
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 岡山県 岡山県 開催時期未定 備前局管内市町要対協関係者との研修会を開催
備前県民局健康
福祉部福祉振興
課

086-272-3989

2 岡山県 岡山市 8月17日
岡山県内の児童養護施設入所児童を対象に、アカペラヴォーカルグ
ループｃｌｅaｒａｎｃｅによるコンサートを実施。参加した子どもには、協賛
企業からプレゼントを配布。

岡山っ子育成局
子育て支援部こ
ども福祉課

086-803-1223

3 岡山県 岡山市

11月1日、2日
（展示・バザー）
11月7日
（展示）

○
小中学生を対象にオレンジリボンポスターコンテストを実施。優秀作品
は岡山市役所やイベントホールにて、展示を行う。また、岡山市役所で
は、児童虐待防止啓発パネルの展示及びチャリティーバザーも実施。

岡山っ子育成局
子育て支援部こ
ども福祉課

086-803-1223

4 岡山県 岡山市 11月7日 ○

イオンモール岡山1階未来スクエアにて、「第12回オレンジリボンフォー
ラム」を開催。親子で触れ合って遊べるコーナーのほか、ポスターコン
テスト優秀作品の展示や、Lugz&Jera、あちゃらけ、ｃｌｅａｒａｎｃｅの子育
て応援ライブ、児童虐待防止啓発パネルの展示、里親啓発、子育て情
報の発信などを実施。また、岡山駅地下通路にて啓発資料を配布。

岡山っ子育成局
子育て支援部こ
ども福祉課

086-803-1223

5 岡山県 玉野市 8月21日 教職員を対象に児童虐待をテーマに講演会の開催 学校教育課 0863-32-5575

6 岡山県 玉野市 4月18日 主任児童委員会にて児童虐待支援をテーマに講話 福祉政策課 0863-32-5593

7 岡山県 玉野市 6月4日
放課後児童クラブの指導員対象に児童虐待及び親子の支援について
講話

福祉政策課 0863-32-5593

8 岡山県 瀬戸内市 開催時期未定
瀬戸内市保健福祉センターにおいて、要保護児童対策地域協議会構
成員を対象に、児童虐待の予防をテーマとした専門研修会を開催する

子育て支援課児
童母子係

0869-26-5947

9 岡山県 瀬戸内市 通年 ○
市内幼稚園、小学校等でCAPワークショップ(人権教育プログラム)を
実施する

子育て支援課児
童母子係

0869-26-5947

10 岡山県 赤磐市
11月～2月
（計3回）

○
教育･福祉関係者等を対象に子育て支援と児童虐待を関連させた勉
強会（３回実施）

保健福祉部子育
て支援課

086-955-2635

11 岡山県 赤磐市 通年 ○
市内保育園で児童虐待予防及び人権研修としてＣＡＰワークショップを
開催

保健福祉部子育
て支援課

086-955-2635

12 岡山県 吉備中央町 開催時期未定
町職員、教職員等子どもに携わる関係者を対象に、児童虐待予防等
をテーマとした研修会を開催する。

保健課 0866-54-1326

13 岡山県 笠岡市 6月～11月 ○ 児童虐待防止ビデオ募集・表彰
こども部子育て
支援課

0865-69-2132
募集期間：8月31
日まで

14 岡山県 高梁市 4月
市内学校園（高校、中学校、小学校、幼稚園、保育園、こども園）に対
し虐待の説明及び情報交換

健康福祉部こど
も未来課支援係

0866-21-0288

15 岡山県 高梁市 5月、11月、2月 ○ 要対協実務者会議における虐待に関する説明（3回）
健康福祉部こど
も未来課支援係

0866-21-0288

通常は3か月毎の
年4回開催である
が、本年は豪雨災
害のため8月開催
を見送り。

16 岡山県 高梁市 10月中旬 要対協代表者会議における虐待に関する説明
健康福祉部こど
も未来課支援係

0866-21-0288

17 岡山県 新見市 11月 ○ 要保護児童対策地域協議会研修会開催 福祉部こども課 0867-72-6115

18 岡山県 真庭市 通年 ○

子育て支援・虐待予防の講演
（民生委員主任児童委員会、人権推進委員会、教職員他）
子どもが心配チェックシートを活用した研修会
（認定こども園、保育園、幼稚園、小学校）

