
【長崎県】

○　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 長崎県 諫早市 10月27日 ○
児童虐待防止研修会の実施（教職員や保育士等を対象に発達障害
と虐待の関係性について学ぶ　市民センター講堂）

健康福祉部こども
支援課

0957-22-1500

2 長崎県 大村市 未定 児童虐待防止講演会の実施
こども未来部こど
も家庭課こども家
庭支援室

0957-54-9100 未定

3 長崎県 壱岐市 日程未定 ○
ステキなパパママ未来体感事業　：　将来親となる高校生を対象
に児童虐待の防止対策事業としてパパママ体感講座を開催

こども家庭課 0920-48-1117 未定

4 長崎県 壱岐市 随時 ○
いき☆いっぽ広場　：　6か月未満の第１子乳児母子の育児支援
プログラムを実施し、早期から母子の愛着を育み児童虐待防止に
つなげる。

こども家庭課 0920-48-1117
1サイクル6回を年6
サイクル開催

5 長崎県 壱岐市 11月3日 ○
親子ふれあい広場　：　市内の認可保育所が一堂に会し、親子遊
びや子育てに関する相談など実施し、親子の絆を深め児童虐待防
止に寄与する。

壱岐市保育会 0920-47-0741

6 長崎県 長与町 通年・随時 ＩＰＰＯ講座の開催
住民福祉部こども
政策課母子保健係

095-883-1111

○　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 長崎県 長崎県 通年 ○ 県内の会議・イベント時の啓発物品配布
こども政策局こど
も家庭課

