
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 千葉県 千葉市 5月～3月 ○
びーらぶ（ＤＶ被害者と心理的虐待を受けた子どもへの心理教育プロ
グラム）を実施

こども家庭支援
課

043-245-5179

2 千葉県 銚子市 ６月～１０月 地区民生委員児童委員定例会にて「児童虐待について」周知・啓発活 健康づくり課 0479-24-8070
3 千葉県 銚子市 ９月、１０月 千葉科学大学看護学部生に（３年・４年生）に「児童虐待について」を 健康づくり課 0479-24-8070
4 千葉県 銚子市 １１月 ○ 子育て広場にて「児童虐待について」ミニ講座を開催 健康づくり課 0479-24-8070
5 千葉県 市川市 2月 講演会開催予定 子育て支援課 047‐711‐3750

6 千葉県 船橋市 11月3日 ○
船橋総合運動公園で開催する健康まつりにて、児童虐待防止啓発関
連のチラシの配布を行う。

家庭福祉課家庭
児童相談室

047-409-3469

7 千葉県 松戸市 12月7日

子育て講演会と表し、一般市民及び要対協関係者向けに講演会を開
催する。千葉西総合病院アネックス館講堂にて当事者である川瀬信一
氏（千葉県生実学校内分教室教諭）を講師に招いて『子どもの声から
はじめよう～虐待・社会的養護の当事者に学ぶ～』をテーマに講演を

子ども部
子ども家庭相談
課

047-366-3944

8 千葉県 野田市 11月22日 ○
児童虐待防止に関するテーマで講師を招き、要保護児童対策地域協
議会実務者研修会を実施（民生委員・児童委員、市内の教員、保育士
等も参加）

児童家庭部子ど
も家庭総合支援
課

04-7125-1111

9 千葉県 野田市
11月5日～11月

19日
○

市内小中学生による「私の願う家族・家庭」ポスター展及び民生委員・
児童委員による児童虐待防止啓発標語の掲示
［開催場所］
・11月5日～12日：いちいのホール１階エントランス
・11月13日～19日：市役所本庁舎１階ふれあいギャラリー

児童家庭部子ど
も家庭総合支援
課

04-7125-1111

10 千葉県 成田市

5月7・14・28日、7
月2・9・16・18・23
日、10月1・2・8・
15・29日、11月

12・26日、12月10
日、1月28日

○
・市民向け「どならない子育て練習法」講座の開催
　（7回講座2回、ダイジェスト版2回）
・職員向け「どならない子育て練習法」講座の開催

健康こども部
子育て支援課
家庭児童相談係

0476-20-1538

11 千葉県 成田市 7月25日
関係機関向け「児童虐待の早期発見と初期対応について」の講演会を
開催

健康こども部
子育て支援課
家庭児童相談係

0476-20-1538

12 千葉県 習志野市 11月14日 ○

児童虐待防止に関する周知・啓発、及び子どもに関わる関係機関の
職員資質の向上を図ることを目的に、要保護児童対策地域協議会主
催の研修会を「逃げることは、生きること。虐待やいじめを受けている
子どもの支援と子育て環境を考える」というテーマで開催