子育て支援課 0867-42-1054

19 岡山県 真庭市 7月、9月、10月
中学生・高校生と乳幼児のふれあい体験学習の開催
(市内５地域)

健康推進課 0867-42-1050

20 岡山県 真庭市 11月 ○ 愛育委員会にて知識や理解を深め、啓発活動に生かす 健康推進課 0867-42-1050

【岡山県】

○　フォーラム等事業の開催



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 岡山県 美作市 10月
権利擁護センター主催のフォーラム開催（東粟倉総合支所内）
講演「子どもの未来と学ぶ権利」、シンポジウム「子どもを応援する社
会に向けて」

保健福祉部社会
福祉課総合相談
係

0868-75-3913 演題は予定

22 岡山県 鏡野町 11月11日 ○ 子育て講演会（鏡野町中央公民館）の開催 保健福祉課 0868-54-2986

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 岡山県 岡山県 11月1日 ○
JR岡山駅前において児童虐待防止街頭キャンペーンを実施。啓発資
材（オレンジリボングッズ）を配布

保健福祉部子ど
も家庭課児童福
祉班

086-226-7911

2 岡山県 岡山県 11月1日～14日 ○ 県庁舎へ懸垂幕を掲出し、児童虐待防止月間及び条例施行を周知
保健福祉部子ど
も家庭課児童福
祉班

086-226-7911

3 岡山県 岡山県 11月10日～30日 ○
ショッピングモールや図書館にパープルリボンとオレンジリボンのツ
リーを設置し、広く人権啓発PRを行う（男女共同参画担当課等と協力
実施）

保健福祉部子ど
も家庭課児童福
祉班

086-226-7911

4 岡山県 岡山県 11月 ○
おかやまマラソンの開催当日備前県民局古京庁舎にてポスター等の
掲示

備前県民局健康
福祉部福祉振興
課

086-272-3989

5 岡山県 岡山県 通年 ○ 備前県民局３庁舎にそれぞれ庁舎内でのポスターの掲示
備前県民局健康
福祉部福祉振興
課

086-272-3989

6 岡山県 岡山県 開催時期未定 ○ 管内市町の催し物等での啓発活動支援
備前県民局健康
福祉部福祉振興
課

086-272-3989

7 岡山県 岡山県 随時
管内主任児童委員研修会等の講演や研修会において、ポスターの掲
示

備前県民局健康
福祉部福祉振興
課

086-272-3989

8 岡山県 岡山県 通年 ○
備中県民局、３地域事務所庁舎に児童相談所全国共通ダイヤルの懸
垂幕を掲示

備中県民局健康
福祉部福祉振興
課

086-434-7023

9 岡山県 岡山県 11月 ○ 備中県民局、３地域事務所庁舎に児童虐待防止月間の懸垂幕を掲示
備中県民局健康
福祉部福祉振興
課

086-434-7023

10 岡山県 岡山県 11月 ○ 児童相談所全国共通ダイヤル（ステッカー）を公用自動車に貼付
備中県民局井笠
地域保健課

0865-69-1673

11 岡山県 岡山県 11月 ○ 新見地域事務所庁舎内にオレンジリボンツリーを設置
備中県民局新見
地域保健課地域
保健班

0867-72-5691

12 岡山県 岡山県 11月上旬 ○ 街頭キャンペーンの実施・各種研修会等で啓発グッズの配布
美作県民局健康
福祉部福祉振興
課

0868-23-0113

13 岡山県 岡山市 7月
市内公私立保育園、認可外保育園、幼稚園、こども園、小・中学校、
高校、特別支援学校を通じ、保護者に児童虐待防止啓発チラシ（約10
万枚）を配布。

岡山っ子育成局
子育て支援部こ
ども福祉課

086-803-1223

14 岡山県 岡山市 8月2日
岡山市要保護児童対策地域協議会市代表者会議にて、子ども虐待防
止サポーター養成研修の受講案内、虐待の通告・相談窓口について
のリーフレット及びオレンジリボン啓発資料を配布。

