
【５】その他

【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 足寄町
11月1日
～30日

○
庁舎内に設置している自動販売機電光掲示板に児童虐待防止月
間について掲示

福祉課保健福祉室保健福
祉担当

0156-25-2141

2 江差町 11月 ○
児童虐待防止推進月間のシンボルとして、オレンジリボンツリー及
び啓発用パネル等を役場庁舎内で展示

町民福祉課
福祉子育て係

(0139)52-6720

3 江差町 11月 ○ 町公用車2台に啓発用マグネット「オレンジリボン」を装着（通年）
町民福祉課
福祉子育て係

(0139)52-6720

4 様似町
11月（詳細

未定）
○

児童虐待の予防対策として、4歳の子を持つ家庭にペアレントト
レーニングの本を配布予定（詳細は未定）

保健福祉課保健推進係 0146-36-5511

5 滝川市 11月10日 ○ 市内保育所等で勤務している職員の研修会実施
滝川市保健福祉部子育て
応援課家庭児童相談室

0125-23-5221

6 北斗市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止の啓発を実施
民生部子ども・子育て支援
課子育て支援係

0138-73-3111

7 北竜町 11月下旬 ○
児童虐待防止や要保護児童の支援等を目的に要保護児童対策地
域協議会を開催

住民課　福祉係 0164-34-2111

8 八雲町
11月1日
～30日

○ オレンジリボンの着用 住民生活課児童係 0137-62-2112

9 岩内町 １１月 ○ 庁舎及び保育施設等にポスターを掲示 民生部保健福祉課 0135-67-7083

10 当別町 通年 ○ 手作りオレンジリボンを担当係員が着用
教育委員会子ども未来課子
育てサポート係

0133-25-2658

【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

11 青森県 風間浦村 通年 ○ 虐待ホットライン 村民生活課 0175-35-3111

【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

12 塩竈市
11月1日
～30日

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

13 塩竈市
11月1日
～30日

○
11月の学校、幼稚園、保育所だよりに児童虐待防止推進月間の記
事掲載

健康福祉部子育て支援課 022-353-7797

14 大和町
11月1日
～30日

○ 大和町虐待防止対策地域連絡協議会開催 子育て支援課 022-345-7503

15 多賀城市
11月1日
～30日

○ 地元企業の屋外ディスプレイに標語を掲示
保健福祉部
子育て支援課
子ども家庭係

022-368-1141
（内線674）

16 利府町
11月1日
～30日

○
庁舎内に垂れ幕、公用車にステッカーを貼付し,児童虐待防止推進
月間を周知

子ども支援課 022-767-2193

17 利府町 11月8日 ○
児童虐待防止推進月間に合わせ、映画『ずっと、いっしょ。』の自主
上映会をMOVIX利府で開催し、家族の絆とは何かを町民に考えて
もらう機会にする。

子ども支援課 022-767-2193

【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

18 井川町 １１月 ○
町有線放送の朝・昼・夜の定時放送で児童虐待防止を呼び掛け
る。

町民課健康福祉班 018-874-4417

19 男鹿市 10月13日 満５歳健康相談にて児童虐待に関する講話を実施 福祉事務所 0185-24-9117

20 美郷町
10月22･23

日
美郷フェスタ・美郷総合体育館リリオスに児童虐待防止啓発コー
ナーを設置する。

福祉保健課 0187-84-4907

北海道

宮城県

秋田県



【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

21 山形県
10月9日、15
日、11月5
日、12日

○

オレンジリボンスマイルキャラバン
集客力のある県内4地域のイベント・施設（産業祭り、イオン等）で、
来場者がメッセージ入りオレンジリボンを作成し、ツリーに装飾する
イベントを開催する。

子育て推進部
子ども家庭課
児童養護担当

023-630-2259

22 山形県
11月14日～
12月26日

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

子育て推進部
子ども家庭課
児童養護担当

023-630-2259

23 山形県
11月12日、

13日
○

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

子育て推進部
子ども家庭課
児童養護担当

023-630-2259

24 鶴岡市
11月1日～

30日
○

子育て推進課・子ども家庭支援センター職員が胸にオレンジリボン
をつけPR

子育て推進課子ども家庭支
援センター

0235-25‐2741

【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

25 小野町 11月 ○ 民生児童委員協議会において虐待通告やオレンジリボン活動周知 子育て支援課 0247-72-2212

26 川俣町
11月

木曜日
○ 子ども家庭相談員による相談事業 子育て支援課 024-566-2111

27 玉川村
　4月～3月

（通年）
○ 役所や関連施設に児童虐待に関するポスターの掲示 健康福祉課 0247-57-4623

28 古殿町 12月中 二次性徴、妊娠のしくみ、命の尊さ等について(古殿中学校） 健康管理センター 0247-53-4038

【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

29 阿見町 10月23日
町主催の「さわやかフェア2016」の会場内において、町作成の児童
虐待防止ポケットティッシュとオレンジリボンを配布

保健福祉部子ども家庭課 029-888-1111

30 石岡市 通年

満１歳未満のこどもがいる世帯を対象に、乳児全戸訪問事業と４カ
月健診時にそれぞれ１０枚一綴りのクーポン券を支給（計：２綴り×
１０枚＝２０枚）。協力店にて、クーポン券一枚につき、おむつ一袋
と交換できる。子育て世帯の経済的支援はもとより、多くの家庭へ
訪問ができることまた、健診率向上を狙うことで、居所不明児童の
減少と要保護児童等世帯の早期把握と支援に取り組むことができ
る。

