
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 愛知県 名古屋市 5月5日
とだがわこどもまつりにおける児童虐待防止キャンペーン（条例で定め
る名古屋市独自の5月の児童虐待防止推進月間をPRする取組み）
会場：とだがわこどもランド

子ども青少年局
子育て支援部子
ども福祉課子ど
も福祉係

052-972-3979

2 愛知県 名古屋市 5月
関係機関職員向け研修会を開催
テーマ：「児童虐待の基礎を学ぶ～早期発見・予防の視点を中心に」
会場：中区役所ホール

子ども青少年局
子育て支援部子
ども福祉課子ど
も福祉係

052-972-3979

3 愛知県 名古屋市 11月23日 ○
オレンジリボンキャンペーン2019 in イオン
会場：市内のイオン　9か所
内容：ステージイベント、啓発物品配布等

子ども青少年局
子育て支援部子
ども福祉課子ど
も福祉係

052-972-3979

4 愛知県 名古屋市 11月23日 ○
中日ドラゴンズ　ファンフェスタ2019
会場：ナゴヤドーム
内容：厚生労働省リーフレットの配布

子ども青少年局
子育て支援部子
ども福祉課子ど
も福祉係

052-972-3979

5 愛知県 豊橋市 11月12日 ○ 講師を招いて児童虐待防止講演会を開催する。
こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2327

6 愛知県 岡崎市 ６月～２月 ○
市内の幼稚園・保育園・小学校等において、児童及び教職員、保護者等を対
象に児童虐待の防止のためのワークショップを開催

こども部家庭児童
課児童相談係

0564-23-6745

7 愛知県 岡崎市 ７月・１１月 ○ 所属機関教職員を対象とした児童虐待防止研修
こども部家庭児童
課児童相談係

0564-23-6745

8 愛知県 岡崎市 12月 ファミリー・サポート・センター会員を対象とした児童虐待防止研修
こども部家庭児童
課児童相談係

0564-23-6745

9 愛知県 一宮市 11月1日 ○ 民生委員等を対象として、児童虐待防止講演会を開催する。
こども部こども家
庭相談室

0586-28-9141

10 愛知県 半田市 ８月～２月 ○ 保護者向け、関係者向けの児童虐待防止研修会の実施 子育て支援課 0569-84-0657

11 愛知県 津島市 11月27日 ○ 児童虐待防止に関する講演会を実施 家庭児童相談室 0567-24-0350

12 愛知県 尾張旭市 11月23日 ○
「ワクワクどきどき おやこで楽しもう！！」
市内渋川福祉センター 運動室で開催
子どもを守るネットワーク組織の周知を図るため、来場者へチラシ等を配布

こども子育て部こ
ども課
子育て支援室

0561-53-6101

13 愛知県 北名古屋市 11月9日 ○

児童虐待防止シンポジウムを開催
基調講演「児童虐待防止～子どもを虐待から守るために」
パネルディスカッション
テーマ「地域で子どもを虐待から守るためには」
開催場所：北名古屋市文化勤労会館

家庭支援課、議事
課

0568-22-1111

14 愛知県 あま市 11月16日 ○ 児童虐待に関する講演を開催
福祉部子育て支援
課

052-444-3173

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 愛知県 － 11月3日 ○ 本庁舎公開イベントにて啓発資材を配布。
福祉局
児童家庭課

052-954-6281

2 愛知県 － 2月 県内（名古屋市除く）の小学校の入学説明会にて、啓発資材の配布。
福祉局
児童家庭課

052-954-6281

3 愛知県 名古屋市 5月12日
児童虐待防止PRのため、啓発物品を配布。
会場：東山動植物公園

子ども青少年局
子育て支援部子
ども福祉課子ど
も福祉係

052-972-3979

4 愛知県 名古屋市 5月 新小学校1年生（市立小学校）とその保護者向けリーフレットの配布

子ども青少年局
子育て支援部子
ども福祉課子ど
も福祉係

052-972-3979

5 愛知県 名古屋市 11月 ○
名古屋市作成の広報パンフレット、子育て相談カード及びオレンジリボ
ンの配布（市役所庁舎内、関係機関等）

子ども青少年局
子育て支援部子
ども福祉課子ど
も福祉係

052-972-3979

6 愛知県 名古屋市 11月 ○
Jリーグ名古屋グランパスと連携したポスターの作成及び掲示（市役所
庁舎内、関係機関、市内百貨店、公共交通機関等）

子ども青少年局
子育て支援部子
ども福祉課子ど
も福祉係

052-972-3979

7 愛知県 豊橋市 11月 ○ 市役所本庁舎において、垂れ幕を飾り、オレンジリボンの周知を行う。
こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2327

