
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

9 広島県 広島県 11月10日 ○ 児童虐待防止対策講演会を開催（広島市と共催）
広島県健康福祉
局こども家庭課児
童グループ

082-513-3167

12 広島県 広島県 12月14日
児童虐待防止に関し，県内の大学生等が解決策等をプレゼンテーション形式
で発表する「オレンジリボンＡＷＡＲＤ」を開催（広島市との連携事業）

広島県健康福祉
局こども家庭課児
童グループ

082-513-3167

1 広島県 広島市 11月10日 ○ 児童虐待防止対策講演会
こども未来局こど
も・家庭支援課
家庭支援係

082-504-2161
広島県と合同で実
施

13 広島県 呉市 10月26日
広島文化学園大学看護学部ボランティアサークル主催のオレンジリボンシン
ポジウムの共催

福祉保健部　子育
て支援課

0823-25-3599

22 広島県 三原市 11月8日 ○ 児童虐待防止講演会。三原市市民福祉会館にて市民向け講演会実施。 保健福祉課 0848-67-6217

28 広島県 尾道市
6月10日，11月11

日
○

社会福祉法人が開催する虐待防止に係る研修会について，本市の要対協が
後援する

福祉保健部子育て
支援課

0848-38-9215

30 広島県 福山市 11月23日 ○ 児童虐待防止啓発講演会の開催
児童部ネウボラ推
進課

084-928-1258

38 広島県 福山市 通年 ○
市公民館等において，児童虐待について依頼によるまちづくり出前講座を実
施

児童部ネウボラ推
進課

084-928-1258

42 広島県 三次市 9月5日 ペアレントトレーニングの手法を中心とした子育て講演会の実施 女性活躍支援課 0824-62-6247

43 広島県 三次市
9月11日～12月11

日
○ ペアレントトレーニング教室の実施 女性活躍支援課 0824-62-6247

44 広島県 三次市 10月20日 ネウボラフェスティバルに併せ，家庭児童相談員による子育て相談等の啓発 女性活躍支援課 0824-62-6247

45 広島県 三次市 11月12日 ○ 職員を対象にした虐待防止講演会の実施 女性活躍支援課 0824-62-6247

49 広島県 庄原市 11月6日～7日 ○ 児童虐待防止講演会を開催する。 生活福祉部　児童福祉課
あんしん支援係（0824）73-0051

52 広島県 東広島市 10月 児童虐待防止の啓発イベントの開催
こども未来部こど
も家庭課子育て支
援係

082‐420‐0407

58 広島県 江田島市 11月8日 ○
講演会「どこが違うの？しつけと体罰～体罰のなにが問題なの？」講師：森田
ゆり

福祉保健部子育て
支援課

（0823）42－2852 なし

61 広島県 府中町 通年 ○
「『親の力』をまなびあう学習プログラム」講座を行い，家庭の教育力向上を図
る。

府中町教育委員
会
社会教育課

082-286-3272

65 広島県 府中町 未定 児童虐待未然防止のための子育て応援講座実施。
福祉保健部
子育て支援課

082-286-3163

78 広島県 北広島町
令和元年１１月～１

２月
○ 子育て講演会 福祉課

050－5812－
1851

79 広島県 北広島町 令和元年１２月 実務者向け児童虐待予防研修会 福祉課
050－5812－
1851

82 広島県 世羅町 11月中（予定） ○ 関係機関を対象に児童虐待防止に関する講演会を開催 子育て支援課 0847-25-0295 詳細未定

88 広島県 神石高原町 通年 ○
町内保育所・幼稚園（6か所）において通所（園）している子どもの保護者及び
地域住民へ向け子育て支援と児童虐待の予防をテーマとした講演会を実施

保健課 0847-89-3368

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 広島県 広島県 10月～ ○
啓発ポスター，チラシ，グッズを作成。
関係機関，民間企業におけるポスター，チラシの掲示・配布。

