
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 静岡県 静岡県 11月9日 ○
児童虐待防止静岡の集い（オレンジリボンたすきリレー、講演会、パレード、
啓発品配布）

健康福祉部こども
家庭課

054-221-2922
県を含む県内関係
団体で構成する実行
委員会で実施

2 静岡県 静岡市 11月17日 ○
清水エスパルスとの協働により、選手等を活用した啓発イベント「オレ
ンジリボン静岡2019」を実施。（会場：エスパルスドリームプラザ１階広
場）

子ども未来局子
ども家庭課子ど
も家庭課係

054-354-2643

3 静岡県 静岡市 11月9日 ○
静岡県・浜松市・静岡市との共催で啓発イベント「児童虐待防止静岡
の集い」を実施。

子ども未来局子
ども家庭課
子ども家庭係

054-354-2643

4 静岡県 伊豆市 10月21、28日 ○ 就学前のお子さんを持つ保護者対象子育て講座 こども課 0558-72-9870

5 静岡県 伊豆市 11月18、25日 ○ 就学前のお子さんを持つ保護者対象子育て講座 こども課 0558-72-9870

6 静岡県 裾野市 11月27日 ○ 小児科医による講演会の開催 子育て支援課 055-995-1841

7 静岡県 沼津市 11月16日 ○

子育てＳＯＳ講演会
児童虐待について、要対協関係者や一般市民の理解を深め、児童虐待防止
に役立てる。
講師：山田不二子氏（認定NPO法人チャイルドファーストジャパン理事長）
会場：サンウェルぬまづ

市民福祉部こども
家庭課こども相談
係

055-934-4828
チラシ、市ＨＰ、報道
投げ込み等で周知
予定

8 静岡県 富士市 11月9日 ○
オレンジリボンたすきリレーとオープニングセレモニーへの協力。同会場にて
啓発リーフレット・ウェットティッシュの配布

福祉こども部こども
家庭課

0545-55-2763

9 静岡県 島田市 11月8日 ○
令和元年度第2回庁内実務講座「児童虐待は他人事ではない、島田市の児
童虐待の実状とその対策について」

子育て応援課 0547-36-7253

10 静岡県 島田市 11月～12月間 ○ 市内幼稚園・保育園等「虐待対応」研修会開催 子育て応援課 0547-36-7253

11 静岡県 島田市 下半期 ○ 市内小中学校職員「虐待対応」研修会開催 子育て応援課 0547-36-7253

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 静岡県 静岡県 11月 ○
県庁・各児童相談所にのぼり旗設置。各児童相談所において管内市町と共
同で街頭啓発キャンペーン実施（県作成の啓発品配布）

