
【兵庫県】

○　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 兵庫県 兵庫県 11月9日、2月 ○ 医療関係者等を対象にした児童虐待対応研修会を実施
健康福祉部少子高
齢局児童課

078-362-3203

2 兵庫県 兵庫県 11月 ○ 兵庫県こども家庭センター・兵庫県警察の合同研修を実施
健康福祉部少子高
齢局児童課

078-362-3203

3 兵庫県 神戸市 11月12日 ○
子育てイベント「すきっぷフェスタ」に児童虐待防止啓発ブース
を出展

こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

4 兵庫県 神戸市 11月12日 ○ KOBEオレンジリボンウォークを実施
こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

5 兵庫県 姫路市 11月10日 ○ 児童虐待防止フォーラムを開催
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

6 兵庫県 明石市 随時 ○
自治会の会合や市民団体が主催する研修会等における児童虐待防
止のための出前講座を実施

福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

7 兵庫県 豊岡市 11月 ○ 児童虐待防止に関する研修会を開催（民生委員含む）
こども支援セン
ター

0796-21-9003

8 兵庫県 宝塚市 11月26日 ○ 児童虐待防止市民啓発講座を実施 子育て支援課 0797-77-9116

9 兵庫県 高砂市 11月 ○ 児童虐待防止研修会を市内関係機関対象者に実施
こども未来部子育
て支援室子育て支
援課

079-442-2260

10 兵庫県 高砂市 7月～8月 児童虐待防止研修会を市内の保育士対象に実施
こども未来部子育
て支援室子育て支
援課

079-442-2260

11 兵庫県 三田市 1月14日 講演会を開催
健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

12 兵庫県 篠山市 11月27日～30日 ○
児童虐待防止研修会を民生委員児童委員協議会・子育て支援連絡
会と共催により開催

保健福祉部福祉総
務課児童福祉係

079-552-7101
講師・日程等調整中
です。

13 兵庫県 丹波市 11月11日 ○ 市内ホールにおいて児童虐待防止をテーマとした講演会を開催
教育部子育て支援
課家庭児童相談係

0795-70-0816

14 兵庫県 朝来市 11月 ○ 児童虐待防止研修会を実施
健康福祉部社会福
祉課

079-672-6123

15 兵庫県 加東市 11月24日 ○
オレンジリボンキャンペーン：庁舎前玄関及び児童虐待防止月間
講演会において民生児童委員と協働して啓発グッズを来場者に配
布

福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

16 兵庫県 加東市 11月24日 ○
児童虐待防止推進月間講演会を市役所において開催
講師：森田ゆりさん　「しつけと体罰」

福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

17 兵庫県 稲美町 11月 ○

虐待をテーマに研修会を開催。
対象は、要保護児童対策地域協議会構成員、町内保育所保育士、
幼稚園・小中学校教諭、主任児童委員、３歳児健診従事者、子育
て支援センター・児童館の職員ほか

健康福祉部地域福
祉課児童福祉係

079-492-9136

18 兵庫県 稲美町
9月27日、28日、
10月2日、3日

中学生と赤ちゃんが直接ふれあう機会を提供し、妊娠・出産・小
さな命の温もりや尊さについて学ぶ

健康福祉部地域福
祉課児童福祉係

079-492-9136

19 兵庫県 佐用町 10月23日
虐待防止講演会「大人が変われば子どもも変わる！」大阪府子ど
も虐待防止アドバイザー　講師：辻　由起子さん　会場：南光文
化センター

健康福祉課子育て
支援室

0790-82-0341

○　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 兵庫県 兵庫県 11月 ○ 県総合庁舎等で懸垂幕、横断幕を掲出
健康福祉部少子高
齢局児童課

078-362-3203

2 兵庫県 神戸市 10月～11月 ○ 市作成のチラシ・ポスターを配布
こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

3 兵庫県 神戸市 10月～11月 ○ 各区役所、各区のイベントにおいて啓発チラシ等の配布の実施
こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

4 兵庫県 姫路市 11月10日 ○ 児童虐待防止街頭キャンペーン活動を実施
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

