
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 茨城県 水戸市 11月29日 ○ 要対協の関係機関職員に向けた研修会を実施
保健福祉部子ど
も課相談係

029-232-9111

2 茨城県 日立市 1月16日 児童虐待に関する講演会を開催。
保健福祉部子ど
も局子育て支援

0294-22-3111

3 茨城県 古河市 11月22日 ○

児童虐待防止講演会を実施
テーマ：　DVと子どもへの虐待の支援について
講師：松本　和子　氏（NPO法人女性ネットSaya-Saya代表理事）
定員：100名
場所：古河市総和福祉センター「健康の駅」 ２階 視聴覚室

子ども福祉課 0280-92-3111

4 茨城県 石岡市 11月1日 ○

○オレンジリボンタスキリレー参加○
茨城県及び茨城県児童福祉施設協議会が主催する事業の後援を行
う。こども虐待防止の象徴であるオレンジリボンをタスキにみたて，県
南地区は土浦市から水戸市までのコースをリレーでつなぎます。当市
区間では，独自に市民ランナーを市報で募集し，市民と職員が一丸と
なってタスキをつなぎます。

こども福祉課
0299-23-1111
（内線：7184）

5 茨城県 龍ケ崎市 8月9日，10月9日
「児童虐待の現状及び関係機関の役割について」民生委員児童委員
協議会に出前講座

福祉部こども家
庭課家庭子育て
応援グループ

0297-64-1111

6 茨城県 取手市
10月21日・11月
27日・12月23日

○

育児中の保護者対象の虐待が起こる心理背景と予防的視点に焦点を
当てたプログラムの開催
題名：「あなたらしい子育ての旅へ」
講師：社会福祉法人光風会「こどもの問題研究所」　高橋　寿子氏
開催場所：取手市役所藤代庁舎大会議室

福祉部　子育て
支援課　家庭児
童相談室

0297-74-2141

7 茨城県 牛久市 11月 ○ 民生委員児童委員を対象に児童虐待防止に関する研修を実施 保健福祉部こども家庭課 029-873-2111

8 茨城県
ひたちなか

市
未定 研修会の開催（要保護児童対策地域ネットワーク構成員等対象）

児童福祉課家庭
児童相談室

029-273-0111

9 茨城県 神栖市 11月 ○ 市内関係機関職員を対象とした児童虐待防止に関する研修会の実施 こども福祉課 0299-90-1205
10 茨城県 鉾田市 11/1・16 ○ 市内に勤務する保育士を対象とした研修会の開催 子ども家庭課 0291-36-7117

11 茨城県 鉾田市 10月21日 外国人ママの交流事業
子育て世代包括
支援センター

0291-36-7611

12 茨城県 東海村 10/25/2019

児童虐待防止に関する講演会「教育と子どものトラウマ～不適切

な対応とは～」宮本信也教授（白百合女子大学）東海村産業・情

報プラザ アイヴィル会議室

福祉部子育て支

援課
029-287-0896

都道府県 市区町村
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1 茨城県 水戸市 9月16日
水戸まちなかフェスティバルでブースを設け，児童虐待及びＤＶ防止に
関する啓発物等を配布

