
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 三重県 伊勢市 10月11日 要対協関係者向けの児童虐待防止研修会を開催
健康福祉部こど
も課

0596-21-5716

2 三重県 伊勢市 11月～12月 ○ 市内の保育所で、ＣＡＰプログラムを実施
健康福祉部こど
も課

0596-21-5716

3 三重県 桑名市 11月10日 ○

第5回児童虐待防止フォーラムinくわな
内容:親子を支えるお医者さんの話（小児科医、産婦人科医による講演
会）等
場所:NTNシティホール（桑名市民会館）

保健福祉部子育
て支援課子ども
総合相談セン
ター

0594-24-1298

4 三重県 鈴鹿市 10月21日
児童虐待防止講演会（児童虐待防止機構オレンジCAPO理事長による
講演会）

子ども家庭支援
課

059-382-9140

5 三重県 名張市 11月7日 ○ 児童虐待防止についての講演会を開催する
福祉子ども部子
ども家庭室

0595-63-7594

6 三重県 鳥羽市 9月8日 市民や関係機関を対象とした児童虐待防止のための講演会開催
健康福祉課子育
て支援室

0599-25-7221

7 三重県 鳥羽市 12月1日 市民啓発のための児童虐待防止講演会開催
健康福祉課子育
て支援室

0599-25-7221

8 三重県 菰野町 11月25日 ○ 児童虐待防止講演会　(講師　松岡　典子）　実施 子ども家庭課 059-391-1124

9 三重県 明和町 8月20日
講師に市町アドバイザーを招き、町内小中学校長や教諭を対象に児
童虐待対応についての研修会を開催

健康あゆみ課ま
るごと相談支援

0596-52-7115

10 三重県 明和町
1月下旬～2月上

旬
近年ＤＶによる心理的虐待が増加しているなかで、ＤＶを見て育つ子ど
もたちへの影響について、子ども家庭サポーターを講師に講演を開催

健康あゆみ課ま
るごと相談支援

0596-52-7115

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 三重県 三重県 11月 ○ 県庁舎においてオレンジリボンツリーを展示 子育て支援課 059-224-2883
2 三重県 三重県 11月 ○ 担当部局職員等がオレンジジャンパー、オレンジリボンを着用 子育て支援課 059-224-2883

3 三重県 四日市市 11月 ○ オレンジリボンを使用した啓発ティッシュの配布
こども未来部こど
も保健福祉課 家
庭児童相談室

059-354-8276

4 三重県 四日市市 11月 ○ 虐待通告呼びかけの市独自のポスターを作成・掲示
こども未来部こど
も保健福祉課 家
庭児童相談室

059-354-8276

5 三重県 四日市市 11月10日 ○
虐待通告呼びかけのボールペンを作成し市駅周辺にて街頭啓発を実
施

こども未来部こど
も保健福祉課 家
庭児童相談室

059-354-8276

6 三重県 伊勢市 11月1日・5日 ○ 市内のショッピングセンター2か所で、児童虐待防止啓発物品を配布
健康福祉部こど
も課

0596-21-5716

7 三重県 伊勢市 11月1日～30日 ○ 市役所本庁舎に「児童虐待防止推進月間」を啓発する懸垂幕を掲揚
健康福祉部こど
も課

0596-21-5716

8 三重県 伊勢市 11月1日～30日 ○ 公用車にオレンジリボンのマグネットシートを貼付
健康福祉部こど
も課

0596-21-5716

9 三重県 松阪市 11月12日 ○ 伊勢中川駅前での啓発物品配布 こども支援課 0598-53-4085
10 三重県 松阪市 11月15日 ○ 松阪駅前での啓発物品配布 こども支援課 0598-53-4085
11 三重県 松阪市 11月26日 ○ 市内スーパーでの啓発物品配布 こども支援課 0598-53-4085
12 三重県 松阪市 通年 ○ オリジナルオレンジリボンの配布 こども支援課 0598-53-4085
13 三重県 鈴鹿市 10月 児童虐待防止メッセージ入り種子の作成 子ども家庭支援 059-382-9140
14 三重県 鈴鹿市 10月5日 社会福祉協議会主催行事における啓発物品の配布等 子ども家庭支援 059-382-9140
15 三重県 鈴鹿市 11月16日 ○ 市内ショッピングモールにおける啓発物品の配布等 子ども家庭支援 059-382-9140

