
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 京都府 京都府 12月 妊娠出産・子育て包括支援検討会議を実施
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4601
母子保健関係部
署との連携

2 京都府 京都府 1月31日
山城南保健所、児童相談所との協働で山城管内市町村児童相談担当
課(要対協)を対象とした研修会を実施

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4602

3 京都府 京都府 1～2月

養育支援を必要とする妊産婦や家庭の早期発見・支援について、地
域の支援体制の構築及び関係者の資質向上を図るため、医療機関、
福祉関係者、保健医療関係者等を対象とした乙訓地域医療保健福祉
連携会議及び研修会を開催

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4607

4 京都府 京都府 9月2日 児童虐待予防従事者研修会
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4614

5 京都府 京都府 12月13日
中丹親子保健研修「子どもと親を守る支援～つながる、支えるために
～」

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4621

6 京都府 福知山市 10月23日 　・福知山市要保護児童対策地域協議会　児童虐待防止研修会
福祉保健部子ど
も政策室家庭支
援係

0773-24-7066

7 京都府 福知山市 11月11日 ○
　・児童虐待防止に関する啓発講演会を市人権推進室との共催により開催
　・来場者に対して、児童虐待防止推進月間の冊子・啓発グッズ等を配布

地域振興部人権
推進室男女共同
参画推進係

0773-24-7022

主催：人権推進室
男女がともに考え
るはばたきセミ
ナー

8 京都府 綾部市 6月28日 綾部市園・学校職員対象児童虐待防止研修会

福祉保健部こど
も支援課
家庭児童・療育
担当

0773‐42‐4251

9 京都府 綾部市 11月3日 ○ ほっとランド2019　子育て応援フリーマーケット

福祉保健部こど
も支援課
家庭児童・療育
担当

0773‐43‐2547

10 京都府 綾部市 2月27日
京都府児童虐待防止アドバイザー派遣事業
綾部市要保護児童対策地域協議会代表者会議　児童虐待防止研修会

福祉保健部こど
も支援課
家庭児童・療育
担当

0773‐42‐4251

11 京都府 宇治市 11月12日 ○
公共施設（１か所）において、宇治市要保護児童対策地域協議会関係
機関の職員等を対象とした、児童虐待未然防止をテーマとしたセミ

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

12 京都府 亀岡市 １１月 ○
「森の京都・京都丹波EXPO」【11月17日(日)保津川河川敷グラウンド】
に参画し、児童虐待防止活動に係る展示ブースを設置し、児童虐待防
止の啓発・周知に取り組む。

こども未来部
子育て支援課

0771-25-5027

13 京都府 八幡市 11月26日 ○ 啓発講演会を開催
福祉部子育て支
援課

075-983-3148

14 京都府 京丹後市 11月30日 ○
講演会
演題：『教育現場からみる児童虐待と保護者・児童との向き合い方』

教育委員会事務
局子ども未来課

0772-69-0342

15 京都府 南丹市 10月31日
児童虐待に係る「子育て座談会」の開催　～京都府つながり応援隊事
業～

福祉保健部子育
て支援課

0771-68-0017

16 京都府 木津川市 11月28日 ○
市職員を対象に、人権研修の中で児童虐待等の知識等に関する内容
を実施する。

こども宝課 0774-75-1212

17 京都府 井手町 7月25日
人権講座「きらめき」
［テーマ］『地域で子どもを支えていくには～子どものことばや行動をキャッチ！！～』
[講師]　元京都府まなび・生活アドバイザー、元公立学校教頭　中西 久子 さん

いづみ人権交流
センター

0774-82-3380

18 京都府 井手町 9月6日
いづみふれあい学級
［テーマ］『子どもの人権を考える～子育てを楽にするアンガーマネジメント～』
［講師］京都府こころの健康推進員　森口　由美　さん

いづみ人権交流
センター

0774-82-3380

19 京都府 井手町 11月16日 ○
人権子育て講演会
［テーマ］未定
［講師］　一般社団法人 日本青年育成協会 小山 英樹 さん

いづみ人権交流
センター

0774-82-3380

20 京都府 精華町 11月 ○
子育て支援講演会の開催（住民、関係各機関対象）来場者への啓発
物品配布

健康福祉環境部
子育て支援課

0774-95-1917

都道府県 市区町村
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場合、○を選択
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1 京都府 京都府 11月3・23日 ○ 府内マラソン大会参加選手への啓発資材配布
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4589