8 愛知県 豊橋市 11月1日 ○ 豊橋駅前において、啓発物品の配布を行う。
こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2327

9 愛知県 豊橋市 11月3日 ○ とよはし子育て応援フェスにおいて、啓発物品の配布を行う。
こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2327

10 愛知県 豊橋市 11月10日 ○ 豊橋みなとシティマラソンにおいて、啓発物品の配布を行う。
こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2327

11 愛知県 一宮市
11月1日～11月29

日
○

児童虐待防止推進月間である旨を記載した名札とオレンジリボンを作成し、
関係課職員が着用する。

こども部こども家
庭相談室

0586-28-9141

12 愛知県 一宮市 11月 ○ 児童虐待防止啓発用チラシを作成し、全戸回覧する。
こども部こども家
庭相談室

0586-28-9141

13 愛知県 一宮市 11月 ○ 駅ビルのコンコース等で、愛知県が作成した啓発用ティッシュを配布する。
こども部こども家
庭相談室

0586-28-9141

14 愛知県 半田市 11月9日 ○ はんだふれあい産業まつりでの児童虐待啓発物品の配布 子育て支援課 0569-84-0657

15 愛知県 春日井市 11月 ○ 市役所本庁及び出先機関に児童虐待防止啓発パネルを展示
子ども政策課家庭
支援担当

0568-85-6229

16 愛知県 豊川市 11月 ○ 児童虐待防止PRリーフレットを作成し、学校等を通じて児童に配布
子ども健康部子育
て支援課子ども家
庭係

0533-89-2133

【愛知県】

○　フォーラム等事業の開催

○　啓発物品作成・配布



17 愛知県 津島市 4月17日 家庭児童相談室の案内ちらしを幼保小中学校、公共施設に配布 家庭児童相談室 0567-24-0350



18 愛知県 碧南市 11月1日 ○
碧南市広報により、児童虐待が疑われる状況・相談窓口・通報の重要性を掲
載することにより、虐待防止の啓発を行う。

福祉こども部こど
も課育成支援係

0566-41-3311

19 愛知県 豊田市 4月 市内小中学校、特別支援学校、こども園、幼稚園で、虐待啓発ちらしを配布
子ども部子ども家
庭課

0565-34-6636

20 愛知県 豊田市 11月1日～30日 ○ 市庁舎及び支所に虐待防止月間の懸垂幕又は横断幕を設置
子ども部子ども家
庭課

0565-34-6636

21 愛知県 安城市 11月1日 ○ ＪＲ安城駅周辺にて啓発物品を配布して児童虐待防止の啓発を行う
子育て支援課児童
家庭係

0566-71-2229

22 愛知県 安城市 11月4日 ○ デンパークにて啓発物品を配布して児童虐待防止の啓発を行う
子育て支援課児童
家庭係

0566-71-2229

23 愛知県 西尾市 11月9日 ○ 児童虐待防止の啓発用を物品を、きらまつりにて配布する。
子ども部
家庭児童支援課

0563-65-2179

24 愛知県 西尾市 11月16日 ○ 児童虐待防止の啓発用を物品を、全国お茶まつりにて配布する。
子ども部
家庭児童支援課

0563-65-2179

25 愛知県 犬山市
11月1日～11月30

日
○

11/1　-　11/30　オレンジリボンキャンペーン横断幕設置
オレンジリボン作成及び関係各所への配布
11/5　-　11/7　市民プラザにて啓発パネルの設置
11/9　あつまれいぬやまっこ　イベントにて児童虐待防止啓発及びチラシ、オレンジリボ
ンの配付

教育部子ども未来
課

0568-44-0322

26 愛知県 稲沢市 10月 福祉まつりにて啓発品を配布予定
子ども健康部子育
て支援課

0587-32-1299

27 愛知県 大府市 11月12日 ○
市民団体（こども幸せねっと）、主任児童委員とともに、オレンジリボン啓発物
品を市内の大型小売店にて配布　開催場所：アピタ大府店