広島県健康福祉
局こども家庭課児
童グループ

082-513-3167

4 広島県 広島県 10月～11月 ○
県内各地のイベント（広島市，廿日市市，福山市，庄原市）でPRブースを出展
（広島市との連携事業）

広島県健康福祉
局こども家庭課児
童グループ

082-513-3167

2 広島県 広島市 11月 ○ 児童虐待防止に関するポスター・チラシの作成及び配布
こども未来局こど
も・家庭支援課
家庭支援係

082-504-2161
広島県と合同で実
施

3 広島県 広島市 10月26日、27日 ひろしまフードフェスティバルPRブース出展
こども未来局こど
も・家庭支援課
家庭支援係

082-504-2161
広島県と合同で実
施

5 広島県 広島市 11月18日～29日 ○ 児童虐待防止に関する懸垂幕を、市役所本庁舎懸垂幕掲示場に掲示
こども未来局こど
も・家庭支援課
家庭支援係

082-504-2161

6 広島県 広島市 11月 ○ 啓発グッズ（オレンジリボン）の作成及び配布
こども未来局こど
も・家庭支援課
家庭支援係

082-504-2161

14 広島県 呉市 11月 ○
オレンジリボンキャンペーンと称し，民生委員児童委員を通じて地域で行わ
れるイベントで啓発ティッシュを配付する

福祉保健部　子育
て支援課

0823-25-3599

15 広島県 呉市 11月 ○ 各市民センター等の市内公共施設に懸垂幕を掲揚
福祉保健部　子育
て支援課

0823-25-3599

16 広島県 呉市 １０月26日～27日 広島国際大学看護学部大学祭での啓発ティッシュ配布
福祉保健部　子育
て支援課

0823-25-3599

17 広島県 竹原市
11月1日～11月30

日
○ 市役所他公共施設に啓発用のぼり旗を設置

福祉部社会福祉
課子ども福祉係

0846-22-7742

19 広島県 竹原市 11月1日 ○ 相談先及び通告先リーフレットを全戸回覧
福祉部社会福祉
課子ども福祉係

0846-22-7742

20 広島県 竹原市 11月1日 ○ スーパーの店頭で啓発グッズ及びチラシを配布
福祉部社会福祉
課子ども福祉係

0846-22-7742

21 広島県 三原市 11月2日 ○ 児童虐待防止キャンペーン。三原駅周辺で児童虐待防止のチラシを配布。 保健福祉課 0848-67-6217

【広島県】

○　フォーラム等事業の開催

○　啓発物品作成・配布



23 広島県 三原市 11月1日～30日 ○ 児童虐待防止月間として，関係機関にチラシなどを配布し，啓発活動実施。 保健福祉課 0848-67-6217

29 広島県 尾道市 11月中 ○ 啓発物品として，シャープペンシルを製作し，尾道駅前で啓発活動を実施
福祉保健部子育て
支援課

0848-38-9215

33 広島県 福山市 11月 ○
児童虐待防止啓発用リーフレット・児童虐待防止啓発講演会チラシ及び通告
先を周知するポケットティッシュを作成

児童部ネウボラ推
進課

084-928-1258

34 広島県 福山市 11月 ○
ネットワーク関係機関・団体の協力により，福山駅前等においてリーフレット・
チラシ・ポケットティッシュを配布

児童部ネウボラ推
進課

084-928-1258

35 広島県 福山市 11月 ○
ふくやま子どもフェスティバルにおいて，オレンジリボン作成講習，啓発パネ
ル展示，チラシ等を配布

児童部ネウボラ推
進課

084-928-1258

40 広島県 府中市 10月26日～27日 府中学びフェスタにおいて，親子でつくる工作体験等を実施 女性こども課 0847-43-7255
TTCアリーナでの開
催

48 広島県 庄原市 11月 ○ オレンジリボンを作成し，街頭にて，リーフレットと共に配布する。
生活福祉部　児童
福祉課
あんしん支援係

（0824）73-0051

51 広島県 大竹市 11月 ○ 市職員，学校，民生委員・児童委員，市民等にオレンジリボンを配布
大竹市健康福祉
部福祉課児童係

0827-59-2148

53 広島県 東広島市 11月 ○ 市広報紙及び市ホームページにおける周知
こども未来部こど
も家庭課子育て支
援係

082‐420‐0407

54 広島県 東広島市 11月 ○ 要対協関係機関への啓発物（オレンジリボン）の配布
こども未来部こど
も家庭課子育て支
援係

082‐420‐0407

59 広島県 江田島市 １１月 ○
こども園，保育園，小学校，中学校の保護者及び職員に対して，児童虐待防
止推進月間のリーフレット，啓発物品をを配布

福祉保健部子育て
支援課

（0823）42－2852 なし

60 広島県 江田島市 11月 ○
こども園，保育園，小学校，中学校の職員及び市職員に対して，児童虐待防
止推進月間にオレンジリボンを配布

福祉保健部子育て
支援課

（0823）42－2852 なし

64 広島県 府中町 通年 ○ 児童主管課にオレンジリボンのモニュメント設置。
福祉保健部
子育て支援課

082-286-3163

66 広島県 府中町 10月26日 ○
町の伝統と文化のまつりで「ご当地キャラ」とともにこども虐待ストップPR。
189及び子育て包括支援センターPRのポケットティッシュ配布。

