
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 香川県 香川県 11月18日 ○
児童虐待防止講演会を開催し、広く県民へ周知を行い、意識の向上を
図る。

健康福祉部子ど
も政策推進局子
ども家庭課

087-832-3286

2 香川県 坂出市 11月6日 ○
要対協実務者会にて、講師を招き講演会を実施。民生委員等の一般
の参加者も募る

こども課 0877-44-5027

3 香川県 善通寺市 12月18日
市内の保・幼・小・中学校職員、主任児童委員等を対象に、児童虐待
防止に関連する講演会を実施する。

保健福祉部子ど
も課

0877-63-6365

4 香川県 観音寺市
11月～1月頃に1

回予定
○ 「児童虐待対応について」の研修会実施予定 子育て支援課 0875-23-3957

5 香川県 さぬき市 11月中 ○ 地域子育て支援センターでの講習会・啓発物品の配布 子育て支援課 0879-26-9905

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 香川県 香川県 8月中旬から随時 ○
県と県警が合同で作成した児童虐待防止リーフレットを各市町児童福
祉主管課を通じて学校・保育園等に配布する。

健康福祉部子ど
も政策推進局子
ども家庭課

087-832-3286

2 香川県 香川県 11月30日 ○
人権啓発イベントに参加し、児童虐待・DV防止、里親、特別養子縁組
啓発のためのブースを出展する。

健康福祉部子ど
も政策推進局子
ども家庭課

087-832-3286

3 香川県 高松市 7月28日
　商業施設にて、啓発グッズを配布し、子ども虐待とＤＶ防止を呼びか
ける

高松市こども女
性相談課

087-839-2384

4 香川県 高松市 10月6日
　さぬきこどもの国にて、香川県内の子育て支援に携わる団体、企業、
公的機関等が集まり、子育て支援の活動内容を紹介する。

高松市こども女
性相談課

087-839-2384

5 香川県 高松市 10月20日

　仏生山公園にて、オレンジ＆パープルリボン・キャンペーンの普及・
啓発を促進するとともに、来場者によるオレンジ＆パープルリボン作り
を通じて、子ども虐待防止やDV防止への認識を高めてもらう機会を提
供する。また、参加者には、オレンジ＆パープルリボンや啓発グッズ・
資料も配布する。

高松市こども女
性相談課

087-839-2384

6 香川県 高松市 11月1日 ○ 　市役所庁舎に11月の児童虐待防止推進月間の懸垂幕を掲げる
高松市こども女
性相談課

087-839-2384

7 香川県 高松市 11月22日 ○

　丸亀町グリーンにて、香川県と合同で、子ども虐待・ＤＶ防止啓発
キャンペーンを実施する。なお、セレモニー後、保育園の子どもたちと
一緒に子ども虐待防止を呼びかけながら、オレンジ＆パープルリボン
等啓発グッズを、通行市民に配布する。

高松市こども女
性相談課

087-839-2384

8 香川県 高松市 10月1日
　高松中央図書館にて、児童虐待防止及びＤＶ防止に向けた展示を行
う。

高松市こども女
性相談課

087-839-2384

9 香川県 高松市 11月下旬 ○
　市役所6階ＥＶホールに、オレンジ＆パープルリボンキャンペーンツ
リーを設置し、来庁者に周知、啓発する。

高松市こども女
性相談課

087-839-2384

10 香川県 高松市 12月25日
　たかまつミライエにて、市内の主な子育て支援事業やこども未来部で
行っている事業を紹介。児童虐待やＤＶ、里親に関するパネルも展示
する。

高松市こども女
性相談課

087-839-2384

11 香川県 高松市 1月19日
　橘の丘総合運動公園にて、子ども虐待防止、ＤＶ防止の啓発活動と
して、啓発物品を配布する。

高松市こども女
性相談課

087-839-2384

12 香川県 丸亀市 7月18日 街頭にて啓発パンフレットとティッシュを配布
こども未来部
子育て支援課

0877-23-2117

13 香川県 丸亀市 11月23日 ○
ショッピングモールにて児童虐待とＤＶ防止の啓発グッズを主任児童
委員と共に配布

こども未来部
子育て支援課

0877-23-2117

14 香川県 丸亀市 12月8日 子育てイベントで啓発グッズの配布。
こども未来部
子育て支援課

0877-23-2117

15 香川県 坂出市 11月3日 ○ ボールペン等の配布用グッズを作成し,街頭にて配布予定 こども課 0877-44-5027

16 香川県 善通寺市 通年 ○
子ども課の公用車に虐待予防と子育て支援を呼びかけるマグネット式
ステッカーを貼る。

保健福祉部子ど
も課

0877-63-6365

17 香川県 善通寺市 通年 ○
市のマタニティ教室、すくすく教室、おっぱい＆まんま教室、乳幼児相
談に参加した妊婦および親子に、子ども課で作成した啓発グッズ（ポ
ケットティッシュ、ウェットティッシュ）を配布する。

