
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 滋賀県 滋賀県 9月27日 県の主催する人権イベントにてオレンジリボンに関するパネルを展示
健康医療福祉部
子ども・青少年局

077-528-3556

2 滋賀県 滋賀県 2019/10/24～28
11月の月間に向けてキャラバン隊を結成し、各市町を訪問して、オレ
ンジリボンの取組を呼びかけ

健康医療福祉部
子ども・青少年局

077-528-3556

3 滋賀県 滋賀県 11/1～11/25 ○ 庁舎への横断幕の設置
健康医療福祉部
子ども・青少年局

077-528-3556

4 滋賀県 滋賀県 随時 ○
オレンジリボンの趣旨に賛同していただけるよう企業・団体に呼びかけ
を実施し、賛同いただけた場合には、リボン等啓発資材を提供

健康医療福祉部
子ども・青少年局

077-528-3556

5 滋賀県 近江八幡市 １１月中 ○ 地元ケーブルテレビの行政番組にて児童虐待防止の啓発をする。
子ども支援課
子ども家庭相談

0748-31-4001

6 滋賀県 草津市 ９月～３月 ○ ＣＡＰワークショップ研修の開催（子ども向け・大人向け）
子ども未来部
家庭児童相談室

077-561-2373

7 滋賀県 草津市 ９月～３月 ○ 保護者向け子育て講座の開催
子ども未来部
家庭児童相談室

077-561-2373

8 滋賀県 草津市 ３月 児童虐待防止啓発研修会の開催（市役所内）
子ども未来部
家庭児童相談室

077-561-2373

9 滋賀県 高島市
11月9日
12月7日

○
児童虐待防止研修会（子育て講演会）を実施。参加者に啓発物品配
布

子ども未来部
子ども家庭相談課

0740-25-8517

10 滋賀県 竜王町 12月 保・幼・小・中学校職員への出前研修会
健康推進課
子ども家庭相談

0748-58-1006

11 滋賀県 竜王町 11月 ○ 民生委員児童委員への研修会
健康推進課
子ども家庭相談

0748-58-1006

12 滋賀県 竜王町 11月 ○ 子育てサロン参加者への研修会
健康推進課
子ども家庭相談

0748-58-1006

13 滋賀県 竜王町 10月 代表者会議参加者への研修会
健康推進課
子ども家庭相談

0748-58-1006

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 滋賀県 滋賀県 4/29日 JR駅前にてオレンジリボンやチラシを配布
健康医療福祉部
子ども・青少年局

