
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 新潟県 新潟市 11月3日 ○
新潟市こども創造センターでオレンジリボンキャンペーンイベントを開
催。来場者に啓発グッズを配布。

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

2 新潟県 長岡市 11月27日 ○ 要保護児童対策地域協議会の課題検討会を実施
子ども家庭課 子
ども家庭センター

0258-36-3790

3 新潟県 三条市 11月22日 ○ 児童虐待防止に関わる専門研修会を開催(関係機関職員対象） 子育て支援課 0256‐45－1123

4 新潟県 柏崎市 11月23日 ○
柏崎市産業文化会館における子ども虐待防止講演会開催
※来場者に児童虐待防止推進月間リーフレット、カード、オレンジリボ
ン配布

子ども未来部子
育て支援課家庭
支援班

0257-47-7786

5 新潟県 新発田市 11月 ○ 児童虐待対応研修会の実施（保育園・幼稚園・認定こども園向け） こども課
0254－22－
3030

6 新潟県 新発田市 12月 児童虐待対応研修会の実施（養護教諭等、教育相談担当者向け） 学校教育課
0254－22－
3030

7 新潟県 新発田市 通年 ○
マタニティ教室、赤ちゃん教室（3か月児対象）で児童虐待防止につい
て周知

健康推進課
0254－22－
3030

8 新潟県 新発田市 10月～3月 ○ 児童相談所と共催でペアレントトレーニング講座を開催 こども課
0254－22－
3030

9 新潟県 小千谷市 11月15日 ○ 児童虐待防止研修会開催
社会福祉課子育
て支援係

0258-83-3517

10 新潟県 十日町市
4月26日、9月27

日
子育て講演会（こども園等保護者向け研修会、開催場所：しんざこども

園・松代保育園）

市民福祉部健康
づくり推進課母
子保健課係

025-757-9759

11 新潟県 十日町市 5月28日
十日町市の児童虐待の現状と事例、民生児童委員に求めること（下条
中条地区民生児童委員向け研修会、開催場所：下条公民館）

市民福祉部健康
づくり推進課母
子保健課係

025-757-9759

12 新潟県 十日町市 8月8日
子ども虐待対応研修会（小学校、中学校、特別支援学校職員向け、開
催場所：市役所）

市民福祉部健康
づくり推進課母
子保健課係

025-757-9759

13 新潟県 十日町市 8月22日
子ども虐待対応研修会（保育園、認定こども園、子育て支援センター
等職員向け、開催場所：市役所）

市民福祉部健康
づくり推進課母
子保健課係

025-757-9759

14 新潟県 十日町市
10月2日～11月6
日の毎週水曜日

（6回）
○ 親支援講座の実施（NPプログラム、開催場所：サンクロス十日町）

市民福祉部健康
づくり推進課母
子保健課係

025-757-9759

15 新潟県 見附市 11月 ○ 児童虐待予防に関する研修会
教育委員会こど
も課

0258-62-1700

16 新潟県 糸魚川市 10月6日
母子保健事業との協賛で「発達障害と愛着障害の理解とその支援」ろ
テーマに虐待防止研修を兼ね市民講演会を開催予定。(開催場所：
ビーチホールまがたま)

教育委員会事務
局こども課

025－552-1511

17 新潟県 妙高市 11月15日 ○

上越地区家庭児童相談室研修会
テーマ：死亡事例の検証
1 講演…演題：未定（死亡事例の検証関係）、講師：田代健一（新潟県
身体障害者団体連合会代表理事、前新潟県中央児童相談所所長）
2 事例検討…危険度の高い事例の検討
3 対象…上越地区の家庭児童相談室、民生児童委員、学校の先生、
幼・保育園の先生、子育て支援団体、一般市民

