
【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



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（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



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（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



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（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


