
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 神奈川県 相模原市 11月4日 ○
内容：さがみはら子どもの権利の日のつどいにて講演等を実施
場所：ユニコムプラザさがみはら

こども・若者未来
局こども家庭課
こども・若者未来
局こども・若者支
援課

042-769-9811

2 神奈川県 相模原市
11月16日、11月

17日
○

内容：潤水都市さがみはらフェスタへの出展（記念手形の作成・配布、
うちの子自慢ふせんアート、児童虐待防止啓発グッズの配布等）
場所：相模総合補給廠一部返還地

こども・若者未来
局こども家庭課

042-769-9811

3 神奈川県 三浦市 10月27日
第13回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2019鎌倉・三浦・横
須賀コース

保健福祉部子ど
も課

046-882-1111

4 神奈川県 秦野市 8月23日 児童虐待防止研修会で周知
こども家庭支援
課こども若者相
談担当

0463-82-6241

5 神奈川県 秦野市 10月16日
児童虐待予防を目的に小学生の子どもの保護者、教員等を対象とし
た親支援講座（楽しい子育て講座～出張講座～）を開催。

こども家庭支援
課こども若者相
談担当

0463-82-6241

6 神奈川県 秦野市 10月18日
児童虐待予防を目的に妊婦から18歳未満の子どもの保護者を対象と
した親支援講座（楽しい子育て講座）を開催。

こども家庭支援
課こども若者相
談担当

0463-82-6241

7 神奈川県 秦野市 10月29日
児童虐待予防を目的に小学生の子どもの保護者、教員等を対象とし
た親支援講座（楽しい子育て講座～出張講座～）を開催。

こども家庭支援
課こども若者相
談担当

0463-82-6241

8 神奈川県 座間市 11月15日 ○ 児童虐待防止啓発講演会
子ども未来部子
ども政策課児童
相談係

046-252-8026

9 神奈川県 海老名市
①6月11、18日
②10月26日、11
月2日

○ 虐待防止に関する研修：ケアー（えびなこどもセンター）
保健福祉部子育
て相談課こども
家庭相談室

046-235-4825

10 神奈川県 海老名市

9月12、19、26
日、10月3、10、
17日

虐待防止に関する研修：NP講座（えびなこどもセンター）
保健福祉部子育
て相談課こども
家庭相談室

046-235-4825

11 神奈川県 海老名市

①6月28日、7月
5、12、19日　②
10月29日、11月
5、12、19日　③2
月14、21、28日、
3月6日

○
親子の絆づくりプログラム"赤ちゃんがきた！" （愛称：BPプログラム）
（えびなこどもセンター）

保健福祉部子育
て相談課こども
家庭相談室

046-235-4825

12 神奈川県 綾瀬市 11/15、11/29 ○ 楽しく子育てしよう～イライラ子育てからの脱出～講座の開催
健康こども部
子育て支援課
子育て支援担当

0467-77-1121

13 神奈川県 葉山町 11月21日 ○
主に要対協構成機関職員を対象に、児童虐待防止啓発のための講演
会を開催。

福祉部子ども育
成課子育て相談
係

046-876-1111

14 神奈川県 寒川町
１１月

６、１３、２０、２７
日

○ 虐待防止に関する研修：NP講座
健康子ども部子
育て支援課

0467-74-1111

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 神奈川県 横浜市 11月 ○

児童虐待防止推進月間に関する広報・啓発
　●区役所庁舎内に児童虐待防止啓発パネル展示、のぼり旗、市作
成の虐待防止啓発リーフレットの配布
　●区役所外壁等に児童虐待防止の横断幕掲示
　●区作成の「ストップこども虐待」ポスターを自治体掲示板に掲示