5 兵庫県 姫路市 11月 ○ 市役所庁舎正面玄関に横断幕を掲示
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

6 兵庫県 姫路市 11月 ○ イオンと協働で普及啓発を実施（市内イオンにポスターを配布）
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

7 兵庫県 姫路市 11月 ○
のぼりを設置（市役所庁舎東玄関、幼稚園、保育所、小・中学
校、児童養護施設、地域子育て支援拠点施設）

健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

8 兵庫県 姫路市 11月 ○ 自治会へポスターを配布
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144



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

9 兵庫県 姫路市 11月 ○ こども支援課にオレンジリボンツリーを設置
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

10 兵庫県 姫路市 通年 ○ ＪＲ姫路駅の高架下にポスターを掲示
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

11 兵庫県 明石市 8月～11月 ○
明石市オレンジリボン協賛企業・団体（市内約80）を募集
（協賛企業・団体へはオレンジリボン着用、ポスター掲示などの
協力を依頼）

福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

12 兵庫県 明石市 11月 ○
関係機関に児童虐待防止啓発ポスター、チラシ、オレンジリボン
を配布

福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

13 兵庫県 明石市 11月 ○ 市役所公用車にボディパネルを掲示
福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

14 兵庫県 明石市 11月 ○ 市庁舎に横断幕、懸垂幕を設置
福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

15 兵庫県 西宮市 11月1日 ○
西宮市民政委員・児童委員会と市内全域における街頭での啓発
グッズ配布を実施

子供家庭支援課 0798-35-3089

16 兵庫県 西宮市 通年 ○
西宮市の観光キャラクターとオレンジリボンのコラボイラストの
作成

子供家庭支援課 0798-35-3089

17 兵庫県 西宮市 11月 ○ 市役所本庁者正面玄関に懸垂幕を掲揚 子供家庭支援課 0798-35-3089

18 兵庫県 西宮市 通年 ○ 広報啓発用ボールペンを作成、職員が携行して広報を行う 子供家庭支援課 0798-35-3089

19 兵庫県 洲本市 通年 ○
ショッピングモール店頭や各種イベントにおいて虐待防止に係る
広報誌などの配布・啓発を実施

子ども子育て課 0799-22-1333

20 兵庫県 洲本市 10月8日 洲本市総合福祉会館において児童虐待防止に係る啓発活動を実施 子ども子育て課 0799-22-1333

21 兵庫県 芦屋市 7月22日
第８回あしや保健福祉フェアにおいて、児童虐待防止推進キャン
ペーンとしてチラシや各グッズの配布の取組を実施

芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

22 兵庫県 芦屋市 11月 ○
児童虐待防止推進月間横断幕を芦屋市役所・芦屋市保健福祉セン
ター・ＪＲ芦屋駅前の３か所で設置（１１月１日～１１月３０
日）

芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

23 兵庫県 芦屋市 11月 ○
駅前で街頭キャンペーンを行い、DVやいじめ防止とともに児童虐
待防止の周知のため啓発グッズの配布活動を実施

芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

24 兵庫県 芦屋市 11月18日 ○
第11回 こどもフェスティバルにおいて児童虐待防止推進キャン
ペーンを実施予定（キャンペーングッズ配布等）

芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

25 兵庫県 伊丹市 11月 ○
児童虐待防止推進月間の周知、駅や小学校周辺への横断幕設置を
実施

こども家庭課 072-780-3518

26 兵庫県 相生市 11月 ○
市の公用車の側面にオレンジリボンマークのマグネットシートを
添付しオレンジリボン運動の啓発を実施

健康福祉部子育て
元気課

0791-22-7175

27 兵庫県 相生市 11月 ○
市庁舎壁面にオレンジリボン運動の横断幕を掲揚しオレンジリボ
ン運動の啓発を実施

健康福祉部子育て
元気課

0791-22-7175

28 兵庫県 相生市 10月8日
相生市子育てネットワーク推進協議会が作成した児童虐待防止チ
ラシを当日開催される市の恒例事業であるスポーツフェスティバ
ルで配布し児童虐待防止の広報、啓発を実施