妙高市教育委員
会こども教育課
子育て支援係

0255-74-0039

18 新潟県 五泉市 12月1日 ○
福祉会館においてしつけと虐待の違いをテーマとした虐待予防講演会
を開催

こども課子育て
支援係

0250-43-3911

19 新潟県 阿賀野市 11月16日 ○ 子育てに関する講演会を水原保健センターで開催 健康推進課 0250-62-2510

20 新潟県 魚沼市 9月13日 生徒指導研修講座の開催
教育委員会事務
学校教育課学事
係

025-794-6072

21 新潟県 魚沼市 11月26日 ○ 虐待防止について保育士、幼稚園教諭向け研修会の開催
教育委員会事務
局子ども課子育
て支援センター

025-792-6356

22 新潟県 南魚沼市 12月11日 民生委員児童委員の改選に伴う虐待予防に関する研修会の実施
福祉保健部子育
て支援課こども
家庭支援班

025-773-6822

【新潟県】

○　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 新潟県 新潟市 通年 ○ 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付
こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

2 新潟県 新潟市 通年 ○ ３カ月健診（股関節健診）時に児童虐待防止パンフレットを配付
こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

3 新潟県 新潟市 10月～11月 ○
就学前健診時に虐待通告先チラシ及び児童虐待防止啓発用クリア
ファイルを配付

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

4 新潟県 新潟市 11月 ○
（中央区）中央区子育て支援マスコット「たっちゃん」の着ぐるみを用い
て児童虐待防止啓発チラシやグッズを配布，研修講座の実施

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

5 新潟県 新潟市 通年 ○
（西蒲区）父子手帳「ＰＡＰＡ－ＮＯＴＥ」第２号でパパの積極的な育児参
加を啓発

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

6 新潟県 長岡市 10月～ ○
要保護児童対策地域協議会及び児童虐待防止のポスター・チラシを
各機関へ配布

子ども家庭課 子
ども家庭センター

0258-36-3790

7 新潟県 長岡市 通年 ○
児童虐待防止啓発及び子育てに関するＱ＆Ａを掲載した「おやこスマ
イルガイド」を赤ちゃん相談時に無料配布（その他必要に応じて適宜配

子ども家庭課 子
ども家庭センター

0258-36-3790

8 新潟県 三条市 11月 ○
啓発ポスターの掲示（市役所庁舎内、小中学校、児童クラブ、保育所、
保育園、幼稚園、子ども園等）
のぼり旗設置（市役所各窓口）

子育て支援課 0256‐45－1123

9 新潟県 三条市 11月1日 ○ 啓発リーフレット配布（保育所、保育園、幼稚園、子ども園） 子育て支援課 0256‐45－1123

10 新潟県 新発田市 通年 ○ 全妊婦に配布の「育児の手引書」に「乳幼児揺さぶられ症候群」を掲載 健康推進課
0254－22－
3030

11 新潟県 新発田市 通年 ○ 新生児訪問時に「乳幼児揺さぶられ症候群」についてのチラシを配布 健康推進課
0254－22－
3030

12 新潟県 燕市 11月 ○
市内保育園・幼稚園・こども園に児童虐待防止に関するリーフレット配
布

健康福祉部社会
福祉課児童福祉
係

0256-77-8186

13 新潟県 糸魚川市 11月中 ○
市内全園、小学校を通じ市の担当課や相談窓口を記載した～愛の鞭
ゼロ作戦～リーフレットを全家庭に配付予定。

教育委員会事務
局こども課

025－552-1511

14 新潟県 糸魚川市 11月中 ○
市内中学生、高校生を対象に市の担当課や相談窓口を記載したポ
ケットティッシュを配付予定。

教育委員会事務
局こども課

025－552-1511

15 新潟県 糸魚川市 通年 ○
保健師による２ヶ月児訪問にて、市の相談窓口が記載されたチラシを
配布。

教育委員会事務
局こども課

025－552-1511

16 新潟県 糸魚川市 通年 ○
乳幼児健診にて市の担当課等を記載した～愛の鞭ゼロ作戦～リーフ
レットと、市の相談窓口を記載したチラシを配付。

教育委員会事務
局こども課

025－552-1511

17 新潟県 阿賀野市 10月～11月 ○ 相談窓口等を掲載したチラシを乳幼児・学童期の家庭に配布 健康推進課 0250-62-2510

18 新潟県 南魚沼市 5月、7月 愛の鞭ゼロ作戦のチラシを印刷し配布
福祉保健部子育
て支援課こども
家庭支援班

025-773-6822

19 胎内市 通年 ○ 妊婦に、メンタルヘルス(産後うつ予防等）に関するリーフレットを配布 健康づくり課 0254-44-8680

20 新潟県 出雲崎町 11月 ○ 生涯学習ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙにて児童虐待防止のための啓発物品等を配布
保健福祉課こど
も未来室

