
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 島根県 松江市 11月12日、15日 ○
保育士、幼稚園・小中学校・高校教諭等、児童に関わる業務を行う職員を対
象とした児童虐待防止セミナーを松江市内において開催

家庭相談課 0852-55-5954

2 島根県 松江市 随時 ○ 出前講座の実施 家庭相談課 0852-55-5954

3 島根県 浜田市 10月27日
「医療現場からの予防的視点を踏まえた虐待防止を考える」をテーマとした児
童虐待防止及びDVに関する講演会を開催

子育て支援課
子育て支援係

0855-25-9331

4 島根県 出雲市 １１月 ○ 島根県立大と共同で、児童虐待防止に関する研修講座を開催
子ども未来部
子ども政策課
子ども家庭相談室

0853-21-6604

5 島根県 大田市 11月17日 ○
青少年育成＆児童虐待防止講演会（「子どもに伝わる褒め方叱り方、ほどよ
くできていますか？」）

子ども家庭相談室 0854-83-8147

6 島根県 安来市 8月2日
市内幼小中学校の教職員及び保育施設の保育士を対象にした児童家庭相
談（虐待対応）研修の開催

健康福祉部子ども
未来課子育て支援
係

0854-23-3222

7 島根県 邑南町 8月19日 児童虐待予防に関する研修会 福祉課 0855-95-1115

8 島根県 邑南町 年4回 ○ 出産を控えた家族を対象とした育児等の講座 保健課 0855-83-1123

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 島根県 島根県 11月1日 ○ 松江駅周辺での街頭啓発活動を実施（チラシ等の配布）
健康福祉部青少
年家庭課児童・家
庭相談支援スタッ

0852-22-6392
中央児相、松江市等
との合同実施

2 島根県 島根県
    11月 ８日      ～

12月 ４日
○ 県立図書館ロビーにおいて、児童虐待に関するパネル展

健康福祉部青少
年家庭課児童・家
庭相談支援スタッ

0852-22-6392

3 島根県 島根県 １１月 ○ 県庁前のぼりを正面玄関横に立てPR
健康福祉部青少
年家庭課児童・家
庭相談支援スタッ

0852-22-6392

4 島根県 島根県 １１月２日（土） ○ 街頭活動（ショッピングセンターでのチラシ等の配布） 出雲児童相談所 0853-21-0007
出雲市との合同実
施

5 島根県 島根県 １１月８日（金） ○ 街頭活動（ショッピングセンターでのチラシ等の配布） 出雲児童相談所 0853-21-0007
雲南市との合同実
施

6 島根県 島根県 １１月 ○ 市立図書館でのパネル展示 益田児童相談所 0856-22-0083
7 島根県 島根県 １０月、１１月 ○ イベント会場、ショッピングセンターでのチラシ等配布 益田児童相談所 0856-22-0083
8 島根県 島根県 １２月 圏域の人権啓発展でのパネル展示 益田児童相談所 0856-22-0083

9 島根県 島根県 11月17日 ○
隠岐の島町役場が実施する啓発事業へ参加
　キャンペーングッズ（手提げ袋）の配布　(11/17隠岐島文化会館）

中央児相隠岐相
談室

08512-2-9810

10 島根県 松江市 6月 幼稚園、保育所、小学校へ児童虐待防止啓発チラシを配布 家庭相談課 0852-55-5954
11 島根県 松江市 11月中 ○ 市庁舎玄関ロビーにおいて、啓発パネルを展示 家庭相談課 0852-55-5954
12 島根県 松江市 11月1日 ○ 主任児童委員と駅前において、街頭啓発活動を実施 家庭相談課 0852-55-5954
13 島根県 松江市 11月中 ○ 市役所関係課職員のオレンジリボン着用 家庭相談課 0852-55-5954

