
【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



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（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



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（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



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（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