こども部
子育て支援課

047-453-7322

13 千葉県 柏市 11月27日 ○ 児童虐待防止に関する講演会を実施 こども福祉課 04‐7167‐1458

14 千葉県 流山市 8月5日
児童虐待防止に関するテーマで講師を招き、要保護児童対策地域協
議会構成機関対象に研修会を実施

子ども家庭部 04-7150-6082

15 千葉県 鴨川市 8月3日
虐待防止講演会を専門職向けに開催（講演：社会的養護の動向と児
童虐待防止対策について）

健康福祉部子ど
も支援課

04-7093-7113

16 千葉県 鎌ケ谷市 11月7日 ○
児童虐待防止研修会を関係機関向けに開催（テーマ：児童虐待の基
礎知識について）

こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1329

17 千葉県 鎌ケ谷市 11月21日 ○
児童虐待防止研修会を関係機関向けに開催（テーマ：教育機関に求
められる気づきと対応）

こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1328

18 千葉県 鎌ケ谷市 （仮）12月24日
児童虐待防止研修会を関係機関向けに開催（テーマ（仮）：児童相談
所の対応と通告について）

こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1328
テーマについては
現在調整中です。

19 千葉県 富津市 12月11日
児童虐待防止についてファミリサポートセンターお任せ会員向け開催
（テーマ：親子で楽しい子育て講座）

健康福祉部
福祉の窓口課
福祉の窓口係

0439-80-1260

20 千葉県 富津市 3月7日
児童虐待防止研修会を市民けに開催（テーマ：親子で楽しい子育て講
座）

健康福祉部
福祉の窓口課
福祉の窓口係

0439-80-1260

21 千葉県 四街道市 5月23日 要保護児童対策地域協議会　代表者部会にて虐待に関する研修の実 子育て支援課 043-388-8100
22 千葉県 四街道市 9月26日 要保護児童対策地域協議会　実務者部会にて虐待に関する研修の実 子育て支援課 043-388-8100

23 千葉県 富里市 11月3日 ○
富里市福祉まつりにてオレンジリボンキャンペーン啓発・児童虐待防
止啓発物資配付。

健康福祉部子育
て支援課児童家
庭班

0476-93-4497

24 千葉県 香取市 11月7日 ○
関係機関に対する虐待早期発見のための講演会の開催［開催場所：
佐原中央公民館］

福祉健康部子育
て支援課子育て
世代包括支援セ
ンター

0478-79-0922

25 千葉県 いすみ市 11月3日 ○
いすみふるさとまつり会場にてオレンジリボンキャンペーンセレモニー
を開催

福祉課子育て支
援室

0470-60-1120

26 千葉県 一宮町 10月12日

子育て・親育てのための講演会
「機中八策」
～児童相談所長が考案した非暴力
コミュニケーションの具体策～

子育て支援課 0475-42-1415

【千葉県】

○　フォーラム等事業の開催



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 千葉県 千葉県 11月 ○
ジェフユナイテッド市原・千葉（千葉県サッカーチーム）の試合におい
て、啓発物品の配布等を行う。

健康福祉部児童
家庭課

043-223-2357

2 千葉県 千葉県 通年 ○
千葉県内の主要駅等において啓発物品の配布等の街頭キャンペーン
を実施。

健康福祉部児童
家庭課

043-223-2357

3 千葉県 千葉県 通年 ○ 県内関係機関（福祉、医療、教育機関等）に啓発物品を配布する。
健康福祉部児童
家庭課

043-223-2357

4 千葉県 千葉県 通年 ○
県内各市町村が乳幼児健診において配付する児童虐待防止に関する
クリアファイル・リーフレットを作成・配付

健康福祉部児童
家庭課

043-223-2358

5 千葉県 銚子市 通年 ○ 乳幼児健診時に児童虐待防止啓発リーフレットを配布 健康づくり課 0479-24-8070
6 千葉県 銚子市 通年 ○ 新生児訪問時に児童虐待防止啓発クリアファイルを配布 健康づくり課 0479-24-8070
7 千葉県 市川市 通年 ○ 担当課で作成した虐待予防・対応マニュアルを市内関係機関に配布 子育て支援課 047‐711‐3750

8 千葉県 市川市 11月 ○
市内のショッピングモールにて虐待防止啓発グッズを配布し、相談窓
口の周知を実施。

子育て支援課 047‐711‐3750

9 千葉県 船橋市 11月から1年間 ○
児童虐待の通告先を記したポスターを医療機関、町会、自治会、関係
機関において掲示。

家庭福祉課家庭
児童相談室

047-409-3469

10 千葉県 船橋市 7月から1年間 ○
児童本人からの相談を促すことを目的としたポスターを作成し、学校等
関係機関に掲示。

家庭福祉課家庭
児童相談室

047-409-3469

11 千葉県 船橋市 11月 ○
市内を走行するタクシー及び公用車に月間を周知する車用マグネット
を貼付。

家庭福祉課家庭
児童相談室

047-409-3469

12 千葉県 船橋市 11月 ○
バス車内窓上ポスターを作成し、虐待防止推進月間中、京成バス、新
京成バス車内に掲示する。

家庭福祉課家庭
児童相談室

047-409-3469

13 千葉県 船橋市 7月
児童本人からの相談を促すことを目的としたカードを作成し、小学4年
生から中学3年生に配布。

家庭福祉課家庭
児童相談室

047-409-3469

14 千葉県 館山市 10月～11月 ○
市独自のポスターを作成し、市内の各関係機関に掲示を依頼する。市
職員の名札にオレンジリボンを貼付してもらい、庁内全体での意識向

