
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 問合せ先 備考

1 岐阜県 岐阜県 11月13日 ○ 清流の国ぎふオレンジリボン児童虐待防止講演会を開催。
健康福祉部子ど
も家庭課

058-272-8325

2 岐阜県 岐阜市
7月2日～
10月1日

第8回オレンジリボン絵てがみコンテストの作品募集
子ども・若者総合
支援センター

058-269-1615

3 岐阜県 岐阜市 10月28日
「ぎふオレンジリボン２０１８イベント」で、第８回オレンジリボン絵てがみ
コンテストの表彰式を開催。市作成の啓発資材を配布

子ども・若者総合
支援センター

058-269-1615

4 岐阜県 高山市 2月 児童虐待に関する講演会
子育て支援課
子ども発達支援
センター

0577-35-3179

5 岐阜県 多治見市 10月28日
オレンジリボン運動として、岐阜オレンジリボンたすきリレーの木曽川
コース出発式イベントを実施。

福祉部子ども支
援課子育ち支援
グループ

0572-22-1111

6 岐阜県 垂井町 7月25日 中学生を対象とした赤ちゃんふれあい体験学習 保健センター 0584-22-1021

7 岐阜県 輪之内町
8月2日、9月27

日、11月19日、22
日

○
小学５年生、中学１～３年生を対象に、命の大切さや自分の大切さを
知るための「思春期教室」を開催

保健センター 0584-69-5155

8 岐阜県 輪之内町 7月31日
中学３年生の希望者を対象に、命の大切さや母性、父性の育ちを目的
とした「赤ちゃんふれあい体験」を実施

保健センター 0584-69-5155

9 岐阜県 北方町 8月8日、10日
中学生を対象に、命の大切さ、親や家庭のあり方、子育ての楽しさや
大変さを学習する「命のふれあい講座」を開催。

教育委員会生涯
学習推進室

058-320-2200

10 岐阜県 東白川村 12月～3月 小中学生を対象とした性や妊娠・命の尊さの学習を実施
教育課子育て支
援係

0574-78-3111

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 問合せ先 備考

1 岐阜県 岐阜県 11月 ○
駅、商業施設等において県作成のクリアファイル等の啓発資材を配布
して啓発

健康福祉部子ど
も家庭課

058-272-8325

2 岐阜県 岐阜市 11月5日～22日 ○
岐阜市役所本庁舎市民ホールで、第８回オレンジリボン絵てがみコン
テストの応募作品を展示。市作成の啓発資材を配布

子ども・若者総合
支援センター

058-269-1615

3 岐阜県 大垣市 11月6日 ○ 子ども相談センターと共同で街頭啓発
子育て支援部子
育て支援課児童
福祉Ｇ

0584-47-7092

4 岐阜県 大垣市 通年 ○ 虐待防止啓発リーフレットを作成し、市役所・保育園等で配布
子育て支援部子
育て支援課児童
福祉Ｇ

0584-47-7092

5 岐阜県 高山市 11月12日 ○ 「児童虐待防止月間」の街頭啓発
子育て支援課
子ども発達支援
センター

0577-35-3179

6 岐阜県 多治見市 11月4日 ○
子育て支援イベント「楽市楽座」において、児童虐待防止の啓発等を
実施。

福祉部子ども支
援課子育ち支援
グループ

0572-22-1111

7 岐阜県 多治見市 11月 ○ 多治見駅自由通路内において、児童虐待防止の街頭啓発を実施。
福祉部子ども支
援課子育ち支援
グループ

0572-22-1111

8 岐阜県 関市 12月 ＳＥＫＩいきいきフェスタにて啓発
健康福祉部市民
健康課　母子保
健係

0575-24-0111

9 岐阜県 関市 11月 ○
市役所・保健センターにのぼり旗を設置、関係部署の職員がオレンジ
リボンをつけて啓発　一部の公用車にオレンジリボンのマグネットをつ
けて啓発

健康福祉部市民
健康課　母子保
健係

0575-24-0111

【岐阜県】

○　フォーラム等事業の開催

○　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
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10 岐阜県 中津川市 10月14日
中津川市健康福祉まつりで児童虐待防止に関する啓発コーナーを開
設（東美濃ふれあいセンター）