福祉子ども部子育
て支援課家庭児童
相談係

0562-45-6229

28 愛知県 尾張旭市 11月中 ○
「オレンジリボンアーチ 未来への願い」として、子ども達へ向けたメッセージを
集め、オレンジリボンとともにアーチへ飾り付けをした作品を展示

こども子育て部こ
ども課
子育て支援室

0561-53-6101

29 愛知県 尾張旭市 11月1日 ○ 市内の4駅改札駅前で啓発活動を実施
こども子育て部こ
ども課
子育て支援室

0561-53-6101

30 愛知県 高浜市 11月3日 ○
社会福祉協議会開催のわくわくフェスティバルにおいて、オレンジバッグ配布
により虐待防止啓発活動を実施予定（いきいき広場）

福祉部
福祉まるごと相談
グループ

0566-52-9610

31 愛知県 岩倉市 11月9日 ○ 市内で開催のふれ愛まつりにて啓発物品の配布 福祉課 0587-38-5830

32 愛知県 豊明市 11月3日 ○ 豊明まつりにて啓発キャンペーンを実施し、啓発グッズを配布する。
健康福祉部子育て
支援課　子ども支
援係

0562-85-3950

33 愛知県 田原市 11月10日 ○
福祉のつどいにおいて、児童虐待防止に関するＰＲ活動（オレンジリボンと啓
発物品を配布）

健康福祉部子育て
支援課こども福祉
係

0531-23-3513

34 愛知県 田原市 7月21日
田原児童センターまつりにおいて、児童虐待防止に関するＰＲ活動（啓発物
品を配布）

健康福祉部子育て
支援課こども福祉
係

0531-23-3513

35 愛知県 愛西市 10月27日 「あいさいさん祭り」において啓発品を配布
健康福祉部
児童福祉課

0567-55-7118

36 愛知県 愛西市 11月 ○ 市庁舎、支所、保健センター等の窓口において啓発品を配布
健康福祉部
児童福祉課

0567-55-7118

37 愛知県 清須市 10月20日 「児童館まつり」にて啓発グッズを配布。市内8児童館で開催
健康福祉部子育て
支援課

052-400-2911

38 愛知県 清須市 11月初旬 ○ 市内の病院、歯科医院、薬局にポスター掲示と連携の依頼
健康福祉部子育て
支援課

052-400-2911

39 愛知県 北名古屋市 10月15日、17日
市内の駅前・スーパーにおいて、市議会議員とともに街頭啓発を行い、啓発
物品を配布。

家庭支援課、議事
課

0568-22-1111

40 愛知県 北名古屋市 11月23日 ○
「ふれあいフェスタ」において、児童虐待防止に関する啓発活動を実施し、啓
発物品を配布

家庭支援課 0568-22-1111

41 愛知県 北名古屋市 通年（７月～） ○ 市役所西庁舎及び東庁舎に懸垂幕設置、宣言文パネル設置
家庭支援課、議事
課

0568-22-1111

42 愛知県 みよし市
11月1日～11月30

日
○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲揚

子育て健康部子育
て支援課

0561-32-8034

43 愛知県 あま市 11月 ○
市内の駅前・スーパーマーケット等３ヶ所で街頭啓発を行い、啓発物品を配
