
【高知県】

○　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 高知県 高知県及び高知市 10月28日～29日 「子どもの虐待防止推進全国フォーラム in こうち」を開催
地域福祉部児童家
庭課

088-823-9655

2 高知県 高知県 10月14日、28日
高知オレンジリボンキャンペーンを開催
（10月14日：講演会、10月28日：たすきウォーク）

地域福祉部児童家
庭課

088-823-9655

3 高知県 高知市 11月19日 ○

児童虐待防止に関する講演会を高知県及び高知市教育委員会後援
により開催
テーマ 「これって虐待なの？」～育児不安を虐待に発展させな
いために～
会場 　高知県高知市保健福祉センター３階大会議室

こども未来部子ど
も家庭支援セン
ター

088-823-1212

4 高知県 香南市 11月23日 ○
香南ふれあい祭、人権啓発フェスティバルにて相談窓口、啓発パ
ネル展示

福祉事務所 0887-857-8509

5 高知県 土佐市 11月14日 ○
児童虐待・モラスハラスメント等をテーマにした映画「カノン」
の上映会開催、同時に入場者に市の児童虐待の現状等について周
知を実施

土佐市少年育成セ
ンター

088-852-7702

6 高知県 黒潮町 12月11日
要保護児童対策協議会を中心に保育部門・教育部門と一緒に支援
者が家庭にどのように関わっていくか「対人援助論」をテーマに
講演会及び研修会を実施

健康福祉課福祉係 0880-43-2116 予定

○　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 高知県 高知県 9月
高知オレンジリボンキャンペーン（たすきウォーク・講演会）の
広報（ポスター及びチラシの掲示・配布）

地域福祉部児童家
庭課

088-823-9655

2 高知県 高知市 11月 ○
児童虐待対応の手引き（小冊子）を要保護児童対策地域協議会の
構成機関向けに配布

こども未来部子ど
も家庭支援セン
ター

088-823-1212

3 高知県 安芸市 通年 ○
安芸市福祉事務所の窓口において安芸市作成の児童虐待防止啓発
リーフレットを設置・配布

安芸市福祉事務所
こども係

0887-35-1009

4 高知県 安芸市 11月 ○ 市役所庁舎に虐待防止啓発の垂れ幕を掲示
安芸市福祉事務所
こども係

0887-35-1009

5 高知県 香南市 通年 ○ 乳幼児検診の案内書類へ相談窓口紹介のチラシを同封 福祉事務所 0887-857-8509

6 高知県 南国市 11月 ○
広報啓発用ポケットティッシュを作成し、市内保育・幼・小・
中・高校へ配布

福祉事務所こども
相談係

088-880-6564

7 高知県 大豊町 6月27日 町内民生委員を対象に、虐待防止の普及啓発活動を実施 教育委員会事務局 0887-72-0450

8 高知県 土佐市 11月 ○ 児童虐待防止を啓発する幟旗を作成し、公共機関や学校等に設置
土佐市少年育成セ
ンター

088-852-7702

9 高知県 土佐市 11月 ○ 市の公用車に虐待防止を啓発するマグネットを貼付
土佐市少年育成セ
ンター

088-852-7702

10 高知県 土佐市 11月1日～2日 ○
市が作成した虐待防止を啓発するクリアファイル等を市内量販店
で市民に配布

土佐市少年育成セ
ンター

088-852-7702

11 高知県 日高村 通年 ○
村独自で作成した児童虐待防止カードを研修会・イベント等で配
布

教育委員会
子ども支援室

0889-24-4411

12 高知県 須崎市 5月～6月
市内小中学校・保育園を訪問して家庭児童相談室のチラシを配布
し、児童虐待防止の啓発を実施。また、全家庭へのチラシ配布を
依頼。

須崎市家庭児童相
談室

0889-42-1204

13 高知県 黒潮町 11月19日 ○ 町社会福祉大会で啓発事業を実施 健康福祉課福祉係 0880-43-2116 予定

○　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 高知県 高知県
10月上旬

～11月下旬
○

高知オレンジリボンキャンペーン（たすきウォーク・講演会）等
の広報（CM放映、県広報番組、月刊誌等）

地域福祉部児童家
庭課

088-823-9655

2 高知県 高知市 10月 高知市広報「あかるいまち」に虐待防止関連記事を掲載
こども未来部子ど
も家庭支援セン
ター

088-823-1212

3 高知県 室戸市 11月 ○
市広報誌において、児童虐待防止推進月間と全国共通3桁ダイヤ
ル189（いちはやく）を周知

生涯学習課 0887-22-5144
（広報誌原稿締切
日）9/20

4 高知県 安芸市 11月 ○
市広報誌において児童虐待防止に関する内容（相談方法・相談窓
口等）を掲載

安芸市福祉事務所
こども係

0887-35-1009

5 高知県 四万十市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間の周知、啓発を実施
福祉事務所　家庭
福祉係

