
【大阪府】

○　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 大阪府 大阪市 12月頃
児童虐待防止をテーマに関係機関研究集会を開催
参加者に児童虐待防止推進のリーフレット及び児童虐待ホットラ
インの周知グッズを配布

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

2 大阪府 阪南市 8月8日
教職員管理職及び人権担当者研修「子どもの貧困と児童虐待」を
実施

阪南市子育て総合
支援センター

072-470-1400

3 大阪府 吹田市 11月9日 ○
児童虐待防止講演会を開催し、来場者に啓発グッズ等を配布
テーマ：「里親について」　場所：男女共同参画センター

児童部家庭児童相
談課

06-6384-1472

4 大阪府 岸和田市 未定 要保護児童対策地域協議会実務者向けの研修会を開催
子育て応援部子育
て給付課

072-423-9625 未定

5 大阪府 高石市
10月3日

～11月7日
○

児童虐待を未然に防止するための親支援プログラム６回講座を開
催
テーマ：子育て連続講座「こどもへの伝え方・ほめ方・しつけ
方」
開催場所：高石市役所

教育部こども家庭
課

072-275-6349

6 大阪府 大東市 11月15日 ○
大東市立総合文化センター（サーティホール）多目的小ホールに
おいて、子育て講演会を実施

大東市子ども室家
庭児童相談室

072-875-8101
広報だいとう11月号
で周知予定。事前申
込要

7 大阪府 摂津市 11月26日 ○
児童虐待・DV防止に関する市民向け講座をパープルリボンキャン
ぺーンと合同で開催

教育総務部子育て
支援課

06-6155-6302

8 大阪府 八尾市 11月 ○
講師を招き、市民に対し、子どもの貧困や虐待についての理解を
深めてもらう講演会を実施

こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

9 大阪府 箕面市 11月18日 ○ 講演会（助産院ばぶばぶ　助産師ＨＩＳＡＫＯさん講演）を実施
子ども未来創造局
男女協働・家庭支
援室

072-724-6233

10 大阪府 藤井寺市 11月 ○
児童虐待防止推進月間キャンペーン　機関向け研修会・街頭キャ
ンペーン（啓発グッズ配布）を実施

こども・健康部子
育て支援課

072-939-1162 日程未定

11 大阪府 交野市 11月21日 ○
児童虐待防止及び子育てに関する市民向け講演会「子どもの心に
届く上手な叱り方」を開催

子育て支援課 072-893-6406

12 大阪府 松原市 11月22日 ○
児童虐待防止推進月間講演会「児童虐待に関すること」を開催予
定

福祉部子ども未来
室

072-337-3118

13 大阪府 泉南市 11月15日 ○

児童虐待防止　市民啓発講座
第１部　：　劇　「KNOCK２－ブランコから見える青空―」
・ 平成22年度から３年間、KNOCK（ノックをすること）をテーマ
に、プロとアマチュアで構成したメンバーにより、脚本から立ち
上げ公演をした。公演した３部作の劇から、特に好評だった
KNOCK２を映像において上映予定。
・ 子どもの虐待は身近に起こること、それを地域でどう受け止
めていくのかも含めて、市民、行政、子どもに関わる専門機関な
どが一緒に考える機会を作る。

第２部　：　歌とトーク　KAJA（カジャ）
・ 児童虐待を身近に感じるきっかけとして、第1部の劇中歌を歌
うKAJA（カジャ）が、保護者や子ども虐待に関わる人たちが一緒
に時間を共有し、音楽やトークを通じて、自分達にとっての児童
虐待を振り返る時間を提供する趣旨で企画。

泉南市保育子育て
支援課

072-485-1586

14 大阪府 東大阪市 11月29日 ○ 子育て講演会の開催
子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