保健福祉部こども福祉課 0299-23-1111

31 牛久市 11月20日 ○
健康に関する講演会でのオレンジリボン活動・虐待通告制度の周
知。

保健福祉部
こども家庭課

029-873-2111

32 河内町 10月 民生委員児童委員協議会において、児童虐待防止の啓発をする。 子育て支援課 0297-84-2111

33 境町 通年 ○
公用車に児童虐待に関するマグネットシートを貼付し啓発活動を実
施

福祉部子ども未来課児童福
祉係

0280-81-1301

34 下妻市
11月1日
～30日

○ 市公用車に児童虐待防止の啓発マグネットを貼付する 保健福祉部子育て支援課 0296-45-8120

35 下妻市
11月1日
～30日

○ 市役所庁舎に児童虐待防止の啓発のぼり旗、懸垂幕を掲出する 保健福祉部子育て支援課 0296-45-8120

36 土浦市 11月 ○ オレンジリボンたすきリレーの出発式協力及び後援 保健福祉部こども福祉課 029-826-1111

37 水戸市 11月4日 ○

茨城県児童福祉施設協議会，茨城県要保護児童対策地域協議会
主催の「子どもを守ろう！オレンジリボンたすきリレー2016」にラン
ナーとして参加。リレーコースで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

38 水戸市 11月 ○ 児童虐待防止のための研修会を開催 保健福祉部子ども課相談係 029-232-9111

39 守谷市
11月1日
～30日

○ オレンジリボンステッカーの公用車への貼付け 保健福祉部児童福祉課 0297-45-1111

40 稲敷市 ４月～３月 ○ 窓口にオレンジリボンの掲載 子ども家庭課 029-892-2000

41 稲敷市 ４月～３月 ○ 公用車へマグネットオレンジリボンの貼り付け 子ども家庭課 029-892-2000

42 桜川市 １１月 ○ 市役所職員によるオレンジリボン着用 児童福祉・企画 0296-75-3156

43 桜川市 ４月から３月 命の尊さを学ぶ授業の実施（小中学校） 児童福祉・企画健康推進 0296-75-3156

山形県

福島県

茨城県



【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

44 宇都宮市
11月1日
～30日

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

028-632-2750

45 那珂川町 11月中 ○ 児童虐待防止推進月間期間中、町職員はオレンジリボンを着用
子育て支援課
子育て支援係

0287-92-1115

46 壬生町 10月16日
健康ふくしまつり会場において、子育て支援、母子保健、児童虐待
防止に係る広報活動を実施

民生部こども未来課子育て
支援係

0282-81-1831

47 矢板市 通年 ○
妊娠シミュレーターの貸出（小中高等学校等）
妊娠疑似体験による児童虐待防止の啓発

子ども課子育て支援担当 0287-44-3600

48 11月 ○ 県庁本館職員のオレンジリボン着用 こども政策課 028-623-3067

49 小山市 通年 ○ 市職員のオレンジリボン着用
保健福祉部子育て・家庭支
援課家庭児童相談係

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

50 群馬県
11月1日
～15日

○ 県庁展望ホールでのパネル展示 児童福祉課 027-226-2628

51 群馬県 11月3日 ○

関係職員（中央児童相談所）がチームを作り、オレンジリボンキャン
ペーンをイメージしたＴシャツを着用して「ぐんまマラソン」に出場
・大会会場及びコース沿線上の住民に「児童虐待防止」を呼びかけ
る