健康福祉部子育て
元気課

0791-22-7175

29 兵庫県 相生市 12月10日
相生市子育てネットワーク推進協議会が作成した児童虐待防止チ
ラシを当日開催される主任児童委員主催の親子クリスマスコン
サートで配布し児童虐待防止の広報、啓発を行う

健康福祉部子育て
元気課

0791-22-7175

30 兵庫県 加古川市 11月 ○ 市役所前において児童虐待防止に関する懸垂幕を設置
こども部家庭支援
課家庭支援係

079-427-3073

31 兵庫県 加古川市 10月21日
学校やPTAの関係機関や一般市民を対象とした教育委員会主催の
講演会において、オレンジリボンと児童虐待防止についてのパン
フレットを配布

こども部家庭支援
課家庭支援係

079-427-3073

32 兵庫県 たつの市 11月 ○
ショッピングセンターにおいて児童虐待防止推進月間のリーフ
レット等を配布

こども未来部子育
て支援課

0791-64-3220

33 兵庫県 赤穂市 11月 ○ 市役所庁舎及び児童館や公民館において、児童虐待防止推進のぼりを設置
健康福祉部子育て
健康課こども支援
係

0791-43-6808

34 兵庫県 西脇市 11月25日 ○ パンフレット等を福祉まつりにおいて配布
西脇市福祉部こど
も福祉課

0795-22-3111 予定

35 兵庫県 宝塚市 11月1日 ○ 市職員に布製オレンジリボンの配布 子育て支援課 0797-77-9116

36 兵庫県 宝塚市 11月 ○
市庁舎に横断幕を掲示「STOP!!こども虐待こどもを虐待から守ろ
う!オレンジリボン運動」

子育て支援課 0797-77-9116

37 兵庫県 宝塚市 11月 ○ 庁用車に啓発マグネットを掲示 子育て支援課 0797-77-9116



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

38 兵庫県 宝塚市 11月 ○
市庁舎周辺にのぼりを設置「こどもを虐待から守ろう!!オレンジ
リボン運動」

子育て支援課 0797-77-9116

39 兵庫県 宝塚市 11月 ○ 街頭啓発活動として、市内駅付近で啓発グッズを配布 子育て支援課 0797-77-9116

40 兵庫県 三木市 4月

児童虐待被害等の当事者である子ども自身に正しい認識をもって
もらうため、児童虐待防止小学生用・中学生用啓発リーフレット
を独自に作成し、配布することにより、虐待やいじめの早期発見
や自発的な相談につながるよう啓発活動を実施