2 京都府 京都府 11月16日 ○
地元Ｊ2サッカーチームとタイアップした啓発活動の実施（ホームゲーム
でのキャンペーン実施等）

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4589

3 京都府 京都府 11月17日 ○ 「京都ヒューマンフェスタ2019」でのブース出展
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4589

4 京都府 京都府 11月1日 ○
京都市と協働し、京都タワーのライトアップ及びタワー周辺での啓発
グッズ配布

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4589 京都市等との協働

5 京都府 京都府 11月12日 ○
駅での街頭啓発活動（駅利用者に対し、児童虐待防止啓発グッズ(マ
スク等）配布、のぼり、横断幕設置

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4590

6 京都府 京都府 11月17日 ○
市町村事業における児童虐待防止啓発グッズ（マスク、ティッシュ等）
を配布(精華町要対協委員と共働）

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4591

7 京都府 京都府 11月1日～30日 ○
市町村事業、通の駅等における児童虐待防止啓発グッズ（マスク、
ティッシュ等）配布、のぼり設置

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4592

8 京都府 京都府 11月1日～30日 ○
市町村事業、通の駅等における児童虐待防止啓発グッズ（マスク、
ティッシュ等）配布、のぼり設置

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4593

9 京都府 京都府 11月1日～30日 ○
市町村事業、通の駅等における児童虐待防止啓発グッズ（マスク、
ティッシュ等）配布、のぼり設置

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4594

10 京都府 京都府 11月1日～31日 ○
保健所内における児童虐待防止啓発ミニのぼり・のぼり・横断幕等設
置、チラシ及び啓発グッズ(ティッシュ等）配架、会議等での冊子・グッ

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4595

11 京都府 京都府 通年 ○
保健所内における児童虐待防止啓発ミニのぼり、チラシ及び啓発グッ
ズ(ティッシュ等）配架

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4596

12 京都府 京都府 通年 ○ 保健所ホームページにおける啓発
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4597

13 京都府 京都府 11月中 ○ 保健所窓口にて啓発物品(オリジナルウェットティッシュ)を配布
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4598

14 京都府 京都府 11月中 ○
山城管内市と協働し、街頭啓発を実施(大型スーパー、駅前にて啓発
グッズ等を配布)

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4599

【京都府】

○　フォーラム等事業の開催

○　啓発物品作成・配布



15 京都府 京都府 2月9日 山城管内市と協働し啓発を実施(城陽市)
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4603

16 京都府 京都府 11月 ○
オレンジリボンキャンペーン啓発事業（乙訓総合庁舎におけるのぼり、
横断幕、タペストリーの掲出及び各市町主催イベント等におけるオリジ
ナル啓発グッズの配布）

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4606

17 京都府 京都府 11月17日 ○

森の京都・京都丹波ＥＸＰＯを開催
様々な京都丹波地域の資源が集結し、食とスポーツをテーマにしたイ
ベントが開かれる中、子育て支援・オレンジリボン啓発等のブースを設
け集中的な広報活動を実施。

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4609
近隣３市町と合同
で実施する。

18 京都府 京都府 １１月 ○
南丹保健所ロビー、南丹広域振興局亀岡庁舎において啓発資材等の
展示・ＰＲ

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4611

19 京都府 京都府 11月3日 ○ 京都丹波ロードレース大会との協働による啓発
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4612

20 京都府 京都府 １０月～１１月 ○ 管内市町と協働し、街頭啓発を実施
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4613

21 京都府 京都府 11月1日 ○ 大型スーパーにて啓発グッズの配布（市要対協との共催）
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4615

22 京都府 京都府 11月中 ○
月間中、庁舎周辺を中心に啓発パネル展示、幟の掲示、グッズ配布
等

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4616

23 京都府 京都府 1月頃 民生委員研修会での啓発ちらし配布
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4617

