
【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



都道府県 市区町村
実施（予定）

期間・日
11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（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