児童福祉課 027-226-2628

52 群馬県
10月下旬
～11月末

○ 藤岡市、多野郡内の小児科医を訪問し、意見交換を実施 児童福祉課 027-226-2628

53 群馬県
11月1日
～30日

○ 「オレンジリボンキャンペーン」パネル掲示（東部児童相談所） 児童福祉課 027-226-2628

54 群馬県
9月29日～
11月2日

○
東部児童相談所管内小学校の就学時健診において、児童虐待防
止のためのチラシを配布し、保護者に対し講話を行う

児童福祉課 027-226-2628

55 前橋市 11月 ○ 市内各図書館における児童虐待防止関連図書コーナーの設置
福祉部子育て支援課家庭
児童相談係

027-220-5702

56 伊勢崎市 11月 ○ 民生児童委員にオレンジリボン着用を依頼
子育て支援課子育て相談
係

0270-27-2798
(直通）

57 伊勢崎市 11月 ○ 健康推進員にオレンジリボン着用を依頼
子育て支援課子育て相談
係

0270-27-2798
(直通）

58 伊勢崎市 11月 ○ 福祉事務所職員等にオレンジリボン着用を依頼
子育て支援課子育て相談
係

0270-27-2798
(直通）

59 伊勢崎市 11月 ○
要保護児童対策地域協議会構成機関にオレンジリボン着用を依
頼

子育て支援課子育て相談
係

0270-27-2798
(直通）

60 伊勢崎市
10月24日
～28日

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

子育て支援課子育て相談
係

0270-27-2798
(直通）

61 伊勢崎市
11月1日
～11日

○ 児童虐待防止のぼり旗の設置
子育て支援課子育て相談
係

0270-27-2798
(直通）

62 伊勢崎市
11月1日
～11日

○ 児童虐待防止横断幕の設置
子育て支援課子育て相談
係

0270-27-2798
(直通）

63 太田市 1～2月
市内小学校の入学説明会にて、児童虐待予防について講話を実
施予定

福祉こども部こども課子育
て相談係

0276-47-1911
東部児童相談所と協
力して実施

64 館林市 11月 ○
市庁舎ロビーにおいてオレンジリボンの配布と児童虐待防止広報
啓発ＤＶＤの放映

保健福祉部
こども福祉課
子育て支援係

0276-72-4111

65 安中市 通年 ○ 啓発用マグネットシールを関係課の公用車に貼付
保健福祉部
子ども課

027-382-1111
（内線1161）

66 みどり市
11月7日
～10日

○ 市民生委員児童委員協議会定例会にて周知・見守り依頼
保健福祉部こども課家庭児
童相談室

0277-76-0995

67 みどり市 通年 ○ 子育て講座の開催
保健福祉部こども課家庭児
童相談室

0277-76-0995

68 みどり市 9～10月
市内全小学校の就学時健診において、児童相談所とみどり市こど
も課によるミニ講話の実施

保健福祉部こども課家庭児
童相談室

0277-76-0995

69 榛東村 通年 ○ 役場正面玄関にオレンジリボンキャンペーンの看板を設置 住民生活課 0279－54－2211

70 片品村 10月17日 民生員会議にて、要保護児童に対する現状や取り組みについて周知予定保健福祉課 0278-58-4020

71 玉村町 11月 ○
公共施設及び周辺に、オレンジリボン運動PRのぼりを掲示し、児
童虐待防止を図る

子ども育成課 0270-64-7719

栃木県

群馬県



【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

72 伊奈町 11月 ○
課内職員及び町保育所職員によるオレンジリボン活動啓発品の着
用・使用

子育て支援課
子育て支援係

048-721-2111
（内線2160）

73 小川町
11月1日
～30日

○ 町庁舎に懸垂幕を掲げる（児童虐待防止推進月間）
子育て支援課
子育て支援担当

0493-72-1221

74 川島町 11月 ○ 子育て支援施設利用者にオレンジリボンを制作してもらう 子育て支援課 049-299-1765

75 北本市 11月 ○ 関係機関と協力して街頭キャンペーンを実施
福祉部こども課
子育て支援担当

048-594-5537

76 鴻巣市 １１月 ○
鴻巣市主催（こども未来課所管）の子育てフェスタにおいて、啓発
活動実施

福祉こども部こども未来課 048-541-1894

77 さいたま市 5月・11月 ○ 市職員のオレンジリボンバッジの着用
子ども未来局子ども育成部
子育て支援政策課

048-829-1270

78 志木市 随時 ○ 『どならない子育て練習法』を子どもと家庭の相談室にて実施 子ども家庭課 048-473-1124

79 志木市 8月4日 要保護児童対策地域協議会関係者向け研修会の実施 子ども家庭課 048-473-1124

80 志木市 12月～1月
４歳５歳児で幼稚園・保育園に在籍がなく状況が確認できない家庭
へ訪問支援

子ども家庭課 048-473-1124

81 所沢市 随時
地域で開催される民生・児童委員の地区会や児童館などに出向
き、児童虐待に関する説明を行う。

こども未来部こども支援課
こども相談センター

04-2998-9129

82 毛呂山町 通年 ○ 公用車で児童虐待防止の案内を放送し、町内を巡回。 子ども課児童係 049-295-2112

83 横瀬町 11月 ○ 町庁舎に児童虐待防止啓発用のぼり旗を掲出 子育て支援課 0494-25-0110

84 横瀬町 11月20日 ○
ちちぶ定住自立圏主催による「自殺予防フォーラム」（町内の町民
会館で開催）に児童虐待防止啓発用のぼり旗を掲出

子育て支援課 0494-25-0110

85 吉川市 ６月～２月 ○ 第３回子育て講座を開催。
健康福祉部子育て支援課
子育て支援係

048-982-9529

86 久喜市 通年 ○
市職員全員がオレンジリボンバッジを着用し、児童虐待防止をＰＲ
する。

福祉部子育て支援課子育
て支援係

0480-22-1111
（内線3284）

87 さいたま市 10～11月 ○
大宮駅前及びさいたまスーパーアリーナへの大宮アルディージャと
連携した横断幕の掲出

子ども未来局子ども育成部
子育て支援政策課

048-829-1270

88 さいたま市 11月 ○ 市・区役所庁舎への啓発用横断幕、懸垂幕の掲出
子ども未来局子ども育成部
子育て支援政策課

048-829-1270

89 さいたま市 11月 ○
図書館や公民館、保育園、幼稚園、小中学校などへの市作成啓発
用ポスター及びチラシの掲出及び配布

子ども未来局子ども育成部
子育て支援政策課

048-829-1270

90 さいたま市 11月 ○ コミュニティバス(市内循環バス）への啓発用バスマスクの掲出
子ども未来局子ども育成部
子育て支援政策課

048-829-1270

91 入間市
11月2日
～18日

○
庁舎1階のホールで、万燈祭りで作ったオレンジリボンを貼った作
品を展示して童虐待防止を推進する。。