24 京都府 京都府 11月 ○ 舞鶴市内の商業施設で啓発物品を配布
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4622

25 京都府 京都府 11月5日 ○ 京都府丹後保健所と児童相談所、宮津市が協力した街頭啓発
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4623

26 京都府 京都府 11月6日 ○ 京都府丹後保健所と児童相談所、京丹後市が協力した街頭啓発
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4624

27 京都府 京都府 11月10日 ○ 京都府丹後保健所と児童相談所、伊根町が協力した街頭啓発
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4625

28 京都府 京都府 11月15日 ○ 京都府丹後保健所と児童相談所、宮津市が協力した街頭啓発
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4626

29 京都府 京都府 11月未定 ○ 京都府丹後保健所と児童相談所、与謝野町が協力した街頭啓発
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4627

30 京都府 京都府 11月 ○ 丹後広域振興局府民ホールで啓発
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4628

31 京都府 京都市 11月1日 ○
啓発イベント実施（京都府，京都タワー，京都府警察，公益社団法人
京都市児童館学童連盟との共同）
（京都タワーのオレンジ色のライトアップ，グッズ配布を実施）

子ども若者はぐく
み局子ども若者
未来部子ども家
庭支援課

075-746-7625

32 京都府 京都市 11月 ○ 啓発グッズ制作（クリアファイル，ウェットティッシュ，エコバッグ）

子ども若者はぐく
み局子ども若者
未来部子ども家
庭支援課

075-746-7625

33 京都府 京都市 11月 ○
啓発ポスター作成・掲示（市バス，地下鉄車内及び市内主要駅）
（掲示期間は市バス車内は11月1箇月間，地下鉄車内及び地下鉄駅，
市内主要駅11月中の2週間を予定）

子ども若者はぐく
み局子ども若者
未来部子ども家
庭支援課

075-746-7625

34 京都府 京都市 11月 ○ 市政広報板（約10,000箇所）による広報啓発

子ども若者はぐく
み局子ども若者
未来部子ども家
庭支援課

075-746-7625

35 京都府 京都市 11月 ○ 電光掲示板（市役所前等）を用いた広報啓発

子ども若者はぐく
み局子ども若者
未来部子ども家
庭支援課

075-746-7625

36 京都府 京都市 11月 ○
市内福祉事務所，保健センター及び子育て支援機関におけるポスター
掲示及び啓発グッズの配布

子ども若者はぐく
み局子ども若者
未来部子ども家
庭支援課

075-746-7625

37 京都府 京都市 11月 ○ 市内のイベント等での啓発グッズ配布

子ども若者はぐく
み局子ども若者
未来部子ども家
庭支援課

075-746-7625

38 京都府 京都市 11月 ○ 市バス・地下鉄乗車カードの額面を用いた広報啓発

子ども若者はぐく
み局子ども若者
未来部子ども家
庭支援課

075-746-7625

39 京都府 福知山市 11月1日 ○

　・オレンジリボンキャンペーン：代表者会議委員・関係者による街頭啓発活
動
　　会場:大手スーパー３ヶ所（イオン・バザールタウン・PLANT3)
　・来場者に対して、児童虐待防止推進月間の冊子・啓発グッズ等を配布