岡山っ子育成局
子育て支援部こ
ども福祉課

086-803-1223

15 岡山県 岡山市 9月29日、30日
コンベックス岡山で開催される「おかやま元気まつり」にて、オレンジリ
ボン啓発資料を配布。

岡山っ子育成局
子育て支援部こ
ども福祉課

086-803-1223

16 岡山県 岡山市 11月 ○

オレンジリボンシール大作戦として、市内公私立保育園、認可外保育
園、幼稚園、認定こども園、小・中学校、特別支援学校、約469の学校
園便りにオレンジリボンシールを貼付し、各家庭に配布。（シール10万
枚配布）

岡山っ子育成局
子育て支援部こ
ども福祉課

086-803-1223

○　啓発物品作成・配布



都道府県 市区町村
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17 岡山県 岡山市 11月 ○
布製オレンジリボンを市役所内の市民に接する部署の職員を中心に
配布し、着用を依頼。また、窓口部署にはオレンジリボンミニのぼりの
設置を依頼。

岡山っ子育成局
子育て支援部こ
ども福祉課

086-803-1223

18 岡山県 岡山市 11月 ○
岡山市役所内にオレンジリボン懸垂幕を設置。
児童虐待防止推進月間の紹介や虐待防止メッセージをキャンペーンソ
ングとともに毎日庁内放送する。

岡山っ子育成局
子育て支援部こ
ども福祉課

086-803-1223

19 岡山県 岡山市 11月4日 ○
岡山ドームで開催される「わくわく子どもまつり」にて、子ども虐待防止
啓発ポスターやパネルの展示及びオレンジリボン啓発資料を配布。

岡山っ子育成局
子育て支援部こ
ども福祉課

086-803-1223

20 岡山県 岡山市 12月2日
岡山ドームで開催される「人権フェスティバル」にて、児童虐待防止啓
発ポスターやパネルの展示及びオレンジリボン啓発資料を配布。

岡山っ子育成局
子育て支援部こ
ども福祉課

086-803-1223

21 岡山県 備前市 11月10日 ○
備前市市民ふれあい福祉まつり・こども応援フェスタを開催し、会場に
啓発コーナーを設置する

保健福祉部
子育て支援課
子育て支援係

0869‐64‐1853

22 岡山県 瀬戸内市 9月22日
市内で開催される「生活なんでも相談会」において、啓発用チラシを配
布する

子育て支援課児
童母子係

0869-26-5947

23 岡山県 瀬戸内市 通年 ○ 瀬戸内市保健福祉センター内で啓発用ポスターを掲示する
子育て支援課児
童母子係

0869-26-5947

24 岡山県 赤磐市 11月中 ○ 市庁舎に虐待防止推進月間の横断幕を掲示
保健福祉部子育
て支援課

086-955-2635

25 岡山県 赤磐市 11月中 ○ 市内公共施設や道路沿いを中心に啓発のぼりを設置
保健福祉部子育
て支援課

086-955-2635

26 岡山県 赤磐市 11月3日 ○ 市のイベント「あかいわ祭り」において児童虐待防止啓発ブースを設置
保健福祉部子育
て支援課

086-955-2635

27 岡山県 和気町 11月中 ○
リーフレット・ポスター等を民生・児童委員及び管内保育所・児童館・子
育て支援センター・保健センター等子どもが集まりやすい所へ配布し、
児童虐待防止月間を地域に呼びかけていただく。

