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府省庁名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

1 内閣府
11月1日～11月
30日

○

平成27年度「子ど
も・若者育成支援
強調月間」におい
て、広報・啓発活動
を実施

平成27年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施要綱（内
閣府特命担当大臣決定）において、取り組むべき課題の重点
事項として「児童虐待の予防と対策」を掲げ、各都道府県及
び全国の市町村（都道府県経由）に周知するととともに、青少
年関係団体にも周知。

通年 ○
匿名通報ダイヤル
における児童虐待
事案（情報）の受付

平成22年２月から子どもや女性を守るための匿名通報事業
の対象に児童虐待事案を加えて運用し、早期の児童虐待事
案の発見、被害児童の早期救出保護に努めている。

7月13日～7月22
日

児童虐待防止に向
けた専門的な職員
研修の実施

都道府県警察において児童虐待事案を取り扱う専門分野の
警察職員に対して、事例研究や学識経験者等の有識者によ
る講義等の専門的な研修を実施した。

11月 ○
児童虐待防止に向
けた集中的な広報
啓発の実施等

11月の広報重点に「児童虐待防止対策の推進」を掲げるほ
か、10月に都道府県警察に対して児童虐待防止に向けた広
報啓発の推進や児童虐待への適切な対応を図るための取
組の推進について通知している。また、都道府県警察では、
警察本部のホームページや交番のミニ広報誌等を活用し、
児童虐待事案の早期発見、早期通報などの広報啓発を行
う。

通年 ○
児童虐待防止に向
けた職員研修の実
施

都道府県警察において、職員研修を実施し、児童虐待事案
への適切な対応の徹底を図る。

通年 ○
子どもの人権１１０
番

全国の法務局・地方法務局において，フリーダイヤルの相談
電話を設置し，人権擁護委員と法務局職員が，いじめや児童
虐待をはじめとする子どもの人権問題に関する相談に応じて
いる。

例年６月に１週
間強化週間を
設け，相談を受
け付ける時間
の延長や電話
回線の増設等
を行っている。

通年 ○
子どもの人権ＳＯＳ
ミニレター

全国の小中学校の児童・生徒全員に，学校を通じて，料金受
取人払い方式の便箋兼封筒を配布し，いじめや児童虐待等
に悩んでいる児童・生徒からの相談を受け，人権擁護委員と
法務局職員がこれに応じている。

通年 ○ SOS-eメール

パソコン又は携帯電話からインターネットを利用して，いつで
も人権相談を受け付ける窓口を開設し，いじめや児童虐待な
どの子どもの人権問題に関する相談について，人権擁護委
員と法務局職員が，メール，電話又は面談により応じてい
る。

通年 ○
ページ「子どもの人
権」

法務省ホームページに「子どもの人権」に関するページを新
設し，児童虐待等の子どもの人権問題について啓発を実施
している。

4月24日
6月4日

平成28年1月

都道府県・指定都
市教育委員会等の
生徒指導担当者に
対する児童虐待防
止についての周知

都道府県・指定都市教育委員会等の生徒指導担当者が集ま
る協議会において、厚生労働省及び文部科学省児童生徒課
から児童虐待防止対策について説明したり、関連文書を配
布したりするなど、児童虐待防止のための取組の一層の促
進を周知（平成２８年１月は予定）。

7月31日

「一時保護等が行
われている児童生
徒の指導要録に係
る適切な対応及び
児童虐待防止対策
に係る対応につい
て」（初等中等教育
局長通知）発出

本通知の発出により、下記２点を学校現場に求めた。
①虐待等の理由により児童相談所等で一時保護等が行われ
ている児童生徒について、（１）一時保護等が行われている
児童生徒が学習を行っている場合、「出席扱い」を認めるこ
と、（２）一時保護等が行われている児童生徒が学習を行って
いない場合は、欠席日数としない、いわゆる「公欠扱い」とす
ること。
②昨年12月26日の関係府省庁による「児童虐待防止対策に
関する副大臣等会議」の取りまとめを踏まえ、学校間におけ
る情報共有の促進、児童虐待等に係る研修の実施、児童虐
待に係る通告についての組織的な対応について、今後とも適
切に行うこと。

9月16日

都道府県・指定都
市教育委員会等の
人権教育担当者に
対する児童虐待防
止についての周知

都道府県・指定都市教育委員会等の人権教育担当者が集ま
る協議会において、文部科学省児童生徒課から児童虐待防
止対策について説明したり、関連文書を配布したりするなど、
児童虐待防止のための取組の一層の促進を周知。

9月29、30日
学校における教育
相談体制充実に係
る連絡協議会

スクールソーシャルワーカー活用事業・スークールカウンセ
ラー等実施団体（都道府県、政令指定都市及び中核市）担当
者等に対し、文部科学省担当者から学校における児童虐待
に関する対応、特に通告義務について説明するなど、スクー
ルソーシャルワーカーの役割の重要性について、改めて周
知。

文部科学省

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【関係府省庁】

警察庁2

3 法務省
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10月

各都道府県・指定
都市教育委員会教
育長、各国公私立
大学長等に対し
「児童虐待防止推
進月間」における依
頼通知や広報啓発
ポスター・リーフ
レット等の送付

各都道府県・指定都市教育委員会教育長、各国公私立大学
長等に対し「児童虐待防止推進月間」の実施について周知を
図るとともに、児童虐待防止について啓発を図る。

4月1日～平成28
年3月18日

○

地方公共団体への
委託による家庭教
育支援における訪
問型アウトリーチ支
援

地域の教育委員会、学校、福祉部局、医療機関、母子保健
機関、ＮＰＯ法人、企業、事業者団体、地域住民等の関係者
で地域協議会を組織し、家庭訪問型アウトリーチ支援チーム
の編成・手法等について検証した上で、児童虐待を含めた課
題を抱える家庭に対して、訪問型アウトリーチ支援を実施す
る。さらに、その取組の検証を通して、家庭教育支援におけ
る訪問型アウトリーチ支援の実践モデルを作成する。

7月1日～平成28
年3月31日

○
家庭教育支援手法
等に関する検討委
員会

児童虐待を含めた課題を抱える家庭に対して、訪問型の家
庭教育支援を実施するため、｢家庭教育支援手法等に関す
る検討委員会｣を開催し、訪問型家庭教育支援の手法や訪
問型家庭教育支援に関わる人材の養成を中心に検討する。

10月
「児童虐待防止推
進月間」の標語の
決定・公表

児童虐待問題に対する理解を国民一人ひとりが深め、主体
的な関わりを持てるよう、意識啓発を図ることを目的として、
標語の募集を行った。応募総数は、7,043作品の中から最優
秀作品を選考し、当該作品には厚生労働大臣表彰を授与
最優秀作品「もしかして」　あなたが救う　小さな手

10月
広報・啓発資料の
作成・全国配付

児童虐待防止に関する意識啓発を目的として、各種広報資
料を作成し、地方自治体、関係団体等に配布。
ポスター（B2版、A3版）、リーフレット（A4版）、カード、しおり

10月30日～ ○ 政府広報
児童虐待防止推進月間に合わせ、インターネットテレビ、モ
バイル携帯端末による広告、新聞突き出し広告などの広報を
実施

11月8日 ○

「子どもの虐待防止
推進全国フォーラ
ムin allかながわ」
の開催

児童虐待問題に対する理解を国民一人ひとりが深め、主体
的な関わりを持てるよう、「子どもの虐待防止推進全国フォー
ラムin　all かながわ」を開催し、基調講演や分科会等を実
施。
（会場：はまぎんホール、横浜市社会福祉センター)

11月9日～16日 ○
中央合同庁舎５号
館の「オレンジリボ
ンドレスアップ」

中央合同庁舎５号館日比谷公園側の窓にオレンジの紙を貼
り、事務室の照明によりオレンジリボンの形を浮かび上がら
せる。

6 最高裁判所 10月
「児童虐待防止推
進月間」の各家庭
裁判所への周知

「児童虐待防止推進月間」への協力に関する通知を各家庭
裁判所に対して行うほか，広報啓発用ポスター等が送付され
た際には，実施要綱に沿って取り扱うよう連絡する予定。

文部科学省4

5 厚生労働省



団体名
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択
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㈱社アソシエ・イン
ターナショナル

通年 ○ 虐待防止運動への協力

定期的に配慮を要する子どもと保護者についてのケース会議を実施。職員
間で共通認識を持ち、虐待を未然に防ぐための取り組みをしている。気に
なる親子の記録をとり、巡回指導の際に報告・相談するなど、行政との連
携をと密にとり、虐待防止のための取り組みを行っている。利用者の目の
届くところに厚生労働省発行の児童虐待防止のポスターを掲示している。

㈱サクセスアカデ
ミー

通年 ○ 社内教育 職員ミーティングによる、日々の児童の様子の確認徹底

㈱千趣会チャイルド
ケア

通年 ○ 子ども虐待防止運動への協力 職員ミーティングによる、日々における児童の様子の確認徹底

㈱ソラスト 通年 ○
虐待防止・対応マニュアルの各園
設置

2012年11月虐待防止・対応マニュアル作成、各園に設置済み。
定期的に園内研修にて内容・対応方法について確認している。

（株）ヒューマンサ
ポート

通年 ○
毎日園児受入時にボディチェックを行い園児の体に変化が無いか点検して
いる。

㈱千趣会チャイルド
ケア

3月 児童虐待マニュアルに沿った研修

サクセスアカデミー 4月
施設でのオレンジリボンポスター
掲示チラシ配布

保育施設・学童施設・本社にオレンジリボン運動のポスターを掲示し、理解
促進をはかり、オレンジリボン装着を推奨。保護者向けが同チラシを取れる
ように配置し、理解促進をはかる。

㈱アソシエ・インター
ナショナル

5月20日、7月15日、
11月18日、2月17日

○
専門家による社内研修。「配慮を要する子どもと保護者への理解と対応」を
テーマに年４回実施している。

10月9日 児童虐待防止推進月間の周知と取組
理事会において、児童虐待防止推進
月間の周知及び取組の推進を要請

10月下旬 児童虐待防止推進月間の周知と取組
メールマガジンにより、全会員事業者
に児童虐待防止推進月間の周知及び
会員事業者から職員への周知を要請

10月下旬 児童虐待防止推進月間の周知と取組
厚労省作成の虐待防止ポスターを保
育所等に掲示

11月20日、21日 ○
第21回学術集会
にいがた大会

つながりへのチャレンジ

3回/平成27年 学術雑誌発行
17巻1号（4月発行）特集：消えた子ども・子どもを見失う社会
17巻2号（10月発行予定）特集：子ども虐待防止世界会議名古屋2014
17巻3号（12月発行予定）特集：レジリエンス（仮題）

2回/平成27年 ニューズレター発行
No.38（4月発行）：世界会議の報告や連載「社会的養護」
No.39（11月発行予定）

募集期間
（10月31日期限）

施設や里親家庭で暮らしている
若者への入学支援金交付事業

社会的養護のもとで育った子どもたちの進学を応援するため、入学支援金
の交付事業を毎年行っている

今年度いっぱい 研究事業 社会的養護の形態の違いによる子どもへの支援の効果に関する研究事業

3
公益社団法人日本

小児科医会
9月 電話相談のポスターの配布

特定非営利活動法人チャイルドライン支援センターが作成したポスター「だ
れかにきいてもらう。きもちがはれる。」を全会員に配布。

10月中旬～11月末 ○
SBIグループとしてのオレンジリボ
ンキャンペーンの取り組み

SBIグループの役職員一同が虐待防止強化月間である11月の1ヶ月間、オ
レンジリボンバッジ、オレンジリボン、啓発シール、マグネットなどのサポート
グッズを利用し、社内外への普及・啓発活動に参画。また、各社にてポス
ターを掲示、および各社ホームページにてオレンジリボン応援バナーを掲
載。

11月15日 ○
オレンジリボンキャンペーンの後
援

オレンジリボンポスター・デザインコンテストの共催企業として参加。「子ど
もの虐待死を悼み命を讃える市民集会」への参加予定。

通年（年4回）6月13
日、10月31日、1月23

日、4月2日
子育て支援フォーラムの開催

テーマは「子育ての応援とゼロ歳児からの虐待防止を目指して」。児童虐
待の増加、特に低年齢児の虐待死亡が急増している現状に鑑み、一般市
民等を対象に日本医師会との共催で日本各地で同テーマでのフォーラム
を継続的に開催して行く。

※4/2開催分は平成27年度事業として
実施

5
(公社)全国私立

保育園連盟
未定 Child Aid LIVE の実施 “Child Aid”ｲﾍﾞﾝﾄ 実行委員として参画(予定)。

6月13日、10月31日、
1月23日

子育て支援フォーラム

子育て支援フォーラムの開催
「子育ての応援とゼロ歳児からの虐待防止を目指して」をテーマに一般市
民等を対象としたフォーラムを全国で開催
開催地：6/13群馬県、10/31香川県、1/23沖縄県

公益財団法人ＳＢＩ子ども希望財団、
開催地の県医師会と共催

11月28日 ○

平成27年度家族計画・母体保護法指導者講習会の開催
「若年妊娠について」をテーマに若年妊娠の全体像、児童虐待との関係、
社会的支援、性教育の重要性について行う
開催地：東京都日本医師会館

厚生労働省と共催

7
公益社団法人
日本看護協会

9月18日、19日
日本看護学会　ヘルスプロモー
ション

■開催地：熊本県熊本市
■内容
小児から高齢者および母性における健康維持増進や疾病予防、ヘルスケ
ア・システムに関する看護研究
・交流集会：社会的ハイリスク妊婦の妊娠期からの子育て支援、重い病気
や障害のある子供へのヘルスプロモーションを考える
・一般演題：妊娠期への支援、新生児看護と家族支援、課題を持っている
子供への対応、家族のかかわり　等

1

一般社団法人
日本子ども虐待防止

学会

一般社団法人
日本子ども育成

協議会

2

4

6
公益社団法人
日本医師会

公益財団法人
SBI子ども希望財団

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【関係団体】
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11月6日、7日 日本看護学会　精神看護

■開催地：長野県松本市
■内容
小児から高齢者における精神保健および精神疾患看護に関連する研究
・シンポジウム：周産期におけるメンタルヘルス
・示説：家族支援　等

9月～翌1月初旬
子ども虐待防止世界会議　名古
屋2014

■シンポジウムの実施
「特定妊婦」規定を使いこなし、多職種多診療科連携体制で虐待を防止す
る

9月18日、19日 実戦力アップ事例検討会
■開催地：公益社団法人日本看護協会JNAホール
■テーマ：母子保健、虐待を想定した事例検討会
※各県看護協会数か所においても上記と同様の研修会を開催

11月6日、7日 ○ 実戦力アップ事例検討会

■開催地：福島県内２町（広野町、新地町）
■テーマ：被災地における保健師の実践力強化に向けた事例検討会
■内容：当該町の保健師が提出する事例について、保健師等で事例検討
（児童虐待予防の視点が必要な事例を含んでいる）

9月～翌1月 ○ 実践力アップ事例検討会

■開催地：福島県内２町（南相馬市、相馬市）
■テーマ：被災地における保健師の実践力強化に向けた事例検討会
■内容：当該町の保健師が提出する事例について、保健師等で事例検討
（児童虐待予防の視点が必要な事例を含んでいる）

公益社団法人
日本看護協会と

都道府県看護協会
保健師職能委員会

が連携して開催

9月～1月初旬 ○ 保健指導ミーティング

■開催地：全国１６か所
■目的：新任期における保健師の保健指導のスキルアップとネットワーク
強化
■テーマ：母子保健（児童虐待等）、生活習慣病予防、精神保健、介護予
防、災害保健活動等の中から選定
■内容：各都道府県の実情に合わせて内容を企画し、保健師の実践事例
発表、保健師同士のグループ討議等を実施

各県看護協会 6月～2月 ○
中堅期保健師コンサルティングプ
ログラム（研修）

■開催県：全国１１県
■テーマ：受講者である中堅期の保健師が、母子保健（児童虐待等）、生
活習慣病予防、介護予防の中から選択
■内容：上記テーマについて、地域課題から施策化までの流れを6ヶ月間
（集合研修4回と自組織での実践）、コンサルタントの支援を受けながら学
ぶ

8
公益社団法人

日本産婦人科医会
通年 ○

・妊産褥婦に対する全国規模のメ
ンタルヘルスケアフォーラム開催

・全国産婦人科医療施設におけ
る妊産婦メンタルヘルスケア対応

本会では、平成23年度より全国都道府県産婦人科医会と連携して「望まない妊娠をした女性」に
寄り添い不幸な結果を防ぐために「妊娠等について悩まれている方のための相談援助事業」を開
始した。
　その際には、「妊娠等について悩まれている方のための相談援助事業連携マニュアル」を作成、
平成23年10月に全会員に配布した。
　平成26年3月には、今までの相談援助事業の成果を検討し、改訂版を作成した。それは「妊産婦
のメンタルヘルスケア体制の構築をめざし」であり、妊婦健診受診時の妊婦さん等メンタルヘルス
ケアに注力することとした。すなわち虐待の原因となる母親の産後うつ病、母子関係性障害等を
未然に防ぎ、結果的に出産後の児への虐待を防ぎ、健全に育児ができるよう支援している。
以上のように、乳幼児虐待を防ぐには、産婦人科医が妊婦健診時に妊婦等のメンタルヘルスに配
慮することで、母親の産後うつ病や母子関係性障害を重症化させることなく早期に対応することと
考えている。
　平成26年度からは、より具体的な支援事業として、妊婦が母子健康手帳を交付される日、ある
いは妊婦健診時等に、妊婦の心の状態・子供への関心等をエジンバラ産後うつ病質問票や様々
なチェックリストを駆使し、妊産褥婦のメンタルヘルスケアの仕組みを構築することで、出産後も、
児の虐待を防ぎ、健全に育児ができるように支援することとした。この対策は、国にとって、また、
厚労省にとっても人口減対策や少子化対策に貢献していると考える。
　平成27年度からは、「母と子のメンタルヘルスフォーラム」を開催し、メンタルヘルスに関し各地域
より実情に即して最適化した取組み内容が報告された。メンタルヘルスに対する問題意識が高ま
り、今後は継続的に全国各地でフォーラムを開催する予定。

9
公益社団法人

日本歯科医師会
9月～11月 ○ 児童虐待に関するアンケート調査

各地区における児童虐待への対応の
実態を把握し、その結果を基に今後
の方策を検討

公益社団法人 大分
県社会福祉士会

11月8日 ○ 大分県社会福祉士セミナー

テーマ「子どもを通してみる社会」（場所：大分県社会福祉研修センター）
・特別講演『ハーグ条約の概要と実際〜子供の権利を守る為に』講師　・外
務省領事局ハーグ条約室
・基調講演『拡がる波紋〜大阪二児置き去り死事件がなげかける社会のあ
り方とは』　講師　フリーライター 杉山　春　氏
・パネルディスカッション　児童相談所長、児童養護施設長等

NPO法人 いばらき
子どもの虐待防止
ネットワークあい

11月5日 ○ 虐待防止シンポジウム
「すべての子どもの幸せのために」～０日児の命を守るために～（総合病
院 土浦協同病院）

公益社団法人
日本社会福祉士会

12月5日～6日
2015年度 認定社会福祉士スクー
ルソーシャルワーク研修(仮称)

開催場所：タイム２４ビル
プログラム：
【総論】「スクールソーシャルワークの支援展開」
　講　師：内田　宏明 氏　（日本社会事業大学）
【各論】「スクールソーシャルワーク実践①いじめ」
　講　師： 山下　英三郎 氏（日本社会事業大学大学院）
【各論】「スクールソーシャルワーク実践②子どもの貧困」
　講　師： 山野　良一 氏（千葉明徳短期大学）
【各論】「スクールソーシャルワーク実践③子どもの虐待」
　講　師： 愛沢　隆一 氏（元埼玉県児童相談所）
【事例研究】
事例からスクールソーシャルワーカーの支援展開を学ぶ
　講　師： 坂口　繁治 氏（岩手県教育委員会支援チームスクールソーシャ
ルワーカー）
　　　　 清水　剛志 氏（富山県・富山市教育委員会スクールソーシャルワー
カー）
【総論】「教育行政と学校文化」
　講　師： 森田　洋司 氏（大阪市立大学）
【総括講義】「理論を実践にどう生かすのか」
　講　師：内田　宏明　氏（日本社会事業大学）
定員：140名

年間を通して実施 ○ 無料電話相談の実施

47都道府県の子育て・健康支援センターにて児童虐待防止に関する無料
電話相談を実施。
虐待に関する相談事例をまとめ、対応に関する研修を実施。
電話相談対応マニュアルの作成。

毎月第一金曜日 ○ 楽しい子育て・孫育て講座の実施
子育て期の両親、祖父母を対象に、助産師・遊びに関する専門家がおも
ちゃの実例提示、現代の子育てに関して講義などを実施。

年間を通して実施 ○ 命の教育（出前性教育講座）
小中学校に出向いて助産師が性教育を行い、命の大切さを考えるきっか
けとして、虐待予防活動を実施

公益社団法人
日本助産師会

11

公益社団法人
日本看護協会

7

10
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11
公益社団法人
日本助産師会

7月17日、18日
11月27日、11月28日

○ 母子訪問指導者講習会 虐待と格差社会についてルポライター杉山春氏の講演等

通年 ○

　1991年の団体設立時より、家庭内での虐待防止を目的に、電話相談
（03-5300-2990）、虐待に悩む母親のグループ「MCG」、セミナー等研修事
業などの実施をしているほか、里親・養親支援事業、育児スキルトレーニン
グ(ペアレンティング事業)、アタッチメント形成のための心理療法プログラ
ム、心理相談、法律相談、性虐待対応事業など活動を広げている。

10月～ ○
児童虐待防止推進月間のポス
ター、情報等の紹介

　ホームページ、会報「CAPニューズ」、ポスター掲示等にて
児童虐待防止推進月間の周知に協力する。

10月31日
10：00～16：00

第39回子どもの虐待防止セミ
ナー
「発達障害と養育環境」

発達障害を抱えた子どもと親へのサポートのあり方は大きな課題となって
いる。また、発達障害と虐待などの不適切な養育環境に起因する愛着障
害は、両者が重なり合う面や相互に影響しあう面もある。臨床の現場で長
年親子の支援に取り組んでいる児童精神科医でCCAP理事の田中哲を講
師に迎え、どのような視点で整理をすると有効かを取り上げ、子どもの支援
にかかわる専門職を対象に、各現場での対応にヒントとなるような研修を事
例検討をまじえて行う。

11月4日～6日
(11月1日～7日全国
の取り組みにも参加)

○
全国子育て・虐待防止ホットライ
ン

　月～土曜10：00～17：00（土曜は～15：00）に、育児不安、育児の困難、虐
待についての電話相談を受けているが、特に11月の児童虐待防止推進月
間中の11月4日～6日は、通常の相談時間を20：00まで延長した相談日を
設ける。
（これは、11月1日（日）～11月7日（土）に行う「全国子育て・虐待防止ホット
ライン」として、全国の民間虐待防止団体とともに実施するものである）

11月5日 ○
2015年度
特別養親サロン

電話相談やアタッチメント形成のための心理療法プログラム等を通じて里
親・養親支援事業を行っているが、里親よりもさらに支援の少ない特別養
子縁組家庭の養親を対象に、年3回テーマ別の講義と組み合わせたサロン
を開催する。11月のテーマは「真実告知：知人や学校への対応を考える」。

11月9日
10：30～12：00

○ 講座 子どもの虐待を考える2015

　毎月1回、「講座 子どもの虐待を考える2015」と題して、子どもの虐待の
問題に関心のある方を広く対象とし、当法人の関係者が、法律、医療、保
健、福祉など各人の専門の分野からテーマを設定した１時間半の小規模
講座を実施している。子どもの虐待問題を学ぶ学生のほか、一般市民や
関係職などの参加がある。
　11月は当法人の実施するアタッチメント形成のための心理療法プログラ
ムのスタッフとして関わる臨床心理士の若松亜希子が、「虐待を受けた子
どもへの心理的ケアを考える～社会的養護の現場から」をテーマに開催す
る。

11月12日
19：00～21：00

○
子ども虐待を知ろう～元気と知識
が得られる連続講座～

2年目となる連続講座で、5月～3月にかけて全10回開催。CAPS（子ども虐
待防止委員会）の要、地域関係機関との調整・連携の要となる医療機関で
働くソーシャルワーカーと、地域のネットワークの要となる子ども家庭支援
センター、福祉事務所、保健所などで家族の支援に関わる方を対象として
実施。重大な疾患として「子ども虐待」をとらえ、医療機関の中で危機介入
を行う事、虐待防止の視点を持ち、対応する事の重要性の認識を持ち、同
時に仲間を増やし、知識を持つことでソーシャルワークのスキルアップと
ネットワークづくりを目的とした基礎講座。
11月は当法人の理事で臨床心理士の片倉昭子を講師に「ネットワークを作
ろう② 児童相談所の権限を知っていますか？」を開催する。

（1）中央区
11月13日

19：00～20：30

（2）調布市
11月26日

19：30～21：00

○

［東京都委託事業］　地域におけ
る虐待対応力向上研修次の医師
会、歯科医師会における研修
（1）日本橋医師会開催（対象：中
央区内医師会、歯科医師会会
員）

（2）調布市歯科医師会開催（対
象：調布市内医師会・歯科医師会
会員）

東京都福祉保健局の委託を受け、都内一次医療機関における児童虐待
に対する対応力を高めることを目的に、年間10カ所での研修を東京都医師
会、東京都歯科医師会と各地区医師会の協力のもとに行っている。
　11月の児童虐待防止推進月間中は、日本橋医師会と調布市歯科医師
会の開催協力を得て、それぞれ中央区及び調布市の各医師会会員と歯科
医師会会員を対象とした研修を開催する。研修には日本子ども虐待医学
会作成の医療機関を対象とした虐待対応プログラム「BEAMS」のstage1を
取り入れ、6名の講師で研修を実施している。

～11月 ○
子ども虐待防止推進全国フォーラ
ム

・広報誌による周知

～11月 ○
子ども虐待防止オレンジリボン運
動

広報誌等による周知協力

平成27年2月12日、
13日

各種イベント等の周知、後援
各種団体等が実施する児童虐待防止等に関する研究集会・イベント等の
周知協力、後援

9月4日、5日、12月4
日、5日

児童虐待防止推進月間の周知
都道府県・指定都市社協へポスターやリーフレットの配布、広報誌による
情報提供等

通年 ○
社会的養護を担う児童福祉施設
長研修会

子どもの権利擁護や虐待の防止について、専門家の講義等による研修会
を開催（9月大阪、12月東京）

全養協、全乳協、全母協、全情短、全
国児童自立支援施設協議会と共催

11月8日・9日 ○
子どもと保護者の支援ガイドブッ
ク作成検討委員会の設置

保育所や認定こども園等において、日常の場面での「保育士の気づき」を
子ども子育て家庭への支援に繋げるための支援ガイドブックの検討。

～10月 子ども子育て全国フォーラム
児童虐待の防止も含め、子どもの貧困が生み出す社会的孤立や排除等
の問題について関係者が一堂に会し、今後の活動や取組みに関する意見
交換の場として開催（東京）

児童福祉施設関係種別協議会等と共
催

11月7日 ○ ファミリーソーシャルワーク研修会
社会的養護施設関係者等を受講対象に、被虐待児への支援、家族関係
の再構築等について、専門家や現場実践者の講義等による研修会を開催
（東京）

児童福祉施設関係種別協議会等と共
催

土・日・祝日を除く毎日
（10:00～12:00、
13:00～16:00）

○ 家庭児童相談 専門の相談員による電話での育児相談

8月27日～29日 度保育所保護者支援研修会
保育所入所児童の保護者及び地域の子育て家庭に対する子育て支援に
ついて、保育所職員を対象として研修を実施

14
全国社会福祉

協議会

社会福祉法人
子どもの虐待防止

センター

公益社団法人日本Ｐ
ＴＡ全国協議会

12 10月～翌6月

13

○
全国の各協議会を通じ周知
総務委員会にて児童虐待防止に
ついて協議予定

児童虐待防止月間の内容を周知する
児童虐待防止について、現状把握とＰＴＡとしてなにをすべきか協議予定

15
社会福祉法人
日本保育協会
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15
社会福祉法人
日本保育協会

11月10日 ○ 機関誌「保育界」11月号
機関誌「保育界」11月号（11月10日発行）において「児童虐待防止推進月
間」について周知する。

11月3日 ○
オレンジリボンマスク等の街頭配
布

オレンジリボンマスク（15,000枚）街頭配布し、児童虐待防止を呼びかける。
実施場所：銀座周辺地域

主催

11月15日 ○
鎮魂集会および
行進

第13回子どもの虐待死を悼み命を讃える市民集会
～一人ひとりの気づきが子どもと親の未来を守る～
虐待死の読み上げ、講演「SOSはなぜ、とどかなかったのか～二つのネグ
レクト事件を取材して～」、鎮魂の行進
会場：ニッショーホール

主催

6月6日 フォーラム
第3回オレンジリボンフォーラム「親と子を楽しもう！」
講演　「子育てのバトン」、親子ライブ、支援企業・団体によるブース設置
会場：文京区シビックセンター

主催

平成27年4月19日 シンポジウム
テーマ：これからの児童虐待防止法制度を考える～現場からの検証～
会場：TKP市ヶ谷カンファレンスセンター

主催

募集：1～3月
選定：4月

ポスター等作成：8月
表彰：6月6日

オレンジリボンポスターコンテスト
及びポスターの作成

全国からオレンジリボン運動のポスターを募集し、優秀な作品を選定の
上、ポスターを作成して、啓発活動に活用

主催

6月28日 皇居一周マラソン

オレンジリボン 日本列島をたすきでつなごう！井上幸夫さん（元東京都児
童相談所職員）応援ラン～皇居一周マラソン～
講演、マラソン
会場：TKP麹町駅前会議室

主催

6月30日
児童相談所全国共通ダイヤル「１
８９」の広報活動

児童相談所全国共通ダイヤル「１８９」入りのうちわを街頭配布し、新しい
電話番号を周知。
実施場所：中野駅周辺

主催

10月3日 シンポジウム
テーマ：これからの児童虐待防止対策を考える～現場からの検証～Part2
会場：TKP渋谷カンファレンスセンター

主催

1月 シンポジウム
テーマ：未定
会場：未定

主催

（特非）全国福祉未
来ネットワーク

9月12日 若者会議
第3回子ども虐待を考えよう！未来を担う若者会議
会場：神楽坂Human Capital Studio

共催

ＣＦＲびわこ 10月17日、18日
びわ湖一周オレンジリボンたすき
リレー

第6回びわ湖一周オレンジリボンたすきリレー～子どもの笑顔がいちばん
～」
会場：滋賀県びわ湖岸道路
中継地点やゴール会場にてオレンジリボン運動の啓発

共催

（特）子育てパレット 11月6日 ○ フォーラム
オレンジリボンフォーラムinあだち
会場：西新井ギャラクシティ

共催

（特非）和歌山子ども
の虐待防止協会

11月8日 ○ オレンジリボン啓発イベント
オレンジリボンフェスタ2015
会場：イオンモール和歌山

共催

ながの子どもを
虐待から守る会

①11月1日
②11月28日

○
シンポジウム
啓発活動

①オレンジリボンキャンペーン
　AC長野パルセイロの試合会場にてオレンジリボン運動の啓発
会場：南長野運動公園総合球技場
②児童虐待防止研修会
テーマ：児童虐待死ゼロに向けての対応と機関連携（仮題）
会場：未定

共催

（特非）児童虐待防
止協会

①6月13日
②11月

○
フォーラム／
オレンジリボン運動の啓発

①第１４回総会記念フォーラム
テーマ：「子どものサインを受け止めて・・・！～今、子どもと親に向き合って
思うこと～」
会場：大阪社会福祉指導センター　多目的ホール
②創って作って築るオレンジリボンキャンペーン（仮称）
布リボン作り他

共催

第16回日本子ども家
庭福祉学会大会

6月6日 学会

第16回日本子ども家庭福祉学会大会
テーマ：子ども家庭相談体制の再構築と人材育成に向けて～児童相談
所、市町村、地域の連携と協力～
会場：関西学院大学G号館

後援

東京富士大学 7月4日 オレンジリボン啓発イベント
ポニーとあそぼう2015　学生たちによってオレンジリボン啓発イベントとして
校内で親子でポニーに乗る
会場：東京富士大学　構内にて

後援

合同会社バグスタジ
オ

6月30日～7月5日 オレンジリボン啓発イベント
舞台「golem、胎児、形なきもの」
テーマ：「命とは？法律とは？子供とは？親とは？家族とは？」

後援

和がらし会 11月14日 ○ チャリティコンペ
第4回オレンジリボン運動チャリティゴルフコンペ
オレンジリボン運動啓発、募金活動
会場：グリーンフィールゴルフ倶楽部　三翠園

後援

(株)ゴルフ・ドゥ 11月17日 ○ チャリティコンペ
第7回チャリティゴルフ大会
オレンジリボン運動啓発及び地域の児童養護施設への寄付
会場：ひととのやカントリー倶楽部

後援

オレンジリボンゴスペ
ル

実行委員会
10月23日～11月23日 ○ 啓発イベント

オレンジゴスペル全国ツアー2015
会場：全国各地20ケ所（予定）

後援

Jaspcan 11月20～21日 ○ 学術集会
第21回学術集会 にいがた大会「つながりへのチャレンジ」
会場：朱鷺メッセ（新潟市）

16

（特）児童虐待防止
全国ネットワーク
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平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【関係団体】

17
チャイルドライン

支援センター
通年 ○ 子ども電話相談

全国72のチャイルドライン実施団体が18歳までの子どもの電話をフリーダ
イヤルで受けて傾聴し、子どものこころを聴く、ことを通じて子ども自身のエ
ンパワーメントの一助となる。

通年 ○ 電話相談 全国　子育て・虐待防止ホットライン

通年 ○ メール相談 全国　子育て・虐待防止ホットラインメール相談

12月23日 オレンジリボンイベント ハーレーバイクなどによる子ども虐待防止パレード・街頭啓発

12月23日 オレンジリボンイベント ハーレーバイクなどによる子ども虐待防止パレード・街頭啓発

9月6日 オレンジリボンイベント 名古屋市スマイルデーなごやでのオレンジリボンキャンペーン

10月24日 オレンジリボンイベント 稲沢市福祉祭りでのオレンジリボンキャンペーン

11月14日、15 ○ オレンジリボンイベント 名古屋市えびすまつりでのオレンジリボンキャンペーン

通年 ○ 広報活動 虐待防止関連活動事業への後援と全国の実践者への広報

通年 ○
利用者支援事業
従事者向け研修

困難事例への対応スキル等を学ぶ支援者向け研修の実施

①10月17日
②11月7日・8日

③12月6日
支援者向け研修

虐待の予防型としての支援のあり方を学ぶ要素も盛り込む（名古屋、広
島、仙台）

10～11月 ○
児童虐待防止推進月間ポスター
をホームページへ掲載

児童虐待防止の標語及び児童虐待防止推進月間ポスターをホームページ
に掲載し、児童虐待問題に対する深い関心と理解を求める。

10月25日
児童虐待防止オレンジリボンたす
きリレーの実施

湘南コース・都心コース・鎌倉/三浦/横須賀コースの３コースでランナーが
オレンジ色の襷をつなぎ横浜の新港中央広場まで駅伝形式で走破する。
子どもたちの明るい未来と児童虐待防止の願いを込め、児童虐待防止の
象徴であるオレンジリボンに見立てた「オレンジ色の襷」を仕立て、その心
をつなぎます。

1月12日
12:30～16:45

公開講座の開催
「なにもかもが独り-施設で育った子どもたちのそれから-」をテーマに施設
職員である早川悟司先生と高橋亜美先生を招いての公開講座。　（子ども
の虹情報研修センター大研修室）

11月13日～19日 ○ 全国幼稚園ウィーク
子育て支援啓発活動・研修会など、保護者・地域との連携を強化し、子育
てをする親の不安や孤立感を解消できるよう支援する（各国公立幼稚園）

7月28日、8月21日、
10月10日、17日、28
日、11月1日、7日

全国キャンペーン研修会
子育て支援研修会の開催（岩手県／盛岡市、新潟県／新潟市、石川県/
白山市、滋賀県／甲賀市・湖南市、岡山県／岡山市、愛媛県／伊予市、
大分県／大分市）

6月13日、7月24日、
25日

全国研究大会 全国研究大会（神奈川県／相模原市、徳島県／徳島市）

7月1日～3日 研修

実務者研修会の開催
テーマ：「地域の中での児童家庭支援センターの役割～原点復帰、支援の
在り方を考えよう～」
会場：資生堂湘南研修所(ECOLE　DE　HAYAMA)
目的：児童家庭支援センターの相談体制の充実と職員の専門性の向上を
図る

10月29日～30日 研修

全国児童家庭支援センター研究協議会　全国大会の開催
テーマ：「児童家庭支援センターから発信する役割と課題～変遷する役割
と課題～」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会
場：ゆがふいんおきなわ
目的：関係機関から児童家庭支援センターへの期待を聞くとともに、参加
者相互が意見交換・情報交換を行うことによりセンター機能の更なる充実・
向上を図る

10月中旬～11月 ○
「児童虐待防止啓発」のポス
ター、　リーフレットの配布

各センターへ啓発ポスター、リーフレットを送付し、周知を行う。

10月25日 オレンジリボンたすきリレー

場所：横浜山下公園
事業概要：子ども虐待防止啓発活動を目的に、オレンジ色のたすきをリ
レーで繋ぐ。ブースの１区画では、ポスターの掲示やリーフレットやグッズの
配布を行う。

12月 「子ども・子育て全国フォーラム」 各センターへの周知

12月
「子どもと施設の権利擁護全国
ワークショップ」

各センターへの周知

9月～10月 「児童福祉週間」　　標語の募集 各センターへの周知、協力依頼

通年 ○
各センターで取り組んでいる子ども虐待防止オレンジリボン運動への協
力、広報

23
全国児童養護
施設協議会

～11月 ○
子ども虐待防止推進全国フォーラ
ム

広報誌等による周知協力

全国国公立幼稚園・
こども園長会

日本子どもの虐待防止
民間ネットワーク

18

CAPNA

20

22
全国児童家庭支援

センター協議会

19
NPO法人子育てひろば

全国連絡協議会

子どもの虹
情報研修センター

21
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平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【関係団体】

～11月 ○
子ども虐待防止オレンジリボン運
動

広報誌等による周知協力

10月7日～9日 全国児童養護施設長研究協議会
児童虐待防止に向けた家族への支援や子どもの権利擁護等について、専
門家の講義や実践事例の発表等による研究会を開催（秋田）

1月12日～14日 中堅職員研修会
被虐待児の心理や支援技術等について、専門家の講義等による研修会を
開催（東京）

通年 ○ 各種イベント等の周知
各種団体等が実施する児童虐待防止等に関するイベント等の周知への協
力

～11月 ○ 児童虐待防止推進月間の周知 ポスターやリーフレットの配布、広報誌による情報提供等

9月3日～4日、12月3
日～4日

社会的養護を担う児童福祉施設
長研修会

子どもの権利擁護や虐待の防止について、専門家の講義等による研修会
を開催（9月大阪、12月東京）

全社協、全乳協、全母協、全情短、全
国児童自立支援施設協議会と共催

平成27年2月8～9日 ファミリーソーシャルワーク研修会
被虐待児への対応、家族の再統合等について、専門家や現場実践者の講
義等による研修会を開催（東京）

全社協、全乳協、全母協と共催

12月2日 ○ 子ども子育て全国フォーラム
児童虐待の防止も含め、子どもの貧困が生み出す社会的孤立や排除等
の問題について関係者が一堂に会し、今後の活動や取組みに関する意見
交換の場として開催（東京）

児童福祉施設関係種別協議会等と共
催

8月5日～8月7日
全国情緒障害児短期治療施設職
員研修会

情短施設における支援・障害者支援

新設情短等研修
「情緒障害児短期治療施設の役割と治療的援助の基礎」
「子ども理解に基づいた治療的援助の工夫」
「チームアプローチの意義と良好なチームワーク」

11月12日～11月13日 ○ 心理治療部会 情緒障害児短期治療施設におけるナラティブを考える

11月19日～11～20日 ○ 生活指導部会 愛着形成に課題を持つ児童の生活支援を考える

25
全国自立援助ホーム

協議会
10月1日～2日 全国大会開催

「社会的養護の新たな時代へ向けて～改めて自立を問う～」・滋賀県草津
市

通年 ○ 電話相談、子ども人権110番
毎週月曜日から金曜日の9:00～17:00　フリーダイヤル0120-007-110にて
委員が相談に応じている。（電話は各法務局に設置されている）

毎年6月の1週間強化週間があり、
平日9:00～19:00
土日10:00～17:00開設し相談を受けて
いる

通年 ○ メール相談 窓口SOS-Eメール

通年 ○
子どもの人権SOSミニレター
10月、11月に配布

全国の小中学生に相談用の便箋、封筒用紙を配布し、児童、生徒の悩み
事を書いた手紙を郵送（無料）してもらい、人権擁護委員が返信をして相談
に応じている。

27
全国地域活動連絡

協議会
8月～11月 ○

母親クラブ等に呼びかけて「心の
つぶやき」を募集

安全な家庭環境を作ることが広い意味での虐待予防となります。
”家族の間で感じた気持ち”を募集し、沢崎俊之埼玉大学教授に分析して
もらい、虐待予防に向けた母親クラブ研修会等で活用するための資料を作
成する。

通年 ○ 乳児院倫理綱領の周知
・Ｈ20年5月組織決定以降､広報媒体や組織作成資料、研修会等で周知
・H26年5月、より現状に即した内容に改訂し各施設での活用を図ってい
る。

通年 ○
より適切なかかわりをするための
チェックポイントの周知

・Ｈ21年2月以降、広報媒体や組織作成資料、研修会等で周知
・H26年5月、より現状に即した内容に改訂し各施設での活用を図ってい
る。

～11月 ○
子ども虐待防止推進全国フォーラ
ム

広報誌等による周知協力

～11月 ○
子ども虐待防止オレンジリボン運
動

広報誌等による周知協力

通年 ○ 各種イベント等の周知、後援
各種団体等が実施する児童虐待防止等に関する研究集会・イベント等の
周知協力、後援

～11月 ○ 児童虐待防止推進月間の周知
都道府県・指定都市社協へポスターやリーフレットの配布、広報誌による
情報提供等

　（全社協・全乳協・全養協・全母協主
催）

7月15日～17日、10月１日
～２日、11月25日～27日

○
全乳協主催の研修会、全国大
会、セミナーでの学習・研鑽

・子どもの権利擁護や虐待防止､被虐待児の養育､虐待した保護者へのア
プローチや支援などについての学習機会を提供（7月：岩手県、10月：新潟
県、11月：東京都）

（全社協・全乳協・全養協・全母協主
催）

9月3日～4日、12月3
日～4日

社会的養護を担う児童福祉施設
長研修会

子どもの権利擁護や虐待の防止について、専門家の講義等による研修会
を開催（9月大阪、12月東京）

全養協、全母協、全情短、全国児童
自立支援施設協議会と共催

8月～
子どもと保護者の支援ガイドブッ
ク作成検討委員会への参画

保育所や認定こども園等において、日常の場面での「保育士の気づき」を
子ども子育て家庭への支援に繋げるための支援ガイドブックの検討。

12月2日 子ども子育て全国フォーラム
児童虐待の防止も含め、子どもの貧困が生み出す社会的孤立や排除等
の問題について関係者が一堂に会し、今後の活動や取組みに関する意見
交換の場として開催（東京）

児童福祉施設関係種別協議会等と共
催

2月8～9日 ファミリーソーシャルワーク研修会
社会的養護施設関係者等を受講対象に、被虐待児への支援、家族関係
の再構築等について、専門家や現場実践者の講義等による研修会を開催
（東京）

児童福祉施設関係種別協議会等と共
催

通年 ○

全国保育協議会将来ビジョン（平
成18年10月策定、平成21年3月
改訂）に基づき、子どもの育ちを
保障するための取り組み

広報誌、研修会資料への掲載により全国保育協議会将来ビジョンの周知
を図り、子どもの育ちや権利を保障する観点から、保育現場における被虐
待児童への保育実践や保育研究の推進を行う

6月、8月、9月、11月、
1月、2月

○ 研修会での学習・研鑽
権利擁護、虐待の未然防止、早期発見・対応に関する内容について講義
等学習機会の提供

11月 ○ 「児童虐待防止推進月間」の広報 広報誌による情報提供

30
全国保健師長会

（行政）
通年 ○

育児相談、虐待防止の啓発（オレンジリボン運動、講演会等）、関係機関等
とのネットワーク体制の構築等を実施。

各保健所等で実施している取り組み
については把握していない。

全国人権擁護委員
連合会

全国乳児福祉
協議会

26

全国情緒障害児
短期治療施設協議会

29

28

24

全国保育協議会

23
全国児童養護
施設協議会



団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【関係団体】

～11月 ○
子ども虐待防止推進全国フォーラ
ム(厚生労働省)開催の周知

・広報誌による情報提供

～11月 ○
｢児童虐待防止推進月間｣標語、
ポスター・リーフレットの周知

・広報誌による情報提供
・各乳児院へのポスター・リーフレットの送付、周知

～11月 ○
児童虐待防止関連各種イベント
の周知

・広報誌による情報提供

10月15日～16日
全母協主催の職員研修会での学
習・研鑽

・25年・26年度より2か年かけ策定してきた「私たちのめざす母子生活支援
施設（ビジョン）」では、権利擁護の実践として、母と子を権利侵害から守る
だけではなく、母と子の主体的な権利、市民としての権利を母子生活支援
施設の日々の支援の中で積極的に実践していくと定め、先駆的な実践事
例をもとに、実現していくこと等を全国大会において確認。（愛知県）

（全社協・全乳協・全養協・全母協主
催）

9月3日～4日、12月3
日～4日

社会的養護を担う児童福祉施設
長研修会

子どもの権利擁護や虐待の防止について、専門家の講義等による研修会
を開催（9月大阪、12月東京）

全養協、全乳協、全母協、全情短、全
国児童自立支援施設協議会と共催

8月～ ○
子どもと保護者の支援ガイドブッ
ク作成検討委員会の設置

保育所や認定こども園等において、日常の場面での「保育士の気づき」を
子ども子育て家庭への支援に繋げるための支援ガイドブックの検討。

児童福祉施設関係種別協議会等と共
催

12月2日 子ども・子育て全国フォーラム
児童虐待の防止も含め、子どもの貧困が生み出す社会的孤立や排除等
の問題について関係者が一堂に会し、今後の活動や取組みに関する意見
交換の場として開催（東京）

児童福祉施設関係種別協議会等と共
催

2月8日、9日
ファミリーソーシャルワーク研修会 社会的養護施設関係者等を受講対象に、被虐待児への支援、家族関係

の再構築等について、専門家や現場実践者の講義等による研修会を開催
（東京）

児童福祉施設関係種別協議会等と共
催

5月
「児童虐待防止推進月間」標語募
集の通知

各都道府県・指定都市民児協に応募・参加の協力を呼びかけた。

平成25年11月～平成
29年11月

○
新たな「全国児童委員活動強化
推進方策・行動宣言」の普及促進

全国児童委員活動強化推進方策「広げよう地域に根ざした思いやり」行動
宣言　児童委員・主任児童委員版の普及促進を図っている。そのなかの重
点目標には、児童虐待の予防と早期発見・対応があり、一層の推進を図る
こととしている。
【重点目標】
①子育て家庭を応援する地域づくりを進め、子育ての孤立や育児不安の
抱え込みの防止に努めます。
②地域の子どもたちの見守り活動を進めるとともに、子どもたちにとって身
近な「おとな」となります。
③児童虐待の早期発見・早期対応のため、幅広い関係者の連携・協働を
推進します。

［東日本］8月31日月）～9
月1日（火）

［西日本］8月6日（木）～7
日（金）

全国主任児童委員研修会（東西2
会場）

児童虐待防止の観点からも、経済的困窮や社会的孤立に陥りやすい家庭
への支援が重要になるところであり、児童委員、主任児童委員にも、相談
活動を通じて必要なサービスにつなげることや、居場所づくり等への協力
等が期待されている。
　研修会のプログラムとして、１日目のシンポジウムにおいて「子どもたちの
健やかな育ちを支えるために～低所得世帯の子どもたちへの支援を考え
る～」を設定し、民児協関係者のほか、フードバンクに取り組んでいる団体
や児童養護施設関係者等をシンポジストとして迎え、主任児童委員および
民児協としての低所得世帯への関わり方、支援のあり方について学ぶとと
もに、今後の具体的な活動の方向性についてシンポジウムを実施した。

5月
機関紙を通じた活動紹介・広報啓
発

機関紙「民生委員・児童委員のひろば」（月刊、245,000部発行）において関
連記事を掲載し、委員活動の参考に広報啓発している。
【5月号　インフォメーション】
インフォメーションのコーナーにおいて警察庁より公表された平成26年度の
ＤＶ、児童虐待による検挙数および、厚労省より公表された平成25年２月
現在の入所児童の被虐待経験の有無等を明らかにした「児童養護施設児
童等調査」の結果について紹介した。

10月
「児童虐待防止推進月間」標語募
集の通知

各都道府県・指定都市民児協に応募・参加の協力を呼びかける。

10月15日、16日 全国民生委員児童委員大会

大会2日目において「課題を抱える親子への相談支援活動の推進」をテー
マとした活動交流集会を設け、児童虐待等の早期発見、早期対応、再発
防止に向けて、関係機関との連携した支援を進めるうえでの、民生委員の
役割等について考え、児童虐待問題の対応について理解を深める。

2月 全国児童委員研究協議会
児童委員を対象にした全国研究協議会に児童虐待に関するプログラムを
盛り込み研究協議する。

33
全国養護教諭連絡

協議会
通年

（27年度　28年度）
○

養護教諭の執務に関する調査と
調査報告

「養護教諭の職務に関する調査」の中で、度中の児童虐待（疑いも含む）に
関わった事例の件数、養護教諭として対応する上での課題について、会員
(27000人)の約２０％を対象に調査し、報告書を作成する。

隔年に研究紀要を発行

34
全国連合小学

校長会
7月～8月（毎年）

アンケート調査と調査結果の分析
（研究紀要）の作成

児童の問題行動等の調査の一環として、児童虐待の未然防止、早期発
見、早期対応につなげていくことを目的として、児童虐待に関する現状と防
止のための課題について、毎年全国の状況を調査・分析している。全国都
道府県の小学校各１０校（計４７０校程度）を対象に、質問紙及び自由記述
の調査方法により実施。

通年 ○
全教職員による早期虐待発見と
対応

学校で見られる生徒の様子に関する情報交換を行い、家庭での虐待が疑
われるケースの早期発見と対応策を考える。
（適宜管理職への報告及び、毎週の運営委員会と職員会議において）

通年 ○ ＰＴＡとの連携

ＰＴＡ役員会及び運営委員会等において、虐待が疑われる生徒の状況に
ついて教員との共通理解を図り、保護者からの情報を収集する。また、保
護者会や保護者あての通知等により、児童虐待の未然防止、早期発見の
重要性について周知する。

通年 ○ 学校運営協議会の対応

学校運営協議会において生徒・保護者の虐待に関する情報を集約し、学
校としての対応を協議・確認する。さらに学校運営協議会の委員から様々
な会合等において、児童虐待の未然防止、早期発見の重要性について周
知していただく。

通年 ○
都道府県、各市区町村の通知等
の徹底

各自治体の取組を各学校で周知し、その内容を把握することにより、教職
員はじめ学校関係者の意識啓発を図る。また、その取組の徹底を図ること
により児童虐待防止に努める。

通年 ○
各自治体子ども家庭支援担当課

や児童相談所との連携

要保護児童支援地域協議会などにおいて、児童虐待に関わる情報を集約
するとともに、各自治体子ども家庭支援担当課や児童相談所との連携を図
り、児童虐待防止に努める。また、その会合等で得た情報を精査し、教職
員や学校関係者に周知する。

32

35

全国民生委員
児童委員連合会

31
全国母子生活支援

施設協議会

全日本中学校長会



団体名
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 具体的内容（テーマ・開催場所等） 備考

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【関係団体】

通年 ○ 「2010年代の教育宣言」

本連合会は1970年代以降ほぼ10年おきに「教育宣言」を作成しその歩む
べき方向性を公にしてきた。「2010年代の教育宣言」においては、個人の
自由と人権および児童一人一人の個性を尊び、その内なる可能性を児童
愛をもって引き出し、心豊かな人間性を育成しようとしている。この「教育宣
言」を会報に年6回掲載し、加盟校18７校の教職員等に配布している。

随時 教員研修会 各地区研修会等（広報啓発）

37
日本私立中学高等

学校連合会
10月、11月 ○

・定例会議の会議資料として、４７都道府県私学協会、本連合会役員に
リーフレットを配付。
・全国の私立中学校、高等学校、中等教育学校に頒布している機関紙「私
学時報」に子どもの虐待防止推進全国フォーラム、児童虐待防止月間につ
いて掲載。

11月～ ○ ＨＰ上での広報活動 児童虐待防止推進月間キャンペーンのお知らせをＨＰへ掲載する。

10月～ ○ ポスターの全弁護士会送付
厚労省からご提供いただくポスターを全弁護士会へ送付し，掲示を依頼す
る。

5月～7月頃
2015年子どもの権利・全国イベン
ト

毎年「子どもの日」がある５月を中心に，子どもの権利に関わる諸課題につ
いての理解を深める機会として，シンポジウムや講演会，特別相談会と
いった子どもの権利に関する様々な催しを各弁護士会において実施してい
る。

通年 ○ 子どもの人権に関する相談窓口
各弁護士会に相談窓口を設置し，子どもの権利に関するさまざまな相談を
受け付けている。

38 日本弁護士連合会

36
日本私立小学校

連合会



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 問い合わせ先

1 北海道 北海道 11月1日 ○

JR札幌駅において街頭啓発（※札幌市と共催） 保健福祉部子ども未来推進局子
ども子育て支援課

011-231-4111(内線
25-772)

2 北海道 北海道 10月29日

児童虐待防止講演会開催（石狩市と共催） 中央児童相談所 011-631-0301

3 北海道 北海道 11月27日 ○

児童虐待防止講演会開催 旭川児童相談所 0166-23-8195

4 北海道 北海道 11月5日 ○

帯広駅にて児童虐待防止推進月間と講演会（11/12）開催の広報活動（ティッシュ配布） 帯広児童相談所 0155-22-5100

5 北海道 北海道 11月12日 ○

児童虐待防止講演会（児童虐待の防止～法制度の側面から～・帯広市内） 帯広児童相談所 0155-22-5100

6 北海道 北海道 11月24日 ○

児童虐待防止講演会開催 釧路児童相談所 0154-92-3717

7 北海道 北海道 11月12日 ○

児童虐待防止講演会開催 函館児童相談所 0138-54-4152

8 北海道 北海道 10月26日～30日

里親制度普及・児童虐待防止啓発パネル展 函館児童相談所 0138-54-4152

9 北海道 北海道 11月6日 ○

児童虐待防止講演会開催 北見児童相談所 0157-24-3498

10 北海道 北海道 11月16日 ○

児童虐待防止講演会開催 岩見沢児童相談所 0126-22-1119

11 北海道 北海道 11月12日 ○

児童虐待防止講演会開催 室蘭児童相談所 0143-44-4152

12 北海道 滝川市 10月25日

国際ソロプチミスト滝川チャリティーバザーにおいて児童虐待防止啓発グッズ配布 子育て応援課家庭児童相談室 0125-23-5217

13 北海道 滝川市 11月10日 ○

児童虐待防止推進月間にあわせ街頭啓発 子育て応援課家庭児童相談室 0125-23-5217

14 北海道 滝川市 11月 ○

滝川市要保護児童等連絡協議会関係機関にオレンジリボン配布 子育て応援課家庭児童相談室 0125-23-5217

15 北海道 滝川市 11月 ○

広報たきかわ11月号および滝川市ホームページにおいて虐待予防啓発 子育て応援課家庭児童相談室 0125-23-5217

16 北海道 滝川市 11月 ○

滝川市役所子育て応援課窓口にオレンジリボンのクリスマスツリー設置 子育て応援課家庭児童相談室 0125-23-5217

17 北海道 滝川市 12月

赤い羽根共同募金カラオケ大会にて児童虐待防止啓発グッズ配布 子育て応援課家庭児童相談室 0125-23-5217

18 北海道 歌志内市 11月1日 ○

市広報誌により「児童虐待防止推進月間」を周知 保健福祉課 0125-42-3213

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】



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 問い合わせ先

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】

19 北海道 深川市 11月前半 ○

オレンジリボン活動への参加。
幼稚園、保育園にカット済みのオレンジ色のリボンを提供し、オレンジリボンの製作と園児配布を依頼.。

市民福祉部社会福祉課子育て支
援推進室

0164-26-2237

20 北海道 南幌町 11月 ○

町広報誌において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 保健福祉課福祉障がいグループ 011-378-5888

21 北海道 南幌町 通年 ○

保健福祉課窓口にてオレンジリボンの配布 保健福祉課福祉障がいグループ 011-378-5888

22 北海道 南幌町 10月11日

町内開催行事にてオレンジリボンの配布、児童虐待防止啓発リーフレット、児童相談所全国共通ダイヤルの周知リーフレット等の配布 保健福祉課福祉障がいグループ 011-378-5888

23 北海道 南幌町 6月

民生委員・児童委員協議会おいてオレンジリボンの配布 保健福祉課福祉障がいグループ 011-378-5888

24 北海道 南幌町 7月

町広報誌において、児童相談所全国相談ダイヤルの周知記事を掲載 保健福祉課福祉障がいグループ 011-378-5888

25 北海道 長沼町 11月 ○

広報に掲載 子ども支援係 0123-82-5555

26 北海道 栗山町 11月4日～30日 ○

オレンジリボンツリーの設置（テーマ・内容：多くの町民に児童虐待防止に関心を持ってもらうため、子どもが幸せになるようにと願いを
込めて用意したリボンにコメントを書き入れて、設置したツリーに飾ってもらう。場所：役場１階ロビー）

保健福祉課 子育て支援センター 0123-72-1280

27 北海道 秩父別町 通年 ○

ポスター掲示やリーフレットの配布は乳幼児健診等の母子事業にて通年で配布している 住民課住民福祉グループ 0164-33-2111

28 北海道 沼田町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発を行う。 保健福祉課子育て支援推進室 0164-35-2120

29 北海道 江別市 11月 ○

市広報誌において児童虐待防止に関する記事を掲載 健康福祉部子育て支援課 011-381-1236

30 北海道 江別市 11月6日 ○

江別市要保護児童対策協議会を開催し、児童虐待の現状報告と関係機関意見交換を行う 健康福祉部子育て支援課 011-381-1236

31 北海道 江別市 11月17日 ○

江別市自立支援協議会子ども部会において関係機関職員に児童虐待についての講話と児童虐待防止推進月間のﾘｰﾌﾚｯﾄ配布を行
う

健康福祉部子育て支援課 011-381-1236

32 北海道 千歳市 10月20日

街頭啓発（千歳市の各種相談員とともに、市内大型ショッピングセンター出入口で、児童、母子、DV相談等の窓口紹介、利用促進PR
の際に児童虐待のリーフレット等を配布し、児童虐待の理解と通報等を呼びかける。

保健福祉部子育て支援室子育て
推進課児童相談係

0123-24-0935

33 北海道 恵庭市 11月 ○

児童虐待防止講演会の開催
　・来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット、カード及びしおりを配布

子ども家庭課 0123-33-3131

34 北海道 恵庭市 11月 ○

オレンジリボン付き啓発ティッシュ配布及び市窓口職員がオレンジリボン着用 子ども家庭課 0123-33-3131

35 北海道 恵庭市 11月 ○

市公用車に、児童虐待防止ステッカーを貼付 子ども家庭課 0123-33-3131

36 北海道 北広島市 11月1日 ○

市広報紙において、児童虐待防止の啓発記事を掲載 保健福祉部子育て支援室児童家
庭課

011-372-3311
（内線615）
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37 北海道 北広島市 10月中旬～11月下旬 ○

児童虐待相談窓口の電話番号を記載したカードを、小中学校を通じて児童生徒に配布 保健福祉部子育て支援室児童家
庭課

011-372-3311
（内線615）

38 北海道 北広島市 11月 ○

手作りのオレンジリボンを、関係職員に配布 保健福祉部子育て支援室児童家
庭課

011-372-3311
（内線615）

39 北海道 北広島市 11月19日 ○

児童虐待防止講演会（北広島市芸術文化ホール）
来場者に対して、道都大学等の児童虐待防止に係る制作発表を展示
来場者に対して、啓発物品を配布

保健福祉部子育て支援室児童家
庭課

011-372-3311
（内線615）

40 北海道 北広島市 11月 ○

メッセージボード自動販売機へのメッセージ配信による啓発 保健福祉部子育て支援室児童家
庭課

011-372-3311
（内線615）

41 北海道 石狩市 9月30日～10月2日

いしかり子育てメッセ　パネル展において手作りの大型オレンジリボンとポスターを掲示、オレンジリボンやオレンジリボンクリアファイ
ルを配布
会場、石狩市総合保健福祉センターりんくる

保健福祉部こども相談センター 0133-72-3195

42 北海道 石狩市 11月 ○

市役所設置ディスプレイに児童虐待防止推進月間の放映 保健福祉部こども相談センター 0133-72-3195

43 北海道 石狩市 11月 ○

市広報１１月号で児童虐待予防推進月間について市民に周知 保健福祉部こども相談センター 0133-72-3195

44 北海道 石狩市 11月 ○

市役所職員にオレンジリボン着用周知とオレンジリボンを配布 保健福祉部こども相談センター 0133-72-3195

45 北海道 石狩市 11月 ○

市役所窓口等にオレンジリボンを配置 保健福祉部こども相談センター 0133-72-3195

46 北海道 当別町 11月1日 ○

町広報誌に児童虐待防止啓発記事掲載 福祉部子育て推進課子育て支援
係

0133-25-2658

47 北海道 当別町 通年 ○

手作りオレンジリボンを福祉部職員が着用 福祉部子育て推進課子育て支援
係

0133-25-2658

48 北海道 小樽市 11月1日 ○

広報おたる11月号に児童虐待防止推進月間の啓発記事を掲載 福祉部子育て支援課 0134-32-4111
内線378

49 北海道 小樽市 11月 ○

児童虐待防止の啓発パネルを市役所庁舎内で展示 福祉部子育て支援課 0134-32-4111
内線378

50 北海道 室蘭市 10月20日

チラシとポケットティッシュを配布し、児童虐待防止と相談窓口についての街頭啓発 保健福祉部子育て支援室家庭児
童相談室

0143-25-2705

51 北海道 室蘭市 通年 ○

市内の専門学校や小中学校等を対象に、児童虐待防止出前講座を実施、 保健福祉部子育て支援室家庭児
童相談室

0143-25-2705

52 北海道 室蘭市 11月1日 ○

市広報紙11月号にて、児童虐待防止啓発の実施 保健福祉部子育て支援室家庭児
童相談室

0143-25-2705

53 北海道 室蘭市 10月30日～11月6日 ○

つどいの広場「サンキッズ」において、ポッケトティッシュを配布し、児童虐待防止月間と子育て相談窓口等をＰＲ 保健福祉部子育て支援室母子児
童係

0143-25-2494

54 北海道 室蘭市 11月 ○

子育て支援室窓口と庁内案内において、ポケットティッシュを配布し、児童虐待防止月間と相談窓口をＰＲ 保健福祉部子育て支援室母子児
童係

0143-25-2494
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55 北海道 苫小牧市 11月1日 ○

市広報誌において児童虐待防止月間ＰＲ及び虐待対応機関掲載 健康こども部こども支援課相談係 0144-32-6369

56 北海道 苫小牧市 11月 ○

要保護児童対策地域協議会関係機関主要職員のオレンジリボン装着 健康こども部こども支援課相談係 0144-32-6369

57 北海道 苫小牧市 11月 ○

児童虐待防止ＰＲ懸垂幕を市役所本庁舎に掲示 健康こども部こども支援課相談係 0144-32-6369

58 北海道 苫小牧市 11月 ○

児童虐待防止ＰＲ懸垂幕を市内大型ショッピングモールに掲示 健康こども部こども支援課相談係 0144-32-6369

59 北海道 苫小牧市 11月 ○

児童虐待防止ＰＲ看板を市役所前に掲示 健康こども部こども支援課相談係

60 北海道 苫小牧市 11月 ○

児童虐待防止チラシ入りポケットティッシュを市内大型ショッピングモールにて1000個配布 健康こども部こども支援課相談係 0144-32-6369

61 北海道 登別市 11月 ○

市ホームページ、市広報誌、懸垂幕を利用した児童虐待啓発キャンペーンの実施 保健福祉部子育てグループ子ども
虐待相談室

0144-85-6677

62 北海道 登別市 10月19日

児童虐待防止啓発事業「虐待防止セミナー」の開催 保健福祉部子育てグループ子ども
虐待相談室

0144-85-6677

63 北海道 登別市 2月

保育士を対象とした児童虐待に関する勉強会の開催 保健福祉部子育てグループ 0144-85-5634

64 北海道 伊達市 7月、11月 ○

市広報紙において、児童虐待防止の啓発 福祉部児童家庭課児童家庭係 0142-23-3331

65 北海道 白老町 11月20日 ○

児童虐待防止講演会開催 教育委員会子ども課 0144-85-2021

66 北海道 日高町 7月～10月

富川高校と連携して、学年別に性・妊娠・出産・育児をテーマとした保健講話、乳児とその親との交流による育児体験実習とグループ
ワークを実施。

健康福祉課福祉・子育て支援グ
ループ

01456-2-6183

67 北海道 日高町 9月～11月 ○

社会教育と日高高校が融合連携して行う産業学習制度の修学生を対象に性・妊娠・出産・育児をテーマとした保健講話、乳児とその
親との交流による育児体験実習を実施 。

日高総合支所地域住民課健康・介
護グループ

01457-6-3173

68 北海道 平取町 11月 ○

町広報誌にて、児童虐待防止推進月間を周知 保健福祉課福祉係 01457-4-6112

69 北海道 様似町 11月6日 ○

児童虐待予防に関する記事を町広報に掲載する。 保健福祉課 0146-36-5511

70 北海道 函館市 11月 ○

児童虐待防止啓発パネル展（庁舎内ホール） 函館市子ども未来部次世代育成
課

0138-32-1537

71 北海道 函館市 11月 ○

ラジオおよび大型電光掲示板（庁舎内ホール）により児童虐待防止推進月間に関する周知 函館市子ども未来部次世代育成
課

0138-32-1537

72 北海道 北斗市 11月1日 ○

市広報紙において、児童虐待防止の啓発を実施 民生部社会福祉課子育て支援係 0138-73-3111
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73 北海道 七飯町 11月 ○

町広報紙及び町ホームページに児童虐待防止（オレンジリボン運動）の記事を掲載して啓発を行う 民生部子育て健康支援課子育て
支援係

0138-66-2521

74 北海道 七飯町 11月 ○

町職員にオレンジリボンを配布して児童虐待防止の推進を図る 民生部子育て健康支援課子育て
支援係

0138-66-2521

75 北海道 森町 11月2日 ○

町広報誌における、児童虐待に関する注意・啓発を実施。 住民生活課児童年金係 01374-7-1084

76 北海道 八雲町 11月 ○

町広報誌に児童虐待に係る啓発記事を掲載 住民生活課児童係 0137-62-2111

77 北海道 八雲町 11月 ○

オレンジリボンの着用 住民生活課児童係 0137-62-2111

78 北海道 長万部町 11月 ○

町広報(11月号)で児童虐待防止月間について周知。 保健福祉課福祉係 01377-2-2454

79 北海道 江差町 11月 ○

児童虐待防止推進月間のシンボルとして、オレンジリボンツリー及び啓発用パネル等を役場庁舎内で展示 町民福祉課福祉子育て係 (0139)52-6720

80 北海道 江差町 11月 ○

町広報紙１１月号において、児童虐待防止に関する記事を掲載 町民福祉課福祉子育て係 (0139)52-6720

81 北海道 江差町 11月 ○

町公用車１台に啓発用マグネット（オレンジリボン）を装着予定 町民福祉課福祉子育て係 (0139)52-6720

82 北海道 旭川市 11月4日～11月9日 ○

児童虐待防止啓発パネル展示（イオン旭川西）
児童虐待防止啓発物配布

子育て支援部子育て相談課子育
て相談係

0166-25-6418

83 北海道 旭川市 11月9日～11月20日 ○

児童虐待防止啓発パネル展示（フィール旭川） 子育て支援部子育て相談課子育
て相談係

0166-25-6418

84 北海道 旭川市 11月20日～11月30日 ○

児童虐待防止啓発パネル展示（市役所内） 子育て支援部子育て相談課子育
て相談係

0166-25-6418

85 北海道 旭川市 11月 ○

市広報誌において児童虐待推進月間周知 子育て支援部子育て相談課子育
て相談係

0166-25-6418

86 北海道 士別市 通年 ○

児童福祉施設で使用する公用車に、子ども虐待防止のステッカーを貼付して啓発 保健福祉部こども・子育て応援室 0165-23-3121

87 北海道 士別市
7月～10月、毎月第3火

曜日
○

市民ボランティア等による、啓発活動用オレンジリボン付きポケットティッシュの作成 保健福祉部こども・子育て応援室 0165-23-3121

88 北海道 士別市 11月上旬 ○

市内大型店舗前等において、オレンジリボン付きポケットティッシュを配布。　市内の学校や関係機関等において、相談専用電話等を
記載したカードやポスターを配布して啓発。

保健福祉部こども・子育て応援室 0165-23-3121

89 北海道 士別市 11月 ○

市役所庁舎内に、子ども虐待防止推進月間の「のぼり」を設置。子どもの参加するイベント会場において、参加者によるオレンジリボ
ンの作成。

保健福祉部こども・子育て応援室 0165-23-3121

90 北海道 名寄市 11月 ○

大型商店街の前で、ティッシュ配りを予定。 保健福祉部・こども未来課 01654-3-2111
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91 北海道 富良野市 12月11日 ○

市民を対象に研修会を実施し、大学の教授を講師に招き、児童虐待防止について啓発してもらう。 保健福祉部・こども未来課 0167-39-2223

92 北海道 当麻町 11月 ○

町広報に児童虐待防止月間の周知記事記載 健康福祉課福祉係 0166-84-2111

93 北海道 上富良野町 11月10日 ○

町広報誌11月10日号に啓発記事掲載 保健福祉課子育て支援班 0167-45-6987

94 北海道 上富良野町 通年 ○

公用車にオレンジリボンマグネット装着。封筒にオレンジリボンシール貼付。オレンジリボンクリアファイル配付。 保健福祉課子育て支援班 0167-45-6987

95 北海道 中川町 11月 ○

町広報誌に児童虐待防止月間の周知記事掲載 住民課幸福推進室 01656-7-2813

96 北海道 留萌市 11月 ○

メールマガジンで、児童虐待防止の啓発を行う。 教育委員会子育て支援課 0164-42-1808

97 北海道 稚内市 11月24日 ○

児童問題講演会 教育部こども課子育てグループ 23-6529

98 北海道 稚内市 11月上旬～中旬 ○

児童虐待防止啓発事業 教育部こども課子育てグループ 23-6529

99 北海道 帯広市 11月 ○

児童虐待防止啓発カードを市内小中学校等に配布 こども未来部子育て支援課おやこ
相談係

0155-25-9700

100 北海道 帯広市 11月1日 ○

市広報紙において児童虐待防止啓発記事を掲載 こども未来部子育て支援課おやこ
相談係

0155-25-9700

101 北海道 帯広市 11月10日～11月16日 ○

保健福祉センターにおいてパネル展の開催 こども未来部子育て支援課おやこ
相談係

0155-25-9700

102 北海道 帯広市 11月10日～11月23日 ○

図書館において関連図書の設置・紹介 こども未来部子育て支援課おやこ
相談係

0155-25-9700

103 北海道 音更町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止に関する町の施策を紹介 子ども福祉課子ども福祉係 0155-42-2111

104 北海道 士幌町 11月 ○

広報紙に児童虐待防止月間について掲載 保健福祉課福祉保険G 01564-5-2006

105 北海道 上士幌町 10月23日

町広報誌（11月号）において、児童虐待防止の啓発及び相談窓口の周知 保健福祉課 01564-2-2111

106 北海道 鹿追町 11月 ○

１１月広報誌において、児童虐待防止の啓発及び相談窓口の周知 福祉課福祉町民相談係 0156-66-1311

107 北海道 清水町 10月

児童虐待防止に向けた広報お知らせ版への記事の掲載 子育て支援課 0156-69-2226

108 北海道 芽室町 11月12日 ○

町広報紙にて推進月間ＰＲ 子ども支援課子育て支援係 0155-62-9733
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109 北海道 更別村 10月

村広報誌により児童虐待防止推進月間及び相談窓口について掲載。（10月号） 保健福祉課福祉係 0155-53-3000

110 北海道 大樹町 10月～11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止に関する広報を行う。 保健福祉課 01558-6-2500

111 北海道 広尾町 11月 ○

町広報紙において「児童虐待防止推進月間」について周知 保健福祉課児童係 01558-2-0172

112 北海道 幕別町 4月

小学校５・６年生と中学生向けの「子どもの権利に関する
パンフレット」を作成し、学校を通じ配布

民生部こども課児童福祉係 0155-54-3811

113 北海道 幕別町 11月 ○

児童虐待防止推進月間に併せ、児童虐待の通告窓口等を
町広報紙で周知

民生部こども課児童福祉係 0155-54-3811

114 北海道 本別町 11月1日 ○

町広報紙にて推進月間ＰＲ 子ども未来課子ども子育て支援担
当

0156-22-8130

115 北海道 足寄町 11月13日 ○

広報紙に児童虐待防止推進月間の記事を掲載する 福祉課保健福祉室福祉担当 0156-25-2141

116 北海道 足寄町 11月 ○

自動販売機電光掲示板に児童防止虐待推進月間について掲示する 福祉課保健福祉室福祉担当 0156-25-2141

117 北海道 釧路市 11月2日 ○

「児童虐待防止オレンジリボン運動」ＰＲ用ティシュ街頭配布 釧路市こども保健部こども支援課 0154-31-4204

118 北海道 釧路市 11月24日 ○

平成２７年度子ども虐待防止講演会
「児童虐待の発見・つなぐことの大切さについて
　～児童虐待通告や連携の重要性～　山田不二子氏　　釧路市民文化会館

釧路市こども保健部こども支援課
釧路児童相談所

0154-31-4204

119 北海道 釧路市 11月16日 ○

FMくしろ「市役所からこんにちは」
「児童虐待防止オレンジリボン」ＰＲ出演

釧路市こども保健部こども支援課 0154-31-4204

1 青森県 青森県 7月～10月

児童虐待予防の啓発と虐待相談窓口の周知を目的とし、JR時刻表に広告を掲載 健康福祉部こどもみらい課子育
て支援グループ

017-734-9301

2 青森県 青森県 11月～1月 ○

地方住民に虐待予防の啓発と県内児童相談所フリーダイヤルの周知を目的として、バスステッカーを掲出 健康福祉部こどもみらい課子育
て支援グループ

017-734-9301

3 青森県 青森県 12月

保護者と子どもに虐待ホットラインの周知を目的として、新入学児童に子ども虐待ホットラインカードを配布 健康福祉部こどもみらい課子育
て支援グループ

017-734-9301

4 青森県 弘前市 11月1日 ○

市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載 健康福祉部子育て支援課子育
て支援係

0172-40-7038

5 青森県 弘前市 8月26日

子育て支援員を対象に弘前児童相談所において研修会を実施 健康福祉部子育て支援課子育
て支援係

0172-40-7038

6 青森県 弘前市 10月20日

青少年健全育成推進員を対象に弘前児童相談所において研修会を実施 弘前市少年相談センター 0172-35-7000

7 青森県 八戸市 11月 ○

児童虐待等の通告先を明記したパンフレット等の配布 福祉部子育て支援課家庭支援
グループ

0178-43-9342
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8 青森県 黒石市 5月12日

学校を通じて市内の児童・生徒に、子どもいじめ・虐待何でも相談「こどもほっとライン」の電話相談表示カードを配布 健康福祉部福祉総務課こども未
来係

0172-52-2111
内線518

10 青森県 黒石市 11月 ○

オレンジリボンを作製し、各種団体に配布 健康福祉部福祉総務課こども未
来係

0172-52-2111
内線518

11 青森県 五所川原市 10月23日

市広報で児童虐待防止推進月間を周知 福祉部家庭福祉課児童家庭係 0173-35-2111

12 青森県 十和田市 10月24日～10月25日

南公民館まつりにオレンジリボンの配布をする 健康福祉部福祉課 0176-51-6716

13 青森県 平川市 通年 ○

市ホームページに児童虐待防止に関する情報掲載。子育て支援課窓口に家庭相談員のチラシを設置。 子育て支援課 0172-44-1111

14 青森県 深浦町 9月～11月 ○

広報ふかうらに虐待予防の啓発コラムを3回シリーズで掲載 地域包括ケアセンター 0172-76-2042

15 青森県 七戸町 11月1日 ○

11月号町広報誌に児童虐待の定義や通報・相談窓口を掲載 社会生活課 0176-68-2114

16 青森県 六戸町 11月 ○

町広報誌において児童虐待防止推進啓発の情報を掲載 福祉課 0176-55-3111

17 青森県 横浜町 11月 ○

町広報誌に、児童虐待防止に関する掲載をする。 健康福祉課 0175-78-2111

18 青森県 風間浦村 通年 ○

虐待ホットライン（携帯電話、役場職員が交代で持つ）で相談に応じる 村民生活課 0175-35-3111

19 青森県 南部町 11月 ○

広報１１月号で児童虐待防止について掲載 健康福祉課子育て支援班 0178-60-7100

20 青森県 階上町 11月10日～ ○

町広報紙に掲載し早期相談、早期発見を呼びかける 保健福祉課健康増進G 0178-88-2162

21 青森県 階上町 通年（9月～） ○

相談機関等に関するリーフレットの配布 保健福祉課健康増進G 0178-88-2162

22 青森県 階上町 12月頃

ペアレントトレーニング（虐待予防含）に関する講演会の開催 保健福祉課健康増進G 0178-88-2162

1 岩手県 岩手県 7月～翌3月 ○

県内４カ所（うち、沿岸被災地２か所）において「命の大切さ」を啓発するワークショップを実施 子ども子育て支援課 019-629-5461

2 岩手県 岩手県 11月 ○

県民や支援者を対象とした子ども虐待防止フォーラムを開催 子ども子育て支援課 019-629-5461

3 岩手県 岩手県 11月 ○

県内９カ所にて、児童虐待防止啓発物品を配付 子ども子育て支援課 019-629-5461

4 岩手県 岩手県 11月 ○

JR、三陸鉄道主要駅舎、バス車内へのポスター掲示 子ども子育て支援課 019-629-5461



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 問い合わせ先

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】

5 岩手県 岩手県 11月 ○

バス車外（前面）への垂れ幕 子ども子育て支援課 019-629-5461

6 岩手県 岩手県 11月 ○

各種メディア等を使った広報を予定 子ども子育て支援課 019-629-5461

7 岩手県 盛岡市 11月1日 ○

児童虐待防止推進月間に合わせて，市の相談窓口と児童虐待に関する情報提供についての協力依頼について，広報紙と
ホームページに掲載

  保健福祉部子ども未来課家庭支援係 019-613-8354

8 岩手県 宮古市 11月1日 ○

市広報において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 保健福祉部福祉課 0193-62-2111

9 岩手県 大船渡市 11月 ○

盛駅前、サンリアショッピングセンター前で、子育て支援、児童虐待に係る冊子等を配布予定 子ども課 0192-27-3111

10 岩手県 花巻市 11月1日 ○

市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載 健康福祉部地域福祉課児童家
庭係

0198-24-2111

11 岩手県 花巻市 11月上旬 ○

市内のショッピングセンター店頭で児童虐待防止啓発用パンフレット等を配布 健康福祉部地域福祉課児童家
庭係

0198-24-2111

12 岩手県 花巻市 11月上旬 ○

各地区の民生委員・児童委員の定例会でリーフレットを配布し、児童虐待防止の啓発活動 健康福祉部地域福祉課児童家
庭係

0198-24-2111

13 岩手県 北上市 11月13日 ○

市広報誌で児童虐待防止の記事を掲載 教育委員会教育部子育て支援
課

0197-72-8261

14 岩手県 北上市 11月 ○

市内ショッピングセンターにおいてオレンジリボンの配布 教育委員会教育部子育て支援
課

0197-72-8261

15 岩手県 久慈市 11月 ○

学童指導員を対象とした研修会 子育て支援課 0194-52-2169

16 岩手県 久慈市 11月 ○

児童虐待防止リーフレット（市作成）を全世帯に配布 子育て支援課 0194-52-2169

17 岩手県 久慈市 11月 ○

児童虐待防止について市ＨＰで周知 子育て支援課 0194-52-2169

18 岩手県 久慈市 11月17日～18日 ○

児童虐待防止グッズをイベントで配布 子育て支援課 0194-52-2169

19 岩手県 久慈市 通年 ○

児童虐待防止啓発用マグネットシートを公用車に掲示し周知 子育て支援課 0194-52-2169

20 岩手県 遠野市 11月5日 ○

市広報誌（広報遠野）に虐待防止に関する記事を掲載 子育て総合支援課 0198-62-2111

21 岩手県 遠野市 11月初旬 ○

「遠野ショッピングセンターとぴあ」の出入口にて、オレンジリボンの配布に併せ市の相談窓口周知のチラシを配布する。さら
には、配布の様子をケーブルテレビ（遠野テレビ）で放映し、広く啓発活動を実施する。

子育て総合支援課 0198-62-2111

22 岩手県 一関市 11月1日 ○

市広報誌において、児童虐待防止推進月間及び通告・問い合わせ先を周知する。 保健福祉部子育て支援課 0191-21-2165
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23 岩手県 陸前高田市 11月 ○

市広報で虐待防止の周知・啓発を行う 市福祉事務所 0192-54-2111

24 岩手県 陸前高田市 11月 ○

市作成小冊子”もしかして虐待？”を庁舎内で配布する 市福祉事務所 0192-54-2111

25 岩手県 陸前高田市 11月 ○

市作成小冊子”デートＤＶ”を庁舎内で配布する 市福祉事務所 0192-54-2111

26 岩手県 釜石市 11月1日 ○

市広報誌において児童虐待防止推進月間の周知と児童虐待通告先を紹介 保健福祉部子ども課子ども福祉
係

0193-22-5121

27 岩手県 釜石市 11月3日 ○

市内商業施設内でオレンジリボン等の啓発物品の配布やオレンジリボンを飾るセレモニーを実施（広域振興局事業に共催） 保健福祉部子ども課子ども福祉
係

0193-22-5121

28 岩手県 二戸市 11月1日 ○

市広報紙において児童虐待防止に関する記事を掲載。 子育て支援企画課 0195-23-1325

29 岩手県 八幡平市 9月

「広報はちまんたい」2015/9/1号に、児童虐待189の周知記事掲載 地域福祉課 0195-74-2111

30 岩手県 八幡平市 6月、9月、12月、3月

八幡平市要保護児童対策地域協議会実務者会議において、虐待管理月の強化・協力依頼 地域福祉課 0195-74-2111

31 岩手県 奥州市 11月 ○

市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載 健康福祉部子ども・家庭課家庭
福祉係

0197-24-2111
(231)

32 岩手県 奥州市 11月 ○

振興局が実施するオレンジリボンキャンペーンに参加   健康福祉部子ども・家庭課家庭福祉係 0197-24-2111
(231)

33 岩手県 滝沢市 11月5日 ○

市広報誌において、市民に対し「児童虐待」についての周知。 健康福祉部児童福祉課 019-656-6519

34 岩手県 滝沢市 12月17日

市内関係機関の職員や地域の民生児童委員等を対象とした「児童虐待に関する研修会」の開催 健康福祉部児童福祉課 019-656-6519

35 岩手県 滝沢市 9月～2月 ○

医師や助産師を講師に招き、市内の小中学生を対象とした「思春期保健講演会」の開催。 健康福祉部健康推進課 019-656-6526

36 岩手県 滝沢市 10月

市内の中学生を対象とした「赤ちゃんふれあい体験学習」の開催。 健康福祉部健康推進課 019-656-6526

37 岩手県 雫石町 10月22日

町広報紙にて児童虐待防止推進月間と児童家庭相談窓口の周知 福祉課 019-692-2412

38 岩手県 雫石町 11月 ○

福祉課にオレンジリボンのモニュメントを設置 福祉課 019-692-2412

39 岩手県 葛巻町 10月20日(予定)

子育て支援センターのオレンジリボン等啓発グッズ作成（保護者参加） 健康福祉課 0195-66-2111

40 岩手県 葛巻町 10月～11月 ○

手作りオレンジリボン一般配布（公共機関窓口） 健康福祉課 0195-66-2111
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41 岩手県 葛巻町 10月～11月 ○

オレンジリボン着用（保育士、小中学校教諭等子育て支援関係者　他） 健康福祉課 0195-66-2111

42 岩手県 葛巻町 10月～11月 ○

オレンジリボンツリー展示 健康福祉課 0195-66-2111

43 岩手県 葛巻町 10月～11月 ○

くずまきテレビで虐待通告制度（文字情報）を周知 健康福祉課 0195-66-2111

44 岩手県 岩手町 10月

町広報誌への掲載による、児童相談窓口の周知 町民課子育て支援係 0195-62-2111
内線505

45 岩手県 岩手町 11月～12月 ○

町作成iリーフレットの全戸配布　・乳幼児健診時のリーフレット配布 町民課子育て支援係 0195-62-2111
内線505

46 岩手県 岩手町 10月～１月 ○

町のイベント開催時における、周知用グッズ・啓発リーフレット等の配布 町民課子育て支援係 0195-62-2111
内線505

47 岩手県 紫波町 11月 ○

広報誌による児童虐待防止の啓発記事掲載 生活部福祉課こども室 019-672-2111

48 岩手県 矢巾町 10月

子育てボランティアに対し、児童虐待防止について周知する。 住民課子育て支援センター 019-611-2831

49 岩手県 矢巾町 11月 ○

広報紙において児童虐待防止について周知する。 住民課子育て支援センター 019-611-2831

50 岩手県 矢巾町 11月 ○

民生児童委員の対し、児童虐待防止について周知する。 住民課子育て支援センター 019-611-2831

51 岩手県 矢巾町 11月 ○

児童家庭相談窓口のリーフレットを班回覧し周知する。 住民課子育て支援センター 019-611-2831

52 岩手県 矢巾町 通年 ○

子育て家庭に対し、児童虐待防止について周知する。 住民課子育て支援センター 019-611-2831

53 岩手県 西和賀町 10月

町の広報紙等へ児童虐待防止に関する記事を掲載予定 保健福祉課 0197-85-3412

54 岩手県 西和賀町 10月～11月 ○

要保護児童対策地域協議会において児童虐待に関する研修会実施 保健福祉課 0197-85-3412

55 岩手県 金ケ崎町 11月 ○

オレンジリボン貼付（民生委員、職員） 保健福祉センター 0197-44-4560

56 岩手県 金ケ崎町 11月 ○

オレンジリボン配布活動 保健福祉センター 0197-44-4560

57 岩手県 金ケ崎町 11月 ○

児童虐待防止推進月間に係る広報掲載 保健福祉センター 0197-44-4560

58 岩手県 金ケ崎町 11月 ○

研修会（民生委員児童委員対象、開催場所：保健福祉センター） 保健福祉センター 0197-44-4560
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59 岩手県 平泉町 11月 ○

町広報へ児童虐待防止推進月間について掲載 町民福祉課 0191-46-5562

60 岩手県 平泉町 10月～2月

町内の中学生を対象に、性や妊娠・出産、命の尊さについての講話を実施 保健センター 0191-46-5571

61 岩手県 平泉町 9月

町内の二葉きらり園（児童福祉施設）において、中学生がふれあい保育を実施 保健センター 0191-46-5571

62 岩手県 大槌町 11月5日 ○

広報掲載 保健福祉課 0193-42-8715

63 岩手県 山田町 11月3日 ○

児童虐待防止講演会の開催（山田町中央公民館大ホール） 健康福祉課児童福祉係 0193-82-3113

64 岩手県 岩泉町 11月1日 ○

町広報誌において、児童虐待防止の呼びかけを行う。 保健福祉課社会福祉室 0194-22-2111

65 岩手県 田野畑村 11月 ○

児童虐待相談窓口のお知らせ記事を村広報誌へ掲載 生活環境課 0194-34-2114

66 岩手県 普代村 11月 ○

村内イベントで、虐待防止のポスター掲示・チラシ配布を行う。また併せて虐待発見時の通報電話番号の変更周知も行う 住民福祉課 0194-35-2113

67 岩手県 普代村 11月 ○

１１月中、こども園や図書室等でのポスター掲示を行う 住民福祉課 0194-35-2113

68 岩手県 軽米町 11月 ○

課で発行し全戸配布する広報誌にて、児童虐待防止推進月間であることの周知を行う。 健康福祉課 0195-46-4736

69 岩手県 野田村 11月 ○

村広報で月間の周知 住民福祉課 0194-78-2913

70 岩手県 九戸村 11月 ○

全戸配布の村広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載 住民生活課 0195-42-2111

71 岩手県 九戸村 11月 ○

役場職員のオレンジリボンの着用（児童虐待防止強化月間期間中） 住民生活課 0195-42-2111

72 岩手県 洋野町 11月 ○

町広報誌において、児童虐待防止月間である旨を周知 福祉課 0194-65-5915

73 岩手県 一戸町 11月 ○

町広報による児童虐待防止の周知 健康福祉課 0195-32-3700

1 宮城県 宮城県 11月2日～12月6日 ○

新聞「県からのお知らせ」での通知 子育て支援課 022-211-2531

2 宮城県 石巻市 6月30日

地元新聞紙へ、7月1日から「児童虐待の通告・相談に関する全国共通番号」「１８９」が通話可能となる記事の掲載。 虐待防止センター 0225-23-6635

3 宮城県 塩竈市 11月2日 ○

JR塩釜駅においてオレンジリボン街頭キャンペーンを行い、啓発用エコバッグ、ちらし等配布 健康福祉部子育て支援課 022-353-7797
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4 宮城県 塩竈市 11月 ○

オレンジリボンキャンペーンののぼりを市内各所に１ヶ月間設置 健康福祉部子育て支援課 022-353-7797

5 宮城県 塩竈市 11月 ○

塩竈市広報１１月号に児童虐待防止月間の記事掲載 健康福祉部子育て支援課 022-353-7797

6 宮城県 塩竈市 11月 ○

11月の学校、幼稚園、保育所だよりに児童虐待防止推進月間の記事掲載 健康福祉部子育て支援課 022-353-7797

7 宮城県 塩竈市 11月25日 ○

要対協関係者、民生委員、福祉関係者、一般市民参加の児童虐待防止研修会を塩竈市公民館にて開催 健康福祉部子育て支援課 022-353-7797

8 宮城県 気仙沼市 10月～11月 ○

関連施設を訪問し、児童虐待防止のための広報・啓発活動を実施 子ども家庭課 0226-22-6600

9 宮城県 名取市 11月 ○

市広報紙において、児童虐待防止について周知する。 健康福祉部こども支援課児童育
成係

022-724-7119

10 宮城県 多賀城市 11月 ○

小学生に対し虐待防止啓発品を配布予定 保健福祉部こども福祉課児童福
祉係

022-368-1141

11 宮城県 岩沼市 11月 ○

市広報紙で児童虐待防止に係る記事を掲載 健康福祉部子ども福祉課 0223-22-1111(内
396)

12 宮城県 登米市 11月1日 ○

市広報誌へ児童虐待防止月間の掲載 子育て支援課 0220-58-5562

13 宮城県 登米市 9月27日

「こどもまつり」において、児童相談所全国共通ダイヤルのしおり・グッズ等の配布 子育て支援課 0220-58-5562

14 宮城県 登米市 通年 ○

「性と生の講座」を中学校・高校で実施（８校の予定） 健康推進課 0220-58-2116

15 宮城県 東松島市 11月 ○

市広報誌における「児童虐待防止推進月間」の周知 保健福祉部子育て支援課子育
て支援班

0225-82-1111

16 宮城県 東松島市 11月4日 ○

要保護児童対策地域協議会にて児童虐待防止に関する研修会を開催 保健福祉部子育て支援課子育
て支援班

0225-82-1111

17 宮城県 東松島市 11月 ○

虐待予防に関するリーフレットの作成、配布 保健福祉部子育て支援課子育
て支援班

0225-82-1111

18 宮城県 東松島市 11月 ○

保育・教育・児童福祉関係機関における虐待対応マニュアルの作成、配布 保健福祉部子育て支援課子育
て支援班

0225-82-1111

19 宮城県 大崎市 11月13日 ○

児童虐待防止研修会の開催（保育所・小・中学校等向けの研修会を大崎市内で開催） 民生部子育て支援課子ども家
庭相談係

0229-23-6048

20 宮城県 大崎市 －

市広報紙に虐待防止月間に係る記事を掲載。 民生部子育て支援課子ども家
庭相談係

0229-23-6048

21 宮城県 蔵王町 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 保健福祉課 0220(33)2003
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22 宮城県 大河原町 11月 ○

町広報紙やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにおいて、推進月間を周知する記事を掲載。 子ども家庭課 0224-53-2251

23 宮城県 大河原町 通年 ○

「子育て支援ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ」に虐待についての相談窓口を記載し、保護者等へ配布 子ども家庭課 0224-53-2251

24 宮城県 川崎町 11月 ○

町広報紙による児童虐待防止月間の周知 保健福祉課 0224-84-6008

25 宮城県 丸森町 7月10日

テーマ「将来親になる皆さんへ」　伊具高等学校 保健福祉課 0224-51-9903

26 宮城県 丸森町 平28年2月

児童虐待と子どものこころのケア 子育て定住推進課 0224-72-3013

27 宮城県 亘理町 11月1日 ○

町広報紙により児童虐待推進月間のPR 福祉課子ども家庭班 0223-34-1114

28 宮城県 亘理町 4月22日

町子育てサポーター養成講座にて児童虐待予防に関する講話の実施。また、リーフレット及び児童相談所全国共通ダイヤ
ルの周知カードを配布

福祉課子ども家庭班 0223-34-1114

29 宮城県 亘理町
4月21日～5月21日、10

月27日～11月6日
○

ファミリーサポートセンター養成講座にて児童虐待予防に関する講話を実施。また、リーフレット及び児童相談所全国共通ダ
イヤルの周知カードを配布

福祉課子ども家庭班 0223-34-1114

30 宮城県 亘理町 通年 ○

町公式ホームページにより児童虐待予防に関する周知や相談および通告先等の掲載 福祉課子ども家庭班 0223-34-1114

31 宮城県 松島町 11月 ○

広報紙及びホームページにて虐待防止に関する記事掲載 町民福祉課福祉班子育て支援
センター

022-354-6888

32 宮城県 松島町 11月 ○

児童館便りに児童虐待防止月間について標語含め掲載 町民福祉課福祉班子育て支援
センター

022-354-6888

33 宮城県 松島町 11月 ○

児童館子育て支援センターにて児童虐待防止についての講話時に、自治体で作成したリーフレットを配布 町民福祉課福祉班子育て支援
センター

022-354-6888

34 宮城県 七ヶ浜町 11月8日 ○

町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発 地域福祉課子育て支援センター 022-362-7731

35 宮城県 七ヶ浜町 11月8日 ○

地元のまつりで、児童虐待防止を呼び掛ける広報啓発運動 地域福祉課子育て支援センター 022-362-7731

36 宮城県 利府町 11月 ○

役場本庁舎に垂れ幕を懸け、公用車にステッカーを貼り、児童虐待防止推進月間を周知する。 子ども支援課子ども未来班 022-767-2193

37 宮城県 利府町 11月 ○

児童虐待防止推進月間啓発用品を購入し、町内公共施設を中心に配布する。 子ども支援課子ども未来班 022-767-2193

38 宮城県 利府町 11月5日 ○

児童虐待防止推進月間に伴い、夫婦、家族の姿を記録した映画『うまれる』の自主上映会を開催し、家族の絆や命の大切
さ、人との繋がり、そして生きることの意味を多くの町民に理解してもらう。

