
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 沖縄県 沖縄県 11月1日 ○
一般社団法人にんしんSOS東京代表理事の中島かおり氏を講師に一
般県民向けの児童虐待防止講演会を沖縄市で開催。

子ども生活福祉
部青少年・子ども
家庭課

098-866-2174 沖縄市共催

2 沖縄県 沖縄県 11月20日、21日 ○
育児情報誌miku編集長の髙祖常子氏を講師に、一般県民向けの児童
虐待防止講演会を名護市（11/20）、うるま市(11/21)で開催。

子ども生活福祉
部青少年・子ども
家庭課

098-866-2174
名護市、うるま市
共催

3 沖縄県 沖縄県 11月26日、27日 ○
NPO法人レジリエンス代表の中島幸子氏を講師に、一般県民向けの
児童虐待防止講演会を石垣市（11/26）、宮古島市(11/27）で開催。

子ども生活福祉
部青少年・子ども
家庭課

098-866-2174
石垣市、宮古島市
共催

4 沖縄県 沖縄県 12月16日
エンパワメント・センター主宰の森田ゆり氏を講師に、一般県民向け児
童虐待防止講演会を那覇市で開催

子ども生活福祉
部青少年・子ども
家庭課

098-866-2174 那覇市共催

5 沖縄県 沖縄県 8月、2月
保育士や幼稚園教諭等を対象に特定非営利活動法人おきなわＣＡＰ
センターによるワークショップを県内の希望自治体において実施（8/2
恩納村開催）。２月にも実施予定

子ども生活福祉
部青少年・子ども
家庭課

098-866-2174 恩納村共催

6 沖縄県 那覇市 11月9日 ○ 市内の保育士向けに「児童虐待対応研修」を実施
子育て応援課
子育て支援室

098-861-5026

7 沖縄県 宜野湾市 7月19日
児童福祉支援者向けに、沖縄県コザ児童相談所職員を講師とした『児
童虐待対応の基本』をテーマに研修会を開催。※家庭児童相談室、要
対協のリーフレットを配布。

福祉推進部 児
童家庭課 児童
家庭係

098-893-4422

8 沖縄県 宜野湾市
9月12日、19日、

26日、
10月3日

未就学児子育て中の市民を対象に、子育て講座を開催（4週連続、週
に1回）。※家庭児童相談室、要対協のリーフレットを配布。

福祉推進部 児
童家庭課 児童
家庭係

098-893-4422

9 沖縄県 宜野湾市 1月17日
児童福祉支援者向けの研修会を開催予定。※家庭児童相談室、要対
協のリーフレットを配布。

福祉推進部 児
童家庭課 児童
家庭係

098-893-4422

10 沖縄県 宜野湾市 2月14日
市民対象に『子育て支援講演会』を宜野湾市中央公民館にて開催予
定。※家庭児童相談室、要対協のリーフレットを配布。

福祉推進部 児
童家庭課 児童
家庭係

098-893-4422

11 沖縄県 宜野湾市 11月8日 ○
市民、関係機関に向けた『児童虐待防止講演会』を宜野湾市中央公民
館にて開催予定。

福祉推進部 児
童家庭課 児童
家庭係

098-893-4422

12 沖縄県 石垣市 11月26日 ○ 虐待防止に関する講演会
福祉部こども未
来局こども家庭
課

0980-97-0771 県と共同開催

13 沖縄県 浦添市 11月 ○
関係機関、職員向けに「児童虐待防止講演会」を市役所9階講堂で開
催予定。

こども未来部こど
も家庭課家庭相
談係

098-876-1234

14 沖縄県 名護市 11月20日 ○ 県とタイアップの講演会
子育て支援課
家庭支援係

0980-53-1212
(内線)107

県と共同開催

15 沖縄県 名護市 11月中 ○ 市内4カ所の支所にて出張相談（予定）
子育て支援課
家庭支援係

0980-53-1212
(内線)107

16 沖縄県 沖縄市 11月下旬 ○
【児童虐待防止講演会】
県内の児童福祉関係機関職員を講師とした、市民及び市内の児童福
祉に関わる支援者を対象に講演会を実施する。

こども相談・健康
課

098-929-3135 詳細は調整中

17 沖縄県 うるま市 11月21日 ○ 虐待防止に関する講演会 児童家庭課 098-973-5041 県と共同開催

18 沖縄県 南城市 11月16日 ○ 児童虐待防止について専門家を招いて講演会を開催 児童家庭課 098-917-5343

19 沖縄県 恩納村 8月2日
学校関係、保育士等を対象に、NPO法人おきなわCAPセンターによる
ワークショップ「気持ちが楽になる子育て支援」を開催予定

福祉健康課
母子保健係

098-966-1207 県と共同開催

20 沖縄県 読谷村 11月～12月 ○
児童虐待防止に関するワークショップ開催（小学校４年生対象　各学
校にて）

健康福祉部
こども未来課

098-982-9240

【沖縄県】

○　フォーラム等事業の開催
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21 沖縄県 嘉手納町 11月中 ○ 児童虐待防止に関するワークショップ開催
子ども家庭課
児童福祉係