0258-86-5580

都道府県 市区町村
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1 新潟県 新潟県 11月 ○
県ホームページにおいて、児童虐待防止月間及び児童虐待の相談窓
口を周知

児童家庭課 025-280-5926

2 新潟県 新潟県 11月 ○
テレビ番組において、児童虐待防止月間及び児童虐待の相談窓口を
周知

児童家庭課 025-280-5926

3 新潟県 新潟市 10～12月 ○ フリーペーパーに虐待防止の啓発記事を掲載
こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

4 新潟県 新潟市 10月 市報に虐待防止の啓発記事を掲載
こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

5 新潟県 新潟市 11月 ○
(秋葉区）市政情報モニターにより児童虐待防止推進月間について広
報

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

6 新潟県 新潟市 11月 ○
（南区）市政情報モニターにより、１８９番（いちはやく）及び児童虐待防
止推進月間について広報

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

7 新潟県 新潟市 通年 ○
（西区）「子育て情報誌はぐくみ（冊子）」Vol．6にオレンジリボン運動に
ついて掲載し，区役所，保健福祉センター，公民館等で配布

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

8 新潟県 新潟市 11月 ○
（西蒲区）市政情報モニターにより児童虐待防止推進月間について広
報

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

9 新潟県 長岡市 11月 ○
市政だよりで児童虐待防止月間の標語・オレンジリボンや市の相談窓
口等を掲載

子ども家庭課 子
ども家庭センター

0258-36-3790

10 新潟県 三条市
11月1日～11月

15日
○ 広報誌での周知 子育て支援課 0256‐45－1123

11 新潟県 三条市 11月5日 ○ ＦＭラジオ放送での周知 子育て支援課 0256‐45－1123
12 新潟県 三条市 11月 ○ 子育て支援情報メールでの周知 子育て支援課 0256‐45－1123

13 新潟県 新発田市 7月、11月、2月 ○ 広報誌及び通知メールで児童虐待防止推進月間や相談窓口を掲載 こども課
0254－22－
3030

14 新潟県 新発田市 8月 広報誌に児童虐待防止の特集記事を掲載
みらい創造課
こども課

0254－22－
3030

15 新潟県 新発田市 通年 ○ 市ホームページや子育て応援誌に、児童虐待や相談窓口等を掲載 こども課
0254－22－
3030

16 新潟県 小千谷市 10月25日 ○
市広報誌において児童虐待の早期発見･早期対応に対する協力依頼
の記事掲載

社会福祉課子育
て支援係

0258-83-3517

17 新潟県 見附市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止月間についてのPR
教育委員会こど
も課

