
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 鳥取県 10月12日
米子児童相談所管内の市町村、児童福祉施設と共催でオレンジリボ
ンたすきリレーを実施。応援にはオリジナル手旗を使用。
→台風の影響により中止。団結式のみ遂行。

子育て・人財局
家庭支援課

0857-26-7869

2 鳥取県 11月16・17日 ○ 子どもの虐待防止推進全国フォーラムinとっとりの開催
子育て・人財局
家庭支援課

0857-26-7869
厚生労働省主催。
県及び中部５市町
共催。

3 鳥取県 11月 ○
オレンジリボンキャンペーンをショッピングモール等で開催。ポケット
ティッシュを作成しオレンジリボンキャンペーン会場で配布する。

子育て・人財局
家庭支援課

0857-26-7869

4 鳥取県 米子市 11月30日 ○
米子市要保護児童対策地域協議会において、児童虐待防止に関する
研修会を開催する。

こども相談課
家庭児童相談室

0859-23-5176

5 鳥取県 倉吉市
11月16日から17

日
○ 子どもの虐待防止推進全国フォーラムinとっとり　支援及び周知活動 子ども家庭課 0858-22-8220

6 鳥取県 境港市 11月29日 ○ 要対協構成機関関係者を対象に児童虐待防止研修会を開催
福祉保健部子育
て支援課
育児支援係

0859-47-1077

7 鳥取県 境港市 11月4日 ○
県内屈指の観光名所である鬼太郎ロードで、児童虐待防止啓発パ
レードを実施し、市民の方や観光客の方へ啓発活動を行う

福祉保健部子育
て支援課
育児支援係

0859-47-1077

8 鳥取県 琴浦町 11月16日、17日 ○ 子どもの虐待防止推進全国フォーラムinとっとりの開催
子育て応援課
子育て世代包括
支援センター

0858-27-1333
厚労省主催、本町
共催

9 鳥取県 大山町 10月12日
オレンジリボンたすきリレーの実施(鳥取県西部地区各市町村をスター
トし、米子市文化ホールまでたすきをつなぐ)

福祉介護課 0859-54-5207

10 鳥取県 南部町 10月12日 オレンジリボンたすきリレーを県西部9市町村等と共催により実施 子育て支援課 0859-66-5525

11 鳥取県 日南町 10月12日
オレンジリボンキャンペーンたすきリレー（※）の実施。それに合わせて
町内ショッピングセンター等において児童虐待防止について啓発を行
う予定。

福祉保健課 0859-82-0374
※鳥取県西部圏
域市町村及び米子
児童相談所共催。

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 鳥取県 11月 ○
啓発リーフレット、ポスター等を作成し、市町村、保育所、幼稚園等に
配布するなど県民に向けた広報活動を実施。

子育て・人財局
家庭支援課

0857-26-7869

2 鳥取県 鳥取市 11月3日 ○
木のまつり会場内で児童虐待防止の啓発チラシとグッズを配布し、児童虐待
防止を呼び掛け.る。

健康こども部
こども家庭相談
センター

0857-20-0122

3 鳥取県 鳥取市 随時 ○
「赤ちゃんが泣いて困ったら」パンフレットを作成し、産院にて全産婦に
配布する。

健康こども部
こども家庭相談
センター

0857-20-0122

4 鳥取県 米子市 4月から3月 ○
市職員の名札にオレンジリボンを印刷、また「児度虐待防止（職員必
携）」カードの配布を行い、児童虐待防止の啓発を行う。

こども相談課
家庭児童相談室

0859-23-5176

5 鳥取県 境港市 9月18日
要対協構成機関関係者に参加を呼びかけ、オレンジリボンを作成し、
11月に関係機関職員及び市民に配付

福祉保健部子育
て支援課
育児支援係

0859-47-1077

6 鳥取県 境港市 10～11月 ○
オレンジリボンキャンペーン用ポケットティッシュを製作、市内の公民館
行事、スーパーにてオレンジリボン等とともに市民に配付

福祉保健部子育
て支援課
育児支援係

0859-47-1077

7 鳥取県 境港市 11月 ○ 要対協構成機関関係者にオレンジリボン等を配布
福祉保健部子育
て支援課
育児支援係

0859-47-1077

8 鳥取県 岩美町 10月19日 すこやかセンターまつりで、啓発グッズを配布。 住民生活課 0857-73-1415
9 鳥取県 岩美町 11月4日 ○ いわみフレッシュフェスティバルで、啓発グッズを配布。 住民生活課 0857-73-1415
10 鳥取県 八頭町 11月～ ○ 啓発用トイレットロールを町内各施設等に配布 保健課保健係 0858-72-3566