15 大阪府 豊中市 11月28日 ○
虐待予防、早期発見のため、豊中市子どもを守る地域ネットワー
ク（要保護児童対策地域協議会）研修会を関係機関向けに開催

こども未来部こど
も相談課こども家
庭相談係

06-6852-8448

16 大阪府 忠岡町 未定
『児童虐待に起因する傷の見方について』について関係機関と研
修会を開催

教育部子育て支援
課

0725-22-1122
日付未定、関係機関
向け

17 大阪府 豊能町 11月 ○ 児童虐待防止キャンペーン講演会を開催
教育委員会教育支
援課

072-739-3427

18 大阪府 四條畷市 11月下旬 ○
子育て応援講演会（講師等未定）
講演会の参加者に児童相談所全国共通ダイヤル等のリーフレット
を配付予定

健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455 予定

19 大阪府 枚方市 11月7日 ○ 里親制度普及啓発及び推進に向けた講演会を開催
子ども総合相談セ
ンター家庭児童相
談担当

050-7102-3220

○　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 大阪府 大阪府 11月1日 ○ JR大阪駅で啓発グッズの配布等の街頭キャンペーンを実施予定
福祉部子ども室家
庭支援課

06-6944-6675

2 大阪府 大阪府
11月を中心

に随時
○

府民参加型イベントでのブース出展や、各種メディアを利用した
広報を実施予定

福祉部子ども室家
庭支援課

06-6944-6675



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

3 大阪府 大阪市 10月29日

サッカーＪリーグセレッソ大阪と協働し、大阪キンチョウスタジ
アムにおいてホームゲームでのイベント実施（来訪者に対して、
児童虐待防止推進のリーフレット及び児童虐待ホットラインの周
知グッズを配布）

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

4 大阪府 大阪市
10月31日

～11月17日
○ 大阪市役所本庁前にオレンジリボンオブジェを設置

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

5 大阪府 大阪市 11月1日 ○
大阪駅周辺において児童虐待防止推進のリーフレット及び児童虐
待ホットラインの周知グッズを配布し、オレンジリボンキャン
ペーン街頭ＰＲ活動を実施(大阪府・堺市と合同実施)

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

6 大阪府 大阪市 11月 ○
大阪市内の幼稚園、保育園、児童福祉施設、市営住宅・マンショ
ン関係、市営地下鉄駅構内等へ児童虐待防止推進月間のポスター
を掲示

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

7 大阪府 大阪市 11月 ○
大阪府書店商業組合の協力により、書店において、児童虐待防止
推進ポスター・チラシの掲示、啓発グッズ(しおり)の配布を実施

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

8 大阪府 大阪市 11月 ○ 各行政区において、児童虐待防止推進の懸垂幕・のぼりを掲示
こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

9 大阪府 大阪市 11月～ ○
各行政区における各種行事(区民まつりやフェスタ等)において、
児童虐待防止推進のリーフレット及び児童虐待ホットラインの周
知グッズを配布

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

10 大阪府 大阪市 11月24日、25日 ○
大阪マラソンエキスポにおいて、児童虐待防止のリーフレット及
び児童虐待ホットラインの周知グッズを配布

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

11 大阪府 堺市 11月1日 ○ 堺東駅前等で啓発物品を配布
子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331
大阪府・大阪市との
共同取組

12 大阪府 堺市 随時 ○ 啓発ステッカーを配布し、掲示を依頼
子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331
近畿2府4県4政令指
定都市との共同取組

13 大阪府 堺市 随時 ○ JR西日本及び私鉄各社の駅構内での厚労省ポスター掲示
子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331
近畿2府4県4政令指
定都市との共同取組

14 大阪府 堺市 11月1日～25日 ○
堺市役所高層館１階ロビーにおいて、パネルの展示各区役所・女
性センターにおいて懸垂幕の掲示を実施

子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331

女性に対する暴力をなく
す運動（パープルリボン
キャンペーン）と共同実
施

15 大阪府 堺市 11月 ○
市公用車に、オレンジリボン・パープルリボンを掲載した磁気
シートを貼付

子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331

女性に対する暴力をなく
す運動（パープルリボン
キャンペーン）と共同実
施

16 大阪府 堺市

5月14日、8月19
日、10月29日、11
月4日、11日、12

日、19日

○ 各区で実施する区民まつりにおいて、啓発物品を配布
子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331

