
【２】啓発物品作成・配布

【北海道】

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 備考

1 石狩市 8月23日 講演会会場にてオレンジリボンの配布 こども相談センター 0133-72-3195

2 石狩市 10月5･6･7日 子育てメッセにおいてオレンジリボンＰＲ配布 こども相談センター 0133-72-3195

3 岩見沢市 通年 ○ 児童虐待担当窓口においてオレンジリボン（手作り）を配布
教育部子ども課
子育て支援係

0126-35-5133

4 帯広市 11月 ○
児童虐待防止啓蒙チラシを作成し、保育所、小・中学校、関係機関
等に配布

こども未来部子育て支援課 0155-25-9700

5 釧路市 通年 ○ 児童虐待防止推進のチラシ・リーフレットを作成し関係部署に配布 釧路市こども支援課 0154-31-5151

6 釧路市 11月中 ○ 釧路市内のスーパー２カ所で児童虐待防止ティシュを配布 釧路市こども支援課 0154-31-5151

7 釧路市 10月～12月 ○
児童虐待防止推進月間・オレンジリボン活動のポスターを作成し市
庁舎に啓示

釧路市こども支援課 0154-31-5151

8 栗山町
11月1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
込めて用意したオレンジリボンにコメントを書き入れ、設置したツ
リーに飾ってもらう。場所：役場1回ロビー）

保健福祉課福祉子育てG子
育て支援センター

0123-72-1280

9 札幌市 10月 大学イベント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

10 札幌市 11月3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

11 札幌市 10月 市内小・中学校へ児童虐待予防のミニカード配布
児童相談所地域連携課地
域連携担当

011-622-8620

12 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

13 白老町
11月1日～

30日
○

町内各公共施設、各学校、幼稚園、保育園児童虐待防止月間の
リーフレット、ポスター配布

子育て支援室 0144-85-2021

14 滝川市 随時 各種イベント等においてﾒｯｾｰｼﾞ入ﾎﾟｹｯﾄﾃｯｼｭ・ﾏｽｸ等を配布
滝川市保健福祉部子育て
応援課家庭児童相談室

0125-23-5217

15 滝川市 10月6日 国際ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ滝川会員とともにｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝを作成（約1,000個）
滝川市保健福祉部子育て
応援課家庭児童相談室

0125-23-5218

16 滝川市 10月23日 国際ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ滝川ﾁｬﾘﾃｨｰﾊﾞｻﾞｰに上で作成したﾘﾎﾞﾝ入ﾏｽｸ配布
滝川市保健福祉部子育て
応援課家庭児童相談室

0125-23-5219

17 滝川市 11月1日 ○ 市内３ヶ所の大型店舗に出向き、一般市民にオレンジリボンを配布
滝川市保健福祉部子育て
応援課家庭児童相談室

0125-23-5220

18 滝川市 11月 ○ 要対協関係機関にｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝ・ﾒｯｾｰｼﾞ入りのﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭを配布
滝川市保健福祉部子育て
応援課家庭児童相談室

0125-23-5223

19 滝川市 2月 紙袋ﾗﾝﾀｰﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙにおいてｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝを型どり配置。啓発物品配布
滝川市保健福祉部子育て
応援課家庭児童相談室

0125-23-5224

20 七飯町
11月1日～

30日
○ 町職員にオレンジリボンを配布

民生部子育て健康支援課
子育て支援係

0138-66-2521

21 南幌町 通年 ○ 保健福祉課窓口にてオレンジリボンを配布 保健福祉課 011-378-5888

22 南幌町 10月9日 イベントにてオレンジリボン、啓発物を配布 保健福祉課 011-378-5888

23 美唄市
平成29年1

月中旬

子どもや子育て家庭、地域住民を対象としたイベント開催時にオレ
ンジリボンや啓発リーフレットを配布(リーフレットについては、オレ
ンジリボン公式サイトから購入したもの）

保健福祉部こども未来課 0126-62-2131

24 深川市 11月 ○
幼稚園や保育園において園児と一緒にオレンジリボンを作成し、家
庭や子育て支援関係機関に配布

社会福祉課子育て支援推
進室

0164-26-2237

25 幕別町 1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

住民福祉部こども課 0155-54-6621

26 室蘭市 10月18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、市内商業施設２ヶ所で街頭啓発

保健福祉部子育て支援室 0143-25-2705

27 室蘭市
10月31日～

11月4日
○

つどいの広場「サンキッズ」において、ポケットティッシュを配布し、
児童虐待防止推進月間と子育て相談窓口をＰＲ

保健福祉部子育て支援室 0143-25-2705

28 室蘭市 11月 ○
子育て支援室と庁内案内において、ポケットティッシュを配布し、児
童虐待防止推進月間と相談窓口をＰＲ

保健福祉部子育て支援室 0143-25-2705

29 室蘭市
6月25日、10
月1日、2月

市内で開催の子育てイベントにおいて、ポケットティッシュを配布
し、児童虐待防止と子育て相談窓口をＰＲ

保健福祉部子育て支援室 0143-25-2705

30 栗山町 11月1日 ○ 町広報誌にて児童虐待防止に関する町の施策を紹介
保健福祉課福祉子育てG子
育て支援センター

0123-72-1280

31 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

北海道



32 千歳市 10月18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、児童虐待の
リーフレット等の配布）

保健福祉部子育て支援室
こども家庭課児童相談係

0123-24-0935

33 苫小牧市 11月9日 ○
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

【青森県】

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 備考

34 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

35 大間町 11月1日 町報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載 住民福祉課 0175-37-2111

36 弘前市 11月1日 ○ 弘前駅前において、児童生徒らと街頭キャンペーン 弘前市少年相談センター 0172-35-7000

37 横浜町 １０月 町広報誌において、児童虐待防止に関する連絡先を広報。 健康福祉課 0175-78-2111

【宮城県】

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 備考

38 宮城県 11月1日 ○ ＪＲ仙台駅前で啓発物品配布 子育て支援課 022-211-2531

39 石巻市 5月10日
市内各小学校　1学年の保護者を対象にパンフレットの配布を実施
配布部数1,027部

福祉部虐待防止センター 0225-95-1111

40 石巻市 6月2日
市内各小・中学校　小学校4学年及び中学校1学年を対象に啓発
カードの配布を実施
配布部数2,307部

福祉部虐待防止センター 0225-95-1111

41 石巻市 随時
母子手帳交付時にパンフレットの配布を実施
配布部数：1,055部

福祉部虐待防止センター 0225-95-1111

42 大崎市
10月1日～
12月31日

○ 児童虐待防止月間ポスター掲示（市役所，学校，医療機関等）
子育て支援課
子ども家庭相談係

022-23-6048

43 塩竈市 11月1日 ○
JR塩釜駅においてオレンジリボン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

44 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
仙台市子供未来局子育て
支援課

022-214-8189

45 大和町
11月1日～
11月30日

○
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

46 多賀城市
11月1日～
11月30日

○
保育所（園）・小学校・中学校の児童・生徒に対し、児童虐待防止啓
発品を配布

保健福祉部
子育て支援課
子ども家庭係

022-368-1141
（内線674）

47 名取市 11月 ○ 名取秋まつりにおいて、啓発物品を配布する。
健康福祉部こども支援課児
童育成係

022-724-7119

48 東松島市 随時 ○ 虐待防止に関するリーフレットの配布
保健福祉部子育て支援課
子育て支援班

0225-82-1111

49 東松島市
4月1日～12

月31日
○

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修
正、配布

保健福祉部子育て支援課
子育て支援班

0225-82-1111

50 利府町
11月1日

～11月30日
○ 児童虐待防止推進月間周知用物品を町内施設で配布 子ども支援課 022-767-2193

51 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
仙台市子供未来局子育て
支援課

022-214-8189

【秋田県】

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 備考

52 秋田市 11月中 ○ 秋田拠点センターアルヴェ館内に懸垂幕を掲揚 子ども未来センター 018-887-5340

53 羽後町 11月4日 ○
町内のスーパーで買い物客に啓発リーフレットやグッズを配布す
る。

福祉保健課 0183-62-2111

54 男鹿市
11月13日･

14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

55 男鹿市 10月29日 健康フェスタ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

56 北秋田市 11月1日 ○
市内ショッピングモール内で啓発のぼりを設置し、リーフレットを配
布しながら啓発活動を行う。秋田県と合同で実施する。

健康福祉部福祉課こども福
祉係

0186-62-6638

57 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

58 仙北市 11月1日 ○
児童虐待防止の啓発活動として、市内各小学校４年生にオリジナ
ルマグネットを配布

子育て推進課
家庭援護係

0187-43-2280

青森県

北海道

秋田県

宮城県



59 大仙市 10月16日
中仙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、ＤＶ防止リーフレット配布

健康福祉部子ども支援課家
庭支援班

0187-63-1111

60 大仙市
11月4日(予

定）
○

イオンモール大曲で児童虐待防止に関するリーフレット、グッズ、Ｄ
Ｖ防止リーフレット配布

健康福祉部子ども支援課家
庭支援班

0187-63-1111
警察、少年保護育成
委員と合同で実施

61 能代市 11月13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

62 東成瀬村
10月21･22

日
産業祭（健康展）において、普及啓発物品配布 民生課 0182-47-3405

63 三種町
10月22日ま
たは23日

町民祭の場で資料配布や声かけ等を行い、虐待防止を啓発する。 福祉課 0185-85-2190

64 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

【山形県】

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 備考

65 山形県 10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

66 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

67 庄内町 １１月 ○
町内保育園・幼稚園児童をとおして児童虐待防止のリーフレット・
相談窓口の周知チラシ等配布

保健福祉課・子育て応援係
子育て応援係

0234-56-3393

68 高畠町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する県の施策を紹介 町福祉課児童福祉係 0238-52-2864

69 長井市 9月14日
児童センター、保育園、幼稚園に児童虐待の早期発見・早期対応
のためのポイントについて資料配布。

長井市子育て推進課 0238-87-0687

70 長井市 11月 ○
市職員にオレンジリボンを配布し、推進月間期間中に身に付けても
らう。

長井市子育て推進課 0238-87-0687

71 山形市
4月25日～

28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)

72 山形市
5月3日～13

日

児童福祉週間　市児童遊戯施設「べにっこひろば」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)

73 山形市
11月21日～

25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)

74 山形市
11月21日～

25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)

75 鶴岡市 11月19日 ○ 市主催の講演会で、メッセージ入りティッシュ等の配布
子育て推進課子ども家庭支
援センター

0235-25‐2741

76 鶴岡市
11月1日～

30日
○

子ども家庭支援センター入り口にメッセージ入りオレンジリボンツ
リー設置

子育て推進課子ども家庭支
援センター

0235-25‐2741

77 鶴岡市 11月 ○ 市内スーパー等でのメッセージ入りティッシュ等の配布
子育て推進課子ども家庭支
援センター

0235-25‐2741

【福島県】

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 備考

78 福島県 11月 ○ オレンジリボン運動の啓発ツール・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

79 小野町 11月 ○ 啓発用ちらしを全戸配布し啓発 子育て支援課 0247-72-2212

80 郡山市 7月 児童虐待防止啓発リーフレットの作製・配布
健康福祉部
こども家庭課

024-924-3341

81 郡山市 10月28日
児童虐待防止街頭啓発（中心市街地でチラシ及び啓発グッズを市
民へ配布）

こども部
こども支援課

024-924-3341

82 二本松市 11月 ○
庁内関係機関へオレンジリボンを配布し活動の周知や虐待通告制
度に関する周知をはかる。

福祉部子育て支援課子ども
家庭係

0243-55-5094

83 南相馬市 11月2日 ○ 児童虐待防止啓発品の配布
健康福祉部
男女共同こども課

0244-24-5215

84 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

秋田県

山形県

福島県



85 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

こども未来部
こども政策課
こども家庭係

024-525-3780

86 福島市 12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

こども未来部
こども政策課
こども家庭係

024-525-3780

87 福島市 12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

こども未来部
こども政策課
こども家庭係

024-525-3780

88
会津若松

市
11月12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

0242-39-1243

89
会津若松

市
11月 ○ 市政だよりにおいて、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

0242-39-1243

90
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

0242-39-1243

【茨城県】

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 備考

91 潮来市 通年 ○ 子育てガイドブックの配布 子育て支援課 0299-63-1111

92 茨城町 11月5日 ○
町民祭にて来場者に児童虐待防止に関する啓発グツズ、リーフ
レット、しおり配布を行う。

茨城町保健福祉部こども課 029-240-7144

93 茨城町 11月4日 ○
茨城県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

94 茨城町 11月１日～ ○ 町所有の公用車にマグネット式オレンジリボンを貼り周知を図る。 茨城町保健福祉部こども課 029-240-7144

95 茨城町 11月１日～ ○ 役場の玄関にオレンジリボンの「のぼり」を設置し、周知を図る。 茨城町保健福祉部こども課 029-240-7144

96 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

97 鹿嶋市 11月 ○
市広報誌において，地域における子どもの見守り,虐待に関する相
談・通告先について

こども福祉課 0299-82-2911

98 鹿嶋市 通年 ○ 市公用車に虐待防止のステッカー（厚労相）貼付 こども福祉課 0299-82-2911

99
かすみがう

ら市
11月26日 ○

●市民子育て支援員PR事業／やまゆり館
本年度から設置した「市民子育て支援員」の活動を子育て世代へ
PRするもの／やまゆり館

子ども家庭課
　子ども未来室

0299‐59‐2111

100 古河市 5月2日
「第６回古河こどもまつり」（会場：三和健康ふれあいスポーツセン
ター）に参加し、啓発のためのチラシ及びグッズを配布。

子育て支援課 0280-92-3111

101 古河市 9月～10月
平成２９年度就学予定児童の健康診断時に、児童虐待防止に関
するパンフレットを配布。約1,200部。

子育て支援課 0280-92-3111

102 古河市 11月 ○
市内のショッピングモール等で啓発グッズの配布を行うキャンペー
ンを実施（日程は調整中）

子育て支援課 0280-92-3111

103 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。

子育て支援課 0280-92-3111

104 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

105 境町 11月6日 ○
町民際において、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

106 下妻市 11月10日 ○
市内スーパーマーケットにおいて児童虐待防止啓発グッズ、市作
成リーフレット等を配布する

保健福祉部子育て支援課 0296-45-8120

107 下妻市
11月1日
～30日

○
市役所庁舎内に児童虐待防止PRブースを設置し、ツリーに飾った
オレンジリボン、市作成リーフレット等を配布する

保健福祉部子育て支援課 0296-45-8120

108 高萩市 10月15日
高萩市商工会、青年会議所が主催する高萩駅前「まちなか大パー
ティー」のイベントでキャンペーンを実施する。声掛け、チラシ・啓発
品の配布。

子育て支援課子育て支援Ｇ 0293-23-2129

109 高萩市 11月5日 ○
高萩市福祉ボランティア祭りにおいて啓発・広報活動を行う。（チラ
シ・啓発品の配布）

子育て支援課子育て支援Ｇ 0293-23-2129

110 高萩市
11月12日
～13日

○
高萩市産業祭において啓発・広報活動を行う。（チラシ・啓発品の
配布）

子育て支援課子育て支援Ｇ 0293-23-2129

111 高萩市 11月 ○
高萩駅前においてキャンペーンを実施する。（チラシ・啓発品の配
布）　１回

子育て支援課子育て支援Ｇ 0293-23-2129

112 つくば市
11月3日
～30日

○
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 029-883-1111

茨城県

福島県



113 土浦市 １１月 ○ 土浦市内において児童虐待防止啓発グッズを配布予定 保健福祉部こども福祉課 029-826-1111

114 東海村 11月21日 ○ 講演会参加者への啓発物品配布 福祉部子育て支援課 029-282-1711

115 東海村 11月4日 ○ オレンジリボンたすきリレーでのリボン配布（東海村役場玄関前） 福祉部子育て支援課 029-282-1711

116 取手市
11月1日
～30日

○
児童福祉法が改正されたことを含め、虐待に関するリーフレットを
作成。ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝとともに配布する。

子育て支援課
0297-74-2141
（1347）

117 坂東市 12月18日
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

118 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

119 日立市 10月31日 日立駅前街頭啓発（市作成リーフレット・啓発グッズ配布）
保健福祉部子ども局子ども
福祉課

050-5528-5528-
5071

120 日立市 11月 ○
市内の保育園、幼稚園、認定こども園、小・中学校に市作成リーフ
レット配布

保健福祉部子ども局子ども
福祉課

050-5528-5528-
5071

121 日立市 11月5日 ○ 市広報誌（11月5日号）に児童虐待防止記事掲載
保健福祉部子ども局子ども
福祉課

050-5528-5528-
5071

122
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

児童福祉課家庭児童相談
室

029-273-0111

123
ひたちなか

市
11月1日
～30日

○
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

児童福祉課家庭児童相談
室

029-273-0111

124 水戸市 9月25日
水戸まちなかフェスティバルでブースを設け，児童虐待防止に関す
る啓発物等を配布

保健福祉部子ども課相談係 029-232-9111

125 水戸市 11月20日 ○
水戸ホーリーホックの試合が行われるケーズデンキスタジアム水
戸において，児童虐待防止に関する啓発物を配布

保健福祉部子ども課相談係 029-232-9111

126 結城市 10月29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
のほか啓発物品等を配布

保健福祉部子ども福祉課子
育て支援係

0296-34-0427

【栃木県】

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 備考

127 足利市 随時 ○ 保護司会協力を得てオレンジリボンの作成、随時配布を行う 児童家庭課 0284-20-2137

128 足利市 随時 ○ 虐待防止啓発パンフレットの作成、配布 児童家庭課 0284-20-2137

129 宇都宮市 10月8日
宮っこフェスタ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

028-632-2750

130 宇都宮市
11月1日
～30日

○ 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

028-632-2750

131 大田原市 10月15日
大田原市福祉ふれあいまつり来場者に対して児童虐待防止に関
する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