健康福祉部こども
家庭課

054-221-2922

2 静岡県 静岡市 11月17日 ○
清水エスパルス選手及びキャラクターを活用した、啓発ちらしの作成
及びイベント時等の配付

子ども未来局子
ども家庭課子ど
も家庭課係

054-354-2643

3 静岡県 下田市 11月上旬 ○ 賀茂児相と合同にて街頭キャンペーンを実施。啓発品を配布する。
下田市福祉事務
所

0558-22-2216

4 静岡県 伊豆市 11月 ○ 関係機関にオレンジリボンの配布及び市役所庁舎にのぼり旗の設置 こども課 0558-72-9870

5 静岡県 伊豆市 11月 ○ 広報啓発用品を作成し、街頭キャンペーンにて配布 こども課 0558-72-9870

6 静岡県 伊豆の国市 11/7、11/8、11/11 ○ 民生委員協議会における市のパンフレットを用いた普及啓発活動
保健福祉・こども・
子育て相談セン
ター

0558-76-8010

7 静岡県 伊豆の国市 11月中 ○ 広報誌11月号掲載
保健福祉・こども・
子育て相談セン
ター

0558-76-8010

8 静岡県 伊豆の国市 11月15日 ○ 警察署と一緒に児童虐待等のキャンペーン活動
保健福祉・こども・
子育て相談セン
ター

0558-76-8010

9 静岡県 伊豆の国市 11月中 ○ 私立こども園、保育園に対し市のパンフレットを用いた普及啓発活動
保健福祉・こども・
子育て相談セン
ター

0558-76-8010

10 静岡県 熱海市 11月 ○ 街頭において児童虐待に関する啓発品の配布
社会福祉課
子育て支援室

0557-86-6351

11 静岡県 熱海市 11月 ○ 保育園及び幼稚園等にリーフレットの配布
社会福祉課
子育て支援室

0557-86-6351

12 静岡県 裾野市 11月5日 ○ 近隣商店の店頭にて啓発グッズの配布 子育て支援課 055-995-1841

13 静岡県 三島市 11月3日 ○
児童虐待防止を訴え、リーフレットや啓発グッズを配布する街頭キャンペーン
を、本町大通りまつりの際に行う。

子育て支援課
子ども家庭係

055-983-2713

14 静岡県 沼津市 通年 ○ 児童虐待防止啓発用リーフレットを作成し、要対協関係機関等に配付する。
市民福祉部こども
家庭課こども相談
係

055-934-4828

【静岡県】

○　フォーラム等事業の開催

○　啓発物品作成・配布



15 静岡県 沼津市
11月1日から30日

まで
○ 市役所１階大型掲示板において、児童虐待防止に関する掲示を行う。

市民福祉部こども
家庭課こども相談
係

055-934-4828

16 静岡県 沼津市
11月1日から30日

まで
○

沼津駅南口地下道（ショーケース）において、児童虐待防止に関する掲示を行
う。

市民福祉部こども
家庭課こども相談
係

055-934-4828

17 静岡県 伊東市 １１月 ○
市内スーパーや市のイベントにおいて、啓発物品（ティッシュ、エコバッグ等）
を配布している。

健康福祉部
子育て支援課
子育て支援係

0557-32-1581

18 静岡県 御殿場市 11月 ○ イベント会場等で啓発資材を配布する
健康福祉部子育て
支援課

0550-82-4124

19 静岡県 御殿場市 11月 ○ イベント会場等で啓発資材を配布する
健康福祉部子育て
支援課

0550-82-4124

20 静岡県 長泉町 10月～11月 ○ 町の子育てイベントにて啓発グッズの配布、窓口でのグッズの配架 こども未来課 055-989-5573

21 静岡県 富士市
7月30日、10月20

日
富士駅前・スーパー及び福祉まつり会場にて、児童虐待に関する啓発リーフ
レット・ウェットティッシュの配布

福祉こども部こども
家庭課

0545-55-2763

22 静岡県 富士宮市 11月1日 ○
11月1日ピアゴ富士宮店において、児童虐待防止月間の啓発とその趣旨をア
ピールするため、啓発品等の配布。

保健福祉部子ども
未来課家庭児童
相談係

0544-22-1230

23 静岡県 島田市 11月1日 ○ 島田駅にて「児童虐待防止推進月間」街頭キャンペーン 子育て応援課 0547-36-7253

24 静岡県 島田市 11月（1ヶ月間） ○
「児童虐待防止推進月間」と「女性に対する暴力をなくす運動」
庁舎に横断幕設置

子育て応援課 0547-36-7253

25 静岡県 島田市 11月1日 ○
島田市ポータルサイト「しまいく」アプリにて「児童虐待防止推進月間」の
情報発信

子育て応援課 0547-36-7253

26 静岡県 焼津市 11月1日 ○
焼津駅前において街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを中央児童相談所と合同で実施(児童虐待防
止チラシ配布）

こども未来部こども
相談センター

054-626-1165

27 静岡県 藤枝市 １１月１日～３０日 ○ 市内（交通量の多い）横断歩道１ヶ所に、横断幕の掲示 子ども家庭課 (054)643-7227

28 静岡県 藤枝市 １１月１日～３０日 ○
オリジナルオレンジリボン（障害者就労支援施設製作のピン付機織りリボン）
の作成および配布、着用。

子ども家庭課 (054)643-7227

29 静岡県 藤枝市 １１月１日～３０日 ○ オリジナルオレンジジャンバー（児童虐待防止推進月間をPR）の着用 子ども家庭課 (054)643-7227

30 静岡県 御前崎市 11月1日 ○ 市内大型ｽｰﾊﾟｰ（3ヶ所）にて、虐待通告制度に関するﾁﾗｼ、啓発ｸﾞｯｽﾞを配布
健康福祉部こども
未来課子育て支援
係

0537-85-1120

31 静岡県 御前崎市 11月23日 ○ 産業祭にて、虐待通告制度に関するﾁﾗｼ、啓発ｸﾞｯｽﾞを配布
健康福祉部こども
未来課子育て支援
係

0537-85-1120

32 静岡県 磐田市 11月 ○ 児童虐待防止啓発街頭キャンペーン：市内スーパー等にて啓発用品配付
こども未来課
こども・若者相談セ
ンター

0538-37-2018

33 静岡県 磐田市 11月 ○ 児童虐待防止啓発用品として、エコバック等を作成・配付
こども未来課
こども・若者相談セ
ンター

0538-37-2018

34 静岡県 磐田市 11月 ○
市作成の虐待防止啓発チラシを市内全幼稚園・保育園、小中学校の保護者
へ配布

こども未来課
こども・若者相談セ
ンター

0538-37-2018

35 静岡県 袋井市 11月14日 ○ 民生委員児童委員による街頭啓発、オレンジリボンのついたグッズの配布
市民生活部しあわ
せ推進課家庭福
祉係

0534-44-3184
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1 静岡県 静岡県 11月 ○ 県庁本館等に看板設置
健康福祉部こども
家庭課