0258-62-1700

○　啓発物品作成・配布

○　広報誌、テレビ等で周知



18 新潟県 村上市 6月15日 市報に児童虐待防止啓発のための記事を掲載
こども課子育て
政策係家庭児童
相談室

0254-53-3201

19 新潟県 村上市 9月15日 市報に児童虐待防止啓発のための記事を掲載
こども課子育て
政策係家庭児童
相談室

0254-53-3201

20 新潟県 村上市 11月1日 ○ 市報に児童虐待防止啓発のための記事を掲載
こども課子育て
政策係家庭児童
相談室

0254-53-3201

21 新潟県 村上市 3月15日 市報に児童虐待防止啓発のための記事を掲載
こども課子育て
政策係家庭児童
相談室

0254-53-3201

22 新潟県 糸魚川市 11月中 ○ 市の広報誌にて虐待防止推進月間について周知を図る予定。
教育委員会事務
局こども課

025－552-1511

23 新潟県 妙高市 11月 ○ 市報妙高11月号にて特集記事予定 妙高市総務課
窓口は上記子
育て支援係

24 新潟県 五泉市 11月 ○ 11月10日発行の市広報紙に子ども虐待予防に関する記事掲載
こども課子育て
支援係

0250-43-3911

25 新潟県 上越市 通年 ○ 各種ハンドブックで虐待相談専用ダイヤルの周知
すこやかなくらし
包括支援セン

025-526-5623

26 新潟県 上越市 7月15日 広報誌にて夏休みに向けての児童虐待の周知
すこやかなくらし
包括支援セン

025-526-5623

27 新潟県 上越市 夏休み～通年 ○ 市ホームページで虐待のサインや虐待相談窓口の周知
すこやかなくらし
包括支援セン

025-526-5623

28 新潟県 上越市 10月28日 地元ラジオで児童虐待防止月間の周知
すこやかなくらし
包括支援セン

025-526-5623

29 新潟県 上越市 11月1日 ○ 市ホームページで児童虐待防止月間の周知
すこやかなくらし
包括支援セン

025-526-5623

30 新潟県 上越市 11月1日 ○ 広報誌にて児童虐待防止月間の周知
すこやかなくらし
包括支援セン

025-526-5623

31 新潟県 阿賀野市 10月1日 広報誌に児童虐待について掲載 健康推進課 0250-62-2510
32 新潟県 阿賀野市 通年 ○ ホームページに児童虐待・相談窓口について掲載 健康推進課 0250-62-2510

33 新潟県 魚沼市 10月25日 虐待防止月間について広報紙に掲載
教育委員会事務
局子ども課子育
て支援センター

025-792-6356

34 新潟県 南魚沼市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する市の施策を紹介
福祉保健部子育
て支援課こども
家庭支援班

025-773-6822

35 胎内市 11月 ○ 市広報誌において「児童虐待防止推進月間」の記事を掲載 健康づくり課 0254-44-8680
36 胎内市 毎月1回 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載 健康づくり課 0254-44-8680

37 新潟県 聖籠町 11月1日 ○
町の広報誌（11月1日号）で児童虐待防止推進月間及び町の連絡・相
談窓口について周知

教育委員会子ど
も教育課　子ども
家庭相談セン
ター

0254-27-7082

38 新潟県 聖籠町
11月1日～11月

30日
○

町のホームページで児童虐待防止推進月間及び町の連絡・相談窓口
について周知

教育委員会子ど
も教育課　子ども
家庭相談セン
ター

0254-27-7082

39 新潟県 阿賀町 11月15日 ○ 広報、テレビ電話周知 健康福祉課 0254-92-5762

40 新潟県 出雲崎町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する町の取り組みを周知
保健福祉課こど
も未来室

0258-86-5580

41 湯沢町 11月10日 ○
町の広報誌で児童虐待への関心と理解を促す記事の掲載、相談・通
告先の周知

子育て教育部、
子育て支援課

025-788-0292

42 新潟県 津南町 11月 ○ 町広報紙に、児童虐待防止に関する特集を掲載する。 福祉保健課 025-765-3114

43 新潟県 刈羽村 11月1日～11月30日 ○
村広報紙及びケーブルテレビにおいて、児童虐待防止推進月間に関
する周知を図る

教育委員会教育
課

0257-45-3933

44 新潟県 粟島浦村 10月末～11月 ○
10月末に発行される村広報誌において、児童虐待防止に関する村の
施策等を紹介

保健福祉課 0254-55-2111

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 新潟県 新潟県 11月 ○ 県内コンビニエンスストアにリーフレットやステッカー等を配置 児童家庭課 025-280-5926
2 新潟県 新潟県 11月 ○ イベントにおいて児童虐待防止に関する啓発展示等を実施 児童家庭課 025-280-5926

