
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 鹿児島県 霧島市 通年 ○
年間を通じて「霧島市出前講座」と称し、市職員が地域に出向き、市政
に対する理解を深めてもらうため、市民・団体からの申込に応じて出前
講座を実施。講座名「見過ごさないぞ！DV・虐待講座」

企画部企画政策
課男女共同参画
推進グループ
保健福祉部子育
て支援課子ども
家庭支援室

0995-64-0881

2 鹿児島県 伊佐市 8月6日 児童虐待をテーマにした研修会を専門課向けに開催 こども課 0995-23-1311

3 鹿児島県 伊佐市 1月予定 児童虐待をテーマにした研修会を一般向けに開催予定 こども課 0995-23-1311

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 鹿児島県 鹿児島県 11月4日 ○ 民間団体・鹿児島市と共に街頭にて啓発物品を配布
くらし保健福祉部
子ども家庭課
児童福祉係

099-286-2771

2 鹿児島県 鹿児島県 11月 ○ 出先機関や民間企業でオレンジリボンツリーや懸垂幕を設置
くらし保健福祉部
子ども家庭課
児童福祉係

099-286-2771

3 鹿児島県 鹿児島市 10月28日 街頭キャンペーンの実施（啓発グッズ等の配布） こども福祉課 099-216-1260

4 鹿児島県 鹿児島市 11月中 ○ ポスター・チラシの作成・配布（学校、保育園、医療機関等） こども福祉課 099-216-1260

5 鹿児島県 鹿屋市 10月
市内の小学校・中学校・幼稚園・保育所に保護者向けの児童虐待防
止啓発チラシ（本市の相談先を明記）を配布

保健福祉部子育
て支援課　児童
家庭係

0994-31-1134

6 鹿児島県 鹿屋市 11月 ○ 市役所庁舎内及び総合支所（３か所）にオレンジリボンツリーを設置
保健福祉部子育
て支援課　児童
家庭係

0994-31-1134

7 鹿児島県 鹿屋市 11月 ○ 市役所周辺にのぼり旗を設置
保健福祉部子育
て支援課　児童
家庭係

0994-31-1134

8 鹿児島県 鹿屋市 11月 ○ 市公用車に啓発ステッカーの貼付け
保健福祉部子育
て支援課　児童
家庭係

0994-31-1134

9 鹿児島県 鹿屋市 11月 ○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲揚
保健福祉部子育
て支援課　児童
家庭係

0994-31-1134

10 鹿児島県 阿久根市 11月 ○ 市役所庁舎内にオレンジリボンのモニュメントを設置 福祉課 0996-72-3939

11 鹿児島県 指宿市 11月 ○ 「児童虐待防止推進月間」について、市庁舎への懸垂幕掲示
健康福祉部
地域福祉課
児童母子福祉係

0993-22-2111

12 鹿児島県 指宿市 通年 ○ 市で作成した「オレンジリボン運動」のマグネットを市公用車へ貼付
健康福祉部
地域福祉課
児童母子福祉係

0993-22-2111

13 鹿児島県 薩摩川内市 11月 ○ オレンジリボン啓発ツリーの設置、のぼり旗設置
障害・社会福祉
課

0996-22-8115

14 鹿児島県 日置市 11月 ○ 市役所庁舎内にオレンジリボンのモニュメントを設置
市民福祉部福祉
課子ども福祉係

099-248-9416

15 鹿児島県 霧島市 11月 ○
児童虐待防止推進月間を周知するため、懸垂幕の掲出、市広報誌へ
の掲載を行う。

保健福祉部子育
て支援課子ども
家庭支援室

0995-64-0881

16 鹿児島県 南さつま市 11月 ○
本庁市役所庁舎内にオレンジリボンのモニュメントを設置、市の広報
誌掲載

市民福祉部子ど
も未来課子育て
支援係

0993-53-2111

【鹿児島県】

○　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

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

17 鹿児島県 奄美市 11月 ○
市役所ロビーに児童虐待防止月間の一環としてオレンジリボン運動を
行い、普及啓発のためのパネル展示を行う。

福祉政策課 0997-52-1111

18 鹿児島県 南九州市 11月中 ○ 市内公共施設内でオレンジリボン活動の周知を図る
企画課まちづくり
推進室・福祉課
子育て支援係

0993-56-1111

19 鹿児島県 長島町 11月 ○ 庁舎内にオレンジリボンとツリーを設置。結んでもらう 福祉事務所 0996-86-1146

20 鹿児島県 長島町 12月 イベント（長島フェスタ）時にオレンジリボンのツリーを設置 福祉事務所 0996-86-1146

21 鹿児島県 湧水町 11月 ○
町の行事等において児童虐待防止と相談窓口を周知するための独自
のリーフレットを配布

福祉課　障害者・
児童福祉係

0995-74-3111

22 鹿児島県 中種子町 11月 ○ 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 福祉環境課 0997-27-1111