16 三重県 名張市 11月1日 ○ 啓発用付箋を作成し、市内の大型店舗にて配布する
福祉子ども部子
ども家庭室

0595-63-7594

17 三重県 尾鷲市
11月1日～11月

30日
○ 福祉センター内にオレンジリボンツリーを設置

福祉保健課子育
て支援係

0597-23-8202

18 三重県 亀山市 10月20日
市の福祉イベント「あいあい祭り」にて、児童虐待防止の周知啓発を図
る。

健康福祉部子ど
も未来課子ども
支援グループ

0595-83-2425

19 三重県 亀山市 12月7日
市の人権イベント「ヒューマンフェスタin亀山」にて、児童虐待防止の周
知啓発を図る。

健康福祉部子ど
も未来課子ども
支援グループ

0595-83-2425

20 三重県 鳥羽市 10月20日 福祉いきいき祭りにおいて児童虐待防止啓発物品配布
健康福祉課子育
て支援室

0599-25-7221

21 三重県 鳥羽市 11月 ○ 市内保育所において、虐待通報についてのチラシを配布
健康福祉課子育
て支援室

0599-25-7221

22 三重県 熊野市
11月1日～11月

30日
○ 福祉事務所において、児童虐待防止啓発チラシを配布、設置する

熊野市福祉事務
所こども発達支
援室

0597-89-4111
（内線161）

23 三重県 志摩市 11月 ○ 市役所庁舎内にオレンジリボンツリーを設置 こども家庭課 0599-44-0282
24 三重県 志摩市 12月 ○ 在籍機関を通じ、保護者に啓発リーフレットの配布 こども家庭課 0599-44-0282
25 三重県 東員町 5月 虐待防止、通告義務に関するチラシを保護者へ配布（保・幼） 子ども家庭課 0594-86-2872

26 三重県 東員町 10月
子どもの権利条例に関するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを児童に配布（小学校1,4年と中学
校1年生）

子ども家庭課 0594-86-2872

27 三重県 東員町 11月 ○ 虐待防止に関するチラシを保護者へ配布（保・幼・小・中） 子ども家庭課 0594-86-2872

28 三重県 菰野町 11月初め ○
児童虐待防止のためのリーフレットを作成　窓口設置・保育園・幼稚園
に全戸配布

子ども家庭課 059-391-1124

29 三重県 菰野町 11月初め ○ 学校教職員へのオレンジリボンとリーフレットの配布 子ども家庭課 059-391-1124
30 三重県 川越町 11月 役場庁舎内・児童館（３か所）にオレンジリボンツリーを設置 福祉課 059-366-7116

31 三重県 川越町 11月3日

１１月３日『川越町ふれあい祭り』にて、児童虐待防止に関する啓発
コーナーを設置
　・来場者の皆様に、オレンジリボンツリーに、メッセージを記入した
カードを掛けてもらいます

福祉課 059-366-7116

32 三重県 大台町 11月11日 ○ 各保育園、ショッピングモール等において啓発物品配布の予定 町民福祉課 0598-82-3783

33 三重県 大紀町
11月1日～11月

30日
○ 庁舎窓口にオレンジリボンツリーモニュメントを展示 健康福祉課 0598-86-2216

34 三重県 南伊勢町 11月 ○ 町役場庁舎内にオレンジリボンのモニュメントを設置 子育て・福祉課 0599-66-1114
35 三重県 南伊勢町 12月22日 福祉関係のイベントにて啓発物品の配布 子育て・福祉課 0599-66-1114
36 三重県 紀北町 11月 ○ 庁舎内にオレンジリボンツリー設置、啓発ポスター掲示 福祉保健課 0597-46-3122