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

2 神奈川県 横浜市 11月 ○
区民まつり等での虐待防止啓発キャンペーンの実施
　オレンジリボンや啓発物品、市作成の虐待防止啓発リーフレットの配

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

3 神奈川県 横須賀市 11月1日～30日 ○
市役所庁舎内窓口にて児童虐待防止啓発コーナーを設置し、
オレンジリボンを配布

こども青少年支援課 046-822-8933

4 神奈川県 横須賀市 11月1日～30日 ○ 市役所職員がオレンジリボンを付け、児童虐待防止啓発を実施 こども青少年支援課 046-822-8933

5 　神奈川県 横須賀市
10月18日

～11月１日
○ 市民生活サポートセンターにて啓発パネル展示 児童相談所 046‐820‐2323

6 神奈川県 横須賀市 10月27日 駅前にて児童虐待防止啓発物品(ポケットティッシュ)の配布 児童相談所 046‐820‐2323

7 神奈川県 相模原市
11月8日、11月13

日
○

内容：オレンジリボン及び同リボン運動のＰＲカードを作成し、期間中
の各種イベントや街頭啓発等において、市民等に配布
場所：相模大野駅、橋本駅

こども・若者未来
局こども家庭課

042-769-9811

【神奈川県】

○　フォーラム等事業の開催

○　啓発物品作成・配布



8 神奈川県 相模原市 11月 ○ 市職員の名札へ啓発用シールを貼付
こども・若者未来
局こども家庭課

042-769-9811

9 神奈川県 相模原市 11月 ○ 公用車に啓発用マグネットシートを貼付
こども・若者未来
局こども家庭課

042-769-9811

10 神奈川県 平塚市 通年 ○ 児童相談所全国共通ダイヤル１８９周知チラシの配架 こども家庭課 0463-21-9843

11 神奈川県 鎌倉市 11月9日 ○ 第26回玉縄まつりで啓発ブース設置。パネル展示、リーフレット等配布 こども相談課 0467-61-3751
雨天等順延　１０
日

12 神奈川県 鎌倉市 11月11日～15日 ○ 市役所ロビーで啓発パネル等を展示 こども相談課 0467-61-3751

13 神奈川県 逗子市 10月26日 市の青少年育成施設の行事において、啓発チラシを配布 教育部子育て支援課 046-873-1111

14 神奈川県 秦野市 5月28日
市内幼稚園等に「子どもを健やかに育てるために～愛の鞭ゼロ作戦
～」のリーフレット配布

こども家庭支援
課こども若者相
談担当

0463-82-6241

15 神奈川県 秦野市 １１月 ○
医療機関等関係機関及び自治会等に本市作成のポスター、チラシ等
を配布し、月間を周知。

こども家庭支援
課こども若者相
談担当

0463-82-6241

16 神奈川県 厚木市 11月1日 ○
児童虐待防止推進月間街頭キャンペーンにおいて、リーフレット及び
啓発物品を配布

こども未来部家
庭相談課

046-225-2244

17 神奈川県 大和市 11月中 ○ 中央林間駅コンコースにて啓発物品（ウェットティッシュ）配布。
こども部すくすく
子育て課家庭こ
ども相談係

046‐260-5618

18 神奈川県 伊勢原市 11月1日
オレンジリボンキャンペーン　伊勢原駅周辺：　啓発物品、市で作成し
たパンフレットを、要対協関係機関のメンバーで配布

子ども部子ども
家庭相談課

0463-94-4642

19 神奈川県 伊勢原市 11月1日 市役所庁内のトイレに虐待予防のトレイットペーパー設置
子ども部子ども
家庭相談課

0463-94-4642

20 神奈川県 座間市
11月1日～11月

30日
○ 市内小学校４年生～中学校３年生に啓発物品の配布

子ども未来部子
ども政策課児童
相談係

046-252-8026

21 神奈川県 海老名市 １１月中 ○
市内小・中学校児童に対し、虐待防止啓発物品として市独自で作成し
たポケットティッシュを配布。

保健福祉部子育
て相談課こども
家庭相談室

046-235-4825

22 神奈川県 葉山町 11月中 ○ 相談先を明記したカードを作成し、町内小中学校に配布。
福祉部子ども育
成課子育て相談
係

046-876-1111

23 神奈川県 葉山町 10月27日
オレンジリボンたすきリレーに参加、たすき受渡し会場にて児童虐待防
止推進月間チラシおよびポケットティッシュを配布。

福祉部子ども育
成課子育て相談
係

046-876-1111

24 神奈川県 大磯町 11月 ○ オレンジリボンの配布
子育て支援課
子育て支援総合
センター

0463-71-3377

25 神奈川県 大磯町 11月 ○ 啓発チラシの配布
子育て支援課
子育て支援総合
センター

0463-71-3377

26 神奈川県 大磯町 11月 ○ 町内在住の全園児に啓発グッズの配布
子育て支援課
子育て支援総合
センター

0463-71-3377

27 神奈川県 山北町 通年 ○
児童虐待に関する相談先を紹介するチラシを町内施設窓口・こども
園・保育園・小中学校等で配布

福祉課
0465－75－
3644



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 神奈川県 神奈川県 ○ 県のたよりで児童虐待防止月間を周知 子ども家庭課 045－210-4655

2 神奈川県 横浜市 11月 ○

児童虐待防止推進月間に関する広報・啓発
　●区広報紙等を活用して、児童虐待防止推進月間の関連記事を区
民に周知
　●区役所内のデジタルサイネージや放送において、相談窓口等を周