23 鹿児島県 大和村 通年 ○ 乳幼児健康診断時等にポスター等掲示し普及啓発を行う。 保健福祉課 0997-57-2218

24 鹿児島県 瀬戸内町 11月 ○ 役場1階ロビーにオレンジリボンツリーを設置
町民生活課児童
母子係

0997-72-1060

25 鹿児島県 和泊町 11月 ○ 児童虐待防止のリーフレットを配布
町民支援課
児童福祉係

0997-84-3526

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 鹿児島県 鹿児島市 11月中 ○ 大型ビジョンでのＣＭ放映 こども福祉課 099-216-1260

2 鹿児島県 鹿児島市 11月中 ○ 市広報誌、ホームページでの広報 こども福祉課 099-216-1260

3 鹿児島県 鹿屋市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間を周知
保健福祉部子育
て支援課　児童
家庭係

0994-31-1134

4 鹿児島県 枕崎市 10月19日 ○ 「児童虐待防止推進月間」についてお知らせ版掲載 福祉課社会係 0993-72-1111

5 鹿児島県 枕崎市 11月6日 ○ 「児童虐待防止推進月間」について広報紙掲載 福祉課社会係 0993-72-1111

6 鹿児島県 阿久根市 11月 ○ 市の広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知 福祉課 0996-72-3939

7 鹿児島県 出水市 11月 ○ 市の広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知
こども課
こども福祉係

0996-63-4047

8 鹿児島県 指宿市 10月15日 「児童虐待防止推進月間」について、市広報紙への掲載
健康福祉部
地域福祉課
児童母子福祉係

0993-22-2111

9 鹿児島県 西之表市 11月 ○ 市の広報紙で児童虐待防止推進月間の取組を周知
福祉事務所市民
総合相談係

0997-22-1111

10 鹿児島県 垂水市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待について広報
福祉課児童障害
者係

0994-32-1115

11 鹿児島県 薩摩川内市 11月 ○ 広報誌掲載
障害・社会福祉
課

0996-22-8115

12 鹿児島県 曽於市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する周知を行う。
福祉事務所
児童福祉係

0986-72-0936

13 鹿児島県 いちき串木野市 11月5日 ○ 市の広報誌に記事を掲載し、啓発を図る。
福祉課子育て支
援係

0996-33-5618

14 鹿児島県 南九州市 4月20日 市広報紙に「児童福祉週間」「子ども相談センター」を紹介
教育委員会相談
センター

0993-56-1111

15 鹿児島県 伊佐市 11月 ○ 市広報紙にて児童虐待に関する情報を周知 こども課 0995-23-1311

○　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

16 鹿児島県 三島村 11月 ○ 村広報紙「広報みしま」で児童虐待防止推進月間の取組を周知 民生課 099-222-3141

17 鹿児島県 十島村 11月 ○ 村広報紙において、児童虐待防止に関する情報提供 住民課 099-222-2101

18 鹿児島県 さつま町 11月または12月 ○ 広報誌で「189」の周知 子ども支援課 0996-53-1111

19 鹿児島県 長島町 11月 ○ 町広報紙において，児童虐待に関する情報を周知 福祉事務所 0996-86-1146

20 鹿児島県 湧水町 11月 ○ 町広報等による周知を行う
福祉課　障害者・
児童福祉係

0995-74-3111

21 鹿児島県 大崎町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する県の施策を紹介 保健福祉課 099-476-1111

22 鹿児島県 東串良町 11月12日 ○ 町の広報誌で児童虐待防止推進月間を周知 福祉課 0994-63-3103

23 鹿児島県 錦江町 11月 ○ 町の広報誌「きんこう」で児童虐待防止推進月間の取組を周知
保健福祉課福祉
チーム

0994-22-3042

24 鹿児島県 肝付町 11月 ○
町広報紙に児童虐待防止（月間）について掲載、コミュニティFM（ラジ
オ）の町からのお知らせ番組の中で放送

福祉課児童家庭
係

0994-65-8413

25 鹿児島県 南大隅町 11月～12月 ○ 町の広報誌に掲載 介護福祉課 0994-24-3126

26 鹿児島県 大和村 11月 ○
村広報誌及びホームページにて児童虐待防止（虐待通告制度等）に
関する周知を行う。

保健福祉課 0997-57-2218

27 鹿児島県 宇検村 11月 ○ ラジオでの広報、ポスター等の掲示 保健福祉課 0997-67-2212

28 鹿児島県 瀬戸内町 11月 ○ オレンジリボン活動の周知、案内をケーブルラジオで放送
町民生活課児童
母子係

0997-72-1060

29 鹿児島県 龍郷町 11月 ○
全戸配布の広報誌において児童虐待防止月間及び相談窓口の情報
を掲載

町民税務課年金
係

0997-69-4517

30 鹿児島県 喜界町 11月 ○ 町の広報誌へ掲載 保健福祉課 0997-65-3685

31 鹿児島県 和泊町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間の周知を図る町有線テレビによる啓発
町民支援課
児童福祉係

0997-84-3526

32 鹿児島県 与論町 11月1日 ○ 11月1日配布予定の週報にて児童虐待防止推進月間の周知を図る。 町民福祉課 0997-97-4930