教育部こども課
家庭児童係

0470-22-3133

15 千葉県 松戸市
11月18日～
11月22日

○

市役所連絡通路にて啓発活動
幟旗の設置、啓発パネル展示、オレンジリボンツリーの展示、併発グッ
ズ作成及び配布（ボールペン、風船、クリアファイル、エコバッグ、歯ブ
ラシ、パンフレット等）

子ども部
子ども家庭相談
課

047-366-3944

16 千葉県 松戸市 10月6日

松戸まつり（松戸駅西口デッキ下）において、一般市民を対象とした啓
発活動
幟旗の設置、啓発パネル展示、オレンジリボンツリーの作成、着ぐるみ
参加、啓発グッズ作成及び配布（ボールペン、風船、クリアファイル、エ
コバッグ、歯ブラシ、パンフレット等）

子ども部
子ども家庭相談
課

047-366-3944

17 千葉県 松戸市 6月～７月頃
「子ども相談カード」を作成し、市内の公立・私立小中高校すべてに夏
休みに入る前に全生徒への配布を依頼。

子ども部
子ども家庭相談

047-366-3944

18 千葉県 野田市 11月 ○
児童虐待相談専用電話「子どもSOS」啓発カードの配布（小中学生、公
共施設、関係機関等）

児童家庭部子ど
も家庭総合支援

04-7125-1111

19 千葉県 野田市 11月 ○
児童虐待防止啓発用のマグネットを民間事業者（タクシー）に掲示依
頼

児童家庭部子ど
も家庭総合支援

04-7125-1111

20 千葉県 野田市 11月 ○ 児童虐待防止啓発用のバスマスクをコミュニティバスに掲示
児童家庭部子ど
も家庭総合支援

04-7125-1111

21 千葉県 野田市 11月 ○ 児童虐待防止啓発の懸垂幕を市内庁舎２カ所に掲示
児童家庭部子ど
も家庭総合支援

04-7125-1111

22 千葉県 成田市 10月19～20日 健康・福祉まつりにおいて、虐待防止に関するパンフレットを配布予定
健康こども部
子育て支援課
家庭児童相談係

0476-20-1538

23 千葉県 佐倉市 11月1日 ○ 市で作成した啓発リーフレットを自治会回覧 児童青少年課 043-484-6263

24 千葉県 習志野市 11月 ○
市庁舎内(G階市民協働スペース・１階展示コーナー)にて「子ども虐待
防止オレンジリボン運動」ののぼりを設置し、啓発チラシを配布

こども部
子育て支援課

047-453-7322

25 千葉県 習志野市 11月19日 ○
イオンモール津田沼にて児童虐待防止やオレンジリボン運動の啓発と
してリーフレット、キャンペーングッズを配布。同日、津田沼駅前ペデス
トリアンデッキにて児童虐待防止キャンペーングッズを配布

こども部
子育て支援課 047-453-7322

26 千葉県 柏市 11月1日 ○
市の広報紙で児童虐待防止の関連記事の掲載，推進月間の取り組み
を周知

こども福祉課 04‐7167‐1458

27 千葉県 柏市 11月 ○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲揚 こども福祉課 04‐7167‐1458

28 千葉県 柏市 11月 ○
市役所庁舎で児童虐待防止啓発ブースを設置，自治体独自で作成し
た蛍光ペンの配布

こども福祉課 04‐7167‐1458

29 千葉県 流山市 11月 ○ 課職員によるオレンジリボンの着用 子ども家庭部 04-7150-6082
30 千葉県 我孫子市 6月23日 「げんきフェスタ」でオレンジリボンを作ろうコーナー開催（湖北地区公 子ども相談課 04-7185-1821

31 千葉県 鴨川市 10月19日
社会福祉協議会が主催する福祉イベントの会場にて、来場者へ児童
虐待防止に関するパンフレット等を配布

健康福祉部子ど
も支援課

04-7093-7113

32 千葉県 鎌ケ谷市 通年 ○
担当課で作成した虐待予防・対応マニュアルを市内関係機関に配布
する。

こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1328

33 千葉県 鎌ケ谷市 通年 ○ 保健センター内のポスター掲示。
こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1329

