知県 田原市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する情報を掲載
健康福祉部子育て
支援課

0531-23-3513

35 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
健康福祉部児童福
祉課

0567-55-7118

36 愛知県 清須市 11月 ○ 11月度広報に児童虐待防止推進月間について記載、ＨＰを更新 子育て支援課 052-400-2911

37 愛知県 北名古屋市 11月 ○ 市広報において、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

38 愛知県 弥富市 11月 ○ 市広報及びホームページに関連記事を掲載
民生部児童課児童
家庭グループ

0567-65-1111

39 愛知県 長久手市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間に関する記事を広報に掲載
福祉部子育て支援
課子ども家庭係

0561-56-0633

40 愛知県 長久手市 通年 ○ 児童虐待防止に関する記事をホームページに掲載
福祉部子育て支援
課子ども家庭係

0561-56-0633

41 愛知県 東郷町 11月 ○
町広報紙において児童館虐待防止に関する啓発記事を掲載して周
知を実施

こども課 0561-38-3111

42 愛知県 大治町 11月 ○
町広報誌及びホームページにおいて、児童虐待防止推進月間等に
関する記事を記載

福祉部子育て支援
課

052-444-2711

43 愛知県 蟹江町 11月1日 ○ 町広報紙で児童虐待防止に関する施策等を紹介（全戸配布）
民生部子育て推進
課

0567-95-1111

44 愛知県 飛島村 11月 ○ 村広報で児童虐待の特集を掲載 保健福祉課 0567-52-1001

45 愛知県 阿久比町 11月1日 ○ 町広報に関係記事を掲載 子育て支援課 0569-48-1111

46 愛知県 南知多町 11月 ○
町広報紙及びホームページに「児童虐待防止推進月間」関連記事
を掲載し周知を実施

福祉課 0569-65-0711

47 愛知県 美浜町 11月 ○
町広報誌（11月号）において児童虐待防止推進月間である旨等を
掲載

厚生部子育て支援
課

0569-82-1111

48 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を実施

住民こども部こど
も課

0564-63-5116

49 愛知県 設楽町 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 町民課 0536-62-0519

○　民間企業等とのタイアップ

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 愛知県 名古屋市 5月
Jリーグ名古屋グランパスと連携したポスターを作成し、掲示
（市役所庁舎内、市営地下鉄駅構内、関係機関等）

子ども青少年局子
育て支援部子ども
福祉課子ども福祉
係

052-972-3979

2 愛知県 知多市 10月28日、29日
福祉フェスティバルにおいて民間の団体との共催で、オレンジリ
ボンライダーを招いての啓発事業を実施

子ども未来部若者
女性支援室

0562-36-2657
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【三重県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 三重県 四日市市 9月1日
四日市市総合会館において「児童虐待対応と地域の在宅支援につ
いて」をテーマにした講演会を開催

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

2 三重県 四日市市 11月16日 ○
四日市市総合会館において「夫婦げんかとDVの違いわかります
か？」をテーマにした講演会を開催

市民文化部男女共
同参画課

059-354ｰ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
ク会議の第２回研修
会として実施
対象；市民及び会議
関係者

3 三重県 桑名市 10月15日
NTNシティホール（桑名市民会館）において児童虐待防止をテー
マとした講演会、パネルディスカッションを開催

保健福祉部子ども
未来課子ども総合
相談センター

0594-24-1298

4 三重県 鈴鹿市 8月10日 公立・私立保育所向け児童虐待対応研修会（一回目）を開催 子ども家庭支援課 059-382-9140

5 三重県 鈴鹿市 8月24日
児童虐待防止講演会（花園大学　橋本和明教授による講演会）を
開催

子ども家庭支援課 059-382-9140

6 三重県 鈴鹿市 8月29日 公立・私立保育所向け児童虐待対応研修会（二回目）を開催 子ども家庭支援課 059-382-9140

7 三重県 鈴鹿市 9月11日 公立・私立保育所向け児童虐待対応研修会（三回目）を開催 子ども家庭支援課 059-382-9140

8 三重県 鈴鹿市 10月12日
市主催里親啓発説明会（説明項目に児童虐待相談に関する内容を
含む）を開催

子ども家庭支援課 059-382-9140

9 三重県 名張市 11月2日 ○ 県と共催で里親説明会を開催 子ども家庭室 0595-63-7594

10 三重県 名張市 11月30日 ○ 児童虐待防止についての講演会を開催 子ども家庭室 0595-63-7594

11 三重県 鳥羽市 10月29日 市民啓発のための児童虐待防止講演会を開催
健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

12 三重県 伊賀市 11月26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を開催

健康福祉部こども
未来課

0595-22-9677 名張市と合同開催

13 三重県 東員町 11月23日 ○ 子どもの権利に関する講演会（仮）を開催 子ども家庭課 0594-86-2872

14 三重県 菰野町 11月12日 ○ 児童虐待防止講演会（講師：辻由起子）を開催 子ども家庭課 059-393-1124

○　啓発物品作成・配布

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 三重県 三重県 11月 ○
11月の月間中、県庁舎においてオレンジリボンツリーを展示し、
来庁者の方に児童虐待防止へのメッセージを短冊に記入いただ
く。

子育て支援課 059-224-2883

2 三重県 津市 11月 ○ 市役所の庁舎において、オレンジリボンツリーを設置
健康福祉部こども
支援課こども支援
担当

059-229-3284

3 三重県 四日市市 7月21日 ひとり親・寡婦　家庭のしおりの配布
こども未来部こど
も保健福祉課家庭
児童相談室

059-354-8276

4 三重県 四日市市 10月下旬 ○
児童虐待防止推進月間に向けて、児童虐待の内容や児童虐待通告
先等を記載た啓発チラシを配布し、児童虐待防止及び早期発見、
通告を促進

こども未来部こど
も保健福祉課家庭
児童相談室

059-354-8276

5 三重県 四日市市 11月1日～ ○
虐待防止の呼びかけと通告先等を記載したポケットティッシュを
関係機関に配付して窓口等に置いてもらい、市民へ啓発

こども未来部こど
も保健福祉課家庭
児童相談室

059-354-8276

6 三重県 松阪市 10月31日 オレンジリボンツリー設置式を実施 こども支援課 0598-53-4085

7 三重県 松阪市 11月7日 ○ アピタ松阪三雲店での啓発物品を配布 こども支援課 0598-53-4085

8 三重県 松阪市 11月9日 ○ 飯高道の駅での啓発物品を配布 こども支援課 0598-53-4085

9 三重県 松阪市 11月14日 ○ 市内スーパー４か所で啓発物品を配布 こども支援課 0598-53-4085

10 三重県 松阪市 11月17日 ○ いいな・まつさかフェスタ（祭）で啓発物品を配布 こども支援課 0598-53-4085

11 三重県 松阪市 11月20日 ○ 松阪駅前での啓発物品を配布 こども支援課 0598-53-4085
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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

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

12 三重県 鈴鹿市 10月7日 社会福祉協議会主催行事における啓発物品の配布等を実施 子ども家庭支援課 059-382-9140

13 三重県 鈴鹿市 11月 ○ オレンジリボンツリー（メッセージツリー）を庁舎内で展示 子ども家庭支援課 059-382-9140

14 三重県 鈴鹿市 11月18日 ○ 市内ショッピングモールにおける啓発物品の配布等を実施 子ども家庭支援課 059-382-9140

15 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

子ども家庭室 0595-63-7594

16 三重県 名張市 11月 ○
庁舎内にオレンジリボンツリーを配置し、市民にメッセージを記
入して頂き、そのメッセージを装飾

子ども家庭室 0595-63-7594

17 三重県 名張市 11月1日 ○ 市内大型店舗に、啓発用ポケットティッシュ等を配布 子ども家庭室 0595-63-7594

18 三重県 亀山市 10月15日
市の福祉イベント「あいあいまつり」において、オレンジリボン
を配布し、周知啓発を実施

健康福祉部子ども
総合センター子ど
も支援室

0595-83-2425

19 三重県 鳥羽市 10月15日 福祉いきいきまつりにおいて、児童虐待防止啓発物品を配布
健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

20 三重県 鳥羽市 11月 ○
鳥羽駅、市内ショッピングセンターにおいて、児童虐待防止啓発
物品を配布

健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

21 三重県 熊野市 11月 ○ 福祉事務所職員等がオレンジリボンを身に着け、啓発を促す
熊野市福祉事務所
こども発達支援室

0597-89-4111

22 三重県 熊野市 11月 ○ 庁舎、保育所等へポスターを掲示
熊野市福祉事務所
こども発達支援室

0597-89-4111

23 三重県 熊野市 11月1日～10日 ○
保育所通所保護者へ児童虐待防止推進月間のリーフレット等を配
布

熊野市福祉事務所
こども発達支援室

0597-89-4111

24 三重県 熊野市 11月 ○ 熊野市福祉事務所において児童虐待に関する小冊子等を配布
熊野市福祉事務所
こども発達支援室

0597-89-4111

25 三重県 熊野市 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
熊野市福祉事務所
こども発達支援室

0597-89-4111

26 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を貼付
健康こども部家庭
児童相談室

0594-78-3535

27 三重県 志摩市 11月 ○ 市役所庁舎内にオレンジリボンツリーを設置
健康福祉部こども
家庭課

0599-44-0282

28 三重県 伊賀市 11月1日 ○ 子ども虐待防止市内啓発運動を実施
健康福祉部こども
未来課

0595-22-9677

29 三重県 伊賀市 11月 ○
児童福祉担当部署、啓発ウインドブレーカーを着用して窓口業務
に従事

健康福祉部こども
未来課

0595-22-9677

30 三重県 東員町 5月
虐待防止、通告義務に関するチラシを保護者へ配布（保・幼・
小・中）

子ども家庭課 0594-86-2872

31 三重県 東員町 11月 ○ 役場ロビーにオレンジリボンツリーを設置 子ども家庭課 0594-86-2872

32 三重県 東員町 12月 ○ 虐待防止に関するチラシを保護者へ配布（保・幼・小・中） 子ども家庭課 0594-86-2872

33 三重県 菰野町 10月
児童虐待防止のためのリーフレット（町作成）を作成し、保育
園、幼稚園で全保護者に配布

子ども家庭課 059-393-1124

34 三重県 大台町 11月 ○
平成２９年度子ども虐待防止啓発活動月間に、保育園駐車場、店
舗前（マックスバリュ、道の駅など）において、チラシ、リーフ
レット等を配布、啓発

町民福祉課 0598-82-3783

35 三重県 度会町 11月 ○ 庁舎入口にオレンジリボンツリーを展示 住民生活課 0596-62-2413

36 三重県 紀北町 11月 ○ 庁舎内にオレンジリボンツリーを設置、啓発ポスターの掲示 福祉保健課 0597-46-3122

○　広報誌、テレビ等で周知

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 三重県 三重県 11月 ○ 県広報誌11月号に啓発記事を掲載 子育て支援課 059-224-2883

2 三重県 津市 11月1日 ○ 津市の広報紙に児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
健康福祉部こども
支援課こども支援
担当

059-229-3284

3 三重県 津市 通年 ○
妊娠届提出の際に渡す子どもに関する小冊子に児童虐待防止の記
事を掲載

健康福祉部こども
支援課こども支援
担当

059-229-3284

4 三重県 四日市市 11月1日～ ○ 市ホームページに啓発ホームページを作成し、啓発
こども未来部こど
も保健福祉課家庭
児童相談室

059-354-8276
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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

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

5 三重県 四日市市 11月1日～ ○ 市庁舎内の広告用モニターで放送をすることにより啓発
こども未来部こど
も保健福祉課家庭
児童相談室

059-354-8276

6 三重県 四日市市 11月1日～ ○ 市庁内放送で放送することにより啓発
こども未来部こど
も保健福祉課家庭
児童相談室

059-354-8276

7 三重県 四日市市 11月1日～ ○
デジタルサイネージ（市内２か所の大画面〈ディスプレイ〉）で
啓発内容を映写し、啓発

こども未来部こど
も保健福祉課家庭
児童相談室

059-354-8276

8 三重県 四日市市 11月5日 ○
全地区市民センターのセンターだより（自治会加入世帯に全戸回
覧）に、児童虐待防止推進月間にあわせて、児童虐待の内容や児
童虐待通告先を掲載し、児童虐待防止及び早期発見、通告を促す

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 松阪市 - 松阪市運営のＣＡＴＶチャンネルによる文字放送を実施 こども支援課 0598-53-4085

10 三重県 鈴鹿市 11月4日～10日 ○ コミュニティＦＭにおけるラジオ広報での啓発を実施 子ども家庭支援課 059-382-9140

11 三重県 鈴鹿市 11月5日 ○ 市広報において、児童虐待防止月間に関する記事を掲載 子ども家庭支援課 059-382-9140

12 三重県 名張市 11月5日 ○ 市広報紙において、児童虐待対防止に関する記事を掲載 子ども家庭室 0595-63-7594

13 三重県 名張市 11月 ○ ＦＭなばりにおいて、児童虐待防止に関する啓発を実施 子ども家庭室 0595-63-7594 未定

14 三重県 亀山市 11月 ○
市広報11月1日号にて、児童虐待防止の記事を掲載し、周知啓発
を実施

健康福祉部子ども
総合センター子ど
も支援室

0595-83-2425

15 三重県 鳥羽市 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
健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

16 三重県 いなべ市 11月2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

健康こども部家庭
児童相談室

0594-78-3535

17 三重県 志摩市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止について周知
健康福祉部こども
家庭課

0599-44-0282

18 三重県 伊賀市 11月1日 ○ 広報いが市への啓発記事掲載、お知らせ放送等を実施
健康福祉部こども
未来課

0595-22-9677

19 三重県 木曽岬町 11月 ○ 広報おいて、児童虐待防止・オレンジツリーをＰＲ 福祉健康課 056-68-6119

20 三重県 東員町 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 子ども家庭課 0594-86-2872

21 三重県 大台町 11月 ○ 広報誌「おおだい広報11月号」へ啓発記事を掲載 町民福祉課 0598-82-3783

22 三重県 度会町 11月 ○ 広報１１月号において、児童虐待防止推進月間であることを周知 住民生活課 0596-62-2413

○　その他

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 三重県 鈴鹿市 9月6日
社会福祉協議会主催の福祉協力校担当者会議における研修会（講
師）を実施

子ども家庭支援課 059-382-9140

2 三重県 鈴鹿市 9月7日 市内地区民生児童委員協議会における研修会（講師）を実施 子ども家庭支援課 059-382-9140

3 三重県 名張市 11月4日、26日 ○
伊賀市と共催で、子育て広場において音楽やバルーンアート等で
オレンジリボンの啓発

子ども家庭室 0595-63-7594

4 三重県 鳥羽市 4月6日
市内保育所所長会において、児童虐待対応マニュアルについて説
明

健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

5 三重県 鳥羽市 4月12日 小中校長会において、児相虐待防止について情報提供依頼と説明
健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

6 三重県 鳥羽市 4月24日
市P連理事会において、児童虐待の現状と早期発見・通報につい
て説明

健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

7 三重県 鳥羽市 4月29日
市P連理事会において、児童虐待の現状と早期発見・通報につい
て説明

健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

8 三重県 鳥羽市 5月9日
市婦人会連合会において、児童虐待の現状と早期発見・通報につ
いて説明

健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

9 三重県 鳥羽市 5月26日
市自治会連合会において、児童虐待の現状と早期発見・通報につ
いて説明

健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

10 三重県 鳥羽市 4月～3月 ○
毎月1回、市内パチンコ店、ショっピングセンター駐車場見回り
を実施

健康福祉課子育て
支援室

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

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

11 三重県 いなべ市 12月～2月
市内４ヵ所の中学校、２年生を対象に産婦人科医による性教育の
課外授業　　　　「命の授業」を実施

健康こども部健康
推進課

0594-78-3517 計4回実施予定

12 三重県 玉城町 11月26日 ○
「玉城ええやんまつり２０１7」に出展（場所：玉城町中央公民
館）

生活福祉課 0596-58-8000
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【滋賀県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 滋賀県 滋賀県 9月2日
県の主催する人権関係のイベントにおいて、オレンジリボンに関
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

2 滋賀県 滋賀県
10月12日、
13日、17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組を呼びかけ

健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

3 滋賀県 草津市 年１回 保護者向け子育て講座を開催
子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

4 滋賀県 草津市 随時
幼稚園・保育所の保護者・職員向けのＣＡＰ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

5 滋賀県 草津市 11月 ○ 児童虐待防止啓発研修会を開催（市役所内）
子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

6 滋賀県 草津市 11月 ○ 児童虐待防止啓発パネルを展示
子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

7 滋賀県 高島市 7月2日
「児童虐待防止推進週間」に合わせ、児童虐待防関係者研修会を
開催

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

8 滋賀県 高島市 11月 ○ 「児童虐待防止関係者研修会」を開催
子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

9 滋賀県 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
子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

10 滋賀県 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を開催

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

11 滋賀県 東近江市 通年 ○ 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

12 滋賀県 東近江市 通年 ○ 市内小学校で、児童虐待防止未然事業CAPワークショップを実施
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

13 滋賀県 東近江市 通年 ○ 児童虐待防止の出前講座を実施
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

14 滋賀県 東近江市 10月27日
児童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

○　啓発物品作成・配布

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 滋賀県 滋賀県 4月28日 JR駅前にてオレンジリボンやチラシを配布
健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

2 滋賀県 滋賀県
10月31日
～11月30日

○ 庁舎へ横断幕を設置
健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

3 滋賀県 滋賀県 11月上旬 ○ 県内にて、オレンジリボンやチラシを配布
健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

4 滋賀県 滋賀県 11月 ○ JRの駅にポスターを掲示
健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

5 滋賀県 大津市 11月 ○ 市庁舎への懸垂幕、のぼり旗、オレンジリボンマークの設置 子ども家庭相談室 077-528-2688

6 滋賀県 大津市 11月1日 ○ 大津京駅でのオレンジリボン等、啓発グッズを配布 子ども家庭相談室 077-528-2688

7 滋賀県 彦根市 11月 ○ オレンジリボンキャンペーンののぼり旗を立て啓発を実施
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

8 滋賀県 彦根市 11月 ○ 商業施設において児童虐待防止の街頭啓発を実施
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

9 滋賀県 彦根市 通年 ○ 窓口にオレンジリボンキャンペーンのミニのぼりを設置
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

10 滋賀県 彦根市 通年 ○ 横断幕を設置して児童虐待防止を啓発
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

11 滋賀県 彦根市 11月～1月 ○ オレンジイルミネーションを実施
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

12 滋賀県 長浜市 11月 ○ ＪＲ駅構内にて、オレンジリボングッズを配布して啓発
子育て支援課家庭
児童相談室

0749-65-6544

13 滋賀県 長浜市 11月 ○
商業施設において、啓発パネルやチラシの設置、オレンジリボン
等の啓発グッズの配布を実施

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 11月 ○
市役所ロビーにおいて啓発パネルを展示
庁舎への懸垂幕、官庁街への幟旗の設置による啓発

子ども家庭相談室 0748-31-4001
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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

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

15 滋賀県 近江八幡市 11月 ○ 保幼小、コミセンに啓発パネルを展示 子ども家庭相談室 0748-31-4001

16 滋賀県 近江八幡市 11月 ○ 県下一斉啓発日に併せ、JR駅前にて街頭啓発 子ども家庭相談室 0748-31-4001

17 滋賀県 草津市 11月 ○
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・啓発グッズを配布）

子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

18 滋賀県 草津市 11月 ○ 市役所・ＪＲ草津駅・南草津駅に懸垂幕・横断幕を掲示
子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

19 滋賀県 草津市 11月 ○ 市公用車にマグネットシートを貼付
子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

20 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

21 滋賀県 守山市 10月上旬～ ○ 市役所前に児童虐待防止ののぼり旗を設置
こども家庭局こど
も家庭相談課

077-582-1159

22 滋賀県 守山市 11月上旬 ○ 市職員にオレンジリボン着用を依頼
こども家庭局こど
も家庭相談課

077-582-1159

23 滋賀県 守山市 11月中旬 ○
市内ショッピングセンターにおいて、オレンジリボン等の啓発
グッズを配付

こども家庭局こど
も家庭相談課

077-582-1159

24 滋賀県 守山市 11月 ○ 市有線放送により市民へ周知
こども家庭局こど
も家庭相談課

077-582-1159

25 滋賀県 守山市 11月 ○ 市電光掲示板を活用した啓発の実施
こども家庭局こど
も家庭相談課

077-582-1159

26 滋賀県 栗東市 11月 ○ 児童虐待防止月間ののぼり旗を庁舎の周囲に掲げ啓発 子育て応援課 077-551-0300

27 滋賀県 栗東市 11月1日 ○ オレンジリボンの配布により街頭啓発 子育て応援課 077-551-0300

28 滋賀県 栗東市 随時 ○ 市職員にオレンジリボンの着用を要請 子育て応援課 077-551-0300

29 滋賀県 甲賀市 11月1日 ○
貴生川駅前・ショッピングモール等において、児童虐待防止に関
する啓発物品を配布

こども政策部子育
て政策課家庭児童
相談室

0748-69-2177

30 滋賀県 野洲市 5月23日
児童福祉週間に併せて、市内大型店舗２店舗において、街頭啓発
を実施

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

31 滋賀県 野洲市 11月 ○ 「オレンジリボンキャンペーン」の横断幕を市役所に設置
子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

32 滋賀県 野洲市 11月 ○
市内保育園において、保護者を対象に啓発イベントを実施し、チ
ラシ、グッズを配布

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140 予定

33 滋賀県 湖南市 通年 ○
市職員（希望者のみ）によるオレンジリボン啓発グッズの使用・
着用
（シャツ、ジャンパー、名札ストラップ、シールなど）

子育て支援課家庭
児童相談室

0748-71-2345

34 滋賀県 湖南市 11月 ○ 市庁舎にのぼり旗を設置
子育て支援課家庭
児童相談室

0748-71-2345

35 滋賀県 湖南市 11月 ○ 市内３か所のJR駅にて街頭啓発
子育て支援課家庭
児童相談室

0748-71-2345

36 滋賀県 高島市 7月1日～7日
市独自の「児童虐待防止推進週間」を設け、
・市役所庁舎内にオレンジリボン七夕・啓発コーナーを設置
・市広報誌に虐待防止啓発記事を掲載

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

37 滋賀県 高島市 7月5日
「児童虐待防止推進週間」に合わせ、平和堂等市内４店舗におい
て、ゆるきゃらと一緒にポケットティシュを配布し啓発

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

38 滋賀県 高島市 10月15日
「びわこ高島栗マラソン」会場においてオレンジ風船等グッズを
配布

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

39 滋賀県 高島市 10月15日
「びわこ高島栗マラソン」参加ランナーのゼッケンにオレンジリ
ボンを貼付

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

40 滋賀県 高島市 11月 ○ JR駅前（６駅）にてオレンジリボン等啓発グッズを配布
子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

41 滋賀県 高島市 11月 ○
市役所庁舎内において啓発パネル、懸垂幕、横断幕、オレンジリ
ボンツリーを設置

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

42 滋賀県 高島市 12月3日 「高島市人権のつどい」において、啓発コーナーを設置
子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

43 滋賀県 高島市 12月12日 「高島市青少年育成大会」において、啓発コーナーを設置
子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

44 滋賀県 高島市 通年 ○
市広報誌に児童虐待防止についての記事を連載
市役所庁舎内にオレンジリボン千羽鶴作成コーナーを設置

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

45 滋賀県 東近江市 通年 ○ 市作成パンフレットを配布
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663
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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

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

46 滋賀県 東近江市 11月 ○ JR駅構内において、オレンジリボン運動の啓発
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

47 滋賀県 東近江市 11月 ○ 市内公共施設付近にのぼり旗を設置
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

48 滋賀県 東近江市 11月3日 ○ 大学（文化祭）において、児童虐待防止啓発ブースを出展
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

49 滋賀県 米原市 11月初旬 ○ 市内スーパー前で街頭啓発
こども未来部こど
も家庭課

0749-55-8123

50 滋賀県 日野町 11月23日 ○
日野町で実施される「福祉のつどい」において、オレンジリボン
等の啓発グッズを配布

子ども支援課 0748-52-6583

51 滋賀県 竜王町 11月1日 ○
町内児童関連事業所、学校・園、役場庁舎内、民生委員児童委員
に啓発物品の配布

健康推進課
子ども家庭相談室

0748-58-3722

52 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
子ども家庭相談室

0748-58-3722

53 滋賀県 竜王町 11月中旬 ○
庁舎前のスーパー（1箇所）において、啓発用ジャンパーを着用
し、街頭啓発の実施（啓発グッズ等の配布）

健康推進課
子ども家庭相談室

0748-58-3722

54 滋賀県 愛荘町 10月13日 児童虐待防止キャラバンメッセージ伝達式の開催
子育て世代包括支
援センター

0749-42-7661

55 滋賀県 愛荘町 11月 ○
町内ショッピングセンターにおいて、オレンジリボン等の啓発
グッズを配布

子育て世代包括支
援センター

0749-42-7661

56 滋賀県 愛荘町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間の啓発グッズを配布（町職員対象）
子育て世代包括支
援センター

0749-42-7661

57 滋賀県 豊郷町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間中、本庁舎および出先機関に懸垂幕を設置 保健福祉課 0749-35-8116

58 滋賀県 多賀町 11月 ○ 育児や虐待予防について記載した「ぬくもり」を全戸回覧
子ども家庭応援セ
ンター

0749-48-8137

○　広報誌、テレビ等で周知

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 滋賀県 滋賀県 11月 ○ 広報誌に児童虐待防止についての記事を掲載
健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

2 滋賀県 大津市 11月1日 ○ 広報誌に「児童虐待防止」記事を掲載 子ども家庭相談室 077-528-2688

3 滋賀県 彦根市 11月1日 ○ 広報誌に「児童虐待防止」記事を掲載
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

4 滋賀県 長浜市 11月1日 ○ 市広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載
子育て支援課家庭
児童相談室

0749-65-6544

5 滋賀県 近江八幡市 11月 ○ 広報11月号に「児童虐待防止」啓発記事を掲載 子ども家庭相談室 0748-31-4001

6 滋賀県 近江八幡市 11月 ○
ＺＴＶにおいて、「児童虐待防止」に関する行政番組を放送（1
週間）

子ども家庭相談室 0748-31-4001

7 滋賀県 草津市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載
子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

8 滋賀県 草津市 11月 ○ えふえむ草津（ラジオ）市政広報番組を活用した啓発
子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

9 滋賀県 草津市 11月 ○ 市ホームページにおいて、児童虐待防止の啓発
子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

10 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を実施

子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

11 滋賀県 守山市 11月1日 ○
市広報紙・ホームページにおいて、児童虐待防止推進月間及び相
談窓口を周知

こども家庭局こど
も家庭相談課

077-582-1159

12 滋賀県 栗東市 11月1日 ○ 広報誌及び市公式ＦＢにより児童虐待防止の啓発 子育て応援課 077-551-0300

13 滋賀県 栗東市 11月 ○ 公共施設にある電光掲示板により児童虐待防止の啓発 子育て応援課 077-551-0300

14 滋賀県 甲賀市 11月1日 ○ 児童虐待防止にかかる啓発記事を広報誌で周知
こども政策部子育
て政策課家庭児童
相談室

0748-69-2177

15 滋賀県 野洲市 5月1日 市広報紙において、児童福祉週間にかかる記事を掲載
子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

16 滋賀県 野洲市 5月
市内の主な公共施設において、オレンジリボンのぼり旗を設置お
よび、市管理の電光掲示板を活用した啓発

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

17 滋賀県 野洲市 11月 ○
市内の主な公共施設において、オレンジリボンのぼり旗を設置
市管理の電光掲示板を活用した啓発

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

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

18 滋賀県 野洲市 11月1日 ○
市ホームページ・広報紙において、児童虐待防止月間にかかる啓
発

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

19 滋賀県 湖南市 11月 ○ 市広報誌への「児童虐待防止」記事を掲載
子育て支援課家庭
児童相談室

0748-71-2345

20 滋賀県 湖南市 11月 ○
市広報モニター（市民課窓口等に設置）で「児童虐待防止推進月
間」について放映

子育て支援課家庭
児童相談室

0748-71-2345

21 滋賀県 高島市 11月 ○ 市広報誌に「児童虐待防止推進月間」に合わせ、啓発記事を掲載
子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

22 滋賀県 高島市 11月 ○ 市広報誌に「児童虐待防止推進月間」に合わせ、啓発記事を掲載
子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

23 滋賀県 東近江市 4月 市CATVインフォメーションで、担当課を紹介
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

24 滋賀県 東近江市 10月16日～22日 市CATV「こんにちは市役所です」において児童虐待月間をPR
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

25 滋賀県 東近江市 11月 ○ 市広報誌による児童虐待防止関係記事を掲載
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

26 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
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

27 滋賀県 米原市 11月1日 ○ 市の広報紙において、虐待防止に対する記事、相談窓口を掲載
こども未来部こど
も家庭課

0749-55-8123

28 滋賀県 日野町 11月 ○ 広報誌へ「児童虐待防止」記事を掲載 子ども支援課 0748-52-6583

29 滋賀県 愛荘町 11月 ○ 広報誌へ「児童虐待防止」記事を掲載
子育て世代包括支
援センター

0749-42-7661

30 滋賀県 豊郷町 11月 ○ 広報とよさと11月号に啓発記事を掲載 保健福祉課 0749-35-8116

31 滋賀県 甲良町 11月1日 ○ 町広報誌に児童虐待防止推進月間等の記事を掲載 保健福祉課 0749-38-5151

32 滋賀県 多賀町 11月 ○
児童虐待予防について標語や相談先を広報車で放送し、町内を巡
回

子ども家庭応援セ
ンター

0749-48-8137

33 滋賀県 多賀町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待予防啓発文を掲載
子ども家庭応援セ
ンター

0749-48-8137

○　民間企業等とのタイアップ

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 滋賀県 滋賀県 随時 ○
オレンジリボンの趣旨に賛同していただけるよう企業・団体に呼
びかけを実施し、賛同いただけた場合には、リボン等啓発資材を
提供

健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

2 滋賀県 彦根市 11月 ○ 商業施設に児童虐待防止啓発ブースを設置
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

3 滋賀県 竜王町 11月中旬 ○
庁舎前のスーパー（1箇所）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
子ども家庭相談室

0748-58-3722

○　その他

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 滋賀県 滋賀県 通年 ○ 一般県民向けの児童虐待防止に関する出前講座を開催
健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

2 滋賀県 大津市 6月～12月 ○ 市内5ヶ所で、しつけの方法を学ぶ研修会を開催 子ども家庭相談室 077-528-2688

3 滋賀県 大津市 1月 要対協関係機関、市民向け研修会を開催 子ども家庭相談室 077-528-2688

4 滋賀県 彦根市 11月9日 ○ 彦根城オレンジライトアップを実施
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

5 滋賀県 彦根市 10月7日 オレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式を実施
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

6 滋賀県 長浜市 10月13日
市庁舎前にてオレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式を実
施

子育て支援課家庭
児童相談室

0749-65-6544

7 滋賀県 守山市 7月上旬～
要対協主催の研修について、市民への参加募集、市広報紙・ホー
ムページに掲載　【研修日】８月25日

こども家庭局こど
も家庭相談課

077-582-1159

8 滋賀県 野洲市 6月22日
民生委員・主任児童委員を対象に、児童虐待防止に係る出前講座
を実施

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

9 滋賀県 野洲市 8月24日
子育て支援センター職員を対象に、児童虐待防止に係る学習会を
実施

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

109



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

10 滋賀県 野洲市 10月12日
市役所庁舎前において、オレンジリボンキャラバン隊メッセージ
伝達式で市保育園児とともに出迎え

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140 予定

11 滋賀県 野洲市 1月12日
健康推進員養成講座において、児童虐待防止にかかる出前講座を
実施

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

12 滋賀県 米原市 随時 民生児童委員を対象に啓発および役割を説明（市内４地域）
こども未来部こど
も家庭課

0749-55-8123

13 滋賀県 竜王町 8月10日～20日 有線放送で児童虐待防止および通告の放送
健康推進課
子ども家庭相談室

0748-58-3722
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【京都府】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 京都府 京都府 2月 子育て支援交流会及び研修会の開催、啓発グッズの配布等
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

2 京都府 京都府 7月14日
「山城北圏域障害者自立支援協議会　発達部会学習会」を実施
山城北圏域の市町村の子ども相談(虐待対応窓口）担当・障害福
祉担当・福祉事業所がお互いの制度・役割を共有する学習会

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

3 京都府 京都府 8月8日
「平成２９年度エジンバラ産後うつ質問票（ＥＰＤＳ）等活用に
係る研修会」を実施（京都府宇治総合庁舎）

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

4 京都府 京都府 11月21日 ○
（児童虐待未然防止も目的とした）発達障害の子どもを持つ保護
者への支援力の向上を目指した従事者向け研修を実施（田辺総合
庁舎）

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

5 京都府 京都府 12月
「平成２９年度山城管内市町村と児童虐待未然防止に係る協力医
療機関連携会議」を実施

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

6 京都府 京都府 1月20日 「平成29年度児童虐待未然防止研修会」を実施
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

7 京都府 京都府 11月26日 ○
京都丹波子育て応援フェスタを南丹市、亀岡市、京丹波町と共催
で開催

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

8 京都府 京都府 9月11日 児童相談及び児童虐待予防従事者研修会を実施
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

9 京都府 京都府 9月11日
児童相談及び児童虐待予防従事者研修会を実施
「精神障害等心の問題を抱える保護者の心理的特徴と支援のポイ
ントについて」

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

10 京都府 京都府 12月11日
中丹親子保健研修を実施
「児童虐待への気づきと支援～親子を見る視点と身近な援助～」

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

11 京都府 京都府 11月 ○ 児童虐待未然防止対策研修会を開催
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

12 京都府 福知山市 11月 ○ 要保護児童対策地域協議会主催の講演会を開催 子育て支援課 0773-24-7082

13 京都府 綾部市 8月21日 綾部市児童虐待対策職員児童虐待防止研修会を実施
福祉保健部民生児
童課

0773-40-1088

14 京都府 綾部市 8月22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を
実施

福祉保健部民生児
童課

0773-40-1088

15 京都府 綾部市 9月27日 綾部市主任児童委員児童虐待防止研修会を実施
福祉保健部民生児
童課

0773-40-1088

16 京都府 綾部市 10月25日 綾部市子育て支援推進保育士虐待防止研修会を実施
福祉保健部民生児
童課

0773-40-1088

17 京都府 綾部市 2月23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

18 京都府 宇治市 11月8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

19 京都府 亀岡市 11月 ○
京都丹波子育て応援フェスタ（11/26（日）　於 南丹市国際交流
会館）に参画し、児童虐待防止活動に係る展示ブースを設置し、
児童虐待防止の啓発・周知に取り組む

健康福祉部こども
未来課

0771-25-5027

20 京都府 長岡京市 11月、12月 ○
「パープル＆オレンジリボンプロジェクト」として、長岡京市女
性交流支援センター主催により講座等を開催

対話推進部女性交
流支援センター

075-963-5501

21 京都府 八幡市 11月24日 ○
児童虐待防止に関する市民向け講演会を八幡市文化センターにお
いて開催

福祉部子育て支援
課

075-983-1111

22 京都府 京丹後市 11月25日 ○ 児童虐待防止に関わる講演会を開催 子ども未来課 0772-69-0340

23 京都府 南丹市 11月26日 ○
児童虐待防止に関するイベント（子育て応援フェスタ）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

24 京都府 井手町 7月14日

人権講座「きらめき」　　講演テーマ『発達障がいの理解に困っ
ている人に』　　 講師：京都教育大学教育臨床心理実践セン
ター所属  　臨床心理士　岩瀬　佳代子さん
開催場所：いづみ人権交流センター

いづみ人権交流セ
ンター

0774-82-3380
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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

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 京都府 井手町 8月18日

人権学習会　講演テーマ『児童虐待未然防止のために私たちがで
きること』   ～民生委員・児童委員の役割について～
講師：京都府山城北保健所　福祉室（児童虐待専任職員)　折井
大　さん
開催場所：老人福祉センター「玉泉苑」

いづみ人権交流セ
ンター

0774-82-3380

26 京都府 井手町 9月7日

いづみふれあい学級第２回・家庭教育学級第２回
講演テーマ『子どもの人権』　～絵本を通して見つめなおす人権
のこと～
講師：京都市子育て支援活動いきいきセンター事業代表　　子ど
もの本専門店「きんだあらんど」店主　蓮岡　修さん

いづみ人権交流セ
ンター

0774-82-3380

27 京都府 井手町 11月18日 ○
人権子育て講演会　　講演テーマ『未定』　　講師：選定中
開催場所：いづみ人権交流センター

いづみ人権交流セ
ンター

0774-82-3380

28 京都府 精華町 11月27日 ○
子育て支援講演会を開催（一般住民・関係各機関対象）
講演会会場において啓発物品を配布

健康福祉環境部子
育て支援課

0774-95-1917

○　啓発物品作成・配布

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 京都府 京都府 11月26日 ○ 「京都ヒューマンフェスタ2017」でのブース出展
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

2 京都府 京都府 11月 ○
コンビニエンスストアやショッピングモール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）を実施

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

3 京都府 京都府 11月3日、23日 ○ 府内マラソン大会参加選手へ啓発資材を配布
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

4 京都府 京都府 11月 ○ 庁舎で啓発資材の展示・掲出・配布を実施
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

5 京都府 京都府 11月 ○ 駅、商業施設で街頭啓発活動（啓発グッズ配布等）を実施
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

6 京都府 京都府 11月 ○ 別事業（市町村事業）における相談ブース設置、啓発活動の実施
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

7 京都府 京都府 通年 ○
保健所窓口において啓発物品（オリジナルウェットティッシュ
等）を配布

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

8 京都府 京都府 11月 ○
山城管内市町と協働し、街頭啓発（大型スーパー、駅前において
ティッシュ配布等）を実施

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

9 京都府 京都府 11月 ○
オレンジリボンキャンペーン啓発事業（のぼり、横断幕、タペス
トリーの掲出）（乙訓総合庁舎）を実施

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

10 京都府 京都府 11月 ○
南丹保健所ロビー、南丹広域振興局亀岡庁舎において啓発資材等
を展示・PR

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

11 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を実施
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

12 京都府 京都府 10月～11月 ○ 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

13 京都府 京都府 10月29日
中丹絆フェスタで児童虐待予防パネル展示、啓発グッズ配布等を
実施

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

14 京都府 京都府 11月1日 ○ 大型スーパーにおいて啓発グッズを配布（市要対協との共催）
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

15 京都府 京都府 11月 ○
月間中、庁舎周辺を中心に啓発パネル展示、幟の掲示、グッズ配
布等を実施

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

16 京都府 京都府 1月頃 民生委員研修会で啓発ちらしを配布
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

17 京都府 京都府 1月28日 講演会でちらしを配布
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

18 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、取組の紹介を実施
（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

19 京都府 京都府 11月 ○
中丹東保健所及び綾部総合庁舎横に横断幕を掲示（虐待防止のス
ローガン）

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

20 京都府 京都府 11月 ○ 保健所管内の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

21 京都府 京都府 11月1日 ○ 綾部市内の商業施設で啓発物品を配布
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

22 京都府 京都府 11月 ○ ショッピングセンター前において啓発物品を配布
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

23 京都府 京都府 10月 ○ 伊根町役場前のイベントに合わせて啓発物品を配布
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

24 京都府 京都府 11月 ○
丹後保健所庁舎壁面にオレンジリボンライトアップを実施し、玄
関前にのぼり、横断幕を設置

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589
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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

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 京都府 京都府 11月 ○ 丹後保健所内の府民ホールにおいて、啓発物品を配布
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

26 京都府 京都市 11月1日 ○
啓発イベントを実施（京都タワー、京都府警察、公益社団法人京
都市児童館学童連盟との共同）（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）