福祉保健部子ど
も政策室家庭支
援係

0773-24-7066

40 京都府 福知山市 通年 ○ 　・啓発用のぼり旗の掲出・公用車マグネットによる啓発
福祉保健部子ど
も政策室家庭支
援係

0773-24-7066

41 京都府 福知山市 11月中 ○ 　・オレンジリボンを市職員に配布・胸元掲出
福祉保健部子ど
も政策室家庭支
援係

0773-24-7066

42 京都府 綾部市 11月 ○ 市役所庁舎周辺に児童虐待防止ののぼり旗を設置

福祉保健部こど
も支援課
家庭児童・療育
担当

0773‐42‐4251

43 京都府 綾部市 11月 ○ 市役所庁舎周辺に児童虐待防止の啓発垂れ幕の設置

福祉保健部こど
も支援課
家庭児童・療育
担当

0773‐42‐4251

44 京都府 綾部市 11月 ○ 市役所西庁舎玄関に児童虐待防止の啓発看板の設置

福祉保健部こど
も支援課
家庭児童・療育
担当

0773‐42‐4251

45 京都府 綾部市 11月 ○ 来課者及び関係機関にオレンジリボンと虐待防止冊子の配布

福祉保健部こど
も支援課
家庭児童・療育
担当

0773‐42‐4251



46 京都府 綾部市 11月 ○
自治会や市内医療機関・市内大型スーパー・コンビニ等に、啓発ポス
ター及びチラシを配布して市民啓発を行う。

福祉保健部こど
も支援課
家庭児童・療育
担当

0773‐42‐4251

47 京都府 綾部市 通年
市内の子育て家庭に、または、健診やイベントで子育て応援パンフレッ
ト「ほめ上手でグングン子育て」を配布する。

福祉保健部こど
も支援課
家庭児童・療育
担当

0773‐42‐4251

48 京都府 綾部市 通年 児童虐待防止マニュアル関係機関用（園・学校用）の配布

福祉保健部こど
も支援課
家庭児童・療育
担当

0773‐42‐4251

49 京都府 宇治市
9月6日～11月30

日
○

児童虐待等に関する相談窓口や防止推進月間に実施するキャンペー
ンの案内チラシ（市作成）を保育所(園）・認定こども園・幼稚園、小中学
校、関係機関等に配布

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

50 京都府 宇治市
11月7日・11月12

日・11月23日
○

市内商業施設、駅、公共施設周辺にて街頭啓発を実施し、児童虐待
防止に関する啓発チラシやグッズを配布

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

51 京都府 宮津市
11月1日～
11月30日

○ 市内1ヵ所で児童虐待防止啓発懸垂幕の掲出

健康増進係福祉
部
社会福祉課
子育て支援係

0772-45-1621

52 京都府 宮津市 １１月 ○ ミップル宮津店前においてオレンジリボンと啓発グッズの配布

健康増進係福祉
部
社会福祉課
子育て支援係

0772-45-1621

53 京都府 宮津市 １１月 ○
宮津市民駅伝競走大会においてオレンジタスキの使用と啓発グッズを
配布

健康増進係福祉
部
社会福祉課
子育て支援係

0772-45-1621

54 京都府 宮津市
１１月下旬～

12月下旬
○ 市内公共施設３ヵ所にオレンジツリーを設置

健康増進係福祉
部
社会福祉課
子育て支援係

0772-45-1621

55 京都府 亀岡市 １１月 ○
期間中に亀岡市役所等の公共施設において、オレンジリボン等を配布
し、児童虐待防止の啓発・周知に取り組む。

こども未来部
子育て支援課

0771-25-5027

56 京都府 城陽市 通年 ○ 市作成のリーフレットを配布
福祉保健部子育
て支援課子育て
支援係

0774-56-4036

57 京都府 城陽市 1月中旬
市内公立小学校入学説明会において児童虐待防止用パンフレットを
配布

福祉保健部子育
て支援課子育て
支援係

0774-56-4036

58 京都府 向日市 11月中 ○ 職員にオレンジリボンを配布。着装することにより啓発運動を推進する
市民サービス部
子育て支援課

075-931-1111

59 京都府 向日市 未定 児童虐待防止啓発パンフレットを作成し配布
市民サービス部
子育て支援課

075-931-1111

60 京都府 向日市 11月17日 ○
市民まつり会場において主任児童委員、民生児童委員連絡協議会が