14 島根県 浜田市 11月2日 ○ BB大鍋フェスティバル、弥栄産業まつりで啓発グッズ(ウエットティッシュ)配布
子育て支援課
子育て支援係

0855-25-9331

15 島根県 浜田市 11月3日、4日 ○ さざんか祭りで啓発グッズ(ウエットティッシュ)配布
子育て支援課
子育て支援係

0855-25-9331

16 島根県 浜田市 11月10日、11日 ○ 三隅フェスティバルで啓発グッズ(ウエットティッシュ)配布
子育て支援課
子育て支援係

0855-25-9331

17 島根県 浜田市 11月11日 ○ 旭ふる里まつりで啓発グッズ(ウエットティッシュ)配布
子育て支援課
子育て支援係

0855-25-9331

18 島根県 出雲市 11月2日 ○ 街頭でオレンジリボン活動の周知や啓発物品を配付
子ども未来部
子ども政策課
子ども家庭相談室

0853-21-6604

19 島根県 益田市
10月1日～
12月31日

○ 児童虐待の防止啓発にかかる保護者向けのチラシの配布
子ども家庭支援課
子育てあんしん相
談係

0856-31-1977

20 島根県 大田市 11月1日 ○ 市内４か所における街頭キャンペーン 子ども家庭相談室 0854-83-8147
21 島根県 大田市 通年 ○ 乳幼児健診会場にて虐待防止に関するチラシ配布 健康増進課 0854-83-8152
22 島根県 大田市 １１月 ○ 文化祭会場にて虐待防止に関するチラシ配布 健康増進課 0854-83-8152

23 島根県 安来市 11月中 ○ 市各部署職員にオレンジリボンを配布し、活動趣旨を通知
健康福祉部子ども
未来課子育て支援
係

0854-23-3222

24 島根県 安来市
11月1日～11月30

日
○ 市庁舎に啓発懸垂幕を設置

健康福祉部子ども
未来課子育て支援
係

0854-23-3222

25 島根県 江津市 5月19日 こどもまつりにて児童虐待防止の啓発展示、オレンジリボン配布 子育て支援課 0855-52-7487
26 島根県 江津市 ７月 保育所・こども園、小中学校の保護者へ児童虐待防止啓発パンフレット配布 子育て支援課 0855-52-7488
27 島根県 雲南市 11月 ○ 街頭活動による啓発活動 子ども家庭支援課 0854-40-1067
28 島根県 津和野町 9月 子どものいる家庭へ虐待通告義務についてのチラシ配布 健康福祉課 0856-72-0673
29 島根県 津和野町 11月 スーパーで児童虐待に関するチラシ等配布 健康福祉課 0856-72-0673
30 島根県 西ノ島町 10月26日-11月2日 ○ 各地区の各組へのリーフレット（A4）回覧を行う。 健康福祉課 08514-6-0104
31 島根県 知夫村 10月20 村広報紙において、児童虐待防止に関する村の施策を紹介 村民福祉課 08514-8-2211

32 島根県 隠岐の島町 11月 ○
隠岐の島町健康福祉祭にて児童虐待防止の啓発。来場者への啓発グッズ配
布。

福祉課児童福祉
係

08512-2-8577

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 島根県 島根県 １１月 ○ TV、新聞、機関誌、広報誌及びインターネットなどを通じての広報啓発

健康福祉部青少
年家庭課児童・家
庭相談支援スタッ
フ

0852-22-6392

2 島根県 松江市 11月 ○ 市広報誌に「児童虐待防止月間」記事を掲載 家庭相談課 0852-55-5954

3 島根県 浜田市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止について紹介
子育て支援課
子育て支援係

0855-25-9331

4 島根県 出雲市 １１月 ○ 市の広報誌に、児童虐待防止に関する特集記事を掲載
子ども未来部
子ども政策課
子ども家庭相談室

0853-21-6604

【島根県】

○　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



5 島根県 益田市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間及び虐待防止に関する周知記事を掲載
子ども家庭支援課
子育てあんしん相
談係