保健福祉部子ど
も課相談係

029-232-9111

2 茨城県 水戸市 10月16日
茨城ロボッツの試合が行われるアダストリアみとアリーナにおいて，児
童虐待及びＤＶ防止に関する啓発物等を配布

保健福祉部子ど
も課相談係

029-232-9111

3 茨城県 水戸市 11月24日 ○
水戸ホーリーホックの試合が行われるケーズデンキスタジアム水戸に
おいて，児童虐待及びＤＶ防止に関する啓発物等を配布

保健福祉部子ど
も課相談係

029-232-9111

4 茨城県 日立市 11月中 ○
児童虐待防止の啓発リーフレットを作成。保育園、幼稚園、学校を経
由し保護者へ配布。

保健福祉部子ど
も局子育て支援

0294-22-3111

5 茨城県 日立市 11月中 ○ 市役所庁舎に懸垂幕を設置。
保健福祉部子ど
も局子育て支援

0294-22-3111

6 茨城県 日立市 11月中 ○
市内駅前等で街頭啓発活動を実施し、児童虐待防止の啓発リーフレッ
ト、グッズ等を配布。

保健福祉部子ど
も局子育て支援

0294-22-3111

7 茨城県 土浦市 １１月 ○ 土浦市内において児童虐待防止啓発グッズを配付予定
保健福祉部こど
も福祉課

029-826-1111

8 茨城県 古河市 4月27日
「第９回古河こどもまつり」（会場：健康ふれあいスポーツセンター）に参
加し、啓発のためのチラシ及びグッズを配布。

子ども福祉課 0280-92-3111

9 茨城県 古河市 ９月～１０月
令和元年度就学予定児童の健康診断時に、児童虐待防止に関する
パンフレットを配布。約1141部。

子ども福祉課 0280-92-3111

10 茨城県 古河市 １１月 ○
市内のショッピングモール等で啓発グッズの配布を行うキャンペーンを
実施（日程は調整中）

子ども福祉課 0280-92-3111

11 茨城県 古河市 １１月 ○
古河市総和福祉センター「健康の駅」及び総和庁舎にキャンペーン
ブースを設置し広報。啓発グッズやパンフレットを配布。

子ども福祉課 0280-92-3111

12 茨城県 石岡市 通年 ○ ・出生届出時に「子育てガイドブック」を配布する。 市民課
0299-23-1111
（内線：7184）

13 茨城県 結城市 10月26日 祭りゆうきにおける啓発活動（オレンジリボン，チラシ，啓発物品の配 子ども福祉課 0296-34-0427
14 茨城県 結城市 11月１日～30日 ○ 市主催のイベントや講演会でのオレンジリボン，チラシの配付 子ども福祉課 0296-34-0427