077-528-3556

2 滋賀県 滋賀県 通年 ○ 啓発物品・オレンジリボンの窓口設置
健康医療福祉部
子ども・青少年局

077-528-3556

3 滋賀県 滋賀県 11月1日 ○ 県内にて、オレンジリボンや啓発カードを配布
健康医療福祉部
子ども・青少年局

077-528-3556

4 滋賀県 大津市 11月1日 ○ 市内商業施設でのオレンジリボン等、啓発グッズの配布。 子ども家庭相談 077-528-2688

5 滋賀県 彦根市 11月1日 ○ オレンジリボン・キャンペーン街頭啓発。
子ども未来部子
育て支援課

0749-26-0994

6 滋賀県 彦根市 11月 ○ オレンジリボンキャンペーンののぼり旗を立て啓発を行う。
子ども未来部子
育て支援課

0749-26-0994

7 滋賀県 彦根市 11月 ○ 商業施設において児童虐待防止の街頭啓発を実施する。
子ども未来部子
育て支援課

0749-26-0994

8 滋賀県 彦根市 通年 ○ 窓口にオレンジリボンキャンペーンのミニのぼりを設置する。
子ども未来部子
育て支援課

0749-26-0994

9 滋賀県 彦根市 通年 ○ 横断幕を設置して児童虐待防止を啓発する。
子ども未来部子
育て支援課

0749-26-0994

10 滋賀県 彦根市 11月 ○ オレンジリボンイルミネーションを実施する。
子ども未来部子
育て支援課

0749-26-0994

11 滋賀県 長浜市 11月1日 ○ 長浜駅にて啓発物品を配布
長浜市子育て支
援課家庭児童相
談室

0749-65-6544

12 滋賀県 長浜市
11月11日

　　　～11月18日
○ アル・プラザ長浜にてポスター等による展示啓発

長浜市子育て支
援課家庭児童相
談室

0749-65-6544

13 滋賀県 長浜市 11月12日 ○ アル・プラザ長浜にて啓発物品を配布
長浜市子育て支
援課家庭児童相
談室

0749-65-6544

14 滋賀県 長浜市
11月21日

　　　～11月26日
○ 平和堂木之本店にてポスター等による展示啓発

長浜市子育て支
援課家庭児童相
談室

0749-65-6544

15 滋賀県 長浜市 11月26日 ○ 平和堂木之本店にて啓発物品を配布
長浜市子育て支
援課家庭児童相
談室

0749-65-6544

16 滋賀県 近江八幡市
10月31日～11月

8日
○ 児童虐待防止啓発に係るパネルを展示する。

子ども支援課
子ども家庭相談

0748-31-4001

17 滋賀県 近江八幡市
10月31日～12月

2日
○ 児童虐待防止啓発に係る懸垂幕を掲示する。

子ども支援課
子ども家庭相談

0748-31-4001

18 滋賀県 近江八幡市
10月31日～12月

2日
○ 児童虐待防止啓発に係る横断幕を掲示する。

子ども支援課
子ども家庭相談

0748-31-4001

19 滋賀県 近江八幡市
10月31日～12月

2日
○ 児童虐待防止啓発に係るのぼり旗を設置する。

子ども支援課
子ども家庭相談

0748-31-4001

20 滋賀県 近江八幡市 11月1日 ○
市の広報紙において、児童虐待防止推進月間についての周知を図
る。

子ども支援課
子ども家庭相談

0748-31-4001

21 滋賀県 近江八幡市 １１月中 ○
子ども支援課の窓口周辺に、児童虐待防止に係る物品等を設置す
る。

子ども支援課
子ども家庭相談

0748-31-4001

22 滋賀県 近江八幡市 １１月中 ○
市内保育園（所）、幼稚園、認定こども園、小学校、コミュニティセン
ターを対象に、児童虐待防止に係る啓発パネル、児童虐待防止の初
期対応向けDVDの貸出しする。

子ども支援課
子ども家庭相談
室

0748-31-4001

23 滋賀県 草津市 通年 ○ 家庭児童相談室のリーフレット配布
子ども未来部
家庭児童相談室

077-561-2373

24 滋賀県 草津市 １１月 ○ 市内街頭啓発（ＪＲ草津駅・南草津駅において、啓発グッズを配布）
子ども未来部
家庭児童相談室

077-561-2373

25 滋賀県 守山市 11月26日 ○ 商業施設での啓発活動、啓発グッズの配布 こども家庭相談課 077-582-1159
26 滋賀県 栗東市 11月1日 ○ 手原、栗東駅前、栗東アルプラザ、フレンドマート前啓発物品ＰＲ 子育て応援課 077-551-0300

27 滋賀県 野洲市 11月中 ○
市役所庁舎に懸垂幕を掲揚、子育てサロンで啓発用ティッシュ等を配
布。

健康福祉部子育
て家庭支援課家
庭児童相談室

077-587-6140

【滋賀県】

○　フォーラム等事業の開催

○　啓発物品作成・配布



28 滋賀県 甲賀市 11月 ○
市内街頭啓発の実施（駅前、ショッピングセンター等において啓発グッ
ズの配布）

子育て政策課家
庭児童相談室

0748-69-2177

29 滋賀県 甲賀市 11月 ○ 市役所内に啓発コーナーの設置
子育て政策課家
庭児童相談室

0748-69-2177

30 滋賀県 甲賀市 通年 ○
市職員にオレンジリボン着用の要請、また関係機関職員によるオレン
ジリボン啓発グッズのジャンバー等の着用

子育て政策課家
庭児童相談室

0748-69-2177

31 滋賀県 高島市
7月1日～7日

（子ども虐待防止
推進週間）

・市内4店舗において、啓発物品（児童虐待防止啓発カード入りポケッ
トティッシュ）配布。
・市役所において児童虐待防止パネル、横断幕、オレンジリボン七夕
飾り・千羽鶴の設置。

子ども未来部
子ども家庭相談課

0740-25-8517

32 滋賀県 高島市 10月27日
市マラソン大会参加者にオレンジリボンシールを配布し啓発（シールを
ゼッケンに貼ってもらう）

子ども未来部
子ども家庭相談課

0740-25-8517

33 滋賀県 高島市 11月 ○
市役所において児童虐待防止パネル、懸垂幕、オレンジリボンツリー
の設置。

子ども未来部
子ども家庭相談課

0740-25-8517

34 滋賀県 湖南市 11月 ○ 市内街頭啓発
子ども政策課家
庭児童相談室

0748-71-2345

35 滋賀県 東近江市 11月1日 ○ 市内商業施設内にて啓発資材を配布
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