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

3 神奈川県 横須賀市 10月1日 広報誌「よこすか社協だより」において児童虐待防止推進月間を周知 児童相談所 046‐820‐2323

4 神奈川県 相模原市 11月1日 ○ 広報さがみはらへの特集記事掲載
こども・若者未来
局こども家庭課

042-769-9811

5 神奈川県 鎌倉市 11月1日 ○ 市広報紙に児童虐待防止推進月間を周知 こども相談課 0467-61-3751

6 神奈川県 藤沢市 10月25日 市広報紙を通じて「児童虐待防止推進月間」の周知
子ども青少年部
子ども家庭課

0466-50-3569

7 神奈川県 藤沢市 11月中 ○ 市ホームページにおいて「児童虐待防止推進月間」の周知
子ども青少年部
子ども家庭課

0466-50-3569

8 神奈川県 小田原市 11月 ○ 市ホームページにて「児童虐待防止推進月間」を周知
子育て政策課こ
ども相談係

0465-33-1454

9 神奈川県 茅ヶ崎市 11月1日 ○ 市広報紙に児童虐待防止推進月間の啓発記事を掲載

こども育成部こど
も育成相談課こ
ども家庭相談担
当

0467-82-1112

10 神奈川県 逗子市 10月 市広報紙において、児童虐待防止推進月間・オレンジリボンたすきリレーを紹介 教育部子育て支援課 046-873-1111

11 神奈川県 秦野市 8月 南地区社会福祉協議会南社協だよりに掲載
こども家庭支援
課こども若者相
談担当

0463-82-6241

12 神奈川県 秦野市 11月1日 ○ 児童虐待防止について広報はだの特集号で周知。
こども家庭支援
課こども若者相
談担当

0463-82-6241

13 神奈川県 秦野市 11月1日 ○
児童虐待防止推進月間について市内６か所のテレビモニター広告で
周知。

こども家庭支援
課こども若者相
談担当

0463-82-6241

14 神奈川県 大和市 11月中 ○ 11月1日号の広報にて児童虐待防止月間を周知。
こども部すくすく
子育て課家庭こ
ども相談係

046‐260-5618

15 神奈川県 伊勢原市 11月1日 児童虐待予防に向けて通告の重要性や連絡先などを掲載
子ども部子ども
家庭相談課

0463-94-4642

16 神奈川県 座間市
11月1日～11月

30日
○

市役所1階エレベーターホール前にてパネル展示（啓発物品及び講演
会のチラシ配布）

子ども未来部子
ども政策課児童
相談係

046-252-8026

17 神奈川県 座間市
11月1日～11月

30日
○ 庁内放送による周知

子ども未来部子
ども政策課児童
相談係

046-252-8026

18 神奈川県 海老名市 11月1日 ○ 市広報紙において、11月の児童虐待防止月間を周知
保健福祉部子育
て相談課こども
家庭相談室

046-235-4825

19 神奈川県 綾瀬市 11月1日 ○ 広報あやせに児童虐待防止推進月間の記事を掲載

健康こども部
健康づくり推進
課
健康づくり担当

0467-77-1133

20 神奈川県 綾瀬市 11月中 ○ 市ホームページにて「児童虐待防止推進月間」の周知

健康こども部
健康づくり推進
課
健康づくり担当

0467-77-1133

○　広報誌、テレビ等で周知



21 神奈川県 葉山町 11月1日 ○ 広報はやま１１月号に児童虐待予防推進月間PR記事を掲載。
福祉部子ども育
成課子育て相談
係

046-876-1111

22 神奈川県 寒川町 11月 ○ ホームページにて「児童虐待防止推進月間」の周知
健康子ども部子
育て支援課

0467-74-1111

23 神奈川県 寒川町 11月 ○ 母子健康アプリケーションで「児童虐待防止推進月間」について周知
健康子ども部子
育て支援課

0467-74-1111

24 神奈川県 大磯町 11月 ○ 児童虐待防止月間の周知(町広報誌に掲載）
子育て支援課
子育て支援総合
センター

0463-71-3377

25 神奈川県 二宮町 11月 ○ 二宮町広報11月号掲載記事にて周知 子育て・健康課 0463-71-7100

26 神奈川県 中井町 １１月 ○ 児童虐待防止月間及び全国共通ダイアル、児相の周知 福祉課 0465-81-5548

27 神奈川県 大井町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する情報提供 子育て健康課 0465-83-8012

28 神奈川県 松田町 11月1日 ○ 広報まつだ11月号に「児童虐待防止推進月間」の取組を周知 子育て健康課 0465-84-5544

29 神奈川県 山北町
通年

（毎月第1火曜
○ 町広報紙（お知らせ版）において、直近の児童虐待予防相談日を周知 福祉課

0465－75－
3644

30 神奈川県 開成町 11月中 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する情報提供を予定。
子ども・子育て支
援室

0465-84-0328

31 神奈川県 箱根町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待の防止について掲載
福祉部子育て支
援課

0460-85-9595

32 神奈川県 真鶴町 11月 ○ 町広報にて児童虐待防止推進月間について周知 健康福祉課 0465-68-1131

33 神奈川県 湯河原町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間について掲載 こども支援課 0465-63-2111