子ども若者はぐく
み局子ども若者未
来部子ども家庭支
援課

075-746-7625

27 京都府 京都市 11月 ○ 啓発グッズを制作（クリアファイル，ウェットティッシュ）

子ども若者はぐく
み局子ども若者未
来部子ども家庭支
援課

075-746-7625

28 京都府 京都市 11月 ○
啓発ポスターを作製・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か月間、地下鉄車内及び地
下鉄駅は11月中の２週間、市内主要駅は11月中の１週間を予定）

子ども若者はぐく
み局子ども若者未
来部子ども家庭支
援課

075-746-7625

29 京都府 京都市 11月 ○ 市政広報板（約10,000箇所）による広報啓発を実施

子ども若者はぐく
み局子ども若者未
来部子ども家庭支
援課

075-746-7625

30 京都府 京都市 11月 ○ 電光掲示板（市役所前等）を用いた広報啓発を実施

子ども若者はぐく
み局子ども若者未
来部子ども家庭支
援課

075-746-7625

31 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の配布を実施

子ども若者はぐく
み局子ども若者未
来部子ども家庭支
援課

075-746-7625

32 京都府 京都市 11月 ○ 市内各区の区民まつり等で啓発グッズを配布

子ども若者はぐく
み局子ども若者未
来部子ども家庭支
援課

075-746-7625

33 京都府 京都市 11月 ○ 市バス・地下鉄乗車カードの額面を用いた広報啓発を実施

子ども若者はぐく
み局子ども若者未
来部子ども家庭支
援課

075-746-7625

34 京都府 福知山市 11月1日 ○
市内大型スーパー等で児童虐待防止街頭啓発活動（リボン・冊子
等配布）を実施

子育て支援課 0773-24-7082

35 京都府 福知山市 11月 ○ 啓発用ポスター配布と掲示、啓発用のぼり旗の掲出等を実施 子育て支援課 0773-24-7082

36 京都府 綾部市 11月1日 ○ 児童虐待防止オレンジリボンキャンペーン街頭啓発を実施
福祉保健部民生児
童課

0773‐40‐
1088

37 京都府 綾部市 11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

38 京都府 綾部市 11月 ○ 市役所庁舎周辺に児童虐待防止の啓発垂れ幕を設置
福祉保健部民生児
童課

0773‐40‐
1088

39 京都府 綾部市 11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実施

福祉保健部民生児
童課

0773‐40‐
1088

40 京都府 綾部市 11月 ○ 市役所西庁舎玄関に児童虐待防止の啓発看板を設置
福祉保健部民生児
童課

0773‐40‐
1088

41 京都府 綾部市 11月12日 ○
地域子育てふれあいイベント「ほっとランド事業２０１７」を開
催

福祉保健部民生児
童課

0773‐40‐
1088

42 京都府 綾部市 通年
市内の子育て家庭又は健診やイベント来場者に子育て応援パンフ
レット「ほめ上手でグングン子育て」を配布

福祉保健部民生児
童課

0773‐40‐
1088

43 京都府 宇治市
10月上旬頃
～11月30日

○
児童虐待等に関する相談窓口や児童虐待防止推進月間に実施する
キャンペーンの案内チラシ（市作成）を保育所(園）・認定こど
も園・幼稚園、小中学校、関係機関等に配布

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

44 京都府 宇治市 11月 ○
公共施設（1か所）において、オレンジリボンオブジェや児童虐
待防止に係る図書等の展示を実施

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

45 京都府 宇治市
11月2日～15

日、
11月1日～15日

○
公共施設（2か所）において、児童虐待防止に係る啓発展示を実
施

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

46 京都府 宇治市 11月10日、23日 ○
市内のホームセンター、ＪＲ宇治駅、公共施設前において街頭啓
発を実施し、児童虐待防止に関する啓発チラシやグッズを配布

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

47 京都府 宮津市 11月 ○ 市庁舎ほか１か所で児童虐待防止啓発懸垂幕を掲出
健康福祉部社会福
祉課子育て支援係

0772-45-1621

48 京都府 宮津市
11月下旬

～12月下旬
○ 市公共施設３カ所にオレンジリボンツリーを設置

健康福祉部社会福
祉課子育て支援係

0772-45-1621

49 京都府 宮津市 11月 ○ 宮津市職員・市議会議員等がオレンジリボンを着用
健康福祉部社会福
祉課子育て支援係

0772-45-1621

50 京都府 宮津市 10月21日
ペップ・キッズ・ガーデン受付付近においてオレンジリボンと京
都府啓発用グッズを配布 (宮津市民体育館）

健康福祉部社会福
祉課子育て支援係

0772-45-1621

51 京都府 宮津市 11月 ○
ミップル宮津店前においてオレンジリボンと京都府ハンドブッ
ク、啓発用グッズを配布

健康福祉部社会福
祉課子育て支援係

0772-45-1621
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52 京都府 宮津市 11月 ○
宮津市民駅伝競走大会において、オレンジリボンタスキの使用と
啓発用グッズを受付配架

教育委員会事務局
社会教育課社会教
育係

0772-45-1642

53 京都府 亀岡市 11月 ○
期間中に亀岡市役所等の公共施設において、オレンジリボン等を
配布し、児童虐待防止の啓発・周知を実施

健康福祉部こども
未来課

0771-25-5027

54 京都府 城陽市 通年 ○ 市作成のリーフレットを配付
福祉保健部子育て
支援課子育て支援
係

0774-56-4036

55 京都府 城陽市 通年 ○
乳児家庭全戸訪問事業において「体罰によらない育児の推進」に
関するパンフレットを配付

福祉保健部子育て
支援課子育て支援
係

0774-56-4036

56 京都府 城陽市 1月中旬
市内公立小学校入学説明会において児童虐待防止用パンフレット
を配付

福祉保健部子育て
支援課子育て支援
係

0774-56-4036

57 京都府 城陽市
10月下旬

～11月30日
○

乳児家庭全戸訪問事業においてオレンジリボン、ハンドブックを
配付

福祉保健部子育て
支援課子育て支援
係

0774-56-4036

58 京都府 向日市 11月 ○
職員にオレンジリボンを配布し、着装することにより啓発運動を
推進

健康福祉部子育て
支援課

075-931-1111

59 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 未定

60 京都府 向日市 11月18日 ○
市民まつり会場において主任児童委員、民生児童委員連絡協議会
が主体となり、児童虐待防止について啓発活動を実施

健康福祉部子育て
支援課

075-931-1111

61 京都府 八幡市 11月 ○
市内スーパーマーケット店周辺において児童虐待防止や子育て相
談先を記したポケットティッシュを配布

福祉部子育て支援
課

075-983-1111

62 京都府 八幡市 11月 ○ 庁舎敷地内に児童虐待防止の啓発旗を設置
福祉部子育て支援
課

075-983-1111

63 京都府 京田辺市 通年 ○
啓発グッズを作成（オレンジリボン、ティッシュ、啓発パンフ
レット）

子育て支援課 0774-64-1376

64 京都府 京田辺市 7月11日
「SOSカード」を配布・配架　（公立小学校３～６年生９校、公
立中学校全学年３校）

子育て支援課 0774-64-1376

65 京都府 京田辺市 8月～11月 ○
オレンジリボン運動を実施（民生委員によるオレンジリボンの作
成、市職員等関係機関によるオレンジリボンの着用）

子育て支援課 0774-64-1376

66 京都府 京田辺市 9月3日
歯のひろば展示「子育てを楽しもう」（子育て支援・虐待防止）
を実施、啓発物を配布

子育て支援課 0774-64-1376

67 京都府 京田辺市 11月1日 ○
街頭啓発（２か所）啓発物配布（リボン、リーフレット、ティッ
シュ）

子育て支援課 0774-64-1376

68 京都府 京田辺市 11月 ○

①庁舎に横断幕を設置、庁舎ロビーにオレンジリボンツリー、の
ぼりを設置等
②のぼりを設置（消防署、警察署、田辺中央病院、地区公民館、
保健センター）
③広報京たなべ広報活動
④公用車にマグネットステッカーを貼付

子育て支援課 0774-64-1376

69 京都府 京丹後市 11月 ○ 虐待防止啓発のためのツリーの設置。オレンジ色の風船の配置。 子ども未来課 0772-69-0340

70 京都府 京丹後市 11月 ○ 街頭啓発を実施(オレンジ色の風船を配布） 子ども未来課 0772-69-0340 日時未定

71 京都府 南丹市 11月 ○ 広報啓発用ボールペンを作成し、イベントと街頭啓発時に配布
市民福祉部子育て
支援課子育て支援
係

0771-68-0017

72 京都府 木津川市 11月 ○ 京都府と合同で啓発物品を配布 こども宝課 0774-75-1212

73 京都府 久御山町 11月 ○ 京都府作成のオレンジリボン、啓発物品、チラシを配布 子育て支援課 075-631-9904

74 京都府 井手町 11月4日～5日 ○
１１月４～５日開催の井手町文化祭において、啓発物品(メモ
帳・カイロ等)を来場者に配布

いづみ人権交流セ
ンター

0774-82-3380

75 京都府 井手町 11月 ○
「児童虐待防止推進月間｣に合わせ、井手町内全域に啓発用のぼ
り旗を設置

いづみ児童館 0774-82-3380

76 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 0774-78-3006

77 京都府 和束町 11月 ○ 窓口で、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 0774-78-3006

78 京都府 精華町 11月18日 ○
街頭啓発。せいか祭りでの啓発物品（ティッシュ、マスク等）配
布

健康福祉環境部子
育て支援課

0774-95-1917

79 京都府 精華町 11月 ○ 庁舎へ懸垂幕を掲示
健康福祉環境部子
育て支援課

0774-95-1917

80 京都府 精華町 11月 ○
公用車へオレンジリボンマグネット（通告連絡先189記載）を掲
示

健康福祉環境部子
育て支援課

0774-95-1917

81 京都府 精華町 11月 ○
庁舎内でオレンジリボンツリー展示
（ツリーは、町内各保育所・幼稚園保護者に記入してもらった児
童虐待防止を願うメッセージカードで装飾）

健康福祉環境部子
育て支援課

0774-95-1917
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82 京都府 精華町 11月 ○
庁舎内・関係機関において啓発物品設置及び啓発ポスター掲示を
実施

健康福祉環境部子
育て支援課

0774-95-1917

83 京都府 南山城村 11月 ○ ポスターを掲示 保健福祉課 0743-93-0294

84 京都府 京丹波町 10月22日
町が主催団体として参画するイベント「食の祭典」において、オ
レンジリボン及びハンドブック等の配布や街頭啓発を実施予定

子育て支援課 0771-82-1394

85 京都府 伊根町 10月29日
町主催のイベント会場において、京都府作成の児童虐待防止ハン
ドブック等を配布

保健福祉課 0772-32-0504

86 京都府 与謝野町 11月 ○
町のイベントもしくはスーパー前で啓発物品を配布（福知山児童
相談所、丹後保健所との共催）

子育て応援課 0772-43-9024

○　広報誌、テレビ等で周知

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 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を実施
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

2 京都府 京都府 5月1日～ ○
京都府（山城北保健所）ホームページ上において、ハイリスク妊
産婦支援・府民向けリーフレット（「ひとりでなやんでいません
か？～ママのこころとからだ～」）及び関係者向け冊子を紹介

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

3 京都府 京都府 11月 ○ 北近畿地域の広報誌Jamに虐待防止啓発記事を掲載
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

4 京都府 京都市 11月 ○ 情報誌へ啓発記事を掲載（約50万部発行）

子ども若者はぐく
み局子ども若者未
来部子ども家庭支
援課

075-746-7625

5 京都府 福知山市 11月 ○
福知山市広報誌「広報ふくちやま」人権シリーズ号へ啓発文を掲
載

子育て支援課 0773-24-7082

6 京都府 福知山市 通年 ○
子育て情報誌「福知山市子育てガイド」に児童虐待予防の記事を
掲載

子育て支援課 0773-24-7082

7 京都府 綾部市 11月 ○ 市の広報ネットに児童虐待防止推進月間について掲載
福祉保健部民生児
童課

0773-40-1088

8 京都府 綾部市 11月 ○
ＦＭいかる地元ラジオ出演により児童虐待防止推進月間のＰＲを
実施

福祉保健部民生児
童課

0773-40-1088

9 京都府 宇治市
10月15日号又は

11月1日号
市広報紙「宇治市政だより」において、児童虐待に関する啓発を
行い、児童虐待防止推進月間の取組及び里親制度を紹介

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141
宇治市政だよりの発
行日は未確定・9月
上旬頃に決定

10 京都府 宇治市 通年 ○
市ホームページにおいて、児童虐待に関する啓発を行い、児童虐
待防止推進月間の取組及び里親制度を紹介

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

11 京都府 宇治市 11月中旬 ○
地域のコミュニティＦＭ放送において、児童虐待に関する啓発を
行い、児童虐待防止推進月間の取組及び里親制度を紹介

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

12 京都府 宇治市 11月12日～25日 ○
地域のコミュニティＦＭ放送において、児童虐待防止に関する30
秒間のスポット放送を実施

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

13 京都府 宮津市 11月 ○ 市ホームページで広報
健康福祉部社会福
祉課子育て支援係

0772-45-1621

14 京都府 宮津市
10月若しくは11

月
「広報誌みやづ」で広報

健康福祉部社会福
祉課子育て支援係

0772-45-1621

15 京都府 宮津市 11月 ○ 宮津情報メール配信、宮津市フェイスブックでの啓発を実施
健康福祉部社会福
祉課子育て支援係

0772-45-1621

16 京都府 亀岡市 11月 ○
亀岡市発行の広報紙等において、児童虐待防止推進月間のＰＲを
実施

健康福祉部こども
未来課

0771-25-5027

17 京都府 亀岡市 11月 ○
市公用車に「児童虐待防止推進月間」をＰＲするマグネットシー
ルを貼付し、児童虐待防止の啓発・周知を実施

健康福祉部こども
未来課

0771-25-5027

18 京都府 城陽市 11月1日 ○ 児童虐待防止推進月間等について市広報紙に掲載
福祉保健部子育て
支援課子育て支援
係

0774-56-4036

19 京都府 城陽市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間等について市ホームページに掲載
福祉保健部子育て
支援課子育て支援
係

0774-56-4036

20 京都府 向日市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間と相談窓口を紹介
健康福祉部子育て
支援課

075-931-1111

21 京都府 長岡京市 11月1日 ○ 市広報紙に児童虐待防止のための記事を掲載
健康福祉部こども
福祉課

075-955-9558

22 京都府 長岡京市 11月 ○ 市ホームページに児童虐待防止のための記事を掲載
健康福祉部こども
福祉課

075-955-9558

23 京都府 八幡市 11月 ○ 広報紙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

075-983-1111

24 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 こども宝課 0774-75-1212
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25 京都府 大山崎町 11月 ○
児童虐待予防についての啓発及び相談窓口紹介などを町広報誌に
掲載予定

福祉課児童福祉係 075-956-2101

26 京都府 宇治田原町 11月1日 ○ 児童虐待防止について広報紙に啓発記事を掲載
健康福祉部健康児
童課

0774-88-6636

27 京都府 和束町 12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 0774-78-3006

28 京都府 精華町 11月 ○ 広報11月号及び町ホームページに虐待防止推進啓発記事を掲載
健康福祉環境部子
育て支援課

0774-95-1917

29 京都府 京丹波町 随時 ○
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

30 京都府 京丹波町 11月 ○
広報紙お知らせ版１１月号において、上記の記事と併せて「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

31 京都府 伊根町 10月26日 町広報紙において、児童虐待防止推進月間の取組を周知 保健福祉課 0772-32-0504

32 京都府 与謝野町 11月 ○
町広報紙、ケーブルテレビ等において、児童虐待防止推進月間に
ついて周知

子育て応援課 0772-43-9024

○　民間企業等とのタイアップ

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 京都府 京都府 11月 ○
郵便局との協働による啓発を実施（配送車・バイク・郵便ポスト
への啓発ステッカー掲出、店舗でのポスター掲示等）

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

2 京都府 京都府 11月 ○
auとの協働による啓発を実施（従業員のオレンジリボン着用、啓
発ポスターの掲示等）

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

3 京都府 京都府 11月 ○
府内に本社を置く書店との協働による啓発を実施（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

4 京都府 京都府 11月11日 ○
地元Ｊ２サッカーチームとタイアップした啓発活動を実施（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

○　その他

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 京都府 京都府 通年 ○
「すこやか子育て相談」
育児不安が高い乳幼児の保護者等に対して、心理の専門職による
相談指導（乙訓保健所）

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

2 京都府 京都府
6月23日、8月25
日、10月27日、

2月23日

男親に焦点を当てた児童虐待未然防止研修の一環として「おとう
さんプロジェクト」として事例検討会を開催（乙訓保健所）

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589 事前予約制

3 京都府 京都府
7月29日、12月3

日

男親に焦点を当てた児童虐待未然防止研修の一環として「おとう
さんプロジェクト」として、民間子育て支援団体や青年会議所と
協力して「おとうさんのための子育て応援講座」を開催（乙訓保
健所）

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

4 京都府 京都府 9月

養育支援を必要とする妊産婦や家庭の早期発見・支援について、
地域の支援体制の構築及び関係者の資質向上を図るため、児童虐
待未然防止に係る研修会「産科診療所における虐待予防のための
取り組み」を開催（乙訓保健所）

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

5 京都府 京都府 10月29日
「おとくに子育てフェスタ」を民間子育て支援団体との共催によ
り開催（長岡京市中央生涯学習センター）
　・来場者に対して、児童虐待防止推進月間の啓発物品を配布

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

6 京都府 京都府 11月～12月 ○
医療機関と母子保健担当者等が連携し、母親が育児にスムーズに
移行できるように妊娠期からの支援体制を構築するため、児童虐
待未然防止に係る乙訓地域医療保健福祉連携会議を開催

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

7 京都府 京都府 11月25日、26日 ○ 南丹市国際交流会館をオレンジ色にライトアップ
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

8 京都府 京都府 11月 ○ 中丹東保健所敷地内でオレンジリボンのライトアップ実施
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

9 京都府 京田辺市 8月20日 子育て講演会「未来への“メッセージ”」を開催 子育て支援課 0774-64-1376

10 京都府 木津川市 10月11日
要保護児童対策地域協議会構成メンバーの民生児童委員を対象に
した研修を実施

こども宝課 0774-75-1212

11 京都府 木津川市 11月30日 ○
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

こども宝課 0774-75-1212

12 京都府 木津川市 12月1日 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 こども宝課 0774-75-1212
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【大阪府】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 大阪府 大阪市 12月頃
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

06-6208-8356

2 大阪府 阪南市 8月8日
教職員管理職及び人権担当者研修「子どもの貧困と児童虐待」を
実施

阪南市子育て総合
支援センター

072-470-1400

3 大阪府 吹田市 11月9日 ○
児童虐待防止講演会を開催し、来場者に啓発グッズ等を配布
テーマ：「里親について」　場所：男女共同参画センター

児童部家庭児童相
談課

06-6384-1472

4 大阪府 岸和田市 未定 要保護児童対策地域協議会実務者向けの研修会を開催
子育て応援部子育
て給付課

072-423-9625 未定

5 大阪府 高石市
10月3日

～11月7日
○

児童虐待を未然に防止するための親支援プログラム６回講座を開
催
テーマ：子育て連続講座「こどもへの伝え方・ほめ方・しつけ
方」
開催場所：高石市役所

教育部こども家庭
課

072-275-6349

6 大阪府 大東市 11月15日 ○
大東市立総合文化センター（サーティホール）多目的小ホールに
おいて、子育て講演会を実施

大東市子ども室家
庭児童相談室

072-875-8101
広報だいとう11月号
で周知予定。事前申
込要

7 大阪府 摂津市 11月26日 ○
児童虐待・DV防止に関する市民向け講座をパープルリボンキャン
ぺーンと合同で開催

教育総務部子育て
支援課

06-6155-6302

8 大阪府 八尾市 11月 ○
講師を招き、市民に対し、子どもの貧困や虐待についての理解を
深めてもらう講演会を実施

こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

9 大阪府 箕面市 11月18日 ○ 講演会（助産院ばぶばぶ　助産師ＨＩＳＡＫＯさん講演）を実施
子ども未来創造局
男女協働・家庭支
援室

072-724-6233

10 大阪府 藤井寺市 11月 ○
児童虐待防止推進月間キャンペーン　機関向け研修会・街頭キャ
ンペーン（啓発グッズ配布）を実施

こども・健康部子
育て支援課

072-939-1162 日程未定

11 大阪府 交野市 11月21日 ○
児童虐待防止及び子育てに関する市民向け講演会「子どもの心に
届く上手な叱り方」を開催

子育て支援課 072-893-6406

12 大阪府 松原市 11月22日 ○
児童虐待防止推進月間講演会「児童虐待に関すること」を開催予
定

福祉部子ども未来
室

072-337-3118

13 大阪府 泉南市 11月15日 ○

児童虐待防止　市民啓発講座
第１部　：　劇　「KNOCK２－ブランコから見える青空―」
・ 平成22年度から３年間、KNOCK（ノックをすること）をテーマ
に、プロとアマチュアで構成したメンバーにより、脚本から立ち
上げ公演をした。公演した３部作の劇から、特に好評だった
KNOCK２を映像において上映予定。
・ 子どもの虐待は身近に起こること、それを地域でどう受け止
めていくのかも含めて、市民、行政、子どもに関わる専門機関な
どが一緒に考える機会を作る。

第２部　：　歌とトーク　KAJA（カジャ）
・ 児童虐待を身近に感じるきっかけとして、第1部の劇中歌を歌
うKAJA（カジャ）が、保護者や子ども虐待に関わる人たちが一緒
に時間を共有し、音楽やトークを通じて、自分達にとっての児童
虐待を振り返る時間を提供する趣旨で企画。

泉南市保育子育て
支援課

072-485-1586

14 大阪府 東大阪市 11月29日 ○ 子育て講演会の開催
子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

15 大阪府 豊中市 11月28日 ○
虐待予防、早期発見のため、豊中市子どもを守る地域ネットワー
ク（要保護児童対策地域協議会）研修会を関係機関向けに開催

こども未来部こど
も相談課こども家
庭相談係

06-6852-8448

16 大阪府 忠岡町 未定
『児童虐待に起因する傷の見方について』について関係機関と研
修会を開催

教育部子育て支援
課

0725-22-1122
日付未定、関係機関
向け

17 大阪府 豊能町 11月 ○ 児童虐待防止キャンペーン講演会を開催
教育委員会教育支
援課

072-739-3427

18 大阪府 四條畷市 11月下旬 ○
子育て応援講演会（講師等未定）
講演会の参加者に児童相談所全国共通ダイヤル等のリーフレット
を配付予定

健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455 予定

19 大阪府 枚方市 11月7日 ○ 里親制度普及啓発及び推進に向けた講演会を開催
子ども総合相談セ
ンター家庭児童相
談担当

050-7102-3220

○　啓発物品作成・配布

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 大阪府 大阪府 11月1日 ○ JR大阪駅で啓発グッズの配布等の街頭キャンペーンを実施予定
福祉部子ども室家
庭支援課

06-6944-6675

2 大阪府 大阪府
11月を中心

に随時
○

府民参加型イベントでのブース出展や、各種メディアを利用した
広報を実施予定

福祉部子ども室家
庭支援課

06-6944-6675
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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

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

3 大阪府 大阪市 10月29日

サッカーＪリーグセレッソ大阪と協働し、大阪キンチョウスタジ
アムにおいてホームゲームでのイベント実施（来訪者に対して、
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

06-6208-8356

4 大阪府 大阪市
10月31日

～11月17日
○ 大阪市役所本庁前にオレンジリボンオブジェを設置

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

5 大阪府 大阪市 11月1日 ○
大阪駅周辺において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し、オレンジリボンキャン
ペーン街頭ＰＲ活動を実施(大阪府・堺市と合同実施)

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

6 大阪府 大阪市 11月 ○
大阪市内の幼稚園、保育園、児童福祉施設、市営住宅・マンショ
ン関係、市営地下鉄駅構内等へ児童虐待防止推進月間のポスター
を掲示

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

7 大阪府 大阪市 11月 ○
大阪府書店商業組合の協力により、書店において、児童虐待防止
推進ポスター・チラシの掲示、啓発グッズ(しおり)の配布を実施

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

8 大阪府 大阪市 11月 ○ 各行政区において、児童虐待防止推進の懸垂幕・のぼりを掲示
こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

9 大阪府 大阪市 11月～ ○
各行政区における各種行事(区民まつりやフェスタ等)において、
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

06-6208-8356

10 大阪府 大阪市 11月24日、25日 ○
大阪マラソンエキスポにおいて、児童虐待防止のリーフレット及
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

06-6208-8356

11 大阪府 堺市 11月1日 ○ 堺東駅前等で啓発物品を配布
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
大阪府・大阪市との
共同取組

12 大阪府 堺市 随時 ○ 啓発ステッカーを配布し、掲示を依頼
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
近畿2府4県4政令指
定都市との共同取組

13 大阪府 堺市 随時 ○ JR西日本及び私鉄各社の駅構内での厚労省ポスター掲示
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
近畿2府4県4政令指
定都市との共同取組

14 大阪府 堺市 11月1日～25日 ○
堺市役所高層館１階ロビーにおいて、パネルの展示各区役所・女
性センターにおいて懸垂幕の掲示を実施

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

女性に対する暴力をなく
す運動（パープルリボン
キャンペーン）と共同実
施

15 大阪府 堺市 11月 ○
市公用車に、オレンジリボン・パープルリボンを掲載した磁気
シートを貼付

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

女性に対する暴力をなく
す運動（パープルリボン
キャンペーン）と共同実
施

16 大阪府 堺市

5月14日、8月19
日、10月29日、11
月4日、11日、12

日、19日

○ 各区で実施する区民まつりにおいて、啓発物品を配布
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

女性に対する暴力をなく
す運動（パープルリボン
キャンペーン）と共同実
施

17 大阪府 堺市 11月 ○ 職員の名札へ紙製啓発バッヂを貼付
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

女性に対する暴力をなく
す運動（パープルリボン
キャンペーン）と共同実
施

18 大阪府 大阪狭山市 10月28日
認定子育てサポーターや民生児童委員、ボランティアの協力を得
て、『ぽっぽえんまつり』を市立子育て支援センターで開催

こども政策部子育
て支援グループ

072-366-0011

19 大阪府 大阪狭山市 11月25日 ○
市内の幼稚園・保育園、こども園に通う子どもたちがダンス等を
披露する『こどもフェスティバル』を市内のSAYAKAホールで開催

こども政策部子育
て支援グループ

072-366-0011

20 大阪府 田尻町 11月1日 ○ 町内の駅において、児童虐待防止に関する啓発物品を配布 民生部こども課 072-466-5013

21 大阪府 阪南市 11月9日 ○ 市内スーパーにおいて啓発物品を配布
阪南市子育て総合
支援センター

072-470-1400

22 大阪府 阪南市 11月 ○ 市内医療機関、教育施設等へポスター掲示の依頼を実施
阪南市子育て総合
支援センター

072-470-1400

23 大阪府 吹田市 11月1日～2日 ○
≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
駅前、ショッピングモールにおいて啓発グッズの配布等の街頭
キャンペーンを実施

児童部家庭児童相
談課

06-6384-1472

24 大阪府 池田市 11月 ○
市庁舎にオレンジリボンキャンペーンのタペストリー及び機関に
のぼりを掲示

子ども・健康部子
育て支援課

072-754-6525

25 大阪府 池田市 11月 ○ 市職員にオレンジリボンを配布
子ども・健康部子
育て支援課

072-754-6525

26 大阪府 池田市 通年 ○
４か月児健診において、子育て支援情報及び相談窓口等を周知す
る為の小冊子を配布

子ども・健康部子
育て支援課

072-754-6525

27 大阪府 岸和田市 11月 ○ 市庁舎玄関にオレンジリボンを装飾したツリー等を設置
子育て応援部子育
て給付課

072-423-9625

28 大阪府 寝屋川市 11月1日 ○

市内４駅において街頭啓発を実施。「みんなで守ろう　子どもの
笑顔」、「いじめ・児童虐待は人権侵害です」をスローガンに、
いじめ防止の啓発も同時に行う。市で作成した啓発リーフレット
及びウェットティッシュを配布。

こども部こどもを
守る課

072-838-0466

29 大阪府 寝屋川市 11月 ○ 市で作成したのぼり、懸垂幕等を設置し、市民に啓発
こども部こどもを
守る課

072-838-0466
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30 大阪府 河南町 11月19日 ○
かなんフェスティバル（各種団体の特色を活かし、町の魅力増
進、魅力発信を目指す協働まちづくりのイベント）において幟の
掲出を行い、周知

こども１ばん課 0721-93-2500

31 大阪府 高石市 11月 ○
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の設置

教育部こども家庭
課

072-275-6349

32 大阪府 高石市 11月 ○ 市職員の名札等にオレンジリボンを着用
教育部こども家庭
課

072-275-6349

33 大阪府 高石市 11月6日 ○ ショッピングセンターにおいて児童虐待防止啓発グッズ等を配布
教育部こども家庭
課

072-275-6349

34 大阪府 大東市 11月6日 ○
ポップタウン住道オペラパークスペイン広場・プラザフェスタに
おいて街頭キャンペーンを実施し、本市作成の児童虐待防止啓発
物品等を配布

大東市子ども室家
庭児童相談室

072-875-8101

35 大阪府 千早赤阪村 10月28日、29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、オレンジリボン活動の周知・児童虐待防止推進月間の啓発
グッズ等の配布を行う街頭キャンペーンを実施

健康福祉課 0721-72-0081

36 大阪府 千早赤阪村 11月 ○
児童虐待防止推進月間周知のために、健康福祉課職員が児童虐待
防止ジャンパーを着用し執務

健康福祉課 0721-72-0081

37 大阪府 摂津市 11月 ○
市役所庁舎にオレンジリボンキャンペーンの懸垂幕、のぼりを設
置

教育総務部子育て
支援課

06-6155-6302

38 大阪府 摂津市 11月 ○
市役所庁舎並びに市内公共施設においてオレンジリボンキャン
ペーン展示コーナーを設置

教育総務部子育て
支援課

06-6155-6302

39 大阪府 摂津市 11月 ○
鉄道駅周辺において、オレンジリボン啓発の横断幕・柱巻シート
を設置

教育総務部子育て
支援課

06-6155-6302

40 大阪府 摂津市 11月上旬～中旬 ○ 駅構内並びに市内集客施設において啓発品の配布
教育総務部子育て
支援課

06-6155-6302

41 大阪府 貝塚市 11月 ○
市役所庁舎に懸垂幕を掲揚、立て看板を設置し、児童虐待防止推
進月間を周知

健康子ども部子ど
も福祉課家庭児童
相談室

072-433-7022

42 大阪府 八尾市 10月～11月 ○ オレンジリボンのマグネットを公用車に貼付
こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

43 大阪府 八尾市 11月 ○
市役所本庁１階に設置されている、書類交付申請等の番号表示用
スクリーンに啓発広告を掲示

こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

44 大阪府 八尾市 11月 ○ 自治会や関係機関を通じて啓発ポスターを掲示
こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

45 大阪府 八尾市 11月 ○
市役所本庁舎に児童虐待防止推進月間および女性に対する暴力を
なくす運動の期間を周知する懸垂幕を設置

こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

46 大阪府 八尾市 11月1日 ○
市内の駅前で児童虐待防止啓発用ティッシュを配布するキャン
ペーン活動を実施

こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

47 大阪府 八尾市 11月2日 ○
「少年を守る日」の街頭キャンペーンにおいて啓発物品を配布す
るに当たり、児童虐待防止啓発用ティッシュも配布

こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

48 大阪府 箕面市 11月4日 ○
阪急箕面駅前、市内ショッピングモール等で、児童虐待防止の啓
発チラシ、講演会の案内や啓発グッズ等を配布

子ども未来創造局
男女協働・家庭支
援室

072-724-6233

49 大阪府 箕面市 11月 ○
市内公共施設窓口に、オレンジリボンのミニのぼり旗、公用車に
ステッカー設置

子ども未来創造局
男女協働・家庭支
援室

072-724-6233

50 大阪府 箕面市 10月下旬 ○
市内保育所、幼稚園、小中学校等の全児童・生徒に市作成の啓発
チラシを配布

子ども未来創造局
男女協働・家庭支
援室

072-724-6233

51 大阪府 泉佐野市 11月6日 ○ 駅前において啓発物品を配布
こども部子育て支
援課

072-463-1212 予備日11月7日

52 大阪府 藤井寺市 11月 ○
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添付、
懸垂幕の掲示

こども・健康部子
育て支援課

072-939-1162

53 大阪府 交野市 11月12日 ○ 市が開催する健康福祉フェスティバルにおいて啓発グッズを配布 子育て支援課 072-893-6406

54 大阪府 交野市 11月15日 ○
ＪＲ河内磐船駅・星田駅前において、啓発グッズ等の配布を行う
街頭キャンペーンを実施

子育て支援課 072-893-6406

55 大阪府 門真市 11月1日 ○ 市内の駅周辺において啓発物品を配布
こども部子育て支
援課

06-6902-6148

56 大阪府 門真市 通年 ○ ポスターを掲示
こども部子育て支
援課

06-6902-6148

57 大阪府 門真市 随時 小・中学校等へポスターを配布
こども部子育て支
援課

06-6902-6148

58 大阪府 門真市 10月9日 ラブリーフェスタにおいて、啓発パンフ等の設置及び配布
こども部子育て支
援課

06-6902-6148

59 大阪府 門真市 11月12日 ○ スポーツレクリエーションにおいて、啓発パンフを設置
こども部子育て支
援課

06-6902-6148
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60 大阪府 和泉市 9月～10月 市内保育園・幼稚園に依頼し、オレンジリボンを作成
こども部こども未
来室こども政策担
当

0725-99-8135

61 大阪府 和泉市 11月3日 ○
「ららぽーと和泉」内の市政情報コーナー付近において来場者に
対して啓発物品を配布

こども部こども未
来室こども政策担
当

0725-99-8135

62 大阪府 松原市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間のぼり旗を設置予定
福祉部子ども未来
室

072-337-3118

63 大阪府 松原市 11月 ○ 市内大型スーパーの店頭においてリーフレット等を配布予定
福祉部子ども未来
室

072-337-3118

64 大阪府 茨木市 11月 ○
市民参加のペナント作成コーナーを設置し、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）

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

65 大阪府 茨木市 11月 ○

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、男女共生センターロー
ズＷＡＭ、生涯学習センターきらめき。（ローズＷＡＭでは、
パープルリボン「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。）

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

66 大阪府 茨木市 11月 ○
児童虐待防止推進月間啓発懸垂幕を掲出
場所：市役所本庁舎 　東側壁面

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

67 大阪府 茨木市 11月 ○
児童の福祉に関連する職務に従事する職員がオレンジリボンを着
用

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

68 大阪府 茨木市
11月7日、
10日、15日

○

○「茨木市虐待防止」街頭啓発キャンペーン
　11月７日(火）午後６時～７時　場所：阪急茨木・ＪＲ茨木両
駅前
※児童虐待だけでなく、女性・障害者・高齢者への虐待・暴力の
根絶に向けて、茨木市、茨木市要保護児童対策地域協議会、茨木
市ＤＶ防止ネットワーク連絡会、茨木市障害者・高齢者虐待防止
ネットワーク連絡会とのコラボレーションで実施。
※茨木市子育て支援応援キャラクター「いばらっきーちゃん」の
着ぐるみ、茨木童子の着ぐるみが登場します。

○「児童虐待防止」街頭啓発キャンペーン
　11月10日（金）午前11時～正午　場所：茨木阪急本通商店街
　11月15日（水）午前11時～正午　場所：イオン茨木ショッピン
グセンター

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

69 大阪府 茨木市 11月 ○
ポスター掲示
児童虐待を発見した時の茨木市の通告先、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

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

70 大阪府 茨木市 11月 ○ 公用車32台に児童虐待防止推進月間啓発マグネットシートを貼付
茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

71 大阪府 河内長野市 11月16日 ○
映画「うまれる」上映会と参加者交流会の実施
参加者に児童虐待防止に関するリーフレット等の配布

子ども子育て課 0721-53-1111

72 大阪府 泉大津市 11月11日 ○ ふれあい健康まつりにおいてオレンジリボンキャンペーンを実施
健康福祉部こども
未来課こども支援
係

0725-33-9059

73 大阪府 高槻市 11月2日 ○ ＪＲ高槻駅前において児童虐待防止啓発グッズを配布
子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

74 大阪府 高槻市 11月 ○ 市役所庁舎内にパネル展示及びリーフレット等の配架
子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

75 大阪府 高槻市 11月 ○
市内関係施設に児童虐待防止推進月間リーフレット及びポスター
を配布

子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

76 大阪府 高槻市 11月 ○ 児童虐待防止啓発マグネットを市公用車に貼付
子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

77 大阪府 高槻市 11月 ○ 市職員の名札台紙において児童虐待防止推進月間の啓発を実施
子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

78 大阪府 高槻市 11月 ○ 関係機関職員にオレンジリボンを配布し、着用を依頼
子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

79 大阪府 東大阪市 11月1日 ○
布施・八戸ノ里・瓢箪山駅前においてチラシ、シャープペンシ
ル、ポケットティッシュを配布

子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

80 大阪府 東大阪市
11月15日、
16日、21日

○
保健・福祉・教育関係者、民生委員等とウォーキングをしながら
オレンジリボンの普及啓発を実施

子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

81 大阪府 東大阪市 11月 ○
市役所庁舎、保健センター、子育て支援センターに展示コーナー
を設置し、ポスターやパネルの展示、オレンジリボンの無料配布
を実施

子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

82 大阪府 東大阪市 11月 ○ 市役所庁舎に懸垂幕、福祉事務所に横断幕を掲揚
子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

83 大阪府 東大阪市 11月 ○ 啓発用マグネットを公用車に貼付し、広報を実施
子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

84 大阪府 東大阪市 11月 ○
電光掲示板において、防止月間の広報及び通告連絡先の周知を実
施

子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197
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85 大阪府 東大阪市 11月 ○ 公立保育所にのぼりを配布
子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

86 大阪府 東大阪市 11月 ○ 子育て講演会のポスターを作成し、関係機関において掲示
子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

87 大阪府 豊中市 11月1日 ○

児童虐待防止推進月間を広く市民に周知するため、「11月は児童
虐待防止推進月間　豊中市こども相談課」等と書いたボールペン
と通告・相談窓口が掲載されているチラシを、阪急豊中駅・庄内
駅で配布

こども未来部こど
も相談課こども家
庭相談係

06-6852-8448

88 大阪府 豊中市 11月 ○

児童虐待防止推進月間を広く市民に周知するため、市のホーム
ページに啓発情報を掲載。また、市役所渡り廊下壁面に「児童虐
待防止推進月間」の横断幕を掲示、清掃車両等に「児童虐待防止
推進月間」のマグネットを貼付予定。

こども未来部こど
も相談課こども家
庭相談係

06-6852-8448

89 大阪府 熊取町 11月 ○ 啓発物品（啓発カードを挟んだティッシュ等）を配布
健康福祉部子育て
支援課

072-452-6814 １日間実施

90 大阪府 豊能町 11月12日 ○
町民祭において子育て支援、オレンジリボンキャペーン啓発のサ
ンバイザーを配布

教育委員会教育支
援課

072-739-3427

91 大阪府 四條畷市 11月8日 ○
JR四条畷駅、忍ケ丘駅前において、児童虐待防止推進月間のリー
フレット等を配付

健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455

92 大阪府 島本町 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≫
啓発グッズの配布等の街頭キャンペーンを実施予定