子ども支援課子ども未来班 022-767-2193

39 宮城県 大和町 11月 ○

町広報紙を活用し、児童虐待防止、相談先等の啓発 子育て支援課 022-345-7503
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40 宮城県 大和町 11月 ○

総合案内にて映像配信システムを活用して虐待防止等に関する情報発信 子育て支援課 022-345-7503

41 宮城県 大和町 11月 ○

町庁舎（交流ホール）への掲示、相談先、子育て支援等に関するパンフレット設置、配布等による啓発 子育て支援課 022-345-7503

42 宮城県 大郷町 11月 ○

児童虐待防止について、町広報紙に掲載 保健福祉課子ども・子育て支援
係

022-359-5507

43 宮城県 富谷町 11月 ○

広報「とみや」において虐待予防の啓発 福祉部子育て支援課 022-35-0516

44 宮城県 富谷町 10月24日

健康福祉まつりにおいて虐待予防啓発グッズの配布・ポスター展示 福祉部子育て支援課 同上

45 宮城県 加美町 11月18日 ○

児童虐待防止研修会（児童家庭相談対応研修・文化会館ホール） 子育て支援室 0229-63-7870

46 宮城県 涌谷町 6月15日～

子育て世帯へ児童相談所全国共通ダイヤル３桁化チラシ等配布 福祉課福祉班 0229-43-5111

47 宮城県 涌谷町 11月13日 ○

広報において児童虐待防止推進月間の周知 福祉課福祉班 0229-43-5111

48 宮城県 美里町 11月 ○

町広報“みさと”において、児童虐待防止・早期発見の呼びかけ 子ども家庭課 0229-33-1411

49 宮城県 南三陸町 11月 ○

町広報紙に児童虐待防止推進月間についての記事を掲載 保健福祉課こども家庭係 0226-46-2601

1 秋田県 秋田県 11月 ○

秋田駅前、ショッピングセンター等で児童虐待防止啓発キャンペーンを行い、リーフレット・啓発グッズを配布 子育て支援課 018-860-1344

2 秋田県 秋田県 11月 ○

県庁前に児童虐待防止推進月間の啓発看板を設置 子育て支援課 018-860-1344

3 秋田県 秋田県 11月 ○

県広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載 子育て支援課 018-860-1344

4 秋田県 秋田市 11月8日 ○

児童虐待防止イベントを開催
来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット、カードおよびしおりを配布

子ども未来センター 018-887-5340

5 秋田県 秋田市 10月16日

市広報紙において、児童虐待防止推進月間の周知、児童虐待防止イベント等の案内 子ども未来センター 018-887-5340

6 秋田県 秋田市 11月19日 ○

児童虐待防止に関する講演会を開催
来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット、カードおよびしおりを配布

子ども未来センター 018-887-5340

7 秋田県 能代市 11月10日 ○

市広報紙において、児童虐待防止推進月間を周知する。 市民福祉部　子育て支援課　家
庭児童福祉係

0185-89-2947

8 秋田県 能代市 11月15日 ○

市内ショピングセンターにおいて、関係団体と連携の上、児童虐待防止のリーフレット等を配布（街頭キャンペーンの実施） 市民福祉部子育て支援課　家庭
児童福祉係

0185-89-2947



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 問い合わせ先

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】

9 秋田県 横手市 11月3日 ○

児童虐待・ＤＶ防止講演会の開催
来場者に、児童虐待防止推進月間のリーフレット等の配布

健康福祉部子育て支援課児童
家庭係

0182-35-2133

10 秋田県 横手市 11月3日 ○

ショッピングモール等において児童虐待、ＤＶに関するリーフレット等の配布（国際ソロプチミスト横手と共催） 健康福祉部子育て支援課児童
家庭係

0182-35-2133

11 秋田県 大館市 11月 ○

大館市福祉事務所入口に児童虐待防止とDV防止ののぼり旗を設置 福祉部子ども課児童相談係 0186-43-7054

12 秋田県 大館市 11月1日 ○

大館市広報11月号へ、児童虐待防止推進月間月間のお知らせと、児童虐待等の相談窓口の情報を掲載 福祉部子ども課児童相談係 0186-43-7054

13 秋田県 大館市 11月 ○

児童虐待防止キャンペーンとして市内の大型店で通行者へ児童虐待防止の啓発グッズ等を配布（北福祉事務所と合同で実
施）

福祉部子ども課児童相談係 0186-43-7054

14 秋田県 男鹿市 10月29日～11月1日 ○

市民文化祭で、パンフレットや独自啓発グッズの配布等 福祉事務所 0185-24-9117

15 秋田県 湯沢市 11月 ○

市役所市民ロビーのモニターでポスターを流す 福祉保健部福祉課 0183-78-0166

16 秋田県 湯沢市 11月 ○

市広報にて、児童虐待防止のポスターを載せ啓発に努める 福祉保健部福祉課 0183-78-0166

17 秋田県 湯沢市 11月 ○

各総合支所、図書館、子育て支援総合センター等にポスターを掲示する 福祉保健部福祉課 0183-78-0166

18 秋田県 鹿角市 11月 ○

街頭キャンペーン、講演会時のリーフレット配布 市民部福祉課子育て支援班 0186-30-0235

19 秋田県 由利本荘市 随時 ○

国、県で作成した虐待防止に関するポスター・リーフレット等の配布 健康福祉部子育て支援課 0184-24-6319

20 秋田県 由利本荘市 11月 ○

児童虐待防止に関するＰＲ記事を市広報等へ掲載 健康福祉部子育て支援課 0184-24-6319

21 秋田県 潟上市 通年 ○

広報１１月号に虐待防止の内容を記載 社会福祉課 018-853-5314

22 秋田県 大仙市 10月17日

神岡地域秋まつりの会場で児童虐待防止に関するリーフレット、グッズ配布 健康福祉部児童家庭課家庭支
援班

0187-63-1111

23 秋田県 大仙市 10月24日

大曲地域秋の稔りフェアの会場で児童虐待防止に関するリーフレット、グッズ配布 健康福祉部児童家庭課家庭支
援班

0187-63-1111

24 秋田県 大仙市 10月31日

西仙北地域秋まつりの会場で児童虐待防止に関するリーフレット、グッズ配布 健康福祉部児童家庭課家庭支
援班

0187-63-1111

25 秋田県 大仙市 11月 ○

市広報誌において、児童虐待防止推進月間を周知 健康福祉部児童家庭課家庭支
援班

0187-63-1111

26 秋田県 北秋田市 11月 ○

11月号広報誌に啓発記事を掲載。 健康福祉部福祉課こども福祉係 0186-62-6638
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27 秋田県 北秋田市 11月 ○

ＤＶ防止キャンペーンと合同で市内ショッピングモール内で啓発運動 健康福祉部福祉課こども福祉係 0186-62-6638

28 秋田県 にかほ市 11月1日 ○

事業虐待防止に関して市の広報に掲載する。 子育て長寿支援課 0184-32-3040

29 秋田県 仙北市 11月1日 ○

市広報紙において、児童虐待防止推進月間の告知掲載 市民福祉部子育て推進課 0187-43-2280

30 秋田県 仙北市 11月 ○

児童虐待防止に関するオリジナルマグネットを製作し、市内小学4年生及び保育園・幼稚園・認定こども園の年少児のいる家
庭に配布

市民福祉部子育て推進課 0187-43-2280

31 秋田県 小坂町 11月 ○

庁舎内にてのぼりを掲示 町民課町民福祉班 0186-29-3925

32 秋田県 小坂町 11月 ○

町広報活用による啓発 町民課町民福祉班 0186-29-3925

33 秋田県 小坂町 未定

民生児童委員を対象に勉強会を開催 保健センター 0186-29-3925

34 秋田県 小坂町 未定

中学生を対象に性教育授業を実施 保健センター 0186-29-3925

35 秋田県 井川町 11月1日 ○

町広報１１月号において、児童虐待防止に関する施策を紹介。 町民課健康福祉班 018-874-4417

36 秋田県 井川町 11月 ○

町有線放送の朝・昼・夜の定時放送で児童虐待防止を呼びかける。 町民課健康福祉班 018-874-4417

37 秋田県 美郷町 11月 ○

町広報へ掲載し啓発を図る。 福祉保健課 0187-84-4907

38 秋田県 羽後町 11月 ○

町の広報誌に掲載。 福祉保健課社会福祉担当 0183‐62‐2111

39 秋田県 東成瀬村 10月 ○

１０月下旬の広報にて、１１月の児童虐待防止推進月間について普及啓発する。 民生課 0182-47-3405

1 山形県 山形県
10月11日、24日
11月1日、7日

○

オレンジリボンスマイルキャラバン
集客力のある県内4地域のイベント・施設（産業祭り、イオン、モンテディオ山形スタジアム等）で、来場者がメッセージ入りオ
レンジリボンを作成し、ツリーに装飾するイベントを開催する。スタジアムでは、選手及びチームマスコットと一緒にツリーを作
成し、試合開始前に児童虐待防止についてＰＲする。

子育て推進部子ども家庭課児
童養護担当

023-630-2259

2 山形県 山形県 11月上旬～12月25日 ○

オレンジリボンBIGツリーの展示
イベントで作成されたオレンジリボンを飾り付けたBIGツリーを児童遊戯施設や山形駅東西自由通路に展示する。

子育て推進部子ども家庭課児
童養護担当

023-630-2259

3 山形県 山形県 11月14日、15日 ○

オレンジリボンカップ　モンテとフットサル
県総合運動公園屋内多目的コートでモンテディオ山形選手と県内の児童とのフットサル大会を開催し、モンテディオ山形選
手と一緒に児童虐待防止をPRする。

子育て推進部子ども家庭課児
童養護担当

023-630-2259

4 山形県 山形県 11月～12月 ○

啓発物品の作成・配布
児童虐待防止について周知する啓発物品を作成し、イベント時に配布する。また、オレンジリボンキャンペーンや児童虐待防
止、相談窓口等について周知するチラシを作成、配布する。

子育て推進部子ども家庭課児
童養護担当

023-630-2259
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5 山形県 山形県 11月 ○

児童虐待防止PRCM等の放映
11月に児童虐待防止PRCM及びアイキャッチ告知を放映するとともに、協賛企業を募集し、民間企業とタイアップした児童虐
待防止キャンペーンCMとして展開する。

子育て推進部子ども家庭課児
童養護担当

023-630-2259

6 山形県 天童市 11月1日 ○

市広報紙において、児童虐待防止推進月間と児童相談所全国共通ダイヤルの周知・紹介 健康福祉部子育て支援課家庭
支援係

023-654-1111
内線722

7 山形県 尾花沢市 4月～11月 ○

地域活動センターに作成を依頼したオレンジリボンを、市議会議員や関係市職員に配布、更に福祉関係の会議で配布。 福祉課社会福祉係 0237-22-1111

8 山形県 尾花沢市 7月28日

学校及び保育園等の関係者を対象に、講師を招き児童虐待防止講演会を開催。参加者にオレンジリボン配布。 福祉課社会福祉係 0237-22-1111

9 山形県 山辺町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止推進月間の掲載 保健福祉課子育て支援係 023-667-1107

10 山形県 大石田町 11月10日 ○

町広報紙で児童虐待防止について広報 保健福祉課 0237-35-2111

11 山形県 大石田町 11月 ○

町内会等へポスターなど配付し、児童虐待防止について広報 保健福祉課 0237-35-2111

12 山形県 真室川町 11月24日 ○

広報紙への掲載 福祉課 0233-62-3436

13 山形県 米沢市 11月1日 ○

市広報誌で児童虐待防止推進月間について掲載 健康福祉部こども課相談担当 0238-22-5111

14 山形県 米沢市 11月 ○

市ホームページに掲載 健康福祉部こども課相談担当 0238-22-5111

15 山形県 川西町 11月13日 ○

児童虐待について町報に掲載予定 健康福祉課 0238-42-6635

16 山形県 飯豊町 11月12日、11月26日 ○

町広報紙において、児童虐待防止に関する相談窓口等を掲載 教育文化課子育て支援室 0238-87-0518

17 山形県 鶴岡市 10月17日

児童虐待防止子育て講演会 子育て推進課子ども家庭支援セ
ンター

0235-25‐2741

18 山形県 鶴岡市 11月1日 ○

市広報に記事掲載 子育て推進課子ども家庭支援セ
ンター

0235-25‐2741

19 山形県 鶴岡市 11月2日～30日 ○

子ども家庭支援センター職員が胸にオレンジリボンをつけPR 子育て推進課子ども家庭支援セ
ンター

0235-25‐2741

20 山形県 庄内町 11月5日 ○

広報「しょうない」に児童虐待防止・相談窓口周知について掲載予定 保健福祉課・子育て応援係 0234-56-3393

21 山形県 庄内町 11月10日 ○

児童虐待防止「子育て講演会」を庄内町余目第三公民館で開催。リーフレット等配布予定。 保健福祉課・子育て応援係 0234-56-3393

22 山形県 河北町
4月23日、8月7日、  9

月4日

支援センターにおいて、ベビーマッサージや親子参加のイベント等で虐待防止のチラシやファイル、ウエットティッシュなどを
配布し、啓蒙活動をする。

健康福祉課総合子育て支援セ
ンター

0237ｰ73ｰ5282
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23 山形県 長井市 11月1日 ○

市広報紙において、児童虐待防止に関する内容と相談窓口を掲載 子育て推進課 0238-87-0687

24 山形県 長井市 11月1日～通年 ○

市独自のリーフレットを作成し、手続きに来庁された方へ窓口で配付 子育て推進課 0238-87-0687

25 山形県 長井市 11月 ○

手作りのオレンジリボンを全職員が着用 子育て推進課 0238-87-0687

26 山形県 酒田市 5月5日

オレンジリボンを酒田市子どもまつり開会式で参加団体へ配布するとともに、イベント内放送においてオレンジリボン活動の
周知を図っています。

健康福祉部子育て支援課家庭
支援係

0234-26-5734

27 山形県 酒田市 通年 ○

児童虐待の防止と早期発見のために市相談窓口電話番号及び児童相談所全国共通ダイヤルを市広報へ毎月掲載していま
す。

健康福祉部子育て支援課家庭
支援係

0234-26-5734

28 山形県 酒田市 通年 ○

希望があった保育園又は学校の児童、保護者及び教職員を対象に子どもへの暴力防止プログラムを開催しています。 健康福祉部子育て支援課家庭
支援係

0234-26-5734

29 山形県 酒田市 11月2日 ○

児童虐待防止推進月間にちなんで通報相談連絡先などを酒田ＦＭハーバーラジオの「こんにちは酒田市です」コーナーで広
報しています。

健康福祉部子育て支援課家庭
支援係

0234-26-5734

30 山形県 酒田市 11月 ○

市民課ロビーに設置してある番号表示盤による「市民へのメッセージ告知」において児童虐待防止推進月間についての周知
啓発を図っています。

健康福祉部子育て支援課家庭
支援係

0234-26-5734

31 山形県 酒田市 11月13日 ○

児童虐待防止推進月間にちなんで要対協関係者をはじめとする子育て支援団体を対象に虐待防止研修会を開催し、児童
虐待の防止と早期発見に努めています。

健康福祉部子育て支援課家庭
支援係

0234-26-5734

32 山形県 西川町 11月2日 ○

町報へ児童虐待防止推進月間についての記事掲載 健康福祉課健康推進係 0237-74-5057

33 山形県 山形市 5月18日～22日

児童福祉週間　市役所庁舎内にて子育て支援・母子保健・児童虐待防止に関するポスター等の掲示、リーフレット類の配布 子育て推進部こども保育課児童
相談係

023-641-1212
内線(574)

34 山形県 山形市 11月1日 ○

市広報紙において児童虐待防止についての記事掲載 子育て推進部こども保育課児童
相談係

023-641-1212
内線(574)

35 山形県 山形市 11月9日～13日 ○

児童虐待防止推進月間　市役所庁舎内にて、子育て支援・母子保健・児童虐待防止についてのポスター等の掲示、リーフ
レット類の配布

子育て推進部こども保育課児童
相談係

023-641-1212
内線(574)

36 山形県 山形市 11月9日～13日 ○

オレンジリボンキャンペーン　オレンジリボンツリーの設置、オレンジリボンの作成・配布 子育て推進部こども保育課児童
相談係

023-641-1212
内線(574)

1 福島県 福島県 11月 ○

オレンジリボン運動の啓発グッズを関係機関に配布 保健福祉部こども未来局児童家
庭課

024-521-8665

2 福島県 福島県 11月 ○

テレビＣＭにおいて児童虐待相談の窓口等に関する案内 保健福祉部こども未来局児童家
庭課

024-521-8665

3 福島県 福島県 11月 ○

ラジオ番組において児童虐待相談の窓口等に関する案内 保健福祉部こども未来局児童家
庭課

024-521-8665

4 福島県 福島市 通年 ○

【虐待防止パンフレットの配布】
出生届提出時に「すこやか手帳（予防接種関係）」とともに虐待防止パンフレットを配布

健康福祉部子育て支援課こども
家庭係

024-525-3780
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5 福島県 福島市 9月

【子どもの権利条約啓発リーフレットの配布】
保育所、幼稚園、子育て支援センター、小学校３年生、中学校１年生、養護学校等にリーフレット(10,000枚)を配布

健康福祉部子育て支援課こども
家庭係

024-525-3780

6 福島県 福島市 9月

【相談窓口カードの配布】
市内の小中学生を対象にオレンジリボンを模したしおりを配布することにより、児童本人からＳＯＳを発することが可能とな
り、児童虐待問題の早期発見・早期対応に繋げる

健康福祉部子育て支援課こども
家庭係

024-525-3780

7 福島県 福島市 11月8日 ○

【平成２７年度児童虐待防止推進講演会の開催】
講演会チラシ配付に併せて、虐待防止推進月間ポスター、リーフレット等も配付する。

健康福祉部子育て支援課こども
家庭係

024-525-3780

8 福島県 福島市 11月2日～11月30日 ○

【オレンジリボン運動の展開】
①福島市児童虐待防止推進講演会の開催に係る、チラシ(3,300枚)・横看板(1枚に各2箇所)・配布資料に表示
②幼稚園児小中学生が作成するオレンジリボンを表現した制作物を「子どもの夢を育む施設こむこむ」にて展示

健康福祉部子育て支援課こども
家庭係

024-525-3780

9 福島県 福島市 年数回程度

【子育てコミュニケーション（ＣＳＰ）事業】 健康福祉部子育て支援課こども
家庭係

024-525-3780

10 福島県 福島市 6月11日、1月

【福島刑務支所処遇部門（教育）との連携事業】
出所後に子どもと生活していく者を対象に、母親としての自覚と責任を促し、子育てに関する知識を学ばせる指導のため講
師を派遣する。

健康福祉部子育て支援課こども
家庭係

024-525-3780

11 福島県 会津若松市 11月21日 ○

市内商業施設において、子育て支援・児童虐待等に関する小冊子等の配布 健康福祉部こども家庭課こども
家庭支援G

0242-39-1243

12 福島県 会津若松市 11月 ○

市政だより（広報紙）において、児童虐待防止に関する記事掲載 健康福祉部こども家庭課こども
家庭支援G

0242-39-1243

13 福島県 会津若松市 11月 ○

市役所庁舎内窓口に児童虐待防止に関するパンフレット等を設置 健康福祉部こども家庭課こども
家庭支援G

0242-39-1243

14 福島県 会津若松市 11月1日～12月31日 ○

児童虐待防止に関する周知を図るためのスポットCM放送 健康福祉部こども家庭課こども
家庭支援G

0242-39-1243

15 福島県 郡山市 7月

児童虐待防止リーフレットの作製・配布 こども部こども支援課 024-924-3341

16 福島県 郡山市 7月3日

児童虐待防止研修会として児童福祉に携わる方々を対象とした講演会を開催 こども部こども支援課 024-924-3341

17 福島県 郡山市 10月30日

児童虐待防止街頭啓発（チラシ及び啓発グッズ） こども部こども支援課 024-924-3341

18 福島県 郡山市 11月2日 ○

児童虐待防止研修会として一般市民等を対象とした講演会を開催 こども部こども支援課 024-924-3341

19 福島県 いわき市 11月1日 ○

市広報紙において、児童虐待防止及び推進月間について広報 こどもみらい部こども家庭課 0246-27-8563

20 福島県 いわき市 11月 ○

庁舎の玄関ホールに児童虐待防止を啓発するパネル展示コーナーを設置し、パンフレットやオレンジリボン等啓発グッズの
配布を実施

こどもみらい部こども家庭課 0246-27-8563

21 福島県 白河市 11月1日 ○

市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載 保健福祉部こども課 0248-22-1111

22 福島県 白河市 通年 ○

子育てハンドブックに、児童虐待防止について掲載 保健福祉部こども課 0248-22-1111
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23 福島県 須賀川市 11月1日 ○

須賀川市広報への記事掲載 健康福祉部こども課 0248-88-8114

24 福島県 相馬市 11月1日 ○

市広報誌に児童虐待防止について掲載（予定） 相馬愛育園 0244-36-5591

25 福島県 二本松市 11月 ○

広報にほんまつ１１月号（１０月２３日発送）に児童虐待防止に関する記事を掲載 子育て支援課 0243-55-5094

26 福島県 田村市 11月1日 ○

市政だよりに、家庭児童相談員業務の紹介 保健福祉部社会福祉課 0247-81-2273

27 福島県 田村市 11月4日～30日 ○

保育所、小学校、中学校訪問 保健福祉部社会福祉課 0247-81-2273

28 福島県 田村市 11月24日 ○

民生委員、児童委員の全体研修会において早期発見の啓発活動 保健福祉部社会福祉課 0247-81-2273

29 福島県 南相馬市 11月 ○

市広報誌・ＨＰに児童虐待防止推進月間についての記事を掲載 健康福祉部男女共同こども課男
女共同参画係

0244-24-5215

30 福島県 伊達市 11月 ○

市の広報誌において、11月が児童虐待防止推進月間であることを市民に周知し、児童虐待防止の広報活動を行う。 こども部こども支援課こども相談
室

024-577-3202

31 福島県 本宮市 通年 ○

市広報紙において、児童虐待防止やオレンジリボン活動に関する周知を実施 保健福祉部子ども福祉課子育
て支援係

0243-24-5375

32 福島県 本宮市 11月 ○

市役所庁舎内にオレンジリボン啓発の広告を掲示 保健福祉部子ども福祉課子育
て支援係

0243-24-5375

33 福島県 桑折町 7月22日

中学生を対象とした思春期体験講座（赤ちゃんふれあい体験教室）を実施 保健福祉課健康増進係 024-582-1133

34 福島県 国見町 11月以降

町広報紙に児童虐待に関する記事を掲載 保健福祉課社会福祉係 024-585-2793

35 福島県 川俣町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止月間の記事を掲載する こども教育課子育て支援係 024-566-2111

36 福島県 鏡石町 11月 ○

町広報誌におて、児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載 健康福祉課 0248-62-2115

37 福島県 天栄村 11月 ○

村広報誌に、児童虐待防止啓発に関する記事を掲載。 住民福祉課 0248-82-2115

38 福島県 檜枝岐村 通年 ○

児童虐待防止ポスター掲示、カード窓口設置 住民課 0241-75-2502

39 福島県 北塩原村 11月 ○

児童虐待防止推進月間について、村発行の広報誌に掲載。 住民課 0241-28-3733

40 福島県 西会津町 11月 ○

町広報お知らせ版にて児童虐待防止についての周知 健康福祉課福祉介護係 0241-45-2214
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41 福島県 西会津町 11月 ○

町CATVにて取組月間について周知する 健康福祉課福祉介護係 0241-45-2214

42 福島県 磐梯町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止に関する情報を紹介 こども課こども係 0242‐74‐1216

43 福島県 猪苗代町 11月 ○

町広報紙に「児童虐待防止」啓発記事を掲載 保健福祉課 0242-62-2115

44 福島県 会津坂下町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止について啓発記事を掲載する。 生活課福祉健康班社会福祉係 0242-84-1522

45 福島県 湯川村 11月 ○

村広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載（予定） 住民税務課住民福祉係 0241-27-8810

46 福島県 昭和村 11月 ○

広報紙において、児童虐待防止に関する啓発活動 保健福祉課 0241-57-2645

47 福島県 会津美里町 11月1日 ○

町広報紙に「児童虐待防止推進月間」を掲載し周知を図る 福祉課 0242-55-1181

48 福島県 泉崎村 11月1日 ○

村広報紙を通じ、村内全戸に児童虐待防止推進月間を周知する。 住民福祉課福祉グループ 0248-54-1333

49 福島県 矢吹町 11月 ○

町広報誌、ホームページに記事を掲載 学校教育課子育て支援室 0248-42-2230

50 福島県 矢祭町 11月 ○

町広報への児童虐待防止についてを掲載。IP告知システムにより町内全域に放送する予定。 町民福祉課福祉グループ 0247-46-4573

51 福島県 鮫川村 11月 ○

村広報誌１１月号にて、児童虐待防止と推進月間の啓発広報 住民福祉課 0247-49-3113

52 福島県 石川町 11月 ○

町広報誌に児童虐待防止と推進月間の啓発広報 保健福祉課 0247-26-0811

53 福島県 玉川村 通年 ○

本村での児童虐待防止取組を広報誌に掲載　住民に周知する 健康福祉課 0247-587-4623

54 福島県 平田村 11月 ○

村健康カレンダー11月広報欄において児童虐待防止推進月間について周知 健康福祉課 0247-55-3119

55 福島県 平田村 10月～11月 ○

民生児童委員協議会等で虐待通告制度について周知 健康福祉課 0247-55-3119

56 福島県 平田村 10月～11月 ○

村広報誌において児童虐待防止推進月間について周知 健康福祉課 0247-55-3119

57 福島県 浅川町 11月 ○

町広報誌に児童虐待防止啓発推進の記事を掲載 保健福祉課 0247-36-4123

58 福島県 古殿町 12月4日・14日

二次性徴、妊娠のしくみ、命の尊さ等について(古殿中学校） 健康管理センター 0247-53-4038
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59 福島県 三春町 11月 ○

三春町民生児童委員協議会定例会で児童虐待防止推進月間リーフレット、児童相談所共通ダイヤルの周知カードを配布
し、担当地区の児童在住世帯へ児童虐待防止に関する知識や子育て相談窓口の周知を図る。

保健福祉課社会福祉グループ 0247-62-3166

60 福島県 小野町 11月 ○

児童虐待防止周知啓発チラシ全世帯配布、健康カレンダー掲載し全世帯関係機関配布 健康福祉課 0247(72)6934

61 福島県 小野町 10月31日～11月1日 ○

子育てフェスタにて周知啓発(リーフレット等配布） 健康福祉課 0247(72)6934

62 福島県 小野町 11月下旬 ○

児童民生委員研修　虐待予防ときずきについて 健康福祉課 0247(72)6934

63 福島県 川内村 11月 ○

村の広報誌において児童虐待防止に関する記事を掲載 保健福祉課 0240-38-2941

64 福島県 新地町 8～11月 ○

役場内及び保健ｾﾝﾀｰの来庁者に、児童虐待防止推進のリーフレット、カード及びしおりを配布 健康福祉課福祉係 0244-62-2931

65 福島県 飯舘村 11月 ○

広報誌への虐待防止・啓もう記事の掲載、配布 健康福祉課 024-562-4259

66 福島県 飯舘村 11月 ○

小中学校親子参観時に啓蒙 健康福祉課 024-562-4259

67 福島県 飯舘村 11月 ○

幼稚園、保育所入所児童親への参観時の啓蒙 健康福祉課 024-562-4259

68 福島県 飯舘村 11月 ○

役場主催会議等の主催者挨拶時に啓蒙の言葉を含める 健康福祉課 024-562-4259

69 福島県 飯舘村 通年 ○

年間を通した虐待様事例の情報収集 健康福祉課 024-562-4259

70 福島県 飯舘村 11月 ○

民生委員への一層の協力を依頼 健康福祉課 024-562-4259

1 茨城県 茨城県 11月6日 ○

子どもを守ろう！オレンジリボンたすきリレーを実施（茨城県児童福祉施設協議会と茨城県要保護児童対策地域協議会と共
催）

保健福祉部
子ども家庭課児童育成・母子保
健G

029-301-3247

2 茨城県 茨城県 11月 ○

県広報誌「ひばり」に児童虐待の防止，児童虐待相談窓口，児童相談所全国共通ダイヤル「189」等に関する記事を掲載 保健福祉部
子ども家庭課児童育成・母子保
健G

029-301-3247

3 茨城県 茨城県 11月 ○

茨城放送「ラジオ県だより」において児童虐待の防止，児童相談所全国共通ダイヤル「189」，３６５日２４時間電話対応の相
談窓口「児童虐待ホットライン」等を周知

保健福祉部
子ども家庭課児童育成・母子保
健G

029-301-3247

4 茨城県 水戸市 10月1日

市ホームページにて，オレンジリボンキャンペーンイベント開催等を周知。 保健福祉部子ども課相談係 029-232-9111

5 茨城県 水戸市 10月15日

市広報紙において，オレンジリボンキャンペーンイベント開催の周知。 保健福祉部子ども課相談係 029-232-9111

6 茨城県 水戸市 10月25日

水戸まちなかフェスティバル（水戸市中心市街地）において，水戸市・水戸市要保護児童対策地域協議会主催による，子ども
虐待防止オレンジリボンキャンペーンのブースを設置し，オレンジリボンクリアフォルダ，児童虐待啓発のリーフレット，オレン
ジ風船を配布。来場者には，ツリーへのオレンジリボンの飾り付けに協力してもらう。

保健福祉部子ども課相談係 029-232-9111
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7 茨城県 水戸市 11月1日 ○

市広報紙において，虐待防止の啓発と相談窓口の案内。 保健福祉部子ども課相談係 029-232-9111

8 茨城県 水戸市 10月27日～11月30日 ○

オレンジリボンキャンペーンで作成した，オレンジリボンツリーを市庁舎内に掲示。 保健福祉部子ども課相談係 029-232-9111

9 茨城県 水戸市 11月5日 ○

水戸市要保護児童対策地域協議会児童虐待対応研修会を開催し，研修会参加者にオレンジリボンクリアフォルダ，児童虐
待防止啓発のリーフレットを配布。

保健福祉部子ども課相談係 029-232-9111

10 茨城県 水戸市 11月6日 ○

茨城県児童福祉施設協議会・茨城県要保護児童対策地域協議会共催による，「子どもを守ろう！オレンジリボンたすきリ
レー」に参加。

保健福祉部子ども課相談係 029-232-9111

11 茨城県 水戸市 11月14日 ○

Ｊリーグ水戸ホーリホック戦（ケーズデンキスタジアム水戸）において，水戸市・水戸市要保護児童対策地域協議会主催によ
る，子ども虐待防止オレンジリボンキャンペーンのブースを設置し，オレンジリボンクリアフォルダ，児童虐待防止啓発のリー
フレット，オレンジ風船を配布。来場者には，ツリーへのオレンジリボンの飾り付けに協力してもらう。

保健福祉部子ども課相談係 029-232-9111

12 茨城県 日立市 11月 ○

庁舎に児童虐待防止懸垂幕掲示 保健福祉部子ども局子ども福祉
課

050-5528-5071

13 茨城県 日立市 11月 ○

市内、保育園、幼稚園、小中学校へ市作成リーフレット配布 保健福祉部子ども局子ども福祉
課

050-5528-5071

14 茨城県 日立市 11月 ○

CATVにおいて児童虐待予防・防止、相談窓口等の周知 保健福祉部子ども局子ども福祉
課

050-5528-5071

15 茨城県 日立市 11月5日 ○

市広報誌に児童虐待防止啓発記事掲載 保健福祉部子ども局子ども福祉
課

050-5528-5071

16 茨城県 日立市 11月6日 ○

子どもを守ろう！オレンジリボンたすきリレー後援及び参加協力 保健福祉部子ども局子ども福祉
課

050-5528-5071

17 茨城県 日立市 1月15日

児童虐待への対応研修会（関係機関との連携と役割分担等） 保健福祉部子ども局子ども福祉
課

050-5528-5071

18 茨城県 日立市 通年 ○

ホームページにおいて児童虐待防止に関する相談窓口等の紹介 保健福祉部子ども局子ども福祉
課

050-5528-5071

19 茨城県 土浦市 11月 ○

土浦市内において虐待防止運動のグッズを配付予定 保健福祉部こども福祉課 029-826-1111

20 茨城県 土浦市 11月 ○

オレンジリボンたすきリレーの出発式協力及び後援 保健福祉部こども福祉課 029-826-1111

21 茨城県 土浦市 11月 ○

児童虐待防止運動等の特集を掲載 保健福祉部こども福祉課 029-826-1111

22 茨城県 土浦市 11月 ○

ＣＳＰのダイジェスト版講座を開催 保健福祉部こども福祉課 029-826-1111

23 茨城県 古河市 5月2日

「第６回古河こどもまつり」（会場：ネーブルパーク）に参加し、啓発のためのチラシ及びグッズを配布。 子育て応援課 0280-92-3111

24 茨城県 古河市 11月 ○

11月1日号の広報誌に特集ページを掲載。 子育て応援課 0280-92-3111
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25 茨城県 古河市 11月19日 ○

児童虐待防止講演会を実施
テーマ：　（講師と調整中）
講師：鈴木稔（NPO法人日本メンタルカウンセリング協会理事長）
定員：100名
場所：健康の駅２階　視聴覚室

子育て応援課 0280-92-3111

26 茨城県 古河市 11月 ○

ＪＲ古河駅で啓発グッズの配布を行うキャンペーンを実施。 子育て応援課 0280-92-3111

27 茨城県 古河市 11月 ○

古河市総和福祉センター「健康の駅」内にキャンペーンブースを設置し広報。啓発グッズやパンフレットを配布。 子育て応援課 0280-92-3111

28 茨城県 石岡市 通年 ○

平成２７年度から石岡市すくすく赤ちゃんクーポン券事業が開始。平成２７年４月１日以降出生したこどもがいる世帯を対象
に、乳児全戸訪問事業と４カ月健診時にそれぞれ１０枚一綴りのクーポン券を支給（計：２綴り×１０枚＝２０枚）。協力店に
て、クーポン券一枚につき、おむつ一袋と交換できる。子育て世帯の経済的支援はもとより、多くの家庭へ訪問ができること、
また、健診率向上を狙うことで、居所不明児童の減少と要保護児童等世帯の早期把握と支援に取り組むことができる。

保健福祉部こども福祉課 0299-23-1111

29 茨城県 結城市 11月7日 ○

栃木県小山市から引き継ぐオレンジリボンタスキリレーの一環で，「祭りゆうき」の会場でオレンジリボンたすきをかかげ，リー
フレットのほか啓発物品（ボールペン）等を配布

保健福祉部子ども福祉課子育
て支援係

0296-34-0427

30 茨城県 龍ケ崎市 11月2日 ○

市広報紙において，児童虐待防止のため虐待の相談・通報の呼びかけと連絡先の周知を行う 健康福祉部こども課子育て支援
グループ

0297-64-1111

31 茨城県 常陸太田市 10月13日

市広報紙において，児童虐待防止に関する記事を掲載 子ども福祉課 0294-72-3111

32 茨城県 高萩市 10月1日～11月30日 ○

駅前・ショッピングモール等において子育て支援・児童虐待防止・早期発見に関する高萩市独自のチラシやグッズ等を配布する。 健康福祉部福祉事務所子育て支援課 0293-23-2129

33 茨城県 北茨城市 11月 ○

市広報誌において、児童虐待防止推進月間の紹介 市民福祉部社会福祉課児童福祉係 0293-43-1111

34 茨城県 笠間市 11月 ○

本庁舎内モニター広告にて、虐待防止、早期発見呼び掛け 子ども福祉課 0296-77-1101

35 茨城県 笠間市 11月 ○

主任児童委員による市内スーパー等での虐待防止呼びかけ、手作りオレンジリボン等配布 社会福祉課 0296-77-1101

36 茨城県 取手市 11月1日 ○

市の広報紙においてオレンジリボン運動と虐待についての内容の啓発 子育て支援課 0297-74-2141

37 茨城県 取手市 10月

市のイベントでオレンジリボン運動と相談窓口の啓発・手作りリボン配布（学校、保育所、幼稚園、病院、歯科医院等） 子育て支援課 0297-74-2141

38 茨城県 取手市 11月 ○

市のイベントでオレンジリボン運動と相談窓口の啓発・手作りリボン配布（学校、保育所、幼稚園、病院、歯科医院等） 子育て支援課 0297-74-2141

39 茨城県 取手市 11月 ○

取手市独自で作成した相談室カードを作成配布 子育て支援課 0297-74-2141

40 茨城県 取手市 11月 ○

市民課、国保年金課、子育支援課、図書館等で手作りをしたオレンジリボンと相談室カードを配布する。 子育て支援課 0297-74-2141

41 茨城県 牛久市 11月 ○

市広報紙及び市ＦＭ放送にてオレンジリボン活動の周知や虐待通告制度に関する周知を図る 保健福祉部こども家庭課 029-873-2111
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42 茨城県 つくば市 11月1日 ○

市広報誌において，児童虐待防止に関する市の施策を紹介 福祉部こども課こども福祉係 029-883-1111

43 茨城県 つくば市 11月 ○

オレンジリボン及び児童虐待防止推進月間の啓発物(ポケットティッシュ(予定))の配布 福祉部こども課こども福祉係 029-883-1111

44 茨城県 ひたちなか市 10月

小中学校や保育園，幼稚園，その他要対協構成機関の職員へ虐待防止啓発チラシやオレンジリボンを配布 児童福祉課児童福祉係 029-273-0111

45 茨城県 ひたちなか市 10月25日

市報にてオレンジリボン運動をＰＲ 児童福祉課児童福祉係 029-273-0111

46 茨城県 ひたちなか市 11月 ○

市ホームページにてオレンジリボン運動をＰＲ 児童福祉課児童福祉係 029-273-0111

47 茨城県 ひたちなか市 11月 ○

コミュニティセンターや児童館，子どもふれあい館等で虐待防止啓発用チラシやオレンジの折り紙，虐待防止標語入りの花の種等を来場者に配布 児童福祉課児童福祉係 029-273-0111

48 茨城県 守谷市 11月 ○

市広報誌にて児童虐待防止月間に関する記事を掲載  児童福祉課子育て応援・相談G 0297-45-1111
(内線157)

49 茨城県 守谷市 6月21日

市主催のイベント（夢っ子まつり）において，児童虐待予防に関するチラシの配布  児童福祉課子育て応援・相談G 0297-45-1111
(内線157)

50 茨城県 守谷市 6月27日

市主催のイベント（ようこそ守谷へ）において，児童虐待予防に関するチラシの配布 児童福祉課子育て応援・相談G 0297-45-1111
(内線157)

51 茨城県 守谷市 7月、11月 ○

ファミリーサポートセンターのサポーター養成講座において、児童虐待予防をテーマとした講義の実施 児童福祉課子育て応援・相談G 0297-45-1111
(内線157)

52 茨城県 筑西市 通年 ○

市の広報紙（お知らせ版）に毎月1回、虐待通告先番号を掲載 保健福祉部こども課 0296-24-2111

53 茨城県 筑西市 11月1日 ○

１１月の「児童虐待防止推進月間」を周知啓発するため、市の広報紙に掲載 保健福祉部こども課 0296-24-2111

54 茨城県 坂東市 12月

社会福祉協議会が主催する「福祉まつり」に参加し、オレンジリボン等を配布する。 保健福祉部子育て支援課 0297-35-2121

55 茨城県 坂東市 11月 ○

広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載し、児童虐待防止月間の周知を図る。 保健福祉部子育て支援課 0297-35-2121

56 茨城県 坂東市 通年 ○

オレンジリボンを装着（職員等）する。 保健福祉部子育て支援課 0297-35-2121

57 茨城県 稲敷市 通年 ○

窓口にオレンジリボンの掲載 子ども家庭課 029-892-2000

58 茨城県 稲敷市 通年 ○

公用車へマグネットオレンジリボンの貼り付け 子ども家庭課 029-892-2001

59 茨城県 かすみがうら市 11月3日 ○

かすみがうらまつり参加／虐待防止用風船（５００枚）を配る。
会場／かすみがうら市第１常陸の公園グランド

保健福祉部子ども家庭課 0299-59-2111
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60 茨城県 かすみがうら市 11月6日 ○

子どもを守ろう！オレンジリボンたすきリレー参加／１５名程度
市立わかぐり保育所の園児及び市立新治小学校児童に沿道にて応援に参加してもらう。
かすみがうら市内国道６号線（上稲吉～市川までの区間約１０㎞）

保健福祉部子ども家庭課 0299-59-2111

61 茨城県 桜川市 11月 ○

市役所職員等によるオレンジリボン着用 児童福祉・企画 0296-75-3156

62 茨城県 桜川市 11月 ○

広報紙による「児童虐待防止推進月間」の周知 児童福祉 0296-75-3156

63 茨城県 桜川市 11月 ○

コミュニティービジョンによる「児童虐待防止推進月間」の周知 児童福祉 0296-75-3156

64 茨城県 桜川市 通年 ○

命の尊さを学ぶ授業の実施（小中学校） 児童福祉・健康推進課 0296-75-3156

65 茨城県 神栖市 7月24日

幼・保、小中学校の先生を対象に虐待予防研修を開催 健康福祉部こども課 0299-90-1205

66 茨城県 行方市 11月 ○

広報誌(11月市報）による広報・啓発を実施する。 こども福祉課 0299-55-0111

67 茨城県 鉾田市
6月8日、8月7日、10月6

日

民生委員・児童委員の定例会（３地区）にて「こどもの虐待を防止するために」をテーマに、講話、ＤＶＤ視聴等を実施。 鉾田市子ども家庭課 0291-33-2111

68 茨城県 鉾田市 6月5日

ファミリーサポート利用会員に対し、「こどものために知ってほしいこと」と題し、講話、ＤＶＤ視聴を実施。 鉾田市子ども家庭課 0291-33-2111

69 茨城県 鉾田市 7月26日

鉾田市社会福祉協議会主催の子育て応援プロジェクト　観劇『三匹の子ブタ』及びわくわくコンサート会場にて「189」のリーフ
レットを配布した。

鉾田市子ども家庭課 0291-33-2111

70 茨城県 鉾田市 4月～9月

市内公立保育所の保育士を対象に、ＣＳＰダイジェスト版講座を開催し、あわせて虐待予防の視点から保護者をサポートす
る必要性を伝えた

鉾田市子ども家庭課 0291-33-2111

71 茨城県 鉾田市 7月

市の広報紙に「189」についてと市の相談窓口を掲載し、周知した。 鉾田市子ども家庭課 0291-33-2111

72 茨城県 鉾田市 11月 ○

市の広報紙に子どもの虐待防止に関する記事を掲載予定 鉾田市子ども家庭課 0291-33-2111

73 茨城県 茨城町 11月1日 ○

茨城町広報紙やホームページに11月が「児童虐待防止推進月間」であることと、児童相談所全校共通ダイヤル「１８９」を掲
載する。。

茨城町保健福祉部こども課 029-240-7144

74 茨城県 茨城町 11月 ○

町民祭の来場者に児童虐待防止に関する啓発グッズの配布を行う。 茨城町保健福祉部こども課 029-240-7144

75 茨城県 茨城町 通年 ○

こども課窓口に児童相談所全国共通ダイヤルのカードを置く。 茨城町保健福祉部こども課 029-240-7144

76 茨城県 茨城町 通年 ○

町所有の公用車にマグネット式オレンジリボンを貼る。 茨城町保健福祉部こども課 029-240-7144

77 茨城県 茨城町 11月6日 ○

茨城県児童福祉施設協議会主催のオレンジリボンたすきリレーに協力。 茨城町保健福祉部こども課 029-240-7144
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78 茨城県 茨城町 11月 ○

役場玄関前にオレンジリボンの「のぼり」を設置する。 茨城町保健福祉部こども課 029-240-7144

79 茨城県 城里町 10月～翌3月 ○

保育園・幼稚園に講師を派遣し、児童虐待防止のため育ちにつまずきのある児童の出張相談を行う。 健康福祉課 029-353-7265

80 茨城県 城里町 11月 ○

町広報紙において「児童虐待防止推進月間」として周知する。 健康福祉課 029-353-7265

81 茨城県 東海村 11月10日 ○

広報誌への記事掲載 福祉部子育て支援課子ども家
庭担当

029-282-1711

82 茨城県 東海村 11月25日 ○

虐待予防講演会（テーマ「発達障害と子ども虐待」　　東海村役場） 福祉部子育て支援課子ども家
庭担当

029-282-1711

83 茨城県 阿見町 10月23日

町広報誌（11月号）において、児童虐待防止に関する事項を周知 保健福祉部児童福祉課 029-888-1111

84 茨城県 阿見町 10月25日

町主催の「さわやかフェア2015」の会場内において、町作成の児童虐待防止ポケットティッシュとオレンジリボンを配布 保健福祉部児童福祉課 029-888-1111

85 茨城県 河内町 10月

民生委員児童委員協議会において、児童虐待防止の啓発をする。 子育て支援課 0297-84-2111

86 茨城県 河内町 11月 ○

児童虐待に向けた啓発を広報紙に載せる。 子育て支援課 0297-84-2111

87 茨城県 八千代町 11月1日 ○

町広報紙及びホームページに、児童虐待防止月間及び啓発に関する記事を掲載 福祉保健課児童福祉係 0296-49-3941

88 茨城県 五霞町 11月 ○

啓発チラシ、ポケットティッシュの配布により児童虐待防止の周知 健康福祉課 0280-84-0006

89 茨城県 五霞町 11月 ○

広報紙での児童虐待防止の周知 健康福祉課 0280-84-0006

90 茨城県 境町 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 福祉部子ども未来課児童福祉
係

0280-81-1301

91 茨城県 境町 11月3日 ○

町民祭において、オレンジリボンに関するリーフレット及び啓発グッズを配布 福祉部子ども未来課児童福祉
係

0280-81-1301

92 茨城県 境町 通年 ○

公用車に児童虐待に関するマグネットシートを貼付し啓発活動を実施 福祉部子ども未来課児童福祉
係

0380-81-1301

93 茨城県 利根町 11月 ○

町広報誌へ児童虐待防止月間について掲載する 福祉課社会福祉係 0297-68-2211

1 栃木県 栃木県 10月4日

「県民だより」における児童虐待防止推進月間の広報 保健福祉部こども政策課児童家
庭支援・虐待対策担当

028-623-3061

2 栃木県 栃木県 11月 ○

セーブオン（コンビニ）のレジ画面において児童虐待防止の広報・啓発 保健福祉部こども政策課児童家
庭支援・虐待対策担当

028-623-3061
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3 栃木県 栃木県 11月15日 ○

「CouLeurとちぎ版（地域情報誌）」に児童虐待防止に関する情報を掲載 保健福祉部こども政策課児童家
庭支援・虐待対策担当

028-623-3061

4 栃木県 栃木県 11月 ○

県ホームページにおける児童虐待防止推進月間の広報 保健福祉部こども政策課児童家
庭支援・虐待対策担当

028-623-3061

5 栃木県 栃木県 10月30日～11月2日 ○

県庁舎本館窓にビッグオレンジリボンを掲示 保健福祉部こども政策課児童家
庭支援・虐待対策担当

028-623-3061

6 栃木県 栃木県 11月2日～6日 ○

県庁舎本館15階展示ロビーにおける児童虐待防止関連パネルの展示やポスター、リーフレット等の配置 保健福祉部こども政策課児童家
庭支援・虐待対策担当

028-623-3061

7 栃木県 栃木県 11月12日～30日 ○

県庁舎南館壁面に児童虐待防止啓発のための懸垂幕の掲示 保健福祉部こども政策課児童家
庭支援・虐待対策担当

028-623-3061

8 栃木県 栃木県 11月 ○

県庁舎や保健福祉部出先機関におけるオレンジリボン着用の推進・徹底、児童虐待防止ののぼり旗やオレンジリボンツリー
の掲示

保健福祉部こども政策課児童家
庭支援・虐待対策担当

028-623-3061

9 栃木県 宇都宮市 10月

宮っこフェスタ，一部地区文化祭にて児童虐待防止パネルの掲示及び啓発物品の配布 子ども部子ども家庭課子ども家
庭相談室

028-632-2788

10 栃木県 宇都宮市 11月1日 ○

市広報紙「広報うつのみや11月号」及び市ホームページてに児童虐待防止推進月間を周知 子ども部子ども家庭課子ども家
庭相談室

028-632-2788

11 栃木県 宇都宮市 11月 ○

市役所本庁舎において，来庁者向けに庁内放送を実施 子ども部子ども家庭課子ども家
庭相談室

028-632-2788

12 栃木県 宇都宮市 11月 ○

庁内イントラネットを活用し，全職員向けに児童虐待防止を周知 子ども部子ども家庭課子ども家
庭相談室

028-632-2788

13 栃木県 宇都宮市 11月 ○

市内公共施設において，のぼり旗を設置 子ども部子ども家庭課子ども家
庭相談室

028-632-2788

14 栃木県 宇都宮市 11月14日 ○

地元プロスポーツクラブ「栃木SC」ホームゲーム開催時に，来場者へ啓発物品を配布し，場内アナウンスにて児童虐待防止
推進月間を周知

子ども部子ども家庭課子ども家
庭相談室

028-632-2788

15 栃木県 宇都宮市 11月22日 ○

地元プロスポーツクラブ「リンク栃木ブレックス」ホームゲーム開催時に，来場者へ啓発物品を配布し，場内アナウンスにて児
童虐待防止推進月間を周知

子ども部子ども家庭課子ども家
庭相談室

028-632-2788

16 栃木県 宇都宮市 11月 ○

地元民間企業におけるオレンジリボン着用 子ども部子ども家庭課子ども家
庭相談室

028-632-2788

17 栃木県 足利市 11月 ○

児童虐待防止啓発パンフレットを作成し、関係機関に配布。 福祉部児童家庭課親子福祉担
当

0284-20-2137

18 栃木県 足利市 11月 ○

児童虐待防止啓発ＰＯＰスタンドを市役所及び出先機関窓口に設置 福祉部児童家庭課親子福祉担
当

0284-20-2137

19 栃木県 足利市 11月25日 ○

児童虐待防止講演会を開催
来場者に対して手作りのオレンジリボンを配布

福祉部児童家庭課親子福祉担
当

0284-20-2137

20 栃木県 足利市 11月 ○

市更生保護女性会と連携して手作りオレンジリボンを作成し、関係機関や講演会参加者等に配布 福祉部児童家庭課親子福祉担
当

0284-20-2137
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21 栃木県 足利市 11月1日 ○

市広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載 福祉部児童家庭課親子福祉担
当

0284-20-2137

22 栃木県 栃木市 11月 ○

市広報誌にて、児童虐待防止推進月間の掲載を行う。 保健福祉部こども課児童家庭
チーム

0282-21-2226

23 栃木県 栃木市 11月 ○

市ホームページにて、児童虐待防止推進月間の掲載を行う。 保健福祉部こども課児童家庭
チーム

0282-21-2226

24 栃木県 栃木市 11月 ○

オレンジリボンを作成し、市内幼稚園、保育園、学校などに配付を行う。 保健福祉部こども課児童家庭
チーム

0282-21-2226

25 栃木県 栃木市 11月8日 ○

街頭にて、マスコットキャラクターとち介と一緒に児童虐待防止推進月間のチラシ入りポケットティシュの配布イベントを行う。 保健福祉部こども課児童家庭
チーム

0282-21-2226

26 栃木県 栃木市 11月27日 ○

児童虐待防止講演会を実施する。 保健福祉部こども課児童家庭
チーム

0282-21-2226

27 栃木県 佐野市 11月1日 ○

広報さの１１月１日号へ児童虐待防止の啓発記事を掲載 家庭児童相談室 0283-20-3002

28 栃木県 佐野市 11月 ○

市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校へ通園、通学する全園児及び児童に対し、児童虐待防止の啓発チラシを配布す
る。

家庭児童相談室 0283-20-3002

29 栃木県 鹿沼市 11月 ○

市広報紙及び市ホームページへの掲載 保健福祉部こども家庭課家庭こ
ども相談室

0289-63-2177

30 栃木県 鹿沼市 12月6日

イベント（かぬまっこ　にこにこフェスタ２０１５）でのリーフレット配布 保健福祉部こども家庭課家庭こ
ども相談室

0289-63-2177

31 栃木県 日光市 11月3日 ○

一般市民や関係機関に向けてＤＶ・児童虐待防止啓発講演会開催。参加者に対し、児童虐待防止啓発用品配布。 健康福祉部人権・男女共同参画
課

0288-21-5184

32 栃木県 日光市 11月 ○

市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載。 健康福祉部人権・男女共同参画
課

0288-21-5184

33 栃木県 日光市 通年 ○

オレンジリボン入りの家庭児童相談室周知用ポケットティッシュを市内保育園幼稚園、小中学校に配布。 健康福祉部人権・男女共同参画
課

0288-21-5184

34 栃木県 小山市 9月12日

『第11回児童虐待防止に関する講演会』の開催
小山市文化センター

保健福祉部子育て・家庭支援課 0285-22-9627

35 栃木県 小山市 10月18日

『第6回おやま生まれのオレンジリボンたすきリレー』の開催
小山市役所御殿広場他市内で啓発活動

保健福祉部子育て・家庭支援課 0285-22-9627

36 栃木県 小山市 11月 ○

オレンジリボンツリー設置
小山市役所庁舎玄関・保健福祉センター玄関

保健福祉部子育て・家庭支援課 0285-22-9627

37 栃木県 小山市 通年 ○

市職員のオレンジリボン着用 保健福祉部子育て・家庭支援課 0285-22-9627

38 栃木県 小山市 通年 ○

公用車等にオレンジリボンステッカーの貼付 保健福祉部子育て・家庭支援課 0285-22-9627
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39 栃木県 小山市 11月 ○

市内コンビニや商店、医院等へのポスター掲示や啓発チラシ・パンフレットの配布 保健福祉部子育て・家庭支援課 0285-22-9627

40 栃木県 小山市 随時 ○

『子育て見守り隊』出前講座の実施 保健福祉部子育て・家庭支援課 0285-22-9627

41 栃木県 小山市 随時 ○
おやま生まれのオレンジリボンキャンペーンソング『まあるいこころ』の普及活動
児童虐待防止に関する講演会・おやま生まれのオレンジリボンたすきリレー等イベントでの合唱各幼稚園・保育園（所）・こど
も園にCDを配布

保健福祉部子育て・家庭支援課 0285-22-9627

42 栃木県 真岡市 10月下旬

広報もおか１１月号において虐待防止についての掲載 保健福祉部児童家庭課児童家
庭係

0285-83-8131

43 栃木県 真岡市 11月6日 ○

ウィークリーニュースもおかにて虐待防止のについての掲載 保健福祉部児童家庭課児童家
庭係

0285-83-8131

44 栃木県 大田原市 8月8日

与一まつり来場者に対して、児童相談所全国共通ダイヤルリーフレッット等配布 保健福祉部子ども幸福課子育
て支援係

0287-23-8932

45 栃木県 大田原市 10月17日

大田原市福祉ふれあいまつりの来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット等を配布 保健福祉部子ども幸福課子育
て支援係

0287-23-8932

46 栃木県 大田原市 11月 ○

市広報誌において児童虐待防止に関する記事の掲載 保健福祉部子ども幸福課子育
て支援係

0287-23-8932

47 栃木県 大田原市 通年 ○

市ホームページにおいて、児童虐待防止に関する記事の掲載 保健福祉部子ども幸福課子育
て支援係

0287-23-8932

48 栃木県 矢板市 11月3日 ○

矢板市福祉まつり（矢板市社会福祉協議会主催）において、児童虐待防止啓発ブースを設置し、オレンジリボンやパネル掲
示、リーフレットや啓発グッズの配布による啓発活動を実施

子ども課子育て支援担当 0287-44-3600

49 栃木県 矢板市 11月1日 ○

市広報誌、市が管理運営する公式ホームページやポータルサイト（矢板市パパママ応援サイト『ともな～る』）、において、児
童虐待防止月間の啓発

子ども課子育て支援担当 0287-44-3600

50 栃木県 矢板市 通年 ○

市が管理運営する公式ホームページやポータルサイト（矢板市パパママ応援サイト『ともな～る』）において、児童虐待防止啓
発

子ども課子育て支援担当 0287-44-3600

51 栃木県 矢板市 通年 ○

矢板市育児ガイドブック「すこやか」（赤ちゃん訪問時に配布）や矢板市子育て応援ブック（妊娠時、出生時、転入時に配布）
において、児童虐待防止啓発

子ども課子育て支援担当 0287-44-3600

52 栃木県 矢板市 通年 ○

妊娠シミュレーター貸出を実施（小中高等学校等）、妊娠疑似体験による児童虐待防止啓発 子ども課子育て支援担当 0287-44-3600

53 栃木県 那須塩原市 7月8日

児童虐待予防の広報活動として、小・中学生SOS相談カードを学校を通して、小中学生に配布 子ども未来部子育て支援課子ど
も・子育て総合センター

0287-46-5538

54 栃木県 那須塩原市 7月27日

児童虐待啓発ポスターを市内の関係機関に配布 子ども未来部子育て支援課子ど
も・子育て総合センター

0287-46-5538

55 栃木県 さくら市 通年 ○

市広報誌に児童虐待防止関連記事を掲載。児童虐待防止啓発物品の配布（各種イべント開催時）。 児童課児童福祉係 028-681-1125

56 栃木県 那須烏山市 10月18日

市こども館で開催する「こども館まつり」において、児童虐待防止の啓発・里親制度PRの周知コーナーを設置する。 こども課こそだて支援担当 0287-88-7116
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57 栃木県 那須烏山市 11月1日 ○

市保健福祉センターで開催する「那須烏山市健康福祉まつり」において、児童虐待防止の啓発・里親制度PRの周知コーナー
を設置する。

こども課こそだて支援担当 0287-88-7116

58 栃木県 下野市 8月20日

児童虐待防止に関する講演会を開催
来場者に児童虐待防止啓発グッズ、チラシ等を配布

健康福祉部こども福祉課　子育
て支援G

0285-52-1114

59 栃木県 下野市 11月1日 ○

市広報紙にて児童虐待防止月間の記事を掲載 健康福祉部こども福祉課　子育
て支援G

0285-52-1114

60 栃木県 下野市 11月2日～30日 ○

市庁舎にのぼり旗、横断幕、オレンジリボンのツリーを設置 健康福祉部こども福祉課　子育
て支援G

0285-52-1114

61 栃木県 下野市 11月1日 ○

市内イベント（天平の芋煮会）にてのぼり旗設置、啓発グッズ等の配布 健康福祉部こども福祉課　子育
て支援G

0285-52-1114

62 栃木県 下野市 11月8日 ○

市内イベント（産業祭）にてのぼり旗設置、啓発グッズ等の配布 健康福祉部こども福祉課　子育
て支援G

0285-52-1114

63 栃木県 下野市 11月28日 ○

市内イベント（福祉フェスタ）にてのぼり旗設置、啓発グッズ等の配布 健康福祉部こども福祉課　子育
て支援G

0285-52-1114

64 栃木県 上三川町 11月7日 ○

ふれあい健康福祉まつりにて、児童虐待防止ブースを設営し、オレンジリボン、児童虐待防止啓発グッズ、リーフレット等の
配布

福祉課相談支援係 0285-56-9137

65 栃木県 上三川町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止の啓発 福祉課相談支援係 0285-56-9137

66 栃木県 益子町 11月中旬 ○

町イベント〔町民祭（仮称）〕において児童虐待防止啓発ブースを設け、独自に作成したリーフレット等を配布し、周知に努め
る。

民生部健康福祉課児童家庭係 0285-72-8865

67 栃木県 茂木町 11月 ○

県広報紙において、児童虐待防止に関する県の施策を紹介 保健福祉課福祉係 0285-63-5631

68 栃木県 市貝町 11月 ○

市貝町町民祭の際に、会場の一角にブースを設け啓発活動を行う。 こども未来課 0285-68-1119

69 栃木県 市貝町 11月 ○

町広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載。 こども未来課 0285-68-1119

70 栃木県 芳賀町 11月 ○

広報紙に児童虐待防止推進月間について掲載。 住民生活部健康福祉課 028-677-1112

71 栃木県 壬生町 10月

健康ふくしまつり会場において子育て支援・母子保健・児童虐待に関するチラシ・オレンジリボン等の配布 民生部こども未来課子育て支援
係

0282-81-1831

72 栃木県 壬生町 10月

町広報紙において、児童虐待防止に関して広報予定 民生部こども未来課子育て支援
係

0282-81-1831

73 栃木県 野木町 10月18日

小山市で開催されるオレンジリボンたすきリレーにて、たすきの引継ぎを行う 教育委員会こども教育課 0280-57-4138

74 栃木県 野木町 10月下旬～11月 ○

児童虐待防止推進月間のお知らせを地域回覧する 教育委員会こども教育課 0280-57-4138
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75 栃木県 野木町 11月 ○

児童虐待防止推進月間のお知らせを各学校・幼稚園・保育所に配布 教育委員会こども教育課 0280-57-4138

76 栃木県 野木町 11月 ○

町広報誌において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載する 教育委員会こども教育課 0280-57-4138

77 栃木県 野木町 11月8日 ○

町産業祭の際、啓発パネルを展示し、オレンジリボンをツリーに飾り付ける啓発活動を実施 教育委員会こども教育課 0280-57-4138

78 栃木県 野木町 1月24日

町駅伝大会の際、オレンジリボンチームを作り参加する 教育委員会こども教育課 0280-57-4138

79 栃木県 野木町 通年 ○

乳児家庭全戸訪問の際に、リーフレットを配布 教育委員会こども教育課 0280-57-4138

80 栃木県 塩谷町 11月 ○

11月の町広報誌において、児童虐待防止推進月間について周知 保健福祉課 0287-45-1119

81 栃木県 高根沢町 11月～12月 ○

コモンセンス・ペアレンティング講座（全6回）を開催し、参加者にリーフレット等を配布する。募集人数10名程度（私立幼稚園
と協賛で実施予定）

こどもみらい課 028-676-6466

82 栃木県 高根沢町 11月23日 ○

児童館（1ヶ所）において、オレンジリボン・リーフレット等を配布する。　（ＮＰＯ法人に委託して実施） こどもみらい課 028-676-6466

83 栃木県 高根沢町 11月7日、8日 ○

町文化際において、オレンジリボン・オレンジ風船・リーフレットを配布する。（町が委託したＮＰＯ法人と町民生児童委員協議
会が合同で実施）

こどもみらい課 028-676-6466

84 栃木県 那須町 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 こども未来課子育て支援セン
ター

0287-71-1137

85 栃木県 那珂川町 10月4日

町福祉祭りにて児童虐待防止ブースを設営、パンフレット・オレンジリボンなどの配布を行う。 健康福祉課子育て支援係 0287-92-1119

86 栃木県 那珂川町 11月 ○

町職員全員にオレンジリボンを配布し着用を推進。庁内ネットワークシステムにて虐待防止月間の周知。町議員、民生委員
などにオレンジリボン、パンフレットを配布。町広報誌、HPなどでも児童虐待防止月間の周知を実施。

健康福祉課子育て支援係 0287-92-1119

1 群馬県 群馬県 10月28日

子育て講演会「バッドサイクルからグッドサイクルへ」の開催 児童福祉課 027-226-2628

2 群馬県 群馬県 7月8月11月 ○

ＦＭ放送によるスポットＣＭ 児童福祉課 027-226-2628

3 群馬県 群馬県 11月 ○

展望ホールでのパネル・ポスター展示、来場者への啓発グッズ（ティッシュ）配布 児童福祉課 027-226-2628

4 群馬県 群馬県 7月～11月 ○

関係機関・団体、パチンコ・スロット店、スーパー、コンビニエンスストア等でのポスター掲示、啓発グッズ（ティッシュ）配布等 児童福祉課 027-226-2628

5 群馬県 群馬県 10月25日

児童虐待防止のための県民講座開催（映画「やさしい花」の上映等） 児童福祉課 027-226-2628

6 群馬県 群馬県 11月3日 ○

「ぐんま県民マラソン」出場者及び来場者に啓発グッズ（リボン・チラシ・ティッシュ）を配布 児童福祉課 027-226-2628
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7 群馬県 群馬県 11月 ○

街頭において啓発グッズ（チラシ・ティッシュ等）を配布 児童福祉課 027-226-2628

8 群馬県 群馬県 7月～ ○

児童虐待防止の手作りのスローガンパネルを掲示 児童福祉課 027-226-2628

9 群馬県 群馬県 10月～11月 ○

オレンジリボンの横断幕を設置 児童福祉課 027-226-2628

10 群馬県 群馬県 11月 ○

ラジオ高崎に職員が出演し、オレンジリボンキャンペーンを広報 児童福祉課 027-226-2628

11 群馬県 群馬県 10～11月 ○

富岡市、甘楽郡内の小児科医を訪問し、意見交換を実施 児童福祉課 027-226-2628

12 群馬県 群馬県 11月 ○

「オレンジリボンキャンペーン」パネル掲示 児童福祉課 027-226-2628

13 群馬県 群馬県 通年 ○

「児童虐待ゼロ！プロジェクト」（県警）
・幼稚園教諭、保育士、小中高等学校の養護教諭等への啓発
・保育・看護部門の学生を対象とした講義
・児童相談所との臨検捜索訓練　等

児童福祉課 027-226-2628

14 群馬県 前橋市 通年 ○

児童虐待防止の懸垂幕の設置 福祉部子育て支援課 027-220-5702

15 群馬県 前橋市 通年 ○

コモンセンスペアレンティングの開催 福祉部子育て支援課 027-220-5702

16 群馬県 前橋市 通年 ○

ペアレントトレーニングの開催 福祉部子育て支援課 027-220-5702

17 群馬県 前橋市 通年 ○

セカンドステップの開催 福祉部子育て支援課 027-220-5702

18 群馬県 前橋市 通年 ○

親子の絆づくりプログラム"赤ちゃんがきた！"（ＢＰ） の開催 福祉部子育て支援課 027-220-5702

19 群馬県 前橋市 通年 ○

虐待予防にかかわる出前講座 福祉部子育て支援課 027-220-5702

20 群馬県 前橋市 通年 ○

マタニティセミナーにおけるＳＢＳ講座の実施 福祉部子育て支援課 027-220-5702

21 群馬県 前橋市 通年 ○

まえばしCITYエフエムにおいて、月2回虐待予防防止に関する情報を発信。
（内容：第2火曜「虐待予防を含めた子育て関連の情報」、第3月曜「虐待等に関連する情報」）

福祉部子育て支援課 027-220-5702

22 群馬県 前橋市 通年 ○

本市作成のオレンジリボン、虐待防止リーフレットの配布 福祉部子育て支援課 027-220-5702

23 群馬県 前橋市 11月1日 ○

市広報11月1日号に、児童虐待防止推進月間について掲載 福祉部子育て支援課 027-220-5702



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 問い合わせ先

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】

24 群馬県 前橋市 11月 ○

市内各図書館における児童虐待防止関連図書コーナーの設置 福祉部子育て支援課 027-220-5702

25 群馬県 高崎市 11月～12月下旬 ○

啓発オレンジイルミネーションの設置（本庁舎・協賛企業） 福祉部こども家庭課 027-321-1315

26 群馬県 高崎市 11月 ○

シンフォニーロード、高崎駅ペレストリアンデッキに啓発用のぼり旗・吊りフラッグ等設置 福祉部こども家庭課 027-321-1315

27 群馬県 高崎市 11月 ○

本庁舎・支所ロビーＰＲショップの設置（啓発用グッズ・チラシ等の配布、パネル展示） 福祉部こども家庭課 027-321-1315

28 群馬県 高崎市 11月 ○

啓発用懸垂幕・横断幕設置（本庁舎、支所庁舎等） 福祉部こども家庭課 027-321-1315

29 群馬県 高崎市 11月 ○

市役所公用車に啓発マグネットシールの添付 福祉部こども家庭課 027-321-1315

30 群馬県 高崎市 11月17日 ○

要保護児童対策地域協議会構成員を対象とした研修会の実施。研修会（講演会）テーマ等：児童相談所「児童虐待の理解と
援助」、群馬県警「児童虐待０を目指そう」

福祉部こども家庭課 027-321-1315

31 群馬県 桐生市 11月 ○

啓発用懸垂幕の掲出（市役所本庁舎） 保健福祉部子育て支援課 0277-46-1111 (内
線250)

32 群馬県 桐生市 11月 ○

啓発用のぼり旗の掲出（市内公共機関等） 保健福祉部子育て支援課 0277-46-1111 (内
線250)

33 群馬県 桐生市 11月 ○

オレンジリボンのモニュメントの設置（市内３か所：本庁舎、保健福祉会館、市民活動支援ｾﾝﾀｰ） 保健福祉部子育て支援課 0277-46-1111 (内
線250)

34 群馬県 桐生市 11月 ○

PR用マグネットの装着（市内循環バス、公用車、社会福祉協議会所有車） 保健福祉部子育て支援課 0277-46-1111 (内
線250)

35 群馬県 桐生市 11月 ○

児童虐待通告先を市の広報紙に掲載 保健福祉部子育て支援課 0277-46-1111 (内
線250)

36 群馬県 桐生市 11月3日 ○

街頭啓発でチラシの配布（市内のイベントに参加） 保健福祉部子育て支援課 0277-46-1111 (内
線250)

37 群馬県 桐生市 通年 ○

市の広報紙にて全国共通ダイヤル１８９を掲載 保健福祉部子育て支援課 0277-46-1111 (内
線251)

38 群馬県 伊勢崎市 11月 ○

民生児童委員にオレンジリボン着用を依頼 子育て支援課子育て相談係 0270-27-2798
(直通)

39 群馬県 伊勢崎市 11月 ○

健康推進員にオレンジリボン着用を依頼 子育て支援課子育て相談係 0270-27-2798
(直通)

40 群馬県 伊勢崎市 11月 ○

福祉事務所職員等にオレンジリボン着用を依頼 子育て支援課子育て相談係 0270-27-2798
(直通)

41 群馬県 伊勢崎市 11月 ○

要保護児童対策地域協議会構成機関にオレンジリボン着用を依頼 子育て支援課子育て相談係 0270-27-2798
(直通)
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42 群馬県 伊勢崎市 10月17日

児童館合同まつりにてオレンジリボンキャンペーンのPR(啓発グッズやチラシの配布等） 子育て支援課子育て相談係 0270-27-2798
(直通)

43 群馬県 伊勢崎市 10月下旬

オレンジリボンキャラバン隊の結成（保育園(所）、幼稚園、児童館等に児童虐待防止推進月間取り組みのPR,ポスター・リー
フレット（市独自で作成したチラシも含む）の配布）

子育て支援課子育て相談係 0270-27-2798
(直通)

44 群馬県 伊勢崎市 11月1日 ○

伊勢崎市広報にオレンジリボンキャンペーンについて掲載 子育て支援課子育て相談係 0270-27-2798
(直通)

45 群馬県 伊勢崎市 11月2日～11月13日 ○

市役所東庁舎1階市民ホールにて児童虐待に関するパネル展示、啓発グッズやチラシの配布等 子育て支援課子育て相談係 0270-27-2798
(直通)

46 群馬県 伊勢崎市 11月2日～11月13日 ○

児童虐待防止のぼり旗の設置 子育て支援課子育て相談係 0270-27-2798
(直通)

47 群馬県 伊勢崎市 11月2日～11月13日 ○

児童虐待防止横断幕の設置 子育て支援課子育て相談係 0270-27-2798
(直通)

48 群馬県 伊勢崎市 11月1日～11月15日 ○

こども作品展（会場：児童センター）にてオレンジリボンキャンペーンのPR(啓発グッズやチラシの配布等） 子育て支援課子育て相談係 0270-27-2798
(直通)

49 群馬県 伊勢崎市 10月31日～11月1日 ○

東京福祉大学学園祭にて児童虐待防止、オレンジリボンキャンペーンのPR 子育て支援課子育て相談係 0270-27-2798
(直通)

50 群馬県 太田市 11月1日 ○

広報誌（広報おおた）11月1日にて、児童虐待防止推進月間の啓発 福祉こども部こども課 0276-47-1911

51 群馬県 太田市 11月1日 ○

おおた街なかジャズフェスタ×B-1グランプリ会場（太田市役所駐車場）にて、啓発グッズを配布し、オレンジリボンキャンペー
ンを展開

福祉こども部こども課 0276-47-1911

52 群馬県 沼田市 11月 ○

児童虐待防止月間について市広報紙に掲載 健康福祉部子ども課 0278-23-2111

53 群馬県 館林市 通年 ○

市ホームページにおいて児童虐待防止の啓発 保健福祉部こども福祉課子育て
支援係

0276-72-4111

54 群馬県 館林市 10月12日

市民イベント「市民のつどい」での児童虐待防止推進
実施内容：児童相談所全国共通ダイヤルのしおり等の配布、児童虐待防止広報啓発ＤＶＤの放映
開催場所：館林市役所

保健福祉部こども福祉課子育て
支援係

0276-72-4111

55 群馬県 館林市 11月1日 ○

市広報紙において児童虐待防止月間の周知 保健福祉部こども福祉課子育て
支援係

0276-72-4111

56 群馬県 館林市 11月 ○

市庁舎ロビーにおいてオレンジリボンの配布と児童虐待防止広報啓発ＤＶＤの放映 保健福祉部こども福祉課子育て
支援係

0276-72-4111

57 群馬県 渋川市 11月1日 ○

市広報紙に児童虐待防止について掲載 保健福祉部こども課 0279-22-2415

58 群馬県 渋川市 年間（常時）

ホームページに「虐待から子どもを守ろう」と題し、虐待防止について掲載 保健福祉部こども課 0279-22-2415

59 群馬県 渋川市 11月19日 ○

渋川市要保護児童地域対策協議会代表者会議開催 保健福祉部こども課 0279-22-2415
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60 群馬県 渋川市 11月19日 ○

市内小中学校ＰＴＡ会長、保育・幼稚園保護者会長、一般市民対象の研修会開催 保健福祉部こども課 0279-22-2415

61 群馬県 藤岡市 11月 ○

広報において、虐待防止月間のＰＲ 健康福祉部子ども課元気子育
て係

0274-22-1211

62 群馬県 富岡市 11月 ○

市役所庁舎前に児童虐待防止の垂れ幕を設置 健康福祉部こども課こども育成
係

0274-62-1511

63 群馬県 富岡市 11月 ○

市の広報に児童虐待防止月間についての記事を載せる。 健康福祉部こども課こども育成
係

0274-62-1511

64 群馬県 安中市 11月 ○

市広報紙において児童虐待防止に関する啓発、相談先の周知 保健福祉部子ども課 027-382-1111
(内線1161)

65 群馬県 安中市 通年 ○

啓発用マグネットシールを関係課の公用車に貼付 保健福祉部子ども課 027-382-1111
(内線1161)

66 群馬県 安中市 通年 ○

担当課窓口でオレンジリボン・標語・相談先を掲載した啓発用クリアファイルを配布 保健福祉部子ども課 027-382-1111
(内線1161)

67 群馬県 安中市 10月18日

啓発用クリアファイルを市の健康まつりで配布 保健福祉部子ども課 027-382-1111
(内線1161)

68 群馬県 安中市 11月 ○

啓発用のぼり旗の設置 保健福祉部子ども課 027-382-1111
(内線1161)

69 群馬県 みどり市 11月 ○

市広報11月号に児童虐待防止について掲載 こども課家庭児童相談室 0277-76-0995

70 群馬県 みどり市 11月 ○

啓発用懸垂幕の設置（本庁舎） こども課家庭児童相談室 0277-76-0995

71 群馬県 みどり市 11月 ○

公用車へオレンジリボンマグネットを貼り広報 こども課家庭児童相談室 0277-76-0995

72 群馬県 みどり市 11月6日～11月12日 ○

市民生委員児童委員協議会定例会にて周知・見守依頼 こども課家庭児童相談室 0277-76-0995

73 群馬県 みどり市 11月29日 ○

みどり市健康福祉まつりにてミニ講話とリーフレット・啓発グッズの配布・相談会の実施 健康管理課こども課家庭児童相
談室

0277-76-0995

74 群馬県 みどり市 通年 ○

ＣＳＰ講座の開催 こども課家庭児童相談室 0277-76-0995

75 群馬県 みどり市 10月

市内全小学校の就学時健診において、児童相談所によるミニ講話の実施 こども課家庭児童相談室 0277-76-0995

76 群馬県 榛東村 7月～ ○

児童相談所全国共通ダイヤル３桁化のパンフレットを回覧した。また、窓口や乳幼児健診等では周知カード等の配布による
周知を実施中。

子育て・長寿支援課 0279-54-2211

77 群馬県 榛東村 6月、7月

児童相談所全国共通ダイヤル３桁化について村広報誌に掲載。 子育て・長寿支援課 0279-54-2211
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78 群馬県 榛東村 11月 ○

児童虐待防止月間・オレンジリボンキャンペーンについて村広報誌に掲載。 子育て・長寿支援課 0279-54-2211

79 群馬県 榛東村 通年 ○

役場正面玄関にオレンジリボンキャンペーンの看板を設置。 子育て・長寿支援課 0279-54-2211

80 群馬県 榛東村 11月 ○

児童虐待防止に関する啓発用リーフレットの回覧を予定している。 子育て・長寿支援課 0279-54-2211

81 群馬県 吉岡町 11月 ○

町広報誌にて虐待や通告等について啓発 健康福祉課福祉室 0279-54-3111

82 群馬県 吉岡町 11月 ○

地域住民に対してリーフレット回覧 健康福祉課福祉室 0279-54-3111

83 群馬県 上野村 10月下旬～11月 ○

啓発用ポケットティッシュのイベントでの配布及び小・中・保育所を通じ保護者に配布予定 保健福祉課 0274-59-2309

84 群馬県 南牧村 11月 ○

村広報紙において、児童虐待防止オレンジリボンキャンペーンの周知 住民生活部 保健福祉課福祉係 0274-87-2011

85 群馬県 中之条町 11月 ○

町広報誌に児童虐待防止月間の周知及び通告先の案内 住民福祉課 0279-75-8825

86 群馬県 長野原町 11月 ○

町広報紙に掲載 町民生活課保健衛生係 0279-82-2246

87 群馬県 嬬恋村 11月 ○

広報誌にて啓発を実施 住民福祉課 0279-96-0515

88 群馬県 草津町 10月～12月 ○

自治体独自に作成したリーフレットを関係機関に配布予定 健康推進課 0279-88-5797

89 群馬県 高山村 11月11日～15日 ○

村文化祭会場において、リーフレット等の配布 住民課 0279-26-7952

90 群馬県 東吾妻町 11月5日 ○

町広報誌にて児童虐待防止月間の周知及び通告先の案内 保健福祉課子ども係 0279-68-2111

91 群馬県 片品村 11月 ○

村内防災無線にて周知（予定） 保健福祉課 0278-58-2115

92 群馬県 片品村 11月 ○

11月号村内広報誌掲載（実施） 保健福祉課 0278-58-2115

93 群馬県 片品村 12月 ○

啓発チラシを配布 保健福祉課 0278-58-2115

94 群馬県 昭和村 11月 ○

村の広報誌11月号に掲載し、広報誌を全家庭に配付。 保健福祉課 0278-24-5111

95 群馬県 みなかみ町 11月1日 ○

町報による虐待防止啓発 子育て健康課 0278-25-5009
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96 群馬県 玉村町 5月25日

虐待児対応研修（町内保育所保育士・幼稚園教諭向け・玉村町役場３階） 子ども育成課子育て支援係 0270-64-7719

97 群馬県 玉村町 11月14日 ○

虐待防止・子育て講演会（生まれてきてくれてありがとう・一般向け・玉村町文化センター小ホール） 子ども育成課子育て支援係 0270-64-7719

98 群馬県 玉村町 7月1日～ ○

町独自で作成した三角柱ポップを配布（虐待防止PR及び児童相談所の全国共通ダイヤルが三ケタになることに伴う啓発・町
事業所に配布）

子ども育成課子育て支援係 0270-64-7719

99 群馬県 玉村町 通年 ○

町独自で作成したオレンジリボンステッカーを町公用車に貼る 子ども育成課子育て支援係 0270-64-7719

100 群馬県 玉村町 通年 ○

町独自で作成したクリアファイルを配布（虐待防止PR及び児童相談所の全国共通ダイヤルが三ケタになることに伴う啓発・
講演会、研修等で配布）

子ども育成課子育て支援係 0270-64-7719

101 群馬県 玉村町 通年 ○

町独自で作成した虐待防止のリーフレットを窓口等で配布 子ども育成課子育て支援係 0270-64-7719

102 群馬県 明和町 11月1日 ○

産業祭において、オレンジリボン活動の周知
（民生委員による啓発品等の配布）

住民福祉課福祉係 0276-84-3111

103 群馬県 明和町 11月 ○

公用車にオレンジリボンキャンペーンマグネット（直径50ｃｍ）を貼る 住民福祉課福祉係 0276-84-3111

104 群馬県 千代田町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止に関する町の取組み及び平成27年度「児童虐待防止推進月間」の標語の掲載 住民福祉課 0276-86-7000

105 群馬県 大泉町 10月25日

町広報紙で児童虐待防止推進月間の周知 子育て支援課 0276-55-2631

106 群馬県 大泉町 11月 ○

役場と保健福祉総合センター周辺でののぼり旗の掲示 子育て支援課 0276-55-2631

107 群馬県 大泉町

10月2日、7日、13日、
14日、22日、23日、25
日、11月19日、24日、
25日、26日、27日、28

年1月20日、21日

○

10月（7日間）、1月（2日間）の胃・大腸がん検診、11月の乳幼児健診（5日間）受診者に対しリーフレット・オレンジリボンを配
布し普及啓発を行う

子育て支援課 0276-55-2631

108 群馬県 大泉町 11月21日、22日 ○

保健福祉まつりでのぼり旗の掲示とリーフレットの配布 子育て支援課 0276-55-2631

1 埼玉県 埼玉県 11月1日 ○

さいたま市と合同で大宮アルディージャ戦前にＮＡＣＫ５スタジアムで啓発キャンペーンを実施 福祉部こども安全課 048-830-3362

2 埼玉県 埼玉県 11月3日 ○

さいたまスーパーアリーナで開催される「コープフェスタ」において、児童虐待防止啓発をテーマとしたブースを出展 福祉部こども安全課 048-830-3362

3 埼玉県 埼玉県 11月6日 ○

JR大宮駅東口及び西口で警察等と啓発キャンペーンを実施 福祉部こども安全課 048-830-3362

4 埼玉県 埼玉県 11月11日 ○

東洋大学こども支援学専攻学生と合同で東武東上線朝霞台駅ロータリーで啓発キャンペーンを実施 福祉部こども安全課 048-830-3362
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5 埼玉県 埼玉県 11月 ○

県広報誌「彩の国だより」に啓発記事を掲載 福祉部こども安全課 048-830-3362

6 埼玉県 埼玉県 通年 ○

無料フリーペーパー「ぱど」に啓発記事を掲載 福祉部こども安全課 048-830-3362

7 埼玉県 埼玉県 11月 ○

無料フリーペーパー「クルール」に啓発記事を掲載 福祉部こども安全課 048-830-3362

8 埼玉県 埼玉県 11月 ○

埼玉県ホームページに啓発記事を掲載 福祉部こども安全課 048-830-3363

9 埼玉県 川越市 11月 ○

課内に設置した「児童虐待防止SOSセンター」（フリーダイヤル）の周知のためのクリアファイルを、市内小中学校、保育園、
幼稚園等で保護者に配布。

こども未来部こども安全課 049-224-5821

10 埼玉県 川越市 11月16日～20日 ○

市役所ロビーに児童虐待防止に関するパネルを展示。その他、オレンジリボン、リーフレット等を配布。 こども未来部こども安全課 049-224-5821

11 埼玉県 川越市 11月10日 ○

広報へ児童虐待防止に関する啓発記事を掲載。 こども未来部こども安全課 049-224-5821

12 埼玉県 川越市 11月 ○

市役所庁内に設置された市民向けのテレビで、児童虐待防止に関する情報を放映。 こども未来部こども安全課 049-224-5821

13 埼玉県 川越市 11月 ○

市独自に作成したポスター（通告義務について）を市内小中学校、保育園、幼稚園、家庭保育室等に配布。 こども未来部こども安全課 049-224-5821

14 埼玉県 川越市 9月12日

子育て講演会を開催。 こども未来部こども安全課 049-224-5821

15 埼玉県 川越市 随時 ○

学校、保育園、幼稚園、民生・児童委員の会議等に出向き、児童虐待に関する説明、研修等を行う。 こども未来部こども安全課 049-224-5821

16 埼玉県 熊谷市 8月

市報と併せて自治会に児童虐待防止チラシを配布する 福祉部こども課児童相談係 048-524-1111
内線255､552

17 埼玉県 熊谷市 11月 ○

市報に児童虐待防止の啓発に関する内容を掲載する 福祉部こども課児童相談係 048-524-1111
内線255､552

18 埼玉県 川口市 通年 ○

虐待防止啓発のため、カード（今年度オートレーサー森且行選手起用）作成 子育て相談課 048-259-9005

19 埼玉県 川口市 通年 ○

各支所にて、横断幕掲示し、啓発活動 子育て相談課 048-259-9005

20 埼玉県 川口市 通年 ○

広報誌にて、相談窓口・虐待通報周知 子育て相談課 048-259-9005

21 埼玉県 川口市 ７月31日～8月31日

川口駅前、中央図書館に懸垂幕設置し、啓発活動（１８９周知のため夏休み期間） 子育て相談課 048-259-9005

22 埼玉県 川口市 10月

わんぱく祭りにて、カード、ポケットティッシュ等配布 子育て相談課 048-259-9005
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23 埼玉県 川口市 10月30日～12月1日 ○

川口駅前、中央図書館に懸垂幕設置し、啓発活動 子育て相談課 048-259-9005

24 埼玉県 川口市 11月1日 ○

広報誌にて、虐待防止のPR 子育て相談課 048-259-9005

25 埼玉県 川口市 11月 ○

「キャスティビジョン」「西川口駅東口電光掲示板」虐待防止のPR 子育て相談課 048-259-9005

26 埼玉県 川口市 11月10日～30日 ○

川口市役所全職員缶バッチ着用しPR 子育て相談課 048-259-9005

27 埼玉県 川口市 11月4日 ○

「非行防止キャンペーン」（東川口駅）啓発カードポケットティッシュ配布 子育て相談課 048-259-9005

28 埼玉県 川口市 1月12日

成人式会場内でオートレースPRブースにて、イベント参加者全員にカード、ポケットティシュ配布などで啓発活動実施。 子育て相談課 048-259-9005

29 埼玉県 川口市 1月

「新春伝承あそびまつり」啓発カードポケットティッシュ配布 子育て相談課 048-259-9005

30 埼玉県 秩父市 11月10日 ○

市広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載 社会福祉課 0494-25-5204

31 埼玉県 所沢市 11月24日～26日 ○

庁舎市民ホールでの啓発活動。啓発展示の実施、啓発物（オレンジリボン、児童虐待に関するチラシ、ポケットティッシュ）の
配布

こども未来部こども支援課こども
相談センター

04-2998-9129

32 埼玉県 所沢市 11月 ○

広報および市ホームページへの掲載、公用車に児童虐待防止ステッカーを貼付。 こども未来部こども支援課こども
相談センター

04-2998-9129

33 埼玉県 所沢市 随時 ○

地域で開催される民生・児童委員の地区会や児童館などに出向き、児童虐待に関する説明を行う。 こども未来部こども支援課こども
相談センター

04-2998-9129

34 埼玉県 飯能市 11月7,8日 ○

飯能まつりの会場において、平成26年5月に開設した「飯能市児童虐待防止・相談ホットライン」周知のために作成した、オリ
ジナルグッズ等を配布

福祉部子育て支援課支援相談
担当

042-978-5627

35 埼玉県 飯能市 10月11月 ○

児童虐待防止推進月間の横断幕を市役所庁舎等に掲示 福祉部子育て支援課支援相談
担当

042-978-5627

36 埼玉県 加須市 11月 ○

オレンジリボン運動の一環として反射リボンループ（オレンジ色）を小学校1年生の保護者に配布 こども局こども政策課 0480-62-1111

37 埼玉県 加須市 11月 ○

市広報紙に児童虐待防止推進月間を掲載 こども局こども政策課 0480-62-1111

38 埼玉県 本庄市 11月 ○

市広報紙に児童虐待防止の周知について掲載 福祉部子育て支援課 0495-25-1130

39 埼玉県 東松山市 5月

市広報誌において家庭児童相談室の案内掲載 教育部子育て支援課 0493-63-5005

40 埼玉県 東松山市 7月

公立保育士向けのＣＳＰダイジェスト版の開催 教育部子育て支援課 0493-63-5005
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41 埼玉県 東松山市 11月 ○

市広報誌において児童虐待防止推進月間の周知案内掲載 教育部子育て支援課 0493-63-5005

42 埼玉県 東松山市 11月 ○

児童虐待防止のチラシ、オレンジリボンの配布による啓発活動 教育部子育て支援課 0493-63-5005

43 埼玉県 春日部市 11月 ○

市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載 福祉部子育て支援課こども相談
支援担当

048-736-1111

44 埼玉県 春日部市 11月 ○

小・中学校、幼稚園、保育園へ児童虐待防止リーフレットを配布 福祉部子育て支援課こども相談
支援担当

048-736-1111

45 埼玉県 春日部市 11月 ○

市役所庁舎５階の窓に、「11月は児童虐待防止推進月間です」（平成27年度標語）を掲示 福祉部子育て支援課こども相談
支援担当

048-736-1111

46 埼玉県 狭山市 11月 ○

埼玉西武ライオンズとタイアップして広報紙による啓発・PRの実施 福祉こども部こども課援護担当 04-2953-1111(内
1537)

47 埼玉県 狭山市 11月 ○

庁内の申請・相談窓口、総合子育て支援センター等で啓発用卓上のぼりの掲出 福祉こども部こども課援護担当 04-2953-1111(内
1537)

48 埼玉県 狭山市 11月 ○

職員がオレンジリボンを付けPRを実施。民生・児童委員にもオレンジリボンの着用について協力を依頼。 福祉こども部こども課援護担当 04-2953-1111(内
1537)

49 埼玉県 狭山市 11月9日～11月20日 ○

市役所エントランスホールにてパネル展示。 福祉こども部こども課援護担当 04-2953-1111(内
1537)

50 埼玉県 狭山市 11月 ○

市内小中学校の児童生徒に「児童生徒電話相談カード」を配布 福祉こども部こども課援護担当 04-2953-1111(内
1537)

51 埼玉県 羽生市 5月～10月

毎週水曜日にオレンジリボンと児童福祉週間標語を
プリントしたポロシャツを職員が着用し啓発。

子育て支援課 048-561-1121

52 埼玉県 羽生市 通年 ○

職員の名札にオレンジリボンを付け啓発。 子育て支援課 048-561-1121

53 埼玉県 羽生市 11月 ○

市の広報誌・ホームページ・市民ロビーのテレビに掲載。 子育て支援課 048-561-1121

54 埼玉県 鴻巣市 11月 ○

市の広報紙掲載「児童虐待防止月間」の周知を図る。 こども未来課子育て支援担当 048-541-1894

55 埼玉県 鴻巣市 11月29日 ○

市が作成した児童虐待防止リーフtレットを配布（子育てフェステバル） こども未来課子育て支援担当 048-541-1894

56 埼玉県 深谷市 通年 ○

母子手帳交付時に児童虐待通告先や子育て相談窓口先を紹介するチラシ及びファイルを配布 こども青少年課 048-574-6646

57 埼玉県 深谷市 通年 ○

市広報紙に児童虐待電話相談窓口について掲載 こども青少年課 048-574-6646

58 埼玉県 深谷市 通年 ○

担当職員の名札にオレンジリボンを着用し、児童虐待防止を啓発 こども青少年課 048-574-6646
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59 埼玉県 深谷市 10月23日

関係機関向けに「子どもの虐待防止講演会」を実施 こども青少年課 048-574-6646

60 埼玉県 深谷市 10月24日

福祉健康まつりにおいて、来所者に児童虐待通告先や子育て相談窓口を紹介すると共に等啓発物品を配布 こども青少年課 048-574-6646

61 埼玉県 深谷市 11月 ○

市民向けに「子育て講演会」を同内容で、会場を変え4回実施 こども青少年課 048-574-6646

62 埼玉県 深谷市 11月 ○

市職員の名札にオレンジリボンを着用し、児童虐待防止を啓発 こども青少年課 048-574-6646

63 埼玉県 深谷市 11月 ○

市庁舎各カウンターに卓上型の児童虐待防止啓発案内を作成し周知する こども青少年課 048-574-6646

64 埼玉県 深谷市 11月 ○

市広報紙に児童虐待防止推進月間について掲載 こども青少年課 048-574-6646

65 埼玉県 深谷市 11月 ○

各自治会掲示板に虐待防止月間啓発ポスターを掲示 こども青少年課 048-574-6646

66 埼玉県 上尾市 11月 ○

市広報、webサイト、本庁舎電子掲示板にて児童虐待防止の啓発記事を掲載。 子ども未来部子ども・若者相談
センター

048‐783‐4964

67 埼玉県 上尾市 11月 ○

学童指導員への出前講座 子ども未来部子ども・若者相談
センター

048‐783‐4964

68 埼玉県 上尾市 11月8日 ○

市の産業祭での啓発活動。啓発物（オレンジリボン、付箋等）を配布。 子ども未来部子ども・若者相談
センター

048‐783‐4964

69 埼玉県 上尾市 11月23日 ○

児童虐待防止映画上映・講演会を上尾市コミュニティセンターで開催。来場者に啓発物（付箋）を配布。 子ども未来部子ども・若者相談
センター

048‐783‐4964

70 埼玉県 草加市 7月4日

埼玉県草加警察署主催の「非行防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」にて、児童虐待防止のリーフレットを配布 子育て支援センター 048-941-6791

71 埼玉県 草加市 11月 ○

11月5日号の広報紙に児童虐待防止の記事を掲載 子育て支援センター 048-941-6791

72 埼玉県 草加市 11月21日 ○

草加駅前で児童虐待防止啓発キャンペーンを実施。越谷児童相談所草加支所による「里親推進キャンペーン」と共催。 子育て支援センター 048-941-6791

73 埼玉県 越谷市 11月 ○

市広報誌・ホームページにて児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載 子ども家庭部子育て支援課 048-963-9172

74 埼玉県 蕨市 11月 ○

広報誌で児童虐待防止推進月間を周知 児童福祉課 048-433-7757

75 埼玉県 戸田市 11月 ○

ホームページ・広報誌にて児童虐待防止記事を掲載 こども青少年部こども家庭課子
育て支援担当

048-441-1800

76 埼玉県 戸田市 11月 ○

児童虐待防止リーフレットを町会に配布 こども青少年部こども家庭課子
育て支援担当

048-441-1800
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77 埼玉県 戸田市 11月 ○

公用自転車に児童虐待防止ステッカーを貼布 こども青少年部こども家庭課子
育て支援担当

048-441-1800

78 埼玉県 戸田市 11月 ○

市役所全職員オレンジリボンを着用 こども青少年部こども家庭課子
育て支援担当

048-441-1800

79 埼玉県 戸田市 通年 ○

公共機関に児童虐待防止ポスターを掲示 こども青少年部こども家庭課子
育て支援担当

048-441-1800

80 埼玉県 入間市 10月24日

市民まつり（入間市万燈まつり）の会場においてオレンジリボン活動の周知（来場者にオレンジリボンを作成してもらう）や、
虐待通告制度に関する周知を図る。

こども支援課 04-2964-1111
(2356~2358)