34 神奈川県 愛川町 11月 ○
「広報あいかわ」令和元年11月号へ児童虐待防止推進月間、相談先
等を掲載。

民生部
子育て支援課

046-285-6932

35 神奈川県 清川村 11月 ○ 村広報誌及びホームページにて周知を図る。 保健福祉課 046-288-3861



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 神奈川県 横浜市 通年 ○
「横浜市子供を虐待から守る条例」において、毎月５日が「子供虐待防
止推進の日」とされたことから、市営地下鉄車内ＬＥＤ広告にて虐待防

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

2 神奈川県 横浜市 通年 ○
横浜市と「地域活性化に関する包括連携協定」を締結している「日本Ｋ
ＦＣホールディングス（株）」と協働で、ケンタッキーフライドチキンの市
内４１店舗において、啓発リーフレット配布

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

3 神奈川県 横浜市 通年 ○

横浜市と「地域活性化に関する包括連携協定」を締結している「損害
保険ジャパン日本興亜株式会社」と協働で、毎月５日に損害保険ジャ
パン日本興亜株式会社において、啓発リーフレットの配布、社員等が
オレンジリボンの着用を行う

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

4 神奈川県 相模原市
11月5日～11月

11日
○

内容：市電設協会の協力により、ウェルネスさがみはらをオレンジ色に
ライトアップする
場所：ウェルネスさがみはら

こども・若者未来
局こども家庭課

042-769-9811

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 神奈川県 神奈川県 11月 ○ のぼり旗設置等の広報啓発 子ども家庭課 045－210-4655

2 神奈川県 神奈川県 11月 ○ 各児童相談所における児童虐待防止に向けた広報啓発パネルの展示 子ども家庭課 045－210-4655

3 神奈川県 神奈川県 10月27日
第13回オレンジリボンたすきリレー2019にて、啓発ブースの出店、広報
啓発物の配布（県内各地、グランモール公園）

子ども家庭課 045－210-4655

4 神奈川県 横浜市 11月 ○
各区で児童虐待防止をテーマにしたイベント等の実施
　●児童虐待予防講演会等の開催及び会場内での啓発物品、リーフ
レットの配布

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

5 神奈川県 横浜市 11月 ○
保育所、民生委員、町内会等を対象に、虐待虐待防止の出前講座を
開催

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

6 神奈川県 横浜市 11月 ○ 市内建築物のライトアップ（ＤＶ防止と共同、オレンジ色と紫色）
こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

7 神奈川県 横須賀市 10月27日 ○
要対協実務担当者連絡会議構成員に街頭キャンペーンの
ボランティアを依頼

こども青少年支援課 046-822-8933

8 神奈川県 相模原市 11月 ○

内容：児童虐待防止に関するパネル展示及び懸垂幕・横断幕、のぼり
旗の掲示
場所：緑区合同庁舎、ウェルネスさがみはら、南保健福祉センター、橋
本駅、相模原駅、相模大野駅

こども・若者未来
局こども家庭課

042-769-9811

9 神奈川県 平塚市 １１月中 ○ 平塚市「ほっとメールひらつか」で「児童虐待防止推進月間」の周知 こども家庭課 0463-21-9843

10 神奈川県 平塚市 2019.10.27 第１３回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー２０１９の後援 こども家庭課 0463-21-9843

11 神奈川県 茅ヶ崎市 10月27日 子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーの後援

こども育成部こど
も育成相談課こ
ども家庭相談担
当

0467-82-1111

12 神奈川県 逗子市 10月27日 オレンジリボンたすきリレーを開催 教育部子育て支援課 046-873-1111

13 神奈川県 秦野市 4月13日 青少年相談員研修会で周知
こども家庭支援
課こども若者相
談担当

0463-82-6241

14 神奈川県 秦野市 8月2日 堀川地区民生・児童委員協議会で周知
こども家庭支援
課こども若者相
談担当

0463-82-6241

15 神奈川県 秦野市 10月26日 西中学校区教育懇談会で周知
こども家庭支援
課こども若者相
談担当

0463-82-6241

16 神奈川県 秦野市
10月16日
11月18日

○ 産科医療機関連絡会で周知
こども家庭支援
課こども若者相
談担当

0463-82-6241

17 神奈川県 秦野市 11月14日 ○ こんにちは赤ちゃん訪問員連絡会で周知
こども家庭支援
課こども若者相
談担当

0463-82-6241

18 神奈川県 南足柄市 11月・12月 ○
市内の小中学校に広報啓発ポスターの掲示を依頼。

福祉健康部子ども
課
子育て支援班

0465-73-8028

19 神奈川県 寒川町 通年 ○ 児童相談所全国共通ダイヤル１８９ポスター掲示
健康子ども部子
育て支援課

0467-74-1111

○　民間企業等とのタイアップ

○　その他