132 鹿沼市 11月 ○
当推進月間の周知について、市役所庁舎壁面に懸垂幕、及び、庁
舎入口及び市民情報センター入口に木製の看板を設置。

保健福祉部
こども家庭課

0289-63-2177

133 鹿沼市 11月 ○ 手作りオレンジリボンを庁内に配布し、着用を依頼
保健福祉部
こども家庭課

0289-63-2177

134 鹿沼市 12月4日 ○
子育て関係の市のイベントにて、児童虐待に関するパンフレットを
配布

保健福祉部
こども家庭課

0289-63-2177

135 上三川町 11月12日 ○
町のふれあい健康福祉まつりにて、児童虐待防止コーナーを設営
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

136 さくら市 通年 ○ 児童虐待防止啓発物品の配布。（各種イべント開催時も含む）
市民福祉部児童課
児童福祉係

028-681-1125

137 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

138 下野市
１０月２３日

（日）
産業祭（南河内運動場）にてオレンジリボンキャンペーンの普及啓
発グッズを配布。

こども福祉課 0285-32-8903

139 下野市 11月6日 ○
芋煮会（天平の丘公園）にてオレンジリボンキャンペーンの普及啓
発グッズを配布。

こども福祉課 0285-32-8903

140 下野市 12月3日
福祉ﾌｪｽﾀ（ゆうゆう館）にてオレンジリボンキャンペーンの普及啓
発グッズを配布。

こども福祉課 0285-32-8903

141 下野市 １１月 ○
庁舎ﾛﾋﾞｰにオレンジリボンツリーや、のぼり旗を設置し普及啓発を
行う。

こども福祉課 0285-32-8903

142 高根沢町 7月1日
町公立保育園2園の保育士に対し、町が作成した児童虐待防止絵
本を配布した。（41名に配布）

こどもみらい課 028-676-6466

143 高根沢町
11月23日
（予定）

○
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。　（町が委託したＮＰＯ法人が実施）

こどもみらい課 028-676-6466

茨城県

栃木県



144 高根沢町
11月5日また

は6日（予
定）

○
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

145 高根沢町 11月（予定） ○
町職員に対し、オレンジリボンを配布する。（町が委託したＮＰＯ法
人が実施）

こどもみらい課 028-676-6466

146 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。

こども未来部子育て支援課
児童家庭係

0282-21-2226

147 栃木市 11月19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ッシュの配布イベントを行う。

こども未来部子育て支援課
児童家庭係

0282-21-2226

148 那珂川町 10月15日 町社会福祉協議会主催の福祉まつりで専用ブースを開設
子育て支援課
子育て支援係

0287-92-1115

149
那須烏山

市
11月6日 ○

那須烏山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　こそだて支援グ
ループ

0287-88-7116

150
那須塩原

市
7月19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

0287-46-5537

151
那須塩原

市
7月19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

0287-46-5537

152 那須町 １１月 ○
オレンジリボンキャンペーン
町役場庁舎エントランスにオレンジリボンののぼり旗を掲示
オレンジリボンツリーの設置

こども未来課子育て支援セ
ンター

0287-71-1137

153 那須町 １１月 ○
オレンジリボンキャンペーン
ゆめプラザ・那須のエントランスにオレンジリボンツリーの設置
オレンジリボンと普及チラシの配布

こども未来課子育て支援セ
ンター

0287-71-1137

154 日光市 6月
オレンジリボン入りの家庭児童相談室周知用ウエットティッシュを
市内の小学校一年生に配布。

健康福祉部
人権・男女共同参画課

0288-21-5184

155 野木町 11月6日 ○
町産業祭の際、啓発パネルの展示、オレンジリボンをツリーの飾り
つける啓発活動を実施、啓発物品の配布

教育委員会こども教育課 0280-57-4138

156 益子町 11月中旬 ○
町イベント(町民祭)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

157 真岡市
11月1日
～30日

○
市内全小中学校、保育園、幼稚園へのｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝの配布
公共施設への横断幕・懸垂幕・のぼり旗の設置

健康福祉部
児童家庭課

0285-83-8131

158 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、出生、及び転入時に配布）における
児童虐待防止の啓発

子ども課子育て支援担当 0287-44-3600

159 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の掲示及
びリーフレット、啓発グッズを配布

子ども課子育て支援担当 0287-44-3600

160
11月4日
～7日

○ 県庁本館南側窓全体を使用し、オレンジリボン掲示 こども政策課 028-623-3067

161 11月 ○
県庁本館1階、児童相談所等にオレンジリボンツリー、モニュメン
ト、とちまるくん人形（県庁のみ）を設置

こども政策課 028-623-3067

162
11月1日
～30日

○ 県庁南館に児童虐待防止の懸垂幕を掲示 こども政策課 028-623-3067

163
11月18日
～25日

○ 県庁15階展示ロビーにおける児童虐待防止啓発のための展示 こども政策課 028-623-3067

164 小山市
11月１日
～30日

○
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
援課家庭児童相談係

0285-22-9627

165 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
援課家庭児童相談係

0285-22-9627

166 小山市 11月1日 ○ 市内3歳児と小学校1年生の保護者向けにパンフレット作成・配布
保健福祉部子育て・家庭支
援課家庭児童相談係

0285-22-9627

167 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

保健福祉部子育て・家庭支
援課家庭児童相談係

0285-22-9627

168 小山市 11月13日 ○ 健康フェスティバルでパンフレットや啓発テッシュなどを配布
保健福祉部子育て・家庭支
援課家庭児童相談係

0285-22-9627

【群馬県】

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 備考

169 群馬県
11月1日
～16日

○ 県庁展望ホール来場者への啓発グッズ（ポケットティッシュ）配布 児童福祉課 027-226-2628

170 群馬県 10～11月 ○
市町村・関係機関・県内遊技場等での啓発グッズ（ポケットティッ
シュ）配布

児童福祉課 027-226-2628

栃木県

群馬県



171 群馬県
10月下旬～

11月末
○ オレンジリボンの横断幕を掲揚（西部児童相談所） 児童福祉課 027-226-2628

172 群馬県
10月下旬～

11月末
○

西部児童相談所のフェンス等に通行人にオレンジリボンを結んでも
らう

児童福祉課 027-226-2628

173 群馬県
10月下旬～

11月末
○

児童虐待防止の手作りのスローガンパネルやオレンジリボンを掲
示（西部児童相談所）

児童福祉課 027-226-2628

174 群馬県 11月 ○ 高崎駅等でのテイッシュの配布 児童福祉課 027-226-2628

175 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家庭
児童相談係

027-220-5702

176 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家庭
児童相談係

027-220-5702

177 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

178 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

179 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

180 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）

181 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）

182 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）

183 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）

184 桐生市 11月3日 ○
街頭啓発で市が作成したポケットティッシュ等の配布（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）

185 伊勢崎市 10月15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）

186 伊勢崎市
11月1日
～11日

○
市役所東館１階市民ホールにて児童虐待に関する展示、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）

187 伊勢崎市
10月31日

～11月13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）

188 太田市 6月 市内の幼稚園・保育園を通じて、児童虐待予防リーフレットを配布
福祉こども部こども課子育
て相談係

0276-47-1911

189 太田市 11月 ○
市内商業施設にて、啓発グッズを配布し、オレンジリボンキャン
ペーンを展開予定

福祉こども部こども課子育
て相談係

0276-47-1911

190 渋川市 11月1日
児童虐待防止推進月間に合わせ市広報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

191 藤岡市 10月22日 健康福祉祭において、ポスター掲示と啓発物品の配布
健康福祉部子ども課元気子
育て係

0274-40-2268

192 富岡市
11月1日
～31日

○ のぼり旗の市庁舎入口への設置 健康福祉部こども課 0274-62-1511

193 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）

194 安中市 9月18日 ○ 啓発用クリアファイルを市の福祉ふれあい祭りで配布
保健福祉部
子ども課

027-382-1111
（内線1161）

195 安中市 10月30日 ○ 啓発用クリアファイルを市の健康祭りで配布
保健福祉部
子ども課

027-382-1111
（内線1161）

196 みどり市 11月5日 ○
みどり市市制施行10周年記念事業｢地域は子育て応援団｣講演会
親子が笑顔で向き合うためにできること～孤立と虐待のない街づく
り～

保健福祉部こども課家庭児
童相談室

0277-76-0995

197 みどり市 11月 ○ 啓発用懸垂幕の設置（本庁舎）
保健福祉部こども課家庭児
童相談室

0277-76-0995

198 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
保健福祉部こども課家庭児
童相談室

0277-76-0995

199 榛東村 11月 ○
公共機関や自治会コミュニティセンターにポスター掲示、公用車に
ステッカー貼付、リーフレット・ティッシュの配布

住民生活課 0279－54－2211

200 吉岡町 11月 ○ 地域住民に対してリーフレット回覧 健康福祉課こども福祉室 0279－54－3111

201 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

202 神流町 11月 ○ 県作成のティッシュを窓口において、町民に周知を図る 保健福祉課 0274-58-2111

203 　南牧村 11月 ○
村内小中学校、保育所の保護者、教員にリーフレット、しおりの配
布。ポスター掲示依頼

住民生活部
保健福祉課福祉係

0274-87-2011

204 板倉町 10月
児童相談所が作成した虐待防止のチラシを就学児健診時に合わ
せて配布する

福祉課 0276-82-1111

群馬県



205 明和町 11月6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）

介護福祉課福祉係 0276-84-3111

206 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

207 大泉町

10月
5,6,7,11,13,1
7,18,19,17,24
,25,29,30日

○
10月（8日間）、乳がん・子宮がん検診、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

208 大泉町 11月19,20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

209 邑楽町 11月6日 ○
産業祭・邑多福まつり（同日開催）の会場にて、オレンジリボンのモ
ニュメントを設置し、町のリーフレット等を配布

子ども支援課児童福祉係 0276-47-5023

【埼玉県】

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 備考

210 埼玉県 10月22日
さいたま市と合同で、大宮アルディージャ戦（ＮＡＣＫ５スタジアム）
で啓発品配布

福祉部こども安全課児童相
談担当

048-830-3335

211 埼玉県 11月1日 ○ JR浦和駅にて県警・高校生等と合同で啓発品を配布
福祉部こども安全課児童相
談担当

048-830-3335

212 埼玉県 11月9日 ○
東洋大学福祉系学部学生と合同でＪＲ北朝霞駅ロータリーで啓発
品配布

福祉部こども安全課児童相
談担当

048-830-3335

213 埼玉県 11月10日 ○ 埼玉県立大学生と合同でＪＲ南越谷駅ロータリーで啓発品配布
福祉部こども安全課児童相
談担当

048-830-3335

214 埼玉県 11月14日 ○ 県庁オープンデーにおいて、ブースを出展
福祉部こども安全課児童相
談担当

048-830-3335

215 埼玉県 11月19日 ○ 草加市・県警と合同で東武伊勢崎線草加駅において啓発品配布
福祉部こども安全課児童相
談担当

048-830-3335

216 埼玉県 １１月 ○ 県庁舎に児童虐待防止推進月間の懸垂幕を作成掲示
福祉部こども安全課児童相
談担当

048-830-3335

217 上尾市 11月 ○ 市庁舎第三別館に児童虐待防止推進月間の懸垂幕を作成掲示
子ども未来部子ども・若者
相談センター

048‐783‐4964

218 上尾市 11月12日 ○ 市の産業祭で啓発品（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

219 朝霞市 11月1日 ○ 駅前でチラシや啓発物の配布 福祉部こども未来課 048-463-0364

220 朝霞市
11月1日
～30日

○ 市役所庁舎と朝霞駅・北朝霞駅前に懸垂幕・横断幕を掲揚 福祉部こども未来課 048-463-0364

221 入間市
10月29日、

30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）

222 春日部市 １１月中 ○ 市本庁舎に「児童虐待防止推進月間」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

223 春日部市 １１月 ○
児童虐待防止に関するリーフレットを市内の公立保育所、私立保
育園、私立幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点施設、小
学校を対象に保護者に配布

福祉部子育て支援課こども
相談支援担当

048‐736‐1111

224 加須市 11月 ○
平成28年度「児童虐待防止推進月間」標語を印字したオレンジリボ
ンを市内小学1 年生へ配布

こども局こども政策課 0480-62-1111

225 加須市
11月7日、

15日
○

市内商業施設にて啓発用ポケットティッシュを主任児童委員と一緒
に来店客へ配布し啓発を図る

こども局こども政策課 0480-62-1111

226 川口市 通年 ○
虐待防止啓発用カード（今年度オートレーサー女性３選手起用）作
成

子ども部子育て相談課相談
係

048-259-9005

227 川口市 通年 ○ 市役所本庁舎、各支所にて、虐待防止啓発横断幕掲揚
子ども部子育て相談課相談
係

048-259-9005

228 川口市
10月3日

～11月30日
○ 川口駅前にある中央図書館に虐待防止懸垂幕掲揚

子ども部子育て相談課相談
係

048-259-9005

229 川口市
11月1日
～30日

○
川口市役所全職員に虐待防止缶バッジ着用　※ＤＶ関連施策担当
課と共催

子ども部子育て相談課相談
係

048-259-9005

230 川口市 10月9日 わんぱく祭りで、啓発用カード・ポケットティッシュ配布
子ども部子育て相談課相談
係

048-259-9005

231 川口市 11月9日 ○
「非行防止キャンペーン」（東川口駅）で啓発用カード・ポケットティッ
シュ配布

子ども部子育て相談課相談
係

048-259-9005

232 川口市 1月9日
成人式会場内のオートレースPRブースで、イベント参加者全員に
啓発用カード・ポケットティシュ配布

子ども部子育て相談課相談
係

048-259-9005

233 川口市 1月予定 「新春伝承あそびまつり」で啓発カード・ポケットティッシュ配布
子ども部子育て相談課相談
係

048-259-9005

234 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
で配布

こども未来部こども家庭課 049-224-5821

群馬県

埼玉県



235 川越市
11月21日～

30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家庭課 049-224-5821

236 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家庭課 049-224-5821

237 川島町 11月 ○
保育園、幼稚園、小・中学校を通して、全保護者にリーフレットを配
付

子育て支援課 049-299-1765

238 北本市 通年 子育て応援ガイドブックに「ストップ児童虐待」を３Pにわたって掲載
福祉部こども課子育て支援
担当

048-594-5537

239 行田市 １１月 ○ 児童虐待防止啓発のグッズの配布
健康福祉部子ども未来課給
付担当

048-556-1111

240 熊谷市 11月11日 ○
熊谷駅前で、警察署及び子ども会関係者等と合同で啓発品の配
布

福祉部こども課　児童相談
係

048-524-1111

241 越谷市 通年 ○ 啓発品（オレンジリボンバッジ）を課職員へ配布。
子ども家庭部子育て支援課
児童福祉担当

048-963-9172

242 越谷市 通年 ○ 課所有の公用車に啓発品（オレンジリボンマグネット）を貼付。
子ども家庭部子育て支援課
児童福祉担当

048-963-9172

243 さいたま市 5月29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

244 坂戸市 11月6日 ○ 坂戸市福祉であいの広場において啓発品配布
福祉部子育て支援課支援
担当

049-283-3965

245 坂戸市 11月8日 ○ 東武東上線坂戸駅前において啓発品配布
福祉部子育て支援課支援
担当

049-283-3965

246 坂戸市 11月9日 ○ 東武東上線若葉駅前において啓発品配布
福祉部子育て支援課支援
担当

049-283-3965

247 坂戸市 11月10日 ○ 東武東上線北坂戸駅前において啓発品配布
福祉部子育て支援課支援
担当

049-283-3965

248 坂戸市 11月 ○
市役所庁舎に児童虐待防止推進月間の懸垂幕及びのぼり旗を掲
出

福祉部子育て支援課支援
担当

049-283-3965

249 狭山市 １１月中 ○
オレンジリボンを作成。市職員・民生委員等にオレンジリボンを配
布

福祉部こども部こども課援
護担当

04-2953-1111

250 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

子ども家庭課 048-473-1124

251 白岡市
11月７日（予

定）
○

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（ボールペン）を白岡駅にて配布

子育て支援課
子育て支援担当

0480-92-1111

252 白岡市 11月以降 ○
啓発用品（オレンジリボンを入れたボールペン）を市内保育所や幼
稚園、民生児童委員、児童館、地域子育て支援拠点等職員に配布
し、それぞれが胸ポケットにボールペンを挿し、啓発を行う。

子育て支援課
子育て支援担当

0480-92-1111

253 白岡市 11月 ○
相談窓口を記載したリーフレットを市内保育所や幼稚園、学校、民
生児童委員、公共機関等に配布し啓発を行う。

子育て支援課
子育て支援担当

0480-92-1111

254 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
子育て支援課
子育て支援担当

0480-92-1111

255 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

256 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誌に掲載
子育て支援課
子育て支援担当

0480-92-1111

257 草加市 通年 ○ 作成した啓発のぼり旗を学校や市役所内相談窓口に設置 子育て支援センター 048-941-6791

258 草加市 11月19日 ○
草加警察署及び越谷児童相談所草加支所と協同で東武伊勢崎線
草加駅前にて児童虐待防止啓発キャンペーンとして啓発品配布。

子育て支援センター 048-941-6791

259 鶴ヶ島市 １１月 ○ 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）

260 所沢市
11月7日
～8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

261 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

262 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

263 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

264 戸田市 １１月 ○ 啓発物の作成、イベント時に配布
こども青少年部こども家庭
課子育て支援担当

048-441-1800

265 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

266 戸田市 １１月 ○ 啓発のぼりの作成、市役所の窓口がある部署に配布
こども青少年部こども家庭
課子育て支援担当

048-441-1800

267 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 健康福祉課 0494-69-1103

埼玉県



268 新座市

11月６・１８・
２５日

２月５・１５・２
０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

269 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
を用いて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