こども支援課
04-2964-1111
（2356～2358）

【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

92 千葉県
11月1日から
11月30日ま

で
○

Ｂａｙ ｆｍにおいて、月間中毎日、子育てや虐待通告に関する相談・
通告窓口を周知するラジオCMを放送する。

児童家庭課虐待防止対策
室

043‐223-2357

93 我孫子市 11月 ○ 児童委員にオレンジリボンを配付（民生委員児童委員協議会にて） 子ども相談課 04-7185-1821

94 市川市
10月31日～
１１月30日

○
懸垂幕の掲示。児童虐待防止に関する懸垂幕を市役所本庁舎に
掲示。

子育て支援課 047-711-0679

95 市川市 4月～3月 ○
市内の子どもにかかわる関係機関を対象に、虐待防止及び相談
窓口の周知を実施。

子育て支援課 047-711-0679

96 市川市 11月 ○ 公用車にマグネット式のオレンジリボンを着用し、市内を運行。 子育て支援課 047-711-0679

97 市川市 11月 ○ 職員のオレンジリボン着用を推進。 子育て支援課 047-711-0679

98 鎌ケ谷市
４月26日～
５月13日

○
子育て応援展の開催(児童虐待防止や子育てにかかわる市の施
策や行事等を市役所に掲示）

こども総合相談室 047-445-1328

99 木更津市 通年 ○ 職員がオレンジリボンを着用し、虐待防止をＰＲする。
福祉部子育て支援課
子ども家庭相談担当

0438-23-7244

100 栄町 11月 ○ 町広報誌において児童虐待防止に関する情報を掲載 福祉・子ども課 0476-33-7707

101 千葉市 11月 ○
各区役所窓口職員や民生委員・児童委員、主任児童委員、民生委
員協力委員、青少年育成委員、青少年相談委員がオレンジリボン
を着用

こども家庭支援課 043-245-5179

102 千葉市 11月 ○
市役所本庁舎及び各区役所にて児童虐待防止啓発の庁内放送を
実施

こども家庭支援課 043-245-5179

埼玉県

千葉県



103 千葉市 1１月 ○ 千葉都市モノレール・セントラルアーチオレンジ色にライトアップ こども家庭支援課 043-245-5179

104 銚子市
11月14日
～27日

○

テーマ：児童虐待防止に関するパネル展示
（人権問題やDV問題に関するパネル展示と同時開催）
開催場所：イオンモール銚子行政サービスコーナー「しおさいプラ
ザ」

政策企画部企画課企画政
策班

0479-24-8904

105 流山市 １１月 ○ 子ども家庭課職員によるオレンジリボンの着用 子ども家庭部子ども家庭課 04-7150-6082

106 野田市 11月 ○
児童虐待防止啓発用のマグネット・バスマスクを公用車、コミュニ
ティバスに掲示

児童家庭部児童家庭課児
童相談係

04-7125-1111

107 野田市 11月 ○ 児童虐待防止啓発の懸垂幕を市内庁舎２カ所に掲示
児童家庭部児童家庭課児
童相談係

04-7125-1111

108 船橋市
11月15日
～30日

○
保健福祉センター1階ロビーにおいて、児童虐待防止啓発関連の
掲示をする。

児童家庭課
家庭児童相談室

047(409)3469

109 松戸市
11月1日
～30日

○

【懸垂幕の掲示】
場所：市役所正面玄関
内容：「STOP！児童虐待　子どもを守る地域をつくろう」の懸垂幕を
掲示

子ども部子ども家庭相談課 047-366-3941

110 四街道市 通年 ○
担当部署職員と相談員の名刺にオレンジリボンを印刷し、虐待防
止を啓発

健康こども部
家庭支援課

043-388-8100

【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

111 神奈川県 10月30日
第10回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2016にて幹部
職員挨拶、啓発ブースの出店、広報啓発物の配布（県内各地、山
下公園）

子ども家庭課 045－210－4655

112 神奈川県 11月 ○ 庁内でのポスター掲示、のぼり旗設置等の広報啓発 子ども家庭課 045－210－4655

113 神奈川県 11月 ○
各児童相談所における児童虐待防止に向けた広報啓発パネルの
展示

子ども家庭課 045－210－4655

114 綾瀬市 6月～1月 ○
幼児の保護者をを対象とした虐待予防教室（怒鳴らない子育て講
座）を開催（各２回、11月のみ３回）

子育て支援課 0467-70-5664

115 小田原市 11月中 ○
保育所や学校、子育て支援センターや市役所窓口において、児童
虐待防止啓発グッズ(神奈川県作成)を配布予定。

子ども青少年部子育て政策
課こども相談係

0465-33-1873

116 鎌倉市
11月1日
～11日

○
市役所ロビー展示。児童・高齢者・障害者虐待について啓発ブース
を設置し、啓発パネル展示や活動紹介を実施。

こども相談課 0467-61-3751

117 座間市
１１月１日
～３０日

○
児童虐待防止月間のメッセージを電光掲示板（メッセージボックス）
で座間市役所内に設置

子ども政策課児童相談係 046-252-8026

118 座間市
１１月１日
～３０日

○ 児童虐待防止のための啓発文をに１日３回座間市役所で放送 子ども政策課児童相談係 046-252-8026

119 逗子市 10月30日
第10回児童虐待防止オレンジリボンたすきリレー2016（逗子市第
一運動公園）

子育て支援課 046-872-8117

120 秦野市 ８月
保健福祉センターにおいて、関係機関の協働についてをテーマとし
たはだのっ子すこやか研修会を開催

こども育成課こども若者相
談担当

0463-82-6241

121 平塚市 10月30日 第10回子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー2016の後援 こども家庭課 0463-21-9843

122 平塚市 11月中 ○ 平塚市ほっとメールで「児童虐待防止推進月間」の周知 こども家庭課 0463-21-9843

123 横浜市 11月 ○
各区で児童虐待防止をテーマにしたイベント等の実施
　●映画上演会、チャリティーコンサート、児童虐待予防講演会等
の開催、及び会場内での啓発物品、リーフレットの配布

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

124 横浜市 11月 ○
保育所、民生委員、町内会等を対象に、虐待虐待防止の出前講座
を開催

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

125 横浜市 11月 ○ 市内建築物のライトアップ（ＤＶ防止と共同、オレンジ色と紫色）
こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