【三重県】

○　フォーラム等事業の開催

○　啓発物品作成・配布



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 三重県 三重県 11月 ○ 県広報誌4月号及び11月号に啓発記事を掲載 子育て支援課 059-224-2883

2 三重県 津市 11月1日 ○ 児童虐待防止に関する啓発記事を津市の広報誌に掲載
健康福祉部こど
も支援課こども
支援担当

059-229-3284

3 三重県 津市 通年 ○
妊娠届提出の際に渡す子どもに関する小冊子に児童虐待防止の記事
を掲載

健康福祉部こど
も支援課こども
支援担当

059-229-3284

4 三重県 四日市市 11月 ○
市全域と地区の広報誌に虐待通告の呼びかけ、しつけにおける体罰
禁止のお知らせ等を掲載

こども未来部こど
も保健福祉課 家
庭児童相談室

059-354-8276

5 三重県 四日市市 11月 ○ 市HPのバナー広告から市の虐待啓発HPへリンク
こども未来部こど
も保健福祉課 家
庭児童相談室

059-354-8276

6 三重県 四日市市 11月 ○
市庁舎内エレベーター前の広告用モニターを利用してオレンジリボン
を使用した啓発

こども未来部こど
も保健福祉課 家
庭児童相談室

059-354-8276

7 三重県 四日市市 11月 ○
市駅構内設置のデジタルサイネージに虐待通告呼びかけのポスター
を掲示

こども未来部こど
も保健福祉課 家
庭児童相談室

059-354-8276

8 三重県 四日市市 11月 ○ 児童虐待啓発の内容を市庁舎内放送を利用して広報
こども未来部こど
も保健福祉課 家
庭児童相談室

059-354-8276

9 三重県 伊勢市 11月1日 ○ 市広報紙に、児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉部こど
も課

0596-21-5716

10 三重県 伊勢市 通年 ○ 市ホームページに、児童虐待や虐待通告先の記事を掲載
健康福祉部こど
も課

0596-21-5716

11 三重県 伊勢市 通年 ○
こども家庭相談センターのリーフレットや子育て冊子「子育てハンドブッ
ク」に虐待通告先を記載し、子育て支援センターや小児科医療機関等
に配布

健康福祉部こど
も課

0596-21-5716

12 三重県 松阪市 11月 ○ 松阪市広報誌「広報まつさか」による啓発記事 こども支援課 0598-53-4085
13 三重県 松阪市 通年 ○ 松阪市庁舎前への懸垂幕掲示 こども支援課 0598-53-4085

14 三重県 桑名市 11月 ○ 市広報誌にて、児童虐待防止の啓発記事を掲載
保健福祉部子育
て支援課子ども
総合相談セン

0594-24-1298

15 三重県 鈴鹿市 11月5日 ○ 市広報への児童虐待防止月間に関する記事の掲載 子ども家庭支援 059-382-9140

16 三重県 名張市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待対防止に関する記事を掲載する
福祉子ども部子
ども家庭室

0595-63-7594

17 三重県 名張市 11月2日 ○
児童虐待防止やオレンジリボン運動についての啓発をこども支援セン
ターのイベント時に親子向けに啓発をする

福祉子ども部子
ども家庭室

0595-63-7594

18 三重県 名張市 11月（未定） ○ ＦＭなばりにて児童虐待防止に関する啓発をする
福祉子ども部子
ども家庭室

0595-63-7594

19 三重県 亀山市 11月 ○
市広報11月1日号にて、児童虐待防止の記事を掲載し、周知啓発を図
る。

健康福祉部子ど
も未来課子ども
支援グループ

0595-83-2425

20 三重県 鳥羽市 11月1日 ○ 広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載。
健康福祉課子育
て支援室