民生福祉部
健康福祉課

0869-93-3681

28 岡山県 吉備中央町 通年 ○ 庁舎内に啓発用ポスターを掲示 保健課 0866-54-1326

29 岡山県 倉敷市 11月 ○
市広報誌に掲載し，市役所担当課および各支所福祉課窓口に啓発ポ
ケットティッシュ等を設置

子ども相談セン
ター

086-426-3330

30 岡山県 倉敷市 11月 ○ 市立保育園，市役所保健福祉局職員にオレンジリボンを配布
子ども相談セン
ター

086-426-3330

31 岡山県 倉敷市 11月 ○
市内ショッピングモール等において，オレンジリボン，啓発用チラシ，ポ
ケットティッシュ，風船を配布

子ども相談セン
ター

086-426-3330

32 岡山県 笠岡市 9月～11月 ○
オレンジリボン作成・要保護児童対策地域協議会構成員による市行事
での配布・市職員の着用

こども部子育て
支援課

0865-69-2132

33 岡山県 笠岡市 11月 ○ 市本庁舎への児童虐待防止推進月間の啓発用垂れ幕掲示
こども部子育て
支援課

0865-69-2132

34 岡山県 総社市 11月 ○ 本庁玄関前に懸垂幕を掲揚
保健福祉部こど
も課

0866-92-8268

35 岡山県 高梁市 10月下旬 市内校園へチラシ配布による周知
健康福祉部こど
も未来課支援係

0866-21-0288

36 岡山県 高梁市 11月上旬 ○ 市内商業施設2か所でのチラシ等配布による啓発
健康福祉部こど
も未来課支援係

0866-21-0288

37 岡山県 高梁市 11月中 ○ 懸垂幕の掲示
健康福祉部こど
も未来課支援係

0866-21-0288

38 岡山県 新見市 11月 ○
市内ショッピングセンターにて児童虐待防止街頭キャンペーン（グッズ
配布）

福祉部こども課 0867-72-6115
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39 岡山県 浅口市 通年 ○
児童虐待防止のしおりを健康推進課で行う乳幼児健診の案内に併せ
て同封し配布

健康福祉部　社
会福祉課、健康
推進課

0865-44-7007

40 岡山県 早島町 11月 ○ 町内イベントで虐待防止啓発リーフレット等を配布 健康福祉課 086-482-2483

41 岡山県 里庄町
通年
（毎月）

○
児童虐待防止についてのリーフレットを乳幼児健診、母子保健事業で
配布

健康福祉課 0865-64-7211

42 岡山県 津山市 11月 ○ 庁舎市民ホール等に啓発コーナーを設置
こども保健部こど
も子育て相談室

0868-32-7027

43 岡山県 津山市 11月 ○
保育園児らによる「オレンジリボンツリー」の作成及び啓発コーナーで
の展示

こども保健部こど
も子育て相談室

0868-32-7027

44 岡山県 津山市 通年 ○ 庁用車に啓発広告を貼り付け
こども保健部こど
も子育て相談室

0868-32-7027

45 岡山県 津山市 11月 ○ 市立図書館に啓発コーナー（関連本）を設置
こども保健部こど
も子育て相談室

0868-32-7027

46 岡山県 真庭市 通年 ○
オレンジリボン、バッチ、ポロシャツ着用による啓発
（要保護児童対策地域協議会、市職員）

子育て支援課 0867-42-1054

47 岡山県 真庭市 11月 ○
予防啓発用のぼりの設置(本庁、各振興局)
オレンジリボンツリーの設置（本庁）
ポスターの掲示（本庁、各振興局、健診会場）

子育て支援課 0867-42-1054

48 岡山県 真庭市 11月 ○
協力機関にポスター・チラシの配布、オレンジリボンの着用
（小中高等学校、医療機関、市議会議員、主任児童委員、郵便局、生
協等）

子育て支援課 0867-42-1054

49 岡山県 真庭市 11月 ○ 各地区健康まつりでの予防啓発。啓発グッズの配布。 子育て支援課 0867-42-1054

50 岡山県 真庭市 11月 ○ 栄養委員会による子育て広場での啓発グッズの配布を行う 健康推進課 0867-42-1050

51 岡山県 美作市 11月 ○
児童虐待防止について懸垂幕・のぼりにて啓発を行う（市役所・保健セ
ンター・各総合支所内）

保健福祉部社会
福祉課総合相談
係

0868-75-3913

52 岡山県 勝央町 10月 愛育委員によるオレンジリボンの普及啓発活動 健康福祉部 0868-38-7102

53 岡山県 久米南町 11月3日 ○ 保健福祉大会参加者に虐待予防グッズの配布 保健福祉課 086-728-2047

54 岡山県 美咲町 11月 ○ 庁舎内に虐待予防PR資料とオレンジリボンの掲示 福祉事務所 0868-66-1129

55 岡山県 美咲町 通年 ○ 児童虐待防止に関するパンフレットの配布 福祉事務所 0868-66-1129

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 岡山県 岡山県 11月1日 ○ RSKラジオ「県民のみなさんへ」において児童虐待防止の普及・啓発
保健福祉部子ど
も家庭課児童福
祉班