054-221-2922

2 静岡県 静岡県 10月 静岡県広報誌にて児童虐待防止についての記事を掲載
健康福祉部こども
家庭課

054-221-2922

3 静岡県 静岡市 11月号 ○
市広報紙において、児童虐待防止に関するオレンジリボンキャンペー
ンを紹介。

子ども未来局子
ども家庭課
子ども家庭係

054-354-2643 予定

4 静岡県 南伊豆町 11月1日 ○ 町広報誌において児童虐待防止について掲載する 福祉介護課 0558-62-6233

5 静岡県 河津町 11月 ○ 町広報紙、HPへの掲載 健康福祉課 0558-34-1937

6 静岡県 東伊豆町 11月5日 ○ 町広報誌にて児童虐待防止月間の記事を掲載する。 住民福祉課 0557-95-6204

7 静岡県 西伊豆町 11月 ○ 町広報誌に,虐待予防推進月間について掲載予定
健康福祉課福祉
係

0558-52-1961

8 静岡県 伊豆市 11月 ○ 市の広報誌に掲載し周知する こども課 0558-72-9870

9 静岡県 熱海市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関して掲載
社会福祉課
子育て支援室

0557-86-6351

10 静岡県 三島市 11月1日 ○
広報みしま11月1日号に児童虐待防止について相談窓口や通告先の連絡先
を掲載する。

子育て支援課
子ども家庭係

055-983-2713

○　広報誌、テレビ等で周知



11 静岡県 沼津市 11月1日 ○
市の広報紙（特集）にて11月16日開催の講演会について周知するとともに児
童虐待防止の啓発を行う。

市民福祉部こども
家庭課こども相談
係

055-934-4828

12 静岡県 伊東市 １１月 ○ 広報誌１１月号に掲載し、通報窓口等について周知している。
健康福祉部
子育て支援課
子育て支援係

0557-32-1581

13 静岡県 函南町 11月15日 ○ 町広報誌に児童虐待防止に関する啓発記事を掲載する
厚生部
子育て支援課
子育て支援係

055‐979‐8133

14 静岡県 御殿場市 11月5日 ○ 市の広報誌で児童虐待防止推進月間のお知らせと相談機関の案内を掲載
健康福祉部子育て
支援課

0550-82-4124

15 静岡県 御殿場市 11月5日 ○ 市の広報誌で児童虐待防止推進月間のお知らせと相談機関の案内を掲載
健康福祉部子育て
支援課

0550-82-4124

16 静岡県 清水町 11月1日 ○ 町広報誌11月1日号に児童虐待防止月間を周知
こども未来課子育
て支援係

055-981-8215

17 静岡県 長泉町 11月 ○ 町の広報誌に虐待防止推進月間ついての記事を掲載 こども未来課 055-989-5573

18 静岡県 小山町 11月1日 ○ 広報おやま11月号に推進月間の周知文を載せる予定。 こども育成課 0550-76-6126

19 静岡県 富士市 9月20日
「広報ふじ」9月20号において、「児童虐待防止」と「オレンジリボンたすきリ
レー」について掲載

福祉こども部こども
家庭課

0545-55-2763

20 静岡県 富士宮市 11月中 ○ 市広報『ふじのみや』１１月号に児童虐待防止月間啓発記事掲載予定
保健福祉部子ども
未来課家庭児童
相談係

0544-22-1230

21 静岡県 島田市 10月 広報しまだ10月号にて掲載予定 子育て応援課 0547-36-7253

22 静岡県 島田市 10月 FMしまだ　「しまいくラジオ」にて虐待の状況と啓発について放送予定 子育て応援課 0547-36-7253

23 静岡県 焼津市 11月1日 ○ 市の広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知
こども未来部こども
相談センター

054-626-1165

24 静岡県 焼津市 11月 ○ 関係機関への児童虐待防止ポスター配布
こども未来部こども
相談センター

054-626-1165

25 静岡県 藤枝市 11月5日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止等に関する内容を紹介（見開き２ﾍﾟｰｼﾞ） 子ども家庭課 (054)643-7227