270 新座市 通年 ○
乳幼児健診対象者へパンフレットを配付し、虐待予防の啓発を行
う。

健康増進部保健センター 048-481-2211

271 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て際に「赤
ちゃんが泣くこと」というパンフレットを配付し、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

272 飯能市 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
健康福祉部子育て支援課
支援相談担当

042-978-5627

273 飯能市 11月5、6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啓発物品を配
布

健康福祉部子育て支援課
支援相談担当

042-978-5627

274 日高市 11月 ○ 市広報11月号の児童虐待防止月間の啓発記事を掲載 福祉子ども部子育て応援課 042-989-2111

275 日高市
１１月12～13

日
○ 「日高市民まつり」にて啓発品を配付 福祉子ども部子育て応援課 042-989-2111

276 日高市 通年 担当窓口において啓発用品を配付 福祉子ども部子育て応援課 042-989-2111

277 深谷市 11月 ○ 市職員の名札にオレンジリボンを着用 こども青少年課 048-574-6646

278 深谷市 11月 ○
市窓口において児童虐待月間や通告先等の卓上型案内を置き周
知

こども青少年課 048-574-6646

279 深谷市 11月 ○
児童相談窓口等に関する名刺大RPチラシをいれた、ポケットティッ
シュを課窓口および総合案内で配布

こども青少年課 048-574-6646

280 三郷市 １１月 ○
JR新三郷駅前の横断歩道橋に児童虐待防止推進月間の横断幕
を掲示

子ども未来部子ども支援課
子ども支援係

048-930-7780

281 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。

住民福祉健康課 0495-76-5132

282 三芳町 通年 ○ 虐待予防に関する記事のある子育てガイドブックを配布 こども支援課 049-258-0019

283 三芳町 11月 ○ 啓発品を乳幼児健診等で配布 こども支援課 049-258-0019

284 横瀬町
10月30日
11月20日

○
町主催「子育て応援講座」において子育て支援・母子保健・児童虐
待に関する小冊子等を配布

子育て支援課 0494-25-0110

285 吉川市 １１月 ○ 市民まつりでブースを出展、啓発品やチラシを配布。
健康福祉部子育て支援課
子育て支援係

048-982-9529

286 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

287 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）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

288 久喜市
11月1日～

30日
○

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
横断幕を掲示、表示塔（２か所）、市民課案内版表示機、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3284）

289 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

290 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

291 さいたま市 10月22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予定

子ども未来局子ども育成部
子育て支援政策課

048-829-1270

【千葉県】

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 備考

292 千葉県 10月23日
ちばアクアラインマラソン会場にて、県作成の啓発エコバッグに、オ
レンジリボンや啓発リーフレット、チーパスクリアファイル等を入れ
て配布するキャンペーンを実施する。

児童家庭課虐待防止対策
室

043‐223-2357

293 千葉県 11月中 ○
０歳、１歳６カ月、３歳になる児童のいる家庭を対象に、児童虐待
防止啓発リーフレットを配付し、相談先を周知する。

児童家庭課虐待防止対策
室

043‐223-2357

294 千葉県 11月中 ○
保育所・幼稚園等を通じて、４～６歳の子どもがいる家庭の保護者
にカードを配付し、相談先を周知する。

児童家庭課虐待防止対策
室

043‐223-2357

埼玉県
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295 千葉県 12～2月
県内の関係する医療機関（小児科、精神科、産科、助産院、歯科
医院）に相談・通告窓口を知らせるステッカーを配布、掲出を依頼
し、県民に広く啓発を行うと共に、医療機関との連携を強化する。

児童家庭課虐待防止対策
室

043‐223-2357

296 我孫子市 6月12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

297 我孫子市 9月3日 「ママへのごほうびフェスタ」でポスター掲示、オレンジリボン配布 子ども相談課 04-7185-1821

298 我孫子市 10月16日
「あびこ子どもまつり」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

299 我孫子市 11月19日 ○
「ヒューマンあびこフェスタ」でオレンジリボンを作ろうコーナー開催
（我孫子市生涯学習センター）

子ども相談課 04-7185-1821

300 いすみ市 １１月 ○
期間中、岬ふれあい会館ロビーに保育園児が描いた顔で作成した
特大ポスターの掲示、標語の掲示。公共機関にのぼり旗の設置、
ポスターの掲示。市内小学生にオレンジリボンを配布。

福祉課
子育て支援室

0470-60-1120

301 市川市 11月20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

302 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

303 浦安市 11月1日 ○ 市内3駅にて啓発物品を配布 こども家庭支援センター 047-351-8041

304
大網白里

市
11月1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

305 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。

こども総合相談室 047-445-1328

306 鎌ケ谷市
11月以降通

年
○ 児童虐待防止啓発ののぼりを作成し掲示する。 こども総合相談室 047-445-1328

307 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。

こども総合相談室 047-445-1328

308 鴨川市 9月17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

309 君津市
11月1日
～30日

○
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

310 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

311 神崎町 11月 ○ ポスター等の掲示 保健福祉課 0478-72-1603

312 袖ケ浦市 10月 啓発物資（蛍光ペン）作成 子育て支援課 0438-62-3272

313 袖ケ浦市 10月 虐待防止パンフレット作成、配布 子育て支援課 0438-62-3272

314 袖ケ浦市 1月18日 民生児童委員協議会にて虐待防止パンフレット配布 子育て支援課 0438-62-3272

315 袖ケ浦市 通年 ○ 乳幼児検診時啓発物資（蛍光ペン）配布 子育て支援課 0438-62-3272

316 館山市 通年 ○
保護者向けに子どもの育て方等の相談窓口を記載したポスターを
作成し、保育園等に掲示

教育委員会こども課
家庭児童係

0470-22-3133

317 館山市
11月1日
～30日

○ 自前でオレンジリボンを作成し、関係課職員の名札等に着ける
教育委員会こども課
家庭児童係

0470-22-3133

318 千葉市
11月４日,
５日,12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

319 千葉市 11月 ○ 各区役所庁舎に児童虐待防止啓発標語を記載した懸垂幕を掲示 こども家庭支援課 043-245-5179

320 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

321 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
(リーフレット配布等)

健康福祉部
子育て支援課

0476-93-4497

322 習志野市
11月1日
～30日

○
児童の養育に関する相談啓発のリーフレットクリアファイル（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
が自由に手に取れるようにする。

こども部子育て支援課 047-453-7322

323 成田市 10月9日
映画「生まれる」の上映会（視聴覚サービスセンターと共催）に虐待
防止のパンフレットを配布

健康こども部子育て支援課 0476-20-1538

324 成田市
10月15日
～16日

健康福祉まつりにおいて虐待防止のパンフレットを配布 健康こども部子育て支援課 0476-20-1538

325 野田市 11月 ○
児童虐待相談専用電話「子どもSOS」啓発カードの配布（小中学
生、公共施設、関係機関等）

児童家庭部児童家庭課児
童相談係

04-7125-1111

326 船橋市
11月から

1年間
○

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(409)3469

千葉県



327 船橋市
11月から

1年間
○

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(409)3469

328 船橋市
11月1日
～30日

○
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(409)3469

329 船橋市 6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
年生から中学3年生に配布。

児童家庭課
家庭児童相談室

047(409)3469

330 松戸市 10月1日

【松戸まつりでのオレンジリボンキャンペーン（駅頭宣伝活動）】
テーマ：つ・な・が・る
活動場所：松戸駅西口デッキ上にブースを開設
内容：①市民にオレンジリボンを飾ってもらいオレンジリボンツリー
を作成
②普及啓発グッヅ等の配布（配布物：ボールペン・花の種・風船・ク
リアファイル・パンフレット）
③パネルの展示
その他：幟旗・ビブスを作成

子ども部子ども家庭相談課 047-366-3941

331 松戸市
11月7日
～11日

○

【市役所内でのオレンジリボンキャンペーン】
テーマ：つ・な・が・る
活動場所：市役所１階本館通路
内容：①パネル展示（松戸市オリジナルの普及啓発パネルを作成）
②館内放送による周知
③普及啓発グッヅ等の配布
④松戸まつりで作成したオレンジリボンツリーの展示

子ども部子ども家庭相談課 047-366-3941

332 松戸市 11月1日 ○
【広報まつどへの掲載】松戸市の広報である「広報まつど」に啓発
記事を掲載

子ども部子ども家庭相談課 047-366-3941

333 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

市民部子育て支援課児童
家庭班

043-443-1693

334 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

市民部子育て支援課児童
家庭班

043-443-1693

335 八街市 １１月 ○ 職員等へオレンジリボンを配布・着用
市民部子育て支援課児童
家庭班

043-443-1693

336 柏市 11月12日 ○
児童虐待・ＤＶ防止キャンペーンとして，柏駅前において，リーフ
レット，ボールペン等の啓発品を配布

こども部こども福祉課家庭
児童相談担当

04-7167-1458

337 柏市 10月29日 ○
サッカーＪリーグの柏レイソル試合会場において，児童虐待防止及
びこども人権１１０番に関するリーフレット等の啓発品を配布

こども部こども福祉課家庭
児童相談担当

04-7167-1458

338 柏市
11月18日
～12月2日

○
市役所内ロビーにおいて，児童虐待防止に関するポスター等を掲
示

こども部こども福祉課家庭
児童相談担当

04-7167-1458

339 柏市
10月31日

～11月30日
○ 市役所外壁に児童虐待防止月間に関する懸垂幕を掲示

こども部こども福祉課家庭
児童相談担当

04-7167-1458

【東京都】

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 備考

340 東京都
11月10日～

14日
○ 都庁第１本庁舎１階オレンジリボンポスターコンテストパネル展示

福祉保健局少子社会対策
部

03-5320-4090

341 足立区 11月16日 ○ オレンジリボングッズ配布 北児童相談所 03-5320-4090

342 北区 11月14日 ○ まちかどオレンジリボンキャンペーン① 北児童相談所 03-5320-4090

343 北区 11月18日 ○ まちかどオレンジリボンキャンペーン② 北児童相談所 03-5320-4090

344 江東区 10月15日

こうとう区民まつり　ブース出展
江東区（東京都）のリーフレット及び啓発グッズの配布、パネル展
示を行う
会場：都立木場公園

江東区子育て支援課 03-5320-4090

345 江東区
11月1日
～30日

○
本庁舎内で江東区（東京都）のリーフレット及び啓発グッズの配
布、パネル展示を行う
会場：江東区役所（本庁舎2階ホール）

江東区子育て支援課 03-5320-4090

346 小金井市 11月15日 ○ 武蔵小金井駅前、東小金井駅前にてキャンペーン活動。 小平児童相談所 03-5320-4090

347
国分寺市

②
11月11日 ○ 国立駅頭にて活動。 小平児童相談所 03-5320-4090

348 新宿区 11月17日 ○
高田馬場駅オレンジリボン街頭キャンペーン、警視庁と共同　鉄腕
アトム、ＯＳＥＫＫＡＩくん着ぐるみ出動

新宿区子ども家庭支援セン
ター

03-5320-4090

349 杉並区 11月9日 ○ 駅間等で児童虐待防止キャンペーン 杉並区 03-5320-4090

350 世田谷区
11月6日～

16日
○ 駅頭オレンジリボンキャンペーン 北児童相談所 03-5320-4090

351 台東区
11月2日～9

日
○ オレンジリボンキャンペーン(区役所展示会）

台東区日本堤子ども家庭支
援センター

03-5320-4090

352 台東区
11月17日～

25日
○ オレンジリボンキャンペーン(区役所展示会）

台東区日本堤子ども家庭支
援センター

03-5320-4090

千葉県

東京都



353 立川市 11月8日 ○ 立川駅頭ビラ配布 立川児童相談所 03-5320-4090

354 多摩市
10月31日～
11月10日

○ 多摩市役所で虐待防止の展示を行う 多摩児童相談所 03-5320-4090

355 千代田区 11月17日 ○ 東京駅オレンジリボン街頭キャンペーン
千代田区子ども家庭支援セ
ンター

03-5320-4090

356 豊島区 11月3日 ○ オレンジリボンキャンペーン(サンシャイン入口)
台東区日本堤子ども家庭支
援センター

03-5320-4090

357 中野区 11月14日 ○ 駅間等で児童虐待防止キャンペーン 中野区 03-5320-4090

358 西東京市 11月5日 ○ 虐待防止イベントにてキャンペーン活動。 小平児童相談所 03-5320-4090

359
東久留米

市
11月1日 ○ 東久留米駅と市役所入口にてキャンペーン活動 小平児童相談所 03-5320-4090

360 三鷹市 11月7日 ○ 駅間等で児童虐待防止キャンペーン 三鷹市 03-5320-4090

361 港区 11月16日 ○ オレンジリボン街頭キャンペーン 港区 03-5320-4090

362 武蔵野市 11月17日 ○ 駅間等で児童虐待防止キャンペーン 武蔵野市 03-5320-4090

363 墨田区 10月1、2日 すみだまつり 　ブース出展 墨田区子育て総合センター 03-5320-4090

364 墨田区 11月6日 ○ すみだ子育てメッセ 墨田区子育て総合センター 03-5320-4090

【神奈川県】

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 備考

365 厚木市 11月1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

家庭相談課 046-225-2244

366 伊勢原市 11月1日 ○ 伊勢原駅にて啓発物品の配布 子ども家庭相談室 0463-94-4711

367 大磯町 11月 ○ オレンジリボンの配布 子育て支援総合センター 0463-71-3377

368 大磯町 11月 ○ 啓発チラシの配布 子育て支援総合センター 0463-71-3377

369 大磯町 11月 ○ 町内在住の年長児に啓発グッズの配布（町広報誌に掲載） 子育て支援総合センター 0463-71-3377

370 鎌倉市 10月30日
第10回オレンジリボンたすきリレー（高徳院及び鶴岡八幡宮）にて
啓発ブースを設置し、啓発リーフレットや啓発グッズを配布。

こども相談課 0467-61-3751

371 鎌倉市 11月13日 ○
鎌倉国際交流フェスタ2016(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ズを配布。

こども相談課 0467-61-3751

372 鎌倉市 11月12日 ○
第23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、啓発グッズを配布。

こども相談課 0467-61-3751

373 清川村 通年 ○
児童相談所全国共通ダイヤル１８９や児童虐待防止推進月間ポス
ターの掲示

保健福祉課福祉係 046－288-3861

374 相模原市
11月9日及

び16日
○

市内の民間企業や大学等の協力のもと、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

375 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

376 相模原市
10月２９日
及び30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

377 座間市 11月20日 ○
児童虐待防止啓発物品とチラシ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

子ども政策課児童相談係 046-252-8026

378 座間市
11月１日～

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

子ども政策課児童相談係 046-252-8026

379 逗子市
9月16日～
10月30日

上記イベントと児童虐待防止推進月間周知のためのチラシ配布 子育て支援課 046-872-8117

380 秦野市 １１月 ○
医療機関等関係機関及び自治会に市作成のポスター、チラシ等を
配布し、月間を周知。

こども育成課こども若者相
談担当

0463-82-6241

381 秦野市 １１月 ○
社会福祉協議会のこどもフェスティバルにおいて、啓発ブースを設
置し、パネル展示や啓発グッズを配布。

秦野市社会福祉協議会 0463-84-7711

382 葉山町
9月～10月

30日
役場庁舎や児童館にポスター等掲示している。 子ども育成課 046-876-1111

383 葉山町 11月1日 ○
児童虐待予防のパンフレット印刷し、小・中学生の保護者へ配布予
定。

子ども育成課 046-876-1111

384 平塚市 通年 ○ 児童相談所全国共通ダイヤル１８９周知チラシの配架 こども家庭課 0463-21-9843

385 三浦市 10月30日
第10回オレンジリボンたすきリレースタート地点において啓発リー
フレットやグッズを配布。

保健福祉部子ども課
046-882-
1111(365)

東京都

神奈川県



386 南足柄市 通年 ○
児童相談所全国共通ダイヤル１８９や児童虐待防止推進月間ポス
ターの掲示

子ども課こそ伊達支援班 0465-73-8023

387 横浜市 11月 ○

児童虐待防止推進月間に関する広報・啓発
　●区役所庁舎内に児童虐待防止啓発パネル展示、のぼり旗、市
作成の虐待防止啓発リーフレットの配布
　●区役所外壁等に児童虐待防止の横断幕掲示
　●区作成の「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

388 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、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

389 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、、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

390 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

391 横須賀市 10月30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

【新潟県】

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 備考

392 阿賀野市 10～11月 ○
市内保育園、幼稚園を通じて、子ども虐待予防のリーフレットを配
布

社会福祉課　児童相談係 0250-62-2510

393 阿賀野市 10～12月 ○ 市内子育て支援センターで虐待予防講話を実施 社会福祉課　児童相談係 0250-62-2510

394 出雲崎町 11月 ○ 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
（課直通）

395 糸魚川市 通年
市内小・中学校、校長会、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。

教育委員会事務局こども課 025-552-1511

396 糸魚川市 8月 市の広報誌で相談窓口について周知。 教育委員会事務局こども課 025-552-1511

397 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を印刷した
カードの配布。

教育委員会事務局こども課 025-552-1511

398 新発田市 通年 ○
新生児訪問時に「乳幼児揺さぶられ症候群」についてのチラシを配
布

健康推進課 0254-22-3101

399 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

0258-36-3790

400 南魚沼市 11月 ○
保育園、小中学校の保護者向けに虐待の早期発見啓発チラシを
作成し、保育園、小中学校を通して配布

福祉保健部子育て支援課
こども家庭支援班

025-773-6822

【富山県】

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 備考

401 上市町 11月 ○
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

402 富山市 11月 ○
富山市保健所、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、虐待防止について周
知する。