15 茨城県 下妻市 11月1日～30日 ○
市役所庁舎内に児童虐待防止ＰＲブースを設置し、ツリーに飾ったオ
レンジリボン、チラシを配布

保健福祉部子育
て支援課

0296-45-8120

16 茨城県 下妻市 7月、12月、3月
保護者向け児童虐待防止チラシを作成し、小中学校経由で全児童・生
徒の保護者に配布する。

保健福祉部子育
て支援課

0296-45-8120

17 茨城県 高萩市 11月7日 ○
高萩市駅前において児童虐待防止に関するチラシ等配布による普及
啓発

子育て支援課
子育て支援G

0293-23-2129

18 茨城県 高萩市 11月16日 ○ 産業祭において児童虐待防止に関するチラシ等配布による普及啓発
子育て支援課
子育て支援G

0293-23-2129

19 茨城県 笠間市 １１月 ○
主任児童委員による市内スーパー等での虐待防止呼びかけ、手作り
オレンジリボン等配布

保健福祉部
社会福祉課

0296-77-1101

20 茨城県 取手市 11月1日～11月30日 ○ 主任児童委員の協力を得て、オレンジリボンの作成・配布
福祉部　子育て
支援課　家庭児
童相談室

0297-74-2141

21 茨城県 牛久市 11月 ○ 児童虐待防止に関する啓発品の配布 保健福祉部こども家庭課 029-873-2111

22 茨城県 つくば市
11月1日～配布

終了まで
○ 啓発物を作成し、市庁舎内及び子育て関連イベントで配布

こども部こども政
策課子育て相談
室

029-883-1150

23 茨城県
ひたちなか

市
10月

小中学校や保育園，幼稚園，その他要対協構成機関の職員へ虐待防
止啓発チラシやオレンジリボンを配布

児童福祉課家庭
児童相談室

029-273-0111

24 茨城県
ひたちなか

市
10月20日～11月

30日
○

子育て支援センターやコミュニティセンター，子育てサロン等で虐待防
止啓発用チラシやオレンジの折り紙，虐待防止標語入りの啓発マスク
を来場者に配布

児童福祉課家庭
児童相談室

029-273-0111

25 茨城県
ひたちなか

市
通年 ○ 公用車にオレンジリボンのマグネットを貼付

児童福祉課家庭
児童相談室

029-273-0111

【茨城県】

○　フォーラム等事業の開催

○　啓発物品作成・配布



26 茨城県
ひたちなか

市
11月19日～11月

25日
○ 庁舎内に児童虐待防止に関するパネルを展示

児童福祉課家庭
児童相談室

029-273-0111

27 茨城県
ひたちなか

市
11月 ○ 福祉部職員によるオレンジリボンの着用

児童福祉課家庭
児童相談室

029-273-0111

28 茨城県
ひたちなか

市
通年 ○ 虐待防止啓発のぼりを作成し，庁内に掲示

児童福祉課家庭
児童相談室

029-273-0111

29 茨城県 守谷市 11月16日 ○ 市内で行われるふくしまつりでの啓発物及びチラシの配布
保健福祉部児童
福祉課

0297－45－
1111

30 茨城県 筑西市
10月8日～11月8

日
○

主任児童委員が就学時健康診断を受診した児童の保護者に対して、
児童虐待防止の啓発用チラシとオレンジリボンの配布を行う。

保健福祉部社会
福祉課地域福祉
グループ

0296-22-0525

31 茨城県 坂東市 １１月 ○ 来庁者にオレンジリボンを配布
保健福祉部
こども課支援係

0297-21-2191

32 茨城県 桜川市
１１月１日～１１

月３１日
○ ホームページでの広報・市職員にオレンジリボンの配布

保健福祉部児童
福祉課

0296-75-3156

33 茨城県 桜川市
10月２日～１１月

７日
○

主任児童委員による市内小中学校就学予定児童健康診断時に児童
虐待防止の啓発

保健福祉部社会
福祉課

0296-75-3126

34 茨城県 桜川市 10月22日
桜川市民文化祭会場において児童虐待防止啓発のためオレンジリボ
ンの配布

保健福祉部社会
福祉課

0296-75-3126

35 茨城県 神栖市 11月 ○ 市内関係機関へ児童虐待防止に関するグッズ等の配布 こども福祉課 0299-90-1205

36 茨城県 行方市 １１月 ○ 行方市ふれあいまつりでの啓発チラシ配布
市民福祉部こど
も福祉課

0299-55-0111

37 茨城県
つくばみら

い市
１１月 ○ 地域子育て支援拠点をスタンプラリーで回り、啓発グッズを受け取る こども課 0297-58-2111

38 茨城県 茨城町 11月 ○ 町民祭にて児童虐待防止に関する啓発活動。
茨城町
保健福祉部こども課 029-240-7144

39 茨城県 茨城町 11月1日 ○ 茨城県福祉施設協議会主催のオレンジたすきリレーに協力。
茨城町
保健福祉部こども課 029-240-7144

40 茨城県 茨城町 通年 ○
こども課窓口に児童相談所全国共通ダイヤルのカードを置き、周知を
図る。

茨城町
保健福祉部こども課 029-240-7144

41 茨城県 東海村 11/1/2019 ○
定例部課長会議における月間の啓発，オレンジリボン着用の依頼（部
課長，福祉部職員）

福祉部子育て支

援課
029-287-0896

42 茨城県 阿見町 10月27日
町主催の「さわやかフェア2019」の会場内において、町作成の児童虐
待防止ポケットティッシュとオレンジリボンを配布

保健福祉部子ど
も家庭課

029-888-1111

43 茨城県 五霞町
10月4日・10月11

日
町内小学校で実施する就学時検診時に、来年度入学する保護者に対
し、児童虐待防止の説明を行い、オレンジリボン・ポケットティッシュを

健康福祉課社会
福祉グループ

0280-84-0006

44 茨城県 境町 11月3日 ○
町民祭において、オレンジリボンに関するリーフレット及び啓発グッズ
を配布

福祉部子ども未
来課児童福祉係

0280-81-1301

45 茨城県 利根町 5月8日 民生委員・児童委員による街頭キャンペーン（啓発カード配布）
福祉課（社会福
祉係）

0297-68-2211

46 茨城県 利根町 11月 ○ 庁舎内窓口・出先機関での啓発ティッシュの配布
子育て支援課
子ども福祉係

0297-68-2212

47 茨城県 利根町 11月3日 ○
地場産業フェスティバルでの啓発ティッシュの配布（里親制度PRと同
時に実施）

子育て支援課
子ども福祉係

0297-68-2213

都道府県 市区町村
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1 茨城県 茨城県 11月中 ○
県広報誌「ひばり」に児童虐待の防止，児童虐待相談窓口，児童相談
所全国共通ダイヤル「189」等に関する記事を掲載