福祉保健部
子育て支援課

082-286-3163

68 広島県 海田町 通年 ○
相談窓口を記載した町作成の虐待防止マグネットの配布（母子健康手帳交
付時配布）

福祉保健部こども
課

082-823-9227

72 広島県 熊野町 11月1日～3月31日 ○ 虐待防止に関するグッズを配付
子育て・健康推進
課

082-820-5609

76 広島県 北広島町 令和元年１１月 ○ 就学前の児童を持つ保護者を対象に児童虐待予防啓発資料の配布 福祉課
050－5812－
1851

77 広島県 北広島町 令和元年１１月 ○ 児童虐待予防ポスターの配布 福祉課
050－5812－
1851

85 広島県 神石高原町 11月1日～ ○
町内幼稚園・保育所・小中高等学校・公民館・庁舎等主要施設にポスターを
掲示

保健課 0847-89-3368

86 広島県 神石高原町 11月～ ○ オレンジリボン着用（要対協構成機関） 保健課 0847-89-3368

87 広島県 神石高原町 11月～ ○ 児童虐待防止リーフレットを中学生以下の子供の保護者へ配布 保健課 0847-89-3368

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

5 広島県 広島県 10月下旬～11月 ○ フリーペーパーや広報誌に啓発記事を掲載
広島県健康福祉
局こども家庭課児
童グループ

082-513-3167

7 広島県 広島県 11月中 ○
テレビ番組で児童虐待防止に関する特集を放送，ラジオ番組に関係者が出
演し啓発（広島市との連携事業）

広島県健康福祉
局こども家庭課児
童グループ

082-513-3167

18 広島県 竹原市 11月5日 ○ 市広報紙において，児童虐待防止推進月間及び，相談，通告先の周知
福祉部社会福祉
課子ども福祉係

0846-22-7742

24 広島県 尾道市 11月10日～ ○
広報11月号に虐待防止月間の取り組みとして，子育てに関する相談窓口の
掲載と合わせて虐待のサイン，相談通告窓口を掲載。

福祉保健部子育て
支援課

0848-38-9215

25 広島県 尾道市 通年 ○
尾道市のホームページで相談窓口の啓発，11月は虐待防止月間であること
を合わせて掲載

福祉保健部子育て
支援課

0848-38-9215

27 広島県 尾道市
11月1日～11月30

日
○ 懸垂幕の掲示による啓発（公営の立体駐車場壁面）

福祉保健部子育て
支援課

0848-38-9215

31 広島県 福山市 11月 ○ 市広報紙において，児童虐待防止に関する取組を紹介
児童部ネウボラ推
進課

084-928-1258

37 広島県 福山市 通年 ○
新採用職員，民生児童委員ほか，児童にかかわる関係者などにオレンジリボ
ン着用を推進。

児童部ネウボラ推
進課

084-928-1258

46 広島県 三次市 11月 ○ 児童虐待防止啓発のため，広報誌に掲載 女性活躍支援課 0824-62-6247

47 広島県 庄原市 11月中 ○
市内庁舎に「児童虐待防止推進月間」の懸垂幕を提示し，広報しょうばらに
記事を掲載する。

生活福祉部　児童福祉課
あんしん支援係（0824）73-0051

50 広島県 大竹市 11月 ○ 市広報紙において，児童虐待に関する市の相談窓口を紹介
大竹市健康福祉
部福祉課児童係

0827-59-2148

55 広島県 東広島市 11月 ○ デジタルサイネージを用いた公共施設及び公共交通機関での周知
こども未来部こど
も家庭課子育て支
援係

082‐420‐0407

56 広島県 廿日市市 通年 ○
市の広報紙において，子育てに関する相談（子育て支援センター・子育て応
援室），電話育児相談（市内各保育園），家庭児童相談（子育て応援室），児
童相談所全国共通ダイヤルの相談窓口連絡先掲載

