
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 熊本県 熊本県 10月～11月 ○

「家庭から暴力をなくすキャンペーン」街頭キャンペーンにより、ＤＶ（配
偶者等からの暴力）防止、児童虐待防止、障がい者虐待防止を目的
にパネル展、啓発グッズ・チラシ・相談カード等の配布を実施。
街頭キャンペーン開催場所：イオン熊本中央店（熊本市内）
この他出先機関において10か所で街頭キャンペーンを実施。

子ども家庭福祉
課子ども福祉班

096-333-2228

2 熊本県 熊本県 11月21日 ○
「地域でのつながり、支え合い」をテーマに子どもの虐待防止を考える
シンポジウムを開催予定。
開催場所：熊本県医師会館大ホール

子ども家庭福祉
課子ども福祉班

096-333-2228

3 熊本県 多良木町 9月13日 民生委員に対し、児童虐待の研修会を開催 子ども対策課 0966-42-1262

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 熊本県 熊本県 11月 ○ 県医師会会報に虐待通告の必要性等を掲載予定。
子ども家庭福祉
課子ども福祉班

096-333-2228

2 熊本県 人吉市 通年
出生届・転入届等の際に子育てガイドブックを配布し、相談機関等を
紹介

福祉課児童福祉
係

0966-22-2111

3 熊本県 玉名市 11月 ○
市役所ロビーにて、来庁者に向けて児童虐待防止月間の周知と併せ
てツリーにオレンジリボンの飾りつけを実施

健康福祉部子育
て支援課

0968-75-1120

4 熊本県 合志市 11月中 ○
市内ショッピングセンターにおいて、児童虐待防止推進月間のリーフ
レット、カード及びオレンジリボン周知用グッズを配布

健康福祉部　女
性・子ども支援課

096-248-1199

5 熊本県 益城町 7月中 児童虐待防止活動としてオレンジリボン貼付の七夕短冊の展示
こども未来課
子育て支援係

096-286-3117

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 熊本県 熊本県 11月 ○ ラジオ番組による虐待通告等の啓発予定。
子ども家庭福祉
課子ども福祉班

096-333-2228

2 熊本県 八代市
①１１月
②通年

○
①広報誌及びラジオにおいて児童虐待防止に関する啓発を行う。
②関係機関等へ出前講座等を活用し児童虐待に関する情報提供を行
う。

こども未来課 0965-33-8721

3 熊本県 人吉市 11月 ○ 広報ひとよしに児童虐待防止月間の啓発記事を掲載
福祉課児童福祉
係

0966-22-2111

4 熊本県 荒尾市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する啓発を行う。
荒尾市すこやか
未来課こども相
談係

0968-63-1143

5 熊本県 水俣市 １１月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載
福祉課子ども子
育て支援室

0966-61-1660

6 熊本県 玉名市 11月 ○
市広報紙及び市ホームページで、児童虐待防止月間（オレンジリボン）
の周知

健康福祉部子育
て支援課

0968-75-1120

7 熊本県 天草市 11月 ○ 市広報紙に児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
健康福祉部子育
て支援課子ども
相談係

0969-22-0404

8 熊本県 山鹿市 11月 ○
11月号広報に虐待欄を設け（児童、障がい者、高齢者の虐待、ＤＶの
広報活動）児童虐待に関しては、本年度の標語を記載し、市民への意
識づけを図る。