3 新潟県 新潟市 6月～3月 ○
市内保育園・幼稚園8カ所で年長児と保護者，保育士を対象に子ども
を暴力から守るためのCAPワークショップを実施

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

4 新潟県 新潟市 9月
にいがたキッズプロジェクト「キッズフェスティバル」会場で啓発チラシ，
オレンジリボン等を配付

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

5 新潟県 新潟市 8月～3月 ○
（東区）区内の小学校４校で，児童と保護者，教員を対象に子どもを暴
力から守るためのCAPワークショップを実施

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

6 新潟県 新潟市 9月18日，19日
（中央区）「asshママ＆ベビーフェスタ2019」において子育て支援や児童
虐待防止関連のアメニティグッズを配布

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

7 新潟県 長岡市 ６月～12月 ○
ＮＰＯ法人と協働で保育園・幼稚園・認定こども園等に出向き出前子育
て講座を実施

子ども家庭課 子
ども家庭センター

0258-36-3790

8 新潟県 長岡市 ９月～11月 ○
思春期児童の保護者を対象に児童虐待防止ストレスマネジメント講座
を実施予定（３回連続、定員40人；さいわいプラザ）

子ども家庭課 子
ども家庭センター

0258-36-3790

9 新潟県 長岡市 ５月～７月
母親向け子育て支援講座（ＮＰプログラム）を実施（７回連続講座、10
名参加、会場；さいわいプラザ）

子ども家庭課 子
ども家庭センター

0258-36-3790

10 新潟県 長岡市 ５月～７月
父親向け子育て支援講座（ＮＰプログラム）を実施（６回連続講座、10
名参加、会場；さいわいプラザ）

子ども家庭課 子
ども家庭センター

0258-36-3790

11 新潟県 長岡市 ９月～10月
母親向け子育て支援講座（子どもとの上手なコミュニケーション講座）
を実施予定（６回連続講座、定員各12名程度、会場；さいわいプラザ）

子ども家庭課 子
ども家庭センター

0258-36-3790

○　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 新潟県 新潟市 11月～12月 ○
市役所本館及び各区庁舎にオレンジリボンツリーを設置し，自由にリ
ボンを持ち帰ってもらう

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

2 新潟県 新潟市 11月 ○ 市公用車にオレンジリボンキャンペーンマグネットを掲示
こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

3 新潟県 長岡市 通年 ○
希望があった場合、民生委員児童委員協議会（各地区）の定例会に出
席し、地域の見守りを依頼し児童虐待防止啓発を行う

子ども家庭課 子
ども家庭センター

0258-36-3790

4 新潟県 長岡市 ５月～２月 ○
母親支援のグループミーティング（ＭＣＧ）実施（16回程度、会場；子ど
も家庭センター）

子ども家庭課 子
ども家庭センター

0258-36-3790

5 新潟県 長岡市 ５月～３月 ○
子育て支援センターに出向きグループミーティングを実施（７か所、27
回）

子ども家庭課 子
ども家庭センター

0258-36-3790

6 新潟県 長岡市 ５月～３月 ○
子育ての駅（屋根付き広場に子育て支援機能が一緒になった施設）に
出向き母親等への相談支援を行う（６か所、33回）

子ども家庭課 子
ども家庭センター

0258-36-3790

7 新潟県 長岡市 ９月～11月 ○
思春期向け次代の親育成事業　中学生と乳幼児のふれあいを通じ、
子どもへの愛着や命の大切さを学ぶ講座を実施（2回連続、対象；市内
中学校7校）

子ども家庭課 0258-39-2300

8 新潟県 三条市 11月 ○ 職員等によるオレンジリボン・ピンバッチ着用 子育て支援課 0256‐45－1123

9 新潟県 燕市 11月3日 ○
「子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー２０１９inNIGATA」事業の
後援

健康福祉部社会
福祉課児童福祉
係

0256-77-8186

10 新潟県 糸魚川市 ４月４、11、12日
私立園長会、公立園長会、校長会にて要保護児童等への早期対応に
ついて依頼文配付。

教育委員会事務
局こども課

025－552-1511

11 新潟県 糸魚川市 8月20日
教職員研修会内で学校における虐待発見時の初期対応について寸劇
を交え講座。

教育委員会事務
局こども課

025－552-1511

12 新潟県 糸魚川市 8月23日
学校へ出向き、学校における虐待発見時の初期対応等について出前
講座を実施。(９月現在１学校)