健康福祉部福祉
相談室

0573-66-1111

11 岐阜県 瑞浪市 11月 ○ 市内のショッピングセンター等で啓発活動を行う。
民生部社会福祉
課

0572-68-2115

12 岐阜県 羽島市 11月18日 ○ 市内のショッピングセンター等で啓発活動を行う
健康福祉部子育
て・健幸課

058-392-1111

13 岐阜県 恵那市 11月 ○ 市内のショッピングセンター等で啓発活動を行う。 子育て支援課 0573-26-2111

14 岐阜県 美濃加茂市 10月30日 市内の大型店舗で街頭啓発を行う。
健康福祉部こど
も課

0574-25-2111
(内線)327

中濃子ども相談セ
ンターと合同で実
施

15 岐阜県 美濃加茂市 11月 ○ 庁舎に児童虐待防止の横断幕やのぼり旗を設置する。
健康福祉部こど
も課

0574-25-2111
(内線)327

16 岐阜県 土岐市 11月1日 ○ 市内の商業施設にて啓発活動
市民部子育て支
援課

0572-54-1111

17 岐阜県 土岐市 11月 ○ 11月中、市庁舎に啓発用横断幕の掲示
市民部子育て支
援課

0572-54-1111

18 岐阜県 可児市 11月 ○ 市ロビーにて、児童虐待防止推進に関する掲示物の掲載 こども課 0574-62-1111

19 岐阜県 山県市 11月 ○ 市役所庁舎周辺に啓発旗の設置 子育て支援課 0581-22-6839

20 岐阜県 瑞穂市 11月2日 ○ 市ＰＴＡ連合会研修大会開催時に児童虐待防止チラシを配布 福祉生活課 058-327-4123

21 岐阜県 瑞穂市 11月4日 ○ みずほふれあいフェスタにて啓発グッズの配布 福祉生活課 058-327-4123

22 岐阜県 飛騨市 11月10日 ○
健康と福祉の集い（福祉イベント）において、啓発活動（啓発物品の配
布）

市民福祉部子育
て応援課

0577-73-2458

23 岐阜県 郡上市 11月 ○ 市内7地域の庁舎に「児童虐待防止推進月間」の懸垂幕を設置 児童家庭課 0575‐67‐1817

24 岐阜県 郡上市 11月20日 ○
市内のショッピングセンター等において、街頭キャンペーンの実施（チ
ラシ・啓発グッズの配布等）

児童家庭課 0575‐67‐1817

25 岐阜県 下呂市 通年 ○ 福祉事務所、各窓口にリーフレット、カード等設置している
健康福祉部
児童福祉課

0576-52-2882

26 岐阜県 下呂市 4月 各園、支援センター、小中学校に虐待についての文書配布
健康福祉部
児童福祉課

0576-52-2882

27 岐阜県 海津市 11月 ○ 市役所周辺に啓発旗の設置
健康福祉部社会
福祉課

0584-53-1139

28 岐阜県 海津市 11月 ○ 児童虐待防止のチラシ配布
健康福祉部社会
福祉課

0584-53-1139

29 岐阜県 垂井町 通年 ○ 庁舎ロビーに児童虐待に関するコーナーを設置し情報提供を行う 健康福祉課
0584-22-1151
(内線)246

30 岐阜県 垂井町 通年 ○ 公用車にオレンジリボンマグネットの貼付 健康福祉課
0584-22-1151
(内線)246

31 岐阜県 神戸町 10月28日
岐阜オレンジリボンたすきリレーが神戸町を経由する際、神戸町中央
公民館前（予定）において児童虐待防止に関する啓発を行う。

民生部子ども家
庭課

0584-27-3111

32 岐阜県 輪之内町 通年 ○
町の子育て応援ガイドブックに虐待防止に関する相談窓口を掲載し、
母子手帳発行時等に配布

福祉課 0584-69-3111

33 岐阜県 池田町 11月18日 ○
11月中に庁舎内ロビー等にのぼりを立てると共に、「健康福祉エコフェ
ア」において、オレンジリボンキャンペーン用ののぼりを立て、啓発物
品を配布する。

民生部健康福祉
課子育て支援政
策係

0585-45-3111

34 岐阜県 北方町 10月28日
オレンジリボンたすきリレーへの参加並びに、北方みなみ子ども館を
中継地として、来館者等への啓発を行う。

福祉健康課 058-323-1119
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35 岐阜県 北方町 通年 ○ 課公用車にオレンジリボンマグネットを貼付する。 福祉健康課 058-323-1119