福祉援護課 0968-43-0052

9 熊本県 菊池市 11月 ○ 市広報誌・ホームページにおいて、児童虐待に関する記事を掲載 子育て支援課 0968‐25‐7214

10 熊本県 宇土市 11月 ○ 市の広報誌にて児童虐待防止推進月間の取組を周知
子育て支援課子
育て支援係

0964-22-1111

11 熊本県 上天草市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉部福祉
課

0969-28-3351

12 熊本県 宇城市 通年 ○ 市ホームページでの啓発周知 子育て支援課 0964-33-1118

13 熊本県 阿蘇市
11月1日～11月

30日
○ 市広報誌において児童虐待に関する記事を掲載

市民部福祉課子
育て支援係

0967-22-3167

14 熊本県 美里町 11月 ○ 広報誌・町ホームページへ掲載
福祉課　子ども・
生活支援係

0964-47-1116

15 熊本県 玉東町 11月 ○ 広報誌による相談窓口の周知及び啓発記事掲載 保健介護課 0968-85-6557

16 熊本県 和水町 11月中 ○ 町広報誌にて児童虐待防止推進月間の周知
健康福祉課 子ど
も家庭係

0968-86-5724

17 熊本県 長洲町 11月 ○
広報紙において、11月が児童虐待防止月間ということと、「189」の紹介
を行う

子育て支援課
はぐくみ館

0968-78-4189

18 熊本県 南関町 11月 ○ 町の広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知 福祉課 0968-57-8503

19 熊本県 大津町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する内容を紹介
教育部　子育て
支援課

096-293-5981

20 熊本県 菊陽町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止月間の周知記事を掲載 子育て支援課 096-232-2202

21 熊本県 南小国町 11月 ○
全国共通ダイヤル及び役場相談窓口の周知のための町広報誌への
掲載。

福祉課保育児童
係

0967-42-1113

22 熊本県 小国町 １１月 ○ 広報掲載 福祉課 0967-46-2116

23 熊本県 高森町 11月中 ○ 広報誌及びホームページ掲載 住民福祉課 0967-62-1111（代）

24 熊本県 南阿蘇村 11月中 ○ 広報誌に児童虐待防止について掲載予定 住民福祉課 0967-67-2702

25 熊本県 西原村 11月 ○ 村の広報誌で児童虐待防止推進月間を周知 住民福祉課 096-279-3111

【熊本県】

○　フォーラム等事業の開催

○　啓発物品作成・配布

○　広報誌、テレビ等で周知



26 熊本県 御船町 11月 ○ 町広報紙に児童虐待関連記事掲載予定 こども未来課 096-282-1346

27 熊本県 嘉島町 11月 ○
町公報紙で児童虐待の内容及び通告方法・通告先（共通ダイアル
189）の紹介。
また児童民生委員の定例会においても周知を行う。

町民課福祉係 096-237-2576

28 熊本県 益城町 11月 ○ 町の広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知
こども未来課
子育て支援係

096-286-3117

29 熊本県 甲佐町 11月 ○ 町広報及びホームページで児童虐待防止推進月間の周知
福祉課子ども・障
がい福祉係

096-234-1114

30 熊本県 山都町 １１月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する内容を紹介 福祉課 0967-72-1229

31 熊本県 氷川町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載 福祉課 0965-52-5852

32 熊本県 芦北町 11月 ○ 町広報誌で児童虐待防止関連の記事を掲載
福祉課　児童家
庭係

0966-82-2511

33 熊本県 津奈木町 11月1日 ○ 町の広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知 ほけん福祉課 0966-78-5555

34 熊本県 錦町 11月 ○
町の広報紙と、HPにおいて、児童虐待防止に関する啓発・周知をす
る。

住民福祉課　福
祉係

0966-38-1112

35 熊本県 あさぎり町 11月 ○ 町広報紙及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 生活福祉課 096-45-7214

36 熊本県 湯前町 １１月 ○ 町広報誌およ町ホームページで児童虐待防止月間の周知 保健福祉課 0966-43-4112

37 熊本県 五木村 11月1日 ○ 広報誌に児童虐待防止月間に関する記事を掲載。 保健福祉課 0966-37-2214

38 熊本県 山江村
10月29日～11月

28日
○ 村の広報誌で児童虐待防止月間の取組を周知。 健康福祉課 0966-23-3978

39 熊本県 球磨村 11月 ○ 村広報誌において児童虐待防止に関する内容を掲載
住民福祉課　福
祉係

0966-32-1112

40 熊本県 苓北町 11月5日 ○ 町の広報誌で児童虐待防止推進月間の取り組みを周知する 福祉保健課 0969-35-1111

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 熊本県 南阿蘇村 10月or11月 ○ 民生委員・児童委員定例会にて、児童虐待の研修会 住民福祉課 0967-67-2702

○　その他