36 滋賀県 東近江市 １１月 ○ 啓発バッジを作成し管理職の着用協力呼びかけ、関係各所に設置
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

37 滋賀県 東近江市 １１月 ○ 市内図書館において関連図書の特設コーナー設置、啓発資材設置 市内図書館 0748-24-1515 八日市図書館番
38 滋賀県 日野町 11月 ○ 福祉イベント会場での啓発グッズの配布 子ども支援課 0748-52-6583

39 滋賀県 竜王町 11月5日 ○
町内児童関連事業所、学校・園、民生委員児童委員、医療機関、役場
職員等に啓発物品の配布

健康推進課
子ども家庭相談

0748-58-1006

40 滋賀県 竜王町 11月1日 ○
庁舎前のスーパーにおいて、啓発用ジャンパーを着用し、街頭啓発の
実施（啓発グッズ等の配布）

健康推進課
子ども家庭相談

0748-58-1006

41 滋賀県 竜王町 11月初旬 ○ 小学生、中学生へ啓発用ポケットティッシュの配布
健康推進課
子ども家庭相談

0748-58-1006

42 滋賀県 愛荘町 11月1日 ○ ショッピングセンター前にて児童虐待防止に関するパンフレット等の配 子ども支援課 0749-42-7693

43 滋賀県 愛荘町 11月 ○
庁舎内カウンターにて児童虐待防止推進月間であることを啓発する物
品の配布

子ども支援課 0749-42-7693

44 滋賀県 豊郷町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間中、本庁舎および出先機関に懸垂幕を設置 保健福祉課 0749-35-8116
45 滋賀県 甲良町 11月1日 ○ 啓発物の窓口設置

子育て支援セン
ター

0749-38-8003
46 滋賀県 甲良町 11月1日 ○ 町ショッピングセンターにて啓発物の配布

子育て支援セン
ター

0749-38-8003
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1 滋賀県 大津市 11月1日 ○ 広報誌に「児童虐待防止」記事を掲載。 子ども家庭相談 077-528-2688

2 滋賀県 彦根市 11月1日 ○ 広報誌に「児童虐待防止」記事を掲載する。
子ども未来部子
育て支援課

0749-26-0994

3 滋賀県 長浜市 11月中 ○ 市の広報誌等で児童虐待防止に関する啓発活動を実施
長浜市子育て支
援課家庭児童相
談室

0749-65-6544

4 滋賀県 近江八幡市 11月8日 ○
JR近江八幡駅前にて、要対協委員や地元の高校社会福祉部生徒とも
参加して、児童虐待防止に係る物品（マスク）等を配布し、啓発をす

子ども支援課
子ども家庭相談

0748-31-4001

5 滋賀県 草津市 １１月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止等の記事掲載
子ども未来部
家庭児童相談室

077-561-2373

6 滋賀県 草津市 １０月から１１月 ○ facebookを活用した啓発活動の告知
子ども未来部
家庭児童相談室

077-561-2373

7 滋賀県 草津市 １２月 えふえむ草津（ラジオ）を活用した啓発
子ども未来部
家庭児童相談室

077-561-2373

8 滋賀県 草津市 通年 ○ 市ホームページにおいて、児童虐待防止に関する情報等の掲載
子ども未来部
家庭児童相談室

077-561-2373

9 滋賀県 草津市 １１月 ○
ＪＲ南草津駅前デジタルサイネ-ジにおいて児童虐待防止啓発関連の
記事掲載

子ども未来部
家庭児童相談室

077-561-2373

10 滋賀県 守山市
10月１日
11月１日

○
広報誌・ＨＰにおいて「児童虐待防止推進月間」および相談窓口の周
知

こども家庭相談課 077-582-1159

11 滋賀県 守山市 11月 ○
市役所前にのぼり旗を設置、有線放送による市民周知、電光掲示板
を活用した啓発

こども家庭相談課 077-582-1159

12 滋賀県 栗東市 10月28日 ○ キャラバン隊伝達式啓発ＰＲ 子育て応援課 077-551-0300
13 滋賀県 栗東市 １１月１日～３０ ○ 広報りっとう掲載、庁舎周辺キャンペーンのぼり旗にてＰＲ 子育て応援課 077-551-0300

14 滋賀県 野洲市 11月中 ○ 市の広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知
健康福祉部子育
て家庭支援課家
庭児童相談室