保健福祉部青少
年家庭課児童育
成・母子福祉G

029-301-3258

2 茨城県 茨城県 11月中 ○
茨城新聞において児童虐待の防止，児童相談所全国共通ダイヤル
「189」，365日24時間電話対応の相談窓口等を周知

保健福祉部青少
年家庭課児童育
成・母子福祉G

029-301-3258

3 茨城県 茨城県 11月中 ○
ケーブルテレビ（いばキラTV）において，児童虐待の防止，児童相談
所全国共通ダイヤル「189」，365日24時間電話対応の相談窓口等を周
知

保健福祉部青少
年家庭課児童育
成・母子福祉G

029-301-3258

4 茨城県 水戸市 10月1日
市広報紙において，児童虐待等の相談窓口及び児童虐待及びＤＶ防
止啓発キャンペーンについて紹介

保健福祉部子ど
も課相談係

029-232-9111

5 茨城県 水戸市 11月1日 ○ 市広報紙において，児童虐待等の相談窓口を紹介
保健福祉部子ど
も課相談係

029-232-9111

6 茨城県 日立市 10～11月 ○
市報、ホームページにて児童虐待の早期発見、通告等を促す情報の
掲載と、オレンジリボンたすきリレーの周知。

保健福祉部子ど
も局子育て支援

0294-22-3111

7 茨城県 古河市 １１月 ○ 11月1日号の広報誌に特集ページを掲載。 子ども福祉課 0280-92-3111
8 茨城県 結城市 11月1日 ○ 広報ゆうき（11/1号）への特集記事掲載 子ども福祉課 0296-34-0427
9 茨城県 結城市 11月1日～30日 ○ 市ホームページへの記事掲載 子ども福祉課 0296-34-0427

10 茨城県 龍ケ崎市 11月 ○
市広報紙において，児童虐待の現状及び相談窓口と通告義務につい
て周知

福祉部こども家
庭課家庭子育て
応援グループ

0297-64-1111

11 茨城県 龍ケ崎市 通年 市役所ホームページで児童虐待防止と相談窓口について周知
福祉部こども家
庭課家庭子育て
応援グループ

0297-64-1111

12 茨城県 龍ケ崎市 通年
市政情報モニター， デジタルサイネージで189（いちはやく）について周
知

福祉部こども家
庭課家庭子育て
応援グループ

0297-64-1111

13 茨城県 常総市 １１月 ○ 広報紙掲載（児童虐待防止推進月間に関すること）
保健福祉部こど
も課包括支援係

0297-23-2111
（内線1340）

14 茨城県 常陸太田市 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 子ども福祉課 0294-72-3111

15 茨城県 高萩市 11月 ○ 高萩FMにおいて児童虐待防止について放送(2回）
子育て支援課
子育て支援G

0293-23-2129

16 茨城県 北茨城市 11月 ○
市広報誌にて、虐待を受けたと思われる子どもを見つけた、育児に悩
んだ時に市役所や児童相談所に相談する旨記載。

子育て支援課 0293-43-1111

17 茨城県 笠間市 １１月 ○ 広報紙へ虐待防止記事掲載
保健福祉部
子ども福祉課

0296-77-1101

18 茨城県 笠間市 １１月 ○ 本庁舎内モニター広告にて、虐待防止、早期発見呼び掛け
保健福祉部
子ども福祉課

0296-77-1101

19 茨城県 取手市 11月1日 ○ 広報誌に、児童虐待防止に関する相談先の紹介記事掲載
福祉部　子育て
支援課　家庭児
童相談室

0297-74-2141

20 茨城県 牛久市 11月 ○ 広報紙・ホームページによる「児童虐待防止月間」の周知 保健福祉部こども家庭課 029-873-2111

21 茨城県 つくば市
11月1日～11月30

日
○ 市広報紙及び市ホームページにおいて、虐待防止について広報周知

こども部こども政
策課子育て相談
室

029-883-1150

○　広報誌、テレビ等で周知



22 茨城県
ひたちなか

市
10月25日 市報にて児童虐待防止推進月間及びオレンジリボン運動をＰＲ

児童福祉課家庭
児童相談室

029-273-0111

23 茨城県
ひたちなか

市
通年 ○

市ホームページにて児童虐待防止推進月間及びオレンジリボン運動
をＰＲ

児童福祉課家庭
児童相談室

029-273-0111

24 茨城県 鹿嶋市 11月 ○
市広報誌，コミュニティー放送において，地域における子どもの見守
り，虐待に関する相談・通告先を周知します。

こども相談課 0299-82-2911

25 茨城県 潮来市 ６月中 市広報紙において、児童虐待防止に関する県の施策（条例）を紹介
市民福祉部
子育て支援課

0299-63-1111

26 茨城県 潮来市 １１月中 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する内容を掲載
市民福祉部
子育て支援課