81 埼玉県 入間市
7月7日、10月8日、3月2

日

育児体験事業（市内中学校３校の3年生を対象に妊婦体験や沐浴体験などを行い、生まれてくる赤ちゃんの命の大切さにつ
いて啓発）

親子支援課 04-2966-5512

82 埼玉県 朝霞市 6月22日

児童相談所前全国共通ダイヤル「１８９」を周知するための街頭啓発 福祉部こども未来課 048-463-0364

83 埼玉県 朝霞市 11月1日 ○

市の広報誌・ホームページに掲載し、児童虐待防止推進月間を周知 福祉部こども未来課 048-463-0364

84 埼玉県 朝霞市 11月 ○

市庁舎に懸垂幕を掲示 福祉部こども未来課 048-463-0364

85 埼玉県 朝霞市 11月 ○

市庁舎にのぼり旗を掲示 福祉部こども未来課 048-463-0364

86 埼玉県 朝霞市 11月 ○

朝霞駅及び朝霞台駅において、横断幕を掲示 福祉部こども未来課 048-463-0364

87 埼玉県 朝霞市 11月 ○

朝霞駅前電光掲示板に掲載 福祉部こども未来課 048-463-0364

88 埼玉県 朝霞市 11月 ○

朝霞駅もしくは朝霞台駅において、児童虐待防止を呼びかけるポケットティッシュを配布し、啓発活動を実施 福祉部こども未来課 048-463-0364

89 埼玉県 朝霞市 通年 ○

相談窓口等や児童虐待に関する内容を記載したリーフレットを窓口において配布 福祉部こども未来課 048-463-0364

90 埼玉県 朝霞市 通年 ○

担当職員がオレンジリボンバッジを着用し、児童虐待防止を啓発 福祉部こども未来課 048-463-0364

91 埼玉県 朝霞市 年度内実施

市民及び関係機関職員を対象に児童虐待防止セミナーを実施 福祉部こども未来課 048-463-0364

92 埼玉県 志木市 11月 ○

市の広報、ホームページに児童虐待防止推進月間の案内を掲載 子育て支援課 048-473-1111
内線2442

93 埼玉県 志木市 11月1日 ○

志木ふれあいプラザにて児童虐待防止キャンペーンの実施　①虐待予防についての啓発（啓発物資の配布、クイズの実施）
②マジックショー

子育て支援課 048-473-1111
内線2442

94 埼玉県 志木市 11月 ○

市役所庁舎に懸垂幕、市内公共施設や保育園、幼稚園、小・中学校に啓発用看板を設置 子育て支援課 048-473-1111
内線2442
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95 埼玉県 志木市 11月 ○

市で制作した児童虐待防止啓発チラシを保育園、幼稚園、小・中学校に配布 子育て支援課 048-473-1111
内線2442

96 埼玉県 志木市 随時 ○

『どならない子育て練習法』を子どもと家庭の相談室にて実施 子育て支援課 048-473-1111
内線2442

97 埼玉県 志木市 7月23日

要保護児童対策地域協議会関係者向け研修会の実施 子育て支援課 048-473-1111
内線2442

98 埼玉県 志木市 随時 ○

市町村支援専門員の派遣 子育て支援課 048-473-1111
内線2442

99 埼玉県 志木市 12月～1月

４歳５歳児で幼稚園・保育園に在籍がなく状況が確認できない家庭へ訪問支援 子育て支援課 048-473-1111
内線2442

100 埼玉県 和光市 11月 ○

広報紙・ホームページに掲載し、児童虐待防止推進月間を周知 保健福祉部こども福祉課相談支
援担当

048-424-9124

101 埼玉県 和光市 11月 ○

市庁舎に懸垂幕を掲示し、児童虐待防止推進月間を周知 保健福祉部こども福祉課相談支
援担当

048-424-9124

102 埼玉県 和光市 11月 ○

市内で啓発物（オレンジリボン・ポケットティッシュ等）を配布し周知 保健福祉部こども福祉課相談支
援担当

048-424-9124

103 埼玉県 新座市 通年 ○

市役所庁舎内にリーフレットとオレンジリボンを設置 福祉部児童福祉課家庭児童相
談係

048-424-9161

104 埼玉県 新座市
11月～12月

○

町内会掲示板に児童虐待防止リーフレットを掲示 福祉部児童福祉課家庭児童相
談係

048-424-9161

105 埼玉県 新座市 10月10日、11日

市民祭り（産業フェスティバル）の「こどものひろば」に、リーフレットとオレンジリボンを設置 福祉部児童福祉課家庭児童相
談係

048-424-9161

106 埼玉県 新座市 11月 ○

市広報誌に児童虐待防止推進月間の周知案内を掲載 福祉部児童福祉課家庭児童相
談係

048-424-9161

107 埼玉県 新座市 11月 ○

自動販売機ディスプレイに児童虐待防止推進月間の標語を掲載 福祉部児童福祉課家庭児童相
談係

048-424-9161

108 埼玉県 新座市 通年 ○

市ホームページに児童虐待防止推進月間の案内を掲載 福祉部児童福祉課家庭児童相
談係

048-424-9161

109 埼玉県 新座市 11月 ○

市内公共機関（小・中学校、幼稚園、保育園、保育室等）へ児童虐待防止リーフレットを配布 福祉部児童福祉課家庭児童相
談係

048-424-9161

110 埼玉県 新座市 通年 ○

担当職員がオレンジリボンバッジを付け啓発 福祉部児童福祉課家庭児童相
談係

048-424-9161

111 埼玉県 新座市 ①5月～6月②9月～10
月③10月～11月

○

CSP研修の開催
①、③は市民対象　②は保育士対象

福祉部児童福祉課家庭児童相
談係

048-424-9161

112 埼玉県 新座市
11月7日、13日、24日、
2月7日、16日、22日

○

妊娠期のパパママ学級において、ＤＶＤなどを用いながら虐待予防に関する啓発を行う。 健康増進部保健センター 048-481-2211
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113 埼玉県 新座市 通年 ○

乳児家庭全戸訪問事業において、助産師や保健師がパンフレットを用いながら育児不安や産後うつなどの相談を受け、虐待
予防の啓発を行う。

健康増進部保健センター 048-481-2211

114 埼玉県 新座市 通年 ○

乳幼児健診対象者へパンフレットを配布し、虐待予防の啓発を行う。 健康増進部保健センター 048-481-2211

115 埼玉県 新座市 通年 ○

パパママ学級や赤ちゃん訪問、新座市に出生届出をした際に「赤ちゃんが泣くこと」というパンフレットを配布し虐待予防に関
する啓発を行う

健康増進部保健センター 048-481-2211

116 埼玉県 桶川市 通年 ○

子育てガイドブックを作成し、内容の一部として児童虐待防止について掲載している。（出生時や転入者などに対して配布、
市内公共機関に設置をしている）

健康福祉部こども支援課児童家
庭グループ

048-786-3211

117 埼玉県 桶川市 11月 ○

児童虐待防止推進月間に合わせ、市広報誌に児童虐待防止について掲載している。 健康福祉部こども支援課児童家
庭グループ

048-786-3211

118 埼玉県 久喜市 通年 ○

市職員全員がオレンジリボンバッチを着用し、児童虐待防止をPRする。 福祉部子育て支援課子育て支
援係

0480-22-1111 (内
線3282)

119 埼玉県 久喜市 11月1日 ○

市広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載 福祉部子育て支援課子育て支
援係

0480-22-1111 (内
線3282)

120 埼玉県 久喜市 11月1日 ○

市広報紙に家庭児童相談室をPRする記事を掲載 福祉部子育て支援課子育て支
援係

0480-22-1111 (内
線3282)

121 埼玉県 久喜市 11月 ○

市役所本庁舎、各総合支所（３か所）、久喜駅・東鷲宮駅前陸橋に懸垂幕または横断幕を掲示、表示塔（２か所）、市民課案
内表示機、職員向け掲示板等で、児童虐待防止の啓発を図る。

福祉部子育て支援課子育て支
援係

0480-22-1111 (内
線3282)

122 埼玉県 久喜市 11月10日 ○

公立保育所保育士を対象にＣＳＰ研修を実施 福祉部子育て支援課子育て支
援係

0480-22-1111 (内
線3282)

123 埼玉県 北本市 通年 ○

子育て応援ガイドブックに「STOP児童虐待」を掲載（啓発、相談窓口紹介） 保健福祉部こども課 048-594-5537

124 埼玉県 八潮市 10月

市の広報紙において里親に関する記事を掲載 ふれあい福祉部子育て支援課 048-996-2111 内
線427

125 埼玉県 八潮市 11月 ○

市の広報紙において虐待に関する特集記事を掲載 ふれあい福祉部子育て支援課 048-996-2111 内
線427

126 埼玉県 八潮市 2月

キーマンを対象にした児童虐待防止に関する研修会を開催 ふれあい福祉部子育て支援課 048-996-2111 内
線427

127 埼玉県 富士見市 11月 ○

市ホームページに掲載し、児童虐待防止推進月間を周知。 健康福祉部障がい福祉課 049-252-7106

128 埼玉県 蓮田市 10月中旬

１１月の児童虐待防止推進月間について市広報に掲載 生涯福祉部子ども支援課児童
福祉担当

048-768-3111

129 埼玉県 坂戸市 11月 ○

児童虐待防止キャンペーンとして、市内3駅で啓発物等の配布 子育て支援課 049-283-1331

130 埼玉県 坂戸市 11月 ○

市庁舎に児童虐待防止に関する懸垂幕及びのぼり旗を掲出 子育て支援課 049-283-1331
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131 埼玉県 坂戸市 11月 ○

児童虐待防止に関する記事を市広報に掲載 子育て支援課 049-283-1331

132 埼玉県 坂戸市 10月

要保護児童対策地域協議会研修会を実施 子育て支援課 049-283-1331

133 埼玉県 幸手市 11月 ○

市広報誌等による児童虐待防止推進月間の周知 健康福祉部子育て支援課 0480-42-8454

134 埼玉県 鶴ヶ島市 11月 ○

市広報にて児童虐待防止推進月間の周知
市内児童館、保育所等に児童虐待防止のリーフレットを配布

健康福祉部こども支援課子育て
支援担当

049-271-1111
(内線154)

135 埼玉県 日高市 11月 ○

相談窓口の周知（窓口利用者へ連絡先の入ったポケットティッシュ配布） 子ども福祉課 042-989-2111

136 埼玉県 日高市 10月31日

児童虐待防止啓発講演会の実施 子ども福祉課 042-989-2111

137 埼玉県 日高市 11月 ○

市広報にて、児相虐待防止推進月間と、電話相談の周知 子ども福祉課 042-989-2111

138 埼玉県 日高市 通年 ○

担当職員がオレンジリボンバッチを着用し、児童虐待防止を啓発 子ども福祉課 042-989-2111

139 埼玉県 吉川市 11月15日 ○

市民まつり会場の一角にブースを設置し、啓発グッズ等の配布を行う。 健康福祉部子育て支援課 048-982-9529

140 埼玉県 吉川市 11月 ○

業務中、市役所内全職員がオレンジリボンを身に付ける。 健康福祉部子育て支援課 048-982-9529

141 埼玉県 吉川市 11月 ○

児童虐待防止推進月間について、広報で周知する。 健康福祉部子育て支援課 048-982-9529

142 埼玉県 ふじみ野市 11月 ○

市報に児童虐待防止の啓発に関する内容を掲載 子育て支援課 049-262-9034

143 埼玉県 白岡市 11月4日 ○

児童虐待防止キャンペーンとして、相談窓口等を記載したリーフレットや児童虐待防止のメッセージ・オレンジリボンを入れた
啓発用品（ウエットティッシュ）を白岡駅にて配布

子育て支援課子育て支援担当 0480-92-1111

144 埼玉県 白岡市
11月以降（乳幼児健診
来所者への配布分は１

年間を予定）
○

啓発品を市内保育所や幼稚園、小中学校、保健センターが実施する乳幼児健診来所者、母子愛育会や社会福祉協議会等
関係機関に配布

子育て支援課子育て支援担当 0480-92-1111

145 埼玉県 白岡市 通年 ○

児童虐待防止啓発用のぼり旗を庁舎・保育所・児童館等に掲出 子育て支援子育て支援担当 0480-92-1111

146 埼玉県 白岡市 11月 ○

児童虐待防止メッセージ・オレンジリボンを入れたマグネットを公用車に掲示 子育て支援課子育て支援担当 0480-92-1111

147 埼玉県 白岡市 11月1日 ○

１１月は児童虐待防止月間である旨の記事を市広報紙に掲載 子育て支援課子育て支援担当 0480-92-1111

148 埼玉県 伊奈町 11月 ○

HPで児童虐待防止月間及び虐待関係記事の掲載。課内職員のｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝ着用。 子育て支援課 048-721-2111



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 問い合わせ先

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】

149 埼玉県 三芳町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止の啓発に関する記事を掲載 こども支援課 049-258-0019

150 埼玉県 三芳町 11月 ○

母子手帳申請者全員と職員希望者にオレンジリボンを配布 こども支援課 049-258-0019

151 埼玉県 三芳町 11月 ○

小中学校教員向け児童虐待発見時の初期対応等について講演会を開催 こども支援課 049-258-0019

152 埼玉県 毛呂山町 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。 子ども課 049-295-2112

153 埼玉県 毛呂山町 通年 ○

公用車で町内を巡回し、啓発活動を実施。 子ども課 049-295-2112

154 埼玉県 越生町 11月 ○

町広報誌による児童虐待防止推進月間の周知 子育て支援課 049-292-3121

155 埼玉県 滑川町 11月1日 ○

児童虐待防止推進月間について町広報誌に掲載 健康福祉課福祉担当 0493-56-2056

156 埼玉県 嵐山町 11月1日 ○

町広報誌およびホームページにおいて、児童虐待防止推進玄関の周知 こども課 0493-62-0823

157 埼玉県 小川町 11月1日 ○

町広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載 子育て支援課子育て支援担当 0493-72-1221

158 埼玉県 小川町 11月 ○

町庁舎に懸垂幕を掲げる(児童虐待防止推進月間) 子育て支援課子育て支援担当 0493-72-1221

159 埼玉県 川島町 11月 ○

オレンジリボンキャンペーン
・全職員がオレンジリボンを着け、キャンペーンについて周知
・窓口でオレンジリボンとパンフレットを配布

子育て支援課 049-299-1765

160 埼玉県 川島町 11月 ○

幼稚園・保育園・小学校・中学校の児童・生徒を通して、児童虐待防止
のリーフレットを配付

子育て支援課 049-299-1765

161 埼玉県 川島町 11月 ○

広報紙に児童虐待防止の記事を掲載 子育て支援課 049-299-1765

162 埼玉県 吉見町 11月 ○

吉見町広報紙「広報よしみ11月号」にて虐待に関する記事を掲載し啓発 子育て支援課 0493-63-5014

163 埼玉県 鳩山町
7月9日、7月10日、10月1

日、10月6日

町立鳩山幼稚園にて中学生と赤ちゃんのふれあい授業を実施し、命の大切さを学ぶ 生涯学習課生涯学習担当 049-296-1263

164 埼玉県 鳩山町 11月1日 ○

11月1日号の町広報誌に児童虐待防止月間の記事を掲載 健康福祉課社会福祉担当 049-296-1241

165 埼玉県 鳩山町 10月～2月 ○

親子教室の中でCSPの講習を実施 保健センター 049-296-2530

166 埼玉県 鳩山町 2月

「児童虐待を考える講演会」の実施 健康福祉課社会福祉担当 049-296-1241
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167 埼玉県 ときがわ町 11月 ○

町広報誌による児童虐待防止推進月間の周知 福祉課児童福祉担当 0493-65-0813

168 埼玉県 横瀬町 8月

町内施設や地区掲示板に全国共通ダイヤル３桁化ポスターを掲示、また町広報紙に記事を掲載 健康づくり課 0494-25-0116

169 埼玉県 横瀬町 － ○

町発行の子育て・子育ち応援ガイドブックに「児童虐待の防止」記事を掲載し、妊婦や子育て世帯転入者に配付 健康づくり課 0494-25-0116

170 埼玉県 横瀬町 10月25日

町健康まつり会場において、児童虐待防止啓発用のぼり旗を掲出 健康づくり課 0494-25-0116

171 埼玉県 横瀬町 11月 ○

11月発行の町広報紙に児童虐待防止推進月間の記事を掲載 健康づくり課 0494-25-0116

172 埼玉県 横瀬町 11月 ○

町庁舎に児童虐待防止啓発用のぼり旗を掲出 健康づくり課 0494-25-0116

173 埼玉県 皆野町 11月 ○

広報に児童虐待防止の啓発内容掲載 健康福祉課 0494-62-1233

174 埼玉県 長瀞町 11月1日 ○

町で作成した「児童虐待防止リーフレット」を全世帯に配付する。 健康福祉課 0494-66-3111

175 埼玉県 長瀞町 11月1日 ○

町広報紙に児童虐待防止推進月間の周知を掲載する。 健康福祉課 0494-66-3111

176 埼玉県 小鹿野町 11月 ○

町広報誌による児童虐待防止推進月間の周知 住民課 0494-75-4101

177 埼玉県 東秩父村 11月 ○

村広報誌において、児童虐待防止推進週間及び児童虐待防止に関する記事を掲載。 住民福祉課 0493-82-1221

178 埼玉県 美里町 通年 ○

あいさつ・ありがとう運動…あいさつ・ありがとうをきっかけとして地域の安心安全(地域の目で子ども達を守る(児童虐待防止
も含む)という狙いも含む)を図る事を目的とした活動。運動自体の広報・啓発は、独自作成のポスター・チラシ・のぼり旗等の
作成で行っている。

住民福祉課 0495-76-5132

179 埼玉県 神川町 10月18日

町の祭り会場においてチラシを配布 町民福祉課子育て支援室 0495-77-2112

180 埼玉県 神川町 11月1日 ○

町広報誌において、児童虐待防止月間に関する内容を掲載 町民福祉課子育て支援室 0495-77-2112

181 埼玉県 上里町 11月1日 ○

町広報誌において、児童虐待防止月間に関する紹介をする。 子育て共生課 0495-35-1236

182 埼玉県 寄居町 11月 ○

町広報誌において、児童虐待防止月間及び児童虐待防止に関する記事を掲載 子育て支援課 048-581-2121

183 埼玉県 寄居町 11月 ○

災害対応型自動販売機メッセージボードにおいて、児童虐待防止月間に関する記事を掲示 子育て支援課 048-581-2121

184 埼玉県 宮代町 11月 ○

町広報誌において、児童虐待防止月間に関することを紹介 福祉課 0480-34-1111
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185 埼玉県 杉戸町 11月 ○

町広報紙に児童虐待防止推進月間の周知 子育て支援課 0480-33-1111

186 埼玉県 松伏町 11月 ○

町広報紙に児童虐待防止推進月間の周知 福祉健康課子育て支援・児童福
祉担当

048-991-1876

6 千葉県 一宮町 10月21日

町広報紙において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載 福祉健康課子どもグループ 0475-42-1415

7 千葉県 印西市 11月 ○

市内各所において児童相談所全国共通ダイヤルを明記した啓発ティッシュを配布 子育て支援課子育て支援班 0476-42-5111

8 千葉県 印西市 11月 ○

広報いんざい１１月１日号で児童虐待防止推進月間の周知 子育て支援課子育て支援班 0476-42-5111

9 千葉県 我孫子市 4月16日

児童虐待防止に関する記事を市広報に掲載 子ども相談課 04-7185-1821

10 千葉県 我孫子市 7月1日

児童相談所全国共通ダイヤル「189」に関する記事を市広報に掲載 子ども相談課 04-7185-1821

11 千葉県 我孫子市 6月21日

げんきフェスタでオレンジリボンを作ろうコーナー開催(湖北地区公民館) 子ども相談課 04-7185-1821

12 千葉県 我孫子市 10月1日

あびっ子ネット(親子向け情報誌)に児童虐待防止推進月間周知記事掲載 子ども相談課 04-7185-1821

13 千葉県 我孫子市 10月18日

こども祭りでオレンジリボンを作ろうコーナー開催(我孫子地区公民館) 子ども相談課 04-7185-1821

14 千葉県 我孫子市 11月1日 ○

児童虐待防止に関する記事を市広報に掲載 子ども相談課 04-7185-1821

15 千葉県 我孫子市 11月1日 ○

児童虐待防止に関する記事を市HPに掲載 子ども相談課 04-7185-1821

16 千葉県 我孫子市 11月 ○

児童委員にオレンジリボンを配布 子ども相談課 04-7185-1821

17 千葉県 九十九里町 11月 ○

町広報にて児童虐待防止を周知 健康福祉課 0475-70-3164

18 千葉県 市川市 10月22日～11月30日 ○

懸垂幕の掲示。児童虐待防止に関する懸垂幕を市役所本庁舎に掲示。 子育て支援課 047-711-0679

19 千葉県 市川市 6月、9月～12月 ○

CSP講座の実施。しつけの際のコミュニケーションをのとり方を学び、怒鳴ったり叩いたりしないしつけの方法を習得し虐待予
防、防止につなげる。

子育て支援課 047-711-0679

20 千葉県 市川市 11月15日 ○

市内のショッピングモールにて虐待防止啓発グッズを配布し、相談窓口の周知を実施。 子育て支援課 047-711-0679

21 千葉県 市川市 11月21日 ○

虐待予防研修会の開催。 子育て支援課 047-711-0679
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22 千葉県 市川市 4月～3月 ○

市内の子どもにかかわる関係機関を対象に、虐待防止及び相談窓口の周知を実施。 子育て支援課 047-711-0679

23 千葉県 市川市 5月

広報紙において、虐待防止及び子育て支援窓口について掲載。 子育て支援課 047-711-0679

24 千葉県 市川市 11月 ○

公用車にマグネット式のオレンジリボンを着用し、市内を運行。 子育て支援課 047-711-0679

25 千葉県 市川市 11月 ○

職員のオレンジリボン着用を推進。 子育て支援課 047-711-0679

26 千葉県 市川市 4月～3月 ○

市ホームページにて虐待防止の啓発と相談窓口を紹介。 子育て支援課 047-711-0679

27 千葉県 東金市 11月 ○

市広報において、児童虐待防止に関する相談窓口の紹介 市民福祉部子育て支援課児童
家庭係

0475-50-1202

28 千葉県 木更津市 11月1日 ○

市広報紙において虐待通告に関する周知を図る。 福祉部子育て支援課子ども家
庭相談担当

0438-23-7244

29 千葉県 木更津市 通年 ○

木更津駅西口駅前公共案内看板で通告先を周知する。 福祉部子育て支援課子ども家
庭相談担当

0438-23-7244

30 千葉県 木更津市 通年 ○

全庁職員がオレンジリボンを着用し、虐待防止をＰＲする。 福祉部子育て支援課子ども家
庭相談担当

0438-23-7244

31 千葉県 成田市 11月1日 ○

市広報紙において虐待防止及び通告に関する紹介 健康こども部子育て支援課児童
福祉係

0476-20-1538

32 千葉県 成田市 10月17、18日

健康福祉まつりにて虐待防止パンフレット配布 健康こども部子育て支援課児童
福祉係

0476-20-1538

33 千葉県 成田市 10月25日

上映会「うまれる」の会場にて虐待防止パンフレット配布 健康こども部子育て支援課児童
福祉係

0476-20-1538

34 千葉県 山武市 11月1日 ○

市広報誌において、児童虐待防止推進月間及び相談窓口の周知 保健福祉部子育て支援課児童
家庭係

0475-80-2631

35 千葉県 君津市 11月 ○

市職員のオレンジリボン着用、のぼり設置等による来庁者向けの啓発 保健福祉部子育て支援課こども
家庭相談室

0439-56-1616

36 千葉県 君津市 11月1日 ○

市広報紙およびホームページにて虐待防止の啓発 保健福祉部子育て支援課こども家庭相談室 0439-56-1616

37 千葉県 君津市 11月 ○

児童生徒に向けた虐待防止のリーフレットを作成し、要保護児童地域対策協議会の会員が市内の小中学校を訪問し周知啓発する。 保健福祉部子育て支援課こども家庭相談室 0439-56-1616

38 千葉県 旭市 11月 ○

市広報紙において、児童虐待防止に関する市の施策を紹介 子育て支援課子育て支援班 0479-62-8012

39 千葉県 船橋市 11月 ○

児童虐待の通告先を記したポスターを医療機関、町会、自治会、関係機関において掲出。  児童家庭課家庭児童相談室 047(436)2334
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40 千葉県 船橋市 11月 ○

市内を走行するタクシー及び公用車に月間を周知する車用マグネットを貼付。 児童家庭課家庭児童相談室 047(436)2334

41 千葉県 船橋市 11月1日 ○

市広報誌に推進月間の説明や児童虐待の通告先を掲載。 児童家庭課家庭児童相談室 047(436)2334

42 千葉県 船橋市 11月 ○

市ホームページ、庁舎内モニターにて、推進月間の説明や児童虐待の通告先を掲載・放映。 児童家庭課家庭児童相談室 047(436)2334

43 千葉県 船橋市 11月 ○

JR津田沼駅前のOKビル電光掲示板において、推進月間の説明や児童虐待の通告先を放映。 児童家庭課家庭児童相談室 047(436)2334

44 千葉県 船橋市 11月 ○

広報番組「ふなばし　CITY　NEWS」にて、推進月間の説明や児童虐待の通告先を放送。 児童家庭課家庭児童相談室 047(436)2334

45 千葉県 船橋市 11月15日 ○

公民館にて、子育て中の親子を対象としたイベントを開催。 児童家庭課家庭児童相談室 047(436)2334

46 千葉県 船橋市 11月14日、15日 ○

千葉ジェッツの試合前やハーフタイム等にオーロラビジョンに選手によるメッセージ映像を流す。 児童家庭課家庭児童相談室 047(436)2334

47 千葉県 船橋市 11月10日、25日 ○

子育て支援情報「ふなっこメール」のワンポイントアドバイスにて、児童虐待に関連する内容を配信。 児童家庭課家庭児童相談室 047(436)2334

48 千葉県 船橋市 4月

児童本人からの相談を促すことを目的としたカードを作成し、小学4年生、中学1年生に配布。 児童家庭課家庭児童相談室 047(436)2334

49 千葉県 船橋市 6月24日

人権スポーツ教室にて、児童虐待担当部署のリーフレットや「189」啓発物品等を配付。 児童家庭課家庭児童相談室 047(436)2334

50 千葉県 船橋市 未定

児童本人からの相談を促すことを目的としたポスターを作成し、学校等関係機関に掲示。 児童家庭課家庭児童相談室 047(436)2334

51 ,千葉県 柏市 11月14日 ○

柏駅前東口Ｗデッキ上街頭キャンペーンを実施（啓発品の配布） こども部こども福祉課 04-7167-1458

52 千葉県 柏市 ○

柏レイソル試合場にて児童虐待防止の啓発キャンペーン（啓発品の配布） こども部こども福祉課 04-7167-1458

53 千葉県 柏市 10月30日～11月30日 ○

柏市役所庁舎の壁に児童虐待防止に関る懸垂幕を掲示 こども部こども福祉課 04-7167-1458

54 千葉県 柏市 11月16日～12月10日 ○

柏市役所ロビーにて人権啓発キャンペーンと合同でパネル展示を実施 こども部こども福祉課 04-7167-1458

55 千葉県 大網白里市 11月2日 ○

駅前やスーパー前等で児童虐待防止、家庭相談室周知についてのチラシを配布予定 子育て支援課児童家庭班 0475-70-0331

56 千葉県 酒々井町 11月1日 ○

町広報紙において児童虐待防止に関する記事を掲載 健康福祉課人権推進室 049-496-1171

57 千葉県 いすみ市 7月～9月

中学生対象に虐待防止標語を募集 福祉課 0470-60-1120
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58 千葉県 いすみ市 11月 ○

市役所庁舎3ヶ所で啓発物資の配付 福祉課 0470-60-1120

59 千葉県 いすみ市 11月 ○

小学校児童にオレンジリボンと啓発チラシの配付 福祉課 0470-60-1120

60 千葉県 いすみ市 11月3日 ○

虐待防止標語の表彰、いすみふるさとまつりで啓発物資の配付 福祉課 0470-60-1120

61 千葉県 流山市 11月 ○

課職員によるオレンジリボンの着用 子ども家庭部子ども家庭課 04-7150-6082

62 千葉県 流山市 11月 ○

市広報紙において児童虐待に関する啓発記事掲載 子ども家庭部子ども家庭課 04-7150-6082

63 千葉県 香取市 7月1日

市広報紙に児童相談所全国共通ダイヤル「１８９」を掲載 子育て支援課 0478-50-1257

64 千葉県 香取市 11月1日 ○

市広報紙に「児童虐待防止」のための記事を掲載 子育て支援課 0478-50-1257

65 千葉県 習志野市 11月 ○

広報（11月1日号）に児童虐待防止の協力を呼びかける記事を掲載 こども部子育て支援課 047-453-7322

66 千葉県 習志野市 11月 ○

市民課のテレビモニターに放映 こども部子育て支援課 047-453-7322

67 千葉県 習志野市 11月 ○

児童の養育に関する相談啓発のリーフレットを挟んだクリアファイル（県児童相談所の電話番号入り）を窓口に設置し、手当
の申請等の来庁者が自由に手にとれるようにする。

こども部子育て支援課 047-453-7322

68 千葉県 習志野市 11月 ○

市のホームページに児童虐待防止の協力を呼びかける文書を掲載 こども部子育て支援課 047-453-7322

69 千葉県 習志野市 11月5日 ○

子ども虐待防止に関する周知・啓発、及び子どもに関わる関係機関の職員資質の向上を図ることを目的に、要保護児童対
策地域協議会主催の研修会を「気づく・つなぐ・かかわる～児童虐待に関する困難な事例への対応」というテーマで開催す
る。

こども部子育て支援課 047-453-7322

70 千葉県 鎌ケ谷市 4月28日～5月12日

子育て応援展の開催(児童虐待防止や子育てにかかわる市の施策や行事等を市役所に掲示） 健康福祉部こども支援課こども
総合相談室

047-445-1141
(内線792)

71 千葉県 鎌ケ谷市 11月1日 ○

市広報紙により児童虐待防止を啓発し、相談窓口を紹介する。 健康福祉部こども支援課こども
総合相談室

047-445-1141
(内線792)

72 千葉県 鎌ケ谷市 11月 ○

オレンジリボン運動の周知のため、市のマスコットキャラクター「かまたん」がオレンジリボン着用する。 健康福祉部こども支援課こども
総合相談室

047-445-1141
(内線792)

73 千葉県 鎌ケ谷市 11月 ○

市のコミュニティバス「ききょう号」の車内に啓発ポスター及びオレンジリボンを掲示する。 健康福祉部こども支援課こども
総合相談室

047-445-1141
(内線792)

74 千葉県 鎌ケ谷市 通年 ○

オレンジリボンの普及のため、こども支援課職員が名札にオレンジリボンを装着する。 健康福祉部こども支援課こども
総合相談室

047-445-1141
(内線792)

75 千葉県 鎌ケ谷市 通年 ○

児童虐待防止と相談先の周知のチラシを作成し、市民に配布する。 健康福祉部こども支援課こども
総合相談室

047-445-1141
(内線792)
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76 千葉県 栄町 11月 ○

町広報紙において児童虐待防止に関する情報を掲載 福祉課子育て支援班 0476-33-7708

77 千葉県 富里市 11月1日 ○

虐待防止月間周知のための広報掲載 健康福祉部子育て支援課児童
家庭班

0476-93-4497

78 千葉県 富里市 11月3日 ○

富里市福祉まつりにおけるオレンジリボン運動啓発活動 健康福祉部子育て支援課児童
家庭班

0476-93-4497

千葉県 野田市 11月 ○

・市の公用車、市内の賛同いただいた企業等の車に児童虐待防止のステッカーやバスマスクを装着する
・市役所の懸垂塔に児童虐待防止の懸垂幕を掲示する

児童家庭部児童家庭課児童相
談係

04-7125-1111

80 千葉県 野田市
11月4日～11月9日、11
月11日～、11月17日

○

・ポスター展（テーマ：私の願う家族・家庭）
[開催場所]
11月4日～11月9日：いちいのホール1階エントランス
11月12日～11月18日：市役所1階ふれあいギャラリー

児童家庭部児童家庭課児童相
談係

04-7125-1111

81 千葉県 袖ケ浦市 11月1日 ○

市広報誌にリーフレットを差し込み、虐待防止啓発 子育て支援課 0438-62-3272

82 千葉県 袖ケ浦市 10月～11月 ○

1.6歳児検診、3歳児検診時に市作成広報啓発物資を配布 〃 〃

83 千葉県 袖ケ浦市 11月～12月 ○

地域福祉フェスタにおいて市作成リーフレット、啓発物資配布 〃 〃

84 千葉県 佐倉市 11月1日 ○

市の広報紙に児童虐待に関する記事を掲載 児童青少年課 043-484-6263

85 千葉県 佐倉市 11月 ○

自治会の定期回覧に児童虐待のチラシを配布し、自治会の掲示板にポスターを掲載 児童青少年課 043-484-6263

86 千葉 南房総市 11月 ○

市広報紙において児童虐待防止について周知 教育委員会事務局子ども教育
課

0470-46-2966

87 千葉県 銚子市 11月12日～11月23日 ○

テーマ ： 児童虐待防止に関するパネル展示（人権問題やDV問題に関するパネル展示と同時開催）
開催場所 ： イオンモール銚子行政サービスコーナー「しおさいプラザ」

総務市民部地域協働課男女共
同参画班

0479-24-8794

88 千葉県 八街市 11月 ○

市広報紙において児童虐待に関する啓発文書掲載 市民部児童家庭課児童家庭班 043-443-1693

89 千葉県 八街市 11月 ○

市役所総合保健福祉センター入口にオレンジリボンのモニュメントを設置 市民部児童家庭課児童家庭班 043-443-1693

90 千葉県 八街市 11月 ○

八街駅前・ショッピングモール等において、児童虐待に関する啓発物資（ティッシュ）の配布 市民部児童家庭課児童家庭班 043-443-1693

91 千葉県 八街市 11月 ○

職員等（市民部、教育委員会部局、社会福祉協議会にオレンジリボン配付）のオレンジリボンの着用 市民部児童家庭課児童家庭班 043-443-1693

92 千葉県 横芝光町 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 福祉課 0479-84-1257
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95 千葉県 松戸市 10月3日

まつど祭りに参加を行い、松戸駅西口デッキ上テントにて、オレンジリボンのオブジェ展示・児童虐待防止啓発グッズ（花の
種：1200袋）等の配布を行う。

こども部子ども家庭相談課 047-308-7210

96 千葉県 松戸市 11月 ○

市の広報紙に児童虐待防止に向けた特集記事を掲載。 こども部子ども家庭相談課 047-308-7210

97 千葉県 松戸市 11月9日～13日 ○ 市役所内連絡通路にて、オレンジリボンのオブジェ・児童虐待防止啓発パネル等の展示を行う。
こども部子ども家庭相談課 047-308-7210

98 千葉県 松戸市
平成28年2月

「地域のつながり」をテーマに講演会を実施し、地域ぐるみで子どもを見守ることの大切さについて考える。 こども部子ども家庭相談課 047-308-7210

99 千葉県 鴨川市 9月19日

市内商業施設にて、児童を含む虐待防止に関するパンフレットを配布。 子ども支援課子ども福祉係 04-7093-7113

100 千葉県 鴨川市 1月16日

警察署員による児童をはじめとした虐待に係る講演会を開催。 子ども支援課子ども福祉係 04-7093-7113

101 千葉県 白井市 通年 ○

育児についての相談窓口として家庭児童相談室を周知するリーフの配布。リーフ内に虐待の具体例等を記入し予防啓発。 保健福祉相談室 047-497-3491

102 千葉県 白井市 通年 ○

市の保健福祉ガイドブックから子育て情報だけを抜粋した冊子(副読本)に、児童相談所全国共通ダイヤルの周知を載せて配布。 保健福祉相談室 047-497-3491

103 千葉県 白井市 11月 ○

虐待防止の記事を広報紙へ掲載 保健福祉相談室 047-497-3491

104 千葉県 浦安市 11月 ○

公用車にオレンジリボンキャンペーン啓発マグネットを貼付 こども部こども家庭支援センター 047-351-8041

105 千葉県 浦安市 11月2日 ○

市内３駅にて駅前キャンペーンを実施 こども部こども家庭支援センター 047-351-8041

106 千葉県 浦安市 11月 ○

児童虐待防止ホットラインカード・PR用チラシを配布 こども部こども家庭支援センター 047-351-8041

107 千葉県 浦安市 11月 ○

市役所庁舎に児童虐待防止月間啓発の懸垂幕を掲示 こども部こども家庭支援センター 047-351-8041

108 千葉県 四街道市 11月2日 ○

市の広報誌において、児童虐待防止に関する窓口の紹介 健康こども部家庭支援課 043-421-6124

109 千葉県 四街道市 通年 ○

担当部署職員と相談員の名刺にオレンジリボンを印刷し、虐待防止を啓発 健康こども部家庭支援課 043-421-6124

1 東京都 東京都 11月～ ○

福祉保健局ホームページにおいて児童虐待防止推進月間を周知 少子社会対策部家庭支援課児
相所運営係

5320‐4090

2 東京都 東京都 11月～ ○

都広報誌において児童虐待防止推進月間を周知 少子社会対策部家庭支援課児
相所運営係

5320‐4090

3 東京都 東京都 11月～ ○

都営地下鉄、都バスの全車両窓上に児童虐待防止ポスターを掲示 少子社会対策部家庭支援課児
相所運営係

5320‐4090
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4 東京都 東京都 11月～ ○

都内５か所の街頭ビジョンで児童虐待防止アニメ動画を配信 少子社会対策部家庭支援課児
相所運営係

5320‐4090

5 東京都 東京都 10月～ ○

東京都You Tubeで児童虐待防止アニメ動画を配信 少子社会対策部家庭支援課児
相所運営係

5320‐4090

6 東京都 東京都 10月30日～11月3日 ○

都庁１階展示場においてＮＰＯ法人オレンジリボン公式ポスターの掲示 少子社会対策部家庭支援課児
相所運営係

5320‐4090

7 東京都 東京都 通年 ○

社会人アメフトⅩリーグ選手のヘルメットにオレンジリボンシールを貼付 少子社会対策部家庭支援課児
相所運営係

5320‐4090

8 東京都 東京都 10月3日～10月4日

すみだまつり・こどもまつり（街頭チラシ配りと声掛け） 江東児童相談所 3640-5432

9 東京都 東京都 10月4日

町田エコフェスタにてグッズ・ビラを配布 八王子児童相談所 042-624-1141

10 東京都 東京都 10月13日

豊田イオンにてグッズ・ビラの配布 八王子児童相談所 042-624-1141

11 東京都 東京都 10月17日

こうとう区民まつり（街頭チラシ配りと声掛け） 江東児童相談所 3640-5432

12 東京都 東京都 10月19日

練馬駅周辺街頭キャンペーン（街頭チラシ配りと声掛け） 児童相談センター 5937-2305

13 東京都 東京都 10月24日

渋谷区オレンジリボンたすきリレーセレモニー（街頭チラシ配りと声掛け） 児童相談センター 5937-2305

14 東京都 東京都 10月25日

オレンジリボンたすきリレー虐待防止街頭キャンペーン 品川児童相談所 3474-5442

15 東京都 東京都 10月26日～10月29日

児童虐待防止キャンペーン（街頭チラシ配りと声掛け） 江東児童相談所 3640-5432

16 東京都 東京都 10月27日

イオンモール武蔵村山店入口にてオレンジリボンキャンペーンリーフレットとグッズの配布をし啓発、防止活動。
市役所内作品展示。

小平児童相談所 042-467-3711

17 東京都 東京都 11月 ○

市内の保育園、幼稚園の職員対象に啓発、防止活動をし、オレンジリボンキャンペーンリーフレットとグッズの配布。 小平児童相談所 042-467-3711

18 東京都 東京都 11月1日 ○

板橋区すくすくまつり（街頭チラシ配りと声掛け） 北児童相談所 3913-5421

19 東京都 東京都 11月1日 ○

青梅産業まつり（街頭チラシ配りと声掛け） 立川児童相談所 042-523-1321

20 東京都 東京都 11月1日 ○

養育家庭体験発表会の宣伝を兼ねて、「国分寺祭り」にてオレンジリボンキャンペーンリーフレットとグッズの配布をし啓発、
防止活動。
駅頭にてオレンジリボンキャンペーンリーフレットとグッズの配布をし啓発、防止活動。

小平児童相談所 042-467-3711

21 東京都 東京都 11月2日 ○

駅前と市役所前通りにて、オレンジリボンキャンペーンリーフレットとグッズの配布をし啓発、防止活動。 小平児童相談所 042-467-3711
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22 東京都 東京都 11月6日 ○

北区まちかどオレンジリボンキャンペーン①（街頭チラシ配りと声掛け） 北児童相談所 3913-5421

23 東京都 東京都 11月7日 ○

北区ほっと館まつり（街頭チラシ配りと声掛け） 北児童相談所 3913-5421

24 東京都 東京都 11月7日 ○

養育家庭体験発表会（墨田区） 江東児童相談所 3640-5432

25 東京都 東京都 11月8日 ○

すみだ子育てメッセ（街頭チラシ配りと声掛け） 江東児童相談所 3640-5432

26 東京都 東京都 11月9日 ○

大泉学園駅周辺街頭キャンペーン（街頭チラシ配りと声掛け） 児童相談センター 5937-2305

27 東京都 東京都 11月9日 ○

三鷹駅にて、児童虐待防止に向けた街頭チラシ配りと声掛け 杉並児童相談所 5370-6001

28 東京都 東京都 11月10日 ○

立川児童相談所による立川駅頭チラシ配り 立川児童相談所 042-523-1321

29 東京都 東京都 11月10日 ○

荻窪駅にて、児童虐待防止に向けた街頭チラシ配りと声掛け 杉並児童相談所 5370-6001

30 東京都 東京都 11月11日 ○

中野駅にて、児童虐待防止に向けた街頭チラシ配りと声掛け 杉並児童相談所 5370-6001

31 東京都 東京都 11月11日 ○

港区街頭キャンペーン（街頭チラシ配りと声掛け） 児童相談センター 5937-2305

32 東京都 東京都 11月12日 ○

吉祥寺駅にて、児童虐待防止に向けた街頭チラシ配りと声掛け 杉並児童相談所 5370-6001

33 東京都 東京都 11月12日 ○

新宿区街頭キャンペーン（街頭チラシ配りと声掛け） 児童相談センター 5937-2305

34 東京都 東京都 11月12日 ○

養育家庭体験発表会の宣伝を兼ねて、「国分寺祭り」にてオレンジリボンキャンペーンリーフレットとグッズの配布をし啓発、
防止活動。
駅頭にてオレンジリボンキャンペーンリーフレットとグッズの配布をし啓発、防止活動。

小平児童相談所 042-467-3711

35 東京都 東京都 11月14日 ○

各イベント(市民まつり、子育てフェスタ、３虐待防止イベント)会場ブースにて、オレンジリボンキャンペーンリーフレットとグッ
ズの配布をし啓発、防止活動。

小平児童相談所 042-467-3711

36 東京都 東京都 11月14日 ○

荒川区荒川福祉まつり（街頭チラシ配りと声掛け） 北児童相談所 3913-5421

37 東京都 東京都 11月15日 ○

「健康フェスティバル」にてオレンジリボンキャンペーンリーフレットとグッズの配布をし啓発、防止活動。 小平児童相談所 042-467-3711

38 東京都 東京都 11月16日 ○

北区まちかどオレンジリボンキャンペーン②（街頭チラシ配りと声掛け） 北児童相談所 3913-5421

39 東京都 東京都 11月18日 ○

オレンジリボングッズ配布（西新井駅） 足立児童相談所 3854-1181
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40 東京都 東京都 11月19日 ○

東京駅八重洲中央口キャンぺーン（街頭チラシ配りと声掛け） 児童相談センター 5937-2305

41 東京都 東京都 11月21日 ○

北区志茂子ども交流館児童館まつり（街頭チラシ配りと声掛け） 北児童相談所 3913-5421

42 東京都 東京都 11月21日 ○

イチョウ祭りにてグッズ・チラシ配布 八王子児童相談所 042-624-1141

43 東京都 東京都 11月22日 ○

味の素スタジアムにて虐待防止キャンペーングッズ配布 多摩児童相談所 042-372-5600

44 東京都 東京都 11月23日 ○

「子育て広場フェスタ」にてオレンジリボンキャンペーンリーフレットとグッズの配布をし啓発、防止活動。 小平児童相談所 042-467-3711

45 東京都 東京都 11月23日 ○

各イベント(市民まつり、子育てフェスタ、３虐待防止イベント)会場ブースにて、オレンジリボンキャンペーンリーフレットとグッ
ズの配布をし啓発、防止活動。

小平児童相談所 042-467-3711

46 東京都 東京都 11月25日 ○

「福祉祭」「かるがも祭」にてオレンジリボンキャンペーンリーフレットとグッズの配布をし啓発、防止活動。
市役所、子家にて展示。

小平児童相談所 042-467-3711

47 東京都 東京都 11月29日 ○

各イベント(市民まつり、子育てフェスタ、３虐待防止イベント)会場ブースにて、オレンジリボンキャンペーンリーフレットとグッ
ズの配布をし啓発、防止活動。

小平児童相談所 042-467-3711

48 東京都 東京都 12月6日 ○

町田エコフェスタにてグッズ・ビラを配布 八王子児童相談所 042-624-1141

49 東京都 千代田区 10月19日

東京都と共催で養育家庭体験発表会を開催 子ども部児童・家庭支援センター 03-5298-2424

50 東京都 千代田区 11月 ○

オレンジリボンメッセージの区役所への掲示 子ども部児童・家庭支援センター 03-5298-2424

51 東京都 千代田区 10月

区内児童館で区民より虐待防止に向けたオレンジリボンメッセージを回収 子ども部児童・家庭支援センター 03-5298-2424

52 東京都 千代田区 11月 ○

区内小中学生への相談カードの配布 子ども部児童・家庭支援センター 03-5298-2424

53 東京都 千代田区 11月 ○

区内の掲示板や保育園・幼稚園・小中学校へのポスターの掲示とチラシ配布 子ども部児童・家庭支援センター 03-5298-2424

54 東京都 千代田区 11月7日 ○

虐待防止講演会 子ども部児童・家庭支援センター 03-5298-2424

55 東京都 千代田区 11月19日 ○

区内の4署と共催で、東京駅にて街頭キャンペーンを実施し、虐待防止の啓発グッズなどを配布 子ども部児童・家庭支援センター 03-5298-2424

56 東京都 千代田区 11月 ○

区広報に、虐待防止に関する情報を掲載 子ども部児童・家庭支援センター 03-5298-2424

57 東京都 中央区 5月1日

区広報誌に児童虐待情報専用電話「子どもほっとライン」に関する記事を掲載 福祉保健部子ども家庭支援セン
ター

03-3534-2103
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58 東京都 中央区 10月25日 ○

中央区健康福祉まつり2015会場において、来場者に児童虐待防止周知リーフレット等を配布 福祉保健部子ども家庭支援セン
ター

03-3534-2103

59 東京都 中央区 11月1日 ○

区広報ポスターに児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載 福祉保健部子ども家庭支援セン
ター

03-3534-2103

60 東京都 中央区 11月11日 ○

区広報誌に児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載 福祉保健部子ども家庭支援セン
ター

03-3534-2103

61 東京都 中央区 11月4日、5日 ○

区内三地域において、街頭キャンペーンを実施し、通行人に児童虐待防止周知リーフレット等を配布 福祉保健部子ども家庭支援セン
ター

03-3534-2103

62 東京都 中央区 通年 ○

子ども家庭支援センター及び区内児童館において児童虐待防止ののぼりを掲示 福祉保健部子ども家庭支援セン
ター

03-3534-2103

63 東京都 新宿区 11月12日 ○

東京都と合同で、高田馬場駅頭で、虐待防止キャンペーン 子ども家庭部子ども総合センター 03-3232-0674

64 東京都 新宿区 11月15日 ○

子ども総合センターここからまつりに於いて、虐待防止のブースを設置 子ども家庭部子ども総合センター 03-3232-0674

65 東京都 新宿区 11月7日 ○

「若者のつどい」に於いて、虐待防止のブースを設置 子ども家庭部子ども総合センター 03-3232-0674

66 東京都 新宿区 11月5日 ○

東京都と共催で、養育家庭体験発表会を開催 子ども家庭部子ども総合センター 03-3232-0674

67 東京都 新宿区 10月～11月 ○

オレンジリボン運動のチラシを作成し、全児童・生徒に配布 子ども家庭部子ども総合センター 03-3232-0674

68 東京都 新宿区 通年 ○

区役所内の子ども家庭に関する部署の全職員がオレンジリボン及びオレンジ色の名札ストラップを着用 子ども家庭部子ども総合センター 03-3232-0674

69 東京都 新宿区 10月25日

区の広報に虐待防止月間の特集を掲載 子ども家庭部子ども総合センター 03-3232-0674

70 東京都 文京区 1月～6月

オレンジリボン公式ポスターコンテスト２０１５の実施に、後援として参加した。 男女協働子育て支援部男女協働・
子ども家庭支援センター担当課

03-5803-1894

71 東京都 文京区 6月6日

第３回オレンジリボンフォーラムを児童虐待防止全国ネットワークとの共催により開催した。フォーラムでは、文京区の児童虐待防止
の取組についての報告等を行った。

男女協働子育て支援部男女協働・
子ども家庭支援センター担当課

03-5803-1894

72 東京都 文京区 7月11日

区内で児童虐待問題に取り組む非営利活動団体と共催で児童虐待防止に関する講演会を実施 男女協働子育て支援部男女協働・
子ども家庭支援センター担当課

03-5803-1894

73 東京都 文京区 9月13日

子育てフェスティバル会場において、区作成の児童虐待防止マニュアルの配付やパネルの掲示等の啓発活動を行った。 男女協働子育て支援部男女協働・
子ども家庭支援センター担当課

03-5803-1894

74 東京都 文京区 9月13日

東京都と共催で開催した養育家庭体験発表会において、区作成の児童虐待防止マニュアルを配付した。 男女協働子育て支援部男女協働・
子ども家庭支援センター担当課

03-5803-1894

75 東京都 文京区 10月25日

１０月２５日発行の区報に、１１月の児童虐待防止推進月間について掲載する。 男女協働子育て支援部男女協働・
子ども家庭支援センター担当課

03-5803-1894
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76 東京都 文京区 11月1日 ○

区内で児童虐待問題に取り組む非営利活動団体と共催で児童虐待防止に関する講演会を実施 男女協働子育て支援部男女協働・
子ども家庭支援センター担当課

03-5803-1894

77 東京都 台東区 11月5日～25日 ○

オレンジリボンツリーの展示　オレンジリボン配布　台東区役所1階、生涯学習センターアトリウム 日本堤子ども家庭支援センター 5824-2535

78 東京都 台東区 11月 ○

広報たいとうでのPR 日本堤子ども家庭支援センター 5824-2535

79 東京都 台東区 10月26日

要保護児童講演会　子どもたちに寄り添う～虐待・非行・いじめの現場から～台東区役所10階 日本堤子ども家庭支援センター 5824-2535

80 東京都 墨田区 10月3日、4日

すみだまつり（区民まつり）におけるオレンジリボンキャンペーンのPR（児童虐待防止についてのチラシ・グッズの配布、来場者による
オレンジリボン制作）

子育て支援総合センター 03-5630-6351

81 東京都 墨田区 10月26日～29日

墨田区役所アトリウムにて、「ピッピに学ぶ魔法の子育て」として、オレンジリボンキャンペーンのPR（展示、ワークショップ） 子育て支援総合センター 03-5630-6351

82 東京都 墨田区 10月29日

児童虐待防止講演会「本当に支援を必要としている人に情報は届いているか～取材から見えたこと～」（上の墨田区役所アトリウムで
のイベントの一部）

子育て支援総合センター 03-5630-6351

83 東京都 墨田区 11月1日 ○

区報（11月1日号）にてオレンジリボンキャンペーンについて区の取組等を紹介 子育て支援総合センター 03-5630-6351

84 東京都 墨田区 11月8日 ○

「すみだ子育てメッセ2015」におけるオレンジリボンキャンペーンのPR（児童虐待防止についてのチラシ・グッズの配布、来場者による
オレンジリボン制作）

子育て支援総合センター 03-5630-6351

85 東京都 江東区 11月1日 ○

区の広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載 こども未来部子育て支援課要保護
支援担当

03-3647-4408

86 東京都 江東区 11月 ○

区役所、子ども家庭支援センター等でオレンジリボンを配布 こども未来部子育て支援課要保護
支援担当

03-3647-4408

87 東京都 江東区 10月17日

区民まつりで虐待防止について風船やリーフレット、オレンジリボンの配布 こども未来部子育て支援課要保護
支援担当

03-3647-4408

88 東京都 品川区 10月26日～11月6日 ○

品川区役所庁舎に虐待防止推進広報パネルを掲示 子ども未来部子ども育成課児童相
談係

03-5742-6959

89 東京都 品川区 10月11日

区広報誌に「虐待防止推進月間」特集記事を掲載 子ども未来部子ども育成課児童相
談係

03-5742-6959

90 東京都 品川区 10月25日

オレンジリボンたすきリレーの運営協力 子ども未来部子ども育成課児童相
談係

03-5742-6959

91 東京都 品川区 11月2日～11月15日 ○

品川区役所庁舎に虐待防止推進月間の懸垂幕掲示 子ども未来部子ども育成課児童相
談係

03-5742-6959

92 東京都 品川区 11月21日 ○

養育家庭（ほっとファミリー）体験発表会を開催及び虐待防止推進グッズ配布。 子ども未来部子ども育成課児童相
談係

03-5742-6959

93 東京都 品川区 通年 ○

オレンジリボン・バッジによる虐待防止推進活動の啓発 子ども未来部子ども育成課児童相
談係

03-5742-6959
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94 東京都 目黒区 11月7日～14日 ○

児童虐待防止パネル展示（目黒区総合庁舎） 子ども家庭課子ども家庭支援セン
ター係

03-5722-9743

95 東京都 目黒区 11月14日 ○

養育家庭体験発表会（目黒区総合庁舎） 子ども家庭課子ども家庭支援セン
ター係

03-5722-9743

96 東京都 目黒区 11月17日 ○

児童虐待防止に関する講演会
（目黒区総合庁舎）

子ども家庭課子ども家庭支援セン
ター係

03-5722-9743

97 東京都 大田区 10月25日

子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2015
（中継地点・大田区立大森スポーツセンター）

子ども家庭支援センター 03-5753-7830

98 東京都 大田区 10月25日

子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2015親子応援イベント
(大田区立大森スポーツセンター）

子ども家庭支援センター 03-5753-7830

99 東京都 大田区 10月27日～11月3日 ○

養育家庭体験発表会広報（区設掲示板へのポスター掲出） 子ども家庭支援センター 03-5753-7830

100 東京都 大田区 11月1日～9日 ○

大田区役所本庁舎における「横断幕」掲出 子ども家庭支援センター 03-5753-7830

101 東京都 大田区 11月2日～30日 ○

大田区役所本庁舎における「懸垂幕」掲出 子ども家庭支援センター 03-5753-7830

102 東京都 大田区 11月2日～30日 ○

調布地域庁舎・蒲田地域庁舎における「懸垂幕」掲出 子ども家庭支援センター 03-5753-7830

103 東京都 大田区 11月2日～30日 ○

各特別出張所・大田区役所本庁舎・各地域庁舎における
「昇り旗」掲出

子ども家庭支援センター 03-5753-7830

104 東京都 大田区 11月2日～30日 ○

各保育園・各児童館における「横断幕」掲出 子ども家庭支援センター 03-5753-7830

105 東京都 大田区 11月 ○

大田区役所本庁舎における「デジタルサイネージ」掲出 子ども家庭支援センター 03-5753-7830

106 東京都 大田区 11月1日 ○

大田区報11月１日号、人権推進の月間コラム記事掲載 子ども家庭支援センター 03-5753-7830

107 東京都 大田区 11月6日 ○

地域力推進会議での広報 子ども家庭支援センター 03-5753-7830

108 東京都 大田区 11月28日 ○

養育家庭体験発表会(大田区役所本庁舎会議室） 子ども家庭支援センター 03-5753-7830

109 東京都 大田区 11月19日～11月27日 ○

児童虐待防止推進月間パネル展（大田区役所本庁舎） 子ども家庭支援センター 03-5753-7830

110 東京都 大田区 11月 ○

虐待防止推進月間の啓発（大田区ホームページへの記事掲載） 子ども家庭支援センター 03-5753-7830

111 東京都 大田区 10月～11月 ○

虐待防止推進月間の啓発（相談案内カード、クリアファイル、パンフレットをイベント等で配布） 子ども家庭支援センター 03-5753-7830



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 問い合わせ先

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】

112 東京都 大田区 12月14日

要保護児童対策地域協議会主催の関係機関職員等研修会
（社会的擁護の実態についての講演を予定）

子ども家庭支援センター 03-5753-7830

113 東京都 世田谷区 11月15日 ○

区広報誌一面において、虐待防止推進月間のPR、区の相談先の案内、区の子育て支援事業の紹介 子ども・若者部子ども家庭課 5432-2526

114 東京都 世田谷区 11月14日 ○

「子どもの虐待防止フォーラムせたがや２０１５」開催。講演およびシンポジウム（成城ホール） 子ども・若者部子ども家庭課 5432-2526

115 東京都 世田谷区 11月8日 ○

世田谷２４６ハーフマラソン会場において、虐待防止のPRブースを設け虐待防止リーフレット、グッズを配布（駒沢公園） 子ども・若者部子ども家庭課 5432-2526

116 東京都 世田谷区 11月 ○

児童虐待防止推進月間PRマグネットを庁用車に貼付し、PR 子ども・若者部子ども家庭課 5432-2526

117 東京都 世田谷区 11月 ○

子育て世帯等に関わる部署の職員を中心にオレンジリボン（布製）を着用する 子ども・若者部子ども家庭課 5432-2526

118 東京都 渋谷区
9月1日、2日、4日、10

日、11日

校長・副校長・保育園長会・全民協等、関係機関の会議で啓発活動を周知。意識啓発。 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

03-3463-3164

119 東京都 渋谷区 9月中旬

区内施設等において講演会等のチラシ配付及びポスター掲示 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

03-3463-3164

120 東京都 渋谷区 10月15日

広報誌で児童虐待防止講演会・東京都養育家庭（里親）体験発表会を周知 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

03-3463-3164

121 東京都 渋谷区 10月25日

第9回子ども虐待防止　オレンジリボンたすきリレー2015を後援 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

03-3463-3164

122 東京都 渋谷区 11月1日 ○

広報誌で虐待防止推進月間を周知 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

03-3463-3164

123 東京都 渋谷区 11月2日、3日 ○

渋谷区区民のひろば「青少年環境浄化」ブースにおいて、児童虐待防止チラシ配布 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

03-3463-3164

124 東京都 渋谷区 11月4日 ○

児童虐待防止講演会を開催 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

03-3463-3164

125 東京都 渋谷区 11月19日 ○

東京都養育家庭（里親）体験発表会を東京都と共催で開催 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

03-3463-3164

126 東京都 中野区 通年 ○

区のホームページに通告窓口掲載 子ども家庭支援センター 03-3228-7867

127 東京都 中野区 6月30日

NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク学生委員会による「１８９」啓発事業で、啓発資材を中野駅北口にて配布のための後援及び
協力

子ども家庭支援センター 03-3228-7867

128 東京都 中野区 通年 ○

子ども関連部署職員、オレンジリボン着用 子ども家庭支援センター 03-3228-7867

129 東京都 中野区 11月 ○

区議会議員、学校職員、区職員全員、オレンジリボン着用の推進 子ども家庭支援センター 03-3228-7867
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130 東京都 中野区 11月11日 ○

児童相談所、警察、民生児童委員、帝京平成大学、区長、子ども家庭支援センターによるオレンジリボンキャンペーンで、啓発資材を
中野駅北口にて配布

子ども家庭支援センター 03-3228-7867

131 東京都 中野区 11月18日 ○

児童虐待防止子育て講演会及び養育家庭体験発表会 子ども家庭支援センター 03-3228-7867

132 東京都 中野区 11月中旬 ○

帝京平成大学学園祭の児童虐待防止に関わるパネルブースの展示協力 子ども家庭支援センター 03-3228-7867

133 東京都 中野区 11月 ○

啓発標語入り横断幕、庁舎壁面掲示 子ども家庭支援センター 03-3228-7867

134 東京都 中野区 11月 ○

学校、保育園等１１月発行のおたよりに虐待防止のための標語掲出 子ども家庭支援センター 03-3228-7867

135 東京都 杉並区 11月1日 ○

区広報の特集紙面により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
家庭支援係

03‐5929‐1902

136 東京都 杉並区 11月上旬 ○

杉並児童相談所、荻窪警察と一緒に街頭にて
オレンジリボンキャンペーン

保健福祉部子育て支援課子ども
家庭支援係

03‐5929‐1902

137 東京都 杉並区 11月19日 ○

児童虐待防止講演会「子どもの成長を支える家族関係」
阿佐谷地域区民センター

保健福祉部子育て支援課子ども
家庭支援係

03‐5929‐1902

138 東京都 豊島区 9月7日、8日

区が後援する子育てイベントにおいて、児童虐待防止に関するチラシを配布 子育て支援課東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275

139 東京都 豊島区 9月24日

虐待防止ネットワーク研修開催「少年センターの相談」　生活産業プラザ 同上 同上

140 東京都 豊島区 10月27日

虐待防止ネットワーク研修開催「居場所を探す子ども達」　区役所会議室 同上 同上

141 東京都 豊島区 11月1日 ○

区広報紙において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 同上 同上

142 東京都 豊島区 11月4日 ○

養育家庭体験発表会を開催　区の児童虐待防止の取り組みを紙面配布 同上 同上

143 東京都 豊島区 11月18日 ○

豊島区オレンジリボンディ開催 同上 同上

144 東京都 豊島区 11月26日 ○

児童虐待防止区民講演会開催　区の児童虐待防止の取り組みを紙面配布 同上 同上

145 東京都 豊島区 12月1日

四者地区協議会において児童虐待事例検討　　オレンジリボン等の配布 同上 同上

146 東京都 北区 5月14日、5月28日

要保護児童対策地域協議会代表者会議・実務者会議でオレンジリボン配布 子ども家庭部児童虐待対策担当
課

03-3914-9565

147 東京都 北区 7月8日

「ママのためのサマーパーティ」の子育て支援行事で、啓発グッズを配布。 子ども家庭部児童虐待対策担当
課

03-3914-9565
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148 東京都 北区 9月5日

「北区秋のフェスティバル」の行事で、講演会のちらしを配布。 子ども家庭部児童虐待対策担当
課

03-3914-9565

149 東京都 北区 10月～11月 ○

児童館館長会・公私立幼稚園長会・公私立保育園長会・公立小中学校校長会・民生児童委員協議会にてオレンジリボンキャンペーン
等の広報

子ども家庭部児童虐待対策担当
課

03-3914-9565

150 東京都 北区 11月1日 ○

北区ニュース（広報紙）にて、通告に関する広報及びオレンジキャンペーン、区民向け虐待防止啓発講演会の広報 子ども家庭部児童虐待対策担当
課

03-3914-9565

151 東京都 北区 10月17日、11月14日 ○

区民向け虐待防止啓発講演会を開催し、会場にてパネルの展示、リーフレット、オレンジリボン、啓発グッズ等を配布 子ども家庭部児童虐待対策担当
課

03-3914-9565

152 東京都 北区 11月6日 ○

北区民生児童委員、地区自治会、社会福祉協議会の協力を得て、霜降銀座商店街にてオレンジリボン、普及啓発リーフレット等を配
布し、周知を図る。

子ども家庭部児童虐待対策担当
課

03-3914-9566

153 東京都 北区 11月7日 ○

子ども家庭支援センターの事業「ほっと館まつり」にて虐待防止に向けたパネルの展示、来場者によるオレンジリボンの作成、オリジ
ナルリーフレット配布

子ども家庭部児童虐待対策担当
課

03-3914-9565

154 東京都 北区 11月16日 ○

東京成徳大学子ども学部の学生に、「児童虐待の現状」についての講義を行う。その後学生と北区民生児童委員、社会福祉協議会と
の協力して、オレンジリボン、啓発グッズを十条銀座商店街にて、商店街の協力を得て、配布

子ども家庭部児童虐待対策担当
課

03-3914-9565

155 東京都 北区 11月21日 ○

志茂子ども交流館（児童館）のお祭りに参加し、児童虐待防止推進月間のポスターを掲示し、オレンジリボン、啓発リーフレット、グッ
ズを配布し、周知を図る。また、来館者とオレンジリボンの作成を行い、期間中つけて頂く。

子ども家庭部児童虐待対策担当
課

03-3914-9565

156 東京都 北区 11月 ○

関係機関（公私立保育園・幼稚園、公私立小中学校、児童館、健康相談係）等にオレンジりﾎﾞﾝ、オリジナルリーフレット及び児童虐待
防止推進月間のポスター・リーフレット、カードを配布

子ども家庭部児童虐待対策担当
課

03-3914-9565

157 東京都 北区 11月 ○

公私立保育園園児対象にオリジナル啓発グッズ（絆創膏）を配布 子ども家庭部児童虐待対策担当
課

03-3914-9565

158 東京都 北区 11月28日 ○

養育体験発表会会場にてオレンジリボン、オリジナルリーフレット、啓発グッズを配布 子ども家庭部児童虐待対策担当
課

03-3914-9565

159 東京都 荒川区 11月1日 ○

区報に児童虐待防止推進月間啓発記事を掲載
オレンジリボンを使用予定

子育て支援部子ども家庭支援セン
ター

03-3805-5523

160 東京都 荒川区 11月12日 ○

区民向け児童虐待防止講演会の開催
周知用ポスター及びチラシにオレンジリボンを使用

子育て支援部子ども家庭支援セン
ター

03-3805-5523

161 東京都 荒川区 11月 ○

区役所庁舎、センターまちやビルへの児童虐待防止推進月間啓発懸垂幕の設置 子育て支援部子ども家庭支援セン
ター

03-3805-5523

162 東京都 荒川区 11月 ○

虐待防止リーフレット「子どもを守るのはあなたです！」の作成・配布 子育て支援部子ども家庭支援セン
ター

03-3805-5523

163 東京都 板橋区 11月14日 ○

広報いたばし（区報）に児童虐待防止推進月間の啓発記事を掲載 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

03-3579-2656

164 東京都 板橋区 ○

アイシェフボード（外国人向け広報誌）への児童虐待防止推進月間の啓発記事を掲載 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

03-3579-2656

165 東京都 板橋区 ○

板橋区役所本庁舎電光掲示板に児童虐待防止推進月間メッセージ掲示 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

03-3579-2656
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166 東京都 板橋区 ○

板橋区車両へオレンジリボンステッカーの貼り付け 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

03-3579-2656

167 東京都 板橋区 ○

小学校4年・5年生児童への区作成リーフレット「こまったら相談してね」の配布 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

03-3579-2656

168 東京都 板橋区 11月1日 ○

すくすくまつり（子育てイベント）でのパネル掲示、啓発グッズ・チラシ等配布 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

03-3579-2656

169 東京都 板橋区 10月2日、5日、11月2日 ○

虐待防止ケアシステム研修会の実施（小中学校副校長対象、小中学校生活指導主任対象、区内保育施設保育士対象） 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

03-3579-2656

170 東京都 板橋区 11月19日～25日 ○

板橋区役所本庁舎イベントスペースにて児童虐待防止推進月間の啓発パネル等展示 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

03-3579-2656

171 東京都 練馬区 10月11日

「ねりま区報」に啓発記事を掲載 練馬子ども家庭支援センター管理
係

03-3993-8155

172 東京都 練馬区 10月下旬

「教育だより」に啓発記事を掲載 練馬子ども家庭支援センター管理
係

03-3993-8155

173 東京都 練馬区 11月 ○

オレンジリボンキャンペーン懸垂幕等の掲示（区役所内） 練馬子ども家庭支援センター管理
係

03-3993-8155

174 東京都 練馬区 10月31日～11月13日 ○

児童虐待防止に関する資料のパネル展示（区役所内） 練馬子ども家庭支援センター管理
係

03-3993-8155

175 東京都 練馬区 通年 ○

児童虐待防止リーフレット・オレンジリボンの配布 練馬子ども家庭支援センター管理
係

03-3993-8155

176 東京都 練馬区 11月14日 ○

児童虐待防止に関する講演会・里親養育発表会 練馬子ども家庭支援センター管理
係

03-3993-8155

177 東京都 練馬区 11月14日 ○

講演会・里親養育発表会にて啓発グッズを配布 練馬子ども家庭支援センター管理
係

03-3993-8155

178 東京都 練馬区 10月19日、11月9日 ○

児童虐待防止街角キャンペーン 練馬子ども家庭支援センター管理
係

03-3993-8155

179 東京都 足立区 10月31日

児童虐待防止オレンジリボンキャンペーンinあだち2015
足立区内の主要６駅の駅頭で児童虐待予防のちらしとオレンジリボンを配布する。

子ども家庭部こども支援担当課こ
ども総合相談担当係

03-3852-3535

180 東京都 足立区 11月11日～11月17日 ○

区役所１階ロビーにて、養育家庭PRパネルを展示する。 子ども家庭部こども支援担当課要
保護児童支援担当係

03-3852-3535

181 東京都 足立区 11月15日 ○

「養育家庭体験発表会」養育家庭への理解を広め、登録家庭を募る。 子ども家庭部こども支援担当課要
保護児童支援担当係

03-3852-3535

182 東京都 足立区 11月24日 ○

「児童虐待防止講演会　叱らなくても子どもは伸びる～目から鱗の子育てと家庭教育～」 子ども家庭部こども支援担当課こ
ども総合相談担当係

03-3852-3535

183 東京都 飾区 11月5日 ○

区広報誌の1面に児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 子ども家庭支援課 03-3602-1386
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184 東京都 飾区 通年 ○

24時間児童虐待通報相談専用電話の設置(通年の電話相談) 子ども家庭支援課 03-3602-1386

185 東京都 飾区 通年 ○

『妊娠・出産どうしようコール』の設置(通年の電話相談) 子ども家庭支援課 03-3602-1386

186 東京都 飾区 10月31日～

養育家庭制度パネル展示 子ども家庭支援課 03-3602-1386

187 東京都 飾区 11月12日 ○

「養育家庭体験発表会」養育家庭体験者の発表及び制度説明 子ども家庭支援課 03-3602-1386

188 東京都 江戸川区 10月11日

江戸川区民まつり（都立篠崎公園）での児童虐待防止啓発用の風船・ポケットティッシュの配布 子ども家庭部児童女性課子ども家
庭支援センター養育支援係

03-3877-2433

189 東京都 江戸川区 11月1日 ○

区広報紙にて児童虐待に関する区の取り組みや児童虐待防止推進月間を紹介 子ども家庭部児童女性課子ども家
庭支援センター養育支援係

03-3877-2433

190 東京都 江戸川区 10～12月 ○

子育てフェスティバル、乳幼児健診等の母子保健事業、就学時健診等での児童虐待防止啓発用のポケットティッシュの配布 子ども家庭部児童女性課子ども家
庭支援センター養育支援係

03-3877-2433

191 東京都 江戸川区 11月1日～15日 ○

タワーホール船堀展望塔をオレンジ色にライトアップ 子ども家庭部児童女性課子ども家
庭支援センター養育支援係

03-3877-2433

192 東京都 八王子市 11月1日 ○

広報はちおうじに児童虐待防止推進月間の取り組みを紹介 子ども家庭支援センター 042-656-8225

193 東京都 八王子市 ○

児童虐待防止推進キャンペーンでオレンジリボン及び啓発物品配布 子ども家庭支援センター 042-656-8225

194 東京都 八王子市 11月21日～11月22日 ○

八王子いちょう祭りでオレンジリボン及び啓発物資を配布 子ども家庭支援センター 042-656-8225

195 東京都 八王子市 11月 ○

公用車に児童虐待防止啓発マグネット掲出 子ども家庭支援センター 042-656-8225

196 東京都 八王子市 11月 ○

事務所にてオレンジリボンを配布 子ども家庭支援センター 042-656-8225

197 東京都 八王子市 11月 ○

八王子市全職員及び八王子市内小中学校の教職員がオレンジリボンを着用 子ども家庭支援センター 042-656-8225

201 東京都 武蔵野市 11月1日 ○

市報にて児童虐待防止月間を紹介する。 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

0422-60-1850

202 東京都 武蔵野市 11月12日 ○

児童虐待防止月間駅頭キャンペーンの実施 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

0422-60-1850

203 東京都 武蔵野市 5月、6月

市作成のリーフレット配布 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

0422-60-1850

204 東京都 武蔵野市 5月、6月

市作成のポスター配布 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

0422-60-1850
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205 東京都 武蔵野市 6月

市作成の対応マニュアル配布 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

0422-60-1850

206 東京都 武蔵野市

市作成のボールペン配布 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

0422-60-1850

207 東京都 武蔵野市

市作成のポケットティッシュ配布 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

0422-60-1850

208 東京都 武蔵野市 11月28日 ○

子育てフェスティバルにて児童虐待ポスター掲示と啓発品の配布 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

0422-60-1850

209 東京都 三鷹市 11月2日～11月30日 ○

市民向け虐待防止リーフレットを市内公共機関に配布 子ども政策部子ども育成課子ども
家庭支援センター

0422-40-5925

210 東京都 三鷹市 11月2日～11月30日 ○

子どもSOSカードを市立小中学校全学年に配布 子ども政策部子ども育成課子ども
家庭支援センター

0422-40-5925

211 東京都 三鷹市 11月1日 ○

市報に児童虐待防止に関する内容を記載 子ども政策部子ども育成課子ども
家庭支援センター

0422-40-5925

212 東京都 三鷹市 11月27日 ○

子育て支援及び虐待防止に向けた保育つき講座の実施
「親子のより良いコミュニケーション」
三鷹市市民協働センター

子ども政策部子ども育成課子ども
家庭支援センター

0422-40-5925

213 東京都 青梅市 10月31日月、11月１日 ○

市内永山公園において開催される産業観光祭において、児童虐待防止に関するリーフレット等の配布 子ども家庭部子ども家庭支援課支
援係

0428-22-1111
内線2391

214 東京都 青梅市 11月1日 ○

市の広報誌に児童虐待防止月間の記事を掲載 子ども家庭部子ども家庭支援課支
援係

0428-22-1111
内線2391

215 東京都 青梅市 11月4日～17日 ○

市の屋外電光掲示板に虐待防止月間を表示 子ども家庭部子ども家庭支援課支
援係

0428-22-1111
内線2391

216 東京都 青梅市 11月12日 ○

市役所会議室において、立川児童相談所と共催で児童虐待防止に関する講演会を開催し、併せてリーフレット等を配布 子ども家庭部子ども家庭支援課支
援係

0428-22-1111
内線2391

217 東京都 府中市 通年 ○

市内施設及び関係機関でのポスター等掲示 子ども家庭部子育て支援課 042-354-8700

218 東京都 府中市 通年 ○

市役所庁舎に啓発用横断幕の設置 子ども家庭部子育て支援課 042-354-8700

219 東京都 府中市 11月 ○

市広報紙における記事掲載 子ども家庭部子育て支援課 042-354-8700

220 東京都 府中市 11月 ○

市庁議報告での周知 子ども家庭部子育て支援課 042-354-8700

221 東京都 府中市 11月 ○

市イベント（民謡流し）における啓発活動 子ども家庭部子育て支援課 042-354-8700

222 東京都 府中市 11月16日 ○

養育家庭体験発表会における啓発グッズの配布 子ども家庭部子育て支援課 042-354-8700
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223 東京都 府中市 7月19日

市イベント（いきいきプラザまつり）における啓発グッズの配布 子ども家庭部子育て支援課 042-354-8700

224 東京都 府中市 9月11日

市イベント（ひろげよう！子育てひろばのわ）における啓発ポスターの掲示 子ども家庭部子育て支援課 042-354-8700

225 東京都 府中市 10月17、18日

市イベント（福祉まつり）における啓発グッズの配布 子ども家庭部子育て支援課 042-354-8700

226 東京都 昭島市 11月1日 ○

市広報誌に虐待防止月間について掲載 子ども家庭部子ども育成課 042-543-9046

227 東京都 昭島市 11月6日 ○

虐待防止講演会の実施（市民ホール） 子ども家庭部子ども育成課 042-543-9046

228 東京都 昭島市 10月

校長会での虐待防止についての周知 子ども家庭部子ども育成課 042-543-9046

229 東京都 昭島市 4月～5月

市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校の新入児および転入児に市独自のリーフレットを配布 子ども家庭部子ども育成課 042-543-9046

230 東京都 昭島市

昭島市公式ＨＰに掲載 子ども家庭部子ども育成課 042-543-9046

231 東京都 調布市 10月20日 ○

市報，市公式ホームページ（ツイッター含む）等において，11月の児童虐待防止月間（オレンジリボンキャンペーン）を広報する。 子ども生活部子ども政策課 042-481-7105

232 東京都 調布市 11月7日 ○

「いじめや虐待のないまち」の啓発活動として，夏休み期間に小学生に描いてもらった「みんななかよし」の絵をごみ収集車に貼り，虐
待防止月間である11月に出発式を行う。

子ども生活部子ども政策課 042-481-7105

233 東京都 調布市 11月10日 ○

養育家庭体験発表会にて，児童虐待防止に関するリーフレット等を配布する。 子ども生活部子ども政策課 042-481-7105

234 東京都 調布市 11月11日 ○

オレンジリボンとパープルリボン（配偶者暴力防止）の両キャンペーンのメッセージを掲げたミニコンサートを開催し，来場者への児童
虐待とＤＶの関連性への周知と啓発を図る。

子ども生活部子ども政策課 042-481-7105

235 東京都 調布市 11月22日 ○

味の素スタジアムにて，来場者に対して，オレンジリボンキャンペーンのグッズを配布し，周知を行う。 子ども生活部子ども政策課 042-481-7105

236 東京都 調布市 11月 ○

子ども家庭支援センターすこやかの広報紙に掲載する。 子ども生活部子ども政策課 042-481-7105

237 東京都 調布市 11月 ○

職員がオレンジリボンを身につけ，啓発する。 子ども生活部子ども政策課 042-481-7105

238 東京都 調布市 11月 ○

毎月実施している乳幼児健診や「もうすぐママ・パパ教室」で，リーフレットの配布を行う。 子ども生活部子ども政策課 042-481-7105

239 東京都 調布市 通年 ○

市の子育て支援に関する情報を掲載した冊子「元気に育て！！調布っ子」に，児童虐待防止センターのホットラインについて掲載して
いる。この冊子は，毎年6～7月に発行し，市内公共施設に配架するほか，児童手当等の手続きでの来庁者に積極的に配布してい
る。

子ども生活部子ども政策課 042-481-7105

240 東京都 調布市 通年 ○

子ども生活部のフロア壁面に手製の大きなオレンジリボンと「子ども虐待防止のオレンジリボン」の表示を掲示している。 子ども生活部子ども政策課 042-481-7105
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241 東京都 町田市 7月22日

町田市子育て支援ネットワーク連絡会（要保護児童対策地域協議会）研修会にてオレンジリボン、クリアファイル、カットバン等のグッ
ズとパンフレットを配布。関係機関向けに児童相談所・子ども家庭支援センター・地域相談センターの概要と役割を説明。

子ども生活部子ども家庭支援セン
ター

042-724-4419

242 東京都 町田市 10月17日

養育家庭体験発表会「雨が降らなければ虹は出ない」にて、参加者へリーフレット・しおりを配布。 子ども生活部子ども家庭支援セン
ター

042-724-4419

243 東京都 町田市 11月1日 ○

市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載。 子ども生活部子ども家庭支援セン
ター

042-724-4419

244 東京都 町田市 11月1日 ○

町田市子育て支援ネットワーク連絡会（要保護児童対策地域協議会）研修会にてリーフレット・しおりを配布。関係機関向け「自殺危
機の早期発見・早期対応～自傷・虐待からみる家庭支援」の講演開催。

子ども生活部子ども家庭支援セン
ター

042-724-4419

245 東京都 町田市 12月6日

市民協働フェスティバル・まちカフェ（地域活動・市民活動交流会）にて、ブースを設けリーフレット・しおりを配布。 子ども生活部子ども家庭支援セン
ター

042-724-4419

246 東京都 小金井市 11月6日 ○

駅前での子ども家庭支援センター周知チラシを配布予定（同時に児童虐待防止推進月間しおり・カード等も配布予定）。
参加人数により開催場所は確定予定のためまだ未定。昨年は武蔵小金井駅前、東小金井駅前で実施のため、同場所を検討中。

子ども家庭部子育て支援課子育て
支援係

042-321-3161

247 東京都 小平市 10月～12月 ○

市民課待合スペースのデジタルサイネージを活用し、虐待防止の啓発を実施 子ども家庭部子育て支援課 042-346-9815

248 東京都 小平市 11月5日 ○

市広報誌とホームページにおいて、虐待防止推進月間の啓発記事を掲載 子ども家庭部子育て支援課 042-346-9815

249 東京都 小平市 11月15日 ○

健康センターで開催する「健康フェスティバル」で、オレンジリボンキャンペーンを実施（児童虐待防止推進関係のリーフレットおよび
189啓発グッズの配付）

子ども家庭部子育て支援課 042-346-9815

250 東京都 小平市 10月～通年 ○

子育てガイドにオレンジリボン運動と憲章について掲載 子ども家庭部子育て支援課 042-346-9815

251 東京都 日野市 11月 ○

児童虐待防止啓発パネル展示：子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ万願寺、日野市多摩平ふれあい館 日野市立子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 042-599-6670

252 東京都 日野市 11月10日 ○

講演会：講師・杉山春氏、イオンモール多摩平の森にて、「SOSはなぜ届かなかったか…大阪二児置き去り死事件を取材して」
会場にて、しおり、リボン等を配布。

日野市立子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 042-599-6670

253 東京都 日野市 11月 ○

日野市職員がオレンジリボンを着用する。 日野市立子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 042-599-6670

254 東京都 日野市 10月15日

広報紙に児童虐待防止に関する特集記事を掲載する。 日野市立子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 042-599-6670

255 東京都 東村山市 11月 ○

子どものＳＯＳを見逃さない～子どもを虐待から「守る」「気づく」「つなげる」をテーマとして、市内公立・私立保育所を訪問し、職員に児
童虐待の防止と早期発見についての啓発を行う。（昨年度は、市内公立小中学校を訪問した）

子ども家庭部子育て支援課 042-393-5111(内
3367)

256 東京都 国分寺市 5月～12月 ○

国分寺市子どもいじめ虐待防止条例広報活動　国分寺市内小中学校15校訪問 子ども家庭支援センター 042-572-8138

257 東京都 国分寺市 8月25日

国分寺市地区連絡協議会「いじめ虐待をなくすために」　本多公民館 子ども家庭支援センター 042-572-8138

258 東京都 国分寺市 11月1日 ○

虐待防止キャンペーン国分寺まつり　武蔵国分寺公園 子ども家庭支援センター 042-572-8138
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259 東京都 国分寺市 11月1日 ○

国分寺市11月１日号市報「児童虐待防止推進月間」特集号掲載（１面掲載及び地域バス内掲示予定） 子ども家庭支援センター 042-572-8138

260 東京都 国分寺市 11月1日 ○

オレンジリボン活動の周知及び虐待通告の周知に関するポスターの作成，市内公共施設・地域バス内掲示 子ども家庭支援センター 042-572-8138

261 東京都 国分寺市 11月1日 ○

親子スペース（地域子育て支援拠点）チラシにオレンジリボン活動の記事掲載 子ども家庭支援センター 042-572-8138

262 東京都 国分寺市 11月12日 ○

虐待防止キャンペーン西国分寺駅頭配布 子ども家庭支援センター 042-572-8138

263 東京都 国分寺市 1月30日

国分寺市子どもいじめ虐待防止条例市民向け講演会　国分寺市Lホール 子ども家庭支援センター 042-572-8138

264 東京都 国分寺市 通　年

オレンジリボン活動普及のための取組（市民・職員に向け安全ピン寄付の呼びかけ及びオレンジリボンの作成，配布） 子ども家庭支援センター 042-572-8138

265 東京都 国立市 ○

国立市報に児童虐待予防と防止に関する記事を掲載予定 子ども家庭部子育て支援課子ども
家庭支援センター

042-573-0192

266 東京都 国立市 ○

子ども家庭支援センター情報誌に児童虐待予防と防止に関する記事掲載予定 子ども家庭部子育て支援課子ども
家庭支援センター

042-573-0192

267 東京都 国立市 ○

国立市子ども家庭部職員がオリジナルのオレンジリボンを名札に付ける 子ども家庭部子育て支援課子ども
家庭支援センター

042-573-0192

268 東京都 福生市 11月 ○

乳幼児総合相談会として地域の子育てサロン等を巡回し周知・啓発する。 子ども家庭支援センター 042-539-2555

269 東京都 福生市 月１回 ○

子育てなんでも相談会の中で児童虐待防止の施策について紹介 子ども家庭支援センター 042-539-2555

270 東京都 福生市 11月1日 ○

健康まつりにおいてブースを設置し、児童虐待防止のための広報・啓発を実施 子ども家庭支援センター 042-539-2555

271 東京都 福生市 10月4日

福祉まつりおいてブースを設置し、児童虐待防止のための広報・啓発を実施 子ども家庭支援センター 042-539-2555

272 東京都 福生市 11月1日 ○

11月１日号の広報に掲載 子ども家庭支援センター 042-539-2555

273 東京都 福生市 11月 ○

11月中、市ホームページに児童虐待防止の周知・啓発に関する内容の記事を掲載 子ども家庭支援センター 042-539-2555

274 東京都 狛江市 11月1日 ○

市広報において児童虐待防止に関する周知・啓発記事掲載 児童青少年部子育て支援課企画
支援係

03-3430-1111

275 東京都 狛江市 11月6日～11月18日 ○

庁舎ロビーにおいて児童虐待防止に関するパネル展示・リーフレット設置 児童青少年部子育て支援課企画
支援係

03-3430-1111

276 東京都 狛江市 11月9日 ○

地域関係者向けの児童虐待防止に関する講演会開催
参加者へ児童虐待防止啓発グッズの配布

児童青少年部子育て支援課企画
支援係

03-3430-1111
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277 東京都 狛江市 11月 ○

市内公立小・中学校在籍全児童・生徒へＳＯＳカードの配布 児童青少年部子育て支援課企画
支援係

03-3430-1111

278 東京都 狛江市 11月 ○

市内公立小・中学校在籍全家庭へ児童虐待防止・相談窓口に関する小冊子の配布 児童青少年部子育て支援課企画
支援係

03-3430-1111

279 東京都 狛江市 11月 ○

市内関係機関における児童虐待防止推進月間のポスター掲示・チラシ設置 児童青少年部子育て支援課企画
支援係

03-3430-1111

280 東京都 狛江市 11月 ○

市管理職員のオレンジリボンバッジの着用 児童青少年部子育て支援課企画
支援係

03-3430-1111

281 東京都 東大和市 11月 ○

期間中、子ども家庭支援センター入口にオレンジリボンモニュメントを設置 子ども生活部　子育て支援課　子
ども家庭支援センター

042-565-3651

282 東京都 東大和市 11月 ○

市職員対象に手作りオレンジリボンバッチを配布 子ども生活部　子育て支援課　子
ども家庭支援センター

042-565-3651

283 東京都 東大和市 11月 ○

東大和市市報に、児童虐待防止推進月間の記事掲載 子ども生活部　子育て支援課　子
ども家庭支援センター

042-565-3651

284 東京都 東大和市 11月 ○

市のイベント（福祉祭他）において啓発物品（市独自に作成したものを含む）の配布 子ども生活部　子育て支援課　子
ども家庭支援センター

042-565-3651

285 東京都 東大和市 11月25日 ○

児童虐待防止推進月間の取組の一つと子ども家庭支援センターでイベント「かるがもまつり」を実施。乳幼児とその保護者を対象に、
ゲーム等を通じて周知を図る。（市報10月15日号掲載）

子ども生活部　子育て支援課　子
ども家庭支援センター

042-565-3651

286 東京都 清瀬市 11月23日 ○

子育てひろばフェスタにてチラシ等を配布予定。清瀬市児童センターで開催。 子ども家庭部子ども家庭支援セン
ター

042-495-7701

287 東京都 東久留米市 11月6日 ○

東京都小平児童相談所と主催・市民生児童委員協議会との共催事業として養育家庭体験発表会を実施。今年度は発表会時に講演
会実施。

子ども家庭部児童青少年課 042-471-0910

288 東京都 武蔵村山市 9月～11月 ○

虐待防止啓発のため、福祉祭り、ひろば事業で子どもの絵を描いてもらい、市役所ロビーで虐待防止月間の告知とパネル掲示を行
う。

子ども家庭支援センター 042-590-1152

289 東京都 武蔵村山市 10月27日

イオン武蔵村山店で虐待防止推進のため、啓発グッズを配布 子ども家庭支援センター 042-590-1152

290 東京都 武蔵村山市 11月 ○

市報で虐待防止月間の記事を掲載 健康福祉部子育て支援課相談・援
護グループ

042-565-1111
(内線189)

291 東京都 武蔵村山市 1月

子ども虐待防止センターに講師を依頼して、市内保育所の保育士を対象に虐待防止啓発の講演会を開催予定 子ども家庭支援センター 042-590-1152

292 東京都 多摩市 10月20日

たま広報「児童虐待防止月間」の市民への周知 子育て総合センター 042-355-3833

293 東京都 多摩市 10月

こどもSOSカードを市内小中学校を通して子どもに配布 子育て総合センター 042-355-3833

294 東京都 多摩市 11月5日 ○

児童虐待防止推進月間啓発事業の一環として、市民及び関係機関向け講演会の開催 子育て総合センター 042-355-3833
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295 東京都 多摩市 11月27日 ○

児童虐待防止推進月間啓発事業の一環として、養育家庭体験発表会を児童相談所と共催で開催 子育て総合センター 042-355-3833

296 東京都 羽村市 7月23日

虐待防止講演会（ﾃｰﾏ：地域で支える子どもの笑顔・講師：西澤哲・場所：ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ） 子ども家庭部子育て支援課子ども
家庭支援ｾﾝﾀｰ係

042-578-2882

297 東京都 羽村市 11月1日 ○

広報・市公式ｻｲﾄに児童・高齢・女性・障害者に関する虐待防止について掲載 子ども家庭部子育て支援課子ども
家庭支援ｾﾝﾀｰ係

042-578-2882

298 東京都 羽村市 11月28日 ○

市内公私保育園が開催する「はむら保育展」において子育て支援・児童虐待防止に関する小冊子等の配布 子ども家庭部子育て支援課子ども
家庭支援ｾﾝﾀｰ係

042-578-2882

299 東京都 羽村市 11月29日 ○

児童相談所・PTA連合会・子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ共催で、養育家庭体験発表会の開催 子ども家庭部子育て支援課子ども
家庭支援ｾﾝﾀｰ係

042-578-2882

300 東京都 羽村市 通年 ○

子ども家庭部職員・羽村市議会議員・民生児童委員のオレンジリボン着用 子ども家庭部子育て支援課子ども
家庭支援ｾﾝﾀｰ係

042-578-2882

301 東京都 あきる野市 6月～翌3月 ○

市広報紙の外、ホームページ、子ども家庭支援センター及びファミリーサポートセンター機関紙、子育て関連メール配信にて月間を周
知
 要保護児童対策地域協議会と立川児童相談所共催で、虐待の予防と早期をテーマに地域で安心して子育てができるよう各関係機
関毎に講演会を開催予定
６月の児童手当及び給付金支給等現況手当受付会場、また、８月１５日の子育てひろば開設記念イベント会場にて関連グッズ等を配
布。

子ども家庭部　子育て支援課　子
ども家庭支援センター係

042-550-3313

302 東京都 西東京市 11月1日 ○

スカイタワー西東京のライトアップ（オレンジ色）　場所：スカイタワー西東京 子育て支援部子ども家庭支援セン
ター

042-425-3303

303 東京都 西東京市 11月1日 ○

西東京市市報「広報西東京」１面に、児童虐待防止に関する記事を掲載 子育て支援部子ども家庭支援セン
ター

042-425-3303

304 東京都 西東京市 11月 ○

西東京市ホームページに、児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載 子育て支援部子ども家庭支援セン
ター

042-425-3303

305 東京都 西東京市 11月 ○

西東京市役所庁舎案内板電子モニターに児童虐待防止推進月間のお知らせを表示　場所：西東京市役所田無庁舎及び同保谷庁舎 子育て支援部子ども家庭支援セン
ター

042-425-3303

306 東京都 西東京市 11月14日 ○

西東京市市民まつりにおける啓発活動（啓発グッズ配布、パネル展示等）　場所：西東京いこいの森公園 子育て支援部子ども家庭支援セン
ター

042-425-3303

307 東京都 瑞穂町 11月1日 ○

広報誌に虐待防止に関する内容を掲載 福祉部 042-568-0051

308 東京都 瑞穂町 11月15日 ○

瑞穂町産業まつり会場にてリーフレット等の配布 福祉部 042-568-0051

309 東京都 奥多摩町 11月5日 ○

広報に児童虐待防止について記載 德王 0428(85)2611

310 東京都 大島町 11月1日 ○

町広報誌にて、児童虐待防止推進月間について紹介,。 子ども家庭支援センター 04992-2-2381

311 東京都 港区 通年 ○

オレンジリボンの着用（児童関係部署及び窓口職員） 子ども家庭支援部子ども家庭支
援センター

03-6400-0091
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312 東京都 港区 11月 ○

児童虐待防止推進月間の横断幕掲示 子ども家庭支援部子ども家庭支
援センター

03-6400-0091

313 東京都 港区 11月11日 ○

児童虐待防止キャンペーン（区民への呼びかけ及び啓発物品配布） 子ども家庭支援部子ども家庭支
援センター

03-6400-0091

314 東京都 港区 11月28日 ○

いじめ・児童虐待防止映画会（１部：養育体験発表会　２部：映画会） 子ども家庭支援部子ども家庭支
援センター

03-6400-0091

315 東京都 港区 11月1日 ○

児童虐待防止記事を広報誌に掲載 子ども家庭支援部子ども家庭支
援センター

03-6400-0091

1 神奈川県 神奈川県 10月25日

第9回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2015幹部職員挨拶、啓発ブースの出店　県内各地 子ども家庭課 045-210-4655

2 神奈川県 神奈川県 11月 ○

広報誌「県のたより」に虐待防止推進月間特集記事掲載 子ども家庭課 045-210-4655

3 神奈川県 神奈川県 11月 ○

コンビニエンスストア等との包括協定によるチラシ等の配布 子ども家庭課 045-210-4655

4 神奈川県 神奈川県 11月 ○

庁内でのポスター掲示、のぼり旗設置等の広報啓発 子ども家庭課 045-210-4655

5 神奈川県 神奈川県 11月 ○

各児童相談所における児童虐待防止に向けた広報啓発パネルの展示 子ども家庭課 045-210-4655

6 神奈川県 平塚市 11月 ○

市広報紙において、児童虐待防止に関する記事の掲載 こども家庭課 0463-21-9843

7 神奈川県 横須賀市 11月4日～11月20日 ○

広報車による啓発活動 こども育成部児童相談所 046-820-2323

8 神奈川県 横須賀市 10月下旬～11月30日 ○

児童虐待防止推進月間啓発ポスターを作製、市内広報掲示板・市内保育園・幼稚園・病院等で啓示 こども育成部児童相談所 046-820-2323

9 神奈川県 横須賀市 10月25日

児童虐待防止推進月間オレンジリボンたすきリレーを行う際、たすき引継地点においてイベント開催及び、啓発チラシを配布
（市内３箇所）

こども育成部児童相談所 046-820-2323

10 神奈川県 鎌倉市 10月25日

第9回オレンジリボンたすきリレー（高徳院及び鎌倉八幡宮）にて啓発ブースを設置し、啓発リーフレットや啓発グッツ配布。 こども相談課 0467-61-3751

11 神奈川県 鎌倉市 11月1日 ○

鎌倉国際交流フェスタ2015(高徳院）にて啓発ブースを設置し、啓発リーフレットや啓発グッツ配布。 こども相談課 0467-61-3751

12 神奈川県 鎌倉市 11月 ○

市役所モニターにて児童虐待防止推進月間周知。 こども相談課 0467-61-3751

13 神奈川県 鎌倉市 11月2日～30日 ○

公用車に児童虐待防止推進月間マグネット貼付け。 こども相談課 0467-61-3751

14 神奈川県 鎌倉市 11月5日～17日 ○

市役所ロビー展示。児童・高齢者・障害者虐待について啓発ブースを設置し、啓発パネル展示や活動紹介を実施。 こども相談課 0467-61-3751
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15 神奈川県 鎌倉市 11月14日 ○