女性に対する暴力をなく
す運動（パープルリボン
キャンペーン）と共同実
施

17 大阪府 堺市 11月 ○ 職員の名札へ紙製啓発バッヂを貼付
子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331

女性に対する暴力をなく
す運動（パープルリボン
キャンペーン）と共同実
施

18 大阪府 大阪狭山市 10月28日
認定子育てサポーターや民生児童委員、ボランティアの協力を得
て、『ぽっぽえんまつり』を市立子育て支援センターで開催

こども政策部子育
て支援グループ

072-366-0011

19 大阪府 大阪狭山市 11月25日 ○
市内の幼稚園・保育園、こども園に通う子どもたちがダンス等を
披露する『こどもフェスティバル』を市内のSAYAKAホールで開催

こども政策部子育
て支援グループ

072-366-0011

20 大阪府 田尻町 11月1日 ○ 町内の駅において、児童虐待防止に関する啓発物品を配布 民生部こども課 072-466-5013

21 大阪府 阪南市 11月9日 ○ 市内スーパーにおいて啓発物品を配布
阪南市子育て総合
支援センター

072-470-1400

22 大阪府 阪南市 11月 ○ 市内医療機関、教育施設等へポスター掲示の依頼を実施
阪南市子育て総合
支援センター

072-470-1400

23 大阪府 吹田市 11月1日～2日 ○
≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
駅前、ショッピングモールにおいて啓発グッズの配布等の街頭
キャンペーンを実施

児童部家庭児童相
談課

06-6384-1472

24 大阪府 池田市 11月 ○
市庁舎にオレンジリボンキャンペーンのタペストリー及び機関に
のぼりを掲示

子ども・健康部子
育て支援課

072-754-6525

25 大阪府 池田市 11月 ○ 市職員にオレンジリボンを配布
子ども・健康部子
育て支援課

072-754-6525

26 大阪府 池田市 通年 ○
４か月児健診において、子育て支援情報及び相談窓口等を周知す
る為の小冊子を配布

子ども・健康部子
育て支援課

072-754-6525

27 大阪府 岸和田市 11月 ○ 市庁舎玄関にオレンジリボンを装飾したツリー等を設置
子育て応援部子育
て給付課

072-423-9625

28 大阪府 寝屋川市 11月1日 ○

市内４駅において街頭啓発を実施。「みんなで守ろう　子どもの
笑顔」、「いじめ・児童虐待は人権侵害です」をスローガンに、
いじめ防止の啓発も同時に行う。市で作成した啓発リーフレット
及びウェットティッシュを配布。

こども部こどもを
守る課

072-838-0466

29 大阪府 寝屋川市 11月 ○ 市で作成したのぼり、懸垂幕等を設置し、市民に啓発
こども部こどもを
守る課

072-838-0466



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

30 大阪府 河南町 11月19日 ○
かなんフェスティバル（各種団体の特色を活かし、町の魅力増
進、魅力発信を目指す協働まちづくりのイベント）において幟の
掲出を行い、周知

こども１ばん課 0721-93-2500

31 大阪府 高石市 11月 ○
市役所庁内をはじめ、市内公共施設、学校、幼稚園、医療機関等
に児童虐待防止に関するオレンジリボンの啓発用幟旗の設置

教育部こども家庭
課

072-275-6349

32 大阪府 高石市 11月 ○ 市職員の名札等にオレンジリボンを着用
教育部こども家庭
課

072-275-6349

33 大阪府 高石市 11月6日 ○ ショッピングセンターにおいて児童虐待防止啓発グッズ等を配布
教育部こども家庭
課

072-275-6349

34 大阪府 大東市 11月6日 ○
ポップタウン住道オペラパークスペイン広場・プラザフェスタに
おいて街頭キャンペーンを実施し、本市作成の児童虐待防止啓発
物品等を配布

大東市子ども室家
庭児童相談室

072-875-8101

35 大阪府 千早赤阪村 10月28日、29日
「ふれあい展・コンサート」の会場（くすのきホール）におい
て、オレンジリボン活動の周知・児童虐待防止推進月間の啓発
グッズ等の配布を行う街頭キャンペーンを実施