教育こども部子育
て支援課

075-962-7461

93 大阪府 富田林市 11月 ○ 市庁舎の窓にオレンジリボン及び１８９の電話番号を掲示 こども未来室 0721-25-1000

94 大阪府 富田林市 11月23日 ○ 農業祭において、虐待防止の啓発キャンペーングッズを配布 こども未来室 0721-25-1000

95 大阪府 太子町 11月 ○
町内施設（和みの広場）で開催されるイベントにおいて啓発グッ
ズ等を配布

健康福祉部子育て
支援課

0721-98-5596

96 大阪府 枚方市 11月14日 ○
「児童虐待防止推進月間」キャンペーンにおいて広報啓発用
ティッシュを作成し配布

子ども総合相談セ
ンター家庭児童相
談担当

050-7102-3220

97 大阪府 守口市
11月7日（街頭啓発）

11月（広報紙） ○
広報啓発用グッズ（ウェットティッシュ・ティッシュ・マスク）
を作成し、街頭啓発活動で配布。また、市広報紙（１１月号）に
おいて児童虐待防止啓発のための取組や相談窓口などを周知。

こども部子育て支
援課相談係

06-6992-1655

98 大阪府 羽曳野市 11月8日 ○
オレンジリボンキャンペーンの一環として、古市駅頭において啓
発物品（大阪府作成）配布を実施

市長公室こども未
来室こども課

072-958-1111

99 大阪府 泉佐野市 11月6日 ○ 駅前において啓発物品を配布
こども部子育て支
援課

072-463-1212 予備日11月7日

○　広報誌、テレビ等で周知

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 大阪府 大阪市 11月1日 ○ 各行政区の広報誌において児童虐待防止についての啓発を実施
こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

2 大阪府 堺市 11月 ○
市広報紙11月号に、児童虐待防止及び女性に対する暴力防止に関
する記事を掲載

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

女性に対する暴力をなく
す運動（パープルリボン
キャンペーン）と共同実
施

3 大阪府 田尻町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発文を掲載 民生部こども課 072-466-5013

4 大阪府 阪南市 11月 ○ 広報誌において啓発記事掲載
阪南市子育て総合
支援センター

072-470-1400

5 大阪府 阪南市 11月 ○ 市ホームページにおいて啓発記事掲載
阪南市子育て総合
支援センター

072-470-1400

6 大阪府 吹田市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載
児童部家庭児童相
談課

06-6384-1472

7 大阪府 岸和田市 11月1日 ○
市広報誌に児童虐待防止推進月間の周知記事及び相談連絡先を掲
載

子育て応援部子育
て給付課

072-423-9625

8 大阪府 寝屋川市 11月 ○ 市広報誌において市民に啓発
こども部こどもを
守る課

072-838-0466

9 大阪府 寝屋川市 11月1日 ○ 庁内放送において市民へ呼びかけ
こども部こどもを
守る課

072-838-0466

10 大阪府 寝屋川市 11月 ○ 庁内の広告モニターにおいて市民へ呼びかけ
こども部こどもを
守る課

072-838-0466

11 大阪府 千早赤阪村 11月 ○ 広報紙に児童虐待防止推進月間の記載を掲載 健康福祉課 0721-72-0081

12 大阪府 貝塚市 11月 ○
市広報誌で児童虐待防止推進月間を周知、児童虐待防止に関する
市民向け講演会を開催

健康子ども部子ど
も福祉課家庭児童
相談室

072-433-7022

13 大阪府 八尾市 11月 ○
市政情報等を放送するコミュニティＦＭの番組を通じ、児童虐待
防止に関するＰＲを実施

こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892
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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

14 大阪府 柏原市 4月～ ○ 子育て情報誌に啓発ページを掲載
健康福祉部こども
政策課

072-943-4811

15 大阪府 柏原市 11月 ○
フェイスブックで児童虐待防止推進月間の周知と相談窓口の紹介
を実施

健康福祉部こども
政策課

072-943-4811

16 大阪府 泉佐野市 11月1日～ ○ 広報誌による啓発活動を実施
こども部子育て支
援課

072-463-1212

17 大阪府 能勢町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止啓発記事を掲載
能勢町健康福祉部
福祉課福祉係

072-731-2150

18 大阪府 交野市 11月 ○
市広報誌・市ホームページ・広告ディスプレイにおいて児童虐待
防止に関する取組や、相談窓口を周知

子育て支援課 072-893-6406

19 大阪府 門真市 11月 ○ 市広報紙において児童虐待防止推進月間を掲載
こども部子育て支
援課

06-6902-6148

20 大阪府 和泉市 11月1日 ○
和泉市広報11月号において、児童虐待防止推進月間に関する記事
を掲載

こども部こども未
来室こども政策担
当

0725-99-8135

21 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

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

22 大阪府 茨木市 11月 ○ 「コミュニティビジョン」、「見映える」へ掲載
茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

23 大阪府 河内長野市 7月、11月 ○ 市広報紙において、児童虐待の相談先を掲載 子ども子育て課 0721-53-1111

24 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
健康福祉部こども
未来課こども支援
係

0725-33-9059

25 大阪府 高槻市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待防止推進月間の啓発を実施
子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

26 大阪府 東大阪市 11月1日 ○
市広報誌において、防止月間の取組を照会。虐待相談窓口の周
知。

子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

27 大阪府 忠岡町 11月1日 ○
町広報紙において、児童虐待防止推進月間の啓発に併せ関連記事
を掲載

教育部子育て支援
課

0725-22-1122

28 大阪府 忠岡町 11月 ○
町ホームページにおいて、児童虐待防止推進月間の啓発に併せ関
連記事を掲載

教育部子育て支援
課

0725-22-1122

29 大阪府 豊能町 11月 ○ 町広報誌において児童虐待防止キャンペーン講演会を周知
教育委員会教育支
援課

072-739-3427

30 大阪府 豊能町 11月 ○
町広報誌においてオレンジリボン活動、虐待通知制度に関する周
知を実施

教育委員会教育支
援課

072-739-3427

31 大阪府 四條畷市 11月 ○ 11月号広報誌に11月の児童虐待防止推進月間の案内を掲載
健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455

32 大阪府 富田林市 11月1日 ○
広報誌、とんだばやしメール、Facebookに児童虐待防止記事を掲
載

こども未来室 0721-25-1000

33 大阪府 富田林市 通年 ○
市庁舎地階・１階モニターに児童虐待防止の周知を図る広報を放
映

こども未来室 0721-25-1000

34 大阪府 岬町 11月 ○ 町広報「岬だより１１月号」で啓発記事を掲載予定
しあわせ創造部子
育て支援課

072-492-2709

35 大阪府 泉佐野市 11月1日～ ○ 広報誌による啓発活動を実施実施
こども部子育て支
援課

072-463-1212

○　民間企業等とのタイアップ

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 大阪府 大阪府 10月29日
ガンバ大阪のJリーグ試合会場において、啓発グッズの配布や、
ハーフタイムを利用した広報をする予定

福祉部子ども室家
庭支援課

06-6944-6675

8 大阪府 堺市
12月

若しくは1月
堺ブレイザーズの協力により観客へ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

女性に対する暴力をなく
す運動（パープルリボン
キャンペーン）と共同実
施

○　その他

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 大阪府 大阪府 11月1日 ○ 大阪城及び天保山大観覧車をオレンジ色でライトアップ予定
福祉部子ども室家
庭支援課

06-6944-6675

2 大阪府 堺市 11月13日 ○ 児童虐待防止をテーマに関係機関研修を開催
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

3 大阪府 茨木市 10月20日～22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
ターで市民参加のプラバンコーナーを設置

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301
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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

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

4 大阪府 四條畷市 年2回 ○
ファン・フレンズ・プログラムを実施
場所：市立岡部保育所、畷すずらん保育園、なわてすみれ園、市
立忍ケ丘あおぞらこども園

健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455
各保育所、幼稚園等
により実施月は異な
る。

5 大阪府 四條畷市 7月～8月
小学生版ファン・フレンズ・プログラムを実施
場所：子育て総合支援センター

健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455

6 大阪府 四條畷市
5月～6月、
9月～11月

○
前向き子育てプログラム”グループトリプルP”を実施
場所：子育て総合支援センター

健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455
一時保育あり：限定
5名。

7 大阪府 四條畷市
4月、6月～7月、

9月、11月～12月、
1月～2月

○
親子の絆づくりプログラム”赤ちゃんがきた！”を実施
場所：市民総合センター

健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455

8 大阪府 枚方市 11月26日 ○
前向きな子育て技術を学ぶ親子支援プログラム（「トリプル
P」）を用いた講座を開催

子ども総合相談セ
ンター家庭児童相
談担当

050-7102-3220
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【兵庫県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 兵庫県 兵庫県 11月9日、2月 ○ 医療関係者等を対象にした児童虐待対応研修会を実施
健康福祉部少子高
齢局児童課

078-362-3203

2 兵庫県 兵庫県 11月 ○ 兵庫県こども家庭センター・兵庫県警察の合同研修を実施
健康福祉部少子高
齢局児童課

078-362-3203

3 兵庫県 神戸市 11月12日 ○
子育てイベント「すきっぷフェスタ」に児童虐待防止啓発ブース
を出展

こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

4 兵庫県 神戸市 11月12日 ○ KOBEオレンジリボンウォークを実施
こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

5 兵庫県 姫路市 11月10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 明石市 随時 ○
自治会の会合や市民団体が主催する研修会等における児童虐待防
止のための出前講座を実施

福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

7 兵庫県 豊岡市 11月 ○ 児童虐待防止に関する研修会を開催（民生委員含む）
こども支援セン
ター

0796-21-9003

8 兵庫県 宝塚市 11月26日 ○ 児童虐待防止市民啓発講座を実施 子育て支援課 0797-77-9116

9 兵庫県 高砂市 11月 ○ 児童虐待防止研修会を市内関係機関対象者に実施
こども未来部子育
て支援室子育て支
援課

079-442-2260

10 兵庫県 高砂市 7月～8月 児童虐待防止研修会を市内の保育士対象に実施
こども未来部子育
て支援室子育て支
援課

079-442-2260

11 兵庫県 三田市 1月14日 講演会を開催
健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

12 兵庫県 篠山市 11月27日～30日 ○
児童虐待防止研修会を民生委員児童委員協議会・子育て支援連絡
会と共催により開催

保健福祉部福祉総
務課児童福祉係

079-552-7101
講師・日程等調整中
です。

13 兵庫県 丹波市 11月11日 ○ 市内ホールにおいて児童虐待防止をテーマとした講演会を開催
教育部子育て支援
課家庭児童相談係

0795-70-0816

14 兵庫県 朝来市 11月 ○ 児童虐待防止研修会を実施
健康福祉部社会福
祉課

079-672-6123

15 兵庫県 加東市 11月24日 ○
オレンジリボンキャンペーン：庁舎前玄関及び児童虐待防止月間
講演会において民生児童委員と協働して啓発グッズを来場者に配
布

福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

16 兵庫県 加東市 11月24日 ○
児童虐待防止推進月間講演会を市役所において開催
講師：森田ゆりさん　「しつけと体罰」

福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

17 兵庫県 稲美町 11月 ○

虐待をテーマに研修会を開催。
対象は、要保護児童対策地域協議会構成員、町内保育所保育士、
幼稚園・小中学校教諭、主任児童委員、３歳児健診従事者、子育
て支援センター・児童館の職員ほか

健康福祉部地域福
祉課児童福祉係

079-492-9136

18 兵庫県 稲美町
9月27日、28日、
10月2日、3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

19 兵庫県 佐用町 10月23日
虐待防止講演会「大人が変われば子どもも変わる！」大阪府子ど
も虐待防止アドバイザー　講師：辻　由起子さん　会場：南光文
化センター

健康福祉課子育て
支援室

0790-82-0341

○　啓発物品作成・配布

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 兵庫県 兵庫県 11月 ○ 県総合庁舎等で懸垂幕、横断幕を掲出
健康福祉部少子高
齢局児童課

078-362-3203

2 兵庫県 神戸市 10月～11月 ○ 市作成のチラシ・ポスターを配布
こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

3 兵庫県 神戸市 10月～11月 ○ 各区役所、各区のイベントにおいて啓発チラシ等の配布の実施
こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

4 兵庫県 姫路市 11月10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

5 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

6 兵庫県 姫路市 11月 ○ イオンと協働で普及啓発を実施（市内イオンにポスターを配布）
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 ○
のぼりを設置（市役所庁舎東玄関、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

8 兵庫県 姫路市 11月 ○ 自治会へポスターを配布
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144
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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

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

9 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

10 兵庫県 姫路市 通年 ○ ＪＲ姫路駅の高架下にポスターを掲示
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

11 兵庫県 明石市 8月～11月 ○
明石市オレンジリボン協賛企業・団体（市内約80）を募集
（協賛企業・団体へはオレンジリボン着用、ポスター掲示などの
協力を依頼）

福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

12 兵庫県 明石市 11月 ○
関係機関に児童虐待防止啓発ポスター、チラシ、オレンジリボン
を配布

福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

13 兵庫県 明石市 11月 ○ 市役所公用車にボディパネルを掲示
福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

14 兵庫県 明石市 11月 ○ 市庁舎に横断幕、懸垂幕を設置
福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

15 兵庫県 西宮市 11月1日 ○
西宮市民政委員・児童委員会と市内全域における街頭での啓発
グッズ配布を実施

子供家庭支援課 0798-35-3089

16 兵庫県 西宮市 通年 ○
西宮市の観光キャラクターとオレンジリボンのコラボイラストの
作成

子供家庭支援課 0798-35-3089

17 兵庫県 西宮市 11月 ○ 市役所本庁者正面玄関に懸垂幕を掲揚 子供家庭支援課 0798-35-3089

18 兵庫県 西宮市 通年 ○ 広報啓発用ボールペンを作成、職員が携行して広報を行う 子供家庭支援課 0798-35-3089

19 兵庫県 洲本市 通年 ○
ショッピングモール店頭や各種イベントにおいて虐待防止に係る
広報誌などの配布・啓発を実施

子ども子育て課 0799-22-1333

20 兵庫県 洲本市 10月8日 洲本市総合福祉会館において児童虐待防止に係る啓発活動を実施 子ども子育て課 0799-22-1333

21 兵庫県 芦屋市 7月22日
第８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組を実施

芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

22 兵庫県 芦屋市 11月 ○
児童虐待防止推進月間横断幕を芦屋市役所・芦屋市保健福祉セン
ター・ＪＲ芦屋駅前の３か所で設置（１１月１日～１１月３０
日）

芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

23 兵庫県 芦屋市 11月 ○
駅前で街頭キャンペーンを行い、DVやいじめ防止とともに児童虐
待防止の周知のため啓発グッズの配布活動を実施

芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

24 兵庫県 芦屋市 11月18日 ○
第11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）

芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

25 兵庫県 伊丹市 11月 ○
児童虐待防止推進月間の周知、駅や小学校周辺への横断幕設置を
実施

こども家庭課 072-780-3518

26 兵庫県 相生市 11月 ○
市の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
添付しオレンジリボン運動の啓発を実施

健康福祉部子育て
元気課

0791-22-7175

27 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しオレンジリボ
ン運動の啓発を実施

健康福祉部子育て
元気課

0791-22-7175

28 兵庫県 相生市 10月8日
相生市子育てネットワーク推進協議会が作成した児童虐待防止チ
ラシを当日開催される市の恒例事業であるスポーツフェスティバ
ルで配布し児童虐待防止の広報、啓発を実施

健康福祉部子育て
元気課

0791-22-7175

29 兵庫県 相生市 12月10日
相生市子育てネットワーク推進協議会が作成した児童虐待防止チ
ラシを当日開催される主任児童委員主催の親子クリスマスコン
サートで配布し児童虐待防止の広報、啓発を行う

健康福祉部子育て
元気課

0791-22-7175

30 兵庫県 加古川市 11月 ○ 市役所前において児童虐待防止に関する懸垂幕を設置
こども部家庭支援
課家庭支援係

079-427-3073

31 兵庫県 加古川市 10月21日
学校やPTAの関係機関や一般市民を対象とした教育委員会主催の
講演会において、オレンジリボンと児童虐待防止についてのパン
フレットを配布

こども部家庭支援
課家庭支援係

079-427-3073

32 兵庫県 たつの市 11月 ○
ショッピングセンターにおいて児童虐待防止推進月間のリーフ
レット等を配布

こども未来部子育
て支援課

0791-64-3220

33 兵庫県 赤穂市 11月 ○ 市役所庁舎及び児童館や公民館において、児童虐待防止推進のぼりを設置
健康福祉部子育て
健康課こども支援
係

0791-43-6808

34 兵庫県 西脇市 11月25日 ○ パンフレット等を福祉まつりにおいて配布
西脇市福祉部こど
も福祉課

0795-22-3111 予定

35 兵庫県 宝塚市 11月1日 ○ 市職員に布製オレンジリボンの配布 子育て支援課 0797-77-9116

36 兵庫県 宝塚市 11月 ○
市庁舎に横断幕を掲示「STOP!!こども虐待こどもを虐待から守ろ
う!オレンジリボン運動」

子育て支援課 0797-77-9116

37 兵庫県 宝塚市 11月 ○ 庁用車に啓発マグネットを掲示 子育て支援課 0797-77-9116
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38 兵庫県 宝塚市 11月 ○
市庁舎周辺にのぼりを設置「こどもを虐待から守ろう!!オレンジ
リボン運動」

子育て支援課 0797-77-9116

39 兵庫県 宝塚市 11月 ○ 街頭啓発活動として、市内駅付近で啓発グッズを配布 子育て支援課 0797-77-9116

40 兵庫県 三木市 4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を実施

こども未来部子育
て支援課家庭支援
グループ

0794-82-2000

41 兵庫県 三木市 10月～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

こども未来部子育
て支援課家庭支援
グループ

0794-82-2000

42 兵庫県 三木市 11月 ○ 市庁舎に児童虐待防止推進月間に関する懸垂幕を設置
こども未来部子育
て支援課家庭支援
グループ

0794-82-2000

43 兵庫県 三木市 11月 ○ 公用車に児童虐待防止推進月間のマグネットシートを装着
こども未来部子育
て支援課家庭支援
グループ

0794-82-2000

44 兵庫県 高砂市 10月～12月 ○
啓発用のぼり旗を掲げ、主任児童委員、民生児童委員の協力の
下、親子が集まる場所で啓発ボールペンを配布

こども未来部子育
て支援室子育て支
援課

079-442-2260

45 兵庫県 高砂市 通年 ○
市庁舎に啓発用のぼり旗の設置、公用車への啓発用ボディパネル
の掲示、市庁舎屋上に児童虐待防止啓発用横断幕の設置を実施

こども未来部子育
て支援室子育て支
援課

079-442-2260

46 兵庫県 高砂市 通年 ○
こんにちは赤ちゃん訪問時、リーフレット『赤ちゃんを激しく揺
さぶらないで』を配布

こども未来部子育
て支援室子育て支
援課

079-442-2260

47 兵庫県 川西市
11月1日

～12月1日
○

庁舎周辺、阪急川西能勢口駅周辺、JR川西池田駅通路に、児童虐
待防止のぼり旗を設置

こども未来部子育
て・家庭支援課

072-740-1179

48 兵庫県 川西市
11月1日

～12月1日
○ 庁舎北に児童虐待防止懸垂幕を設置

こども未来部子育
て・家庭支援課

072-740-1179

49 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

50 兵庫県 小野市 11月 ○ 啓発懸垂幕を掲揚
市民福祉部子育て
支援課

0794-63-1645

51 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

52 兵庫県 三田市 8月～10月
障害者ワークチャレンジ作業室「トライ」によるオレンジリボン
作成を実施

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

53 兵庫県 三田市 10月29日
多世代交流館「ふらっと」の「ふらっとフェスティバル」に参加
（風船、グッズ配布、ポスター掲示などを実施）

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

54 兵庫県 三田市 11月 ○
市内３ヶ所において街頭啓発を実施（オレンジリボン、チラシ、
啓発グッズの配布）

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

55 兵庫県 三田市 11月 ○
ふれあい大通り（三田市役所～総合福祉保健センター間）にバ
ナー旗を設置

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

56 兵庫県 三田市 11月 ○
本庁・南分館・市民センター等の公用車に啓発マグネットシート
を貼付

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

57 兵庫県 三田市 11月 ○ 市内３ヶ所に横断幕を設置
健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

58 兵庫県 三田市 11月 ○ 市職員及び要対協メンバーがオレンジリボンバッチを着用
健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

59 兵庫県 三田市 11月 ○ 小学生の保護者に啓発グッズを配布
健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

60 兵庫県 三田市 11月 ○
11月に開催予定のイベント（広野市民センター祭り、いい歯の日
フェアなど）で啓発グッズを配布

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

61 兵庫県 三田市 11月 ○
湊川短期大学の学生がふらっとフェスティバル、街頭啓発に参加
学祭で啓発グッズを配布

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

62 兵庫県 加西市 11月 ○ 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

63 兵庫県 加西市 11月 ○ 市公用車に「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

64 兵庫県 加西市 11月 ○
加西市ファミリーサポートクラブ会報「ファミサポだより」に児
童虐待に関する啓発記事を掲載し、配布

健康福祉部地域福
祉課

0790-42-8709

65 兵庫県 加西市 11月 ○
加西市地域交流センターウォールギャラリーに作成したオレンジ
リボン運動啓発用掲示物を展示

健康福祉部地域福
祉課

.0790-42-8709

66 兵庫県 加西市 11月19日 ○ 福祉まつりの来場者に対して、児童虐待防止の啓発物品を配布
健康福祉部地域福
祉課

0790-42-8709

67 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
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68 兵庫県 篠山市 11月 ○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲揚
保健福祉部福祉総
務課児童福祉係

079-552-7101

69 兵庫県 養父市 11月 ○
「児童虐待防止」の啓発のためのリ-フレットを作成して、市内
学校園の保護者に配布

こども育成課 079-664-0315

70 兵庫県 養父市 11月 ○
市内区長会、民生委員連合会の会合で市作成の「児童虐待防止月
間」のリ-フレットを配布して、啓発活動を実施

こども育成課 079-664-0315

71 兵庫県 丹波市 11月 ○ 庁舎敷地内に懸垂幕及び虐待防止ののぼりを設置
教育部子育て支援
課家庭児童相談係

0795-70-0816

72 兵庫県 南あわじ市 11月以降
「１８９」番ダイヤル、児童虐待にあたる行為、標語、家庭児童
相談室の連絡先などを記載した児童虐待防止啓発チラシを作成
し、新聞折り込みにより全戸配布

福祉部子育て支援
課家庭児童相談室

0799-43-5219

73 兵庫県 南あわじ市 11月以降

児童虐待防止の啓発、家庭児童相談室の連絡先、市の子育て応援
キャラクター「ゆめるん」等を印刷した啓発グッズを作成し、市
内全保育所、幼稚園、こども園、小学校および子育て学習･支援
センター等を通じて配布

福祉部子育て支援
課家庭児童相談室

0799-43-5219

74 兵庫県 朝来市 11月 ○
児童虐待防止に関するチラシを作成し、新聞折り込みにより全戸
配布

健康福祉部社会福
祉課

079-672-6124

75 兵庫県 朝来市 11月 ○ 児童虐待防止啓発グッズを作成し、児童生徒に配布
健康福祉部社会福
祉課

079-672-6125

76 兵庫県 朝来市 11月 ○ 市役所各支所に懸垂幕を掲揚
健康福祉部社会福
祉課

079-672-6126

77 兵庫県 朝来市 11月 ○ 市役所、図書館等にオレンジリボンツリーを設置
健康福祉部社会福
祉課

079-672-6128

78 兵庫県 淡路市 通年 ○
教職員・保育従事者向け児童虐待対応マニュアルを作成し、、早
期発見の対応と予防のため関係機関に配布

健康福祉部子育て
応援課

0799-64-2134

79 兵庫県 宍粟市 5月～6月
民生委員・児童委員協議会や学校長会議に出席し、児童虐待防止
や通報について協力を依頼

保健福祉課（家庭
児童相談室）

0790-63-1950

80 兵庫県 宍粟市 6月～７月
家庭児童相談室の役割等を掲載したチラシを保育所・幼稚園・学
校の保護者に配布し、児童虐待防止や相談について周知

保健福祉課（家庭
児童相談室）

0790-63-1950

81 兵庫県 宍粟市 11月 ○
市内のショッピングセンターにおいて、グッズを配布し、児童虐
待防止と通報の周知を実施

保健福祉課（家庭
児童相談室）

0790-63-1950

82 兵庫県 加東市 7月15日 オレンジリボンキャンペーンを平池公園祭り会場において実施
福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

83 兵庫県 加東市 8月2日
オレンジリボンキャンペーンをかとう夏祭り会場において実施
し、民生児童委員と協働して啓発グッズを来場者に配布

福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

84 兵庫県 加東市 10月28日
オレンジリボンキャンペーンを秋のフェスティバル会場において
実施し、民生児童委員と協働して啓発グッズを来場者に配布

福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

85 兵庫県 加東市 11月 ○ 推進月間に合わせて、市役所や公共施設にのぼり・懸垂幕を設置
福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

86 兵庫県 加東市 11月 ○ 市公用車に、児童虐待防止の啓発マグネットを貼り啓発を実施
福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

87 兵庫県 猪名川町 11月3日 ○
いながわまつり（総合公園）において、虐待防止の啓発物品、チ
ラシを作成し、配布

生活部こども課 072-767-7477

88 兵庫県 猪名川町 11月3日 ○ 町役場本庁舎等(３か所）に懸垂幕、横断幕を掲揚 生活部こども課 072-767-7477

89 兵庫県 多可町 11月 ○ PR活動（児童虐待防止の懸垂幕を設置）
多可町教育委員会
こども未来課

0795-32-2385

90 兵庫県 稲美町 11月 ○
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実施

健康福祉部地域福
祉課児童福祉係

079-492-9136

91 兵庫県 稲美町 11月 ○
町公用車にマグネットシートを貼付し、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実施

健康福祉部地域福
祉課児童福祉係

079-492-9136

92 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（ティッシュ、絆創膏等）を配布し、周知・啓発を実
施

健康福祉部地域福
祉課児童福祉係

079-492-9136

93 兵庫県 播磨町 11月 ○ 広報紙により啓発を実施
福祉グループ社会
児童福祉チーム

079-435-2362

94 兵庫県 播磨町 11月 ○ オレンジリボンを職員や議員等に配布し啓発を実施
福祉グループ社会
児童福祉チーム

079-435-2362

95 兵庫県 播磨町 11月 ○ オレンジリボンで装飾したツリーを設置
福祉グループ社会
児童福祉チーム

079-435-2362

96 兵庫県 福崎町 8月10日
「児童虐待かなと思ったら☎189へ　福崎町保健センター」文字
入りライト付キーホルダーを作成し、町主催の夏祭りで住民へ配
布

健康福祉課 0790-22-0560
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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

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

97 兵庫県 福崎町 11月3日 ○
「児童虐待かなと思ったら☎189へ　福崎町保健センター」文字
入りライト付キーホルダーを作成し、町主催の秋祭りで住民へ配
布

健康福祉課 0790-22-0560

98 兵庫県 福崎町 随時
「児童虐待かなと思ったら☎189へ　福崎町保健センター」文字
入りライト付キーホルダーを作成し、各健康教室等で住民へ配布

健康福祉課 0790-22-0560

99 兵庫県 太子町 11月3日 ○
まつりでオレンジリボンキャンペーンを行い、子どもたちに簡単
な製作をしてもらう

生活福祉部社会福
祉課児童福祉係

079-277-1013

100 兵庫県 太子町 11月 ○ 職員がオレンジリボンを胸に装着
生活福祉部社会福
祉課児童福祉係

079-277-1013

101 兵庫県 香美町 8月6日
人権講演会開催会場出入口において児童虐待防止グッズを配布
（香住区）

香美町福祉課 0796-36-1964

102 兵庫県 香美町 8月26日
人権講演会開催会場出入口において児童虐待防止グッズを配布
（小代区）

香美町小代地域局 0796-97-3111

103 兵庫県 香美町 9月16日 地域の運動会において児童虐待防止グッズを配布（村岡区） 香美町村岡地域局 0796-94-0321

104 兵庫県 新温泉町 11月 ○ 庁舎に啓発ポスター、リーフレット等を設置 健康福祉課 0796-82-5620

○　広報誌、テレビ等で周知

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 兵庫県 兵庫県 11月 ○ 新聞紙上において児童虐待防止啓発広告を掲載
健康福祉部少子高
齢局児童課

078-362-3203

2 兵庫県 神戸市 10月～11月 ○ ラジオで啓発活動を実施
こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

3 兵庫県 神戸市 10月21日
小学生陸上競技大会において、電光掲示板で広報動画の掲載・チ
ラシの配布を実施

こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

4 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を実施
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

5 兵庫県 姫路市 11月 ○
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
を実施

健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

6 兵庫県 尼崎市 11月 ○ 市報に児童虐待防止啓発の記事を掲載
福祉事務所生活支
援相談課

06-6489-6921

7 兵庫県 明石市 11月1日 ○ 市広報誌において啓発記事を掲載
福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

8 兵庫県 明石市 11月 ○ 神姫バスデジタルネイサージにおいて啓発広告を掲示
福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

9 兵庫県 明石市 11月 ○ あかしケーブルテレビにおいて啓発活動に関する放映を実施
福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

10 兵庫県 西宮市 11月 ○
市役所広報誌（市制ニュース）、ホームページにおいて広報を実
施

子供家庭支援課 0798-35-3089

11 兵庫県 洲本市 通年 ○
ショッピングモール店頭や各種イベントにおいて虐待防止に係る
広報誌などの配布・啓発を実施

子ども子育て課 0799-22-1333

12 兵庫県 洲本市 11月 ○ 洲本市ケーブルテレビ文字放送による周知広報を実施 子ども子育て課 0799-22-1333

13 兵庫県 相生市 11月 ○ 広報紙に児童虐待防止推進月間について掲載
健康福祉部子育て
元気課

0791-22-7175

14 兵庫県 豊岡市 11月 ○ 豊岡市の広報において、虐待防止関係を掲載
こども支援セン
ター

0796-21-9003

15 兵庫県 豊岡市 11月 ○ 豊岡市の電光掲示板にテロップを掲示
こども支援セン
ター

0976-21-9003

16 兵庫県 加古川市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載
こども部家庭支援
課家庭支援係

079-427-3073

17 兵庫県 加古川市 11月 ○ 市役所の庁内放送で児童虐待防止についての呼びかけを実施
こども部家庭支援
課家庭支援係

079-427-3073

18 兵庫県 西脇市 11月 ○ 市広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知
西脇市福祉部こど
も福祉課

0795-22-3111

19 兵庫県 宝塚市 11月1日 ○ 広報たからづかへ児童虐待防止月間に関する記事を掲載 子育て支援課 0797-77-9116

20 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。

こども未来部子育
て支援課家庭支援
グループ

0794-82-2000
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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

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

21 兵庫県 川西市 11月1日 ○ 街頭啓発活動を実施
こども未来部子育
て・家庭支援課

072-740-1179

22 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

23 兵庫県 三田市 11月 ○
本庁舎１階市民課前の電光掲示板で児童虐待防止に関する情報を
放映

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

24 兵庫県 三田市 11月 ○ 市広報・ホームページでの啓発を実施
健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

25 兵庫県 加西市 11月 ○ 市広報、市ホームページにおいて啓発記事を掲載
健康福祉部地域福
祉課

0790-42-8709

26 兵庫県 篠山市 11月 ○ 市広報紙へ児童虐待防止推進月間の記事を掲載
保健福祉部福祉総
務課児童福祉係

079-552-7101

27 兵庫県 養父市 11月 ○ 市広報紙に「児童虐待防止推進月間」の紹介と啓発記事を掲載 こども育成課 079-664-0315

28 兵庫県 南あわじ市 11月 ○
市広報において児童虐待防止の標語、家庭児童相談室の連絡先等
を掲載

福祉部子育て支援
課家庭児童相談室

0799-43-5219

29 兵庫県 南あわじ市 11月 ○
電子掲示板（オニオンタワー）において児童虐待防止月間の周
知、標語等を掲示

福祉部子育て支援
課家庭児童相談室

0799-43-5219

30 兵庫県 南あわじ市 11月 ○
ケーブルテレビ文字放送において標語、家庭児童相談室の連絡先
等を掲示

福祉部子育て支援
課家庭児童相談室

0799-43-5219

31 兵庫県 朝来市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
健康福祉部社会福
祉課

079-672-6126

32 兵庫県 朝来市 11月 ○ 市ケーブルテレビにおいて児童虐待防止に関する文字放送を実施
健康福祉部社会福
祉課

079-672-6127

33 兵庫県 宍粟市 10月15日
市広報誌（全戸配布）において、児童虐待防止に関する市の取組
（虐待防止対応マニュアル等）と児童虐待防止推進月間の紹介を
実施

保健福祉課（家庭
児童相談室）

0790-63-1950

34 兵庫県 加東市 11月 ○ 市ケーブルテレビ、広報等を通じて児童虐待防止の啓発を実施
福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

35 兵庫県 猪名川町 11月3日 ○ 広報誌において啓発 生活部こども課 072-767-7477

36 兵庫県 多可町 11月1日 ○
PR活動を実施（町広報誌おいて、児童虐待防止に関する記事を掲
載）

多可町教育委員会
こども未来課

0795-32-2385

37 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

38 兵庫県 神河町
10月30日

～11月30日
○ 町運営のCATVで児童虐待防止推進月間の周知を実施 住民生活課 0790-34-0962

39 兵庫県 市川町 11月 ○ 啓発記事を広報に掲載 保健福祉センター 07490-26-1999

40 兵庫県 太子町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する通告先等を紹介
生活福祉部社会福
祉課児童福祉係

079-277-1013

41 兵庫県 上郡町 11月1日 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間を周知
健康福祉課地域福
祉係

0791-52-1114

42 兵庫県 香美町 5月11日 町広報紙において、児童虐待防止に関する相談窓口を紹介 香美町福祉課 0796-36-1964

○　民間企業等とのタイアップ

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 兵庫県 兵庫県 11月8日 ○ Ｊリーグヴィッセル神戸ホームゲーム時において啓発活動を実施
健康福祉部少子高
齢局児童課

078-362-3203

○　その他

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 兵庫県 神戸市 11月12日 ○ シンボル施設のライトアップを実施
こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

2 兵庫県 姫路市 8月～10月 ○ 中学生、大学生等の若者向けに出前講座を実施
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

3 兵庫県 姫路市 6月
放課後児童クラブ（学童保育）支援員への児童虐待に関する研修
を実施

健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

4 兵庫県 明石市 11月 ○
明石市立天文科学館壁面へのオレンジリボンマーク投射と明石海
峡大橋のオレンジイルミネーションの共演

福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097
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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

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

5 兵庫県 芦屋市 5月31日

第１回芦屋市要保護児童対策地域協議会代表者会議研修会「児童
福祉法改正の流れと市町村・要対協の働きについて」
講師：荻野　勝巳氏
場所： 芦屋市役所東館３階　小会議室４，５　　　時間：13時
～

芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

6 兵庫県 芦屋市 8月30日 平成29年度第１回地域子育て支援者・担当職員育成研修会を実施
芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

7 兵庫県 芦屋市 11月29日 ○
児童虐待防止推進支援者研修会「未定」
講師：辻　由紀子　氏
場所：芦屋市保健福祉センター３階多目的ホール　　　時間：15

芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

8 兵庫県 芦屋市 12月6日 平成29年度第２回地域子育て支援者・担当職員育成研修会を実施
芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

9 兵庫県 川西市 11月8日 ○ 外部講師による、DVと児童虐待防止のための講演会を実施
こども未来部子育
て・家庭支援課

072-740-1179

10 兵庫県 川西市 11月 ○ 川西市広告入り番号案内機に啓発文を掲示
こども未来部子育
て・家庭支援課

072-740-1179

11 兵庫県 小野市 10月25日

小野市オレンジリボン運動として、市内保育園５歳児ふれあい運
動会に参加し、児童館マスコットキャラクターのチャイちゃん・
コムくんといっしょに児童虐待防止推進月間について保護者にPR
を実施

市民福祉部子育て
支援課

0794-63-1645

12 兵庫県 多可町 5月～11月 ○ 町内小学校（５校）授業協力『命の授業』を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

13 兵庫県 多可町 7月～2月 ○ 町内中学校(３年）家庭科授業協力『保育ふれあい体験』を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

14 兵庫県 多可町 6月12日、21日 県立多可高等学校(２年）保健授業協力『育児学習』を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

15 兵庫県 多可町 6月26日
県立多可高等学校(２年）福祉授業協力『レクリエーション学
習』を実施

子育てふれあいセンター 0795-37-2525

16 兵庫県 多可町 6月5日～9日 トライやるウィーク(仕事体験)を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

17 兵庫県 多可町 7月28日 親子交流会『夏まつり』(交流会館）を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

18 兵庫県 多可町 8月26日 家族交流会『夕涼み会』（かみingホール）を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

19 兵庫県 多可町 10月 子育てカーニバル(アスパル)を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

20 兵庫県 太子町 11月初旬～中旬 ○ 庁舎をオレンジにライトアップ
生活福祉部社会福
祉課児童福祉係

079-277-1013
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【奈良県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 奈良県 大和郡山市 11月1日 ○ 虐待防止に関する研修会を開催 こども福祉課 0743-53-1542

2 奈良県 五條市 8月28日 「うまれる」自主上映会を開催 保健福祉センター 0747-22-4001

3 奈良県 五條市 11月20日 ○ 児童虐待防止講演会を開催 保健福祉センター 0747-22-4001

4 奈良県 平群町 8月24日
平群町子どもの心の健康づくり普及推進委員会の教育部会におい
て、奈良県中央こども家庭相談センター職員を講師とした虐待予
防の研修会を実施

健康保険課 0745-45-8600

5 奈良県 広陵町 11月13日 ○ 町民を対象とした児童虐待防止の講演会を開催 子ども支援課 0745-55-6820

6 奈良県 広陵町 11月15日 ○ 幼稚園の先生を対象とした児童虐待防止の研修会を開催 子ども支援課 0745-55-6820

7 奈良県 大淀町 6月29日 代表者会議の研修「児童虐待と関係機関との連携」を開催 福祉課 0747-52-5501

○　啓発物品作成・配布

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 奈良県 奈良県
10月21日、11月11
日、12日、26日、

12月9日ほか
○

県主催イベント等において、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 ○
街頭キャンペーンを実施（於：近鉄奈良駅）（啓発リーフレット
やグッズの配布、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 11月 ○ 県施設において、啓発パネル、リーフレット、グッズを設置
健康福祉部こど
も・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

4 奈良県 奈良市 11月1日 ○
オレンジリボンキャンペーンとして近鉄学園前駅周辺において啓
発物品等を配布予定

子ども未来部子育
て相談課子ども家
庭相談室

0742-34-4804

5 奈良県 奈良市 11月6日～10日 ○
奈良市役所１階連絡通路において、来庁者に対するオレンジリボ
ンキャンペーンの啓発コーナーを設置し、啓発物品等を配布予定

子ども未来部子育
て相談課子ども家
庭相談室

0742-34-4804

6 奈良県 奈良市 11月18日 ○
奈良佐保短期大学主催「こどもフェスタ」において、オレンジリ
ボンキャンペーンの啓発ブースを出展し、来場者に対して啓発物
品等を配布予定

子ども未来部子育
て相談課子ども家
庭相談室

0742-34-4804

7 奈良県 大和高田市 9月16日
交通安全・子育てフェスタにおいて、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配布

児童福祉課児童福
祉グループ

0745-22-1101

8 奈良県 大和高田市 11月19日 ○
元気ウィークにおいて、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を配布

児童福祉課児童福
祉グループ

0745-22-1101

9 奈良県 大和郡山市 10月22日
保健センターで実施するフェアにおいて、オレンジリボンツリー
の作成とオレンジリボンの配布を実施

こども福祉課 0743-53-1542

10 奈良県 大和郡山市 11月3日 ○

親子まつりでオレンジリボンキャンペーンを実施
　・児童虐待のたすきをかけ横断幕を持ってパレードに参加
　・ブースを設置してオレンジリボンを配布
　・オレンジリボンツリーの作成とクイズを実施