34 千葉県 鎌ケ谷市 11月 ○
担当課で作成した児童虐待防止啓発ののぼりを市役所庁舎内に掲示
する。

こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1328

35 千葉県 鎌ケ谷市 11月 ○
オレンジリボン運動の周知のため、市のマスコットキャラクター「かまた
ん」がオレンジリボンを着用する。

こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1328

36 千葉県 君津市 11月 ○
市職員の児童虐待防止の広報啓発物着用、のぼり設置等による来庁
者向けの啓発

保健福祉部子育
て支援課こども
家庭相談室

0439-56-1616

37 千葉県 君津市 11月 ○
児童生徒に向けた虐待防止のリーフレットを作成し、要保護児童地域
対策協議会の会員が市内の小中学校を訪問し周知啓発する。

保健福祉部子育
て支援課こども
家庭相談室

0439-56-1616

38 千葉県 富津市 4月11日 富津市ＤＶ・虐待防止計画（概要版）を富津市内全世帯に配布。
健康福祉部
福祉の窓口課
福祉の窓口係

0439-80-1260

39 千葉県 富津市 11月7日 ○
富津市虐待対応支援方針（マニュアル）を富津市養護児童対策地域
協議会代表者会議委員および実務者会議委員に配布

健康福祉部
福祉の窓口課
福祉の窓口係

0439-80-1260

40 千葉県 浦安市 5～10月
市内各公民館で実施する文化祭会場で児童虐待防止に関する啓発
品やチラシを配布。

健康こども部こど
も家庭支援セン
ター

047-351-8041

41 千葉県 浦安市 11月1日 ○ 市内3駅にて児童虐待防止に関する啓発品やチラシを配布
健康こども部こど
も家庭支援セン
ター

047-351-8041

42 千葉県 袖ケ浦市 10月 虐待防止パンフレット作成、配布 子育て支援課 0438-62-3272

43 千葉県 八街市 通年 ○
市役所総合福祉保健センター入口にオレンジリボンのモニュメントを設
置

市民部子育て支
援課児童家庭班

043-443-1693

○　啓発物品作成・配布



44 千葉県 八街市 11月 ○
八街駅前・ショッピングモール等において、児童虐待に関する啓発物
資（ティッシュ）の配付

市民部子育て支
援課児童家庭班

043-443-1693

45 千葉県 八街市 11月 ○ 職員等へ児童虐待防止に関する広報啓発物品を配付・着用
市民部子育て支
援課児童家庭班

043-443-1693

46 千葉県 八街市 通年 ○ 児童虐待担当班職員の名札にオレンジリボンを印刷し着用
市民部子育て支
援課児童家庭班

043-443-1693

47 千葉県 印西市 11月2日 ○
産業祭り及び市内各地区の祭りにおいて児童相談所全国共通ダイヤ
ルを明記したティッシュを配布

子育て支援課
児童相談係

0476‐33‐4961

48 千葉県 南房総市 通年 母子健診等の事業にてリーフレットを配付。
保健福祉部健康
支援課

0470-36-1152

49 千葉県 南房総市 11月17日 ○ 11月に行う教育の日に啓発物を配付。
教育委員会事務
局子ども教育課

0470-46-2966

50 千葉県 山武市 5月15日 市内全自治会に児童虐待防止チラシを回覧。
保健福祉部子育
て支援課児童家
庭係

0475-80-2634

51 千葉県 いすみ市 １１月 ○
期間中、保育園児が描いた笑顔の絵で作製した特大ポスターおよび
児童虐待防止標語を岬ふれあい会館ロビーに掲示。

福祉課子育て支
援室

0470-60-1120

52 千葉県 いすみ市 １１月 ○ 市内小学生にオレンジリボンを配布
福祉課子育て支
援室

0470-60-1120

53 千葉県 いすみ市 １１月 ○ 市役所に横断幕設置、市内公共施設にのぼり旗設置。
福祉課子育て支
援室

0470-60-1120

54 千葉県 大網白里市 11月5日 ○
駅やスーパー等で児童虐待防止、家庭相談室周知のチラシを配布予
定

子育て支援課
児童家庭班

0475－70－
0331

55 千葉県 長生村 通年 ○
乳幼児健診にて啓発物品を配布
職員等へオレンジリボンを配付・着用

こども教育課 0475-32-2117

56 千葉県 長柄町 通年 ○ 乳児相談時に啓発物品配布 健康福祉課 0475-35-2414

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 千葉県 千葉県 9月～3月 ○
Bayfm(ＦＭラジオ)において児童虐待防止と189に関するスポットＣＭを
実施(215回)