こども未来部子育
て支援課家庭支援
グループ

0794-82-2000

41 兵庫県 三木市 10月～11月 ○
市民向けに、児童虐待防止に係る啓発用ウエットテイッシュを作
成し、配布

こども未来部子育
て支援課家庭支援
グループ

0794-82-2000

42 兵庫県 三木市 11月 ○ 市庁舎に児童虐待防止推進月間に関する懸垂幕を設置
こども未来部子育
て支援課家庭支援
グループ

0794-82-2000

43 兵庫県 三木市 11月 ○ 公用車に児童虐待防止推進月間のマグネットシートを装着
こども未来部子育
て支援課家庭支援
グループ

0794-82-2000

44 兵庫県 高砂市 10月～12月 ○
啓発用のぼり旗を掲げ、主任児童委員、民生児童委員の協力の
下、親子が集まる場所で啓発ボールペンを配布

こども未来部子育
て支援室子育て支
援課

079-442-2260

45 兵庫県 高砂市 通年 ○
市庁舎に啓発用のぼり旗の設置、公用車への啓発用ボディパネル
の掲示、市庁舎屋上に児童虐待防止啓発用横断幕の設置を実施

こども未来部子育
て支援室子育て支
援課

079-442-2260

46 兵庫県 高砂市 通年 ○
こんにちは赤ちゃん訪問時、リーフレット『赤ちゃんを激しく揺
さぶらないで』を配布

こども未来部子育
て支援室子育て支
援課

079-442-2260

47 兵庫県 川西市
11月1日

～12月1日
○

庁舎周辺、阪急川西能勢口駅周辺、JR川西池田駅通路に、児童虐
待防止のぼり旗を設置

こども未来部子育
て・家庭支援課

072-740-1179

48 兵庫県 川西市
11月1日

～12月1日
○ 庁舎北に児童虐待防止懸垂幕を設置

こども未来部子育
て・家庭支援課

072-740-1179

49 兵庫県 小野市 11月 ○ 庁舎ロビーにのぼりを設置
市民福祉部子育て
支援課

0794-63-1645

50 兵庫県 小野市 11月 ○ 啓発懸垂幕を掲揚
市民福祉部子育て
支援課

0794-63-1645

51 兵庫県 小野市 11月 ○ 公用車に啓発マグネットシートを掲示
市民福祉部子育て
支援課

0794-63-1645

52 兵庫県 三田市 8月～10月
障害者ワークチャレンジ作業室「トライ」によるオレンジリボン
作成を実施

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

53 兵庫県 三田市 10月29日
多世代交流館「ふらっと」の「ふらっとフェスティバル」に参加
（風船、グッズ配布、ポスター掲示などを実施）

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

54 兵庫県 三田市 11月 ○
市内３ヶ所において街頭啓発を実施（オレンジリボン、チラシ、
啓発グッズの配布）

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

55 兵庫県 三田市 11月 ○
ふれあい大通り（三田市役所～総合福祉保健センター間）にバ
ナー旗を設置

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

56 兵庫県 三田市 11月 ○
本庁・南分館・市民センター等の公用車に啓発マグネットシート
を貼付

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

57 兵庫県 三田市 11月 ○ 市内３ヶ所に横断幕を設置
健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

58 兵庫県 三田市 11月 ○ 市職員及び要対協メンバーがオレンジリボンバッチを着用
健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

59 兵庫県 三田市 11月 ○ 小学生の保護者に啓発グッズを配布
健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

60 兵庫県 三田市 11月 ○
11月に開催予定のイベント（広野市民センター祭り、いい歯の日
フェアなど）で啓発グッズを配布

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

61 兵庫県 三田市 11月 ○
湊川短期大学の学生がふらっとフェスティバル、街頭啓発に参加
学祭で啓発グッズを配布

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

62 兵庫県 加西市 11月 ○ 市庁舎に「児童虐待防止推進月間」の懸垂幕を設置
健康福祉部地域福
祉課

0790-42-8709

63 兵庫県 加西市 11月 ○ 市公用車に「児童虐待防止」啓発マグネットシートを貼付
健康福祉部地域福
祉課

0790-42-8709

64 兵庫県 加西市 11月 ○
加西市ファミリーサポートクラブ会報「ファミサポだより」に児
童虐待に関する啓発記事を掲載し、配布

健康福祉部地域福
祉課

0790-42-8709

65 兵庫県 加西市 11月 ○
加西市地域交流センターウォールギャラリーに作成したオレンジ
リボン運動啓発用掲示物を展示

健康福祉部地域福
祉課

.0790-42-8709

66 兵庫県 加西市 11月19日 ○ 福祉まつりの来場者に対して、児童虐待防止の啓発物品を配布
健康福祉部地域福
祉課

0790-42-8709

67 兵庫県 加西市 通年 ○
出生時、転入時（３歳未満）に配布する子育てハンドブックに児
童虐待に関する啓発ページを設け、配布

健康福祉部地域福
祉課

0790-42-8709



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 兵庫県 篠山市 11月 ○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲揚
保健福祉部福祉総
務課児童福祉係

079-552-7101

69 兵庫県 養父市 11月 ○
「児童虐待防止」の啓発のためのリ-フレットを作成して、市内
学校園の保護者に配布

こども育成課 079-664-0315

70 兵庫県 養父市 11月 ○
市内区長会、民生委員連合会の会合で市作成の「児童虐待防止月
間」のリ-フレットを配布して、啓発活動を実施

こども育成課 079-664-0315

71 兵庫県 丹波市 11月 ○ 庁舎敷地内に懸垂幕及び虐待防止ののぼりを設置
教育部子育て支援
課家庭児童相談係

0795-70-0816

72 兵庫県 南あわじ市 11月以降
「１８９」番ダイヤル、児童虐待にあたる行為、標語、家庭児童
相談室の連絡先などを記載した児童虐待防止啓発チラシを作成
し、新聞折り込みにより全戸配布