こども福祉課 0743-53-1542

11 奈良県 大和郡山市 11月 ○ 職員、関係機関へのオレンジリボンを配布 こども福祉課 0743-53-1542

12 奈良県 大和郡山市 11月 ○
市役所玄関、DMG　MORI　やまと郡山城ホール玄関にオレンジリ
ボンで飾ったツリーを設置

こども福祉課 0743-53-1542

13 奈良県 天理市 11月1日 ○
ザ・ビッグエクストラ天理店においてオレンジリボン、リーフ
レットを配布

健康福祉部児童福
祉課児童福祉係

0743-63-1001

14 奈良県 天理市 11月 ○
天理本通りにおいて、リボン、リーフレットの配布及びのぼり、
パネル等による啓発活動を実施

健康福祉部児童福
祉課児童福祉係

0743-63-1001

15 奈良県 天理市 11月 ○
天理駅前広場コフフンにおいて、子育て支援、児童虐待に関する
チラシを配布

健康福祉部児童福
祉課児童福祉係

0743-63-1001

16 奈良県 天理市 11月2日 ○ 天理市全職員にオレンジリボンを配布
健康福祉部児童福
祉課児童福祉係

0743-63-1001

17 奈良県 橿原市 11月1日 ○
街頭キャンペーンの実施（於：近鉄大和八木）（啓発リーフレッ
トやグッズの配布）

子育て支援課 0744-22-8984 予定

18 奈良県 橿原市 10月15日
「ふれあい・いきいき祭」（万葉ホール）において、来場者に啓
発グッズを配布し啓発

子育て支援課 0744-22-8984

19 奈良県 桜井市 11月1日 ○ 本庁舎、分庁舎で啓発物品を配布
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405
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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

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

20 奈良県 桜井市 11月5日 ○ 市ウォーキングフェスティバルにおいて啓発物品を配布
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

21 奈良県 桜井市
10月31日
～11月30日

○ 本庁舎等において啓発展示を実施
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

22 奈良県 桜井市 11月 ○ 全職員がオレンジリボンを着用
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

23 奈良県 桜井市 7月23日 陽だまりフェスタにおいて啓発物品を配布
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

24 奈良県 桜井市 3月3日 児童虐待死亡事件の日の該当啓発において、啓発物品を配布
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

25 奈良県 五條市 11月 ○ 市の文化祭においてオレンジリボンの周知・配布 保健福祉センター 0747-22-4001

26 奈良県 五條市 11月 ○
県内一斉オレンジリボンキャンペーン日に合わせ、オレンジリボ
ンの周知・配布

保健福祉センター 0747-22-4001

27 奈良県 五條市 11月 ○ 男女共同参画研修会においてオレンジリボンの周知・配布 保健福祉センター 0747-22-4001

28 奈良県 五條市 随時 ○ 健診等事業において、オレンジリボンTシャツを着用し啓発 保健福祉センター 0747-22-4001

29 奈良県 御所市 11月 ○

広報啓発グッズ（カイロ、マーカーペン）を作成し、手作りおも
ちゃと虐待防止リーフレットと一緒に11月中旬開催の「霜月際」
及び「食と農のフェスタ」、11月１日に市役所前と近鉄御所駅前
で配布する。

福祉部児童課児童
係

0745-62-3001

30 奈良県 生駒市 11月1日 ○
街頭キャンペーンを実施（於：近鉄生駒駅）（啓発リーフレット
やグッズの配布）

こどもサポートセ
ンター

0743-73-1005

31 奈良県 生駒市 11月上旬～中旬 ○
「オレンジリボンキャンペーン」を実施（生駒山麓公園ほか）
（啓発物品の配布）

こどもサポートセ
ンター

0743-73-1005

32 奈良県 生駒市 11月 ○
市内の幼稚園・保育所・小学校・中学校の全児童・生徒の保護者
向けにチラシ「みんなで防ごう！児童虐待」を配布

こどもサポートセ
ンター

0743-73-1005

33 奈良県 香芝市 11月2日 ○ 近鉄五位堂駅街頭において啓発グッズをﾞ配布 0745-79-7522

34 奈良県 香芝市 11月23日 ○ かしばふれあいの集いにおいて啓発グッズを配布 0745-79-7522

35 奈良県 香芝市 11月 ○
市役所､総合福祉センター、青少年センター等公共機関において
リーフレットを配布

0745-79-7522

36 奈良県 葛城市 11月 ○
葛城市職員、民生児童委員、市内教職員にオレンジリボンを配布
し、活動の周知を実施

保健福祉部こど
も・若者サポート
センター

0745-48-8639

37 奈良県 葛城市 11月12日 ○
當麻寺周辺で行われるイベントに出展し、オレンジリボン等グッ
ズを配布し、活動を周知

保健福祉部こど
も・若者サポート
センター

0745-48-8639

38 奈良県 宇陀市 11月1日 ○
近鉄榛原駅前・室生口大野駅前・ショッピングセンターにおいて
啓発物品等を配布

こども未来課 0745-82-2236

39 奈良県 宇陀市 9月3日 子どもフェスタにおいて啓発物品等を配布 こども未来課 0745-82-2236

40 奈良県 山添村 11月 ○ １１月中、窓口において啓発物品を配布 保健福祉課 0743-85-0045

41 奈良県 山添村 11月 ○ １１月中、職員名札にオレンジリボンを貼付し啓発 保健福祉課 0743-85-0045

42 奈良県 平群町 11月1日 ○
県内一斉のオレンジリボンキャンペーンに合わせて、町内の鉄道
4駅の駅前において啓発物品を配布

福祉課 0745-45-5872

43 奈良県 三郷町 11月1日 ○
三郷町内で通勤利用者の多い近鉄信貴山下駅前で啓発グッズを配
布

福祉政策課 0745-43-7322

44 奈良県 三郷町 11月11日 ○ 人権フェスタにおいて啓発パネル展示及び啓発グッズ配布を実施 福祉政策課 0745-43-7322

45 奈良県 安堵町 11月19日 ○ 安堵町産業フェスティバルにおいて啓発グッズを配布 健康福祉課 0743-57-1591

46 奈良県 安堵町 10月～11月 ○
地域のサロンへ行き、オレンジリボンを一緒に作ってもらうなど
の啓発活動を実施

健康福祉課 0743-57-1592

47 奈良県 三宅町 10月28日～29日 町文化祭において、児童虐待防止のための啓発物品を配付 健康子ども課 0745-43-3580

48 奈良県 田原本町 11月1日 ○ 近鉄田原本駅周辺でテッシュなどの啓発物品を配布 こども未来課 0744-33-9035

49 奈良県 明日香村 11月1日 ○ 健康福祉センター来館者へ啓発リーフレットやグッズを配布 健康づくり課 0744-54-5550

132



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

50 奈良県 明日香村 11月 ○ 全職員、各種委員に対し、オレンジリボンの装着を依頼 健康づくり課 0744-54-5550

51 奈良県 明日香村 11月 ○
オレンジリボンキャンペーンののぼりを設置（飛鳥駅前、明日香
小学校前）

健康づくり課 0744-54-5550

52 奈良県 明日香村 11月 ○ 窓口において、啓発グッズを配布 健康づくり課 0744-54-5550

53 奈良県 明日香村 11月頃 ○
親子教室において、児童虐待防止啓発活動の一環としてオレンジ
リボンを作成

健康づくり課 0744-54-5550

54 奈良県 明日香村 10月28日
ハロウィンイベントにおいて、児童虐待防止啓発グッズ配布、パ
ネル展示を実施

健康づくり課 0744-54-5550

55 奈良県 王寺町 11月1日 ○
ＪＲ王寺駅中央改札口付近で街頭啓発キャンペーンを実施し、啓
発物品を配布

住民福祉部福祉介
護課子育て支援係

0745-32-2001

56 奈良県 王寺町 11月26日 ○
王寺町福祉まつりで特設ブースを設置し、マスコットキャラク
ター「雪丸」とともに、啓発物品を配布し、オレンジリボンを広
め、児童虐待防止を呼びかける

住民福祉部福祉介
護課子育て支援係

0745-32-2001

57 奈良県 王寺町 10月下旬～11月 ○
ＪＲ王寺駅と地域交流センターに設置している雪丸を活用した啓
発を実施

住民福祉部福祉介
護課子育て支援係

0745-32-2001

58 奈良県 広陵町 8月6日
保健センター主催の「命を守る町づくり」の会場（総合保健福祉
会館）において、幟を立てて、パネルを展示

子ども支援課 0745-55-6820

59 奈良県 広陵町 9月16日、17日
町主催の「かぐや姫まつり」の会場（総合グラウンド）におい
て、幟を立てて、パネルを展示

子ども支援課 0745-55-6820

60 奈良県 河合町 10月22日
ふれあいのつどいにおいて、コーナーを設けてパネル展示を行
い、来場者にオレンジリボンを配布

福祉部社会福祉課 0745-57-0200

61 奈良県 吉野町 11月4日 ○ オレンジリボンキャンペーン 長寿福祉課 0746-32-8856

62 奈良県 下市町 11月 ○ 役場窓口において啓発グッズを配布 健康福祉課 0747-52-0001

63 奈良県 黒滝村 11月10日～11日 ○ 村の文化祭において、啓発物品の配付や掲示を実施 保健福祉課 0747-62-2314

64 奈良県 野迫川村 10月7日 村内イベント受付において啓発物品を配布 住民課 0747-37-2101

65 奈良県 十津川村 随時 庁内からのポスターの掲示等を実施 福祉事務所 0746-62-0902

66 奈良県 下北山村 10月15日 「健康と長寿の集い」において啓発物品を配布 保健福祉課 07468-6-0015

67 奈良県 上北山村 9月下旬 長寿と健康の集いにおいて、啓発活動及び啓発物品の配布予定 住民課 07468-2-0001

68 奈良県 川上村 11月 ○
全職員・関係機関に啓発物品を配布
広報等に掲載し周知

住民福祉課 0746-52-0111 予定

69 奈良県 東吉野村 11月18日、19日 ○
村まるごとフェスティバルにおいてオレンジリボン・啓発ティッ
シュ・リーフレットを配布

住民福祉課 0746-42-0441

○　広報誌、テレビ等で周知

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 奈良県 奈良県 11月 ○ 県広報誌に児童虐待防止推進月間の特集記事を掲載
健康福祉部こど
も・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

2 奈良県 大和高田市 通年 ○
市広報誌において、児童虐待の連絡先として家庭児童相談室・中
央こ家相・高田こ家相・全国共通ダイヤルを掲載

児童福祉課児童福
祉グループ

0745-22-1101

3 奈良県 大和郡山市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間の取組を掲載 こども福祉課 0743-53-1542

4 奈良県 天理市 11月 ○ 広報紙において，児童虐待防止を呼び掛ける
健康福祉部児童福
祉課児童福祉係

0743-63-1001

5 奈良県 桜井市 11月1日 ○ 広報紙へ掲載
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

6 奈良県 五條市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関連した内容を掲載 保健福祉センター 0747-22-4001

7 奈良県 御所市 11月1日 ○ 広報ごせにおいて、児童虐待防止推進月間の内容を掲載
福祉部児童課児童
係

0745-62-3001

8 奈良県 生駒市 11月 ○ 広報紙１１月１日号に児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載
こどもサポートセ
ンター

0743-73-1005

9 奈良県 香芝市 11月5日 ○ 広報｢かしば｣お知らせ版に予防啓発文を掲載 0745-79-7522
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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

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

10 奈良県 葛城市 11月 ○
市広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載し、活動の周知を
図る

保健福祉部こど
も・若者サポート
センター

0745-48-8639

11 奈良県 宇陀市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止を呼びかける記事を掲載 こども未来課 0745-82-2236

12 奈良県 平群町 11月 ○
11月号の町広報誌の配布に合わせて、児童虐待防止に関する啓発
リーフレットを回覧

福祉課 0745-45-5872

13 奈良県 斑鳩町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止推進月間に関する情報を掲載
健康福祉部福祉子
ども課

0745-74-1001

14 奈良県 安堵町 11月 ○ 安堵町広報にオレンジリボンや虐待相談窓口等について掲載 健康福祉課 0743-57-1590

15 奈良県 川西町 11月 ○ 川西広報において、児童虐待防止に関する記事を掲載予定 福祉部健康福祉課 0745-44-2631

16 奈良県 三宅町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止に関するリーフレットを折込 健康子ども課 0745-43-3580

17 奈良県 三宅町 11月 ○ 町公式Facebookに児童虐待防止推進月間について掲載 健康子ども課 0745-43-3580

18 奈良県 田原本町 5月
児童福祉週間として「みんなで防ごう児童虐待」という内容で広
報誌に掲載

こども未来課 0744-33-9035

19 奈良県 田原本町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間の周知と対応方法について広報誌に掲載 こども未来課 0744-33-9035

20 奈良県 曽爾村 11月 ○ 児童虐待防止に関する内容を１１月広報に掲載 保健福祉課 0745-94-2103

21 奈良県 御杖村 11月 ○ 児童虐待防止推進月間PRと相談窓口・通告義務のPR 保健福祉課 0745-95-2828

22 奈良県 高取町 11月 ○ 町広報誌において「児童虐待防止推進月間」を周知 福祉課
0744‐52‐
3334

23 奈良県 明日香村 11月1日 ○ 広報無線での啓発、広報誌、ホームページへの掲載を実施 健康づくり課 0744-54-5550

24 奈良県 上牧町
9月、

10月、11月
○ 児童虐待防止啓発記事を町の広報誌に掲載 住民福祉部福祉課 0745-76-1001

25 奈良県 大淀町 11月 ○ 児童虐待防止に関する町広報誌記載・町ＴＶでの啓発を実施 福祉課 0747-52-5501

26 奈良県 天川村 11月 ○ 虐待防止に関する記事を掲載 健康福祉課 0747-63-9110

27 奈良県 上北山村 11月 ○ 村広報紙において、児童虐待防止について掲載 住民課 07468-2-0001

○　その他

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 奈良県 大和郡山市 11月 ○
図書館において、子育て支援に関する図書、命を大切にすること
をテーマにした図書等のコーナー展示を実施

こども福祉課 0743-53-1542

2 奈良県 桜井市
11月1日
から2年間

○ 児童虐待防止の標語を決定し、活用
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

3 奈良県 五條市 7月8日 差別をなくす市民集会を実施 保健福祉センター 0747-22-4001

4 奈良県 斑鳩町 10月
総合保健福祉会館会議室において、虐待をテーマに子育て支援講
座を開催

健康福祉部福祉子
ども課

0745-74-1001
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【和歌山県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 和歌山県 橋本市 11月 ○ 教職員向けの児童虐待防止に関する講演会を実施予定 橋本市こども課 0736-33-6102

2 和歌山県 橋本市 1月～3月 市民向けの児童虐待防止に関する講演会を実施予定 橋本市こども課 0736-33-6102

3 和歌山県 紀の川市 11月21日 ○ 市民向けの子育て講演会を実施 子育て支援課 0736-77-0863

4 和歌山県 湯浅町 8月29日
湯浅町庁舎において、「歌の力を信じて」をテーマに講師臼井真
氏による子ども子育て講演会を開催し、啓発チラシを配布予定

健康福祉課 0737-64-1120

5 和歌山県 上富田町 8月8日 母子保健推進委員会において、児童虐待をテーマに研修会を開催 住民生活課 0739-47-0550

○　啓発物品作成・配布

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 和歌山県 和歌山県 11月11日 ○
ふれあい人権フェスタにおいて、児童虐待防止の啓発（展示、パ
ンフレット配布等）を実施（和歌山市）

子ども未来課 073-441-2497

2 和歌山県 和歌山市 11月 ○
和歌山市立和歌山高等学校の生徒が描いた児童虐待防止啓発イラ
スト画の展示を市役所本庁舎１階ロビーにおいて実施

福祉局こども未来
部こども総合支援
センター

073-402-7830

3 和歌山県 海南市 11月 ○ 子育て支援リーフレットを保育所・幼稚園の３歳児に配布
くらし部子育て推
進課

073-483-8430

4 和歌山県 橋本市 通年 ○
児童虐待に関する小冊子(マニュアル等)を作成し、各学校・園な
ど関係機関へ配布予定

橋本市こども課 0736-33-6102

5 和歌山県 田辺市 11月 ○ オレンジリボンを配布（各関係機関・民生委員・市職員等）
子育て推進課
こども家庭係

0739-26-4927

6 和歌山県 田辺市 11月 ○
児童虐待防止啓発リーフレットを配布（保育所・幼稚園・学校
等・健診等の参加者）

子育て推進課
こども家庭係

0739-26-4927

7 和歌山県 田辺市 11月1日 ○ 児童虐待防止のための街頭啓発を実施
子育て推進課
こども家庭係

0739-26-4927

8 和歌山県 新宮市 11月 ○ 庁内職員にオレンジリボンと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

9 和歌山県 新宮市 11月 ○
保健センター（子育て支援センター）社会福祉協議会にオレンジ
リボンツリーを設置

子育て推進課（子
育て支援セン
ター）

0735-23-3740

10 和歌山県 新宮市 11月 ○
オレンジリボン街頭キャンペーンの際、ショッピングセンターに
オレンジリボンツリーを設置し、オレンジ色の風船、オレンジリ
ボン（手作り）、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

11 和歌山県 紀の川市 11月8日 ○ トリプルP講座開催時にリーフレットを配布 子育て支援課 0736-77-0863

12 和歌山県 岩出市 10月28日 文化祭開催に合わせ、啓発用チラシ付きマスクを配布
生活福祉部子育て
支援課

0736-62-2141

13 和歌山県 岩出市 11月1日 ○
同和運動推進月間、人権を考える強化月間の啓発と同時にマスク
を配布

生活福祉部子育て
支援課

0736-62-2141

14 和歌山県 岩出市 11月12日 ○ 人権を考えるつどいにおいて、マスクを配布
生活福祉部子育て
支援課

0736-62-2141

15 和歌山県 かつらぎ町 11月 ○
「虐待してるかも」「されてるかも」「虐待を疑われているか
も」と感じた際に迷わず相談することを周知する為のパンフレッ
ト「子ども虐待を防ぐために」を配布

教育委員会総務課
子育て係

0736-22-0300

16 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

17 和歌山県 みなべ町 11月 ○
虐待防止に関するポスターを町内医療機関や大型スーパー、学
校、保育所、庁舎等公共施設へ掲示

健康長寿課 0739-74-3337

18 和歌山県 みなべ町 通年 ○ 虐待防止に関するポスターを保健福祉センター内で掲示し啓発 健康長寿課 0739-74-3337

19 和歌山県 すさみ町 11月 ○ 町の公用車にオレンジリボン（マグネット式）を貼付 教育委員会 0739-55-2146

○　広報誌、テレビ等で周知

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 和歌山県 和歌山県 10月 県広報「県民の友」10月号に、児童虐待防止に関する記事を掲載 子ども未来課 073-441-2497
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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

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

2 和歌山県 海南市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する周知を図る記事を掲載
くらし部子育て推
進課

073-483-8430

3 和歌山県 有田市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間を周知予定
市民福祉部
福祉課子ども係

0737-83-1111

4 和歌山県 御坊市 11月 ○
市広報誌（約9,000世帯に配布）に児童虐待防止推進月間、電話
「189」についての記事を掲載

市民福祉部社会福
祉課福祉児童係

0738-23-5508

5 和歌山県 新宮市 11月 ○
市の広報11月号において、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

6 和歌山県 新宮市 11月 ○
市の広報11月号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

7 和歌山県 紀の川市 11月 ○ 市広報誌に虐待防止に関する記事を掲載 子育て支援課 0736-77-0863

8 和歌山県 岩出市 11月 ○
市広報誌とウエブサイトで児童虐待防止に関する内容を掲載し啓
発

生活福祉部子育て
支援課

0736-62-2141

9 和歌山県 紀美野町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待通報ダイヤルを掲載 保健福祉課 073-489-9960

10 和歌山県 かつらぎ町 11月 ○
町広報において、児童虐待防止や町児童虐待相談窓口（専用ダイ
ヤル）について啓発

教育委員会総務課
子育て係

0736-22-0300

11 和歌山県 高野町 11月上旬 ○ 町広報において啓発（各戸配布） 福祉保健課 0736-56-3000

12 和歌山県 湯浅町 11月 ○
町広報誌において、児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載予
定

健康福祉課 0737-64-1120

13 和歌山県 有田川町 11月 ○ 町広報誌の11月号において情報を掲載
家庭支援総合セン
ター

0737-52-2111

14 和歌山県 由良町 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し、周知 住民福祉課 0738-65-0201

15 和歌山県 みなべ町 11月 ○
町広報誌に「児童虐待防止推進月間」や虐待通報・相談について
掲載

健康長寿課 0739-74-3337

16 和歌山県 白浜町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載 民生課 0739-43-6594

17 和歌山県 すさみ町 11月 ○ 虐待防止推進月間について広報誌に掲載 教育委員会 0739-55-2146

18 和歌山県 串本町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止推進月間の取組を周知 こども未来課 0735-67-7027

○　その他

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 和歌山県 和歌山市 通年 ○
前向き子育てプログラム（トリプルP）を和歌山市ホームページ
に掲載

福祉局こども未来
部こども総合支援
センター

073-402-7830
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【鳥取県】

○　啓発物品作成・配布

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 鳥取県 鳥取県 11月 ○
啓発リーフレット、ポケットティッシュ等を作成し、保育所、幼
稚園等に配布するなど県民に向けた広報活動を実施

福祉保健部子育て
王国推進局青少
年・家庭課

0857-26-7149

2 鳥取県 鳥取県 11月 ○
ショッピングセンターにおいて、リーフレット・ポケットティッ
シュの配布キャンペーンを実施

福祉保健部子育て
王国推進局青少
年・家庭課

0857-26-7149

3 鳥取県 鳥取県 11月1日～30日 ○ 県内６箇所に横断幕・懸垂幕を掲出
福祉保健部子育て
王国推進局青少
年・家庭課

0857-26-7149

4 鳥取県 米子市 4月～3月 ○ 市職員の名札にオレンジリボンを入れ児童虐待防止の啓発を実施
健康対策課家庭児
童相談室

0859-23-5176

5 鳥取県 境港市 9月12日
要対協構成機関関係者に参加を呼びかけ、オレンジリボンを作成
し、11月に関係機関職員及び市民に配付

福祉保健部子育て
支援課育児支援係

0859-47-1077

6 鳥取県 境港市 10月～11月 ○
オレンジリボンキャンペーン用ポケットティッシュを製作、市内
の公民館行事、スーパーにおいてオレンジリボン等とともに市民
に配付

福祉保健部子育て
支援課育児支援係

0859-47-1077

7 鳥取県 境港市 11月 ○ 要対協構成機関関係者にオレンジリボン等を配布
福祉保健部子育て
支援課育児支援係

0859-47-1077

8 鳥取県 岩美町 11月 ○ 町内の商業施設において、虐待防止啓発グッズを配布 住民生活課 0857-73-1415 予定

9 鳥取県 北栄町 11月1日 ○ リーフレットを全戸配布 福祉課 0858-37-5852

10 鳥取県 北栄町 11月1日 ○ 町ファミリーサポートセンターにリーフレットを配付 福祉課 0858-37-5852

11 鳥取県 北栄町 通年 ○ 母子健康手帳交付時に啓発用クリアファイルを配付 福祉課 0858-37-5852

12 鳥取県 大山町
10月30日
～11月30日

○
広報だいせんにおいて児童虐待防止推進月間とオレンジリボンた
すきリレーについて掲載

幼児・学校教育課
幼児教育室

0859-54-5219

13 鳥取県 日野町 11月 ○ チラシを配布 健康福祉課 0859-72-0334

○　広報誌、テレビ等で周知

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 鳥取県 鳥取県 11月6日～19日 ○
ショッピングセンター食品売場のレジに設置されたモニターにお
いて情報を発信

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7日～13日 ○ ローソンのレジ画面において情報発信を実施
福祉保健部子育て
王国推進局青少
年・家庭課

0857-26-7149

3 鳥取県 米子市 11月 ○ 市広報、ホームページに児童虐待防止についての記事を掲載
健康対策課家庭児
童相談室

0859-23-5176

4 鳥取県 倉吉市 11月 ○ 広報車による市内広報を実施（月間中２回）
福祉保健部子ども
家庭課

0858-22-8220

5 鳥取県 倉吉市 11月 ○ ホームページへ掲載
福祉保健部子ども
家庭課

0858-22-8220

6 鳥取県 倉吉市 11月 ○ 館報へ掲載
福祉保健部保健セ
ンター

0858-26-5670

7 鳥取県 境港市 11月 ○
市広報紙において、児童虐待防止推進月間及び啓発活動に関する
記事を掲載

福祉保健部子育て
支援課育児支援係

0859-47-1077

8 鳥取県 岩美町 11月 ○ 町広報誌に、虐待防止啓発の記事を掲載 住民生活課 0857-73-1415 予定

9 鳥取県 岩美町 11月 ○ 町内のケーブルテレビで啓発を実施 住民生活課 0857-73-1415 予定

10 鳥取県 若桜町 11月 ○ 当該年のテーマ(標語）を広報に掲載
若桜町保健セン
ター

0858-82-2214

11 鳥取県 八頭町 11月 ○
児童虐待防止推進月間にあわせ、児童虐待防止について町報や防
災無線により啓発を実施

保健課 0858-72-3566

12 鳥取県 三朝町 11月 ○ 広報誌で周知 子育て健康課 0858-43-3520

13 鳥取県 湯梨浜町 11月4日 ○
オレンジリボンキャンペーン　たすきリレーについて広報、ケー
ブルで周知予定

子育て支援課 0858-35-5321

14 鳥取県 北栄町 11月1日 ○ 町広報誌 福祉課 0858-37-5852
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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

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

15 鳥取県 北栄町 11月1日 ○ ケーブルテレビ文字放送 福祉課 0858-37-5852

16 鳥取県 大山町
11月1日

～11月30日
○ 児童虐待防止推進月間をケーブルTVで放送予定

幼児・学校教育課
幼児教育室

0859-54-5219

17 鳥取県 伯耆町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間について町広報、ホームページ等に掲載 福祉課 0859-68-5534

18 鳥取県 日南町 11月 ○ 町広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載予定 福祉保健課 0859-82-0374 11月号

○　その他

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 鳥取県 米子市 10月24日
米子市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
る研修会を開催

健康対策課家庭児
童相談室

0859-23-5176

2 鳥取県 境港市 11月8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

3 鳥取県 北栄町 11月9日 ○ 町民生児童委員協議会定例会における講演を実施 福祉課 0858-37-5852

4 鳥取県 北栄町 5月18日
養育支援訪問事業の訪問相談員・ヘルパーに対する基礎研修会に
おける講演を実施

福祉課 0858-37-5852

5 鳥取県 北栄町 6月23日 県中部要対協代表者会議研修会を実施 福祉課 0858-37-5852
倉吉児相と県中部1
子4町による共催

6 鳥取県 北栄町
8月21日、
22日、25日

町幼児教育研究会における保育士に対する講演を実施 福祉課 0858-37-5852
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【島根県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 島根県 松江市 11月 ○
幼稚園、保育所、小中学校、高校等の教職員を対象としたアセス
メントセミナーを松江市役所において開催

家庭相談室 0852-55-5954

2 島根県 松江市 随時 出前講座の実施 家庭相談室 0852-55-5954

3 島根県 浜田市 11月26日 ○ DV及び児童虐待防止講演会を開催
健康福祉部
子育て支援課

0855-25-9331

4 島根県 大田市 通年 ○
思春期ふれあい交流事業（5校で延べ10回、うち1回が11月実施）
を実施

子育て支援課 0854-83-8147

5 島根県 大田市 未定 虐待防止講演会の開催 子育て支援課 0854-83-8147 未定

6 島根県 安来市 8月9日 市内小中学校教職員等を対象にした児童家庭相談対応研修を開催
健康福祉部子ども
未来課子育て支援
係

0854-23-3222

7 島根県 奥出雲町 11月上旬 ○ 児童虐待に関する研修会を実施 福祉事務所 0854-54-2541 予定

8 島根県 邑南町 9月26日
町内中学校の２,３年生を対象に「性・命・人権講演会」を実施
（学校教育課、保健課共同開催）

学校教育課 0855-83-1126

9 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を実施 保健課 0855-83-1123

10 島根県 邑南町 １月 子育て支援機関を対象とした講座を実施 保健課 0855-83-1123 予定

○　啓発物品作成・配布

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 島根県 島根県 11月上旬 ○ 松江駅周辺での街頭啓発活動を実施（チラシ等の配布）
健康福祉部青少年
家庭課児童・家庭
相談支援スタッフ

0852-22-6392
中央児相、松江市等
との合同実施

2 島根県 島根県 11月3日～20日 ○ 県立図書館ロビーにおいて、児童虐待に関するパネル展を実施
健康福祉部青少年
家庭課児童・家庭
相談支援スタッフ

0852-22-6392

3 島根県 島根県 11月2日 ○ ショッピングセンターでチラシ等を配布 出雲児童相談所 0853-21-0007

4 島根県 島根県 11月3日 ○ ショッピングセンターでチラシ等を配布 出雲児童相談所 0853-21-0007

5 島根県 島根県 11月 ○ 虐待防止・里親をテーマに関するチラシを配布 益田児童相談所 0856-22-0083

6 島根県 松江市 6月 幼稚園、保育所、小中学校へ児童虐待啓発チラシを配布 家庭相談室 0852-55-5954

7 島根県 松江市 11月1日～7日 ○ 市庁舎玄関ロビーにおいて、啓発パネルを展示 家庭相談室 0852-55-5954

8 島根県 松江市 11月 ○ 主任児童委員と駅前において、街頭活動を実施 家庭相談室 0852-55-5954

9 島根県 浜田市 10月～11月 ○ 地域のフェスティバル（5会場）で啓発チラシ・グッズを配布
健康福祉部
子育て支援課

0855-25-9331

10 島根県 浜田市 11月 ○ 市庁舎に児童虐待防止推進月間のぼり旗を掲示
健康福祉部
子育て支援課

0855-25-9331

11 島根県 出雲市 11月3日 ○ 街頭でオレンジリボン活動の周知や、啓発物品を配布
子ども未来部子ど
も政策課児童家庭
係

0853-21-6604

12 島根県 益田市 11月 ○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲揚
福祉環境部子育て
支援課

0856-31-1977

13 島根県 益田市 11月 ○ 街頭キャンペーンでチラシを配布
福祉環境部子育て
支援課

0856-31-1977 日時は未定

14 島根県 大田市 通年 ○ 乳幼児健診で虐待防止啓発パンフレットを配布 子育て支援課 0854-83-8147

15 島根県 大田市
8月31日、9月１
日、11月17日、18

日
○

高校文化祭（大田高校・邇摩高校）において、性教育パンフレッ
トを配布

子育て支援課 0854-83-8147

16 島根県 大田市 11月1日 ○
市内４店舗の店頭において、虐待防止キャンペーン・チラシを配
布

子育て支援課 0854-83-8147

17 島根県 安来市 11月 ○ 市各部署職員にオレンジリボンを配布し、活動趣旨を通知
健康福祉部子ども
未来課子育て支援
係

0854-23-3222

18 島根県 安来市 11月 ○ 市庁舎に啓発懸垂幕を設置
健康福祉部子ども
未来課子育て支援
係

0854-23-3222
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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

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

19 島根県 江津市 11月 ○ 市庁舎内において、児童虐待防止に関するパネルを展示 子育て支援課 0855-52-7487

20 島根県 雲南市 11月2日 ○ 街頭活動において、啓発物品を配布
子ども政策局子ど
も家庭支援課

0854-40-1067 予定

21 島根県 雲南市 11月 ○ 市役所庁舎前（県道沿い）に懸垂幕を掲揚
子ども政策局子ど
も家庭支援課

0854-40-1067

22 島根県 雲南市 11月 ○
ポスター・リーフレット等を、幼保小中学校、市役所、各総合セ
ンター、各交流センターへ配布

子ども政策局子ど
も家庭支援課

0854-40-1067

23 島根県 津和野町 11月 ○
町内スーパーマーケット入口付近において、児童虐待に関するチ
ラシ等を配布

健康福祉課 0856-72-0673

24 島根県 海士町 11月18日～19日 ○
町の産業文化祭に合わせて、福祉係関連のポスターなどを展示し
て周知予定

健康福祉課福祉係 08514-2-1823

25 島根県 隠岐の島町 10月～11月 ○ 公用車の一部にオレンジリボンのマグネットを貼付 福祉課児童福祉係 08512-2-8577

26 島根県 隠岐の島町 11月 ○ 児童虐待防止について啓発 福祉課児童福祉係 08512-2-8577

○　広報誌、テレビ等で周知

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 島根県 出雲市 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
子ども未来部子ど
も政策課児童家庭
係

0853-21-6604

2 島根県 出雲市 11月 ○
市内大型ショッピングセンターにおいて、児童虐待防止に関する
パネルを展示

子ども未来部子ど
も政策課児童家庭
係

0853-21-6604

3 島根県 益田市 11月 ○ 市広報に掲載
福祉環境部子育て
支援課

0856-31-1977

4 島根県 安来市 10月20日
市広報誌及びホームページ、行政告知端末等において、児童虐待
防止のための啓発を実施

健康福祉部子ども
未来課子育て支援
係

0854-23-3222

5 島根県 江津市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止の啓発記事を掲載 子育て支援課 0855-52-7487

6 島根県 雲南市 11月 ○ 市広報誌・CATV・音声告知放送で児童虐待防止月間の取組を周知
子ども政策局子ど
も家庭支援課

0854-40-1067

7 島根県 雲南市 11月 ○
市役所1階展示コーナーにおいて、児童虐待防止啓発用の掲示物
を掲示

子ども政策局子ど
も家庭支援課

0854-40-1067

8 島根県 奥出雲町 11月1日～8日 ○ 文字放送、町広報への掲載 福祉事務所 0854-54-2541

9 島根県 飯南町 11月 ○ ケーブルテレビ、広報誌などで児童虐待防止の啓発を実施 保健福祉課 0854-72-1770

10 島根県 川本町 11月 ○
町広報誌、町独自テレビ文字放送において、虐待防止の啓発を実
施

健康福祉課 0855-72-0633

11 島根県 美郷町 11月20日 ○
町広報誌に児童虐待防止に関する啓発・相談窓口の紹介記事を掲
載予定

健康福祉課子育て
支援係

0855-75-1931

12 島根県 西ノ島町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止について周知 健康福祉課 08514-6-0104

13 島根県 知夫村 11月1日 ○
毎月1回全戸配布する『保健事業カレンダー』に児童虐待防止推
進月間の取組を掲載し、周知

村民福祉課 08514-8-2211

○　民間企業等とのタイアップ

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 島根県 島根県 10月15日
第10回萩・石見空港マラソン全国大会において、オレンジリボン
襷を着用

益田児童相談所 0856-22-0083

○　その他

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 島根県 大田市 通年 ○
乳児家庭全戸訪問事業において、産後うつスクリーニングテスト
を実施

子育て支援課 0854-83-8147

2 島根県 吉賀町 11月～12月 ○ 児童虐待防止啓発講演会を実施 保健福祉課 0856-77-1165
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【岡山県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 岡山県 岡山県 未定 備前局管内市町要対協関係者との研修会を開催
備前県民局福祉振
興課子育て支援班

086-272-3989 未定

2 岡山県 岡山市 10月28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おいて、記念式典を開催
式典のほか、ミニコンサートやオレンジリボン啓発資料（2,000
部）の配布を配布

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

3 岡山県 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おいて、表彰、展示を
行う。また、岡山市役所では、児童虐待防止啓発パネルの展示及
びチャリティーバザーも実施。

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

4 岡山県 岡山市 11月23日 ○

岡山ふれあいセンターにおいて、「第11回オレンジリボンフォー
ラム」を開催
親子で触れ合い遊べるコーナーのほか、ポスターコンテスト優秀
作品の展示や、Lugz&Jera、あちゃらけの子育て応援ライブ、親
子ふれあい体操、児童虐待防止啓発パネルの展示、里親啓発、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

5 岡山県 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
※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

6 岡山県 瀬戸内市 日程調整中
瀬戸内市保健福祉センターにおいて、要保護児童対策地域協議会
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

子育て支援課児童
母子係

0869-26-5947 日程調整中

7 岡山県 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

8 岡山県 新見市 11月 ○ 要保護児童対策地域協議会研修会を開催 福祉部こども課 0867-72-6115

9 岡山県 真庭市 通年 ○

子育て支援・虐待予防の講演を実施（民生委員主任児童委員会、
人権推進委員会、教職員他）
子どもが心配チェックシートを活用した研修会を実施（認定こど
も園、保育園、幼稚園、小学校）

子育て支援課 0867-42-1054

10 岡山県 真庭市 11月 ○
臨床心理士による子育て支援講演会を実施（認定こども園、保育
園、幼稚園）

健康推進課 0867-42-1050

11 岡山県 鏡野町 10月28日 ヒューマン・コミュニケーション講座（鏡野町文化スポーツセンター） 保健福祉課 0868-54-2986

12 岡山県 鏡野町 11月5日 ○ 子育て講演会を実施（鏡野中学校講堂） 保健福祉課 0868-54-2986

○　啓発物品作成・配布

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 岡山県 岡山県 11月1日 ○
JR岡山駅前において児童虐待防止街頭キャンペーンを実施
啓発資材（オレンジリボンカットバン等）を配布（備前県民局と
合同実施）

保健福祉部子ども
家庭課児童福祉班

086-226-7911

2 岡山県 岡山県 11月15日～30日 ○
県庁舎へ懸垂幕を掲出し、児童虐待防止推進月間及び条例施行を
周知

保健福祉部子ども
家庭課児童福祉班

086-226-7911

3 岡山県 岡山県 11月12日～25日 ○
イオン岡山にパープルリボンとオレンジリボンのツリーを設置
し、広く人権啓発PRを実施（男女共同参画担当課や人権施策推進
担当課と協力実施）

保健福祉部子ども
家庭課児童福祉班

086-226-7911

4 岡山県 岡山県 未定 ○
おかやまマラソンの開催当日に備前県民局古京庁舎においてポス
ター等を掲示

備前県民局福祉振
興課子育て支援班

086-272-3989 未定

5 岡山県 岡山県 通年 ○ 備前県民局古京庁舎内でポスターを掲示
備前県民局福祉振
興課子育て支援班

086-272-3989

6 岡山県 岡山県 未定 ○ 管内市町の催し物等での啓発活動を支援
備前県民局福祉振
興課子育て支援班

086-272-3989 未定

7 岡山県 岡山県
管内主任児童委員研修会において講演、ポスターの掲示を実施
（健康福祉課長寿社会班と合同実施）

備前県民局福祉振
興課子育て支援班

086-272-3989

8 岡山県 岡山県 通年 ○
備中県民局、３地域事務所庁舎に児童相談所全国共通ダイヤルを
懸垂幕で掲示

備中県民局健康福
祉部福祉振興課

086-434-7023

9 岡山県 岡山県 11月 ○ 備中県民局、３地域事務所庁舎に児童虐待防止の懸垂幕を掲示
備中県民局健康福
祉部福祉振興課

086-434-7023
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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

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

10 岡山県 岡山県 11月 ○ 児童相談所全国共通ダイヤル（ステッカー）を公用自動車に貼付
備中県民局井笠地
域保健課

0865-69-1673

11 岡山県 岡山県 11月 ○
街頭キャンペーンの実施・各種研修会等で啓発グッズの配布を実
施

美作県民局健康福
祉部福祉振興課

0868-23-0113

12 岡山県 岡山市 5月27日
ＲＳＫハウジングプラザで開催される、岡山の子育て応援サイト
こそだてぽけっと感謝祭「ぽけっとまつり」において、オレンジ
リボンづくりや啓発資料を配布

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

13 岡山県 岡山市 6月3日

ファジアーノ岡山公式戦において試合会場前ブースで「子ども虐
待防止○×クイズ」を実施し、参加者へオレンジリボン啓発資料
及びファジアーノ岡山×オレンジリボンコラボ缶バッジ（1000
個）を配布

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

14 岡山県 岡山市 7月1日
ファジアーノ岡山の協力による、公益社団法人岡山青年会議所主
催のサッカー教室において、参加者にオレンジリボン啓発うちわ
及び啓発資料を配布