26 静岡県 藤枝市 １１月１日～３０日 ○
JR藤枝駅連絡通路のパープルビジョン（電光掲示板）に「児童虐待防止推進
月間」について表示。

子ども家庭課 (054)643-7227

27 静岡県 牧之原市 11月15日 ○ 市広報紙へ啓発記事を掲載 こどもセンター 0548-23-0083

28 静岡県 吉田町 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
こども未来課
児童福祉部門

0548-33-2153

29 静岡県 川根本町 11月 ○ 町ＨＰにおいて、児童虐待防止推進月間についてお知らせ記事を掲載
健康福祉課
こども支援室

0547-56-2224

30 静岡県 湖西市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間の周知
健康福祉部子育て
支援課子育て支援
係

053-576-1813

31 静岡県 森町 11月 ○ 町の広報誌へ虐待防止について掲載
保健福祉課
厚生係

0538-85-1800

32 静岡県 磐田市 10月15日 広報誌による虐待通知先の周知
こども未来課
こども・若者相談セ
ンター

0538-37-2018

33 静岡県 磐田市 通年 ○ 磐田市子育て情報サイトに掲載
こども未来課
こども・若者相談セ
ンター

0538-37-2018

34 静岡県 掛川市 11月1日 ○ 市の広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知
子ども希望部
こども希望課こども
家庭係

0537-21-1144

35 静岡県 菊川市 10月17日 市の広報誌で児童虐待防止推進月間の取り組みを周知
こども未来部
子育て応援課
こども福祉係

0537-35-0914

36 静岡県 袋井市 11月 ○ 市広報誌で児童虐待防止推進月間のPRを掲載
市民生活部しあわ
せ推進課家庭福
祉係

0538-44-3184



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 静岡県 静岡市 11月中 ○
清水エスパルス公式ウェブサイトトップ画面にオレンジリボンキャン
ペーン
のバナーを掲出。

子ども未来局子
ども家庭課
子ども家庭係

054-354-2643

2 静岡県 静岡市 11月中 ○
清水エスパルスの試合中に身につけるキャプテンマークにオレンジリ
ボンを掲載。
このキャプテンマークを身につけ試合へ出場。

子ども未来局子
ども家庭課
子ども家庭係

054-354-2643

3 静岡県 沼津市 11月10日 ○

アスルクラロ沼津J３リーグでの啓発活動
試合当日に会場でブースを設け、チラシやグッズ配り等で、児童虐待防止の
啓発を行う。
共催：静岡県東部児童相談所
会場：愛鷹広域公園多目的競技場

市民福祉部こども
家庭課こども相談
係

055-934-4828
市、サッカークラブＨ
Ｐ等で周知予定

4 静岡県 藤枝市 11月3日 ○
藤枝市総合運動公園にて、藤枝MYFCと共同で「児童虐待防止推進月間」街
頭キャンペーンの実施。

子ども家庭課 (054)643-7227

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 静岡県 静岡市 11月中 ○
各区役所庁舎（３か所）に児童虐待防止啓発の横断幕、懸垂幕を掲げ
る。

子ども未来局子
ども家庭課
子ども家庭係

054-354-2643 予定

2 静岡県 静岡市 11月中 ○ 静岡市役所静岡庁舎本館「あおい塔」のオレンジライトアップ実施。
子ども未来局子
ども家庭課
子ども家庭係

054-354-2643 予定

3 静岡県 熱海市 11月 ○ 市職員のオレンジリボン着用
社会福祉課
子育て支援室

0557-86-6351

4 静岡県 沼津市 通年 ○
市内保育所、幼稚園及び小中学校等を対象として、児童虐待防止の啓発や
発見した際の対応を周知するために、紙芝居を使用しての出前講座を行う。

市民福祉部こども
家庭課こども相談
係

055-934-4828

5 静岡県 富士宮市 11月中 ○
各小・中・高校、保育園・認定子ども園・幼稚園・小規模託児所等の児童関係
の機関に１８９のポスターを配布し、家庭児童相談室の紹介及び情報連絡体
制についての確認を行う。

保健福祉部子ども
未来課家庭児童
相談係

0544-22-1230

6 静岡県 藤枝市 １１月１日～３０日 ○
瀬戸川に架かる『ふれあい大橋』を「児童虐待防止推進月間」に合わせてオレ
ンジ色にライトアップ。

子ども家庭課 (054)643-7227

7 静岡県 牧之原市 11月 ○ 福祉事務所内にのぼり旗設置 こどもセンター 0548-23-0083

8 静岡県 湖西市 11月 ○ 民生委員定例会において、児童虐待防止推進月間の周知
健康福祉部子育て
支援課子育て支援
係

053-576-1813

9 静岡県 磐田市 11月 ○ オレンジリボン運動：市職員がオレンジリボンを着用して啓発
こども未来課
こども・若者相談セ
ンター

0538-37-2018

○　民間企業等とのタイアップ

○　その他