福祉部子育て支援
課家庭児童相談室

0799-43-5219

73 兵庫県 南あわじ市 11月以降

児童虐待防止の啓発、家庭児童相談室の連絡先、市の子育て応援
キャラクター「ゆめるん」等を印刷した啓発グッズを作成し、市
内全保育所、幼稚園、こども園、小学校および子育て学習･支援
センター等を通じて配布

福祉部子育て支援
課家庭児童相談室

0799-43-5219

74 兵庫県 朝来市 11月 ○
児童虐待防止に関するチラシを作成し、新聞折り込みにより全戸
配布

健康福祉部社会福
祉課

079-672-6124

75 兵庫県 朝来市 11月 ○ 児童虐待防止啓発グッズを作成し、児童生徒に配布
健康福祉部社会福
祉課

079-672-6125

76 兵庫県 朝来市 11月 ○ 市役所各支所に懸垂幕を掲揚
健康福祉部社会福
祉課

079-672-6126

77 兵庫県 朝来市 11月 ○ 市役所、図書館等にオレンジリボンツリーを設置
健康福祉部社会福
祉課

079-672-6128

78 兵庫県 淡路市 通年 ○
教職員・保育従事者向け児童虐待対応マニュアルを作成し、、早
期発見の対応と予防のため関係機関に配布

健康福祉部子育て
応援課

0799-64-2134

79 兵庫県 宍粟市 5月～6月
民生委員・児童委員協議会や学校長会議に出席し、児童虐待防止
や通報について協力を依頼

保健福祉課（家庭
児童相談室）

0790-63-1950

80 兵庫県 宍粟市 6月～７月
家庭児童相談室の役割等を掲載したチラシを保育所・幼稚園・学
校の保護者に配布し、児童虐待防止や相談について周知

保健福祉課（家庭
児童相談室）

0790-63-1950

81 兵庫県 宍粟市 11月 ○
市内のショッピングセンターにおいて、グッズを配布し、児童虐
待防止と通報の周知を実施

保健福祉課（家庭
児童相談室）

0790-63-1950

82 兵庫県 加東市 7月15日 オレンジリボンキャンペーンを平池公園祭り会場において実施
福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

83 兵庫県 加東市 8月2日
オレンジリボンキャンペーンをかとう夏祭り会場において実施
し、民生児童委員と協働して啓発グッズを来場者に配布

福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

84 兵庫県 加東市 10月28日
オレンジリボンキャンペーンを秋のフェスティバル会場において
実施し、民生児童委員と協働して啓発グッズを来場者に配布

福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

85 兵庫県 加東市 11月 ○ 推進月間に合わせて、市役所や公共施設にのぼり・懸垂幕を設置
福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

86 兵庫県 加東市 11月 ○ 市公用車に、児童虐待防止の啓発マグネットを貼り啓発を実施
福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