11 鳥取県 湯梨浜町 11月 ○ オレンジリボンキャンペーンのチラシ配布　町内事業にて実施
子育て支援課子
育て支援係

0858‐35‐5322

12 鳥取県 琴浦町 11月 ○ 町内のスーパー等で児童虐待防止の啓発チラシを配布
子育て応援課
子育て世代包括
支援センター

0858-27-1333
近隣1市4町、管轄
児相と合同実施

13 鳥取県 北栄町
11月1日～11月

30日
庁舎に児童虐待防止啓発用懸垂幕を掲揚

福祉課福祉支援
室

0858-37-5852

14 鳥取県 北栄町 11月上旬 町内の公共施設等で児童虐待防止啓発用ティッシュを配布
福祉課福祉支援
室

0858-37-5852

15 鳥取県 北栄町
11月1日～11月

30日
図書館等で児童虐待防止啓発に関するパネル展示

福祉課福祉支援
室

0858-37-5852

16 鳥取県 北栄町
11月1日～11月

30日
○ 母子手帳交付時に児童虐待防止啓発用クリアファイルを配布

福祉課福祉支援
室

0858-37-5852

17 鳥取県 南部町 9月 児童虐待防止のちらしを保育園・小中学校に配布 子育て支援課 0859-66-5525

18 鳥取県 江府町 10月12日
オレンジリボンタスキリレー。町内をランナーが走り、オレンジリボン活
動の周知を図り、リーフレット等を配布する。

福祉保健課 0859-75-6111

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 鳥取県 11月1日～8日 ○ 県オリジナルの啓発テレビCMを放映する。
子育て・人財局
家庭支援課

0857-26-7869

2 鳥取県 11月1日～8日 ○
県のローカルテレビ局の報道番組にて、アナウンサーにオレンジリボ
ンピンバッジを着用してもらう。

子育て・人財局
家庭支援課

0857-26-7869

3 鳥取県 11月 ○
児童虐待防止啓発のランディングページを制作し、WEB上に期間限定
公開する。

子育て・人財局
家庭支援課

0857-26-7869

4 鳥取県 鳥取市
11月1日
～11月30日

○ 総合福祉センターに懸垂幕を設置し、啓発活動を行う。
健康こども部
こども家庭相談
センター

0857-20-0122

5 鳥取県 鳥取市 11月1日 ○ 鳥取市報に啓発記事を掲載する。
健康こども部
こども家庭相談
センター

0857-20-0122

6 鳥取県 米子市 11月中 ○ 市広報、ホームページに児童虐待防止についての記事を掲載する。
こども相談課
家庭児童相談室

0859-23-5176

7 鳥取県 倉吉市 11月から ○ 市報・ホームページへの掲載 子ども家庭課 0858-22-8220

【鳥取県】

○　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



8 鳥取県 倉吉市 11月5日から12日 ○ 啓発パネル展示 子ども家庭課 0858-22-8220

9 鳥取県 境港市 11月 ○
市広報紙において、児童虐待防止推進月間及び啓発活動に関する記
事を掲載

福祉保健部子育
て支援課
育児支援係

0859-47-1077

10 鳥取県 岩美町 １１月 ○ 広報いわみに児童虐待防止に関する記事を掲載。 住民生活課 0857-73-1415
11 鳥取県 岩美町 １１月 ○ 町のケーブルテレビで児童虐待防止に関する文字放送を実施。 住民生活課 0857-73-1415
12 鳥取県 岩美町 １１月 ○ 役場庁舎の前の掲示版に児童虐待防止月間の垂れ幕を掲示。 住民生活課 0857-73-1415