098-956-1111

22 沖縄県 北谷町 11月22日 ○ 学校関係者向け児童虐待防止勉強会を開催 子ども家庭課 098-936-1234

23 沖縄県 北谷町 8月15日
保育士向け児童虐待対応勉強会を開催（認可・認可外保育所、学童ク
ラブ）

子ども家庭課 098-936-1234

24 沖縄県 北谷町 1月 保育士向け児童虐待対応勉強会を開催（公立保育所） 子ども家庭課 098-936-1234

25 沖縄県 北谷町 5月
要保護児童対策地域協議会代表者会議において児童虐待防止基調
講演会を開催

子ども家庭課 098-936-1234

26 沖縄県 北中城村 通年 ○
村内の児童、その保護者を対象に各学校等において、児童虐待防止
のワークショップを開催

福祉課児童福祉
係

098-935-2233

27 沖縄県 中城村 10月
村内関係機関、保育所等、幼稚園、小学校低学年教諭向け　支援者
研修

福祉課 098-895-2131

28 沖縄県 中城村 2月
村内関係機関、保育所等、幼稚園、小学校低学年教諭、児童ディサー
ビス施設、主任児童委員　支援者研修

福祉課 098-895-2131
具体的内容は調
整中

29 沖縄県 八重瀬町 11月 ○ 児童虐待予防講演会 児童家庭課 098-998-7163
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1 沖縄県 那覇市 11月 ○ 懸垂幕及び横断幕の掲示
子育て応援課
子育て支援室

098-861-5026

2 沖縄県 那覇市 11月 ○ 那覇市子ども虐待対応マニュアル（ダイジェスト版）の配布
子育て応援課
子育て支援室

098-861-5026

3 沖縄県 那覇市 11月 ○ 市役所庁舎ロビーにおけるパネル展示
子育て応援課
子育て支援室

098-861-5026

4 沖縄県 宜野湾市 11月2日～30日 ○
『児童虐待防止月間』におけるパネル展を開催予定。
11/2～11/9：サンエー コンベンションシティ（調整中）、11/12～30：琉
球銀行（調整中）

福祉推進部 児
童家庭課 児童
家庭係

098-893-4422

5 沖縄県 宜野湾市 通年 ○
公用車にオレンジリボンをモチーフとしたマグネットを貼り、児童虐待防
止推進に向け、全庁的に取り組んでいる。

福祉推進部 児
童家庭課 児童
家庭係

098-893-4422

6 沖縄県 浦添市 11月 ○ 庁舎に懸垂幕を設置し児童虐待防止を推進予定。
こども未来部こど
も家庭課家庭相
談係

098-876-1234

7 沖縄県 浦添市 11月 ○ 市役所1階にてパネル展をパープルリボンと合同で開催予定。
こども未来部こど
も家庭課家庭相
談係

098-876-1234

8 沖縄県 浦添市 11月 ○
庁用車にオレンジリボンのマグネットステッカーを貼り、全庁的に児童
虐待防止を推進予定。

こども未来部こど
も家庭課家庭相
談係

098-876-1234

9 沖縄県 浦添市 11月 ○
オレンジリボンを作り、チラシと共に市内大型店舗前で配布。浦添警察
署少年課職員及び高校生インターンシップ同席予定。

こども未来部こど
も家庭課家庭相
談係

098-876-1234

10 沖縄県 名護市 11月中 ○
市役所庁舎、市民会館に懸垂幕を掲揚、庁舎、図書館、児童センター
でのパネル展を開催

子育て支援課
家庭支援係

0980-53-1212
(内線)107

11 沖縄県 名護市 通年 ○
市内保育園・小、中、高校その他関係機関を訪問し児童虐待の早期
発見や通告、要対協についての説明を行っている。

子育て支援課
家庭支援係

0980-53-1212
(内線)107

12 沖縄県 沖縄市 通年 ○

【こそだて応援訪問事業】
市内認可保育園・認可外保育所・幼稚園・児童センター等を巡回訪問
し、児童虐待時の通告や、保育士等が気を付けるべき点等について説
明するとともに、子育て応援訪問冊子や児童虐待防止啓発ポスター、
チラシを配布している。
また、巡回先から要支援・要保護児童等の情報提供を受け、支援の必
要な児童や家庭の早期発見を行っている。