保健福祉部子ど
も課

0877-63-6365

18 香川県 善通寺市 通年 ○
赤ちゃん訪問、1.6歳児健診、3歳児健診、5歳児健診にて、子ども課で
作成したパンフレット、啓発グッズ（乳幼児医療証入れ、クリアファイ
ル、ボールペン）を配布する。

保健福祉部子ど
も課

0877-63-6365

19 香川県 善通寺市 10月19日
市内のイベントに参加した市民に、子ども課で作成したパンフレット、オ
レンジリボン、啓発グッズ（ポケットティッシュ）を配布する。

保健福祉部子ど
も課

0877-63-6365

【香川県】

○　フォーラム等事業の開催

○　啓発物品作成・配布



20 香川県 善通寺市 11月 ○
他課の公用車や市民バスに児童虐待防止推進月間を周知するマグ
ネット式ステッカーを貼る。

保健福祉部子ど
も課

0877-63-6365

21 香川県 善通寺市 11月 ○ 庁舎内に児童虐待防止を啓発するブースを設置する。
保健福祉部子ど
も課

0877-63-6365

22 香川県 観音寺市 11月10日 ○
”ふくしまつり2019”において、啓発チラシ、グッズ（ラップ、ポケット
ティッシュ、オレンジ・パープルリボン）の配布

子育て支援課 0875-23-3957

23 香川県 観音寺市 11月 ○
啓発チラシの配布（市内の保育所（園）・幼稚園・小中学校・高校・養護
学校の児童生徒、民生児童委員等に配布）

子育て支援課 0875-23-3957

24 香川県 観音寺市 11月 ○ 市役所庁舎に児童虐待防止推進月間の懸垂幕を設置 子育て支援課 0875-23-3957

25 香川県 観音寺市 通年 ○
愛育会行事や、市の乳幼児健診、個別ケース検討会議等で啓発チラ
シ、グッズを配布

子育て支援課 0875-23-3957

26 香川県 さぬき市 11月1日 ○ 啓発物品の配布、声掛けキャンペーン実施 子育て支援課 0879-26-9905

27 香川県 さぬき市 11月中 ○ 小・中学校から啓発物品の配布 子育て支援課 0879-26-9905

28 香川県 さぬき市 11月中 ○ 保育所・幼稚園・こども園から啓発物品の配布 子育て支援課 0879-26-9905

29 香川県 さぬき市 11月中 ○ 特別支援学校から啓発物品の配布 子育て支援課 0879-26-9905

30 香川県 さぬき市 11月18日 ○ 要対協での児童虐待予防キャンペーン実施 子育て支援課 0879-26-9905

31 香川県 東かがわ市 １０～１１月 ○
オレンジリボン・チラシ作成
　・市内小、中学校を巡回し、朝の会時に周知・啓発を行う。
　・市内イベント時などに、オレンジリボンの展示・啓発を行う。

子育て支援課 0879-26-1231

32 香川県 三豊市 4月中
保育所・幼稚園・小学校・中学校の保育士、教職員を対象に児童虐待
防止のための現場対応マニュアル資料を配布

健康福祉部子育
て支援課

0875-73-3016

33 香川県 三豊市 6月2日
「歯と口の健康フェスタ」にて、児童虐待防止啓発パネルを掲示。愛育
会のクイズ参加者に啓発グッズ（啓発チラシ・ボックスティッシュ）を配
布。スタッフはオレンジリボンバッジ（手製）を着用

健康福祉部子育
て支援課

0875-73-3016

34 香川県 三豊市 11月中 ○
子育て支援課窓口及び市庁舎待合ホールに児童虐待啓発用ポケット
ティッシュを常置し、希望者に配布

健康福祉部子育
て支援課

0875-73-3016

35 香川県 三豊市 11月中 ○ 市本庁舎・支所（6か所）に児童虐待防止啓発の「のぼり旗」を掲出
健康福祉部子育
て支援課

0875-73-3016

36 香川県 三豊市 11月中 ○
保育所・子育て支援センター職員にオレンジリボンバッジ（手製）を配
布し、着用を依頼

健康福祉部子育
て支援課

0875-73-3016

37 香川県 三豊市 11月2日 ○
「児童虐待防止」街頭啓発キャンペーンの実施。市内大型量販店に
て、児童虐待防止啓発グッズ（マグネットバー・ポケットティッシュ）を配
布