126 横浜市 10月
東京、神奈川県下において、オレンジリボンたすきリレーを開催し、
虐待防止を啓発

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

127 横須賀市
11月4日
～18日

○ 広報車による啓発活動 こども育成部児童相談所 046－820-2323

【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

128 阿賀町
6月16日～
12月3日

NPﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実施 健康福祉課 0254-92-5763

129 魚沼市 4月5日
こんにちは赤ちゃん訪問事業説明会にて、要対協の概要や通告義
務についてを説明

魚沼市教育委員会子ども課
魚沼市子育て支援センター

025-792-6356

神奈川県

千葉県

新潟県



130 魚沼市 11月中 ○
保育士・幼稚園教諭向けの研修会開催、「虐待発見のポイント」や
通告義務について説明

魚沼市教育委員会子ども課
魚沼市子育て支援センター

025-792-6356

131 五泉市 通年 ○ オレンジリボンの配布 こども課子育て支援係 0250-43-3911

132 三条市 11月 ○ 虐待防止月間中の市職員のオレンジリボン着用及び窓口に卓上用幟の設置
子どもの育ちサポートセン
ター総合支援係

0256-45-1114

133 津南町
9月～11月
の7日間

○ NPプログラムの実施
福祉保健課健康班、教育委
員会子育て教育班

025-765-3114

134 津南町
8月、11月、2
月に4日間ず

つ
○ BPプログラムの実施

福祉保健課健康班、教育委
員会子育て教育班

025-765-3114

135 長岡市 １月～3月 ○
各地区の民生委員児童委員協議会の定例会に出席し、地域の見
守りを依頼し児童虐待防止啓発を行う

子ども家庭課子ども家庭セ
ンター

0258-36-3790

136 長岡市 通年 ○
母親支援のグループミーティング（ＭＣＧ）実施（20回程度、会場；
子ども家庭センター）

子ども家庭課子ども家庭セ
ンター

0258-36-3790

137 長岡市 通年 ○
子育て支援センターに出向きグループミーティングを実施（10か
所、33回予定）

子ども家庭課子ども家庭セ
ンター

0258-36-3790

138 長岡市 通年 ○
子育ての駅（屋根付き広場に子育て支援機能が一緒になった施
設）に出向き母親等への相談支援を行う（8か所、47回予定）

子ども家庭課子ども家庭セ
ンター

0258-36-3790

139 長岡市 通年 ○
児童虐待防止啓発及び子育てに関するＱ＆Ａを掲載した「おやこス
マイルガイド」を妊娠届受付時に無料配布

子ども家庭課子ども家庭セ
ンター

0258-36-3790

140 長岡市 9月～10月 ○
思春期向け次代の親育成事業　中学生と乳幼児のふれあいを通
じ、子どもへの愛着や命の大切さを学ぶ講座を実施（2回連続、対
象；市内中学校6校）

子ども家庭課子育て支援係 0258-39-2300

【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

141 富山市 随時
地域からの希望があれば、出前講座として出向き、虐待防止に関
する市の取り組み等について説明する。

福祉保健部
家庭児童相談課

076-443-2038

142 富山市 随時
市要保護児童地域対策協議会構成員等が開催するイベントに虐
待防止に関するPRブースを設置し、リーフレットやグッズ等を配布
する。

福祉保健部
家庭児童相談課

076-443-2038

143 南砺市
９月３０日～
１１月７日の
毎週金曜日

○ コモンセンスペアレンティング講座の開催
南砺市教育委員会こども課
子育て支援係

0763-23-2010

【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

144 石川県
11月1日～7

日
○ 金沢城オレンジライトアップ 少子化対策監室 076-225-1421

145 内灘町 11月11日 ○ 駅前キャンペーン（内灘駅） 子育て支援課 076-238-3233

146 内灘町 11月13日 ○ 県内一斉街頭キャンペーン（アルビス内灘店） 子育て支援課 076-238-3233

147 内灘町 11月17日 ○ オレンジリボンコンサート（子育て支援センター） 子育て支援課 076-238-3233

148 小松市 10月17日 看護学校において児童虐待防止に関する出張講義開催 市民福祉部こども家庭課 0761-24-8073

149 小松市 未定 市内高等学校において児童虐待防止に関する出張講座開催。 市民福祉部こども家庭課 0761-24-8073

150 津幡町 11月中 ○ 津幡中央公園にて、オレンジリボンを模したネオンサイン点灯
津幡町町民福祉部健康こど
も課

076-288-7926

151 中能登町
11月2日～
3日・13日

○
町文化まつりで周知・オレンジリボンキャンペーン（アルプラザ鹿
島）

住民福祉課 0767-72-3134

152 七尾市 10月1日
健康福祉まつりでのオレンジリボンブースの設置及び周知グッズ
配布

健康福祉部子育て支援課 0767-53-8445

153 七尾市 11月19日 ○ 映画「きみはいい子」上映協力（石川県七尾美術館） 健康福祉部子育て支援課 0767-53-8445

154 七尾市 11月 ○ オレンジリボン顔出しパネルの設置（子育て支援センター等） 健康福祉部子育て支援課 0767-53-8445

155 野々市市 11月13日 ○
関係機関への周知、11/13市内ショッピングセンターで街頭キャン
ペーン

子育て支援課 076-227-6077

156 能美市 11月13日 ○ 市内スーパーでの街頭キャンペーン（1か所） 能美市子育て支援センター 0761-58-8200

157 白山市
5・6月
9・10月

春・秋の2回、市内小中学校・保育所（園）児童センター等に訪問す
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

158 輪島市 １１月 ○
市役所庁舎内にのぼり旗設置、窓口等関係職員がオレンジジャン
パーとオレンジリボンを着用。

福祉環境部福祉課 0768-23-1161

石川県

富山県

新潟県



【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

159 福井県 11月中 ○ センター内にオレンジリボンのモニュメント設置
坂井健康福祉センター福祉
健康増進課

0776-73-0609

160 福井県 11月中 ○ 公用車にオレンジリボンステッカーの貼付
坂井健康福祉センター福祉
健康増進課

0776-73-0609

161 福井県 11月1日 ○ 臨検・捜索等に関する警察との合同訓練
福井県警・福井県総合福祉
相談所

0776-24-5138

【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

162
市川三郷

町

10月 3日
、12日

11月 4日
、17日

○

学校教育課程の一環として、町内にある全ての中学校(４校)の生
徒を対象に実施。妊婦体験や赤ちゃん抱っこ体験等を行い、いの
ちの大切さや親になることの意味と責任について考える思春期体
験学習を行う。

いきいき健康課 0556-32-2114

163 鳴沢村 通年 ○
児童虐待防止の指導や、子育てで困った際に相談できる窓口の設
置

福祉保健課 0555-85-308１

164 富士川町 5月～10月

中高生を対象に思春期体験学習会を開催。町内の中学校・高校と
連携し実際に妊婦の話や胎児の心音を聞いたり、乳児親子の協力
のもと抱っこを体験。近い将来親になる生徒に対し、命の大切さや
乳児の特性を学習する。