福祉保健部
家庭児童相談課

076-443-2038

【石川県】

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 備考

403 石川県 10～11月 ○

ポスター・ステッカー等を活用した広報啓発
・公共施設や子育て支援企業、医療機関へのポスター等の掲示
や、バス、鉄道、タクシーへのポスター・ステッカーの掲示による広
報啓発を行う。

少子化対策監室 076-225-1421

404 石川県 3月
テレビ局主催「こどもみらいフェスタ」での広報啓発
・児童虐待防止に関するブースを出し、チラシや啓発グッズを配布
することにより児童虐待防止の啓発を図る。

少子化対策監室 076-225-1421

405 穴水町 11月 ○
広報（11月号）　11/3町文化祭で周知　11/13町内ショッピングモー
ルで街頭キャンペーン

住民福祉課
児童福祉係

0768-52-3650

406 加賀市 11月13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
子育て応援ステーション

0761-72-2565

407 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

新潟県

富山県

神奈川県

石川県



408 かほく市 11月13日 ○ 11/13市内大型ショッピングセンター内で啓発グッズの配布 子育て支援課 076-283-7155

409 川北町
11月1日～

30日
○

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
共施設等に設置

福祉課 076-277-8388

410 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、グッズを設置 福祉課 076-277-8388

411 川北町 11月13日 ○ オレンジリボン街頭キャンペーン（プラント３　川北店） 福祉課 076-277-8388

412 小松市
１１月１日
～１１日

○
庁舎エントランスホールにて虐待等防止キャンペーン２０１６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等配布。

市民福祉部あんしん相談セ
ンター

0761-24-8070

413 小松市 11月13日 ○
市内ショッピングセンターで児童虐待防止啓発運動　県内一斉街
頭キャンペーン。

市民福祉部こども家庭課 0761-24-8073

414 小松市 11月20日 ○
当日開催の「こどもお仕事体験２０１６」事業において送迎される保
護者に対して、児童虐待防止月間のリーフレット等を配布。

市民福祉部こども家庭課 0761-24-8073

415 志賀町 11月13日 ○ ロッキー志賀の郷店での街頭キャンペーン　小冊子配布 住民課 0767-32-9122

416 志賀町 11月3日 ○
志賀町文化祭で児童虐待防止の周知　パネル展示来場者にリー
フレット配布

住民課 0767-32-9122

417 志賀町 11月6日 ○ 志賀町健康フェアでの虐待予防についてパネル展示 住民課 0767-32-9122

418 珠洲市 １１月 ○ 市内保育所から保護者へ周知 福祉課　子育て支援係 0768-82-7747

419 珠洲市 11月13日 ○ 市内ショッピングセンター街頭キャンペーン 福祉課　子育て支援係 0768-82-7747

420 津幡町
10月16日、

11月中
○

健康まつり、庁舎内啓発コーナー設置で児童虐待防止の啓発と相
談窓口周知

津幡町町民福祉部健康こど
も課

076-288-7926

421 七尾市 11月13日 ○ 街頭キャンペーン 健康福祉部子育て支援課 0767-53-8445

422 七尾市 11月27日 ○ 市民のつどいでチラシ及び周知グッズ配布 健康福祉部子育て支援課 0767-53-8445

423 羽咋市
11月1日
～30日

○
羽咋市役所の庁内（健康福祉課）にて、オレンジリボンキャンペー
ンを実施。のぼりやポスターを設置し、職員がオレンジジャンバー
を着用、住民の方に向けて啓発活動をする。

羽咋市市民福祉部健康福
祉課

0767-22-1114

424 羽咋市 11月13日 ○
市内あだちストアにて、オレンジリボン街頭キャンペーンを実施。住
民の方にリーフレット、グッズを配布し、周知を図る。

羽咋市市民福祉部健康福
祉課

0767-22-1114

425 白山市 11月13日 ○
オレンジリボンキャンペーン（アピタ松任・イオン松任）グッズ配付時
に、市のチラシも配布する。

健康福祉部こども子育て課
家庭児童相談室・教育委員
会生涯学習課子ども相談室

076-276-1785

426 白山市 年間 ○
乳幼児健診時に子ども相談室、家庭児童相談室のチラシを配布す
る

健康福祉部こども子育て課
家庭児童相談室・教育委員
会生涯学習課子ども相談室

076-276-1785

427
宝達志水

町
11月13日 ○

「県内一斉該当キャンペーン」として町内スーパーで街頭キャン
ペーン

こども家庭室 0767-28-5526

428
宝達志水

町
11月9日 ○

「町民生・児童委員定例会」でｵﾚﾝｼﾞリボンｷｬﾝﾍﾟｰﾝのＰＲ（趣旨説
明・チラシ配布）

こども家庭室 0767-28-5526

429
宝達志水

町
11月 ○

11月中、町施設内にて児童虐待防止推進月間のPRｺｰﾅｰを設置
する。（のぼり旗や啓発チラシ等）
同施設で行われる町文化祭（11/3）には、来場者に対してチラシ等
を配布する。

こども家庭室 0767-28-5526

430 輪島市 11月13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 0768-23-1161

431 輪島市 11月26日 ○ 市内イベントで街頭キャンペーン 福祉環境部福祉課 0768-23-1161

【福井県】

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 備考

432 福井県 11月 ○ 児童虐待防止啓発パネル展（県内５カ所）
健康福祉部
子ども家庭課

0776-20-0343

433 福井県 11月1日 ○ 児童虐待防止啓発街頭キャンペーン
健康福祉部
子ども家庭課

0776-20-0343

434 福井県 11月 ○ 県内にある駅（39カ所）にポスターを掲示
健康福祉部
子ども家庭課

0776-20-0343

435 福井県 11月 ○ 健康福祉センター広報誌に、児童虐待防止に関する情報の掲載
丹南健康福祉センター福祉
課

0778-51-0034

福井県

石川県



【山梨県】

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 備考

436 甲府市 11月 ○

保育園(認定こども園）・小中学校・放課後児童クラブなどに児童虐
待の早期発見のチエックリストや子ども相談センターのパンフレット
を持ちながら訪問することにより、見守りネットワークの強化を図る
とともに、子ども相談センターのＰＲを実施する。

子ども支援課 055-237-5917

437 中央市 7月中旬
保育園、認定こども園、小中学校に夏休みに合わせて啓発パンフ
配布

子育て支援課　児童福祉担
当

055-274-8557

438 北杜市 11月～通年 ○
市内の児童福祉施設や公共施設へのポスターの掲示、パンフレッ
トの配布により啓発を行う。

福祉部子育て支援課少子
化対策担当

0551-42-1332

439
南アルプ

ス市
11月 ○ 市内小中学校に虐待防止を呼びかけたバンフレットを配布

福祉総合相談課
家庭児童相談室

055-282-6049

440 身延町 11月3日 ○
みのぶまつりにおいて来場者に対して、児童虐待防止推進月間の
リーフレットを配布

子育て支援課
子育て支援担当

0556-20-4580

441 山中湖 １０月
県の広報誌、ポスターの掲載を役場、学校、保育所に配布、啓発
をおこなう。10月に安心子育て対策協議会の開催ならびに虐待研
修会を開催

いきいき健康課　福祉係 0555-62-9976

【長野県】

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 備考

442 上松町 通年 ○
SBS防止や泣きについて、児童相談所共通ダイヤル記載のクリア
ファイルを新生児訪問・乳児訪問時に配布している。

住民福祉課 0264-52-2825

443 安曇野市 11月 ○ 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

444 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

445 飯島町 １１月 ○
児童虐待防止推進月間ポスターを各自治会等に配布。リーフレット
を隣組回欄

教育委員会
子ども室

0265-86-6711

446 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

447 伊那市
6月・11月・2

月
○

子ども相談室便りを年３回発行、相談室の業務、児童虐待につい
て、子育てについて等を掲載し、学校や保育園の保護者へ配布し
啓発

学校教育課子ども相談室 0265-72-0999

448 上田市 10月23日
オレンジリボン街頭啓発活動として健康プラザで行われるわくわく
フェスタ開催時に子どもたちの明るい未来を願ってメッセージを書
いてもらう。

健康こども未来部子育て・
子育ち支援課

0268-23-5106

449 小布施町 11月 ○ 子育て支援センターでリーフレット及びカードを配布 健康福祉課福祉係 026-214-9108

450 木曽町 11月 ○ オレンジリボン活動のポスターを本庁舎、各支所に掲示 子育て支援室 0264-22-4035

451 塩尻市 11月5日 ○
市内2箇所の商業施設において児童虐待防止の街頭啓発（市で作
成したパンフレットとマスクの配布）（11月20日に開催される里親推
進フォーラムにおいても配布する）

こども教育部家庭支援課 0263-52-0891
市男女共同参画・人
権課と合同で開催

452 下諏訪町 1１月中 ○
教育こども課全職員が月間中、町独自で作成したオレンジリボンを
つけ啓発する。

教育こども課
子育て支援係

0266-27-1111

453 諏訪市 11月9日 ○
民生児童委員協議会会長会において、市で作成した虐待予防に
関するチラシを民生委員全員に配っていただくよう配布する

健康福祉部こども課子育て
支援係

0266-52-4141

454 茅野市 通年 ○ オレンジリボンを作成・配布し、庁内職員の名札等につける こども部こども課 0266-72-2101

455 中野市 11月6日 ○
青少年健全育成推進市民集会において、オレンジリボンを配布す
る

子ども部
子ども相談室

0269-22-2111

456 長野市 11月 ○ オレンジリボン活動のポスターを本庁舎、各支所に掲示
こども未来部
子育て支援課

026-224-7062

457 松本市 11月3日 ○ 児童虐待防止啓発チラシ・グッズ等を市民に配布
こども部こども福祉課相談・
支援担当

0263-33-4767

【岐阜県】

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 備考

458 -
10月22日～

23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

459 - 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

山梨県

長野県

岐阜県



460 安八町 11月 ○ 乳幼児学級にて啓発物品配布 福祉課 0584-64-7104

461 池田町 11月20日 ○
11月中に庁舎内ロビー等にのぼりを立てると共に、「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

462 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
ボンんを結んでもらい、パンフレットなどを渡し児童虐待防止ににつ
いて伝え、認識してもらう。

住民福祉部子育て支援課
子育て支援センター

0585-23-1136

463 恵那市 11月8日 ○
東濃子ども相談センターと中津川市と共催によりアピタ中津川店で
開催
　・来場者に対して、啓発を行う。

子育て支援チーム 0573-26-2111

464 大垣市 11月1日 ○ 子ども相談センターと共同で街頭啓発
子育て支援部子育て支援
課児童福祉Ｇ

0584-47-7092

465 大垣市 通年 ○ 虐待防止啓発リーフレットを作成し、市役所・保育園等で配布
子育て支援部子育て支援
課児童福祉Ｇ

0584-47-7092

466 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

467 川辺町
11月19日

、20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

468 郡上市 11月15日 ○
市内のショッピング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

469 白川町 11月6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

470 関市 11月27日 ○ 「ＳＥＫＩいきいきフェスタ」のイベントで児童虐待防止の啓発実施 福祉部子ども家庭課 0575-23-7733

471 多治見市 11月6日 ○ 子育て支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

472 多治見市 11月8日 ○
多治見駅自由通路内において、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

473 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
（205）

474 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
（205）

475 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
（205）

476 中津川市 11月6日 ○
中津川市健康福祉祭りで児童虐待防止に関する啓発コーナーを
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

477 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

478 飛騨市 11月13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

479 七宗町 11月 ○
おいで世ふる里まつりにて、来場者にリーフレット等を配布し周知
する。

教育課子育て支援係 0574－48-1114

480 七宗町 通年 ○
各集会・会議にぴ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する。

教育課子育て支援係 0574－48-1114

481 瑞浪市 １１月 ○ 市内のショッピングセンター等で啓発活動を行う。 民生部社会福祉課 0572-68-2115

482 瑞穂市 11月6日 ○ ふれあいフェスタみずほにて啓発グッズ配布 福祉生活課 058-327-4123

483 御嵩町 11月5日 ○ 町で開催されるイベントにて啓発物品を配布 福祉課 0574-67-2111

484
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）

485
美濃加茂

市
11月8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）

486 土岐市
11月1日また
は8日（調整

中）
○

子ども相談ｾﾝﾀｰなどの関係機関とともに、市内の商業施設にて啓
発活動

市民部子育て支援課 0572-54-1111

【静岡県】

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 備考

487 静岡県 11月 ○
県庁・各児童相談所にのぼり旗設置。各児童相談所において管内
市町と共同で街頭啓発キャンペーン実施（県作成の啓発品配布）

健康福祉部こども家庭課 054-221-2922

488 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、市内保
育園、こども園、小中学校の職員にオレンジリボンを配布する

こども課 0558-72-9870

489 伊豆市
11月1日、

2日、　9日、
10日

○
スーパーの店頭にて民生委員、主任児童委員に協力していただき
啓発グッズ（ティッシュ、絆創膏）の配布をする

こども課 0558-72-9870

静岡県

岐阜県



490 伊東市 11月 ○
市内スーパーや市役所イベントにて、啓発物品（ティッシュ等）を配
布

健康福祉部子育て支援課 0557-32-1581

491 磐田市 11月8日 ○
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

492 御前崎市 11月1日 ○
児童虐待防止街頭キャンペーン
（市内ショッピングモール等にて、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

493 静岡市 11月4日 ○

サッカーJリーグチーム清水エスパルスとタイアップして製作した、
児童虐待防止啓発品（タックルバンド、選手からのメッセージ入りチ
ラシ）をショッピングセンターにて配布。
当日はエスパルス公式キャラクターパルちゃんと登呂博物館イメー
ジキャラクタートロベーと共に配布。

子ども未来局子ども家庭課
子ども家庭係

054-354-2643

494 静岡市 11月9日 ○ 上記１の啓発品を静岡駅地下道にて配布。
子ども未来局子ども家庭課
子ども家庭係

054-354-2643

495 静岡市 11月中 ○
期間中、要対協職員はオレンジリボンループ反射材を
名札や訪問バッグ等に身につける。

子ども未来局子ども家庭課
子ども家庭係

054-354-2643

496 下田市 11月中 ○
街頭キャンペーンにて、県東部地区家庭児童相談室連絡協議会で
作成する啓発物品を配布

下田市福祉事務所 0558-22-2216

497 下田市
11月～配布
物がなくなる

まで
○

庁舎窓口にて、県東部地区家庭児童相談室連絡協議会で作成す
る啓発物品を配布

下田市福祉事務所 0558-22-2216

498 下田市 随時
市内各イベント等で、県東部地区家庭児童相談室連絡協議会で作
成する啓発物品を配布

下田市福祉事務所 0558-22-2216

499 裾野市 11月1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

500 長泉町 11月8日 ○ 子育てフェスティバル・ウェルピアながいずみ こども育成課 055-989-5528

501 沼津市 通年 ○
児童虐待防止啓発用リーフレットを作成し、要対協関係機関等に
配付する。

市民福祉部こども家庭課こ
ども相談係

055-934-4828

502 沼津市
11月1日～

25日
○

市役所1階大型掲示板において、児童虐待防止に関する掲示を行
う。

市民福祉部こども家庭課こ
ども相談係

055-934-4828

503 袋井市 11月 ○
市内スパーマーケット等における街頭広報（市内4か所）実施の際
に、民生委員児童委員協議会オリジナルのポケットティッシュ等を
配布

しあわせ推進課家庭福祉
係

0538-44-3184

504 藤枝市 11月1日 ○
JR藤枝駅前北口・南口にて、「児童虐待防止推進月間」街頭キャン
ペーンの実施。

子ども家庭課 054-643-7227
中央児童相談所と共
催

505 藤枝市 11月 ○

オリジナルオレンジリボン（障害者就労支援施設の機織りリボン）
の作成および配布。
（「藤枝市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」
に基づき）

子ども家庭課 054-643-7227

506 富士市 11月15日 ○
富士市要保護児童対策地域協議会において、呼びかけながらリー
フレットと富士市作成の啓発物品（ウェットティッシュ）を配布する。

福祉部こども家庭課 0545-55-2763

507 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ｰ22ｰ1230

【愛知県】

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 備考

508 愛知県 11月3日 ○ 愛知県本庁舎公開イベントにおいて、啓発物品を配付
健康福祉部児童家庭課要
保護児童対策グループ

052-954-6281

509 愛西市 11月中 ○ 市庁舎、支所、保健センター等窓口に啓発品を配布 健康福祉部児童福祉課 0567-55-7118

510 愛西市 11月6日 ○ 保健センターで開催される健康まつりにおいて啓発品を配布 健康福祉部児童福祉課 0567-55-7118

511 阿久比町 11月8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

512 あま市 11月 ○
市内の駅前・ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ等3ヶ所において、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

513 安城市
11月1日、

4日
○ 大型スーパーや商業施設店頭での啓発品の配布 子育て支援課 0566-71-2229

514 犬山市 10月
市内の地域活動クラブにオレンジリボン作成を依頼。市職員、市内
小中学校等の関係機関にオレンジリボンを配布。

教育部子ども未来課児童担
当

0568-44-0322

515 岩倉市
11月12日、

13日
○

ふれ愛まつり会場（岩倉市総合体育文化センター）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

516 大治町 9月10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

517 大治町 11月 ○ 保育園等の保護者に対し、児童虐待に関するチラシを配布 福祉部子育て支援課 052-444-2711

518 岡崎市
11月１日
～14日

○
11月号広報誌に標語と、11月が児童虐待防止推進月間であること
を掲載。

こども部家庭児童課児童相
談班

0564-23-6745

静岡県

愛知県



519 尾張旭市 11月中 ○
「オレンジリボンツリー未来への願い」として、子ども達へ向けたメッ
セージを集め、オレンジリボンとともにツリーへ飾り付けをした作品
を展示する。