健康福祉部子育
て支援課

0875-73-3016

38 香川県 三豊市 随時 ○ 乳児家庭訪問の際に、児童虐待防止啓発用ボールペンを配布
健康福祉部子育
て支援課

0875-73-3016

39 香川県 三豊市 通年 ○ 相談ダイヤルカードを作成。市内施設等に常置し、希望者に配布
健康福祉部子育
て支援課

0875-73-3016

40 香川県 土庄町 11月2日 ○
オリーブリボンキャンペーン（土庄町大商業祭でネットワーク関係者に
よるパンフレットの配布やクイズラリーによる虐待防止啓発のための活
動を実施

健康増進課 0879-62-1234

41 香川県 土庄町 5月8日
民生委員の街頭キャンペーンの日に合わせて、福祉課職員が民生委
員と一緒に、町内2箇所の大型スーパー前で、児童虐待防止の啓発を
実施

福祉課 0879-62-1234

42 香川県 小豆島町 10月20日 イベント（オリーブ収穫祭）で啓発グッズの配布
健康づくり福祉
課

0879-82-7038

43 香川県 小豆島町 10月27日
イベント（ふるさと商工まつり）で虐待に関する○×クイズ、啓発グッズ
の配布

健康づくり福祉
課

0879-82-7038

44 香川県 小豆島町 11月24日 ○ イベント（少年少女マラソン大会）で啓発グッズの配布
健康づくり福祉
課

0879-82-7038

45 香川県 小豆島町 通年 ○ 乳幼児健診で虐待に関するリーフレットを配布
健康づくり福祉
課

0879-82-7038

46 香川県 三木町 11月中 ○
三木町防災センター庁舎に児童虐待防止推進月間の啓発のために懸
垂幕を設置する。

まんでがん子ど
も課子育て支援
係

087-891-3322

47 香川県 宇多津町 11月中 ○
町内小学校就学前健診、学校行事に普及啓発物品を配布（町民生児
童委員に依頼）

宇多津町役場保
健福祉課相談支
援センター

0877-49-8030

48 香川県 宇多津町 11月23日 ○ 宇多津町健康まつりにて普及啓発物品を配布
宇多津町役場保
健福祉課相談支
援センター

0877-49-8031



49 香川県 綾川町 4月 町内保育施設・小中学校へ児童相談のてびき・啓発グッズの配布 子育て支援課 087-876-6510

50 香川県 綾川町 5月19日 子育てフェスタにて啓発グッズ配布 子育て支援課 087-876-6510

51 香川県 綾川町 11月 ○ 公立保育施設入所説明会において、啓発グッズの配布 子育て支援課 087-876-6510

52 香川県 綾川町 通年 ○ 家庭訪問等にて児童相談のてびき・啓発グッズ配布 子育て支援課 087-876-6510

53 香川県 綾川町 12月 ○
冬のイベントで児童虐待防止活動コーナーを設ける。来場者によるメッ
セージで、クリスマスツリーを飾る。オレンジリボンを活用。　同様の活
動を各子育て支援施設でも実施。

子育て支援課 087-876-6510

54 香川県 綾川町 通年 ○ 乳幼児健診にて児童相談のてびき・啓発グッズの配布 子育て支援課 087-876-6510

55 香川県 多度津町 11月 ○ 児童虐待防止に関する啓発チラシを全戸配布 健康福祉課 0877-33-1134

56 香川県 まんのう町 3月
まんのう健康・福祉まつりの民生委員・主任児童委員ブースにおいて、
児童虐待防止に関するティッシュやオレンジリボン等を配布し、啓発活
動を行う

福祉保険課 0877-73-0125
詳細未定の為公
表不可



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 香川県 丸亀市 7月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する特集記事を掲載
こども未来部
子育て支援課

0877-23-2117

2 香川県 丸亀市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
こども未来部
子育て支援課

0877-23-2117

3 香川県 善通寺市 11月 ○ 市の広報誌に、児童虐待防止の啓発記事を掲載する。
保健福祉部子ど
も課

0877-63-6365

4 香川県 観音寺市 11月 ○ 広報かんおんじに児童虐待防止の記事を掲載（相談窓口の紹介） 子育て支援課 0875-23-3957

5 香川県 観音寺市 11月～12月 ○ 市立図書館においてオレンジリボンでクリスマスツリーを飾りつける 子育て支援課 0875-23-3957

6 香川県 さぬき市 6月・11月 ○ 広報掲載 子育て支援課 0879-26-9905

7 香川県 東かがわ市 １１月 ○ 市広報紙、市ホームページで児童虐待防止推進月間について周知 子育て支援課 0879-26-1231

8 香川県 三豊市 11月1日 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間についての記事を掲載
健康福祉部子育
て支援課

