
【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



都道府県 市区町村
実施（予定）

期間・日
11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（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



都道府県 市区町村
実施（予定）

期間・日
11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（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



都道府県 市区町村
実施（予定）

期間・日
11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（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



都道府県 市区町村
実施（予定）

期間・日
11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（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



都道府県 市区町村
実施（予定）

期間・日
11月に実施する
場合、○を選択
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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



都道府県 市区町村
実施（予定）

期間・日
11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（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



都道府県 市区町村
実施（予定）

期間・日
11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（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