健康福祉部児童
家庭課

043-223-2357

2 千葉県 千葉県 9月～3月 ○
実施機関中毎日JR千葉ローカル線（総武本線、内房線、外房線、成田
線、鹿島線、東金線）の全列車・全車両に１枚ずつ児童虐待防止と189
に関する窓上広告を掲載

健康福祉部児童
家庭課

043-223-2357

3 千葉県 千葉県 11月 ○
京葉線トレインチャンネル（窓上電子媒体）において児童虐待防止と
189に関する広告を掲載

健康福祉部児童
家庭課

043-223-2357

4 千葉県 千葉市 11月1日 ○ 市広報紙に児童虐待防止推進月間周知記事を掲載 こども家庭支援 043-245-5179
5 千葉県 千葉市 11月 ○ ＢａｙＦｍの市広報番組で児童虐待防止啓発のＣＭ放送を実施 こども家庭支援 043-245-5179
6 千葉県 銚子市 １１月 ○ 市広報誌で児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 健康づくり課 0479-24-8070
7 千葉県 市川市 5月18日、11月2 ○ 市広報紙に児童虐待防止に関する特集記事を掲載 子育て支援課 047‐711‐3750

8 千葉県 船橋市 11月 ○ 市広報誌に推進月間の説明や児童虐待の通告先を記載。
家庭福祉課家庭
児童相談室

047-409-3469

9 千葉県 船橋市 11月8日、25日 ○
子育て支援情報「ふなっこメール」のワンポイントアドバイスにて、児童
虐待に関連する内容を配信。

家庭福祉課家庭
児童相談室

047-409-3469

10 千葉県 館山市 11月 ○
市広報紙において、児童虐待防止推進月間、通告先の周知 教育部こども課

家庭児童係
0470-22-3133

11 千葉県 木更津市 通年 ○ 市ホームページにて児童虐待防止の啓発と通告相談窓口の周知
健康こども部子
育て支援課こど
も家庭担当

0438-23-7249

12 千葉県 木更津市 通年 ○ 市職員・市議会議員に広報啓発物品を配布し着用
健康こども部子
育て支援課こど
も家庭担当

0438-23-7249

13 千葉県 木更津市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間、通告相談窓口の周知
健康こども部子
育て支援課こど
も家庭担当

0438-23-7249

14 千葉県 木更津市 11月 ○
西口駅前公共案内看板で児童虐待防止推進月間、通告相談窓口の
周知

健康こども部子
育て支援課こど
も家庭担当

0438-23-7249

15 千葉県 木更津市 11月16日 ○
西口駅周辺で開催する木更津こどもまつりで、児童虐待防止の啓発
のための手作りのオレンジリボンと啓発物品を配布

健康こども部子
育て支援課こど
も家庭担当

0438-23-7250

16 千葉県 木更津市 通年 ○ 朝日庁舎内に児童虐待防止の啓発のためのぼり旗を設置
健康こども部子
育て支援課こど
も家庭担当

0438-23-7249

17 千葉県 松戸市 11月1日 ○ 広報まつど（11月1日号）掲載
子ども部
子ども家庭相談

047-366-3944

18 千葉県 野田市 11月1日 ○ 市の広報誌で児童虐待防止啓発記事を掲載
児童家庭部子ど
も家庭総合支援

04-7125-1111

19 千葉県 茂原市 11月1日 ○
市広報誌において、児童虐待防止および相談窓口に関する記事を掲
載

福祉部子育て支
援課子育て家庭
相談室

0475-20-1573

20 千葉県 成田市 11月1～14日 ○ 市広報において、「児童虐待防止推進月間」の記事を掲載予定
健康こども部
子育て支援課
家庭児童相談係

0476-20-1538

21 千葉県 佐倉市 11月1日 ○ 市広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載 児童青少年課 043-484-6263

22 千葉県 東金市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する啓発及び相談窓口の紹介
市民福祉部子育
て支援課児童家
庭係

0475-50-1215

23 千葉県 旭市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間の周知 子育て支援課 0479-62‐8012