こども相談・健康
課

098-929-3135

○　啓発物品作成・配布
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13 沖縄県 沖縄市
10月29日～
11月14日

○
【児童虐待防止パネル展】
市役所市民ロビーにおいて、児童虐待防止のパネル展を開催。市民
へ児童虐待防止に関して周知・啓発を行う。

こども相談・健康
課

098-929-3135

14 沖縄県 沖縄市 通年 ○

【市オリジナルの子育て情報リーフレット配布】
子育てへの応援メッセージや子育てにおける具体的な言葉かけ方法
等について、独自でリーフレットを作成し、子育て世代の市民へ戸別配
布するほか、窓口に来所された方への配布、パネル展等にて配布す
る。

こども相談・健康
課

098-929-3135

15 沖縄県 宮古島市 11月中 ○ 島内関係機関との合同出発式及びチラシ配布
福祉部児童家庭
課家庭支援係

0980-73-1947

16 沖縄県 南城市 11月 ○ オレンジリボンと児童虐待防止リーフレットを作成し、来庁者等へ配布 児童家庭課 098-917-5343

17 沖縄県 今帰仁村 通年 ○ 189が記載されたカーステッカーを公用車に貼って周知 幼保連携推進室 0980-56-2645

18 沖縄県 今帰仁村 通年 ○ 庁舎内、各公民館にポスター掲示 幼保連携推進室 0980-56-2645

19 沖縄県 恩納村 11月上旬 ○ 村内小中学生へチラシ及びグッズを配布
福祉健康課
母子保健係

098-966-1207

20 沖縄県 読谷村 11月～12月 ○ 児童虐待防止啓発ノートの配布（小学４年生対象）
健康福祉部こど
も未来課

098-982-9240

21 沖縄県 嘉手納町 11月 ○ 町役場庁舎に懸垂幕を掲揚
子ども家庭課
児童福祉係

098-956-1111

22 沖縄県 北中城村 11月1日～14日 ○ 役場庁舎内ロビーにおいて、児童虐待防止のパネル展を開催
福祉課児童福祉
係

098-935-2233

23 沖縄県 西原町 11月 ○ 町役場庁舎内で児童虐待に関するパネル表示
福祉部こども課
子育て支援係

098-645-5311

24 沖縄県 与那原町 8月以降
町内児童福祉施設等にリーフレットや資料を配布する。また、子育て
支援課の窓口にリーフレットを置き、住民へ周知

子育て支援課 098-945-6520

25 沖縄県 与那原町 11月 ○
児童虐待防止推進月間に町役場ロビーにて統計資料を掲示、住民に
広報し啓発活動を実施

子育て支援課 098-945-6520

26 沖縄県 南風原町 通年 ○ 役場こども課連絡先が記載されているパンフレットを窓口に設置 民生部こども課 098-889-7028

27 沖縄県 南風原町 11月 ○
189（3桁ダイヤル）が記載されたカーステッカーを、公用車に貼って周
知

民生部こども課 098-889-7028

28 沖縄県 南風原町 11月 ○ 役場でのぼりを掲揚し周知 民生部こども課 098-889-7028
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1 沖縄県 沖縄県 11月 ○
沖縄県の広報誌に「美ら島おきなわ11月号」及び県政広報番組「うま
んちゅひろば」において、児童虐待防止推進月間をＰＲ

子ども生活福祉
部青少年・子ども
家庭課

098-866-2174

2 沖縄県 那覇市 11月 ○ 市広報誌および市ホームページにおける周知啓発
子育て応援課
子育て支援室

098-861-5026

3 沖縄県 宜野湾市 通年 ○
市報およびホームページにて、児童虐待防止に関する事や、市の取組
を紹介。

福祉推進部 児
童家庭課 児童
家庭係

098-893-4422

4 沖縄県 石垣市 11月中 ○ 市の広報誌に児童虐待防止月間について記載し、啓発を促す。
福祉部こども未
来局こども家庭
課

0980-97-0771

5 沖縄県 浦添市 11月 ○
広報誌、ホームページ、庁舎内放送、庁舎一階ロビー電子掲示板にて
周知広報。

こども未来部こど
も家庭課家庭相
談係

098-876-1234

6 沖縄県 浦添市 11月 ○ ラジオ放送にて周知啓発。
こども未来部こど
も家庭課家庭相
談係

098-876-1234

○　広報誌、テレビ等で周知
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7 沖縄県 名護市 11月中 ○ 市の広報誌にて児童虐待防止に関する特集　電光掲示板での広報
子育て支援課
家庭支援係