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

15 岡山県 岡山市 7月
市内公私立保育園、認可外保育園、幼稚園、こども園、小・中学
校、高校、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10万枚）を配布

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

16 岡山県 岡山市 8月2日
岡山市要保護児童対策地域協議会市代表者会議において、オレン
ジリボン啓発資料を配布

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

17 岡山県 岡山市 9月2日
岡山青年会議所主催、小学生対象の職業体験イベントにおいて、
オレンジリボン啓発資料を配布

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

18 岡山県 岡山市 11月 ○

オレンジリボンシール大作戦として、市内公私立保育園、認可外
保育園、幼稚園、認定こども園、小・中学校、特別支援学校、約
440の学校園便りにオレンジリボンシールを貼付し、各家庭に配
布（シール10万枚配布）

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

19 岡山県 岡山市 11月 ○
布製オレンジリボンを市役所内の市民に接する部署の職員を中心
に配布し、着用を依頼。また、窓口部署にはオレンジリボンミニ
のぼりの設置を依頼。

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

20 岡山県 岡山市 11月 ○
岡山市役所内にオレンジリボン懸垂幕を設置
児童虐待防止推進月間の紹介や虐待防止メッセージをキャンペー
ンソングとともに毎日庁内放送を実施

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

21 岡山県 岡山市 11月5日 ○
岡山ドームで開催される「わくわく子どもまつり」において、子
ども虐待防止啓発ポスターやパネルの展示及びオレンジリボン啓
発資料の配布を実施

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

22 岡山県 岡山市 12月3日
岡山ドームで開催される「人権フェスティバル」において、児童
虐待防止啓発ポスターやパネルの展示及びオレンジリボン啓発資
料の配布を実施

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

23 岡山県 岡山市 12月9日
池田動物園で開催される「親子で遊ぼう動物園」において、オレ
ンジリボン啓発資料を配布

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

24 岡山県 岡山市 随時
関係機関主催のイベントや研修会等において、虐待防止リーフ
レットを配布

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

25 岡山県 備前市 11月11日 ○
備前市市民ふれあい福祉まつり・こども応援フェスタを開催し、
会場に啓発コーナーを設置

保健福祉部子育て
支援課子ども・子
育て支援係

0869-64-1853

26 岡山県 瀬戸内市 11月 ○
児童虐待防止推進月間中、児童虐待防止のロゴ入りポロシャツを
担当課職員が着用して虐待防止をＰＲ

子育て支援課児童
母子係

0869-26-5947

27 岡山県 瀬戸内市 11月19日 ○
市の相談先がわかるチラシを作成し、クリアファイル(市で購入)
等に入れて保健福祉フェスタで配布

子育て支援課児童
母子係

0869-26-5947

28 岡山県 赤磐市 11月 ○ 市庁舎に虐待防止推進月間の横断幕を掲示
保健福祉部子育て
支援課

086-955-2635

29 岡山県 赤磐市 11月 ○ 市内公共施設や道路沿いを中心に啓発のぼりを設置
保健福祉部子育て
支援課

086-955-2635

30 岡山県 和気町 11月 ○
リーフレット・ポスター等を民生・児童委員及び管内保育所・児
童館・子育て支援センター・保健センター等子どもが集まりやす
い所へ配布し、児童虐待防止月間を地域に呼びかけていただく

民生福祉部健康福
祉課

0869-93-3681

31 岡山県 倉敷市 11月 ○
市広報誌に掲載し，市役所担当課および各支所福祉課窓口に啓発
ポケットティッシュ等を設置

子ども相談セン
ター

086-426-3330

32 岡山県 倉敷市 11月 ○ 市立保育園，市役所保健福祉局職員にオレンジリボンを配布
子ども相談セン
ター

086-426-3330

33 岡山県 倉敷市 11月3日 ○
市内ショッピングモールにおいて、オレンジリボン、啓発用チラ
シ、ポケットティッシュ、風船を配布

子ども相談セン
ター

086-426-3330

34 岡山県 倉敷市 11月初旬 ○
市内ショッピングセンターにおいて、オレンジリボン、啓発用チ
ラシ、ポケットティッシュ、風船を配布

玉島社会福祉事務
所

086-522-8118

35 岡山県 倉敷市 11月10日 ○
市内ショッピングセンターにおいて、オレンジリボン、啓発用チ
ラシ、ポケットティッシュ、風船を配布

児島社会福祉事務
所

086-473-1119
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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

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

36 岡山県 倉敷市 11月27日 ○
市内イベント会場において、オレンジリボン、啓発用チラシ、ポ
ケットティッシュ、風船を配布

子ども相談セン
ター水島社会福祉
事務所

086-426-3330
086-446-1114

37 岡山県 笠岡市 9月～11月 ○
オレンジリボン作成・要保護児童対策地域協議会構成員による市
行事での配布・市職員の着用を実施

こども部子育て支
援課

0865-69-2132

38 岡山県 笠岡市 11月 ○ 市本庁舎へ児童虐待防止推進月間の啓発用垂れ幕を掲示
こども部子育て支
援課

0865-69-2132

39 岡山県 総社市 11月 ○ 本庁玄関前に懸垂幕を掲揚
保健福祉部こども
課

0866-92-8268

40 岡山県 高梁市 10月下旬 市内校園へチラシ配布による周知を実施
健康福祉部こども
未来課支援係

0866-21-0288

41 岡山県 高梁市 11月上旬 ○ 市内商業施設２か所でチラシ等配布による啓発を実施
健康福祉部こども
未来課支援係

0866-21-0288

42 岡山県 高梁市 11月 ○ 懸垂幕を掲示
健康福祉部こども
未来課支援係

0866-21-0288

43 岡山県 新見市 11月 ○
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
実施（グッズ等配布）

福祉部こども課 0867-72-6115

44 岡山県 里庄町 通年 ○
児童虐待防止についてのリーフレットを乳幼児健診、母子保健事
業で配布

健康福祉課 0865-64-7211

45 岡山県 津山市 11月 ○ こども保健部職員がオレンジリボンを着用
こども保健部こど
も子育て相談室

0868-32-7027

46 岡山県 真庭市 通年 ○
オレンジリボン、バッチ、ポロシャツ着用による啓発を実施（要
保護児童対策地域協議会、市職員）

子育て支援課 0867-42-1054

47 岡山県 真庭市 1月
「食育・健康まつり2017」での予防啓発を実施し、啓発グッズを
配布

子育て支援課 0867-42-1054

48 岡山県 真庭市 11月 ○ 栄養委員会による子育て広場で啓発グッズを配布 健康推進課 0867-42-1050

49 岡山県 勝央町 10月8日
金時まつりの際に、愛育委員による児童虐待防止のリーフレット
の配布を実施

健康福祉部 0868-38-7102

50 岡山県 久米南町 11月3日 ○ 保健福祉大会参加者に虐待防止啓発用パンフレットを配布 保健福祉課 086-728-2047

51 岡山県 美咲町 11月 ○
オレンジリボンを作成し、職員、町議会議員、民生児童委員に配
布

こども課 0868-66-1215

52 岡山県 美咲町 11月 ○ 庁舎内に虐待予防PR資料とオレンジリボンを掲示 こども課 0868-66-1215

53 岡山県 美咲町 11月19日 ○ 美咲町こどもまつりで虐待啓発PRを実施 こども課 0868-66-1215

○　広報誌、テレビ等で周知

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 岡山県 岡山県 11月5日 ○
RSKラジオ「県民のみなさんへ」において児童虐待防止の普及・
啓発

保健福祉部子ども
家庭課児童福祉班

086-226-7911

2 岡山県 岡山県 11月15日 ○ NHKデータ放送において児童虐待防止推進月間等を周知
保健福祉部子ども
家庭課児童福祉班

086-226-7911

3 岡山県 岡山県
11月9日、
15日、22日

○ FMﾗｼﾞｵ放送(FMくらしき)で20秒スポットCMを放送
備中県民局健康福
祉部福祉振興課

086-434-7023

4 岡山県 岡山県 11月 ○ 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
備中県民局健康福
祉部福祉振興課

086-434-7023

5 岡山県 岡山市 7月
広報紙「市民のひろば7月号」において、子ども虐待防止サポー
ター養成研修の受講案内及び虐待の通告・相談窓口について掲載

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

6 岡山県 岡山市 8月
広報紙「市民のひろば8月号」において、オレンジリボンキャン
ペーンポスターコンテスト作品の募集について掲載

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

7 岡山県 岡山市 11月 ○
広報紙「市民のひろば11月号」において、通告・相談窓口の周知
やイベントに関する情報を掲載

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

8 岡山県 岡山市 通年 ○
フリーペーパーの親子情報誌において、毎月オレンジリボン情報
を掲載

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

9 岡山県 岡山市 通年 ○
岡山シティＦＭ「レディオモモ」において、児童虐待防止啓発に
関する内容を毎月放送

岡山っ子育成局こ
ども福祉課

086-803-1223

10 岡山県 玉野市 11月 ○
市広報誌（11月号）において、児童虐待防止の取組等について周
知

福祉政策課 0863-32-5593

11 岡山県 備前市 11月 ○ 市広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知
保健福祉部子育て
支援課子ども・子
育て支援係

0869-64-1853

12 岡山県 瀬戸内市 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
子育て支援課児童
母子係

0869-26-5947
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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

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

13 岡山県 赤磐市 11月 ○ 市広報誌へ記事掲載
保健福祉部子育て
支援課

086-955-2635

14 岡山県 和気町 11月 ○
町広報誌１１月号（10月25日発行）に児童虐待防止推進月間の啓
発広報を掲載

民生福祉部健康福
祉課

0869-93-3681

15 岡山県 吉備中央町 11月 ○ 町広報紙等において、児童虐待防止推進月間を周知 保健課 0866-54-1326

16 岡山県 倉敷市
10月1日

～11月30日
○ 市ホームページに掲載

子ども相談セン
ター

086-426-3330

17 岡山県 倉敷市 11月 ○ ＦＭくらしきインフォーマーシャルで情報発信を実施
子ども相談セン
ター

086-426-3330 １週間実施

18 岡山県 倉敷市 11月 ○ 広報くらしきに掲載
子ども相談セン
ター

086-426-3330

19 岡山県 倉敷市 11月 ○ ＫＣＴチャンネル（静止画）で放送
子ども相談セン
ター

086-426-3330 ２週間実施

20 岡山県 倉敷市 11月 ○ 市役所庁舎内広告モニターにおいて放映
子ども相談セン
ター

086-426-3330

21 岡山県 井原市 11月 ○ 広報誌、ケーブルテレビでの児童虐待防止の啓発を実施
健康福祉部子育て
支援課子育て支援
係

0866-62-9517

22 岡山県 総社市 11月 ○ 広報誌11月号へ掲載
保健福祉部こども
課

0866-92-8268

23 岡山県 高梁市 10月中旬 広報誌・ホームページによる広報を実施
健康福祉部こども
未来課支援係

0866-21-0288

24 岡山県 新見市 11月1日 ○ 市報に「児童虐待防止推進月間」について掲載 福祉部こども課 0867-72-6115

25 岡山県 浅口市
5月23日
～6月23日

平成29年度「児童虐待防止推進月間」標語募集を浅口市ホーム
ページへ掲載

健康福祉部社会福
祉課

0865-44-7007

26 岡山県 浅口市 11月 ○ 広報あさくち11月号へ「児童虐待防止推進月間」について掲載
健康福祉部社会福
祉課

0865-44-7007 予定

27 岡山県 早島町 11月 ○ 広報誌で虐待予防について啓発 健康福祉課 086-482-2483

28 岡山県 里庄町 11月 ○ 広報紙で『児童虐待防止推進月間について』を広報 健康福祉課 0865-64-7211

29 岡山県 矢掛町 11月 ○
町広報紙に児童虐待の内容や防止のための取組、相談窓口等を掲
載

保健福祉課 0866-82-1013

30 岡山県 津山市 11月 ○
市広報誌（広報つやま11月号）において、児童虐待防止推進月間
の周知啓発を実施

こども保健部こど
も子育て相談室

0868-32-7027

31 岡山県 真庭市 11月 ○
広報紙への掲載、予防啓発用のぼりの設置(本庁、各支局、振興
局)を実施

子育て支援課 0867-42-1054

32 岡山県 美作市 10月～11月 ○ 広報誌（10月号)に児童虐待について掲載
保健福祉部社会福
祉課総合相談係

0868-75-3913

33 岡山県 鏡野町 10月、11月 ○
町広報誌に掲載（10月：里親月間、11月：児童虐待防止推進月
間）

保健福祉課 0868-54-2986

34 岡山県 美咲町 11月 ○ 広報誌に掲載 こども課 0868-66-1215

35 岡山県 美咲町 11月 ○ 町内告知放送を実施 こども課 0868-66-1215

36 岡山県 美咲町 11月 ○ みさきケーブルテレビで放映 こども課 0868-66-1215

○　その他

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 岡山県 岡山県 随時
保育施設等の指導監査時、施設職員や市町村職員に対応等につい
て指導

備前県民局福祉振
興課子育て支援班

086-272-3989

2 岡山県 赤磐市
11月1日、12月1
日、1月10日

○
教育･福祉関係者等を対象に子育て支援と児童虐待を関連させた
勉強会を実施（３回実施）

保健福祉部子育て
支援課

086-955-2635

3 岡山県 赤磐市 通年 ○
市内保育園で児童虐待予防及び人権研修としてＣＡＰワーク
ショップを開催

保健福祉部子育て
支援課

086-955-2635

4 岡山県 笠岡市 6月～11月 ○ 児童虐待防止ビデオの募集・表彰
こども部子育て支
援課

0865-69-2132
募集期間：９月２９
日まで

5 岡山県 高梁市 4月
市内学校園（高校、中学校、小学校、幼稚園、保育園、こども
園）に対し虐待の説明及び情報交換を実施

健康福祉部こども
未来課支援係

0866-21-0288

6 岡山県 高梁市
5月、8月、
11月、2月

○ 要対協実務者会議における虐待に関する説明（４回）を実施
健康福祉部こども
未来課支援係

0866-21-0288
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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

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

7 岡山県 高梁市 7月6日
民生委員児童委員協議会主任児童委員化部会での虐待に関する説
明を実施

健康福祉部こども
未来課支援係

0866-21-0288

8 岡山県 高梁市 10月中旬 要対協代表者会議における虐待に関する説明を実施
健康福祉部こども
未来課支援係

0866-21-0288

9 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を開催(市内５地域) 健康推進課 0867-42-1050

10 岡山県 真庭市 11月 ○ 愛育委員会において知識や理解を深め、啓発活動に生かす 健康推進課 0867-42-1050

11 岡山県 美作市 11月 ○
児童虐待防止について懸垂幕・のぼりにおいて啓発を実施（市役
所・保健センター・各総合支所内）

保健福祉部社会福
祉課総合相談係

0868-75-3913
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【広島県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 広島県 広島県 11月中旬 ○ 県内の商業施設でPRイベントを実施
健康福祉局こども
家庭課児童グルー
プ

082-513-3167 予定

2 広島県 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

3 広島県 広島市 11月11日 ○
児童虐待防止対策講演会「生きる力を引き出す家族支援～しつけ
と体罰と虐待～」を開催

こども未来局こど
も・家庭支援課家
庭支援係

082-504-2161 広島県と合同で実施

4 広島県 尾道市 12月3日 家庭教育支援講座との共催で児童虐待防止フォーラムを開催
福祉保健部子育て
支援課

0848-38-9215

5 広島県 福山市 11月24日 ○ 児童虐待防止啓発講演会を開催
児童部ネウボラ推
進課

084-928-1258

6 広島県 三次市 8月2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を実施
子育て・女性支援
部　女性活躍支援
課

0824-62-6247

7 広島県 三次市
9月13日

～12月13日
○ ペアレントトレーニング教室を実施

子育て・女性支援
部　女性活躍支援
課

0824-62-6247

8 広島県 三次市 11月 ○ 児童虐待防止講演会を実施
子育て・女性支援
部　女性活躍支援
課

0824-62-6247

9 広島県 庄原市 2月 児童虐待防止に関する講演会を開催
生活福祉部児童福
祉課あんしん支援
係

（0824）73-
0051

10 広島県 東広島市 11月 ○ 児童虐待防止研修会を開催
こども未来部こど
も家庭課子ど建て
支援係

082‐420‐
0407

11 広島県 江田島市 11月24日 ○
「子どもの虐待（仮称）」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

12 広島県 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

13 広島県 府中町 未定 児童虐待未然防止のための子育て応援講座を実施
福祉保健部
子育て支援課

082-286-3163 未定

14 広島県 北広島町 11月30日 ○
要保護児童対策地域協議会　代表者会議と併せて児童虐待予防の
研修会を実務者へ実施予定

北広島町役場福祉
課子育て支援係

050-5812-1851

15 広島県 北広島町 12月9日
児童虐待予防啓発イベントとして、保育所で園児と保護者へメー
プルカイザーショーと児童虐待予防講演会を実施予定

北広島町役場福祉
課子育て支援係

050-5812-1851

16 広島県 世羅町 11月20日 ○
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 予定

17 広島県 神石高原町 通年 ○
町内保育所・幼稚園（6か所）において通所（園）している子ど
もの保護者及び地域住民へ向けて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

○　啓発物品作成・配布

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 広島県 広島県 11月 ○ 県庁舎に児童虐待防止月間の懸垂幕を設置
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 10月～12月 ○
県内のイベント等でＰＲブースを設置し，オレンジリボンや啓発
ティッシュ等を配布

健康福祉局こども
家庭課児童グルー
プ

082-513-3167

3 広島県 広島市 11月 ○ 児童虐待防止に関するポスター、チラシを作成・配布
こども未来局こど
も・家庭支援課家
庭支援係

082-504-2161 広島県と合同で実施

4 広島県 広島市 10月28日、29日 広島フードフェスティバルにおいてPRブースを出展
こども未来局こど
も・家庭支援課家
庭支援係

082-504-2161 広島県と合同で実施

5 広島県 広島市 11月13日～30日 ○ 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
こども未来局こど
も・家庭支援課家
庭支援係

082-504-2161

6 広島県 広島市 11月 ○ 啓発グッズ（オレンジリボン）を作成・配布
こども未来局こど
も・家庭支援課家
庭支援係

082-504-2161

7 広島県 広島市 11月 ○
子育てオープンスペース等でのオレンジリボン作成イベントを開
催

こども未来局こど
も・家庭支援課家
庭支援係

082-504-2161

8 広島県 呉市 11月 ○
オレンジリボンキャンペーンと称し，民生委員児童委員を通じて
地域で行われるイベントで啓発ティッシュを配付

福祉保健部　子育
て支援課　家庭児
童相談グループ

0823-25-3599

9 広島県 呉市 10月21日
広島国際大学呉キャンパス学園祭において啓発ティッシュ等を配
付

福祉保健部　子育
て支援課　家庭児
童相談グループ

0823-25-3599

10 広島県 竹原市 11月 ○ 児童虐待防止啓発物品の配布及び相談先・通告先リーフレットを全戸回覧 福祉部社会福祉課 0846-22-7742
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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

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

11 広島県 竹原市 11月 ○ 市役所他公共施設に啓発用のぼり旗を設置 福祉部社会福祉課 0846-22-7742

12 広島県 尾道市 11月 ○ 市職員、教職員、民生委員等にオレンジリボンの着用を依頼
福祉保健部子育て
支援課

0848-38-9215

13 広島県 尾道市 11月 ○ 懸垂幕の掲示による啓発（公営の立体駐車場壁面）を実施
福祉保健部子育て
支援課

0848-38-9215

14 広島県 福山市 10月中旬頃～
市民向け啓発リーフレットを作成し、保育所、小中学校、自治会
回覧、関係機関などへ配布

児童部ネウボラ推
進課

084-928-1258

15 広島県 福山市 11月4日 ○
市内商業施設２箇所において通告先ダイヤルを掲載したポケット
ティッシュと児童虐待防止啓発講演会の開催チラシ等を配布

児童部ネウボラ推
進課

084-928-1258

16 広島県 福山市 11月 ○
児童虐待防止啓発の懸垂幕を市役所庁舎、支所に懸架するととも
に、のぼり旗を市役所本庁舎に設置

児童部ネウボラ推
進課

084-928-1258

17 広島県 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

児童部ネウボラ推
進課

084-928-1258

18 広島県 福山市 11月1日 ○
ＪＲ福山駅前において通告先ダイヤルを掲載したポケットティッ
シュと児童虐待防止啓発講演会の開催チラシ等を配布

児童部ネウボラ推
進課

084-928-1258

19 広島県 福山市 11月 ○
公共施設ロビーへの啓発パネルと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

児童部ネウボラ推
進課

084-928-1258

20 広島県 府中市 11月16日 ○ 市内店舗において啓発チラシを配布
健康福祉部女性こ
ども課

0847-43-7255

21 広島県 府中市 通年 ○ 189のステッカーを公用車に貼付して啓発
健康福祉部女性こ
ども課

0847-43-7255

22 広島県 三次市 11月 ○
児童虐待防止啓発のためのパンフレットを作成し、市内全戸に配
布

子育て・女性支援
部　女性活躍支援
課

0824-62-3247

23 広島県 庄原市 11月 ○ 市内各庁舎に「児童虐待防止推進月間」の懸垂幕を掲示し、広報
生活福祉部児童福
祉課あんしん支援
係

0824-73-0051

24 広島県 庄原市 11月 ○
オレンジリボンを作成し、街頭においてリーフレット等とともに
配布

生活福祉部児童福
祉課あんしん支援
係

0824-73-0051

25 広島県 東広島市 11月 ○ 要対協関係機関へ啓発物（オレンジリボン）を配布
こども未来部こど
も家庭課子ど建て
支援係

082-420-0407

26 広島県 廿日市市 通年 ○
市広報紙において、家庭児童相談・市子育て支援センター・保育
園での電話育児相談を紹介

福祉保健部子育て
応援室支援グルー
プ

0829-30-9129

27 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を設置
福祉保健部子育て
応援室支援グルー
プ

0829-30-9129

28 広島県 安芸高田市 11月 ○ 啓発用の冊子または啓発グッズを配布
福祉保健部 子育て
支援課 児童福祉係

0826-47-1283

29 広島県 江田島市 11月 ○ 市内の児童・生徒、保育園児に啓発物品、パンフレットを配布
子育て支援セン
ター

0823-42-2852

30 広島県 府中町 11月 ○
児童主管課の職員がオレンジリボンTシャツで業務を行い、虐待
未然防止をPR

福祉保健部
子育て支援課

082-286-3163

31 広島県 府中町 10月22日
町の伝統と文化のまつりで「ご当地キャラ」とともにこども虐待
ストップPR

福祉保健部
子育て支援課

082-286-3163

32 広島県 海田町 通年 ○
町作成の相談窓口記載の虐待防止マグネットを新生児訪問時に全
戸配布

福祉保健部こども
課

082-823-9227

33 広島県 海田町 11月～3月 ○ 町職員によるオレンジリボンピンバッチの装着
福祉保健部こども
課

082-823-9227

34 広島県 熊野町 11月 ○ 公用車にオレンジリボンを貼付し、虐待防止を啓発
子育て・健康推進
課

082-820-5609

35 広島県 熊野町 11月 ○ 虐待防止に関するエコバッグを配布
子育て・健康推進
課

082-820-5609

36 広島県 熊野町
11月1日

～1月上旬
○ 虐待防止標語懸垂幕を公民館等４か所に設置 民生課 082-820-5635

37 広島県 神石高原町 11月1日～ ○
町内幼稚園・保育所・小中高等学校・公民館・庁舎等主要施設に
ポスターを掲示

福祉課 0847-89-3335

38 広島県 神石高原町 11月～ ○ オレンジリボン着用（要対協構成機関） 福祉課 0847-89-3335
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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

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

39 広島県 神石高原町 11月～ ○ 児童虐待防止リーフレットを中学生以下の子どもの保護者へ配布 福祉課 0847-89-3335

○　広報誌、テレビ等で周知

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

2 広島県 広島県 11月1日 ○ テレビCM及び番組出演による広報啓発を実施
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 ○
デジタルサイネージや広告幕を活用して児童相談所全国共通ダイ
ヤルを周知

健康福祉局こども
家庭課児童グルー
プ

082-513-3167

6 広島県 広島県 11月 ○ フリーペーパーや情報誌に広告を掲載し，広報啓発を実施
健康福祉局こども
家庭課児童グルー
プ

082-513-3167

7 広島県 広島県 11月 ○ 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

14 広島県 竹原市 11月 ○
市広報紙において児童虐待防止推進月間の取組及び相談・通告先
を周知

福祉部社会福祉課 0846-22-7742

15 広島県 尾道市 11月10日～ ○
広報11月号に児童虐待防止推進月間の取組として、子育てに関す
る相談窓口の掲載と合わせて虐待のサイン、相談通告窓口を掲載

福祉保健部子育て
支援課

0848-38-9215

16 広島県 尾道市 通年 ○
尾道市のホームページで相談窓口の啓発、11月は児童虐待防止推
進月間であることを合わせて掲載

福祉保健部子育て
支援課

0848-38-9215

21 広島県 福山市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待防止に関する啓発記事、通告先ダイ
ヤルを記載

児童部ネウボラ推
進課

084-928-1258

28 広島県 府中市 11月1日 ○ 市の広報誌において児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉部女性こ
ども課

0847-43-7255

38 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 0827-59-2148

44 広島県 安芸高田市 11月 ○ 広報紙への掲載
福祉保健部 子育て
支援課 児童福祉係

0826-47-1283

48 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を掲載
福祉保健部
子育て支援課

082-286-3163

49 広島県 府中町 11月 ○ 町内巡回バスにおいて車内掲示を実施
福祉保健部
子育て支援課

082-286-3163

54 広島県 海田町 11月 ○ 町広報誌へ児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
福祉保健部こども
課

082-823-9227

56 広島県 熊野町 11月1日 ○ 広報に虐待防止について掲載
子育て・健康推進
課

082-820-5609

60 広島県 坂町 11月1日 ○ 町広報誌「広報さか」に児童虐待防止に関する記事を掲載 民生部民生課 082-820-1505

61 広島県 安芸太田町 11月 ○ 11月町広報カレンダーにおいて、児童虐待防止月間の周知を実施 児童育成課 0826-28-1969

63 広島県 北広島町 随時 ○ 児童虐待について、町広報誌で啓発を実施
北広島町役場福祉
課子育て支援係

050-5812-1851

65 広島県 大崎上島町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止のための啓発等を記載 福祉課 0846-62-0301

66 広島県 世羅町 10月15日 町広報紙において児童虐待防止推進月間を紹介 子育て支援課 0847-25-0295

68 広島県 世羅町 11月 ○
ケーブルテレビにおいて児童虐待防止推進月間を紹介し、児童虐
待の予防と啓発を実施

子育て支援課 0847-25-0295

69 広島県 神石高原町 11月 ○ 町広報紙11月号で児童虐待防止推進月間を周知 福祉課 0847-89-3335

○　民間企業等とのタイアップ

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 広島県 広島市 11月 ○ 事業者提案等によるイベントの開催
こども未来局こど
も・家庭支援課家
庭支援係

082-504-2161 広島県と合同で実施

2 広島県 呉市 10月7日
広島文化学園大学看護学部ボランティアサークル主催のオレンジ
リボンシンポジウムの後援。来場者に対し，啓発ティッシュ等配
付を実施。

福祉保健部　子育
て支援課　家庭児
童相談グループ

0823-25-3599
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【山口県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 山口県 防府市 7月7日
要対協実務者レベルを対象とした研修会を開催
（テーマ「児童福祉法の改正に伴う関係機関の役割について」）

健康福祉部子育て
支援課こども相談
室

0835-25-2414

2 山口県 防府市 10月28日
要対協実務者レベルを対象とした研修会を開催
（テーマ「児童虐待とその背景」）

健康福祉部子育て
支援課こども相談
室

0835-25-2414

3 山口県 光市 4月～3月 ○
児童虐待について市民を対象に講座を開催（出前講座の依頼が
あった際に対応）

福祉保健部子ども
家庭課子ども相談
係

0833-74-5910

4 山口県 柳井市 11月23日 ○
行事に併せて児童虐待防止のパネルを展示、オレンジリボンを配
布

社会福祉課 0820-22-2111

5 山口県 周南市
8月1日、11月の

いずれか
○

子どもを守る地域ネットワーク強化を図るため、市内教職員向け
の研修会を実施

こども健康部次世
代支援課こども家
庭相談室

0834-22-8452

○　啓発物品作成・配布

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 山口県 山口県 10月
県関係行事（男女共同参画フォーラム・県社会福祉大会）等にお
いて、児童虐待防止のパネル等展示、チラシやオレンジリボンの
配布を実施

健康福祉部こど
も・子育て応援局
こども家庭課児童
環境班

083-933-2744

2 山口県 山口県 11月 ○
県庁エントランスホール及び県総合保健会館ロビーに児童虐待防
止のパネル等を展示

健康福祉部こど
も・子育て応援局
こども家庭課児童
環境班

083-933-2744

3 山口県 山口県 11月 ○
健康福祉部所属職員、市町児童福祉担当部署職員等にオレンジリ
ボン装着を呼びかけ

健康福祉部こど
も・子育て応援局
こども家庭課児童
環境班

083-933-2744

1 山口県 下関市 10月 ○ オレンジリボンの作製及び児童福祉関係機関へ配付
こども未来部こど
も保健課

083-231-1432

2 山口県 下関市 11月 ○
懸垂幕（市本庁舎）、市内電光掲示板により、児童虐待防止推進
月間を広報

こども未来部こど
も保健課

083-231-1432

3 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（虐待相談を含む）のチラ
シを配布

家庭児童相談室 0836-34-8333

5 山口県 宇部市 10月14日 ごきげん未来フェスタにおいて、児童虐待防止のブースを開設 家庭児童相談室 0836-34-8333

6 山口県 宇部市 11月5日 ○ 市民まつりにおいて啓発物品等を配布 家庭児童相談室 0836-34-8333

4 山口県 宇部市 11月 ○ 健康福祉部所属職員がオレンジリボンを装着 家庭児童相談室 0836-34-8333

5 山口県 山口市 11月 ○
オレンジリボン運動周知のため、庁舎玄関及びこども家庭課入口
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

6 山口県 山口市 11月 ○
児童虐待防止推進月間及び相談窓口周知のため、ポケットティッ
シュにチラシを封入し庁舎窓口（各総合支所）等に配置

健康福祉部こども
家庭課家庭児童相
談室

083-934-2960

7 山口県 萩市 11月12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を配布 子育て支援課 0838-25-3536

8 山口県 防府市 11月 ○ オレンジリボンのモニュメントを子育て支援課に設置
健康福祉部子育て
支援課こども相談
室

0835-25-2414

9 山口県 防府市 12月 オレンジリボンを飾ったクリスマスツリーを相談室の窓口に設置
健康福祉部子育て
支援課こども相談
室

0835-25-2414

10 山口県 光市 11月 ○ 市職員がオレンジリボンを着用
福祉保健部子ども
家庭課子ども相談
係

0833-74-5910

11 山口県 柳井市 11月 ○ 庁舎に児童虐待防止推進月間を知らしめる横断幕を掲示 社会福祉課 0820-22-2111

12 山口県 周南市 11月 ○
市内小中高の児童生徒及び保護者、行政機関、子育て支援施設等
に対し、「こども家庭相談室　紹介カード」を配布

こども健康部次世
代支援課こども家
庭相談室

0834-22-8452

13 山口県 山陽小野田市 通年 ○ 庁舎内に「オレンジリボンキャンペーン」のミニ幟を掲示 こども福祉課 0836-82-1175

14 山口県 山陽小野田市 通年 ○ 公用車にオレンジリボンを貼付 こども福祉課 0836-82-1175

15 山口県 周防大島町 通年 ○
「こんにちは赤ちゃん訪問（生後4か月）」の時に、虐待相談窓
口を含む案内を掲載した冊子「子育てブック」を配布

健康増進課 0820-73-5504

16 山口県 平生町 11月 ○ 役場庁舎に懸垂幕を掲揚
町民福祉課
こども班

0820-56-7113
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○　広報誌、テレビ等で周知

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 山口県 山口県 10月
県政ラジオ番組において、児童虐待防止推進月間の啓発広報を実
施

健康福祉部こど
も・子育て応援局
こども家庭課児童
環境班

083-933-2744

2 山口県 下関市 11月 ○ 市広報、ラジオ広報により、児童虐待防止推進月間を広報
こども未来部こど
も保健課

083-231-1432

3 山口県 宇部市 11月 ○
広告モニター・子育てメール・ホームページにおいて、児童虐待
防止月間を周知

家庭児童相談室 0836-34-8333

4 山口県 山口市 11月 ○
市広報紙（市報やまぐち１１月１日号）に児童虐待防止推進月間
に関する記事を掲載

健康福祉部こども
家庭課家庭児童相
談室

083-934-2960

5 山口県 山口市 11月 ○
市ホームページに、期間中、児童虐待防止推進月間に関する記事
を掲載

健康福祉部こども
家庭課家庭児童相
談室

083-934-2960

6 山口県 山口市 11月 ○ 民間広報紙面に児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載
健康福祉部こども
家庭課家庭児童相
談室

083-934-2960

7 山口県 萩市 11月 ○ 市報に児童虐待防止推進月間について掲載 子育て支援課 0838-25-3536

8 山口県 防府市 7月1日 市広報紙において、児童虐待に関する相談専用電話について紹介
健康福祉部子育て
支援課こども相談
室

0835-25-2414

9 山口県 防府市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待に関する相談専用電話について紹介
健康福祉部子育て
支援課こども相談
室

0835-25-2414

10 山口県 防府市 11月1日 ○ 市広報紙に「児童虐待について」を掲載
健康福祉部子育て
支援課こども相談
室

0835-25-2414

11 山口県 下松市 11月 ○ 市広報において、児童虐待防止月間を周知
子育て支援課家庭
児童相談室

0833-45-1873

12 山口県 岩国市 10月～11月 ○
子育て相談窓口や子育てアプリ等を紹介する番組を作成し、ケー
ブルテレビや庁舎前の大型ディスプレイで放送

健康福祉部こども
支援課家庭児童相
談室

0827-29-5076

13 山口県 光市 11月10日 ○
市広報において、児童虐待防止対策月間の周知と市の相談窓口紹
介を実施

福祉保健部子ども
家庭課子ども相談
係

0833-74-5910

14 山口県 長門市 11月1日 ○
市広報誌、市ホームページ等において、児童虐待防止に関する記
事を掲載

子育て支援課 0837-23-1164

15 山口県 柳井市 11月 ○ 市報に児童虐待防止に関する記事を掲載 社会福祉課 0820-22-2111

16 山口県 美祢市 11月 ○
子育て応援ホームページ、市広報紙において、児童虐待防止月間
と相談窓口を周知

市民福祉部地域福
祉課地域子育て支
援室

0837-52-5228

17 山口県 周南市 通年 ○ 市ホームページにおいて、児童虐待防止対策の推進について紹介
こども健康部次世
代支援課こども家
庭相談室

0834-22-8452

18 山口県 周南市 通年 ○ 子育て応援サイト・アプリにて、相談窓口を紹介
こども健康部次世
代支援課こども家
庭相談室

0834-22-8452

19 山口県 周南市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間について紹介
こども健康部次世
代支援課こども家
庭相談室

0834-22-8452

20 山口県 山陽小野田市 11月1日 ○ 広報紙の「子育て情報ナビ」欄に記事を掲載 こども福祉課 0836-82-1175

21 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 福祉課 0820-77-5505

22 山口県 平生町 11月10日 ○ 調広報誌において、児童虐待防止推進月間の取組を周知
町民福祉課
こども班

0820-56-7113

23 山口県 阿武町 10月20日 町の広報誌に児童虐待防止月間の広報記事を掲載 民生課介護福祉係 08388-2-3115

○　その他

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

4 山口県 宇部市 通年 ○ 児童虐待防止に関するＤＶＤの貸出 家庭児童相談室 0836-34-8333

7 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」を実施

福祉課 0820-77-5505

8 山口県 周防大島町 通年 ○ ファーストブック・絵本贈呈で家庭訪問（生後6か月）を実施 福祉課 0820-77-5505
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【徳島県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 徳島県 徳島県
8月21日､
28日、29日

児童虐待防止対策会議の開催
次世代育成・青少
年課こども未来応
援室

088-621-2180

2 徳島県 徳島県 11月8日 ○

児童虐待防止セミナーの開催
演題　「いのちを守る妊娠期からの切れ目のない支援～日本とド
イツの取り組みの比較も含めて～」
講師　NO法人ＭＣサポートセンターみっくみえ　代表　松岡典子
氏
場所　徳島県立工業技術センター

東部保健福祉局(徳
島庁舎）

088-626-8713

○　啓発物品作成・配布

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 徳島県 徳島県
10月26日
～11月6日

○ 児童虐待防止パネル展及びのぼりの掲示（県庁１階県民ホール）
次世代育成・青少
年課こども未来応
援室

088-621-2180

2 徳島県 徳島県 11月20日～30日 ○ 児童虐待防止パネル展（県庁１階県庁ふれあいセンター）
次世代育成・青少
年課こども未来応
援室

088-621-2180

3 徳島県 徳島県 11月 ○ 部内職員の名札にオレンジリボンを着用
次世代育成・青少
年課こども未来応
援室

088-621-2180

4 徳島県 徳島県 通年 ○ 課内職員の名札にオレンジリボンを着用
次世代育成・青少
年課こども未来応
援室

088-621-2180

5 徳島県 徳島県 通年 ○
児童相談所全国共通ダイヤル「１８９」のチラシを情報提供コー
ナー（県庁１階）に設置

次世代育成・青少
年課こども未来応
援室

088-621-2180

6 徳島県 鳴門市 通年 ○

　平成２８年度から本市の子育て情報をまとめた情報誌「子育て
ガイド」を作成・発行した。妊娠中や子育て中の方の不安を軽減
するための事業の案内や、児童虐待の内容、発見した場合の通報
先などを分かりやすくまとめて掲載することで、児童虐待の防止
に繋げている。
　平成２９年度の配布方法は、子育て支援拠点施設に設置、市公
式ウェブサイトへの掲載、妊娠届出提出者への直接配布のほか、
おめでとう赤ちゃん訪問事業にて４か月児童の世帯に配布してい
る。

健康福祉部
子どもいきいき課

088-684-1679

7 徳島県 鳴門市 11月3日 ○
子ども虐待防止オレンジリボン運動をより多くの人に知っていた
だくため、ボートレース鳴門エントランスにて先着５００名様の
来場者に「オレンジリボン啓発マスク」を無料配布する。

企業局
ボートレース企画
課

088-685-8111 予定

8 徳島県 吉野川市 11月 ○
市役所庁内にて第4回吉野川市「ストップ！児童虐待」作品展並
びに児童虐待防止啓発パネル展を開催

健康福祉部
子育て支援課

0883-22-2266

9 徳島県 吉野川市 11月 ○
ちびっこドームフェスティバル開催時に、児童虐待防止啓発パネ
ル展の実施及びリーフレット・グッズの配布

健康福祉部
子育て支援課

0883-22-2266

10 徳島県 吉野川市 12月
第4回吉野川市「ストップ！児童虐待」作品展出品者に参加賞と
して児童虐待防止啓発グッズを贈呈

健康福祉部
子育て支援課

0883-22-2266

11 徳島県 つるぎ町 10月27日 ○
広報誌及び児童虐待防止の啓発用パンフレットの全戸配布(広報
１１月号）

福祉課 0883-62-3116 左記日付は発行日

12 徳島県 つるぎ町 通年 ○ 窓口に啓発用ポケットティッシュを配備 福祉課 0883-62-3116

13 徳島県 つるぎ町
11月30日
～12月11日

○ 人権週間期間中に啓発パネルの展示（道の駅） 総務課 0883-62-3111

○　広報誌、テレビ等で周知

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 徳島県 徳島県 11月 ○ ＨＰ、新聞、ラジオにて児童虐待防止推進月間の広報を実施
次世代育成・青少
年課こども未来応
援室

