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名称 主催 日時 内容

子どもたちの虐待死を悼み
命を讃える市民集会＆パ
レード

NPO法人児童虐待防
止全国ネットワーク 10月10日(日) 東京

日比谷公会堂（東
京・千代田区）

子どもへの虐待をなくすために心をひとつにし、市民にアピールす
るイベントを実施。

公式ポスターデザインコン
テスト2010

NPO法人児童虐待防
止全国ネットワーク 10月10日(日) 東京

表彰式：日比谷公
会堂（東京・千代
田区）

ポスターデザインを幅広く募ることにより、子ども虐待の問題に関
心を持っていただくとともに、ポスターを掲示することにより、子
ども虐待防止の啓発を行う。

「公式デザインポスターコ
ンテスト2010」都庁展示

NPO法人児童虐待防
止全国ネットワーク

11月15日(月)
～19日(金)

東
京 都庁第一庁舎１階

「公式デザインポスターコンテスト2010」の実施紹介・入賞作品の
展示および、NPO法人児童虐待防止全国ネットワークの活動内容、オ
レンジリボン運動の紹介。

Smile Run For Children
2010

スマイルラン関東ス
テージ実行委員会

10月23日(土)
10月24日(日)

神
奈
川

米軍相模原～箱根
～三島

四十数年前、神奈川のキャンプ座間から別府の児童福祉施設へ慰問
によく訪れていたアーン大尉（その後ベトナムで戦死）は、仲間と
神奈川のキャンプ座間から別府までの1,320kmを14日間で歩きとおす
賭けをし、その賭けに勝ったお金で施設の建物を建設しました。彼
の辿った行程の一部（米軍相模原～箱根～三島、90km）を走り、社
会に児童虐待防止を訴え、子どもたちに愛と勇気と幸せを！という
理念の理解と支援を訴える。

おやま生まれのオレンジリ
ボンたすきリレー 栃木県小山市 10月24日(日) 栃木

小山市役所と県南
児童相談所（栃木
市）

2005年にカンガルーOYAMAから始まったオレンジリボン運動として市
民の手でオレンジのたすきを繋ぐ。小山市役所から県南児童相談所
までの10キロ余りを小学生から一般の方で走る。この襷を｢子ども虐
待防止オレンジリボンたすきリレー｣につなぐ。

子ども虐待防止オレンジリ
ボンたすきリレー

子ども虐待防止オレン
ジリボンたすきリレー
実行委員会 / NPO法人
児童虐待防止全国ネッ
トワーク

10月31日(日)

東
京
・
神
奈
川

山下公園

湘南コース（全6区60km）と東京コース（全6区55km）を各区10人ず
つのランナーがオレンジのたすきをリレーでつなぎ、横浜中区の山
下公園へのゴールを目指す。ゴール地点の山下公園では手作りのオ
レンジリボンを市民に配布する他、ステージやブースを設けキャン
ペーンを行う。また、東京コーススタート地点の渋谷ハチ公前や中
継地点の東京タワーでもキャンペーンを行い、広く一般市民に啓発
する。終了後には岐阜県に襷をつなげるなど、他地域との連携の中
で啓発を行う。

第3回岐阜オレンジリボンた
すきリレー

岐阜オレンジリボン
たすきリレー実行委
員会

11月14日(日) 岐阜

岐阜市、山県市、瑞穂
市、大垣市、可児市、
美濃加茂市、郡上市、
美濃市、関市、大野
町、神戸町、安八町

スタート地点は3か所(西濃コースの樹心寮・中濃コースの曽代運動
公園・可児コースの多治見市役所）、ゴール地点は昨年同様に日本
児童育成園。着ぐるみの出演や産業祭りなどの催しが行われる。

第一回びわ湖一周オレンジ
リボンたすきリレー～子ど
もの笑顔がいちばん～

CFRびわこ 10月30日(日)
10月31日(日)

滋
賀 滋賀県琵琶湖周辺

子どもから大人まで無理なく楽しみながら、そしてオレンジリボン
メッセージが広く伝わるよう、びわ湖を駆け抜ける（実際は2/3周だ
が、気持ちは一周）。ゴールはびわ湖子どもの国。

オレンジリボンたすきリ
レーin山口2010

「オレンジリボンた
すきリレーin山口」
実行委員会

11月21日
（日）

山
口
山口県児童セン
ター

山口市へ向かう西部ルートと下関市内を巡るルートで、児童虐待防
止を啓発するために2つのコースをリレーする。スタートは下関市役
所で、ゴールは山口県児童センター(山口西部ルート)と海峡ゆめタ
ワーを通りカモンワーフ(下関市内ルート)。

全国一斉オレンジリボン啓
発マスク街頭配布

NPO法人児童虐待防
止全国ネットワーク
など

10月31日
（日）

全
国 全国的(25団体)