87 兵庫県 猪名川町 11月3日 ○
いながわまつり（総合公園）において、虐待防止の啓発物品、チ
ラシを作成し、配布

生活部こども課 072-767-7477

88 兵庫県 猪名川町 11月3日 ○ 町役場本庁舎等(３か所）に懸垂幕、横断幕を掲揚 生活部こども課 072-767-7477

89 兵庫県 多可町 11月 ○ PR活動（児童虐待防止の懸垂幕を設置）
多可町教育委員会
こども未来課

0795-32-2385

90 兵庫県 稲美町 11月 ○
町役場庁舎に懸垂幕を設置し、児童虐待防止及びオレンジリボン
キャンペーンの周知を実施

健康福祉部地域福
祉課児童福祉係

079-492-9136

91 兵庫県 稲美町 11月 ○
町公用車にマグネットシートを貼付し、児童虐待防止及びオレン
ジリボンキャンペーンの周知を実施

健康福祉部地域福
祉課児童福祉係

079-492-9136

92 兵庫県 稲美町 11月 ○
町内スーパーの店頭や子育て支援施設及び行事で、児童虐待防止
啓発グッズ（ティッシュ、絆創膏等）を配布し、周知・啓発を実
施

健康福祉部地域福
祉課児童福祉係

079-492-9136

93 兵庫県 播磨町 11月 ○ 広報紙により啓発を実施
福祉グループ社会
児童福祉チーム

079-435-2362

94 兵庫県 播磨町 11月 ○ オレンジリボンを職員や議員等に配布し啓発を実施
福祉グループ社会
児童福祉チーム

079-435-2362

95 兵庫県 播磨町 11月 ○ オレンジリボンで装飾したツリーを設置
福祉グループ社会
児童福祉チーム

079-435-2362

96 兵庫県 福崎町 8月10日
「児童虐待かなと思ったら☎189へ　福崎町保健センター」文字
入りライト付キーホルダーを作成し、町主催の夏祭りで住民へ配
布

健康福祉課 0790-22-0560



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

97 兵庫県 福崎町 11月3日 ○
「児童虐待かなと思ったら☎189へ　福崎町保健センター」文字
入りライト付キーホルダーを作成し、町主催の秋祭りで住民へ配
布

健康福祉課 0790-22-0560

98 兵庫県 福崎町 随時
「児童虐待かなと思ったら☎189へ　福崎町保健センター」文字
入りライト付キーホルダーを作成し、各健康教室等で住民へ配布

健康福祉課 0790-22-0560

99 兵庫県 太子町 11月3日 ○
まつりでオレンジリボンキャンペーンを行い、子どもたちに簡単
な製作をしてもらう

生活福祉部社会福
祉課児童福祉係

079-277-1013

100 兵庫県 太子町 11月 ○ 職員がオレンジリボンを胸に装着
生活福祉部社会福
祉課児童福祉係

079-277-1013

101 兵庫県 香美町 8月6日
人権講演会開催会場出入口において児童虐待防止グッズを配布
（香住区）

香美町福祉課 0796-36-1964

102 兵庫県 香美町 8月26日
人権講演会開催会場出入口において児童虐待防止グッズを配布
（小代区）

香美町小代地域局 0796-97-3111

103 兵庫県 香美町 9月16日 地域の運動会において児童虐待防止グッズを配布（村岡区） 香美町村岡地域局 0796-94-0321

104 兵庫県 新温泉町 11月 ○ 庁舎に啓発ポスター、リーフレット等を設置 健康福祉課 0796-82-5620

○　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 兵庫県 兵庫県 11月 ○ 新聞紙上において児童虐待防止啓発広告を掲載
健康福祉部少子高
齢局児童課

078-362-3203

2 兵庫県 神戸市 10月～11月 ○ ラジオで啓発活動を実施
こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

3 兵庫県 神戸市 10月21日
小学生陸上競技大会において、電光掲示板で広報動画の掲載・チ
ラシの配布を実施

こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

4 兵庫県 姫路市 11月 ○ 市庁舎内モニター広告による児童虐待の通告先の案内を実施
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

5 兵庫県 姫路市 11月 ○
JR姫路駅北側大型カラービジョンによる児童虐待の通告先の案内
を実施

健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

6 兵庫県 尼崎市 11月 ○ 市報に児童虐待防止啓発の記事を掲載
福祉事務所生活支
援相談課

06-6489-6921

7 兵庫県 明石市 11月1日 ○ 市広報誌において啓発記事を掲載
福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

8 兵庫県 明石市 11月 ○ 神姫バスデジタルネイサージにおいて啓発広告を掲示
福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

9 兵庫県 明石市 11月 ○ あかしケーブルテレビにおいて啓発活動に関する放映を実施
福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