子育て支援課
母子保健担当

0556-22-7221

165 富士川町 2月
児童虐待防止に関する職員研修会（児童福祉関係職員・保育士・
教職員対象）

子育て支援課
児童支援担当

0556-22-7221

166
富士吉田

市
11月中 ○ 要保護児童対策地域協議会の代表者会議を実施予定。 市民生活部子育て支援課

0555‐22‐1111
（内線465）

【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

167 長野県
11月14日
～18日

○ 県庁内での啓発ブースの設置
県民文化部
こども・家庭課

026-235-7099

168 朝日村 通年 ○ 育児相談窓口の開設 教育委員会 0263-99-2004

169 飯田市 10月10日
オレンジリボンタスキリレーPRのため、風越登山マラソン大会にお
いてオレンジリボン活動に関するパネルの展示、オレンジリボンの
配布、タスキをつけてのPR活動を行う。

健康福祉部
子育て支援課こども家庭応
援センター

0265-22-4511
内線　5302

170 飯田市 10月28日
市役所本庁舎において、オレンジリボン関係の物品販売とPRを行
う

健康福祉部
子育て支援課こども家庭応
援センター

0265-22-4511
内線　5302

171 伊那市 通年 保育園児の保護者を対象としたペアレントトレーニングを実施 学校教育課子ども相談室 0265-72-0999

172 大桑村 通年 ○ 子育てで困ったときの相談窓口の設置。 教育委員会子育て支援係 0264-55-1020

173 駒ヶ根市 通年 ○
地域子育て支援事業を実施する。（就園前の親子と地域住民が交
流し、地域ぐるみで子育てを支援する。）

教育委員会子ども課 0265-83-2111

174 駒ヶ根市 通年 ○
子育てサロン事業を実施する。（市民が実施する子どもの居場所
づくりに、保健師や助産師を派遣し、相談等を受け付ける。）

教育委員会子ども課 0265-83-2111

175 塩尻市 通年 ○
市職員・要対協関係者にオレンジリボンを配布し、通年で衣服等に
つけてもらう

こども教育部家庭支援課 0263-52-0891

176 塩尻市 11月 ○ 塩尻市独自で作成した児童虐待防止の桃太郎旗を掲示 こども教育部家庭支援課 0263-52-0891

177 須坂市 4月
18歳未満のお子さんがいる全世帯に、子どもに関する相談窓口の
案内を配布

教育委員会子ども課子育て
支援係

026-248-9026

178 筑北村 通年 ○ 育児不安を抱える家庭等への訪問及び相談支援、窓口の周知 住民福祉課 0263-66-2111

179 茅野市 7月13日
主任児童委員を対象とした児童虐待防止についての周知と協力依
頼

こども部こども課 0266-72-2101

180 茅野市 6月13日 主任児童委員を対象とした児童福祉施設の視察、研修 こども部こども課 0266-72-2101

181 茅野市
8月1日～
9月30日

児童虐待防止のオリジナルポロシャツを作成し、教育委員会等職
員が着用

こども部こども課 0266-72-2101

182 長野市 11月 ○
庁舎内２ヶ所にある「行政情報等モニタ」に、児童虐待防止推進月
間の情報を掲載

こども未来部
子育て支援課

026-224-7062

183 長野市 11月3日 ○
オレンジリボンたすきリレーの後援
善光寺・長野駅前広場にて啓発活動、リーフレット等の配布

こども未来部
子育て支援課

026-224-7062

184 松本市
11月１日
～30日

○
市役所本庁舎入口及び松本駅お城口入口に懸垂幕・横断幕を掲
示

こども部こども福祉課相談・
支援担当 0263-33-4767

福井県

山梨県

長野県



185 松本市 11月3日 ○
ながの子ども虐待防止オレンジたすきリレー2016～松本会場～協
力

こども部こども福祉課相談・
支援担当

0263-33-4767

186 松本市 12月 JsSPCAN信州大会３周年記念講演会
こども部こども福祉課相談・
支援担当

0263-33-4767

187 箕輪町 ６月～９月
ペアレントトレーニング時に、主任児童委員の参加（主任児童委員
への啓発）

健康推進課 0265-79-3111

188 山形村 11月 ○ 職員の虐待予防ビブスの着用 子育て支援課 0263-98-5600

【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

189 海津市
11月1日
～30日

○ 庁舎周辺に啓発旗の設置 健康福祉部社会福祉課 0584-53-1139

190 海津市
11月1日
～30日

○ 課職員等のオレンジリボン着用 健康福祉部社会福祉課 0584-53-1139

191 北方町 11月13日 ○

岐阜オレンジリボンたすきリレーの中継地
未来タウン北方ふれあいまつりの会場をオレンジリボンたすきリ
レーの中継地とし、多様な来場者に児童虐待防止を呼びかけア
ピールする。

福祉健康課 058-323-1119

192 岐阜市
7月1日～
9月30日

第6回オレンジリボン絵てがみコンテストの作品募集
子ども・若者総合支援セン
ター

058-269-1615

193 岐阜市
11月7日
～25日

○
岐阜市役所本庁舎市民ホールで、第6回オレンジリボン絵てがみコ
ンテストの応募作品を展示。市作成の啓発資材を配布

子ども・若者総合支援セン
ター

058-269-1615

194 郡上市
11月1日
～３０日

○
市内７地域の庁舎に「児童虐待防止推進月間」の懸垂幕を設置及
び啓発チラシの設置

児童家庭課 0575-67-1817

195 郡上市 11月 ○
市庁舎窓口担当職員（１階）オレンジジャンパーを着用。また、市内
の子どもに関わる機関（幼・保等）、民生委員なども期間中にオレン
ジジャンパーを着用してもらい啓発