こども子育て部
子育て支援室

0561-53-6101

520 尾張旭市 11月1日 ○ 尾張旭市内の４駅改札前で啓発活動を実施。
こども子育て部
子育て支援室

0561-53-6101

521 春日井市
10月29日～
11月30日

○
市役所本庁及び出張所に児童虐待のパネルやポスターを展示し、
パンフレットの設置を行う。

子ども政策課家庭支援担当 0568-85-6229

522 蒲郡市
11月1日
～30日

○ 市役所庁舎に児童虐待防止推進月間に関する懸垂幕設置
市民福祉部子育て支援課
児童福祉係

0533-66-1108

523 清須市 11月23日 ○
イベント「夢がMORIMORIママフェスティバルin清須」にて啓発グッ
ズを配布。開催場所：アルコ清洲

子育て支援課 052-400-2912

524 高浜市 11月6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

525 武豊町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する県の施策を紹介
武豊町役場
子育て支援課

0569-72-1111

526 田原市 11月 ○
市内保育園認定こども園全園児、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を作成・配布

健康福祉部子育て支援課 0531-23-3513

527 田原市 11月13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（オレンジリボンと啓発物品を
配布）

健康福祉部子育て支援課 0531-23-3513

528 田原市 7月24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（チラシ・啓発物品を配布）

健康福祉部子育て支援課 0531-23-3513

529 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

健康福祉部子育て支援課
家庭児童相談室

0567-24-0350

530 東海市 11月15日 ○
NPO法人児童虐待防止ネットワーと共に虐待防止啓発活動を行
う。

女性・子ども課 052-603-2211

531 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）

532 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

533 豊田市 4月
市内小中学校、特別支援学校、こども園、幼稚園で、虐待啓発ちら
しを配布

子ども部子ども家庭課 0565-34-6636

534 豊田市
11月1日～

30日
○ 市庁舎及び支所に虐待防止月間の懸垂幕又は横断幕を設置 子ども部子ども家庭課 0565-34-6636

535 豊田市
11月1日～

30日
○

期間中、市職員（含むこども園）、私立幼稚園職員、民生委員・児
童委員がオレンジリボンバッヂを着用

子ども部子ども家庭課 0565-34-6636

536 豊橋市 11月1日 ○ 啓発用ティッシュを駅で配布。
こども未来部
こども家庭課

0532-51-3159

537 豊橋市
11月15日、

19日
○ 啓発用蛍光ペン、タオルをイベントで配布。

こども未来部
こども家庭課

0532-51-3159

538 豊橋市 11月中 ○
イベントチラシ、虐待啓発リーフレットを学校などの関係機関等に
配布。

こども未来部
こども家庭課

0532-51-3159

539 長久手市 10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

540 長久手市 11月13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

541 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

542 名古屋市 11月 ○
名古屋市作成の広報リーフレット、子育て相談カード及びオレンジ
リボンの配布（市役所庁舎内、関係機関等）

児童虐待対策室 052-972-3979

543 名古屋市 11月 ○
名古屋グランパスと連携したポスターの作成及び掲示（関係機関、
市内百貨店、コンビニエンスストア等）

児童虐待対策室 052-972-3979

544 西尾市 10月29日
児童虐待防止の啓発用ポーチ、絆創膏を作成し、本まつりにて配
布する。

子ども部家庭児童支援課 0563-56-3113

545 西尾市
11月1日
～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」を設置
する。

子ども部家庭児童支援課 0563-56-3113

546 西尾市 11月12日 ○
児童虐待防止の啓発用ポーチ、絆創膏を作成し、きらまつりにて配
布する。

子ども部家庭児童支援課 0563-56-3113

547 半田市 11月 ○
知多半田駅前ピアゴ半田店、、市内保育園、幼稚園、こども園にて
民生児童委員によるリーフレット等啓発品の配布

健康子ども部子育て支援課
家庭相談担当

0569-84-0657

548 東浦町
11月12日～

13日
○ 町産業まつりにブースを設置し、児童虐待防止啓発活動を実施。

健康福祉部児童課児童福
祉係

0562-83-3111

549 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

550 みよし市
11月1日
～30日

○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲揚
子育て健康部子育て支援
課

0561-32-8034

愛知県



【三重県】

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 備考

551 伊賀市 11月1日 ○ 子ども虐待防止市内啓発運動 健康福祉部こども未来課 0595-22-9677

552 伊勢市
11月1日、

8日
○

市内のショッピングセンター、宇治山田駅で、児童虐待防止啓発物
品を配布

健康福祉部こども課 0596-21-5716

553 伊勢市 11月 ○
市役所本庁舎に「児童虐待防止推進月間」を啓発する懸垂幕を掲
揚

健康福祉部こども課 0596-21-5716

554 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
健康こども部
家庭児童相談室

0594-78-3535

555 亀山市 10月16日
市のイベント「あいあい祭り」でオレンジリボンを配布し、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

556 川越町 11月3日 ○
川越ふれあい祭2016にてオレンジリボンツリーを展示（手づくり
オーナメントとメッセージカードの飾りつけ）

福祉課 059-366-7130

557 川越町 11月 ○
つばめ児童館・おひさま児童館にツリーの展示（手づくりオーナメン
トとメッセージカードの飾りつけ）

福祉課 059-366-7130

558 熊野市 11月 ○
オレンジリボン、寄せられたメッセージをツリーに展示する。また、
オレンジリボンの配布を行う。

熊野市福祉事務所
0597-89-4111
（内線161）

559 桑名市 １1月 ○ 児童虐待防止の懸垂幕・のぼりによる啓発
保健福祉部子ども家庭課子
ども総合相談センター

0594-24-1298

560 菰野町 10月
児童虐待防止のためのリーフレット（町作成）を作成及び配布。保
育園、幼稚園で全保護者に配布する。

子ども家庭課 059-391-1124

561 鈴鹿市 11月12日 ○ イオンモール鈴鹿における啓発物品（花の種・絆創膏）の配布 子ども家庭支援課 059-382-9140

562 玉城町 11月13日 ○ 「玉城ええやんまつり２０１６」にて出展（場所：玉城町中央公民館） 生活福祉課 0596-58-8000

563 鳥羽市 10月16日 福祉いきいきまつりにおいて児童虐待防止啓発物品配布 健康福祉課子育て支援室 0599-25-7221

564 鳥羽市 11月 ○
近鉄鳥羽駅、市内ショッピングセンタ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

565 松阪市 11月8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

566 松阪市 11月10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

567 松阪市 11月16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

568 松阪市 11月20日 ○ 祭り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

569 松阪市 11月22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

570 南伊勢町 1月29日 毎年開催される福祉ふれあい広場で啓発物品等を配布 福祉課 0599－66－1114

571 四日市市 5月27日 四日市市子育て情報ピックアップ〔冊子〕の配付
こども未来部こども保健福
祉課家庭児童相談室

059-354-8276

572 四日市市 １１月 ○
虐待防止の呼びかけと通告先等を記載したポケットティッシュを関
係機関に配付して窓口等に置いてもらい、市民への啓発を図る。

こども未来部こども保健福
祉課家庭児童相談室

059-354-8276

573 度会町 11月 ○
庁舎内に児童虐待防止推進月間のポスターの提示やカードの配
置。

住民生活課 0596-62-2413

574 １１月 ○
１１月の児童虐待防止推進月間中、県庁及び県内２９市町庁舎に
おいてオレンジリボンツリーを一斉に展示し、来庁舎の方に、児童
虐待防止へのメッセージを短冊に書いていただく。

健康福祉部子ども・家庭局
子育て支援課

059-224-2883

【滋賀県】

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 備考

575 - 4月28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

576 - 11月1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

577 - 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

578 大津市 11月1日 ○ 大津京駅でのオレンジリボン等、啓発グッズの配布 子ども家庭相談室 077-528-2688

579 彦根市 11月1日 ○ 商業施設において児童虐待防止の街頭啓発を実施する。 福祉保健部子育て支援課 0749-26-0994

滋賀県

三重県



580 彦根市 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

581 彦根市 11月 ○ 商業施設において児童虐待防止の街頭啓発を実施する。 福祉保健部子育て支援課 0749-26-0994

582 彦根市 11月 ○ 窓口にオレンジリボンキャンペーンのミニのぼりを設置する。 福祉保健部子育て支援課 0749-26-0994

583 彦根市 11月 ○ 横断幕を設置して児童虐待防止を啓発する。 福祉保健部子育て支援課 0749-26-0994

584 彦根市 12月、1月 市内二か所でオレンジイルミネーションを実施する。 福祉保健部子育て支援課 0749-26-0994

585 長浜市 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
子育て支援課家庭児童相
談室

0749-65-6544

586 長浜市 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
子育て支援課家庭児童相
談室

0749-65-6544

587 草津市 11月1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

588 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

589 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

590 守山市 11月18日 ○
市内ショッピングセンターにて、オレンジリボン等の啓発グッズの配
布

こども家庭局
こども家庭相談課

077-582-1159

591 守山市 11月中 ○ 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

592 守山市 11月中 ○ 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

593 栗東市 １１月 ○ 市職員にオレンジリボンの着用を依頼 子育て応援課 077-551-0300

594 栗東市 11月1日 ○ 駅前や商業施設前にて啓発物品の配布 子育て応援課 077-551-0300

595 甲賀市 11月1日 ○
貴生川駅前・ショッピングモール等において、児童虐待防止に関す
る啓発物品の配布

健康福祉部こども応援課家
庭児童相談室

0748-86-8424

596 野洲市 5月11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

597 野洲市 9月
第7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

598 野洲市 11月上旬 ○
市内保育園において、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

599 高島市 7月5日
「児童虐待防止推進週間」に合わせ、平和堂等市内４店舗にてゆ
るきゃらと一緒にポケットティシュを配布

子ども家庭相談課 0740-25-8517

600 高島市 10月16日 「びわこ高島栗マラソン」会場にてオレンジ風船等グッズを配布 子ども家庭相談課 0740-25-8517

601 高島市 11月1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

602 高島市 11月 ○
市役所庁舎内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

603 高島市 11月13日 ○ 「高島市青少年育成大会」にて啓発コーナー設置 子ども家庭相談課 0740-25-8517

604 高島市 11月27日 ○ 「高島市人権のつどい」にて啓発コーナー設置 子ども家庭相談課 0740-25-8517

605 高島市 12月11日 「高島市食と健康のつどい」にて啓発コーナー設置 子ども家庭相談課 0740-25-8517

606 高島市 通年 ○
市広報誌に児童虐待防止についての記事を連載
市役所庁舎内に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

607 東近江市 年間 ○ 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

608 東近江市 11月1日 ○ 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

609 米原市 11月10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

610 日野町 11月23日 ○
「心ふれあう福祉のつどい　2016」わたむき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

611 竜王町 11月1日 ○
町内児童関連事業所、学校・園、役場庁舎内、民生委員児童委員
に啓発物品の配布

健康推進課
子ども家庭相談室

0748-58-1006

612 竜王町 11月18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

0748-58-1006

613 愛荘町 10月7日
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

滋賀県



614 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

615 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

【京都府】

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 備考

616 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

617 京都府 11月 ○ 駅、商業施設での街頭啓発活動（啓発グッズ配布等） 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

618 京都府 11月 ○ 駅、商業施設での街頭啓発活動（啓発グッズ配布等） 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

619 京都府 通年
保健所窓口にて啓発物品（オリジナルウェットティッシュ・マグネット
クリップ）を配布

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

620 京都府 11月 ○
ハイリスク妊産婦支援・府民向けリーフレット（「ひとりで悩んでいま
せんか？～ママのこころとからだ～（仮）」）作成（※管内の小児科・
産婦人科・保健センター等にて配布予定）

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

621 京都府 11月 ○
山城管内市町と協働し、街頭啓発（大型スーパーにてティッシュ配
布等）を実施

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

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

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

623 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

624 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

625 京都府 11月13日 ○
中丹絆フェスタ会場（舞鶴市）でブースを設け、パネル展示と共に
オレンジリボンとハンドブックを来場者に配布し啓発

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

626 京都府 11月4日 ○ 綾部市内の商業施設で啓発物品を配布 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

627 京都府 10月23日 伊根町役場前のイベントに合わせて啓発物品の配布。 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

628 京都府 11月1日 ○ ショッピングセンター前にて啓発物品の配布。 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

629 京都府 11月10日 ○ ショッピングセンター前にて啓発物品の配布。 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

630 京都府 11月 ○ ショッピングセンター前にて啓発物品の配布。 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

631 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

632 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

633 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

634 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

635 綾部市 11月4日 ○ 児童虐待防止街頭啓発（綾部アスパ）
福祉保健部
民生児童課

0773‐40‐1088

636 綾部市 12月11日 地域子育てふれあいイベント「ほっとランド事業２０１６」の開催
福祉保健部
民生児童課

0773‐40‐1088

637 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

638 井手町
１１月５日、

６日
○

１１月５日・６日開催の井手町文化祭において啓発物品（マグネット
クリップ・ウェットティッシュ・カイロ）を来場者に配布

いづみ人権交流センター 0774-82-3380

639 伊根町 10月23日
町主催のイベント会場にて、京都府作成の児童虐待防止ハンド
ブック等の配布

保健福祉課 0772-32-0504

640 宇治市
9月28日～
11月30日

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

福祉こども部
こども福祉課

0774-22-3141

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

健康福祉部子育て支援課 0771-25-5027

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

643 京丹波町 10月23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

644 京都市 11月1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

滋賀県

京都府



645 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

646 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，地下鉄車内及び地下鉄
駅は11月中の2週間，市内主要駅は11月中の1週間を予定）

保健福祉局子育て支援部
児童家庭課

075-251-2380

647 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

648 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

649 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

650 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

651 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

652 京都市 通年 ○
公衆電話への啓発ステッカー掲示及び民生児童委員への啓発ス
テッカー配布

保健福祉局子育て支援部
児童家庭課

075-251-2380
近畿２府４県４政令市
共同事業

653 久御山町 11月 ○ 京都府作成のオレンジリボン等、啓発物品・チラシの配布 子育て支援課 075-631-9904

654 城陽市 通年 ○ 市作成のリーフレット配付
福祉保健部
子育て支援課 子育て支援
係

0774-56-4036

655 精華町 11月20日 ○ 街頭啓発。せいか祭りでの、啓発物品（ティッシュ、マスク）配布
健康福祉環境部子育て支
援課

0774-95-1917

656 精華町 11月 ○
庁舎内でのオレンジリボン・ツリー展示
（ツリーは、町内各保育所・幼稚園保護者に記入してもらった児童
虐待防止を願うオレンジのメッセージカードで装飾）

健康福祉環境部子育て支
援課

0774-95-1917

657 精華町 11月 ○ 庁舎内・関係各機関での啓発物品設置及び啓発ポスター掲示
健康福祉環境部子育て支
援課

0774-95-1917

658 南丹市 11月 ○ 広報啓発用手提げカバンを作成し、講演会と街頭啓発時に配布
市民福祉部子育て支援課
子育て支援係

0771-68-0017

659 福知山市 11月1日 ○
要諦協代表者委員による公報啓発グッズ（貼るカイロ）を配布
PLANT3、イオン福知山店　２箇所にて開催。
市役所庁舎に啓発用のぼりを掲揚。

福祉保健部子育て支援課 0773-24-7066

660 舞鶴市
11月6日、

20日
○ リーフレットの配布

健康・子ども部
子ども支援課

0773-66-2120

661 宮津市
11月１日～

30日
○ 市庁舎ほか１カ所で児童虐待防止啓発懸垂幕を掲出

健康福祉部社会福祉課子
育て支援係

0772-45-1621

662 宮津市
11月下旬～
12月26日

○ 市公共施設３箇所にオレンジリボンツリーを設置
健康福祉部社会福祉課子
育て支援係

0772-45-1621

663 宮津市 10月29日
ペップ・キッズ・ガーデン受付付近においてオレンジリボンと啓発
ウェットティッシュ、京都府ハンドブック、啓発用風船の配布（宮津
市民体育館）

健康福祉部社会福祉課子
育て支援係

0772-45-1621

664 宮津市 11月1日 ○
ミップル宮津店前においてオレンジリボンと啓発ウェットティッシュ、
京都府ハンドブックの配布

健康福祉部社会福祉課子
育て支援係

0772-45-1621

665 宮津市 11月20日 ○
宮津市民駅伝競走大会において、オレンジリボンタスキの使用と
啓発ウェットティッシュ等の受付配架

教育委員会事務局社会教
育課社会教育係

0772-45-1642

666 向日市 11月中 ○
職員にオレンジリボンを配布。着装することにより啓発運動を推進
する

健康福祉部子育て支援課 075-931-1111

667 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

668 向日市 11月20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

669 八幡市
11月11日、

18日
○

警察や中学生等と一緒に市内スーパーマーケットで啓発用ポケッ
トティッシュを配付。

福祉部子育て支援課 075-983-1111

670 与謝野町 １１月 ○
地域イベント（りんご祭り・SL祭り）において児童虐待に関する啓発
物品を来場者に対して配布

子育て応援課 0772-43-9024
府保健所と合同で実
施予定

671 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

【大阪府】

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 備考

672 大阪市 11月2日 ○
難波駅周辺に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布し、オレンジリボンキャンペーン街
頭ＰＲ活動(大阪府・堺市と合同実施)

こども青少年局子育て支援
部こども家庭課

06－6208－8032

673 大阪市 11月 ○
大阪市内の幼稚園、保育園、児童福祉施設、協同住宅関係、市営
地下鉄駅構内等へ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