086-226-7911

2 岡山県 岡山県 11月1日 ○ NHKデータ放送において児童虐待防止月間等の周知
保健福祉部子ど
も家庭課児童福
祉班

086-226-7911

3 岡山県 岡山県
11月9日、15日、

22日
○ FMラジオ放送（FMくらしき）で２０秒スポットCMを放送

備中県民局健康
福祉部福祉振興
課

086-434-7023

4 岡山県 岡山県 11月 ○ 児童虐待防止推進月間及び標語を県民局電光掲示板で広報
備中県民局健康
福祉部福祉振興
課

086-434-7023

5 岡山県 岡山県 10月下旬
RSKラジオ「美作国からＢｕｒａｒｉほっと情報」、管内ケーブルテレビ「県
北情報どんぶらこ」において児童虐待防止月間の事前告知及び児童
虐待防止の普及啓発

美作県民局健康
福祉部福祉振興
課

0868-23-0113

○　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 問合せ先 備考

6 岡山県 岡山市 7月
広報紙「市民のひろば7月号」にて、子ども虐待防止サポーター養成研
修の受講案内及び虐待の通告・相談窓口について掲載。

岡山っ子育成局
子育て支援部こ
ども福祉課

086-803-1223

7 岡山県 岡山市 8月
広報紙「市民のひろば8月号」にて、オレンジリボンキャンペーンポス
ターコンテスト作品の募集について掲載。

岡山っ子育成局
子育て支援部こ
ども福祉課

086-803-1223

8 岡山県 岡山市 11月 ○
広報紙「市民のひろば11月号」にて、通告・相談窓口の周知やイベント
に関する情報を掲載。

岡山っ子育成局
子育て支援部こ
ども福祉課

086-803-1223

9 岡山県 岡山市 8月
広報紙「市民のひろば8月号」にて、オレンジリボンキャンペーンポス
ターコンテスト作品の募集について掲載。

岡山っ子育成局
子育て支援部こ
ども福祉課

086-803-1223

10 岡山県 玉野市 11月 ○ 市の広報誌（11月号）に児童虐待予防をテーマにした内容を掲載 福祉政策課 0863-32-5593

11 岡山県 備前市 11月中 ○ 市の広報紙で児童虐待防止推進月間の取組を周知
保健福祉部
子育て支援課
子育て支援係

0869‐64‐1853

12 岡山県 瀬戸内市 11月中 ○ 市広報誌で児童虐待防止に関する記事を掲載する
子育て支援課児
童母子係

0869-26-5947

13 岡山県 赤磐市 11月 ○ 市広報誌への記事掲載
保健福祉部子育
て支援課

086-955-2635

14 岡山県 和気町 11月 ○
町広報誌１１月号（１０月２５日発行）に虐待防止月間の啓発広報を掲
載。

民生福祉部
健康福祉課

0869-93-3681

15 岡山県 吉備中央町 11月 ○ 町広報紙等において、児童虐待防止推進月間を周知 保健課 0866-54-1326

16 岡山県 倉敷市 10月～11月 ○ 市ホームページに掲載
子ども相談セン
ター

086-426-3330

17 岡山県 倉敷市 11月 ○ 広報くらしきに掲載
子ども相談セン
ター

086-426-3330

18 岡山県 倉敷市
11月中
（2週間）

○ ＫＣＴチャンネル（静止画）で放送
子ども相談セン
ター

086-426-3330

19 岡山県 倉敷市 11月 ○ 市役所庁舎内広告モニターにて放映
子ども相談セン
ター

086-426-3330

20 岡山県 笠岡市 6月～11月 ○ 広報誌・ＨＰによる広報
こども部子育て
支援課

0865-69-2132

21 岡山県 井原市 10月～11月 ○ 広報誌、ケーブルテレビでの児童虐待防止の啓発
健康福祉部
子育て支援課
子育て支援係

0866-62-9517

22 岡山県 総社市 11月 ○ 広報誌１１月号へ掲載
保健福祉部こど
も課

0866-92-8268

23 岡山県 高梁市 10月中旬 広報誌・ＨＰによる広報
健康福祉部こど
も未来課支援係