教育委員会事務
局こども課

025－552-1511

13 新潟県 五泉市 通年 ○ オレンジリボンの配布
こども課子育て
支援係

0250-43-3911

14 新潟県 上越市 通年 ○
公・私立保育園長会、地域からの要望による児童虐待に関する説明
会講師

すこやかなくらし
包括支援セン

025-526-5623

15 新潟県 上越市 通年 ○ 子どもの虐待予防出前講座の実施
すこやかなくらし
包括支援セン

025-526-5623

16 新潟県 上越市 通年 ○
乳幼児の保護者に対する児童虐待予防の周知啓発（親子コミュニ
ケーション支援にて実施）

すこやかなくらし
包括支援セン

025-526-5623

17 新潟県 上越市 4月10日 新任養護教諭研修会開催
すこやかなくらし
包括支援セン

025-526-5623

18 新潟県 上越市 5月15・16・20日 児童虐待対応についての職員研修の実施
すこやかなくらし
包括支援セン

025-526-5623

19 新潟県 上越市 6月21日
児童虐待防止研修会（公立・私立保育園、幼稚園、認定こども園、関
係施設・団体、関係課職員対象）

すこやかなくらし
包括支援セン

025-526-5623

20 新潟県 上越市 5月～6月 市内町内会長・健康づくりリーダー等への児童虐待に関する説明実施
すこやかなくらし
包括支援セン

025-526-5623

21 新潟県 上越市 5月～7月
保育園、幼稚園、こども園、小・中学校、高等学校訪問により児童虐待
に関する情報の共有

すこやかなくらし
包括支援セン

025-526-5623

22 新潟県 上越市 10月 教職員対象研修会の開催
すこやかなくらし
包括支援セン

025-526-5623

23 新潟県 上越市 翌年3月 小・中学校養護教諭対象の研修会の開催
すこやかなくらし
包括支援セン

025-526-5623

24 新潟県 魚沼市 4月11日 赤ちゃん訪問従事者説明会で虐待防止に関する説明と依頼
教育委員会事務
局子ども課子育
て支援センター

025-792-6356

25 新潟県 魚沼市 4月11日 小中校長会で虐待防止に関する説明と依頼
教育委員会事務
局子ども課子育
て支援センター

025-792-6356

26 新潟県 魚沼市 10月15日 虐待防止研修会講師
魚沼市社会福祉
協議会

025-792-8812

27 新潟県 南魚沼市 通年 ○
子育て支援課から発送する封筒全てにオレンジリボンのゴム印を押印
し、オレンジリボン活動の周知を図る

福祉保健部子育
て支援課こども
家庭支援班

025-773-6822

28 新潟県 南魚沼市 通年 ○
民生委員児童委員協議会の地区別懇談会等で児童虐待の予防及び
虐待通告制度について説明し、協力依頼を実施

福祉保健部子育
て支援課こども
家庭支援班

025-773-6822

29 湯沢町 10月18日 未就園児の保護者を対象に、虐待防止のリーフレット配布
子育て教育部、
子育て支援課

025-788-0292

30 湯沢町 6月28日 子育て中の親を対象に「アンガ―マネジメント」講座の開催
子育て教育部、
子育て支援課

025-788-0292

31 新潟県 津南町 通年 ○
出生届出時に行う健診等の説明の際に、乳幼児揺さぶられ症候群や
相談窓口について説明する。

福祉保健課 025‐765‐3114

32 新潟県 津南町 隔月 ○
町子育て支援センターで実施する保健師の育児相談で、虐待予防の
啓発をする。

福祉保健課 025‐765‐3114

33 新潟県 津南町
4月・7月・R2.2～3

月
BPプログラムの実施。 福祉保健課 025‐765‐3114

34 新潟県 津南町 10～12月 ○ NPプログラムの実施。 福祉保健課 025‐765‐3114

○　その他