第22回玉縄まつり参加。児童・高齢者・障害者虐待について啓発ブースを設置し、啓発パネル展示や活動紹介、啓発グッツ
配布。

こども相談課 0467-61-3751

16 神奈川県 鎌倉市 11月21日 ○

かまくらスマイルフェスタ2015にて児童・高齢者・障害者虐待について啓発ブースを設置し、啓発パネル展示や活動紹介、啓
発グッツ配布。

こども相談課 0467-61-3751

17 神奈川県 藤沢市 11月10日 ○

市広報を通じて「児童虐待防止推進月間」の周知 子ども青少年部子ども家庭課 0466-50-3569

18 神奈川県 藤沢市 11月21日 ○

市要保護児童対策地域協議会の構成機関向けに講演会を開催 子ども青少年部子ども家庭課 0466-50-3569

19 神奈川県 小田原市 11月～ ○

子育て支援センターや保育所・学校、市役所窓口において、児童虐待防止啓発グッズ(神奈川県作成)を配布予定。 子ども青少年部子育て政策課こ
ども相談係

0465-33-1873

20 神奈川県 茅ヶ崎市 通年 ○

子ども虐待防止のシンボルマークの「オレンジリボン」と市の広報キャラクター「えぼし麻呂とミーナ」、児童虐待の予防に効果
がある「ほしつ☆そだれん（ほめる・しかる・つたえる子育て練習講座）」をコラボしてデザインした「限定！えぼし麻呂のトイ
レットペーパー」を作成し、そだれん講座日及び市内３か所の子育て支援センターにて、無料配布します。

こども育成部こども育成相談課
こども家庭相談担当

0467-82-1111

21 神奈川県 茅ヶ崎市 10月

第９回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2015の後援 こども育成部こども育成相談課
こども家庭相談担当

0467-82-1111

22 神奈川県 茅ヶ崎市 11月1日 ○

市広報紙において、児童虐待例について紹介 こども育成部こども育成相談課
こども家庭相談担当

0467-82-1111

23 神奈川県 逗子市 10月25日

第９回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2015（逗子市・第一運動公園） 子育て支援課 046-872-8117

24 神奈川県 逗子市 10月15～25日

上記イベントと虐待防止推進月間周知のためのチラシ配布（市役所周辺等） 子育て支援課 046-872-8117

25 神奈川県 逗子市 11月1日 ○

広報ずしに虐待防止推進月間スローガンと周知記事を掲載 子育て支援課 046-872-8117

26 神奈川県 秦野市 11月 ○

関係機関に市作成のポスターを掲示 こども育成課こども若者相談担
当

0463-82-6241

27 神奈川県 秦野市 11月 ○

自治会に回覧で月間を周知 こども育成課こども若者相談担
当

0463-82-6241

28 神奈川県 秦野市 8月

研修会「児童虐待の現状と早期発見からの流れ～ダイヤル１８９～」 こども育成課こども若者相談担
当

0463-82-6241

29 神奈川県 秦野市 通年 ○

地区民生委員児童委員協議会への出張講話
「児童虐待の現状と早期発見時の連絡先」

こども育成課こども若者相談担
当

0463-82-6241

30 神奈川県 秦野市 通年 ○

こんにちは赤ちゃん訪問員への講話「どならない子育て：児童虐待予防」 こども育成課こども若者相談担
当

0463-82-6241

31 神奈川県 秦野市 11月 ○

児童虐待防止月間について広報掲載 こども育成課こども若者相談担
当

0463-82-6241

32 神奈川県 秦野市 11月 ○

第８回こどもフェスティバル 秦野市社会協議会 0463-84-7711
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33 神奈川県 厚木市 11月2日 ○

児童虐待防止推進月間街頭キャンペーンにおいて、リーフレット及び啓発物品を配布 こども未来部家庭相談課 046-225-2244

34 神奈川県 大和市 5月～8月

乳幼児を対象とした虐待予防教室（FTP）を開催（全８回講座） こども部すくすく子育て課家庭こ
ども相談担当

046-260-5618

35 神奈川県 大和市 9月26日、10月1日

幼児を対象とした虐待予防教室（怒鳴らない子育て講座）を開催（1回講座×2回） こども部すくすく子育て課家庭こ
ども相談担当

046-260-5618

36 神奈川県 大和市 11月1日 ○

市広報誌に児童虐待防止推進月間のお知らせ こども部すくすく子育て課家庭こ
ども相談担当

046-260-5618

37 神奈川県 大和市 11月～2月 ○

幼児を対象とした虐待予防教室（怒鳴らない子育て講座）を開催（全7回講座） こども部すくすく子育て課家庭こ
ども相談担当

046-260-5618

38 神奈川県 伊勢原市 11月 ○

オレンジリボンキャンペーン
伊勢原駅において、平日1日夕刻の時間帯1時間、実務者メンバーによる普及啓発物品配布を行う。

子ども家庭相談室 0463-94-4711

39 神奈川県 伊勢原市 8月6日

市教員新採用職員への出前講座 子ども家庭相談室 0463-94-4711

40 神奈川県 伊勢原市 9月14日

子どもの権利擁護センターへの視察研修 子ども家庭相談室 0463-94-4711

41 神奈川県 伊勢原市 9月24日

ファミサポ会員への養育支援講座 子ども家庭相談室 0463-94-4711

42 神奈川県 伊勢原市 11月24日 ○

ファミサポ会員への虐待防止講座 子ども家庭相談室 0463-94-4711

43 神奈川県 伊勢原市 12月

伊勢原高校へ虐待予防出前講座 子ども家庭相談室 0463-94-4711

44 神奈川県 伊勢原市 3月

伊志田高校へ虐待予防出前講座 子ども家庭相談室 0463-94-4711

45 神奈川県 海老名市 11月27日 ○

虐待防止に関する講演会　　（海老名市役所　会議室） 保健福祉部子育て支援課子ど
も家庭相談室

046-235-4825

46 神奈川県 座間市 11月1日 ○

児童虐待防止講演会のチラシと啓発物品をふるさと祭り開催会場（座間中学校校庭）健康祭り開催会場(座間中学校体育
館）で配布

子育て支援課 046-252-7969

47 神奈川県 座間市 11月2日～11月30日 ○

児童虐待防止推進パネルの展示、啓発物品の配布を座間市役所で実施 子育て支援課 046-252-7969

48 神奈川県 座間市 11月2日～11月30日 ○

児童虐待防止月間のメッセージを電光掲示板（メッセージボックス）で座間市役所内に設置 子育て支援課 046-252-7969

49 神奈川県 座間市 11月2日～11月30日 ○

児童虐待防止月間について１日３回座間市役所内に庁内放送する 子育て支援課 046-252-7969

50 神奈川県 座間市 11月20日 ○

児童虐待防止講演会の実施　虐待から引き起こされる連鎖についてサニープレイス座間で14：00～16：00に開催 子育て支援課 046-252-7969
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51 神奈川県 綾瀬市 11月1日 ○

市広報紙において、「児童虐待防止推進月間」に関する広報を実施 市民こども部子育て支援課子育
て支援担当

0467-70-5664

52 神奈川県 葉山町 10月25日

オレンジリボンたすきリレーの中継地で実施されている「ビッグハヤママーケット」において、チラシの配布など啓発活動を行
う

子ども育成課 046-876-1111
内線224

53 神奈川県 葉山町 10月～12月 ○

「子育て練習講座（旧　CSP講座）」を1コース7回実施し、虐待予防を啓発する。 子ども育成課 046-876-1111
内線224

54 神奈川県 葉山町 12月3日

「虐待予防講演会」を実施し、今回は特に「ネグレクト」家庭への早期発見早期介入の必要性について啓発を行う。 子ども育成課 046-876-1111
内線224

55 神奈川県 大磯町 10月4日

大磯チャレンジフェスタ２０１５の来場者に啓発チラシにハートのはな（風船かずらの種）を添えて配布 子育て支援総合センター 0463-71-3377

56 神奈川県 大磯町 11月1日 ○

第13回横溝記念まつりの来場者に啓発チラシにハートのはな（風船かずらの種）を添えて配布 子育て支援総合センター 0463-71-3377

57 神奈川県 大磯町 11月初旬 ○

「広報おおいそ」11月号に児童虐待防止推進月間の記事を掲載 子育て支援総合センター 0463-71-3377

58 神奈川県 大磯町 11月初旬 ○

子育てに関する窓口に啓発チラシにハートのはな（風船かずらの種）を添えて配付 子育て支援総合センター 0463-71-3377

59 神奈川県 大磯町 11月14日 ○

保育園版やさしい子育て練習講座「そだれん」を開催 子育て支援総合センター 0463-71-3377

60 神奈川県 大磯町 11月16日 ○

やさしい子育て講座「そだれん６」を開催 子育て支援総合センター 0463-71-3377

61 神奈川県 大磯町 11月2日～11月30日 ○

町立小中学校の職員・町職員・民生委員・児童委員及び主任児童委員に啓発チラシとオレンジリボンを配布。期間中オレン
ジリボンを胸に着けていただき、子ども虐待防止活動に参加、又は児童虐待に係わる通告義務について広く周知

子育て支援総合センター 0463-71-3377

62 神奈川県 二宮町 11月10日 ○

町広報紙にて児童虐待防止推進月間の記事を掲載する。 子ども育成課 0463-71-3311

63 神奈川県 松田町 11月 ○

町広報誌において、児童虐待防止に関する情報提供 子育て健康課 0465-84-5544

64 神奈川県 松田町 11月 ○

町広報誌において、児童虐待防止に関する情報提供 子育て健康課 0465-84-5544

65 神奈川県 開成町 11月1日 ○

町広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載 子ども・子育て支援室 0465(84)0328

66 神奈川県 真鶴町 11月2日 ○

まなづる小学校1・2学年を対象とした人権の花運動事業の際、併せて啓発活動を実施 健康福祉課 0465-68-1131

67 神奈川県 真鶴町 11月4日 ○

まなづる小学校4学年を対象とした人権教室事業の際、併せて啓発活動を実施 健康福祉課 0465-68-1131

68 神奈川県 湯河原町 11月 ○

町広報誌において、児童虐待防止推進月間について掲載 福祉部福祉課 0465-63-2111
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69 神奈川県 愛川町 11月1日 ○

町広報誌において、児童虐待防止推進月間の周知および相談先等を掲載 民生部子育て支援課子ども福
祉班

046-285-2111

70 神奈川県 愛川町 11月 ○

町役場において、児童虐待防止に関連した研修会を開催 民生部子育て支援課子ども福
祉班

046-285-2111

1 新潟県 11月 ○

関係機関・研修会を通して児童虐待防止の啓発物を配布 児童家庭課 025-280-5216

2 新潟県 10月30日

虐待防止をテーマとした研修会を実施 児童家庭課 025-280-5216

3 新潟県 11月8日 ○

虐待防止推進月間・講演会の広報を新聞紙面に掲載 児童家庭課 025-280-5216

4 新潟県 11月19日 ○

虐待防止をテーマとした講演会を実施 児童家庭課 025-280-5216

5 新潟県 長岡市 11月 ○

市政だよりで児童虐待防止月間の標語・オレンジリボンや市の相談窓口を掲載 子ども家庭課子ども家庭セン
ター

0258-39-0889

6 新潟県 長岡市 11月 ○

市役所設置の大ビジョンで児童虐待防止月間や市の相談窓口をＰＲ予定 子ども家庭課子ども家庭セン
ター

0258-39-0889

7 新潟県 長岡市 9月～翌3月 ○

各地区の民生委員児童員協議会の定例会に出席し、地域の見守りを依頼し児童虐待防止啓発を行う 子ども家庭課子ども家庭セン
ター

0258-39-0889

8 新潟県 長岡市 6月～翌3月 ○

ＮＰＯ法人と協働で企業に出向き出前子育て講座を実施する 子ども家庭課子ども家庭セン
ター

0258-39-0889

9 新潟県 長岡市 11月 ○

思春期児童の保護者を対象に児童虐待防止ストレスマネジメント講座を実施（３回連続、定員50人；越路支所） 子ども家庭課子ども家庭セン
ター

0258-39-0889

10 新潟県 長岡市 9月～12月 ○

子育て支援講座（ＮＰプログラム）を実施（7回連続講座、定員各12名程度、会場；越路保健センター、さいわいプラザ） 子ども家庭課子ども家庭セン
ター

0258-39-0889

11 新潟県 長岡市 通年 ○

母親支援のグループミーティング（ＭＣＧ）実施（20回程度、会場；子ども家庭センター） 子ども家庭課子ども家庭セン
ター

0258-39-0889

12 新潟県 長岡市 通年 ○

子育て支援センターに出向きグループミーティングを実施（23か所、95回予定） 子ども家庭課子ども家庭セン
ター

0258-39-0889

13 新潟県 長岡市 通年 ○

子育ての駅（屋根付き広場に子育て支援機能が一緒になった施設）に出向き母親等への相談支援を行う（各毎月1回、子育
ての駅3か所）

子ども家庭課子ども家庭セン
ター

0258-39-0889

14 新潟県 長岡市 通年 ○

市で作成した児童虐待防止啓発及び子育てに関するＱ＆Ａを掲載した「おやこスマイルガイド」を新生児訪問時に無料配布 子ども家庭課子ども家庭セン
ター

0258-39-0889

15 新潟県 長岡市 9月～10月

思春期向け次代の親育成事業　中学生と乳幼児のふれあいを通じ、子どもへの愛着や命の大切さを学ぶ講座を実施（2回
連続、対象；市内中学校2校）

子ども家庭課家庭支援係 0258-39-2300

16 新潟県 長岡市 通年 ○

子育ての駅を会場に、学生と子ども・親との交流事業を実施 子ども家庭課家庭支援係 0258-39-2300
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17 新潟県 三条市 11月 ○

虐待防止月間中の課職員のオレンジリボン着用及び窓口に卓上用幟の設置
ＦＭインフォメーションにて虐待防止を啓発

子育て支援課総合支援係 0256-45-1114

18 新潟県 柏崎市 10月20日

市広報誌において、児童虐待防止推進月間及び講演会を周知 教育委員会子育て支援センター 0257-20-4210

19 新潟県 柏崎市 11月14日 ○

・柏崎市市民プラザにおいて、「子どもの発達と親子の絆」をテーマに虐待防止講演会の開催
・来場者に対して、リーフレット等配布予定

教育委員会子育て支援センター 0257-20-4210

20 新潟県 小千谷市 10月25日

市広報紙において、児童虐待防止推進月間（11月）を掲載し、虐待の早期発見・早期対応について周知を図る。 社会福祉課子育て支援係 0258-83-3517

21 新潟県 十日町市 11月9日 ○

十日町市民生委員児童委員協議会での児童虐待防止研修実施 市民福祉部健康づくり推進課 025-757-9759

22 新潟県 見附市 11月 ○

市広報紙において、児童虐待防止月間についてのPR 教育委員会こども課 0258-62-1700

23 新潟県 見附市 11月 ○

要保護児童対策地域協議会主催の児童虐待予防に関する研修会 教育委員会こども課 0258-62-1700

24 新潟県 村上市 11月 ○

市広報紙において、児童虐待防止月間等について周知 福祉課福祉政策室 0254-53-2111

25 新潟県 村上市 通年 ○

市ホームページにおいて、児童虐待防止等について周知 福祉課福祉政策室 0254-53-2111

26 新潟県 村上市 5月

民児協の定例会に参加し、児童虐待防止の地域での見守り啓発 福祉課福祉政策室 0254-53-2111

27 新潟県 燕市 11月1日 ○

市広報誌にて、児童虐待通告制度の周知等の啓発 社会福祉課児童福祉係 0256-77-8186

28 新潟県 糸魚川市 通年 ○

市内小・中学校、保育園、幼稚園を訪問し、要対協の説明と市で作成した子ども虐待防止対応の手引きを配布。 教育委員会こども課 025-552-1511

29 新潟県 糸魚川市 11月 ○

関係機関を対象に虐待防止に関する内容で講演会を開催。 教育委員会こども課 025-552-1511

30 新潟県 糸魚川市 11月 ○

市の広報誌で虐待防止月間について周知。 教育委員会こども課 025-552-1511

31 新潟県 糸魚川市 11月 ○

児童虐待防止の啓発品として、市の担当課や連絡先・標語を印刷したチラシを同封したポケットティッシュ等の配布。 教育委員会こども課 025-552-1511

32 新潟県 妙高市 11月1日 ○

広報誌により児童虐待防止の記事を掲載 こども教育課 0255-74-0039

33 新潟県 妙高市 7月20日

幼稚園・保育園及び小中学校保護者へ児童虐待防止啓発チラシを配布 こども教育課 0255-74-0039

34 新潟県 妙高市 11月 ○

市提供のスマートフォンアプリによる広報（虐待防止月間、「１８９」のＰＲ） こども教育課 0255-74-0039
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35 新潟県 妙高市 通年 ○

市独自事業「一歳児家庭訪問」による家庭児童相談室等相談窓口の周知 こども教育課 0255-74-0039

36 新潟県 五泉市 5月～7月、9月～11月 ○

「赤ちゃんふれあい体験」中学2年又は3年生の各クラスが参加。4か月健診等を活用し母子とふれあいをもつ。育児体験を聞
き命の尊さと親子の絆を学ぶ。

こども課子育て支援係 0250‐43‐3911

37 新潟県 五泉市
7月6日～10日、8月27
日、10月30日、12月14

日

「生と性の思春期教室」中学3年生の各クラスに助産師が講師になり命や性の大切さについて話をする。 こども課子育て支援係 0250‐43‐3911

38 新潟県 五泉市 3月25日

全戸配布の母子保健事業日程表に「乳幼児揺さぶられ症候群」や育児不安の対応を掲載 こども課子育て支援係 0250‐43‐3911

39 新潟県 五泉市 11月10日 ○

広報誌で児童虐待防止月間のPRと予防・対応を啓発 こども課子育て支援係 0250‐43‐3911

40 新潟県 五泉市 11月 ○

庁内、公共機関にオレンジリボン・市作成ポスター等を設置ＰＲする こども課子育て支援係 0250‐43‐3911

41 新潟県 五泉市 通年 ○

市作成のこども向け虐待予防カードを公共施設に設置 こども課子育て支援係 0250‐43‐3911

42 新潟県 五泉市 通年 ○

乳児家庭全戸訪問時、市作成の虐待予防リーフレッを配布 こども課子育て支援係 0250‐43‐3911

43 新潟県 五泉市 11月15日 ○

「一般向け虐待防止講演会」の開催 こども課子育て支援係 0250‐43‐3911

44 新潟県 五泉市 通年 ○

新生児訪問時「産後うつ病」早期発見のためにエジンバラの質問票を実施。
その際、市作成のリーフレットを配布し説明

こども課子育て支援係 0250‐43‐3911

45 新潟県 五泉市 通年 ○

愛着の大切さや月齢・年齢に応じた育児方法が分かる、市作成の「赤ちゃんファイル」を配布。（産後うつ病・乳幼児揺さぶら
れ症候群の内容等掲載）

こども課子育て支援係 0250‐43‐3911

46 新潟県 五泉市 通年 ○

育児セミナーを開催。　　対象：1～2か月児と保護者
「乳幼児揺さぶられ症候群予防」のDVD映写、各種実技演習と仲間づくりを図る。

こども課子育て支援係 0250‐43‐3911

47 新潟県 五泉市
1月15日、19日、.2

日、.28日

子育て講座を各子育て支援センターで実施。子育て中の保護者が児童虐待の実態を知り、子育てを一人で抱えず、みんな
で育ちあうことの大切さを知る。

こども課子育て支援係 0250‐43‐3911

48 新潟県 五泉市 6月、7月、10月、11月 ○

親支援講座（ＮＰプログラム）　対象：1～5歳児の保護者
目的：育児不安の軽減・仲間づくり等7回連続講座を2コース実施
定員：各１５人程度
会場：保健センター

こども課子育て支援係 0250‐43‐3911

49 新潟県 五泉市
6月、8月、10月、12月、

2月

新米ママの育児セミナー（BPプログラム）　対象：第1子の2～5か月児と新米ママ
目的：子育ての学習・育児不安の軽減・仲間づくり等 4回連続講座を5コース実施
会場：保健センター

こども課子育て支援係 0250‐43‐3911

50 新潟県 五泉市
7月29日、1月14日、2月

5日

虐待予防関係職員研修（教職員・保育士・保健師等）
新任期職員研修　1回
リーダー職員研修　2回

こども課子育て支援係 0250‐43‐3911

51 新潟県 五泉市 6月25日、11月5日 ○

民生委員児童委員地区会、人権擁護委員協議会研修会
児童虐待防止の啓発と地域の見守りを依頼　　　会場：福祉会館

こども課子育て支援係 0250‐43‐3911

52 新潟県 上越市 7月1日

市内に配布する広報に、児童相談所全国共通ダイヤル189の案内を掲載する 健康福祉部すこやかなくらし支
援室

025-526-5111(内
線)
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53 新潟県 上越市 6月12日

ラジオ番組に出演し、児童虐待防止の啓発ならびに児童相談所全国共通ダイヤル189の案内を行う 健康福祉部すこやかなくらし支
援室

025-526-5111(内
線)

54 新潟県 上越市 9月

虐待防止ハンドブックを改訂し、関係機関に配布する 健康福祉部すこやかなくらし支
援室

025-526-5111(内
線)

55 新潟県 上越市 10月29日

ラジオ番組に出演し、児童虐待防止の啓発ならびに児童相談所全国共通ダイヤル189の案内を行う 健康福祉部すこやかなくらし支
援室

025-526-5111(内
線)

56 新潟県 上越市 10月29日

市内の幼稚園・保育園職員や関係課職員を対象とした実務者研修会を開催し、リーフレット等を配布する 健康福祉部すこやかなくらし支
援室

025-526-5111(内
線)

57 新潟県 上越市 11月1日 ○

市内に配布する広報に、児童虐待に関しての説明文や相談先を掲載する 健康福祉部すこやかなくらし支
援室

025-526-5111(内
線)

58 新潟県 上越市 11月 ○

児童虐待防止の啓発品として、市の担当課や連絡先を印刷したチラシを同封したマスクを配布する 健康福祉部すこやかなくらし支
援室

025-526-5111(内
線)

59 新潟県 阿賀野市 11月 ○

市の広報紙に児童虐待予防月間についての記事を掲載 社会福祉課児童相談係 0250-62-2510

60 新潟県 阿賀野市 10月～11月 ○

市内保育園・幼稚園を通じて、子ども虐待防止のリーフレット配布 社会福祉課児童相談係 0250-62-2510

61 新潟県 阿賀野市 10月～12月 ○

市内全子育て支援センターで保健師等による虐待予防ミニ講話を実施 社会福祉課児童相談係 0250-62-2510

62 新潟県 阿賀野市 7月

赤ちゃんふれあい体験 健康推進課母子係 0250-62-2510

63 新潟県 阿賀野市 11月 ○

児童虐待予防修会 社会福祉課児童相談係 0250-62-2510

64 新潟県 阿賀野市
5月、8～9月、11～12

月、H28年2～3月
○

親子の絆づくりプログラム（BPプログラム）の実施。 社会福祉課児童相談係 0250-62-2510

65 新潟県 阿賀野市 10月～12月 ○

教職員を対象に児童相談所長を講師に迎えた要対協の研修会 社会福祉課児童相談係 0250-62-2510

66 新潟県 佐渡市 7月

「１８９」ポスター配布 社会福祉課子ども若者相談セン
ター

0259-81-1310

67 新潟県 佐渡市 8月4日

児童虐待防止研修会Part1 社会福祉課子ども若者相談セン
ター

0259-81-1310

68 新潟県 佐渡市 11月7日 ○

児童虐待防止研修会Part2 社会福祉課子ども若者相談セン
ター

0259-81-1310

69 新潟県 佐渡市 11月10日 ○

市報にて児童虐待に関する市の相談先として当機関の紹介 社会福祉課子ども若者相談セン
ター

0259-81-1310

70 新潟県 魚沼市 4月6日

こんにちは赤ちゃん訪問事業説明会にて、要対協の概要や通告義務についてを説明 魚沼市教育委員会子ども課魚
沼市子育て支援センター

025-792-6356
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71 新潟県 魚沼市 9月4日

こんにちは赤ちゃん訪問研修会にて、「訪問支援員って何するの？」というテーマで講話 魚沼市教育委員会子ども課魚
沼市子育て支援センター

025-792-6356

72 新潟県 魚沼市 10月25日

児童虐待防止推進月間について広報誌で周知する 魚沼市教育委員会子ども課魚
沼市子育て支援センター

025-792-6356

73 新潟県 魚沼市 11月 ○

保育士・幼稚園教諭向けの研修会開催、「虐待発見のポイント」や通告義務について説明 魚沼市教育委員会子ども課魚
沼市子育て支援センター

025-792-6356

74 新潟県 南魚沼市 5月～

民生委員児童委員協議会で児童虐待の予防及び虐待通告制度について説明し、協力依頼を実施 子育て支援課 025-773-6822

75 新潟県 南魚沼市 通年 ○

子育て支援課から発送する封筒全てにオレンジリボンのゴム印を押印し、オレンジリボン活動の周知を図る 子育て支援課 025-773-6822

76 新潟県 南魚沼市 通年 ○

市ＨＰに虐待に関する知識や相談窓口について掲載 子育て支援課 025-773-6822

77 新潟県 南魚沼市 11月1日 ○

市広報誌に児童虐待防止推進月間の記事と虐待に関する知識や相談窓口に関して掲載 子育て支援課 025-773-6822

78 新潟県 南魚沼市 11月 ○

保育園・小中学校保護者向けに児童虐待防止に関するチラシを配布 子育て支援課 025-773-6822

79 新潟県 胎内市 11月 ○

市広報紙において、「児童虐待防止推進月間」の記事を掲載。 こども支援課 0254-43-6111

80 新潟県 胎内市 毎月1回 ○

市広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載。 こども支援課 0254-43-6111

81 新潟県 田上町 11月 ○

町広報紙及びホームページへ虐待防止のかかる広報を掲載 保健福祉課 0256-57-6112

82 新潟県 阿賀町 11月 ○

テレビ電話による児童虐待対防止に関する町内放送 健康福祉課 0254-92-5763

83 新潟県 阿賀町 11月 ○

子育て支援センターにおいおて、就園前の児童の保護者に周知（予定） 健康福祉課 0254-92-5763

84 新潟県 出雲崎町 11月3日 ○

生涯学習ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙにて児童虐待防止のための啓発物品等を配布 保健福祉課 0258-78-2293

85 新潟県 湯沢町 11月8日 ○

町広報紙に児童虐待防止及び虐待通告制度に関する周知を図る記事を掲載 子育て教育部子育て支援課子
育て支援係

025-788-0292

86 新潟県 湯沢町 11月 ○

子育て情報誌に啓発記事を掲載 子育て教育部子育て支援課子
育て支援係

025-788-0292

87 新潟県 津南町 11月20日 ○

町広報紙において、児童虐待防止に関する周知 福祉保健課健康班 025-765-3114

88 新潟県 津南町 10月～12月 ○

NPプログラムの実施（全7回） 福祉保健課健康班 025-765-3114
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89 新潟県 津南町 11月 ○

BPプログラムの実施（全4回） 福祉保健課健康班 025-765-3114

90 新潟県 刈羽村 10月26日～11月20日 ○

ホームページや村内データ放送により推進運動を周知する。 教育委員会教育課 0257-45-3933

1 富山県 富山県 7月、10月

医療機関向け児童虐待防止研修会 厚生部児童青年家庭課 076-444-3207

2 富山県 富山県 10月11日

里親講演会　ひろめよう里親inとやま 厚生部児童青年家庭課 076-444-3207

3 富山県 富山県 11月 ○

県広報（テレビ・ラジオ）における児童虐待防止推進月間スポット広報 厚生部児童青年家庭課 076-444-3207

4 富山県 富山県 11月2日 ○

オレンジリボン運動等キャラバン隊の市町村派遣 厚生部児童青年家庭課 076-444-3207

5 富山県 富山県 3月5日

里親制度説明会inなんと 厚生部児童青年家庭課 076-444-3207

6 富山県 富山市 9月1日～10日

富山市役所展示コーナーにおいて、虐待防止のパネル展示やオレンジリボン等の配布を行い、児童虐待防止を呼びかけ
る。

福祉保健部家庭児童相談課 076-443-2038

7 富山県 富山市 11月 ○

富山市保健所において、虐待防止のパネル展示やオレンジリボン等の配布を行い、児童虐待防止を呼びかける。 福祉保健部家庭児童相談課 076-443-2038

8 富山県 富山市 11月 ○

富山市の広報に児童虐待防止の内容の特集記事を掲載する。 福祉保健部家庭児童相談課 076-443-2038

9 富山県 富山市 11月21日 ○

市要保護児童対策地域協議会構成員の資質向上のための研修会（講演会）を開催する。 福祉保健部家庭児童相談課 076-443-2038

10 富山県 富山市 随時

出前講座として市内の各地域へ出向き虐待防止に関する市の取り組み等について説明する。 福祉保健部家庭児童相談課 076-443-2038

11 富山県 富山市 随時

市要保護児童対策地域協議会構成員等が開催するイベントにＰＲブースを設置し、虐待防止啓発リーフレットやグッズ等を
配布する。

福祉保健部家庭児童相談課 076-443-2038

12 富山県 高岡市 11月 ○

市広報誌において児童虐待防止、子育てや虐待相談機関の周知を図る記事を掲載 福祉保健部子ども・子育て課 0766-20-1379

13 富山県 高岡市 11月17日 ○

市要保護児童対策地域協議会の関係者向け虐待防止研修会の開催
テーマ「DVの現状と虐待防止について」

福祉保健部子ども・子育て課 0766-20-1379

14 富山県 魚津市 11月 ○

『広報うおづ11月号』に「児童虐待防止推進月間」記事の掲載 民生部こども課子育て支援係 0765-23-1006

15 富山県 魚津市 7月～2月 ○

「いのちの教育推進事業」
7～2月、市内小中学校（全校）を対象に、命の大切さや誕生について助産師の講話を実施。乳幼児とその母と触れ合いを体
験し、命の大切さを学ぶ。

教育委員会学校教育課 0765-23-1044

16 富山県 氷見市 5月22日、11月5日 ○

地域子育てセンターにおいて乳幼児の保護者を対象に、虐待の実態について説明会を開催する。 市民部子育て支援課子育て応
援担当

0766-74-8117
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17 富山県 氷見市 11月 ○

市広報紙において、児童虐待防止推進月間を周知する。 市民部子育て支援課子育て応
援担当

0766-74-8117

18 富山県 滑川市 11月１日～ ○

市広報において、児童虐待防止月間の周知 教育委員会子ども課 076-475-2111

19 富山県 黒部市 11月 ○

「広報くろべ11月号」に児童虐待防止推進月間」記事を記載 市民生活部こども支援課 0765-54-2111

20 富山県 砺波市 10月26日 ○

広報となみに啓発記事掲載 教育委員会こども課児童家庭係 0763-33-1111

21 富山県 小矢部市 10月

市広報に児童虐待防止啓発記事を掲載 民生部こども課 0766-67-8603

22 富山県 南砺市 9月～11月 ○

コモンセンスペアレンティング講座の開催 民生部こども課 0763-23-2053

23 富山県 射水市 11月 ○

市広報紙において、児童虐待防止に関する内容を紹介 福祉保健部子育て支援課 0766-82-1965

24 富山県 上市町 11月 ○

町広報誌への「児童虐待防止推進月間」の記事の掲載
保健センター、町内保育所等に相談窓口周知のためのチラシを配布

福祉課児童班 076-472-1111

25 富山県 入善町 11月 ○

町広報紙に「児童虐待防止推進月間」の記事を掲載 結婚・子育て応援課 0765-72-1100

26 富山県 朝日町 11月1日 ○

町広報紙において、「児童虐待防止推進月間」の記事の掲載 住民・子ども課 0765-83-1100

1 石川県 石川県 10、11月 ○

○10/25「子育て支援メッセ2015」での広報啓発
　　啓発チラシ、グッズの配布、親子和菓子手作り体験
○11/1街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
　　児童虐待防止啓発ｳｫｰｸ（金沢駅～金沢城公園）、金沢駅他1ヶ所で街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
○11/1～8金沢城オレンジライトアップ
○プロサッカーチームと連携した広報啓発
　　11/8ホームゲームにて啓発チラシ等配布
○11/14県民フォーラム
　　映画「うまれる ずっと、いっしょ。」上映会＆監督講演会
〇大学生による児童虐待防止の啓発
　　大学生が主体となり活動を企画し学園祭等で啓発
○ポスター等を活用した広報啓発
　　公共施設、子育て支援企業、医療機関、バス、鉄道、タクシー
○ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝｵﾘｼﾞﾅﾙｹｰｷ販売
　　県洋菓子協会加盟店24店舗にて各店舗ｵﾘｼﾞﾅﾙのｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝｹｰｷ販売

少子化対策監室 076-225-1421

2 石川県 金沢市 11月7日 ○

民間事業者及び大学生ボランティアと協働でオレンジリボン啓発イベントを実施  こども総合相談センター庶務係 076-243-1081

3 石川県 金沢市 5月、11月 ○

スポーツ大会でのオレンジリボンのPR  こども総合相談センター庶務係 076-243-1081

4 石川県 金沢市 7月

市内新入学小中学生に虐待通報等の「こども専用相談ダイヤルカード」を配布  こども総合相談センター庶務係 076-243-1081



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 問い合わせ先

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】

5 石川県 金沢市 4月～3月

NPO団体との協働によりワークショップや相談会を実施  こども総合相談センター庶務係 076-243-1081

6 石川県 七尾市 9月26日

七尾まちづくりフェスタにてパネル展示及び周知グッズ等配布 子育て支援課 0767-53-8445

7 石川県 七尾市 10月3日

健康福祉まつりにて周知グッズ等配布 子育て支援課 0767-53-8445

8 石川県 七尾市 11月1日 ○

街頭キャンペーン 子育て支援課 0767-53-8445

9 石川県 七尾市 11月13日 ○

映画「うまれる　ずっと、いっしょ」の上映会協力（サンビーム日和ヶ丘） 子育て支援課 0767-53-8445

10 石川県 七尾市 11月 ○

オレンジリボン顔出しパネルの設置（子育て支援センター等） 子育て支援課 0767-53-8445

11 石川県 七尾市 11月 ○

広報（１１月号）での周知 子育て支援課 0767-53-8445

12 石川県 小松市 10月

看護学校において児童虐待防止に関する出張講義開催(昨年度より継続） 市民福祉部こども家庭課 0761-24-8073

13 石川県 小松市 11月1日 ○

当日開催の「こどもお仕事体験2015」事業において送迎される保護者
に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット等配布

市民福祉部こども家庭課 0761-24-8073

14 石川県 小松市 11月2日～11月10日 ○

小松市虐待等防止協議会５部会合同キャンペーン開催
11月2日(月）市庁舎エントランスホールにてキャンペーンセレモニー
開催。来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット等配布

市民福祉部あんしん相談セン
ター

0761-24-8070

15 石川県 小松市 未定

小松大谷高校において児童虐待防止に関する出張講義開催(初） 市民福祉部こども家庭課 0761-24-8073

16 石川県 輪島市 11月 ○

市広報誌において、事業を紹介 福祉環境部福祉課子育て支援
係

0768-23-1161

17 石川県 輪島市 11月 ○

市役所庁舎内にのぼり旗設置、窓口職員がジャンパーを着用する。市役所職員がオレンジリボンを着用する。 福祉環境部福祉課子育て支援
係

0768-23-1161

18 石川県 輪島市 11月1日 ○

市内ショッピングセンターで街頭キャンペーン 福祉環境部福祉課子育て支援
係

0768-23-1161

19 石川県 珠洲市 10月1日

広報誌掲載 福祉課子育て支援 0768-82-7747

20 石川県 珠洲市 11月 ○

市内保育所から保護者へ周知 福祉課子育て支援 0768-82-7747

21 石川県 珠洲市 11月1日 ○

市内ショッピングセンター街頭キャンペーン 福祉課子育て支援 0768-82-7747

22 石川県 加賀市 11月1日 ○

市内のショッピングセンターでの街頭キャンペーン、広報11月号での周知 子育て支援課 0761-72-2565



都道府県 市区町村
実施（予定）
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平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】

23 石川県 羽咋市 11月 ○

広報（１１月号）での周知、１１/１市内ショピングセンターで街頭キャンペーン、11/14子育て講演会開催（要対協主催）、
はくい福祉まつりを開催・来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット、カード及びしおりを配布

羽咋市健康福祉課 0767-22-1114

24 石川県 かほく市 11月 ○

市広報紙（１１月号）での周知、11/1市内ショッピングセンターでの啓発活動 子育て支援課 076-283-7155

25 石川県 白山市 11月 ○

白山市広報紙において、虐待予防や虐待通告に関して載せる。
白山市内保育士会で児相職員を講師として虐待に関しての研修会をおこなう。
11月1日虐待予防キャンペーングッズ配付時に、市のチラシも配布する。

子ども相談室家庭児童相談室こ
ども子育て課

076-276-1785

26 石川県 能美市 11月 ○

広報（11月号）での周知 能美市子育て支援センター 0761-58-8400

27 石川県 能美市 11月 ○

11/1市内ショッピングセンター（2か所）での街頭キャンペーン 能美市子育て支援センター 0761-58-8400

28 石川県 野々市市 11月 ○

関係機関へ周知、11/1市内ショッピングセンターで街頭キャンペーン 子育て支援課 076-227-6076

29 石川県 川北町 11月 ○

オレンジリボンキャンペーングッズを役場や保健センターなどの公共施設に設置 福祉課 076-277-8388

30 石川県 川北町 11月1日 ○

オレンジリボン街頭キャンペーン（ヤマキシ川北店） 福祉課 076-277-8388

31 石川県 川北町 11月3日 ○

文化際の会場にキャンペーンコーナーを設け、グッズ等を設置 福祉課 076-277-8388

32 石川県 津幡町 11月 ○

オレンジリボンネオンサイン点灯（津幡中央公園） 町民福祉部健康こども課・子育
て支援係

076-288-6726

33 石川県 津幡町 11月1日 ○

オレンジリボンキャンペーン（アルプラザ津幡） 町民福祉部健康こども課・子育
て支援係

076-288-6726

34 石川県 内灘町 11月 ○

広報（１１月号）での周知、　11/1町内ショッピングセンターで街頭キャンペーン、１１/５駅前で街頭キャンペーン、１１/１２オレ
ンジリボン講演会、１１/１８町のゆるキャラと一緒に親子の集いでの周知、４ヶ月・１歳半・５歳の乳幼児健診でキャンペーン

子育て支援課 076-238-3233

35 石川県 志賀町 11月 ○

 11/1 町広報紙において、児童虐待防止に関する情報提供
 11/1～3 町文化ホールの文化祭で、児童虐待防止のオレンジリボンキャンペーンを実施
 11月 役場庁舎内にオレンジリボンのモニュメント（ツリー）を設置、子育て支援と児童虐待防止に関するリーフレットを作成し
配布する
 11/8 町保健福祉センターの健康フェアで、児童虐待防止のオレンジリボンキャンペーンを実施

住民課 0767-32-9122

36 石川県 宝達志水町 11月 ○

広報(11月号）・HPでの周知、11/1町内ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰで街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ、11/3文化祭で周知 こども家庭室 0767-28-5526

37 石川県 中能登町 11月 ○

関係機関へ周知・１１／１～１１／３町文化祭で周知 住民福祉課 0767(72)3134

38 石川県 穴水町 11月 ○

広報（11月号）で周知・11/1に町内ショッピングモールで街頭キャンペーン・11/3町文化祭で周知 住民福祉課 0768-52-3650

39 石川県 能登町 11月 ○

広報誌で『児童虐待防止月間』についての記事掲載 健康福祉課 0768-72-2512



都道府県 市区町村
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40 石川県 能登町 11月1日 ○

町内ショッピングセンターで街頭キャンペーン 健康福祉課 0768-72-2512

1 福井県 福井県 6月28日

児童相談所全国共通ダイヤル「189」啓発活動　（ショッピングセンター） 健康福祉部子ども家庭課 0776-20-0343

2 福井県 福井県 7月1日

児童相談所全国共通ダイヤル「189」啓発活動　（県内主要駅2カ所） 健康福祉部子ども家庭課 0776-20-0343

3 福井県 福井県 11月 ○

児童虐待啓発パネル展（県内４カ所） 健康福祉部子ども家庭課 0776-20-0343

4 福井県 福井県 11月 ○

児童虐待防止啓発街頭キャンペーン（ＤＶ防止キャンペーンと共に） 健康福祉部子ども家庭課 0776-20-0343

5 福井県 福井県 11月 ○

児童虐待に係る書籍のコーナーを設ける（県立図書館） 健康福祉部子ども家庭課 0776-20-0343

6 福井県 福井県 11月 ○

県内にある駅（計３６か所）にポスターを掲示 健康福祉部子ども家庭課 0776-20-0343

7 福井県 福井県 8月19日

児童虐待防止についての講演会(同志社大学心理学部客員教授　早樫　和男氏、福井県産業情報センター） 坂井健康福祉センター福祉健康
増進課

0776-73-0609

8 福井県 福井県 １月

児童虐待防止についての研修会 坂井健康福祉センター福祉健康
増進課

0776-73-0609

9 福井県 福井県 通年 ○

育児不安を抱える保護者にグループワークの場を提供および精神科医や臨床心理士の個別相談 坂井健康福祉センター福祉健康
増進課

0776-73-0609

10 福井県 福井県 11月 ○

センター内にオレンジリボンのモニュメント設置 坂井健康福祉センター福祉健康
増進課

0776-73-0609

11 福井県 福井県 11月 ○

公用車にオレンジリボンのステッカー貼付 坂井健康福祉センター福祉健康
増進課

0776-73-0609

12 福井県 福井県 8月19日

主任児童委員、保育士、学校教諭等を対象に児童虐待防止に関する研修会を開催 奥越健康福祉センター地域保健
福祉課

0779-66-2076

13 福井県 福井県 2月

児童虐待防止に関する研修会を開催 奥越健康福祉センター地域保健
福祉課

0779-66-2076

14 福井県 福井県 通年 ○

育児不安や育児ストレスを抱える保護者に対し、グループワークや個別相談を実施 奥越健康福祉センター地域保健
福祉課

0779-66-2076

15 福井県 福井県 冬頃

また、今年度の冬頃に、丹南地区内の保育士等を対象に、同研修会を開催予定（丹南健康福祉センター単独での開催）。 丹南健康福祉センター武生福祉
保健部福祉課

0778-22-4135

16 福井県 福井県 11月 ○

児童虐待防止を啓発する内容をラジオにて放送予定。 丹南健康福祉センター武生福祉
保健部福祉課

0778-22-4135

17 福井県 福井県 未定

二州地域研修会、テーマ：未定、開催場所：敦賀市 二州健康福祉センター 0770-22-3747
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18 福井県 福井市 11月 ○

市政広報に、児童虐防止の記事を掲載 福祉保健部子ども福祉課 0776-20-5412

19 福井県 福井市 11月 ○

市ホームページにて児童虐待防止をPR 福祉保健部子ども福祉課 0776-20-5412

20 福井県 福井市 11月 ○

福井駅前で、児童虐待防止啓発グッズを配付 福祉保健部子ども福祉課 0776-20-5412

21 福井県 福井市 11月 ○

福井市要保護児童対策地域協議会の関係機関職員及びアオッサ職員に胸元に装着できるオレンジリボンを配付。 福祉保健部子ども福祉課 0776-20-5412

22 福井県 福井市 10月24日

アオッサ１階アナトリウムにて福井市仁愛学園とオレンジリボン運動「子ども笑店」イベント実施 福祉保健部子ども福祉課 0776-20-5412

23 福井県 敦賀市 11月9日 ○

児童虐待防止講演会
テーマ：児童虐待防止活動が私たちに求めていることがらを考える
開催場所：敦賀市役所4階講堂

福祉保健部児童家庭課 0770-22-8223

24 福井県 敦賀市    11月11日～ ○

市広報紙12月号（11月10日発行）にて児童虐待防止について啓発 福祉保健部児童家庭課 0770-22-8223

25 福井県 敦賀市 11月 ○

市行政チャンネルにて児童虐待防止の記事を放映 福祉保健部児童家庭課 0770-22-8223

26 福井県 敦賀市 11月1日～3月31日 ○

市ホームページにて児童虐待防止の記事を掲載 福祉保健部児童家庭課 0770-22-8223

27 福井県 小浜市 11月 ○

「児童虐待防止推進月間」(11月)を広報誌において啓発する予定 社会福祉課 0770-64-6013

28 福井県 大野市 11月 ○

市報に記載 福祉こども課 0779-66-1111

29 福井県 大野市 11月 ○

オレンジリボン配布 福祉こども課 0779-66-1111

30 福井県 大野市 11月 ○

施設内にオレンジリボンモニュメント設置 福祉こども課 0779-66-1111

31 福井県 大野市 11月 ○

公用車にオレンジリボンラッピング 福祉こども課 0779-66-1111

32 福井県 大野市 11月6日 ○

街頭啓発活動 ・  ショッピングモール　ヴィオ 福祉こども課 0779-66-1111

33 福井県 大野市 11月 ○

児童虐待防止研修会　テーマ・講師は調整中 福祉こども課 0779-66-1111

34 福井県 勝山市 10月4週目

10月広報お知らせ版に掲載 福祉・児童課 0779-87-0777

35 福井県 鯖江市 11月 ○

市の広報紙で児童虐待防止および虐待通告について周知。 健康福祉部児童福祉課 0778-53-2224
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36 福井県 あわら市 10月15日～11月 ○

市広報誌において、児童虐待防止月間について市民に紹介および啓発 市民福祉部子育て支援課 0776-73-8021

37 福井県 越前市 5月5日

越前市武生中央公園体育館で行われた「ちびっこフェスティバル」の体験コーナーの一角にポスターを掲示しリーフレットを
配置

市民福祉部子ども福祉課子ども・
子育て総合相談室

0778-22-3628

38 福井県 越前市 8月21日

仁愛大学で行われた「越前市発達支援公開シンポジウム」の受付の一角にポスターを掲示しリーフレットを配置 市民福祉部子ども福祉課子ど
も・子育て総合相談室

0778-22-3628

39 福井県 越前市 11月7日～21日 ○

越前市福祉健康センターで行われる「オレンジ・パープルリボンキャンペーン」のブースにポスターを掲示しリーフレットを配
置

市民福祉部子ども福祉課子ど
も・子育て総合相談室

0778-22-3628

40 福井県 越前市 11月13日 ○

市広報紙11月号（11月13日発行）に児童虐待防止の記事を掲載 市民福祉部子ども福祉課子ど
も・子育て総合相談室

0778-22-3628

41 福井県 越前市 12月

児童虐待防止に関する研修会の開催 市民福祉部子ども福祉課子ど
も・子育て総合相談室

0778-22-3628

42 福井県 越前市 通年 ○

越前市新町にある「ショッピングセンターSIPY」内の子ども・子育て総合相談室スペースにポスターを掲示しリーフレットを配
置

市民福祉部子ども福祉課子ど
も・子育て総合相談室

0778-22-3628

43 福井県 越前市 通年 ○

要保護児童対策地域協議会構成団体である医師会所属の市内全医療機関へ、ポスター、リーフレット及び当相談室チラシ
を持参。児童虐待防止の啓発とポスター掲示を依頼。

市民福祉部子ども福祉課子ど
も・子育て総合相談室

0778-22-3628

44 福井県 坂井市 11月10日 ○

坂井市要保護児童対策地域協議会の代表者、実務者、構成機関関係者を対象とした児童虐待防止講演会を開催予定。会
場は高椋コミュニティーセンター4Ｆたかむく古城ホール

福祉保健部子育て支援課 0776-60-3042

45 福井県 坂井市 11月 ○

坂井市役所全職員オレンジリボン着用 福祉保健部子育て支援課 0776-60-3042

46 福井県 坂井市 11月 ○

坂井市役所玄関にオレンジリボンツリーを展示 福祉保健部子育て支援課 0776-60-3042

47 福井県 坂井市 10月

坂井市広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載 福祉保健部子育て支援課 0776-60-3042

48 福井県 坂井市 11月28日 ○

男女共同参画ＩＮさかい2015で、児童虐待防止のチラシ配布を行う。
会場はハートピア春江　小ホール

福祉保健部子育て支援課 0776-60-3042

49 福井県 永平寺町 11月 ○

町の広報において、制度の周知・町の取組を掲載する。 子育て支援課 0776-61-7250

50 福井県 池田町 10月15日

広報誌に掲載 保健福祉課 0778-44-8000

51 福井県 南越前町 11月 ○

役場保健福祉課窓口に児童虐待推進月間の看板を設置 保健福祉課 0778-47-8007

52 福井県 越前町 11月1日～30日 ○

町広報紙やHPにおいて、児童虐待通告制度に関する周知をする 福祉課 0778-34-8725

53 福井県 美浜町 9月14日

関係機関や関係者に対する児童虐待防止に関する研修会の開催 福祉課 0770-32-6704
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54 福井県 美浜町 11月 ○

町の広報誌において、児童虐待防止に関する相談窓口等を紹介 福祉課 0770-32-6704

55 福井県 美浜町 7月

町の広報誌において、児童虐待防止に関する相談窓口等を紹介 福祉課 0770-32-6704

56 福井県 高浜町 4月26日

全戸配布町作成のカレンダーにおいて、児童虐待防止強化月間と相談先を記載 高浜町保健課 0770-72-2493

57 福井県 高浜町 11月1日 ○

町の広報11月号に児童虐待防止に関する記事と相談先を記載 高浜町保健課 0770-72-2493

58 福井県 おおい町 10月下旬

町広報誌において、虐待の通告・相談先の記載 住民福祉課 0770-77-4053

59 福井県 若狭町 11月 ○

町広報紙による相談窓口等の周知 福祉課子育て支援室 0770-62-2704

1 山梨県 山梨県 11月13日 ○

児童虐待の防止、早期発見、理解を促すため、保育士・幼稚園教諭、小中学校教職員、施設職員、市町村、関係機関の職
員及び虐待問題に関心のある県民等を対象に、児童虐待防止に関連する研修会を実施している。
来場者に児童虐待防止推進月間のリーフレット及びしおりを配布している。

福祉保健部子育て支援課 055-223-1457

2 山梨県 山梨県 11月1日～30日 ○

児童虐待防止に関わるテレビスポットＣＭを制作し、放映する。 福祉保健部子育て支援課 055-223-1457

3 山梨県 山梨県 通年 ○

広報誌及びＨＰで、児童虐待防止に関する県の施策や窓口等を周知している（１１月の広報誌には、児童虐待防止推進月間
である旨を載せる）。

福祉保健部子育て支援課 055-223-1457

4 山梨県 甲府市 11月1日～11月30 ○

甲府市内の保育園、小中学校、関係機関を子育て総合相談窓口のリーフレット等を持ち訪問、相談窓口の活用と児童虐待
の早期発見の周知を行う予定。

児童育成課 055-237-5917

5 山梨県 富士吉田市 11月 ○

市広報において、児童虐待及び児童虐待防止月間であることを周知予定。 子育て支援課 0555-22-1111(内
線465)

6 山梨県 山梨市 11月 ○

市広報誌にて児童虐待防止推進月間の周知。 子育て支援課保育・児童担当 0553-20-1212

7 山梨県 山梨市 11月 ○

CATVにて児童虐待防止推進月間の周知。 子育て支援課保育・児童担当 0553-20-1212

8 山梨県 大月市 11月 ○

市広報紙に児童虐待防止に関する内容を掲載する。 福祉課子ども家庭総合支援セン
ター

0554-23-1168

9 山梨県 韮崎市 11月 ○

市役所及び市民交流センターに懸垂幕を設置。 福祉課子育て支援担当 0551-22-1111

10 山梨県 南アルプス市 11月 ○

市広報において児童虐待防止に関する情報提供　啓発。 福祉総合相談課 055-282-6049

11 山梨県 南アルプス市 11月 ○

市ホームページにて児童虐待防止に関する情報提供　啓発。 福祉総合相談課 055-282-6049

12 山梨県 南アルプス市 11月 ○

市内小中学校父兄に向けた児童虐待防止の普及啓発のチラシ配布。 福祉総合相談課 055-282-6049
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13 山梨県 北杜市 11月 ○

市広報誌において、推進月間の啓発及び相談窓口の紹介を行う。 福祉部子育て支援課少子化対
策担当

0551-42-1332

14 山梨県 北杜市 11月 ○

市HPにおいて、推進月間の啓発及び相談窓口の紹介を行う。 福祉部子育て支援課少子化対
策担当

0551-42-1332

15 山梨県 笛吹市 11月 ○

児童虐待防止に関する『講演会』の開催
来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレットを配布する。
児童虐待防止を周知するメッセージを記載したポケットティッシュを配布する。

保健福祉部児童課児童家庭担
当

055-261-1904

16 山梨県 上野原市 11月 ○

児童虐待防止推進月間について広報掲載。 福祉課子育て支援担当 0554-62-3115

17 山梨県 上野原市 11月 ○

児童虐待防止推進月間についてホームページ掲載。 福祉課子育て支援担当 0554-62-3115

18 山梨県 中央市 11月 ○

広報により児童虐待防止について掲載。 子育て支援課 055-274-8557

19 山梨県 中央市 通年 ○

乳幼児健診の時に児童虐待防止予防パンフレット配布。 子育て支援課 055-274-8557

20 山梨県 中央市 通年 ○

市役所の窓口やトイレに全国共通ダイヤルの周知カードを設置。 子育て支援課 055-274-8557

21 山梨県 中央市 7月

市内学校、保育園、幼稚園に児童虐待防止予防パンフ配布。 子育て支援課 055-274-8557

22 山梨県 市川三郷町
10月 1日、13日、11月

2日、13日
○

学校教育課程の一環として、町内にある全ての中学校(４校)の生徒を対象に実施。妊婦体験や赤ちゃん抱っこ体験等を行
い、いのちの大切さや親になることの意味と責任について考える思春期体験学習を行う。

いきいき健康課 0556-32-2114

23 山梨県 富士川町 通年 ○

町広報紙『くらしのカレンダー』情報広場に虐待相談ダイヤル掲載。 子育て支援課児童支援担当 0556-22-7221

24 山梨県 富士川町 6月25日

町広報紙『くらしのカレンダー』情報広場に虐待記事掲載。 子育て支援課児童支援担当 0556-22-7221

25 山梨県 富士川町 10月26日

町広報紙『健康いきいき情報』に虐待記事掲載。 子育て支援課母子保健担当 0556-22-7221

26 山梨県 身延町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止月間を周知する共に、11月3日開催のみのぶまつりにおいてリーフレット、カード及びしお
りを配布。

子育て支援課子育て支援担当 0556-20-4580

27 山梨県 南部町 11月 ○

町広報誌、町内一斉通信（FM告知放送端末）による広報・啓発。 子育て支援課子育て支援係 0556-64-4830

28 山梨県 昭和町 11月 ○

町広報において虐待防止（通報）について周知を図る。 福祉課児童家庭係 055-275-8784

29 山梨県 道志村 11月 ○

村内広報・情報端末にて周知予定。 住民健康課 0554-52-2113

30 山梨県 西桂町 10月28日

広報（11月号）に児童虐待防止についての記事を掲載予定。 福祉保健課福祉係 0555-25-4000
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31 山梨県 忍野村 11月 ○

１１月広報忍野において、児童虐待防止推進月間の周知文掲載予定。 福祉保健課 0555-84-7795

32 山梨県 山中湖村 11月 ○

１１月広報において、児童虐待防止推進月間の周知文掲載予定。 いきいき健康課 0555-62-9976

33 山梨県 山中湖村 未定 ○

児童虐待防止研修会開催。 いきいき健康課 0555-62-9976

34 山梨県 鳴沢村 11月 ○

児童虐待関連冊子の配布。 住民課 0555-85-3082

35 山梨県 鳴沢村 通年 ○

児童虐待防止の指導や、子育てで困った際に相談できる窓口の設置。 福祉保健課 0555-85-3081

36 山梨県 富士河口湖町 11月 ○

町広報にて虐待防止啓発。 福祉推進課 0555-72-6028

1 長野県 長野県 11月 ○

庁内での啓発ブースの設置 県民文化部こども・家庭課 026-235-7099

2 長野県 長野県 11月16日 ○

児童虐待・ＤＶ防止講演会（13:30～15:30 安曇野市堀金総合体育館）
テーマ：「児童虐待・ＤＶ被害者のトラウマへの理解とその支援」
講師：NPO法人レジリエンス 代表 中島幸子 氏

県民文化部こども・家庭課 026-235-7099

3 長野県 長野市 11月1日 ○

市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載 こども未来部子育て支援課母子
児童担当

026-224-7062

4 長野県 松本市 11月1日 ○

広報まつもと11月号に特集記事掲載（全戸配布） こども部こども福祉課相談・支援
担当

0263-33‐4767

5 長野県 松本市 11月3日 ○

市民祭に合わせ、ながの子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー２０１５ こども部こども福祉課相談・支援
担当

0263-33‐4767

6 長野県 松本市 11月 ○

市役所・松本駅に懸垂幕、横断幕の掲示 こども部こども福祉課相談・支援
担当

0263-33‐4767

7 長野県 松本市 11月23日 ○

一般市民、関係機関対象研修会、高校生作成ＤＶＤ上映・講演 こども部こども福祉課相談・支援
担当

0263-33‐4767

8 長野県 上田市 10月26日

親子対象イベント（わくわくファミリーフェスタ）での児童虐待防止啓発のパネル展示、リーフレットの配布等 健康こども未来部子育て・子育
ち
支援課

0268-23-5106

9 長野県 上田市 11月7日 ○

児童虐待防止講演会（リーフレット等の配布含む） 健康こども未来部子育て・子育
ち
支援課

0268-23-5106

10 長野県 上田市 11月30日 ○

児童虐待防止講演会（リーフレット等の配布含む） 健康こども未来部子育て・子育
ち
支援課

0268-23-5106

11 長野県 上田市 学校の希望により実施 ○

中学生・高校生･大学生を対象に出前講座「思春期に健康づくり」を実施（申し込み制・通年） 健康こども未来部子育て・子育
ち
支援課

0268-23-5106

12 長野県 上田市 希望により実施 ○

高校生の育児体験（４ヶ月健診にて乳児と触れ合い） 健康こども未来部子育て・子育
ち
支援課

0268-23-5106
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13 長野県 上田市 希望により実施 ○

生涯学習課出前講座「命の学級｣へスタッフ（助産師）派遣･実施市内小学校 健康こども未来部子育て・子育
ち
支援課

0268-23-5106

14 長野県 上田市 通年 ○

母子健康手帳発行時、妊娠出産子育てに関する情報提供及び健康教育 健康こども未来部子育て・子育
ち
支援課

0268-23-5106

15 長野県 上田市 通年 ○

初めて子供を持った親を対象に育児不安の軽減、愛着形成の促進、仲間同士の交流等目的に概ね生後2カ月時にファース
トベビー教室の開催（毎月1回）

健康こども未来部子育て・子育
ち
支援課

0268-23-5106

16 長野県 岡谷市 11月 ○

広報誌11月号及び子育て支援サイトへの掲載 健康福祉部子ども課 0266-23-4811
(内線1264)

17 長野県 岡谷市 11月 ○

市独自の周知チラシを作成・配布（学校、保育園・幼稚園経由）。対象は保護者及び児童・生徒向けで、内容は児童虐待防
止推進月間について、子育て支援事業の紹介、相談機関の内容、市児童相談専用電話（24時間対応）のＰＲなど

健康福祉部子ども課 0266-23-4811
(内線1264)

18 長野県 飯田市 10月

市広報紙にて児童虐待防止推進月間の啓発を実施する。 健康福祉部子育て支援課 0265-22-4511
(内線5302)

19 長野県 諏訪市 11月1日 ○

広報「すわ」に児童虐待に関する啓発記事掲載 健康福祉部こども課子育て支援
係

0266-52-4141

20 長野県 諏訪市 11月7日 ○

民生児童委員協議会会長会において、市で作成した子育て支援情報等のチラシを配布し、虐待予防の啓発と相談窓口等の
周知をする

健康福祉部こども課子育て支援
係

0266-52-4141

21 長野県 諏訪市 1月

要対協構成員・民生児童委員・市民等に対する虐待防止研修会の実施 健康福祉部こども課子育て支援
係

0266-52-4141

22 長野県 須坂市 10月24日

「須坂健康まつり」の来場者に、児童虐待防止のリーフレットを配布 教育委員会子ども課子育て支
援係

026-248-9026

23 長野県 須坂市 11月1日 ○

広報「すざか」に、児童虐待防止について周知啓発記事を掲載 教育委員会子ども課子育て支
援係

026-248-9026

24 長野県 須坂市 4月～7月

市内公立保育園の保育士・年長児童とその保護者にCAP研修を実施 教育委員会子ども課子育て支
援係

026-248-9026

25 長野県 須坂市 4月

市内幼・保・認定こども園、小・中・支援学校の児童等家庭に、子どもに関する相談窓口の案内チラシを配布 教育委員会子ども課子育て支
援係

026-248-9026

26 長野県 小諸市 11月 ○

市広報誌にて児童虐待防止の記事掲載 教育委員会子ども育成課 0267-22-1700

27 長野県 伊那市 通年 ○

妊娠届出時、市作成の子育てガイドブックを渡し、相談窓口の周知 健康推進課 0265-78-4111

28 長野県 伊那市 9月4日

子育てワークショップを開催し、虐待防止の啓発と相談窓口の周知 健康推進課 0265-78-4111

29 長野県 伊那市 7月、8月、9月

高校生を対象に出前講座と、乳児ふれあい体験を実施し啓発 健康推進課 0265-78-4111

30 長野県 伊那市 6月24日

中学生保護者を対象に、思春期講演会を開催し啓発と相談窓口周知 健康推進課 0265-78-4111



都道府県 市区町村
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31 長野県 伊那市 通年 ○

虐待予防や、ペアレントトレーニング等の内容を周知する。
子ども相談室便りを年4回発行。有線放送にて月1回周知。子どもをのいる家庭や、関係機関への周知

学校教育課子ども相談室 0265-72-0999

32 長野県 駒ヶ根市 11月11日 ○

ＣＡＰによる大人（保護者・教員）向けワークショップ（小学校１校）を実施する。 子ども課子育て家庭教育係 0265-83-2111

33 長野県 駒ヶ根市 11月24日 ○

ＣＡＰによる子供向けワークショップ（小学校１校）を実施する。 子ども課子育て家庭教育係 0265-83-2111

34 長野県 駒ヶ根市 通年 ○

地域子育て支援事業（就園前の子どもと親と、地域住民が交流をし、地域ぐるみでの子育てを支援する。）を実施する。 子ども課子育て家庭教育係 0265-83-2111

35 長野県 駒ヶ根市 11月5日 ○

民生児童委員を対象に、児童福祉施設等の視察研修を実施する。 子ども課子育て家庭教育係 0265-83-2111

36 長野県 駒ヶ根市 通年 ○

ハッピーママサロン（子育ての悩み等を共有し、心身の負担を軽減して、子育て支援を行う。）を実施する（全６回開催）。 子ども課母子保健係 0265-83-2111

37 長野県 中野市 11月 ○

市広報紙において児童虐待防止推進月間を市民に周知する 子ども部子ども相談室 0269-22-2111

38 長野県 中野市 10月25日

青少年健全育成市民集会において、児童虐待防止ﾘｰﾌﾚｯﾄ･ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝ・啓発用ｸﾘｱﾌｧｲﾙ等を配布 子ども部子ども相談室 0269-22-2111

39 長野県 大町市 11月1日 ○

市広報紙にて児童虐待防止月間の周知 子育て支援課子育て支援係 0261-22-0420

40 長野県 大町市 11月 ○

市内各小学校・保育園・幼稚園に児童虐待防止推進月間のリーフレット、児童相談所全国共通ダイヤルの周知カードを配布 子育て支援課子育て支援係 0261-22-0420

41 長野県 飯山市 10月20日

市の広報誌において、児童虐待防止推進月間のお知らせ 教育部子ども育成課子育て支
援係

0269-62-3111
内線363

42 長野県 茅野市 9月14日

主任児童委員会にて児童虐待防止についての周知と協力依頼 こども部こども課こども・家庭相
談係

0266-72-2101
(内線305･310)

43 長野県 茅野市 8月～9月

児童虐待のオリジナルポロシャツを作成し、こども部職員が着用 こども部こども課こども・家庭相
談係

0266-72-2101
(内線305･310)

44 長野県 茅野市 11月 ○

市の広報・ホームページに児童虐待防止月間について掲載 こども部こども課こども・家庭相
談係

0266-72-2101
(内線305･310)

45 長野県 茅野市 11月 ○

オレンジリボンを作成し、こども部全職員に配布し、名札等目立つところにつけてもらう こども部こども課こども・家庭相
談係

0266-72-2101
(内線305･310)

46 長野県 塩尻市 11月 ○

広報11月1日号で児童虐待防止の記事掲載 こども教育部家庭支援課 0263-52-0280(内
線3181)

47 長野県 塩尻市 11月2日 ○

ＪＲ塩尻・広丘駅での児童虐待防止街頭啓発（ﾏｽｸと市で作成したパンフレットの配布） こども教育部家庭支援課 0263-52-0280(内
線3181)

48 長野県 塩尻市 通年 ○

職員・要対協関係者にオレンジリボンを配布し、通年で衣服等につけてもらう こども教育部家庭支援課 0263-52-0280(内
線3181)
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49 長野県 塩尻市 11月 ○

塩尻市独自で作成した児童虐待防止の桃太郎旗を掲示 こども教育部家庭支援課 0263-52-0280(内
線3181)

50 長野県 塩尻市 6月～11月 ○

市内の小学校(3校）においてCAPプログラムの実施（こども・保護者等・教職員） こども教育部家庭支援課 0263-52-0280(内
線3181)

51 長野県 佐久市 11月 ○

市広報誌において、児童虐待防止に関する呼びかけ 子育て支援課子育て支援係 0267-62-2111

52 長野県 佐久市 11月 ○

エフエム佐久平において児童虐待防止に関する呼びかけ 子育て支援課子育て支援係 0267-62-2111

53 長野県 佐久市 11月 ○

市役所における、児童虐待防止に関する横断幕の掲示 子育て支援課子育て支援係 0267-62-2111

54 長野県 千曲市 11月 ○

市報11月号に児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 次世代支援部こども未来課次世
代支援係

026-275-0004

55 　長野県 東御市 6月、8月、11月 ○

市広報誌へ広報・啓発記事の掲載、東御市虐待防止総合推進協議会開催、東御市虐待防止総合推進協議会主催の講演
会

健康福祉部福祉課福祉援護係 0268-64-8888

56 長野県 安曇野市 11月7日 ○

児童虐待防止について、広報紙にて呼びかけ特集記事掲載 福祉部子ども支援課 0263-71-2265

57 長野県 安曇野市 通年 ○

児童虐待防止について、ホームページにて情報掲載 福祉部子ども支援課 0263-71-2265

58 長野県 安曇野市
通年募集（現在7月10
日、14日に実施済）

○

市の出前講座にて「児童虐待防止」に関する研修会実施 福祉部子ども支援課 0263-71-2265

59 長野県 小海町 11月13日～ ○

町広報誌にて「児童虐待防止月間」について啓発を行う 子育て支援課子育て支援係 0267-92-2580

60 長野県 川上村 11月 ○

広報誌、村内文字放送にて啓発を行う。 保健福祉課 0267-97-3600

61 長野県 南牧村 11月 ○

村内テレビ文字お知らせにて広報 住民課 0267-96-2211

62 長野県 南牧村 10月～11月 ○

庁舎内・公共施設内でのポスター掲示 住民課 0267-96-2211

63 長野県 南相木村 11月 ○

村ケーブルテレビ文字放送で児童虐待に関する広報により周知を行う。 住民課住民係 0267-78-2121

64 長野県 北相木村 11月 ○

ＣＡＴＶ文字放送による啓発 住民福祉課 0267-77-2111

65 長野県 佐久穂町 10月末～11月 ○

広報誌に、児童虐待防止月間について掲載。町施設内へのポスターの掲示 教育委員会こども課子育て支援
係

0267-86-4940

66 長野県 軽井沢町 11月1日 ○

町広報誌により児童虐待防止に関する啓発を行う 住民課 0267-45-5744
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67 長野県 御代田町 11月 ○

町広報に児童虐待施策等の掲載 保健福祉課 0267-32-6522

68 長野県 御代田町 11月 ○

オフトークにて児童虐待推進月間について周知 保健福祉課 0267-32-6522

69 長野県 立科町 11月 ○

町の広報紙おいて児童虐待に関する記事を掲載 町民課住民福祉係 0267-56-2311

70 長野県 青木村 11月 ○

情報電話による児童虐待防止のための広報・啓発活動を行う。 住民福祉課住民福祉係 0268-49-0111

71 長野県 長和町 8月19日

産前産後子育てサポーター養成講座にて「乳幼児の虐待予防のついて」の講演会 町民福祉課 0268-68-3494

72 長野県 長和町 11月 ○

町の広報で虐待通告虐待通告件数、対応、通告、相談窓口等掲載予定 町民福祉課 0268-68-3494

73 長野県 下諏訪町 11月 ○

町広報誌「クローズアップしもすわ」11月号に於いて「児童虐待防止推進月間」の周知 教育こども課子育て支援係 0266-27-1111

74 長野県 下諏訪町 11月 ○

オレンジリボンを作成、教育こども課職員につけてもらい児童虐待防止の啓発実施（下諏訪総合文化センター内） 教育こども課子育て支援係 0266-27-1111

75 長野県 富士見町 11月1日 ○

町広報誌において児童虐待防止推進月間について掲載 子ども課子ども支援係 0266-62-9237

76 長野県 原村 11月 ○

広報紙に、児童虐待防止推進月間について掲載 保健福祉課社会福祉係 0266-79-7092

77 長野県 辰野町 11月 ○

広報たつの11月号への掲載、行政チャンネルでの広報 教育委員会こども課 0266-41-1681

78 長野県 箕輪町 11月 ○

役場庁舎全職員がオレンジリボンを着け業務することによる虐待防止の啓発 子ども未来課 0265-79-3111

79 長野県 箕輪町 11月 ○

公用自動車にオレンジリボン(マグネット式）を装着し、啓発に努める。 子ども未来課 0265-79-3111

80 長野県 箕輪町 11月 ○

町専用チャンネル、もみじちゃんメール等による啓発 子ども未来課 0265-79-3111

81 長野県 飯島町 6月

民生児童委員会への虐待防止啓発と専用電話１８９について周知 教育委員会こども室 0265-86-6711

82 長野県 飯島町 8月

民生児童委員会への虐待防止啓発　県家庭的養護推進計画について 教育委員会こども室 0265-86-6711

83 長野県 飯島町 10月

町独自の虐待リーフレットを全戸配布、保育園児と小中学校児童生徒の保護者にリーフレットチラシで啓発 教育委員会こども室 0265-86-6711

84 長野県 飯島町 通年 ○

町広報に虐待防止の標語を掲載し啓発 教育委員会こども室 0265-86-6711
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85 長野県 南箕輪村 11月 ○

広報誌及び村ウェブサイトに啓発記事を掲載 子育て支援課 0265-98-8310

86 長野県 中川村 11月 ○

広報に啓発記事を掲載 保健福祉課 0265-88-3001

87 長野県 宮田村 11月 ○

広報紙に啓発記事を掲載 教育委員会こども室子育て支援
係

0265-85-2314

88 長野県 松川町 11月 ○

町のＣＡＴＶによる児童虐待防止の広報・啓発 教育委員会こども課こども係 02625-36-7023

89 長野県 高森町 11月～12月 ○

町広報誌において児童虐待防止などの周知・啓発 教育委員会 0265-35-8211

90 長野県 阿南町 11月 ○

毎月15日発行の町の広報誌に掲載 教育委員会 0260-22-2270

91 長野県 阿智村 11月 ○

村広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載する 教育委員会子育て支援室 0265-45-1231

92 長野県 平谷村 11月 ○

広報による児童虐待防止周知 住民課 0265-48-2211

93 長野県 根羽村 11月 ○

虐待防止（高齢者、障害を含む）のパンフレットを村内全戸に配布。 住民課 0265-49-2111

94 長野県 下條村 11月 ○

チラシの全戸配布及び音声告知による広報 福祉課 0260-27-1231

95 長野県 売木村 11月1日～30日 ○

窓口にオレンジリボンのミニのぼり設置 住民課 0260-28-2311

96 長野県 売木村 11月 ○

広報誌・CATVで啓発 住民課 0260-28-2311

97 長野県 天龍村 11月 ○

村のCATVによる児童虐待防止の広報・啓発 住民課住民福祉係 0260-32-2001

98 長野県 泰阜村 11月 ○

村のCATVによる児童虐待防止の広報・啓発 福祉課地域福祉係 0260-26-2111

99 長野県 喬木村 10月16日

情報誌「たかぎ」11月号に児童虐待防止に関する記事掲載（全戸配布） 教育委員会子ども教育係 0265-33-2002

100 長野県 喬木村 10月31日～11月30日 ○

村有線放送等で児童虐待防止・通報等の協力呼びかけ 教育委員会子ども教育係 0265-33-2002

101 長野県 豊丘村 11月 ○

有線放送を通して全村向け児童虐待防止の啓発活動 教育委員会　子ども課　子育て
支援係

0265-35-9078

102 長野県 大鹿村 11月8日 ○

村産業文化祭において来場者への広報活動 保健福祉課 0265‐39‐2001
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103 長野県 大鹿村 11月 ○

村広報にて村内向けお知らせを随時流す 保健福祉課 0265‐39‐2001

104 長野県 上松町 11月 ○

町内回覧で周知 住民福祉課 0264-52-2825

105 長野県 上松町 通年 ○

予防接種予診票配布時に相談電話番号等が入ったクリアファイルを配布。 住民福祉課 0264-52-2825

106 長野県 上松町 11月 ○

中学３年生対象に乳児の抱っこ体験を実施 住民福祉課 0264-52-2825

107 長野県 南木曽町 通年 ○

新生児訪問の際、虐待防止のチラシを配布。 住民課保健係 0264-57-2001

108 長野県 南木曽町 10月20日、23日

中学生を対象に乳幼児のふれ合い体験・妊婦体験等行い、命の尊さの話と合わせて行う。 住民課保健係 0264-57-2001

109 長野県 木祖村 11月 ○

村広報誌に児童虐待防止・相談窓口等に関する記事を掲載 住民福祉課保健係 0264-36-2001

110 長野県 王滝村 11月2日～27日 ○

広報紙に掲載 福祉健康課 0264-48-3155

111 長野県 大桑村 11月 ○

広報紙・文字放送による広報活動 福祉健康課 0264-55-3080

112 長野県 木曽町 11月 ○

町広報誌等において児童虐待防止月間についての周知を図る。 子育て支援室 0264-22-4035

113 長野県 麻績村 11月 ○

村広報誌において、虐待予防の啓発及び相談窓口の紹介 住民課 0263-67-3001

114 長野県 生坂村 11月 ○

生後６ヶ月～高校３年生相当の子を持つ保護者あてに、虐待防止のリーフレットを送付 健康福祉課 0263-69-3500

115 長野県 生坂村 11月 ○

民協で委員へ児童虐待防止に関する勉強会開催 健康福祉課 0263-69-3500

116 長野県 山形村 年間 ○

児童虐待防止の啓発、相談・通報窓口等について村内CATVで紹介 子育て支援課 0263-98-5600

117 長野県 山形村 7月、8月

回覧板で、児童虐待防止に関する情報・相談・通報窓口を紹介 子育て支援課 0263-98-5600

118 長野県 山形村 年間 ○

村ホームページに相談・通報窓口を紹介 子育て支援課 0263-98-5600

119 長野県 山形村 11月 ○

職員の虐待予防ビブスの着用 子育て支援課 0263-98-5600

120 長野県 朝日村 11月 ○

村広報紙における児童虐待防止の啓発 教育委員会 0263-99-2004
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121 長野県 筑北村 11月 ○

育児不安を抱える家庭等への訪問及び相談支援、窓口の周知 住民福祉課 0263-66-2111

122 長野県 池田町 11月 ○

広報において児童虐待について、種類、なぜいけないのか、相談先啓発 福祉課こども支援センター 0261-61-5000

123 長野県 池田町 奇数月 ○

６か月児の親に虐待による脳への影響について学習会 福祉課こども支援センター 0261-61-5000

124 長野県 松川村 11月 ○

村防災無線による広報・啓発（随時） 福祉課 0261-62-3290

125 長野県 白馬村 11月 ○

村の広報誌に児童虐待防止月間について掲載 健康福祉課 0261-85-0713

126 長野県 小谷村 11月 ○

広報誌、ケーブルテレビ等で児童虐待防止月間の周知・啓発 住民福祉課 0261-82-2582

127 長野県 坂城町 11月 ○

町広報誌において、児童虐待防止とオレンジリボン運動について掲載 子育て推進室 0268-82-2111

128 長野県 坂城町 11月 ○

子育て支援センターにおいて子育て支援と児童虐待防止のワークショップなどの開催 子育て推進室 0268-82-2111

129 長野県 小布施町 通年 ○

窓口での虐待防止リーフレット、カードの配布 健康福祉課福祉係 026-214-9108

130 長野県 高山村 11月15日 ○

村広報紙において児童虐待防止推進月間について周囲 村民生活課福祉係 026-242-1201

131 長野県 高山村 11月 ○

村情報無線で月間の周知及び虐待予防を呼びかけ 村民生活課福祉係 026-242-1201

132 長野県 高山村 11月 ○

子育て支援センターの「遊びのひろば」でリーフレット及びカードを配布 村民生活課福祉係 026-242-1201

133 長野県 山ノ内町 10月下旬

広報10月号（町内全戸配布）で「児童虐待防止推進月間」の周知 健康福祉課子ども支援係 0269-33-3116

134 長野県 木島平村 11月 ○

村のケーブルテレビで推進月間の周知・啓発 教育委員会子育て支援室 0269-82-2350

135 長野県 野沢温泉村 11月 ○

村広報誌において児童虐待防止推進月間の周知 民生課福祉係 0269-85-3112

136 長野県 信濃町 11月 ○

町内放送（オフトーク放送）で児童虐待防止推進月間の周知 教育委員会 026-255-5923

137 長野県 小川村 11月 ○

広報紙(11月号)に児童虐待防止の啓発 住民福祉課社会福祉係 026-269-2323

138 長野県 飯綱町 11月 ○

広報紙「いいづな通信」11月号において児童虐待防止の啓発 教育委員会 026-253-4769
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139 長野県 栄村 11月中（随時） ○

告知放送により児童虐待防止推進月間の周知を行う。 住民福祉課 0269-87-3114

1 岐阜県 岐阜県 10月24日～25日

県主催の農業フェスティバルで虐待防止啓発資材の配布、親子参加型ワークショップを開催 健康福祉部子ども家庭課 058-272-8325

2 岐阜県 岐阜県 11月 ○

駅、商業施設等において県作成のクリアファイル等の啓発資材を配布 健康福祉部子ども家庭課 058-272-8325

3 岐阜県 岐阜県 11月1日 ○

ぎふオレンジリボン２０１５イベントとして、岐阜市中心地商店街にて、親子参加型ワークショップ、県内各地のゆるキャラによ
る啓発活動（岐阜オレンジリボンたすきリレーと同時開催）を開催

健康福祉部子ども家庭課 058-272-8325

4 岐阜県 岐阜市 7月1日～9月30日

第５回オレンジリボン絵てがみコンテストの作品募集 子ども・若者総合支援センター 058-269-1321

5 岐阜県 岐阜市 11月1日 ○

広報紙「広報ぎふ」やホームページで、啓発記事を掲載 子ども・若者総合支援センター 058-269-1321

6 岐阜県 岐阜市 11月1日 ○

「ぎふオレンジリボン２０１５イベント」で、第５回オレンジリボン絵てがみコンテストの表彰式を開催。市作成の啓発資材を配
布

子ども・若者総合支援センター 058-269-1321

7 岐阜県 岐阜市 11月1日 ○

第８回岐阜オレンジリボンたすきリレーのゴールイベントを柳ケ瀬商店街で開催。木曽川コースの最終中継地をみんなの森
ぎふメディアコスモスに

子ども・若者総合支援センター 058-269-1321

8 岐阜県 岐阜市 11月2日～24日 ○

岐阜市役所本庁舎市民ホールで、第５回オレンジリボン絵てがみコンテストの応募作品を展示。市作成の啓発資材を配布 子ども・若者総合支援センター 058-269-1321

9 岐阜県 大垣市 11月1日 ○

元気はつらつ市を岐阜オレンジリボンたすきリレーの中継点とし、啓発を実施（大垣駅前商店街） 子育て支援部子育て支援課児
童福祉G

0584-47-7092

10 岐阜県 大垣市 11月 ○

民生委員等関係機関に虐待防止啓発リーフレット等を配布予定 子育て支援部子育て支援課児
童福祉G

0584-47-7092

11 岐阜県 高山市 11月1日 ○

市広報紙に「児童虐待防止月間」の啓発記事を掲載 福祉部子育て支援課 0577-35-3140

12 岐阜県 高山市 2月

児童虐待に関する講演会 福祉部子育て支援課 0577-35-3140

13 岐阜県 多治見市 11月1日 ○

オレンジリボン運動として、岐阜オレンジリボンたすきリレーの木曽川コース出発式イベントを実施。 福祉部子ども支援課子育ち支援
グループ

0572-22-1111

14 岐阜県 多治見市 11月4日 ○

多治見市内のスーパーにおいて、児童虐待防止の街頭啓発を実施 福祉部子ども支援課子育ち支援
グループ

0572-22-1111

15 岐阜県 多治見市 11月8日 ○

子育て応援イベントにおいて、児童虐待防止の啓発等を実施 福祉部子ども支援課子育ち支援
グループ

0572-22-1111

16 岐阜県 関市 11月 ○

関市内のショッピングモール等において啓発物品を配布する。 福祉部子ども家庭課 0575-23-7733

17 岐阜県 関市 11月 ○

岐阜オレンジリボンたすきリレーの中継点であるひまわりの丘において啓発物品を配布する（はもみんと同） 福祉部子ども家庭課 0575-23-7733



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 問い合わせ先

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】

18 岐阜県 中津川市 11月1日 ○

健康福祉まつりで児童虐待防止に関するコーナーを開設（東美濃ふれあいセンター） 健康福祉部福祉相談室 0573-66-1111

19 岐阜県 中津川市 11月 ○

市内における街頭啓発（東濃子ども相談センターと合同で開催） 健康福祉部福祉相談室 0573-66-1111

20 岐阜県 美濃市 11月14日 ○

美濃市産業祭開催時（11月14日）に会場にて来訪者に、児童虐待防止推進月間の虐待防止啓発資材、児童相談所全国共
通ダイヤル「１８９」の周知カードを配布

民生部健康福祉課 0575-33-1122

21 岐阜県 美濃市 11月 ○

美濃市産業祭開催時（１１月１４日、１５日）に会場にて来訪者に、児童虐待防止推進月間のリーフレット、啓発物品、児童相
談所全国共通ダイヤルの３桁化（１８９）周知カードを配布

民生部健康福祉課 0575-33-1122

22 岐阜県 瑞浪市 11月4日 ○

市広報及びＨＰに児童虐待防止推進月間の記事を掲載
多治見市のショッピングセンターにて３市（多治見市・土岐市・瑞浪市）合同で児童虐待防止に関するリーフレット等を配布

民生部社会福祉課子育て支援
室

0572-68-2111

23 岐阜県 羽島市 11月8日 ○

市内各5店舗にて、街頭啓発を行いパンフレットを配布予定。 福祉部福祉課児童係 058-392-1111
(内線2512)

24 岐阜県 恵那市 11月5日 ○

子ども相談センターと共同で街頭啓発を行う。 市民福祉部社会福祉課 0573-26-2111

25 岐阜県 美濃加茂市 11月 ○

市の広報誌１１月号に児童虐待防止に関する記事を掲載する。 健康福祉部こども課 0574-25-
2111(327)

26 岐阜県 美濃加茂市 11月 ○

市役所庁舎に児童虐待防止の横断幕やのぼり旗を設置する。 健康福祉部こども課 0574-25-
2111(327)

27 岐阜県 美濃加茂市 11月4日 ○

児童虐待防止に関するパンフレット等をスーパーで街頭啓発する。 健康福祉部こども課 0574-25-
2111(327)

28 岐阜県 美濃加茂市 11月1日 ○

第８回ぎふオレンジリボンたすきリレーへの参加する。 健康福祉部こども課 0574-25-
2111(327)

29 岐阜県 土岐市 11月 ○

１１月中、市庁舎に啓発用横断幕の掲示 市民部子育て支援課 0572-54-1111

30 岐阜県 土岐市 11月 ○

子ども相談センターと共に、ＪＲ駅前にて啓発活動 市民部子育て支援課 0572-54-1111

31 岐阜県 土岐市 11月 ○

市広報、ＨＰに啓発記事掲載 市民部子育て支援課 0572-54-1111

32 岐阜県 土岐市 11月 ○

①子ども相談ｾﾝﾀｰ及び近隣市などの関係機関とともに、多治見市内の商業施設にて啓発活動（11月4日）　②11月中、市庁
舎に啓発用横断幕の掲示　③市広報・ＨＰに啓発記事掲載

市民部子育て支援課 0572-54-1111

33 岐阜県 可児市 11月 ○

JR可児駅前で啓発物品の配布 健康福祉部こども課こども家庭
係

0574-62-1111

34 岐阜県 可児市 11月 ○

地域情報誌「かにさんくらぶ11月号」（フリーペーパー）へ、オレンジリボンたすきリレー、児童虐待防止推進に関する記事の
掲載

健康福祉部こども課こども家庭
係

0574-62-1111

35 岐阜県 可児市 11月 ○

市広報誌「広報かに」へ、児童虐待防止推進に関する記事の掲載 健康福祉部こども課こども家庭
係

0574-62-1111
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36 岐阜県 可児市 11月 ○

市ロビーにて、児童虐待防止推進に関する掲示物の掲載 健康福祉部こども課こども家庭
係

0574-62-1111

37 岐阜県 可児市 11月1日 ○

オレンジリボンたすきリレーへの参加、イベントを実施 健康福祉部こども課こども家庭
係

0574-62-1111

38 岐阜県 山県市 11月 ○

「児童虐待防止月間」の11月広報掲載・庁舎周辺に啓発旗の設置 福祉課 0581-22-6837

39 岐阜県 瑞穂市 11月7日、8日 ○

ふれあいフェスタ瑞穂にて啓発グッズ配布 福祉生活課 (058)327-4123

40 岐阜県 瑞穂市 11月1日 ○

岐阜オレンジリボンたすきリレーの参加 福祉生活課 (058)327-4123

41 岐阜県 瑞穂市 11月1日 ○

広報みずほにおいて児童虐待防止に関する記事掲載 福祉生活課 (058)327-4123

42 岐阜県 飛騨市 11月8日 ○

健康と福祉の集い（福祉イベント）において、啓発活動（啓発物品の配布） 市民福祉部福祉課 0577-73-7483

43 岐阜県 本巣市 11月1日 ○

市広報紙において、児童虐待防止推進月間に関する周知及び標語の掲載 健康福祉部子ども大切課 058-323-7753

1 岐阜県 郡上市 11月1日～30日 ○

市内7地域の庁舎に「児童虐待防推進月間」の懸垂幕を設置及び啓発チラシの設置 児童家庭課 0575-67-1817

2 岐阜県 郡上市 11月12日 ○

市内のｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ等において、街頭キャンペーンの実施（チラシ・啓発グッズの配布等） 児童家庭課 0575-67-1817

3 岐阜県 郡上市 11月 ○

11月の広報紙にて「児童虐待防止推進月間」の周知 児童家庭課 0575-67-1817

4 岐阜県 郡上市 11月 ○

ケーブルテレビによる周知放送 児童家庭課 0575-67-1817

5 岐阜県 郡上市 11月 ○

市庁舎窓口担当職員（１階）オレンジジャンパーを着用。また、市内の子どもに関わる機関（幼・保等）、民生委員なども期間
中にオレンジジャンパーを着用してもらい啓発

児童家庭課 0575-67-1817

45 岐阜県 下呂市 11月 ○

市役所庁舎に児童虐待防止ののぼり旗を設置する。 福祉部児童福祉課 0576-52-2882

46 岐阜県 海津市 11月 ○

市報に児童虐待防止推進月間の記事を掲載 社会福祉課 0584-53-1139

47 岐阜県 海津市 11月 ○

庁舎周辺に啓発旗の設置 社会福祉課 0584-53-1139

48 岐阜県 海津市 通年 ○

課職員等のオレンジリボン着用 社会福祉課 0584-53-1139

49 岐阜県 岐南町 11月 ○

広報に児童虐待防止の啓発を掲載 子育て支援課 058-247-1344
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50 岐阜県 笠松町 11月1日 ○

町広報紙において児童虐待防推進月間の周知 住民福祉部子ども課 058-388-1116

51 岐阜県 養老町 11月 ○

広報に児童虐待防止推進月間の記事を掲載 子ども課 0584-32-5078

52 岐阜県 垂井町 通年 ○

課職員等の名札にオレンジリボンバッジを着用する 健康福祉課 0584-22-1151
(内線205)

53 岐阜県 垂井町 通年 ○

庁舎ロビーに児童虐待に関するコーナーを設置し情報提供を行う 健康福祉課 0584-22-1151
(内線205)

54 岐阜県 垂井町 通年 ○

公用車にオレンジリボンマグネットの貼付 健康福祉課 0584-22-1151
(内線205)

55 岐阜県 垂井町 11月 ○

町広報紙及びホームページへの記事掲載 健康福祉課 0584-22-1151
(内線205)

56 岐阜県 垂井町 8月7日

中学生を対象とした赤ちゃんふれあい体験学習 保健センター 0584-22-1021

57 岐阜県 神戸町 11月1日 ○

町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発を掲載 民生部こども家庭課家庭支援係 0584-27-3111

58 岐阜県 神戸町 11月1日 ○

岐阜オレンジリボンたすきリレーで神戸町役場を経由する際、一般町民に啓発を行う。 民生部こども家庭課家庭支援係 0584-27-3111

59 岐阜県 輪之内町
7月7日、9月17日、10月
7日、10月15日、11月9

日、11月19日
○

小学校5年生及び中学生（全学年）を対象として、妊娠や出産など命の尊さを学ぶ「思春期教室」を開催 福祉課 0584-69-3111

60 岐阜県 輪之内町 8月26日

町保健センターにおいて、中学校3年生の希望者を対象とし、命の大切さや子育ての大変さを理解することを目的とした「赤
ちゃんふれあい体験」を開催

福祉課 0584-69-3111

61 岐阜県 輪之内町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 福祉課 0584-69-3111

62 岐阜県 輪之内町 11月 ○

町内ＣＡＴＶにて、児童虐待防止に関する文字放送を配信 福祉課 0584-69-3111

63 岐阜県 安八町 11月 ○

町広報紙において記事記載 福祉課 0584-64-7104

64 岐阜県 揖斐川町 11月 ○

子育て支援センターにおいて、利用者にオレンジリボンツリーにリボンを結んでもらい、パンフレットなどを渡し、児童虐待防
止について伝え、認識をしてもらう。

住民福祉部揖斐川子育て支援
センター

0585-23-1136

65 岐阜県 大野町 11月 ○

庁舎、保健センター等にポスターの掲示及び広報おおの11月号に掲載 福祉課 0585-34-1111

66 岐阜県 池田町 11月15日 ○

『健康福祉エコフェア』において、オレンジリボンキャンペーン用のぼりを立て、啓発物品を配布する。 民生部健康福祉課子育て支援
政策係

0585-45-3111

67 岐阜県 北方町 11月1日 ○

岐阜オレンジリボンたすきリレーの中継地
子育て中の親子が集まる北方みなみ子ども館をオレンジリボンたすきリレーの中継地とし、来場者に児童虐待防止を呼びか
けアピールする。

福祉健康課 058-323-1119
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68 岐阜県 坂祝町 11月 ○

子育て支援拠点施設等にオレンジリボンのモニュメントを設置 こども課 0574-26-7151

69 岐阜県 富加町 11月 ○

児童虐待防止月間について広報活動啓発 教育委員会 0574-54-2177

70 岐阜県 富加町 11月 ○

職員の名札にオレンジリボンを着用する 教育委員会 0574-54-2177

71 岐阜県 川辺町 11月14日、15日 ○

川辺ふれ愛まつり会場内の健康福祉フェアにて児童虐待防止に関する啓発資材（ポスター等）を掲示・配布 住民課 0574-53-2513

72 岐阜県 七宗町 11月 ○

おいでよふる里まつりにて、来場者に対してリーフレット等を配布 教育課子育て支援係 0574-48-1114

73 岐阜県 七宗町 通年 ○

各集会・会議において児童虐待防止に関するグッズを配布及び児童虐待防止について周知 教育課子育て支援係 0574-48-1114

74 岐阜県 白川町 11月 ○

町広報において、児童虐待防止推進月間や取り組みについて周知 教育課子育て支援係 0574-72-2317

75 岐阜県 白川町 11月1日 ○

町「ふるさとまつり」において児童虐待防止に関するグッズを配布 教育課子育て支援係 0574-72-2317

76 岐阜県 東白川村 11月 ○

CATVを利用して児童虐待防止月間を広報、啓発活動 教育課 0574-78-3111

77 岐阜県 東白川村 12月～3月

小中学生を対象とした性や妊娠・出産、命の尊さの学習を実施 教育課 0574-78-3111

78 岐阜県 御嵩町 11月7日 ○

町で開催されるイベントにおいて啓発物品を配布 福祉課 0574-67-2111

79 岐阜県 御嵩町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止の啓発と周知 福祉課 0574-67-2111

1 静岡県 静岡県 11月14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：県全域、講演：講師日本子ども家庭総合研究所和田一郎氏、パ
レード、啓発品配布：静岡市内）

健康福祉部こども家庭課 054-221-2922

2 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

3 静岡県 静岡県 11月 ○

県内コンビニエンスストアにリーフレット配架。県内パチンコ店にポスター掲示。 健康福祉部こども家庭課 054-221-2922

4 静岡県 静岡県 11月 ○

県庁・各児童相談所にのぼり旗設置
各児童相談所による啓発品配布

健康福祉部こども家庭課 054-221-2922

5 静岡県 沼津市 11月1日～30日 ○

市役所庁舎内大型掲示板にて児童虐待防止推進月間のポスター・独自に作成した掲示物を掲示。 市民福祉部こども家庭課こども
相談係

055-934-4828

6 静岡県 熱海市 11月 ○

市内スーパーマーケットにおいて、児童虐待に関する啓発品等の配布 社会福祉課子育て支援室 0557-86-6353
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7 静岡県 熱海市 11月7日 ○