健康福祉課 0721-72-0081

36 大阪府 千早赤阪村 11月 ○
児童虐待防止推進月間周知のために、健康福祉課職員が児童虐待
防止ジャンパーを着用し執務

健康福祉課 0721-72-0081

37 大阪府 摂津市 11月 ○
市役所庁舎にオレンジリボンキャンペーンの懸垂幕、のぼりを設
置

教育総務部子育て
支援課

06-6155-6302

38 大阪府 摂津市 11月 ○
市役所庁舎並びに市内公共施設においてオレンジリボンキャン
ペーン展示コーナーを設置

教育総務部子育て
支援課

06-6155-6302

39 大阪府 摂津市 11月 ○
鉄道駅周辺において、オレンジリボン啓発の横断幕・柱巻シート
を設置

教育総務部子育て
支援課

06-6155-6302

40 大阪府 摂津市 11月上旬～中旬 ○ 駅構内並びに市内集客施設において啓発品の配布
教育総務部子育て
支援課

06-6155-6302

41 大阪府 貝塚市 11月 ○
市役所庁舎に懸垂幕を掲揚、立て看板を設置し、児童虐待防止推
進月間を周知

健康子ども部子ど
も福祉課家庭児童
相談室

072-433-7022

42 大阪府 八尾市 10月～11月 ○ オレンジリボンのマグネットを公用車に貼付
こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

43 大阪府 八尾市 11月 ○
市役所本庁１階に設置されている、書類交付申請等の番号表示用
スクリーンに啓発広告を掲示

こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

44 大阪府 八尾市 11月 ○ 自治会や関係機関を通じて啓発ポスターを掲示
こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