10 兵庫県 西宮市 11月 ○
市役所広報誌（市制ニュース）、ホームページにおいて広報を実
施

子供家庭支援課 0798-35-3089

11 兵庫県 洲本市 通年 ○
ショッピングモール店頭や各種イベントにおいて虐待防止に係る
広報誌などの配布・啓発を実施

子ども子育て課 0799-22-1333

12 兵庫県 洲本市 11月 ○ 洲本市ケーブルテレビ文字放送による周知広報を実施 子ども子育て課 0799-22-1333

13 兵庫県 相生市 11月 ○ 広報紙に児童虐待防止推進月間について掲載
健康福祉部子育て
元気課

0791-22-7175

14 兵庫県 豊岡市 11月 ○ 豊岡市の広報において、虐待防止関係を掲載
こども支援セン
ター

0796-21-9003

15 兵庫県 豊岡市 11月 ○ 豊岡市の電光掲示板にテロップを掲示
こども支援セン
ター

0976-21-9003

16 兵庫県 加古川市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載
こども部家庭支援
課家庭支援係

079-427-3073

17 兵庫県 加古川市 11月 ○ 市役所の庁内放送で児童虐待防止についての呼びかけを実施
こども部家庭支援
課家庭支援係

079-427-3073

18 兵庫県 西脇市 11月 ○ 市広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知
西脇市福祉部こど
も福祉課

0795-22-3111

19 兵庫県 宝塚市 11月1日 ○ 広報たからづかへ児童虐待防止月間に関する記事を掲載 子育て支援課 0797-77-9116

20 兵庫県 三木市 11月 ○
広報「みき」１１月号に児童虐待防止に係る市・県の相談窓口を
掲載する。また市の「子育て家庭ショートステイ事業」、「養育
支援訪問事業」の紹介記事と相談窓口を掲載する。

こども未来部子育
て支援課家庭支援
グループ

0794-82-2000



都道府県 市区町村
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11月に実施する
場合、○を選択
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21 兵庫県 川西市 11月1日 ○ 街頭啓発活動を実施
こども未来部子育
て・家庭支援課

072-740-1179

22 兵庫県 小野市 11月 ○ 広報・ホームページ・メール配信システムに掲載
市民福祉部子育て
支援課

0794-63-1645

23 兵庫県 三田市 11月 ○
本庁舎１階市民課前の電光掲示板で児童虐待防止に関する情報を
放映

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

24 兵庫県 三田市 11月 ○ 市広報・ホームページでの啓発を実施
健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

25 兵庫県 加西市 11月 ○ 市広報、市ホームページにおいて啓発記事を掲載
健康福祉部地域福
祉課

0790-42-8709

26 兵庫県 篠山市 11月 ○ 市広報紙へ児童虐待防止推進月間の記事を掲載
保健福祉部福祉総
務課児童福祉係

079-552-7101

27 兵庫県 養父市 11月 ○ 市広報紙に「児童虐待防止推進月間」の紹介と啓発記事を掲載 こども育成課 079-664-0315

28 兵庫県 南あわじ市 11月 ○
市広報において児童虐待防止の標語、家庭児童相談室の連絡先等
を掲載

福祉部子育て支援
課家庭児童相談室

0799-43-5219

29 兵庫県 南あわじ市 11月 ○
電子掲示板（オニオンタワー）において児童虐待防止月間の周
知、標語等を掲示

福祉部子育て支援
課家庭児童相談室

0799-43-5219

30 兵庫県 南あわじ市 11月 ○
ケーブルテレビ文字放送において標語、家庭児童相談室の連絡先
等を掲示

福祉部子育て支援
課家庭児童相談室

0799-43-5219

31 兵庫県 朝来市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
健康福祉部社会福
祉課

079-672-6126

32 兵庫県 朝来市 11月 ○ 市ケーブルテレビにおいて児童虐待防止に関する文字放送を実施
健康福祉部社会福
祉課

079-672-6127

33 兵庫県 宍粟市 10月15日
市広報誌（全戸配布）において、児童虐待防止に関する市の取組
（虐待防止対応マニュアル等）と児童虐待防止推進月間の紹介を
実施

保健福祉課（家庭
児童相談室）

0790-63-1950

34 兵庫県 加東市 11月 ○ 市ケーブルテレビ、広報等を通じて児童虐待防止の啓発を実施
福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

35 兵庫県 猪名川町 11月3日 ○ 広報誌において啓発 生活部こども課 072-767-7477

36 兵庫県 多可町 11月1日 ○
PR活動を実施（町広報誌おいて、児童虐待防止に関する記事を掲
載）

多可町教育委員会
こども未来課

0795-32-2385

37 兵庫県 稲美町 11月 ○ 広報いなみ11月号において、児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉部地域福
祉課児童福祉係