ゴスペルワークショップ開催（後援） 社会福祉課子育て支援室 0557-86-6353

8 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。 社会福祉部子育て支援課子育
て企画係

055-983-2713

9 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。 社会福祉部子育て支援課子育
て企画係

055-983-2713

10 静岡県 富士宮市 7月

市広報誌において、児童虐待防止に関する通告先等を紹介 子ども未来課家庭児童相談係  0544-22-1230

11 静岡県 富士宮市 11月 ○

市広報誌において、児童虐待防止月間に関する記事、通告先等を紹介 子ども未来課家庭児童相談係  0544-22-1230

12 静岡県 富士宮市 11月10日 ○

ショッピングセンターにおいて児童虐待防止に関する啓発品等の配布 子ども未来課家庭児童相談係  0544-22-1230

13 静岡県 伊東市 5月7日、8日

児童福祉週間に合わせ、チラシ・啓発グッズの配布 健康医療課 0557-32-1581

14 静岡県 伊東市 11月8日 ○

市役所イベントにおけるチラシ・啓発グッズの配布、広報 健康医療課 0557-32-1581

15 静岡県 伊東市 11月10日 ○

アピタでのチラシ・啓発グッズの配布、広報 健康医療課 0557-32-1581

16 静岡県 島田市 11月2日 ○

島田駅又は商業施設においてリーフレット・グッズの配布 子育て応援課 0547-36-7253

17 静岡県 島田市 11月2日 ○

広報しまだにてPR 子育て応援課 0547-36-7253

18 静岡県 富士市 8月4日、11月18日 ○

児童虐待防止該当啓発活動（富士駅前、市内大型店舗） 福祉部こども家庭課 0545-55-2763

19 静岡県 磐田市 11月 ○

児童虐待防止啓発街頭キャンペーン：市内スーパーにて啓発用品等を配布する こども部子育て支援課 0538-37-4896

20 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 こども部子育て支援課 0538-37-4896

21 静岡県 磐田市 10月15日

広報紙による虐待通告先の周知 こども部子育て支援課 0538-37-4896

22 静岡県 磐田市 11月 ○

市民に対してメールで虐待通告先の周知 こども部子育て支援課 0538-37-4896

23 静岡県 磐田市 11月 ○

児童虐待防止啓発用品として、マグネットを作成・配布 こども部子育て支援課 0538-37-4896

24 静岡県 磐田市 4月～翌3月 ○

磐田市子育て情報サイトに掲載 こども部子育て支援課 0538-37-4896
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25 静岡県 焼津市 11月1日 ○

市広報誌に記事掲載 子育て支援課（家庭児童相談
室）

054-626-1165

26 静岡県 掛川市 11月 ○

児童虐待防止推進月間について広報紙への掲載 こども希望課 0537-21-1144

27 静岡県 藤枝市 10月21日

・民児協・主任児童委員連絡会における児童虐待防止に関する研修会を開催
・参加者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット、カード及びしおりを配布

健康福祉部子ども家庭相談セン
ター
家庭児童相談係

054-643-7227

28 静岡県 藤枝市 11月5日 ○

市広報紙において、児童虐待防止に関する特集号の掲載 健康福祉部子ども家庭相談セン
ター
家庭児童相談係

054-643-7227

29 静岡県 藤枝市 12月19日

児童虐待防止に関する市民講座を開催
　・来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット、カード及びしおりを配布

健康福祉部子ども家庭相談セン
ター
家庭児童相談係

054-643-7227

30 静岡県 御殿場市 10月25日

市民の集まるイベントにて児童虐待防止を呼びかけポケットティッシュの配付及び家庭児童相談の相談窓口の広報を実施 子育て支援課 0550-82-4124

31 静岡県 袋井市 10月1日

市広報紙に児童虐待に関する相談窓口を周知 市民生活部しあわせ推進課
家庭福祉係

0538-44-3184

32 静岡県 袋井市 11月1日 ○

市広報紙に虐待防止推進月間を周知 市民生活部しあわせ推進課
家庭福祉係

0538-44-3184

33 静岡県 袋井市 11月１日、12日 ○

市内人よりが多い場所５箇所（駅、お店）での街頭広報による啓発活動 市民生活部しあわせ推進課家
庭福祉係

0538-44-3184

34 静岡県 裾野市 11月2日 ○

児童虐待防止月間キャンペーン(市内大型ショッピングセンターにて　リーフレット・啓発品等の配布） 子育て支援課 055-995-1841

35 静岡県 裾野市 11月26日 ○

児童虐待防止推進に関する講演会（講師：子どもの虹情報研修センター長　川﨑二三彦先生　演台：未定　場所：裾野市生
涯学習センター）

子育て支援課 055-995-1841

36 静岡県 伊豆市 11月 ○

広報誌に虐待防止月間についての掲載 こども課家庭児童相談室 0558-72-09870

37 静岡県 伊豆市 11月 ○

コミュニティFM(IS)で啓発放送をお願いする こども課家庭児童相談室 0558-72-09870

38 静岡県 伊豆市 11月2日～11月30日 ○

市役所、各支所にのぼり旗の設置 こども課家庭児童相談室 0558-72-09870

39 静岡県 伊豆市 11月 ○

市役所職員、民生委員、主任児童委員、社会福祉協議会職員、市内保育園こども園、幼稚園、小中学校職員にオレンジリボ
ンの配布

こども課家庭児童相談室 0558-72-09870

40 静岡県 伊豆市 11月24日、12月7日 ○

お子さんをもつ保護者を対象に子育て講座を行う こども課家庭児童相談室 0558-72-09870

41 静岡県 御前崎市 10月

市広報紙において、児童虐待防止に関する情報を掲載 こども未来課 0537-85-1120

42 静岡県 御前崎市 11月2日～30日 ○

市民部全職員にオレンジリボンを配布し、着用して啓発を図る こども未来課 0537-85-1120
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43 静岡県 御前崎市 11月7日 ○

『子育て講演会』
テーマ：次代を生きる子どものために親が知っておくこと
講　師：菊地桃子氏
会　場：御前崎市民会館
その他：入場無料（入場整理券配布）・未就学児入場不可等

こども未来課 0537-85-1120

44 静岡県 御前崎市 11月 ○

児童虐待防止街頭キャンペーン
（市内ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ等にて、独自チラシや物品を配布し、啓発を図る）

こども未来課 0537-85-1120

45 静岡県 菊川市 10月15日～ ○

広報に特集記事を掲載 健康福祉部福祉課児童福祉係 0537-35-0914

46 静岡県 菊川市 11月 ○

児童虐待の基本的知識と通報義務、相談案内パンフレットを作成し、市内小中学校、幼稚園・保育園保護者に配布 健康福祉部福祉課児童福祉係 0537-35-0914

47 静岡県 牧之原市 10月15日

市広報紙において、児童虐待防止推進月間の掲載 子ども子育て課 0548-23-0071

48 静岡県 牧之原市 10月～11月 ○

市ホームページに、児童虐待防止推進月間の掲載 子ども子育て課 0548-23-0071

49 静岡県 牧之原市 10月14日、19日

児童虐待防止推進月間について説明 子ども子育て課 0548-23-0071

50 静岡県 東伊豆町 11月18日 ○

健康福祉ふれあい広場の実施（会場内で県リーフレット等の配布） 住民福祉課 0557-95-6204

51 静岡県 南伊豆町 11月1日 ○

町広報誌において、児童虐待防止に関し掲載 健康福祉課 0558-62-6233

52 静岡県 松崎町 4月

課の広報誌において、虐待防止の記事を掲載 健康福祉課 0558-42-3966

53 静岡県 松崎町 7月～ ○

窓口において、虐待防止カードの配布 健康福祉課 0558-42-3966

54 静岡県 西伊豆町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止に関するものを掲載予定 環境福祉課 0558-52-1961

55 静岡県 函南町 11月16日 ○

町広報誌に児童虐待防止啓発記事を掲載 子育て支援課 055-979-8133

56 静岡県 清水町 通年 ○

児童虐待防止推進月間の案内をホームページに掲載 福祉課子育て支援係 055-981-8215

57 静岡県 長泉町 10月30日

子育てフェスティバルにおいて、児童虐待防止啓発を行う予定。 こども育成課 055-989-5528

58 静岡県 長泉町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止月間の周知を図る こども育成課 055-989-5528

59 静岡県 長泉町 11月1日～30日 ○

期間内の開庁時間中に限り、市役所玄関前にて、児童虐待防止の旗を立てかける。 こども育成課 055-989-5529
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60 静岡県 長泉町 11月20日 ○

児童虐待防止に関する講演会を沼津市民生委員児童委員協議会との共催で開催。来場者に対して、児童虐待防止推進月
間のリーフレット、カード、しおり及びティッシュを配布。

こども育成課 055-989-5530

61 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

62 静岡県 吉田町 11月12日 ○

町広報誌において、児童虐待防止推進月間を周知する。 社会福祉課 0548-33-2153

63 静岡県 吉田町 11月1日～ ○

課内職員においてオレンジリボンの着用 社会福祉課 0548-33-2153

64 静岡県 森町 11月１日、15日 ○

町広報誌、回覧にて児童虐待防止について広報・啓発 保健福祉課 0538-85-6330

1 愛知県 愛知県 11月 ○

庁内放送で来庁者向けに児童虐待防止について放送 健康福祉部児童家庭課 052-954-6281

2 愛知県 愛知県 11月 ○

ラジオにて児童虐待防止について放送 健康福祉部児童家庭課 052-954-6282

3 愛知県 愛知県 2月

児童虐待防止啓発グッズを作成し、新小学1年生の入学説明会で配付 健康福祉部児童家庭課 052-954-6283

4 愛知県 愛知県 通年 ○

電柱広告で児童虐待の相談窓口を掲示 健康福祉部児童家庭課 052-954-6284

5 愛知県 愛知県 随時 ○

啓発資材を作成し、各種イベントや街頭で配布 健康福祉部児童家庭課 052-954-6285

6 愛知県 一宮市 11月 ○

児童虐待防止推進月間を記載した名札とオレンジリボンを作成し、関係職員が着用して啓発を図る。 福祉こども部子育て支援課 0586-28-9141

7 愛知県 一宮市 11月 ○

駅ビル内の２つの大画面ディスプレイに虐待防止推進月間の啓発を促す表示をする。 福祉こども部子育て支援課 0586-28-9141

8 愛知県 一宮市 11月 ○

市役所本庁者１階大画面ディスプレイに虐待防止推進月間の啓発を促す表示をする。 福祉こども部子育て支援課 0586-28-9141

9 愛知県 一宮市 11月 ○

駅ビル３階のテラス外側に虐待防止啓発の横断幕を掲示する。 福祉こども部子育て支援課 0586-28-9141

10 愛知県 一宮市 11月 ○

市役所本庁舎に虐待防止啓発ののぼり旗を設置する。 福祉こども部子育て支援課 0586-28-9141

11 愛知県 一宮市 11月 ○

市の広報誌に虐待防止推進月間の記事を掲載する。 福祉こども部子育て支援課 0586-28-9141

12 愛知県 一宮市 11月 ○

市のホームページに虐待防止推進月間の啓発を促す表記をする。 福祉こども部子育て支援課 0586-28-9141

13 愛知県 半田市 11月1日 ○

半田スポーツの日開催時啓発 子育て支援課 0569-84-0657
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14 愛知県 半田市 11月2日 ○

子育て支援センターひろばでの啓発 子育て支援課 0569-84-0657

15 愛知県 半田市 11月25日 ○

ＤＶ講演会 子育て支援課 0569-84-0657

16 愛知県 半田市 11月28日、29日 ○

ＣＳＰ研修会 子育て支援課 0569-84-0657

17 愛知県 半田市 11月 ○

市民交流センターにて広報啓発 子育て支援課 0569-84-0657

18 愛知県 半田市 12月24日

関係機関向け児童虐待防止研修会 子育て支援課 0569-84-0657

19 愛知県 春日井市 11月 ○

公共施設４か所で児童虐待防止推進月間パネル展示を実施 青少年子ども部子ども政策課 0568-85-6229

20 愛知県 春日井市 11月1日 ○

市広報誌にて児童虐待防止推進月間記事を掲載 青少年子ども部子ども政策課 0568-85-6229

21 愛知県 春日井市 11月 ○

市青少年子ども部の職員がオレンジリボンを着用 青少年子ども部子ども政策課 0568-85-6229

22 愛知県 春日井市 11月10日 ○

青少年健全育成市民大会冊子に児童虐待防止推進月間記事を掲載 青少年子ども部子ども政策課 0568-85-6229

23 愛知県 豊川市 11月17日 ○

平成27年度要保護対策地域協議会研修会にて虐待予防の講演会を実施予定。（開催場所）豊川市勤労福祉会館 健康福祉部子ども課子ども育成
係

0533-89-2133

24 愛知県 豊川市 11月1日 ○

市広報紙及び市ホームページによる児童虐待通告に関する周知 健康福祉部子ども課子ども育成
係

0533-89-2133

25 愛知県 津島市 10月20日

児童虐待防止に関する講演会開催 家庭児童相談室 0567-24-0350

26 愛知県 津島市 11月1日 ○

市広報にて児童虐待防止のH27年度の標語紹介 家庭児童相談室 0567-24-0350

27 愛知県 津島市 11月2日 ○

市内の幼稚園・保育園・小学校・市役所窓口等に児童虐待リーフレット配布 家庭児童相談室 0567-24-0350

28 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

29 愛知県 刈谷市 11月 ○

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支援課児
童福祉係

0566-62-1061

30 愛知県 安城市 11月1日 ○

市広報誌において、児童虐待防止推進月間の啓発をする。 子育て健康部子育て支援課児
童家庭係

0566-71-2229

31 愛知県 安城市 11月 ○

ＪＲ安城駅前及び市内のスーパー店頭（２か所）にて、児童虐待防止のチラシや啓発用品を配布する。 子育て健康部子育て支援課児
童家庭係

0566-71-2229
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32 愛知県 安城市 10月16日

安城市虐待等防止地域協議会の研修会として、外部講師を招き、各関係機関を対象とした講演会を実施する。 子育て健康部子育て支援課児
童家庭係

0566-71-2229

33 愛知県 安城市 10月

民生委員・児童委員へ児童虐待防止の学習会を実施する。 子育て健康部子育て支援課児
童家庭係

0566-71-2229

34 愛知県 安城市 10月～11月 ○

市職員等へのオレンジリボン（手製）の配布をし、啓発をする。 子育て健康部子育て支援課児
童家庭係

0566-71-2229

35 愛知県 安城市 11月 ○

幼・保育園の園便り・児童クラブでのポスター掲示の中で、児童虐待防止の啓発をする。 子育て健康部子育て支援課児
童家庭係

0566-71-2229

36 愛知県 西尾市 10月10日

にしお緑化フェアにおいて、児童虐待防止の啓発品（リーフレットとクリアファイル）を配布する。 子ども部家庭児童支援課 0563-56-3113

37 愛知県 西尾市 11月1日 ○

市広報紙において、児童虐待防止の啓発記事を掲載する。 子ども部家庭児童支援課 0563-56-3113

38 愛知県 西尾市 11月2日～11月30日 ○

市役所敷地内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 0563-56-3113

39 愛知県 西尾市 11月2日～11月30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]を立てる。 子ども部家庭児童支援課 0563-56-3113

40 愛知県 西尾市 11月2日～11月30日 ○

市役所各階案内板に児童虐待防止の啓発をする。 子ども部家庭児童支援課 0563-56-3113

41 愛知県 西尾市 11月7日 ○

吉良まつりにおいて、児童虐待防止の啓発品（リーフレットとクリアファイル）を配布する。 子ども部家庭児童支援課 0563-56-3113

42 愛知県 蒲郡市 10月23日

市広報紙において、児童虐待防止に関する記事掲載 市民福祉部子育て支援課児童
福祉係

0533-66-1108

43 愛知県 犬山市 10月1日～10月31日

市内の各地域活動クラブに依頼してオレンジリボンを作成。市内の各機関を訪問し、オレンジリボン等を配布。 子ども未来課 0568-44-0322

44 愛知県 犬山市 11月1日 ○

市広報紙において、児童虐待防止・オレンジリボン運動について周知 子ども未来課 0568-44-0322

45 愛知県 犬山市 11月 ○

市ホームページにおいて児童虐待防止・オレンジリボン運動について周知 子ども未来課 0568-44-0322

46 愛知県 常滑市 11月 ○

11月広報誌において、児童虐待防止推進月間の周知 こども課子育て支援チーム 0569-47-6113

47 愛知県 常滑市 11月 ○

市内大型スーパー等において啓発資材チラシ等を配布予定 こども課子育て支援チーム 0569-47-6113

48 愛知県 小牧市 11月 ○

市広報誌において、児童虐待防止月間のＰＲ こども未来部こども政策課 0568-76-1129

49 愛知県 小牧市 11月 ○

市ホームページにおいて、児童虐待防止月間のＰＲ こども未来部こども政策課 0568-76-1129



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 問い合わせ先

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】

50 愛知県 稲沢市 11月 ○

市広報紙において、児童虐待・虐待通告制度について紹介 福祉保健部こども課子育て支援
グループ

0587-32-1111

51 愛知県 新城市 通年 ○

こども未来課及び庁内各所に児童虐待予防のポスターを掲示 市民福祉部こども未来課 0536-23-7622

52 愛知県 新城市 通年 ○

こども未来課職員全員が名札にオレンジリボンを装着 市民福祉部こども未来課 0536-23-7622

53 愛知県 新城市 10月16日～11月15日 ○

市広報紙によるオレンジリボン運動のＰＲと虐待通報の周知 市民福祉部こども未来課 0536-23-7622

54 愛知県 新城市 11月11日～11月18日 ○

ＣＡＴＶの市政番組でオレンジリボン運動のＰＲと虐待通報の周知 市民福祉部こども未来課 0536-23-7622

55 愛知県 東海市 10月

未就学児の子育て家庭に対して配布している情報誌に、児童虐待の相談窓口等を記載。 女性・子ども課 052-603-2211

56 愛知県 東海市 11月 ○

広報及びホームページにより児童虐待防止推進月間であること等を登載 女性・子ども課 052-603-2212

57 愛知県 大府市 10月10日

児童虐待防止シンポジウムを実施
テーマ：「みんなで守ろう、大切な命 ～子どもの心の声が聞こえますか～」
開催場所：大府市役所

福祉子ども部児童課家庭児童
相談室

0562‐45‐6229

58 愛知県 大府市 10月10日～翌3月 ○

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：児童（老人福祉）センター９館・子育て支援センター１館

福祉子ども部児童課 0562-45-6229

59 愛知県 知多市 11月中旬 ○

朝倉駅にて街頭啓発活動 若者女性支援室 0562-33-3151

60 愛知県 知多市 11月1日 ○

市広報誌において虐待防止推進月間ＰＲ 若者女性支援室 0562-33-3151

61 愛知県 知立市 11月1日 ○

市広報紙において、虐待の防止周知、子育て相談窓口の紹介 福祉子ども部子ども課児童家庭
係

0566-95-0120

62 愛知県 尾張旭市 11月 ○

あさひっこえがおのオレンジリボンとして、子どもや親子の笑顔の写真を集め、オレンジリボンとともに飾り付けをした作品を
展示する。

健康福祉部こども課子育て支援
室

0561-53-6101

63 愛知県 尾張旭市 11月 ○

市役所等に児童虐待防止推進月間の横断幕・のぼりを設置し、周知する。 健康福祉部こども課子育て支援
室

0561-53-6101

64 愛知県 尾張旭市 11月 ○

オレンジリボンのブルゾン・Ｔシャツを、子育て支援室や保育園等関係機関の職員が着用し業務を行う。 健康福祉部こども課子育て支援
室

0561-53-6101

65 愛知県 尾張旭市 11月 ○

広報尾張あさひに児童虐待防止推進月間の記事を掲載。 健康福祉部こども課子育て支援
室

0561-53-6101

66 愛知県 尾張旭市 11月 ○

尾張旭市内の３駅改札前で啓発活動を実施。 健康福祉部こども課子育て支援
室

0561-53-6101

67 愛知県 尾張旭市 11月 ○

子育て講演会を開催するとともに、来場者に子どもを守るネットワーク組織の周知を図るためのチラシを配布。 健康福祉部こども課子育て支援
室

0561-53-6101
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68 愛知県 高浜市 11月1日 ○

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Ｇ 0566-52-9610

69 愛知県 岩倉市 11月1日 ○

市広報にて児童虐待に関する啓発記事の掲載 健康福祉部福祉課社会福祉グ
ループ

0587-38-5830

70 愛知県 岩倉市 11月7日、8日 ○

ふれ愛まつり会場にて啓発物品の配布 健康福祉部福祉課社会福祉グ
ループ

0587-38-5830

71 愛知県 豊明市 11月 ○

広報誌に虐待防止キャンペーン月間を掲載 児童福祉課 0562-92-1120

72 愛知県 日進市 11月1日 ○

広報紙において、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

73 愛知県 田原市 11月1日 ○

市広報誌において、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子育
て
支援グループ

0531-23-3513

74 愛知県 田原市 11月 ○

保育園幼稚園全園児、小中学校全生徒の家庭を対象に児童虐待防止に関するリーフレット配布 健康福祉部子育て支援課子育
て
支援グループ

0531-23-3513

75 愛知県 田原市 11月8日 ○

福祉のつどいにおいて民生児童委員、主任児童委員、警察署と協同で児童虐待防止に関するＰＲ活動 健康福祉部子育て支援課子育
て
支援グループ

0531-23-3513

76 愛知県 田原市 7月25日

田原市児童センターまつりにおいて主任児童委員と協同で児童虐待防止に関するPR活動 健康福祉部子育て支援課子育
て
支援グループ

0531-23-3513

77 愛知県 愛西市 11月 ○

市広報誌に児童虐待に対する啓発記事を掲載 福祉部児童福祉課 0567-25-1111

78 愛知県 愛西市 11月 ○

庁舎等窓口において啓発品配布 福祉部児童福祉課 0567-25-1111

79 愛知県 清須市 11月8日 ○

子育てイベント（市民主催）にて、チラシの配布 健康福祉部子育て支援課 052-400-2911

80 愛知県 北名古屋市 11月 ○

オレンジリボンの配布
市広報紙において、児童虐待防止を訴える記事を掲載

福祉部家庭支援課 0568-22-1111

81 愛知県 弥富市 11月 ○

市広報紙及びホームページに関連記事を掲載。 民生部児童課児童家庭グルー
プ

0567-65-1111

82 愛知県 みよし市 11月 ○

庁舎に虐待防止の懸垂幕を掲げる 健康福祉部子育て支援課 0561-32-8034

83 愛知県 あま市 11月 ○

市内の駅前・ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ等３ｶ所において、啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布 福祉部子育て支援課 052-444-3173

84 愛知県 あま市 11月29日 ○

児童虐待に関する講演会を開催 福祉部子育て支援課 052-444-3173

85 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に掲載 福祉部子育て支援課子ども家
庭係

0561-56-0633
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86 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 福祉部子育て支援課子ども家
庭係

0561-56-0633

87 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 福祉部子育て支援課子ども家
庭係

0561-56-0633

88 愛知県 長久手市 通年 ○

職員にオレンジリボンを配布し、業務中に身に付ける 福祉部子育て支援課子ども家
庭係

0561-56-0633

89 愛知県 長久手市 11月8日 ○

健康展において、市民向けに児童虐待防止に関する啓発活動を実施・来場者に対して、児童虐待防止推進月間ウェット
ティッシュを配布

福祉部子育て支援課子ども家
庭係

0561-56-0633

90 愛知県 長久手市 9月23日

福祉まつりにおいて、児童虐待防止に関する啓発活動を実施・来場者に対して、児童虐待防止推進月間ウェットティッシュを
配布

福祉部子育て支援課子ども家
庭係

0561-56-0633

91 愛知県 東郷町 11月 ○

オレンジリボンのステッカーを公用車に貼り、周知を図る。 こども課 0561-38-3111
(内線 2125)

92 愛知県 東郷町 11月8日 ○

東郷町文化産業まつりにてオレンジリボンを作成・配布し、周知を図る。 こども課 0561-38-3111
(内線 2125)

93 愛知県 東郷町 11月 ○

こども課・児童館職員がオレンジリボンＴシャツを着て職務に当たり、周知を図る。 こども課 0561-38-3111
(内線 2125)

94 愛知県 大口町 8月4日

中学生と乳幼児とのふれあい体験（北児童センター） 健康福祉部福祉こども課 0587-94-1222

95 愛知県 扶桑町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止週間に関する記事掲載 健康福祉部福祉児童課児童福
祉グループ

0587-93-1111

96 愛知県 大治町 9月12日

子育て支援事業（子育て楽楽フェスティバル）において児童虐待に関するパンフレット等を配布 福祉部子育て支援課 052-444-2711

97 愛知県 大治町 11月 ○

町広報紙及びホームページにおいて、児童虐待防止推進月間等に関する記事を記載 福祉部子育て支援課 052-444-2711

98 愛知県 蟹江町 8月、11月 ○

町広報紙で児童虐待防止に関する施策等を紹介　（全戸配布） 子育て推進課 0567-95-1111

99 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

100 愛知県 阿久比町 11月中の1日 ○

ＮＰＯと協働で、阿久比駅前にてチラシ及び啓発品の配布 子育て支援課 0569-48-1111

101 愛知県 東浦町 11月1日 ○

町広報誌で虐待防止月間及び虐待に関する記事を掲載 健康福祉部児童課児童福祉係 0562-83-3111
(内線145)

102 愛知県 東浦町 11月 ○

公共交通機関駅での啓発 健康福祉部児童課児童福祉係 0562-83-3111
(内線145)

103 愛知県 南知多町 11月1日 ○

福祉課 0569-65-0711
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104 愛知県 美浜町 11月1日 ○

町広報誌において児童虐待防止推進月間である旨等の掲載 厚生部子育て支援課児童係 0569-82-1111

105 愛知県 武豊町 11月 ○

名鉄知多武豊駅前において児童虐待推進月間のリーフレット等の配布 子育て支援課 0569-72-1111

106 愛知県 武豊町 11月 ○

広報たけとよへ児童虐待推進月間の啓発記事を掲載 子育て支援課 0569-72-1111

107 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保育所グ
ループ

0564-63-5116

108 愛知県 幸田町 11月20日 ○

上六栗子育て支援センターにおいて、妊婦、０・１歳の子どもを持つ母親を対象に子育て支援と児童虐待の予防を目的とした
子育て講座を実施

上六栗子育て支援センター 0564-62-8333

109 愛知県 設楽町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 町民課 0536-62-0519

1 三重県 三重県 10月31日

平成27年度子ども虐待防止啓発月間のキックオフイベントをイオンモール鈴鹿で開催し、知事による虐待防止の訴え等を行
う。

健康福祉部子ども・家庭局子育
て支援課

059-224-2883

2 三重県 三重県 11月 ○

県広報誌11月号に啓発記事を掲載。 健康福祉部子ども・家庭局子育
て支援課

059-224-2883

3 三重県 三重県 11月 ○

県内２９市町との協働により、「オレンジリボンツリーリレー」を開催。１０本のオレンジリボンツリーが１０ルートのリレー方式
により各市町で飾られ、寄せられたメッセージとともに次の市町へ渡される。

健康福祉部子ども・家庭局子育
て支援課

059-224-2883

4 三重県 三重県 11月6日 ○

津地方検察庁の検事を講師に迎え、三重県人権センターにおいて、市町や児童相談所職員等を対象に、児童虐待事件の実
状等に学ぶ研修会を開催する。

健康福祉部子ども・家庭局子育
て支援課

059-224-2883

5 三重県 伊勢市 4月15日

市広報誌4月15日号で、子ども家庭支援ネットワーク（要対協）の紹介や相談窓口の記事を掲載した。 健康福祉部こども課 0596-21-5716

6 三重県 伊勢市 9月～12月 ○

市内の保育所・幼稚園・小学校等において、ＣＡＰ（子どもへの暴力防止）プログラムを開催する。 健康福祉部こども課 0596-21-5716

7 三重県 伊勢市 11月1日 ○

市広報誌11月1日号で、児童虐待防止の啓発や通告先の記事を掲載する。 健康福祉部こども課 0596-21-5716

8 三重県 伊勢市 11月 ○

市内において、要対協の職員等により虐待防止啓発物品を配布し児童虐待防止の啓発活動を行う。 健康福祉部こども課 0596-21-5716

9 三重県 伊勢市 11月 ○

医療現場から見た児童虐待をテーマに、医師を講師として招聘し要対協の職員等を対象とする研修会を開催する。 健康福祉部こども課 0596-21-5716

10 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設置する。 健康福祉部こども課 0596-21-5716

11 三重県 伊勢市 11月1日～30日 ○

公用車（10台）に「オレンジリボン」マグネットシートを貼付して、児童虐待防止推進月間の周知を図る。 健康福祉部こども課 0596-21-5716

12 三重県 伊勢市 通年 ○

市ホームページへの虐待防止の啓発や相談窓口の案内を掲載する。 健康福祉部こども課 0596-21-5716
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13 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ハンドブックを市役所窓口や子育て支援センター等に配布して、子育て相談
窓口や虐待通告先を周知する。

健康福祉部こども課 0596-21-5716

14 三重県 松阪市 11月9日 ○

スーパーの店頭で啓発グッズを配布しながら、児童虐待防止を訴える。 こども未来課家庭児童支援室 0598-53-4085

15 三重県 松阪市 11月15日 ○

祭会場で啓発グッズを配布しながら、児童虐待防止を訴える。 こども未来課家庭児童支援室 0598-53-4085

16 三重県 松阪市 11月17日 ○

スーパーの店頭で啓発グッズを配布しながら、児童虐待防止を訴える。 こども未来課家庭児童支援室 0598-53-4085

17 三重県 松阪市 11月19日 ○

道の駅で啓発グッズを配布しながら、児童虐待防止を訴える。 こども未来課家庭児童支援室 0598-53-4085

18 三重県 松阪市 11月24日 ○

駅前で啓発グッズを配布しながら、児童虐待防止を訴える。 こども未来課家庭児童支援室 0598-53-4085

19 三重県 桑名市 11月8日 ○

子どもの虐待防止月間・里親月間に関する講演会
NPO法人MCサポートセンターみっくみえとの共催で、タレントのサヘルローズさんを講師に迎え、講演会とパネルディスカッ
ションを開催する。

子ども総合相談センター 0594-24-1298

20 三重県 桑名市 11月 ○

市広報誌に児童虐待防止のための啓発記事を掲載（11月号）。 子ども総合相談センター 0594-24-1299

21 三重県 鈴鹿市 7月10日

鈴鹿市民生委員児童委員協議会連合会　 児童母子福祉部会に出席し、児童虐待防止にかかる講習会を行う。 保健福祉部子ども家庭支援課 059-382-9140

22 三重県 鈴鹿市 8月19日

主任児童委員の定期会合に出席し、児童虐待防止にかかる講習会を行う。 保健福祉部子ども家庭支援課 059-382-9140

23 三重県 鈴鹿市 8月26日

教職員向け研修会において、児童虐待防止にかかる講師を務める。 保健福祉部子ども家庭支援課 059-382-9140

24 三重県 鈴鹿市 10月10日

福祉団体が集う催事において、里親啓発のためのブースを設置し、児童虐待防止の啓発も併せて行う。 保健福祉部子ども家庭支援課 059-382-9140

25 三重県 鈴鹿市 10月17日

市主催の里親啓発事業の中で、児童虐待防止の啓発物品の配布等を併せて行う。 保健福祉部子ども家庭支援課 059-382-9140

26 三重県 鈴鹿市 11月 ○

市庁舎内における電子掲示板に児童虐待防止啓発月間である旨を表示。 保健福祉部子ども家庭支援課 059-382-9140

27 三重県 鈴鹿市 11月 ○

市職員にオレンジリボンの着用を促し、全庁的に啓発を促す。 保健福祉部子ども家庭支援課 059-382-9140

28 三重県 鈴鹿市 11月2日～6日 ○

コミュニティＦＭにおけるラジオ広報において児童虐待防止啓発月間であることを放送し、啓発を図る。 保健福祉部子ども家庭支援課 059-382-9140

29 三重県 鈴鹿市 11月5日 ○

市広報誌11月5日号に啓発記事を掲載。 保健福祉部子ども家庭支援課 059-382-9140

30 三重県 名張市 10月25日

市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載する。 子ども家庭室 0595-63-7594
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31 三重県 名張市 11月2日 ○

地元スーパー等集合店舗出入り口において、要体協メンバーで児童虐待防止啓発をする。（ティッシュ、チラシ配布） 子ども家庭室 0595-63-7594

32 三重県 名張市 11月26日 ○

児童虐待に関する研修会を開催する。 子ども家庭室 0595-63-7594

33 三重県 名張市 11月 ○

FMなばりにて児童虐待防止に関する啓発を行う。 子ども家庭室 0595-63-7594

34 三重県 名張市 11月 ○

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。 子ども家庭室 0595-63-7594

35 三重県 亀山市 10月18日

市のイベント「あいあい祭り」でオレンジリボンを来場者と作成し周知啓発する。 健康福祉部子ども総合センター
子ども支援室

0595-83-2425

36 三重県 亀山市 11月1日 ○

市広報、市ホームページにおいて児童虐待防止に関する記事を掲載する。 健康福祉部子ども総合センター
子ども支援室

0595-83-2425

37 三重県 亀山市 11月12日 ○

街頭にて「女性に対する暴力をなくす運動」と並行して、児童虐待防止を啓発。 健康福祉部子ども総合センター
子ども支援室

0595-83-2425

38 三重県 亀山市
11月中の１週間

○

市行政情報番組にて「赤ちゃんが泣きやまない」を放送し周知啓発する。 健康福祉部子ども総合センター
子ども支援室

0595-83-2425

39 三重県 鳥羽市 4月8日

小・中校長会、保育所所長会にて児童虐待防止マニュアルの周知 健康福祉課子育て支援室 0599-25-7221

40 三重県 鳥羽市 5月18日

民生・児童委員を対象に出前トークを実施。 健康福祉課子育て支援室 0599-25-7221

41 三重県 鳥羽市 7月8日

鳥羽市虐待防止ネットワーク協議会研修会開催。関係機関、代表者会議委員対象。 健康福祉課子育て支援室 0599-25-7221

42 三重県 鳥羽市 10月18日

福祉いきいきまつりにおいて児童虐待防止啓発配布 健康福祉課子育て支援室 0599-25-7221

43 三重県 鳥羽市 11月7日 ○

市民啓発のための児童虐待防止講演会の開催 健康福祉課子育て支援室 0599-25-7221

44 三重県 鳥羽市 11月 ○

鳥羽駅、市内ショッピングせんたーに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

45 三重県 鳥羽市 4月～翌3月 ○

毎月1回市内パチンコ店、ショっピングセンター駐車場見回り実施 健康福祉課子育て支援室 0599-25-7221

46 三重県 いなべ市 11月5日 ○

市広報誌において、児童虐待防止に関する啓発記事及び市の相談状況を掲載 健康子ども部保育課家庭児童
相談室

0594-78-3535

47 三重県 いなべ市 11月 ○

いなべ市公用車にオレンジリボンのマグネットを貼付。 健康子ども部保育課家庭児童
相談室

0594-78-3535

48 三重県 いなべ市
12月17日、18日、1月

14日、2月18日

市内4ヶ所の中学校、2年生を対象に産婦人科医による性教育の課外授業「命の教育」を実施。 健康子ども部健康推進課 0594-78-3517
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49 三重県 志摩市 11月 ○

市広報紙11月号に啓発記事を掲載。 健康福祉部ふくし総合支援室 0599-44-0270

50 三重県 東員町 11月 ○

町広報紙において児童虐待防止の記事を掲載。 地域福祉課 0594-86-2804

51 三重県 川越町 11月3日 ○

ふれあい祭にて、子育て支援センターコーナーでオレンジリボンバッチ（手づくりのリボン）の配布等の啓発を行う。 福祉課 059-366-7116

52 三重県 川越町 11月 ○

ケーブルテレビＣＣＮet『情報満載かわごえ』オープニングコーナーで啓発。 福祉課 059-366-7116

53 三重県 川越町 11月 ○

町広報誌『広報かわごえ』11月号に啓発記事を掲載。 福祉課 059-366-7116

54 三重県 川越町 11月 ○

公用車にオレンジリボンマグネットを貼り啓発。 福祉課 059-366-7116

55 三重県 川越町 11月 ○

庁舎、児童館に　児童虐待防止推進月間ののぼりを立てる。 福祉課 059-366-7116

56 三重県 大台町 11月 ○

平成27年度子ども虐待防止啓発月間に、保育園駐車場、店舗前（マックスバリュ、道の駅等）において、チラシ、リーフレット
等の配布及び啓発。

町民福祉課 0598-82-3783

57 三重県 大台町 11月 ○

広報紙の「おおだい広報11月号」へ啓発記事を掲載。 町民福祉課 0598-82-3783

58 三重県 玉城町 6月2日

こども家庭支援ネットワーク委員を対象に児童虐待について研修会を開催した。 生活福祉課 0596-58-8000

59 三重県 玉城町 11月14日 ○

町のイベントにてポスターなどで町民の方に周知する。 生活福祉課 0596-58-8000

60 三重県 玉城町 11月 ○

町の広報誌11月号に啓発記事を掲載。 生活福祉課 0596-58-8000

61 三重県 度会町 11月 ○

町広報11月号に啓発記事を掲載。 福祉保健課 0596-62-1112

62 三重県 南伊勢町 11月22日 ○

わくドキみなみいせという商工のイベントと共催して福祉ふれあい広場を実施。そのイベントでオレンジリボンやリーフレットを
配布。

福祉課 0599-66-1114

63 三重県 御浜町 11月 ○

町広報誌11月号に啓発記事を掲載。 健康福祉課福祉係 05979-3-0515

1 滋賀県 滋賀県 5月1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 9月23日

県の主催する人権関係のイベントにて虐待防止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

3 滋賀県 滋賀県 11月20日 ○

県内にて、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
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4 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

5 滋賀県 滋賀県 10月5、14、27日

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り組みを呼びかけ 健康医療福祉部子ども・青少年
局

077-528-3556

6 滋賀県 滋賀県 10月18日

民間団体の実施するオレンジリボンたすきリレーのゴール地点イベントを開催 健康医療福祉部子ども・青少年
局

077-528-3556

7 滋賀県 滋賀県 10月31日～11月30日 ○

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

8 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

9 滋賀県 滋賀県 11月 ○

広報誌に児童虐待防止についての記事を掲載 健康医療福祉部子ども・青少年
局

077-528-3556

10 滋賀県 滋賀県 11月 ○

JRの駅にポスターを掲示 健康医療福祉部子ども・青少年
局

077-528-3556

11 滋賀県 大津市 11月 ○ 広報誌への「児童虐待防止」記事の掲載
子ども家庭相談室 077-528-2688

12 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
子ども家庭相談室 077-528-2688

13 滋賀県 大津市 11月 ○

大津パルコにおいて街頭啓発（予定） 子ども家庭相談室 077-528-2688

14 滋賀県 大津市 11月 ○

大津京駅においてオレンジリボン等の啓発グッズの配布 子ども家庭相談室 077-528-2688

15 滋賀県 大津市
7月、10月、11月、12

月、1月
○

市内６箇所でしつけの方法を学ぶ研修会を開催 子ども家庭相談室 077-528-2688

16 滋賀県 大津市
10月30日、31日、11月

1日
○

CSP研修会の指導者養成講座を開催 子ども家庭相談室 077-528-2688

17 滋賀県 彦根市 10月15日

広報誌への「児童虐待防止」記事の掲載 福祉保健部子育て支援課 0749-26-0994

18 滋賀県 彦根市 11月12日 ○

児童虐待防止啓発映画上映会
（場所：ひこね市文化プラザ　エコーホール）
上映会：「うまれる」
総　評：吉田　久美子さん（大阪医科大学看護学部教授）

福祉保健部子育て支援課 0749-26-0994

19 滋賀県 彦根市 11月12日 ○

彦根城オレンジライトアップ 福祉保健部子育て支援課 0749-26-0994

20 滋賀県 彦根市 10月18日

オレンジリボンたすきリレーへの参加、応援 福祉保健部子育て支援課 0749-26-0994
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21 滋賀県 彦根市 10月10日

人権のまちづくりフェスタに参加し虐待防止啓発を行う。 福祉保健部子育て支援課 0749-26-0994

22 滋賀県 彦根市 10月、11月 ○

庁舎に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。 福祉保健部子育て支援課 0749-26-0994

23 滋賀県 彦根市 11月 ○

商業施設において、オレンジリボン等の啓発グッズの配布 福祉保健部子育て支援課 0749-26-0994

24 滋賀県 長浜市 11月1日 ○

広報誌への「児童虐待防止」記事の掲載 長浜市子育て支援課家庭児童
相談室

0749-65-6544

25 滋賀県 近江八幡市 10月27日

オレンジリボン伝達式の際に、市役所ロビーにて啓発（リーフレット等の配布） 子ども家庭相談室 0748-31-4001

26 滋賀県 近江八幡市 11月1日 ○

広報11月号にて「児童虐待防止」の記事を掲載 子ども家庭相談室 0748-31-4001

27 滋賀県 近江八幡市 11月 ○

市役所ロビーでの啓発パネルの展示や児童虐待防止リーフレット等の設置、配布
市役所本庁等において、児童虐待防止の垂れ幕やのぼり旗の掲示による啓発

子ども家庭相談室 0748-31-4001

28 滋賀県 近江八幡市 11月 ○

公用車、市民バス（あかこんバス）に啓発用マグネットを貼付け、啓発 子ども家庭相談室 0748-31-4001

29 滋賀県 近江八幡市 11月 ○

幼稚園や学校、コミュニティセンターに啓発パネルの貸出やオレンジリボン・児童虐待防止リーフレットの配布をすることによ
り啓発

子ども家庭相談室 0748-31-4001

30 滋賀県 近江八幡市 11月 ○

県下一斉啓発日に合わせ、要対協委員と八幡高校社会福祉部の生徒の協力のもと、駅前にて街頭啓発（リーフレット等を配
布）

子ども家庭相談室 0748-31-4001

31 滋賀県 近江八幡市 11月 ○

ZTVにて「児童虐待防止」に関する行政番組を放送（1週間） 子ども家庭相談室 0748-31-4001

32 滋賀県 草津市 11月1日 ○

市広報紙において11月児童虐待防止推進月間の特集記事掲載 子ども家庭部子ども家庭課家庭
児童相談室

077-561-2373

33 滋賀県 草津市 11月 ○

えふえむ草津ラジオ市政広報番組にて啓発 子ども家庭部子ども家庭課家庭
児童相談室

077-561-2373

34 滋賀県 草津市 11月20日 ○

市内街頭啓発の実施（ＪＲ草津駅・南草津駅において
リーフレット、啓発グッズを配付）

子ども家庭部子ども家庭課家庭
児童相談室

077-561-2373

35 滋賀県 草津市 11月 ○

ＪＲ草津駅・南草津駅、市役所にのぼり旗、横断幕を掲出 子ども家庭部子ども家庭課家庭
児童相談室

077-561-2373

36 滋賀県 草津市 11月 ○

市公用車に啓発用マグネットシートを貼付 子ども家庭部子ども家庭課家庭
児童相談室

077-561-2373

37 滋賀県 草津市 11月 ○

市職員（部長、副部長、関係機関職員等）にオレンジリボン着用を要請 子ども家庭部子ども家庭課家庭
児童相談室

077-561-2373

38 滋賀県 草津市 6月、11月 ○

笑顔がいっぱい楽しい子育て講座を開催 子ども家庭部子ども家庭課家庭
児童相談室

077-561-2373
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39 滋賀県 草津市 4月～翌3月 ○

幼稚園、保育所対象に保護者、職員向けのＣAP大人ワークショップ研修を開催 子ども家庭部子ども家庭課家庭
児童相談室

077-561-2373

40 滋賀県 草津市 11月30日 ○

児童虐待防止啓発研修会（講演／市役所８階大会議室）会場にて市家庭児童相談室パンフレット、オレンジリボン配付 子ども家庭部子ども家庭課家庭
児童相談室

077-561-2373

41 滋賀県 草津市 7月1日

児童相談所全国共通ダイヤル３桁化に伴う街頭啓発（啓発グッズ等配付/県主催）イオンモール草津 子ども家庭部子ども家庭課家庭
児童相談室

077-561-2373

42 滋賀県 草津市 4月～翌3月 ○

市ホームページで子どもの虐待防止の啓発 子ども家庭部子ども家庭課家庭
児童相談室

077-561-2373

43 滋賀県 草津市 11月 ○

児童虐待防止推進月間に伴う啓発チラシの市内全戸回覧と
市内公共施設での啓発ポスター掲示

子ども家庭部子ども家庭課家庭
児童相談室

077-561-2373

44 滋賀県 草津市 11月 ○

児童虐待防止啓発パネル展示（市庁舎１階） 子ども家庭部子ども家庭課家庭
児童相談室

077-561-2373

45 滋賀県 守山市 10月17日

びわこ一周オレンジリボンたすきリレーに担当課および市職員が参加し啓発 こども家庭局こども家庭相談課 077-582-1159

46 滋賀県 守山市 11月1日 ○

市広報紙・ホームページにおいて、児童虐待防止および相談窓口の掲載 こども家庭局こども家庭相談課 077-582-1159

47 滋賀県 守山市 11月上旬 ○

市役所前に児童虐待防止ののぼり旗の設置 こども家庭局こども家庭相談課 077-582-1159

48 滋賀県 守山市 11月上旬 ○

市職員にオレンジリボン着用を依頼 こども家庭局こども家庭相談課 077-582-1159

49 滋賀県 守山市 11月中旬 ○

市要保護児童対策協議会主催で街頭啓発の実施 こども家庭局こども家庭相談課 077-582-1159

50 滋賀県 守山市 11月 ○

市有線放送により市民へ周知 こども家庭局こども家庭相談課 077-582-1159

51 滋賀県 守山市 11月 ○

市電光掲示板を活用した啓発 こども家庭局こども家庭相談課 077-582-1159

52 滋賀県 栗東市 10月27日

庁舎前にてオレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式 子育て応援課家庭児童相談室 077-551-0300

53 滋賀県 栗東市 10月17日

びわこ一周オレンジリボンタスキリレーに市長や子育て応援課の職員、家庭児童相談室職員がランナーとして参加し啓発 子育て応援課家庭児童相談室 077-551-0300

54 滋賀県 栗東市 11月1日 ○

市広報にて児童虐待について啓発する。 子育て応援課家庭児童相談室 077-551-0300

55 滋賀県 栗東市 11月 ○

駅前やスーパーで啓発グッズを配布し啓発する。 子育て応援課家庭児童相談室 077-551-0300

56 滋賀県 甲賀市 11月20日 ○

駅、ショッピングセンターで該当啓発予定 健康福祉部こども応援課家庭児
童相談室

0748-86-8424
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57 滋賀県 甲賀市 11月1日 ○

広報紙11月1日号に掲載 健康福祉部こども応援課家庭児
童相談室

0748-86-8424

58 滋賀県 甲賀市 11月 ○

庁舎内に啓発コーナーの設置 健康福祉部こども応援課家庭児
童相談室

0748-86-8424

59 滋賀県 野洲市 5月1日

児童福祉週間に併せて、市内大型店舗２店舗において、街頭啓発を実施 子育て家庭支援課(家庭児童相
談室)

077‐587-6140

60 滋賀県 野洲市 5月

児童福祉週間に併せて、広報に啓発を掲載 子育て家庭支援課(家庭児童相
談室)

077‐587-6140

61 滋賀県 野洲市 5月1～5月31日

市内の主な公共施設において、オレンジリボンのぼり旗を設置
市管理の電光掲示板を活用した啓発

子育て家庭支援課(家庭児童相
談室)

077‐587-6140

62 滋賀県 野洲市 6月15日

野洲市民児協・児童福祉部会において、児童虐待防止にかかる出前講座を実施 子育て家庭支援課(家庭児童相
談室)

077‐587-6140

63 滋賀県 野洲市 6月22日

野洲市野洲自治会のふれあいサロンにおいて、児童虐待防止にかかる出前講座を実施 子育て家庭支援課(家庭児童相
談室)

077‐587-6140

64 滋賀県 野洲市 9月

第6回びわ湖一周オレンジリボンたすきリレー・ランナー、サポーター募集を広報に掲載 子育て家庭支援課(家庭児童相
談室)

077‐587-6140

65 滋賀県 野洲市 10月5日

庁舎前にて、オレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式に市保育園児の出迎え 子育て家庭支援課(家庭児童相
談室)

077‐587-6140

66 滋賀県 野洲市 10月17日

オレンジリボンたすきリレーの野洲市内現地での応援 子育て家庭支援課(家庭児童相
談室)

077‐587-6140

67 滋賀県 野洲市 10月29日～12月1日 ○

市内の主な公共施設において、オレンジリボンのぼり旗を設置
市管理の電光掲示板を活用した啓発

子育て家庭支援課(家庭児童相
談室)

077‐587-6140

68 滋賀県 野洲市 10月29日～12月1日 ○

「オレンジリボンキャンペーン」の横断幕を市役所に設置。 子育て家庭支援課(家庭児童相
談室)

077‐587-6140

69 滋賀県 野洲市 11月 ○

ホームページ・広報にて、児童虐待防止月間にかかる啓発 子育て家庭支援課(家庭児童相
談室)

077‐587-6140

70 滋賀県 野洲市 11月上旬 ○

市内、公立保育園・幼稚園において、保護者を対象に啓発イベントを実施し、チラシ、グッズを配布 子育て家庭支援課(家庭児童相
談室)

077‐587-6140

71 滋賀県 野洲市 11月中旬 ○

市内子育てサロンにおいて、啓発イベントを実施し、チラシ、グッズを配布 子育て家庭支援課(家庭児童相
談室)

077‐587-6140

72 滋賀県 野洲市 1月8日

健康推進員養成講座において、児童虐待防止にかかる出前講座を実施 子育て家庭支援課(家庭児童相
談室)

077‐587-6140

73 滋賀県 湖南市 7月9日、10日

市内1か所の中学校3年生を対象に授業実施 子育て支援課児家庭児童相談
室

0748-71-2345

74 滋賀県 湖南市 11月 ○

市広報誌11月号に記事掲載 子育て支援課児家庭児童相談
室

0748-71-2345
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75 滋賀県 湖南市 11月 ○

市内3か所のJR駅にて街頭啓発 子育て支援課児家庭児童相談
室

0748-71-2345

76 滋賀県 高島市 7月1～7日

市独自の児童虐待防止週間を設ける
オレンジリボン七夕・啓発コーナーの設置
市内大型店舗（4か所）にてオレンジリボン等啓発グッズを配布

子ども家庭相談課 0740-25-8517

77 滋賀県 高島市 10月19日

「びわこ高島栗マラソン」啓発コーナー設置（ランナーがゼッケンにオレンジリボンを貼付）
「オレンジリボンたすきリレー」に参加

子ども家庭相談課 0740-25-8517

78 滋賀県 高島市 11月20日 ○

JR駅前（6駅）にてオレンジリボン等啓発グッズを配布 子ども家庭相談課 0740-25-8517

79 滋賀県 高島市 11月1日～30日 ○

市役所において啓発パネル、懸垂幕、横断幕、オレンジリボンツリー
を設置

子ども家庭相談課 0740-25-8517

80 滋賀県 高島市 11月～12月 ○

市内企業・団体に児童虐待防止サポーター募集を呼びかける 子ども家庭相談課 0740-25-8517

81 滋賀県 高島市 11月～12月 ○

市広報誌に児童虐待防止についての記事を掲載
オレンジリボン千羽鶴作成コーナーを設置

子ども家庭相談課 0740-25-8517

82 滋賀県 高島市 通年 ○

市広報誌に児童虐待防止についての記事を掲載
オレンジリボン千羽鶴作成コーナーを設置

子ども家庭相談課 0740-25-8517

83 滋賀県 高島市 通年 ○

市内全保育園・幼稚園・子ども園でCAPワークショップを実施 子ども家庭相談課 0740-25-8517

84 滋賀県 高島市 通年 ○

民生委員児童委員協議会・ファミリーサポートセンター・学童において出前講座開催 子ども家庭相談課 0740-25-8517

85 滋賀県 東近江市 通年 ○

市内幼稚園・保育園で、相談啓発紙芝居の実施。 こども未来部こども相談支援課 0748-24-5663

86 滋賀県 東近江市 通年 ○

市内小学校で、児童虐待防止未然事業ＣＡＰワークショップ実施。 こども未来部こども相談支援課 0748-24-5663

87 滋賀県 東近江市 通年 ○

市作成パンフレットの配布。 こども未来部こども相談支援課 0748-24-5663

88 滋賀県 東近江市 通年 ○

児童虐待防止の出前講座 こども未来部こども相談支援課 0748-24-5663

89 滋賀県 東近江市 4月、2月

市コミュニティチャンネルでこども相談支援課活動の紹介。 こども未来部こども相談支援課 0748-24-5663

90 滋賀県 東近江市 7月、11月 ○

市ＣＡＴＶインフォメ―ションで、こども相談支援課活動の紹介。 こども未来部こども相談支援課 0748-24-5663

91 滋賀県 東近江市 10月17日

オレンジリレーたすきリレーへの参加、応援 こども未来部こども相談支援課 0748-24-5663

92 滋賀県 東近江市 11月14日 ○

虐待未然防止研修を目的として「こどもと子育てを地域で支えるつどい」を開催。 こども未来部こども相談支援課 0748-24-5663
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93 滋賀県 東近江市 11月 ○

滋賀報知新聞広告欄に、児童虐待防止に関する記事を掲載。 こども未来部こども相談支援課 0748-24-5663

94 滋賀県 東近江市 11月 ○

市内公共施設付近にのぼり旗設置。 こども未来部こども相談支援課 0748-24-5663

95 滋賀県 東近江市 11月 ○

市内循環バス車内にポスター掲示。 こども未来部こども相談支援課 0748-24-5663

96 滋賀県 東近江市 11月3日 ○

市役所駐車場で開催される秋祭りで、児童虐待防止を促す缶バッチ作成ブースの出展。 こども未来部こども相談支援課 0748-24-5663

97 滋賀県 東近江市 11月 ○

市広報誌に児童虐待防止関係記事掲載 こども未来部こども相談支援課 0748-24-5663

98 滋賀県 東近江市 11月 ○

ＪＲ駅構内にて、オレンジリボングッズを配布しての啓発 こども未来部こども相談支援課 0748-24-5663

99 滋賀県 米原市 11月1日 ○

市の広報紙において、虐待防止に対する記事、相談窓口を掲載 こども未来部こども家庭課 0749-55-8123

100 滋賀県 米原市 随時 ○

民生児童委員を対象に啓発および役割の説明（市内４地域） こども未来部こども家庭課 0749-55-8123

101 滋賀県 米原市 10月17日

PTA教育講演会でしおり配布 こども未来部こども家庭課 0749-55-8123

102 滋賀県 米原市 11月19日 ○

市内スーパー前で街頭啓発 こども未来部こども家庭課 0749-55-8123

103 滋賀県 米原市 10月14日

オレンジリボンキャラバン隊伝達式の模様をZTVで放映 こども未来部こども家庭課 0749-55-8123

104 滋賀県 日野町 11月23日 ○

「心ふれあう福祉のつどい　2015」わたむきiホール虹にてオレンジリボン・チラシ等配布 福祉課子ども子育て支援担当 0748-52-6573

105 滋賀県 日野町 11月 ○

町広報誌に児童虐待防止関係記事掲載 福祉課子ども子育て支援担当 0748-52-6573

106 滋賀県 竜王町 11月1日 ○

広報「りゅうおう」11月号において「子ども虐待防止」について掲載 健康推進課子ども家庭相談室 0748-58-3722

107 滋賀県 竜王町 11月1日 ○

子育て応援団講演会　竜王町公民館 健康推進課子ども家庭相談室 0748-58-3722

108 滋賀県 竜王町 11月 ○

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室 0748-58-3722

109 滋賀県 竜王町 11月20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室 0748-58-3722

110 滋賀県 竜王町 11月 ○

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室 0748-58-3722
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111 滋賀県 愛荘町 11月 ○

県広報紙において、児童虐待防止に関する県の施策を紹介 子育て世代包括支援センター 0749-42-7661

112 滋賀県 愛荘町 10月

幼稚園児と保護者に対してオレンジリボン運動時の啓発物品の配布 子育て世代包括支援センター 0749-42-7661

113 滋賀県 愛荘町 11月 ○

ショッピングセンターにおいて児童虐待防止啓発を実施 子育て世代包括支援センター 0749-42-7661

114 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予定 保健福祉課 0749-35-8116

115 滋賀県 豊郷町 11月 ○

児童虐待防止推進月間中、町内保育所等に啓発物品を配布予定 保健福祉課 0749-35-8116

116 滋賀県 甲良町 11月 ○

町広報誌に児童虐待防止について掲載
啓発物の窓口設置・配布

保健福祉課 0749-38-5151

117 滋賀県 多賀町 11月1日 ○

児童虐待予防や育児についた内容を広報誌に掲載（全戸配布） 子ども家庭応援センター 0749-48-8137

118 滋賀県 多賀町 11月 ○

児童虐待防止についた内容を有線放送で放送する 子ども家庭応援センター 0749-48-8137

119 滋賀県 多賀町 11月 ○

児童虐待予防について町内を広報車で回り呼びかける 子ども家庭応援センター 0749-48-8137

120 滋賀県 多賀町 11月 ○

多賀町子育て支援ハンドブック（児童虐待予防についても含む）を配布する 子ども家庭応援センター 0749-48-8137

1 京都府 京都府 11月 ○

コンビニエンスストアやショッピングモール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28日、29日 ○

府内大学院生へ事前に講義を行った後に、学生主催の公共政策大学院インゼミ合宿にて、児童虐待防止に関する政策につ
いて学生が進行をしながら参加者とともに議論を行い、報告してもらう。

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

3 京都府 京都府 11月 ○

ヤマト運輸との協同による啓発（配送車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

4 京都府 京都府 11月 ○

郵便局との協同による啓発（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

5 京都府 京都府 11月3日、23日 ○

府内マラソン大会参加選手等への啓発資材配布 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

6 京都府 京都府 11月 ○

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

7 京都府 京都府 11月3日 ○

「京都ヒューマンフェスタ２０１４」でのブース出展 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

8 京都府 京都府 11月 ○

府広報誌、ホームページ、地元ラジオ等による啓発 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589
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9 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

11 京都府 京都府 通年 ○

市町村要保護児童対策地域協議会等の活動への支援の実施 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

12 京都府 京都府 通年 ○

子育て支援関係機関と連携しながら、子育て支援ワンストップサービスの充実のための情報ツールとして、「子育て応援ブッ
ク（仮称）」を策定する。

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

13 京都府 京都府 11月 ○

児童虐待防止啓発のため、のぼり・ミニのぼりの設置、職員オレンジリボンバッジの着用 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

14 京都府 京都府 11月4日、5日 ○

児童虐待防止啓発のため、街頭啓発を実施。（ガーデンモール木津、ＪＲ祝園駅） 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

15 京都府 京都府 11月29日 ○

山城南子育てフェスタを開催し、子育て支援制度やサークル等情報提供、啓発、子どもの発達や子育ての相談を実施。 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

16 京都府 京都府 11月25日 ○

発達障害児支援・虐待未然防止等従事者研修会「子ども・家族支援に役立つ面接の技とコツ」　田辺総合庁舎 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

17 京都府 京都府 11月30日 ○

発達障害児支援・虐待未然防止等従事者研修会「育てにくさを感じる保護者への支援」　乙訓総合庁舎 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

18 京都府 京都府 9月～10月

「前向き子育てプログラム」（子育てに自信が持てなるようにするための連続講座・児童虐待未然防止対策事業：乙訓保健
所）

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

19 京都府 京都府 通年 ○

「すこやか子育て相談」（育児不安の強い母親対してカウンセリングを実施：乙訓保健所） 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

20 京都府 京都府 10月19日

児童虐待未然防止研修「周産期メンタルヘルス事例検討会」 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

21 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（啓発のぼり掲出、ロビー展示、リーフレット・啓発資材等配布：乙訓総合庁舎） 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

22 京都府 京都府 11月～12月 ○

児童虐待未然防止に係る乙訓地域医療機関と保健所・管内市町母子保健担当者連携会議（管内市町・医療機関等との連
携・協働により計画中）

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

23 京都府 京都府 1月

児童虐待未然防止・子育て支援をテーマとした研修会（管内市町関係機関・団体等との連携・協力により実施） 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

24 京都府 京都府 11月27日 ○

南丹管内児童虐待未然防止講演会
テーマ：「社会的養護の子どもたちと要保護児童対策地域協議会」
～入所前及び退所後における地域での支援について～
場　 所：南丹市国際交流会館　コスモホール

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

25 京都府 京都府 11月 ○

南丹保健所ロビーにおいて啓発資材等の展示・PR 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

26 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 075-414-4589
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27 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 075-414-4589

28 京都府 京都府 6月27日

三段池公園にて「やんちゃフェスタ」及び「イクマチ」参加者へ啓発グッズ配付 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

29 京都府 京都府 6月～7月

福知山総合庁舎内及び保健所棟ホールにて「１８９」啓発及びグッズ配付 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

30 京都府 京都府 7月11日

大江町総合会館にて民生児童委員人権研修及び母子福祉推進員研修参加者へ啓発とグッズ配付 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

31 京都府 京都府 7月～1月

おひさまと風の子サロンにて、中丹子育て応援ミニ講座を開催し、啓発及びグッズ配付 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

32 京都府 京都府 8月1日

ハピネス福知山オープニング来庁者等へ啓発グッズ配付 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

33 京都府 京都府 11月3日 ○

交流プラザにて子育て応援講演会参加者へ啓発及びグッズ配付 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

34 京都府 京都府 11月10日 ○

ハピネス福知山にて虐待防止研修会参加者へ啓発グッズ配付 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

35 京都府 京都府 11月20日 ○

大型スーパーにて啓発グッズの配付（市要対協との共催） 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

36 京都府 京都府 11月25日 ○

ハピネス福知山にて虐待防止研修会参加者へ啓発グッズ配付 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

37 京都府 京都府 11月 ○

保健所だより啓発、保健所周囲に啓発横断幕、のぼり掲示、福知山総合庁舎内府民ホールで啓発パネル展示 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

38 京都府 京都府 11月 ○

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 075-414-4589

39 京都府 京都府 11月 ○

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 075-414-4589

40 京都府 京都府 11月 ○

京都府公用車にオレンジリボンステッカーを貼り啓発 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

41 京都府 京都府 11月 ○

中丹東保健所敷地内でオレンジリボンのライトアップ 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

42 京都府 京都府 10月3日

丹後はぐくみフェスティバルにて、パネル展示、啓発物品を設置。 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

43 京都府 京都府 10月25日

伊根町役場前のイベントに合わせてオレンジリボンキャンペーン。啓発物品の配布。 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

44 京都府 京都府 11月6日 ○

ショッピングセンター前にてオレンジリボンキャンペーン。啓発物品の配布。 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589
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45 京都府 京都府 11月11日 ○

ショッピングセンター前にてオレンジリボンキャンペーン。啓発物品の配布。 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

46 京都府 京都府 11月9日 ○

ショッピングセンター前にてオレンジリボンキャンペーン。啓発物品の配布。 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

47 京都府 京都府 11月 ○

保健所庁舎壁面にオレンジリボンライトアップ。玄関前にのぼり設置。 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

48 京都府 福知山市 11月 ○

福知山市広報誌（特集号）に児童虐待防止に関する啓発事項を掲載。 福祉保健部子育て支援課家庭
支援係

0773-22-7066

49 京都府 福知山市 11月 ○

市庁舎内正面・東側出入口付近に児童虐待防止推進月間のノボリ旗を掲出。 福祉保健部子育て支援課家庭
支援係

0773-22-7066

50 京都府 福知山市 11月20日 ○

福知山市内の大型スーパー２店舗において、オレンジリボンキャンペーンの街頭啓発を実施。来店一般市民に対して啓発資
料（独自で準備の啓発用物品等数点）を配布と児童虐待防止の呼びかけ。

福祉保健部子育て支援課家庭
支援係

0773-22-7066

51 京都府 福知山市 11月10日 ○

福知山市要保護児童対策地域協議会が保育園・幼稚園・小中学校教職員等対象の児童虐待防止研修会を実施。来場者に
対して上記の啓発資料を配布。

福祉保健部子育て支援課家庭
支援係

0773-22-7066

52 京都府 福知山市 11月25日 ○

福知山市要保護児童対策地域協議会が福知山市と共催して市民対象の子育て講演会を実施。来場者に対して上記の啓発
資料を配布。

福祉保健部子育て支援課家庭
支援係

0773-22-7066

53 京都府 舞鶴市 11月24日 ○

リーフレットの配布 健康・子ども部子ども支援課 0773-66-2004

54 京都府 綾部市 8月18日

学校保健会と母子保健事業会議にかかる児童虐待の現状説明会 福祉保健部民生児童課 0773‐40‐1088

55 京都府 綾部市 8月21日

京都府児童虐待防止アドバイザー派遣事業
綾部市民生児童委員協議会児童虐待防止講演会

福祉保健部民生児童課 0773‐40‐1088

56 京都府 綾部市 8月25日

綾部市児童虐待対策職員児童虐待防止研修会 福祉保健部民生児童課 0773‐40‐1088

57 京都府 綾部市 10月12日

地域子交流子育てふれあいイベント「ほっとランド事業」の開催 福祉保健部民生児童課 0773‐40‐1088

58 京都府 綾部市 11月～12月 ○

市役所庁舎周辺に児童虐待防止ののぼり旗を設置 福祉保健部民生児童課 0773‐40‐1088

59 京都府 綾部市 11月～12月 ○

市役所庁舎周辺に児童虐待防止の啓発垂れ幕の設置 福祉保健部民生児童課 0773‐40‐1088

60 京都府 綾部市 　11月～12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。 福祉保健部民生児童課 0773‐40‐1088

61 京都府 綾部市 11月～12月 ○

市役所西庁舎玄関に児童虐待防止の啓発看板の設置 福祉保健部民生児童課 0773‐40‐1088

62 京都府 綾部市 11月～12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 福祉保健部民生児童課 0773‐40‐1088
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63 京都府 綾部市 11月9日 ○

綾部市主任児童委員児童虐待防止研修会 福祉保健部民生児童課 0773‐40‐1088

64 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 福祉保健部民生児童課 0773‐40‐1088

65 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。 福祉保健部民生児童課 0773‐40‐1088

66 京都府 綾部市 11月27日 ○

綾部市要保護児童対策地域協議会「児童虐待防止講演会」 福祉保健部民生児童課 0773‐40‐1088

67 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

福祉保健部民生児童課 0773‐40‐1088

68 京都府 宇治市 11月1日 ○

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及び里親制度の紹介 福祉こども部こども福祉課 0774-22-3141

69 京都府 宇治市 11月1日～30日 ○

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

70 京都府 宇治市 11月上旬 ○

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

71 京都府 宇治市 11月上旬 ○

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

72 京都府 宇治市 11月中旬 ○

街頭啓発キャンペーンを実施し、児童虐待防止に関する啓発チラシ及びグッズを配布 福祉こども部こども福祉課 0774-22-3141

73 京都府 宇治市 11月5日～18日 ○

児童虐待防止に係るパネル展示 福祉こども部こども福祉課 0774-22-3141

74 京都府 宇治市 11月１日～30日 ○

児童虐待防止に係る図書を展示 福祉こども部こども福祉課 0774-22-3141

75 京都府 宇治市 11月4日 ○

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、児童虐待防止に係る研修会を実施 福祉こども部こども福祉課 0774-22-3141

76 京都府 宮津市 11月 ○

市ホームページで広報 健康福祉室子育て支援係 0772-45-1621

77 京都府 宮津市 11月 ○

「広報みやづ」11月号で広報 健康福祉室子育て支援係 0772-45-1621

78 京都府 宮津市 11月 ○

市庁舎ほか１カ所で児童虐待防止啓発懸垂幕を掲出 健康福祉室子育て支援係 0772-45-1621

79 京都府 宮津市 11月下旬～12月25日 ○

市公共施設３箇所にオレンジリボンツリーを設置 健康福祉室子育て支援係 0772-45-1621

80 京都府 宮津市 11月 ○

オレンジリボンの着用（宮津市職員・市議会議員他） 健康福祉室子育て支援係 0772-45-1621
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81 京都府 宮津市 11月 ○

啓発ウェットティッシュの窓口配架（国ハンドブックと同封） 健康福祉室子育て支援係 0772-45-1621

82 京都府 宮津市 11月1日 ○

宮津市民駅伝競走大会でのオレンジリボンタスキの使用 教育委員会事務局総括室社会
教育係

0772-45-1642

83 京都府 亀岡市 11月 ○

「ヒューマンフェスタ」「ゆう・あいフォーラム」開催会場にて、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。

子育て支援課 0771-25-5027

84 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。 子育て支援課 0771-25-5027

85 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。 子育て支援課 0771-25-5027

86 京都府 城陽市 通年 ○

市作成のリーフレット配布 子育て支援課 0774-56-4036

87 京都府 城陽市 　10月20日～11月30日 ○

こんにちは赤ちゃん事業でオレンジリボンの配布 子育て支援課 0774-56-4036

88 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 健康福祉部子育て支援課 075-931-1111

89 京都府 向日市 11月 ○

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 健康福祉部子育て支援課 075-931-1111

90 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 健康福祉部子育て支援課 075-931-1111

91 京都府 向日市 11月15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 健康福祉部地域福祉課 075-931-1111

92 京都府 長岡京市 11月1日 ○

市広報紙に児童虐待防止のための記事を掲載 健康福祉部こども福祉課 075-955-9558

93 京都府 長岡京市 11月 ○

市ホームページに児童虐待防止のための記事を掲載 健康福祉部こども福祉課 075-955-9558

94 京都府 八幡市 11月27日 ○

児童虐待防止講演会の開催（開催場所：八幡市文化センター、テーマ：未定、対象：市民） 子育て支援課 075-983-1111

95 京都府 八幡市 11月中旬 ○

虐待通告啓発用ポケットティッシュの街頭配布 子育て支援課 075-983-1111

96 京都府 八幡市 11月 ○

市役所本庁敷地内に児童虐待防止推進月間用の旗の設置 子育て支援課 075-983-1111

97 京都府 八幡市 11月 ○

八幡市の広報紙に児童虐待防止推進月間についての記事を掲載 子育て支援課 075-983-1111

98 京都府 八幡市 12月初旬

八幡人権フェスタにおいて虐待通告啓発用ブースの設置（八幡人権・交流センター） 子育て支援課 075-983-1111
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99 京都府 八幡市 8月

京都府児童虐待防止アドバイザー派遣事業（開催場所：八幡市文化センター、テーマ：児童虐待対応の技術力向上に関する
こと、対象：要対協の構成機関）

子育て支援課 075-983-1111

100 京都府 京田辺市 通年 ○

啓発グッツの作成（オレンジリボン、ティッシュ、啓発パンフレット） 子育て支援課 0774-64-1377

101 京都府 京田辺市 5月28日

同志社女子大学での講義（京田辺市の子育て施策） 子育て支援課 0774-64-1378

102 京都府 京田辺市 7月1日

「児童相談所全国共通ダイヤルの３桁化」周知 子育て支援課 0774-64-1379

103 京都府 京田辺市 7月中旬

「SOSカード」配布・配架　（公立小学校３年生、公立小学校９校） 子育て支援課 0774-64-1380

104 京都府 京田辺市 8月～12月 ○

オレンジリボン運動（民生委員によるオレンジリボンの作成、市職員等関係機関によるオレンジリボンの着用） 子育て支援課 0774-64-1381

105 京都府 京田辺市 9月6日

歯のひろば展示「子育てを楽しもう」（子育て支援・虐待防止）、啓発物配布 子育て支援課 0774-64-1382

106 京都府 京田辺市 10月6日

地域の子育てサロン「遊びの出前」：同志社女子大学企画（１回目） 子育て支援課 0774-64-1383

107 京都府 京田辺市 10月24日

保育のつどい：啓発物配布、缶バッチの作成（同志社女子大学参加） 子育て支援課 0774-64-1384

108 京都府 京田辺市 10月30日

街頭啓発（２か所）啓発物配布（リボン、リーフレット、ティッシュ） 子育て支援課 0774-64-1385

109 京都府 京田辺市 11月 ○

①庁舎に横断幕の設置、庁舎ロビーにオレンジリボンツリー、のぼりの設置等　　②のぼりの設置（消防署、警察署、田辺中
央病院、地区公民館、保健センター）③広報京たなべ広報活動

子育て支援課 0774-64-1386

110 京都府 京田辺市 11月19日 ○

研修会「京田辺市民生児童委員分野別研修会」 子育て支援課 0774-64-1387

111 京都府 京田辺市 11月22日 ○

子育て講演会（京田辺市社会福祉協議会主催：共催事業） 子育て支援課 0774-64-1388

112 京都府 京田辺市 10月6日

地域の子育てサロン「遊びの出前」：同志社女子大学企画（２回目） 子育て支援課 0774-64-1389

113 京都府 京田辺市 未定

親子の居場所づくり（京田辺市社会福祉協議会主催：協力事業） 子育て支援課 0774-64-1390

114 京都府 京丹後市 11月6日 ○

講演会　テーマ：「児童虐待対応に必要な法的知識」予定
　　　　　　講師：峯本　耕治　弁護士
　　　　　　開催場所：大宮町アグリセンター

教育委員会事務局子ども未来
課

0772-69-0340

115 京都府 京丹後市 11月6日 ○

講演会において児童虐待防止の冊子・オレンジリボンを配布 教育委員会事務局子ども未来
課

0772-69-0341

116 京都府 京丹後市 11月 ○

市広報誌に児童虐待防止について掲載 教育委員会事務局子ども未来
課

0772-69-0342
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117 京都府 京丹後市 11月、12月 ○

オレンジリボンキャンペーンとして真っ白の大きなツリーにオレンジリボンを付け、児童虐待防止ＰＲを行う 教育委員会事務局子ども未来
課

0772-69-0343

118 京都府 京丹後市 11月 ○

オレンジリボンキャンペーンとして子ども未来課職員がオレンジのスカーフ等をつけ、児童虐待防止ＰＲを行う 教育委員会事務局子ども未来
課

0772-69-0344

119 京都府 京丹後市 11月 ○

オレンジリボンキャンペーンとして市職員・学校職員等がオレンジリボンをつけ、児童虐待防止ＰＲを行う 教育委員会事務局子ども未来
課

0772-69-0345

120 京都府 京丹後市 11月 ○

オレンジリボンキャンペーンとしてオレンジの風船を市民局・福祉事務所等に配架し、児童虐待防止ＰＲを行う 教育委員会事務局子ども未来
課

0772-69-0346

121 京都府 京丹後市 11月・通年 ○

両親学級において、オレンジリボン・パンフレットを配布し、ＰＲを行う 健康長寿福祉部健康推進課 0772-69-0347

122 京都府 京丹後市 11月・通年 ○

各市民局等において、市民に向けオレンジリボン・パンフレットを配架しＰＲを行う 教育委員会事務局子ども未来
課

0772-69-0348

123 京都府 南丹市 11月 ○

スーパー前等において、児童虐待防止に関する啓発物品等の配布 市民福祉部子育て支援課子育
て支援係

0771-68-0017

124 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。 子育て支援課 0774-75-1212

125 京都府 木津川市 11月 ○

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。 子育て支援課 0774-75-1212

126 京都府 木津川市 12月以降

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る。 子育て支援課 0774-75-1212

127 京都府 久御山町 11月 ○

オレンジリボン等啓発物品の配布 住民福祉課 075-631-9902

128 京都府 井手町 7月27日

いづみふれあい学級[第２回]　開催場所：いづみ人権交流センター
講演テーマ　「子どもの人権～しつけと児童虐待～」
講師　京都府宇治児童相談所所長　鎌田得宏さん

社会教育課 0774-82-5700

129 京都府 井手町 9月8日

人権学習会　開催場所：いづみ人権交流センター
講演テーマ　　「子育て　親育て　～子どもの心に目を向けてみませんか～」、講師　元奈良市立幼稚園長　八木　定子さん

いづみ人権交流センター 0774-82-3380

130 京都府 井手町 11月7日、8日 ○

啓発物品（マグネットクリップ・ボールペン・ティッシュ）を町文化祭で来場者に配布 いづみ人権交流センター 0774-82-3380

131 京都府 井手町 11月１日～30日 ○

町内全域にのぼり旗設置 いづみ児童館 0774-82-4112

131 京都府 与謝野町 11月20日 ○

DV被害者支援講座会場にて府作成啓発グッズ配布 福祉課 0772-43-1513

132 京都府 宇治田原町 11月1日 ○

町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 0774-88-6635

133 京都府 宇治田原町 11月28日 ○

町文化センターで実施予定の親子向けコンサートでのリーフレット等啓発資材の配付 福祉課 0774-88-6635
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134 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 0774-78-3001

135 京都府 和束町 11月 ○

窓口にて、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 0774-78-3001

136 京都府 和束町 11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 0774-78-3001

137 京都府 精華町 11月16日 ○

せいか祭りにおいて、地域住民に児童虐待防止啓発用品（ポケットティッシュ等）を配布 健康福祉環境部子育て支援課 0774-95-1917

138 京都府 精華町 11月 ○

庁舎への懸垂幕掲示 健康福祉環境部子育て支援課 0774-95-1917

139 京都府 精華町 11月 ○

公用車へのオレンジリボンマグネットの掲示 健康福祉環境部子育て支援課 0774-95-1917

140 京都府 精華町 11月 ○

１１月号広報及びHPに虐待防止啓発記事掲載 健康福祉環境部子育て支援課 0774-95-1917

141 京都府 精華町 11月 ○

庁舎内に児童虐待防止啓発用品（ポケットティッシュ等）の設置 健康福祉環境部子育て支援課 0774-95-1917

142 京都府 精華町 11月27日 ○

講演会の開催（一般住民、関係各機関対象）
テーマ：子どもの性の安全のために
講演会会場における、児童虐待防止啓発用品の配布

健康福祉環境部子育て支援課 0774-95-1917

143 京都府 精華町 7月2日

研修会の開催（要対協実務者、学校・幼稚園教職員、保育士等対象）
テーマ：親子支援の難しさ、ネットワークの大切さ

健康福祉環境部子育て支援課 0774-95-1917

144 京都府 精華町 12月

研修会の開催（要対協実務者、学校・幼稚園教職員、保育士等対象）
テーマ：児童家庭相談の技術向上に関すること

健康福祉環境部子育て支援課 0774-95-1917

145 京都府 南山城村 11月23日 ○

村イベントでパンフレット等配布で啓発 保健福祉課 0743-93-0104

146 京都府 南山城村 11月 ○

窓口でパンフレットで啓発。 保健福祉課 0743-93-0104

147 京都府 京丹波町 毎月1回 ○

広報紙お知らせ版において、｢虐待防止相談窓口｣(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 子育て支援課 0771-82-1394

148 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 子育て支援課 0771-82-1394

149 京都府 京丹波町 10月25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

子育て支援課 0771-82-1394

150 京都府 与謝野町 10月23日

町広報紙へ児童虐待防止推進月間周知記事掲載 福祉課 0772-43-1513

151 京都府 与謝野町 11月6日 ○

京都府丹後保健所との共催でオレンジリボンキャンペーンとして、スーパー前で啓発物品配布 福祉課 0772-43-1513
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152 京都府 与謝野町 未定

児童相談研修会会場にて啓発グッズ配布予定 福祉課 0772-43-1513

1 大阪府 大阪府 11月1日 ○

≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
太陽の塔・大阪城のライトアップを実施する予定。

福祉部子ども室家庭支援課 06-6944-6675

2 大阪府 大阪府 11月2日 ○

≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
啓発グッズの配布等の街頭キャンペーンを実施予定。

福祉部子ども室家庭支援課 06-6944-6675

3 大阪府 大阪府 11月 ○

≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
その他、府民参加型イベントや、各種メディアを利用した広報をする予定。

福祉部子ども室家庭支援課 06-6944-6675

4 大阪府 岸和田市 11月1日 ○

市の広報紙に児童虐待防止推進月間の記事を掲載 児童福祉部児童育成課 072-423-9625

5 大阪府 池田市 11月 ○

市庁舎にオレンジリボンキャンペーンのタペストリー及びのぼりを掲示 子ども・健康部子育て支援課 072-754-6525

6 大阪府 池田市 11月 ○

市職員にオレンジリボンを配布し、名札等に着けてもらうことでオレンジリボンキャンペーンをアピール 子ども・健康部子育て支援課 072-754-6525

7 大阪府 池田市 通年 ○

4か月児健診において、子育て支援情報及び相談窓口等を周知するためのリーフレットを配布 子ども・健康部子育て支援課 072-754-6525

8 大阪府 吹田市 11月中旬 ○

≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
啓発グッズの配布等の街頭キャンペーンを実施予定。

こども部子育て支援室 06-6384-1472

9 大阪府 吹田市 11月12日 ○

児童虐待防止講演会を開催し、来場者に啓発グッズ等を配布
ﾃｰﾏ「子どもの貧困の現状と児童虐待～私たちができること～」
場所：千里山コミュニティセンター

こども部子育て支援室 06-6384-1472

10 大阪府 泉大津市 11月1日 ○

市広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載 健康福祉部こども未来課 0725-33-9059

11 大阪府 泉大津市 11月15日 ○

ふれあい健康まつりにてオレンジリボンキャンペーンを実施 健康福祉部こども未来課 0725-33-9059

12 大阪府 泉大津市 4月14日

市内保育所・幼稚園・小中学校その他の機関にリーフレットを配布 健康福祉部こども未来課 0725-33-9059

13 大阪府 貝塚市 11月18日 ○

講演会「幸せって何だっけ？～大人も元気で子どもも元気～」　講師：島田妙子氏（（株）イージェット）　場所：貝塚市保健・福
祉合同庁舎　※要申込

子ども福祉課 072-433-7022

14 大阪府 守口市 11月10日 ○

≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
啓発グッズの配布等の街頭キャンペーンを実施予定。

こども部子育て支援課 06-6992-1655

15 大阪府 茨木市 10月23日～24日

「いばらきＫｏｋｏ（子育て・子育ち）フェスティバル」でオレンジリボンキャンペーンを周知するため、子育て支援総合センターで
市民参加のプラバンコーナーを設置。

こども育成部子育て支援課子育
て支援総合センター

072-622-6638

16 大阪府 茨木市 11月1日 ○

広報いばらき11月号に児童虐待を発見した場合の通告先・相談窓口、児童虐待防止推進月間の行事を掲載。 こども育成部子育て支援課子育
て支援総合センター

072-622-6638

17 大阪府 茨木市 11月1日～30日 ○

市民参加のペナント作成コーナーを設置。子どもへのメッセージを書いたカードを貼りつける。作成場所：子育て支援総合セ
ンター内（ぽっぽルーム）

こども育成部子育て支援課子育
て支援総合センター

072-622-6638
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18 大阪府 茨木市 11月1日～30日 ○

市民参加によるオレンジリボンのツリーを設置。
設置場所：市役所本館・南館、合同庁舎、男女共生センターローズＷＡＭ、、生涯学習センターきらめき。（ローズＷＡＭでは、
パープルリボン「女性に対する暴力をなくす運動のシンボル」と合わせたWリボンツリーを設置。
※別途、６公立保育所でも作成。

こども育成部子育て支援課子育
て支援総合センター

072-622-6638

19 大阪府 茨木市 11月1日～30日 ○

ポスターの掲示
児童虐待を発見した時の茨木市の通告先、相談窓口連絡先を標示したシールを国の啓発ポスターに貼り、関係機関等で掲
示。

こども育成部子育て支援課子育
て支援総合センター

072-622-6638

20 大阪府 茨木市 11月1日～30日 ○

公用車28台に児童虐待防止推進月間啓発マグネットシートの貼付け。 こども育成部子育て支援課子育
て支援総合センター

072-622-6638

21 大阪府 茨木市 11月1日～30日 ○

児童虐待防止推進月間啓発懸垂幕の掲出。
場所：市役所本庁舎 　東側壁面

こども育成部子育て支援課子育
て支援総合センター

072-622-6638

22 大阪府 茨木市 11月1日～30日 ○

児童の福祉に関連する職務に従事する職員がオレンジリボンを着用。 こども育成部子育て支援課子育
て支援総合センター

072-622-6638

23 大阪府 茨木市 11月5日、 6日、11日 ○

○「児童虐待防止」街頭啓発キャンペーン
　11月5日(木）午前11時～正午　場所：イオン茨木ショッピングセンター
　11月11日(水）午前11時～正午　場所：茨木阪急本通商店街
○「茨木市虐待防止」街頭啓発キャンペーン
　11月6日(金）午後6時～7時　場所：阪急茨木・ＪＲ茨木両駅前
※児童虐待だけでなく、女性・障害者・高齢者への虐待・暴力の根絶に向けて、茨木市、茨木市要保護児童対策地域協議
会、茨木市ＤＶ防止ネットワーク連絡会、茨木市障害者・高齢者虐待防止ネットワーク連絡会とのコラボレーションで実施。
□茨木市子育て支援応援キャラクター「いばらっきーちゃん」の着ぐるみ、茨木童子の着ぐるみが登場します。

こども育成部子育て支援課子育
て支援総合センター

072-622-6638

24 大阪府 茨木市 11月21日 ○

茨木市ＰＴＡ大会で「児童虐待リフレット」を配布する。
場所：市民会館　　参加者：約６００人

こども育成部子育て支援課子育
て支援総合センター

072-622-6638

25 大阪府 茨木市 平成28年1月

「児童虐待防止啓発マグネット」の全戸配布（約13万世帯） こども育成部子育て支援課子育
て支援総合センター

072-622-6638

26 大阪府 八尾市 10月～11月 ○

市内を走る路線バスにて、児童虐待防止啓発広告を掲載する。 こども未来部 地域子育て支援
課子育て総合支援ネットワーク
センター

072-924-9892

27 大阪府 八尾市 10月～11月 ○

オレンジリボンのマグネットを公用車に貼付する。 こども未来部 地域子育て支援
課子育て総合支援ネットワーク
センター

072-924-9892

28 大阪府 八尾市 10月～11月 ○

市政だより（11月号）とともに、児童虐待防止啓発クリアファイルを全戸配布する。 こども未来部 地域子育て支援
課子育て総合支援ネットワーク
センター

072-924-9892

29 大阪府 八尾市 11月 ○

市政情報等を放送するコミュニティＦＭの番組を通じ、児童虐待防止に関するＰＲを行う。 こども未来部 地域子育て支援
課子育て総合支援ネットワーク
センター

072-924-9892

30 大阪府 八尾市 11月 ○

市役所本庁１階に設置されている、書類交付申請等のための番号表示用スクリーンにて啓発広告を掲示（パープルリボン啓
発と共同にて実施）。

こども未来部 地域子育て支援
課子育て総合支援ネットワーク
センター

072-924-9892

31 大阪府 八尾市 11月 ○

市自治会や関係機関を通じて啓発ポスターを市掲示板等に掲示する。 こども未来部 地域子育て支援
課子育て総合支援ネットワーク
センター

072-924-9892

32 大阪府 八尾市 11月2日 ○

市内の３駅の駅前にて街頭キャンペーンを行い、児童虐待防止啓発グッズを配布する。 こども未来部 地域子育て支援
課子育て総合支援ネットワーク
センター

072-924-9892

33 大阪府 八尾市 11月5日 ○

「少年を守る日」の街頭キャンペーンにて啓発物品を配布するにあたり、児童虐待防止啓発グッズも配布する。 こども未来部 地域子育て支援
課子育て総合支援ネットワーク
センター

072-924-9892
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34 大阪府 八尾市 11月27日 ○

講師を招へいし、自らの被虐待経験を中心とした内容の一般向け児童虐待防止講演会を実施する。 こども未来部 地域子育て支援
課子育て総合支援ネットワーク
センター

072-924-9892

35 大阪府 泉佐野市
11月4日

（予備日：5日）
○

南海本線泉佐野駅前において啓発物品【ﾋﾞﾆｰﾙ製手提げ袋に110番ﾘｰﾌﾚｯﾄ、189ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ、ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝ、ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ⇒（人
権啓発又は生活排水対策啓発）】の配布

こども部子育て支援課 072-463-1212

36 大阪府 泉佐野市 11月19日 ○

泉佐野市要保護児童対策地域協議会講演会において啓発物品【ﾋﾞﾆｰﾙ製手提げ袋に110番ﾘｰﾌﾚｯﾄ、189ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ、ｵﾚﾝｼﾞﾘ
ﾎﾞﾝ、ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ⇒（人権啓発又は生活排水対策啓発）】の配布

こども部子育て支援課 072-463-1212

37 大阪府 富田林市 11月 ○

市内ショッピングモールにおいて児童虐待防止啓発グッズ等の配布 子育て福祉部こども未来室相談
係

0721-25-1000

38 大阪府 富田林市 11月 ○

市内の駅前において児童虐待防止啓発グッズ等の配布 子育て福祉部こども未来室相談
係

0721-25-1000

39 大阪府 富田林市 11月 ○

庁舎1階モニターに児童虐待防止月間の周知を図る広報を放映 子育て福祉部こども未来室相談
係

0721-25-1000

40 大阪府 寝屋川市 11月 ○

市民を対象とした児童虐待防止のための講演会を開催。大阪府からの提供物品及び市で作成したシャープペンシル等を配
布する。

保健福祉部こども室 072-838-0466

41 大阪府 寝屋川市 11月2日～11月30日 ○

児童虐待防止啓発用の横断幕を鉄道駅前に設置する。 保健福祉部こども室 072-838-0466

42 大阪府 寝屋川市 11月2日～11月30日 ○

児童虐待防止啓発用ののぼりを市内の公共施設で設置する。 保健福祉部こども室 072-838-0466

43 大阪府 寝屋川市 11月2日 ○

寝屋川市内の鉄道４駅前において、大阪府からの提供物及び市で作成したシャープペンシル等の啓発物品を配布する。 保健福祉部こども室 072-838-0466

44 大阪府 河内長野市 11月19日 ○

里親シンポジウム　　（参加者に児童虐待防止啓発グッズや里親制度に関するリーフレット等の配布） 子ども・福祉部子ども子育て課 0721-53-1111

45 大阪府 松原市 11月25日 ○

児童虐待防止推進月間講演会「児童虐待に関すること」を開催予定。 福祉部子ども未来室 072-337-3118

46 大阪府 松原市 11月 ○

児童虐待防止推進月間のぼり旗の設置をする予定。 福祉部子ども未来室 072-337-3118

47 大阪府 松原市 11月 ○

市内大型スーパーの店頭にてリーフレット等を配布する予定。 福祉部子ども未来室 072-337-3118

48 大阪府 大東市 11月10日 ○

ポップタウン住道オペラパーク　スペイン広場にて啓発グッズ・児童虐待防止の風船の配布等の街頭キャンペーンを実施予
定。

福祉・子ども部子ども室家庭児
童相談室

072-875-8101

49 大阪府 大東市 11月4日 ○

大東市立市民会館キラリエホールにて市民啓発講座「下地先生のお母さま、大丈夫ですよ～子育て２５のヒント～」を実施予
定。

福祉・子ども部子ども室家庭児
童相談室

072-875-8101

50 大阪府 和泉市 11月 ○

幼稚園児、保育園児が作成したオレンジリボンを保護者、市民、小中学校職員に配布する。 教育委員会こども部こども未来
室

0725-99-8135

51 大阪府 和泉市 11月6日 ○

市内にある4駅で、児童虐待防止街頭キャンペーンを実施する。 教育委員会こども部こども未来
室

0725-99-8135
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52 大阪府 和泉市 11月 ○

市広報紙に児童虐待防止啓発記事を掲載する。 教育委員会こども部こども未来
室

0725-99-8135

53 大阪府 箕面市 11月7日 ○

阪急箕面駅前、市内ショッピングモール等で、児童虐待防止の啓発チラシ、講演会の案内や啓発グッズ等を配布 子ども未来創造局男女協働・家
庭支援室

072-724-6233

54 大阪府 箕面市 11月28日 ○

講演会（家族のチカラ、団士郎さん講演）を実施 子ども未来創造局男女協働・家
庭支援室

072-724-6233

55 大阪府 箕面市 11月 ○

市内公共施設窓口に、オレンジリボンのミニのぼり旗、公用車にステッカー設置 子ども未来創造局男女協働・家
庭支援室

072-724-6233

56 大阪府 箕面市 10月下旬 ○

市内保育所、幼稚園、小中学校等の全自動・生徒に市作成の啓発チラシを配布 子ども未来創造局男女協働・家
庭支援室

072-724-6233

57 大阪府 柏原市 11月 ○

児童虐待防止に関する研修会を開催 こども未来部こども政策課 072-943-4811

58 大阪府 羽曳野市 11月11日 ○

駅周辺にて啓発グッズの配布等の街頭キャンペーンを実施予定。
公用車に児童虐待の通告先を書いたポスターを貼り、宣伝。

市長公室こども未来室こども課 072-958-1111

59 大阪府 門真市 11月7日 ○

ＰＴＡ協議会にて行われる虐待関係の講演会会場にて、児相ダイヤル周知及びオレンジリボン販売予定 こども未来部子育て支援課家庭
児童相談センター

06-6902-6148

60 大阪府 門真市 11月8日 ○

本市のスポーツレクリエーション大会にて、啓発グッズやチラシの配布予定 こども未来部子育て支援課家庭
児童相談センター

06-6902-6148

61 大阪府 門真市 11月11日 ○

本市の市民大学において、子育て関係の講義を行う際にグッズの配布や周知啓発実施予定 こども未来部子育て支援課家庭
児童相談センター

06-6902-6148

62 大阪府 摂津市 10月30日～11月27日 ○

市役所庁舎にオレンジリボンの懸垂幕とのぼりを掲示 教育委員会教育総務部子育て
支援課

072-631-9633

63 大阪府 摂津市 11月9日～11月24日 ○

摂津市立コミュニティプラザにおいてオレンジリボンの展示 教育委員会教育総務部子育て
支援課

072-631-9633

64 大阪府 摂津市 11月 ○

花壇等にオレンジ系の花を栽培 教育委員会教育総務部子育て
支援課

072-631-9633

65 大阪府 摂津市 11月 ○

ＪＲ千里丘駅前にオレンジリボンの横断幕を設置 教育委員会教育総務部子育て
支援課

072-631-9633

66 大阪府 摂津市 11月 ○

近鉄バスと阪急バスの市内循環バスにオレンジリボンのマグネットシートの貼付 教育委員会教育総務部子育て
支援課

072-631-9633

67 大阪府 摂津市 11月11日 ○

ＪＲ千里丘駅前で市作成のオレンジリボン啓発チラシを配る 教育委員会教育総務部子育て
支援課

072-631-9633

68 大阪府 高石市 11月9日 ○

ショッピングセンターにおいて児童虐待防止啓発パンフレット等を配布 保健福祉部子育て支援課 072-275-6476

69 大阪府 高石市 11月 ○

市役所庁内はじめ市内公共施設、学校、幼稚園、医療機関等に児童虐待防止に関するオレンジリボンの啓発用幟旗の設置 保健福祉部子育て支援課 072-275-6476
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70 大阪府 高石市 11月 ○

市職員の名札等にオレンジリボン着用 保健福祉部子育て支援課 072-275-6476

71 大阪府 高石市 平成28年1月～2月

児童虐待を未然に防止するための親支援プログラム（コモンセンス・ペアレンティング）6回講座の開催 保健福祉部子育て支援課 072-275-6476

72 大阪府 藤井寺市 11月 ○

児童虐待防止推進月間啓発マグネットシートの公用車への添付、懸垂幕の掲示 健康福祉部こども育成室子育て支
援課

072-939-1162

73 大阪府 藤井寺市 11月 ○

虐待防止推進月間キャンペーン　　機関向け研修会・街頭キャンペーン（啓発グッズ配布） 健康福祉部こども育成室子育て支
援課

072-939-1162

74 大阪府 泉南市 11月25日 ○

市民啓発として 「里親制度について」を予定。 健康福祉部保育子育て支援課 072-485-1586

75 大阪府 四條畷市 11月11日 ○

JR四条畷駅、忍ケ丘駅前において、児童虐待防止推進月間のリーフレット等を配布。 健康福祉部子ども室子育て総合
支援センター

072-877-5455

76 大阪府 四條畷市 11月 ○

JR忍ケ丘駅前のLED表示機に児童虐待防止推進月間の案内を掲載。 健康福祉部子ども室子育て総合
支援センター

072-877-5455

77 大阪府 四條畷市 11月24日 ○

子育て応援講演会、テーマ：『スター・ペアレンティング～たたかず　甘やかさず　楽しく　子育てする方法～』、講師：NPO法人
女性と子どものエンパワメント関西　井山　里美氏、場所：四條畷市立市民総合センター。講演会の参加者に児童相談所全
国共通ダイヤル等のリーフレットを配布。