088-621-2180

2 徳島県 徳島県 11月 ○ 道路情報板にて「11月は児童虐待防止月間です」と表示
次世代育成・青少
年課こども未来応
援室

088-621-2180

3 徳島県 徳島市 11月15日 ○ 広報誌にオレンジリボン等を掲載し、周知。 子育て支援課 088-621-5122

4 徳島県 鳴門市 11月 ○

家族愛をテーマにした啓発ボード（ルミネカンバス）制作を市民
に募集、児童虐待防止月間に完成したルミネカンバス６枚を市役
所庁舎欄干に設置する。また、公募作品を多くの市民に鑑賞して
いただくため投票を行い、最優秀作品賞には表彰状と記念品の贈
呈、また応募者の中から１名に記念品贈呈をする。

健康福祉部
子どもいきいき課

088-684-1231 予定

5 徳島県 吉野川市 6月
夏休み前に市内の小・中学校に第4回吉野川市「ストップ！児童
虐待」作品展作品募集や児童虐待防止の啓発、緊急連絡先を掲載
したチラシを配布

健康福祉部
子育て支援課

0883-22-2266

6 徳島県 吉野川市 11月 ○ 市広報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
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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

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

7 徳島県 吉野川市 11月 ○ 市内量販店で中学生と一緒に啓発資料配布
健康福祉部
子育て支援課

0883-22-2266

8 徳島県 吉野川市 11月 ○ 公共施設等への幟の設置
健康福祉部
子育て支援課

0883-22-2266

9 徳島県 阿波市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する周知 子育て支援課 0883-36-6813

10 徳島県 上勝町 11月 ○ 広報誌において普及・啓発を行う予定
住民課
福祉係

0885-46-0111

11 徳島県 佐那河内村 11月 ○ 村の広報誌に児童虐待防止月間や相談事業についての記事を掲載 健康福祉課 088-679-2971

12 徳島県 神山町 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 088-676-1114

13 徳島県 美波町 11月 ○ 町の広報紙で虐待防止啓発及び相談窓口の周知を行う。 福祉課 0884-77-3614

14 徳島県 松茂町 11月 ○ 町の広報誌で「児童虐待防止推進月間」の周知 福祉課 088-699-8713

15 徳島県 北島町 11月 ○ 町の広報誌に、児童虐待防止に関する記事を掲載 民生児童課 088-698-9802

16 徳島県 板野町 11月 ○
町のホームページへ平成２９年度からの制度改正や体制等を掲載
予定

住民課 088-672-5984

17 徳島県 上板町 11月1日 ○ 広報かみいた11月号に児童虐待防止推進月間について掲載 福祉保健課 088-694-6810

18 徳島県 つるぎ町
11月中、
週一回程度

○ 町内放送において児童虐待防止推進月間の周知と啓発 福祉課 0883-62-3116

19 徳島県 東みよし町 11月 ○ １１月広報にて啓発文書を掲載（A4　１P） 福祉課 0883-82-6306

○　民間企業等とのタイアップ

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 徳島県 徳島県 11月11日 ○

サッカーＪリーグ徳島ヴォルティスと共同し、鳴門・大塚スポー
ツパークにおいてホームゲーム開催時にオレンジリボンたすきリ
レーのゴールであるスポーツパークでヴォルティスとコラボした
啓発グッズを配布

次世代育成・青少
年課こども未来応
援室

088-621-2180

2 徳島県 徳島県 11月 ○ コンビニエンスストア等との包括連携協定によるチラシの設置
次世代育成・青少
年課こども未来応
援室

088-621-2180

3 徳島県 鳴門市 6月20日～25日

ボートレース鳴門にて開催される「SG第２７回グランドチャンピ
オン」にてオレンジリボンパネル展を実施した。パネルの内容
は、オレンジリボンホームページの啓発ツールからダウンロード
した「オレンジリボン運動啓発パンフレット（PDF）」の各ペー
ジ（１６ページ分）を拡大したもの。告知媒体として徳島新聞に
オレンジリボンのロゴを掲載し「ボートレース鳴門は子ども虐待
防止オレンジリボン運動を応援しています」と掲示した。

企業局
ボートレース企画
課

088-685-8111
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【香川県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 香川県 香川県 11月頃 ○
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
日程調整中（8.31時
点）

2 香川県 香川県 11月25日 ○
養子縁組里親制度による児童虐待防止のための講演会を開催し、
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

087-832-3287

3 香川県 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

4 香川県 坂出市 10月24日 児童虐待防止講演会を実施
こども課児童福祉
係

0877-44-5027

○　啓発物品作成・配布

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 香川県 香川県 10月1日
子育て支援フェスティバル会場で児童虐待防止啓発のリーフレッ
トを配布

健康福祉部子育て
支援課

087-832-3288

2 香川県 香川県 11月頃 ○
児童虐待防止啓発街頭パレード（里親委託推進、ＤＶ防止と合
同）を行い、リーフレットや啓発グッズを配布しながら虐待・Ｄ
Ｖ防止、里親制度の周知を図る

健康福祉部子育て
支援課

087-832-3289
日程調整中（8.31時
点）

3 香川県 丸亀市 5月10日 街頭において啓発パンフレットを配布
こども未来部子育
て支援課

0877-24-8808

4 香川県 丸亀市 11月23日 ○
街頭において児童虐待とＤＶ防止の啓発グッズを主任児童委員、
人権課（ＤＶ担当課）と共に配布

こども未来部子育
て支援課

0877-24-8808

5 香川県 坂出市
10月31日
～11月30日

○
市立図書館内にオレンジリボンキャンペーンを周知するパネルを
展示

こども課児童福祉
係

0877-44-5027

6 香川県 坂出市 11月上旬 ○ 坂出駅周辺において市作成のリーフレット及び啓発グッズを配布
こども課児童福祉
係

0877-44-5027

7 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
オレンジリボンのモニュメントを市庁舎玄関に設置

こども課児童福祉
係

0877-44-5027

8 香川県 善通寺市 通年 ○
子ども課の公用車に虐待予防と子育て支援を呼びかけるマグネッ
ト式ステッカーを貼付

保健福祉部子ども
課

0877-63-6365

9 香川県 善通寺市 通年 ○
市のマタニティ教室、すくすく教室、おっぱい＆まんま教室、乳
幼児相談に参加した妊婦および親子に、子ども課で作成した啓発
グッズ（ポケットティッシュ、ウェットティッシュ）を配布

保健福祉部子ども
課

0877-63-6365

10 香川県 善通寺市 通年 ○
赤ちゃん訪問、1.6歳児健診、3歳児健診、5歳児健診において、
子ども課で作成したパンフレット、啓発グッズ（乳幼児医療証入
れ、クリアファイル、ボールペン）を配布

保健福祉部子ども
課

0877-63-6365

11 香川県 善通寺市 10月21日
市内のイベントに参加した市民に、子ども課で作成したパンフ
レット、オレンジリボン、啓発グッズ（ポケットティッシュ）を
配布

保健福祉部子ども
課

0877-63-6365

12 香川県 善通寺市
10月31日、
12月19日

子ども課の行事（ハロウィンパーティ、クリスマス会）に参加し
た親子に声かけをして、オレンジリボンを使用したデコレーショ
ンや飾り付けに参加してもらう

保健福祉部子ども
課

0877-63-6365

13 香川県 善通寺市 11月 ○
他課の公用車や市民バスに児童虐待防止推進月間を周知するマグ
ネット式ステッカーを貼付

保健福祉部子ども
課

0877-63-6365

14 香川県 善通寺市 11月 ○ 市の建物玄関に児童虐待防止を啓発するのぼりを設置
保健福祉部子ども
課

0877-63-6365

15 香川県 観音寺市 10月29日
「ふくしまつり2017」において、啓発グッズ（ラップ、ポケット
ティッシュ、オレンジ・パープルリボン）、啓発チラシを配布

子育て支援課 0875-23-3957

16 香川県 観音寺市 11月 ○
保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校の児童生徒に啓発チ
ラシを配布

子育て支援課 0875-23-3957

17 香川県 観音寺市 11月～12月 ○
図書館においてオレンジリボンでのクリスマスツリー飾りつけを
実施

子育て支援課 0875-23-3957

18 香川県 観音寺市 通年 ○ 愛育会行事、乳幼児健診時に啓発グッズ・チラシを配布 子育て支援課 0875-23-3957

19 香川県 観音寺市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間の懸垂幕を市庁舎に設置 子育て支援課 0875-23-3957

20 香川県 さぬき市 4月 啓発物品の配布、声掛けキャンペーンを実施 福祉総務課 0879-52-2515

21 香川県 さぬき市 7月 小・中学校から啓発物品の配布 子育て支援課 0879-52-2517
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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

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

22 香川県 さぬき市 8月 保育所・幼稚園から啓発物品の配布 子育て支援課 0879-52-2517

23 香川県 さぬき市 通年 ○ 来場者にオレンジリボンの添付を依頼 子育て支援課 0879-52-2517

24 香川県 さぬき市 11月 ○ 保育所・幼稚園・小学校・中学校へオレンジリボンの配布と携帯 子育て支援課 0879-52-2517

25 香川県 さぬき市 11月 ○ 街頭キャンペーンを実施 福祉総務課 0879-52-2515

26 香川県 さぬき市 11月 ○ 図書館での啓発展示を実施 子育て支援課 0879-52-2517

27 香川県 三豊市 4月
保育所・幼稚園・小学校・中学校の保育士、教職員を対象に児童
虐待防止のための現場対応マニュアル資料を配布

健康福祉部子育て
支援課

0875-73-3016

28 香川県 三豊市 5月28日

「歯と口の健康フェスタ」において、児童虐待防止啓発パネルを
掲示
愛育会のクイズ参加者に啓発グッズ（啓発チラシ・マスク・クリ
アファイル）を配布

健康福祉部子育て
支援課

0875-73-3016

29 香川県 三豊市 10月14日
「みとよ健康福祉まつり2017」において、児童虐待防止啓発パネ
ルを展示し、同時に啓発チラシ・オレンジリボン・啓発マスクを
配布

健康福祉部子育て
支援課

0875-73-3016

30 香川県 三豊市 11月 ○
児童虐待防止啓発チラシ（観音寺市と共同作製）を市内自治会回
覧用にて住民に周知を実施

健康福祉部子育て
支援課

0875-73-3016

31 香川県 三豊市 11月 ○
児童虐待防止啓発チラシ（観音寺市と共同作製）を市内保育所・
幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等専門学校の児童、生徒
に配布

健康福祉部子育て
支援課

0875-73-3016

32 香川県 三豊市 11月 ○
子育て支援課窓口及び市庁舎待合ホールに児童虐待啓発用ポケッ
トティッシュを常置し、希望者に配布

健康福祉部子育て
支援課

0875-73-3016

33 香川県 三豊市 11月 ○
市庁舎待合ホールのデジタルサイネージに児童虐待防止啓発ポス
ターを掲示

健康福祉部子育て
支援課

0875-73-3016

34 香川県 三豊市 11月 ○
市町インタビューボードにオレンジリボンを掲示し、取材時にア
ピールを行う

健康福祉部子育て
支援課

0875-73-3016

35 香川県 三豊市 11月 ○
市本庁舎・支所（6か所）に児童虐待防止啓発の「のぼり旗」を
掲出

健康福祉部子育て
支援課

0875-73-3016

36 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（手
製）を配布し、着用を依頼

健康福祉部子育て
支援課

0875-73-3016

37 香川県 三豊市 11月3日 ○
「児童虐待防止」街頭啓発キャンペーンの実施
市内大型量販店において、児童虐待防止啓発グッズ（クリアファ
イル・卓上カレンダー・メモ帳・啓発チラシ）を配布

健康福祉部子育て
支援課

0875-73-3016

38 香川県 三豊市 随時 ○ 乳児家庭訪問の際に、児童虐待防止啓発用ボールペンを配布
健康福祉部子育て
支援課

0875-73-3016

39 香川県 三豊市 通年 ○ 公用車にオレンジリボン啓発ステッカーを貼付
健康福祉部子育て
支援課

0875-73-3016

40 香川県 土庄町 11月4日 ○
オリーブリボンキャンペーン（土庄町大商業祭でネットワーク関
係者によるパンフレットの配布など啓発活動を実施）

健康増進課 0879-62-1234

41 香川県 小豆島町 10月22日 虐待防止に関する啓発グッズを配布（オリーブ収穫祭） 健康づくり福祉課 0879-82-7038

42 香川県 小豆島町 10月29日
虐待防止に関するクイズ、啓発グッズを配布（ふるさと商工まつ
り）

健康づくり福祉課 0879-82-7038

43 香川県 三木町
10月末
～11月

○
関係機関、職員にオレンジリボンを配布し、11月の1ヶ月間オレ
ンジリボンを着用してもらう

まんでがん子ども
課

087-891-3322

44 香川県 三木町 11月6日 ○
マルナカ、ベルシティ、あいあいタウンにおいて啓発チラシ等を
配布

まんでがん子ども
課

087-891-3322

45 香川県 宇多津町 11月23日 ○ 宇多津町健康祭りにおいて、啓発物品等の配布を実施予定 保健福祉課 0877-49-8028

46 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、施設玄関に飾る。

子育て支援課 087-876-6510

47 香川県 綾川町 12月
綾川町子育て支援センターにおいて、来場した親子にオレンジツ
リーを作ってもらったり、啓発パンフレットを配布したりする

子育て支援課 087-876-6510
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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

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

48 香川県 まんのう町 11月1日～30日 ○ 本庁、支所、出張所においてのぼりを設置 福祉保険課 0877-73-0125

○　広報誌、テレビ等で周知

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 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啓発記事を掲載
こども未来部子育
て支援課

0877-24-8808

2 香川県 坂出市 11月 ○ 自治体広報紙で児童虐待推進月間を周知
こども課児童福祉
係

0877-44-5027

3 香川県 善通寺市 11月 ○ 市広報誌に、児童虐待防止の啓発記事を掲載
保健福祉部子ども
課

0877-63-6365

4 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（相談窓口の紹
介）

子育て支援課 0875-23-3957

5 香川県 さぬき市 6月、11月 ○ 広報掲載 子育て支援課 0879-52-2517

6 香川県 東かがわ市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間の周知・啓発
市民部子育て支援
課

0879-26-1231

7 香川県 三豊市 11月1日 ○ 市広報紙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

0875-73-3016

8 香川県 土庄町 11月 ○ 11月広報に啓発用リーフレットを折り込み配布 健康増進課 0879-62-1234

9 香川県 小豆島町 11月 ○ 児童虐待防止啓発文を掲載 健康づくり福祉課 0879-82-7038

10 香川県 直島町 11月 ○ 町広報誌において「児童虐待防止推進月間」に係る記事を掲載 住民福祉課 087-892-2223

11 香川県 綾川町 10月20日 ○ 広報「あやがわ」１１月号に、虐待防止の啓発文を掲載 子育て支援課 087-876-6510

12 香川県 琴平町 11月 ○ 町広報誌において、虐待通告制度について周知 福祉課 0877-75-6706

13 香川県 まんのう町 11月1日 ○ 広報まんのうにおいて、児童虐待防止推進月間を周知 福祉保険課 0877-73-0125

○　その他

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 香川県 善通寺市 5月8日
主任児童委員の集まる会において、児童虐待防止に関連する研修
を実施

保健福祉部子ども
課

0877-63-6365

2 香川県 観音寺市 11月～2月頃 ○ 保育所職員等に「虐待対応について」講演会を実施 子育て支援課 0875-23-3957 期間中１回開催

3 香川県 さぬき市 11月 ○ 地域子育て支援センターで研修を実施 子育て支援課 0879-52-2517

4 香川県 土庄町 通年 ○
啓発旗、オリーブリボンポスターを公共施設に啓示
各種団体へ啓発用（オリーブリボン印刷）ジャンパーを貸し出し

健康増進課 0879-62-1234
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【愛媛県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 愛媛県 新居浜市 11月18日 ○ 児童虐待防止推進月間にあたり児童虐待防止子育て講演会を実施
福祉部子育て支援
課支援係

0897-65-1242

2 愛媛県 伊予市 10月 児童虐待防止に関する研修会を実施 子育て支援課 089-982-1111

○　啓発物品作成・配布

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 愛媛県 愛媛県 11月3日 ○
全国共通ダイヤル等を記したオレンジリボン資材（ポケット
ティッシュ等）を県下三カ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 松山市 11月 ○ 「ＳＴＯＰ！子ども虐待」リーフレットの配布

保健福祉部（子ど
も・子育て担当
部）子ども総合相
談センター事務所

089-943-3215

3 愛媛県 松山市 通年 ○ 児童虐待防止啓発グッズ（H29ボールペン）の配布

保健福祉部（子ど
も・子育て担当
部）子ども総合相
談センター事務所

089-943-3215

4 愛媛県 松山市 11月 ○ 公用車に児童虐待防止ステッカーを掲示

保健福祉部（子ど
も・子育て担当
部）子ども総合相
談センター事務所

089-943-3215

5 愛媛県 松山市 11月 ○ 市役所庁舎に横断幕を設置

保健福祉部（子ど
も・子育て担当
部）子ども総合相
談センター事務所

089-943-3215

6 愛媛県 伊予市 11月 ○
市内児童館・児童センター・子育て支援センターにオレンジリボ
ンを配布

子育て支援課 089-982-1111

7 愛媛県 四国中央市 11月 ○
全国共通３桁ダイヤル等を記したオレンジリボン資材（ポケット
ティッシュ）を作成し、市内6か所のスーパー、ホームセンター
での街頭啓発時に配布

福祉部こども課子
育て総合相談係

0896-28-6027

8 愛媛県 砥部町 通年 ○ 赤ちゃん訪問の際、県作成の虐待防止パンフレットを配
子育て支援課子育
て支援係

089-962-6299

○　広報誌、テレビ等で周知

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 愛媛県 愛媛県 11月 ○
県庁本館前インフォメーションボードにて児童虐待防止推進月間
を紹介

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 ○
県政広報紙11月号において、児童虐待防止推進月間についての記
事を掲載

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 松山市 11月 ○ 広報誌（広報まつやま）に記事を掲載

保健福祉部（子ど
も・子育て担当
部）子ども総合相
談センター事務所

089-943-3215 11月1日号

4 愛媛県 松山市 通年 ○
まつやまインフォメーション、ストリートビジョンにて「ＳＴＯ
Ｐ！子ども虐待」を放映

保健福祉部（子ど
も・子育て担当
部）子ども総合相
談センター事務所

089-943-3215

5 愛媛県 松山市 11月 ○ 市政広報ラジオにて”児童虐待防止推進月間”についてPR

保健福祉部（子ど
も・子育て担当
部）子ども総合相
談センター事務所

089-943-3215

6 愛媛県 松山市 11月 ○
市ホームページのトップページに”児童虐待防止月間”について
掲載

保健福祉部（子ど
も・子育て担当
部）子ども総合相
談センター事務所

089-943-3215

7 愛媛県 今治市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止月間について掲載
健康福祉部子育て
支援課こども家庭
相談室

0898-36-1529

8 愛媛県 宇和島市 11月 ○ 市広報誌で児童虐待防止月間を紹介
保健福祉部福祉課
児童福祉係

0895-24-1111

9 愛媛県 新居浜市 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
課支援係

0897-65-1242

10 愛媛県 西条市 通年 ○
市はホームページにおいて、家庭児童相談室（要保護児童対策）
の事務内容を掲載

子育て支援課 0897-52-1370

11 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
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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

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

12 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

13 愛媛県 四国中央市 11月 ○ 市広報紙への児童虐待防止に関する記事の掲載
福祉部こども課子
育て総合相談係

0896-28-6027

14 愛媛県 西予市 11月 ○ 児童虐待防止の啓発について広報誌への記載
子育て支援課給付
支援係

0894-62-6551

15 愛媛県 東温市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間に関する取組を周知
保育幼稚園課子育
て支援係

089-964-4484

16 愛媛県 上島町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する連絡先を紹介 住民課 0897-77-2503

17 愛媛県 松前町 11月 ○
町広報誌やホームページにおいて、児童虐待防止推進月間の取組
を周知

保健福祉部福祉課
児童福祉係

089－985－
4114

18 愛媛県 砥部町 11月 ○ 町広報誌において、「児童虐待防止推進月間」の啓発記事を掲載
子育て支援課子育
て支援係

089-962-6299

19 愛媛県 鬼北町 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
町民生活課生活支
援係

0895-45-1111

20 愛媛県 愛南町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載
保健福祉課子育て
支援係

0895-72-1212
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【高知県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 高知県 高知県及び高知市 10月28日～29日 「子どもの虐待防止推進全国フォーラム in こうち」を開催
地域福祉部児童家
庭課

088-823-9655

2 高知県 高知県 10月14日、28日
高知オレンジリボンキャンペーンを開催
（10月14日：講演会、10月28日：たすきウォーク）

地域福祉部児童家
庭課

088-823-9655

3 高知県 高知市 11月19日 ○

児童虐待防止に関する講演会を高知県及び高知市教育委員会後援
により開催
テーマ 「これって虐待なの？」～育児不安を虐待に発展させな
いために～
会場 　高知県高知市保健福祉センター３階大会議室

こども未来部子ど
も家庭支援セン
ター

088-823-1212

4 高知県 香南市 11月23日 ○
香南ふれあい祭、人権啓発フェスティバルにて相談窓口、啓発パ
ネル展示

福祉事務所 0887-857-8509

5 高知県 土佐市 11月14日 ○
児童虐待・モラスハラスメント等をテーマにした映画「カノン」
の上映会開催、同時に入場者に市の児童虐待の現状等について周
知を実施

土佐市少年育成セ
ンター

088-852-7702

6 高知県 黒潮町 12月11日
要保護児童対策協議会を中心に保育部門・教育部門と一緒に支援
者が家庭にどのように関わっていくか「対人援助論」をテーマに
講演会及び研修会を実施

健康福祉課福祉係 0880-43-2116 予定

○　啓発物品作成・配布

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 高知県 高知県 9月
高知オレンジリボンキャンペーン（たすきウォーク・講演会）の
広報（ポスター及びチラシの掲示・配布）

地域福祉部児童家
庭課

088-823-9655

2 高知県 高知市 11月 ○
児童虐待対応の手引き（小冊子）を要保護児童対策地域協議会の
構成機関向けに配布

こども未来部子ど
も家庭支援セン
ター

088-823-1212

3 高知県 安芸市 通年 ○
安芸市福祉事務所の窓口において安芸市作成の児童虐待防止啓発
リーフレットを設置・配布

安芸市福祉事務所
こども係

0887-35-1009

4 高知県 安芸市 11月 ○ 市役所庁舎に虐待防止啓発の垂れ幕を掲示
安芸市福祉事務所
こども係

0887-35-1009

5 高知県 香南市 通年 ○ 乳幼児検診の案内書類へ相談窓口紹介のチラシを同封 福祉事務所 0887-857-8509

6 高知県 南国市 11月 ○
広報啓発用ポケットティッシュを作成し、市内保育・幼・小・
中・高校へ配布

福祉事務所こども
相談係

088-880-6564

7 高知県 大豊町 6月27日 町内民生委員を対象に、虐待防止の普及啓発活動を実施 教育委員会事務局 0887-72-0450

8 高知県 土佐市 11月 ○ 児童虐待防止を啓発する幟旗を作成し、公共機関や学校等に設置
土佐市少年育成セ
ンター

088-852-7702

9 高知県 土佐市 11月 ○ 市の公用車に虐待防止を啓発するマグネットを貼付
土佐市少年育成セ
ンター

088-852-7702

10 高知県 土佐市 11月1日～2日 ○
市が作成した虐待防止を啓発するクリアファイル等を市内量販店
で市民に配布

土佐市少年育成セ
ンター

088-852-7702

11 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

12 高知県 須崎市 5月～6月
市内小中学校・保育園を訪問して家庭児童相談室のチラシを配布
し、児童虐待防止の啓発を実施。また、全家庭へのチラシ配布を
依頼。

須崎市家庭児童相
談室

0889-42-1204

13 高知県 黒潮町 11月19日 ○ 町社会福祉大会で啓発事業を実施 健康福祉課福祉係 0880-43-2116 予定

○　広報誌、テレビ等で周知

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 高知県 高知県
10月上旬

～11月下旬
○

高知オレンジリボンキャンペーン（たすきウォーク・講演会）等
の広報（CM放映、県広報番組、月刊誌等）

地域福祉部児童家
庭課

088-823-9655

2 高知県 高知市 10月 高知市広報「あかるいまち」に虐待防止関連記事を掲載
こども未来部子ど
も家庭支援セン
ター

088-823-1212

3 高知県 室戸市 11月 ○
市広報誌において、児童虐待防止推進月間と全国共通3桁ダイヤ
ル189（いちはやく）を周知

生涯学習課 0887-22-5144
（広報誌原稿締切
日）9/20

4 高知県 安芸市 11月 ○
市広報誌において児童虐待防止に関する内容（相談方法・相談窓
口等）を掲載

安芸市福祉事務所
こども係

0887-35-1009

5 高知県 四万十市 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、啓発を実施
福祉事務所　家庭
福祉係

0880-34-1801
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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

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

6 高知県 東洋町 6月
広報誌に「全国一斉子どもの人権110番強化週間」に関する記事
を掲載

住民課 0887-29-3394

7 高知県 東洋町 8月
広報誌に「大人も子どもも、みんなで守ろう人権」に関する記事
を掲載

住民課 0887-29-3394

8 高知県 東洋町 10月 広報誌に「児童虐待防止推進月間」に関する記事を掲載予定 住民課 0887-29-3394

9 高知県 田野町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載 保健福祉課 0887-38-2812

10 高知県 北川村 11月 ○ 村広報紙において児童虐待防止について啓発 住民課 0887-32-1214

11 高知県 香南市 11月 ○
市広報誌への掲載、市内保幼小中･認可保育施設･医療機関を訪問
してポスターを配布

福祉事務所 0887-857-8509

12 高知県 香美市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載
福祉事務所社会福
祉班

0887-53-3117

13 高知県 南国市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待防止推進月間の取組を周知
福祉事務所こども
相談係

088-880-6564

14 高知県 大豊町 11月 ○ 11月広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載予定 教育委員会事務局 0887-72-0450

15 高知県 芸西村 11月 ○ 広報紙において、オレンジリボン活動への協賛・協力を実施 健康福祉課 0887-33-2112

16 高知県 大川村 11月 ○ 村広報誌において、児童虐待防止について掲載 総務課 0887-84-2211

17 高知県 土佐市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止及び虐待相談窓口について周知
土佐市少年育成セ
ンター

088-852-7702

18 高知県 佐川町 11月1日 ○ 広報紙において、児童虐待防止の啓発、通報先の案内等を掲載
健康福祉課地域サ
ポート係

0889-22-7137

19 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啓発・周知を実施 生涯学習課 0889-26-3400

20 高知県 日高村 11月 ○ 村広報誌において児童虐待防止推進月間について掲載
教育委員会子ども
支援室

0889-24-4411

21 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、児童虐待とは
…等）

教育委員会子ども
支援室

0889-24-4411

22 高知県 須崎市 11月 ○ 須崎市広報誌に児童虐待防止の啓発記事を掲載
須崎市教育委員会
子ども・子育て支
援課

0889-42-1229

23 高知県 いの町 11月 ○ 町広報誌において月間の意義を周知 教育委員会事務局 088-893-1922

24 高知県 津野町 10月1日
町広報紙において、高知オレンジリボンキャンペーンのイベント
を紹介

総合保健福祉セン
ター

0889-55-2151

25 高知県 梼原町 11月中旬 ○ 広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載
保健福祉支援セン
ター

0889-65-1170

26 高知県 土佐清水市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待防止について周知、啓発
福祉事務所子育て
支援係

0880-87-9011

27 高知県 大月町 10月 町広報紙において、児童虐待防止推進月間を紹介 町民福祉課 0880-73-1113

28 高知県 三原村 10月6日 村広報紙において、児童虐待防止に関する県の施策を紹介 住民課 0880-46-2111

○　その他

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 高知県 馬路村 10月 民生委員・児童委員協議会での周知 健康福祉課 0887-44-2112

2 高知県 仁淀川町 2月2日
いじめ問題対策推進協議会を開催
（いじめ、児童虐待等の状況報告と対策について）

仁淀川町いじめ問
題対策推進協議会

0889-35-0018 予定

3 高知県 仁淀川町 11月9日 ○ 校長会（現状と実態把握）を開催
仁淀川町教育委員
会

0889-35-0019

4 高知県 仁淀川町 11月1日 ○
仁淀川町研究所ミーティングを実施
（子育て支援と、児童虐待等の実態把握と予防に向けての取組に
ついて）

仁淀川町教育委員
会

0889-35-0018

5 高知県 四万十町 11月中旬 ○ 研修会を開催予定 健康福祉課 0880-22-3115

159



【福岡県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 福岡県 福岡市 8月8日

児童虐待防止に関する市民フォーラムを市と関係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」主催により開催
し、「『ひとりぼっちのないまちへ～子どもとつながる地域づく
りと虐待防止～」をテーマとした基調講演・トークセッション・
パネル展を実施

こども未来局こど
も部こども家庭課

092-711-4238

2 福岡県 北九州市 8月10日
学校・保育所への啓発のため「児童虐待対応リーダー養成研修
会」を開催

子ども総合セン
ター

093-881-4556

3 福岡県 北九州市 11月29日 ○
オレンジリボン活動の周知および虐待通告の理解を市民に広める
ため「児童虐待問題連続講座」を開催

子ども総合セン
ター

093-881-4556 予定

4 福岡県 北九州市 随時
児童虐待防止をテーマとして出前公演を市民、学校、保育園等を
対象に実施。併せて啓発リーフレットを配布。

子ども総合セン
ター

093-881-4556

5 福岡県 久留米市

① 1月24日、2月7
日、14日、21日
② 1月20日、28
日、2月3日、10日

子育てサポーター養成講座
「支援者向けの児童虐待防止、子どもへの関わり方講座」
場所：えーるピア久留米

子ども未来部家庭
子ども相談課

0942-30-9208

6 福岡県 久留米市
1月20日、2月4
日、2月11日

子ども会を深めるための連続講座
「テーマ：新しい家族のカタチ」
　講師：安部 計彦、西澤 哲、坂本 雅子 の３氏
［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］
場所：えーるピア久留米

子ども未来部家庭
子ども相談課

0942-30-9208

7 福岡県 飯塚市 11月22日 ○ 児童虐待防止講演会を実施
福祉部子育て支援
課

0948-22-5500
（1119）

8 福岡県 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

9 福岡県 筑後市 11月24日 ○
児童虐待防止に関する講演会「子ども・親に寄り添う支援法」を
実施

子育て支援課 0942-65-7017

10 福岡県 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

11 福岡県 宗像市 11月 ○ 子どもの権利及び児童虐待防止に関する講演会を開催
子ども家庭課子ど
も家庭係（家庭児
童相談室）

0940-36-1302
子ども育成課と共同
開催

12 福岡県 福津市
9月7日

～10月26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 毎週木曜日

13 福岡県 みやま市 11月17日 ○
児童虐待予防セミナー（大牟田児童相談所と共催・場所：みやま
市「まいピア」）

子ども子育て課子
ども子育て係

0944-64-1535

14 福岡県 糸島市 11月9日 ○
女性への暴力と児童虐待の予防をテーマとした研修会を関心のあ
る市民対象に開催

人権福祉部子ども
課

092-332-2074

15 福岡県 水巻町 2月
地域住民や関係機関等を対象に、児童虐待防止をテーマとした地
域講演会の実施

地域・こども課児
童少年相談セン
ター

093-203-1555

○　啓発物品作成・配布

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 福岡県 福岡市
11月1日、
2日、7日

○
市内７区役所子育て支援課等の主催により，駅前・大学・ショッ
ピングモール等において啓発チラシ、グッズ等を配布

こども未来局こど
も部こども家庭課

092-711-4238

2 福岡県 北九州市 随時
児童虐待防止の啓発のため、市民、各区役所、市民センター、学
校等で電話相談窓口を記載した「２４時間子どもホットライン
カード」を配布

子ども総合セン
ター

093-881-4556

3 福岡県 久留米市 10月28～29日
久留米大学の学生と協働で、同大学学園祭において、児童虐待防
止啓発グッズ、チラシ等を配布予定

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208
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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

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

4 福岡県 久留米市 11月12日 ○

マナビィランドにおいて、オレンジリボン作成コーナーを設置
し、オレンジリボン作成。また、児童虐待防止の啓発を行い、啓
発グッズを配布予定。
場所：えーるピア久留米

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

5 福岡県 久留米市 11月12日 ○
荘島校区コミセン祭「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、オレンジリボン作成。また、児童虐待防止の
啓発を行い、啓発グッズを配布予定。

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

6 福岡県 久留米市 11月12日 ○
西鉄久留米駅において、「街頭キャンペーン」を実施し、児童虐
待防止啓発グッズ、チラシ等を配布予定

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

7 福岡県 久留米市 11月13日～15日 ○
良山中学校で赤ちゃんとのふれあい体験を通じた児童虐待防止に
かかる啓発活動

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

8 福岡県 大牟田市 11月 ○ 公用車等にオレンジリボン運動のボディパネルを装着
保健福祉部子ども
未来室子ども家庭
課

0944-41-2684

9 福岡県 大牟田市 11月 ○ イベント会場等において児童虐待防止啓発パンフ等を配布
保健福祉部子ども
未来室子ども家庭
課

0944-41-2684

10 福岡県 飯塚市 11月 ○ 本庁舎及び各支所に懸垂幕・昇り旗を設置
福祉部
子育て支援課

0948-22-5500
（1119）

11 福岡県 飯塚市 11月初旬 ○ ショッピングセンターでチラシ等を配布
福祉部
子育て支援課

0948-22-5500
（1119）

12 福岡県 田川市 通年 ○ 児童虐待防止チラシ（Ａ４）を作成の上、窓口に設置し配布
子育て支援課
子育て支援係

0947-85-7132

13 福岡県 田川市 7月
児童虐待防止チラシ（Ａ４）を作成の上、市内小学校、中学校、
幼稚園、保育所児童及び保護者に配布

子育て支援課
子育て支援係

0947-85-7132

14 福岡県 柳川市 4月
独自で作成したチラシ「家庭児童相談」を保護者に周知するた
め、小中学校、保育園、幼稚園へ配布

保健福祉部子育て
支援課

0944-77-8524

15 福岡県 柳川市 通年 訪問先へカードを配布
保健福祉部子育て
支援課

0944-77-8524

16 福岡県 筑後市 11月 ○
駅前等で児童虐待防止周知のパンフレット、オレンジリボンを配
付

子育て支援課 0942-65-7017

17 福岡県 筑後市 11月 ○ 子育て支援課窓口等に児童虐待防止のぼり旗を立て啓発 子育て支援課 0942-65-7017

18 福岡県 筑後市 通年 ○ 公用車にオレンジリボンのステッカーを貼って啓発 子育て支援課 0942-65-7017

19 福岡県 行橋市 通年 ○
出生者に配布する市作成の「子育てガイドブック」に、児童虐待
の内容・相談・連絡先を記載

子ども支援課子育
て支援係

0930-25-1111

20 福岡県 行橋市 通年 ○ 母子手帳交付等の窓口において、虐待防止啓発グッズを配布
子ども支援課子育
て支援係

0930-25-1111

21 福岡県 行橋市 通年 ○ 子ども支援課職員がオレンジリボンをつけて執務
子ども支援課子育
て支援係

0930-25-1111

22 福岡県 行橋市 11月 ○ 公用車に「児童虐待防止推進月間」マグネットを貼付
子ども支援課子育
て支援係

0930-25-1111

23 福岡県 行橋市 11月 ○ 市役所、子育て支援センター等に虐待防止内容ののぼりを設置
子ども支援課子育
て支援係

0930-25-1111

24 福岡県 行橋市 11月 ○
市広報誌（１１/１、１１/15号）に「児童虐待防止推進月間」の
内容記事を掲載

子ども支援課子育
て支援係

0930-25-1111

25 福岡県 中間市 5月31日
要保護児童対策協議会委員会において、委員他50名にオレンジリ
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

26 福岡県 中間市 10月～11月 ○
虐待防止推進月間に開催する「子育て講演会」のPRポスターを作
成、市内50カ所に掲示（病院、公共機関、小中学校等）

保健福祉部こども
未来課家庭児童相
談係

093-246-6225

27 福岡県 中間市 10月～11月 ○
「子育て講演会のチラシ」「虐待防止相談窓口の案内チラシ」を
作成し市内全戸配布

保健福祉部こども
未来課家庭児童相
談係

093-246-6225

28 福岡県 中間市 10月～11月 ○
市内小中学校のPTA理事会に出席、保護者向けの「児童虐待防止
等リーフレット」と「子育て講演会」のチラシを配布し啓発活動
を実施

保健福祉部こども
未来課家庭児童相
談係

093-246-6225
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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

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

29 福岡県 春日市 10月22日 いきいきフェスタで児童虐待防止啓発チラシを配布 子育て支援課 092-584-1010

30 福岡県 春日市 11月 ○ オレンジリボン、児童虐待防止啓発チラシを配布 子育て支援課 092-584-1010

31 福岡県 大野城市 11月6日 ○ 健康・食育フェスティバルにおいて、虐待防止啓発グッズを配布
こども部こども健
康課子ども家庭担
当

092-580-1964

32 福岡県 大野城市 4月～11月 ○ 市職員名札で児童虐待防止の啓発・周知を実施
こども部こども健
康課子ども家庭担
当

092-580-1964

33 福岡県 宗像市 4月
児童虐待防止に関する取組のチラシを小中学校児童生徒の保護者
あてに配布

子ども家庭課子ど
も家庭係（家庭児
童相談室）

0940-36-1302

34 福岡県 宗像市 5月
児童虐待防止に関する取組のチラシを幼稚園・保育所・認定こど
も園の園児の保護者あてに配布

子ども家庭課子ど
も家庭係（家庭児
童相談室）

0940-36-1302

35 福岡県 宗像市 11月 ○
虐待防止啓発ポスター・チラシを宗像医師会、宗像歯科医師会、
保育所、幼稚園、認定こども園、小中学校、コミュニティセン
ターに配布

子ども家庭課子ど
も家庭係（家庭児
童相談室）

0940-36-1302

36 福岡県 古賀市 11月 ○

・要保護児童対策地域協議会の関係機関による街頭啓発を実施
（場所：駅等）
・小学校中学校保護者向けに児童虐待防止啓発一斉メールを配信
・市民向け児童虐待防止のちらしを作成
・子ども向けに啓発グッズを作成

古賀市子育て支援
課

092-942-1159 日付未定

37 福岡県 宮若市

5月10、17、19、
22、26、29日、6月
5、8、12、16、

23、27、29、30日

市内の幼稚園・幼児園・保育所、小・中学校において、保護者向
け児童虐待にかかる通告義務のお知らせチラシを配布

子育て支援課子育
て支援係

0949-32-0517

38 福岡県 宮若市 11月4日 ○
市主催の「宮若市文化祭」開催に併せ、来場者に啓発チラシと啓
発物資を配布

子育て支援課子育
て支援係

0949-32-0517

39 福岡県 糸島市 12月 ○
地域住民への児童虐待防止の周知を図るため、街頭で啓発チラシ
及び啓発物品を配布

人権福祉部子ども
課

092-332-2074

40 福岡県 宇美町 11月 ○
ＮＰＯ法人宇美こども子育てネット・う～みんによる親子体操イ
ベントにおいて、啓発メッセージのアナウンスを実施

子育て支援課 092-933-1322 広報時期未定

41 福岡県 宇美町 11月 ○
宇美町町制１００周年記念のプレイベントとして実施する、うみ
ハピネス２０周年記念イベントの開催。子育て支援・母子保健・
児童虐待等に関する小冊子等、閲覧コーナーの設置

子育て支援課 092-933-1322

42 福岡県 志免町 11月5日 ○
志免町文化祭において、オレンジリボンの制作や子どもの権利に
ついての啓発を実施

子育て支援課 092-935-1244

43 福岡県 志免町 11月19日 ○
志免町子どもの権利フェスタにおいて子どもの権利に関する講演
会を実施。児童虐待防止推進月間のポスター掲示、リーフレット
の配布を実施。