主体となり、児童虐待防止について啓発活動を行う

市民サービス部
地域福祉課

075-931-1111

61 京都府 八幡市
11月1日～11月

30日
○ 市役所敷地内に啓発旗を設置

福祉部子育て支
援課

075-983-3148

62 京都府 八幡市
11月1日～11月

30日
○ 市内スーパーマーケットで啓発用物品（ポケットティッシュ）配布

福祉部子育て支
援課

075-983-3148

63 京都府 京田辺市 9月1日
「歯のひろば」において、子どもの虐待防止啓発に関する展示及び啓
発用リーフレット・パンフレット等を配布

健康福祉部子育
て支援課

0774-64-1377

64 京都府 京田辺市 11月1日 ○
近鉄新田辺駅・JR松井山手駅周辺において、啓発用リーフレット・
ティッシュ等を配布

健康福祉部子育
て支援課

0774-64-1377

65 京都府 京丹後市 11月6日 ○ 街頭啓発
教育委員会事務
局子ども未来課

0772-69-0340

66 京都府 京丹後市 11月中 ○ 京丹後市大宮庁舎に特設コーナー・ツリーを設置
教育委員会事務
局子ども未来課

0772-69-0341

67 京都府 南丹市 11月中旬 ○ スーパーにおいて、啓発物品（ボールペン、ファイル）等を配布
福祉保健部子育
て支援課

0771-68-0017

68 京都府 南丹市 11月中旬 ○ ＳＯＳカードを作成し、小中学生へ配布・コンビニ等への配架
福祉保健部子育
て支援課

0771-68-0017

69 京都府 木津川市 11月12日 ○ 京都府と合同で啓発物品の配布 こども宝課 0774-75-1212

70 京都府 久御山町 11月 ○ 京都府作成のオレンジリボン、啓発物品、チラシの配布
民生部
子育て支援課
子育て支援係

075-631-9904

71 京都府 井手町 11月2日・3日 ○ 井手町文化祭会場で啓発物品を来場者に配布。
いづみ人権交流
センター

0774-82-3380

72 京都府 宇治田原町 １１月 ○ 役場庁舎、保育所、住民体育館に懸垂幕・横断幕を設置
健康福祉部健康
児童課地域児童
係

0774-88-6636

73 京都府 笠置町 11月（未定） ○ 啓発物品の配布 保健福祉課 0743-95-2301
74 京都府 和束町 １１月 ○ 窓口で、町作成のリーフレット及び啓発グッズ(メモ帳)を配布 福祉課 0774-78-3006

75 京都府 精華町 11月17日（日） ○ 街頭啓発。せいか祭りでの啓発物品（ティッシュ等）配布
健康福祉環境部
子育て支援課

0774-95-1917

76 京都府 精華町 11月 ○ 町内全保育所・幼稚園在籍児童へ、啓発用リーフレットを配布
健康福祉環境部
子育て支援課

0774-95-1917

77 京都府 南山城村 未定 ○ 道の駅でパンフレット等配布 保健福祉課 0743-93-0294

78 京都府 京丹波町 10月27日
町が主催団体として参画するイベント「食の祭典」において、オレンジリ
ボン及びハンドブック等の配布や街頭啓発を実施予定

こども未来課 0771-82-1394

79 京都府 京丹波町 適宜 ○
児童虐待のリスク要因や影響、また、児童虐待への対応の流れ等を
記載した要保護児童対策地域協議会周知用リーフレット、子育て相談
窓口周知用リーフレットを関係機関に配布

こども未来課 0771-82-1394

80 京都府 伊根町 11月10日 ○
町主催のイベント会場にて、京都府作成の児童虐待防止啓発物品等
の配布

保健福祉課 0772-32-3031

81 京都府 与謝野町 １１月○日 ○
町のイベントもしくはスーパー前で啓発物品を配布（福知山児童相談
所、丹後保健所との共催）

子育て応援課 0772-43-9024



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 京都府 京都府 11月 ○ 府広報誌、ホームページ等による啓発
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4589

2 京都府 京都府 9月1日
乙訓地域における児童虐待防止を含む子育て支援に関する取組の向
上を図ることを目的として「乙訓地域各市町要保護児童対策地域（ネッ
トワーク）協議会実務者会議構成員等研修会」を開催（開催場所：乙訓