健康福祉部子ども室子育て総合
支援センター

072-877-5455

78 大阪府 四條畷市 年2回 ○

ファン・フレンズ・プログラムを実施、場所：市立忍ヶ丘保育所、市立岡部保育所、畷すずらん保育園、なわてすみれ園 健康福祉部子ども室子育て総
合支援センター

072-877-5455

79 大阪府 四條畷市 7月～8月

小学生版ファン・フレンズ・プログラムを実施、場所：子育て総合支援センター 健康福祉部子ども室子育て総
合支援センター

072-877-5455

80 大阪府 四條畷市 5月～7月、11月～12月 ○

前向き子育てプログラム“グループトリプルP” を実施、場所：子育て総合支援センター 健康福祉部子ども室子育て総
合支援センター

072-877-5455

81 大阪府 四條畷市
4月、6月～7月、9月、
11月～12月、1～2月

○

親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがきた!” を実施、場所：子育て総合支援センター 健康福祉部子ども室子育て総
合支援センター

072-877-5455

82 大阪府 四條畷市 10月

10月号広報誌に11月の児童虐待防止推進月間の案内を掲載。 健康福祉部子ども室子育て総
合支援センター

072-877-5455

83 大阪府 交野市 11月8日 ○

市が主催する健康福祉フェスティバルのイベントにてリーフレット等の配布を行う 健やか部子育て支援課 072-893-6406

84 大阪府 交野市 11月10日 ○

交野市立保健福祉総合センターにて、児童虐待予防及び子育てをテーマとした講演会を市民対象に開催 健やか部子育て支援課 072-893-6406

85 大阪府 交野市 11月18日 ○

河内磐船駅・星田駅前にて、リーフレット・啓発グッズ等の配布を行う街頭キャンペーンを実施 健やか部子育て支援課 072-893-6406

86 大阪府 交野市 11月 ○

公用車に児童虐待防止を呼びかけるステッカーを掲示 健やか部子育て支援課 072-893-6406

87 大阪府 交野市 11月 ○

市広報に児童虐待防止啓発記事記載 健やか部子育て支援課 072-893-6406
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88 大阪府 大阪狭山市 10月24日

ぽっぽえんまつりで、オレンジリボンと啓発用グッズの配布 教育部子ども育成室 072-366-0011

89 大阪府 大阪狭山市 11月14日 ○

産業まつりで、オレンジリボンと啓発用グッズの配布 教育部子ども育成室 072-366-0011

90 大阪府 大阪狭山市 11月28日 ○

こどもフェスティバルで、オレンジリボンと啓発用グッズの配布 教育部子ども育成室 072-366-0011

91 大阪府 大阪狭山市 11月 ○

本庁舎玄関において、市のキャラクターさやりんが啓発のたすきをかける。　　　また、1日のみ、庁舎内をさやりんの着ぐるみ
が、啓発のたすきをかけ、グッズを配布

教育部子ども育成室 072-366-0011

92 大阪府 阪南市 11月2日 ○

街頭キャンペーン 福祉部こども家庭課 072-470-1400

93 大阪府 阪南市 11月 ○

広報１１月号掲載予定 福祉部こども家庭課 072-470-1400

94 大阪府 阪南市 7月31日

児童虐待防止講演会実施 福祉部こども家庭課 072-470-1400

95 大阪府 島本町 11月4日 ○

≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
啓発グッズの配布等の街頭キャンペーンを実施予定。

教育こども部子育て支援課 075-962-7461

96 大阪府 豊能町 10月19日

≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
講演会を開催

教育支援課子ども支援室 072-739-3427

97 大阪府 豊能町 11月 ○

≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
11月8日　とよのまつり　において児童虐待防止の周知及び啓発グッズの配布

教育支援課子ども支援室 072-739-3427

98 大阪府 能勢町 11月 ○

町広報誌に児童虐待防止啓発記事を掲載 健康福祉部福祉課 072-731-2150

99 大阪府 忠岡町 11月1日 ○

町広報紙において、児童虐待防止推進月間の啓発に併せ関連記事掲載 教育部子育て支援課 0725-22-1122

100 大阪府 忠岡町 11月26日 ○

「（仮）児童虐待と貧困問題について」について関係機関と研修会を開催 教育部子育て支援課 0725-22-1122

101 大阪府 熊取町 11月6日 ○

≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
啓発グッズの配布等の街頭キャンペーンを実施予定。

健康福祉部子育て支援課 072-452-6814

102 大阪府 田尻町 11月2日 ○

≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
啓発グッズの配布等の街頭キャンペーンを実施予定。

民生部こども課 072-466-5013

103 大阪府 岬町 通年 ○

児童虐待防止啓発グッズの窓口設置 しあわせ創造部子育て支援課 072-492-2709

104 大阪府 太子町 11月8日 ○

町内のイベントにて、オレンジリボンの啓発物品を配布 福祉室福祉グループ 0721-98-5519

105 大阪府 太子町 11月 ○

庁舎内にオレンジリボンの啓発コーナーを設置 福祉室福祉グループ 0721-98-5519
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106 大阪府 太子町 11月 ○

町内にある学校園の児童生徒・保護者へ虐待防止啓発物品を配布 福祉室福祉グループ 0721-98-5519

107 大阪府 太子町 11月 ○

広報紙に児童虐待防止推進月間の記事を掲載 福祉室福祉グループ 0721-98-5519

108 大阪府 河南町 11月21日 ○

2015かなんフェスティバル　啓発活動啓発グッズの配布とオレンジリボンキャンペーンの周知　［町立総合体育館］ 教・育部こども１ばん課 0721-93-2500

109 大阪府 河南町 11月 ○

オレンジリボンキャンペーン［町役場庁舎内町民ホール周辺のぼり設置］ 〃 〃

110 大阪府 千早赤阪村 10月24日、25日

「ふれあい展・コンサート」の会場(くすのきホール）において、ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝ活動の周知・児童虐待防止推進月間の啓発ｸﾞｯｽﾞ等
の配布を行う街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを実施。

健康福祉課 0721-72-0081

111 大阪府 千早赤阪村 11月 ○

児童虐待防止推進月間周知のために、健康福祉課職員が児童虐待防止ジャンパーを着用し執務。 健康福祉課 0721-72-0081

1 兵庫県 兵庫県 11月 ○

県総合庁舎等（２０カ所）で懸垂幕、横断幕を掲出 健康福祉部こども局児童課 078-362-3203

2 兵庫県 兵庫県 11月7日 ○

Jリーグヴィッセル神戸ホームゲーム時にスタジアムオーロラビジョンにて啓発メッセージ掲出等 健康福祉部こども局児童課 078-362-3203

3 兵庫県 兵庫県 11月12日、2月18日 ○

医療関係者などを対象にする児童虐待対応実践研修会の実施 健康福祉部こども局児童課 078-362-3203

4 兵庫県 兵庫県 12月

2016年度「オレンジリボン」オリジナル年賀はがき作成 健康福祉部こども局児童課 078-362-3203

5 兵庫県 姫路市 11月13日 ○

児童虐待フォーラムを開催　　姫路キャスパホール 健康福祉局こども育成部こども
支援課

079-221-2144

6 兵庫県 姫路市 11月13日 ○

児童虐待防止街頭キャンペーン活動を実施　　姫路駅前 健康福祉局こども育成部こども
支援課

079-221-2144

7 兵庫県 姫路市 11月1日～30日 ○

市役所本庁舎西玄関に横断幕を掲示 健康福祉局こども育成部こども
支援課

079-221-2144

8 兵庫県 姫路市 11月1日～30日 ○

公用車に「児童虐待・24時間ホットライン」のマグネットシートを貼り広報 健康福祉局こども育成部こども
支援課

079-221-2144

9 兵庫県 姫路市 11月1日～30日 ○

啓発用のぼり旗の設置　（市役所本庁舎、こども園・保育所・幼稚園・小中学校・児童養護施設・地域子育て支援拠点施設） 健康福祉局こども育成部こども
支援課

079-221-2144

10 兵庫県 姫路市 11月1日～30日 ○

自治会へのポスター配布 健康福祉局こども育成部こども
支援課

079-221-2144

11 兵庫県 姫路市 通年 ○

ＪＲ姫路駅高架下西側通路にポスター掲示 健康福祉局こども育成部こども
支援課

079-221-2144

12 兵庫県 姫路市 11月1日～7日 ○

ＪＲ姫路駅北側大型カラービジョンによる15秒ＣＭを放映し、児童虐待の通告先を案内 健康福祉局こども育成部こども
支援課

079-221-2144
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13 兵庫県 姫路市 11月1日～30日 ○

市役所1階モニター広告による児童虐待防止啓発 健康福祉局こども育成部こども
支援課

079-221-2144

14 兵庫県 姫路市 通年 ○

こども支援課にオレンジリボンツリーを設置 健康福祉局こども育成部こども
支援課

079-221-2144

15 兵庫県 姫路市 １月

保健師・保育士への児童虐待に関する研修 健康福祉局こども育成部こども
支援課

079-221-2144

16 兵庫県 姫路市 随時 ○

民生委員児童委員協議会への児童虐待に関する研修 健康福祉局こども育成部こども
支援課

079-221-2144

17 兵庫県 姫路市 通年 ○

思春期出前授業・性や妊娠・出産・命の尊さといった知識の普及や望まない妊娠を防ぐための啓発 健康福祉局保健所健康課 079-221-2144

18 兵庫県 尼崎市 11月 ○

市広報紙において児童虐待防止推進月間の周知 福祉事務所生活支援相談課こ
ども家庭相談担当

06-6489-6921

19 兵庫県 尼崎市 11月 ○

要保護児童対策地域協議会構成機関に対する研修会の実施（予定） 福祉事務所生活支援相談課こ
ども家庭相談担当

06-6489-6921

20 兵庫県 西宮市 10月30日 ～11月3日 ○

児童虐待防止キャンペーンとして、駅前もしくは市内大規模店舗等でポケットティシュ配布。 地域共生推進課団体担当チー
ム

0798-35-3796

21 兵庫県 西宮市 10月25日

市政ニュース10月25日号で特集記事 児童・母子支援課 0798-35-3796

22 兵庫県 西宮市 11月 ○

児童虐待防止推進月間啓発立看板の設置（本庁舎正面玄関横） 児童・母子支援課 0798-35-3796

23 兵庫県 明石市 随時

自治会の会合や市民団体が主催する研修会等における児童虐待防止のための出前講座の実施 こども未来部子育て支援課 078-918-5097

24 兵庫県 明石市 8月～11月 ○

明石市オレンジリボン協賛企業・団体（市内約80）の募集
（協賛企業・団体へのオレンジリボン着用、ポスター掲示などの協力依頼）

こども未来部子育て支援課 078-918-5097

25 兵庫県 明石市 11月 ○

関係機関に児童虐待防止啓発ポスター、チラシ、オレンジリボンの配付 こども未来部子育て支援課 078-918-5097

26 兵庫県 明石市 11月 ○

明石市立天文科学館壁面へのオレンジリボンマーク投射と明石海峡大橋のオレンジイルミネーションの共演 こども未来部子育て支援課 078-918-5097

27 兵庫県 明石市 11月 ○

市役所公用車にボディパネルの掲示 こども未来部子育て支援課 078-918-5097

28 兵庫県 明石市 11月 ○

のぼり旗の設置（庁舎周辺） こども未来部子育て支援課 078-918-5097

29 兵庫県 明石市 11月 ○

横断幕、懸垂幕の設置（市庁舎） こども未来部子育て支援課 078-918-5097

30 兵庫県 明石市 11月1日 ○

市広報誌における啓発記事の掲載 こども未来部子育て支援課 078-918-5097



都道府県 市区町村
実施（予定）
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31 兵庫県 洲本市 通年 ○

ショッピングモール店頭や各種イベントにおいて虐待防止に係る広報誌などの配布・啓発 子ども子育て課 0799-22-1333

32 兵庫県 洲本市 11月 ○

洲本市ケーブルテレビ文字放送による周知広報 子ども子育て課 0799-22-1333

33 兵庫県 洲本市 10月11日

洲本市総合福祉会館において児童虐待防止に係る啓発活動 子ども子育て課 0799-22-1333

34 兵庫県 芦屋市 6月5日

第１回芦屋市要保護児童対策地域協議会代表者会議研修会「児童虐待と子どもの貧困」 講師 道中　 隆　氏 芦屋市保健
福祉センター３階　会議室2　１３時～

芦屋市こども・健康部子育て推
進課

子育て推進課子育
て支援ｾﾝﾀｰ
0797-31-0637

35 兵庫県 芦屋市 7月25日

第６回あしや保健福祉フェアにおいて，児童虐待防止推進キャンペーンとしてチラシや各グッズの配布の取り組みを行った。 芦屋市こども・健康部子育て推
進課

子育て推進課子育
て支援ｾﾝﾀｰ
0797-31-0637

36 兵庫県 芦屋市 11月1日 ○

児童虐待防止推進月間「横断幕の設置」芦屋市役所・芦屋市保健福祉センター・ＪＲ芦屋駅前の３か所で設置（11月） 芦屋市こども・健康部子育て推
進課

子育て推進課子育
て支援ｾﾝﾀｰ
0797-31-0637

37 兵庫県 芦屋市 11月7日 ○

第９回 こどもフェスティバルにおいて児童虐待防止推進キャンペーンを実施予定（キャンペーングッズ配布等） 芦屋市こども・健康部子育て推
進課

子育て推進課子育
て支援ｾﾝﾀｰ
0797-31-0637

38 兵庫県 芦屋市 11月10日 ○

芦屋市要保護児童対策地域協議会10周年記念事業　児童虐待防止推進支援者研修会「児童虐待と地域の連携」　講師
才村　　純　氏　芦屋市役所東館３階大会議室１．２　１５時３０分～

芦屋市こども・健康部子育て推
進課

子育て推進課子育
て支援ｾﾝﾀｰ
0797-31-0637

39 兵庫県 芦屋市 11月24日 ○

「女性に対する暴力をなくす運動」「児童虐待防止推進」合同街頭キャンペーン　ＪＲ芦屋駅周辺で実施 芦屋市男女共同参画センター
ウィザスあしや，子育て推進課

子育て推進課子育
て支援ｾﾝﾀｰ
0797-31-0637

40 兵庫県 芦屋市 12月9日

平成27年度第１回地域子育て支援者・担当職員育成研修会「話す力・きく（聴・聞・訊）力を高めるコミュニケーション～親子と
よりよい関係を築くために～」　講師　松尾　やよい　氏　芦屋市保健福祉センター ３階　会議室１　１４時～

芦屋市こども・健康部子育て推
進課

子育て推進課子育
て支援ｾﾝﾀｰ
0797-31-0637

41 兵庫県 芦屋市 未定

平成27年度第2回地域子育て支援者・担当職員育成研修会 芦屋市こども・健康部子育て推
進課

子育て推進課子育
て支援ｾﾝﾀｰ
0797-31-0637

42 兵庫県 芦屋市 未定

平成27年度第3回地域子育て支援者・担当職員育成研修会 芦屋市こども・健康部子育て推
進課

子育て推進課子育
て支援ｾﾝﾀｰ
0797-31-0637

43 兵庫県 伊丹市 11月 ○

市街地の歩道橋2ヶ所に虐待防止啓発の横断幕を掲示 こども未来部こども室こども家庭
課

072-780-3518

44 兵庫県 伊丹市 11月 ○

庁舎内窓口案内表示システムに虐待防止啓発のコンテンツを放映 こども未来部こども室こども家庭
課

072-780-3518

45 兵庫県 伊丹市 11月1日 ○

広報に虐待防止啓発の記事を掲載 こども未来部こども室こども家庭
課

072-780-3518

46 兵庫県 伊丹市 11月1日 ○

JR伊丹駅電光掲示板に虐待防止啓発のコンテンツを放映 こども未来部こども室こども家庭
課

072-780-3518

47 兵庫県 相生市 11月 ○

市の公用車の側面にオレンジリボンマークのマグネットシートを添付しオレンジリボン運動の啓発を行う 健康福祉部子育て支援室 0791-22-7175

48 兵庫県 相生市 11月 ○

市庁舎壁面にオレンジリボン運動の横断幕を掲揚する 健康福祉部子育て支援室 0791-22-7175



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 問い合わせ先
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49 兵庫県 相生市 10月11日

相生市子育てネットワーク推進協議会が作成した虐待防止チラシを市内の恒例行事であるスポーツフェスティバルで配付し
児童虐待防止の広報、啓発を行う

健康福祉部子育て支援室 0791-22-7175

50 兵庫県 豊岡市 10月25日

市広報に「児童虐待防止月間」を掲載 教育委員会こども育成課 0796-21-9003

51 兵庫県 豊岡市 11月9日 ○

児童虐待防止事業
児童虐待と養護施設「新しい力、地域で支える子どもたちの暮らし講演会」

教育委員会こども育成課 0796-21-9004

52 兵庫県 豊岡市 11月10日 ○

児童虐待防止事業「どならない子育て練習法」子育て支援者向け研修会 教育委員会こども育成課 0796-21-9005

53 兵庫県 加古川市 通年 ○

乳児家庭全戸訪問時、啓発物に虐待防止リーフレットを入れて配布 こども部 家庭支援課家庭支援
係

079-427-3073

54 兵庫県 加古川市 10月25日

【青少年の健全育成を考えるつどい】で要対協として共催を行い、のぼり旗の設置、物資等を配布し、参加者への啓発を図る こども部 家庭支援課家庭支援
係

079-427-3073

55 兵庫県 加古川市 11月2日～11月30日 ○

市コミュニティバスに車内広告ポスターを掲示 こども部 家庭支援課家庭支援
係

079-427-3073

56 兵庫県 加古川市 11月2日～11月30日 ○

市役所庁舎内で啓発放送をすることで、来庁者及び職員への啓発を図る こども部 家庭支援課家庭支援
係

079-427-3073

57 兵庫県 加古川市 11月2日～11月30日 ○

行政モニターで広告CMを実施することで、来庁者及び職員への啓発を図る こども部 家庭支援課家庭支援
係

079-427-3073

58 兵庫県 加古川市 11月2日～11月30日 ○

缶バッジ、布製リボンを関係者及び関係機関に配布 こども部 家庭支援課家庭支援
係

079-427-3073

59 兵庫県 加古川市 11月2日～11月30日 ○

保育園児作成のモニュメントを庁内入口で掲示 こども部 家庭支援課家庭支援
係

079-427-3073

60 兵庫県 加古川市 11月16日～11月30日 ○

庁用車に啓発マグネットシートを掲示（20台分） こども部 家庭支援課家庭支援
係

079-427-3073

61 兵庫県 加古川市 11月2日～11月30日 ○

庁舎前にて啓発用懸垂幕を掲示する こども部 家庭支援課家庭支援
係

079-427-3073

62 兵庫県 加古川市 11月14日、15日 ○

加古川ツーデーマーチ参加 こども部 家庭支援課家庭支援
係

079-427-3073

63 兵庫県 加古川市 11月29日 ○

【若い夢フェスティバル】模擬店にて啓発物(缶バッジ)の製作、配布など、こども向けの啓発活動を実施 こども部 家庭支援課家庭支援
係

079-427-3073

64 兵庫県 赤穂市 10月25日

市広報紙において「児童虐待防止推進月間」について周知 健康福祉部子育て健康課こども
支援係

0791-43-6808

65 兵庫県 赤穂市 通年 ○

庁用車にオレンジリボンのラッピングを実施 健康福祉部子育て健康課こども
支援係

0791-43-6808

66 兵庫県 赤穂市 通年 ○

オレンジリボンと児童相談所全国共通ダイヤルを記載した通知用封筒を使用 健康福祉部子育て健康課こども
支援係

0791-43-6808
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67 兵庫県 赤穂市 11月 ○

市庁舎等に児童虐待防止啓発用のぼり旗を設置 健康福祉部子育て健康課こども
支援係

0791-43-6808

68 兵庫県 西脇市 11月1日 ○

市の広報紙において、児童虐待防止月間の周知 こども福祉課 0795-22-3111

69 兵庫県 西脇市 11月 ○

市役所に懸垂幕を設置 こども福祉課 0795-22-3111

70 兵庫県 西脇市 11月 ○

市役所公用車にオレンジリボン、虐待防止月間のマグネットを貼付 こども福祉課 0795-22-3111

71 兵庫県 西脇市 11月 ○

西脇市民生委員児童委員連合会児童福祉部会において、講師を招き、「里親制度」及び「児童虐待防止」について研修会を
実施

社会福祉課 0795-22-3111

72 兵庫県 西脇市 随時

市の要保護児童対策委員会において、随時、実務者会議・ケース検討会を開催し、要保護家庭に対する対応の検討や情報
を交換し、連携しながら見守りを行う。

こども福祉課 0795-22-3111

73 兵庫県 西脇市 1月～3月

ペアレントトレーニングの実施（保育所の保護者への児童虐待防止、発達障害のある子どもの家庭への療育支援） こども福祉課 0795-22-3111

74 兵庫県 宝塚市 11月1日 ○

市広報誌の広報たからづかへの児童虐待防止推進玄関に関する記事掲載 子育て支援課 0797-77-91111

75 兵庫県 宝塚市 11月1日～30日 ○

庁用車に児童虐待防止の周知のためのマグネットシートの掲示 子育て支援課 0797-77-91111

76 兵庫県 宝塚市 11月1日 ○

市役所職員に布製オレンジリボンの配布 子育て支援課 0797-77-91111

77 兵庫県 宝塚市 11月1日 ○

関係機関にポスター、リーフレット、児童相談所全国共通ダイヤルカードの記載されたしおりの配布 子育て支援課 0797-77-91111

78 兵庫県 宝塚市 11月18日 ○

宝塚市立東公民館で児童虐待防止市民啓発講座の開催 子育て支援課 0797-77-91111

79 兵庫県 宝塚市 11月2日、6日 ○

街頭啓発活動。市内2か所で啓発グッツの配布。 子育て支援課 0797-77-91111

80 兵庫県 宝塚市 ○

市役所庁舎に児童虐待防止啓発の横断幕の掲示 子育て支援課 0797-77-91111

81 兵庫県 宝塚市 ○

市役所庁舎横に児童虐待防止啓発ののぼりの設置 子育て支援課 0797-77-91111

82 兵庫県 三木市 4月

児童虐待被害等の当事者である子ども自身に正しい認識をもってもらうため、児童虐待防止小学生用・中学生用啓発リーフ
レットを独自に作成し、配布することにより、虐待やいじめの早期発見や自発的な相談につながるよう啓発活動に取り組ん
だ。

こども未来部子育て支援課家庭
支援グループ

0794-82-2000

83 兵庫県 三木市 10月～11月 ○

市民向けに、児童虐待防止に係る啓発用ウエットテイッシュを作成し、配布する。 こども未来部子育て支援課家庭
支援グループ

0794-82-2000

84 兵庫県 三木市 11月29日 ○

民生委員や市民向けに、児童虐待防止に係る「子育て講演会」を開催。 こども未来部子育て支援課家庭
支援グループ

0794-82-2000
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85 兵庫県 三木市 11月 ○

市庁舎に児童虐待防止月間に関する懸垂幕を設置 こども未来部子育て支援課家庭
支援グループ

0794-82-2000

86 兵庫県 三木市 11月 ○

公用車に児童虐待防止月間のマグネットシートを装着 こども未来部子育て支援課家庭
支援グループ

0794-82-2000

87 兵庫県 三木市 11月 ○

広報「みき」１１月号に児童虐待防止に係る市・県の相談窓口を掲載する。また市の「子育て家庭ショートステイ事業」、「養育
支援訪問事業」の紹介記事と相談窓口を掲載する。

こども未来部子育て支援課家庭
支援グループ

0794-82-2000

88 兵庫県 高砂市 通年 ○

公用車に児童虐待防止啓発のマグネットシートの貼付け 福祉部子育て支援室 079-442-2260

89 兵庫県 高砂市 通年 ○

小学校や公共施設に児童虐待防止啓発のぼりの掲出 福祉部子育て支援室 079-442-2260

90 兵庫県 高砂市 9月～12月 ○

市役所屋上にオレンジリボンの横断幕を掲出 福祉部子育て支援室 079-442-2260

91 兵庫県 高砂市 10月～11月 ○

駅前や商業施設等において、こどもホットラインの啓発ボールペンを配布 福祉部子育て支援室 079-442-2260

92 兵庫県 高砂市 10月～12月 ○

要対協関係者や保育所等関係者を対象に虐待防止対応研修会の実施 福祉部子育て支援室 079-442-2260

93 兵庫県 川西市 11月 ○

阪急川西能勢口駅前・アステ川西等でリーフレット等を配布 子育て・家庭支援課 072-740-1179

94 兵庫県 川西市 11月 ○

児童虐待防止の講演会を予定 子育て・家庭支援課 072-740-1179

95 兵庫県 小野市 10月21日

小野市オレンジリボン運動として、市内保育園5歳児ふれあい運動会に参加し、児童館マスコットキャラクターのチャイちゃん・
コムくんといっしょに児童虐待防止推進月間について保護者にPRする。

市民福祉部子育て支援課 0794-63-1645

96 兵庫県 小野市 11月 ○

広報特集号・ホームページ・メール配信システムに掲載 市民福祉部子育て支援課 0794-63-1645

97 兵庫県 小野市 11月 ○

庁舎ロビーにのぼりを設置 市民福祉部子育て支援課 0794-63-1645

98 兵庫県 小野市 11月 ○

啓発懸垂幕掲揚 市民福祉部子育て支援課 0794-63-1645

99 兵庫県 小野市 11月 ○

公用車に啓発マグネットシートの掲示 市民福祉部子育て支援課 0794-63-1645

100 兵庫県 三田市 9月～10月

障害者ワークチャレンジ作業室「トライ」によるオレンジリボン作成 健康福祉部こども局こども支援
課こども福祉係

079-559-5072

101 兵庫県 三田市 11月1日 ○

多世代交流館「ふらっと」の「ふらっとフェスティバル」に参加（ポスター掲示・啓発グッズの配布等） 健康福祉部こども局こども支援
課こども福祉係

079-559-5072

102 兵庫県 三田市 11月 ○

市内３ヶ所にて街頭啓発（オレンジリボン・チラシ・啓発グッズの配布） 健康福祉部こども局こども支援
課こども福祉係

079-559-5072



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 問い合わせ先

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】

103 兵庫県 三田市 11月 ○

ふれあい大通り（三田市役所～総合福祉保健センター間）にバナー旗設置 健康福祉部こども局こども支援
課こども福祉係

079-559-5072

104 兵庫県 三田市 11月 ○

本庁・南分館・市民センターの公用車に啓発マグネットシート貼付 健康福祉部こども局こども支援
課こども福祉係

079-559-5072

105 兵庫県 三田市 11月 ○

市内３ヶ所に横断幕を設置 健康福祉部こども局こども支援
課こども福祉係

079-559-5072

106 兵庫県 三田市 11月 ○

市職員及び要対協メンバーのオレンジリボンバッチ着用 健康福祉部こども局こども支援
課こども福祉係

079-559-5072

107 兵庫県 三田市 11月 ○

三田駅前キッピーモールの電光掲示板に虐待防止に関するCM放映 健康福祉部こども局こども支援
課こども福祉係

079-559-5072

108 兵庫県 三田市 11月 ○

小学生の保護者に啓発グッズを配布 健康福祉部こども局こども支援
課こども福祉係

079-559-5072

109 兵庫県 三田市 11月 ○

コンビニエンスストアに通告先周知 健康福祉部こども局こども支援
課こども福祉係

079-559-5072

110 兵庫県 三田市 11月 ○

広野市民センターまつりでの啓発パネルの掲示 健康福祉部こども局こども支援
課こども福祉係

079-559-5072

111 兵庫県 三田市 11月 ○

市広報・HPでの啓発 健康福祉部こども局こども支援
課こども福祉係

079-559-5072

112 兵庫県 三田市 11月 ○

自治会掲示板及び市内関係機関等にポスター掲示 健康福祉部こども局こども支援
課こども福祉係

079-559-5072

113 兵庫県 三田市 11月 ○

市内病院及び診療所等でのポスター掲示 健康福祉部こども局こども支援
課こども福祉係

079-559-5072

114 兵庫県 三田市 1月、2月

児童虐待に関する講演会（詳細未定） 健康福祉部こども局こども支援
課こども福祉係

079-559-5072

115 兵庫県 加西市 11月 ○

市庁舎に「児童虐待防止推進月間」の懸垂幕を設置 健康福祉部地域福祉課 0790-42-8709

116 兵庫県 加西市 11月 ○

市公用車に「児童虐待防止」啓発マグネットシートを貼付 健康福祉部地域福祉課 0790-42-8709

117 兵庫県 加西市 11月 ○

加西市ファミリーサポートクラブ会報「ファミサポだより（Ｈ27.11.1発行）」に児童虐待に関する啓発記事を掲載し、配布 健康福祉部地域福祉課 0790-42-8709

118 兵庫県 加西市 11月 ○

加西市地域交流センターウォールギャラリーにオレンジリボン運動啓発用掲示物作成・展示 健康福祉部地域福祉課 .0790-42-8709

119 兵庫県 加西市 11月 ○

市広報、市ＨＰにて啓発記事を掲載 健康福祉部地域福祉課 0790-42-8709

120 兵庫県 加西市 11月 ○

児童虐待防止月間講演会を開催（保育、小・中学校職員対象） 健康福祉部地域福祉課 0790-42-8709



都道府県 市区町村
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11月に実施する
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121 兵庫県 加西市 通年 ○

出生時、転入時（3歳未満）に配布する子育てハンドブックに児童虐待に関する啓発ページを設け、配布 健康福祉部地域福祉課 0790-42-8709

122 兵庫県 篠山市 11月11日 ○

児童虐待防止研修会
地域関係機関を対象とした研修を行う。

保健福祉部福祉総務課 079-552-7101

123 兵庫県 篠山市 11月7日 ○

児童虐待防止啓発活動
街頭で児童虐待防止に向けた呼びかけを行う。

保健福祉部福祉総務課 079-552-7101

124 兵庫県 養父市 10月16日

児童虐待防止講演会の開催（養父市民協・教育委員会共催）　大屋ホールにて　講師：稲垣由子氏　・来場者にリーフレット
の配布の予定

こども育成課 079-664-0315

125 兵庫県 丹波市 6月～7月

児童虐待防止及び家庭児童相談係の連絡先を記載したカードを作成し、市内保育所、幼稚園、認定こども園の保護者、小・
中学生に配付。

教育部子育て支援課家庭児童
相談係

0795-70-0816

126 兵庫県 丹波市 8月

市広報紙において、児童相談所全国共通ダイヤル3桁化「１８９」を周知。 教育部子育て支援課家庭児童
相談係

0795-70-0816

127 兵庫県 丹波市 11月14日 ○

児童養護施設への理解や児童虐待防止に関する講演会を開催。
来場者に「１８９」周知のしおり、オレンジリボン等配布。

教育部子育て支援課家庭児童
相談係

0795-70-0816

128 兵庫県 丹波市 11月 ○

虐待防止推進月間に合わせて市役所庁舎及び支所等市内6ヶ所に啓発用のぼり旗を設置。 教育部子育て支援課家庭児童
相談係

0795-70-0816

129 兵庫県 南あわじ市 11月 ○

市広報にて児童虐待防止の標語等を掲載 福祉部子育て支援課児童福祉
係

0799-43-5219

130 兵庫県 南あわじ市 11月 ○

電子掲示板にて児童虐待防止の標語を掲示 福祉部子育て支援課児童福祉
係

0799-43-5219

131 兵庫県 南あわじ市 11月 ○

ケーブルテレビ文字放送にて標語を掲示 福祉部子育て支援課児童福祉
係

0799-43-5219

132 兵庫県 朝来市 通年 ○

市役所、支所、福祉事務所に児童虐待防止啓発の横断幕の設置 社会福祉課 079-672-6123

133 兵庫県 朝来市 通年 ○

公用車、スクールバスに児童虐待防止啓発オレンジリボンマグネット貼付 社会福祉課 079-672-6123

134 兵庫県 朝来市 10月30日

市内保育所・こども園・幼稚園職員向けに児童虐待防止研修会 社会福祉課 079-672-6123

135 兵庫県 朝来市 11月 ○

ケーブルテレビによる児童虐待防止啓発の周知 社会福祉課 079-672-6123

136 兵庫県 朝来市 10月～11月 ○

市役所、支所、公民館、図書館等に児童虐待防止啓発のオレンジツリーの設置 社会福祉課 079-672-6123

137 兵庫県 朝来市 11月 ○

児童虐待防止のリーフレットの全戸配布 社会福祉課 079-672-6123

138 兵庫県 朝来市 11月 ○

市内幼稚園、保育所、こども園、小中学校へ園児、児童、生徒への啓発グッズの配布 社会福祉課 079-672-6123
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139 兵庫県 朝来市 11月 ○

児童福祉関係職員への児童虐待防止啓発の缶バッチ配布 社会福祉課 079-672-6124

140 兵庫県 朝来市 11月 ○

市広報誌において、児童虐待防止推進月間の紹介 社会福祉課 079-672-6123

141 兵庫県 朝来市 通年 ○

児童相談専用ダイヤル設置 社会福祉課 079-672-6123

142 兵庫県 朝来市 通年 ○

検診時に、児童虐待防止のリーフレット配布 社会福祉課 079-672-6123

143 兵庫県 淡路市 4月17日

民生児童委員対象に児童虐待について研修を実施 健康福祉部子育て応援課 0799-64-2134

144 兵庫県 淡路市 7月5日

児童虐待防止リーフレットを各戸配布 健康福祉部子育て応援課 0799-64-2134

145 兵庫県 淡路市 8月5日

市広報誌において、児童虐待防止相談窓口掲載 健康福祉部子育て応援課 0799-64-2134

146 兵庫県 宍粟市 5月～6月

独自に作成した啓発チラシを市内全学校、園、所に配布 健康増進課 0790-62-1000

147 兵庫県 宍粟市 5月～6月

独自に作成した啓発チラシを医師会、民生委員・児童委員などの関係団体に配布 健康増進課 0790-62-1000

148 兵庫県 宍粟市 6月以降

児童相談所全国共通ダイヤルポスターの掲示 健康増進課 0790-62-1000

149 兵庫県 宍粟市 8月

市広報において児童相談所全国共通ダイヤルの周知と併せて啓発文の掲載 健康増進課 0790-62-1000

150 兵庫県 宍粟市 10月

児童虐待防止月間の周知と併せて啓発文の掲載 健康増進課 0790-62-1000

151 兵庫県 宍粟市 11月 ○

啓発物資や啓発チラシを商業施設で配布し、啓発 健康増進課 0790-62-1000

152 兵庫県 宍粟市 5月～6月

独自に作成した啓発チラシを市内全学校、園、所に配布 健康増進課 0790-62-1000

153 兵庫県 宍粟市 5月～6月

独自に作成した啓発チラシを医師会、民生委員・児童委員などの関係団体に配布 健康増進課 0790-62-1000

154 兵庫県 宍粟市 6月以降

児童相談所全国共通ダイヤルポスターの掲示 健康増進課 0790-62-1000

155 兵庫県 宍粟市 8月

市広報において児童相談所全国共通ダイヤルの周知と併せて啓発文の掲載 健康増進課 0790-62-1000

156 兵庫県 宍粟市 10月

児童虐待防止月間の周知と併せて啓発文の掲載 健康増進課 0790-62-1000



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 問い合わせ先

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】

157 兵庫県 宍粟市 11月 ○

啓発物資や啓発チラシを商業施設で配布し、啓発 健康増進課 0790-62-1000

158 兵庫県 加東市 7月18日

イベント（平池公園夏祭り）においてオレンジリボングッズを配布 福祉部子育て支援課 0795-43-0408

159 兵庫県 加東市 8月5日

イベント（加東市夏祭り）においてオレンジリボングッズを配布 福祉部子育て支援課 0795-43-0408

160 兵庫県 加東市 10月31日

イベント（秋のフェスティバル）においてオレンジリボングッズを配布 福祉部子育て支援課 0795-43-0408

161 兵庫県 加東市 11月 ○

児童虐待防止の懸垂幕とのぼりを市庁舎等に設置 福祉部子育て支援課 0795-43-0408

162 兵庫県 加東市 11月 ○

オレンジリボンキャンペーンのマグネットを公用車に貼付 福祉部子育て支援課 0795-43-0408

163 兵庫県 加東市 11月 ○

オレンジリボンキャンペーンのスタンプを子育て支援課から発送する封筒に押印 福祉部子育て支援課 0795-43-0408

164 兵庫県 加東市 11月9日 ○

要保護児童対策地域協議会構成員及び関係機関職員等を対象に研修を開催
「子どもの笑顔を守るために　～子育て今昔物語から地域で出来ること～」

福祉部子育て支援課 0795-43-0408

165 兵庫県 加東市 7月1日～翌3月31日 ○

MY TREEペアレンツ・プログラムの実施（子どもにダメージを与えるような関わりに至る親が回復し、その行動を終止するため
のプログラム）

福祉部子育て支援課 0795-43-0408

166 兵庫県 加東市 11月19日 ○

ＤＶ防止講演会「虐待されている”脳”とこころのケアの重要性」 福祉部子育て支援課 0795-43-0408

167 兵庫県 たつの市 通年 ○

公用車へのオレンジリボンマグネットの貼付 健康福祉部児童福祉課 0791-64-3153

168 兵庫県 たつの市 4月

市内小・中学生に電話相談カードの配布 健康福祉部児童福祉課 0791-64-3153

169 兵庫県 たつの市 8月5日

市内小・中学校職員を対象とした児童虐待防止研修会 健康福祉部児童福祉課 0791-64-3153

170 兵庫県 たつの市 10月～11月 ○

市内で開催されるイベント会場において児童虐待防止啓発グッズの配布 健康福祉部児童福祉課 0791-64-3153

171 兵庫県 たつの市 11月2日 ○

たつの市子育てネットワーク推進協議会による児童虐待防止街頭キャンペーン 健康福祉部児童福祉課 0791-64-3153

172 兵庫県 たつの市 11月 ○

市内小・中学校に児童虐待防止啓発立看板の設置 健康福祉部児童福祉課 0791-64-3153

173 兵庫県 たつの市 11月 ○

児童虐待防止啓発のぼりの設置 健康福祉部児童福祉課 0791-64-3153

174 兵庫県 たつの市 11月 ○

広報紙に児童虐待防止啓発記事の掲載 健康福祉部児童福祉課 0791-64-3153
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175 兵庫県 猪名川町 11月 ○

公用車に虐待防止啓発マグネットを設置 生活部　こども課 072-767-7477

176 兵庫県 猪名川町 11月 ○

歩道橋に横断幕を設置 生活部　こども課 072-767-7477

177 兵庫県 猪名川町 11月 ○

町内のお祭り開催時虐待防止啓発グッズ配布 生活部　こども課 072-767-7477

178 兵庫県 猪名川町 通年（随時） ○

子育て支援センターにて子育て世代に予防をテーマとした研修会を開催 生活部　こども課 072-767-7477

179 兵庫県 猪名川町 通年 ○

職員のオレンジリボン着用 生活部　こども課 072-767-7477

180 兵庫県 猪名川町 8月

子育て支援センターのひろば事業でのボランティア活動で
子育て中の親子とふれあう

生活部　こども課 072-767-7477

181 兵庫県 多可町 5月～11月 ○

町内小学校（7校）授業協力『命の授業』 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

182 兵庫県 多可町 7月～翌2月 ○

町内中学校（3校）家庭科授業協力『保育ふれ合い体験』 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

183 兵庫県 多可町 6月3日・9日・18日

県立多可高等学校保健授業協力『育児学習』 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

184 兵庫県 多可町 6月29日

県立多可高等学校福祉授業協力『レクリエーション学習』 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

185 兵庫県 多可町 6月1日～5日

トライやるウィーク（仕事体験） 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

186 兵庫県 多可町 8月10日

親子あそび『噴水遊び』（中央公園） 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

187 兵庫県 多可町 8月20日

親子あそび『プール遊び』（町民プール） 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

188 兵庫県 多可町 8月29日

子育てカーニバル（旧中町幼稚園） 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

189 兵庫県 多可町 11月1日 ○

PR活動（町広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載） 教育委員会こども未来課 0795-32-2385

190 兵庫県 多可町 11月 ○

PR活動（児童虐待防止の懸垂幕を設置） 教育委員会こども未来課 0795-32-2385

191 兵庫県 稲美町 11月 ○

町役場庁舎に懸垂幕を設置し、児童虐待防止及びオレンジリボンキャンペーンの周知を行う。 健康福祉部地域福祉課児童福
祉係

079-492-9136

192 兵庫県 稲美町 11月 ○

町公用車にマグネットシートを張り付け、児童虐待防止及びオレンジリボンキャンペーンの周知を行う。 健康福祉部地域福祉課児童福
祉係

079-492-9136
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193 兵庫県 稲美町 11月 ○

広報いなみ11月号において、児童虐待防止に関する記事を掲載。 健康福祉部地域福祉課児童福
祉係

079-492-9136

194 兵庫県 稲美町 11月20日 ○

「虐待による情緒行動への影響に気づくポイント～5歳児（就学前）の気になるこどもへの対応を中心に～」をテーマに研修会
を開催。対象は、要保護児童対策地域協議会構成員、町内保育所保育士、幼稚園・小中学校教諭、主任児童委員、3歳児
健診従事者、子育て支援センター・児童館の職員ほか

健康福祉部地域福祉課児童福
祉係

079-492-9136

195 兵庫県 稲美町 11月 ○

町内スーパーの店頭や子育て支援施設及び行事で、児童虐待防止啓発グッズ（ティッシュ、絆創膏等）を配布し、周知・啓発
を行う。

健康福祉部地域福祉課児童福
祉係

079-492-9136

196 兵庫県 稲美町
9月29日、30日、10月6

日、7日

中学生と赤ちゃんが直接ふれあう機会を提供し、妊娠・出産・小さな命の温もりや尊さについて学ぶ。 健康福祉部地域福祉課児童福
祉係

079-492-9136

197 兵庫県 播磨町 10月末

児童虐待防止チラシの全戸配布 福祉グループ 079-435-2362

198 兵庫県 播磨町 11月 ○

役場庁舎内でオレンジリボンを飾ったツリーを設置 福祉グループ 079-435-2362

199 兵庫県 市川町 9月、10月、12月　、1月

小学生・中学生を対象とした「未来のパパママ応援授業」を各学校で実施し、命の大切さを啓発 市川町保健福祉センター 0790-26-1999

200 兵庫県 福崎町 随時

民生児童委員による赤ちゃん訪問を実施し、絵本を配布。地域の見守り活動を強化。 健康福祉課 0790-22-0560

201 兵庫県 福崎町 8月、11月 ○

オレンジリボンキャンペーンとして、町主催の夏祭り、秋祭りで民生児童委員が啓発用グッズを住民に配布。 健康福祉課 0790-22-0560

202 兵庫県 福崎町 8月

民生児童委員対象に、子ども家庭センター所長が「児童虐待予防について」をテーマに研修会を実施。 健康福祉課 0790-22-0560

203 兵庫県 福崎町 7月

全国共通ダイヤル変更のお知らせのチラシを町の相談窓口も入れたもので作成し、全戸配布。学校・幼児園・診療所等関係
機関にチラシ・ポスターを配布。

健康福祉課 0790-22-0560

204 兵庫県 福崎町 随時

相談窓口、全国共通ダイヤルのお知らせチラシやカードを役場、保健センター等関係機関窓口に配置。 健康福祉課 0790-22-0560

205 兵庫県 神河町 通年 ○

「いのちの大切さ学び教室」：助産師による講話　場所：各小・中学校 健康福祉課 0790-32-2421

206 兵庫県 太子町 11月 ○

町広報誌において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載。 生活福祉部社会福祉課児童福
祉係

079-277-1013

207 兵庫県 太子町 11月 ○

職員が推進月間中オレンジリボンバッチをつけ、活動を周知。 生活福祉部社会福祉課児童福
祉係

079-277-1013

208 兵庫県 太子町 11月3日 ○

あすかふるさとまつりで、オレンジリボン運動啓蒙物品を配布。 生活福祉部社会福祉課児童福
祉係

079-277-1013

209 兵庫県 太子町 11月 ○

町広報誌において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載。 生活福祉部社会福祉課児童福
祉係

079-277-1013

210 兵庫県 太子町 11月 ○

職員が推進月間中オレンジリボンバッチをつけ、活動を周知。 生活福祉部社会福祉課児童福
祉係

079-277-1013



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 問い合わせ先

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】

211 兵庫県 太子町 11月3日 ○

あすかふるさとまつりで、オレンジリボン運動啓蒙物品を配布。 生活福祉部社会福祉課児童福
祉係

079-277-1013

212 兵庫県 上郡町 11月 ○

町ホームページに児童虐待防止月間の記事を掲載予定 健康福祉課 0791-52-1114

213 兵庫県 佐用町 10月27日

虐待防止講演会(南光文化センター) 健康福祉課子育て支援室 0790-82-0341

214 兵庫県 佐用町 10月5日

10月号広報誌に記事掲載 健康福祉課子育て支援室 0790-82-0341

215 兵庫県 佐用町 11月 ○

虐待防止のぼり設置 健康福祉課子育て支援室 0790-82-0341

216 兵庫県 香美町 8月9日

香住区人権講演会（300人規模）参加者に対し、啓発グッズを配布し、児童虐待防止キャンペーンを展開 香美町福祉課 0796-36-1964

217 兵庫県 香美町 8月29日

小代区人権講演会（100人規模）参加者に対し、啓発グッズを配布し、児童虐待防止キャンペーンを展開 香美町小代地域局 0796-97-3111

218 兵庫県 香美町 9月13日

兎塚小学校運動会参加者に対し、啓発グッズを配布し、児童虐待防止キャンペーンを展開 香美町村岡地域局 0796-94-0321

219 兵庫県 香美町 9月13日

射添小学校運動会参加者に対し、啓発グッズを配布し、児童虐待防止キャンペーンを展開 香美町村岡地域局 0796-94-0321

220 兵庫県 香美町 9月19日

村岡小学校運動会参加者に対し、啓発グッズを配布し、児童虐待防止キャンペーンを展開 香美町村岡地域局 0796-94-0321

221 兵庫県 香美町 11月 ○

学校、園のオープンスクールに訪れる人に対し、啓発グッズを配布し、児童虐待防止キャンペーンを展開 香美町小代地域局 0796-97-3111

222 兵庫県 香美町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発、連絡先の紹介 香美町福祉課 0796-36-1964

1 奈良県 奈良県
10月24日、31日、11月
1日、29日、12月12日

○

県主催イベントで来場者へ啓発リーフレットやグッズを配布 健康福祉部こども・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

2 奈良県 奈良県 11月2日 ○

街頭キャンペーンの実施（於：近鉄奈良駅）。
内容…啓発リーフレットやグッズの配布、拡声器による街宣放送

健康福祉部こども・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

3 奈良県 奈良県 11月3日 ○

イオンモールにて、プリクラ機器を用いたオレンジリボンキャンペーン、啓発グッズの配布、児童虐待防止関連パネルの展示 健康福祉部こども・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

4 奈良県 奈良県
11月2日～8日、11月6
日～9日、11月17日～

30日
○

県施設にて、啓発パネル展示、啓発リーフレット、グッズの設置 健康福祉部こども・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

5 奈良県 奈良市 11月2日 ○

街頭キャンペーンの実施（於：近鉄学園前駅）。
内容…啓発リーフレットやグッズの配布、拡声器による街宣放送

子ども未来部子育て相談課 0742-34-4804

6 奈良県 奈良市 11月2日～30日 ○

奈良市職員に対し児童虐待防止啓発活動の一環としてオレンジリボンの着用を依頼（職員約4,000人に配布） 子ども未来部子育て相談課 0742-34-4804
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7 奈良県 大和高田市 9月19日

交通安全＆子育てフェスタ（於：大和高田市総合福祉会館）において、虐待防止パネルの展示、オレンジリボンキャンペーン
ののぼりを設置。また、大和高田市家庭児童相談室の連絡先が印刷された児童虐待防止啓発ティッシュを作成し、会場内に
て家庭相談員による配布活動を実施する。

福祉部児童福祉課 0745-22-1101

8 奈良県 大和高田市 11月15日 ○

元気ウィーク（於：奈良産業会館）において主任児童委員と協働で大和高田市家庭児童相談室の連絡先が印刷されたオリジ
ナル啓発ティッシュ配布等の活動を行う。

福祉部児童福祉課 0745-22-1101

9 奈良県 大和郡山市 10月25日

すこやか２１フェア（於：保健センター）
入り口にツリーを数本設置し、来場者に紙リボンを飾ってもらい市内、小学生が作成したリボンや啓発グッズ配布。
クイズコーナーでもオレンジリボンに関するクイズと掲示。
エントランスの柱に市内小学生が作成したリボンと児童からメッセージ掲示

福祉健康づくり部こども福祉課 0743-53-1151

10 奈良県 大和郡山市 11月3日 ○

こどもを守ろう！すくすく子育て大和郡山（於：郡山城跡一帯）
横断幕を掲げリボン、たすき着用しパレードに参加
各団体が設置したブースでポスター掲示
リボンのブース展示、親子にクイズ実施しグッズ配布
ツリーにリボンを飾って郡山家庭クラブ・郡山中学生、市内6年生が制作したリボン配布

福祉健康づくり部こども福祉課 0743-53-1151

11 奈良県 天理市 11月2日 ○

街頭キャンペーンの実施（於：天理駅周辺）。
内容…啓発リーフレットやグッズの配布

健康福祉部児童福祉課 0743-63-1001

12 奈良県 天理市 11月4日～5日 ○

天理市庁舎玄関前で啓発リーフレットやグッズの配布 健康福祉部児童福祉課 0743-63-1001

13 奈良県 橿原市 11月2日 ○

街頭啓発キャンペーンの実施（於：大和八木駅前）
内容…啓発グッズの配布

福祉部子育て支援課 0744-22-8984

14 奈良県 橿原市 11月22日 ○

ふれあい・いきいき祭（於かしはら万葉ホール）においてオレンジリボンを配布しながら、児童虐待防止の周知を行う。 福祉部子育て支援課 0744-22-8984

15 奈良県 桜井市 11月1日 ○

ウォーキングフェスティバル（於：芝グランド）においてオレンジリボン等配布 福祉保健部児童福祉課 0744-42-9111

16 奈良県 桜井市 11月2日～30日 ○

市役所ロビー、市立図書館で啓発展示 福祉保健部児童福祉課 0744-42-9111

17 奈良県 五條市 11月2日 ○

街頭キャンペーンの実施（場所については検討中）。
内容…啓発リーフレットやグッズの配布

すこやか市民部保健福祉セン
ター

0747-25-2631

18 奈良県 五條市 11月25日～26日 ○

男女共同参画事業のイベント実施時にオレンジリボンを配布 すこやか市民部保健福祉セン
ター

0747-25-2631

19 奈良県 御所市 11月8日 ○

食と農のフェスタ（於：葛城公園）においてオレンジリボンキャンペーン 市民福祉部児童課 0745-62-3001

20 奈良県 生駒市 11月2日 ○

街頭啓発キャンペーンの実施（於：生駒駅ベルテラスいこまの広場）
内容…啓発リーフレット、グッズの配布

こども健康部子育て支援総合セ
ンター

0743-73-1005

21 奈良県 生駒市 11月9日 ○

イオンモール奈良登美ヶ丘において、オレンジリボンキャンペーンとして啓発リーフレット、グッズ等の配布 こども健康部子育て支援総合セ
ンター

0743-73-1005

22 奈良県 香芝市 11月2日 ○

街頭啓発キャンペーンの実施（於：五位堂駅、近鉄下田駅）
内容…啓発リーフレット、グッズの配布

福祉健康部子ども支援課子育
て支援室

0745-79-7522

23 奈良県 香芝市 11月23日 ○

香芝市ふれあいのつどい（於：香芝市総合福祉センター）で啓発物品・リーフレットを来場者に配布 福祉健康部子ども支援課子育
て支援室

0745-79-7522
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24 奈良県 葛城市 11月1日 ○

ゆめフェスタ in 葛城（於：當麻寺境内および参道）において、児童虐待防止のブースを設営し、啓発活動を行う。 保健福祉部子育て福祉課 0745-48-2811

25 奈良県 宇陀市 9月6日

宇陀子どもフェスタ（於：宇陀市総合体育館）において、虐待防止のティシュ等を配布 健康福祉部こども未来課 0745-82-2236

26 奈良県 宇陀市 11月2日 ○

街頭啓発キャンペーンの実施（於：近鉄榛原駅）
内容…啓発リーフレット、グッズの配布

健康福祉部こども未来課 0745-82-2236

27 奈良県 平群町 11月2日 ○

街頭啓発キャンペーンの実施（於：近鉄平群駅）
内容…啓発リーフレット、グッズの配布

福祉課 0745-45-5872

28 奈良県 三郷町 11月14日 ○

人権フェスタ(於：ふれあい交流センター)におて児童虐待に関するパネルを設置し、オレンジリボンを配布。 健康福祉部　福祉政策課 0745-43-7322

29 奈良県 斑鳩町 10月15日

生き生きプラザ斑鳩において子育てサポーター養成講座 住民生活部福祉課 0745-74-1001

30 奈良県 安堵町 11月22日 ○

安堵町産業フェスティバル（於：安堵町福祉保健センター前）において啓発グッズの配布 健康福祉課 0743-57-1590

31 奈良県 川西町 11月2日 ○

街頭啓発キャンペーンの実施（於：川西文化会館）
内容…啓発リーフレット、グッズの配布

福祉部健康福祉課 0745-44-2631

32 奈良県 三宅町 10月31日～11月1日 ○

三宅町文化祭（於：三宅町庁舎周辺）において、キャンペーンを実施。 健康子ども部子ども未来課 0745-43-3580

33 奈良県 田原本町 11月 ○

保健センター、ふれあいセンター、つどいの広場においてオレンジリボンキャンペーンを実施。 住民福祉部健康福祉課 0744-34-2098

34 奈良県 高取町 10月中旬

老人福祉センターで開催する研修会で啓発活動 福祉課 0744-52-3334

35 奈良県 上牧町 11月3日 ○

ペガサスフェスタ2015（於：上牧町2000年会館）において、児童虐待防止キャンペーンを実施 住民福祉部福祉課 0745-76-1001

36 奈良県 王寺町 11月2日 ○

街頭啓発キャンペーンの実施（於：JR王寺駅、保健センター）
内容…啓発リーフレット、グッズの配布

住民福祉部福祉介護課 0745-73-2001

37 奈良県 王寺町 11月15日 ○

王寺町福祉まつり（於：王寺町文化福祉センター）において、啓発リーフレット、グッズの配布 住民福祉部福祉介護課 0745-73-2001

38 奈良県 広陵町 9月19日

広陵かぐや姫まつり（於：竹取公園）において広報啓発活動 福祉部子ども支援課 0745-55-6820

39 奈良県 広陵町 11月2日 ○

街頭啓発キャンペーンの実施（於：町内各保育園、幼稚園）
内容…啓発用ティッシュの配布

福祉部子ども支援課 0745-55-6820

40 奈良県 河合町 10月25日

ふれあいの集い（於：河合町総合福祉会館豆山の郷）において、コーナーを設けてパネル展示を行い、参加者にオレンジリボ
ンを配布する。

福祉部福祉政策課 0745-56-5908

41 奈良県 吉野町 11月3日 ○

ふるさと・吉野まつり（於：吉野運動公園）において、啓発リーフレット、グッズ等を配布 長寿福祉課地域福祉係 0746-32-8856
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42 奈良県 大淀町 11月1日～12月7日 ○

町人権フェスティバル、要対協担当者研修会、町内公立幼稚園、私立保育園、町民集会においてリーフレット、オレンジリボ
ン、ティッシュを配布

福祉課子育て支援係 0747-52-5501

43 奈良県 天川村 9月11日

社会福祉大会（於：天川村山村開発センター）においてオレンジリボン・啓発ティッシュの配布によるオレンジリボン運動の推
進

健康福祉課福祉係 0747-63-9110

44 奈良県 野迫川村 11月7日 ○

野迫川村敬老福祉祭り（於：村公民館）において、啓発リーフレット、グッズの配布 住民課 0747-37-2101

45 奈良県 下北山村 10月17日

健康と長寿のつどい（於：桑原体育館）において、オレンジリボン・啓発ティッシュの配布によるオレンジリボン運動の推進 保健福祉課 07468-6-0015

46 奈良県 上北山村 4月23日

上北山小・中学校において、オレンジリボン・啓発グッズ等を配布 住民課 07468-2-0001

47 奈良県 上北山村 7月10日

差別をなくす村民集会（於：村振興センター）において、オレンジリボン・啓発グッズ等を配布 住民課 07468-2-0001

48 奈良県 東吉野村 11月21日～22日 ○

東吉野村まるごとフェスティバル（於：村運動公園）において、啓発リーフレット、グッズの配布 住民福祉課 0746-42-0441

1 和歌山県 和歌山県 11月 ○

オレンジリボンフェスタ 子ども未来課 0734-441-2497

2 和歌山県 和歌山県 11月 ○

人権フェスタで児童虐待防止の啓発 子ども未来課 0734-441-2497

3 和歌山県 和歌山県 9月、11月 ○

警察と児童相談所職員による合同訓練の実施 子ども未来課 0734-441-2497

4 和歌山県 和歌山市 11月17日～26日 ○

和歌山市立和歌山高等学校の生徒が描いた児童虐待防止啓発イラスト画の展示（市役所本庁舎１階ロビー） 福祉局子供未来部こども総合支
援センター

073-402-7830

5 和歌山県 和歌山市 10月～ ○

「前向き子育て新聞」を作成し、乳幼児健診や小学校で配布 福祉局子供未来部こども総合支
援センター

073-402-7830

6 和歌山県 海南市 11月 ○

子育て支援リーフレットを保育園・幼稚園の３歳児に配布 くらし部子育て推進課 073-483-8430

7 和歌山県 橋本市 6月25日

子育て講座（保護者向け） こども課 0736-33-6102

8 和歌山県 橋本市 10月9日

虐待に関する研修会（市内保育園・幼稚園の園長向け） こども課 0736-33-6102

9 和歌山県 橋本市 10月22日

虐待に関する研修会（人権擁護委員協議会委員向け） こども課 0736-33-6102

10 和歌山県 橋本市 12月

虐待に関する講演会（教職員向け） こども課 0736-33-6102

11 和歌山県 橋本市 H28.2月

虐待に関する講演会（市民向け） こども課 0736-33-6102



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 問い合わせ先

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】

12 和歌山県 有田市 11月 ○

市広報にて児童虐待防止月間を掲載 市民福祉部福祉課子ども係 0737-83-1111

13 和歌山県 御坊市 11月 ○

要保護児童対策地域協議会　研修会 社会福祉課 0738-23-5508

14 和歌山県 御坊市 11月 ○

市広報において児童虐待防止に関する記事の掲載 社会福祉課 0738-23-5508

15 和歌山県 田辺市 11月 ○

保育所、幼稚園へ虐待防止リーフレットを配布 保健福祉部子育て推進課こども
家庭係

0739-26-4927

16 和歌山県 田辺市 11月 ○

街頭で、虐待防止リーフレットを配布 保健福祉部子育て推進課こども
家庭係

0739-26-4927

17 和歌山県 新宮市 11月 ○

市の広報11月号に児童虐待防止の啓発やオレンジリボンキャンペーンの活動について掲載 子育て推進課（子育て支援セン
ター）

0735-23-3740

18 和歌山県 新宮市 11月 ○

関係機関や関係部署窓口にオレンジリボンと児童虐待防止のカードを配付 子育て推進課（子育て支援セン
ター）

0735-23-3740

19 和歌山県 新宮市 11月 ○

保健センター（子育て支援センター）に、社会福祉協議会にオレンジリボンツリーを設置 子育て推進課（子育て支援セン
ター）

0735-23-3740

20 和歌山県 新宮市 11月 ○

オレンジリボン街頭キャンペーン：ショッピングセンターにオレンジリボンツリーを設置し、kレンジ色の風船や、オレンジリボン
（手作り）、児童虐待防止のカードを手渡しする。

子育て推進課（子育て支援セン
ター）

0735-23-3740

21 和歌山県 新宮市 11月 ○

市内各保育所、幼稚園、小中学校に啓発文書等を配付し、各家庭への啓発を図る 子育て推進課（子育て支援セン
ター）

0735-23-3740

22 和歌山県 紀の川市 11月1日 ○

市広報において、児童虐待防止に関する啓発記事の掲載 子育て支援課 0736-77-2511

23 和歌山県 紀の川市 10月～11月 ○

前向き子育てプログラム（トリプルP）講座の開催 子育て支援課 0736-77-2511

24 和歌山県 岩出市 11月 ○

市広報誌、市ウェブサイトにおいて児童虐待防止に関する内容を掲載し啓発 生活福祉部子育て支援課 0736-62-2141

25 和歌山県 岩出市 10月31日

文化祭開催に合わせ啓発；児童虐待防止啓発用チラシ入りマスクの配布 生活福祉部子育て支援課 0736-62-2141

26 和歌山県 岩出市 11月2日 ○

駅頭啓発（同和運動推進月間、人権を考える強化月間の啓発）と同時に啓発；児童虐待防止啓発用チラシ入りマスクの配布 生活福祉部子育て支援課 0736-62-2141

27 和歌山県 岩出市 11月14日 ○

人権を考えるつどいで啓発；児童虐待防止啓発用チラシ入りマスクの配布 生活福祉部子育て支援課 0736-62-2141

28 和歌山 紀美野町 11月 ○

町広報誌に通報ダイヤル及び町での子育て支援の取り組みを掲載 保健福祉課 073-489-9960

29 和歌山県 かつらぎ町 11月 ○

町広報において、児童虐待防止や相談窓口（専用ダイヤル）について啓発 教育委員会総務課子育て係 0736-22-0300
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30 和歌山県 かつらぎ町 11月 ○

「虐待かも」と感じた際に迷わず通告いただくことを周知する為のパンフレット「みんなで守ろう子どもの明日」の配布 教育委員会総務課子育て係 0736-22-0300

31 和歌山県 高野町 11月 ○

町広報への掲載 福祉保健課 0736-56-2933

32 和歌山県 湯浅町 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 健康福祉課児童係 0737-64-1120

33 和歌山県 湯浅町 11月2日 ○

湯浅町要保護児童対策地域協議会主催による「子どもの人権・子育て講演会」を開催
日程　　11月２日（月）19：00～20：30
開催場所　　湯浅町役場　３階　なぎホール
講師　幼児教育研究家・子育てアドバイザー　「熊丸　みつ子」氏
テーマ　”今を生きる子どもたちに伝えたい”～親として　おとなとして　地域として～

健康福祉課児童係 0737-64-1120

34 和歌山県 有田川町 11月 ○

広報紙に児童虐待防止について掲載 こども教育課 0737-52-2111

35 和歌山県 日高町 11月 ○

児童虐待防止推進月間横断幕を庁舎に掲示 住民福祉課 0738-63-3800

36 和歌山県 由良町 6月1日

子どもの人権１１０番について、町広報６月号にて掲載し、周知を行った。 住民福祉課 0738-65-0201

37 和歌山県 由良町 7月1日～現在

児童虐待防止ダイヤル【１８９】の周知ポスターを窓口に掲示している。 住民福祉課 0738-65-0201

38 和歌山県 印南町 11月 ○

町広報誌に児童虐待防止推進月間のＰＲと相談窓口の紹介 住民福祉課福祉係 0738-42-1738

39 和歌山県 白浜町 11月 ○

町広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載 民生課 0739-43-6594

40 和歌山県 串本町 10月22日

児童虐待防止に関する講演会を開催 福祉課 0735-62-0562

1 鳥取県 鳥取県 11月 ○

啓発リーフレット、ポケットティッシュ、ポスター等を作成し、保育所、幼稚園等に配布するなど県民に向けた広報活動を実
施。

福祉保健部子育て王国推進局
青少年・家庭課

0857-26-7149

2 鳥取県 鳥取県 11月 ○

ショッピングセンターにおいて、リーフレット・ポケットティッシュの配布キャンペーンを実施。 福祉保健部子育て王国推進局
青少年・家庭課

0857-26-7149

3 鳥取県 鳥取県 11月 ○

テレビCMの作成・放送。 福祉保健部子育て王国推進局
青少年・家庭課

0857-26-7149

4 鳥取県 鳥取県 11月 ○

県内6箇所に横断幕・懸垂幕を掲出。 福祉保健部子育て王国推進局
青少年・家庭課

0857-26-7149

5 鳥取県 鳥取県 11月 ○

県広報11月号に児童虐待防止の記事を掲載。 福祉保健部子育て王国推進局
青少年・家庭課

0857-26-7149

6 鳥取県 鳥取県 11月7日 ○

米子児童相談所管内の市町村、児童福祉施設と共催でオレンジリボンたすきリレーを実施。 福祉保健部子育て王国推進局
青少年・家庭課

0857-26-7149
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7 鳥取県 鳥取市 11月 ○

市の広報紙に児童虐待防止推進月間の記事を掲載 こども発達・家庭支援センター 0857-20-0122

8 鳥取県 鳥取市 11月 ○

市庁舎に児童虐待防止推進月間の懸垂幕を掲示 福祉保健部健康・子育て推進局
こども発達・家庭支援センター

0857-20-0122

9 鳥取県 鳥取市 随時 ○

パンフレット、リーフレットを作成し配布 福祉保健部健康・子育て推進局
こども発達・家庭支援センター

0857-20-0122

10 鳥取県 鳥取市 11月 ○

街頭広報 福祉保健部健康・子育て推進局
こども発達・家庭支援センター

0857-20-0122

11 鳥取県 鳥取市 随時 ○

妊娠SOS相談カードを作成し配布 福祉保健部健康・子育て推進局
こども発達・家庭支援センター

0857-20-0122

12 鳥取県 米子市 11月 ○

市報、ホームページに児童虐待防止についての記事を掲載する。 こども未来課家庭児童相談室 0859-23-5176

13 鳥取県 米子市 10月19日

米子市要保護児童対策地域協議会の研修会において、児童虐待防止に関する講演会を開催する。 こども未来課家庭児童相談室 0859-23-5176

14 鳥取県 倉吉市 11月 ○

街頭広報（市内ショッピングセンターにおける啓発活動） 倉吉市福祉保健部子ども家庭
課

0858-22-8220

15 鳥取県 倉吉市 11月 ○

広報車による市内広報（月間中２回） 倉吉市福祉保健部子ども家庭
課

0858-22-8220

16 鳥取県 倉吉市 11月 ○

ホームページへの掲載 倉吉市福祉保健部子ども家庭
課

0858-22-8220

17 鳥取県 倉吉市 11月 ○

広報への掲載 倉吉市福祉保健部保健センター 0858-26-5670

18 鳥取県 境港市 7月23日

市内保育園主任保育士部会で児童虐待予防研修会を開催。 子育て支援課育児支援係 0859-47-1077

19 鳥取県 境港市 8月20日

市民生児童委員協議会児童福祉専門委員会で虐待防止対策等の施策の研修を実施。 子育て支援課育児支援係 0859-47-1077

20 鳥取県 境港市 9月下旬～10月

市内全公民館祭で、虐待防止に関わるチラシやティッシュを配布。 子育て支援課育児支援係 0859-47-1077

21 鳥取県 境港市 9月29日

要対協構成機関の関係者及び市役所職員が市役所に集合し、市民や関係者に配布するオレンジリボンを作成。 子育て支援課育児支援係 0859-47-1077

22 鳥取県 境港市 10月1日

市広報紙でオレンジリボンタスキリレーを広報。 子育て支援課育児支援係 0859-47-1077

23 鳥取県 境港市 10月下旬～11月 ○

市内保育園園児家庭及び小中学校、医療機関等の関係者にオレンジリボン及びチラシを配付。 子育て支援課育児支援係 0859-47-1077

24 鳥取県 境港市 11月 ○

市内のスーパー・ホームセンターにおいて、児童虐待防止推進月間のチラシ及びティッシュを配布。 子育て支援課育児支援係 0859-47-1077
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25 鳥取県 境港市 11月 ○

市内循環バスに児童虐待防止推進月間のポスターを掲示。 子育て支援課育児支援係 0859-47-1077

26 鳥取県 境港市 11月1日 ○

市広報紙で児童虐待防止推進月間の取組を紹介。 子育て支援課育児支援係 0859-47-1077

27 鳥取県 境港市 11月6日 ○

要対協構成機関の関係者を対象に、虐待防止研修会を開催。 子育て支援課育児支援係 0859-47-1077

28 鳥取県 岩美町 11月 ○

保護者向け啓発活動 住民生活課子育て支援係 0857-73-1415

29 鳥取県 若桜町 11月 ○

広報わかさに掲載 若桜町保健センター 0858-82-2214

30 鳥取県 若桜町 11月 ○

子ども園、若桜学園等にリーフレット配布 若桜町保健センター 0858-82-2214

31 鳥取県 智頭町 11月1日 ○

告知端末により児童虐待防止月間について町民に周知する 智頭町教育委員会教育課次世
代育成推進担当

0858‐75‐4119

32 鳥取県 八頭町 10月

児童虐待防止月間広報(町広報誌掲載） 福祉環境課 0858-76-0205

33 鳥取県 八頭町 11月 ○

町内公共施設等児童虐待防止啓発ポスター掲示 福祉環境課 0858-76-0205

34 鳥取県 八頭町 11月 ○

児童虐待防止月間町防災無線啓発 福祉環境課 0858-76-0205

35 鳥取県 八頭町 11月 ○

保育所、小学校、中学校児童虐待防止パンフレット配布 福祉環境課 0858-76-0205

36 鳥取県 八頭町 2月～3月

町内医療機関へ児童虐待防止協力依頼 福祉環境課 0858-76-0205

37 鳥取県 八頭町 年間

赤ちゃん訪問時に虐待防止のための啓発等 保健課 0858-72-3566

38 鳥取県 三朝町 11月 ○

町報(11月号）で虐待防止月間について周知
虐待防止啓発用のマグネット看板を公用車に張る

子育て健康課 0858-43-3520

39 鳥取県 湯梨浜町 11月2日～13日 ○

町内のスーパーで、虐待予防のリーフレットの配布、２４時間子育て支援電話の連絡先の啓発。 子育て支援課 0858-35-5322

40 鳥取県 湯梨浜町 11月2日～13日 ○

町報での虐待予防啓発。 子育て支援課 0858-35-5322

41 鳥取県 北栄町 11月2日～11月20日 ○

町内子ども園において、町のマスコットキャラクター「夏味ちゃん」とともにお迎え時に保護者等に啓発を呼びかける。 福祉課 0858-37-5852

42 鳥取県 琴浦町 11月 ○

広報紙において、児童虐待防止に関する施策を紹介 町民生活課子育て応援室 0858-52-1703
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43 鳥取県 日吉津村 8月～ ○

オレンジリボンタスキリレーに関するポスター、チラシの配布、関係機関への周知 福祉保健課 0859-27-5952

44 鳥取県 大山町 10月29日～11月30 ○

広報だいせん　児童虐待防止推進月間とオレンジリボンたすきリレーについて掲載。 幼児・学校教育課幼児教育室 0859-54-5219

45 鳥取県 大山町 11月 ○

児童虐待防止推進月間をケーブルＴＶで放映予定。 幼児・学校教育課幼児教育室 0859-54-5219

46 鳥取県 伯耆町 11月 ○

広報「ほうき」で児童虐待防止についての記事を掲載 福祉課 0859-68-5534

47 鳥取県 伯耆町 11月 ○

懸垂幕掲揚 福祉課 0859-68-5534

48 鳥取県 日南町 11月 ○

町広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載予定 福祉保健課 0859-82-0374

49 鳥取県 日南町 11月7日 ○

オレンジリボンキャンペーンたすきリレー（※）の実施。それに合わせて町内ショッピングセンターにおいて児童虐待防止につ
いて啓発を行う予定。

福祉保健課 0859-82-0374

50 鳥取県 江府町 7月10日

町報7月号において、児童相談所全国共通ダイアルのお知らせ 福祉保健課 0859-75-6111

1 島根県 島根県 11月上旬 ○

松江駅周辺での街頭啓発活動を実施（チラシ等の配付） 健康福祉部青少年家庭課児童・
家庭相談支援スタッフ

0852-22-6392

2 島根県 島根県 11月5日～12月3日 ○

県立図書館ロビーにおいて、児童虐待に関するパネル展示 健康福祉部青少年家庭課児童・
家庭相談支援スタッフ

0852-22-6392

3 島根県 島根県 11月7日 ○

街頭活動（ショッピングセンターでのチラシ等の配布） 出雲児童相談所 0853-21-0007

4 島根県 島根県 10月18日

浜田市健康福祉フェスティバルに浜田児童相談所も参加して、浜田児童相談所のコーナー（人通りの多い室内）に、児童虐
待関係他のパネルを展示する。

浜田児童相談所 0855-28-3560

5 島根県 島根県 11月上旬 ○

ショッピングセンターにおいて街頭啓発活動を実施（児童虐待防止啓発用チラシ等の配布） 益田児童相談所 0856-22-0083

6 島根県 松江市 11月2日～11月30日 ○

関係課においてオレンジリボンの着用 健康福祉部保健福祉課家庭相
談室

0852-55-5954

7 島根県 松江市 10月30日～11月6日 ○

市役所本庁玄関ロビーにて児童虐待防止にむけたパネル展示 健康福祉部保健福祉課家庭相
談室

0852-55-5954

8 島根県 松江市 11月 ○

１１月号市報掲載 健康福祉部保健福祉課家庭相
談室

0852-55-5954

9 島根県 松江市 通年 ○

主任児童委員により紙芝居 健康福祉部保健福祉課家庭相
談室

0852-55-5954

10 島根県 松江市 11月 ○

啓発のために街頭活動 健康福祉部保健福祉課家庭相
談室

0852-55-5954
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11 島根県 浜田市 11月 ○

広報１１月号およびホームページで児童虐待防止の啓発記事を掲載 健康福祉部子育て支援課 0855-25-9331

12 島根県 浜田市 11月 ○

市内で行われる秋のイベントでリーフレット、チラシ、啓発グッズ、オレンジリボン等の配布 健康福祉部子育て支援課 0855-25-9331

13 島根県 浜田市 12月19日

児童虐待防止講演会の開催 健康福祉部子育て支援課 0855-25-9331

14 島根県 浜田市 11月 ○

児童虐待防止とＤＶ防止ののぼり旗を１ヶ月間設置 健康福祉部子育て支援課 0855-25-9331

15 島根県 出雲市 10月20日～ ○

市の広報（隔月1回）で、子育て支援機関等の記事を毎号掲載。11月号（10月20日発行）で、児童虐待防止推進月間の特
集。

健康福祉部子ども政策課児童
家庭係

0853-21-6604

16 島根県 出雲市 11月7日 ○

市内のｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰで啓発ﾁﾗｼ（国、県、市作成）配布。 健康福祉部子ども政策課児童
家庭係

0853-21-6604

17 島根県 出雲市 11月3日～11月30日 ○

市内のｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰで啓発パネルの展示。 健康福祉部子ども政策課児童
家庭係

0853-21-6604

18 島根県 出雲市
7月,9月,12月

○

「児童虐待防止と対応講座」の開催と、オレンジリボンの配布。 健康福祉部子ども政策課児童
家庭係

0853-21-6604

19 島根県 出雲市 10月26日

市役所紹介番組「市役所からこんいちは」（ケーブルテレビ）で、児童虐待防止推進月間や市の虐待防止の取り組みを紹介。 健康福祉部子ども政策課児童
家庭係

0853-21-6604

20 島根県 益田市 11月 ○

11月の市広報誌に児童虐待防止推進の啓発記事を掲載 子育てあんしん相談室 0856-31-1977

21 島根県 大田市 10月30日

街頭キャンペーン（市内箇所での街頭呼びかけ活動） 子育て支援課 0854-83-8147

22 島根県 大田市 未定

虐待防止講演会 子育て支援課 0854-83-8147

23 島根県 大田市 11月 ○

市ホームページへの掲載 子育て支援課 0854-83-8147

24 島根県 大田市
9月1日、2月3日、11月

20日
○

高校の文化祭において、性や妊娠・出産、命の尊さ等の知識普及や望まない妊娠を防ぐための啓発を行う。 子育て支援課 0854-83-8147

25 島根県 大田市 5月～12月 ○

小中学生を対象にした赤ちゃんふれあい体験事業を市内小中学校（4校）で開催 子育て支援課 0854-83-8147

26 島根県 安来市 11月 ○

児童虐待防止推進PR懸垂幕を作成、庁舎に掲示 健康福祉部子ども未来課 0854-23-3222

27 島根県 安来市 11月 ○

オレンジリボンを作成、市職員・関係機関に配布 健康福祉部子ども未来課 0854-23-3222

28 島根県 安来市 11月 ○

市報掲載 健康福祉部子ども未来課 0854-23-3222
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29 島根県 安来市 11月 ○

CATVでの啓発 健康福祉部子ども未来課 0854-23-3222

30 島根県 江津市 11月 ○

市広報紙において、児童虐待防止の啓発記事掲載 子育て支援課 0855-52-2501

31 島根県 江津市 11月15日 ○

市民センター内で、児童虐待防止に関するパネル展示 子育て支援課 0855-52-2501

32 島根県 雲南市 11月 ○

広報１１月号に児童虐待防止推進月間について掲載 子ども家庭支援課 0854-40-1067

33 島根県 雲南市 11月 ○

データ放送文字放送で児童虐待防止推進月間について掲載 子ども家庭支援課 0854-40-1067

34 島根県 雲南市 11月 ○

告知放送で児童虐待防止推進月間について放送 子ども家庭支援課 0854-40-1067

35 島根県 奥出雲町 10月下旬

町広報誌に児童虐待防止推進月間の記事の掲載 福祉事務所 0854-54-2541

36 島根県 奥出雲町 11月1日～11月7日 ○

ケーブルテレビの文字放送にて、児童虐待防止推進月間の広報 福祉事務所 0854-54-2541

37 島根県 飯南町 11月 ○

町ケーブルテレビで、児童虐待防止月間のPR 保健福祉課 0854-72-1770

38 島根県 川本町 11月 ○

町広報誌、町独自テレビ文字放送にて、虐待防止の啓発 健康福祉課 0855-72-0633

39 島根県 美郷町 4月20日

「児童虐待防止推進月間」標語募集を、町内の小・中学校に依頼する。 健康推進課 0855-75-1931

40 島根県 美郷町 6月15日

児童相談所全国共通ダイヤル周知のポスター、リーフレット等の配布 健康推進課 0855-75-1931

41 島根県 邑南町 10月2日

町内中学校の２，３年生を対象に「性・命・人権教育講演会」実施。
学校教育課、保健課共同開催

学校教育課 0855-83-1126

42 島根県 邑南町 年4回

出産を迎えた両親を対象とした育児等の講座 保健課 0855-83-1123

43 島根県 邑南町 11月予定 ○

子育て支援機関を対象とした講座 保健課 0855-83-1123

44 島根県 邑南町 11月 ○

児童虐待防止について広報へ掲載 福祉課 0855-95-1115

45 島根県 津和野町 11月1日～11月6日 ○

CATVテロップ放送 健康福祉課 0856-72-0673

46 島根県 吉賀町 8月27日

児童虐待予防講演会（地域スタッフ向け） 保健福祉課 0856-77-1165
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47 島根県 吉賀町 5月～7月

保育所長会・学校校長会・母子保健推進委員定例会・民生児童委員会でPR 保健福祉課 0856-77-1165

48 島根県 吉賀町 11月 ○

町広報へ掲載 保健福祉課 0856-77-1165

49 島根県 吉賀町 7月

町内保育所、小中学校、高等学校保護者へチラシ配布 保健福祉課 0856-77-1165

50 島根県 吉賀町 7月

町内保育所、小中学校、高等学校保護者へポスター配布。 保健福祉課 0856-77-1165

51 島根県 西ノ島町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止について周知を図る 健康福祉課 08514-6-0104

52 島根県 知夫村 11月 ○

村民福祉課だより１１月号・子育てだより１１月号において児童虐待防止推進月間等について掲載し配布。 村民福祉課 08514-8-2211

53 島根県 隠岐の島町 11月 ○

町内商店で啓発活動を実施 福祉課(児童福祉) 08512-2-8577

1 岡山県 岡山県 11月5日 ○

JR岡山駅前において児童虐待防止及び里親制度推進の啓発グッズを配布し、街頭啓発を実施 保健福祉部子ども未来課児童
福祉班

086-226-7911

2 岡山県 岡山県 11月 ○

県庁舎に児童虐待防止推進月間の懸垂幕を掲出 保健福祉部子ども未来課児童
福祉班

086-226-7911

3 岡山県 岡山県 11月 ○

ラジオ及びNHKデータ放送「県民のみなさんへ」において児童虐待防止推進月間を周知 保健福祉部子ども未来課児童
福祉班

086-226-7911

4 岡山県 岡山県 11月 ○

県HPにおいて児童虐待防止推進月間を周知 保健福祉部子ども未来課児童
福祉班

086-226-7911

5 岡山県 岡山県 11月19日 ○

児童相談所と警察との合同研修を開催 保健福祉部子ども未来課児童
福祉班

086-226-7911

6 岡山県 岡山県 11～2月 ○

管内市町での子ども・子育てに係るイベント時や研修会の場等において、児童虐待防止に関する啓発資材を配布する。 備前県民局健康福祉部福祉振
興課
子育て支援班

086-272-3989

7 岡山県 岡山県 11月4日 ○

ＪＲ倉敷駅において、児童虐待防止の街頭啓発、啓発グッズ配布 備中県民局健康福祉部福祉振
興課

086-434-7023

8 岡山県 岡山県 11月9、10、19日 ○

FMラジオ放送(FMくらしき)で20秒スポットCMを放送 備中県民局健康福祉部福祉振
興課

086-434-7023

9 岡山県 岡山県 11月 ○

児童虐待防止推進月間及び標語を県民局電光掲示板で広報 備中県民局健康福祉部福祉振
興課

086-434-7023

10 岡山県 岡山県 11月 ○

児童虐待防止にかかる街頭啓発活動実施 美作県民局健康福祉部福祉振
興課

0868-23-0113

11 岡山県 岡山県 10月～翌3月 ○

健康教育実施（出前講座）で児童虐待防止推進月間のリーフレットを配布 美作保健所 0868-23-0148
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12 岡山県 岡山県 11月 ○

地区衛生組織連合会勝英地区合同活動にて啓発活動 美作保健所勝英支所 0868-73-4055

13 岡山県 玉野市 11月 ○

市の広報誌（11月）にて、児童虐待防止について啓発 社会福祉部子育て支援課子育
て支援係

0863-32-5554

14 岡山県 備前市 11月7日 ○

備前市市民ふれあい福祉まつり・こども応援フェスタを開催し、その会場でリーフレット等を配布する 保健福祉部子育て支援課子ど
も・子育て支援係

0869-64-1853

15 岡山県 瀬戸内市 12月1日

市広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載する。 子育て支援課 0869-26-5947

16 岡山県 瀬戸内市 11月4日 ○

瀬戸内市保健福祉センターゆめトピア長船において要保護児童対策協議会メンバーに児童虐待の予防をテーマとした専門
研修会を開催する。

子育て支援課 0869-26-5947

17 岡山県 瀬戸内市 11月2日～15日 ○

児童虐待防止推進月間中、児童虐待防止のロゴ入りポロシャツを担当課職員が着用して虐待防止をPRする。 子育て支援課 0869-26-5947

18 岡山県 赤磐市 11月 ○

市広報誌への記事掲載 保健福祉部子育て支援課 086-955-2635

19 岡山県 赤磐市 11月 ○

市庁舎に虐待防止推進月間の横断幕を掲示 保健福祉部子育て支援課 086-955-2635

20 岡山県 赤磐市 11月 ○

市内公共施設や道路沿いを中心に啓発のぼりを設置 保健福祉部子育て支援課 086-955-2635

21 岡山県 赤磐市 11月 ○

市内で主任児童委員と共に児童虐待防止啓発を実施 保健福祉部子育て支援課 086-955-2635

22 岡山県 赤磐市 通年 ○

市内保育園等で児童虐待予防及び人権研修としてCAPワークショップを開催 保健福祉部子育て支援課 086-955-2635

23 岡山県 赤磐市 11月1日 ○

児童虐待防止をテーマとして講演会を開催 保健福祉部子育て支援課 086-955-2635

24 岡山県 和気町 11月 ○

リーフレット・ポスター等を民生・児童委員及び管内保育所・児童館・子育て支援センター・保健センター等、子どもが集まり
やすい所へ配布し、児童虐待防止月間を地域に呼びかけていただく。

民生福祉部健康福祉課 0869-93-3681

25 岡山県 和気町 11月 ○

町広報誌11月号（10月23日発行）に虐待防止月間の啓発広報を掲載。 民生福祉部健康福祉課 0869-93-3681

26 岡山県 吉備中央町 11月 ○

町広報誌に児童虐待防止推進月間の記事を掲載 保健課 0866-54-1326

27 岡山県 吉備中央町 11月 ○

保健課職員が、オレンジマーク入りのジャンパーを着用して様々な事業に参加し、啓発活動を行う。 保健課 0866-54-1326

28 岡山県 倉敷市 11月 ○

市広報誌に掲載し，市役所担当課および各支所福祉課窓口に啓発ポケットティッシュ等を設置 子ども相談センター 086-426-3330

29 岡山県 倉敷市 11月 ○

市立保育園，市役所保健福祉局職員にオレンジリボンを配布 子ども相談センター 086-426-3330
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30 岡山県 倉敷市 11月 ○

市内幼保小中および児童館に，ポスターやリーフレットを配布 子ども相談センター 086-426-3330

31 岡山県 倉敷市 11月3日 ○

市内ショッピングモールにおいて，オレンジリボン，啓発用チラシ，ポケットティッシュ，風船を配布 子ども相談センター 086-426-3330

32 岡山県 倉敷市 11月29日 ○

市内イベント会場において，オレンジリボン，啓発用チラシ，ポケットティッシュ，風船を配布 子ども相談センター 086-426-3330

33 岡山県 倉敷市 10月1日～11月30日 ○

市ホームページに掲載 子ども相談センター 086-426-3330

34 岡山県 倉敷市 11月 ○

ＦＭくらしきインフォーマーシャルで情報発信（予定） 子ども相談センター 086-426-3330

35 岡山県 倉敷市 11月6日 ○

市内ショッピングセンターにおいて，オレンジリボン，啓発用チラシ，ポケットティッシュ，風船を配布 児島社会福祉事務所 086-473-1119

36 岡山県 倉敷市 11月9日 ○

市内ショッピングセンターにおいて，オレンジリボン，啓発用チラシ，ポケットティッシュ，風船を配布 玉島社会福祉事務所 086-522-8118

37 岡山県 早島町 11月 ○

広報誌、HPで虐待予防について啓発、生涯学習まつり会場で愛育委員が来場者に虐待予防リーフレット等を配布 健康福祉課 086-482-2483

38 岡山県 総社市 11月 ○

公共施設等において子育て支援・母子保健・児童虐待に関するパネルの展示及び啓発グッズの配布。 保健福祉部こども課 0866-92-8268

39 岡山県 笠岡市 11月 ○

市役所本庁舎に懸垂幕掲示 健康福祉部子育て支援課 0865-69-2132

40 岡山県 井原市 11月 ○

市広報、ケーブルテレビ放送での児童虐待防止の啓発。 健康福祉部子育て支援課子育
て支援係

0866-62-9517

41 岡山県 浅口市 11月 ○

広報11月号へ啓発記事を掲載 健康福祉部社会福祉課 0865-44-7007

42 岡山県 里庄町 通年 ○

県から配付された啓発資材（カットバン、ポケットティッシュ等）を母子保健事業で配付、ポスター掲示 健康福祉課 0865-64-7211

43 岡山県 矢掛町 11月17日 ○

町広報紙に児童虐待防止推進月間のポスターを掲載（予定） 保健福祉課 0866-82-1013

44 岡山県 高梁市 11月4日 ○

市内スーパーマーケット２ヶ所の店頭にて、児童虐待防止啓発物品を配布 健康福祉部こども未来課 0866-21-0288

45 岡山県 高梁市 11月15日 ○

市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を紹介 健康福祉部こども未来課 0866-21-0288

46 岡山県 高梁市 11月上旬 ○

市内保育園・幼稚園・こども園・小学校へのリーフレットの配布 健康福祉部こども未来課 0866-21-0288

47 岡山県 高梁市 11月上旬 ○

虐待防止に関する懸垂幕を庁舎に掲示 健康福祉部こども未来課 0866-21-0288
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48 岡山県 新見市 11月 ○

市内ショッピングモール２カ所において児童虐待に関するリーフレット等の配布。民生委員等を対象とした児童虐待防止に関
する研修会を開催。

福祉部こども課こども福祉係 0867-72-6115

49 岡山県 津山市 11月 ○

市広報誌（広報つやま11月号・12月号合併号）にて、児童虐待防止推進月間の周知・啓発を行う こども子育て相談室 0868-32-7027

50 岡山県 真庭市 通年 ○

オレンジリボン、バッチの着用
（要保護児童対策地域協議会、市職員）

子育て支援課 0867-42-1054

51 岡山県 真庭市 通年 ○

オレンジリボンポロシャツ着用による啓発 子育て支援課 0867-42-1054

52 岡山県 真庭市 5月

児童福祉週間での予防啓発活動
オレンジリボン配布、相談窓口の紹介、鯉のぼりの掲揚

子育て支援課 0867-42-1054

53 岡山県 真庭市 1月

「食育・健康まつり2016」での予防啓発。啓発グッズの配布 子育て支援課 0867-42-1054

54 岡山県 真庭市 5月、11月 ○

広報紙への掲載 子育て支援課 0867-42-1054

55 岡山県 真庭市 11月 ○

予防啓発用のぼりの設置(本庁、各支局、振興局) 子育て支援課 0867-42-1054

56 岡山県 真庭市 7月、9月、10月

中学生・高校生と乳幼児のふれあい体験学習
(市内3地域)

健康推進課 0867-42-1050

57 岡山県 真庭市 通年 ○

子育て支援・虐待予防の講演
（民生委員主任児童委員会、人権推進委員会、教職員他）

子育て支援課 0867-42-1054

58 岡山県 真庭市 通年 ○

子どもが心配チェックシートを活用した研修会
（認定こども園、保育園、幼稚園、小学校）

子育て支援課 0867-42-1054

59 岡山県 美作市 11月 ○

児童虐待について広報誌掲載 保健福祉部社会福祉課総合相
談係

0868-75-3913

60 岡山県 美作市 11月 ○

児童虐待防止について懸垂幕、幟にて啓発を行う。市役所・保健センター・各総合支所内 保健福祉部社会福祉課総合相
談係

0868-75-3913

61 岡山県 新庄村 毎月 ○

心理士による子育て相談 住民福祉課 0867-56-2646

62 岡山県 鏡野町 10月25日

子育て講演会「育つ力と耕す心」(鏡野町ペスタロッチ館) 生涯学習課 0868-54-7733

63 岡山県 鏡野町 10月、11月 ○

町広報誌に掲載（10月：里親月間、11月：児童虐待防止推進月間） 保健福祉課子育て支援係 0868-54-2986

64 岡山県 勝央町 5月

広報誌に児童虐待予防の記事掲載 健康福祉部 0868-38-7102

65 岡山県 勝央町 5月

勝央町愛育委員に児童虐待予防の啓発 健康福祉部 0868-38-7102
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66 岡山県 勝央町 10月12日

金時まつりで愛育委員による児童虐待予防街頭キャンペーン活動 健康福祉部 0868-38-7102

67 岡山県 奈義町 11月 ○

広報紙にて虐待防止について掲載 健康福祉課 0868-36-6700

68 岡山県 西粟倉村 ○

ポスター(「１８９」周知）・クリアファイルを小中学校へ配布 保健福祉課児童福祉係,母子保
健係

0868-79-7100

69 岡山県 久米南町 4月

児童虐待相談窓口を紹介するビラを各戸に配布 保健福祉課 086-728-2047

70 岡山県 久米南町 11月 ○

月予定表に月間の説明をし、各戸に配布し周知する 保健福祉課 086-728-2047

71 岡山県 久米南町 12月

子育て支援と虐待予防をテーマとした講演会を開催 保健福祉課 086-728-2047

72 岡山県 久米南町 12月

子育て支援と虐待予防をテーマとした冊子を講演会参加者に配布 保健福祉課 086-728-2047

73 岡山県 美咲町 11月 ○

広報紙に掲載 こども課 0868-66-1215

74 岡山県 美咲町 11月 ○

町内告知放送を実施 こども課 0868-66-1215

75 岡山県 美咲町 11月 ○

美咲町ケーブルテレビで放映 こども課 0868-66-1215

76 岡山県 美咲町 11月 ○

オレンジリボンを作成。職員、町議会議員、民生・児童委員に配布 こども課 0868-66-1215

77 岡山県 美咲町 11月 ○

庁舎内に虐待予防ＰＲ資料とオレンジリボンの掲示 こども課 0868-66-1215

78 岡山県 美咲町 11月15日 ○

「みさきこどもまつり」で虐待啓発ＰＲ こども課 0868-66-1215

79 岡山県 美咲町 11月15日 ○

「みさきこどもまつり」　オレンジリボンを子どもの手型で作成、掲示 こども課 0868-66-1215

1 広島県 広島県 11月2日～11月30日 ○

県庁舎に児童虐待防止月間の懸垂幕を設置 健康福祉局こども家庭課児童グ
ループ

082-513-3167

2 広島県 広島県 11月 ○

街頭大型ビジョンやデジタルサイネージを活用した児童相談所全国共通ダイヤルの周知 健康福祉局こども家庭課児童グ
ループ

082-513-3167

3 広島県 広島県 11月～12月 ○

県内のイベント等でＰＲブースを設置し，オレンジリボンや啓発ティッシュ等を配布 健康福祉局こども家庭課児童グ
ループ

082-513-3167

4 広島県 広島県 11月 ○

ラジオ番組内で児童虐待防止に関する特集を組みイベント告知等を実施 健康福祉局こども家庭課児童グ
ループ

082-513-3167



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 問い合わせ先

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】

5 広島県 広島県 11月 ○

インターネットを活用した児童虐待防止の広報啓発の実施 健康福祉局こども家庭課児童グ
ループ

082-513-3167

6 広島県 呉市 10月24日

広島国際大学の学園祭において，学生自身が主体となって児童虐待防止に係る活動の企画・学習ができるように支援する
とともに，パネル等の掲示物や幟，襷等の啓発グッズを貸し出し，啓発テッシュを配布するなどオレンジリボン運動を広報・啓
発する。