京都府

大阪府



674 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
グッズを配布

こども青少年局子育て支援
部こども家庭課

06－6208－8032

675 堺市 11月1日 ○ 堺東駅前等での啓発物品の配布
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
大阪府・大阪市との共
同取組

676 堺市 随時 ○ 啓発ステッカーを民生委員児童委員へ配布し、掲示を依頼
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
近畿２府４県４政令指
定都市との共同取組

677 堺市 随時 ○ JR西日本及び私鉄各社の駅構内での厚労省ポスター掲示
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
近畿２府４県４政令指
定都市との共同取組

678 堺市
11月1日～

25日
○

堺市役所本館１階ロビーにて、タぺストリー・パネルの展示
各区役所・女性センターにて懸垂幕の掲示

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

女性に対する暴力を
なくす運動（パープル
リボンキャンペーン）と
共同実施

679 堺市
11月1日～

30日
○

堺東駅前通路橋にて、児童虐待防止及び女性に対する暴力防止
に関する横断幕を掲示

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

女性に対する暴力を
なくす運動（パープル
リボンキャンペーン）と
共同実施

680 堺市
11月1日～

30日
○

市公用車に、オレンジリボン・パープルリボンを掲載した磁気シート
を貼付

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

女性に対する暴力を
なくす運動（パープル
リボンキャンペーン）と
共同実施

681 堺市

4月24日、
8月20日、
11月3日、6

日、12日、13
日、20日

○ 各区で実施する区民まつりにおいて、啓発物品を配布
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

女性に対する暴力を
なくす運動（パープル
リボンキャンペーン）と
共同実施

682 堺市 11月 ○ 職員の名札へ紙製啓発バッヂの貼付
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

女性に対する暴力を
なくす運動（パープル
リボンキャンペーン）と
共同実施

【兵庫県】

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 備考

683 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

684 神戸市 10月～11月 ○ 各区役所にて、啓発チラシ等の配布の実施。
こども家庭局こども家庭支
援課

078-322-5211

【奈良県】

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 備考

685 奈良県

10月22日、
29日、30日、
11月5日、20
日、27日、12

月10日

○
県主催イベントや大学祭などで、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

686 奈良県 11月1日 ○
街頭キャンペーンの実施（於：近鉄奈良駅）　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

11月1日県内一斉オレ
ンジリボンキャンペー
ンとして10月下旬を目
途に報道発表（県内
18市町村参加予定）

687 奈良県 11月中 ○ 県施設にて、啓発パネル、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

688 奈良県 11月中 ○
県内大学内の本屋等で啓発用のブックカバーを配布。大学の最寄
り駅にポスターを掲示。

健康福祉部こども・女性局
こども家庭課

0742-27-8605

689 明日香村 11月1日 ○
於：役場、中学校、小学校、幼稚園、保育園。　職員、更正委員、更
正女性会、民生委員、保育園、幼稚園へのリボン装着。

健康づくり課 0744-54-5550

690 明日香村 11月中 ○ 小学校、中学校でオレンジリボン作り 健康づくり課 0744-54-5550

691 安堵町 11月20日 ○
「安堵町産業フェスティバル」（安堵町福祉保健センター）　啓発物
品の配布

健康福祉課 0743-57-1590

692 斑鳩町 11月1日 ○ 庁舎内、福祉会館で啓発物品の配布。 福祉子ども課 0745-74-1001

693 生駒市 11月1日 ○
街頭キャンペーンの実施（於：近鉄生駒駅）　啓発リーフレットや
グッズの配布

こどもサポートセンター 0743-73-1005

694 生駒市 11月中旬 ○
「オレンジリボンキャンペーン」（北コミュニティセンター等）　啓発物
品の配布

こどもサポートセンター 0743-73-1005

695 宇陀市 11月1日 ○
街頭キャンペーンの実施（於：近鉄榛原駅、室生口大野駅、ショッ
ピングセンター）　啓発リーフレットやグッズの配布

こども未来課 0745-82-2236

大阪府

兵庫県

奈良県



696 宇陀市 9月4日 「子どもフェスタ」（総合体育館）　啓発グッズの配布等 こども未来課 0745-82-2236

697 王寺町 11月27日 ○
「王寺町福祉まつり」（王寺町文化福祉センター）　特設ブースを設
置

福祉介護課 0745-73-2001

698 大淀町 11月1日 ○
保育所登園時の保護者に対して、保育所の玄関において、啓発
グッズを配布しながら、児童虐待防止月間の周知と児童虐待防止
の啓発を行う。

福祉課 0740-52-5501

699 大淀町
7月9日、11
月、12月

○
イベント会場や教育・保育施設入り口において、啓発グッズを配
布。

福祉課 0740-52-5501

700 香芝市 11月1日 ○
街頭キャンペーンの実施（於：市内の駅）　啓発リーフレットやグッ
ズの配布

子ども支援課 0745-79-7522

701 香芝市 11月23日 ○
「香芝市ふれあいのつどい」（香芝市総合福祉センター）　障害者と
その家庭にふれあいとレクリエーションを通じた交流の場で、地域
社会の正しい理解と協力を求める。

子ども支援課 0745-79-7522

702 橿原市 11月1日 ○
街頭キャンペーンの実施（於：近鉄八木駅）　啓発リーフレットや
グッズの配布

子育て相談課 0744-22-8984

703 橿原市 10月16日
「ふれあいいきいきまつり」（万葉ホール）　来場者に啓発物品を配
布し、啓発する。

子育て相談課 0744-22-8984

704 葛城市 11月1日 ○
「ゆめフェスタｉｎ葛城」（葛城市當麻寺境内、参道）　啓発グッズの
配布

子育て福祉課 0745-48-2811

705 上北山村 9月24日
「長寿と健康のつどい」（体育館）　式典と演劇があり、参加者には
記念品を配布。一緒に児童虐待防止啓発物品を配布。村民の約
50％が高齢者のため、この機会に啓発を行う。

住民課 07468-2-0001

706 上北山村 7月13日 「差別をなくす村民集会」で啓発グッズを配布。 住民課 07468-2-0001

707 河合町 10月23日

「ふれあいのつどい」（福祉会館）　『人とふれあい　やさしさに出会
い住んでよかった河合町』をテーマにすべての人が楽しい１日を過
ごしふれあいと支え合う町づくりを進める。ブースを設置し、啓発活
動を行う。

福祉政策課 0745-57-0200

708 河合町 11月中 ○ 公共施設での展示、小学校への配布　など 福祉政策課 0745-57-0200

709 川西町 11月6日 ○
「川西文化祭」（川西文化会館）　文化祭で実施する骨密度検査時
に啓発グッズを配布。

健康福祉課 0745-44-2631

710 上牧町 11月3日 ○ 「ペガサスフェスタ2016」（上牧町2000年会館）　啓発グッズの配布 福祉課 0745-76-1001

711 黒滝村 11月中 ○ 文化祭で啓発物品を配布。 保健福祉課 0747-62-2031

712 広陵町 11月1日 ○
町内幼稚園、保育園において、保護者に対してオレンジリボングッ
ズを配布。園児にオレンジリボンを作成してもらう。

子ども支援課 0745-55-6820

713 広陵町
9月17日、18

日

「かぐや姫まつりでの広報活動」（竹取公園）　まつりの参加者に啓
発グッズを配布。テントの一角に啓発コーナーを設け、パネル展示
する。

子ども支援課 0745-55-6820

714 五條市 11月1日 ○ 市役所内で啓発リーフレットやグッズの配布 保健福祉センター 0747-25-2631

715 五條市 5月～12月 ○
人権集会、男女共同参画講演会、諸々の講演会でオレンジリボ
ン、ティッシュ等の配布

保健福祉センター 0747-25-2631

716 御所市 11月1日 ○
街頭キャンペーンの実施（於：近鉄御所駅、市役所前）　啓発用
ティッシュ、市で作成したマスクを配布。

児童課 0745-62-3001

717 御所市 11月13日 ○
「食と農のフェスタ」（葛城公園）　ブースを設け、パネル等の展示。
子どもが喜ぶ手作り品（牛乳パックの竹とんぼなど）と市で作成した
啓発物品を配布。

児童課 0745-62-3001

718 桜井市 11月6日 ○
「桜井市ウォーキングフェスティバル」（桜井市芝運動公園）　啓発
物品の配布とオレンジリボンをつけて参加してもらう。

こども未来課 0744-47-4406

719 桜井市 11月中 ○ 市役所本庁舎ロビーや市図書館、保健福祉センターにて展示 こども未来課 0744-47-4406

720 三郷町 11月1日 ○ 街頭キャンペーンの実施（於：信貴山下駅）　啓発グッズの配布 福祉政策課 0745-43-7322

721 三郷町 11月12日 ○
「人権フェスタ」（ふれあい交流センター）　人権の大切さを確認する
ためにさまざまな催しを行う。

福祉政策課 0745-43-7322

722 下北山村 10月15日 「健康と長寿のつどい」（体育館）　啓発物品を配布 保健福祉課 07468-6-0015

723 曽爾村 11月1日 ○ 役場にて来庁者に啓発グッズの配布 保健福祉課 0745-94-2103

724 田原本町 11月1日 ○ 街頭キャンペーンの実施（於：田原本駅）　ティッシュの配布 健康福祉課 0744-34-2098

725 田原本町 11月3日 ○ 「やどかり市」　ティッシュ配り 健康福祉課 0744-34-2098

726 天川村 9月13日 「天川村社会福祉大会」（小学校体育館）　啓発物品の配布 健康福祉課 0747-63-9110

727 天理市 11月1日 ○
市内の大型スーパー、商店街にて、オレンジリボン等を配布、のぼ
り・パネル等で啓発活動をする。

児童福祉課 0743-63-1001

奈良県



728 天理市 11月中 ○ 大学生と協同で商店街でオレンジリボンを配布 児童福祉課 0743-63-1001

729 天理市 11月中 ○ 天理市職員へオレンジリボンを配布 児童福祉課 0743-63-1001

730 十津川村 11月1日 ○ 役場ロビーにて啓発物品を配布、児童虐待防止をよびかけ。 福祉事務所 0746-62-0902

731 奈良市 11月1日 ○
街頭キャンペーンの実施（於：近鉄学園前駅）　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

子育て相談課 0742-34-4804

732 奈良市 11月中 ○ 市庁舎正面玄関でパネルの展示、啓発グッズの配布など 子育て相談課 0742-34-4804

733 野迫川村 10月29日 「野迫川村敬老福祉まつり」（公民館）　啓発活動 住民課 0747-37-2101

734 東吉野村
11月19日、

20日
○

「東吉野まるごとフェスティバル」（運動公園）　文化発表会、農林産
物品評会、健康フェスティバル　など

住民福祉課 0746-42-0441

735 平群町 11月1日 ○
街頭キャンペーンの実施（於：竜田川駅、平群駅、元山上口駅、東
山駅）　啓発グッズの配布

福祉課 0745-45-5872

736 三宅町
10月29日、

30日
「三宅町文化祭」（庁舎周辺）　啓発グッズの配布 子ども未来課 0745-43-3580

737
大和郡山

市
10月23日

「すこやかフェア21」（さんて郡山）　来場者にオレンジリボンの配
布。オレンジリボンツリーの作成等啓発活動を行う。

こども福祉課 0713-53-1542

738
大和郡山

市
11月3日 ○

「子どもを守ろう！すくすく子育て大和郡山～つなげようオレンジリ
ボンの輪～」（郡山城趾一帯）　児童虐待防止のたすきをかけ横断
幕を持ってパレードに参加。ブースを設置しオレンジリボンと啓発
グッズの配布。オレンジリボンツリーの作成とクイズ。

こども福祉課 0713-53-1542

739
大和高田

市
9月17日

「交通安全・子育てフェスティバル」（大和高田市総合福祉会館）
啓発物品の配布等

児童福祉課 0745-22-1101

740
大和高田

市
11月13日 ○ 「元気ウィーク」（奈良県産業会館）　啓発物品の配布等 児童福祉課 0745-22-1101

741 吉野町 11月5日 ○
「ふるさとよしの元気まつり」（吉野運動公園）　ブースを設置し啓発
物品を配布。

長寿福祉課 0746-32-8856

【和歌山県】

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 備考

742 和歌山県 11月19日 ○ ふれあい人権フェスタで児童虐待防止の啓発を行う（和歌山市） 子ども未来課 073-441-2497

743 岩出市 10月27日
文化祭開催に合わせ啓発：児童虐待防止啓発用チラシ付き石鹸
の配布

生活福祉部子育て支援課 0736-62-2141

744 岩出市 11月1日 ○
駅頭啓発（童話運動推進月間、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付き石鹸の配布

生活福祉部子育て支援課 0736-62-2141

745 岩出市 11月12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付き石鹸
の配布

生活福祉部子育て支援課 0736-62-2141

746 かつらぎ町 １１月 ○
「虐待してるかも」「されてるかも」と感じた際に迷わず相談すること
を周知する為のパンフレット「これって子ども虐待ですか？」の配布

教育委員会総務課子育て
係

0736-22-0300

747 紀の川市 11月10日 ○ トリプルＰ講座開催時にリーフレット配布 子育て支援課 0736-77-0863

748 新宮市 11月 ○ 庁内職員にオレンジリボンと児童虐待防止のカードを配布
子育て推進課（子育て支援
センター）

0735－23－3740

749 新宮市 11月 ○
保健センター（子育て支援センター）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

750 新宮市 11月 ○
オレンジリボン街頭キャンペーンの際、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、オレンジ色の風船、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

751 すさみ町
11月若しくは

３月
１１月街頭啓発活動か３月いきいきふれあい祭りでカード等配布 住民生活課 0739-55-4804

752 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

753 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

754 橋本市
11月～

平成29年3
月

○
児童虐待に関する小冊子を作成し、各学校・園など関係機関へ配
付予定

橋本市こども課 0736-33-6102

755 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

奈良県

和歌山県



【鳥取県】

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 備考

756 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

757 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

758 岩美町 11月 ○ 自治体独自の物品を街頭で配布する予定。 住民生活課 0857-73-1415

759 倉吉市 11月 ○ ホームページへの掲載 福祉保健部子ども家庭課 0858-22-8220

760 倉吉市 11月 ○ 館報への掲載 福祉保健部保健センター 0858-26-5670

761 江府町 11月12日 ○
児家セン主催のオレンジリボンたすきリレーに併せて、道の駅で啓
発パンフレット等の配布を行う。

福祉保健課 0859-75-6111

762 境港市
10月13日
及び11月

○
要対協構成機関関係者に参加を呼びかけ、オレンジリボンを作成
し、11月に関係機関職員及び市民に配付

福祉保健部子育て支援課
育児支援係

0859-47-1077

763 境港市 10～11月 ○
オレンジリボンキャンペーン用ポケットティッシュを製作、市内の公
民館行事、スーパーにてオレンジリボン等とともに市民に配付

福祉保健部子育て支援課
育児支援係

0859-47-1077

764 境港市 11月 ○ 要対協構成機関関係者にオレンジリボン等を配布
福祉保健部子育て支援課
育児支援係

0859-47-1077

765 南部町 11月 ○ 鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー啓発用品の配布 健康福祉課 0859-66-5524

766 日吉津村
10月1～11

月30日
○

虐待防止月間の周知（村内の小学校、保育所へチラシ配布）,ポス
ターの掲示

福祉保健課 0859-27-5952

767 伯耆町 11月12日 ○ 米子みその・児童相談所のオレンジリボンたすきリレー活動に参加 福祉課 0859-68-5534

768 伯耆町 10月～11月 ○ 町内の保・小・中学校にてオレンジリボンの小旗を制作 福祉課 0859-68-5534

769 湯梨浜町 11月 ○ 各健診会場、こども園、保育所、小中学校にてチラシを配布。 子育て支援課母子保健課 0858-35-5321

【島根県】

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 備考

770 島根県 11月上旬 ○ 松江駅周辺での街頭啓発活動を実施（チラシ等の配布）
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
中央児相、松江市等
との合同実施

771 島根県
11月1日
～ 20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
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

772 島根県 10月16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

773 島根県 11月4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

774 島根県 11月5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

775 島根県 6月 幼稚園、保育所、小中学校へ児童虐待啓発チラシの配布。 出雲児童相談所 0853-21-0007

776 出雲市 11月5日 ○ 市内のショッピングセンターで啓発チラシを配布。 子ども未来部子ども政策課 0853-21-6604

777 出雲市
11月1日～

30日
○ 市内のショッピングセンターで啓発パネルを展示。 子ども未来部子ども政策課 0853-21-6604

778 雲南市 ５月
「教職員・保育従事者のための児童虐待対応の手引き」を市内全
教職員へ配布
「虐待対応マニュアル」を市内幼保小中学校へ各１部配布

子ども政策局子ども家庭支
援課

0854-40-1067

779 雲南市 ５月

「子育て応援カード～子育てに悩んでいませんか？～」リーフレット
の配布
市内幼保小中の保護者、市役所、各総合センター窓口、各交流セ
ンター窓口、社協等へ（７，０００枚）