45 大阪府 八尾市 11月 ○
市役所本庁舎に児童虐待防止推進月間および女性に対する暴力を
なくす運動の期間を周知する懸垂幕を設置

こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

46 大阪府 八尾市 11月1日 ○
市内の駅前で児童虐待防止啓発用ティッシュを配布するキャン
ペーン活動を実施

こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

47 大阪府 八尾市 11月2日 ○
「少年を守る日」の街頭キャンペーンにおいて啓発物品を配布す
るに当たり、児童虐待防止啓発用ティッシュも配布

こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

48 大阪府 箕面市 11月4日 ○
阪急箕面駅前、市内ショッピングモール等で、児童虐待防止の啓
発チラシ、講演会の案内や啓発グッズ等を配布

子ども未来創造局
男女協働・家庭支
援室

072-724-6233

49 大阪府 箕面市 11月 ○
市内公共施設窓口に、オレンジリボンのミニのぼり旗、公用車に
ステッカー設置

子ども未来創造局
男女協働・家庭支
援室

072-724-6233

50 大阪府 箕面市 10月下旬 ○
市内保育所、幼稚園、小中学校等の全児童・生徒に市作成の啓発
チラシを配布

子ども未来創造局
男女協働・家庭支
援室

072-724-6233

51 大阪府 泉佐野市 11月6日 ○ 駅前において啓発物品を配布
こども部子育て支
援課

072-463-1212 予備日11月7日

52 大阪府 藤井寺市 11月 ○
児童虐待防止推進月間啓発マグネットシートの公用車への添付、
懸垂幕の掲示

こども・健康部子
育て支援課

072-939-1162

53 大阪府 交野市 11月12日 ○ 市が開催する健康福祉フェスティバルにおいて啓発グッズを配布 子育て支援課 072-893-6406

54 大阪府 交野市 11月15日 ○
ＪＲ河内磐船駅・星田駅前において、啓発グッズ等の配布を行う
街頭キャンペーンを実施

子育て支援課 072-893-6406

55 大阪府 門真市 11月1日 ○ 市内の駅周辺において啓発物品を配布
こども部子育て支
援課

06-6902-6148

56 大阪府 門真市 通年 ○ ポスターを掲示
こども部子育て支
援課

06-6902-6148

57 大阪府 門真市 随時 小・中学校等へポスターを配布
こども部子育て支
援課

06-6902-6148

58 大阪府 門真市 10月9日 ラブリーフェスタにおいて、啓発パンフ等の設置及び配布
こども部子育て支
援課

06-6902-6148

59 大阪府 門真市 11月12日 ○ スポーツレクリエーションにおいて、啓発パンフを設置
こども部子育て支
援課

06-6902-6148



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

60 大阪府 和泉市 9月～10月 市内保育園・幼稚園に依頼し、オレンジリボンを作成
こども部こども未
来室こども政策担
当

0725-99-8135

61 大阪府 和泉市 11月3日 ○
「ららぽーと和泉」内の市政情報コーナー付近において来場者に
対して啓発物品を配布

こども部こども未
来室こども政策担
当

0725-99-8135

62 大阪府 松原市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間のぼり旗を設置予定
福祉部子ども未来
室

072-337-3118

63 大阪府 松原市 11月 ○ 市内大型スーパーの店頭においてリーフレット等を配布予定
福祉部子ども未来
室

072-337-3118

64 大阪府 茨木市 11月 ○
市民参加のペナント作成コーナーを設置し、子どもへのメッセー
ジを書いたカードを貼りつける
作成場所：子育て支援総合センター内（ぽっぽルーム）

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

65 大阪府 茨木市 11月 ○

市民参加によるオレンジリボンのツリーを設置
設置場所：市役所本館・南館、合同庁舎、男女共生センターロー
ズＷＡＭ、生涯学習センターきらめき。（ローズＷＡＭでは、
パープルリボン「女性に対する暴力をなくす運動のシンボル」と
合わせたWリボンツリーを設置。）

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

66 大阪府 茨木市 11月 ○
児童虐待防止推進月間啓発懸垂幕を掲出
場所：市役所本庁舎 　東側壁面

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

67 大阪府 茨木市 11月 ○
児童の福祉に関連する職務に従事する職員がオレンジリボンを着
用

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

68 大阪府 茨木市
11月7日、
10日、15日

○

○「茨木市虐待防止」街頭啓発キャンペーン
　11月７日(火）午後６時～７時　場所：阪急茨木・ＪＲ茨木両
駅前
※児童虐待だけでなく、女性・障害者・高齢者への虐待・暴力の
根絶に向けて、茨木市、茨木市要保護児童対策地域協議会、茨木
市ＤＶ防止ネットワーク連絡会、茨木市障害者・高齢者虐待防止
ネットワーク連絡会とのコラボレーションで実施。
※茨木市子育て支援応援キャラクター「いばらっきーちゃん」の
着ぐるみ、茨木童子の着ぐるみが登場します。

○「児童虐待防止」街頭啓発キャンペーン
　11月10日（金）午前11時～正午　場所：茨木阪急本通商店街
　11月15日（水）午前11時～正午　場所：イオン茨木ショッピン
グセンター

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

69 大阪府 茨木市 11月 ○
ポスター掲示
児童虐待を発見した時の茨木市の通告先、相談窓口連絡先を標示
したシールを国の啓発ポスターに貼り、関係機関等で掲示

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

70 大阪府 茨木市 11月 ○ 公用車32台に児童虐待防止推進月間啓発マグネットシートを貼付
茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

71 大阪府 河内長野市 11月16日 ○
映画「うまれる」上映会と参加者交流会の実施
参加者に児童虐待防止に関するリーフレット等の配布

子ども子育て課 0721-53-1111

72 大阪府 泉大津市 11月11日 ○ ふれあい健康まつりにおいてオレンジリボンキャンペーンを実施
健康福祉部こども
未来課こども支援
係

0725-33-9059

73 大阪府 高槻市 11月2日 ○ ＪＲ高槻駅前において児童虐待防止啓発グッズを配布
子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

74 大阪府 高槻市 11月 ○ 市役所庁舎内にパネル展示及びリーフレット等の配架
子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

75 大阪府 高槻市 11月 ○
市内関係施設に児童虐待防止推進月間リーフレット及びポスター
を配布

子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

76 大阪府 高槻市 11月 ○ 児童虐待防止啓発マグネットを市公用車に貼付
子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