0299-63-1111

27 茨城県 守谷市 11月10日 ○ 広報誌に虐待防止月間に関する記事を掲載
保健福祉部児童
福祉課

0297－45－
1111

28 茨城県 守谷市 通年 広報誌に189（いちはやく）掲載
保健福祉部児童
福祉課

0297－45－
1111

29 茨城県 常陸大宮市 11月 ○ 市の広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知
保健福祉部こど
も課こどもＧ

0295-52-1111

30 茨城県 那珂市 10月
市広報誌(広報なか10月号)において、「児童虐待防止月間」の説明及
び連絡・相談先の掲載

保健福祉部こど
も課家庭児童相
談室

029-298-1111

31 茨城県 那珂市 10月25日
市広報誌(広報なか　おしらせ版10/25号)において、「児童虐待防止月
間」の説明及び連絡・相談先の掲載

保健福祉部こど
も課家庭児童相
談室

029-298-1111

32 茨城県 那珂市 10～11月
市ホームページにおいて11月の「児童虐待防止月間」の説明、相談窓
口の周知等を掲載

保健福祉部こど
も課家庭児童相
談室

029-298-1111

33 茨城県 筑西市 11月1日 ○
児童虐待防止推進月間に合わせて、市の広報誌に、児童虐待対応件
数、相談先、児童虐待防止の体制強化の取り組みについての内容を
掲載する。

こども部母子保
健課相談支援グ
ループ

0296-24-2115

34 茨城県 稲敷市 4月～3月 ○ 市の広報誌に掲載 子ども家庭課 029-892-2000
35 茨城県 神栖市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する内容を掲載 こども福祉課 0299-90-1205
36 茨城県 鉾田市 11月 ○ 市報への虐待予防に関する記事の掲載 子ども家庭課 0291-36-7117

37 茨城県
つくばみら

い市
１１月 ○ 広報誌に児童虐待について掲載 こども課 0297-58-2111

38 茨城県 茨城町 11月 ○
茨城町広報誌やホームページに11月の「児童虐待防止推進月間」・児
童相談所全国共通ダイヤル・茨城虐待ホットラインの番号を記載し、周
知を図る。

茨城町
保健福祉部こども課 029-240-7144

39 茨城県 茨城町 通年 ○ 町所有の公用車にマグネット式オレンジリボンを貼り、周知を図る。
茨城町
保健福祉部こども課 029-240-7144

40 茨城県 大洗町 11月 ○ 町の広報誌において、児童虐待防止についての記事を掲載 こども課 029-267-5148

41 茨城県 東海村 11/10/2019 ○ 広報とうかい　特集記事の掲載
福祉部子育て支

援課
029-287-0896

42 茨城県 美浦村 11月 ○ 村広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載する 子育て支援課 029-885-0340

43 茨城県 阿見町 10月25日 町広報誌(11月号)にて、児童虐待防止に関する事項を周知
保健福祉部子ど
も家庭課

029-888-1111

44 茨城県 河内町 １１月 ○ 町独自に作成したリーフレットを広報誌に載せ周知する。 子育て支援課 0297-84-6982

45 茨城県 八千代町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止推進月間の記事を掲載
保健福祉部福祉
課子育て支援室

0296-49-3941

46 茨城県 五霞町 11月 ○ 町広報において、児童虐待防止に関する内容を掲載
健康福祉課社会
福祉グループ

0280-84-0006

47 茨城県 境町 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
福祉部子ども未
来課児童福祉係

0280-81-1301

48 茨城県 利根町 11月 ○ 町広報紙への掲載
子育て支援課
子ども福祉係

0297-68-2211

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 茨城県 茨城県 11月1日 ○
子どもを守ろう！オレンジリボンたすきリレーを実施（茨城県児童福祉
施設協議会と茨城県要保護児童対策地域協議会と共催）