095-895-2442

2 長崎県 長崎県 11月 ○
児童虐待防止懸垂幕の掲示
各警察署・市町において懸垂幕の掲示を依頼する

こども政策局こど
も家庭課

095-895-2442

3 長崎県 長崎市 11月 ○ 市役所庁舎に横断幕を掲示
こども部子育て支
援課

095-829-1270

4 長崎県 長崎市 通年 ○ 公用車に啓発用のオレンジリボンのマグネットを貼付
こども部子育て支
援課

095-829-1270

5 長崎県 長崎市 11月 ○ 市内各公共施設等に長崎市の「子育て相談」のカード配布
こども部子育て支
援課

095-829-1270

6 長崎県 長崎市 11月19日 ○
子育てフェスタにて、児童虐待防止のチラシ、「子育て相談」
カード等配布

こども部子育て支
援課

095-829-1270

7 長崎県 佐世保市 11月 ○ 児童虐待予防の懸垂幕を市役所本庁舎に掲示
子ども保健課子ど
も子育て応援セン
ター

0956-25-9705

8 長崎県 佐世保市 11月 ○ 民生委員児童委員へオレンジリボンとチラシの配布
子ども保健課子ど
も子育て応援セン
ター

0956-25-9705

9 長崎県 島原市 11月 ○ 児童虐待防止月間懸垂幕の掲揚
福祉保健部こども
課

0957-62-8003

10 長崎県 島原市 11月 ○ 公用車への啓発マグネットシートの掲示
福祉保健部こども
課

0957-62-8003

11 長崎県 諫早市 11月 ○ 児童虐待防止チラシを作成し、自治会を通じ全戸配布
健康福祉部こども
支援課

0957-22-1500

12 長崎県 諫早市 11月 ○ 懸垂幕の掲揚
健康福祉部こども
支援課

0957-22-1500

13 長崎県 諫早市 通年 ○ 公用車に啓発マグネットを掲示
健康福祉部こども
支援課

0957-22-1500

14 長崎県 大村市 11月 ○
児童虐待防止啓発懸垂幕の掲示（こどもセンター）、立て看板の
設置

こども未来部こど
も家庭課こども家
庭支援室

0957-54-9100

15 長崎県 大村市 11月 ○ 公用車に児童虐待防止啓発マグネットの貼付
こども未来部こど
も家庭課こども家
庭支援室

0957-54-9100

16 長崎県 大村市 11月 ○
保育会主催の「保育フェア」において、児童虐待防止啓発活動の
実施

こども未来部こど
も家庭課こども家
庭支援室

0957-54-9100

17 長崎県 大村市 11月 ○ ココロねっこ運動時に児童虐待防止啓発チラシ等の配布
こども未来部こど
も家庭課こども家
庭支援室

0957-54-9100

18 長崎県 大村市 11月 ○
児童虐待防止啓発のぼりの（市内の保育園、幼稚園、小中学校、
出張所等）掲示

こども未来部こど
も家庭課こども家
庭支援室

0957-54-9100

19 長崎県 大村市 11月 ○ 児童虐待防止啓発マスクの（大村駅）配布
こども未来部こど
も家庭課こども家
庭支援室

0957-54-9100

20 長崎県 平戸市 11月 ○ 市役所庁舎壁に懸垂幕の提示
福祉課子育て支援
班

0950-22-4111

21 長崎県 平戸市 10月 福祉健康祭りにて、パンフレット配布
福祉課子育て支援
班

0950-22-4111



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

22 長崎県 松浦市 11月 ○ 市役所庁舎正面玄関の壁に懸垂幕の提示 子育て・こども課 0956-72-1111

23 長崎県 松浦市 11月 ○
市役所・ロビー・各支所で虐待についてのポスターや資料の展
示・相談窓口の紹介等を実施

子育て・こども課 0956-72-1111

24 長崎県 松浦市 10月末 水軍まつりにおいて啓発用マスクを配布予定 子育て・こども課 0956-72-1111

25 長崎県 松浦市 11月 ○ 市職員等によるオレンジ色の啓発ジャンパーを着用 子育て・こども課 0956-72-1111

26 長崎県 松浦市 11月 ○ 市役所、各支所、小・中学校に広報用のぼり旗を提示 子育て・こども課 0956-72-1111

27 長崎県 松浦市 11月 ○ 公用車に啓発マグネットを掲示 子育て・こども課 0956-72-1111

28 長崎県 対馬市 11月 ○ 庁舎に児童虐待防止推進月間の横断幕を掲示 こども未来課 0925-58-1119

29 長崎県 壱岐市 11月 ○ 児童虐待防止啓発活動 ： 市内6ヵ所横断幕掲示 こども家庭課 0920-48-1117

30 長崎県 五島市 通年 ○ ひとり親家庭に対して家庭児童相談室の紹介チラシ配布
社会福祉課こども
家庭未来班

0959-72-6117

31 長崎県 雲仙市 通年 ○
赤ちゃん健康相談会場において、虐待防止、児童相談窓口につい
てチラシ配布

子ども支援課 0957-36-2500

32 長崎県 雲仙市 11月 ○ 児童虐待防止月間懸垂幕の掲示 子ども支援課 0957-36-2500

33 長崎県 雲仙市 通年 ○
母子手帳交付時、家庭児童相談室・子育てサポートセンターにつ
いてチラシ配布

子ども健康班 0957-36-2501

34 長崎県 南島原市 11月 ○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲示
福祉保健部こども
未来課

0957-73-6652

35 長崎県 長与町 通年 ○ 町子育て支援パンフレット（大きくなーれ）の配布
住民福祉部こども
政策課母子保健係

095-883-1111

36 長崎県 時津町 11月 ○ 庁舎に懸垂幕を定時 福祉課 095-882-2211

37 長崎県 時津町 11月25日 ○ 人権パレードの折、児童虐待防止に関するパンフレットを配布 福祉課 095-882-2211

38 長崎県 東彼杵町 11月 ○ 庁舎に懸垂幕を掲示 町民課 0957-46-1155

39 長崎県 東彼杵町 随時 町作成の子育て支援パンフレットにて相談窓口周知 町民課 0957-46-1155

40 長崎県 川棚町 11月19日 ○
愛育食育フェスティバル（子育て支援の一環として母子ふれあい
の場、食育に努めることを目的に開催）の来場者に対して、虐待
防止啓発チラシ等を配布する。