24 千葉県 習志野市 11月 ○ 広報(11月1日号)に児童虐待防止の協力を呼びかける記事を掲載
こども部
子育て支援課

047-453-7322

25 千葉県 習志野市 11月 ○ 市民課のテレビモニターに児童虐待防止月間について放映
こども部
子育て支援課

047-453-7322

26 千葉県 柏市 11月 ○ 市役所ホームページで児童虐待防止記事を掲載 こども福祉課 04‐7167‐1458

27 千葉県 勝浦市 11月 ○
市広報誌において、児童虐待防止および児童虐待防止推進月間に関
する記事を掲載し、啓発を実施。

福祉課子育て支
援係

0470-73-6618

28 千葉県 市原市 11月15日 ○ 市広報紙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
ども福祉課家庭
児童相談室

0436-23-9746

29 千葉県 流山市 7月1日 市広報紙において家庭児童相談員の案内記事を掲載 子ども家庭部 04-7150-6082
30 千葉県 流山市 11月1日 ○ 市広報紙において児童虐待防止推進月間に関する内容の記事を掲 子ども家庭部 04-7150-6082
31 千葉県 流山市 3月21日 市広報紙において児童虐待防止に関する内容の記事を掲載 子ども家庭部 04-7150-6082
32 千葉県 流山市 11月18日～27日 ○ 庁舎内ロビーにて啓発パネルの展示 子ども家庭部 04-7150-6082

○　広報誌、テレビ等で周知



33 千葉県 八千代市 11月1日 ○ 市広報紙に児童虐待防止に関する特集記事を掲載
子ども部子ども
福祉課子ども相
談センター

047-483-1151
内線2913

34 千葉県 八千代市 11月 ○
戸籍住民課前の広告付番号案内表示機にて児童虐待防止推進月間
を周知

子ども部子ども
福祉課子ども相
談センター

047-483-1151
内線2913

35 千葉県 八千代市 通年 ○ 市ホームページに児童虐待防止に関する情報を掲載
子ども部子ども
福祉課子ども相
談センター

047-483-1151
内線2913

36 千葉県 我孫子市 11月16日 ○ 児童虐待防止に関する記事を市広報に掲載 子ども相談課 04-7185-1821
37 千葉県 我孫子市 11月1日 ○ 児童虐待防止に関する記事を市ホームページに掲載 子ども相談課 04-7185-1821

38 千葉県 我孫子市 10月
子どものための情報誌「あびっ子ネット秋号」に児童虐待防止推進月
間周知記事掲載

子ども相談課 04-7185-1821

39 千葉県 鴨川市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止月間についての記事を掲載
健康福祉部子ど
も支援課

04-7093-7113

40 千葉県 鎌ケ谷市 11月1日 ○ 市広報誌により児童虐待防止を啓発し、相談窓口を紹介する。
こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1328

41 千葉県 君津市 11月1日 ○ 市広報紙およびホームページにて虐待防止の啓発
保健福祉部子育
て支援課こども
家庭相談室

0439-56-1616

42 千葉県 富津市 11月1日 ○ 市の広報誌において、児童虐待推進月間について周知を図る
健康福祉部
福祉の窓口課
福祉の窓口係

0439-80-1260

43 千葉県 浦安市 10～11月 ○ 市広報で児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
健康こども部こど
も家庭支援セン
ター

047-351-8041

44 千葉県 浦安市 11月 ○
市内情報番組にて上記の児童虐待防止活動の実績やその他啓発
VTRを放送予定

健康こども部こど
も家庭支援セン
ター

047-351-8041

45 千葉県 袖ケ浦市 11月1日 ○ 市広報市への掲載、パンフレット折込配布 子育て支援課 0438-62-3272
46 千葉県 袖ケ浦市 11月 ○ 袖ヶ浦駅・長浦駅電光掲示板にて虐待防止啓発 子育て支援課 0438-62-3272

47 千葉県 八街市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待に関する啓発文書掲載
市民部子育て支
援課児童家庭班

043-443-1693

48 千葉県 八街市 通年 ○ 市のホームページに児童虐待防止の協力を呼びかける文書を掲載
市民部子育て支
援課児童家庭班

043-443-1693

49 千葉県 印西市 11月 ○ 広報いんざい11月1日号で児童虐待防止推進月間の周知
子育て支援課
児童相談係

0476‐33‐4961

50 千葉県 白井市 11月 ○ 広報誌にて児童虐待防止推進月間・虐待防止について周知 子育て支援課 047-497-3477
51 千葉県 白井市 12月 人権週間の展示にあわせて児童虐待防止の展示、啓発 子育て支援課 047-497-3477