布する。

福祉部子育て支援
課

052-444-3173

44 愛知県 長久手市 10月20日 福祉まつりにおいて、児童虐待防止に関する啓発物品を配布
子ども部　子ども
家庭課

0561-56-0633

45 愛知県 長久手市 11月10日 ○ 市民まつり（健康展）において、児童虐待防止に関する啓発物品を配布
子ども部　子ども
家庭課

0561-56-0633

46 愛知県 東郷町 11月10日 ○
文化産業まつりにおいてオレンジリボン活動の周知、啓発として缶バッジを作
成。

こども健康部子育
て応援課

0561-56-0736

47 愛知県 大口町 11月3日 ○ ふれあいまつり2019（町民まつり）において、啓発物品を配布 福祉こども課 0587-94-1222

48 愛知県 大治町 9月7日
子育て支援事業（子育て楽楽フェスティバル）において児童虐待防止啓発チ
ラシを配布

福祉部子育て支援
課

052-444-2711

49 愛知県 大治町 １１月 ○ 保育園の保護者に対し、児童虐待防止啓発チラシを配布
福祉部子育て支援
課

052-444-2711

50 愛知県 大治町 １１月 ○ 民生・児童委員により小学校校門にて児童虐待防止啓発ティッシュを配布 福祉部民生課 052-444-2711

51 愛知県 蟹江町
11月1日～11月30

日
○

役場窓口で子どもへのメッセージを書いてもらってオレンジリボンと一緒にツ
リーに飾る「オレンジリボン運動」を開催する

民生部子ども課 0567-95-1111

52 愛知県 蟹江町 10月13日 町民祭りで来場者に児童虐待防止月間のリーフレット、ティッシュを配布する 民生部子ども課 0567-95-1111

53 愛知県 蟹江町 10月17日
町内のスーパー駐車場で蟹江警察署同道で児童虐待防止月間のリーフレッ
ト、ティッシュを配布する

民生部子ども課 0567-95-1111

54 愛知県 蟹江町 10月27日
「泉人まつり×にこにこママフェスタ」イベントで児童虐待防止月間のリーフ
レット、ティッシュを配布する

民生部子ども課 0567-95-1111

55 愛知県 阿久比町 11月1日 ○ NPOと協働で、阿久比駅前でチラシ・啓発品の配布。 子育て支援課 0569-48-1111

56 愛知県 東浦町
11月9日～11月10

日
○

「みんなで守る子どもの笑顔」をテーマに産業まつり(会場：文化センター)で虐
待・貧困・里親制度に関する掲示物やリーフレットを作成し、啓発を行う。

健康福祉部児童
課

0562-83-3111

57 愛知県 武豊町 11月1日 ○ 町議員及び職員にオレンジリボンを配布し、名札につけて啓発 子育て支援課 0569-72-1111

58 愛知県 武豊町 11月9日 ○ 産業まつりで啓発物品配布 子育て支援課 0569-72-1111
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1 愛知県 名古屋市 5月
Jリーグ名古屋グランパスと連携したポスターの作成及び掲示（市役所
庁舎内、市営地下鉄駅構内、関係機関等）