0875-73-3016

9 香川県 三豊市 11月中 ○
市庁舎待合ホールのデジタルサイネージに児童虐待防止啓発ポス
ターを掲示

健康福祉部子育
て支援課

0875-73-3016

10 香川県 三豊市 11月中 ○
市長インタビューボードにオレンジリボンを掲示し、取材時にアピール
を行う

健康福祉部子育
て支援課

0875-73-3016

11 香川県 三豊市 通年 ○ 公用車・コミュニティバスにオレンジリボン啓発ステッカーを貼付
健康福祉部子育
て支援課

0875-73-3016

12 香川県 土庄町 11月 ○ 11月広報に啓発用リーフレットを折り込み配布 健康増進課 0879-62-1234

13 香川県 小豆島町 11月 ○ 町広報誌に虐待の早期発見、相談先を紹介
健康づくり福祉
課

0879-82-7038

14 香川県 直島町 11月 ○ 町の広報誌にて「児童虐待防止推進月間」に係る記事を掲載 住民福祉課 087-892-2223

15 香川県 宇多津町 11月初旬 ○ 広報誌にて普及啓発に関する掲載とチラシを全戸配布
宇多津町役場保
健福祉課相談支
援センター

0877-49-8028

16 香川県 綾川町 11月 ○ 「広報あやがわ11月号」へ、児童虐待防止記事掲載 子育て支援課 087-876-6510

17 香川県 琴平町 １１月 ○ 町広報誌において、虐待通告制度等について周知 子ども・保健課 0877-75-6719

18 香川県 多度津町 11月 ○ 広報たどつに児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 健康福祉課 0877-33-1134

19 香川県 多度津町 11月 ○ 多度津町HPに児童虐待防止に関する情報を掲載 健康福祉課 0877-33-1134

20 香川県 まんのう町 11月1日 ○ 広報まんのうにおいて、児童虐待防止推進月間を周知 福祉保険課 0877-73-0125

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 香川県 丸亀市 通年
啓発マグネットシートを作成。公用車や市の施設に張り、趣旨に賛同
する企業・団体にも協力を依頼。

こども未来部
子育て支援課

0877-23-2117

2 香川県 丸亀市
11月1日～11月

29日
○

市コミュニティバスにおいて、オレンジリボンと広告文書の掲示、電光
掲示板への啓発メッセージを依頼。

こども未来部
子育て支援課

0877-23-2117

○　広報誌、テレビ等で周知

○　民間企業等とのタイアップ



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 香川県 香川県 11月22日 ○
高松市と合同で、児童虐待防止啓発街頭キャンペーン（里親委託推
進、ＤＶ防止と合同）を行い、リーフレットや啓発グッズを配布しながら
虐待・ＤＶ防止、里親制度の周知を図る。

健康福祉部子ど
も政策推進局子
ども家庭課

087-832-3286

2 香川県 坂出市
11月1日～11月

28日
○

坂出市立大橋記念図書館にて児童虐待防止のためのパネル展を作
成予定

こども課 0877-44-5027

3 香川県 善通寺市
10月29日
12月24日

子ども課の行事（ハロウィンパーティ、クリスマス会）に参加した親子に
声かけをして、オレンジリボンを使用したデコレーションや飾り付けに参
加してもらう。

保健福祉部子ど
も課

0877-63-6365

4 香川県 さぬき市 11月中 ○ 市役所職員のオレンジリボン着用 子育て支援課 0879-26-9905

5 香川県 さぬき市 11月中 ○ 図書館での啓発展示 子育て支援課 0879-26-9905

6 香川県 さぬき市 11月中 ○ 市役所庁舎でのぼり旗の設置 子育て支援課 0879-26-9905

7 香川県 土庄町 通年
啓発旗、オリーブリボンキャンペーンのポスターを公共施設等に掲示、
各種団体へ啓発用（オリーブリボン印刷）ジャンパーの貸し出し

健康増進課 0879-62-1234

8 香川県 宇多津町 11月中 ○ オレンジリボンキャンペーンのぼり旗を庁舎内外に設置
宇多津町役場保
健福祉課相談支
援センター

0877-49-8029

9 香川県 まんのう町 11月1日 ○ 本庁、支所、出張所にてのぼりを設置 福祉保険課 0877-73-1025

○　その他