健康推進課 0596-82-5412

41 長崎県 川棚町 11月3日～5日 ○
町文化祭において、母子愛育班でオレンジリボン運動シールを配
布する。

健康推進課 0956-82-5412

42 長崎県 川棚町 11月 ○ 公用車にオレンジリボンマグネットを貼り付ける 住民福祉課 0956-82-3130

43 長崎県 川棚町 11月 ○ 子育て冊子を作成し窓口等に設置 住民福祉課 0956-82-3130

44 長崎県 川棚町 11月 ○ ポスターや冊子を地域や関係機関に配布し、掲示等を依頼 住民福祉課 0956-82-3130

45 長崎県 波佐見町 11月 ○ 児童虐待防止月間の懸垂幕の掲示 住民福祉課 0956-85-2333

46 長崎県 佐々町 通年 ○ 公用車に児童虐待防止啓発のマグネットを添付 住民福祉課福祉班 0956-62-2101

47 長崎県 佐々町 11月 ○ 庁舎に児童虐待防止推進月間の横断幕を掲示 住民福祉課福祉班 0956-62-2101

48 長崎県 新上五島町 4月26日
町母子保健推進員研修会時に児童虐待防止に関する説明、グッツ
の配布

こども課 0959-53-1133

49 長崎県 新上五島町 6月22日
町教育研究会特別支援部会時に児童虐待防止に関する説明、グッ
ツの配布

こども課 0959-53-1133

50 長崎県 新上五島町 11月 ○
民生委員児童委員研修会時に児童虐待防止に関する説明、グッツ
の配布

こども課 0959-53-1133



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

51 長崎県 新上五島町 11月 ○
「なくそう！子ども虐待」オレンジリボンマグネットを公用車に
貼付

こども課 0959-53-1133

○　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 長崎県 長崎県 11月 ○ 県広報誌11月号に児童虐待防止推進記事を掲載
こども政策局こど
も家庭課

095-895-2442

2 長崎県 長崎県 11月 ○ 県ＨＰへの虐待月間記事掲載
こども政策局こど
も家庭課

095-895-2442

3 長崎県 佐世保市 11月 ○
市広報紙へ児童虐待関連の記事の掲載（児童虐待防止月間にちな
んで）

子ども保健課子ど
も子育て応援セン
ター

0956-25-9705

4 長崎県 諫早市 11月 ○ 市報を利用し、市民への啓発
健康福祉部こども
支援課

0957-22-1500

5 長崎県 大村市 11月 ○ 市広報誌11月号に児童虐待防止推進記事の掲載
こども未来部こど
も家庭課こども家
庭支援室

0957-54-9100

6 長崎県 平戸市 11月 ○ 虐待について市報に掲載
福祉課子育て支援
班

0950-22-4111

7 長崎県 松浦市 11月 ○ 広報紙において児童虐待予防に関する記事を掲載 子育て・こども課 0956-72-1111 11月号

8 長崎県 対馬市 11月 ○ 対馬市のＣＡＴＶを利用し児童虐待防止について広報 こども未来課 0925-58-1119

9 長崎県 五島市 11月 ○ 市広報誌11月号に児童虐待防止推進について掲載
社会福祉課こども
家庭未来班

0959-72-6117

10 長崎県 西海市 11月 ○ 市広報誌に、児童虐待防止啓発記事を掲載 こども課 0959-37-0029

11 長崎県 雲仙市 7月 広報誌7月号に児童虐待防止関係記事を掲載 子ども支援課 0957-36-2500

12 長崎県 雲仙市 11月 ○ 広報誌１１月号に児童虐待防止関係記事を掲載 子ども支援課 0957-36-2500

13 長崎県 南島原市 11月 ○ 市広報誌啓発記事掲載
福祉保健部こども
未来課

0957-73-6652

14 長崎県 長与町 11月 ○ 町広報誌及びＨＰにおいて児童虐待防止に関する町の取組を紹介
住民福祉部こども
政策課母子保健係

095-883-1111

15 長崎県 長与町 11月 ○
子育て応援ｗｅｂサイト（大きくなーれ．プラス）において取組
を紹介

住民福祉部こども
政策課母子保健係

095-883-1111

16 長崎県 東彼杵町 11月 ○ 町HPに児童虐待防止について掲載 町民課 0957-46-1155

17 長崎県 波佐見町 11月 ○ 広報誌への掲載 住民福祉課 0956-85-2333

18 長崎県 小値賀町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載 福祉事務所 0959-56-3111

19 長崎県 新上五島町 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 こども課 0959-53-1133

○　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 長崎県 長崎県 11月4日 ○ 長崎シビックホール開館11周記念イベントでの広報啓発
こども政策局こど
も家庭課

095-895-2442

2 長崎県 長崎県 11月 ○
県内大学と協力しての児童虐待に関する啓発（虐待に関する講
義、共同イベントを予定）

こども政策局こど
も家庭課

095-895-2442

3 長崎県 大村市 11月 ○
V・ファーレン長崎と協働で、児童虐待防止啓発チラシを作成。
市内の保育園、幼稚園、小中学校を通して、こどものいる家庭に
配布

こども未来部こど
も家庭課こども家
庭支援室

0957‐54‐
9100

○　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 長崎県 長崎市 4月19日
市内保育所長会議で虐待防止研修と長崎市児童虐待防止対応マ
ニュアルを配布