0856-31-1977

6 島根県 大田市 10月17日配布
広報記事掲載「１１月は児童虐待防止月間です、子どもに伝わる叱り方、でき
ていますか？」

子ども家庭相談室 0854-83-8147

7 島根県 安来市
10月18日～11月30

日
○

市広報誌及びホームページ、行政告知端末等において、児童虐待防止のた
めの啓発実施

健康福祉部子ども
未来課子育て支援
係

0854-23-3222

8 島根県 安来市 11月中（予定） ○ 市内スーパー前でリーフレット等配布による街頭啓発活動
健康福祉部子ども
未来課子育て支援
係

0854-23-3222
安来警察署と合同で
実施予定

9 島根県 江津市 １１月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止の啓発記事掲載 子育て支援課 0855-52-7487

10 島根県 雲南市 11月 ○
市報、CATVに児童虐待防止月間について掲載。音声告知放送で児童虐待
防止月間のＰＲ。市役所1階展示コーナーへ啓発用の掲示物を掲示。市役所
前に啓発用の懸垂幕を掲示。

子ども家庭支援課 0854-40-1067

11 島根県 奥出雲町 10月号 町広報に児童虐待防止の啓発記事掲載 福祉事務所 0854-54-2541

12 島根県 奥出雲町 11/1～11/8 ○ CATVで児童虐待防止月間の周知 福祉事務所 0854-54-2541

13 島根県 飯南町 11月中 ○ ケーブルテレビ、広報誌などで児童虐待防止の啓発 福祉事務所 0854-72-1773

14 島根県 川本町 11月 ○ 町広報誌、町独自テレビ文字放送にて、虐待防止の啓発 健康福祉課 0855-72-0633

15 島根県 美郷町 １１月 ○
町内IP放送で、「児童虐待防止推進月間」について町民に周知する機会にす
る。

健康福祉課 0855-75-1931

16 島根県 邑南町 11月 ○ 児童虐待防止について広報へ掲載 福祉課 0855-95-1115

17 島根県 西ノ島町 10月26日-11月2日 ○ 広報誌への掲載。 健康福祉課 08514-6-0104

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 島根県 島根県 １１月 ○
山陰中央テレビジョン（株）鉄塔にて「オレンジライトアップ」
県立美術館・芸術文化センター等「オレンジライトアップ」

健康福祉部青少
年家庭課児童・家
庭相談支援スタッ

0852-22-6392

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 島根県 島根県 １１月 ○ ショッピングセンターでのパネル展示 出雲児童相談所 0853-21-0007
出雲市との合同実
施

2 島根県 島根県 １１月 ○ ショッピングセンターでのパネル展示 出雲児童相談所 0853-21-0007
雲南市との合同実
施

3 島根県 浜田市 11月 ○ のぼり旗の掲揚
子育て支援課
子育て支援係

0855-25-9331

4 島根県 出雲市 11月1日～12月1日 ○ 市内大型ショピングセンターにおいて児童虐待防止に関するパネル展示
子ども未来部
子ども政策課
子ども家庭相談室

0853-21-6604

5 島根県 益田市 9月20日 益田市保育研究会の内部研修会で児童虐待に関する研修会を実施
子ども家庭支援課
子育てあんしん相
談係

0856-31-1977

6 島根県 益田市 10月21日 社会福祉法人の内部研修会で児童虐待に関する研修会を実施
子ども家庭支援課
子育てあんしん相
談係

0856-31-1977

7 島根県 海士町 11/16～17 ○
町の産業文化祭に合わせて、福祉係関連のポスターなどを展示して周知を
する予定。

健康福祉課福祉
係

08514-2-1823

8 島根県 隠岐の島町 10月～11月 ○ 公用車にオレンジリボンのマグネットを添付。
福祉課児童福祉
係

08512-2-8577

○　民間企業等とのタイアップ

○　その他