77 大阪府 高槻市 11月 ○ 市職員の名札台紙において児童虐待防止推進月間の啓発を実施
子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

78 大阪府 高槻市 11月 ○ 関係機関職員にオレンジリボンを配布し、着用を依頼
子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

79 大阪府 東大阪市 11月1日 ○
布施・八戸ノ里・瓢箪山駅前においてチラシ、シャープペンシ
ル、ポケットティッシュを配布

子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

80 大阪府 東大阪市
11月15日、
16日、21日

○
保健・福祉・教育関係者、民生委員等とウォーキングをしながら
オレンジリボンの普及啓発を実施

子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

81 大阪府 東大阪市 11月 ○
市役所庁舎、保健センター、子育て支援センターに展示コーナー
を設置し、ポスターやパネルの展示、オレンジリボンの無料配布
を実施

子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

82 大阪府 東大阪市 11月 ○ 市役所庁舎に懸垂幕、福祉事務所に横断幕を掲揚
子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

83 大阪府 東大阪市 11月 ○ 啓発用マグネットを公用車に貼付し、広報を実施
子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

84 大阪府 東大阪市 11月 ○
電光掲示板において、防止月間の広報及び通告連絡先の周知を実
施

子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197



都道府県 市区町村
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11月に実施する
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85 大阪府 東大阪市 11月 ○ 公立保育所にのぼりを配布
子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

86 大阪府 東大阪市 11月 ○ 子育て講演会のポスターを作成し、関係機関において掲示
子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

87 大阪府 豊中市 11月1日 ○

児童虐待防止推進月間を広く市民に周知するため、「11月は児童
虐待防止推進月間　豊中市こども相談課」等と書いたボールペン
と通告・相談窓口が掲載されているチラシを、阪急豊中駅・庄内
駅で配布

こども未来部こど
も相談課こども家
庭相談係

06-6852-8448

88 大阪府 豊中市 11月 ○

児童虐待防止推進月間を広く市民に周知するため、市のホーム
ページに啓発情報を掲載。また、市役所渡り廊下壁面に「児童虐
待防止推進月間」の横断幕を掲示、清掃車両等に「児童虐待防止
推進月間」のマグネットを貼付予定。

こども未来部こど
も相談課こども家
庭相談係

06-6852-8448

89 大阪府 熊取町 11月 ○ 啓発物品（啓発カードを挟んだティッシュ等）を配布
健康福祉部子育て
支援課

072-452-6814 １日間実施

90 大阪府 豊能町 11月12日 ○
町民祭において子育て支援、オレンジリボンキャペーン啓発のサ
ンバイザーを配布

教育委員会教育支
援課

072-739-3427

91 大阪府 四條畷市 11月8日 ○
JR四条畷駅、忍ケ丘駅前において、児童虐待防止推進月間のリー
フレット等を配付

健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455

92 大阪府 島本町 11月1日 ○
≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
啓発グッズの配布等の街頭キャンペーンを実施予定

教育こども部子育
て支援課

075-962-7461

93 大阪府 富田林市 11月 ○ 市庁舎の窓にオレンジリボン及び１８９の電話番号を掲示 こども未来室 0721-25-1000

94 大阪府 富田林市 11月23日 ○ 農業祭において、虐待防止の啓発キャンペーングッズを配布 こども未来室 0721-25-1000

95 大阪府 太子町 11月 ○
町内施設（和みの広場）で開催されるイベントにおいて啓発グッ
ズ等を配布

健康福祉部子育て
支援課

0721-98-5596

96 大阪府 枚方市 11月14日 ○
「児童虐待防止推進月間」キャンペーンにおいて広報啓発用
ティッシュを作成し配布

子ども総合相談セ
ンター家庭児童相
談担当

050-7102-3220

97 大阪府 守口市
11月7日（街頭啓発）

11月（広報紙） ○
広報啓発用グッズ（ウェットティッシュ・ティッシュ・マスク）
を作成し、街頭啓発活動で配布。また、市広報紙（１１月号）に
おいて児童虐待防止啓発のための取組や相談窓口などを周知。