0599-25-7221

21 三重県 いなべ市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
健康こども部
家庭児童相談室

0594-86-7822

22 三重県 伊賀市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止啓発を行う
健康福祉部こど
も未来課こども
家庭係

0595-22-9609

23 三重県 伊賀市
11月11日～11月

17日
○ ケーブルテレビにおいて、児童虐待防止啓発を行う

健康福祉部こど
も未来課こども
家庭係

0595-22-9609

24 三重県 東員町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載 子ども家庭課 0594-86-2872
25 三重県 川越町 11月 広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載 福祉課 059-366-7116
26 三重県 川越町 11月1日～15日 ケーブルテレビにおいて、児童虐待防止に関する内容を周知 福祉課 059-366-7116

27 三重県 明和町 9月2日 町内小中学校の全保護者向けの虐待防止・相談のチラシを配布
健康あゆみ課ま
るごと相談支援

0596-52-7115

28 三重県 大台町 11月 ○ 町の広報誌に児童虐待についての内容を掲載 町民福祉課 0598-82-3783
29 三重県 度会町 11月 ○ 広報11月分にて、児童虐待防止推進月間であることの周知 住民生活課 0596-62-2413
30 三重県 大紀町 10月18日 ○ 広報誌10月号に「虐待月間」を掲載 健康福祉課 0598-86-2216

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 三重県 亀山市 11月～12月 ○
市内コンビニエンスストアに対して、児童虐待防止推進月間のポス
ター・カード・しおりの設置を依頼する。

健康福祉部子ど
も未来課子ども
支援グループ

0595-83-2425

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 三重県 津市 11月中 ○ 市役所の庁舎にてオレンジリボンツリーの設置
健康福祉部こど
も支援課こども
支援担当

059-229-3284

2 三重県 伊勢市 11月1日～30日 ○ 市役所本庁舎にオレンジリボンツリーを設置
健康福祉部こど
も課

0596-21-5716

3 三重県 伊勢市 通年 ○ 職員のオレンジリボンピンバッチ着用
健康福祉部こど
も課

0596-21-5716

4 三重県 松阪市 10月～12月 ○ オレンジリボンツリー設置 こども支援課 0598-53-4085

5 三重県 桑名市 11月1日～30日 ○ 児童虐待防止の懸垂幕・のぼりによる啓発
保健福祉部子育
て支援課子ども
総合相談セン

0594-24-1298

6 三重県 桑名市 １1月1日～30日 ○ オレンジリボンツリーの展示による啓発
保健福祉部子育
て支援課子ども
総合相談セン

0594-24-1298

7 三重県 鈴鹿市 6月2日 市内地区社会福祉協議会における研修会(講師) 子ども家庭支援 059-382-9140
8 三重県 鈴鹿市 6月14日 市内町民会議における研修会(講師) 子ども家庭支援 059-382-9140
9 三重県 鈴鹿市 7月17日 主任児童委員への研修会(講師) 子ども家庭支援 059-382-9140

○　広報誌、テレビ等で周知

○　民間企業等とのタイアップ

○　その他



10 三重県 鈴鹿市 7月25日 市内地区民生児童委員協議会における研修会（講師） 子ども家庭支援 059-382-9140
11 三重県 鈴鹿市 8月22日 市内地区民生児童委員への研修会(講師) 子ども家庭支援 059-382-9140