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4605

3 京都府 京都市 11月 ○ 情報誌への啓発記事の掲載（約50万部発行）

子ども若者はぐく
み局子ども若者
未来部子ども家
庭支援課

075-746-7625

4 京都府 福知山市 11月中 ○ 　・福知山市広報誌「広報ふくちやま」人権シリーズ号への啓発文の掲載
福祉保健部子ど
も政策室家庭支
援係

0773-24-7066

5 京都府 舞鶴市 11月1日 ○ 広報まいづる１１月号にて「虐待防止推進月間」の周知 子ども支援課 0773-66-2120
6 京都府 舞鶴市 11月 ○ 市役所ホールにてパネル展示による「虐待防止推進月間」の周知 子ども支援課 0773-66-2120
7 京都府 舞鶴市 11月10日 ○ まいてフェスタにおいて市民団体と共催により虐待防止をテーマにした 子ども支援課 0773-66-2120
8 京都府 舞鶴市 11月 ○ 要保護児童対策地域協議会により市内スーパー等の店頭で街頭啓発 子ども支援課 0773-66-2120

9 京都府 綾部市 11月5日 ○ 児童虐待防止月間についてラジオ出演（ＦＭいかる）で広報周知を行う

福祉保健部こど
も支援課
家庭児童・療育
担当

0773‐42‐4251

10 京都府 綾部市 11月 ○ 市の広報ネットに児童虐待防止月間について掲載

福祉保健部こど
も支援課
家庭児童・療育
担当

0773‐42‐4251

11 京都府 宇治市
10月30日～11月
1日（配布期間）

○
市広報紙「宇治市政だより」にて、児童虐待に関する啓発と防止推進
月間の取組

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141
市政だよりは11月
1日号に掲載

12 京都府 宇治市 通年 ○
市ホームページにて、児童虐待に関する啓発と防止推進月間の取組
及び里親制度の紹介

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

13 京都府 宇治市 10月末頃 ○
地域のコミュニティＦＭ放送にて、児童虐待に関する啓発と防止推進月
間の取組及び里親制度の紹介

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141 出演日未定

14 京都府 宇治市
11月12日～11月

25日
○

地域のコミュニティＦＭ放送にて、児童虐待防止に関する30秒間のス
ポット放送を実施

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

15 京都府 宮津市 １１月 ○ 宮津市ホームページで広報

健康増進係福祉
部
社会福祉課
子育て支援係

0772-45-1621

16 京都府 宮津市 10月もしくは11月 ○ 「広報みやづ」10月号での広報

健康増進係福祉
部
社会福祉課
子育て支援係

0772-45-1621

17 京都府 宮津市 １１月 ○ 宮津市情報メール配信・宮津市公式フェイスブックによる啓発

健康増進係福祉
部
社会福祉課
子育て支援係

0772-45-1621

18 京都府 亀岡市 １１月 ○
亀岡市発行の広報紙等において、児童虐待防止推進月間のＰＲに取
り組む。

こども未来部
子育て支援課

0771-25-5027

19 京都府 亀岡市 １１月 ○
市公用車に「児童虐待防止推進月間」をＰＲするマグネットシールを貼
付し、児童虐待防止の啓発・周知に取り組む。

こども未来部
子育て支援課

0771-25-5027

20 京都府 城陽市 11月1日 ○ 児童虐待防止推進月間等について市広報紙に掲載
福祉保健部子育
て支援課子育て
支援係

0774-56-4036

21 京都府 城陽市
11月1日～11月

30日
○ 児童虐待防止推進月間等について市ホームページに掲載

福祉保健部子育
て支援課子育て
支援係

0774-56-4036

22 京都府 向日市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間と相談窓口を紹介
市民サービス部
子育て支援課

075-931-1111

23 京都府 長岡京市
11月1日～11月

30日
○ 市ホームページに児童虐待防止のための記事を掲載

健康福祉部子育
て支援課

075-955-9558

24 京都府 長岡京市 11月、12月 ○
「パープル＆オレンジリボンプロジェクト２０１９」として長岡京市男女共
同参画センター主催により講座等を開催

対話推進部男女
共同参画セン

075-963-5501

25 京都府 八幡市
11月1日～11月

30日
○ 市広報紙やホームページに啓発記事を掲載

福祉部子育て支
援課

075-983-3148

26 京都府 京田辺市 11月 ○ 市の広報紙において、児童虐待防止推進月間についての記事を掲載
健康福祉部子育
て支援課

0774-64-1377

27 京都府 京丹後市 10月25日
広報京丹後11月号記事掲載
「子どもの笑顔のために　11月は児童虐待防止推進月間です！！」

教育委員会事務
局子ども未来課

0772-69-0340

28 京都府 京丹後市 11月8日 ○
広報京丹後おしらせ版11月8日号記事掲載
「京都府における里親制度の推進について」

教育委員会事務
局子ども未来課

0772-69-0340

29 京都府 京丹後市 11月8日 ○
広報京丹後おしらせ版11月8日号記事掲載
「虐待かも、と思ったら189番へ　～子どもたちや子育てに悩む保護者
のSOSの声をいちはやくキャッチ！～」