077-587-6140

15 滋賀県 甲賀市 11月 ○ 市広報誌等にて児童虐待防止にかかる記事を掲載
子育て政策課家
庭児童相談室

0748-69-2177

16 滋賀県 高島市 7月 市広報誌「広報たかしま」に記事掲載
子ども未来部
子ども家庭相談課

0740-25-8517

17 滋賀県 高島市 11月 ○ 市広報誌「広報たかしま」に記事掲載
子ども未来部
子ども家庭相談課

0740-25-8517

18 滋賀県 湖南市 11月 ○ 市広報誌への「児童虐待防止」の掲載
子ども政策課家
庭児童相談室

0748-71-2345

19 滋賀県 東近江市 １１月 ○ 市広報誌に特集ページ掲載
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

20 滋賀県 東近江市
10月28日～11月3

日
○ 市ケーブルテレビにて啓発番組放送

こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

21 滋賀県 東近江市 １１月 ○ 雨量情報表示盤による児童虐待防止推進月間中を表示啓発
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

22 滋賀県 米原市 ７月、11月、３月 ○ 広報まいばらの紙面に虐待防止に関する紙面を掲載し、広報する。 子ども家庭相談 0749-55-8112

23 滋賀県 竜王町 11月1日～30日 ○ 児童虐待防止推進月間中、庁舎前に横断幕、のぼり旗を設置する
健康推進課
子ども家庭相談

0748-58-1006

24 滋賀県 竜王町 11月1日 ○ 町広報に「児童虐待防止」の標語や相談窓口の啓発を行う
健康推進課
子ども家庭相談

0748-58-1006

25 滋賀県 豊郷町 11月 ○ 広報とよさと11月号に啓発記事を掲載 保健福祉課 0749-35-8116
26 滋賀県 甲良町 11月1日 ○ 町広報誌に児童虐待防止について掲載

子育て支援セン
ター

0749-38-8003

27 滋賀県 多賀町 9月1日 町広報紙において、児童虐待防止啓発の記事を掲載
子ども家庭応援
センター

0749-48-8137

28 滋賀県 多賀町 10月10日 民生委員児童委員研修会でのチラシ配布による啓発
子ども家庭応援
センター

0749-48-8137

29 滋賀県 多賀町 10月16日 有線放送での、児童虐待防止についての講話
子ども家庭応援
センター

0749-48-8137

30 滋賀県 多賀町 10月25日 町民福祉大会（社協主催）でのチラシ配布による啓発
子ども家庭応援
センター

0749-48-8137

○　広報誌、テレビ等で周知



31 滋賀県 多賀町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待防止啓発の記事を掲載
子ども家庭応援
センター

0749-48-8137

32 滋賀県 多賀町 11月1日 ○ 各集落へのチラシの回覧による啓発
子ども家庭応援
センター

0749-48-8137

33 滋賀県 多賀町 11月6日 ○ 広報車による啓発
子ども家庭応援
センター

0749-48-8137

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 滋賀県 滋賀県 7月6日 民間団体主催のオレンジリボンフェスタ後援および知事参加
健康医療福祉部
子ども・青少年局

077-528-3556

2 滋賀県 滋賀県 2019/10/19～20 民間団体主催のオレンジリボンたすきリレー後援および参加
健康医療福祉部
子ども・青少年局

077-528-3556

3 滋賀県 彦根市 11月 ○ 商業施設に児童虐待防止啓発ブースを設置する。
子ども未来部子
育て支援課

0749-26-0994

4 滋賀県 近江八幡市 10月19日
児童虐待防止啓発の第10回びわ湖一周ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝたすきリレーへの
参画並びに移動車にオレンジリボンのマグネットシートを貼付し啓発の
PRをする。

子ども支援課
子ども家庭相談
室

0748-31-4001

5 滋賀県 草津市 １０月 びわ湖一周オレンジリボンたすきリレーへの後援および参加
子ども未来部
家庭児童相談室

077-561-2373

6 滋賀県 竜王町 11月1日 ○
庁舎前のスーパーにおいて、「児童虐待防止」にかかる店内放送を流
していただく

健康推進課
子ども家庭相談

0748-58-1006

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 滋賀県 滋賀県 通年 ○ 一般県民向けの児童虐待防止に関する出前講座を開催
健康医療福祉部
子ども・青少年局

077-528-3556

2 滋賀県 大津市 11月 ○ 市庁舎への懸垂幕、のぼり旗、オレンジリボンマークの設置。 子ども家庭相談 077-528-2688
3 滋賀県 大津市 11月19日 ○ 要対協関係機関、市民向け研修会を開催。 子ども家庭相談 077-528-2688
4 滋賀県 大津市 6月27日・11月7 ○ 保護者向けアンガーマネジメント講座の開催 子ども家庭相談 077-528-2688
5 滋賀県 大津市 10月24日 ○ オレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式を実施する。 子ども家庭相談 077-528-2688