36 岐阜県 坂祝町 11月 ○ 役場庁舎内及び中央公民館にオレンジリボンのモニュメントを設置 こども課 0574-66-2406

37 岐阜県 川辺町 11月17日、18日 ○
ふれ愛まつりイベントにおいて児童虐待啓発コーナーを設置しポス
ター掲示やオレンジリボンの配布を行う

住民課 保健セン
ター

0574-53-2515

38 岐阜県 七宗町 10月28日
町の事業で、子育て支援と児童虐待の予防を啓発（来場者に対して、
児童虐待防止推進月間のリーフレット、カード及びしおりを配布する。

教育課
子育て支援係

0574-48-1114

39 岐阜県 八百津町 11月10日、11日 ○
産業文化祭で担当職員がオレンジリボンを着用し、児童虐待防止の
リーフレットを配布。

健康福祉課子育
支援係

0574-43-2111

40 岐阜県 白川町 11月4日 ○ 町「ふるさとまつり」にて児童虐待防止に関するグッズを配布
教育課子育て支
援係

0574-72-2317

41 岐阜県 白川町 11月 ○ 庁舎に啓発旗の設置
教育課子育て支
援係

0574-72-2317

42 岐阜県 白川町 通年 ○ 公用車にオレンジリボンマグネットの貼付
教育課子育て支
援係

0574-72-2317

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 問合せ先 備考

1 岐阜県 岐阜県 11月 ○ 児童虐待に関して、広報誌、テレビ等で周知。
健康福祉部子ど
も家庭課

058-272-8325

2 岐阜県 岐阜市 11月1日 ○ 広報紙「広報ぎふ」やホームページで啓発記事を掲載
子ども・若者総合
支援センター

058-269-1615

3 岐阜県 大垣市 11月1日 ○ 市広報に「児童虐待防止推進月間」の啓発記事を掲載
子育て支援部子
育て支援課児童
福祉Ｇ

0584-47-7092

4 岐阜県 高山市 11月1日 ○ 市広報紙に「児童虐待防止月間」の啓発記事を掲載
子育て支援課
子ども発達支援
センター

0577-35-3179

5 岐阜県 関市 11月 ○ 関市広報誌にて啓発
健康福祉部市民
健康課　母子保
健係

0575-24-0111

6 岐阜県 美濃市 11月 ○ 11月の広報誌にて「児童虐待防止推進月間」の周知 健康福祉課 0575-33-1122

7 岐阜県 瑞浪市 11月 ○ 市の広報誌・HPで児童虐待防止に関する記事を掲載する。
民生部社会福祉
課

0572-68-2115

8 岐阜県 羽島市 11月 ○ 市の広報誌に児童虐待防止推進月間に関する記事掲載
健康福祉部子育
て・健幸課

058-392-1111

9 岐阜県 恵那市 11月 ○ 市広報において、児童虐待防止推進月間や取り組みについて周知 子育て支援課 0573-26-2111

10 岐阜県 土岐市 11月 ○ 市広報・ＨＰに啓発記事掲載
市民部子育て支
援課

0572-54-1111

11 岐阜県 各務原市 11月1日 ○ 児童虐待防止強化月間について、市の広報誌で紹介する。 子育て支援課 058-383-7203

12 岐阜県 可児市 11月 ○ 市広報誌「広報かに」へ、児童虐待防止推進に関する記事の掲載 こども課 0574-62-1111

13 岐阜県 山県市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待防止推進月間の周知 子育て支援課 0581-22-6839

14 岐阜県 瑞穂市 11月1日 ○ 自治会掲示板に児童虐待防止ポスターを掲示 福祉生活課 058-327-4123

15 岐阜県 瑞穂市 11月1日 ○
市広報紙およびホームページにおいて児童虐待防止に関する記事を
掲載

福祉生活課 058-327-4123

○　広報誌、テレビ等で周知
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16 岐阜県 飛騨市 11月16日 ○ 広報ひだにおいて児童虐待防止に関する記事掲載
市民福祉部子育
て応援課

0577-73-2458

17 岐阜県 本巣市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待防止推進月間に関する周知及び標語の
掲載