079-492-9136

38 兵庫県 神河町
10月30日

～11月30日
○ 町運営のCATVで児童虐待防止推進月間の周知を実施 住民生活課 0790-34-0962

39 兵庫県 市川町 11月 ○ 啓発記事を広報に掲載 保健福祉センター 07490-26-1999

40 兵庫県 太子町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する通告先等を紹介
生活福祉部社会福
祉課児童福祉係

079-277-1013

41 兵庫県 上郡町 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
健康福祉課地域福
祉係

0791-52-1114

42 兵庫県 香美町 5月11日 町広報紙において、児童虐待防止に関する相談窓口を紹介 香美町福祉課 0796-36-1964

○　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 兵庫県 兵庫県 11月8日 ○ Ｊリーグヴィッセル神戸ホームゲーム時において啓発活動を実施
健康福祉部少子高
齢局児童課

078-362-3203

○　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 兵庫県 神戸市 11月12日 ○ シンボル施設のライトアップを実施
こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

2 兵庫県 姫路市 8月～10月 ○ 中学生、大学生等の若者向けに出前講座を実施
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

3 兵庫県 姫路市 6月
放課後児童クラブ（学童保育）支援員への児童虐待に関する研修
を実施

健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

4 兵庫県 明石市 11月 ○
明石市立天文科学館壁面へのオレンジリボンマーク投射と明石海
峡大橋のオレンジイルミネーションの共演

福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097



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 兵庫県 芦屋市 5月31日

第１回芦屋市要保護児童対策地域協議会代表者会議研修会「児童
福祉法改正の流れと市町村・要対協の働きについて」
講師：荻野　勝巳氏
場所： 芦屋市役所東館３階　小会議室４，５　　　時間：13時
～

芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

6 兵庫県 芦屋市 8月30日 平成29年度第１回地域子育て支援者・担当職員育成研修会を実施
芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

7 兵庫県 芦屋市 11月29日 ○
児童虐待防止推進支援者研修会「未定」
講師：辻　由紀子　氏
場所：芦屋市保健福祉センター３階多目的ホール　　　時間：15

芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

8 兵庫県 芦屋市 12月6日 平成29年度第２回地域子育て支援者・担当職員育成研修会を実施
芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

9 兵庫県 川西市 11月8日 ○ 外部講師による、DVと児童虐待防止のための講演会を実施
こども未来部子育
て・家庭支援課

072-740-1179

10 兵庫県 川西市 11月 ○ 川西市広告入り番号案内機に啓発文を掲示
こども未来部子育
て・家庭支援課

072-740-1179

11 兵庫県 小野市 10月25日

小野市オレンジリボン運動として、市内保育園５歳児ふれあい運
動会に参加し、児童館マスコットキャラクターのチャイちゃん・
コムくんといっしょに児童虐待防止推進月間について保護者にPR
を実施

市民福祉部子育て
支援課

0794-63-1645

12 兵庫県 多可町 5月～11月 ○ 町内小学校（５校）授業協力『命の授業』を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

13 兵庫県 多可町 7月～2月 ○ 町内中学校(３年）家庭科授業協力『保育ふれあい体験』を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

14 兵庫県 多可町 6月12日、21日 県立多可高等学校(２年）保健授業協力『育児学習』を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

15 兵庫県 多可町 6月26日
県立多可高等学校(２年）福祉授業協力『レクリエーション学
習』を実施

子育てふれあいセンター 0795-37-2525

16 兵庫県 多可町 6月5日～9日 トライやるウィーク(仕事体験)を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

17 兵庫県 多可町 7月28日 親子交流会『夏まつり』(交流会館）を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

18 兵庫県 多可町 8月26日 家族交流会『夕涼み会』（かみingホール）を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

19 兵庫県 多可町 10月 子育てカーニバル(アスパル)を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

20 兵庫県 太子町 11月初旬～中旬 ○ 庁舎をオレンジにライトアップ
生活福祉部社会福
祉課児童福祉係

079-277-1013