保健福祉部青少
年家庭課児童育
成・母子福祉G

029-301-3258

2 茨城県 日立市 11月1日 ○
茨城県児童福祉施設協議会主催「子どもを守ろうオレンジリボンたす
きリレー2019」の後援、出発式及び中継地点の応援。

保健福祉部子ど
も局子育て支援

0294-22-3111

3 茨城県 古河市 11月1日 ○
茨城県児童福祉施設協議会・茨城県要保護児童対策地域協議会主
催の「子どもを守ろう！オレンジたすきリレー2019」へ実施協力。

子ども福祉課 0280-92-3111

4 茨城県
かすみがう

ら市
11月1日 ○

オレンジリボンたすきリレー
オレンジリボンのたすきをリレーでつなぎ、ゴールの茨城県庁を目指し
て走る

子ども家庭課
子ども未来室

0299-59-2111

5 茨城県 茨城町 11月 ○
役場玄関及びゆうゆう館にオレンジリボンの のぼり を設置し、周知を
図る。

茨城町
保健福祉部こども課 029-240-7144

○　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 茨城県 水戸市 11月1日～7日 ○
水戸芸術館塔及び水戸市水道低区配水塔でオレンジライトアップを実
施

保健福祉部子ど
も課相談係

029-232-9111

2 茨城県 土浦市 １１月 ○ オレンジリボンたすきリレーの出発式協力及び後援
保健福祉部こど
も福祉課

029-826-1111

3 茨城県 結城市 11月1日 ○ オレンジリボンたすきリレーへの参加（県西コース） 子ども福祉課 0296-34-0427
4 茨城県 結城市 11月１日～30日 ○ 市職員のオレンジリボン着用 子ども福祉課 0296-34-0427

5 茨城県 下妻市 11月1日～30日 ○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲出
保健福祉部子育
て支援課

0296-45-8120

6 茨城県 高萩市 11月 ○ 本庁舎にオレンジリボンライトアップを実施
子育て支援課
子育て支援G

0293-23-2129

7 茨城県
ひたちなか

市
通年 ○ 市の子育てガイドブックに，児童虐待防止に関する記事を掲載

児童福祉課家庭
児童相談室

029-273-0111

8 茨城県 守谷市 通年 189（いちはやく）ステッカーの公用車への貼付け
保健福祉部児童
福祉課

0297－45－
1111

9 茨城県 筑西市 11月1日 ○

茨城県児童福祉施設協議会と茨城県要保護児童対策地域協議会の
主催で開催される「子どもを守ろう！オレンジリボンたすきリレー2019」
の後援依頼を受けて、セレモニー会場の準備や進行の協力、ランナー
の参加者選出、市のホームページや広報誌への掲載などを行う。

こども部母子保
健課相談支援グ
ループ

0296-24-2115

10 茨城県 稲敷市 4月～3月 ○ 窓口にてオレンジリボンの提示 子ども家庭課 029-892-2000
11 茨城県 稲敷市 4月～3月 ○ 公用車にオレンジリボンのマグネットを貼り付ける 子ども家庭課 029-892-2000
12 茨城県 稲敷市 11月 ○ 市のホームページに掲載 子ども家庭課 029-892-2000

13 茨城県
つくばみら

い市
１１月 ○

茨城県のオレンジリボンたすきリレーに市職員と地域子育て支援拠点
の職員・子育てボランティアで参加

こども課 0297-58-2111

14 茨城県 小美玉市 11月1日 ○
「子どもを守ろう！オレンジリボンたすきリレー」事業は，子ども虐待防
止啓発活動を目的に，オレンジ色のたすきをつなぐ活動を実施する事

福祉部子ども福
祉課子ども福祉

0299-48-1111

15 茨城県 東海村 11/1/2019 ○ オレンジリボンたすきリレーへの参加
福祉部子育て支

援課
029-287-0896

16 茨城県 八千代町 通年 ○ 保健福祉部職員によるオレンジリボン着用の推進
保健福祉部福祉
課子育て支援室

0296-49-3941

17 茨城県 境町 通年 ○ 公用車に児童虐待に関するマグネットシートを貼付し啓発活動を実施
福祉部子ども未
来課児童福祉係

0280-81-1301

18 茨城県 利根町 11月 ○ 庁舎内に児童虐待防止ののぼり旗を設置
子育て支援課
子ども福祉係

0297-68-2211

19 茨城県 利根町 11月 ○ 町公用車にオレンジリボンのマグネットを貼付
子育て支援課
子ども福祉係

0297-68-2211

○　その他