12 三重県 鈴鹿市
11月1日～
11月30日

○ オレンジリボンツリー（メッセージツリー）の庁舎内での展示
子ども家庭支援
課

059-382-9140

13 三重県 名張市
11月1日～11月

30日
○

庁舎内にオレンジリボンツリーを配置し、オレンジリボン等で装飾をす
る。また、市長のメッセージを掲示する

福祉子ども部子
ども家庭室

0595-63-7594

14 三重県 名張市
11月1日～11月

30日
○

市職員に対し、オレンジリボン運動について啓発をし、オレンジリボン
装着を推進する

福祉子ども部子
ども家庭室

0595-63-7594

15 三重県 名張市 11月（未定） ○
児童虐待防止についての文章を作成し、学校や保育所に在籍する世
帯に全戸配布する

福祉子ども部子
ども家庭室

0595-63-7594

16 三重県 亀山市 11月 ○ 三重県主催のオレンジリボンツリーに参画。
健康福祉部子ど
も未来課子ども
支援グループ

0595-83-2425

17 三重県 鳥羽市 4月11日
小中学校校長会において、児童虐待防止について情報提供依頼と説
明

健康福祉課子育
て支援室

0599-25-7221

18 三重県 鳥羽市 5月8日
民生児童委員協議会において、児童虐待の現状と早期発見・通報に
ついて説明

健康福祉課子育
て支援室

0599-25-7221

19 三重県 鳥羽市 5月15日
ロータリークラブにおいて、児童虐待の現状と早期発見・通報について
説明

健康福祉課子育
て支援室

0599-25-7221

20 三重県 鳥羽市 5月18日 市P連総会において、児童虐待の現状と早期発見・通報について説明
健康福祉課子育
て支援室

0599-25-7221

21 三重県 鳥羽市 5月22日
自治会総会において、児童虐待の現状と早期発見・通報について説
明

健康福祉課子育
て支援室

0599-25-7221

22 三重県 鳥羽市 5月23日 老人クラブにおいて、児童虐待の現状と早期発見・通報について説明
健康福祉課子育
て支援室

0599-25-7221

23 三重県 鳥羽市 6月28日
養育支援訪問事業訪問支援員報告会で、児童虐待の現状と早期発
見・通報について説明

健康福祉課子育
て支援室

0599-25-7221

24 三重県 鳥羽市 4月～3月 ○
市内月1回市内パチンコ店、ショッピングセンター駐車場を巡回、見回
りを実施

健康福祉課子育
て支援室

0599-25-7221

25 三重県 熊野市
11月1日～11月

30日
○

熊野市役所玄関ホールにオレンジリボンツリーを設置し、児童虐待防
止の啓発を行う

熊野市福祉事務
所こども発達支
援室

0597-89-4111
（内線161）

26 三重県 いなべ市 11月 ○
市の公用車に「ＳＴＯＰ!！子ども虐待」（オレンジリボン）のマグネットを
貼付

健康こども部
家庭児童相談室

0594-86-7822

27 三重県 いなべ市 11月 ○
市庁舎ロビーにツリーを設置し、来庁者や職員に、子どもの安全を願
う短冊を飾ってもらう

健康こども部
家庭児童相談室

0594-86-7822

28 三重県 伊賀市 11月10日 ○
上野南公園（にんにんパーク）にて「にんにん音楽祭」として、児童虐
待啓発イベントを実施

健康福祉部こど
も未来課こども
家庭係

0595-22-9609

29 三重県 伊賀市 11月 ○ 市役所庁舎内において児童虐待啓発のパネル展示
健康福祉部こど
も未来課こども
家庭係

0595-22-9609

30 三重県 東員町 10月15日 児童虐待の対応に関する研修会 子ども家庭課 0594-86-2872
31 三重県 東員町 11月 ○ 役場ロビーにオレンジリボンツリーを設置 子ども家庭課 0594-86-2872
32 三重県 菰野町 11月 ○ 大型オレンジリボンツリーを庁舎内に設置 子ども家庭課 059-391-1124
33 三重県 川越町 11月 公用車に、児童虐待防止ステッカーを貼り、啓発 福祉課 059-36-7116

34 三重県 明和町 11月 ○
オレンジリボンツリーを役場玄関前に設置し、短冊を付けるなどオレン
ジリボン活動の啓発や周知を行う。１１月２４日（日）に行われるよりど
り健診・歯とお口の健康まつりにもオレンジリボンツリーを会場に設置

健康あゆみ課ま
るごと相談支援
係

0596-52-7115