子ども青少年局
子育て支援部子
ども福祉課子ど
も福祉係

052-972-3979

2 愛知県 名古屋市 5月
市の広報紙やアプリ等において名古屋市独自の5月の児童虐待防止
推進月間を紹介

子ども青少年局
子育て支援部子
ども福祉課子ど
も福祉係

052-972-3979

3 愛知県 名古屋市 4月～ ○
児童相談所全国共通ダイヤル189や電話相談窓口に関する周知を図
るCMを市役所・区役所庁舎内で放映

子ども青少年局
子育て支援部子
ども福祉課子ど
も福祉係

052-972-3979

4 愛知県 名古屋市 11月 ○
市の広報紙、広報ラジオ、新聞広告等において児童虐待防止推進月
間及びオレンジリボンキャンペーンを紹介

子ども青少年局
子育て支援部子
ども福祉課子ど
も福祉係

052-972-3979

5 愛知県 岡崎市 11月 ○ 11月号広報誌に児童虐待防止推進月間であることを掲載
こども部家庭児童
課児童相談係

0564-23-6745

6 愛知県 一宮市 11月 ○ 駅ビル内の広報用ディスプレイで、児童虐待防止推進月間を周知する。
こども部こども家
庭相談室

0586-28-9141

7 愛知県 一宮市 11月 ○ 市役所本庁舎の広報用ディスプレイで、児童虐待防止推進月間を周知する。
こども部こども家
庭相談室

0586-28-9141

8 愛知県 一宮市
11月1日～11月29

日
○ 市役所本庁舎立体駐車場に、児童虐待防止啓発用の懸垂幕を掲示する。

こども部こども家
庭相談室

0586-28-9141

9 愛知県 一宮市
11月11日～11月29

日
○

駅ビル3階のテラスのフェンスに、児童虐待防止啓発用の横断幕を掲示す
る。

こども部こども家
庭相談室

0586-28-9141

10 愛知県 一宮市 11月 ○ 市広報誌で、児童虐待防止推進月間を周知する。
こども部こども家
庭相談室

0586-28-9141

11 愛知県 一宮市 11月 ○ 市ウェブサイトで、児童虐待防止推進月間を周知する。
こども部こども家
庭相談室

0586-28-9141

12 愛知県 瀬戸市 11月 ○ 児童虐待について広報誌に特集を掲載予定
こども未来課家庭
児童相談室

0561-82-1990

13 愛知県 半田市 11月1日 ○ はんだ市報１１月１日号での児童虐待防止に関する広報 子育て支援課 0569-84-0657

14 愛知県 春日井市
11月24日～11月30

日
○

市市民課窓口行政情報モニターにて、児童虐待に関する通報・相談先を周
知

子ども政策課家庭
支援担当

0568-85-6229

15 愛知県 豊川市 11月 ○ 市広報誌において、推進月間の周知
子ども健康部子育
て支援課子ども家
庭係

0533-89-2133

16 愛知県 津島市 4月1日 市の広報誌に家庭児童相談室の説明を掲載 家庭児童相談室 0567-24-0350

17 愛知県 津島市 毎月 ○ 市の広報誌に家庭児童相談室の案内を掲載 家庭児童相談室 0567-24-0350

18 愛知県 津島市 11月1日 ○ 市の広報誌にて虐待防止に関する取り組みを周知 家庭児童相談室 0567-24-0350

19 愛知県 刈谷市 11月1日 ○ 11月1日号の市の広報に児童虐待防止の記事を掲載
次世代育成部子
育て推進課児童福
祉係

0566-62-1061

20 愛知県 豊田市 10月1日 市の広報誌に虐待啓発記事を掲載
子ども部子ども家
庭課

0565-34-6636

21 愛知県 安城市 11月1日 ○ 広報あんじょうにて児童虐待防止月間の啓発
子育て支援課児童
家庭係

0566-71-2229

22 愛知県 西尾市
11月1日～11月30

日
○ 市役所敷地内の電光掲示板で児童虐待防止の啓発をする。

子ども部
家庭児童支援課

0563-65-2179

23 愛知県 西尾市
11月1日～11月31

日
○ 市役所、3支所の周りに児童虐待防止の啓発ののぼり旗を設置する。

子ども部
家庭児童支援課

0563-65-2179

24 愛知県 蒲郡市
11月1日～11月30

日
○ 広報がまごおり１１月号で周知掲載 子育て支援課 0533-66-1108

25 愛知県 蒲郡市
11月1日～11月30

日
○ 市ＨＰのトップページにバナーを掲載 子育て支援課 0533-66-1108

26 愛知県 江南市 11月1日 ○
市の広報紙にて、児童虐待防止推進月間についての周知や児童虐待に関
する知識普及、通告先の案内を目的とした記事を掲載

こども未来部こど
も政策課

0587-54-1111

27 愛知県 小牧市 １１月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間をPR
こども未来部　こど
も政策課

0568-71-8613

28 愛知県 小牧市 １１月 ○ 市ホームページにおいて、児童虐待防止推進月間をPR
こども未来部　こど
も政策課

0568-71-8613

29 愛知県 稲沢市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待・虐待通告制度について紹介
子ども健康部子育
て支援課

0587-32-1299

30 愛知県 新城市 11月 ○ 広報しんしろ「ほのか」11月号に掲載
健康福祉部こども
未来課

0536-23-7622

31 愛知県 知多市 11月 ○ 市広報誌にて啓発
子ども未来部子ど
も若者支援課若者
女性支援室

0562-36-2657

32 愛知県 知立市 11月1日 ○ 広報誌に虐待防止月間の周知記事の掲載
福祉子ども部子ど
も課
児童家庭係

0566-95-0162

33 愛知県 尾張旭市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載
こども子育て部こ
ども課
子育て支援室

0561-53-6101

34 愛知県 高浜市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待に関する通報・相談先を周知予定
福祉部
福祉まるごと相談
グループ

0566-52-9610

35 愛知県 日進市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間に関する紹介
こども福祉部子育
て支援課家庭相談
係

0561-73-4183

36 愛知県 田原市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する情報掲載
健康福祉部子育て
支援課こども福祉
係

0531-23-3513

37 愛知県 愛西市 11月 ○ 市広報誌（11月号）に、児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉部
児童福祉課