教育委員会事務
局子ども未来課

0772-69-0340

30 京都府 京丹後市 11月8日 ○
広報京丹後おしらせ版11月8日号記事掲載
「家庭子ども相談室」

教育委員会事務
局子ども未来課

0772-69-0340

31 京都府 南丹市
11月1日～11月

30日
○ 市の広報紙へ掲載、CATV文字放送での周知

福祉保健部子育
て支援課

0771-68-0017

32 京都府 木津川市 11月 ○ 広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載する こども宝課 0774-75-1212
33 京都府 大山崎町 １１月 ○ 町広報掲載 福祉課　児童福祉係 075-956-2101

34 京都府 井手町 11月1日～30日 ○
児童虐待防止推進月間にあわせて、井手町職員（１Ｆ窓口）等が啓発のためオレンジリ
ボンを着用、ホームページや広報誌に児童虐待防止に係る記事を掲載。

いづみ人権交流
センター

0774-82-3380

35 京都府 宇治田原町 11月1日 ○ 町広報紙への虐待防止についての記事掲載
健康福祉部健康
児童課地域児童
係

0774-88-6636

36 京都府 精華町 11月 ○ 町広報誌11月号及び町ホームページに啓発記事掲載
健康福祉環境部
子育て支援課

0774-95-1917

37 京都府 京丹波町 適宜 ○
広報紙お知らせ版において「虐待防止相談窓口」（町相談窓口、全国
共通ダイヤル、家庭支援総合センター等）の紹介記事を掲載

こども未来課 0771-82-1394

38 京都府 京丹波町 １１月 ○
広報紙お知らせ版１１月号において、上記の記事と併せて「虐待防止
推進月間」のＰＲ記事を掲載予定

こども未来課 0771-82-1394

39 京都府 伊根町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止推進月間の取組を周知 保健福祉課 0772-32-3031
40 京都府 与謝野町 １１月 ○ ケーブルテレビ等において、児童虐待防止について啓発 子育て応援課 0772-43-9024

○　広報誌、テレビ等で周知





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 京都府 京都府 11月 ○
企業との協働による啓発（従業員のオレンジリボン着用、啓発ポスター
の掲示）

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4589

2 京都府 京都府 11月 ○
郵便局との協働による啓発（配送車・バイク・郵便ポストへの啓発ス
テッカー掲出、店舗でのポスター掲示等）

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4589

3 京都府 京都府 11月中 ○ 親子ふれあい運動教室でオレンジリボン啓発を実施
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4600

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 京都府 京都府 11月1日 ○ 京都府庁旧本館をオレンジ色にライトアップ
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4589

2 京都府 京都府 11月 ○ 庁舎での啓発資材の展示・掲出・配布
健康福祉部家庭
支援課

075-414-4589

3 京都府 京都府 通年 ○

「すこやか子育て相談」
育児不安が高い乳幼児の保護者等に対して、心理の専門職による相
談指導
（開催場所：乙訓保健所）

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4604 事前予約制

4 京都府 京都府 1～2月
パートナーシップの視点に立ち、子どもと母親だけでなく父親を含む家
族全体を支援できる人材を養成するため、管内各市町子育て支援及
び母子保健担当者等を対象とした事例検討会を開催（開催場所：乙訓