福祉保健部子育て支援課家庭
児童相談G

0823-73-7540

7 広島県 呉市 11月 ○

地域での啓発活動
各地域で実施される子育てサロン等の行事で，啓発ティッシュを配布

福祉保健部子育て支援課家庭
児童相談G

0823-73-7540

8 広島県 呉市 11月2日～11月27日 ○

DV・児童虐待防止啓発パネル展
DV及び児童虐待の防止に向けて，市民センター等においてパネル展を実施

福祉保健部子育て支援課家庭
児童相談G

0823-73-7540

9 広島県 呉市 10月30日～11月30日 ○

市民センター等に児童虐待防止月間の懸垂幕を設置 福祉保健部子育て支援課家庭
児童相談G

0823-73-7540

10 広島県 竹原市 11月 ○

児童虐待防止啓発のため，通告先周知用チラシを作成し配布する。 市民生活部福祉課子ども福祉
室

0846-22-7742

11 広島県 竹原市 11月 ○

市広報紙において，児童虐待防止推進月間及び，相談，通告先の周知を行う。 市民生活部福祉課子ども福祉
室

0416-22-7742

12 広島県 三原市 11月8日 ○

浮城祭りにおいて児童虐待防止を街頭キャンペーンで呼びかける。児童虐待防止リーフレット、三原市作成のチラシ、オレン
ジリボンのバッチを配布

保健福祉部子育て支援課子育
て支援係

0848-67ｰ6045

13 広島県 三原市 11月27日 ○

児童虐待防止講演会を民生委員児童委員連合会と共催して開催 保健福祉部子育て支援課子育
て支援係

0848-67ｰ6045

14 広島県 尾道市 10月10日～ ○

広報10月号及び11月号に虐待防止月間の取り組みとして、子育てに関する相談窓口の掲載と合わせて虐待のサイン、相談
通告窓口を掲載。

子育て支援課 0848-38-9215

15 広島県 尾道市 通年 ○

尾道市のホームページで相談窓口の啓発、11月は虐待防止月間であることを合わせて掲載 子育て支援課 0848-38-9215

16 広島県 尾道市 11月 ○

虐待防止に係るリーフレット作成 子育て支援課 0848-38-9215

17 広島県 尾道市 11月 ○

懸垂幕の掲示による啓発（公営の立体駐車場壁面）及びステッカーによる啓発（市の公用車） 子育て支援課 0848-38-9215

18 広島県 福山市 10月中旬頃～

市民向け啓発リーフレットを作成し，保育所，小中学校，自治会回覧，関係機関などへ配布する。 児童部子育て支援課 084-928-1258

19 広島県 福山市 11月1日 ○

市広報紙において，児童虐待防止に関する啓発記事，通告先ダイヤルを掲載する。 児童部子育て支援課 084-928-1258

20 広島県 福山市 11月7日 ○

市内商業施設２箇所において通告先ダイヤルを掲載したポケットティッシュと児童虐待防止啓発講演会の開催チラシ等を配
布する。

児童部子育て支援課 084-928-1258

21 広島県 福山市 11月 ○

児童虐待防止啓発の「懸垂幕」を市役所庁舎，支所に懸架すると共に，「のぼり旗」を市役所本庁舎に設置する。 児童部子育て支援課 084-928-1258

22 広島県 福山市 11月3日 ○

イベントに出展し，啓発パネルの展示，オレンジリボン作成体験，オレンジリボンツリーの展示を通じて児童虐待防止を啓発
する。

児童部子育て支援課 084-928-1258
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23 広島県 福山市 11月2日 ○

ＪＲ福山駅前において通告先ダイヤルを掲載したポケットティッシュと児童虐待防止啓発講演会の開催チラシ等を配布する。 児童部子育て支援課 084-928-1258

24 広島県 福山市 11月3日～11月9日 ○

公共施設ロビーに啓発パネルとオレンジリボンツリーの展示を通じて児童虐待防止を啓発する。 児童部子育て支援課 084-928-1258

25 広島県 福山市 11月24日 ○

児童虐待防止啓発講演会を開催する。 児童部子育て支援課 084-928-1258

26 広島県 府中市 5月

「児童相談所全国共通ダイヤル3桁化」等周知用ポスター配布 健康福祉部女性こども課こども
家庭係

0847-43-7255

27 広島県 府中市 7月1日

広報において「児童相談所全国共通ダイヤル3桁化」、児童虐待に関する啓発 健康福祉部女性こども課こども
家庭係

0847-43-7255

28 広島県 府中市 10月24日

学びフェスタにて児童虐待防止リーフレット（府中市版）等配布 健康福祉部女性こども課こども
家庭係

0847-43-7255

29 広島県 府中市 11月1日 ○

広報において児童虐待防止に関する啓発と相談窓口の紹介 健康福祉部女性こども課こども
家庭係

0847-43-7255

30 広島県 府中市 11月5日 ○

市内店舗にて児童虐待防止リーフレット（府中市版）等を配布 健康福祉部女性こども課こども
家庭係

0847-43-7255

31 広島県 三次市 8月3日

ペアレントトレーニングの手法を中心とした子育て講演会の開催 子育て・女性支援部女性活躍支
援課

0824-62-6247

32 広島県 三次市
9月16日～12月17日

7回×2会場
○

ペアレントトレーニング教室の開催 子育て・女性支援部女性活躍支
援課

0824-62-6247

33 広島県 三次市 11月 ○

虐待防止のパンフレットを作成し，市内全戸に配布する。 子育て・女性支援部女性活躍支
援課

0824-62-6247

34 広島県 三次市 11月

虐待防止講演会の開催
・来場者に対して，児童虐待防止推進月間のリーフレット，しおり及びカードを配布

子育て・女性支援部女性活躍支
援課

0824-62-6247

35 広島県 三次市 12月

人権週間に合わせて開催する「ひと・かがやきフェスタ」で，児童虐待防止パネルやポスターの展示 子育て・女性支援部女性活躍支
援課

0824-62-6247

36 広島県 三次市 12月

小中学校入学説明会等で保護者への児童虐待防止チラシの配布 子育て・女性支援部女性活躍支
援課

0824-62-6247

37 広島県 庄原市 11月 ○

市内各庁舎に懸垂幕の掲示を行う。 児童福祉課あんしん支援係 0824-73-0051

38 広島県 庄原市 11月上旬 ○

オレンジリボンやリーフレット等を配布し、街頭PRを行う。 児童福祉課あんしん支援係 0824-73-0051

39 広島県 庄原市 2月

講演会を行う。 児童福祉課あんしん支援係 0824-73-0051

40 広島県 大竹市 11月 ○

市広報紙において，児童虐待に関する市の相談窓口を紹介 健康福祉部福祉課 0827-59-2148
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41 広島県 東広島市 11月1日～ ○

市全職員、関係機関へオレンジリボンの配布及び着用依頼 福祉部こども家庭課子育て支援
係

082-420-0407

42 広島県 東広島市 10月2日～ ○

要保護児童対策地域協議会関係機関へ児童虐待防止リーフレット等の配布 福祉部こども家庭課子育て支援
係

082-420-0407

43 広島県 東広島市 11月27日～ ○

児童虐待防止に関する講演を開催（東広島市総合福祉センター） 福祉部こども家庭課子育て支援
係

082-420-0407

44 広島県 廿日市市 通年 ○

市の広報誌において相談窓口を紹介 児童課 0829-30-9153

45 広島県 廿日市市 通年 ○

窓口等で虐待防止啓発パンフレットを配布 児童課 0829-30-9153

46 広島県 安芸高田市 10月22日～ ○

市の広報誌に児童虐待防止に関する啓発記事を掲載し、全戸配布を予定 子育て支援課 0826-47-1283

47 広島県 安芸高田市 11月

児童虐待防止に関する啓発冊子を作成し、全戸配布を予定 子育て支援課 0826-47-1283

48 広島県 江田島市 11月19日、1月21日 ○

児童虐待防止講演会の開催
・来場者に対して児童虐待防止推進月間のリーフレット、しおりを配布

子育て支援センター 0823-42-2852

49 広島県 江田島市 11月 ○

市内の児童・生徒,保育園児に啓発物品、リーフレット、しおりを配布 子育て支援センター 0823-42-2852

50 広島県 府中町 通年 ○

「『親の力』をまなびあう学習プログラム」講座を行い、
家庭の教育力向上を図る。

府中町教育委員会社会教育課 082-286-3272

51 広島県 府中町 11月 ○

「広報ふちゅう11月号」に
児童虐待防止のための広報記事掲載。

福祉保健部子育て支援課 082-286-3163

52 広島県 府中町 未定

児童虐待未然防止のための子育て応援講座等実施。
（子育てフェスティバル　児童センターにて）

福祉保健部子育て支援課 082-286-3163

53 広島県 海田町 11月 ○

町広報誌へ児童虐待防止に関する啓発記事の掲載 福祉保健部こども課 082-823-9227

54 広島県 海田町 通年 ○

町作成の相談窓口記載の虐待防止マグネットの配布（新生児訪問時全戸配） 福祉保健部こども課 082-823-9227

55 広島県 海田町 11月～3月 ○

町職員によるオレンジリボンピンバッチの装着 福祉保健部こども課 082-823-9227

56 広島県 熊野町

児童虐待防止に関し、町広報誌に掲載 民生部民生課 082-820-5635

57 広島県 坂町 11月1日 ○

広報紙にて児童虐待防止月間を周知する 民生課 082-820-1505

58 広島県 安芸太田町 11月 ○

11月町広報カレンダーにおいて、児童虐待防止月間の周知を行う 児童育成課 0826-28-1969
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59 広島県 北広島町 10月17日

児童虐待防止講演会（保護者対象）を開催 福祉課子育て支援室 050-5812-1851

60 広島県 北広島町 11月、12月 ○

児童虐待防止講演会（指導者等関係者対象）を開催 福祉課子育て支援室 050-5812-1851

61 広島県 大崎上島町 10月

青少年育成会講演会受付にて、　虐待防止パンフレット・ボールペン配布 福祉課 0846-62-0301

62 広島県 大崎上島町 11月 ○

町広報11月号に児童虐待防止に関する周知を掲載 福祉課 0846-62-0301

63 広島県 大崎上島町 11月 ○

役場職員オレンジリボンの着用 福祉課 0846-62-0301

64 広島県 大崎上島町 11月 ○

親の力を学びあう学習プログラム　　幼稚園 社会教育課 0846-64-3055

65 広島県 世羅町 10月

町広報紙において児童虐待防止推進月間を紹介 子育て支援課 0847-22-0503

66 広島県 世羅町 11月9日 ○

要保護児童対策地域協議会において児童虐待防止に関する講演会を開催 子育て支援課 0847-22-0503

67 広島県 世羅町 11月 ○

ケーブルテレビにおいて児童虐待防止推進月間を紹介し、児童虐待の予防と啓発をする 子育て支援課 0847-22-0503

68 広島県 神石高原町 10月15日

町広報紙10月号で児童虐待防止推進月間を周知する 福祉課 0847-89-3335

69 広島県 神石高原町 11月1日～ ○

町内幼稚園・保育所・小中高等学校・公民館・庁舎等主要施設にポスターを掲示 福祉課 0847-89-3335

1 山口県 山口県 7～10月

県関係広報誌等に啓発文書掲載、ラジオによる啓発 健康福祉部こども・子育て応援
局こども家庭課児童環境班

083-933-2744

2 山口県 山口県 8～11月 ○

県関係行事（人権フォーラム・男女共同参画フォーラム・県社会福祉大会）等にてパネル展示・チラシ、オレンジリボン配布 健康福祉部こども・子育て応援
局こども家庭課児童環境班

083-933-2744

3 山口県 下関市 11月 ○

保健部、こども未来部に所属職員がオレンジリボンを装着 こども未来部こども保健課 083-231-1432

4 山口県 下関市 11月 ○

市広報誌・ホームページ・庁内掲示板、コミュニティ情報プラザＬＥＤ情報掲示、ラジオ広報「コミュニティエフエム下関」、太陽
光発電インフォメーション、電光掲示板放映により児童虐待推進月間を周知するための広報を実施

こども未来部こども保健課 083-231-1432

5 山口県 下関市 11月15日 ○

オレンジリボンたすきリレーのイベントにおいて、リレー参加及びちらし配布等実施 こども未来部こども保健課 083-231-1432

6 山口県 下関市 11月 ○

市役所本庁舎本館玄関前に懸垂幕による児童虐待推進月間を周知するための広報を実施 こども未来部こども保健課 083-231-1432

7 山口県 下関市 1月～3月

児童虐待や子育て支援に関するリーフレットの作成・配布 こども未来部こども保健課 083-231-1432
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8 山口県 宇部市 通年 ○

児童虐待防止に関するビデオ・DVDの貸出 健康福祉部家庭児童相談室 0836-34-8333

9 山口県 宇部市 通年 ○

乳幼児全戸訪問事業において相談窓口（虐待相談含む）のちらしを配布 健康福祉部家庭児童相談室 0836-34-8333

10 山口県 宇部市 通年 ○

市民や関係団体などに全国共通ダイヤルや相談機関（虐待相談含む）紹介のちらしを配布 健康福祉部家庭児童相談室 0836-34-8333

11 山口県 宇部市 通年 ○

出生届出を提出した保護者に対し、乳幼児揺さぶられ症候群予防ビデオや相談窓口のチラシを配布 健康福祉部家庭児童相談室 0836-34-8333

12 山口県 宇部市 11月 ○

子ども向けの相談機関紹介カードを作成し、中学生に学校を通じて配布 健康福祉部家庭児童相談室 0836-34-8333

13 山口県 宇部市 11月 ○

広告モニターや子育てメールにて、児童虐待防止月間の周知 健康福祉部家庭児童相談室 0836-34-8333

14 山口県 宇部市 11月 ○

健康福祉部所属職員のオレンジリボンの装着 健康福祉部家庭児童相談室 0836-34-8333

15 山口県 山口市 11月1日 ○

市広報紙(市報やまぐち１１月１日号）に児童虐待防止推進月間に関する記事掲載 健康福祉部こども家庭課家庭児
童相談室

083-934-2960

16 山口県 山口市 11月1日～30日 ○

オレンジリボン運動周知のため庁舎玄関及びこども家庭課入口に幟を掲揚 健康福祉部こども家庭課家庭児
童相談室

083-934-2960

17 山口県 山口市 11月1日～30日 ○

児童虐待防止推進月間・相談窓口周知のためポケットティッシュにチラシ封入し庁舎窓口（各総合支所）に配置 健康福祉部こども家庭課家庭児
童相談室

083-934-2960

18 山口県 萩市 11月 ○

児童虐待防止推進月間について市報掲載 子育て支援課 0838-25-3536

19 山口県 萩市 11月14日 ○

ふるさと祭りにおいて児童虐待防止啓発用ティッシュの配布 子育て支援課 0838-25-3536

20 山口県 防府市 4月1日～ ○

児童虐待相談専用ダイヤル設置 健康福祉部子育て支援課 0835-25-2414

21 山口県 防府市 4月～ ○

子どもに関する相談リーフレット（虐待通告機関ＰＲ） 健康福祉部子育て支援課 0835-25-2414

22 山口県 防府市 7月15日

防府市医師会小児科医会定例会（防府市の児童虐待の現状について説明・山口県立総合医療センター） 健康福祉部子育て支援課 0835-25-2414

23 山口県 防府市 10月3日

要保護児童対策地域協議会実務者レベル対象の研修会（「初動からの家族支援」・デザインプラザＨＯＦＵ） 健康福祉部子育て支援課 0835-25-2414

24 山口県 防府市 11月 ○

11月1日号の市広報に"児童虐待について"掲載 健康福祉部子育て支援課 0835-25-2414

25 山口県 防府市 11月 ○

子育て支援課前にオレンジリボンモニュメント設置 健康福祉部子育て支援課 0835-25-2414
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26 山口県 防府市 12月

子育て支援課前にオレンジリボンツリー設置 健康福祉部子育て支援課 0835-25-2414

27 山口県 防府市 12月4日

要保護児童対策地域協議会実務者レベル対象の研修会（「要保護児童対策地域協議会のあり方」・市役所） 健康福祉部子育て支援課 0835-25-2414

28 山口県 下松市 11月 ○

市広報、市ホームページにおいて児童虐待防止月間を周知 子育て支援課 0833-45-1873

29 山口県 岩国市 11月1日～15日 ○

市役所前の大型映像装置による児童虐待防止月間の周知 健康福祉部こども支援課家庭児
童相談室

0827-29-5076

30 山口県 光市 11月10日 ○

市広報において児童虐待防止対策月間の周知と市の相談窓口を紹介 福祉保健部子ども家庭課子ども
相談係

0833-74-5910

31 山口県 光市 7月～Ｈ28.1月 ○

児童虐待について市民を対象に講座を開催 福祉保健部子ども家庭課子ども
相談係

0833-74-5910

32 山口県 光市 11月 ○

オレンジリボンの着用（市職員） 福祉保健部子ども家庭課子ども
相談係

0833-74-5910

33 山口県 長門市 11月 ○

市広報紙、市ホームページ等において、児童虐待防止に関する記事を記載 子育て支援課 0837-23-1225

34 山口県 柳井市 11月 ○

市の広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載 市民福祉部社会福祉課 0820-22-2111

35 山口県 柳井市 11月23日 ○

柳井まつりにおいて、児童虐待防止のパネル展示・オレンジリボンを配布 市民福祉部社会福祉課 0820-22-2111

36 山口県 柳井市 11月 ○

庁舎に児童虐待防止推進月間を知らしめる横断幕を掲示し、児童虐待防止を啓発する。 市民福祉部社会福祉課 0820-22-2111

37 山口県 美祢市 11月1日～ ○

市広報紙において児童虐待防止月間と相談窓口の周知 市民福祉部地域福祉課児童福
祉係

0837-52-5228

38 山口県 周南市 4月～5月

「元気こども総合相談センター　リーフレット」の配布（行政機関、幼・保・小・中・高校、子育て支援施設等） 福祉部子育て支援課こども家庭
相談室

0834-22-8452

39 山口県 周南市 4月～5月

「元気こども総合相談センター　紹介カード」の配布（小学４年生～高校３年生の児童生徒及び行政機関、子育て支援施設
等）

福祉部子育て支援課こども家庭
相談室

0834-22-8452

40 山口県 周南市 随時 ○

「元気こども総合相談センター及び教育・青少年・保健・医療・障害等に関する相談連絡先を記したクリアファイル」の配布
（要保護児童対策地域協議会、子育て支援センター、民生委員協議会等の各種会議等）

福祉部子育て支援課こども家庭
相談室

0834-22-8452

41 山口県 周南市 11月1日 ○

市広報誌にて、児童虐待防止推進月間について紹介 福祉部子育て支援課こども家庭
相談室

0834-22-8452

42 山口県 周南市 通年 ○

市ホームページにて、児童虐待防止対策の推進について紹介 福祉部子育て支援課こども家庭
相談室

0834-22-8452

43 山口県 山陽小野田市 11月1日 ○

広報11月号子育てナビの欄に掲載 こども福祉課 0836-82-1175
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44 山口県 山陽小野田市 通年 ○

市庁舎内に「オレンジリボンキャンペーン」のミニ幟を掲出 こども福祉課 0836-82-1175

45 山口県 周防大島町 11月 ○

町広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載し、啓発する 福祉課 0820-77-5505

46 山口県 周防大島町 通年 ○

「こんにちは赤ちゃん訪問（生後4か月の赤ちゃん）」の時に、虐待相談窓口を含む案内を掲載した冊子「子育てブック」を配布 健康増進課 0820-73-5504

47 山口県 周防大島町 通年 ○

町内三つの子育て支援センターによる月4回の「子育て行事」実施 福祉課 0820-77-5505

48 山口県 周防大島町 通年 ○

ファーストブック・絵本の贈呈の家庭訪問（生後6か月） 福祉課 0820-77-5505

49 山口県 田布施町 10月～11月 ○

ポスター等の掲示及び広報紙による虐待防止の啓発 町民福祉課 0820-52-5810

50 山口県 平生町 7月9日

母子保健推進員に虐待予防の講話 健康福祉課保健班 0820-56-7141

51 山口県 平生町 11月13日 ○

虐待予防に関する広報掲載 健康福祉課こども班 0820-56-7115

52 山口県 平生町 3月9日

母子保健推進員に虐待予防の講話 健康福祉課保健班 0820-56-7141

53 山口県 阿武町 10月20日

町の広報紙に児童虐待防止月間の広報記事を掲載する。 民生課介護福祉係 08388-2-3115

1 徳島県 徳島県 10月9日～31日

「里親を求める運動月間」に合わせ、徳島県庁県民ホールにてパネル展示 県民環境部次世代育成青少年
課子ども・子育て支援室

088-621-2180

2 徳島県 徳島県 11月8日 ○

徳島県庁から鳴門大塚スポーツパークまでをオレンジリボンのたすきでつなぐ、オレンジリボンたすきリレーマラソンを開催す
るとともに、ゴールであるスポーツパークで「STOP！子ども虐待」啓発事業を実施する。

県民環境部次世代育成青少年
課子ども・子育て支援室

088-621-2180

3 徳島県 徳島県 11月 ○

中央こども女性相談センター庁舎内にてパネル展示 中央こども女性相談センター児
童相談担当

088-622-2205

4 徳島県 徳島県 11月 ○

新聞に普及啓発目的の記事の掲載を予定 中央こども女性相談センター児
童相談担当

088-622-2205

5 徳島県 徳島県 11月9日 ○

児童虐待防止セミナ及び妊娠・出産・育児支援専門部会の開催
開催場所：南部総合県民局保健福祉環境部阿南庁舎大会議室
講師：子どもの虹情報研修センター研究部長　川崎　二三彦氏

南部総合県民局保健福祉環境
部（阿南）児童相談担当

0884-22-7130

6 徳島県 徳島県 11月9日 ○

徳島県南部総合県民局保健福祉環境部（阿南庁舎）において、児童虐待防止の幟の設置、児童虐待防止のパネルの展示
を行う。

南部総合県民局保健福祉環境
部（阿南）児童相談担当

0884-22-7130

7 徳島県 徳島県 11月25日 ○

妊娠・出産・育児支援専門部会の開催
講師：NPO法人みっくみえ　代表　松岡　典子　氏

西部総合県民局（美馬）保健福
祉環境部児童相談担当

0883-53-3110

8 徳島県 徳島県 11月 ○

西部総合県民局三好庁舎・美馬庁舎・管内保健所・管内各市町庁舎で児童虐待防止に関するパネル・ポスターの展示 西部総合県民局（美馬）保健福
祉環境部児童相談担当

0883-53-3110
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9 徳島県 鳴門市 10月18日

鳴門ウチノ海総合公園まつり第13回子どものまちフェスティバルにおいて児童虐待予防のリーフレットを配布 健康福祉部子どもいきいき課保
育担当

088-684-1657

10 徳島県 鳴門市 10月20日

NPO法人子育て応援団イベントにおいて児童虐待予防のリーフレットを配布 健康福祉部子どもいきいき課保
育担当

088-684-1657

11 徳島県 鳴門市 11月 ○

発光ダイオード（LED）を使った蛍光ボード（ルミネカンバス）10枚を市役所庁舎欄干に設置。公募した作品8枚のルミネカンバ
スの投票をしてもらい、最優秀作品には表彰状と記念品贈呈。応募者の中から１名

健康福祉部子どもいきいき課保
育担当

088-684-1657

12 徳島県 小松島市 11月1日～30日 ○

市役所に横断幕・幟旗の掲示し「児童虐待防止」の啓発を行う。 保健福祉部児童福祉課子ども
家庭支援室

0885-32-2114

13 徳島県 小松島市 11月 ○

市広報において「児童虐待防止推進月間」の啓発を行う。 保健福祉部児童福祉課子ども
家庭支援室

0885-32-2114

14 徳島県 小松島市 11月 ○

児童相談所全国共通ダイヤル3桁の周知のため民生児童委員にクリアファイルを配布 保健福祉部児童福祉課子ども
家庭支援室

0885-32-2114

15 徳島県 小松島市 12月6日

市事業の「健康づくりのつどい」で児童相談所全国共通ダイヤル3桁の周知のために携帯クリーナーを配布 保健福祉部児童福祉課子ども
家庭支援室

0885-32-2114

16 徳島県 阿南市 11月21日 ○

市広報により児童虐待防止推進月間の周知を図る。阿南市要保護児童対策地域協議会全体研修会を開催。（阿南市富岡
公民館）

福祉事務所こども相談室 0884-22-1677

17 徳島県 吉野川市 6月

市内の小・中学校に第２回吉野川市「ストップ！児童虐待」作品展作品募集チラシ配布・緊急連絡先の周知 健康福祉部子育て支援課 0883-22-2266

18 徳島県 吉野川市 6月

長期休暇前に合わせ、市内保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校に通う乳幼児及び児童生徒の全保護者に対して
児童相談所全国共通ダイヤル3桁化の児童虐待防止啓発チラシを配布

健康福祉部子育て支援課 0883-22-2266

19 徳島県 吉野川市 11月 ○

市役所庁舎内にて第２回吉野川市「ストップ！児童虐待」作品展並びに児童虐待防止啓発パネル展を開催 健康福祉部子育て支援課 0883-22-2266

20 徳島県 吉野川市 11月14日 ○

ちびっこドームフェスティバル開催時に、児童虐待防止啓発パネル展の実施及びリーフレット・グッズの配布 健康福祉部子育て支援課 0883-22-2266

21 徳島県 吉野川市 11月 ○

要保護児童対策地域協議会において、関係機関との情報交換 健康福祉部子育て支援課 0883-22-2266

22 徳島県 吉野川市 11月 ○

市広報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 0883-22-2266

23 徳島県 吉野川市 11月 ○

市内量販店内での啓発資料配付 健康福祉部子育て支援課 0883-22-2266

24 徳島県 吉野川市 11月 ○

公共施設及び国道等への幟の設置 健康福祉部子育て支援課 0883-22-2266

25 徳島県 吉野川市 12月

第２回吉野川市「ストップ！児童虐待」作品展出品者に参加賞として児童虐待防止啓発グッズを贈呈 健康福祉部子育て支援課 0883-22-2266

26 徳島県 阿波市 11月 ○

市広報紙において、オレンジリボン活動、虐待通告制度に関する周知を図る記事を掲載。 子育て支援課 0883-36-6813
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27 徳島県 美馬市 11月 ○

市広報誌において児童虐待防止月間に関する記事を掲載 子どもすこやか課 0883-52-5606

28 徳島県 三好市 11月10日 ○

市広報紙において、児童虐待防止に関する市の施策を紹介 環境福祉部子育て支援課児童
相談係

0883-72-7666

29 徳島県 上勝町 11月 ○

町広報誌に、児童虐待防止推進月間について掲載 住民課 0885-46-0111

30 徳島県 神山町 11月13日 ○

町広報誌に、児童虐待防止推進月間について掲載 健康福祉課 088-676-1114

31 徳島県 那賀町 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 健康福祉課 0884-62-1141

32 徳島県 美波町 11月 ○

全戸配布の広報誌に啓発原稿を掲載する。 保健福祉課 0884-77-3614

33 徳島県 松茂町 11月8日 ○

県主催の「オレンジリボンたすきリレー」への中継場所の提供 町民福祉課 088-699-8713

34 徳島県 上板町 11月1日 ○

町広報紙において児童虐待防止に関する情報を掲載 福祉保健課 088-694-6810

35 徳島県 上板町
11月1日～5日、　11月

26日～31日
○

町防災無線において児童虐待防止を呼びかける。 福祉保健課 088-694-6810

36 徳島県 つるぎ町 11月 ○

児童虐待防止リーフレットの全戸配布 福祉課 0883-62-3116

37 徳島県 つるぎ町 10月24日

町福祉大会において啓発パネル・幟旗・啓発グッズの展示及び配布 福祉課 0883-62-3116

38 徳島県 つるぎ町 11月 ○

町防災無線において児童虐待防止推進月間の周知と啓発のお願い 福祉課 0883-62-3116

39 徳島県 つるぎ町 通年 ○

窓口に啓発用ポケットティッシュを配備 福祉課 0883-62-3116

1 香川県 香川県 10月4日

イベント（かがわ育児の日フェスティバル2015）にて啓発グッズの配布 健康福祉部子育て支援課 087-832-3286

2 香川県 香川県 10月26日～11月6日 ○

文書館にてパネル展示 健康福祉部子育て支援課 087-832-3286

3 香川県 香川県 11月10日 ○

児童虐待防止啓発街頭パレード（DV防止、里親委託推進と合同実施） 健康福祉部子育て支援課 087-832-3286

4 香川県 香川県 11月13日 ○

児童虐待防止講演会の開催 健康福祉部子育て支援課 087-832-3286

5 香川県 高松市 11月6日 ○

○子ども虐待・ＤＶ防止オレンジ＆パープルリボン・キャンペーン
丸亀町グリーンけやき広場において、オレンジ＆パープルリボン等啓発グッズを通行市民に配布するとともに、会場周辺を通
行するオレンジリボン・ラッピングバスの存在を周知する。

こども未来部子育て支援課こど
も女性相談室相談支援係

087-839-2384
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6 香川県 高松市 11月24日 ○

高松市児童対策協議会委員等を対象として、子ども虐待防止推進に繋がる研修会を開催する。
　【　講　演　】
　　講師：四国こどもとおとなの医療センター　木下　あゆみ先生
　　演題：「児童虐待対応における医療と地域の連携について」（仮題）

こども未来部子育て支援課こど
も女性相談室相談支援係

087-839-2384

7 香川県 高松市 11月 ○

高松市児童対策協議会構成機関・団体等へオレンジリボン、啓発チラシを配布し、積極的なリボンの着用と啓発活動の推進
を図る。

こども未来部子育て支援課こど
も女性相談室相談支援係

087-839-2384

8 香川県 高松市 10月18日

高松市の四大まつりである「高松秋のまつり・仏生山大名行列」において、オレンジ＆パープルリボン・キャンペーンの普及・
啓発を促進するとともに、来場者によるオレンジ＆パープルリボン作りを通じて、子ども虐待防止やDV防止への認識を高め
てもらう機会を提供する。また、参加者には、オレンジ＆パープルリボンや啓発グッズ・資料も配布する。併せて保健師による
「子育て相談コーナー」を出張開設。

こども未来部子育て支援課こど
も女性相談室相談支援係

087-839-2384

9 香川県 高松市 11月 ○

○ポスターの掲出
平成２４年度に作成した、本市出身著名人のヴァイオリニスト川井郁子さんをモデルに採用したオリジナル啓発ポスターを、
例年の厚生労働省の啓発ポスターと並べて掲出することで、より一層の子ども虐待防止啓発を促進する。

こども未来部子育て支援課こど
も女性相談室相談支援係

087-839-2384

10 香川県 高松市 11月初旬～12月下旬 ○

市役所6階EVホールに、オレンジ＆パープルリボン・キャンペーンツリーを設置し、来庁者に周知・啓発する。 こども未来部子育て支援課
こども女性相談室相談支援係

087-839-2384

11 香川県 高松市 10月31日

香川大学の学園祭で、チラシや啓発グッズを配布し、子ども虐待とＤＶ防止を呼びかける。 こども未来部子育て支援課
こども女性相談室相談支援係

087-839-2384

12 香川県 高松市 随時 ○
市や関係機関・団体のイベント情報を「広報たかまつ」、高松市HP「もっと高松」などに掲載し、全国へ発信する。
市内を運行する路線バス１台に、子ども虐待防止のシンボルであるオレンジリボンや啓発標語などを掲載し、走る広告塔とし
て、オレンジリボンの普及と、虐待の早期発見を呼びかける。

こども未来部子育て支援課こど
も女性相談室相談支援係

087-839-2384

13 香川県 高松市 10月24日

　来年11月に開館予定のこども未来館のプレイベントにおいて、オレンジ＆パープルリボン・キャンペーンの普及・啓発を促
進するとともに、来場者によるオレンジ＆パープルリボン作りを通じて、子ども虐待防止やDV防止への認識を高めてもらう機
会を提供する。また、参加者には、オレンジ＆パープルリボンや啓発グッズ・資料も配布する。

こども未来部子育て支援課こど
も女性相談室相談支援係

087-839-2384

14 香川県 高松市 11月25日～26日 ○

　市役所を訪れる市民等に対し、子育て支援のパネル展に合わせて、子ども虐待・DV防止啓発コーナーを設置し、本市オリ
ジナル啓発ポスターや啓発事業の案内等の情報を掲示するとともに、オレンジリボンや啓発ちらしを配布するなどのオレンジ
リボン・キャンペーン活動を行う。
　高松市児童対策協議会の構成機関・関係団体からのお知らせやＰＲ等にも協力する。（行事の案内やちらしの設置等）

こども未来部子育て支援課こど
も女性相談室相談支援係

087-839-2384

15 香川県 高松市 随時 ○

ことでん瓦町駅改札前等において、チラシや啓発グッズを配布し、子ども虐待とＤＶ防止を呼びかける。 こども未来部子育て支援課こど
も女性相談室相談支援係

087-839-2384

16 香川県 高松市 12月中旬

高松冬のまつり来場者に啓発グッズを配布し、子ども虐待とＤＶ防止を呼びかける。 こども未来部子育て支援課こど
も女性相談室相談支援係

087-839-2384

17 香川県 丸亀市 11月 ○

市広報誌において、児童虐待防止に関する市の施策を紹介 こども未来部子育て支援課 0877-24-8808

18 香川県 丸亀市 11月 ○

街頭にて啓発グッズを児童委員と共に配布 こども未来部子育て支援課 0877-24-8808

19 香川県 丸亀市 1月 ○

子育てイベントで児童虐待防止に関する講演会を開催 こども未来部子育て支援課 0877-24-8808

20 香川県 坂出市 10月22日

児童虐待防止支援講演会の実施（坂出市水道局） 健康福祉部こども課 0877-44-5027

21 香川県 坂出市 11月 ○

市広報紙において、児童虐待防止に関する周知を掲載 健康福祉部こども課 0877-44-5027
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22 香川県 坂出市 11月 ○

市庁舎に児童虐待防止の懸垂幕を掲示 健康福祉部こども課 0877-44-5027

23 香川県 坂出市 11月8日 ○

まなとピアフェスティバル会場において、児童虐待防止に関するキャンペーングッズ・リーフレット等を配布 健康福祉部こども課 0877-44-5027

24 香川県 坂出市 11月 ○

市庁舎にオレンジリボンのモニュメントを設置 健康福祉部こども課 0877-44-5027

25 香川県 坂出市 11月 ○

大橋記念図書館において、「子どもたちの笑顔を守り、夢や希望を持てる明るい未来へ」をテーマに、市内２保育所の園児の
「笑顔の花」を展示。来館者にもメッセージを書いてもらいパネルに掲示する。

健康福祉部こども課 0877-44-5027

26 香川県 善通寺市 11月 ○

市の広報誌において、児童虐待防止の啓発記事を掲載する。 保健福祉部子ども課 0877-63-6365

27 香川県 善通寺市 通年 ○

子ども課公用車に虐待予防の子育て支援を呼びかけるステッカーを貼る。 保健福祉部子ども課 0877-63-6365

28 香川県 善通寺市 11月 ○

他課の公用車や市民バスに「児童虐待防止月間」のステッカーを貼る。 保健福祉部子ども課 0877-63-6365

29 香川県 善通寺市 11月 ○

児童虐待防止を啓発するのぼりを子ども・家庭支援センター玄関等に設置する。 保健福祉部子ども課 0877-63-6365

30 香川県 善通寺市 10月24日

市内のイベントにて、パンフレット、オレンジリボン、啓発グッズ（今年度はポケットティッシュ）を配布する。 保健福祉部子ども課 0877-63-6365

31 香川県 善通寺市 10月27日、12月15日

子ども課の行事（ハロウィン、クリスマス会）を活用して、参加者にパンフレットやオレンジリボンを配布する。 保健福祉部子ども課 0877-63-6365

32 香川県 三豊市 4月

保育所・幼稚園・小学校・中学校の保育士・教職員対象に児童虐待防止のための啓発資料を配布 健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

33 香川県 三豊市 6月7日

「歯と口の健康フェスタ」で児童虐待防止啓発パネルを展示。同時に啓発グッズを配布（200セット） 健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

34 香川県 三豊市 10月17日

みとよ健康福祉まつり、’１５で、児童虐待防止啓発パネルを掲示 健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

35 香川県 三豊市 11月 ○

市広報誌に児童虐待防止推進月間について記事を掲載 健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

36 香川県 三豊市 11月 ○

児童虐待防止啓発チラシを市内全戸配布 健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

37 香川県 三豊市 11月 ○

子育て支援課窓口来庁者に、児童虐待防止啓発グッズ（ポケットティッシュ）を配布 健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

38 香川県 三豊市 11月 ○

市町インタビューボードにオレンジリボンを掲示 健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

39 香川県 三豊市 11月 ○

市庁舎に児童虐待防止啓発ののぼり旗を掲出 健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016
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40 香川県 三豊市 11月 ○

市役所エントランスホールに児童虐待防止啓発パネルを展示 健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

41 香川県 三豊市 11月7日 ○

ゆめタウン三豊で、街頭啓発キャンペーンを実施し、児童虐待防止啓発グッズを配布 健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

42 香川県 三豊市 11月 ○

保育所・子育て支援センター職員にオレンジリボンバッジを配布、着用を依頼 健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

43 香川県 三豊市 随時

乳幼児健診時に子育て支援・児童虐待に関する啓発パンフレットを配布 健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

44 香川県 三豊市 通年 ○

公用車にオレンジリボン啓発ステッカーを貼付 健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

45 香川県 観音寺市 11月 ○

「ふくしまつり2015」において、啓発グッズ（フェイスタオル、ポケットティッシュ、オレンジ・パープルリボン）啓発チラシの配布 子育て支援課 0875-23-3957

46 香川県 観音寺市 11月 ○

「広報かんおんじ」に児童虐待防止の記事を掲載（相談窓口の紹介） 子育て支援課 0875-23-3957

47 香川県 観音寺市 11月 ○

啓発チラシの配布（保育所・幼稚園・小学校・中学校児童生徒に配布） 子育て支援課 0875-23-3957

48 香川県 観音寺市 11月～12月 ○

図書館においてオレンジリボンでクリスマスツリー飾りつけ 子育て支援課 0875-23-3957

49 香川県 観音寺市 11月 ○

人権講演会等で啓発グッズ・チラシを配布 子育て支援課 0875-23-3957

50 香川県 観音寺市 通年 ○

愛育会行事、乳幼児健診時に啓発グッズ・チラシを配布 子育て支援課 0875-23-3957

51 香川県 観音寺市 11月予定 ○

保育所職員等に「虐待対応について」講演会実施 子育て支援課 0875-23-3957

52 香川県 さぬき市 5月

民生委員児童委員による「子育て家庭への声かけキャンペーン」の実施 健康福祉部子育て支援課 0879-52-2517

53 香川県 さぬき市 6月～10月

全ての小学校（9校）を訪問し、児童生徒に対し「児童虐待防止推進事業“あなたに伝えたい計画”」実施。児童虐待について
子どもに直接話をし、相談窓口を伝える。

健康福祉部子育て支援課 0879-52-2517

54 香川県 さぬき市 6月～10月

子育て訪問員養成講座において虐待防止啓発 健康福祉部子育て支援課 0879-52-2517

55 香川県 さぬき市 7月27日

さぬき市教育相談担当教員、心の教室相談員、ＳＣ、ＳＳＷ等合同研修会での児童虐待防止啓発 健康福祉部子育て支援課 0879-52-2517

56 香川県 さぬき市 11月 ○

広報において児童虐待防止月間を周知 健康福祉部子育て支援課 0879-52-2517

57 香川県 さぬき市 11月 ○

民生委員による街頭キャンペーンを実施。啓発グッズの配布。 健康福祉部子育て支援課 0879-52-2517
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58 香川県 さぬき市 11月 ○

全ての中学校（3校）にて生徒を対象にデートＤＶ防止啓発講演会を開催 健康福祉部子育て支援課 0879-52-2517

59 香川県 さぬき市 11月 ○

要対協として研修会を実施（子どもの貧困と虐待等） 健康福祉部子育て支援課 0879-52-2517

60 香川県 さぬき市 11月 ○

保育所（園）、と幼稚園のこどもと職員によるオレンジリボンの着用 健康福祉部子育て支援課 0879-52-2517

61 香川県 さぬき市 11月 ○

市職員、民生児童委員、小中学校、特別支援学校の職員等によるオレンジリボンの着用 健康福祉部子育て支援課 0879-52-2517

62 香川県 さぬき市 11月 ○

図書館でのコーナー展示とのぼり旗の設置 健康福祉部子育て支援課 0879-52-2517

63 香川県 東かがわ市 10月末～11月 ○

市内医療機関に、市の通告窓口となる家庭児童相談室の連絡先の入った市作成のチラシを配布し、児童虐待防止の月間を
周知して回る

市民部子育て支援課 0879-26-1231

64 香川県 東かがわ市 11月初旬 ○

市内、幼稚園、保育所、子育て支援ｾﾝﾀｰ、児童館に市作成のチラシとオレンジリボンを配布し保護者と子どもを対象に児童
虐待防止の啓発活動をする。

市民部子育て支援課 0879-26-1231

65 香川県 東かがわ市 11月初旬 ○

市内、小中学校の児童、生徒を対象に児童家庭支援ｾﾝﾀｰと市相談員が学校訪問し、市作成のチラシを配布し子どもたちに
児童虐待防止のメッセージを伝えるとともに、子どもの利用できる相談機関を周知し啓発する。

市民部子育て支援課 0879-26-1231

66 香川県 東かがわ市 11月 ○

民生委員に児童虐待防止の市作成のチラシを配布し啓発する。 市民部子育て支援課 0879-26-1231

67 香川県 東かがわ市 11月中旬 ○

人権推進室主催の祭りにて市民に対して市作成のチラシやオレンジリボンを配布し啓発する。 市民部子育て支援課 0879-26-1231

68 香川県 東かがわ市 11月初旬 ○

市職員、要保護児童対策地域協議会関係者にオレンジリボン、市作成のチラシを配布し児童虐待防止月間を周知する。 市民部子育て支援課 0879-26-1231

69 香川県 東かがわ市 11月 ○

市役所庁舎内にオレンジリボンのモニュメント及び啓発用パネルを作成し設置する。 市民部子育て支援課 0879-26-1231

70 香川県 東かがわ市 通年 ○

オレンジリボンを付けたしおりを、新生児訪問時に配布し啓発活動をする。 市民部子育て支援課 0879-26-1231

71 香川県 東かがわ市 11月22日 ○

放課後児童クラブ職員に対し児童虐待防止についての講演会を実施する。 市民部子育て支援課 0879-26-1231

72 香川県 東かがわ市 11月 ○

広報誌11月号に児童虐待防止について掲載し通告窓口等の周知をする。 市民部子育て支援課 0879-26-1231

73 香川県 土庄町 11月7日 ○

オリーブリボンキャンペーン（土庄町大商業まつりでネットワーク関係者で啓発パンフレット配布など） 健康増進課 0879-62-1234

74 香川県 土庄町 11月 ○

11月の広報に啓発パンフレット配布 健康増進課 0879-62-1234

75 香川県 土庄町 通年 ○

啓発旗、オリーブリボンポスターの公共施設での提示、各種関係団体へ啓発用オリーブリボン印刷ジャンパーの貸し出し 健康増進課 0879-62-1234
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76 香川県 小豆島町 11月1日 ○

町広報紙において、児童虐待防止に関する文書を掲載 小豆島町健康づくり福祉課 0879-82-7038

77 香川県 小豆島町 11月1日～30日 ○

町内保育所・幼稚園・こどもセンターにおいて、虐待防止の啓発旗を設置 小豆島町健康づくり福祉課 0879-82-7038

78 香川県 小豆島町 通年 ○

町公用車にオレンジリボンステッカーを貼付 小豆島町健康づくり福祉課 0879-82-7038

79 香川県 小豆島町 通年 ○

町立図書館に虐待防止の啓発旗を設置 小豆島町健康づくり福祉課 0879-82-7038

80 香川県 小豆島町 11月 ○

町内保・幼・小学校の保護者に児童虐待相談窓口を記載したチラシ配布 小豆島町健康づくり福祉課 0879-82-7038

81 香川県 小豆島町 11月5日、25日、27日 ○

乳幼児健診来所者に児童虐待防止推進月間のリーフレット、カード及びしおりを配布 小豆島町健康づくり福祉課 0879-82-7038

82 香川県 　直島町 11月10日 ○

『児童虐待防止推進月間』の周知（町広報誌に掲載予定） 直島町住民福祉課 087-892-2223

83 香川県 三木町 11月9日 ○

主要スーパー3箇所（マルナカ、あいあいタウン、ベルシティ）で来客者にチラシを配布。
職員、民生委員等にオレンジリボンを配布し、常に着用してもらう。

まんでがん子ども課子育て支援
係

087-891-3322

84 香川県 宇多津町 11月23日 ○

宇多津町健康まつり（場所：宇多津町保健センター）パネルの掲示、チラシ配布 保健福祉課 0877-49-8028

85 香川県 綾川町 11月 ○

広報「あやがわ」11月号に、虐待防止の啓発文を掲載する。 健康福祉課 087-876-1113

86 香川県 綾川町 12月

綾川町冬のイベントにおいて、オレンジリボンを模った紙に参加者にメッセージを記入してもらい、クリスマスツリー(オレンジ
ツリー）を作り、オレンジリボンの啓発をする。完成したツリーは、施設玄関に飾っておく。

健康福祉課 087-876-1113

87 香川県 綾川町 12月

綾川町子育て支援センターにおいても、オレンジツリーを来ている親子で作ったり、啓発パンフレットを渡す。 健康福祉課 087-876-1113

88 香川県 多度津町 11月 ○

広報たどつで児童虐待問題について理解を深めて頂きたい、という趣旨の内容を掲載予定。 福祉保健課 0877-33-4488

89 香川県 琴平町 11月 ○

町広報誌において、児童虐待防止の記事を掲載 福祉課 0877-75-6706

90 香川県 まんのう町 11月1日 ○

広報まんのうにおいて、児童虐待防止推進月間を周知 福祉保険課 0877-73-0125

91 香川県 まんのう町 11月8日 ○

仲南地区文化祭において、児童虐待防止に関する普及啓発活動を実施 福祉保険課 0877-73-0125

1 愛媛県 愛媛県 11月1日 ○

全国共通ダイヤル等を記したオレンジリポン資材（ポケットティッシュ等）を県下３か所の児童相談所の管轄ごとに街頭配布 保健福祉部子育て支援課児童
婦人施設係

089-912-2414

2 愛媛県 愛媛県 11月 ○

福祉総合支援センター１階ロビーにおいて、オレンジリポンを展示紹介するロビー展を実施 保健福祉部子育て支援課児童
婦人施設係

089-912-2414
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3 愛媛県 愛媛県 11月 ○

県内のスーパーやコンビニにおいて、児童虐待防止啓発に係るポスターの掲示及びパンフレットを配布 保健福祉部子育て支援課児童
婦人施設係

089-912-2414

4 愛媛県 愛媛県 11月 ○

県政広報紙11月号において、児童虐待防止推進月間についての記事を掲載 保健福祉部子育て支援課児童
婦人施設係

089-912-2414

5 愛媛県 松山市 10月15日～11月30日 ○

児童虐待防止に関するリーフレットの配布 保健福祉部子ども総合相談セン
ター事務所

089-943-3215

6 愛媛県 松山市 11月1日 ○

市広報紙において児童虐待防止推進月間の紹介 保健福祉部子ども総合相談セン
ター事務所

089-943-3215

7 愛媛県 松山市 11月 ○

市政広報ラジオにおいて、児童虐待防止に関する市の施策、
児童虐待防止推進月間の紹介

保健福祉部子ども総合相談セン
ター事務所

089-943-3215

8 愛媛県 松山市 11月 ○

市有公用車へ、児童虐待防止啓発マグネット式ステッカーを貼付 保健福祉部子ども総合相談セン
ター事務所

089-943-3215

9 愛媛県 松山市 11月 ○

市ホームページにおいて、児童虐待推進月間の紹介 保健福祉部子ども総合相談セン
ター事務所

089-943-3215

10 愛媛県 松山市 11月 ○

市庁舎別館へ児童虐待防止推進月間紹介の横断幕設置 保健福祉部子ども総合相談セン
ター事務所

089-943-3215

11 愛媛県 松山市
11月6日、13日、

20日、27日
○

推進月間にあわせ、松山城をオレンジ色にライトアップ 保健福祉部子ども総合相談セン
ター事務所

089-943-3215

12 愛媛県 松山市 通年 ○

市ホームページにおいて、児童虐待防止の啓発 保健福祉部子ども総合相談セン
ター事務所

089-943-3215

13 愛媛県 松山市 通年 ○

花の種子を、児童虐待防止に関することを記載した種子袋に入れて配布 保健福祉部子ども総合相談セン
ター事務所

089-943-3215

14 愛媛県 松山市 通年 ○

市内13カ所に設置している情報端末において、虐待防止に関する映像放映 保健福祉部子ども総合相談セン
ター事務所

089-943-3215

15 愛媛県 松山市 通年 ○

市内商店街に設置している大型モニターにおいて、虐待防止に関する映像放映 保健福祉部子ども総合相談セン
ター事務所

089-943-3215

16 愛媛県 今治市 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 子育て支援課 0898-36-1529

17 愛媛県 宇和島市 11月1日 ○

市広報紙において、11月は児童虐待防止推進月間であることを周知 福祉課児童福祉係 0895-24-1111

18 愛媛県 新居浜市 11月 ○

児童虐待防止啓発リーフレットを小・中学校・幼稚園・保育園等に配布 福祉部子育て支援課 0897-65-1242

19 愛媛県 新居浜市 11月14日 ○

児童虐待防止推進月間にあたり子育て講演会を実施 福祉部子育て支援課 0897-65-1242

20 愛媛県 新居浜市 11月 ○

市政だよりにて児童虐待防止に関する記事の掲載 福祉部子育て支援課 0897-65-1242
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21 愛媛県 伊予市 5月

市広報紙において、「児童福祉週間」について周知 子育て支援課 089-982-1111

22 愛媛県 伊予市 11月 ○

市内児童館・児童センター・子育て支援センターにオレンジリボンを配布 子育て支援課 089-982-1111

23 愛媛県 伊予市 11月 ○

市広報紙において、「児童虐待防止推進月間」について周知 子育て支援課 089-982-1111

24 愛媛県 伊予市 11月 ○

児童虐待防止に関する研修会を実施 子育て支援課 089-982-1111

25 愛媛県 四国中央市 11月 ○

全国共通ダイヤル等を記したオレンジリポン資材（ポケットティッシュ）を市内6か所のスーパー
ホームセンターでの街頭啓発時に配布

福祉保健部こども課子育て支援
係

0896-28-6028

26 愛媛県 四国中央市 11月 ○

市広報紙への児童虐待防止に関する記事の掲載 福祉保健部こども課子育て支援
係

0896-28-6028

27 愛媛県 西予市 11月 ○

児童虐待防止の啓発、広報誌への記載 社会福祉課子育て支援係 0894-62-6428

28 愛媛県 東温市 11月 ○

市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載 保育幼稚園課子育て支援係 089-964-4484

29 愛媛県 松前町 11月 ○

町広報誌において、児童虐待防止（月間）に関する周知・啓発 保健福祉部福祉課児童福祉係 089-985-4114

30 愛媛県 久万高原町 5月19日～6月16日

H27「児童虐待防止推進月間」　標語募集をホームページに掲載 保健福祉課社会福祉班 0892-21-1111

31 愛媛県 鬼北町 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 町民課児童福祉係 0895-45-1111

32 愛媛県 愛南町 11月 ○

町広報紙において児童虐待防止月間の掲載 保健福祉課児童福祉係 0895-72-1212

1 高知県 高知県 11月 ○

ポスター、チラシの掲示・配布 地域福祉部児童家庭課 088-823-9655

2 高知県 高知県 １０月中旬～11月30日 ○

高知オレンジリボンキャンペーン（イベント：たすきリレー、講演会）の広報
（ポスター・チラシの掲示・配布、ＣＭ放映、県広報番組、県広報誌、月刊誌等）

地域福祉部児童家庭課 088-823-9655

3 高知県 高知市 11月3日 ○

児童虐待予防講演会 子ども家庭支援センター 088-823-1212

4 高知県 高知市 11月 ○

高知市広報「あかるいまち」 子ども家庭支援センター 088-823-1212

5 高知県 高知市 12月

児童虐待対応の手引き(小冊子)配布 子ども家庭支援センター 088-823-1212

6 高知県 室戸市 11月 ○

児童虐待防止推進月間の広報啓発素材集ＣＤを活用し自治体独自の相談窓口を周知する記事を市広報紙に掲載 教育委員会事務局生涯学習課
人権教育班

0887-22-5144
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7 高知県 安芸市 通年 ○

安芸市福祉事務所の窓口にて安芸市作成の児童虐待防止啓発リーフレットの設置・配布 安芸市福祉事務所こども係 0887-35-1009

8 高知県 安芸市 11月 ○

市広報誌において児童虐待防止に関する内容（相談方法・相談窓口等）の掲載 安芸市福祉事務所こども係 0887-35-1009

9 高知県 安芸市 11月 ○

市役所庁舎に虐待防止啓発のたれ幕を掲示 安芸市福祉事務所こども係 0887-35-1009

10 高知県 南国市 (予定)

児童虐待防止リーフレット（要保護児童対策地域協議会作成）を、市内保育所、保育園、幼稚園、小学校、中学校の全児童
に配付、市庁舎で一般向けに配布

福祉事務所こども相談係 088-880-6564

11 高知県 南国市 11月 ○

　児童虐待防止推進月間について平成27年11月号広報「なんこく」に掲載 福祉事務所こども相談係 088-880-6564

12 高知県 南国市 11月8日 ○

　高知オレンジリボンキャンペーンのたすきリレー（一部区間） 福祉事務所こども相談係 088-880-6564

13 高知県 土佐市 11月 ○

児童虐待防止幟旗の設置
市公用車への虐待防止マグネット装着
虐待防止クリアファイル等の配布

土佐市教育委員会土佐市少年
育成
センター

088-852-7702

14 高知県 須崎市 5月～6月

市内小中学校・保育園に家庭児童相談室のチラシを訪問配布し児童虐待防止の啓発。全家庭に配布依頼。 須崎市家庭児童相談室 (0889)42-1204

15 高知県 須崎市 11月 ○

須崎市広報にで児童虐待防止の啓発記事を掲載 須崎市福祉事務所 (0889)42-1229

16 高知県 宿毛市 11月 ○

市広報紙において、児童相談窓口の周知を行う 福祉事務所 0880-63-3311

17 高知県 土佐清水市 11月1日 ○

市広報誌へ啓発記事を掲載 福祉事務所子育て支援係 0880-87-9011

18 高知県 四万十市 11月 ○

市広報誌において、児童虐待防止推進月間、通告先等の周知を行う。 福祉事務所家庭福祉係 0880-34-1801

19 高知県 香南市 11月 ○

市広報に児童虐待防止に関する記事の掲載 福祉事務所 0887-57-8509

20 高知県 香美市 4月

保育園、幼稚園、小学校へ通告を促すリーフレットを配布 福祉事務所家庭児童相談室 0887-53-3144

21 高知県 香美市 11月1日 ○

市広報紙において、児童虐待に対する連絡や相談の案内 福祉事務所家庭児童相談室 0887-53-3144

22 高知県 香美市 通年 ○

市ホームページにおいて、児童虐待防止の案内を掲載 福祉事務所家庭児童相談室 0887-53-3144

23 高知県 北川村 11月 ○

村広報紙で児童虐待防止について広報にて啓発 住民課 0887-32-1214

24 高知県 馬路村 7月～11月 ○

役場本庁及び支所の窓口で、カード・しおり等を配布する 健康福祉課児童係 0887-44-2112
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25 高知県 馬路村 10月

保・小・中を中心に、オレンジリボン活動や虐待通告制度などの周知を図る 健康福祉課児童係 0887-44-2112

26 高知県 芸西村 11月 ○

広報紙にて、オレンジリボン活動の紹介予定 健康福祉課 0887-33-2112

27 高知県 本山町 11月1日～11月14日 ○

町広報にて児童虐待防止のために地域でできること、相談窓口等の周知 健康福祉課 0887-70-1060

28 高知県 本山町 11月22日 ○

町産業文化祭にて児童虐待防止推進月間リーフレット配布 健康福祉課 0887-70-1060

29 高知県 大豊町 11月 ○

児相虐待防止推進月間について11月広報誌に掲載予定 教育委員会事務局 0887-72-0458

30 高知県 土佐町 12月18日

町広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載 健康福祉課 0887-82-2333

31 高知県 大川村 11月 ○

児童虐待防止に関する広報（村広報誌への掲載） 総務課 0887-84-2211

32 高知県 いの町 11月 ○

町広報紙において、オレンジリボン活動の周知を図る。 教育委員会事務局 088-893-1922

33 高知県 いの町 通年 ○

町広報紙において、児童虐待に係る児童相談所共通ダイヤル周知 教育委員会事務局 088-893-1922

34 高知県 佐川町 7月30日

虐待防止研修会（会場：佐川町立桜座）町内外の学校、教育、福祉、保健、遺漏及び法律関係者が集い、虐待事例、その対
処法を学習する。

教育委員会事務局 0889-22-1110

35 高知県 越知町 11月1日 ○

町広報において、児童虐待防止に関する啓発･周知 生涯学習課 0889-26-3400

36 高知県 檮原町 10月

広報に児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載 保健福祉支援センター健康増進
係

0889-65-1170

37 高知県 日高村 11月 ○

村広報誌において児童虐待防止推進月間を掲載 教育委員会子ども支援室 0889-24-4411

38 高知県 日高村 11月 ○

高知オレンジリボンキャンペーンたすきリレー実施 教育委員会子ども支援室 0889-24-4411

39 高知県 日高村 通年 ○

村独自で作成した児童虐待防止カードを研修会・イベント等で配布 教育委員会子ども支援室 0889-24-4411

40 高知県 日高村 12月～3月

村広報誌において児童虐待について掲載(通告先・児童虐待とは・・・等) 教育委員会子ども支援室 0889-24-4411

41 高知県 四万十町 11月 ○

町広報誌に児童虐待防止についての記事を掲載 健康福祉課 0880-22-3115

42 高知県 四万十町 11月 ○

子育て支援、児童虐待防止等をテーマにした研修会を開催 健康福祉課 0880-22-3115
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43 高知県 大月町 10月

町広報紙において、児童虐待防止推進月間を紹介 町民福祉課 0880-73-1113

44 高知県 黒潮町 1月23日

解放まつりにおいて、地域での児童虐待防止の見守りをお願いする冊子等の配布 健康福祉課福祉係 0880-43-2116

1 福岡県 福岡県 5月8日

管内ショッピングセンター、道の駅等において、児童虐待に関するリーフレットの入ったティッシュを配布 福祉労働部児童家庭課 092-643-3255

2 福岡県 福岡県 11月 ○

県広報誌において、児童虐待防止月間について掲載 児童家庭課 092-643-3256

3 福岡県 福岡県 平成28年1月

関係機関を対象とした児童虐待防止講演会を実施予定 福岡児童相談所 092-586-0023

4 福岡県 福岡県 1月28日

児童虐待防止セミナー「（仮）揺れる思春期に寄り添う」 久留米児童相談所 0942-32-4458

5 福岡県 福岡県 11月 ○

児童虐待防止に関する県民講座を近隣三児相と共催により開催 田川児童相談所 0947-42-0499

6 福岡県 福岡県 11月13日 ○

児童虐待防止セミナーを管内３市との共催により開催。 大牟田児童相談所 0944-54-2344

7 福岡県 大牟田市 11月1日～30日 ○

公用車等にオレンジリボン運動のボディパネル装着。 保健福祉部児童家庭課 0944-41-2684

8 福岡県 大牟田市 11月7日 ○

商業施設にて虐待防止啓発グッズ等を配布。 保健福祉部児童家庭課 0944-41-2684

9 福岡県 大牟田市 11月1日 ○

市の広報紙にて、児童虐待防止の啓発や相談先の周知を実施。 保健福祉部児童家庭課 0944-41-2684

10 福岡県 大牟田市 11月1日～30日 ○

広報モニターにて、児童虐待防止推進月間の周知。 保健福祉部児童家庭課 0944-41-2684

11 福岡県 久留米市 6月12日、30日

江南中学校での赤ちゃんとのふれあい体験を通じた児童虐待防止にかかる啓発活動。 子ども未来部家庭子ども相談課 0942-30-9208

12 福岡県 久留米市 10月24日

江南中、明星中人権フェスタにおいて、児童虐待防止の啓発を行う。 子ども未来部家庭子ども相談課 0942-30-9208

13 福岡県 久留米市 10月31日～11月1日 ○

久留米大学学生と協働で、同大学学園祭において、児童虐待防止啓発グッズ・チラシ等を計1,000部程度配布 子ども未来部家庭子ども相談課 0942-30-9208

14 福岡県 久留米市 11月1日～30日 ○

要保護児童対策地域協議会構成団体等関係者が「児童虐待防止推進月間」にオレンジリボンを着用し、市民への啓発を行
う。

子ども未来部家庭子ども相談課 0942-30-9208

15 福岡県 久留米市 11月8日 ○

マナビィランドにおいて、オレンジリボン作成コーナーを設置し、オレンジリボンを作成を作成。また、児童虐待防止の啓発を
行い、啓発グッズを1,000部程度配布配布

子ども未来部家庭子ども相談課 0942-30-9208

16 福岡県 久留米市 11月8日 ○

西鉄久留米において、「街頭キャンペーン」を実施し、児童虐待防止啓発グッズ・チラシ等を1,000部程度配布 子ども未来部家庭子ども相談課 0942-30-9208
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17 福岡県 久留米市 11月15日 ○

荘島校区よかっ祭において、オレンジリボン作成コーナーを設置し、オレンジリボンを作成を作成。また、児童虐待防止の啓
発を行い、啓発グッズを配布

子ども未来部家庭子ども相談課 0942-30-9208

18 福岡県 久留米市

①1月17、24、2月7、21
日

②1月13、20、27日、2
月3日

子育てサポーター養成講座　場所：えーるピア久留米
（支援者向けの児童虐待防止・子どもへの関わり方講座）

子ども未来部家庭子ども相談課 0942-30-9208

19 福岡県 久留米市
1月23日、2月14日、2月

28日

子ども理解を深めるための連続講座 場所：えーるピア久留米
テーマ：思春期に現れる問題行動への理解～子ども達とどう向き合うのか～
講師：山本　恒雄・西澤　哲・藤岡　淳子
（久留米市、福岡県久留米児童相談所、民間団体での協働実施）

子ども未来部家庭子ども相談課 0942-30-9208

20 福岡県 直方市 11月1日 ○

市報にて児童虐待防止の周知 教育委員会こども育成課 0949-25-2133

21 福岡県 飯塚市 11月 ○

本庁舎及び支所に懸垂幕、昇り旗の設置 こども・健康部こども育成課 0948-22-
5500(1118)

22 福岡県 飯塚市 11月中旬 ○

こども育成課発行のいいづか子育て情報誌「すくすく」でオレンジリボンを啓発 こども・健康部こども育成課 0948-22-
5500(1118)

23 福岡県 飯塚市 11月中旬 ○

ショッピングモールなどでのリーフレット・講演会（１１／２８）のチラシ配付 こども・健康部こども育成課 0948-22-
5500(1118)

24 福岡県 飯塚市 11月下旬 ○

こどもの虐待防止講演会 こども・健康部こども育成課 0948-22-
5500(1118)

25 福岡県 田川市 4月

校長会にて児童虐待防止に関する内容、体制周知 市民生活部子育て支援課子育
て支援係

0947-44-2000

26 福岡県 田川市 5月

民生委員児童委員協議会総会にて児童虐待防止に関する内容、体制周知 市民生活部子育て支援課子育
て支援係

0947-44-2000

27 福岡県 田川市 7月

市内保育所、幼稚園、小学校、中学校及び保護者、児童に対し、児童虐待防止に関する内容、相談先等を掲載したリーフ
レットを配布

市民生活部子育て支援課子育
て支援係

0947-44-2000

28 福岡県 田川市 11月1日 ○

市広報紙において、児童虐待防止に関する内容、相談先等を掲載 市民生活部子育て支援課子育
て支援係

0947-44-2000

29 福岡県 田川市 11月23日、29日 ○

映画「うまれる」、「うまれる～ずっといっしょ～」市後援　主催：ＮＰＯ法人たがわ子育て支援コミュニティたがわんわ
来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレットを配布

市民生活部子育て支援課子育
て支援係

0947-44-2000

30 福岡県 田川市 11月1日 ○

職員に対し、児童虐待防止に関する内容、体制周知のメールを配信 市民生活部子育て支援課子育
て支援係

0947-44-2000

31 福岡県 柳川市 11月1日 ○

広報【11月1日号】：全戸配布 保健福祉部子育て支援課 0944-77-8524

32 福岡県 柳川市 11月1日 ○

テロップで啓発(庁舎、観光案内所、西鉄柳川駅） 保健福祉部子育て支援課 0944-77-8524

33 福岡県 柳川市 11月6日 ○

児童虐待防止セミナー　共催 保健福祉部子育て支援課 0944-77-8524
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34 福岡県 柳川市 2月

児童虐待防止研修会　主催 保健福祉部子育て支援課 0944-77-8524

35 福岡県 八女市 11月 ○

要保護児童対策地域協議会構成員に向け研修会を実施 子育て支援課 0943-23-1351

36 福岡県 筑後市 11月5日 ○

児童虐待防止に関する講演会「子どもの権利について知ろう」を主催 市民生活部子育て支援課 0942-65-7017

37 福岡県 筑後市 11月15日 ○

市イベント「健康と食育の祭典」において子育て支援・児童虐待に関するパンフレット等を配布 市民生活部子育て支援課 0942-65-7017

38 福岡県 筑後市 11月1日 ○

市広報紙において、児童虐待防止の関連情報掲載し、虐待防止の推進月間であることを周知する。 市民生活部子育て支援課 0942-65-7017

39 福岡県 大川市 11月1日 ○

市報において、児童虐待防止に関する記事を掲載。 子ども未来課家庭子ども係 0944-85-5537

40 福岡県 行橋市 通年 ○

出生者に配布する市作成の「子育てガイドブック」にて、児童虐待の内容、相談、連絡先を案内 子ども支援課子育て支援係 0930-25-1111

41 福岡県 行橋市 通年 ○

市広報誌に定期的に児童虐待に関する相談連絡先を掲載 子ども支援課子育て支援係 0930-25-1111

42 福岡県 行橋市 11月 ○

市広報誌（11/1号、11/15号）に「児童虐待防止推進月間」を掲載し、啓発 子ども支援課子育て支援係 0930-25-1111

43 福岡県 行橋市 11月 ○

公用車に「児童虐待防止推進月間」マグネットを貼付し、啓発 子ども支援課子育て支援係 0930-25-1111

44 福岡県 行橋市 11月 ○

子ども支援課職員がオレンジリボンを付けて、啓発 子ども支援課子育て支援係 0930-25-1111

45 福岡県 行橋市 11月 ○

子育て講座やイベント、窓口において、虐待防止啓発グッズを配布 子ども支援課子育て支援係 0930-25-1111

46 福岡県 中間市 6月29日

要保護児童対策協議会委員会において、委員にオレンジリボンを配布 保健福祉部こども未来課家庭児
童相談係

093-246-6225

47 福岡県 中間市 10月末～11月 ○

市内50ヵ所に「子育て講演会」ＰＲポスターを掲示（病院、公共機関、小中学校） 保健福祉部こども未来課家庭児
童相談係

093-246-6225

48 福岡県 中間市 10月末～11月 ○

「子育て講演会のチラシ」「虐待防止相談窓口の案内チラシ」を全戸配布 保健福祉部こども未来課家庭児
童相談係

093-246-6225

49 福岡県 中間市 10月末～11月 ○

市内小中学校ＰＴＡ理事会において、保護者向けの児童虐待防止等リーフレットの配布と啓発活動を実施 保健福祉部こども未来課家庭児
童相談係

093-246-6225

50 福岡県 中間市 10月末～11月 ○

市広報誌及び公式ＨＰ、公式facebookにて「児童虐待防止推進月間」の周知、「子育て講演会」の案内を掲載 保健福祉部こども未来課家庭児
童相談係

093-246-6225

51 福岡県 中間市 11月27日 ○

児童虐待防止「子育て講演会」を開催し、参加者へオレンジリボンを配布 保健福祉部こども未来課家庭児
童相談係

093-246-6225
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平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】

52 福岡県 小郡市 11月 ○

児童虐待防止について広報紙に掲載し、周知を図る。 子育て支援課 0942-72-2111内
線474

53 福岡県 筑紫野市 11月1日 ○

児童虐待防止月間について市広報誌に掲載 健康福祉部子育て支援課 092-923-1111

54 福岡県 春日市 11月 ○

コミュニティバス内にポスター掲示 子育て支援課子育て支援担当 092-584-1010

55 福岡県 春日市 11月1日 ○

市広報誌で児童虐待防止に大記事掲載 子育て支援課子育て支援担当 092-584-1010

56 福岡県 春日市 11月 ○

市職員の名札にオレンジリボンを貼付し啓発 子育て支援課子育て支援担当 092-584-1010

57 福岡県 春日市 11月 ○

市内公共施設やそれに準ずる施設にオレンジリボンを配布 子育て支援課子育て支援担当 092-584-1010

58 福岡県 春日市 10月25日

市主催のイベント（いきいきフェスタ）でポスター掲示、ブースを作り啓発 子育て支援課子育て支援担当 092-584-1010

59 福岡県 春日市 11月 ○

市内幼稚園、保育所、届出保育所従事者対象の児童虐待防止研修を実施予定 子育て支援課子育て支援担当 092-584-1010

60 福岡県 春日市 11月 ○

小中学校養護教諭の会で研修を実施予定 子育て支援課子育て支援担当 092-584-1010

61 福岡県 春日市 11月 ○

保護者に対する児童虐待防止啓発チラシを市内小中学校、幼稚園、保育所、届出保育所の全児童に配布 子育て支援課子育て支援担当 092-584-1010

62 福岡県 大野城市 5月～6月

市職員への「児童虐待防止推進月間」標語の募集 こども部こども健康課こども家庭
担当

092-580-1964

63 福岡県 大野城市 7月9日

平成27年度コミュニティ別人権・同和問題研修会での講話（子どもの人権） こども部こども健康課こども家庭
担当

092-580-1964

64 福岡県 大野城市 11月1日 ○

１１月１日号の広報(全戸配布)で、児童虐待防止月間及びオレンジリボン活動の周知記事掲載 こども部こども健康課こども家庭
担当

092-580-1964

65 福岡県 大野城市 11月8日 ○

健康・食育フェスティバルにて、虐待防止啓発グッズ配布 こども部こども健康課こども家庭
担当

092-580-1964

66 福岡県 大野城市 随時

母子保健担当職員(保健師)と公立中学校家庭科のタイアップ授業「ふれあい体験学級」(市役所の出前講座として実施) こども部こども健康課こども家庭
担当

092-580-1964

67 福岡県 大野城市 随時

出前講座による児童虐待防止に関する講義 こども部こども健康課こども家庭
担当

092-580-1964

68 福岡県 宗像市 4月～5月

子どもの権利相談室「ハッピークローバー」のリーフレット・カード配布（市内幼稚園・保育園、市立小学校・中学校、県立中学
校、市内高等学校）

教育子ども部子ども家庭課子ど
も家庭係

0940-36-9094

69 福岡県 宗像市 4月～12月 ○

子どもの権利相談室「ハッピークローバー」学校の講演会で啓発（市立小学校・中学校） 教育子ども部子ども家庭課子ど
も家庭係

0940-36-9094
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70 福岡県 宗像市 5月～6月

家庭児童相談室リーフレット配布（市内幼稚園・保育園、市立小学校・中学校、県立中学校、市内高等学校） 教育子ども部子ども家庭課子ど
も家庭係

0940-36-1302

71 福岡県 宗像市 6月

児童虐待防止チラシの配布（市内幼稚園・保育園、市立小学校・中学校、県立中学校、市内高等学校） 教育子ども部子ども家庭課子ど
も家庭係

0940-36-1302

72 福岡県 宗像市 7月1日

市の広報紙において、児童相談所全国共通ダイヤル「１８９」の記事を掲載 教育子ども部子ども家庭課子ど
も家庭係

0940-36-1302

73 福岡県 宗像市 10月～11月 ○

児童虐待防止に関する講演会のチラシ配布（市内幼稚園・保育園、市立小学校・中学校、県立中学校、市内高等学校） 教育子ども部子ども家庭課子ど
も家庭係

0940-36-1302

74 福岡県 宗像市 11月1日 ○

市の広報紙において、児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載 教育子ども部子ども家庭課子ど
も家庭係

0940-36-1302

75 福岡県 宗像市 11月15日 ○

市の広報紙において、子ども基本条例、子どもの権利、児童虐待についての記事を掲載 教育子ども部子ども家庭課子ど
も家庭係

0940-36-1302

76 福岡県 宗像市 11月29日 ○

「子どもの権利及び児童虐待防止に関する講演会」の開催 教育子ども部子ども家庭課子ど
も家庭係

0940-36-1302

77 福岡県 宗像市 通年 ○

妊婦体験教室において児童虐待の啓発を行う 教育子ども部子ども家庭課子ど
も家庭係

0940-36-1365

78 福岡県 太宰府市 11月1日 ○

市広報誌11月号に児童虐待防止推進月間についての周知 市民福祉部保育児童課保育児
童係

092-921-2121

79 福岡県 太宰府市 11月 ○

市ホームページにて児童虐待防止推進月間のページを公開 市民福祉部保育児童課保育児
童係

092-921-2121

80 福岡県 古賀市 11月 ○

虐待防止月間を啓発するマスクを作成し、市内で配布 保健福祉部子育て支援課 092-942-1159

81 福岡県 古賀市 11月 ○

虐待防止月間を啓発するのぼりを公共施設に設置 保健福祉部子育て支援課 092-942-1159

82 福岡県 古賀市 年6回（隔月）

虐待防止プログラムであるCSPの紹介記事を広報に掲載 保健福祉部子育て支援課 092-942-1159

83 福岡県 古賀市 5月～1月 ○

虐待防止プログラムであるCSP講座を実施 保健福祉部子育て支援課 092-942-1159

84 福岡県 福津市 11月1日 ○

11月1日号の市広報紙に特集記事を掲載 健康福祉部こども課 0940-43-8124

85 福岡県 福津市 11月1日～30日 ○

電子掲示板にナレーション付きで掲載し、啓発を行う（市役所、駅、健康福祉センター） 健康福祉部こども課 0940-43-8124

86 福岡県 福津市
9月10日～10月29日の

毎週木曜日

就学前の乳幼児を持つ保護者を対象に子どもの発達や子育てについて学ぶ機会を提供し、育児のストレスや負担感をなく
すためのプログラム（ノーバディズ・パーフェクト・プログラム）を全8回実施

健康福祉部こども課 0940-43-8124

87 福岡県 うきは市 11月1日 ○

市広報誌にて「児童虐待防止推進月間」の広報 子育て支援係 0943-75-4961



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 問い合わせ先

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】

88 福岡県 宮若市
6月8日、11日、12、18、

23日

市内の小・中学校において、保護者向け児童虐待にかかる通告義務のお知らせを配布 子育て支援課子育て支援係 0949-32-0517

89 福岡県 宮若市 11月 ○

市内の幼稚園において、保護者向け児童虐待にかかる通告義務のお知らせを配布予定 子育て支援課子育て支援係 0949-32-0517

90 福岡県 宮若市 12月
人権週間にかかる市主催の「人権講演会」開催に併せ、来場者に啓発チラシと啓発物資を配布 子育て支援課子育て支援係 0949-32-0517

91 福岡県 宮若市

6月1日～7月13日、10
月5日～11月16日、2月

1日～3月14日
上記期間の毎週月曜

日

第一乳児とその母親を対象とした子育て支援事業「はじめのいっぽ」を実施
初めての子育ての不安や社会からの孤立感から虐待に走ることを防止することを目的としている

子育て支援課子育て支援係 0949-32-0517

92 福岡県 嘉麻市 11月1日 ○

市広報誌にて「児童虐待防止推進月間」について掲載し広報・啓発を行います。 こども育成課 0948-539-1115

93 福岡県 朝倉市 11月 ○

市広報誌において児童虐待防止推進月間の周知 保健福祉部子ども未来課子育
て支援係

0946-22-1111

94 福岡県 みやま市 11月2日 ○

市広報誌において、児童虐待防止に関する周知 子ども子育て課子ども子育て係 0944-64-1535

95 福岡県 みやま市 11月13日 ○

児童虐待虐待防止セミナー「子どもの貧困と虐待から見る家族支援の必要性」（大牟田児童相談所と共催・場所：まいピア高
田）来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレット、児童相談所全国共通ダイヤルの周知ｶｰﾄﾞを配布。

子ども子育て課子ども子育て係 0944-64-1535

96 福岡県 糸島市 4月初旬

全戸配布の健康づくり情報誌に児童虐待予防の記事掲載 人権福祉部子ども課児童係 092-332-2074

97 福岡県 糸島市 随時

虐待予防をテーマにした出前講座の実施 人権福祉部子ども課児童係 092-332-2074

98 福岡県 糸島市 11月上旬 ○

街頭啓発（児童虐待月間並びに女性に対する暴力をなくす運動週間） 人権福祉部子ども課児童係 092-332-2074

99 福岡県 糸島市 11月20日 ○

要保護児童に関する講演会の実施
（テーマ：子ども・女性への性暴力被害を防止するため）

人権福祉部子ども課児童係 092-332-2074

100 福岡県 那珂川町 11月1日 ○

町ホームページに児童虐待防止に関する内容や通知先を紹介掲載 子育て支援課児童家庭担当 092-953-2211

101 福岡県 那珂川町 11月1日 ○

町広報紙11月号に児童虐待防止に関する内容や通知先を紹介掲載 子育て支援課児童家庭担当 092-953-2211

102 福岡県 宇美町 10月15日

町広報誌(10月号)のまちの案内板に掲載 子育て支援課 092-933-1322

103 福岡県 篠栗町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 こども育成課 092-947-1111(内
線252)

104 福岡県 志免町 11月15日 ○

「志免町子どもの権利フェスタ」にて虐待コーナーを設置。ポスター掲示、相談窓口を記載したカードの配布。 子育て支援課 092-935-1261
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105 福岡県 志免町 11月 ○

公的機関や関係機関に虐待防止・予防の周知を図るポスターを掲示・配布。 学校教育課 092-935-1207

106 福岡県 新宮町 11月 ○

町広報紙（11月号）で児童虐待に関する啓発記事、通報・連絡先等を掲載 健康福祉課 092-962-0239

107 福岡県 水巻町 10月25日

町の広報誌掲載：児童虐待に関する記事および連絡・相談先 地域・こども課児童少年相談セ
ンター

093-203-1555

108 福岡県 岡垣町 11月5日 ○

街頭啓発（町内の商業施設等で啓発リーフレット等を配布） こども未来課子育て支援係 093-282-1211

109 福岡県 岡垣町 11月1日～30日 ○

ＪＲ海老津駅での啓発放送 こども未来課子育て支援係 093-282-1211

110 福岡県 岡垣町 11月 ○

１１月２５日号広報紙で啓発記事掲載 こども未来課子育て支援係 093-282-1211

111 福岡県 岡垣町 11月1日～30日 ○

コミュニティバスや公用車にオレンジリボンマグネットを装着 こども未来課子育て支援係 093-282-1211

112 福岡県 小竹町 11月1日 ○

町広報紙において、児童虐待防止推進月間に関する記事掲載 福祉課 09496-2-1219

113 福岡県 小竹町 11月 ○

福祉課使用封筒に児童虐待防止啓発文を印刷し、使用 福祉課 09496-2-1219

114 福岡県 筑前町 11月 ○

筑前町ホームページにおいて、児童虐待防止に関する情報掲示 こども課こども未来センター 0946-22-3369

115 福岡県 大刀洗町 11月7日、8日 ○

ドリームまつり「子育て広場」での児童虐待防止に関するパネル展示・チラシ配布 子ども課子育て支援係 0942-77-6205

116 福岡県 大刀洗町 11月 ○

町広報誌11月号への啓発記事掲載 子ども課子育て支援係 0942-77-6205

117 福岡県 大刀洗町 12月6日

ドリームホールにて人権講演会、参加者へ児童虐待防止チラシ配布 子ども課子育て支援係 0942-77-6206

118 福岡県 広川町 10月18日

広川まつりにて子育て支援・児童虐待に関するチラシ・グッズ・オレンジリボンの配布 福祉課子育て支援係 0943-32-1113

119 福岡県 広川町 10月28日

町立上広川小学校において、小学4年生とその保護者に対し、講演会を実施。「いのちの授業～生まれてきてくれてありがと
う　産んでくれてありがとう～」

福祉課子育て支援係 0943-32-1113

120 福岡県 広川町 10月30日

町立中広川小学校において、小学4年生とその保護者に対し、講演会を実施。「いのちの授業～生まれてきてくれてありがと
う　産んでくれてありがとう～」

福祉課子育て支援係 0943-32-1113

121 福岡県 広川町 11月 ○

町広報紙に児童虐待防止啓発記事（通報・相談先等）を掲載 福祉課子育て支援係 0943-32-1113

122 福岡県 広川町 11月 ○

広川町子育て支援センターにおいて、乳幼児の保護者に対し、講演会を実施　内容検討中 福祉課子育て支援係 0943-32-1113
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123 福岡県 広川町 12月2日

町立下広川小学校において、小学4年生とその保護者に対し、講演会を実施。「いのちの授業～生まれてきてくれてありがと
う　産んでくれてありがとう～」

福祉課子育て支援係 0943-32-1113

124 福岡県 広川町 12月3日

町立広川中学校において、乳幼児ふれあい体験授業のまとめとして、中学3年生に対し講演会を実施「いのちの授業～生ま
れてきてくれてありがとう　産んでくれてありがとう～」

福祉課子育て支援係 0943-32-1113

125 福岡県 香春町 11月 ○

町広報誌にて、児童虐待防止月間についてお知らせします。 福祉課子育て支援係 090-4517-5232

126 福岡県 川崎町 毎月 ○

町の広報誌により子育て相談窓口の周知 社会福祉課子育て支援係 0947-72-3000

127 福岡県 川崎町 毎月 ○

町の広報誌により児童虐待防止呼びかけ記事掲載 社会福祉課子育て支援係 0947-72-3000

128 福岡県 川崎町 Ｈ28年2月

児童虐待防止の学習会を予定 社会福祉課子育て支援係 0947-72-3000

129 福岡県 苅田町 11月10日 ○

町広報紙において、児童虐待防止について掲載 子育て・健康課 093-588-1036

130 福岡県 吉富町 11月 ○

児童虐待防止に関するリーフレットを作成し町内全戸に配布する 健康福祉課 0979-24-1123

131 福岡県 上毛町 11月 ○

児童虐待防止推進月間について町広報紙に掲載 子ども未来課子育て支援係 0979-72-3111

1 佐賀県 11月 ○

県民だよりへ通告窓口等の掲載 母子保健福祉課 0952-25-7056

2 佐賀県 11月 ○

商業施設での虐待防止のしおり、グッズの配布による啓発活動 母子保健福祉課 0952-25-7056

3 佐賀県 佐賀市 11月2日 ○

一般・関係機関向け児童虐待防止専門化講座の開催、リーフレット配布（講師：川﨑二三彦　会場：佐賀市文化会館） こども教育部こども家庭課 0952-40-7289

4 佐賀県 佐賀市 10月～3月 ○

佐賀市オリジナルオレンジリボンバッジの関係団体への配布 こども教育部こども家庭課 0952-40-7289

5 佐賀県 佐賀市 11月 ○

佐賀市報による相談窓口・通告窓口・講座の案内 こども教育部こども家庭課 0952-40-7289

6 佐賀県 佐賀市 10月～11月 ○

ラジオ、新聞による児童虐待防止月間の広報 こども教育部こども家庭課 0952-40-7289

7 佐賀県 佐賀市 10月29日

オレンジリボンキャンペーン隊としてサガ･ライトファンタジーオープニングパレードに参加、リーフレット配布 こども教育部こども家庭課 0952-40-7289

8 佐賀県 佐賀市 11月 ○

子ども用ＳＯＳカードを市内小中学生に配布（小４～６、中１～３） こども教育部こども家庭課 0952-40-7289

9 佐賀県 佐賀市 11月 ○

市役所内関係窓口に児童虐待防止の三角柱設置 こども教育部こども家庭課 0952-40-7289
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10 佐賀県 佐賀市 11月 ○

庁内関係職員のオレンジリボンバッジの着用 こども教育部こども家庭課 0952-40-7289

11 佐賀県 佐賀市 11月 ○

タウン情報誌「モテモテさが」特集ページに児童虐待防止啓発記事を掲載 こども教育部こども家庭課 0952-40-7289

12 佐賀県 佐賀市 11月 ○

就学前児童家庭に佐賀市作成のリーフレット配布 こども教育部こども家庭課 0952-40-7289

13 佐賀県 唐津市 11月 ○

「児童虐待防止月間」旗を市役所入口に設置 保健福祉部子育て支援課児童
保育係

0955-72-9151

14 佐賀県 鳥栖市 通年 ○

公共機関、保育所等への虐待防止啓発ポスターの掲示 健康福祉みらい部こども育成課 0942-85-3552

15 佐賀県 多久市 11月 ○

ケーブルテレビによる「児童虐待CM」放送 福祉課こども係 0952-75-6118

16 佐賀県 武雄市 11月 ○

市報掲載 福祉課家庭支援係 0954-23-9216

17 佐賀県 鹿島市 11月 ○

市広報紙において、11月が児童虐待防止推進月間であること、虐待の種類などを紹介。 市民部福祉事務所 0954-63-2119

18 佐賀県 小城市 6月～翌2月 ○

子どもへの暴力防止プログラムの実施（小学校4校：保護者・教職員・子どもワークショップ） 福祉部社会福祉課子育て支援
係

0952-37-6107

19 佐賀県 小城市 11月 ○

市報に、児童虐待防止推進月間の記事を掲載 福祉部社会福祉課子育て支援
係

0952-37-6107

20 佐賀県 神埼市 11月 ○

市報に記事を掲載 市民福祉部福祉課社会福祉係 0952-37-0110

22 佐賀県 玄海町 11月1日 ○

町広報誌において、児童虐待防止推進月間について紹介 住民福祉課福祉・こどもグルー
プ

0955-52-2158

23 佐賀県 玄海町 11月 ○

児童虐待防止を呼びかける幟を設置
（玄海町役場・町民会館・小中学校・保育所・児童館）

住民福祉課福祉・こどもグルー
プ

0955-52-2158

24 佐賀県 有田町 6月、8月、11月、2月 ○

町広報(年4回各月1ページ掲載） 健康福祉課 0955-43-2237

25 佐賀県 有田町 通年 ○

児童虐待防止　相談窓口紹介カード作成・配布 健康福祉課 0955-43-2237

26 佐賀県 有田町 通年 ○

児童虐待防止　相談窓口掲載封筒作成・使用 健康福祉課 0955-43-2237

27 佐賀県 有田町 8月3日

教職員研修会 健康福祉課 0955-43-2237

28 佐賀県 有田町
10月6日、15日、20日、

30日

保護者向け子育て講演会(全6回) 健康福祉課 0955-43-2237
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29 佐賀県 有田町 11月 ○

啓発グッズ(絆創膏)作成・配布 健康福祉課 0955-43-2237

30 佐賀県 有田町 未定

地域ネットワーク委員向け研修会(2回) 健康福祉課 0955-43-2237

31 佐賀県 江北町 11月 ○

町広報誌に「児童虐待防止」に関することを掲載 福祉課保健係 0952-71-6324

1 長崎県 長崎県 通年・随時 ○

県内の会議・イベント時のリーフレット等配布 こども政策局こども家庭課 095-895-2442

2 長崎県 長崎県 11月7日 ○

長崎シビックホール開館9周記念イベント（テーマ：子ども虐待防止）
行政説明、ほか。

こども政策局こども家庭課 095-895-2442

3 長崎県 長崎県 11月7日～29日 ○

児童福祉施設入所児童作品展（場所：長崎シビックホール） こども政策局こども家庭課 095-895-2442

4 長崎県 長崎県 10～11月 ○

児童虐待防止懸垂幕の掲示
各警察署・市町において懸垂幕の掲示を依頼する

こども政策局こども家庭課 095-895-2442

5 長崎県 長崎県 11月 ○

県広報誌11月号に児童虐待防止推進記事を掲載。 こども政策局こども家庭課 095-895-2442

6 長崎県 長崎市 11月 ○

市役所庁舎に横断幕を掲示 市民局こども部子育て支援課 095-829-1270

7 長崎県 長崎市 11月 ○

行政センター庁舎に懸垂幕を掲示 市民局こども部子育て支援課 095-829-1270

8 長崎県 長崎市 通年 ○

公用車に啓発のオレンジリボン・マグネットを貼付 市民局こども部子育て支援課 095-829-1270

9 長崎県 長崎市 通年 ○

研修用のＤＶＤを活用し、幼稚園・保育園・小学校・中学校などの関係機関で研修会を実施 市民局こども部子育て支援課 095-829-1270

10 長崎県 長崎市 11月25日 ○

要保護児童対策地域協議会関係団体職員向け研修会 市民局こども部子育て支援課 095-829-1270

11 長崎県 長崎市 11月23日 ○

子育てフェスタにおいて、児童虐待防止のチラシ等配布 市民局こども部子育て支援課 095-829-1270

12 長崎県 佐世保市 11月 ○

市広報紙へ児童虐待関連の記事の掲載（児童虐待防止月間にちなんで） 子ども保健課子ども子育て応援
センター

0956-25-9705

13 長崎県 佐世保市 随時 ○

要保護児童対策地域協議会の関係機関に対し、「児童虐待対応マニュアル」を配布 子ども保健課子ども子育て応援
センター

0956-25-9705

14 長崎県 佐世保市 随時 ○

市内の保育園・幼稚園・小中学校の保護者向けに「子ども相談窓口早見表」を配布 子ども保健課子ども子育て応援
センター

0956-25-9705

15 長崎県 佐世保市 随時 ○

地区民生委員協議会での講話 子ども保健課子ども子育て応援
センター

0956-25-9705
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16 長崎県 島原市 11月 ○

庁舎に児童虐待防止月間の懸垂幕の掲示 福祉保健部こども課 0957-62-8003

17 長崎県 島原市 11月 ○

公用車に啓発用マグネットシートの貼付 福祉保健部こども課 0957-62-8003

18 長崎県 諫早市 11月 ○

市広報誌に標語や児童虐待防止に向けた内容を掲載 健康福祉部こども支援課 0957-22-1500

19 長崎県 諫早市 11月 ○

児童虐待防止チラシを作成し全戸配布 健康福祉部こども支援課 0957-22-1500

20 長崎県 諫早市 11月 ○

児童虐待防止啓発懸垂幕の掲揚 健康福祉部こども支援課 0957-22-1500

21 長崎県 諫早市 通年 ○

公用車に啓発マグネットを掲示 健康福祉部こども支援課 0957-22-1500

22 長崎県 大村市 11月 ○

児童虐待防止啓発懸垂幕の掲揚 こども未来部こども家庭課こども
家庭支援室

0957-54-9100

23 長崎県 大村市 11月 ○

公用車に啓発マグネットを掲示 こども未来部こども家庭課こども
家庭支援室

0957-54-9100

24 長崎県 大村市 11月 ○

市広報誌11月号に児童虐待防止推進記事を掲載 こども未来部こども家庭課こども
家庭支援室

0957-54-9100

25 長崎県 大村市 10月

日本サッカー協会J2リーグのV・ファーレン長崎に協力依頼し、監督・マスコットキャラクター・市のマスコットキャラクターの写
真掲載した児童虐待防止チラシ作成。

こども未来部こども家庭課こども
家庭支援室

0957-54-9100

26 長崎県 大村市 11月 ○

児童虐待防止チラシ作成し、保育園・幼稚園・小中学校を通して、子どものいる家庭に配布。 こども未来部こども家庭課こども
家庭支援室

0957-54-9100

27 長崎県 大村市 11月15日 ○

保育会主催の「保育フェア―」で児童虐待防止チラシ配布、メッセージ作成、ハンドマッサージ相談コーナー、子どもの遊び
コーナーのブースを設置し、啓発活動を行う。

こども未来部こども家庭課こども
家庭支援室

0957-54-9100

28 長崎県 平戸市 10月

保健師・助産師による虐待事例検討会 福祉課子育て支援班 0950-22-4111

29 長崎県 平戸市 11月 ○

児童虐待防止推進月間について市報掲載 福祉課子育て支援班 0950-22-4111

30 長崎県 平戸市 11月 ○

児童虐待防止推進月間について市役所に懸垂幕の設置 福祉課子育て支援班 0950-22-4111

31 長崎県 平戸市 11月～12月 ○

民生児童委員定例会で講話予定 福祉課子育て支援班 0950-22-4111

32 長崎県 平戸市 8月26日

里親出前講座開催 福祉課子育て支援班 0950-22-4111

33 長崎県 平戸市 8月31日

母子保健推進員連絡協議会で講話 福祉課子育て支援班 0950-22-4111
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34 長崎県 松浦市 7月13日

里親出前講座開催 子育て・こども課 0956-72-1111

35 長崎県 松浦市 11月2日～11月30日 ○

市役所庁舎正面玄関の壁に懸垂幕の提示 子育て・こども課 0956-72-1111

36 長崎県 松浦市 11月2日～11月30日 ○

市役所ロビー・各支所で虐待についてのポスターや資料の展示・相談窓口の紹介等を実施。 子育て・こども課 0956-72-1111

37 長崎県 松浦市 11月 ○

広報紙において児童虐待予防に関する記事を掲載 子育て・こども課 0956-72-1111

38 長崎県 松浦市 未定

要保護児童対策地域協議会で研修会を開催予定 子育て・こども課 0956-72-1111

39 長崎県 松浦市 10月末

水軍祭において啓発用マスクを配布予定 子育て・こども課 0956-72-1111

40 長崎県 松浦市 11月 ○

11月は担当者がオレンジのジャンパーを着用し、啓発を行う予定 子育て・こども課 0956-72-1111

41 長崎県 松浦市 11月 ○

市役所・各支所・小学校中学校に広報用のぼり旗を提示 子育て・こども課 0956-72-1111

42 長崎県 対馬市 10月～11月 ○

公用車に啓発のオレンジリボンマグネットを添付 こども未来課 0920-58-1119

43 長崎県 対馬市 通年 ○

庁舎内に啓発のオレンジリボンマグネットを添付 こども未来課 0920-58-1119

44 長崎県 対馬市 11月1日～30日 ○

庁舎に児童虐待推進月間の横断幕を提示 こども未来課 0920-58-1119

45 長崎県 対馬市 通年 ○

産科医療機関（対馬病院）と行政との連携 こども未来課 0920-58-1119

46 長崎県 対馬市 平成28年3月予定

産科医療機関（対馬病院）と行政との検討会 健康増進課 0920-58-1116

47 長崎県 壱岐市
10月19日、10月20日、
10月27日、11月9日、

11月24日
○

ステキなパパママ未来体感事業 こども家庭課 0920-48-1117

48 長崎県 壱岐市 11月 ○

児童虐待防止啓発活動 こども家庭課 0920-48-1117

49 長崎県 壱岐市 11月3日 ○

親子ふれあい広場（市立武生水保育所） こども家庭課 0920-48-1117

50 長崎県 壱岐市
通年で年６回実施　11
月は10、17、24日実施

○

ばじめのIPPO事業（壱岐こどもセンター、勝本町かざはや） こども家庭課 0920-48-1117

51 長崎県 五島市 通年 ○

ひとり親家庭に対して家庭児童相談室の紹介チラシ配布 社会福祉課こども家庭相談班 0959-72-6117
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52 長崎県 五島市 １0月～11月 ○