0980-53-1212
(内線)107

8 沖縄県 沖縄市 11月下旬 ○
【市報への掲載】
児童虐待防止推進月間・児童虐待防止講演会を周知する。

こども相談・健康
課

098-929-3135

9 沖縄県 うるま市 11月 ○ 市の広報誌で児童虐待防止推進月間の啓発 児童家庭課 098-973-5041

10 沖縄県 宮古島市 11月中 ○ 市内広報誌にて、児童虐待防止に関する特集を掲載
福祉部児童家庭
課家庭支援係

0980-73-1947

11 沖縄県 宮古島市 11月中 ○ 行政広報ラジオを活用し、児童虐待防止に関する周知を図る。
福祉部児童家庭
課家庭支援係

0980-73-1947

12 沖縄県 宮古島市 11月中 ○
行政チャンネル及び島内ケーブルテレビを活用し、児童虐待防止を図
るＣＭを作成

福祉部児童家庭
課家庭支援係

0980-73-1947

13 沖縄県 南城市 10月号 ○ 市広報誌へ児童虐待防止推進月間について掲載 児童家庭課 098-917-5343

14 沖縄県 今帰仁村 11月 ○ 村広報誌及び村内電光掲示板での掲示 幼保連携推進室 0980-56-2645

15 沖縄県 今帰仁村 通年 ○ 乳幼児健診の会場、各保育所（園）にポスター掲示 幼保連携推進室 0980-56-2645

16 沖縄県 本部町 11月 ○
町広報誌への掲載(5000部発行)及び町内電光掲示板での掲示・ポス
ター掲示

福祉課 0980-47-2165

17 沖縄県 恩納村 11月中 ○ 役場及び各公民館の電光掲示板での啓発
福祉健康課
母子保健係

098-966-1207

18 沖縄県 恩納村 11月中 ○ 村広報誌掲載
福祉健康課
母子保健係

098-966-1207

19 沖縄県 嘉手納町 11月 ○ 国道沿い電光掲示板に児童虐待防止推進月間である事を掲載
子ども家庭課
児童福祉係

098-956-1111

20 沖縄県 嘉手納町 11月1日 ○ 町の広報誌で児童虐待推進月間であることを周知する
子ども家庭課
児童福祉係

098-956-1111

21 沖縄県 北谷町 11月 ○ 広報誌で児童虐待防止の啓発 子ども家庭課 098-936-1234

22 沖縄県 中城村 8月
村内保育所等、コンビニエンスストアー、サンエー等大型店舗への【車
内放置啓発掲示物】掲示

福祉課 098-895-2131

23 沖縄県 中城村 11月 ○ 中城村広報誌へ児童虐待月間の掲載 福祉課 098-895-2131

24 沖縄県 中城村 1月 中城村広報誌へ「子ども・女性・男性相談に関するおしらせ」掲載 福祉課 098-895-2131

25 沖縄県 西原町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止月間について紹介
福祉部こども課
子育て支援係

098-945-5311

26 沖縄県 南風原町 11月 ○ 町広報誌にて周知 民生部こども課 098-889-7028

27 沖縄県 南風原町 11月 ○ 町ホームページにて周知 民生部こども課 098-889-7028

28 沖縄県 南風原町 11月 ○ 電子掲示板にて周知 民生部こども課 098-889-7028

29 沖縄県 粟国村 8月 村広報紙への掲載 民生課 098-988-2017

30 沖縄県 八重瀬町 11月 ○ 町広報誌にて周知 児童家庭課 098-998-7163



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 沖縄県 宜野湾市 通年 ○
オレンジリボンをモチーフにしたポロシャツを、当課だけでなく、他課の
職員、関係機関の職員も着用し、虐待防止推進のアピールを行ってい
る。

福祉推進部 児
童家庭課 児童
家庭係

098-893-4422

2 沖縄県 石垣市 11月中 ○ 庁舎内の職員にオレンジリボンを配布し、着用してもらう。
福祉部こども未
来局こども家庭
課

0980-97-0771

3 沖縄県 浦添市 11月 ○ オレンジリボンをプリントしたポロシャツの着用。
こども未来部こど
も家庭課家庭相
談係

098-876-1234

4 沖縄県 浦添市 11月 ○ オレンジリボンを作り職員へ配布。着用。
こども未来部こど
も家庭課家庭相
談係

098-876-1234

5 沖縄県 名護市 11月中 ○
庁舎内外子育て支援に関する職員や窓口職員中心にオレンジリボン
の配布及び着用

子育て支援課
家庭支援係

0980-53-1212
(内線)107

6 沖縄県 北谷町 11月 ○ 課内職員オレンジリボン着用による啓発 子ども家庭課 098-936-1234

7 沖縄県 北谷町 4～6月
小中学校および認可保育園訪問。児童虐待の理解と連携強化を図
る。

子ども家庭課 098-936-1234

○　その他