こども部子育て支
援課相談係

06-6992-1655

98 大阪府 羽曳野市 11月8日 ○
オレンジリボンキャンペーンの一環として、古市駅頭において啓
発物品（大阪府作成）配布を実施

市長公室こども未
来室こども課

072-958-1111

99 大阪府 泉佐野市 11月6日 ○ 駅前において啓発物品を配布
こども部子育て支
援課

072-463-1212 予備日11月7日

○　広報誌、テレビ等で周知

都道府県 市区町村
実施（予定）
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11月に実施する
場合、○を選択
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1 大阪府 大阪市 11月1日 ○ 各行政区の広報誌において児童虐待防止についての啓発を実施
こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

2 大阪府 堺市 11月 ○
市広報紙11月号に、児童虐待防止及び女性に対する暴力防止に関
する記事を掲載

子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331

女性に対する暴力をなく
す運動（パープルリボン
キャンペーン）と共同実
施

3 大阪府 田尻町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発文を掲載 民生部こども課 072-466-5013

4 大阪府 阪南市 11月 ○ 広報誌において啓発記事掲載
阪南市子育て総合
支援センター

072-470-1400

5 大阪府 阪南市 11月 ○ 市ホームページにおいて啓発記事掲載
阪南市子育て総合
支援センター

072-470-1400

6 大阪府 吹田市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載
児童部家庭児童相
談課

06-6384-1472

7 大阪府 岸和田市 11月1日 ○
市広報誌に児童虐待防止推進月間の周知記事及び相談連絡先を掲
載

子育て応援部子育
て給付課

072-423-9625

8 大阪府 寝屋川市 11月 ○ 市広報誌において市民に啓発
こども部こどもを
守る課

072-838-0466

9 大阪府 寝屋川市 11月1日 ○ 庁内放送において市民へ呼びかけ
こども部こどもを
守る課

072-838-0466

10 大阪府 寝屋川市 11月 ○ 庁内の広告モニターにおいて市民へ呼びかけ
こども部こどもを
守る課

072-838-0466

11 大阪府 千早赤阪村 11月 ○ 広報紙に児童虐待防止推進月間の記載を掲載 健康福祉課 0721-72-0081

12 大阪府 貝塚市 11月 ○
市広報誌で児童虐待防止推進月間を周知、児童虐待防止に関する
市民向け講演会を開催

健康子ども部子ど
も福祉課家庭児童
相談室

072-433-7022

13 大阪府 八尾市 11月 ○
市政情報等を放送するコミュニティＦＭの番組を通じ、児童虐待
防止に関するＰＲを実施

こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892



都道府県 市区町村
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14 大阪府 柏原市 4月～ ○ 子育て情報誌に啓発ページを掲載
健康福祉部こども
政策課

072-943-4811

15 大阪府 柏原市 11月 ○
フェイスブックで児童虐待防止推進月間の周知と相談窓口の紹介
を実施

健康福祉部こども
政策課

072-943-4811

16 大阪府 泉佐野市 11月1日～ ○ 広報誌による啓発活動を実施
こども部子育て支
援課

072-463-1212

17 大阪府 能勢町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止啓発記事を掲載
能勢町健康福祉部
福祉課福祉係

072-731-2150

18 大阪府 交野市 11月 ○
市広報誌・市ホームページ・広告ディスプレイにおいて児童虐待
防止に関する取組や、相談窓口を周知

子育て支援課 072-893-6406

19 大阪府 門真市 11月 ○ 市広報紙において児童虐待防止推進月間を掲載
こども部子育て支
援課

06-6902-6148

20 大阪府 和泉市 11月1日 ○
和泉市広報11月号において、児童虐待防止推進月間に関する記事
を掲載

こども部こども未
来室こども政策担
当

0725-99-8135

21 大阪府 茨木市 11月1日 ○
広報いばらき11月号に児童虐待を発見した場合の通告先・相談窓
口、児童虐待防止推進月間の行事を掲載

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

22 大阪府 茨木市 11月 ○ 「コミュニティビジョン」、「見映える」へ掲載
茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