「はじめのいっぽ」の開催（早期の児童虐待や産後うつ等の発生防止を図る） 社会福祉課こども家庭相談班 0959-72-6117

53 長崎県 西海市 11月 ○

市広報紙に、児童虐待防止啓発記事を掲載 こども課 0959-37-0029

54 長崎県 西海市 11月24日 ○

市要保護児童対策地域協議会研修会 こども課 0959-37-0029

55 長崎県 雲仙市 11月 ○

市広報誌１１月号に児童虐待防止関係記事を掲載 子ども支援課 0957-36-2500

56 長崎県 雲仙市 11月 ○

児童虐待防止月間懸垂幕の掲示 子ども支援課 0957-36-2501

57 長崎県 雲仙市 随時

民生委員児童委員協議会定例会での講話 子ども支援課 0957-36-2502

58 長崎県 雲仙市 通年 ○

赤ちゃん健康相談時　虐待防止、児童相談窓口についてのチラシ配布 子ども支援課 0957-36-2503

59 長崎県 南島原市 11月 ○

市広報誌に啓発記事掲載 福祉保健部こども未来課 050-3381-5050

60 長崎県 南島原市 11月 ○

市役所庁舎に懸垂幕を掲示 福祉保健部こども未来課 050-3381-5050

61 長崎県 南島原市 通年・随時 ○

民生委員児童委員協議会、保育会等において、児童虐待防止に関する説明と市の家庭児童相談室を紹介 福祉保健部こども未来課 050-3381-5050

62 長崎県 長与町 通年・随時 ○

町子育て支援パンフレット（おおきくなーれ改訂版）窓口、乳幼児訪問時等に配布する。 生活福祉部福祉課 095-883-1111

63 長崎県 長与町 11月 ○

町広報誌及びＨＰにおいて、児童虐待防止に関する記事を掲載 生活福祉部福祉課 095-883-1111

64 長崎県 長与町 通年・随時 ○

ＩＰＰＯ講座の開催 生活福祉部福祉課 095-883-1111

65 長崎県 時津町 11月 ○

庁舎に懸垂幕を提示 福祉課 095-882-2211

66 長崎県 時津町 11月28日 ○

人権啓発パレードの折、児童虐待月間パンフレット配布 福祉課 095-882-2211

67 長崎県 東彼杵町 随時 ○

子育て支援パンフレット（相談窓口周知）を出生届け時に配布 町民課福祉係 0957-46-1111

68 長崎県 東彼杵町 9月～10月

ノーバディ・パーフェクト講座（母の孤立による虐待を防止） 町民課福祉係 0957-46-1111

69 長崎県 川棚町 11月15日 ○

愛育食育フェスティバル（子育て支援の一環として母子ふれあいの場、食育に努めることを目的に開催）の来場者に対して、
虐待防止啓発チラシ等を配布する。

健康推進課 0596-82-5412



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 問い合わせ先

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】

70 長崎県 川棚町 11月6日～8日 ○

町文化祭において、母子愛育班でオレンジリボン運動シールを配布する。 健康推進課 0956-82-5412

71 長崎県 川棚町 11月 ○

公用車にオレンジリボンマグネットを貼り付ける 住民福祉課 0956-82-3130

72 長崎県 川棚町 11月 ○

子育て冊子を作成し窓口等に設置 住民福祉課 0956-82-3130

73 長崎県 川棚町 11月 ○

ポスターや冊子を地域や関係機関に配布し、掲示等を依頼 住民福祉課 0956-82-3130

74 長崎県 波佐見町 11月2日～11月30日 ○

児童虐待防止月間の懸垂幕の掲示 住民福祉課 0956-85-2333

75 長崎県 小値賀町 11月 ○

町広報紙に児童虐待防止推進月間について掲載 福祉事務所 0959-56-3111

76 長崎県 小値賀町 11月 ○

児童虐待防止推進月間について懸垂幕の掲示 福祉事務所 0959-56-3111

77 長崎県 佐々町 11月 ○

庁舎に児童虐待防止月間の懸垂幕の掲示 住民福祉課福祉班 0956-62-2101

78 長崎県 佐々町 通年 ○

公用車に児童虐待防止啓発のマグネットを添付 住民福祉課福祉班 0956-62-2101

79 長崎県 新上五島町 11月 ○

町広報誌に児童虐待防止を掲載 こども課 0959-53-1133

80 長崎県 新上五島町 10月31日

子育て講演会 こども課 0959-53-1133

81 長崎県 新上五島町 通年・随時 ○

町子育て支援パンフレットを各家庭へ配布（相談窓口周知） こども課 0959-53-1133

82 長崎県 新上五島町 通年 ○

公用車に啓発用オレンジリボンマグネットを貼付 こども課 0959-53-1133

1 熊本県 10月～11月 ○

「家庭から暴力をなくすキャンペーン」街頭キャンペーン
ＤＶ（配偶者等からの暴力）防止、児童虐待防止、障がい者虐待防止を目的にパネル展、啓発グッズ・チラシ・相談カード等
の配布を実施。
街頭キャンペーン開催場所：ゆめタウンはません（熊本市内）
この他出先機関において10か所で街頭キャンペーンを実施

子ども家庭福祉課子ども福祉班 096-333-2228

2 熊本県 11月18日 ○

「愛着形成」をテーマに子どもの虐待防止を考えるシンポジウムを開催予定
開催場所：くまもと県民交流館　パレアホール

子ども家庭福祉課子ども福祉班 096-333-2228

3 熊本県 11月 ○

ラジオ番組による虐待通告等の啓発 子ども家庭福祉課子ども福祉班 096-333-2228

4 熊本県 11月 ○

県医師会会報に虐待通告の必要性等を掲載 子ども家庭福祉課子ども福祉班 096-333-2228
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5 熊本県 八代市 11月 ○

市広報紙及びホームページに於いて、児童虐待月間の啓発記事を掲載 健康福祉部こども未来課 0965-33-8721

通年 ○

出生届・転入届等の際に子育てガイドブックを配布し、相談機関等を紹介 福祉課児童福祉係 0966-22-2111

11月1日 ○

広報ひとよしに児童虐待防止月間の啓発記事を掲載 福祉課児童福祉係 0966-22-2111

7 熊本県 水俣市 通年 ○

年間を通じ、窓口において児童手当申請者等に対し啓発文を掲載した子育てガイドブックを配布 福祉課 0966-61-1660

熊本県 玉名市 11月 ○

市広報紙に、児童虐待防止に関する情報、啓発を掲載 健康福祉部子育て支援課 0968-75-1120

熊本県 玉名市 11月 ○

市ホームページに、児童虐待防止に関する情報、啓発を掲載 健康福祉部子育て支援課 0968-75-1120

熊本県 玉名市 10月12日

１０月１２日に当市で開催する里親講演会にて、啓発チラシを配布 健康福祉部子育て支援課 0968-75-1120

9 熊本県 天草市 11月 ○

市の広報誌において、児童虐待防止について掲載 子育て支援課子ども相談係 0969-23-1111

10 熊本県 天草市 随時

民生委員・主任児童委員の研修にて、児童虐待対応等について周知 子育て支援課子ども相談係 0969-23-1111

11 熊本県 天草市 随時

児童虐待に関するパンフレットを住民や支援者に配布 子育て支援課子ども相談係 0969-23-1111

12 熊本県 天草市 随時 ○

『天草市児童虐待対応マニュアル』を作成・配布（小中学校・保育所（園）・地域等） 子育て支援課子ども相談係 0969-23-1111

13 熊本県 天草市 通年 ○

子育て支援機関（園・子育て支援センター等）スタッフの学習会にて児童虐待対応について周知 子育て支援課子ども相談係 0969-23-1111

14 熊本県 天草市 11月 ○

ケーブルテレビにて、児童虐待防止について周知 子育て支援課子ども相談係 0969-23-1111

15 熊本県 山鹿市 11月1日 ○

市広報に児童虐待防止月間であること及び市の虐待防止ネットワークの紹介 福祉部福祉課児童家庭係 0968-43-0052

16 熊本県 菊池市 11月 ○

市広報誌において、児童虐待防止推進月間について掲載 健康福祉部子育て支援課 0968-25-7214

17 熊本県 宇土市 11月15日 ○

市広報紙において，児童虐待防止に関する市の施策を紹介 健康福祉部子育て支援課 0964-22-1111

18 熊本県 上天草市 8月4日

市内の中学生を対象に、赤ちゃんとのふれあいを通して子育て・家族の愛情・親の役割、命の大切さ等を学習するふれあい
乳児健診を実施。

健康福祉部健康づくり推進課母
子保健係

0969-28-3356

19 熊本県 上天草市 11月 ○

虐待通告制度及びオレンジリボンキャンペーンに関する記事をホームページへ掲載 健康福祉部福祉課子育て支援
係

0969-28-3351

8

6 熊本県 人吉市
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20 熊本県 上天草市 11月15日 ○

虐待通告制度及びオレンジリボンキャンペーンに関する記事を広報誌へ掲載 健康福祉部福祉課子育て支援
係

0969-28-3351

21 熊本県 上天草市 通年 ○

２か月児学級において、独自で作成したリーフレットを配布 健康福祉部福祉課子育て支援
係

0969-28-3351

22 熊本県 宇城市 11月 ○

広報誌及び市ＨＰに周知記事を掲載 児童福祉センター 0964-33-1118

9月9日

民生委員・児童委員協議会において、児童虐待の防止、ケース検討会等への協力依頼及び里親制度説明会の開催に伴う
参加依頼を行った。

市民部福祉課 0967-22-3167

11月 ○

市広報誌において、児童虐待防止に関する周知を行う。 市民部福祉課 0967-22-3167

24 熊本県 阿蘇市 27年度内

阿蘇市虐待防止等対策連絡協議会を開催し、児童虐待の状況及び防止策の検討を行う。 市民部福祉課 0967-22-3167

25 熊本県 合志市 11月 ○

市内ショッピングセンターにおいて、児童虐待防止推進月間のリーフレット、カード及びオレンジリボン周知用ボールペンを配
布虐待防止キャンペーン

健康福祉部女性・子ども支援室 096-242-1240

26 熊本県 玉東町 11月1日～11月10日 ○

町広報誌による、虐待防止月間及び通告相談先の啓発を行う 保健介護課 0968-85-6557

27 熊本県 和水町 12月1日

広報誌（広報なごみ）で広報 健康福祉課 0968-86-5724

28 熊本県 南関町 11月1日 ○

町広報誌にて児童虐待防止推進月間の周知 福祉課 0968-57-8503

29 熊本県 長洲町 11月1日 ○

町広報紙において児童虐待防止に関する施策や機関を紹介 子育て支援課子育て支援係 0968-78-3126

30 熊本県 大津町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止に関する内容を紹介 教育部子育て支援課 096-293-5981

31 熊本県 菊陽町 12月

町広報紙において、児童虐待防止に関する記事 子育て支援課 096-232-2202

32 熊本県 南小国町 11月 ○

全国共通ダイヤル及び役場相談窓口の周知のための町広報紙への掲載。 福祉課保育児童係 0967-42-1113

33 熊本県 高森町 11月 ○

１１月上旬に開催予定の『すまいるフェスタ』において、来場者に配布するしおりの中に児童虐待防止推進月間の記事を掲載
して周知する。

住民福祉課　福祉係 0967-62-1111

34 熊本県 西原村 11月6日 ○

子育て講演会を実施し、講演終了後に、本月間の説明と、リーフレット等を配付し、周知啓発を図る 住民課 096-279-4397

35 熊本県 御船町 11月 ○

町広報紙において、児童虐待防止及び相談窓口等に関する記事を掲載 こども未来課子育て支援係 096-282-1346

36 熊本県 嘉島町 11月 ○

町広報誌により児童虐待防止等に関する内容を掲載 町民課 096-237-2576

熊本県 阿蘇市23
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37 熊本県 益城町 11月 ○

庁舎内ロビーにて、町の児童虐待の現状と体制について紹介、オレンジリボンツリーの設置・広報紙にて児童虐待防止推進
月間について紹介

子ども課子育て支援係 096-286-3117

38 熊本県 甲佐町 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 福祉課 096-234-1114

39 熊本県 芦北町 11月 ○

町広報誌で児童虐待防止関連の記事を掲載 福祉課 0966-82-2511

40 熊本県 津奈木町 11月 ○

町広報誌への児童虐待防止関連記事掲載予定 住民課福祉班 0966-78-3113

41 熊本県 錦　町 11月 ○

町の広報紙において、児童虐待に関しての説明、相談窓口の周知、発見時の対応等について掲載予定 住民福祉課福祉・子育て支援係 0966-38-1112

42 熊本県 あさぎり町 10月

町広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載 福祉課 0966-45-7214

43 熊本県 多良木町 11月12日 ○

町内全世帯向けへ回覧文書周知予定 子ども対策課 0966-42-1262

44 熊本県 湯前町 11月1日、15日 ○

町広報誌において児童虐待防止に関する記事の掲載 保健福祉課 0966-43-4112

45 熊本県 相良村 10月

広報誌にて「児童虐待防止推進月間」関連記事掲載 保健福祉課 0966-35-1032

46 熊本県 五木村 11月1日 ○

村で発行する広報誌に、児童虐待防止啓発の内容を掲載する。 保健福祉課 0966-37-2214

47 熊本県 山江村 10月～11月 ○

10月発行の広報誌及びケーブルテレビを活用し、児童虐待防止強化期間の周知を行う 健康福祉課 0966-23-3978

48 熊本県 球磨村 11月 ○

村広報誌において児童虐待防止に関する内容を掲載 住民福祉課福祉係 0966-32-1112

49 熊本県 苓北町 10月

町広報誌により月間の周知及び啓発 福祉保健課 0969-35-1111

1 大分県 大分県 10月30日～12月1日 ○

児童虐待防止等を呼び掛ける横断幕の掲示（県庁舎等、計4箇所） こども子育て支援課 097-506-2707

2 大分県 大分県 11月 ○

児童虐待防止の街頭啓発活動（ポケットティッシュ配り） こども子育て支援課 097-506-2707

3 大分県 大分県 11月1日～30日 ○

県庁HP内に「児童虐待防止推進月間」についての記事掲載 こども子育て支援課 097-506-2707

4 大分県 大分県 6月30日

児童虐待相談件数に係る記者発表 こども子育て支援課 097-506-2707

5 大分県 大分県 通年 ○

県庁HP内に「児童虐待防止」についての記事掲載 こども子育て支援課 097-506-2707



都道府県 市区町村
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6 大分県 大分県
通年

（6/30記者発表）
○

子育て電話相談センター（いつでも子育てほっとライン）に寄せられた相談事例の紹介・分析等を掲載した報告書を作成し、
関係機関に配布、県庁HPに掲載したほか、記者発表により周知

こども子育て支援課 097-506-2707

7 大分県 大分県 5月～9月

県政ラジオ番組内で子育て電話相談センター（いつでも子育てほっとライン）をPR こども子育て支援課 097-506-2707

8 大分県 大分県 7月～9月

県庁HP内に「子どもの車中放置防止」を呼びかけ こども子育て支援課 097-506-2707

9 大分県 大分県
7月～8月

（概ね毎週1回）

県政ラジオ番組内で「子どもの車中放置防止」を呼びかけ こども子育て支援課 097-506-2707

10 大分県 大分県 7月26日

県政だより（新聞定期枠）で「子どもの車中放置防止」を呼びかけ こども子育て支援課 097-506-2707

11 大分県 大分県 5月～2月

若い世代が生命を時代に伝え育んでいくことの大切さと、家庭を築くことの意識について理解を深めるため、県内5大学で「ラ
イフデザイン講座」を開催（次代の親づくり推進事業）

こども子育て支援課 097-506-2707

12 大分県 大分市 11月 ○

本庁舎壁面に標語を横断幕にして掲示 子育て支援課中央子ども家庭
支援センター

097-537-5688

13 大分県 大分市 11月1日 ○

市報にて特集ページ（見開き２ページ）を組む 子育て支援課中央子ども家庭
支援センター

097-537-5688

14 大分県 大分市 10月22日

要保護児童対策地域協議会に属する支援者を対象に「子育て支援・児童虐待防止啓発講演会」を実施 子育て支援課中央子ども家庭
支援センター

097-537-5688

15 大分県 別府市 5月

市報に児童虐待通告先と子育て相談窓口の周知記事を掲載 児童家庭課 0977-21-1239

16 大分県 別府市 8月

市報に子どもの車内放置防止の啓発記事を掲載 児童家庭課 0977-21-1239

17 大分県 別府市 11月 ○

虐待通告制度ならびに子育て支援相談窓口や支援センターについての広報チラシを『市報べっぷ』とともに各戸回覧 児童家庭課 0977-21-1239

18 大分県 別府市 11月 ○

地元ケーブルテレビの行政広報番組内で児童虐待通告先などの周知を図る 児童家庭課 0977-21-1239

19 大分県 別府市 11月 ○

市報に児童虐待防止推進月間と相談窓口の周知記事を掲載 児童家庭課 0977-21-1239

20 大分県 中津市 11月 ○

児童虐待防止について通告先や相談先等について市報掲載 子育て支援課 0979-22-1129

21 大分県 中津市 8月～翌2月 ○

子育てしつけ教室　全6回を2クール（2歳以上対象）中津市教育福祉センター、にて開催 子育て支援課 0979-22-1129

22 大分県 日田市 8月15日

市広報紙に、車内放置熱中症防止啓発の記載 こども未来室 0973-22-8292

23 大分県 日田市 11月1日 ○

市広報紙に、児童虐待防止啓発の記載 こども未来室 0973-22-8292



都道府県 市区町村
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24 大分県 日田市 11月 ○

市庁舎電光掲示板に「児童虐待防止月間」のテロップ表示 こども未来室 0973-22-8292

25 大分県 日田市 11月 ○

市庁舎外壁に「児童虐待防止月間」の懸垂幕設置及び玄関にのぼりの設置 こども未来室 0973-22-8292

26 大分県 日田市 11月 ○

市内有線テレビに児童虐待防止推進月間の広報依頼（文字放送） こども未来室 0973-22-8292

27 大分県 日田市 11月14日 ○

市内で開催されるイベント(JAJAフェスタ）に合せて、ポケットティッシュ･チラシの配布による街頭啓発活動 こども未来室 0973-22-8292

28 大分県 佐伯市 11月 ○

市報で、児童虐待防止推進月間を周知する。 こども福祉課 0972-22-3976

29 大分県 臼杵市 4月～6月

市ホームページにて「児童虐待防止推進月間」標語を募集 福祉課 0972-86-2716

30 大分県 臼杵市 4月～6月

市ホームページ、市報、ケーブルテレビにて児相主催の里親制度説明会開催を紹介 福祉課 0972-86-2716

31 大分県 臼杵市 6月～10月

市ホームページにて車内放置事故防止を呼びかけ 福祉課 0972-86-2716

32 大分県 臼杵市 11月 ○

市報において児童虐待防止推進月間等を掲載 福祉課 0972-86-2716

33 大分県 臼杵市 随時 ○

出生届、転入手続き等の際に児童虐待防止啓発小冊子を配布 福祉課 0972-86-2716

34 大分県 臼杵市 通年 ○

子育て携帯サイトに児童虐待防止（通告先等)の情報を掲載 福祉課 0972-86-2716

35 大分県 津久見市 随時 ○

児童虐待に関する内容の市報掲載 福祉事務所 0972-82-9519

36 大分県 津久見市 11月17日 ○

児童虐待に関する講演会を実施予定 福祉事務所 0972-82-9519

37 大分県 竹田市 8月1日

子育てフェスタにおいて児童相談所全国共通ダイヤル啓発グッズ及び里親募集チラシ配布 社会福祉課 0974-63-4811

38 大分県 竹田市 11月 ○

市報11月号に児童虐待防止推進月間について掲載 社会福祉課 0974-63-4811

39 大分県 竹田市 11月 ○

市庁舎に横断幕を掲示 社会福祉課 0974-63-4811

40 大分県 竹田市 10月30日～11月6日 ○

ケーブルテレビで児童虐待防止推進月間等について告知 社会福祉課 0974-63-4811

41 大分県 豊後高田市 11月 ○

市の広報誌において、「児童虐待防止推進月間」について掲載 子育て・健康推進課子育て支援
係

0978-22-3100
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42 大分県 豊後高田市 2月

児童虐待防止に関する市民向け講演会を実施予定 子育て・健康推進課子育て支援
係

0978-22-3100

43 大分県 豊後高田市 通年 ○

4か月児健診の際、市で作成したチラシを配布し　相談窓口の紹介 子育て・健康推進課子育て支援
係

0978-22-3100

44 大分県 杵築市 5月、10月～11月 ○

主任児童委員と市内の全小中学校、幼稚園、保育園、子ども園を訪問する。 子ども子育て支援課子ども支援
係

0977-75-2408

45 大分県 杵築市 11月 ○

市広報市にて、児童虐待防止月間についての記事を掲載 子ども子育て支援課子ども支援
係

0977-75-2408

46 大分県 宇佐市 11月 ○

広報うさにて啓発、要対協代表者会議開催 子育て支援課児童母子福祉課
係

0978-32-1111

47 大分県 豊後大野市 11月 ○

関係機関に児童虐待防止推進月間のリーフレット、カード及びしおりを配布 社会福祉課こども支援室 0974 22 1001

48 大分県 由布市 11月 ○

市の広報誌に掲載 子育て支援課 0977-84-3111

49 大分県 由布市 通年 ○

市役所庁舎内の窓口にオレンジリボン等のカード及びしおりを置いている。 子育て支援課 0977-84-3111

50 大分県 国東市 11月 ○

市役所、社協、保育所、幼稚園、小学校、中学校等にポスター掲示。窓口でのリーフレットの掲示。 福祉課子育て支援係 0978-72-5164

51 大分県 日出町 11月1日 ○

町広報紙において、児童虐待防止について記載 福祉対策課子育て支援係 0977-73-3121

52 大分県 日出町 11月 ○

庁舎敷地内にのぼりの設置 福祉対策課子育て支援係 0977-73-3121

53 大分県 日出町 2月

子育て（虐待防止）講演会（子育て中の皆に送るメッセージ・コンサート） 福祉対策課子育て支援係 0977-73-3121

54 大分県 九重町 11月 ○

町広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載 子育て支援課子育て支援グ
ループ

0973-76-3828

55 大分県 九重町 未定

要対協関係者・民生委員児童委員等を対象とした、児童虐待防止研修会の開催。 子育て支援課子育て支援グ
ループ

0973-76-3828

56 大分県 玖珠町 11月1日 ○

町広報誌にて児童虐待防止推進月間の周知を行う。 福祉保健課 0973-72-1115

1 宮崎県 宮崎県 11月1日 ○

児童虐待防止月間に関する新聞広告を県内主要日刊紙に掲載 こども家庭課児童支援担当 0985-26-7570

2 宮崎県 宮崎県 11月 ○

県の広報テレビ番組にて児童虐待防止月間について放送 こども家庭課児童支援担当 0985-26-7570

3 宮崎県 宮崎県 11月2日～8日 ○

県の広報ラジオ番組にて児童虐待防止月間について放送 こども家庭課児童支援担当 0985-26-7570
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4 宮崎県 宮崎県 10月25日、11月8日 ○

県内主要日刊紙掲載の県の広報欄に児童虐待防止月間に関する紹介記事を掲載 こども家庭課児童支援担当 0985-26-7570

5 宮崎県 宮崎県 11月1日～30日 ○

県庁舎外壁に児童虐待防止月間に関する懸垂幕を掲示 こども家庭課児童支援担当 0985-26-7570

6 宮崎県 宮崎県 11月1日～8日 ○

県庁本館建物を児童虐待防止のシンボルカラーであるオレンジにて夜間ライトアップ こども家庭課児童支援担当 0985-26-7570

7 宮崎県 宮崎県 11月 ○

ショッピングモールにポスターを掲載する こども家庭課児童支援担当 0985-26-7570

8 宮崎県 宮崎市 11月17日 ○

児童虐待防止啓発講演会および研修会（関係機関実務者対象）の開催 福祉部子育て支援課 0985-21-1766

9 宮崎県 宮崎市 11月 ○

市広報11月号へ児童虐待防止に関する記事の掲載 福祉部子育て支援課 0985-21-1766

10 宮崎県 宮崎市 通年 ○

「子ども虐待への対応について」をテーマとした「出前講座の実施 福祉部子育て支援課 0985-21-1766

11 宮崎県 宮崎市 通年 ○

宮崎市要保護児童対策地域協議会の構成機関への研修会の実施 福祉部子育て支援課 0985-21-1766

12 宮崎県 宮崎市 通年 ○

市職員が地域ごとに行う活動組織「地域のきずなプロジェクト」に対し、児童虐待防止のための出前講座の実施 福祉部子育て支援課 0985-21-1766

13 宮崎県 宮崎市 通年 ○

子育て応援イベントや認知症サポーター講習会等での家庭児童相談室のチラシの配布 福祉部子育て支援課 0985-21-1766

14 宮崎県 都城市 10月29日

コミュニティＦＭラジオ（市内のみ）にて、児童虐待の現状や相談・通告の通知 福祉部こども課 0986-23-2684

15 宮崎県 都城市 10月29日

市広報番組のＡＭラジオ（県下全域）にて、児童虐待の現状や相談・通告の周知 福祉部こども課 0986-23-2684

16 宮崎県 都城市 11月1日～30日 ○

市広報に、児童虐待に関する市の現状や取り組みについて掲載 福祉部こども課 0986-23-2684

17 宮崎県 都城市 11月1日～30日 ○

市役所本館に児童虐待防止推進月間を呼び掛ける懸垂幕と旗の掲示 福祉部こども課 0986-23-2684

18 宮崎県 都城市 11月1日～30日 ○

合同庁舎（国）入口横に児童虐待防止推進月間を呼び掛ける懸垂幕と掲示 福祉部こども課 0986-23-2684

19 宮崎県 都城市 11月1日～30日 ○

国道沿い商店街アーケードに、啓発用バナーの掲示 福祉部こども課 0986-23-2684

20 宮崎県 都城市 11月8日 ○

市内で開催の朝市にて、チラシ等の配布 福祉部こども課 0986-23-2684

21 宮崎県 都城市 11月15日 ○

市内で開催のイベントにてチラシ等の配布 福祉部こども課 0986-23-2684
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22 宮崎県 延岡市 5月

「児童虐待対応」をテーマとした主任児童委員研修会にて、リーフレットを配布。 健康福祉部こども家庭課 0982-22-7017

23 宮崎県 延岡市 5月

「児童虐待対応」をテーマとして、大学生へ講義を実施。 健康福祉部こども家庭課 0982-22-7017

24 宮崎県 延岡市 7月

市広報7月号に児童相談所全国共通ダイヤル電話番号の周知・啓発を行う。 健康福祉部こども家庭課 0982-22-7017

25 宮崎県 延岡市 11月 ○

市広報１１月号に児童虐待防止推進月間の周知・啓発を行う。 健康福祉部こども家庭課 0982-22-7017

26 宮崎県 日南市 11月1日、3月1日 ○

市広報において、児童虐待防止に関する広報・啓発を行う。 こども課子育て支援係 0987-31-1131

27 宮崎県 小林市 11月 ○

市広報紙において、児童虐待防止推進月間の周知を図る。 健康福祉部子育て支援課 0984-23-1278

28 宮崎県 日向市 7月4日

第１１回日向七夕祭りでのオレンジリボン付き短冊の飾りつけと児童虐待防止推進チラシ付きティッシュの配布。 こども課子育て支援係 0982-52-2111

29 宮崎県 日向市 11月 ○

FMひゅうがにて児童虐待防止月間、オレンジリボンたすきリレーについての放送 こども課子育て支援係 0982-52-2111

30 宮崎県 日向市 11月 ○

市広報１１月号に児童虐待防止推進月間の特集を組み啓発を行う。 こども課子育て支援係 0982-52-2111

31 宮崎県 日向市 11月 ○

市庁舎において市民と主にオレンジリボンツリー製作、展示。児童虐待に関する記事の展示や児童虐待防止推進チラシ付き
ティッシュ、リーフレットの配布。

こども課子育て支援係 0982-52-2111

32 宮崎県 日向市 11月7日 ○

オレンジリボンたすきリレーinみやざきへの参加。児童虐待防止推進チラシ付きティッシュの配布 こども課子育て支援係 0982-52-2111

33 宮崎県 日向市 2月

児童虐待防止に関する講演会 こども課子育て支援係 0982-52-2111

34 宮崎県 日向市 通年 ○

公用車にオレンジリボンステッカーを貼付 こども課子育て支援係 0982-52-2111

35 宮崎県 串間市 11月1日 ○

市広報誌において、児童虐待防止の啓発 福祉事務所子育て新係 0987-72-0333

36 宮崎県 串間市 11月3日 ○

秋まつりでオレンジリボン配布 福祉事務所子育て新係 0987-72-0333

37 宮崎県 串間市 11月 ○

啓発の為のオレンジリボンツリーの展示 福祉事務所子育て新係 0987-72-0333

38 宮崎県 西都市 11月 ○

市広報紙に児童虐待防止推進月間及び児童虐待防止に関する記事掲載 福祉事務所児童福祉係 0983-43-0376

39 宮崎県 西都市 11月 ○

市役所庁舎内にオレンジリボンのディスプレイを行う 福祉事務所児童福祉係 0983-43-0376
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40 宮崎県 えびの市 11月1日～ ○

「児童虐待防止月間」について広報誌及びホームページによる啓発 福祉事務所子育て支援係 0984-35-1111
(内線267)

41 宮崎県 三股町 11月 ○

役場庁舎に懸垂幕、武道体育館フェンスに横断幕を設置する。 福祉課児童福祉係 0986-52-9060

42 宮崎県 三股町 11月 ○

町広報誌、回覧板にて児童虐待防止の啓発を行う。 福祉課児童福祉係 0986-52-9060

43 宮崎県 三股町 11月 ○

役場ロビーに児童虐待に関するパネルを設置し、啓発を行う。 福祉課児童福祉係 0986-52-9060

44 宮崎県 三股町 11月14日 ○

三股町の祭り会場にてブースを設置し、啓発活動を行う。 福祉課児童福祉係 0986-52-9060

45 宮崎県 高原町 11月 ○

町広報誌において、児童虐待防止に関する広報・啓発を行う 町民福祉課 0984-42-1067

46 宮崎県 国富町 11月 ○

児童虐待防止推進月間を呼び掛ける懸垂幕と旗の掲示、町広報紙において児童虐待に関する通告制度等の周知を掲載 福祉課児童福祉係 0985-75-9403

47 宮崎県 綾町 11月 ○

町広報誌において、児童虐待防止について掲載 福祉保健課児童家庭係 0985-77-1114

48 宮崎県 高鍋町 11月 ○

広報紙での啓発 福祉課 0983-26-2010

49 宮崎県 新富町 10月～11月 ○

庁舎内でのオレンジリボンの活用　広報誌への掲載 町民こども課 0983-33-1293

50 宮崎県 西米良村 11月 ○

11月実施の健康デーでリーフレット配付 福祉健康課 0983-36-1114

51 宮崎県 木城町 10月24日

町の月報に掲載 福祉保健課 0983-32-4733

52 宮崎県 木城町 11月 ○

ポスター・リーフレット等を公共機関に掲示 福祉保健課 0983-32-4733

53 宮崎県 川南町 11月 ○

町広報紙（１１月号）において、児童虐待防止推進月間の周知を図る。 福祉課子ども支援係 0983-27-8007

54 宮崎県 都農町 11月 ○

町広報誌による啓発・周知 福祉課児童福祉係 0983-25-5714

55 宮崎県 門川町 11月7日 ○

オレンジ色のたすきをつなぐ、子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーを実施する。 福祉課子育て支援係 0982-63-1140

56 宮崎県 門川町 11月7日 ○

オレンジリボンたすきリレーの中継点となるショッピングセンターにおいて、児童虐待防止に関するチラシを配布する。 福祉課子育て支援係 0982-63-1140

57 宮崎県 諸塚村 11月 ○

村広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載。 住民福祉課 0982-65-1119
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58 宮崎県 美郷町 通年 ○

公共施設でのポスター掲示 町民生活課 0982-66-3604

59 宮崎県 高千穂町 11月 ○

町広報誌やIP告知端末において児童虐待防止に関する周知を行なう。 福祉保険課 0982-73-1202

60 宮崎県 高千穂町 11月 ○

子育て支援センターで児童虐待防止に関する講話を実施する。 福祉保険課 0982-73-1202

61 宮崎県 日之影町 11月 ○

町広報誌(１１月号）に、児童虐待防止に関する記事掲載予定 町民課 福祉係 0982-87-3902

1 鹿児島県 鹿児島県 11月1日 ○

オレンジリボン街頭キャンペーン（啓発グッズ等の配布） 保健福祉部子ども福祉課児童
福祉係

099-286-2763

2 鹿児島県 鹿児島県 11月 ○

オレンジリボンツリーの設置（県出先機関，イオンモール鹿児島等） 保健福祉部子ども福祉課児童
福祉係

099-286-2763

3 鹿児島県 鹿児島県 11月 ○

懸垂幕掲示（県出先機関） 保健福祉部子ども福祉課児童
福祉係

099-286-2763

4 鹿児島県 鹿児島県 11月 ○

公用車による広報テープの巡回放送，ステッカー貼付 保健福祉部子ども福祉課児童
福祉係

099-286-2763

5 鹿児島県 鹿児島県 11月 ○

県ホームページ，広報誌，新聞による周知啓発 保健福祉部子ども福祉課児童
福祉係

099-286-2763

6 鹿児島県 鹿児島市 11月1日 ○

街頭で、児童虐待防止の啓発・通報連絡先カード入りのポケットティッシュや啓発グッズを配布、啓発のぼりを持って虐待防
止のよびかけを行うなどのキャンペーンを実施

子育て支援部こども福祉課家庭
福祉係

099-216-1260

7 鹿児島県 鹿児島市 11月11日 ○

児童虐待防止に関する講演会・シンポジウムの実施 子育て支援部こども福祉課家庭
福祉係

099-216-1260

8 鹿児島県 鹿児島市 11月 ○

市内3カ所の電光掲示板において、児童虐待防止推進月間の案内、虐待防止メッセージ、通報連絡先をスポットCMで放映 子育て支援部こども福祉課家庭
福祉係

099-216-1260

9 鹿児島県 鹿児島市 11月 ○

オレンジジャンパー、オレンジリボンバッジを職員が着用 子育て支援部こども福祉課家庭
福祉係

099-216-1260

10 鹿児島県 鹿児島市 11月 ○

市役所本館前庭、各支所に虐待防止を呼びかけるのぼりを設置 子育て支援部こども福祉課家庭
福祉係

099-216-1260

11 鹿児島県 鹿児島市 11月 ○

すこやか子育て交流館にオレンジリボンツリーを設置 子育て支援部こども福祉課家庭
福祉係

099-216-1260

12 鹿児島県 鹿児島市 11月 ○

児童虐待防止啓発のポスターとチラシを作成し、市電市バスや要対協関係機関、スーパー、コンビニなどに掲示 子育て支援部こども福祉課家庭
福祉係

099-216-1260

13 鹿児島県 鹿児島市 11月 ○

市広報紙、市ホームページを利用して広報 子育て支援部こども福祉課家庭
福祉係

099-216-1260

14 鹿児島県 鹿屋市 10月

市内の小学校・中学校・幼稚園・保育所に保護者向けの児童虐待防止啓発チラシ（本市の相談先を明記）を配布 保健福祉部子育て支援課児童
家庭係

0994-31-1134
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15 鹿児島県 鹿屋市 11月 ○

市広報紙において、児童虐待防止推進月間を周知 保健福祉部子育て支援課児童
家庭係

0994-31-1134

16 鹿児島県 鹿屋市 11月 ○

市役所庁舎内及び総合支所（３か所）にオレンジリボンツリーを設置 保健福祉部子育て支援課児童
家庭係

0994-31-1134

17 鹿児島県 鹿屋市 11月中旬～１月中旬 ○

市内公共施設周辺でオレンジイルミネーションのライトアップを実施 保健福祉部子育て支援課児童
家庭係

0994-31-1134

18 鹿児島県 枕崎市 10月20日

「児童虐待防止推進月間」についてお知らせ版掲載 福祉課社会係 0993-72-1111

19 鹿児島県 枕崎市 11月5日 ○

「児童虐待防止推進月間」について広報紙掲載 福祉課社会係 0993-72-1111

20 鹿児島県 阿久根市 11月 ○

市役所内にオレンジリボンツリー及び幟旗を設置 生きがい対策課子育て支援セン
ター管理係

0996-72-3939

21 鹿児島県 阿久根市 11月1日 ○

国民文化祭「阿久根洋画展」会場周辺において啓発チラシ等の配布 生きがい対策課子育て支援セン
ター管理係

0996-72-3939

22 鹿児島県 出水市 11月 ○

市広報紙に児童虐待防止啓発記事を掲載 市民福祉部こども課子育て支援
係

0996-63-4047

23 鹿児島県 指宿市 11月 ○

「児童虐待防止推進月間」について，市広報紙への掲載及び市庁舎への懸垂幕掲示 健康福祉部地域福祉課児童母
子福祉係

0993-22-2111

24 鹿児島県 西之表市 3月6日

市民フェア（すこやかフェスタ）において、オレンジリボンツリーを設置し、来場者にオレンジリボンを結んでもらう。また、PR用
のジャケットと帽子を着用し、広報啓発を行う。

健康保険課健康増進係・福祉事
務所子育て支援係

0997-22-1111

25 鹿児島県 垂水市 11月 ○

市広報紙において児童虐待について広報 保健福祉課児童障害者係 0994-32-1115

26 鹿児島県 薩摩川内市 11月 ○

ＦＭさつませんだいによる広報啓発 子育て支援課 0996-23-5111

27 鹿児島県 日置市 11月 ○

市役所庁舎内にオレンジリボンのモニュメントを設置 福祉課子ども福祉係 099-248-9416

28 鹿児島県 霧島市 通年 ○

年間を通じて「霧島市出前講座」と称し、市職員が地域に出向き、市政に対する理解を深めてもらうため、市民・団体からの
申込に応じて出前講座を実施。講座名「見過ごさないぞ！DV・虐待講座」
※保健福祉部子育て支援課も共同で実施

企画部企画政策課男女共同参
画推進グループ

0995-45-5111

29 鹿児島県 霧島市 11月 ○

児童虐待防止推進月間を周知するため、懸垂幕の掲出、市広報誌への掲載を行う。 保健福祉部子育て支援課子ど
も家庭支援室

0995-45-5111

30 鹿児島県
いちき

串木野市
11月 ○

市広報紙による児童虐待防止月間の周知及び啓発 福祉課子育て支援係 0996-33-5618

31 鹿児島県 南さつま市 11月 ○

市役所庁舎等関連施設にオレンジリボンのツリー設置 子ども未来課 0993-53-2111

32 鹿児島県 南さつま市 6月

虐待かもと思ったら１８９（いちはやく）番へのチラシ・リーフレット等配布 子ども未来課 0993-53-2111
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33 鹿児島県 志布志市 11月 ○

市の広報誌で児童虐待防止推進月間について啓発の予定。 福祉課児童福祉係 099-474-1111

34 鹿児島県 志布志市 平成28年２月

児童虐待防止をテーマとした講演会を開催予定（保育所・幼稚園、小中学校関係者、保護者に参加を依頼） 福祉課児童福祉係 099-474-1111

35 鹿児島県 奄美市 通年 ○

児童相談所全国共通ダイヤルについての広報（市HP） 保健福祉部福祉政策課社会福
祉係

0997-52-1111

36 鹿児島県 南九州市 11月3日 ○

南九州市こどもまつり（南九州市頴娃農業トレーニングセンター体育館前広場） 南九州市子育て支援センター
「つみき」

0993-38-0800

37 鹿児島県 伊佐市 8月5日

児童虐待予防講演会「児童虐待を防ぐためにできること」
講師：県中央児童相談所　伊藤敏博課長
場所：大口元気こころ館

こども課 0995-29-5511

38 鹿児島県 伊佐市 11月1日 ○

１１月の市報に児童虐待についての記事を載せる予定 こども課 0995-29-5511

39 鹿児島県 姶良市 11月1日 ○

市広報誌に児童虐待防止に関するお知らせと相談先等の掲載 保健福祉部子ども政策課児童
福祉係

0995-66-3111

40 鹿児島県 十島村 9月～11月 ○

広報への情報の掲示、庁内へポスターやチラシを設置 住民課 099-222-2101

41 鹿児島県 さつま町 11月 ○

町の広報誌による虐待防止月間についてのお知らせ 福祉課子育て支援係 0996-53-1111

42 鹿児島県 長島町 11月 ○

庁舎にオレンジリボンツリーを設置 町民福祉課児童福祉係 0996-86-1157

43 鹿児島県 南大隅町 11月2日 ○

南大隅町すまいるメール配信において、児童虐待防止月間のお知らせ（登録者のみ） 介護福祉課 0994-24-3126

44 鹿児島県 中種子町 11月 ○

防災行政無線による推進月間の広報 福祉環境課 0997-27-1111

45 鹿児島県 大和村 11月 ○

広報紙において相談窓口を紹介 保健福祉課 0997-57-2218

46 鹿児島県 宇検村 11月 ○

ラジオ広報 保健福祉課 0997-67-2212

47 鹿児島県 瀬戸内町 11月 ○

FM瀬戸内にて広報・啓発 保健福祉課保健予防係 0997-72-1111
(内線130)

48 鹿児島県 龍郷町 11月 ○

全戸配布の広報誌において
児童虐待防止月間及び相談窓口の情報を掲載。

町民税務課 0997-62-3111

49 鹿児島県 喜界町 11月 ○

町広報誌において、児童虐待防止に関する情報掲載 保健福祉課 0997-65-3685

50 鹿児島県 徳之島町 11月 ○

町の広報誌等に児童虐待防止月間の掲載。 介護福祉課 0997-82-1111
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51 鹿児島県 天城町 11月 ○

庁舎内にオレンジリボンツリーを設置 保健福祉課 0997-85-4114

52 鹿児島県 天城町 11月 ○

保育所・幼稚園・小・中学校へオレンジリボン並びにリーフレット等を配布 保健福祉課 0997-85-4114

53 鹿児島県 天城町 11月1日～11月15日 ○

天城町ケーブルテレビ文字放送にて周知 保健福祉課 0997-85-4114

54 鹿児島県 伊仙町 11月 ○

町公式サイトで広報及び啓発を行う 保健福祉課 0997-86-3111

55 鹿児島県 伊仙町 11月 ○

町広報誌で広報及び啓発を行う 保健福祉課 0997-86-3111

56 鹿児島県 伊仙町 11月 ○

告知端末で町内全域にて広報及び啓発を行う 保健福祉課 0997-86-3111

58 鹿児島県 和泊町 5月

町内各小中学校へ，「児童虐待防止推進月間」標語募集の依頼協力 町民支援課児童福祉係 0997-84-3526

59 鹿児島県 和泊町 11月 ○

「児童虐待防止推進月間」の周知を図る町広報誌への掲載及び町有線ＴＶによる啓発 町民支援課児童福祉係 0997-84-3526

60 鹿児島県 和泊町 11月 ○

「児童虐待防止推進月間」＜広告入り花の種子＞を配布 町民支援課児童福祉係 0997-84-3526

61 鹿児島県 知名町 9月1日～3月31日 ○

児童虐待防止児童相談所ダイヤル記載のうちわ・ファイルを保健センター母子健診、教室時に配布にて周知。 保健センター 0997-93-2075

1 沖縄県 沖縄県 10月24日、25日

沖縄県広報番組において、児童虐待防止推進月間についての広報予定 子ども生活福祉部青少年・子ど
も家庭課児童育成班

098-866-2174

2 沖縄県 沖縄県 10月27日

子どもの虹情報研修センター長の川崎二三彦氏を講師に「虐待の現場から～家族理解と援助について～」と題する一般及
び専門職向けの講演会を那覇市の会場において開催予定。来場者には児童虐待防止推進月間のリーフレット、児童虐待防
止に関するチラシを配布予定。

子ども生活福祉部青少年・子ど
も家庭課児童育成班

098-866-2174

3 沖縄県 沖縄県 11月5日 ○

ホリステック教育実践研究所所長の金香百合氏を講師に「思春期のこどももおとなもハッピーに」と題する一般向けの講演会
を石垣市において開催予定。来場者には児童虐待防止推進月間のリーフレット、児童虐待防止に関するチラシを配布予定。

子ども生活福祉部青少年・子ど
も家庭課児童育成班

098-866-2174

4 沖縄県 沖縄県 11月7日 ○

ホリステック教育実践研究所所長の金香百合氏を講師に「思春期のこどももおとなもハッピーに」と題する一般向けの講演会
を宮古島市において開催予定。来場者には児童虐待防止推進月間のリーフレット、児童虐待防止に関するチラシを配布予
定。

子ども生活福祉部青少年・子ど
も家庭課児童育成班

098-866-2174

5 沖縄県 沖縄県 11月 ○

沖縄県警の協力により児童相談所職員の臨検訓練を実施する。 子ども生活福祉部青少年・子ど
も家庭課児童育成班

098-866-2174

6 沖縄県 那覇市 11月 ○

市の広報誌により児童虐待防止に関する取組み等を紹介 子育て応援課子育て支援室 098-861-5026

7 沖縄県 那覇市 11月 ○

庁舎ロビーでのパネル展示 子育て応援課子育て支援室 098-861-5026

8 沖縄県 那覇市 11月 ○

市のホームページにより児童虐待防止を周知 子育て応援課子育て支援室 098-861-5026
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9 沖縄県 那覇市 11月 ○

本庁舎及び各支所に懸垂幕を設置し児童虐待防止を周知 子育て応援課子育て支援室 098-861-5026

10 沖縄県 宜野湾市 通年 ○

市報および市ホームページにおいて、児童虐待防止に関することや、市の取り組みを紹介。 福祉推進部児童家庭課 098-893-4422

11 沖縄県 宜野湾市 通年 ○

オレンジリボンをモチーフとしたポロシャツを、当課だけでなく他課の職員も着用し、虐待防止推進のアピールを行っている。 福祉推進部児童家庭課 098-893-4422

12 沖縄県 宜野湾市 通年 ○

公用車にオレンジリボンのマグネットを貼り、虐待防止推進に向け全庁的に取り組んでいる。 福祉推進部児童家庭課 098-893-4422

13 沖縄県 宜野湾市 4月20日～5月20日

オレンジリボンをモチーフとしたポロシャツのデザインを公募し作成。 福祉推進部児童家庭課 098-893-4422

14 沖縄県 宜野湾市 7月23日

コザ児童相談所職員をお招きし、支援者向けの研修会を開催。 福祉推進部児童家庭課 098-893-4422

15 沖縄県 宜野湾市
9月10日、17日、24日、

10月1日

子育て理論コモンセンスペアレンティングを使った講座を、週1回（4週連続）市民対象に開催。 福祉推進部児童家庭課 098-893-4422

16 沖縄県 宜野湾市 11月7日～23日 ○

サンエー宜野湾コンベンションシティにて、児童虐待防止に関するパネル展を開催。参加者に家庭児童相談室、要対協、子
育てに関するリーフレットを配布。

福祉推進部児童家庭課 098-893-4422

17 沖縄県 宜野湾市 11月12日 ○

児童虐待防止講演会の開催（会場：市社会福祉協議会）。市報および市ホームページを通して市民へ案内。 福祉推進部児童家庭課 098-893-4422

18 沖縄県 宜野湾市 1月21日

支援者向けの研修会を開催。 福祉推進部児童家庭課 098-893-4422

19 沖縄県 宜野湾市 2月19日

市民向け子育て支援講演会を市中央公民館にて開催。参加者に家庭児童相談室、要対協のリーフレットを配布。 福祉推進部児童家庭課 098-893-4422

20 沖縄県 石垣市 11月5日 ○

児童虐待防止講演会 福祉部 児童家庭課 児童福祉
係

0980-82-1704

21 沖縄県 浦添市 11月 ○

市役所１階ロビーにて啓発パネル展示。市内大型スーパー３ヵ所でオレンジリボンなど配布。児童虐待防止講演会。庁用車
に啓発ステッカー。市広報紙に掲載。月間内庁内放送。ラジオ放送。懸垂幕。

福祉部児童家庭課母子父子係 098-876-1234(内
線7326)

22 沖縄県 名護市 9月29日

要対協実務者会議において、要対協の関係機関を対象に名桜大学竹沢昌子氏を講師として招き勉強会開催予定。支援者と
しての姿勢や支援ネットワークの在り方について検討する場として考えている。

こども家庭部こども家庭課家庭
支援係

0980-53-1282

23 沖縄県 名護市 10月～3月 ○

市内の学校や保育園、関係機関等を訪問し、支援の流れや方法を児童虐待窓口の周知や虐待対応について理解を促す。 こども家庭部こども家庭課家庭
支援係

0980-53-1282

24 沖縄県 名護市 11月 ○

児童虐待防止に関する啓発活動として、「市民のひろば」(市の広報誌)へ掲載、市民会館、市営市場及び庁舎内に設置され
ている電光掲示板にて広報。
オレンジリボンを作成し、庁舎内の職員に着用依頼し、周知を図る。
庁舎壁に懸垂幕を掲げる。

こども家庭部こども家庭課家庭
支援係

0980-53-1282

25 沖縄県 名護市 11月 ○

児童虐待に関するテーマでシンポジウムまたは講演会を開催予定。 こども家庭部こども家庭課家庭
支援係

0980-53-1282



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 問い合わせ先

平成２７年度における児童虐待防止に向けた取組の実施（予定）状況      【地方自治体】

26 沖縄県 糸満市 通年 ○

子ども虐待防止のためのリーフレット（相談関係機関の案内、児童虐待の通告義務）の配布 福祉部児童家庭課 098-840-8131

27 沖縄県 糸満市 8月21日

児童虐待防止に関する講演会を開催（学校関係者向け） 福祉部児童家庭課 098-840-8131

28 沖縄県 糸満市 11月 ○

市のホームページ・広報誌にて子ども虐待防止に関する広報・啓発 福祉部児童家庭課 098-840-8131

29 沖縄県 糸満市
11月15日～27日の

間の1日
○

児童虐待防止に関する講演会を開催（一般市民向け） 企画開発部秘書広報課 098-840-8118

30 沖縄県 沖縄市 11月2日～11月9日 ○

平成27年度オレンジリボンパネル展
庁内玄関ホールにて児童虐待防止関連の資料、ﾎﾟｽﾀｰ等掲示、DVD（児童虐待防止啓発関連）上映。

こども相談・健康課こども相談係 098-929-3135

31 沖縄県 沖縄市 11月上旬 ○

平成27年度児童虐待防止講演会
来場者に対しては、家庭児童相談室(当課)窓口周知用のカード、児童虐待防止推進月間用リーフレット配布予定。

こども相談・健康課こども相談係 098-929-3135

32 沖縄県 沖縄市 10月30日～11月27日 ○

「児童虐待防止推進月間」の横断幕を沖縄市庁舎および沖縄署へ１ヶ月感掲示し、広く市民に周知・啓発を図る。 こども相談・健康課こども相談係 098-929-3135

33 沖縄県 沖縄市 通年 ○

市内全部の公立・認可無認可保育園および幼稚園等を巡回訪問し、ｵﾘｼﾞﾅﾙ作成した資料をもとに児童虐待についてその種
類や発見した場合の対応、市との連携・連絡・相談について説明する事業を実施している。

こども相談・健康課こども相談係 098-929-3135

34 沖縄県 豊見城市 10月28日

虐待防止に関する講演会の開催（対象：現場支援者等を予定） 福祉部児童家庭課子育て支援
班

098-850-0143

35 沖縄県 豊見城市 11月1日～30日 ○

ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝ作成とパンフの配布（着用依頼） 福祉部児童家庭課子育て支援
班

098-850-0143

36 沖縄県 豊見城市 11月4日～30日 ○

虐待防止に関するパネル展 福祉部児童家庭課子育て支援
班

098-850-0143

37 沖縄県 豊見城市 11月 ○

市のHP,広報誌等へ虐待防止月間の広報記事の掲載 福祉部児童家庭課子育て支援
班

098-850-0143

38 沖縄県 うるま市 11月 ○

市広報誌において、児童虐待防止及び通告制度に関する周知 福祉部児童家庭課 098-973-5041

39 沖縄県 宮古島市 11月 ○

宮古島市広報誌において、児童虐待防止に関する取組紹介 児童家庭課 0980-73-1966

40 沖縄県 宮古島市 11月2日～3日 ○

懸垂幕の設置(児童虐待防止推進月間標語の掲揚） 児童家庭課 0980-73-1966

41 沖縄県 宮古島市 11月2日～3日 ○

市民を対象にした児童虐待防止に関する講演会開催予定 児童家庭課 0980-73-1966

42 沖縄県 南城市 11月 ○

市広報誌へ児童虐待防止対策月間について掲載 児童家庭課 098-946-8995

43 沖縄県 南城市 11月 ○

児童虐待についての専門家を招いて講演会を開催。
来場者に対して、児童虐待防止推進月間リーフレットや児童相談所全国共通ダイヤルの周知カード等を配布。

児童家庭課 098-946-8995
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44 沖縄県 南城市 １0月～11月 ○

オレンジの折り鶴を来庁者に折ってもらい、それを使い月間中に大型ポスターを作成し、掲示する。
また、オレンジリボンとリーフレットを作成し、来庁者へ配布する。

児童家庭課 098-946-8995

45 沖縄県 本部町 11月 ○

町広報誌への掲載（5000部発行） 福祉課 0980-47-2165

46 沖縄県 本部町 11月 ○

電光掲示板での掲示 福祉課 0980-47-2165

47 沖縄県 恩納村 11月17日 ○

恩納村役場にて地域の支援者向けの研修会を予定「虐待への対応について（仮）」 福祉健康課母子保健係 098-966-1207

48 沖縄県 恩納村 11月 ○

恩納村広報誌に掲載（児童虐待防止推進月間の啓発） 福祉健康課母子保健係 098-966-1207

49 沖縄県 金武町 通年 ○

世帯配布の健康カレンダーに児童虐待等が疑われる場合の相談窓口・連絡先を掲載 保健福祉課 098-968-5932

50 沖縄県 伊江村 9月11日

中学3年生を対象とした、性や妊娠、出産、命の尊さといった知識の普及や、望まない妊娠を防ぐための啓発及び性病につ
いての知識をもち、予防方法を知るための講演会と妊婦体験を実施し、合わせて子育てで困った際に相談できる窓口の周知
等を図った

医療保健課 0980-49-2234

51 沖縄県 伊江村 11月 ○

　村広報誌において児童虐待防止に関する周知広報 福祉課 0980-49-3160

52 沖縄県 読谷村 通年 ○

HPで虐待種別や、相談先、相談業務について記事掲載 生活福祉部こども未来課 098-982-9240

53 沖縄県 読谷村 11月1日 ○

「広報よみたん」児童虐待防止推進月間告知記事掲載 生活福祉部こども未来課 098-982-9240

54 沖縄県 読谷村 11月14日 ○

第19回保育まつり　会場でリーフレット、ファイルの配布 生活福祉部こども未来課 098-982-9240

55 沖縄県 読谷村 11月 ○

①児童虐待防止啓発のファイルを学校へ配布
②児童虐待防止推進月間啓発車両用マグネット貼付

生活福祉部こども未来課 098-982-9240

56 沖縄県 読谷村 未定

児童虐待防止推進事業講演会開催予定 生活福祉部こども未来課 098-982-9240

57 沖縄県 嘉手納町 11月 ○

広報誌に児童虐待月間について周知、虐待の通報先など詳細を掲載予定。 子ども家庭課児童福祉係 098-956-1111

58 沖縄県 嘉手納町 11月26日 ○

おきなわＣＡＰセンターを講師に、町内の学校、保育所の職員を対象にして、児童虐待防止に関するワークショップを開催予
定。

子ども家庭課児童福祉係 098-956-1111

59 沖縄県 嘉手納町 11月 ○

町内の電光掲示板で、児童虐待防止月間である事を周知予定。 子ども家庭課児童福祉係 098-956-1111

60 沖縄県 嘉手納町 11月 ○

役場庁舎の壁面に、懸垂幕を掲げる予定。 子ども家庭課児童福祉係 098-956-1111

61 沖縄県 北谷町 11月 ○

虐待防止月間における関係機関をを対象とした児童虐待に関する研修会の開催とリーフレット(全国共通用)を配布 子ども家庭課子育て支援係 098-982-7709
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62 沖縄県 北谷町 11月 ○

町独自で作成予定のリーフレット全戸配布(虐待通告先〔市町村〕の広報) 子ども家庭課子育て支援係 098-982-7709

63 沖縄県 北谷町 11月 ○

虐待防止月間のパネル展 子ども家庭課子育て支援係 098-982-7709

64 沖縄県 北谷町 11月 ○

町広報誌にて虐待防止月間の周知 子ども家庭課子育て支援係 098-982-7709

65 沖縄県 北中城村 4月～翌3月 ○

村内幼稚園、小学校等において児童虐待防止のためのワークショップを開催 福祉課児童福祉係 098-935-2233

66 沖縄県 北中城村 10月31日

児童虐待防止に関する施策の紹介及び制度の周知を目的としたパネル展を実施 福祉課児童福祉係 098-935-2233

67 沖縄県 中城村 4月20日～5月1日

児童相談所全国共通ダイヤル3桁化等の周知用ポスター類・啓発物品の配布（村内の事務委託者・学童・保育所・社会福祉
協議会・民生委員等に配布し掲示えおお願いし、児童虐待についての周知を図っている)

福祉課 098-895-2131(内
線263)

68 沖縄県 中城村 6月5日

「女性・男性に関する相談」と共に「子どもに関する相談」として民生委員に協力をお願いし、村内全戸へのチラシ配布を行い
児童虐待についての周知を図っている。

福祉課 098-895-2131(内
線263)

69 沖縄県 中城村 7月3日

村内広報誌No.219に「女性・男性に関する相談」と共に「子どもに関する相談」として掲載し児童虐待についての周知を図っ
ている。

福祉課 098-895-2131(内
線263)

70 沖縄県 中城村 7月6日～7月29日

「車内放置防止啓発掲示物」を村内保育所・スーパーマーケット・コンビニエンスストアに貼り出し協力願いを行い児童虐待に
ついての周知を図っている。

福祉課 098-895-2131(内
線263)

71 沖縄県 中城村 8月7日

要保護児童対策地域協議会にてコザ児童相談所の職員の方に「児童虐待通報への対応」と題して講演をしていただき、協
議会内での対応方法の再確認を行った。

福祉課 098-895-2131(内
線263)

72 沖縄県 中城村 9月25日

コザ児童相談所の職員をお招きして、村内公立・認可・無認可保育園職員及び村内公立・私立幼稚園職員向けに「児童虐待
の早期発見と対応について」と題して講演会を行っていただき、中城村内の児童福祉業務に携わる関係機関の連携の強
化、援助活動の充実を図り福祉向上に寄与することを目的に研修を行う予定。

福祉課 098-895-2131(内
線263)

73 沖縄県 西原町 11月 ○

町広報紙において、児童虐防止月間について紹介 福祉部こども福祉課子育て支援
係

098-945-5311

74 沖縄県 西原町 11月 ○

町役場庁舎内で児童虐待に関するパネル展示 福祉部こども福祉課子育て支援
係

098-945-5311

75 沖縄県 与那原町 6月～

　去年度より取り組んでいる町内児童福祉等の巡回及び出張相談時（町内２１か所）に、リーフレットトや資料を配布する。ま
た子育て支援課の窓口にリーフレットを置き、配布する。

子育て支援課 098-945-6520

76 沖縄県 与那原町 11月～ ○

児童虐待防止推進月間に町役場ロビーにて統計資料を掲示。住民に広報し啓発活動を実施する予定。 子育て支援課 098-945-6520

77 沖縄県 南風原町 11月 ○

町広報誌、ホームページにおいて児童虐待防止に関する記事掲載 民生部こども課 098-889-7028

78 沖縄県 南風原町 11月 ○

町でのぼり（旗）、横断幕を作成。役場で掲示。周知。 民生部こども課 098-889-7028

79 沖縄県 南風原町 11月 ○

兼城交差点前の電光掲示板にて、児童虐待防止月間の周知。 民生部こども課 098-889-7028
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80 沖縄県 渡名喜村 通年 ○

公共施設等に児童虐待防止（オレンジリボン）啓発ポスターを掲示 民生課 098-989-2317

81 沖縄県 南大東村 通年 ○

児童虐待防止推進月間のリーフレット、カード及びしおりを配布、保健センターにて、ポスターの展示。 福祉民生課母子保健担当 09802-2-2116

1 北海道 札幌市 4月～翌3月 ○

オレンジリボン地域協力員研修の開催（出前講座、通年開催） 児童相談所地域連携課地域連
携担当

011‐622‐8620

2 北海道 札幌市 6月

市内コンビニエンスストアにオレンジリボン地域協力員研修等の案内チラシ・ミニカード配布 児童相談所地域連携課地域連
携担当

011‐622‐8620

3 北海道 札幌市 7月1日

児童相談所全国共通ダイヤル189運用開始のため、札幌テレビ塔のライトアップ併せて街頭啓発を実施（厚労省・他自治体
と共同開催）

児童相談所地域連携課地域連
携担当

011‐622‐8620

4 北海道 札幌市 11月5日、11月20日 ○

医療機関・関係者向け研修会（子ども虐待対応のための説明会）の開催（5日：小児科医、20日：歯科医が研修講師） 児童相談所地域連携課地域連
携担当

011‐622‐8620

5 北海道 札幌市 10月～3月 ○

児童虐待防止に関するラジオスポット放送の実施 児童相談所地域連携課地域連
携担当

011‐622‐8620

6 北海道 札幌市
10月8日、15日、16日、

23日

オレンジリボン地域協力員合同研修会の開催 児童相談所地域連携課地域連
携担当

011‐622‐8620

7 北海道 札幌市 10月24日、25日

大学イベント会場でのオレンジリボン等の配布 児童相談所地域連携課地域連
携担当

011‐622‐8620

8 北海道 札幌市 11月1日 ○

オレンジリボンキャンペーン街頭啓発（オレンジリボン入り啓発ティッシュの配布） 児童相談所地域連携課地域連
携担当

011‐622‐8620

9 北海道 札幌市 11月25日 ○

オレンジリボン講演会の開催 児童相談所地域連携課地域連
携担当

011‐622‐8620

10 北海道 札幌市 11月 ○

児童虐待防止パネル展（市役所1階） 児童相談所地域連携課地域連
携担当

011‐622‐8620

11 北海道 札幌市 11月1日～30日 ○

職員のオレンジリボン着用促進 児童相談所地域連携課地域連
携担当

011‐622‐8620

12 北海道 札幌市 10月

市内小・中学校へ児童虐待予防のミニチラシ配布 児童相談所地域連携課地域連
携担当

011‐622‐8620

13 北海道 札幌市 10月～11月 ○

各区役所における児童虐待防止啓発活動の実施 児童相談所地域連携課地域連
携担当

011‐622‐8620

14 北海道 札幌市 11月～12月 ○

地下鉄車内に児童虐待防止の中帯広告を実施 児童相談所地域連携課地域連
携担当

011‐622‐8620

15 北海道 札幌市 10月～翌3月 ○

オレンジリボン地域協力員研修フォローアップ研修の開催 児童相談所地域連携課地域連
携担当

011‐622‐8620

1 宮城県 仙台市 12月10日

児童虐待対応講演会
　テーマ「子どもが子どもらしくあるために～まわりの大人ができること～」
　会場：仙台市戦災復興記念館　記念ホール

子育て支援課 022-214-8189
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2 宮城県 仙台市 通年 ○

幼児健康診査において児童虐待防止啓発カードの配布 子育て支援課 022-214-8189

3 宮城県 仙台市 通年 ○

「せんだい妊娠ホットライン」広報カードの配布 子育て支援課 022-214-8189

4 宮城県 仙台市 通年 ○

児童虐待啓発に関するラジオスポットＣＭ 子育て支援課 022-214-8189

5 宮城県 仙台市 10月21日

児童虐待防止推進員養成研修 子育て支援課 022-214-8189

6 宮城県 仙台市 11月30日 ○

児童虐待防止推進員養成研修 子育て支援課 022-214-8189

7 宮城県 仙台市
8月24日・9月4日・9月
14日・9月24日・10月15

日

児童虐待防止ネットワーク会議（児童虐待防止啓発チラシの配布） 宮城野区家庭健康課 022-291-2111内
6778

1 埼玉県 さいたま市 5月17日

大宮アルディージャと連携・共同し、ホームゲーム開催時（ＮＡＣＫ５スタジアム大宮）にキャンペーンを実施 子ども未来局子ども育成部子育
て支援政策課

048-829-1270

2 埼玉県 さいたま市 9月～翌2月 ○

MOVIXさいたまにおける劇場CMの放映 子ども未来局子ども育成部子育
て支援政策課

048-829-1270

3 埼玉県 さいたま市 10月～11月 ○

大宮駅前及びさいたまスーパーアリーナへの大宮アルディージャと連携した横断幕の掲出 子ども未来局子ども育成部子育
て支援政策課

048-829-1270

4 埼玉県 さいたま市 10月28日

さいたま市子ども虐待防止フォーラムを開催 子ども未来局子ども育成部子育
て支援政策課

048-829-1270

1 千葉県 千葉市 11月1日 ○

市広報紙に児童虐待防止推進月間周知記事を掲載 こども家庭支援課 043-245-5179

2 千葉県 千葉市 11月6日、7日、14日 ○

市内６か所で、ボランティア（一般公募・市内中高生等）と共に啓発リーフレットが入ったマスクを配布する街頭キャンペーンを
実施

こども家庭支援課 043-245-5179

3 千葉県 千葉市 11月 ○

各区役所窓口職員や民生委員・児童委員、主任児童委員、民生委員協力員がオレンジリボンを着用 こども家庭支援課 043-245-5179

4 千葉県 千葉市 11月 ○

各区役所に児童虐待防止啓発標語懸垂幕を掲示 こども家庭支援課 043-245-5179

5 千葉県 千葉市 11月 ○

オレンジリボンツリーを市役所本庁舎及び各区役所に展示 こども家庭支援課 043-245-5179

6 千葉県 千葉市 11月 ○

「HOT PEPPER」千葉版11月号に児童虐待防止啓発記事を掲載 こども家庭支援課 043-245-5179

7 千葉県 千葉市 5月～翌3月 ○

びーらぶを実施 こども家庭支援課 043-245-5179

8 千葉県 千葉市 11月 ○

市役所本庁舎及び各区役所にて児童虐待防止啓発の庁内放送を実施 こども家庭支援課 043-245-5179
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9 千葉県 千葉市 11月 ○

ＢａｙFmの市広報番組で児童虐待防止啓発のCM放送を実施 こども家庭支援課 043-245-5179

1 神奈川県 横浜市 11月 ○

児童虐待防止推進月間に関する広報・啓発
　・区広報紙・区役所ツイッタ―等を活用して、児童虐待防止推進月間の関連記事を区民に周知
　・区役所庁舎内に、児童虐待防止啓発パネル展示、のぼり旗、横浜市作成の虐待防止啓発リーフレットの配布
　・区役所外壁に児童虐待防止の横断幕を掲示
　・区独自作成の「ストップこども虐待」ポスターを自治体掲示板に掲示

こども青少年局こども家庭課 045-671-4288

2 神奈川県 横浜市 11月 ○

区民まつり等での虐待防止啓発キャンペーンの実施
　オレンジリボンや啓発物品、横浜市作成の虐待防止啓発リーフレット等を配布し、児童虐待防止を周知

こども青少年局こども家庭課 045-671-4288

3 神奈川県 横浜市 11月 ○

駅構内での横断幕設置や、商店での児童虐待防止推進月間の啓発パネル展の実施 こども青少年局こども家庭課 045-671-4288

4 神奈川県 横浜市 11月 ○

各区で児童虐待防止をテーマにしたイベント等の実施
・映画上映会、チャリティーコンサート、児童虐待予防講演会等の開催及び、会場内での啓発物品、リーフレットの配布

こども青少年局こども家庭課 045-671-4288

5 神奈川県 横浜市 12月

保育所、民生委員、町内会等を対象にで虐待防止の出前講座を実施 こども青少年局こども家庭課 045-671-4288

6 神奈川県 横浜市 11月 ○

厚生労働省主催の「子どもの虐待防止推進全国フォーラム」への共催として、有識者による「分科会」開催 こども青少年局こども家庭課 045-671-4288

7 神奈川県 横浜市 11月 ○

市庁舎市民広間での児童虐待防止啓発パネル展示、のぼり旗、横浜市作成の虐待防止啓発リーフレットの配布 こども青少年局こども家庭課 045-671-4288

8 神奈川県 横浜市 11月 ○

商店街での虐待防止啓発キャンペーンの実施
　オレンジリボンや啓発物品、横浜市作成の虐待防止啓発リーフレット等を配布し、児童虐待防止を周知

こども青少年局こども家庭課 045-671-4288

9 神奈川県 横浜市 11月 ○

市内建築物のライトアップ（ＤＶ防止のパープルと児童虐待防止のオレンジ色） こども青少年局こども家庭課 045-671-4288

10 神奈川県 横浜市 通年 ○

「横浜市子供を虐待から守る条例」で毎月5日が「子供虐待防止推進の日」となったことから、毎月５日に市営地下鉄車内で
のＬＥＤ広告により、児童虐待防止を周知

こども青少年局こども家庭課 045-671-4288

1 神奈川県 川崎市 11月 ○

ＪＲ南武線・鶴見線車内まど上ポスター掲出 児童家庭支援虐待対策室 044-200-2693

2 神奈川県 川崎市 11月22日 ○

Ｊリーグ　川崎フロンターレホームゲームでの啓発活動（啓発物配布等） 児童家庭支援虐待対策室 044-200-2693

3 神奈川県 川崎市 11月 ○

市内主要駅及び区役所イベント等での啓発活動（啓発物配布等） 児童家庭支援虐待対策室 044-200-2693

1 神奈川県 相模原市 11月 ○

保健所等において児童虐待防止に関するパネル展示を行うとともに、懸垂幕やのぼり旗を掲示する。 こども青少年課 042-769-9811

2 神奈川県 相模原市 10月31日、11月1日 ○

シティセールスイベント（潤水都市さがみはらフェスタ）において、記念手形の作成・配布等、親子向けのブースを展開し、併
せて子育て支援や児童虐待防止に関する事業について啓発する。

こども青少年課 042-769-9811

3 神奈川県 相模原市 11月2日～8日 ○

保健所をオレンジ色にライトアップする。 こども青少年課 042-769-9811
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4 神奈川県 相模原市 11月9日、11月11日 ○

市内の民間企業や大学の協力のもと、オレンジリボン及びＰＲカードを作成し、市内主要駅における街頭啓発等で配布する。 こども青少年課 042-769-9811

5 神奈川県 相模原市 11月29日 ○

「命の大切さ」を考えるドキュメンタリー映画（うまれる　ずっと、いっしょ。）の市民向け上映会を行う。 こども青少年課 042-769-9811

6 神奈川県 相模原市 11月1日 ○

市広報紙において児童虐待防止等に関する特集記事を掲載する。 こども青少年課 042-769-9811

1 新潟県 新潟市 通年 ○

母子手帳交付時に，児童虐待防止啓発用クリアファイルを配付 福祉部こども未来課 025-226-1193

2 新潟県 新潟市 通年 ○

３カ月健診（股関節健診）時に児童虐待防止パンフレットを配付 福祉部こども未来課 025-226-1193

3 新潟県 新潟市 10月

就学前健診時に虐待通告先チラシ及び児童虐待防止啓発用クリアファイルを配付 福祉部こども未来課 025-226-1193

4 新潟県 新潟市 6月～翌3月 ○

市内保育園・幼稚園8カ所で年長児と保護者，保育士を対象に子どもを暴力から守るためのCAPワークショップを実施 福祉部こども未来課 025-226-1193

5 新潟県 新潟市 11月～12月 ○

市役所本館及び各区庁舎にオレンジリボンツリーを設置し，自由にリボンを持ち帰ってもらう 福祉部こども未来課 025-226-1193

6 新潟県 新潟市 11月 ○

市公用車にオレンジリボンキャンペーンマグネットを掲示 福祉部こども未来課 025-226-1193

7 新潟県 新潟市 11月1日 ○

にいがたキッズプロジェクト「キッズフェスティバル」会場で啓発チラシ，オレンジリボン等を配付 福祉部こども未来課 025-226-1193

8 新潟県 新潟市 11月8日 ○

新潟市こども創造センターでオレンジリボンキャンペーンイベント（ＣＡＰワークショップ等）を開催 福祉部こども未来課 025-226-1193

9 新潟県 新潟市 10月～12月 ○

フリーペーパーに虐待防止の啓発記事を掲載 福祉部こども未来課 025-226-1193

10 新潟県 新潟市 11月1日 ○

市報に虐待防止の啓発記事を掲載 福祉部こども未来課 025-226-1193

11 新潟県 新潟市 11月1日 ○

（北区）区役所だよりに虐待防止の啓発記事を掲載 福祉部こども未来課 025-226-1193

12 新潟県 新潟市 11月 ○

（東区）小児科・産婦人科を訪問し，ポスターや啓発チラシを配布 福祉部こども未来課 025-226-1193

13 新潟県 新潟市 11月 ○

（東区）自治会（町内会）にポスターや啓発チラシを回覧 福祉部こども未来課 025-226-1193

14 新潟県 新潟市 11月 ○

（東区）量販店にポスターや啓発チラシを配布 福祉部こども未来課 025-226-1193

15 新潟県 新潟市 11月 ○

(中央区）市政情報モニターにより児童虐待防止推進月間について広報 福祉部こども未来課 025-226-1193
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16 新潟県 新潟市 11月 ○

（中央区）中央区子育て応援マスコット「たっちゃん」の着ぐるみを用い，児童虐待防止啓発のグッズを配布 福祉部こども未来課 025-226-1193

17 新潟県 新潟市 通年 ○

（中央区）「子育て情報誌たっち！」（冊子）広告欄に児童虐待防止推進月間について掲載 福祉部こども未来課 025-226-1193

18 新潟県 新潟市
9月1～15日、10月1日

～15日

(南区）市政情報モニターにより１８９番（いちはやく）について広報 福祉部こども未来課 025-226-1193

19 新潟県 新潟市 11月 ○

(南区）市政情報モニターにより児童虐待防止推進月間について広報 福祉部こども未来課 025-226-1193

20 新潟県 新潟市 通年 ○

（西区）「子育て情報誌はぐくみ（冊子）」Vol．２（2014年度作成）にオレンジリボン運動について掲載し，区役所，保健福祉センター，公
民館等で配布

福祉部こども未来課 025-226-1193

21 新潟県 新潟市 11月 ○

（西蒲区）市政情報モニターにより児童虐待防止推進月間について広報 福祉部こども未来課 025-226-1193

22 新潟県 新潟市 3月

（西蒲区）父子手帳「ＰＡＰＡ－ＮＯＴＥ」第２号で啓発記事を記載予定 福祉部こども未来課 025-226-1193

1 静岡県 静岡市 11月初～11月末 ○

静岡市庁舎（あおい塔）及び駿府城公園（坤櫓）にオレンジリボンライトアップを実施 子ども未来局子ども家庭課子ど
も家庭課係

054-221-1161

2 静岡県 静岡市 11月15日 ○

清水ｴｽﾊﾟﾙｽとの協働により、選手を活用した啓発イベント
イベント場所はエスパルスドリームプラザ一階広場

子ども未来局子ども家庭課子ど
も家庭課係

054-221-1161

3 静岡県 静岡市 11月15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

054-221-1161

4 静岡県 静岡市 11月初～11月末 ○

児童虐待防止啓発月間中に清水エスパルス公式ウェブサイトに本市虐待啓発バナーを掲載 子ども未来局子ども家庭課子ど
も家庭課係

054-221-1161

5 静岡県 静岡市 11月1日 ○

市広報誌への登載 子ども未来局子ども家庭課子ど
も家庭課係

054-221-1161

6 静岡県 静岡市 10月15日 ○

地域ＦＭ局番組での虐待防止について啓発 子ども未来局子ども家庭課子ど
も家庭課係

054-221-1161

7 静岡県 静岡市
6月23日（第１回）、6月
30日（第2回）、7月7日

（第3回）

児童虐待防止啓発事業の一環として、コモンセンスペアレンティングに係る講演会（3回コース）を実施（講師：石川佑香氏） 子ども未来局子ども家庭課子ど
も家庭課係

054-221-1161

8 静岡県 静岡市 6月3日他19件予定

児童虐待防止啓発事業の一環として、コモンセンスペアレンティングに係る出前講座を実施 子ども未来局子ども家庭課子ど
も家庭課係

054-221-1161

9 静岡県 静岡市 11月初～11月末 ○

市職員全員に対してオレンジリボンの着用を啓発 子ども未来局子ども家庭課子ど
も家庭課係

054-221-1161

10 静岡県 静岡市 11月初～11月末 ○

各区庁舎に児童虐待防止啓発の横断幕・懸垂幕掲示 子ども未来局子ども家庭課子ど
も家庭課係

054-221-1161

1 静岡県 浜松市 5月8日

1日児童相談所長（浜松市中区保護司会　会長） 児童相談所総務・相談グループ 053-457-2702
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2 静岡県 浜松市 11月2日 ○

民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会と協同し、駅前やｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ等での街頭キャンペーンを実施（ポケットティッ
シュ等の詰め合わせ6,000個配布）

子育て支援課家庭支援グルー
プ

053-457-2793

3 静岡県 浜松市 11月14日 ○

静岡県、静岡市等と協同の県内イベントとして、静岡市で講演会及びパレード、オレンジリボンたすきリレーの開催（本市でオ
レンジリボンを2,000個作成し配布）

子育て支援課家庭支援グルー
プ

053-457-2793

4 静岡県 浜松市 11月15日 ○

生物学者・池田清彦氏による子育て応援講演会の実施（会場:アクトシティ浜松、定員:300人） 子育て支援課家庭支援グルー
プ

053-457-2793

5 静岡県 浜松市 11月 ○

7つの区役所で懸垂幕設置 子育て支援課家庭支援グルー
プ

053-457-2793

1 愛知県 名古屋市 5月1日

ストップ！子ども虐待ＰＲイベント in アスナル金山（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するイ
ベント）
会場：アスナル金山
内容：ご当地アイドルOS☆Uへの「なごやオレンジリボン広め隊（児童虐待防止広報大使）」任命式、布製オレンジリボンの配
布等

児童虐待対策室 052-972-3979

2 愛知県 名古屋市 5月29日

関係機関職員向けの研修会　会場：鯱城ホール 児童虐待対策室 052-972-3979

3 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 児童虐待対策室 052-972-3979

4 愛知県 名古屋市 5月

名古屋市作成の広報リーフレット及び広報ポスターの配布（市役所庁舎内、関係機関等） 児童虐待対策室 052-972-3979

5 愛知県 名古屋市 5月4日～5月31日

イオンのレジ液晶画面「レジdeチャンネル」を活用した広報
名古屋市内１０店舗のイオンレジモニター画面に「5月の児童虐待防止推進月間」のＰＲ画面を放映

児童虐待対策室 052-972-3979

6 愛知県 名古屋市 5月

市営地下鉄ホーム内の旅客案内装置による広報
名古屋市交通局の協力により、市営地下鉄ホーム内の行き先案内を表示する電光掲示に、「5月の児童虐待防止推進月
間」の広報案内を表示

児童虐待対策室 052-972-3979

7 愛知県 名古屋市 5月

ナゴヤドームのビジョンを活用した啓発
中日ドラゴンズの試合前にナゴヤドームのビジョンにて「5月の児童虐待防止推進月間」のPR画面放映とアナウンスを実施

児童虐待対策室 052-972-3979

8 愛知県 名古屋市 11月 ○

名古屋市作成の広報リーフレット、広報ポスター及び広報ポップの配布（市役所庁舎内、関係機関等） 児童虐待対策室 052-972-3979

9 愛知県 名古屋市 11月1日 ○

オレンジリボンキャンペーン2015 in ナディアパーク（啓発イベント）
会場：ナディアパークアトリウム
内容：ステージイベント、たすきリレーゴールセレモニー等

児童虐待対策室 052-972-3979

10 愛知県 名古屋市 10月24日

名古屋グランパス、名古屋法務局、愛知県人権擁護委員連合会との共同ＰＲ活動
会場：パロマ瑞穂スタジアム
Ｊリーグの公式試合における啓発グッズの配布等

児童虐待対策室 052-972-3979

11 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 児童虐待対策室 052-972-3979

12 愛知県 名古屋市 11月 ○

名古屋市作成の広報リーフレット、広報ポスター及び広報ポップの配布　（市役所庁舎内、関係機関、民間企業・団体等） 児童虐待対策室 052-972-3979

13 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）とコラボしたリボンツリーを設置 児童虐待対策室 052-972-3979
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14 愛知県 名古屋市 11月 ○

市の広報紙、広報ラジオ、広報テレビ番組、新聞広告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

児童虐待対策室 052-972-3979

15 愛知県 名古屋市 11月 ○

虐待が疑われる子どもを見つけた場合に通告を促すリーフレットを作成し、名古屋市内のコンビニエンスストア、ドラッグスト
ア等の従業員、集合住宅の管理者向けに配布

児童虐待対策室 052-972-3979

16 愛知県 名古屋市 9月26日

名古屋市立大学大学院助産学専攻の大学院生と共同し、若年層向けの広報啓発活用の一環として、高校生・大学生を対象
にしたピアカンファレンスを実施し、若者が児童虐待について考える機会を設けた。

児童虐待対策室 052-972-3979

17 愛知県 名古屋市 11月2日～11月29日 ○

イオンのレジ液晶画面「レジdeチャンネル」を活用した広報
名古屋市内１０店舗のイオンレジモニター画面に児童虐待防止推進月間のＰＲ画面を放映

児童虐待対策室 052-972-3979

1 京都府 京都市 6月～7月

児童相談所全国共通ダイヤル３桁化の周知（市内福祉事務所及び保健センターでのポスター掲出及び周知グッズの配布） 保健福祉局子育て支援部児童
家庭課

075-251-2380

2 京都府 京都市 7月1日

児童相談所全国共通ダイヤル３桁化の街頭啓発（啓発グッズの配布） 保健福祉局子育て支援部児童
家庭課

075-251-2380

3 京都府 京都市 11月6日 ○

啓発イベント実施（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）

保健福祉局子育て支援部児童
家庭課

075-251-2380

4 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） 保健福祉局子育て支援部児童
家庭課

075-251-2380

5 京都府 京都市 11月 ○

啓発ポスター作製・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，市内主要駅は11月中の2週間を予定）

保健福祉局子育て支援部児童
家庭課

075-251-2380

6 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 保健福祉局子育て支援部児童
家庭課

075-251-2380

7 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 保健福祉局子育て支援部児童
家庭課

075-251-2380

8 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 保健福祉局子育て支援部児童
家庭課

075-251-2380

9 京都府 京都市 11月 ○

市内各区の区民まつり等での啓発グッズ配布 保健福祉局子育て支援部児童
家庭課

075-251-2380

10 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 保健福祉局子育て支援部児童
家庭課

075-251-2380

11 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） 保健福祉局子育て支援部児童
家庭課

075-251-2380

12 京都府 京都市 通年 ○

大手スーパー（イオングループ）店舗及び公衆電話への啓発ステッカー掲示 保健福祉局子育て支援部児童
家庭課

075-251-2380

1 大阪府 大阪市 11月1日～11月15日 ○

大阪市役所本庁舎前にオレンジリボンオブジェを設置 こども青少年局子育て支援部こ
ども家庭課

06-6208-8032

2 大阪府 大阪市 11月1日 ○

大阪キンチョウスタジアムにおいて、サッカーJリーグセレッソ大阪と協同し、ホームゲームでのイベント実施
来場者に対して、児童虐待防止推進のリーフレット及び児童虐待ホットラインの周知グッズを配付

こども青少年局子育て支援部こ
ども家庭課

06-6208-8032
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3 大阪府 大阪市 11月1日 ○

通天閣オレンジ色ライトアップ
通天閣周辺において、児童虐待防止のリーフレット及び児童虐待ホットラインの周知グッズの配付

こども青少年局子育て支援部こ
ども家庭課

06-6208-8032

4 大阪府 大阪市 11月 ○

大阪市内の幼稚園・保育園、児童福祉施設、共同住宅関係、市営地下鉄駅構内、協力企業等への児童虐待防止推進月間
のポスター掲示

こども青少年局子育て支援部こ
ども家庭課

06-6208-8032

5 大阪府 大阪市 11月～通年 ○

各行政区における各種行事（区民まつりやフェスタ等）において、児童虐待防止推進のリーフレット及び児童虐待ホットライン
の周知グッズを配付

こども青少年局子育て支援部こ
ども家庭課

06-6208-8032

6 大阪府 大阪市 1月下旬

児童虐待防止をテーマに関係機関研究集会を開催
・参加者に児童虐待防止推進リーフレット及び児童虐待ホットラインの周知グッズを配付

こども青少年局子育て支援部こ
ども家庭課

06-6208-8032

1 大阪府 堺市 11月1日 ○

市広報紙において児童虐待防止について啓発 子ども青少年局子ども青少年育成
部子ども家庭課子ども養護係

072-228-7331

2 大阪府 堺市 11月2日 ○

堺東駅前及び堺合同庁舎、堺市役所前広場で児童虐待防止推進月間の啓発チラシ等を配布（大阪府・大阪市と合同実施） 子ども青少年局子ども青少年育成
部子ども家庭課子ども養護係

072-228-7331

3 大阪府 堺市 10月31日～11月27日 ○

市役所庁舎エントランスにおいてオレンジリボンのタペストリーやパネル、懸垂幕等を展示 子ども青少年局子ども青少年育成
部子ども家庭課子ども養護係

072-228-7331

4 大阪府 堺市 10月31日～11月27日 ○

堺東駅前通路橋への横断幕の掲示 子ども青少年局子ども青少年育成
部子ども家庭課子ども養護係

072-228-7331

5 大阪府 堺市
5月17日，8月22日，10
月31日，11月1日・8日・

14日・15日
○

区民まつり等において啓発チラシ等を配布 子ども青少年局子ども青少年育成
部子ども家庭課子ども養護係

072-228-7331

6 大阪府 堺市 11月17日 ○

児童虐待防止をテーマに関係機関研修会を開催 子ども青少年局子ども青少年育成
部子ども家庭課子ども養護係

072-228-7331

7 大阪府 堺市 11月2日 ○

Ｊリーグ「セレッソ大阪」との連携による観客への啓発チラシ等の配布
（大阪市と合同実施）

子ども青少年局子ども青少年育成
部子ども家庭課子ども養護係

072-228-7331

8 大阪府 堺市 12月12日、13日

バレーボールＶプレミアリーグ「堺ブレイザーズ」との連携による観客への啓発チラシ等の配布 子ども青少年局子ども青少年育成
部子ども家庭課子ども養護係

072-228-7331

1 兵庫県 神戸市 11月6日～11月8日 ○

シンボル施設のライトアップを実施。 こども家庭局こども家庭支援課 078-322-5211

2 兵庫県 神戸市 11月8日 ○

ステージイベントや親子で楽しめるブース等を出展するイベントを実施。 こども家庭局こども家庭支援課 078-322-5211

3 兵庫県 神戸市 10月24日

Ｊリーグの試合にて、啓発ブースの出展、市作成チラシの配布、啓発動画の放映を実施。 こども家庭局こども家庭支援課 078-322-5211

4 兵庫県 神戸市 10月～11月 ○

市作成のチラシ・ポスターを配布。 こども家庭局こども家庭支援課 078-322-5211

5 兵庫県 神戸市 10月～11月 ○

街中の電光掲示板を利用した広報を実施。 こども家庭局こども家庭支援課 078-322-5211

6 兵庫県 神戸市 10月～11月 ○

各区役所にて、啓発イベント・チラシ配布の実施。 こども家庭局こども家庭支援課 078-322-5211
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7 兵庫県 神戸市 10月24日

小学生陸上競技大会にて、電光掲示板で広報動画の掲載・チラシの配布。 こども家庭局こども家庭支援課 078-322-5211

1 岡山県 岡山市 4月4日

カバヤ食品で開催された「カバヤさくらまつり」にて、オレンジリボン啓発資料の配布。 岡山っ子育成局こども福祉課 086-803-1223

2 岡山県 岡山市 5月30日

RSKハウジングプラザで開催される「こそだてぽけっとまつり」にて、オレンジリボン啓発資料の配布。 岡山っ子育成局こども福祉課 086-803-1223

3 岡山県 岡山市 6月6日

ファジアーノ岡山の試合会場前ブースでオレンジリボン啓発資料の配布、子育て応援メッセージ募集 岡山っ子育成局こども福祉課 086-803-1223

4 岡山県 岡山市 7月

市内公私立保育園、認可外保育所、幼稚園、小中学校、高校、特別支援学校を通じ、保護者に児童虐待防止啓発チラシ（約
9万枚）の配布

岡山っ子育成局こども福祉課 086-803-1223

5 岡山県 岡山市 8月5日

要保護児童対策地域協議会市代表者会議でオレンジリボン啓発資料の配布。 岡山っ子育成局こども福祉課 086-803-1223

6 岡山県 岡山市 8月15日

岡山コンベンションセンター主催で開催される「WEST SIDE CARNIVAL」にて、オレンジリボン啓発資料の配布。 岡山っ子育成局こども福祉課 086-803-1223

7 岡山県 岡山市
10月30日～11月2日

（展示）
11月22日（表彰・展示）

○

小中学生を対象にオレンジリボンポスターコンテストを実施。優秀作品は岡山市役所やイベントホールにて表彰、展示する。 岡山っ子育成局こども福祉課 086-803-1223

8 岡山県 岡山市 11月 ○

オレンジリボンシール大作戦として、市内公私立保育園、認可外保育所、幼稚園、小中学校の410校園の学校園だよりにオ
レンジリボンシールを貼付し、各家庭に配布。

岡山っ子育成局こども福祉課 086-803-1223

9 岡山県 岡山市 11月 ○

布製オレンジリボンを市役所内の市民に接する部署の職員を中心に配布し、着用を依頼。窓口部署にはオレンジリボンミニ
のぼりの設置を依頼。

岡山っ子育成局こども福祉課 086-803-1223

10 岡山県 岡山市 11月 ○

市役所内にオレンジリボン懸垂幕を設置。 岡山っ子育成局こども福祉課 086-803-1223

11 岡山県 岡山市 10月30日～11月2日 ○

岡山市役所にて児童虐待防止推進月間スタート記念式典を開催。ポスターコンテスト優秀作品や啓発パネル展示、子育て
応援メッセージ募集、オレンジリボン啓発資料の配布

岡山っ子育成局こども福祉課 086-803-1223

12 岡山県 岡山市 11月1日 ○

岡山ドームで開催される「わくわく子どもまつり」のオレンジリボンブースにて、児童虐待防止活動パネル展示、オレンジリボ
ン風船配布、"ありがとう"メッセージ募集、オレンジリボン啓発資料の配布

岡山っ子育成局こども福祉課 086-803-1223

13 岡山県 岡山市 11月11日 ○

クルールおかやま（子育て情報誌）主催で開催される「ママ'sパーティ」にて、オレンジリボン啓発資料を配布。 岡山っ子育成局こども福祉課 086-803-1223

14 岡山県 岡山市 11月14日 ○

JR岡山駅前広場にて「街頭キャンペーン」実施。児童養護施設の子どもたちとともに実行委員会がオレンジリボン啓発資料
の配布。

岡山っ子育成局こども福祉課 086-803-1223

15 岡山県 岡山市 11月22日 ○

岡山ふれあいセンターにて、「第9回オレンジリボンフォーラム」開催。ポスターコンテスト表彰式および優秀作品展示、中西圭
三 トーク＆ライブ、児童虐待防止啓発パネルの展示、里親啓発、子ども虐待防止サポーター養成研修、子育て情報の発信
など。

岡山っ子育成局こども福祉課 086-803-1223

16 岡山県 岡山市 12月6日

岡山ドームで開催される「人権フェスティバル」のオレンジリボンブースにて、虐待防止啓発パネルの展示、啓発資料配布、"
ありがとう"メッセージ募集。

岡山っ子育成局こども福祉課 086-803-1223

17 岡山県 岡山市 12月12日

池田動物園で開催される「親子で遊ぼう動物園」のオレンジリボンブースにて、虐待防止啓発パネルの展示、啓発資料配
布、"ありがとう"メッセージ募集。

岡山っ子育成局こども福祉課 086-803-1223
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1 広島県 広島市 11月7日 ○

児童虐待防止対策講演会の実施 こども未来局こども・家庭支援課
調整係

082-504-2813

2 広島県 広島市 11月 ○

児童虐待防止に関する懸垂幕を、市役所本庁舎、児童相談所、各区役所懸垂幕掲示場に掲示 こども未来局こども・家庭支援課
調整係

082-504-2813

3 広島県 広島市 11月 ○

子育てオープンスペース等でのオレンジリボン作成イベントの開催 こども未来局こども・家庭支援課
調整係

082-504-2813

4 広島県 広島市 11月1日～1月31日 ○

広島電鉄の電車内において、児童虐待防止のポスターを掲示 こども未来局こども・家庭支援課
調整係

082-504-2813

1 福岡県 北九州市 11月4日 ○

市民を対象とした「児童虐待問題連続講座」（１回目）を開催
テーマ「児童虐待から非行を考える」～問題行動の根っこ～

子ども家庭局子ども総合セン
ター

093-881-4556

2 福岡県 北九州市 11月11日 ○

市民を対象とした「児童虐待問題連続講座」（２回目）を開催
テーマ「児童虐待の理解と支援」～私たちにできること～

子ども家庭局子ども総合セン
ター

093-881-4556

3 福岡県 北九州市 8月19日

「児童虐待リーダー養成研修」（認可保育所（園）対象）を開催 子ども家庭局子ども総合セン
ター

093-881-4556

4 福岡県 北九州市 12月

「児童虐待リーダー養成研修」（高等学校教員対象）を開催 子ども家庭局子ども総合セン
ター

093-881-4556

5 福岡県 北九州市 随時

児童虐待防止についての出前講演 子ども家庭局子ども総合セン
ター

093-881-4556

6 福岡県 北九州市 随時

各講演会、研修会、イベントなどで児童虐待防止啓発用リーフレットやチラシなどを配布 子ども家庭局子ども総合セン
ター

093-881-4556

7 福岡県 北九州市 随時

市内保育所・幼稚園・学校の全児童、区役所、市民センターなどに「24時間子ども相談ホットラインカード」を配布 093-881-4556

1 福岡県 福岡市 10月中旬～11月30日 ○

市と関係27団体から構成される「福岡市子ども虐待防止活動推進委員会」参加団体の11月月間の取組や，相談窓口を記載
したチラシを作成し，関係機関や市民に配布する。市HPでのPRを行う。

こども未来局こども部こども家庭
課

092-711-4238

2 福岡県 福岡市 11月1日 ○

「支えあって子育て～つながろう子どもの笑顔のために～」をテーマに，市と子どもの虐待防止に関わるNPO等が参加して街
頭キャンペーンを行う。啓発チラシ配布，パネル展示，ステージ企画など。
場所：ライオン広場（福岡市天神　ソラリアターミナル１階）

こども未来局こども部こども家庭
課

092-711-4238

3 福岡県 福岡市
11月2日、4日、5日、6

日、11日
○

各区役所子育て支援課主催で，駅前や商店街などで街頭キャンペーンを行う。啓発チラシやグッズを配布する。 こども未来局こども部こども家庭
課

092-711-4238

4 福岡県 福岡市 11月1日～30日 ○

市内7区役所にて，懸垂幕の掲示，庁内モニターでの啓発放送，窓口でオレンジリボン等の配布を行う。 こども未来局こども部こども家庭
課

092-711-4238

5 福岡県 福岡市 11月1日～30日 ○

市役所庁内・各区役所にて職員のオレンジリボンマーク入り名札の着用を呼びかけ，虐待防止月間の周知を行う。 こども未来局こども部こども家庭
課

092-711-4238

1 熊本県 熊本市 11月21日 ○

児童虐待防止推進講演会・映画「うまれる　ずっと、いっしょ。」上映会/市立図書館ホール 健康福祉子ども局子ども支援課
養護班

096-328-2158

2 熊本県 熊本市 ７月～3月末 ○

オレンジリボンサポーター養成講習会（市内一円、児童虐待についての講習会受講を希望する団体へ、講師派遣を行う。） 健康福祉子ども局子ども支援課
養護班

096-328-2158
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3 熊本県 熊本市 11月 ○

啓発ポスター・チラシの配布及び掲示（市の関係機関のほか、市の電車の車内掲示、市内郵便局・スーパー・商業施設等で
の掲示）

健康福祉子ども局子ども支援課
養護班

096-328-2158

4 熊本県 熊本市 11月 ○

市政だより・ラジオ・地元情報紙等への月間及び通告先等の情報掲載 健康福祉子ども局子ども支援課
養護班

096-328-2158

5 熊本県 熊本市 11月 ○

「学生によるオレンジリボン運動」の協力や市内大学への呼び掛け。 健康福祉子ども局子ども支援課
養護班

096-328-2158