こども部子育て支
援課

095-829-1270

2 長崎県 長崎市 4月21日
自治会にて虐待防止研修と長崎市児童虐待防止対応マニュアルを
配布

こども部子育て支
援課

095-829-1270

3 長崎県 長崎市 8月1日
市内小中学校養護教諭向け虐待防止研修を実施し長崎市児童虐待
防止対応マニュアルを配布

こども部子育て支
援課

095-829-1270



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 長崎県 長崎市 8月29日
長崎人権擁護委員所属、人権擁護委員を対象に虐待防止研修を実
施し長崎市児童虐待防止対応マニュアルを配布

こども部子育て支
援課

095-829-1270

5 長崎県 長崎市 11月17日 ○
市内児童クラブ職員を対象に虐待防止研修を実施し長崎市児童虐
待防止対応マニュアルを配布

こども部子育て支
援課

095-829-1270

6 長崎県 長崎市 11月19日 ○
子育てフェスタにて、児童虐待防止のチラシ、「子育て相談」
カード等配布

こども部子育て支
援課

095-829-1270

7 長崎県 長崎市 11月 ○
要保護児童対策地域協議会関係団体職員向け児童虐待防止研修会
を開催

こども部子育て支
援課

095-829-1270

8 長崎県 佐世保市 通年 ○
虐待予防マニュアルを用い、民生委員、幼稚園・保育園・小学
校・中学校、高等学校などの関係機関で研修会を実施

子ども保健課子ど
も子育て応援セン
ター

0956-25-9705

9 長崎県 平戸市 11月30日 ○ 里親出前講座開催
福祉課子育て支援
班

0950-22-4111

10 長崎県 平戸市 12月～2月 民生児童委員・主任児童委員定例会での講話
福祉課子育て支援
班

0950-22-4111

11 長崎県 松浦市 9月20日 里親出前講座開催 子育て・こども課 0956-72-1111

12 長崎県 松浦市 9月11日 要保護児童対策地域協議会で研修会を開催 子育て・こども課 0956-72-1111

13 長崎県 対馬市 7月3日 母子推進委員を対象に児童虐待防止について講話 こども未来課 0925-58-1119

14 長崎県 対馬市 9月8日 児童民生委員を対象に児童虐待防止について講話 こども未来課 0925-58-1119

15 長崎県 対馬市 11月7日 ○ 養護教諭を対象に児童虐待防止について講話 こども未来課 0925-58-1119

16 長崎県 対馬市 通年 ○ 産科医療機関（対馬病院）と行政の連携 こども未来課 0925-58-1119 健康増進課と合同

17 長崎県 五島市 7月20日 里親出前講座開催
社会福祉課こども
家庭未来班

0959-72-6117

18 長崎県 五島市
①6月3日～7月8日
②10月7日～11月11日
③未定

○
「はじめのいっぽ」の開催。（第１子出産の母子に対し、早期の
児童虐待防止および産後うつ等の発生防止を図る）

社会福祉課こども
家庭未来班

0959-72-6117 第３回目：日時未定

19 長崎県 五島市 10月3日 市要保護児童対策地域協議会実務者研修会
社会福祉課こども
家庭未来班

0959-72-6117

20 長崎県 西海市 11月中旬 ○ 市要保護児童対策地域協議会研修会開催 こども課 0959-37-0029

21 長崎県 雲仙市 通年 ○
民生委員児童委員連絡会参加（児童相談室について周知・児童相
談の連携）

子ども支援課 0957-36-2500

22 長崎県 南島原市 通年 ○
民生委員児童委員協議会、保育会等において、児童虐待防止に関
する説明と市の家庭児童相談室を紹介

福祉保健部こども
未来課

0957-73-6652

23 長崎県 長与町 11月 ○
外部研修（対象：町内小中学校、高校、大学教職員、保育士、児
童館、学童等）

住民福祉部こども
政策課母子保健係

095-883-1111

24 長崎県 長与町 11月16日 ○ 民生委員に対する研修
住民福祉部こども
政策課母子保健係

095-883-1111

25 長崎県 長与町 11月30日 ○ 母子保健推進員に対する研修
住民福祉部こども
政策課母子保健係

095-883-1111