子ども政策局子ども家庭支
援課

0854-40-1067

780 雲南市 １１月 ○
児童虐待防止月間街頭活動
オレンジリボン缶バッジ　啓発チラシの配布

子ども政策局子ども家庭支
援課

0854-40-1067

781 大田市 11月1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

782 大田市
9月1・2日、
11月18・19

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

島根県

鳥取県



783 大田市 通年 ○ 乳児健診等において虐待防止、育児相談のリーフレットを配布 子育て支援課 0854-83-8147

784
隠岐の島

町
11月 ○ ショッピングセンター等において児童虐待に関するチラシ等の配布 福祉課児童福祉係 08512-28577

785 浜田市 10月～11月 ○
地域のフェスティバル（5会場）で児童虐待防止チラシ・グッズの配
布

健康福祉部子育て支援課
子ども家庭相談係

0855-25-9331

786 浜田市 11月 ○ 関係機関へ要対協作成の児童虐待防止リーフレットの配布
健康福祉部子育て支援課
子ども家庭相談係

0855-25-9331

787 益田市
11月中（日
時は未定）

○ 街頭キャンペーンでチラシを配布 福祉環境部子育て支援課 0856-31-1977

788 美郷町 11月 ○ 町広報誌に11月は「児童虐待防止推進月間」について掲載
健康福祉課
子育て支援係

0855-75-1931

789 安来市 10月20日 市報にて啓発文掲載
健康福祉部子ども未来課子
育て支援係

0854-23-3209

790 安来市 11月 ○ 市各部署職員にオレンジリボン配布し活動趣旨を通知
健康福祉部子ども未来課子
育て支援係

0854-23-3209

791 安来市
11月1日
～30日

○ 市施設に啓発懸垂幕設置
健康福祉部子ども未来課子
育て支援係

0854-23-3209

【岡山県】

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 備考

792 岡山県
11月15日～

30日
○

県庁舎へ懸垂幕を掲出し、児童虐待防止月間及び条例施行を周
知

保健福祉部子ども未来課児
童福祉班

086-226-7911

793 岡山県 11月19日 ○
「岡山県子どもを虐待から守る条例」施行を受け、子ども虐待防止
の普及・啓発及び条例周知を目指した「子ども虐待防止フォーラ
ム」（講演及びシンポジウム）を開催

保健福祉部子ども未来課児
童福祉班

086-226-7911

794 岡山県 11月 ○ 街頭キャンペーンの実施・各種研修会等で啓発グッズの配布
美作県民局健康福祉部福
祉振興課

0868-23-0113

795 岡山県 通年 ○
備中県民局、3地域事務所庁舎に児童相談所全国共通ダイヤルを
懸垂幕で掲示

備中県民局健康福祉部福
祉振興課

086-434-7023

796 岡山県
11月1日
～30日

○ 備中県民局、3地域事務所庁舎に児童虐待防止の懸垂幕を掲示
備中県民局健康福祉部福
祉振興課

086-434-7023

797 岡山市 7月
市内公私立保育園、認可外保育園、幼稚園、こども園、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）を配布。

岡山っ子育成局
こども福祉課

086-803-1223

798 岡山市 8月3日
岡山市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
ン啓発資料を配布。

岡山っ子育成局
こども福祉課

086-803-1223

799 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
育園、幼稚園、小中学校、の416校園の学校園便りにオレンジリボ
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

800 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。また、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

801 岡山市 11月 ○ 岡山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

802 岡山市 11月6日 ○
岡山ドームで開催される「わくわく子どもまつり」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

803 岡山市 12月4日
岡山ドームで開催される「人権フェスティバル」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

804 笠岡市 9～11月 ○
高校生がオレンジリボン作成・協議会構成員による市行事での配
布・市職員の着用

健康福祉部子育て支援課 0865-69-2132

805 笠岡市
11月1日
～30日

○ 市本庁舎への児童虐待防止推進月間の啓発用垂れ幕掲示 健康福祉部子育て支援課 0865-69-2132

806 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

807 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

808 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

809 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

810 倉敷市 11月27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
水島社会福祉事務所

086-426-3330
086-446-1114

811 倉敷市 11月18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

812 倉敷市 11月4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

813 総社市
11月1日
～30日

○ 本庁玄関前懸垂幕を掲揚, 保健福祉部こども課 0866-92-8268

岡山県

島根県



814 高梁市 11月上旬 ○ ショッピングストア2箇所においてチラシ等配布による啓発活動
健康福祉部こども未来課課
支援係

0866-21-0288

815 高梁市 11月中 ○ 懸垂幕の掲示
健康福祉部こども未来課課
支援係

0866-21-0288

816 早島町 11月6日 ○
生涯学習まつり会場で愛育委員が来場者に虐待予防を呼びかけ、
リーフレット等を配布

健康福祉課 086-482-2483

817 美作市 11月 ○
児童虐待防止について懸垂幕・のぼりにて啓発を行う（市役所・保
健センター・各総合支所内）。

保健福祉部巣社会福祉課
総合相談係

0868-75-3919

818 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

819 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

820 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

821 真庭市 1月 「食育・健康まつり2017」での予防啓発。啓発グッズの配布 子育て支援課 0867-42-1054

822 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

823 真庭市 11月 ○ 「女性に対する暴力をなくす運動」とタイアップした啓発活動
くらし安全課
子育て支援課

0867-42-1172
0867-42-1054

824 岡山県 10月～3月 ○ 管内愛育委員会研修会・会議にて普及啓発 岡山県美作保健所 0868-23-0148

825 岡山県 11月 ○ 備前県民局庁舎に児童虐待防止啓発のパネルを設置（検討中）
備前県民局健康福祉部福
祉振興課

086-272-3989

826 岡山県 11月～2月 ○
管内市町での子育て支援に係るイベント等において、児童虐待防
止に関する啓発資材を配布

備前県民局健康福祉部福
祉振興課

086-272-3989

827 勝央町 10月9日
金時まつりの際に、愛育委員による児童虐待防止のリーフレットの
配布

健康福祉部 0868-38-7102

828 瀬戸内市 11月20日 ○
市の相談先がわかるチラシ作成し、クリアファイル(市で購入する）
に入れて保健福祉フェスタで配布する。

子育て支援課 0869-26-5947

829 赤磐市 11月中 ○ 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

830 赤磐市 11月中 ○ 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

831 赤磐市 11月中 ○ 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

832 備前市 11月5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

833 美咲町 11月 ○
オレンジリボンの作成。職員、町議会議員、民生委員児童委員に
配布

こども課 0868-66-1215

834 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

835 和気町 11月中 ○
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る。

民生福祉部
健康福祉課

0869-93-3681

【広島県】

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 備考

836
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

837
神石高原

町
11月～ ○ オレンジリボン着用（要対協構成機関） 福祉課 0847-89-3335

838
神石高原

町
11月～ ○ 児童虐待防止リーフレットを中学生以下の子供の保護者へ配布 福祉課 0847-89-3335

839 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

840
安芸高田

市
11月（予定） ○ 啓発グッズ配付（保・幼・小・中）

福祉保健部子育て支援課
児童福祉係

0826-47-1283

841 江田島市 11月 ○ 市内の児童・生徒，保育園児に啓発物品、パンフレットを配布 子育て支援センター 0823-42-2852

842 尾道市 11月1日～ ○
オレンジリボンを市で3000個作成しカード型のリーフレットと一緒
に、広く一般に配布。

子育て支援課 0848-38-9215

843 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
時全戸配布）

福祉保健部こども課 082-823-9227

844 熊野町 11月中 ○ 虐待防止に関するパンフレットを配布 子育て・健康推進課 082-820-5609

岡山県

広島県



845 呉市 11月 ○
オレンジリボンキャンペーンと称し，民生委員児童委員を通じて地
域で行われるイベントで啓発ティッシュを配付する

福祉保健部　子育て支援課
家庭児童相談グループ

0823-25-3599

846 坂　町 6月25日
上記来場者（約800人）に児童虐待防止クリヤファイル及びチラシを
配布し、児童虐待防止の啓発を行った。

民生部民生課 082-820-1505

847 庄原市 11月上旬 ○
オレンジリボンを作成し、リーフレット等とともに配布し街頭PRを行
う。

生活福祉部児童福祉課あ
んしん支援係

0824-73-0051

848 竹原市 11月 ○ 市役所他公共施設に啓発用のぼり旗を設置
福祉部社会福祉課子ども福
祉係

0846-22-7742

849 竹原市 11月 ○ 相談先及び通告先リーフレットを全戸回覧
福祉部社会福祉課子ども福
祉係

0846-22-7742

850 廿日市市 通年 ○
市の広報紙において、家庭児童相談・市子育て支援センター・保育
園での電話育児相談を紹介

福祉保健部子育て支援課
児童家庭係

0829-30-9153

851 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
福祉保健部子育て支援課
児童家庭係

0829-30-9153

852 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
こども未来部こども家庭課
子育て支援係

082-420-0407

853 東広島市 10月3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

こども未来部こども家庭課
子育て支援係

082-420-0407

854 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

855 福山市 11月5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

856 福山市 11月1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

857 府中市 10月29日 学びフェスタにて児童虐待防止啓発物等配布 健康福祉部女性こども課 0847-43-7255

858 府中市 11月17日 ○ 市内店舗にて児童虐待防止啓発物等を配布 健康福祉部女性こども課 0847-43-7255

859 三原市 11月5日 ○
イオン三原店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。虐待防止リーフレット・三原市作成のチラシ・市内の作業所で
作成した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

0848-67-6045

860 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

【山口県】

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 備考

861 岩国市
11月1日
～30日

○ 市でリーフレットを配布し、相談窓口の周知
健康福祉部こども支援課家
庭児童相談室

0827-29-5076

862 宇部市 7月15日
宇部市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

家庭児童相談室 0836-34-8333

863 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 家庭児童相談室 0836-34-8333

864
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

865
山陽小野

田市
通年 ○ 公用車にオレンジリボンを貼り付け こども福祉課 0836-82-1175

866 下関市 １～３月 児童虐待や子育て支援に関するリーフレットの作成及び配布 こども未来部こども保健課 083-231-1432

867
周防大島

町
通年 ○

「こんにちは赤ちゃん訪問（生後4か月）」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

868 萩市 11月13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

869 光市
11月1日
～30日

○ 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

870 平生町 11月中 ○ 役場庁舎に懸垂幕の掲揚 健康福祉課こども班 0820-56-7115

871 防府市 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
健康福祉部子育て支援課
子ども相談室

0835-25-2414

872 防府市 12月 市役所庁舎内にオレンジリボンのクリスマスツリーを設置
健康福祉部子育て支援課
子ども相談室

0835-25-2414

873 柳井市 11月中 ○ 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 社会福祉課 0820-22-2111

874 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り口
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

875 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
チラシを封入し庁舎窓口（各総合支所）等に配置

健康福祉部こども家庭課家
庭児童相談室

083-934-2960

広島県

山口県



876 山口県 周南市 11月25日 ○
「こども家庭相談室　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）

福祉部次世代支援課
こども家庭相談室

0834-22-8452

【徳島県】

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 備考

877 つるぎ町 １１月 ○ 児童虐待防止の啓発用パンフレットの全戸配布 福祉課 0883-62-3116

878 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

879 鳴門市 通年 ○

　平成２８年度から本市の子育て情報をまとめた情報誌「子育てガ
イド」を作成・発行した。妊娠中や子育て中の方の不安を軽減する
ための事業の案内や、児童虐待の内容、発見した場合の通報先な
どを分かりやすくまとめて掲載することで、児童虐待の防止に繋げ
ている。
　平成２８年度の配布方法は、３歳未満児のいる全家庭に情報誌
を郵送、子育て支援拠点施設に設置、市公式ウェブサイトへの掲
載、妊娠届出提出者への直接配布としている。

健康福祉部
子どもいきいき課

088-684-1657

880 鳴門市 11月3日 ○
子ども虐待防止オレンジリボン運動をより多くの人に知っていただ
くため、ボートレース鳴門エントランスにて先着５００名様の来場者
に「オレンジリボン啓発マスク」を無料配布する。（予定)

企業局
ボートレース企画課

088-684-1657

881 吉野川市 11月26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

882 吉野川市 12月
第３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

【香川県】

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 備考

883 香川県 10月2日
子育て支援フェスティバル会場で児童虐待防止啓発のリーフレット
を配布した。

健康福祉部子育て支援課 087-832-3286

884 香川県 11月11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）を行い、リーフレットや啓発グッズを配布しながら虐待・DV防
止、里親制度の周知を図る。

健康福祉部子育て支援課 087-832-3286

885 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。

子育て支援課 087-876-6510

886 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。

子育て支援課 087-876-6510

887 宇多津町 随時 グッズ配布予定（未定） 保健福祉課 0877-49-8028

888 観音寺市 11月13日 ○
「ふくしまつり2016」において、啓発グッズ（ミニライト、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

889 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・高等学校の
児童生徒に配布）

子育て支援課 0875-23-3957

890 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

891 坂出市
10月29日～
11月29日

○
市立図書館内にオレンジリボンキャンペーンを周知するパネル展
示

健康福祉部こども課児童福
祉係

0877-44-5027

892 坂出市 11月9日 ○ 坂出駅前において市作成のリーフレット及び啓発グッズの配布
健康福祉部こども課児童福
祉係

0877-44-5027

893 さぬき市 5月10日 民生児童委員による声掛けキャンペーン 子育て支援課 0879-52-2517

894 さぬき市 7月18日 さぬきっ子ふぇすてぃばるでの虐待予防啓発物品の配布 子育て支援課 0879-52-2517

895 さぬき市 11月中 ○ 民生委員児童委員による街頭キャンペーン 子育て支援課 0879-52-2517

896 さぬき市 11月中 ○ 市内子育て支援センターでの虐待防止啓発講習会 子育て支援課 0879-52-2517

897 さぬき市 11月中 ○ さぬき市役所および各支所に啓発のぼり旗の設置 子育て支援課 0879-52-2517

898 小豆島町 12月 オレンジ＆パープルクリスマスツリー設置 健康づくり福祉課 0879-82-7038

899 善通寺市 通年
子ども課の公用車に虐待予防と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

900 善通寺市 通年
子ども課のマタニティ教室、すくすく教室、おっぱい＆まんま教室、
乳幼児相談に参加した妊婦、親子に啓発グッズ（ポケットティッ
シュ、ウェットティッシュ）を配布する。

保健福祉部子ども課 0877-63-6365

徳島県

香川県



901 善通寺市 通年
1.6歳児健診、3歳児健診、5歳児健診にて、子ども課パンフレット、
啓発グッズ（乳幼児医療証入れ、ボールペン）を配布する。

保健福祉部子ども課 0877-63-6365

902 善通寺市 10月22日
市内のイベントにて、子ども課パンフレット、オレンジリボン、啓発
グッズ（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

903 善通寺市
10月25日
12月20日

子ども課の行事（ハロウィンパーティ、クリスマス会）を活用して、参
加者に子ども課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

904 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を周知するステッ
カーを貼る。

保健福祉部子ども課 0877-63-6365

905 善通寺市 11月 ○ 市の建物玄関に児童虐待防止を啓発するのぼりを設置する。 保健福祉部子ども課 0877-63-6365

906 多度津町 11月中 ○
11月23日の多度津町こどもフェスティバルにおいてメモ帳100部を
配布予定

福祉保健課 0.877-33-4488

907 土庄町 11月5日 ○
オリーブリボンキャンペーン（土庄町大商業祭まつりでネットワーク
関係者によるパンフレットの配布やクイズラリーなどの啓発活動を
実施

健康増進課 0879-62-1234

908
東かがわ

市
6月末～7月

7日

七夕集会に向けて、市内幼稚園・保育所･こども園に啓発チラシと
虐待防止の標語が入った短冊とオレンジリボンを配布。親子で短
冊を作成することで、啓発活動した。

市民部子育て支援課 0879-26-1231

909
東かがわ

市
6月末～7月

7日

市内放課後児童クラブ・児童館に虐待防止の標語が入った短冊と
オレンジリボンを配布。指導員と作成した七夕飾りで、保護者にも
啓発した。

市民部子育て支援課 0879-26-1231

910
東かがわ

市
10月中

市内放課後児童クラブに今年度の啓発活動に利用するオレンジリ
ボンを配布。リボンを子どもたちと相談員・指導員で作成する。

市民部子育て支援課 0879-26-1231

911
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
が入った市作成のチラシを配布し、児童虐待防止推進月間を周知
して回る。

市民部子育て支援課 0879-26-1231

912
東かがわ

市
11月5日 ○

人権推進室主催の祭りにて、リボンや市作成のチラシを市民に対
し配布。また、参加者でオレンジリボンモニュメントを作成し啓発す
る。

市民部子育て支援課 0879-26-1231

913
東かがわ

市
11月初旬 ○

市内幼稚園・保育所・こども園・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。又、オレンジリボンモニュメントの作
成にも参加してもらう。

市民部子育て支援課 0879-26-1231

914
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推進月間を周知する。

市民部子育て支援課 0879-26-1231

915
東かがわ

市
11月8日～
12月2日

○
交流プラザに啓発用パネルを展示。オレンジリボンモニュメント作
成コーナーを設置し啓発する。

市民部子育て支援課 0879-26-1231

916
東かがわ

市
12月11日

福祉大会にて、リボンや市作成のチラシを市民・福祉委員・民生委
員に配布する。

市民部子育て支援課 0879-26-1231

917 丸亀市 11月 ○ 街頭にて啓発グッズを主任児童委員と共に配布
こども未来部
子育て支援課

0877-24-8808

918 三木町
①10月末
②11月7日

○
①関係機関、職員にオレンジリボンを配布
②マルナカ、ベルシティ、あいあいタウンにて啓発チラシ等を配布

まんでがん子ども課 087-891-3322

919 三豊市 4月中
保育所・幼稚園・小学校・中学校の保育士・教職員を対象に児童虐
待防止のための現場対応マニュアル資料を配布

健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

920 三豊市 6月12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（メモ帳・ボールペン・クリアファイル）

健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

921 三豊市 10月15日
みとよ健康福祉まつり2016にて、児童虐待防止啓発パネルを展
示、啓発チラシ・オレンジリボン・啓発マスクを配布

健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

922 三豊市 11月中 ○
児童虐待防止啓発チラシ（観音寺市と共同作製）を市内自治会回
覧用に配布

健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

923 三豊市 11月中 ○
児童虐待防止啓発チラシ（観音寺市と共同作製）を市内保育所・幼
稚園・小学校・中学校・高等学校の児童、生徒に配布

健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

924 三豊市 11月中 ○
子育て支援課窓口及び市庁舎入口に児童虐待啓発用ポケット
ティッシュを常置し、希望者に配布

健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

925 三豊市 11月中 ○ 市庁舎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

926 三豊市 11月中 ○
市長インタビューボードにオレンジリボンを掲示し、取材時にアピー
ル

健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

927 三豊市 11月中 ○ 市本庁舎・支所（６か所）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

928 三豊市 11月中 ○
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（手製）を
配布、着用を依頼