0880-34-1801



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

6 高知県 東洋町 6月
広報誌に「全国一斉子どもの人権110番強化週間」に関する記事
を掲載

住民課 0887-29-3394

7 高知県 東洋町 8月
広報誌に「大人も子どもも、みんなで守ろう人権」に関する記事
を掲載

住民課 0887-29-3394

8 高知県 東洋町 10月 広報誌に「児童虐待防止推進月間」に関する記事を掲載予定 住民課 0887-29-3394

9 高知県 田野町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載 保健福祉課 0887-38-2812

10 高知県 北川村 11月 ○ 村広報紙において児童虐待防止について啓発 住民課 0887-32-1214

11 高知県 香南市 11月 ○
市広報誌への掲載、市内保幼小中･認可保育施設･医療機関を訪問
してポスターを配布

福祉事務所 0887-857-8509

12 高知県 香美市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載
福祉事務所社会福
祉班

0887-53-3117

13 高知県 南国市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待防止推進月間の取組を周知
福祉事務所こども
相談係

088-880-6564

14 高知県 大豊町 11月 ○ 11月広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載予定 教育委員会事務局 0887-72-0450

15 高知県 芸西村 11月 ○ 広報紙において、オレンジリボン活動への協賛・協力を実施 健康福祉課 0887-33-2112

16 高知県 大川村 11月 ○ 村広報誌において、児童虐待防止について掲載 総務課 0887-84-2211

17 高知県 土佐市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止及び虐待相談窓口について周知
土佐市少年育成セ
ンター

088-852-7702

18 高知県 佐川町 11月1日 ○ 広報紙において、児童虐待防止の啓発、通報先の案内等を掲載
健康福祉課地域サ
ポート係

0889-22-7137

19 高知県 越知町 11月1日 ○ 町広報において児童虐待防止に関する啓発・周知を実施 生涯学習課 0889-26-3400

20 高知県 日高村 11月 ○ 村広報誌において児童虐待防止推進月間について掲載
教育委員会子ども
支援室

0889-24-4411

21 高知県 日高村 12月～3月
村広報誌において児童虐待について掲載（通告先、児童虐待とは
…等）

教育委員会子ども
支援室

0889-24-4411

22 高知県 須崎市 11月 ○ 須崎市広報誌に児童虐待防止の啓発記事を掲載
須崎市教育委員会
子ども・子育て支
援課

0889-42-1229

23 高知県 いの町 11月 ○ 町広報誌において月間の意義を周知 教育委員会事務局 088-893-1922

24 高知県 津野町 10月1日
町広報紙において、高知オレンジリボンキャンペーンのイベント
を紹介

総合保健福祉セン
ター

0889-55-2151

25 高知県 梼原町 11月中旬 ○ 広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載
保健福祉支援セン
ター

0889-65-1170

26 高知県 土佐清水市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待防止について周知、啓発
福祉事務所子育て
支援係

0880-87-9011

27 高知県 大月町 10月 町広報紙において、児童虐待防止推進月間を紹介 町民福祉課 0880-73-1113

28 高知県 三原村 10月6日 村広報紙において、児童虐待防止に関する県の施策を紹介 住民課 0880-46-2111

○　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 高知県 馬路村 10月 民生委員・児童委員協議会での周知 健康福祉課 0887-44-2112

2 高知県 仁淀川町 2月2日
いじめ問題対策推進協議会を開催
（いじめ、児童虐待等の状況報告と対策について）

仁淀川町いじめ問
題対策推進協議会

0889-35-0018 予定

3 高知県 仁淀川町 11月9日 ○ 校長会（現状と実態把握）を開催
仁淀川町教育委員
会

0889-35-0019

4 高知県 仁淀川町 11月1日 ○
仁淀川町研究所ミーティングを実施
（子育て支援と、児童虐待等の実態把握と予防に向けての取組に
ついて）

仁淀川町教育委員
会

0889-35-0018

5 高知県 四万十町 11月中旬 ○ 研修会を開催予定 健康福祉課 0880-22-3115