52 千葉県 白井市 通年 ○
子育てガイドブックや家庭児童相談室のしおりを配布し児童虐待防止
を啓発

子育て支援課 047-497-3477

53 千葉県 南房総市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止月間に関することを掲載。
教育委員会事務
局子ども教育課

0470-46-2966

54 千葉県 匝瑳市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間及び通告先の周知 福祉課 0479-73-0096
55 千葉県 匝瑳市 11月 ○ 課職員による児童虐待防止に関する広報啓発物品の着用 福祉課 0479-73-0096

56 千葉県 香取市 11月1日 ○ 市の広報誌で児童虐待防止に関する記事の掲載

福祉健康部子育
て支援課子育て
世代包括支援セ
ンター

0478-79-0922

57 千葉県 山武市 11月1日 ○ 広報さんむ11月号において、児童虐待防止推進月間の周知を実施
保健福祉部子育
て支援課児童家
庭係

0475-80-2634

58 千葉県 いすみ市 11月3日 ○
５０台の大型オートバイに乗って、オレンジリボンツーリング隊がいす
みふるさとまつり会場に来場し、市職員とともに啓発物資（ポケット
ティッシュ）を配布。（市広報誌に掲載）

福祉課子育て支
援室

0470-60-1120

59 千葉県 いすみ市 １１月 ○ 市ホームページにおいて児童虐待防止についての啓発
福祉課子育て支
援室

0470-60-1121

60 千葉県 酒々井町 11月 ○ 町広報紙で児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
健康福祉課人権
推進室

043-496-1171

61 千葉県 栄町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載して周知する。 福祉・子ども課 0476-33-7707
62 千葉県 神崎町 11月 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間の記事を掲載 保健福祉課 0478-72-1607

63 千葉県 多古町 通年 ○
子育てハンドブック配布による広報啓発活動（出生届時及び転入時に
配布）

子育て支援課 0479‐76‐5412

64 千葉県 多古町 通年 ○ 町ホームページにおいて児童虐待防止についての啓発 子育て支援課 0479‐76‐5412
65 千葉県 多古町 11月1 日 ○ 町広報誌において児童虐待防止についての啓発 子育て支援課 0479‐76‐5412
66 千葉県 東庄町 11月1日 ○ 町広報誌において児童虐待防止についての啓発 健康福祉課 0478-80-3300

67 千葉県 九十九里町 通年 ○ 町広報誌において児童虐待防止に関する記事を掲載
社会福祉課
子育て支援係

0475-70-3359

68 千葉県 横芝光町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載
健康こども課こど
も班

0479-82-3400

69 千葉県 一宮町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載 子育て支援課 0475-42-1415
70 千葉県 睦沢町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載 福祉課 0475-44-2304
71 千葉県 白子町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載 住民課 0475-33-2112
72 千葉県 長柄町 11月 ○ 広報誌において児童虐待に関する啓発文書掲載 健康福祉課 0475-35-2414
73 千葉県 長柄町 通年 ○ ポスターやパネルをこども園、役場庁舎内に掲示 健康福祉課 0475-35-2414

74 千葉県 芝山町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載予定
福祉保健課
子育て支援係

0479-77-3914



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 千葉県 船橋市 11月 ○
京葉銀行内モニターにて、推進月間の説明や児童虐待の通告先を記
載・放映。

家庭福祉課家庭
児童相談室

047-409-3469

2 千葉県 浦安市 11月 ○ 市内イオン・ダイエーにて児童虐待防止ポスター掲示
健康こども部こど
も家庭支援セン
ター

047-351-8041

3 千葉県 浦安市 11月 ○ 市内ローカルバス内に児童虐待防止ポスターを掲示
健康こども部こど
も家庭支援セン
ター

047-351-8041

4 千葉県 浦安市 11月 ○
市内民間ホテルにて11月に児童虐待防止月間として限定メニューの
販売やオレンジ色の服を来た来客に割引サービスなど実施予定

健康こども部こど
も家庭支援セン
ター

047-351-8041

5 千葉県 浦安市 11月3日 ○
プロフットサルチーム「バルドラール浦安」のホームゲームにてハーフ
タイム中に児童虐待防止に関するアナウンスを実施

健康こども部こど
も家庭支援セン
ター

047-351-8041

6 千葉県 浦安市 11月23日 ○
市内民間団体との共催でゴスペルコンサートを開催。ゴスペルのほか
に子育てに関する講演会や児童虐待防止啓発の寸劇or紙芝居などを
予定