0567-55-7118

38 愛知県 清須市
11月1日～11月30

日
○ 児童虐待防止推進月間について11月広報に掲載、HPの更新

健康福祉部子育て
支援課

052-400-2911

○　広報誌、テレビ等で周知



39 愛知県 北名古屋市 通年 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載 家庭支援課 0568-22-1111

40 愛知県 北名古屋市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待特集記事掲載 家庭支援課 0568-22-1111

41 愛知県 北名古屋市 8月・11月・2月 ○ 市議会だよりにおいて、児童虐待特集記事掲載 議事課 0568-22-1111

42 愛知県 弥富市 11月 ○ 市の広報等に関連記事を掲載
民生部児童課児
童家庭グループ

0567-65-1111

43 愛知県 長久手市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間に関する記事を広報、ホームページに掲載
子ども部　子ども
家庭課

0561-56-0633

44 愛知県 長久手市 通年 ○ 児童虐待防止に関する記事をホームページに掲載
子ども部　子ども
家庭課

0561-56-0633

45 愛知県 扶桑町 11月 ○ 町の広報誌のより周知 福祉児童課 0587-93－1111

46 愛知県 大治町 １１月 ○
町広報誌及びホームページにおいて、児童虐待防止月間等に関する記事を
記載

福祉部子育て支援
課

052-444-2711

47 愛知県 蟹江町 11月1日 ○ 町広報紙で児童虐待防止に関して啓発　（全戸配布） 民生部子ども課 0567-95-1111

48 愛知県 蟹江町
11月1日～11月30

日
○ 役場庁舎の電子掲示板にて児童虐待防止月間であることを掲示する 民生部子ども課 0567-95-1111

49 愛知県 阿久比町 11月1日 ○ 町広報に関係記事を掲載。 子育て支援課 0569-48-1111

50 愛知県 美浜町 １１月 ○
町広報誌（11月号）において児童虐待防止推進月間である旨等の掲載、産業
まつりでの啓発物品の配布

厚生部　健康・子
育て課

0569-82-1111

51 愛知県 武豊町 11月1日 ○ 広報による虐待防止の啓発 子育て支援課 0569-72-1111

52 愛知県 幸田町 11月 ○
広報紙で児童虐待防止推進月間・標語の周知と虐待の未然防止・早期発見
の呼びかけ

住民こども部こど
も課

0564-63-5116

53 愛知県 東栄町 毎年広報１１月号 ○ 「児童虐待防止推進月間」と位置付け、広報紙に児童虐待について掲載 住民福祉課 0536-76-0503



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 愛知県 名古屋市 11月 ○
市内百貨店における、店員のオレンジリボン着用、懸垂幕掲出、店内
アナウンス等による啓発

子ども青少年局
子育て支援部子
ども福祉課子ど
も福祉係

052-972-3979

2 愛知県 名古屋市 11月 ○
市内ドラッグストア、コンビニエンスストア、飲食店等の店舗における子
育て相談カード等の配架

子ども青少年局
子育て支援部子
ども福祉課子ど
も福祉係

052-972-3979

3 愛知県 名古屋市 3月 名古屋ウィメンズマラソンでの啓発物品の配布

子ども青少年局
子育て支援部子
ども福祉課子ど
も福祉係

052-972-3979

4 愛知県 豊田市
11月1日～11月30

日
○

啓発グッズの作成と配布（一部啓発物品をポッカサッポロフード＆ビバレッジ
株式会社が作成）

子ども部子ども家
庭課

0565-34-6636

5 愛知県 豊田市 11月1日 ○
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社との共働で、子育て支援センター
での児童虐待防止啓発イベントを開催

子ども部子ども家
庭課

0565-34-6636

6 愛知県 東海市 11月5日 ○ アピタ東海荒尾店にて児童虐待防止啓発物品の配布
女性・子ども課
家庭児童相談室

052-603-2211

7 愛知県 知多市 10月26日 知多市産業祭りにて、市民団体との協働で啓発事業を実施
子ども未来部子ど
も若者支援課若者
女性支援室

0562-36-2657

8 愛知県 知多市 11月1日 ○ 市民団体と協働で街頭啓発を実施
子ども未来部子ど
も若者支援課若者
女性支援室

0562-36-2657

9 愛知県 知多市 11月17日 ○ 子育て支援団体のイベントにて、啓発事業を実施
子ども未来部子ど
も若者支援課若者
女性支援室

0562-36-2657

10 愛知県 南知多町 11月3日 ○ 町産業まつりにおいて、協働実施でオレンジリボン活動ちらし・啓発品を配布
厚生部福祉課
児童係

0569-65-0711

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 愛知県 － 11月中 ○ 人権啓発プラザにて児童虐待防止をテーマにした展示等を行う。
福祉局
児童家庭課