13 鳥取県 若桜町 ○
若桜町保健セン
ター

0858-82-2214

14 鳥取県 智頭町 11月 ○
児童虐待の種類、相談先の案内について、広報11号、ホームページ
上、告知端末、電光掲示板等に掲載し周知啓発を図る。

福祉事務所 0858-75-4102

15 鳥取県 智頭町 11月 ○
児童虐待防止のための相談窓口「１８９」の普及啓発のためのクリア
ファイルを保・小・中全家庭に配布予定。

福祉事務所 0858-75-4102

16 鳥取県 智頭町 11月 ○
11月5日～12日の間で教育課職員、民生委員・児童委員がペアになり
小学校１年生の家庭を訪問し家庭教育の推進・児童虐待防止の啓発

福祉事務所 0858-75-4102

17 鳥取県 八頭町 11月中 ○ 広報11月号にて児童虐待防止推進月間について周知 保健課保健係 0858-72-3566
18 鳥取県 三朝町 11月 ○ 広報紙で児童虐待防止について周知 町民課 0858-43-3505

19 鳥取県 琴浦町 11月1日 ○ 町報で児童虐待防止推進月間のお知らせと相談窓口の周知
子育て応援課
子育て世代包括
支援センター

0858-27-1333

20 鳥取県 琴浦町 通年 ○ 町報で子育ての相談先と児童虐待の通告先を周知
子育て応援課
子育て世代包括
支援センター

0858-27-1333

21 鳥取県 琴浦町 通年 ○ 町ホームページで子育ての相談先と児童虐待の通告先を周知
子育て応援課
子育て世代包括
支援センター

0858-27-1333

22 鳥取県 北栄町 11月上旬 児童虐待防止に関して広報（町報）での周知
福祉課福祉支援
室

0858-37-5852

23 鳥取県 北栄町 11月上旬 児童虐待防止推進月間のリーフレット（県作成分）の全戸配布
福祉課福祉支援
室

0858-37-5852

24 鳥取県 日吉津村 ○
児童虐待防止月間の周知のため、ひえづ113チャンネルで文字放送、
防災行政無線での呼びかけ

福祉保健課 0859-27-5952

25 鳥取県 大山町 9月中旬
学校、保育所、子育て支援センター、児童館などへオレンジリボンたす
きリレーのポスター、チラシの配布

福祉介護課 0859-54-5207

26 鳥取県 南部町 12月 オレンジリボンたすきリレーの様子を町の広報誌で周知 子育て支援課 0859-66-5525
27 鳥取県 日南町 11月号 ○ 町広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載予定。 福祉保健課 0859-82-0374

28 鳥取県 日野町 10～11月
オレンジリボン活動の周知や虐待通告制度に関する周知を図る広報
等を作成

健康福祉課 0859-72-0334

29 鳥取県 江府町 11月 ○ 町報において、児童虐待防止の啓発記事を掲載する。 福祉保健課 0859-75-6111

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 鳥取県 米子市 10月12日
米子児童相談所管内の関係機関と連携し、オレンジ色のタスキをつな
ぐリレー方式のオレンジリボンたすきリレーを開催し、児童虐待防止の
啓発活動を行う。

こども相談課
家庭児童相談室

0859-23-5176

2 鳥取県 境港市 11月 ○ 市内を走る循環バスについて、車内掲示板に啓発ポスターを掲示
福祉保健部子育
て支援課
育児支援係

0859-47-1077

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 鳥取県 11月 ○ 県内３か所に横断幕・懸垂幕を掲出。
子育て・人財局
家庭支援課

0857-26-7869

2 鳥取県 鳥取市 11月3日 ○
木のまつり開催時にメインの通り（国道）にてパレードを行い、児童虐
待防止を呼び掛け.る。

健康こども部
こども家庭相談
センター

0857-20-0122

3 鳥取県 日吉津村 10月12日 オレンジリボンたすきリレーに参加 福祉保健課 0859-27-5952
4 鳥取県 南部町 11月 ○ 町内イベントで児童虐待防止啓発メッセージ（寄せ書き）ボードの掲示 子育て支援課 0859-66-5525

5 鳥取県 伯耆町 10月13日 鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレーに参加
福祉課
福祉支援室

0859-68-5534

6 鳥取県 伯耆町 11月 ○ 広報による周知 〃 〃
7 鳥取県 伯耆町 11月 ○ 懸垂幕掲揚 〃 〃

○　民間企業等とのタイアップ

○　その他