健康こども部こど
も家庭支援セン
ター

047-351-8041

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 千葉県 千葉市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間のポスターを作成し、ＪＲ駅等で掲示 こども家庭支援 043-245-5179

2 千葉県 千葉市 11月 ○
各区役所窓口職員や民生委員・児童委員、主任児童委員、民生委員
協力委員、青少年育成委員、青少年相談員がオレンジリボンを着用

こども家庭支援
課

043-245-5179

3 千葉県 千葉市 10月20日 区民祭にて来場者がオレンジリボンを付けるツリー型のキルトを設置 こども家庭支援 043-245-5179
4 千葉県 千葉市 11月1日 ○ 千葉都市モノレール・セントラルアーチをオレンジ色にライトアップ こども家庭支援 043-245-5179
5 千葉県 千葉市 11月 ○ 市ホームページに児童虐待防止推進月間周知の特設ページを作成 こども家庭支援 043-245-5179
6 千葉県 千葉市 11月 ○ 市役所本庁舎及び各区役所にて児童虐待防止啓発の庁内放送を実施 こども家庭支援 043-245-5179
7 千葉県 市川市 11月 ○ 懸垂幕の掲示。児童虐待防止に関する懸垂幕を本庁舎に掲示。 子育て支援課 047‐711‐3750

8 千葉県 市川市 通年 ○
市内の子どもに関わる関係機関を対象に、虐待防止及び相談窓口の
周知を実施。

子育て支援課 047‐711‐3750

9 千葉県 市川市 11月 ○ 公用車にマグネット式のオレンジリボンを着用し、市内を運行。 子育て支援課 047‐711‐3750
10 千葉県 市川市 11月 ○ 職員の広報啓発物品着用を推進。 子育て支援課 047‐711‐3750
11 千葉県 市川市 通年 ○ 市ホームページにて虐待防止の啓発と相談窓口を紹介。 子育て支援課 047‐711‐3750
12 千葉県 市川市 通年 ○ 子育てガイドブックに虐待防止の啓発と相談窓口を紹介。 子育て支援課 047‐711‐3750
13 千葉県 市川市 12月 職員対象に機中八策の研修を行う。 子育て支援課 047‐711‐3750

14 千葉県 船橋市 11月 ○
保健福祉センター1階ロビーにおいて、児童虐待防止啓発関連の掲示
をする。

家庭福祉課家庭
児童相談室

047-409-3469

15 千葉県 松戸市 11月 ○
購入した広報啓発用オレンジマグネットを関係課に配布し、公用車に
付けて走行

子ども部
子ども家庭相談

047-366-3944

16 千葉県 松戸市 11月 ○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲揚
子ども部
子ども家庭相談

047-366-3944

17 千葉県 成田市 通年 ○ 子育てガイドブックに虐待の例と相談先を掲載
健康こども部
子育て支援課
家庭児童相談係

0476-20-1538

18 千葉県 我孫子市 11月 ○
民生委員・児童委員に広報啓発物品配布（民生委員児童委員協議会
にて）

子ども相談課 04-7185-1821

19 千葉県 我孫子市 10月～3月 ○ 福祉関係部局職員による児童虐待防止広報啓発物品の着用 子ども相談課 04-7185-1821

20 千葉県 鎌ケ谷市
4月23日～5月12

日
子育て応援展の開催（児童虐待防止や子育てに関わる市の施策や行
事等を市役所庁内に展示）

こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1328

21 千葉県 浦安市 11月 ○
市役所外壁電光掲示板にてオレンジリボンキャンペーン実施の通知を
お知らせ

健康こども部こど
も家庭支援セン
ター

047-351-8041

22 千葉県 山武市 11月 ○
オレンジリボン運動の周知のため、児童関係担当課職員がオレンジリ
ボンを着用。

保健福祉部子育
て支援課児童家
庭係

0475-80-2634

23 千葉県 いすみ市 １１月 〇
市内中学生を対象に児童虐待防止に関する標語を募集（優秀作品は
上記セレモニーにて表彰）

福祉課子育て支
援室

0470-60-1120

○　民間企業等とのタイアップ

○　その他