052-954-6281

2 愛知県 － 11月中 ○ 庁舎内にポスター等の掲示
福祉局
児童家庭課

052-954-6281

3 愛知県 名古屋市 11月 ○
市役所庁舎内にパープルリボンキャンペーン（DV防止）等とコラボした
リボンツリーを設置

子ども青少年局
子育て支援部子
ども福祉課子ど
も福祉係

052-972-3979

4 愛知県 名古屋市 11月 ○
各区役所におけるイベントの実施、懸垂幕の掲出、のぼりの設置、講
演会の実施等の取組み

子ども青少年局
子育て支援部子
ども福祉課子ど
も福祉係

052-972-3979

5 愛知県 岡崎市 11月 ○ 県作成のティッシュを健診会場で配布。
こども部家庭児童
課児童相談係

0564-23-6745

6 愛知県 半田市 11月１日～２９日 ○ 半田市役所内における児童虐待防止の啓発パネル展示 子育て支援課 0569-84-0657

7 愛知県 半田市 １１月中 ○ 市民課呼び出しモニターで啓発メッセージを放映 子育て支援課 0569-84-0657

8 愛知県 春日井市 11月 ○
春日井市青少年子ども部職員、市内保育園の職員によるオレンジリボンの
着用

子ども政策課家庭
支援担当

0568-85-6229

9 愛知県 豊田市 11月17日 ○ 豊田マラソンにおいて児童虐待防止啓発のブースを設置
子ども部子ども家
庭課

0565-34-6636

10 愛知県 蒲郡市
11月1日～11月30

日
○ 市役所庁舎に垂幕を設置 子育て支援課 0533-66-1108

11 愛知県 江南市
11月1日～11月30

日
○

小中学校の教員向けに、児童虐待防止推進月間の取組や、児童虐待につい
て記載されたチラシを配布し、児童の社会学勉強としての材料にして頂くよう
依頼

こども未来部こど
も政策課

0587-54-1111

12 愛知県 大府市
11月6日～11月15

日
○

オレンジリボンの啓発と保護者から子どもへのメッセージ、児童の将来の夢のメッセー
ジの掲示　開催場所：市役所庁舎ロビー

福祉子ども部子育
て支援課家庭児童
相談係

0562-45-6229

13 愛知県 大府市
11月18日～3月31

日
○

オレンジリボンの啓発と保護者から子どもへのメッセージ、児童の将来の夢のメッセー
ジの掲示
開催場所：市内の児童（老人福祉）センター　９館・子育て支援センター　１館（開催期間
は館によって異なる）

福祉子ども部子育
て支援課家庭児童
相談係

0562-45-6229

14 愛知県 尾張旭市 11月中 ○ 市役所等に児童虐待防止推進月間の横断幕・のぼりを設置
こども子育て部こ
ども課
子育て支援室

0561-53-6101

15 愛知県 尾張旭市 11月中 ○
オレンジリボンのブルゾンを関係機関の職員が着用
他課職員へオレンジリボンの着用を依頼

こども子育て部こ
ども課
子育て支援室

0561-53-6101

16 愛知県 尾張旭市 11月中 ○ 市内スカイワードあさひのライトアップを、期間中のみオレンジネオンを点灯
こども子育て部こ
ども課
子育て支援室

0561-53-6101

17 愛知県 北名古屋市 6月26日 子どもを虐待から守るまち宣言の議決 議事課 0568-22-1111

18 愛知県 長久手市 11月 ○ 公用車にオレンジリボンステッカーを貼付、市役所に看板を設置
子ども部　子ども
家庭課

0561-56-0633

19 愛知県 長久手市 通年 ○ 職員にオレンジジリボンを配布し、業務中に身に付ける
子ども部　子ども
家庭課

0561-56-0633

20 愛知県 飛島村 通年 ○ 児童福祉施設等においてポスターを掲示し啓発を実施 民生部福祉課 0567-52-1001

○　民間企業等とのタイアップ

○　その他