健康福祉部子ど
も大切課子育て
支援係

058-323-7753

18 岐阜県 郡上市 11月1日 ○ 11月の広報誌にて「児童虐待防止推進月間」の周知 児童家庭課 0575‐67‐1817

19 岐阜県 海津市 11月 ○ 市報に児童虐待防止推進月間の記事を掲載
健康福祉部社会
福祉課

0584-53-1139

20 岐阜県 岐南町 11月 ○ 広報に児童虐待防止の啓発を掲載　課職員等にオレンジリボン着用
民生部健康推進
課

058-214-3533

21 岐阜県 笠松町 11月1日 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間の記事を記載
住民福祉部福祉
子ども課

058-388-1116

22 岐阜県　 養老町 11月 ○ 町広報に児童虐待防止推進月間の記事を掲載 子ども課 0584-32-5078

23 岐阜県 垂井町 11月 ○ 町広報紙及びホームページへの記事掲載 健康福祉課
0584-22-1151
(内線)246

24 岐阜県 関ケ原町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 住民課 0584-43-1111

25 岐阜県 神戸町 11月1日 ○ 「広報ごうど」において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載。
民生部子ども家
庭課

0584-27-3111

26 岐阜県 輪之内町 11月 ○ 広報誌に児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 福祉課 0584-69-3111

27 岐阜県 安八町 11月 ○ １１月広報紙において、「児童虐待防止推進月間」を周知 福祉課 0584-64-7104

28 岐阜県 揖斐川町 11月 ○ 町営のケーブルテレビでの文字放送によって広報・啓発をおこなう。 子育て支援課 0585-22-2111

29 岐阜県 大野町 11月 ○ 広報誌に児童虐待に関する記事掲載 福祉課 0585-34-1111

30 岐阜県 北方町 11月 ○ 町広報誌への啓発記事掲載。 福祉健康課 058-323-1119

31 岐阜県 富加町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止月間についての記事を掲載
教育課　子育て
支援係

0574-54-2177

32 岐阜県 東白川村 11月 ○ ＣＡＴＶを利用して児童虐待防止月間について周知
教育課子育て支
援係

0574-78-3111

33 岐阜県 御嵩町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止の啓発と周知 福祉課 0574-67-2111

34 岐阜県 白川村 11月 ○ 村民への周知・啓発を行う。 村民課 05769-6-1311

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 問合せ先 備考

1 岐阜県 岐阜県 10月28日
ＦＣ岐阜との連携により、第11回岐阜オレンジリボンたすきリレーを開
催。

健康福祉部子ど
も家庭課

058-272-8325

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 問合せ先 備考

1 岐阜県 羽島市 10月28日 オレンジリボンたすきリレーへの参加
健康福祉部子育
て・健幸課

058-392-1111

2 岐阜県 美濃加茂市 10月28日 オレンジリボンたすきリレーへの参加
健康福祉部こど
も課

0574-25-2111
(内線)327

3 岐阜県 可児市 10月28日 オレンジリボンたすきリレーへの参加 こども課 0574-62-1111

○　民間企業等とのタイアップ

○　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 問合せ先 備考

4 岐阜県 郡上市 11月 ○
市庁舎窓口担当職員(１階)オレンジジャンパーを着用。また、市内の
子どもに関わる機関(幼・保等)、民生委員などにもオレンジジャンパー
を着用して啓発

児童家庭課 0575‐67‐1817

5 岐阜県 下呂市 6月
下呂市要保護児童対策協議会にて下呂市の現状を説明、委員会員に
啓蒙周知をお願いする

健康福祉部
児童福祉課

0576-52-2882

6 岐阜県 海津市 11月 ○ 課職員等のオレンジリボン着用
健康福祉部社会
福祉課

0584-53-1139

7 岐阜県 岐南町 10月28日 オレンジリボンたすきリレーに参加
民生部健康推進
課

058-214-3533

8 岐阜県 垂井町 通年 ○ 課職員等の名札にオレンジリボンバッジを着用する 健康福祉課
0584-22-1151
(内線)246

9 岐阜県 大野町 10月28日 オレンジリボンたすきリレーへの参加 福祉課 0585-34-1111

10 岐阜県 北方町 通年 ○ 課職員等の名札にオレンジリボンを着用する。 福祉健康課 058-323-1119

11 岐阜県 富加町 11月 ○ 職員の名札にオレンジリボン着用
教育課　子育て
支援係

0574-54-2177