児童家庭課 0575-67-1817

196 郡上市 11月13日 ○ オレンジリボンたすきリレーへの参加 児童家庭課 0575-67-1817

197 下呂市 通年 ○ 市役所庁舎入り口にのぼり旗を設置。 福祉部児童福祉課 0576-52-2882

198 神戸町 11月13日 ○
岐阜オレンジリボンたすきリレーが神戸町を経由する際、神戸町中
央公民館前において児童虐待防止に関する啓発を行う。

神戸町役場 民生部 子ども
家庭課

0584-27-3111

199 坂祝町 １１月 ○ 役場庁舎内にオレンジリボンのモニュメントを設置 こども課 0574-26-7111

200 富加町 11月 ○ 役場庁舎にのぼり旗設置
教育課　子育て支援グルー
プ

0574-54-2177

201 富加町 11月 ○ 職員の名札にオレンジリボン着用
教育課　子育て支援グルー
プ

0574-54-2177

202 東白川村
12月～

平成29年3
月

小中学生を対象とした性や妊娠・命の尊さの学習を実施 教育課子育て支援係 0574-78-3111

203
美濃加茂

市
11月13日 ○ オレンジリボンたすきリレーへの参加をする。 健康福祉部こども課

0574-25-2111
（327）

204 輪之内町

7月4日、10
月20日、11
月22日、11
月29日、12
月1日、12月

14日

○
小学校5年生及び中学生（全学年）を対象として、妊娠や出産など
の命の尊さを学ぶ「思春期教室」を開催

福祉課（保健ｾﾝﾀｰ） 0584-69-3111

205 輪之内町 8月26日
町保健ｾﾝﾀｰにおいて、中学校3年生の希望者を対象とし、命の大
切さや子育ての大変さを理解することを目的とした「赤ちゃんふれ
あい体験」を開催

福祉課（保健ｾﾝﾀｰ） 0584-69-3111

206 土岐市 11月中 ○ 11月中、市庁舎に啓発用横断幕の掲示 市民部子育て支援課 0572-54-1111

207 土岐市 11月中 ○ 市広報・ＨＰに啓発記事掲載 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

208 伊豆市 11月 ○ 市役所、各支所にのぼり旗の設置 こども課 0558-72-9870

209 磐田市 11月中 ○ オレンジリボン運動：市職員がオレンジリボンを着用して啓発 こども部子育て支援課 0538-37-4896

210 御前崎市
11月1日
～30日

○ 市民部全職員にオレンジリボンを配布し、着用して啓発を図る こども未来課 0537-85-1120

211 静岡市
11月4日、

12日
○

啓発品配布をお手伝いするキャラクターには、当課とエスパルスが
作成した
オレンジリボン（たすき）を身につけ配布する。

子ども未来局子ども家庭課
子ども家庭係

054-354-2643

212 静岡市 11月中 ○ 各区役所に児童虐待防止啓発の横断幕、懸垂幕を掲げる
子ども未来局子ども家庭課
子ども家庭係

054-354-2643

岐阜県

静岡県

長野県



213 静岡市 11月中 ○

各区役所の番号案内表示システムに11月が児童虐待防止につい
て掲載。
キャラクターがオレンジリボンたすきを身につけた画像も掲載予
定。

子ども未来局子ども家庭課
子ども家庭係

054-354-2643

214 静岡市
11月

（21日から27
日を除く）

○
静岡市役所静岡庁舎本館「あおい塔」のオレンジライトアップ実
施。

子ども未来局子ども家庭課
子ども家庭係

054-354-2643

215 静岡市
11月中の毎

週水曜
○ エスパルスドリームプラザ観覧車のオレンジライトアップ実施。

子ども未来局子ども家庭課
子ども家庭係

054-354-2643

216 清水町 通年 ○ 町ホームページにおける啓発ページの掲載 こども未来課子育て支援係 055-981-8215

217 沼津市 通年 ○
市内保育所・幼稚園を対象に、児童虐待防止の啓発や発見した際
の対応を周知するために、紙芝居を使用しての出前講座を行う。

市民福祉部こども家庭課こ
ども相談係

055-934-4828

218 浜松市
8月31日～
平成29年3

月31日
○

テレビリポーターへ「はままつオレンジリボン運動応援大使」の委嘱
（項目2のイメージ協力、項目4（10月29日分）及び5への出演）

子育て支援課 457-2793

219 牧之原市
10月12日、

18日
民生児童委員へ児童虐待防止推進月間の周知と対応についての
啓発

子ども子育て課 0548-23-0071

220 牧之原市 11月中 ○ のぼり旗の掲揚 子ども子育て課 0548-23-0071

221 三島市 11月3日 ○
児童虐待防止を訴え、リーフレットや啓発グッズを配布する街頭
キャンペーンを、本町大通りまつりの際に行う。

子育て支援課
子ども家庭係

055-983-2713

222 吉田町 11月1日～ ○ 課内職員においてオレンジリボンの着用 こども未来課 0548-33-2153

【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

223 大口町 8月3日 中学生と乳幼児とのふれあい体験 健康福祉部福祉こども課 0587-94-1222

224 尾張旭市 11月中 ○
市役所等に児童虐待防止推進月間の横断幕・のぼりを設置し、周
知する。

こども子育て部
子育て支援室

0561-53-6101

225 尾張旭市 11月中 ○
オレンジリボンのブルゾン・Ｔシャツを、子育て支援室や保育園等関
係機関の職員が着用し、業務を行う。他課職員へは、オレンジリボ
ンを配布し、着用を依頼。