23 大阪府 河内長野市 7月、11月 ○ 市広報紙において、児童虐待の相談先を掲載 子ども子育て課 0721-53-1111

24 大阪府 泉大津市 11月1日 ○ 市広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉部こども
未来課こども支援
係

0725-33-9059

25 大阪府 高槻市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待防止推進月間の啓発を実施
子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

26 大阪府 東大阪市 11月1日 ○
市広報誌において、防止月間の取組を照会。虐待相談窓口の周
知。

子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

27 大阪府 忠岡町 11月1日 ○
町広報紙において、児童虐待防止推進月間の啓発に併せ関連記事
を掲載

教育部子育て支援
課

0725-22-1122

28 大阪府 忠岡町 11月 ○
町ホームページにおいて、児童虐待防止推進月間の啓発に併せ関
連記事を掲載

教育部子育て支援
課

0725-22-1122

29 大阪府 豊能町 11月 ○ 町広報誌において児童虐待防止キャンペーン講演会を周知
教育委員会教育支
援課

072-739-3427

30 大阪府 豊能町 11月 ○
町広報誌においてオレンジリボン活動、虐待通知制度に関する周
知を実施

教育委員会教育支
援課

072-739-3427

31 大阪府 四條畷市 11月 ○ 11月号広報誌に11月の児童虐待防止推進月間の案内を掲載
健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455

32 大阪府 富田林市 11月1日 ○
広報誌、とんだばやしメール、Facebookに児童虐待防止記事を掲
載

こども未来室 0721-25-1000

33 大阪府 富田林市 通年 ○
市庁舎地階・１階モニターに児童虐待防止の周知を図る広報を放
映

こども未来室 0721-25-1000

34 大阪府 岬町 11月 ○ 町広報「岬だより１１月号」で啓発記事を掲載予定
しあわせ創造部子
育て支援課

072-492-2709

35 大阪府 泉佐野市 11月1日～ ○ 広報誌による啓発活動を実施実施
こども部子育て支
援課

072-463-1212

○　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 大阪府 大阪府 10月29日
ガンバ大阪のJリーグ試合会場において、啓発グッズの配布や、
ハーフタイムを利用した広報をする予定

福祉部子ども室家
庭支援課

06-6944-6675

8 大阪府 堺市
12月

若しくは1月
堺ブレイザーズの協力により観客へ啓発チラシ等を配布

子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331

女性に対する暴力をなく
す運動（パープルリボン
キャンペーン）と共同実
施

○　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 大阪府 大阪府 11月1日 ○ 大阪城及び天保山大観覧車をオレンジ色でライトアップ予定
福祉部子ども室家
庭支援課

06-6944-6675

2 大阪府 堺市 11月13日 ○ 児童虐待防止をテーマに関係機関研修を開催
子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331

3 大阪府 茨木市 10月20日～22日
「いばらきＫｏｋｏ（子育て・子育ち）フェスティバル」でオレ
ンジリボンキャンペーンを周知するため、子育て支援総合セン
ターで市民参加のプラバンコーナーを設置

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301



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

4 大阪府 四條畷市 年2回 ○
ファン・フレンズ・プログラムを実施
場所：市立岡部保育所、畷すずらん保育園、なわてすみれ園、市
立忍ケ丘あおぞらこども園

健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455
各保育所、幼稚園等
により実施月は異な
る。

5 大阪府 四條畷市 7月～8月
小学生版ファン・フレンズ・プログラムを実施
場所：子育て総合支援センター

健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455

6 大阪府 四條畷市
5月～6月、
9月～11月

○
前向き子育てプログラム”グループトリプルP”を実施
場所：子育て総合支援センター

健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455
一時保育あり：限定
5名。

7 大阪府 四條畷市
4月、6月～7月、

9月、11月～12月、
1月～2月

○
親子の絆づくりプログラム”赤ちゃんがきた！”を実施
場所：市民総合センター

健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455

8 大阪府 枚方市 11月26日 ○
前向きな子育て技術を学ぶ親子支援プログラム（「トリプル
P」）を用いた講座を開催

子ども総合相談セ
ンター家庭児童相
談担当

050-7102-3220


