
【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



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（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



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（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



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（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



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（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