健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

929 三豊市 11月5日 ○
大型量販店にて、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（クリアファイル・カレンダー・メモ帳・チラシ）を配布

健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

930 三豊市 随時 乳児家庭訪問の際に、児童虐待防止啓発用ボールペンを配布 健康福祉部子育て支援課 0875-73-3016

931 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

932 高松市
7月20日

16:30
 ことでん瓦町駅改札前等において、啓発グッズを配布し、子ども虐
待とＤＶ防止を呼びかけた。

高松市子育て支援課こども
女性相談室

087-839-2384

香川県



933 高松市
10月16日

11:30～16：
00

　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。

高松市子育て支援課こども
女性相談室

087-839-2384

934 高松市
10月29日

11：00～13：
00

 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。

高松市子育て支援課こども
女性相談室

087-839-2384

935 高松市 11月中 ○
　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。

高松市子育て支援課こども
女性相談室

087-839-2384

936 高松市
11月17日

12:00～13:00
○

　子ども虐待・ＤＶ防止啓発キャンペーンセレモニー後、高松保育
園の子どもたちと一緒に子ども虐待防止を呼びかけながら、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。高松
市特別ゆめ大使「ことちゃん＆ことみちゃん」にも参加していただ
き、キャンペーンを盛上げ、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予定。

高松市子育て支援課こども
女性相談室

087-839-2384

937 高松市 12月中旬
 子ども虐待・ＤＶ防止の啓発活動として、チラシ等を配布し、子ども
虐待とＤＶ防止を呼びかける。

高松市子育て支援課こども
女性相談室

087-839-2384

938 高松市
12月22日
～25日

 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。

高松市子育て支援課こども
女性相談室

087-839-2384

【愛媛県】

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 備考

939 愛媛県 11月 ○
全国共通ダイヤル等を記したオレンジリボン資材（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

940 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

941
四国中央

市
11月 ○

・全国共通３桁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）を作成し、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

福祉部こども課子育て総合
相談係

0896-28-6027

942 松山市 通年 ○ 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

943 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

【高知県】

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 備考

944 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

945 四万十市 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、啓発 福祉事務所家庭福祉係 0880-34-1801

946 田野町 通年 児童相談所全国共通ダイヤル等啓発物配布 保健福祉課 0887-38-2812

947 土佐市 11月中 ○
児童虐待防止を啓発する幟旗を作成し、公共機関や学校等に設
置する。

土佐市少年育成センター 088-852-7702

948 土佐市 11月中 ○ 市の公用車に虐待防止を啓発するステッカーを取り付ける。 土佐市少年育成センター 088-852-7702

949 土佐市 11月1日 ○
市が作成した虐待防止を啓発するクリアファイル等を市内量販店
で市民に配布する。

土佐市少年育成センター 088-852-7702

950 南国市
11月１日～
３月31日

○ 市内幼稚・保育・小中高児童へ啓発用ポケットティッシュを配布 福祉事務所こども相談係 088-880-6564

951 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

952 黒潮町 2月 人権まつり（ふるさと総合センター）で虐待予防パンフレット等配布
黒潮町
健康福祉課

0880-43-2116

953 須崎市 5月～6月
市内小中学校・保育園を訪問して家庭児童相談室のチラシを配布
し、児童虐待防止の啓発を行う。全家庭にチラシ配布を依頼する。

須崎市家庭児童相談室 0889-42-1204

954 大川村
11月19日、

20日
○

村のイベントである産業文化祭で児童虐待相談窓口を開設する。
その際、チラシ等での周知も行う。

総務課 0887-84-2211

955 高知県
１０月上旬～

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）

地域福祉部
児童家庭課

088-823-9655

愛媛県

高知県

香川県



【福岡県】

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 備考

956 飯塚市 11月中旬 ○ ショッピングセンターでのリーフレット・講演会チラシ等の配布
こども・健康部　子育て支援
課

0948‐22‐5500
（1118）

957 糸島市 11月1日 ○
児童虐待防止と子ども女性への暴力防止の街頭啓発
啓発物品の配布

人権福祉部子ども課人権・
男女共同参画推進課

092-332-2074
092-332-2075

958 大野城市 11月6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

959 大牟田市 11月3日 ○ イベント会場にて児童虐待防止啓発パンフ等の配布
保健福祉部子ども未来室児
童家庭課

0944-41-2684

960 岡垣町 11月4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

961 春日市 11月 ○
オレンジリボンを作成し、市内公共機関に設置。市職員、教職員に
配付。

福祉支援部子育て支援課
子育て支援担当

092-584-1015

962 春日市 11月 ○
保護者向けの児童虐待防止啓発のチラシを作成し、市内小中学
校、保育所、幼稚園に配付。

福祉支援部子育て支援課
子育て支援担当

092-584-1015

963 春日市 10月23日 オレンジリボンを作成し、いきいきフェスタで配付。
福祉支援部子育て支援課
子育て支援担当

092-584-1015

964 香春町 8月～9月 庁舎内、町立保育所でポスター掲示 福祉課子育て支援係 0947-32-8415

965 久留米市
10月29～30

日
久留米大学大学生と協働で、同大学学園祭において、児童虐待防
止啓発グッズ、チラシ等を約1,000部配布。

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

966 久留米市 11月10日 ○
ゆめタウン久留米において、「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

967 久留米市 11月13日 ○
マナビィランド（場所：えーるピア久留米）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。また、児童虐待防止
の啓発を行い、啓発グッズを1,000部程度配布予定。

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

968 久留米市 11月13日 ○
西鉄久留米駅において、「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

969 久留米市 11月13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。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

970 古賀市 11月 ○
オレンジリボンを使用した児童相談啓発シールを作成し、市内各
小・中学校全児童に配布

保健福祉部子育て支援課
家庭支援係

092－942-1159

971 古賀市 11月 ○
児童虐待防止についての啓発チラシを作成し市内保育園・幼稚園
を通じて保護者に配布

保健福祉部子育て支援課
家庭支援係

092－942-1159

972 古賀市 11月 ○
500mlペットボトル入りの水に児童虐待防止推進月間のリーフレット
を添付したものを、市内3ヶ所で要保護児童対策地域協議会の関
係機関職員が配布

保健福祉部子育て支援課
家庭支援係

092－942-1159

973 志免町 11月20日 ○
１１月に実施する「志免町子どもの権利フェスタ」会場内に、「児童
虐待コーナー」を設置し、相談窓口の連絡先を記載したカードを配
置。

子育て支援課 092-935-1244

974 大刀洗町 11月12,13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

975 筑後市 11月13日 ○
健康と食育の祭典において、児童虐待防止を周知するパンフレット
を配布

子育て支援課 0942-65-7017

976 那珂川町 11月 ○ 庁舎内にオレンジリボンを使用したツリーを設置
子育て支援課児童家庭担
当

092-408-9104

977 中間市 6月27日
要保護児童対策協議会委員会において、委員他50名にオレンジリ
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

978 中間市 10月～11月 ○
「子育て講演会」のＰＲポスターを作成し、市内50カ所に掲示（病
院、公共機関、小中学校等）

保健福祉部こども未来課家
庭児童相談係

093-246-6225

979 中間市 10月～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」を作
成し、市内全戸配布

保健福祉部こども未来課家
庭児童相談係

093-246-6225

980 中間市 10月～11月 ○
市内小中学校（10校）のＰＴＡ理事会に出席、保護者向けの「児童
虐待防止等リーフレット」と「子育て講演会」のチラシを配布し啓発
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

981 広川町 10月16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

982 福岡市
9月30日～
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。市HPでのPR。

こども未来局こども部こども
家庭課

092-711-4238

983 福岡市
11月1日、
2日、4日

○
各区役所子育て支援課などの主催で，駅前や商店街などで街頭
キャンペーンを実施。啓発チラシやグッズの配布。

こども未来局こども部こども
家庭課

092-711-4238

福岡県



984 福岡市 11月3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（福岡市中央区天神）

こども未来局こども部こども
家庭課

092-711-4238

985 宮若市

　6月7、8、
10、17、21、
27、28日、

7月4日

市内の保育所、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チラシを配布

子育て支援課子育て支援
係

0949-32-0517

986 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

987 宗像市 ４月～５月
子どもの権利相談室リーフレット・カード配布
（市内幼稚園・保育園、市立小学校・中学校、市内高等学校）

教育子ども部
子ども家庭課

0940-36-9094

988 宗像市 ４月～５月
家庭児童相談室リーフレットの配布
（市内幼稚園・保育園・届出保育施設、市立小学校・中学校）

教育子ども部
子ども家庭課

0940-36-1302

989 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・届出保育施設、市立小学校・中学校）

教育子ども部
子ども家庭課

0940-36-1302

990 宗像市 １１月 ○ 児童虐待防止に関する講演会開催のチラシ配布
教育子ども部
子ども家庭課

0940-36-1302

991 宗像市 11月20日 ○
「宗像市子どもの権利の日」啓発グッズ配布
(JR3駅、商業施設2か所)

教育子ども部
子ども育成課

0940-36-1214

992 柳川市
４月年度当

初
独自で作成したチラシ「家庭児童相談」を保護者に周知するため、
小中学校、保育園、幼稚園へ配布

993 柳川市 通年 訪問先へのカード配布

994 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、児童虐待の
内容・相談・連絡先を記載

子ども支援課
子育て支援係

0930-25-1111

995 行橋市 通年 ○ 母子手帳交付等の窓口にて、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

996 吉富町
11月1日
～30日

○ 各家庭にリーフレットを配布し、窓口にも設置する。 健康福祉課 24-1123

997 北九州市 随　時
　保育園・幼稚園・学校等の全児童、各区役所・市民センター等
に、「24時間子ども相談ホットラインカード」を配布し、児童虐待防
止の啓発を図る。

子ども家庭局
子ども総合センター

093－881-4556

【佐賀県】

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 備考

998 有田町 通年 ○
相談窓口等掲載したカードを作成し、様々な通知発送の際同封す
る。

健康福祉課 0955-43-2237

999 有田町 通年 ○ 児童虐待防止封筒(オレンジ色)を作成し活用する。 健康福祉課 0955-43-2237

1000 有田町 11月 ○ 啓発グッズ(絆創膏)を作成し、町内中学生以下へ配布する。 健康福祉課 0955-43-2237

1001 有田町 11月27日 ○ 要対協委員とともに、町内お祭り会場にて啓発活動を行う。 健康福祉課 0955-43-2237

1002 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

1003 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

1004 佐賀市
11月（11月
配布、通年

着用）
○ 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

1005 11月 ○ 商業施設等での虐待防止啓発グッズ等の配布。 こども家庭課 0952-25-7056

1006 11月 ○ 県庁内に児童虐待防止のぼり旗を設置する。 こども家庭課 0952-25-7056

【長崎県】

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 備考

1007 長崎県 11月 ○ 県内関係機関へのポスター等啓発物品配布 こども政策局こども家庭課 095-895-2442

1008 大村市 11月 ○ 児童虐待防止啓発懸垂幕の掲揚（市庁舎）
こども未来部こども家庭課
こども家庭支援室

0957-54-9100

1009 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

1010 大村市 11月 ○
啓発のぼりを作成、市内小中学校、幼稚園、保育園、出張所等に
配布、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

福岡県

長崎県

佐賀県



1011 佐世保市 12月 民生委員児童委員へオレンジリボンとチラシの配布
子ども保健課子ども子育て
応援センター

0956-25-9705

1012 島原市 11月 ○ 児童虐待防止月間懸垂幕の掲揚 福祉保健部こども課 0957-62-8003

1013 島原市 11月 ○ 公用車への啓発マグネットシートの掲示 福祉保健部こども課 0957-62-8003

1014 時津町 11月26日 ○ 人権啓発パレードの折、児童虐待防止に関するパンフレット配布 福祉課 095-882-2211

1015 長崎市 11月～12月 ○ 小中学校や市内各所に長崎市こども総合相談のカード配布 こども部子育て支援課 095-829-1272

1016 長崎市 11月 ○ 子育てフェスタにおいて、児童虐待防止のチラシ等配布 こども部子育て支援課 095-829-1273

1017 長崎市 12月 ○ 子どもゆめﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙにて相談カードや児童向けチラシの配布 こども部子育て支援課 095-829-1274

1018 長与町 通年・随時 町子育て支援パンフレット（大きくなーれ）の配布
住民福祉部こども政策課母
子保健係

095-883-1111

1019 波佐見町
11月１日
～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

1020 東彼杵町 １１月 ○ 庁舎に懸垂幕を掲示 町民課 0957-46-1155

1021 東彼杵町 随時 町作成の子育て支援パンフレットにて相談窓口周知 町民課 0957-46-1155

1022 松浦市
11月1日
～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

1023 松浦市
11月1日
～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

1024 松浦市 10月末 水軍まつり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

1025 松浦市
11月1日
～30日

○ 市職員等によるオレンジ色の啓発ジャンパーを着用 子育て・こども課 0956-72-1111

1026 松浦市
11月1日
～30日

○ 市役所、各支所、小・中学校に広報用のぼり旗を提示 子育て・こども課 0956-72-1111

1027 松浦市
11月1日
～30日

○ 公用車に啓発マグネットを掲示 子育て・こども課 0956-72-1111

1028 諫早市 １１月 ○ 児童虐待防止チラシを作成し、自治会を通じ全戸配布
健康福祉部
こども支援課

0957-22-1500

【熊本県】

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 備考

1029 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

1030 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 0969-27-5400

1031 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 0969-27-5400

1032 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 0969-27-5400

1033 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 0969-27-5400

1034 産山村 11月 ○ 啓発物を窓口で配布 住民課 0967-25-2212

1035 熊本市
11月1日～3

月末
○ 啓発ポスター・チラシの配布及び掲示

健康福祉局子ども未来部子
ども支援課

096-328-2158

1036 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。

健康福祉部
女性・子ども支援室

096-242-1240

1037 高森町 11月 ○ すまいるフェスタ開催時にパンフレットの配布 住民福祉課福祉係 0967-62-1111

1038 人吉市 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

1039 益城町 11月 ○

児童虐待防止月間の周知、児童相談所全国共通3桁ダイヤル１８
９の周知メッセジー入りポケットティッシュ、携帯用絆創膏セットの
配布。
配布場所：役場こども未来課、保健福祉センター

こども未来課
子育て支援係

096-286-3117

長崎県

熊本県



【宮崎県】

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 備考

1040 えびの市
11月19日～

20日
○

市産業文化祭等にて虐待防止の啓発用パネル作成による展示及
びパンフレットの配布

福祉事務所子育て支援係
0984(35)1111(内
線264）

1041 えびの市 11月 ○
保育園・幼稚園等及び小学生・中学生保護者への虐待防止啓発
及び相談窓口の紹介などを掲載したチラシを配布

福祉事務所子育て支援係
0984(35)1111(内
線264）

1042 門川町 11月 ○ ポスター等の配布(教育機関、保育園等、町内事業所、地区回覧) 福祉課 0982-63-1140

1043 串間市 10月～11月 ○ チラシ、ポスター配布・掲示 福祉事務所こども対策室 0987-72-0333

1044 日向市 7月2日
第１2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。

健康福祉部こども課子育て
支援係

0982-52-2111

1045 日向市 １１月 ○
市庁舎において市民と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等
の配布。

健康福祉部こども課子育て
支援係

0982-52-2111

1046 三股町
11月1日
～30日

○ 役場庁舎に懸垂幕、武道館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

1047 都城市 11月13日 ○
イベント内にて児童虐待防止のチラシ付きポケットティッシュの配
布

福祉部こども課児童家庭担
当

0986-23-2684

1048 宮崎市 通年 ○ 各種イベント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

【鹿児島県】

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 備考

1049 鹿児島県 10月30日 民間団体・鹿児島市と共に，街頭にて啓発物品を配布
保健福祉部
子ども福祉課児童福祉係

099-286－2763
鹿児島市子ども福祉
担当課と合同で実施
予定

1050 鹿児島県
11月1日
～30日

○ 出先機関にてオレンジリボンツリーや懸垂幕を設置
保健福祉部
子ども福祉課児童福祉係

099-286－2763

1051 鹿児島市 10月30日 街頭キャンペーンの実施（啓発グッズ等の配布） こども福祉課 099-216-1260

1052 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

1053 鹿屋市
11月1日
～30日

○
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

1054 鹿屋市
11月1日
～30日

○ 市役所周辺にのぼり旗を設置
保健福祉部子育て支援課
児童家庭係

0994-31-1134

1055 鹿屋市
11月1日
～30日

○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲揚
保健福祉部子育て支援課
児童家庭係

0994-31-1134

1056 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
市民福祉部福祉課子ども福
祉係

099-248-9416

1057 南さつま市 11月 ○
本庁市役所庁舎内にオレンジリボンのモニュメントを設置、市の広
報誌掲載

市民福祉部子ども未来課子
育て支援係

0993-53-2111

【沖縄県】

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 備考

1058 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

1059 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

1060 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

1061 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

1062 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

1063 北谷町 H26.11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

1064 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

1065 豊見城市
11月1日～
同月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

沖縄県

宮崎県

鹿児島県



1066 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）

1067 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）

1068 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）

1069 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

1070 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

1071 与那原町
平成２７年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

1072 読谷村 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

1073 読谷村 11月中 ○
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

沖縄県