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4608

5 京都府 京都府
１１月

（２日間程度）
○ 南丹市国際交流会館をオレンジ色にライトアップ

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4610

6 京都府 京都府
11月1日～11月

30日
○

ポスター、パネル展示による児童虐待啓発、取組の紹介（舞鶴総合庁
舎及び綾部総合庁舎の府民ホール）

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4618

7 京都府 京都府
11月1日～11月

30日
○

中丹東保健所及び綾部総合庁舎横に横断幕の掲示（虐待防止のス
ローガン）

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4619

8 京都府 京都府
11月1日～11月

30日
○

中丹東保健所敷地内にある電光掲示板にオレンジリボンの画像、啓
発文を表示

健康福祉部家庭
支援課

075-414-4620

9 京都府 綾部市 11月1日 ○ 市内街頭啓発「オレンジリボンキャンペーン」実施

福祉保健部こど
も支援課
家庭児童・療育
担当

0773‐42‐4251

10 京都府 宇治市
11月1日～11月

30日
○

公共施設（1か所）において、オレンジリボンオブジェや児童虐待防止
に係る図書等の展示を実施

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

11 京都府 宇治市
10月31日～11月

29日
○ 公共施設（2か所）において、児童虐待防止に係る啓発展示を実施

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

12 京都府 宇治市

4月17日・5月8
日・6月12日・7月
10日・8月14日・9
月11日・10月9

日・11月13日・12
月11日・令和2年
1月8日・2月12
日・3月18日

○ 市役所1階市民交流ロビーにて出張里親相談会の実施
福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

13 京都府 宮津市 １１月 ○ オレンジリボンの着用（宮津市全職員・市議会議員他）

健康増進係福祉
部
社会福祉課
子育て支援係

0772-45-1621

14 京都府 城陽市 通年 ○
乳児家庭全戸訪問事業において「体罰によらない育児の推進」に関す
るパンフレットを配布

福祉保健部子育
て支援課子育て
支援係

0774-56-4036

15 京都府 城陽市
10月下旬～11月

30日
○ 乳児家庭全戸訪問事業においてオレンジリボン、ハンドブックを配布

福祉保健部子育
て支援課子育て
支援係

0774-56-4036

16 京都府 京田辺市 11月 ○ 市役所職員及び関係者によるオレンジリボン装着
健康福祉部子育
て支援課

0774-64-1377

17 京都府 京田辺市 11月 ○
庁舎及び社会福祉センターにおいて、オレンジリボンツリー・のぼり・横
断幕等を設置

健康福祉部子育
て支援課

0774-64-1377

18 京都府 京丹後市 11月中 ○ 市立図書館・図書室に特設コーナー設置
教育委員会事務
局子ども未来課

0772-69-0340

19 京都府 木津川市 10月1日
要保護児童対策地域協議会構成メンバーの民生児童委員を対象にし
た研修を実施する

こども宝課 0774-75-1212

20 京都府 木津川市 9月3日 要保護児童対策地域協議会構成メンバーを対象にした研修を実施す こども宝課 0774-75-1212

21 京都府 井手町 11月1日～30日 ○ 児童虐待防止推進月間にあわせて、町内に啓発用のぼりを設置。
いづみ人権交流
センター

0774-82-3380

22 京都府 笠置町 11月 ○ ポスターの掲示 保健福祉課 0743-95-2301
23 京都府 和束町 通年 ○ 町公用車に啓発ステッカーを貼付 福祉課 0774-78-3006
24 京都府 和束町 １２月 ○ 町ホームページに児童虐待防止推進月間記事を掲載 福祉課 0774-78-3006

25 京都府 精華町 11月 ○ 庁舎懸垂幕掲示
健康福祉環境部
子育て支援課

0774-95-1917

26 京都府 精華町 11月 ○ 公用車オレンジリボンマグネット（１８９記載）掲示
健康福祉環境部
子育て支援課

0774-95-1917

27 京都府 精華町 11月 ○
庁舎内でのオレンジリボンツリー展示（町内保育所・幼稚園保護者、つ
どいの広場利用者に記載してもらったメッセージカードで装飾）

健康福祉環境部
子育て支援課

0774-95-1917

28 京都府 精華町 11月 ○ 全町職員のオレンジリボン着用
健康福祉環境部
子育て支援課

0774-95-1917

○　民間企業等とのタイアップ

○　その他