子育て支援課 092-935-1244

44 福岡県 水巻町 4月
各保育所・幼稚園・小中学校の新入生の保護者へ、児童虐待通告
制度や防止に関するチラシの作成・配布を実施

地域・こども課児
童少年相談セン
ター

093-203-1555

45 福岡県 岡垣町 11月8日 ○
街頭啓発を実施（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

46 福岡県 岡垣町 11月 ○ 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

47 福岡県 筑前町 11月 ○ 児童虐待防止推進パンフレットを作成して町内関係機関に配布
こども課こども未
来センター

0946-22-3369

48 福岡県 大刀洗町 11月11日、12日 ○
ドリームまつり「子育て広場」で児童虐待防止に関するパネル展
示・チラシ配布を実施

子ども課子育て支
援係

0942-77-6205

49 福岡県 大木町 11月26日 ○ 「おおきっ子まつり」においてチラシを配布 こども未来課 0944-32-1066

50 福岡県 広川町 10月15日
広川まつりにおいて子育て支援・児童虐待に関するチラシ・グッ
ズ・オレンジリボンを配布

福祉課子育て支援
係

0943-32-1113
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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

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

51 福岡県 吉富町 11月 ○ リーフレットを作成、全戸配布し、啓発グッズを窓口に設置 健康福祉課 0979-24-1123

○　広報誌、テレビ等で周知

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 福岡県 福岡県 11月1日 〇
広報誌及びホームページによる周知
新聞への掲載及びテレビ放送（予定）

福祉労働部児童家
庭課

092-643-3256

2 福岡県 福岡市 11月 ○
市役所及び市内７区役所等において懸垂幕の掲示、庁内モニター
での啓発放送、窓口でのオレンジリボン、グッズ等の配布、市政
だより、ホームページ、フェイスブック等での広報を実施

こども未来局こど
も部こども家庭課

092-711-4238

3 福岡県 大牟田市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止の啓発や相談先の周知
保健福祉部子ども
未来室子ども家庭
課

0944-41-2684

4 福岡県 大牟田市 11月 ○ 広報モニターにおいて、児童虐待防止推進月間の周知
保健福祉部子ども
未来室子ども家庭
課

0944-41-2684

5 福岡県 直方市 10月～11月 ○ 市広報誌及びホームページで児童虐待防止推進月間の取組を周知
教育委員会こども
育成課家庭支援係

0949-25-2133

6 福岡県 飯塚市 11月 ○ 市広報誌及びホームページにより周知
福祉部子育て支援
課

0948-22-5500
（1119）

7 福岡県 田川市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待防止に関する特集内容、相談先等を
掲載

子育て支援課子育
て支援係

0947-85-7132 11月1日号

8 福岡県 田川市 11月 ○
職員に対し、児童虐待防止に関する内容、体制周知のメールを配
信

子育て支援課子育
て支援係

0947-85-7132

9 福岡県 筑後市 11月1日 ○ 広報誌に児童虐待の早期発見、防止等について掲載 子育て支援課 0942-65-7017 11月1日号

10 福岡県 大川市 11月1日 ○ 市報において児童虐待防止に関する記事を掲載
子ども未来課家庭
子ども係

0944-85-5537

11 福岡県 行橋市 11月 ○
市広報誌（１１/１、１１/15号）に「児童虐待防止推進月間」の
内容記事を掲載

子ども支援課子育
て支援係

0930-25-1111

12 福岡県 中間市 10月～11月 ○
市広報誌及び公式ホームページ、公式Facebookにおいて「児童虐
待防止推進月間」及び「子育て講演会」の案内を掲載し周知

保健福祉部こども
未来課家庭児童相
談係

093-246-6225

13 福岡県 小郡市 11月1日 ○ 児童虐待防止について広報紙に掲載し、周知を実施
子育て支援課児童
家庭係

0942-72-2111

14 福岡県 筑紫野市 11月 ○
市広報及びホームページにおいて、「児童虐待防止月間」につい
て掲載

健康福祉部子育て
支援課

092-923-1111

15 福岡県 春日市 11月 ○ 児童虐待防止を市報かすがの大記事で掲載 子育て支援課 092-584-1010

16 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
康課子ども家庭担
当

092-580-1964

17 福岡県 宗像市 11月 ○
ホームページ、広報誌で児童虐防止の啓発と「子どもの権利及び
児童虐待防止に関する講演会」の周知を実施

子ども家庭課子ど
も家庭係（家庭児
童相談室）

0940-36-1302

18 福岡県 太宰府市 11月1日 ○
市広報誌11月号において児童虐待防止推進月間について周知を実
施

健康福祉部元気づ
くり課子育て支援
センター

092-919-6001

19 福岡県 太宰府市 11月 ○ 市ホームページにおいて児童虐待防止推進月間のページを公開
健康福祉部元気づ
くり課子育て支援
センター

092-919-6001

20 福岡県 古賀市 10月 広報「こが」において児童虐待防止啓発の掲載
古賀市子育て支援
課

092-942-1159 予定

21 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

22 福岡県 福津市 11月 ○
電子掲示板にナレーション付きで掲載し、啓発を行う（市役所、
駅、健康福祉センター）

健康福祉部こども
課

0940-43-8124

23 福岡県 うきは市 11月1日 ○ 市広報紙に「児童虐待防止推進月間」について掲載 子育て支援係 0943-75-4961

24 福岡県 嘉麻市 11月 ○
市広報において「児童虐待防止推進月間」について掲載し、広
報・啓発を実施

こども育成課児童
係

0948-53-1115
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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

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 福岡県 朝倉市 11月 ○ １１月１日号広報紙において周知
保健福祉部子ども
未来課

0946-22-1111
（内線126）

26 福岡県 みやま市 11月15日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する周知
子ども子育て課子
ども子育て係

0944-64-1535

27 福岡県 糸島市 11月1日 ○ 市の広報紙において、児童虐待防止に関する啓発を実施
人権福祉部子ども
課

092-332-2074

28 福岡県 篠栗町 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 こども育成課 092-947-1373

29 福岡県 那珂川町 11月 ○
広報紙に児童虐待防止に関する記事掲載、各行政区での回覧用チ
ラシを配布

こども応援課 092-953-2211

30 福岡県 新宮町
10月下旬
～11月下旬

○ 町広報誌に記事を掲載 子育て支援課 092-963-2995

31 福岡県 久山町 11月 ○ 町広報紙で啓発 健康福祉課 092-976-1111

32 福岡県 水巻町 11月 ○
町広報誌において、児童虐待防止に関する周知と町の施策などを
紹介

地域・こども課児
童少年相談セン
ター

093-203-1555

33 福岡県 芦屋町 11月 ○ 町広報紙において児童虐待通告に関する周知を実施
健康・こども課子
育て支援係

093-223-3537

34 福岡県 岡垣町 11月 ○ ＪＲ海老津駅において啓発放送を実施
こども未来課子育
て支援係

093-282-1211

35 福岡県 遠賀町 4月25日 広報に児童虐待防止に関する記事を掲載
健康こども課子育
て支援係

093-293-1234

36 福岡県 筑前町 11月 ○ 町ホームページにおいて、児童虐待防止に関する情報を掲載
こども課こども未
来センター

0946-22-3369

37 福岡県 筑前町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する情報を掲載
こども課こども未
来センター

0946-22-3369

38 福岡県 大刀洗町 11月 ○ 町広報誌11月号へ啓発記事を掲載
子ども課子育て支
援係

0942-77-6206

39 福岡県 大木町 11月 ○ 広報紙へ児童虐待防止の記事を掲載 こども未来課 0944-32-1066

40 福岡県 広川町 11月 ○
町広報に児童虐待防止啓発記事（通報・相談）・11月開催の虐待
防止に関する講演会周知を掲載

福祉課子育て支援
係

0943-32-1113

41 福岡県 香春町 11月 ○ 広報誌で児童虐待防止に関する記事を掲載予定
福祉課子育て支援
係

0947-32-8415

42 福岡県 川崎町 通年 ○ 町広報誌により子育て相談窓口を周知
社会福祉課子育て
支援係

0947-72-3000

43 福岡県 川崎町 通年 ○ 町広報誌に児童虐待防止呼びかけ記事を掲載
社会福祉課子育て
支援係

0947-72-3000

44 福岡県 大任町 11月 ○ 広報紙、ホームページへの掲載、ポスター等の掲示を実施 住民課社会福祉係 0947-63-3004

45 福岡県 苅田町 11月25日 ○ 広報誌に児童虐待についての内容を掲載 子育て・健康課 093-588-10.36

46 福岡県 上毛町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間について町広報紙に掲載
子ども未来課子育
て支援係

0979-72-3111

○　その他

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 福岡県 久留米市 6月8日
青陵中学校で赤ちゃんとのふれあい体験を通じた児童虐待防止に
かかる啓発活動を実施

子ども未来部家庭
子ども相談課

0942-30-9208

2 福岡県 久留米市 6月15日、27日
江南中学校で赤ちゃんとのふれあい体験を通じた児童虐待防止に
かかる啓発活動を実施

子ども未来部家庭
子ども相談課

0942-30-9208

3 福岡県 久留米市 9月5日～6日
田主丸中学校で赤ちゃんとのふれあい体験を通じた児童虐待防止
にかかる啓発活動を実施

子ども未来部家庭
子ども相談課

0942-30-9208

4 福岡県 久留米市 10月22日
セーフコミュニティフェスタにおいて、児童虐待防止の啓発を実
施
（場所：久留米シティプラザ）

子ども未来部家庭
子ども相談課

0942-30-9208
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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

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

5 福岡県 久留米市 11月 ○
要保護児童対策地域協議会構成団体等関係者が「児童虐待防止推
進月間」にオレンジリボンを着用し、市民への啓発を実施

子ども未来部家庭
子ども相談課

0942-30-9208

6 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」を実施（市役所の出前講座として実施）

こども部こども健
康課子ども家庭担
当

092-580-1964

7 福岡県 大野城市 随時 出前講座による児童虐待防止に関する講義
こども部こども健
康課子ども家庭担
当

092-580-1964

8 福岡県 宗像市 7月～8月
要保護児童対策地域協議会における小中学校と家庭児童相談室の
役割と連携について、市内一部小中学校教職員に対して、研修を
実施

子ども家庭課子ど
も家庭係（家庭児
童相談室）

0940-36-1302

9 福岡県 宗像市 5月
民生委員・主任児童委員新任研修会において虐待等の対応の依頼
を実施

子ども家庭課子ど
も家庭係（家庭児
童相談室）

0940-36-1302

10 福岡県 宗像市 5月
主任児童委員の会議で研修を実施（児童虐待防止、子ども家庭相
談援助における主任児童委員の役割について）

子ども家庭課子ど
も家庭係（家庭児
童相談室）

0940-36-1302

11 福岡県 宮若市

5月8日～6月19日、
8月7日～9月25日、
11月6日～12月18日、
1月29日～3月12日

○

第一乳児とその母親を対象とした子育て支援事業「育児支援プロ
グラムIPPO」を実施
初めての子育ての不安や社会からの孤立感から虐待に走ることを
防止することを目的としている

子育て支援課子育
て支援係

0949-32-0517
上記期間の毎週月曜
日（月曜日が祝日の
場合は火曜日）

12 福岡県 広川町 10月31日

町立中広川小学校において、小学４年生とその保護者を対象に講
演会を実施
テーマ：「いのちの授業～生まれてきてくれてありがとう　産ん
でくれてありがとう～」

福祉課子育て支援
係

0943-32-1113

13 福岡県 広川町 11月 ○ 虐待防止に関する講演会を開催
福祉課子育て支援
係

0943-32-1113

14 福岡県 広川町 11月8日 ○

町立上広川小学校において、小学４年生とその保護者を対象に講
演会を実施
テーマ：「いのちの授業～生まれてきてくれてありがとう　産ん
でくれてありがとう～」

福祉課子育て支援
係

0943-32-1113

15 福岡県 広川町 11月9日 ○

町立下広川小学校において、小学４年生とその保護者を対象に講
演会を実施
テーマ：「いのちの授業～生まれてきてくれてありがとう　産ん
でくれてありがとう　～」

福祉課子育て支援
係

0943-32-1113

16 福岡県 広川町 11月29日 ○

町立広川中学校において、乳幼児ふれあい体験のまとめとして、
中学３年生を対象に講演会を実施
テーマ「いのちの授業～生まれてきてくれてありがとう　産んで
くれてありがとう～」

福祉課子育て支援
係

0943-32-1113

17 福岡県 川崎町 11月下旬 ○ 児童虐待防止の学習会を実施予定
社会福祉課子育て
支援係

0947-72-3000
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【佐賀県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 佐賀県 佐賀県 1月 学校等関係者に対し虐待防止研修を実施
こども家庭課児童
福祉担当

0952-25-7056

2 佐賀県 佐賀市 11月7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：熊丸　みつ子　会場：佐賀市文化会館）

子育て支援部こど
も家庭課

0952-40-7289

3 佐賀県 鹿島市 1月 子育てに従事する職員向けの研修会を開催予定 鹿島市福祉課 0954-63-2119

4 佐賀県 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

5 佐賀県 吉野ヶ里町 随時

保育施設等において、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
小中学校において、教職員及び児童生徒を対象に各プログラムに
沿ったワークショップを開催

福祉課児童支援係 0952-37-0343

○　啓発物品作成・配布

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 佐賀県 佐賀県 11月 ○ 商業施設等での虐待防止啓発グッズ等を配布
こども家庭課児童
福祉担当

0952-25-7056

2 佐賀県 佐賀県 11月 ○ 県庁内に児童虐待防止のぼり旗及び懸垂幕を設置
こども家庭課児童
福祉担当

0952-25-7056

3 佐賀県 佐賀市 11月 ○ 市役所内関係窓口に児童虐待防止の三角柱設置
子育て支援部こど
も家庭課

0952-40-7289

4 佐賀県 佐賀市 通年 ○ 庁内関係職員のオレンジリボンバッジの着用
子育て支援部こど
も家庭課

0952-40-7289

5 佐賀県 鳥栖市 通年 ○ 公共機関、保育所等への虐待防止啓発ポスターの掲示
健康福祉みらい部
こども育成課

0942-85-3552

6 佐賀県 多久市 11月 ○ 嘱託員、民生委員等へ啓発物を配布 福祉課lこども係 0952-75-6118

7 佐賀県 多久市 11月 ○ 虐待防止に関するのぼり旗を設置 福祉課こども係 0952-75-6118

8 佐賀県 神埼市 通年 ○ 虐待防止に関するポスターを庁舎内で掲示・啓発 市民福祉部福祉課 0952-37-0110

9 佐賀県 玄海町 11月 ○
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

10 佐賀県 有田町 11月 ○ 啓発グッズ（絆創膏）を町内の中学生までの児童に配布 健康福祉課 0955-43-2237

○　広報誌、テレビ等で周知

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 佐賀県 佐賀県 11月 ○ 県広報紙において、児童虐待防止推進月間を紹介
こども家庭課児童
福祉担当

0952-25-7056

2 佐賀県 佐賀市 11月 ○ 佐賀市報による相談窓口・通告窓口・講座の案内
子育て支援部こど
も家庭課

0952-40-7289

3 佐賀県 佐賀市 11月 ○
広報誌（民間情報誌）の特集ページに児童虐待防止啓発記事を掲
載

子育て支援部こど
も家庭課

0952-40-7289

4 佐賀県 鳥栖市 11月 ○ 市報に虐待防止について掲載
健康福祉みらい部
こども育成課

0942-85-3552

5 佐賀県 多久市 11月 ○ CATVにより虐待防止CMを放送 福祉課こども係 0952-75-6118

6 佐賀県 伊万里市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間周知のための記事を市広報に掲載予定 福祉課 0955-23-2310

7 佐賀県 武雄市 11月 ○
市報11月号に児童虐待防止月間について掲載、庁舎及び公民館等
にのぼり旗を設置

福祉部福祉課家庭
支援係

0954-23-9216

8 佐賀県 鹿島市 11月 ○ 市広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知 鹿島市福祉課 0954-63-2119

9 佐賀県 小城市 11月 ○ 市報に児童虐待防止推進月間の記事を掲載
福祉部社会福祉課
子育て支援係

0952-37-6107
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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

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

10 佐賀県 嬉野市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間をお知らせ
市民福祉部子育て
支援課母子・児童
グループ

0954-66-9121

11 佐賀県 神埼市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載 市民福祉部福祉課 0952-37-0110

12 佐賀県 吉野ヶ里町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止について周知 福祉課児童支援係 0952-37-0343

13 佐賀県 基山町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間の取組を周知
こども課子育て支
援係

0942-92-7968

14 佐賀県 みやき町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間の取組を周知予定
子ども未来課子ど
も福祉担当

0942-89-4097

15 佐賀県 玄海町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間について紹介
住民福祉課福祉・
こどもグループ

0955-52-2158

16 佐賀県 江北町 11月 ○ 町広報誌に掲載し、周知する 福祉課保健係 0952-86-5614

17 佐賀県 白石町 11月 ○ 町の広報誌へ掲載 保健福祉課福祉係 0952-84-7116

○　民間企業等とのタイアップ

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 佐賀県 佐賀市 10月31日
オレンジリボンキャンペーン隊としてサガ･ライトファンタジー
オープニングパレードに参加、リーフレットを配布

子育て支援部こど
も家庭課

0952-40-7289

○　その他

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 佐賀県 佐賀市 11月 ○
子ども用ＳＯＳカードを市内小中学生に使い方を説明した上で配
布（小学校４～６年生、中学校１～３年生）

子育て支援部こど
も家庭課

0952-40-7289
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【長崎県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 長崎県 諫早市 10月27日 ○
児童虐待防止研修会の実施（教職員や保育士等を対象に発達障害
と虐待の関係性について学ぶ　市民センター講堂）

健康福祉部こども
支援課

0957-22-1500

2 長崎県 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 未定

3 長崎県 壱岐市 日程未定 ○
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 未定

4 長崎県 壱岐市 随時 ○
いき☆いっぽ広場　：　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
1サイクル6回を年6
サイクル開催

5 長崎県 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

6 長崎県 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

○　啓発物品作成・配布

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 長崎県 長崎県 通年 ○ 県内の会議・イベント時の啓発物品配布
こども政策局こど
も家庭課

095-895-2442

2 長崎県 長崎県 11月 ○
児童虐待防止懸垂幕の掲示
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

3 長崎県 長崎市 11月 ○ 市役所庁舎に横断幕を掲示
こども部子育て支
援課

095-829-1270

4 長崎県 長崎市 通年 ○ 公用車に啓発用のオレンジリボンのマグネットを貼付
こども部子育て支
援課

095-829-1270

5 長崎県 長崎市 11月 ○ 市内各公共施設等に長崎市の「子育て相談」のカード配布
こども部子育て支
援課

095-829-1270

6 長崎県 長崎市 11月19日 ○
子育てフェスタにて、児童虐待防止のチラシ、「子育て相談」
カード等配布

こども部子育て支
援課

095-829-1270

7 長崎県 佐世保市 11月 ○ 児童虐待予防の懸垂幕を市役所本庁舎に掲示
子ども保健課子ど
も子育て応援セン
ター

0956-25-9705

8 長崎県 佐世保市 11月 ○ 民生委員児童委員へオレンジリボンとチラシの配布
子ども保健課子ど
も子育て応援セン
ター

0956-25-9705

9 長崎県 島原市 11月 ○ 児童虐待防止月間懸垂幕の掲揚
福祉保健部こども
課

0957-62-8003

10 長崎県 島原市 11月 ○ 公用車への啓発マグネットシートの掲示
福祉保健部こども
課

0957-62-8003

11 長崎県 諫早市 11月 ○ 児童虐待防止チラシを作成し、自治会を通じ全戸配布
健康福祉部こども
支援課

0957-22-1500

12 長崎県 諫早市 11月 ○ 懸垂幕の掲揚
健康福祉部こども
支援課

0957-22-1500

13 長崎県 諫早市 通年 ○ 公用車に啓発マグネットを掲示
健康福祉部こども
支援課

0957-22-1500

14 長崎県 大村市 11月 ○
児童虐待防止啓発懸垂幕の掲示（こどもセンター）、立て看板の
設置

こども未来部こど
も家庭課こども家
庭支援室

0957-54-9100

15 長崎県 大村市 11月 ○ 公用車に児童虐待防止啓発マグネットの貼付
こども未来部こど
も家庭課こども家
庭支援室

0957-54-9100

16 長崎県 大村市 11月 ○
保育会主催の「保育フェア」において、児童虐待防止啓発活動の
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

17 長崎県 大村市 11月 ○ ココロねっこ運動時に児童虐待防止啓発チラシ等の配布
こども未来部こど
も家庭課こども家
庭支援室

0957-54-9100

18 長崎県 大村市 11月 ○
児童虐待防止啓発のぼりの（市内の保育園、幼稚園、小中学校、
出張所等）掲示

こども未来部こど
も家庭課こども家
庭支援室

0957-54-9100

19 長崎県 大村市 11月 ○ 児童虐待防止啓発マスクの（大村駅）配布
こども未来部こど
も家庭課こども家
庭支援室

0957-54-9100

20 長崎県 平戸市 11月 ○ 市役所庁舎壁に懸垂幕の提示
福祉課子育て支援
班

0950-22-4111

21 長崎県 平戸市 10月 福祉健康祭りにて、パンフレット配布
福祉課子育て支援
班

0950-22-4111
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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

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

22 長崎県 松浦市 11月 ○ 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

23 長崎県 松浦市 11月 ○
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

24 長崎県 松浦市 10月末 水軍まつりにおいて啓発用マスクを配布予定 子育て・こども課 0956-72-1111

25 長崎県 松浦市 11月 ○ 市職員等によるオレンジ色の啓発ジャンパーを着用 子育て・こども課 0956-72-1111

26 長崎県 松浦市 11月 ○ 市役所、各支所、小・中学校に広報用のぼり旗を提示 子育て・こども課 0956-72-1111

27 長崎県 松浦市 11月 ○ 公用車に啓発マグネットを掲示 子育て・こども課 0956-72-1111

28 長崎県 対馬市 11月 ○ 庁舎に児童虐待防止推進月間の横断幕を掲示 こども未来課 0925-58-1119

29 長崎県 壱岐市 11月 ○ 児童虐待防止啓発活動 ： 市内6ヵ所横断幕掲示 こども家庭課 0920-48-1117

30 長崎県 五島市 通年 ○ ひとり親家庭に対して家庭児童相談室の紹介チラシ配布
社会福祉課こども
家庭未来班

0959-72-6117

31 長崎県 雲仙市 通年 ○
赤ちゃん健康相談会場において、虐待防止、児童相談窓口につい
てチラシ配布

子ども支援課 0957-36-2500

32 長崎県 雲仙市 11月 ○ 児童虐待防止月間懸垂幕の掲示 子ども支援課 0957-36-2500

33 長崎県 雲仙市 通年 ○
母子手帳交付時、家庭児童相談室・子育てサポートセンターにつ
いてチラシ配布

子ども健康班 0957-36-2501

34 長崎県 南島原市 11月 ○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲示
福祉保健部こども
未来課

0957-73-6652

35 長崎県 長与町 通年 ○ 町子育て支援パンフレット（大きくなーれ）の配布
住民福祉部こども
政策課母子保健係

095-883-1111

36 長崎県 時津町 11月 ○ 庁舎に懸垂幕を定時 福祉課 095-882-2211

37 長崎県 時津町 11月25日 ○ 人権パレードの折、児童虐待防止に関するパンフレットを配布 福祉課 095-882-2211

38 長崎県 東彼杵町 11月 ○ 庁舎に懸垂幕を掲示 町民課 0957-46-1155

39 長崎県 東彼杵町 随時 町作成の子育て支援パンフレットにて相談窓口周知 町民課 0957-46-1155

40 長崎県 川棚町 11月19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。

健康推進課 0596-82-5412

41 長崎県 川棚町 11月3日～5日 ○
町文化祭において、母子愛育班で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

42 長崎県 川棚町 11月 ○ 公用車にオレンジリボンマグネットを貼り付ける 住民福祉課 0956-82-3130

43 長崎県 川棚町 11月 ○ 子育て冊子を作成し窓口等に設置 住民福祉課 0956-82-3130

44 長崎県 川棚町 11月 ○ ポスターや冊子を地域や関係機関に配布し、掲示等を依頼 住民福祉課 0956-82-3130

45 長崎県 波佐見町 11月 ○ 児童虐待防止月間の懸垂幕の掲示 住民福祉課 0956-85-2333

46 長崎県 佐々町 通年 ○ 公用車に児童虐待防止啓発のマグネットを添付 住民福祉課福祉班 0956-62-2101

47 長崎県 佐々町 11月 ○ 庁舎に児童虐待防止推進月間の横断幕を掲示 住民福祉課福祉班 0956-62-2101

48 長崎県 新上五島町 4月26日
町母子保健推進員研修会時に児童虐待防止に関する説明、グッツ
の配布

こども課 0959-53-1133

49 長崎県 新上五島町 6月22日
町教育研究会特別支援部会時に児童虐待防止に関する説明、グッ
ツの配布

こども課 0959-53-1133

50 長崎県 新上五島町 11月 ○
民生委員児童委員研修会時に児童虐待防止に関する説明、グッツ
の配布

こども課 0959-53-1133
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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

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

51 長崎県 新上五島町 11月 ○
「なくそう！子ども虐待」オレンジリボンマグネットを公用車に
貼付

こども課 0959-53-1133

○　広報誌、テレビ等で周知

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 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

2 長崎県 長崎県 11月 ○ 県ＨＰへの虐待月間記事掲載
こども政策局こど
も家庭課

095-895-2442

3 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

4 長崎県 諫早市 11月 ○ 市報を利用し、市民への啓発
健康福祉部こども
支援課

0957-22-1500

5 長崎県 大村市 11月 ○ 市広報誌11月号に児童虐待防止推進記事の掲載
こども未来部こど
も家庭課こども家
庭支援室

0957-54-9100

6 長崎県 平戸市 11月 ○ 虐待について市報に掲載
福祉課子育て支援
班

0950-22-4111

7 長崎県 松浦市 11月 ○ 広報紙において児童虐待予防に関する記事を掲載 子育て・こども課 0956-72-1111 11月号

8 長崎県 対馬市 11月 ○ 対馬市のＣＡＴＶを利用し児童虐待防止について広報 こども未来課 0925-58-1119

9 長崎県 五島市 11月 ○ 市広報誌11月号に児童虐待防止推進について掲載
社会福祉課こども
家庭未来班

0959-72-6117

10 長崎県 西海市 11月 ○ 市広報誌に、児童虐待防止啓発記事を掲載 こども課 0959-37-0029

11 長崎県 雲仙市 7月 広報誌7月号に児童虐待防止関係記事を掲載 子ども支援課 0957-36-2500

12 長崎県 雲仙市 11月 ○ 広報誌１１月号に児童虐待防止関係記事を掲載 子ども支援課 0957-36-2500

13 長崎県 南島原市 11月 ○ 市広報誌啓発記事掲載
福祉保健部こども
未来課

0957-73-6652

14 長崎県 長与町 11月 ○ 町広報誌及びＨＰにおいて児童虐待防止に関する町の取組を紹介
住民福祉部こども
政策課母子保健係

095-883-1111

15 長崎県 長与町 11月 ○
子育て応援ｗｅｂサイト（大きくなーれ．プラス）において取組
を紹介

住民福祉部こども
政策課母子保健係

095-883-1111

16 長崎県 東彼杵町 11月 ○ 町HPに児童虐待防止について掲載 町民課 0957-46-1155

17 長崎県 波佐見町 11月 ○ 広報誌への掲載 住民福祉課 0956-85-2333

18 長崎県 小値賀町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載 福祉事務所 0959-56-3111

19 長崎県 新上五島町 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 こども課 0959-53-1133

○　民間企業等とのタイアップ

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 長崎県 長崎県 11月4日 ○ 長崎シビックホール開館11周記念イベントでの広報啓発
こども政策局こど
も家庭課

095-895-2442

2 長崎県 長崎県 11月 ○
県内大学と協力しての児童虐待に関する啓発（虐待に関する講
義、共同イベントを予定）

こども政策局こど
も家庭課

095-895-2442

3 長崎県 大村市 11月 ○
V・ファーレン長崎と協働で、児童虐待防止啓発チラシを作成。
市内の保育園、幼稚園、小中学校を通して、こどものいる家庭に
配布

こども未来部こど
も家庭課こども家
庭支援室

0957‐54‐
9100

○　その他

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 長崎県 長崎市 4月19日
市内保育所長会議で虐待防止研修と長崎市児童虐待防止対応マ
ニュアルを配布

こども部子育て支
援課

095-829-1270

2 長崎県 長崎市 4月21日
自治会にて虐待防止研修と長崎市児童虐待防止対応マニュアルを
配布

こども部子育て支
援課

095-829-1270

3 長崎県 長崎市 8月1日
市内小中学校養護教諭向け虐待防止研修を実施し長崎市児童虐待
防止対応マニュアルを配布

こども部子育て支
援課

095-829-1270
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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

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

4 長崎県 長崎市 8月29日
長崎人権擁護委員所属、人権擁護委員を対象に虐待防止研修を実
施し長崎市児童虐待防止対応マニュアルを配布

こども部子育て支
援課

095-829-1270

5 長崎県 長崎市 11月17日 ○
市内児童クラブ職員を対象に虐待防止研修を実施し長崎市児童虐
待防止対応マニュアルを配布

こども部子育て支
援課

095-829-1270

6 長崎県 長崎市 11月19日 ○
子育てフェスタにて、児童虐待防止のチラシ、「子育て相談」
カード等配布

こども部子育て支
援課

095-829-1270

7 長崎県 長崎市 11月 ○
要保護児童対策地域協議会関係団体職員向け児童虐待防止研修会
を開催

こども部子育て支
援課

095-829-1270

8 長崎県 佐世保市 通年 ○
虐待予防マニュアルを用い、民生委員、幼稚園・保育園・小学
校・中学校、高等学校などの関係機関で研修会を実施

子ども保健課子ど
も子育て応援セン
ター

0956-25-9705

9 長崎県 平戸市 11月30日 ○ 里親出前講座開催
福祉課子育て支援
班

0950-22-4111

10 長崎県 平戸市 12月～2月 民生児童委員・主任児童委員定例会での講話
福祉課子育て支援
班

0950-22-4111

11 長崎県 松浦市 9月20日 里親出前講座開催 子育て・こども課 0956-72-1111

12 長崎県 松浦市 9月11日 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

13 長崎県 対馬市 7月3日 母子推進委員を対象に児童虐待防止について講話 こども未来課 0925-58-1119

14 長崎県 対馬市 9月8日 児童民生委員を対象に児童虐待防止について講話 こども未来課 0925-58-1119

15 長崎県 対馬市 11月7日 ○ 養護教諭を対象に児童虐待防止について講話 こども未来課 0925-58-1119

16 長崎県 対馬市 通年 ○ 産科医療機関（対馬病院）と行政の連携 こども未来課 0925-58-1119 健康増進課と合同

17 長崎県 五島市 7月20日 里親出前講座開催
社会福祉課こども
家庭未来班

0959-72-6117

18 長崎県 五島市
①6月3日～7月8日
②10月7日～11月11日
③未定

○
「はじめのいっぽ」の開催。（第１子出産の母子に対し、早期の
児童虐待防止および産後うつ等の発生防止を図る）

社会福祉課こども
家庭未来班

0959-72-6117 第３回目：日時未定

19 長崎県 五島市 10月3日 市要保護児童対策地域協議会実務者研修会
社会福祉課こども
家庭未来班

0959-72-6117

20 長崎県 西海市 11月中旬 ○ 市要保護児童対策地域協議会研修会開催 こども課 0959-37-0029

21 長崎県 雲仙市 通年 ○
民生委員児童委員連絡会参加（児童相談室について周知・児童相
談の連携）

子ども支援課 0957-36-2500

22 長崎県 南島原市 通年 ○
民生委員児童委員協議会、保育会等において、児童虐待防止に関
する説明と市の家庭児童相談室を紹介

福祉保健部こども
未来課

0957-73-6652

23 長崎県 長与町 11月 ○
外部研修（対象：町内小中学校、高校、大学教職員、保育士、児
童館、学童等）

住民福祉部こども
政策課母子保健係

095-883-1111

24 長崎県 長与町 11月16日 ○ 民生委員に対する研修
住民福祉部こども
政策課母子保健係

095-883-1111

25 長崎県 長与町 11月30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
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【熊本県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 熊本県 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
開催場所：イオン熊本中央店（熊本市内）
この他出先機関10か所において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

2 熊本県 熊本県 11月21日 ○
「受け止めて！子どもの心のSOS」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：熊本市青年会館

子ども家庭福祉課
子ども福祉班

096-333-2228

3 熊本県 熊本市
9月上旬
～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

○　啓発物品作成・配布

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 熊本県 熊本市
11月1日
～3月末

○ 啓発ポスター・チラシ配布及び掲示を実施
健康福祉局子ども
未来部子ども支援
課

096-328-2158

2 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

3 熊本県 玉名市 随時
「玉名市子育てハンドブック」に児童虐待に関する情報、啓発を
掲載し、住民（主に出生、転入手続の方）に配布

健康福祉部子育て
支援課

0968-75-1120

4 熊本県 玉名市 随時
「玉名市子ども虐待防止のためのマニュアル」を関係機関や地域
に配布

健康福祉部子育て
支援課

0968-75-1120

5 熊本県 天草市 随時
民生委員・主任児童委員の研修において、児童虐待対応等につい
て周知

子育て支援課子ど
も相談係

0969-27-5400

6 熊本県 天草市 随時 児童虐待に関するパンフレットを住民や支援者に配布
子育て支援課子ど
も相談係

0969-27-5400

7 熊本県 天草市 随時
『天草市児童虐待対応マニュアル』を配布（小中学校・保育所
（園）・地域等）

子育て支援課子ど
も相談係

0969-27-5400

8 熊本県 天草市 通年
子育て支援機関（園・子育て支援センター等）スタッフの学習会
において児童虐待対応について周知

子育て支援課子ど
も相談係

0969-27-5400

9 熊本県 合志市 11月 ○
市内ショッピングセンターにおいて、児童虐待防止推進月間の
リーフレット、カード及びオレンジリボン周知用グッズを配布

健康福祉部女性・
子ども支援室

096-242-1240

10 熊本県 西原村 随時 啓発物を窓口で配布 住民福祉課 096-279-3111

○　広報誌、テレビ等で周知

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 熊本県 熊本県 11月 ○ ラジオ番組により虐待通告等の啓発を実施予定
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 ○ 県医師会会報に虐待通告の必要性等を掲載予定
子ども家庭福祉課
子ども福祉班

096-333-2228

3 熊本県 熊本市 10月、11月 ○ 市政だより・ラジオにおいて月間及び通告先等の啓発を実施
健康福祉局子ども
未来部子ども支援
課

096-328-2158

4 熊本県 八代市 11月 ○ 市広報紙、ラジオ番組等で児度虐待防止推進月間を周知
健康福祉部こども
未来課子育て支援
係

0965-33-8721

5 熊本県 八代市 11月～ ○
市のホームページ及び市の子育て総合情報サイトにおいて児童虐
待防止について周知を実施

健康福祉部こども
未来課子育て支援
係

0965-33-8721

6 熊本県 人吉市 11月 ○ 広報ひとよしに児童虐待防止推進月間の啓発記事を掲載 福祉課児童福祉係 0966-22-2111

7 熊本県 荒尾市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止に関する情報、啓発を掲載
保健福祉部子育て
支援課

0968-63-1417

8 熊本県 水俣市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載
福祉課子ども子育
て支援室

0966-61-1660

9 熊本県 玉名市 11月 ○ 市広報紙に、児童虐待防止に関する情報、啓発を掲載
健康福祉部子育て
支援課

0968-75-1120

10 熊本県 玉名市 11月 ○
市ホームページ及び市子育て応援サイトに、児童虐待に関する情
報、啓発を掲載

健康福祉部子育て
支援課

0968-75-1120

11 熊本県 天草市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止について掲載
子育て支援課子ど
も相談係

0969-27-5400 予定

12 熊本県 山鹿市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待に関する記事を掲載
福祉援護課児童家
庭係

0968-43-0052
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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

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

13 熊本県 菊池市 11月1日 ○ 市広報誌・ホームページへ掲載 子育て支援課 0968-25-7214

14 熊本県 宇土市 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
健康福祉部子育て
支援課

0964-22-1111

15 熊本県 上天草市 11月15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
健康福祉部福祉課
子育て支援係

0969-28-3351

16 熊本県 宇城市 11月 ○ 広報誌及びホームページで周知 児童福祉ｾﾝﾀｰ 0964-33-1118

17 熊本県 阿蘇市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待に関する記事を掲載
市民部福祉課子育
て支援係

0967-22-3167

18 熊本県 美里町 11月 ○ 広報誌や町ホームページへ掲載
福祉課子ども・生
活支援係

0964-47-1116

19 熊本県 玉東町 11月1日 ○
町広報誌において、児童虐待防止推進月間及び報告相談先の啓発
を実施

保健介護課 0968-85-6557

20 熊本県 和水町 11月 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間を周知 健康福祉課 0968-86-5724

21 熊本県 南関町 11月 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間を周知
福祉課子育て支援
係

0968-57-8503

22 熊本県 長洲町 11月 ○
町広報・ホームページにおいて児童虐待に関する啓発・周知を実
施

子育て支援課 0968-78-4189

23 熊本県 大津町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する内容を紹介 教育部子育て支援課 096-293-5981

24 熊本県 菊陽町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止等の記事を掲載 子育て支援課 096-232-2202

25 熊本県 南小国町 11月 ○ 町広報紙に全国共通ダイヤル及び役場相談窓口について掲載 福祉課保育児童係 0967-42-1113

26 熊本県 小国町 11月10日 ○ 広報誌に児童虐待防止啓発について掲載 福祉課 0967-46-2116

27 熊本県 高森町 10月～11月 ○
ＴＰＣ（高森ポイントチャンネル）による児童虐待防止について
の啓発を実施

住民福祉課福祉係 0967-62-1111

28 熊本県 南阿蘇村 11月 ○ 児童虐待防止について掲載
住民福祉課子育て
推進室

0967-67-2702

29 熊本県 御船町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止関連記事を掲載予定 こども未来課 096-282-1346

30 熊本県 益城町 11月 ○
児童虐待防止推進月間についての啓発、子育てに関する相談機関
の周知を実施

こども未来課 096-286-3117

31 熊本県 甲佐町 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 096-234-1114

32 熊本県 山都町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する内容を紹介 健康福祉課 0967-72-1229

33 熊本県 氷川町 10月～11月 ○
・児童虐待防止について広報誌及びホームページへ掲載
・児童虐待防止推進月間ポスター（県から配布）を公共施設及び
管内児童福祉施設へ掲示

町民環境課 0965-52-5851

34 熊本県 芦北町 11月 ○ 町広報紙において児童虐待防止関連の記事を掲載
福祉課 児童家庭福
祉係

0966-82-2511

35 熊本県 津奈木町 11月 ○ 町広報紙へ児童虐待防止関連記事掲載を予定 住民課 0966-78-3113

36 熊本県 錦町 11月 ○
町広報紙、ホームページにおいて、児童虐待防止に関する知識の
普及啓発、虐待通告機関を掲載

住民福祉課 0966-38-1112

37 熊本県 多良木町 11月 ○ 町内全世帯に向けて回覧文書通知予定
子ども対策課子育
て支援係

0966-42-1262

38 熊本県 あさぎり町
10月1日

～11月30日
○ 町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

生活福祉課子ど
も・子育て支援グ
ループ

0966-45-7214

39 熊本県 湯前町 11月 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間に関するお知らせを掲載 保健福祉課 0966-43-4112