子育て応援室 0829-30-9129

57 広島県 安芸高田市 11月中 ○ 広報「あきたかた」及びホームページで児童虐待の種類・相談窓口を周知
福祉保健部
子育て支援課
児童福祉係

0826-47-1283

62 広島県 府中町 11月中 ○ 「広報ふちゅう11月号」に児童虐待防止のための広報記事掲載。
福祉保健部
子育て支援課

082-286-3163

63 広島県 府中町 11月1日 ○ 町内巡回バスにて車内掲示を実施。
福祉保健部
子育て支援課

082-286-3163

○　広報誌、テレビ等で周知



67 広島県 海田町 11月 ○ 町広報誌への児童虐待防止に関する啓発記事の掲載
福祉保健部こども
課

082-823-9227

70 広島県 熊野町
11月1日～11月30

日
○ ホームページに虐待防止について掲載

子育て・健康推進
課

082-820-5609

74 広島県 坂町 11月1日 ○ 町広報誌「広報さか」に児童虐待防止に関する記事を掲載 民生部民生課 082-820-1505

75 広島県 安芸太田町 １１月 ○ 11月町広報カレンダーにおいて，児童虐待防止月間の周知を行う 児童育成課 0826-28-1969

80 広島県 大崎上島町 11月 ○ 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 0846-62-0301

81 広島県 世羅町 10月15日 町広報紙において児童虐待防止推進月間を紹介 子育て支援課 0847-25-0295
10月号広報せら
発行日：10月15日

83 広島県 世羅町 11月1日～30日 ○
ケーブルテレビにおいて児童虐待防止推進月間を紹介し，
児童虐待の予防と啓発をする

子育て支援課 0847-25-0295 文字放送で放映

84 広島県 神石高原町 11月 ○ 町広報紙11月号で児童虐待防止推進月間を周知する 保健課 0847-89-3368



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

2 広島県 広島県 10月中 連携企業による社員のオレンジリボン着用
広島県健康福祉
局こども家庭課児
童グループ

082-513-3167

8 広島県 広島県 11月1日 ○
「オレンジゴスペル全国ツアーinHIROSHIMA」において，民間企業・団体等と
共にキックオフイベントを開催（オープニングセレモニー，トークショー）（広島
市との連携事業）

広島県健康福祉
局こども家庭課児
童グループ

082-513-3167

10 広島県 広島県 11月23日 ○
プロサッカーチームのサンフレッチェ広島の試合会場で，オレンジリボンキャ
ンペーンとのコラボメニューを販売。（広島市との連携事業）

広島県健康福祉
局こども家庭課児
童グループ

082-513-3167

11 広島県 広島県 12月8日
プロバスケットチームの広島ドラゴンフライズとタイアップ（試合会場での啓
発，選手を起用したＣＭ作成）（広島市との連携事業）

広島県健康福祉
局こども家庭課児
童グループ

082-513-3167

4 広島県 広島市 11月 ○ 事業者提案等によるイベントの開催
こども未来局こど
も・家庭支援課
家庭支援係

082-504-2161
広島県と合同で実
施

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

3 広島県 広島県 10月下旬～ ○ 県職員，教職員，警察署員等によるオレンジリボン着用
広島県健康福祉
局こども家庭課児
童グループ

082-513-3167

6 広島県 広島県 11月中 ○ 県庁舎に児童虐待防止推進月間の懸垂幕を設置
広島県健康福祉
局こども家庭課児
童グループ

082-513-3167

26 広島県 尾道市 11月中 ○ 市職員，教職員，民生委員等にオレンジリボンの着用を依頼する
福祉保健部子育て
支援課

0848-38-9215

32 広島県 福山市 11月 ○ 児童虐待防止啓発用懸垂幕の懸架・幟旗の設置
児童部ネウボラ推
進課

084-928-1258

36 広島県 福山市 通年 ○ 市公用車へのオレンジリボンステッカー貼付
児童部ネウボラ推
進課

084-928-1258

39 広島県 福山市 通年 ○
児童手当，児童扶養手当関係の通知に際し，オレンジリボンのマーク及び通
告先を記したオレンジ色の封筒を使用

児童部ネウボラ推
進課

084-928-1258

41 広島県 府中市 11月～12月中旬 ○ 市内幼稚園・保育園児の描いた「笑顔の絵」巡回展示実施 女性こども課 0847-43-7255 市内７公共施設

69 広島県 海田町 11～3月 ○ 町職員によるオレンジリボンピンバッジの装着
福祉保健部こども
課

082-823-9227

71 広島県 熊野町
11月1日～11月30

日
○ オレンジリボンを貼り，虐待防止を啓発

子育て・健康推進
課

082-820-5609

73 広島県 熊野町
11月1日～11月30

日
○ 虐待防止標語懸垂幕掲示(町民会館，東公民館，体育館） 民生課 082-820-5635

○　民間企業等とのタイアップ

○　その他