全国の街頭で、児童虐待防止推進月間に向けて10月31日に、一斉に
市民へオレンジリボン啓発マスクを配布する。

オレンジリボンキャンペー
ン街頭啓発活動

ながの子どもを虐待か
ら守る会 / NPO法人児
童虐待防止全国ネット
ワーク

10月31日(日) 長野 長野市内

関係機関と協力して長野市内を行進、チラシ等をオレンジマーク入
りクリアファイルに入れ配布する。また、クリアファイルは当会で
主催する講演会及び研修会参加者にも配布しオレンジリボン運動を
広める。

オレンジリボン運動キャン
ペーン2010　In　山梨

NPO法人子育て支援セン
ターちびっこはうす /
NPO法人児童虐待防止全
国ネットワーク

10月1日～
11月中

山
梨
駅前や親子遊びの
広場等

チラシ・リボン・風船の配布。乳幼児向けファミリーイベント開
催。

オレンジリボン運動2010
In　神戸

こどもジャーナル /
NPO法人児童虐待防止全
国ネットワーク

10月31日(日) 兵
庫
神戸市立六甲アイ
ランド

六甲アイランドに集う市民1万人以上に、オレンジリボン運動を知っ
てもらうため、啓発グッズの配布を行う。

おかやまオレンジリボン
キャンペーン

NPO法人岡山市子どもセ
ンター / NPO法人児童
虐待防止全国ネット
ワーク

11月7日
（日）
11月13日
（土）

岡
山

岡山ドーム
岡山ふれあいセン
ター

「わくわく子どもまつりｉｎ岡山ドーム」のイベントでオレンジ風
船、チラシ配布と虐待防止に関する掲示を行い、市民にオレンジリ
ボン運動を啓発する。「岡山市オレンジリボンキャンペーン」実行
委員会が主催する「オレンジリボンフォーラム」のイベントで、オ
レンジ風船、チラシ配布と虐待防止に関する掲示を行い、市民にオ
レンジリボン運動を啓発する。

全国子育て・虐待防止ホッ
トライン

日本子どもの虐待防
止民間ネットワーク

11月1日(月)
～
11月6日(土)
ナビダイヤル特設期間

全
国
全国虐待防止民間
団体　25団体

ナビダイヤル「0570-011-077」を利用して電話相談を実施（通年で
実施しているが、当該期間は拠点・相談時間を増やして実施）。

子どもの権利推進「子ども
に対する暴力のない社会を
めざして」シンポジウム開
催

NPO法人子どもすこ
やかサポートネット
/NPO法人児童虐待防
止全国ネットワーク

11月4日(木) 東
京

スウェーデン大使
館（コンファレン
ス・ホール）

子どもへの虐待、いじめ、DVなど社会にある暴力と対峙するには、
予防の徹底が重要。そのため子どもへの視点や尊厳を無視した親等
の行動を変える必要があることから、子どもに対する体罰を法的に
禁止した最初の国であるスウェーデンから国会議員や専門家を招へ
いしてシンポジウムを開催する。

シンポジウム「こども虐待
をなくすために、社会はな
にをすべきか？」

東京未来大学 / NPO
法人児童虐待防止全
国ネットワーク

11月6日(土) 東
京 東京未来大学

基調講演　足立区こども家庭支援センター　今井久子係長
　　　　・未来大生４名のシンポジストの話題提供
　　　　・指定討論者からの問題確認と問題の掘り下げ
　　　　・フロアからの意見を聞き、ディスカッション

日本子ども虐待防止学会
第16回記念学術集会くまも
と大会

日本子ども虐待防止
学会

11月26日（金）
～11月28日
（日）

熊
本
熊本県立劇場(熊
本県熊本市)

日本の現状を踏まえ、子どもの虐待防止、健全育成を図るために、
学術研究、虐待問題の普及啓発、子どもに関わる専門職の研鑽、関
係職種の情報交換及びネットワークの構築を目的に大会を開催。

講演会

こども家庭支援セン
ター　シャローム /
NPO法人児童虐待防止全
国ネットワーク

10月～11月の
予定

埼
玉 埼玉県内

テーマ「もしかして虐待？と思ったとき、私たちにできること」
講師　岡田邦久氏　小児科医（埼玉医科大学児童虐待防止委員会）
　　　渡辺好恵氏　保健師（埼玉子どもを虐待から守る会）

子供未来とうきょうメッセ
2010

子育て応援とうきょう
会議 12月17日 東

京

東京国際フォーラ
ム　展示ホール２

子育て応援とうきょう会議では、企業、民間団体、自治体が取り組
む好事例を一堂に集め、子供たちの未来と豊かな育ちを大切にする
東京の子育て環境のショーケースとして、「子供未来とうきょう
メッセ2010」を実施。オレンジリボンブースを出展し、啓発活動を
行う。

平成22年度　子ども虐待防止オレンジリボン運動　民間の取り組み（イベント等）　

場所等


