
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 高知県 高知県
10月21日、27日、

28日
高知オレンジリボンキャンペーンの開催
（10月21日：たすきウォーク、10月27-28日：講演会）

地域福祉部
児童家庭課

088-823-9655

2 高知県 高知市 10月28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
○高知市子育て応援講演会
「大人が変われば子どもが変わる」～子どもの気持ちを理解する
会場 　高知県高知市総合あんしんセンター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

3 高知県 土佐市 11月13日 ○
児童虐待等をテーマにした、映画「きみはいい子」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行う。

土佐市少年育成
センター

088-852-7702

4 高知県 宿毛市 10月27日 高知オレンジリボンキャンペーン2018講演会が宿毛市で実施される。
福祉事務所
子育て推進係

0880-63-1114
オレンジリボンキャ
ンペーン実行委員
会を後援

5 高知県 四万十町 11月 ○ 研修会の開催 健康福祉課 0880-22-3115

6 高知県 黒潮町 未定 ○
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講演会及び研修会を実施

健康福祉課 0880-43-2116
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1 高知県 高知県
7月下旬～
8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）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 安芸市 通年 ○
安芸市福祉事務所の窓口にて安芸市作成の児童虐待防止啓発リー
フレットの設置・配布

安芸市福祉事務
所こども係

0887-35-1009

3 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

4 高知県 香南市 通年 ○
児童虐待防止の啓発や児童相談窓口の周知を兼ねたパンフレットを
乳幼児健診の案内書類と一緒に対象者に配布。

福祉事務所 0887-57-8509

5 高知県 香南市 11月23日 ○
香南ふれあい祭り（人権フェスティバル）で児童虐待防止の啓発のた
めのグッズを配布

福祉事務所 0887-57-8509

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

088-852-7702

7 高知県 土佐市 11月 ○ 市の公用車に児童虐待防止を啓発するマグネットを取り付ける。
土佐市少年育成
センター

088-852-7702

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

土佐市少年育成
センター

088-852-7702

9 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行う。また、全家庭へのチラシ配布を依頼す
る。

須崎市家庭児童
相談室

0889-42-1204

10 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
教育支援室

0889-24-4411

11 高知県 黒潮町
11月18日
（予定）

○ 町社会福祉大会で啓発事業 健康福祉課 0880-43-2116
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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

○　広報誌、テレビ等で周知

【高知県】

○　フォーラム等事業の開催

○　啓発物品作成・配布
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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桁ダイアル
189（いちはやく）の周知

生涯学習課 0887-22-5144

4 高知県 安芸市 11月1日 ○
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）の掲載

安芸市福祉事務
所こども係

0887-35-1009

5 高知県 香美市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待の種類や相談窓口の紹介。
福祉事務所
社会福祉班

0887-53-3117
誌面の都合上掲
載できない場合も
あり

6 高知県 南国市 11月 ○ 市の広報誌で児童虐待防止推進月間の取り組みを周知
福祉事務所
こども相談係

088-880-6564

7 高知県 土佐市 11月 ○
市広報誌において児童虐待防止について並びに児童虐待相談窓口を
周知する。

土佐市少年育成
センター

088-852-7702

8 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する。

須崎市教育委員
会
子ども・子育て支
援課

0889-42-1229

9 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
福祉事務所
社会福祉係

0880-34-1120

10 高知県 土佐清水市 11月 ○ 市の広報誌で児童虐待防止推進月間の取り組みを周知 福祉事務所 0880-87-9011

11 高知県 東洋町 10月1日 町広報紙において、児童虐待防止について啓発 住民課 0887-29-3394

12 高知県 安田町 11月 ○ 町広報紙11月号に児童虐待防止啓発記事を掲載 町民生活課 0887-38-6712

13 高知県 北川村 11月 ○ 村広報誌に掲載 住民課 0887-32-1214

14 高知県 本山町 11月 ○
町の行政連絡（紙）において、児童虐待防止に関するPRと相談窓口の
周知等を掲載

健康福祉課 0887-70-1060

15 高知県 大豊町 11月 ○ 11月の広報誌に掲載予定 教育委員会 0887-72-0450

16 高知県 土佐町 9月～2月 ○ 町の広報誌にて、児童虐待防止に関する情報を掲示 健康福祉課 0887-82-2333

17 高知県 大川村 11月 ○ 11月広報に児童虐待防止月間の内容を掲載する。 総務課 0887-84-2211

18 高知県 いの町 11月 ○ 町広報誌において月間の意義を周知する。
教育委員会事務
局少年安全対策
係

088-893-1922

19 高知県 仁淀川町 11月 ○
町広報に、１１月は児童虐待防止推進月間である旨及び関連記事を
掲載

教育委員会 0889-35-0019

20 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
健康福祉課
地域サポート係

0889-22-7705

21 高知県 越知町 11月1日 ○ 町広報誌において虐待防止に関する啓発、周知を図る 生涯学習課 0889-26-3400

22 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を掲載
教育委員会
教育支援室

0889-24-4411

23 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
教育支援室

0889-24-4411

24 高知県 津野町 8月1日
町の広報誌において、全国一斉「子どもの人権110番」の強化週間の
お知らせと、虐待通報に関する情報を掲載。

津野町総合保健
福祉センター

0889-55-2151

25 高知県 津野町 10月1日
町の広報誌において、「高知オレンジリボンキャンペーン」について掲
載予定。

津野町総合保健
福祉センター

0889-55-2151

26 高知県 梼原町 10月 町広報でのオレンジリボン活動の周知

保健福祉支援セ
ンター
子育て世代包括
支援センター

0889-65-1170
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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 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