0866-21-0288

24 岡山県 新見市 11月 ○ 市報に「児童虐待防止月間」について掲載 福祉部こども課 0867-72-6115

25 岡山県 浅口市 11月 ○ 広報「あさくち」11月号へ「児童虐待防止推進月間」の掲載
健康福祉部　社
会福祉課、健康
推進課

0865-44-7007

26 岡山県 早島町 11月 ○ 広報誌で虐待予防について啓発 健康福祉課 086-482-2483

27 岡山県 里庄町 11月 ○ 広報紙での周知『児童虐待防止推進月間について』 健康福祉課 0865-64-7211



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

28 岡山県 矢掛町 11月 ○
町の広報紙で児童虐待防止推進月間の記事を掲載、取組への協力を
呼びかけ

保健福祉課 0866-82-1013

29 岡山県 津山市 11月 ○
市広報紙（広報津山11月号）にて、児童虐待防止推進月間の周知啓
発

こども保健部こど
も子育て相談室

0868-32-7027

30 岡山県 津山市 通年 ○
ラジオ（FMつやま）の行政情報コーナーで児童虐待への対応の周知・
啓発

こども保健部こど
も子育て相談室

0868-32-7027

31 岡山県 津山市 11月 ○
ラジオ（FMつやま）の行政情報コーナーで児童虐待防止推進月間の周
知・啓発

こども保健部こど
も子育て相談室

0868-32-7027

32 岡山県 真庭市 11月 ○ 広報紙への掲載・ケーブルテレビでの予防啓発 子育て支援課 0867-42-1054

33 岡山県 鏡野町 11月 ○ 町広報誌に掲載 保健福祉課 0868-54-2986

34 岡山県 勝央町 8月 町広報誌による虐待予防の普及・啓発活動 健康福祉部 0868-38-7102

35 岡山県 久米南町 11月 ○ 無線放送で虐待予防について広報 保健福祉課 086-728-2047

36 岡山県 美咲町 11月 ○ 広報誌に掲載 福祉事務所 0868-66-1129

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 岡山県 岡山市 6月2日
ファジアーノ岡山公式戦にて試合会場前ブースで「子ども虐待防止○
×クイズ」を実施し、参加者へオレンジリボン啓発資料及びファジアー
ノ岡山×オレンジリボンコラボ缶バッジ（1000個）を配布。

岡山っ子育成局
子育て支援部こ
ども福祉課

086-803-1223

2 岡山県 津山市 11月 ○
市観光振興課・津山市商工会議所の協力により、市史跡の鶴山公園
（備中櫓）をシンボルカラーのオレンジ色にライトアップし、啓発

こども保健部こど
も子育て相談室

0868-32-7027

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 岡山県 岡山県 随時
保育施設等の指導監査時、施設職員や市町村職員に対応等について
指導

備前県民局健康
福祉部福祉振興
課

086-272-3989

2 岡山県 瀬戸内市 11月 ○
児童虐待防止のロゴ入りポロシャツを担当課職員が着用して虐待防
止をPRする

子育て支援課児
童母子係

0869-26-5947

3 岡山県 井原市 11月 ○ 要対協代表者会議での虐待防止推進月間について周知
健康福祉部
子育て支援課
子育て支援係

0866-62-9517

4 岡山県 高梁市 開催時期未定
民生委員児童委員協議会主任児童委員化部会での虐待に関する説
明

健康福祉部こど
も未来課支援係

0866-21-0288

5 岡山県 津山市 11月 ○ こども保健部の職員において手作りのオレンジリボンを着用
こども保健部こど
も子育て相談室

0868-32-7027

6 岡山県 美咲町 11月 ○ オレンジリボンの作成。職員、町議会議員、民生児童委員に配布 福祉事務所 0868-66-1129

○　民間企業等とのタイアップ

○　その他