40 熊本県 相良村 7月 相良村広報紙において児童虐待防止啓発を実施 保健福祉課 0966-35-1032

41 熊本県 五木村 11月 ○ 村広報誌において、児童虐待防止に関する周知を実施 保健福祉課 0966-37-2214

42 熊本県 山江村 11月 ○ 村広報誌において児童虐待防止推進月間に関する内容を掲載 健康福祉課 0966-23-3978

43 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
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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

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 熊本県 苓北町 11月 ○ 町広報紙に児童虐待防止推進月間の周知を掲載 福祉保健課 0969-35-1111

○　その他

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 熊本県 玉名市 随時
民生委員、主任児童委員の研修会において児童虐待対応について
周知

健康福祉部子育て
支援課

0968-75-1120

2 熊本県 玉名市 随時
子育て支援機関（子育て支援センター等）の学習定例会において
児童虐待対応について周知

健康福祉部子育て
支援課

0968-75-1120

3 熊本県 宇城市 4月
母子保健推進員に乳児家庭訪問事業の説明と併せて児童虐待の研
修を実施

児童福祉センター 0964-33-1118

4 熊本県 宇城市 随時 各町の民生委員協議会に毎年児童虐待に関する研修を実施 児童福祉センター 0964-33-1118

5 熊本県 苓北町 11月 ○ 要保護児童対策協議会及び苓北安心ネットワーク会議を開催 福祉保健課 0969-35-1111
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【大分県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 大分県 大分市 11月6日 ○
要保護児童対策地域協議会に属する支援者を対象に「子育て支
援・児童虐待防止啓発講演会」を実施

子育て支援課中央
子ども家庭支援セ
ンター

097-537-5688

2 大分県 別府市 11月 ○ 虐待防止講演会wo開催 子育て支援課 0977-21-1239

3 大分県 津久見市 11月 ○ 児童虐待に関する講演会を実施予定 福祉事務所 0972-82-9519

4 大分県 日出町 未定 子育て（虐待防止）講演会を実施 子育て支援課 0977-73-3177 未定

○　啓発物品作成・配布

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 大分県 大分県 11月 ○ 児童虐待防止等を呼び掛ける横断幕を県庁舎等、計4箇所に設置
福祉保健部こど
も・家庭支援課

097-506-2707

2 大分県 大分市 11月 ○ 本庁舎壁面に標語を横断幕にして掲示
子育て支援課中央
子ども家庭支援セ
ンター

097-537-5688

3 大分県 別府市 11月 ○
児童虐待通告窓口、子育て相談窓口や子育て支援センターに関す
るリーフレットを市報11月号とともに全戸回覧

子育て支援課 0977-21-1239

4 大分県 中津市 11月 ○
保育所、こども園、学校、母子保健（健診、赤ちゃん訪問）等関
係機関を通じて、児童虐待防止推進月間のポスターを掲示し、市
民へのチラシ配布を実施

子育て支援課 0979-22-1129

5 大分県 日田市 11月 ○ 市庁舎外壁に「児童虐待防止推進月間」の懸垂幕を設置 こども未来室 0973-22-8292

6 大分県 日田市 11月11日 ○
市内で開催されるイベント（JAJAフェスタ・天領まつり）会場に
おいて、児童虐待防止チラシとポケットティッシュ配布による街
頭啓発活動を実施

こども未来室 0973-22-8292

7 大分県 竹田市 11月19日 ○ 子育て講演会開催時に啓発パンフ等を配布 社会福祉課 0974-63-4811

8 大分県 豊後高田市 毎月 ○
４か月児健診の際に、市で作成したチラシを配布し、相談窓口を
紹介

子育て・健康推進
課

0978-22-3100

9 大分県 杵築市
5月～6月、
10月～11月

○
小中学校や各種園へ訪問し、児童虐待についての啓発を実施
※小中学校には主任児童委員も同行

子ども子育て支援
課

0978-64-2525

10 大分県 豊後大野市 通年 ○ 市役所庁舎内の窓口にオレンジリボン等のしおりを設置
社会福祉課こども
支援室

0974-22-1001

11 大分県 豊後大野市 通年 ○
母子手帳交付時、乳幼児訪問時に市で作成したパンフレットを配
布し相談窓口を紹介

社会福祉課こども
支援室

0974-22-1001

12 大分県 由布市 通年 ○
関係機関の窓口に児童虐待等のリーフレット、カード及びしおり
を掲示

子育て支援課 097-582-1262

13 大分県 日出町 11月 ○ 庁舎敷地内にのぼりを設置 子育て支援課 0977-73-3177

○　広報誌、テレビ等で周知

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 大分県 大分県 11月 ○ 県庁HP内に「児童虐待防止推進月間」について掲載
福祉保健部こど
も・家庭支援課

097-506-2707

2 大分県 大分県 通年 ○ 県庁HP内に「児童虐待防止」について掲載
福祉保健部こど
も・家庭支援課

097-506-2707

3 大分県 大分県 5月6日、28日 県政ＣＭ、県政だよりで子育て電話相談センターをＰＲ
福祉保健部こど
も・家庭支援課

097-506-2707

4 大分県 大分市 11月1日 ○ 市報にて通告・相談先を掲載
子育て支援課中央
子ども家庭支援セ
ンター

097-537-5688 左記日付は発行日

5 大分県 別府市 11月 ○ 市報11月号に児童虐待防止推進月間や相談窓口の周知記事を掲載 子育て支援課 0977-21-1239

6 大分県 別府市 10月 児童虐待通告や相談窓口の周知についてケーブルテレビで放映 子育て支援課 0977-21-1239

7 大分県 中津市 11月1日 ○ 市報にて児童虐待防止についての特集ページを掲載 子育て支援課 0979-22-1129 左記日付は発行日

8 大分県 日田市 11月1日 ○ 市報に「児童虐待防止推進月間」記事を掲載 こども未来室 0973-22-8292
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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

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

9 大分県 日田市 11月 ○ 市庁舎電光掲示板に「児童虐待防止推進月間」のテロップを表示 こども未来室 0973-22-8292

10 大分県 日田市 11月 ○
市内有線テレビに児童虐待防止推進月間の広報を依頼（文字放
送）

こども未来室 0973-22-8292

11 大分県 佐伯市 11月 ○ 市報で児童虐待防止推進月間と相談窓口を周知 こども福祉課 0972-22-3976

12 大分県 臼杵市
4月1日

～6月30日
市ホームページ、市報、ケーブルテレビにおいて児相主催の里親
制度説明会開催を紹介

子ども子育て課 0972-86-2716

13 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 子ども子育て課 0972-86-2716

14 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 子ども子育て課 0972-86-2716

15 大分県 津久見市 随時 ○ 児童虐待に関する内容を市報に掲載 福祉事務所 0972-82-9519

16 大分県 竹田市 11月 ○
児童虐待防止推進月間(広報紙・ケーブルテレビ・スマホ用子育
てサイト)

社会福祉課 0974-63-4811

17 大分県 豊後高田市 11月 ○ 市広報誌において、「児童虐待防止推進月間」について掲載
子育て・健康推進
課

0978-22-3100

18 大分県 豊後高田市 7月 市広報誌において、「車内放置事故防止」について掲載
子育て・健康推進
課

0978-22-3100

19 大分県 杵築市 11月 ○ 市報に「児童虐待防止推進月間」の記事を掲載
子ども子育て支援
課

0978-64-2525

20 大分県 宇佐市 11月 ○ 市広報誌において、「児童虐待防止推進月間」について掲載
子育て支援課　子
育て支援係

0978-27-8143

21 大分県 由布市 11月 ○ 市報11月号に児童虐待防止推進月間について掲載 子育て支援課 097-582-1262

22 大分県 国東市 11月 ○ 広報誌において、「児童虐待防止推進月間」について掲載
福祉課子育て支援
係

0978-72-5164

23 大分県 姫島村 11月 ○
広報誌に虐待防止月間について掲載
役場、教育委員会、診療所等にポスター、リーフレットを掲示

住民福祉課 0978-87-2278

24 大分県 日出町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止について記載 子育て支援課 0977-73-3177

25 大分県 九重町 11月 ○
広報誌やケーブルテレビを通じて児童虐待防止についての啓発を
実施

子育て支援課 0973-76-3828

26 大分県 玖珠町 11月1日 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間の周知を実施 福祉保健課 0973-72-1115

○　その他

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 大分県 豊後大野市 6月 要対協代表者会議において児童虐待研修会の開催
社会福祉課こども
支援室

0974-22-1001
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【宮崎県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 宮崎県 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

2 宮崎県 宮崎市 11月30日 ○

宮崎市民文化ホールイベントホールにおいて、子ども虐待と非行
をテーマとした講演（西南学院大学　安部教授）とグループワー
ク等を開催（宮崎少年鑑別所　宮崎法務少年支援センターと共
催）

福祉部子ども未来
局子育て支援課子
ども相談室

0985-21-1766

3 宮崎県 都城市 10月25日 民生委員児童委員協議会において児童虐待防止研修会を実施予定
福祉部こども課児
童家庭担当

0986-23-2684

○　啓発物品作成・配布

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 宮崎県 宮崎県 11月 ○ 県庁舎外壁に児童虐待防止月間に係る懸垂幕を掲示
福祉保健部こども
家庭課

0985-26-7570

2 宮崎県 宮崎市 11月30日 ○ 子ども相談室の案内を配布
福祉部子ども未来
局子育て支援課子
ども相談室

0985-21-1766

3 宮崎県 都城市 11月 ○
市庁舎及び県合同庁舎に懸垂幕、中央通りアーケードにバナーを
掲示、総合支所等にのぼり旗を設置

福祉部こども課児
童家庭担当

0986-23-2684

4 宮崎県 都城市 11月 ○
公用車にステッカーを貼付、啓発ジャンパー・オレンジリボンの
着用

福祉部こども課児
童家庭担当

0986-23-2684

5 宮崎県 都城市 11月4日 ○
霧島秋祭り・環境まつりにおいて児童虐待防止のチラシ付きポ
ケットティッシュを配布

福祉部こども課児
童家庭担当

0986-23-2684

6 宮崎県 都城市 12月9日
人権啓発講演会にて児童虐待防止のチラシ付きポケットティッ
シュを配布

福祉部こども課児
童家庭担当

0986-23-2684

7 宮崎県 日向市 通年 ○ 公用車にオレンジリボンステッカーを貼付
健康福祉部こども
課子育て支援係

0982-52-2111

8 宮崎県 日向市 7月8日
第13回日向七夕祭りでのオレンジリボン付き短冊の飾りつけと児
童虐待防止推進チラシ付きティッシュの配布

健康福祉部こども
課子育て支援係

0982-52-2111

9 宮崎県 日向市 11月 ○
市庁舎において市民とともにオレンジリボンツリーの製作、展
示。児童虐待に関する記事の展示や児童虐待防止推進チラシ付き
ティッシュ、リーフレットの配布

健康福祉部こども
課子育て支援係

0982-52-2111

10 宮崎県 串間市 11月 ○
11月3日の秋祭りにて相談通告連絡表配布。11月中にオレンジリ
ボンツリーでの啓発。オレンジリボン作成。

福祉事務所子育て
支援係

0987-72-1123

11 宮崎県 西都市 11月 ○ 福祉事務所玄関口に幟旗を、受付窓口に卓上幟旗を設置
福祉事務所子育て
支援係

0983-32-1021

12 宮崎県 三股町 11月 ○ 役場ロビーに児童虐待に関するブースを設置し、啓発 福祉課児童福祉係 0986-52-9060

13 宮崎県 三股町 11月11日 ○ 町主催のふるさとまつり会場にてブースを設置し、啓発活動 福祉課児童福祉係 0986-52-9060

14 宮崎県 三股町 11月 ○ 役場庁舎に懸垂幕、武道館体育館フェンスに横断幕を設置 福祉課児童福祉係 0986-52-9060

15 宮崎県 高鍋町 10月29日
「第12回高鍋町子育て応援フェスティバル」において児童虐待防
止について周知

福祉課子ども支援
係

0983-26-2010

○　広報誌、テレビ等で周知

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 宮崎県 宮崎県 11月 ○
各種広報媒体（テレビ・ラジオ・新聞等）で児童虐待防止に関す
る記事を掲載

福祉保健部こども
家庭課

0985-26-7570

2 宮崎県 宮崎県 11月 ○ 通告制度に関する周知を図るテレビＣＭを作成
福祉保健部こども
家庭課

0985-26-7570

3 宮崎県 宮崎市 11月1日 ○
市広報誌において、児童虐待防止に関する取り組み等について紹
介

福祉部子ども未来
局子育て支援課子
ども相談室

0985-21-1766

4 宮崎県 都城市 11月 ○
交流プラザ大型ビジョン掲示板及び市役所ロビーデジタルサイ
ネージにてオレンジリボン表示を行い、児童虐待防止の啓発

福祉部こども課児
童家庭担当

0986-23-2684

5 宮崎県 都城市 10月17日 FMラジオに出演し、児童虐待防止について周知
福祉部こども課児
童家庭担当

0986-23-2684

6 宮崎県 都城市 11月1日 ○
市広報誌において、児童虐待防止の啓発と市の取り組みについて
紹介

福祉部こども課児
童家庭担当

0986-23-2684

7 宮崎県 延岡市 11月 ○ 広報のべおかやＦＭラジオで児童虐待予防を周知
こども家庭課子育
て支援係

0982-22-7017
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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

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

8 宮崎県 日南市 11月1日 ○ 市広報誌に児童虐待に関する内容を掲載
こども課こども政
策係

0987-31-1131

9 宮崎県 小林市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待防止に関する問い合わせ・相談先の
紹介

健康福祉部子育て
支援課子育て支援G

0984-23-1278

10 宮崎県 日向市 11月 ○
FMひゅうがにて児童虐待防止月間、オレンジリボンたすきリレー
について案内

健康福祉部こども
課子育て支援係

0982-52-2111

11 宮崎県 日向市 11月 ○ 市広報11月号に児童虐待防止推進月間の特集を組み啓発
健康福祉部こども
課子育て支援係

0982-52-2111

12 宮崎県 西都市 11月 ○
市の広報誌「お知らせ」（11月1日号）において児童虐待防止推
進月間を周知

福祉事務所子育て
支援係

0983-32-1021

13 宮崎県 えびの市 11月 ○ 広報掲載 福祉事務所 0984-35-3738

14 宮崎県 三股町 11月 ○ 町広報誌、回覧板、ホームページにおいて、児童虐待防止の啓発 福祉課児童福祉係 0986-52-9060

15 宮崎県 高原町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間を周知 町民福祉課福祉係 0984-42-1067

16 宮崎県 国富町 11月 ○
児童虐待防止推進月間を呼びかける懸垂幕の掲示、町広報紙にお
いて児童虐待に関する通告制度等の周知を掲載

福祉課児童福祉係 0985-75-9403

17 宮崎県 新富町 11月 ○
町広報紙において、オレンジリボン活動や児童虐待防止月間を周
知。オレンジリボンを作成し、町内保育園・幼稚園に配布。

町民こども課 0983-33-1293

18 宮崎県 都農町 11月 ○
月2回発行の週報やテレビのDボタンで、児童虐待月間について広
報

福祉課児童福祉係 0983-25-5714

19 宮崎県 門川町 11月 ○
町広報紙においてオレンジリボン活動や児童虐待に関する周知を
図る内容を紹介

福祉課子育て支援
係

0982-63-1140

20 宮崎県 諸塚村 11月 ○
全世帯配布の村広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲
載

住民福祉課 0982-65-1119

21 宮崎県 美郷町 10月23日 町広報紙において、児童虐待防止に関する国・県の施策を紹介 町民生活課 0982-66-3604

22 宮崎県 高千穂町 10月25日～ ○ 町広報１１月号において記事を掲載予定
福祉保険課児童福
祉係

0982-73-1202

23 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 町民課福祉係 0982-87-3902

○　その他

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 宮崎県 宮崎県 11月 ○ 県庁本館建物の夜間オレンジリボンライトアップを実施
福祉保健部こども
家庭課

0985-26-7570

2 宮崎県 日南市 7月28日 保育所及び児童クラブ職員向け児童虐待研修を実施
こども課こども保
育係

0987-31-1131

3 宮崎県 都農町 11月 ○
都農町民図書館で、児童虐待についての本のコーナーを作り、広
報・啓発を実施

福祉課児童福祉係 0983-25-5714
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【鹿児島県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 鹿児島県 志布志市 2月 児童虐待防止についての講演会を実施
子育て支援セン
ター

099-472-8993

2 鹿児島県 南九州市 8月8日～9日 人権啓発研修会（職員向け）を実施 総務課総務人事係 0993-83-2511

3 鹿児島県 伊佐市 11月頃 ○ 児童虐待防止をテーマに研修会を開催予定 こども課 0995-23-1311

4 鹿児島県 熊毛地区 9月9日 救急医療県民講座「児童虐待と小児救急」を実施 熊毛地区医師会 0997-23-2548
西之表市、中種子
町、南種子町(協賛)

○　啓発物品作成・配布

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 鹿児島県 鹿児島県 10月29日 民間団体・鹿児島市と共に街頭にて啓発物品を配布
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 ○
出先機関や民間企業においてオレンジリボンツリーや懸垂幕を設
置

保健福祉部子ども
福祉課児童福祉係

099-286-2763

3 鹿児島県 鹿児島市 10月29日 街頭キャンペーンを実施（啓発グッズ等の配布） こども福祉課 099-216-1260

4 鹿児島県 鹿児島市 11月 ○ ポスター・チラシの作成・配布（学校、保育園、医療機関等） こども福祉課 099-216-1260

5 鹿児島県 鹿屋市 10月
市内の小学校・中学校・幼稚園・保育所に保護者向けの児童虐待
防止啓発チラシ（本市の相談先を明記）を配布

保健福祉部子育て
支援課児童家庭係

0994-31-1134

6 鹿児島県 鹿屋市 11月 ○
市役所庁舎内及び総合支所（３か所）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

7 鹿児島県 鹿屋市 11月 ○ 市役所周辺にのぼり旗を設置
保健福祉部子育て
支援課児童家庭係

0994-31-1134

8 鹿児島県 鹿屋市 11月 ○
市公用車に啓発ステッカーを貼付
（昨年度の厚労省のステッカーを活用）

保健福祉部子育て
支援課児童家庭係

0994-31-1134

9 鹿児島県 鹿屋市 11月 ○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲揚
保健福祉部子育て
支援課児童家庭係

0994-31-1134

10 鹿児島県 阿久根市 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
福祉課子育て支援
係

0996-72-3939

11 鹿児島県 指宿市 11月 ○ 「児童虐待防止推進月間」について、市庁舎へ懸垂幕を掲示
健康福祉部地域福
祉課児童母子福祉
係

0993-22-2111

12 鹿児島県 指宿市 通年 ○
市で作成した「オレンジリボン運動」のマグネットを市公用車へ
貼付

健康福祉部地域福
祉課児童母子福祉
係

0993-22-2111

13 鹿児島県 日置市 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
市民福祉部福祉課
子ども福祉係

099-248-9416

14 鹿児島県 南さつま市 11月 ○
本庁市役所庁舎内にオレンジリボンのモニュメントを設置、市の
広報誌掲載

市民福祉部子ども
未来課子育て支援
係

0993-53-2111

15 鹿児島県 奄美市 11月 ○
市役所ロビーにおいて、児童虐待防止推進月間の一環としてオレ
ンジリボン運動を行い、普及啓発のためのパネル展示を実施

保健福祉部福祉政
策課社会福祉係

0997-52-1111

16 鹿児島県 姶良市 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
保健福祉部子ども
政策課児童福祉係

0995-66-3237

17 鹿児島県 三島村 11月 ○ 役場庁舎内にオレンジリボンのモニュメントを設置 民生課 099-222-3141

18 鹿児島県 長島町 11月 ○ 庁舎内にオレンジリボンツリーを設置。リボンを結んでもらう。 町民福祉課 0996-86-1157

19 鹿児島県 長島町 12月
イベント（長島フェスタ）時にオレンジリボンのモニュメントを
設置

町民福祉課 0996-86-1157

20 鹿児島県 宇検村 11月 ○ リーフレットを配布 保健福祉課 0997-67-2211

21 鹿児島県 湧水町 11月 ○ 町の行事等において児童虐待防止に関する小冊子等を配布
福祉課障害者・児
童福祉係

0995-74-3111

22 鹿児島県 天城町 11月 ○ 役場庁舎内にオレンジリボンのモニュメントを設置
保健福祉課社会福
祉係

0997-85-4114

23 鹿児島県 天城町 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文
字放送

保健福祉課社会福
祉係

0997-85-4115

24 鹿児島県 伊仙町 11月 ○ 町民交流施設においてポスターを掲示 保健福祉課 0997-86-3111
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○　広報誌、テレビ等で周知

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 鹿児島県 鹿児島市 11月 ○ 大型ビジョンでのＣＭ放映 こども福祉課 099-216-1260

2 鹿児島県 鹿児島市 11月 ○ 市広報誌、ホームページで広報 こども福祉課 099-216-1260

3 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

4 鹿児島県 枕崎市 10月20日 「児童虐待防止推進月間」についてお知らせ版掲載 福祉課社会係 0993-72-1111

5 鹿児島県 枕崎市 11月7日 ○ 「児童虐待防止推進月間」について広報紙掲載 福祉課社会係 0993-72-1111

6 鹿児島県 阿久根市 11月 ○ 市の広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知
福祉課子育て支援
係

0996-72-3939

7 鹿児島県 出水市 11月 ○ 市広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知
こども課こども福
祉係

0996-63-4047

8 鹿児島県 指宿市 10月15日 市広報紙に「児童虐待防止推進月間」について掲載
健康福祉部地域福
祉課児童母子福祉
係

0993-22-2111

9 鹿児島県 西之表市 11月 ○ 広報紙による啓発
健康保健課健康増
進係・福祉事務所
子育て支援係

0997-22-1111

10 鹿児島県 垂水市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待について広報
福祉課児童障害者
係

0994-32-1115

11 鹿児島県 薩摩川内市 11月 ○
FMさつませんだいによる啓発、ツリー（オレンジリボン）設置、
のぼり旗設置

子育て支援課 0996-23-5111

12 鹿児島県 曽於市 11月 ○ 市広報誌及びコミュニティFMでの児童虐待防止の広報・啓発
福祉事務所児童福
祉係

0986-72-0936

13 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、懸垂幕の掲出、市広報誌
への掲載を実施

保健福祉部子育て
支援課子ども家庭
支援室

0995-45-5111

14 鹿児島県 いちき串木野市 11月 ○ 市広報誌に記事を掲載し啓発。
福祉課子育て支援
係

0996-33-5618

15 鹿児島県 志布志市 11月 ○ 市報において、児童虐待防止月間について掲載 福祉課児童福祉係 099-474-1111

16 鹿児島県 南九州市 11月 ○
市の管理する電光掲示板に児童虐待防止推進月間の広報を掲載予
定

福祉課児童福祉係 0993-56-1111

17 鹿児島県 南九州市 10月下旬 市広報紙に児童虐待防止推進月間の広報を掲載 福祉課児童福祉係 0993-56-1111

18 鹿児島県 伊佐市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載予定 こども課 0995-23-1311

19 鹿児島県 姶良市 11月15日 ○ 広報紙で児童虐待防止に関する呼びかけを実施
保健福祉部子ども
政策課児童福祉係

0995-66-3237

20 鹿児島県 三島村 11月 ○ 村の広報紙「広報みしま」で児童虐待防止推進月間の取組を周知 民生課 099-222-3141

21 鹿児島県 十島村 9月 村広報紙において、児童虐待防止に関する情報提供 住民課 099-222-2101

22 鹿児島県 さつま町 11月 ○
11月号広報誌で児童虐待防止推進月間の周知、189（いちはや
く）について掲載予定

子ども支援課子育
て支援係

0996-53-1111

23 鹿児島県 長島町 11月 ○ 町広報紙において，児童虐待に関する情報を周知 町民福祉課 0996-86-1157

24 鹿児島県 錦江町 11月 ○ 町の広報誌「きんこう」で児童虐待防止推進月間の取組を周知
保健福祉課福祉
チーム

0994-22-3042

25 鹿児島県 肝付町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止推進月間に関する事項を掲載 福祉課児童家庭係 0994-65-8413

26 鹿児島県 中種子町 11月 ○ 防災行政無線による児童虐待防止推進月間の広報 福祉環境課 0997-27-1111

27 鹿児島県 中種子町 11月 ○ 広報誌による児童虐待防止推進月間の広報 福祉環境課 0997-27-1111

28 鹿児島県 大和村 11月 ○ 広報紙において相談窓口を紹介 保健福祉課 0997-57-2218

29 鹿児島県 宇検村 11月 ○ ラジオ・行政無線で周知広報 保健福祉課 0997-67-2211

30 鹿児島県 南大隅町 11月1日 ○
南大隅町すまいるメール配信において、児童虐待防止推進月間を
お知らせ（登録者のみ）

介護福祉課 0994-24-3126
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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

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

31 鹿児島県 瀬戸内町 11月 ○ オレンジリボン活動の周知、案内をケーブルラジオにより放送
町民生活課児童母
子係

0997-72-1111

32 鹿児島県 龍郷町 11月 ○
全戸配布の広報誌において、児童虐待防止推進月間及び相談窓口
の情報を掲載

町民税務課年金係 0997-69-4517

33 鹿児島県 喜界町 11月 ○ 町広報誌において児童虐待防止に関する情報を掲載 保健福祉課 0997-65-3685

34 鹿児島県 徳之島町 11月 ○ 町広報誌等に児童虐待防止推進月間の掲載 介護福祉課 0997-82-1111

35 鹿児島県 和泊町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間の周知を図る町有線テレビによる啓発 町民支援課 0997-84-3526

36 鹿児島県 与論町 11月2日 ○ 町内配布用の週報において、児童虐待防止推進月間を周知 町民福祉課 0997-97-4930

○　その他

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 鹿児島県 西之表市 3月
市民フェア（すこやかフェア）においてツリーにオレンジリボン
を結んでもらう

健康保健課健康増
進係・福祉事務所
子育て支援係

0997-22-1111

2 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、市政に対する理解を深めてもらうため、市民・団体からの申
込に応じて出前講座（講座名「見過ごさないぞ！DV・虐待講
座」）を実施

企画部企画政策課
男女共同参画推進
グループ保健福祉
部子育て支援課子
ども家庭支援室

0995-45-5111
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【沖縄県】

○　フォーラム等事業の開催

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

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 沖縄県 沖縄県 10月28日

NPO法人女性の安全と健康のための支援教育センター運営委員の
山本潤氏を講師に「優しく、温かく、心強く支える～性虐待の影
響と必要なサポート」と題して、一般県民向け講演会をうるま市
内で開催

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

2 沖縄県 沖縄県 11月8日 ○
ジャーナリストの杉山春氏を講師に「SOSが出せる社会にへ～助
けを呼べないひとり親家庭にできること」と題して、一般県民向
け講演会を名護市内で開催

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

3 沖縄県 沖縄県 11月15日、16日 ○

一般社団法人自己尊重プラクティス協会代表理事の手塚千砂子氏
を講師に「もっと自分を好きになる～自分をほめると子育ても変
わる」と題して、一般県民向け講演会を宮古島市、石垣市にて開
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

4 沖縄県 沖縄県 1月19日
育児漫画家の高野優氏を講師に「思春期ヴギ～反抗期と思春期の
トリセツ」と題して、一般県民向け講演会を那覇市内で開催

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

5 沖縄県 沖縄県 1月～3月
保育士や学校教員、子育て中の保護者等を対象にNPO法人おきな
わＣＡＰセンターによるワークショップ「CAP式安心子育てライ
フ＆テクニック」を県内の希望自治体において実施予定

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

6 沖縄県 沖縄県 3月15日
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会の山本恒雄氏を講師に「家庭内
性暴力被害の初期対応」と題して、関係期間職員向けの講話・研
修を開催

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

7 沖縄県 宜野湾市 11月3日～30日 ○

『児童虐待防止推進月間』におけるパネル展を開催
11/3～19：ｻﾝｴｰｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｼﾃｨ、11/20～30：琉球銀行　宜野湾支店
（予定）※家庭児童相談室、要対協、子育てに関するリーフレッ
トを配布

福祉推進部児童家
庭課児童家庭係

098-893-4422

8 沖縄県 宜野湾市 11月9日 ○
市民、関係団体に向けた、『児童虐待防止講演会』を宜野湾市中
央公民館にて開催予定

福祉推進部児童家
庭課児童家庭係

098-893-4422

9 沖縄県 宜野湾市 2月16日
市民対象に『子育て支援講演会』を宜野湾市中央公民館にて開催
予定※家庭児童相談所、要対協のリーフレット配布

福祉推進部児童家
庭課児童家庭係

098-893-4422

10 沖縄県 宜野湾市 1月18日 支援者向けの研修会を開催予定
福祉推進部児童家
庭課児童家庭係

098-893-4422

11 沖縄県 宜野湾市 7月22日
支援者向けに、沖縄県コザ児童相談所職員を講師とした『児童虐
待対応の基本』と題した研修会を開催

福祉推進部児童家
庭課児童家庭係

098-893-4422

12 沖縄県 宜野湾市
9月13日、20

日、27日、10月
4日

市民対象に育児スキルトレーニングを開催（4週連続、週に1回）
福祉推進部児童家
庭課児童家庭係

098-893-4422

13 沖縄県 石垣市 11月15日 ○ 児童虐待防止に関する講演会を開催
福祉部児童家庭課
児童福祉係

0980-82-1704 県と共同開催

14 沖縄県 名護市 11月8日 ○ 県とタイアップの講演会を開催
子ども家庭課家庭
支援係

0980-53-1212

15 沖縄県 沖縄市
10月23日
～11月16日

○
【児童虐待防止パネル展】
市役所市民ロビーにおいて、児童虐待防止のパネル展を開催。市
民へ児童虐待防止に関して周知・啓発を行う。

こども相談・健康
課

098-929-3135

16 沖縄県 豊見城市 11月 ○ 児童虐待をテーマにした講演会を開催（豊見城市立中央公民館） 子育て支援課 850-0143

17 沖縄県 豊見城市 11月 ○ 児童虐待防止パネル展を公共施設で開催 子育て支援課 850-0143

18 沖縄県 南城市 11月17日 ○ 児童虐待について専門家を招いて講演会を開催 児童家庭課 098-946-8995

19 沖縄県 嘉手納町 11月 ○ 児童虐待防止に関するワークショップ開催
子ども家庭課児童
福祉係

098-956-1111

20 沖縄県 北谷町 11月 ○ 子育て支援センターにおいて、保護者向けに子育て講座を開催 子ども家庭課 098-982-7710

21 沖縄県 北谷町 11月21日 ○ 学校関係者向けに児童虐待に関する勉強会を実施 子ども家庭課 098-982-7709

22 沖縄県 北谷町 1月4日 母子保健推進員向けに児童虐待に関する勉強会を実施 子ども家庭課 098-982-7709

23 沖縄県 北中城村 11月1日～14日 ○ 役場庁舎内で児童虐待防止啓発パネル展を開催 福祉課 098-935-2233

24 沖縄県 中城村 6月27日
要保護児童地域協議会構成員を対象に、代表者会議で児童福祉法
の改正等について講話

福祉課 098-895-2131

25 沖縄県 中城村 7月28日
要保護児童地域協議会構成員を対象に、実務者会議で児童虐待防
止対策について講話

福祉課 098-895-2131

182



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

26 沖縄県 八重瀬町 11月15日 ○ 児童虐待予防講演会を開催 児童家庭課 098-998-7163

○　啓発物品作成・配布

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 沖縄県 那覇市 11月 ○ 庁舎ロビーでのパネル展示
子育て応援課子育
て支援室

098-861-5026

2 沖縄県 那覇市 11月 ○ 本庁舎及び各支所に懸垂幕を設置し児童虐待防止を周知
子育て応援課子育
て支援室

098-861-5026

3 沖縄県 那覇市 11月 ○ 「那覇市子ども虐待対応マニュアル」改訂版の配布
子育て応援課子育
て支援室

098-861-5026

4 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、当課だけでな
く、他課の職員、関係機関の職員も着用し、虐待防止推進のア
ピールを実施

福祉推進部児童家
庭課児童家庭係

098-893-4422

5 沖縄県 宜野湾市 通年 ○
公用車にオレンジリボンをモチーフとしたマグネットを貼り、虐
待防止推進に向け、全庁的に取組を実施

福祉推進部児童家
庭課児童家庭係

098-893-4422

6 沖縄県 浦添市 11月 ○

虐待防止講演会の開催。オレンジリボンを作り庁舎内外に配布。
市の広報誌に掲載。市役所庁舎に懸垂幕を掲揚。ホームページ作
成。ラジオ出演。市内大型店舗前でのチラシ等配布。庁用車に啓
発マグネット貼付。庁舎一階ロビーでパネル展示。

児童家庭課 098-876-1234

7 沖縄県 名護市 11月 ○ 庁舎、図書館でのパネル展、懸垂幕の掲揚
子ども家庭課家庭
支援係

0980-53-1212

8 沖縄県 名護市 11月 ○ 庁舎内職員へのオレンジリボン配布・着用
子ども家庭課家庭
支援係

0980-53-1212

9 沖縄県 沖縄市 通年 ○

【こそだて応援訪問事業】
市内認可保育園・認可外保育所・幼稚園・児童センター等を巡回
訪問し、児童虐待時の通告や、保育士等が気を付けるべき点等に
ついて説明するとともに、子育て応援訪問冊子や児童虐待防止啓
発ポスター、チラシを配布。
また、巡回先から要支援・要保護児童等の情報提供を受け、支援
の必要な児童や家庭の早期発見を行っている。

こども相談・健康
課

098-929-3135

10 沖縄県 沖縄市 通年 ○

【市オリジナルの子育て情報リーフレット配布】
子育てへの応援メッセージや子育てにおける具体的な言葉かけ方
法等について、独自でリーフレットを作成し、子育て世代の市民
へ戸別配布するほか、窓口に来所された方への配布、パネル展等
にて配布。

こども相談・健康
課

098-929-3135

11 沖縄県 豊見城市 11月 ○ 期間中、市職員にオレンジリボンの着用による啓発 子育て支援課 850-0143

12 沖縄県 南城市 11月１日～27日 ○
オレンジリボンと児童虐待防止リーフレットを作成し、来庁者等
へ配布

児童家庭課 098-946-8995

13 沖縄県 恩納村 通年 ○ 乳幼児健診の会場にポスター掲示 098-966-1207

14 沖縄県 恩納村 通年 ○ 庁舎内・各公民館にポスター掲示 098-966-1207

15 沖縄県 恩納村 11月 ○ 健康福祉まつり会場内ポスター掲示 098-966-1207

16 沖縄県 嘉手納町 11月 ○ 町役場庁舎に懸垂幕を掲揚
子ども家庭課児童
福祉係

098-956-1111

17 沖縄県 北谷町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間のリーフレットを作成・配布 子ども家庭課 098-982-7709

18 沖縄県 中城村 8月1日～31日
村内保育所・保育園、コンビニエンスストアー、サンエー等大型
店舗への「車内放置防止啓発掲示物」の掲出

福祉課 098-895-2131

19 沖縄県 与那原町 6月～
町内児童福祉等の巡回及び出張相談時（町内25ヶ所）にリーフ
レットや資料を配布
子育て支援課の窓口にリーフレットを置き、配布

子育て支援課 098-945-6520

20 沖縄県 与那原町 11月～ ○
児童虐待防止推進月間に町役場ロビーにて統計資料を掲示、住民
に広報し啓発活動を実施予定

子育て支援課 098-945-6520

21 沖縄県 南風原町 通年 ○ 役場こども課連絡先が記載されているパンフレットを窓口に設置 民生部こども課 098-889-7028

22 沖縄県 南風原町 11月 ○
１８９（３桁ダイヤル）が記載されたカーステッカーを、公用車
に貼付して周知

民生部こども課 098-889-7028
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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

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

23 沖縄県 南風原町 11月 ○ 役場でのぼりを掲揚して周知 民生部こども課 098-889-7028

○　広報誌、テレビ等で周知

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 沖縄県 沖縄県 11月4日、5日 ○
沖縄県政広報番組において、児童虐待防止推進月間についての広
報を予定

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

2 沖縄県 那覇市 11月 ○ 市の広報誌により児童虐待防止に関する取組等を紹介
子育て応援課子育
て支援室

098-861-5026

3 沖縄県 那覇市 11月 ○ 市のホームページにより児童虐待防止を周知
子育て応援課子育
て支援室

098-861-5026

4 沖縄県 宜野湾市 通年 ○
市報及びホームページにおいて、児童虐待防止に関することや、
市の取り組みを紹介

福祉推進部児童家
庭課児童家庭係

098-893-4422

5 沖縄県 石垣市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止月間について記載し啓発
福祉部児童家庭課
児童福祉係

0980-82-1704

6 沖縄県 名護市 11月 ○ 市広報誌への掲載、電光掲示板での啓発
子ども家庭課家庭
支援係

0980-53-1212

7 沖縄県 沖縄市 11月 ○
【市報への掲載】
児童虐待防止推進月間・児童虐待防止講演会を周知

こども相談・健康
課

098-929-3135

8 沖縄県 豊見城市 11月 ○ 市内の関係機関へポスター等を配布し、周知 子育て支援課 850-0143

9 沖縄県 南城市 10月 ○ 市広報誌へ児童虐待防止推進月間について掲載 児童家庭課 098-946-8995 10月号

10 沖縄県 本部町 11月 ○
町広報誌への掲載(5000部発行)及び町内電光掲示板(2ヵ所)での
掲示

福祉課 0980-47-2165

11 沖縄県 恩納村 11月 ○ 村広報に掲載 098-966-1207

12 沖縄県 嘉手納町 11月 ○ 国道沿い電光掲示板に児童虐待防止推進月間である事を掲載
子ども家庭課児童
福祉係

098-956-1111

13 沖縄県 嘉手納町 11月1日 ○ 町広報誌で児童虐待推進月間である事を周知
子ども家庭課児童
福祉係

098-956-1111

14 沖縄県 北谷町 11月 ○ 町広報誌で、児童虐待防止の啓発を実施 子ども家庭課 098-982-7709

15 沖縄県 北谷町 11月 ○
課内職員がオレンジリボンのピンバッジを着用、児童虐待防止の
啓発を実施

子ども家庭課 098-982-7709

16 沖縄県 北谷町 11月3日～7日 ○ パネル展を開催し、児童虐待防止の啓発を実施 子ども家庭課 098-982-7709

17 沖縄県 西原町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止月間について紹介
福祉部こども課子
育て支援係

098-945-5311

18 沖縄県 西原町 11月 ○ 町役場庁舎内で児童虐待に関するパネル表示
福祉部こども課子
育て支援係

098-945-5311

19 沖縄県 南風原町 11月 ○ 町広報誌にて周知 民生部こども課 098-889-7028

20 沖縄県 南風原町 11月 ○ 町ホームページにて周知 民生部こども課 098-889-7028

21 沖縄県 南風原町 11月 ○ 電子掲示板にて周知 民生部こども課 098-889-7028

○　その他

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 沖縄県 名護市 通年 ○
関係機関の訪問（児童虐待に関する通告や関係機関での対応連携
の仕方等について）

子ども家庭課家庭
支援係

0980-53-1212

2 沖縄県 沖縄市
5月23日
～7月4日

【平成29年度　不登校ヒアリング】
市教育委員会と同行で市内小中学校へ訪問し、家庭児童相談窓口
の周知や要支援・要保護児童等について学校教諭と情報共有を実
施

こども相談・健康
課

098-929-3135

3 沖縄県 沖縄市 8月10日

【児童虐待防止啓発の為の情報共有会】
市内の主任児童委員に対し、児童虐待担当窓口係の業務を周知す
るとともに、要保護児童対策地域協議会の役割、意義について情
報交換会を実施

こども相談・健康
課

098-929-3135

4 沖縄県 北谷町 10月～11月 ○ 認可保育所を訪問し、児童虐待への理解と連携強化を図る 子ども家庭課 098-982-7709

5 沖縄県 南大東村 12月 育児カウンセリングの実施 福祉民生課 09802-2-2116
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