6 滋賀県 彦根市 11月7日 ○ 彦根城オレンジライトアップ。
子ども未来部子
育て支援課

0749-26-0994

7 滋賀県 彦根市 10月20日 オレンジリボンたすきリレーへの参加、応援を実施する。
子ども未来部子
育て支援課

0749-26-0994

8 滋賀県 彦根市 10月25日 オレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式を実施する。
子ども未来部子
育て支援課

0749-26-0994

9 滋賀県 長浜市 10月20日 オレンジリボンたすきリレーへの参加、応援
長浜市子育て支
援課家庭児童相
談室

0749-65-6544

10 滋賀県 長浜市 10月25日 本庁舎東口にてオレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式
長浜市子育て支
援課家庭児童相
談室

0749-65-6544

11 滋賀県 近江八幡市 10月28日 児童虐待防止キャラバン隊メッセージ伝達により啓発する。
子ども支援課
子ども家庭相談

0748-31-4001

12 滋賀県 草津市 １１月 ○ 児童虐待防止啓発パネル展示
子ども未来部
家庭児童相談室

077-561-2373

13 滋賀県 草津市 １１月 ○ ＪＲ草津駅・南草津駅に横断幕を掲示
子ども未来部
家庭児童相談室

077-561-2373

14 滋賀県 草津市 10月24日 オレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式を実施する。
子ども未来部
家庭児童相談室

077-561-2373

15 滋賀県 守山市 10月25日 ○ オレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式を実施する。 こども家庭相談課 077-582-1159
16 滋賀県 栗東市 10月19日 ○ オレンジリボンたすきリレー参加 子育て応援課 077-551-0300

17 滋賀県 野洲市 11月中 ○ オレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式を実施する。
健康福祉部子育
て家庭支援課家
庭児童相談室

077-587-6140

18 滋賀県 甲賀市 11月 ○ 要対協関係機関対象に研修会の開催
子育て政策課家
庭児童相談室

0748-69-2177

19 滋賀県 甲賀市 11月 ○ オレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式を実施する。
子育て政策課家
庭児童相談室

0748-69-2177

20 滋賀県 湖南市 11月 ○ 市庁舎にのぼり旗の設置
子ども政策課家
庭児童相談室

0748-71-2345

21 滋賀県 湖南市 11月 ○ オレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式を実施する。
子ども政策課家
庭児童相談室

0748-71-2345

22 滋賀県 湖南市 11月 ○ 市庁舎にのぼり旗の設置
子ども政策課家
庭児童相談室

0748-71-2345

23 滋賀県 湖南市 通年 ○
市職員（希望者のみ）によるオレンジリボン啓発グッズの使用・着用（リ
ボン、シャツ、ジャンバー、名札ストラップ、シール等）

子ども政策課家
庭児童相談室

0748-71-2345

24 滋賀県 東近江市 １１月 ○ オレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式を実施する。
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

25 滋賀県 東近江市 １１月～３月 ○
市内小学４年生対象で児童虐待防止に関する標語作成の依頼（１１月
募集～３月決定）

こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

26 滋賀県 米原市 10月20日 第10回びわ湖一周オレンジリボンたすきリレーへの参加 子ども家庭相談 0749-55-8112
27 滋賀県 米原市 10月25日 オレンジリボンキャンペーン児童虐待防止キャラバン隊受入 子ども家庭相談 0749-55-8112
28 滋賀県 日野町 11月 ○ 役場庁舎内にオレンジリボンのぼり旗を設置 子ども支援課 0748-52-6583
29 滋賀県 日野町 11月 ○ オレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式を実施する。 子ども支援課 0748-52-6583

30 滋賀県 竜王町 10月 オレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式を実施する。
健康推進課
子ども家庭相談

0748-58-1006

31 滋賀県 愛荘町 11月 ○ オレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式を実施する。 子ども支援課 0749-42-7693
32 滋賀県 豊郷町 10月25日 ○ オレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式を実施する。 保健福祉課 0749-35-8116

33 滋賀県 多賀町
10月28日～11月

30日
○ 庁舎周辺に児童虐待防止ののぼり旗設置による啓発

子ども家庭応援
センター

0749-48-8137

34 滋賀県 多賀町 10月28日 ○ オレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式を実施する。
子ども家庭応援
センター

0749-48-8137

○　民間企業等とのタイアップ

○　その他