こども子育て部
子育て支援室

0561-53-6101

226 武豊町 11月11日 ○
ショッピングモール（アピタ武豊店）において子育て支援・児童虐待
に関する啓発グッズ等の配布

武豊町役場
子育て支援課

0569-72-1111

227 津島市 10月20日 児童虐待防止に関する講演会開催
健康福祉部子育て支援課
家庭児童相談室

0567-24-0350

228 東郷町 11月 ○ オレンジリボンのステッカーを公用車に貼り、周知を図る。 こども課
0561-38-3111
（内線　2125）

229 豊橋市 11月中 ○
市役所庁内、交通児童館にオレンジリボンツリーを設置。
公用車に啓発マグネット貼付。市役所庁舎内に横断幕を掲揚。

こども未来部
こども家庭課

0532-51-3159

230 長久手市 11月 ○ 公用車にオレンジリボンステッカーを貼付、市役所に看板を設置
福祉部子育て支援課子ども
家庭係

0561-56-0633

231 長久手市 通年 ○ 職員にオレンジリボンを配布し、業務中に身に付ける
福祉部子育て支援課子ども
家庭係

0561-56-0633

232 名古屋市 5月
市営地下鉄ホーム内の旅客案内装置による広報（名古屋市交通
局の協力により、市営地下鉄ホーム内の行き先案内を表示する電
光掲示に、「5月の児童虐待防止推進月間」の広報案内を表示）

児童虐待対策室 052-972-3979

233 名古屋市 11月 ○
市役所庁舎内にパープルリボンキャンペーン（DV防止）等とコラボ
したリボンツリーを設置

児童虐待対策室 052-972-3979

234 名古屋市 11月 ○
市営地下鉄ホーム内の旅客案内装置による広報（名古屋市交通
局の協力により、市営地下鉄ホーム内の行き先案内を表示する電
光掲示に、「11月の児童虐待防止推進月間」の広報案内を表示）

児童虐待対策室 052-972-3979

235 名古屋市 11月 ○
各区役所において、イベントの実施、懸垂幕の掲出、のぼりの設
置、講演会の実施等の取組み

児童虐待対策室 052-972-3979

236 一宮市
１１月１日
～３０日

○
児童虐待防止推進月間を記載した名札とオレンジリボンを作成し、
関係職員が着用して啓発を図る。 こども部子育て支援課 0586-28-9141

愛知県

静岡県



【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

237 伊賀市 11月 ○ 児童福祉担当部署、啓発ウインドブレーカー着用にて窓口業務 健康福祉部こども未来課 0595-22-9677

238 伊勢市 11月 ○ 公用車に「オレンジリボン」マグネットシートを貼付 健康福祉部こども課 0596-21-5716

239 いなべ市

12月16日
1月19日、20

日
2月10日

市内４ヶ所の中学校、２年生を対象に産婦人科医による性教育の
課外授業「命の授業」を実施

健康こども部
健康推進課

0594-78-3517

240 鈴鹿市 11月 ○
市役所職員による児童虐待防止月間におけるオレンジリボンの着
用

子ども家庭支援課 059-382-9140

241 鳥羽市 4月8日
虐待防止・通告や被虐待児における学校からの定期的な情報提
供について(依頼)説明

健康福祉課子育て支援室 0599-25-7221

242 鳥羽市 4月～3月 ○
毎月1回市内パチンコ店、ショッピングセンター駐車場、小学校下校
時間等見回り実施

健康福祉課子育て支援室 0599-25-7221

243 名張市 11月 ○
市職員に対し、オレンジリボン運動について啓発をし、オレンジリボ
ン装着を推進する。

子ども家庭室 0595-63-7594

【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

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

077-528-3556

245 大津市 6月～12月 ○ 市内６ヶ所でしつけの方法を学ぶ研修会を開催 子ども家庭相談室 077-528-2688

246 大津市 １月 要対協関係機関、市民向け研修会を開催 子ども家庭相談室 077-528-2688

247 彦根市 11月10日 ○ 彦根城オレンジライトアップ。 福祉保健部子育て支援課 0749-26-0994

248 彦根市 10月16日 オレンジリボンたすきリレーへの参加、応援を実施する。 福祉保健部子育て支援課 0749-26-0994

249 彦根市
11月1日
～6日

○ ビバシティ彦根に児童虐待防止啓発ブースを設置する。 福祉保健部子育て支援課 0749-26-0994

250 彦根市 10月7日
市役所前にてオレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式を実施
する。

福祉保健部子育て支援課 0749-26-0994

251 長浜市 10月7日 市庁舎前にてオレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式
子育て支援課家庭児童相
談室

0749-65-6544

252 長浜市 10月16日 オレンジリボンたすきリレーへの参加、応援
子育て支援課家庭児童相
談室

0749-65-6544

253
近江八幡

市
11月 ○

市役所ロビーでの啓発パネルの展示
庁舎への懸垂幕の掲示、周辺道路へののぼり旗の設置による啓
発

子ども家庭相談室 0748-31－4001

254
近江八幡

市
11月 ○ 幼稚園や学校、コミュニティセンターに啓発パネルの展示 子ども家庭相談室 0748-31－4001

255
近江八幡

市
11月1日 ○ 県下一斉啓発日に合わせ、ＪＲ駅前にて街頭啓発 子ども家庭相談室 0748-31－4001

256 草津市 11月 ○ ＪＲ草津駅・南草津駅、市役所にのぼり旗、横断幕を掲出
子ども家庭部子ども家庭課
家庭児童相談室

077-561-2373

257 草津市 11月 ○
市職員（部長、副部長、関係機関職員等）にオレンジリボン着用を
要請

子ども家庭部子ども家庭課
家庭児童相談室

077-561-2373

258 草津市 6月、11月 ○ 笑顔がいっぱい楽しい子育て講座を開催
子ども家庭部子ども家庭課
家庭児童相談室

077-561-2373

259 草津市 4月～3月 ○
幼稚園、保育所対象に保護者、職員向けのＣAP大人ワークショッ
プ研修を開催

子ども家庭部子ども家庭課
家庭児童相談室

077-561-2373

260 草津市 ５月 ○ 児童虐待防止啓発パネル展示（市庁舎１階）
子ども家庭部子ども家庭課
家庭児童相談室

077-561-2373

261 守山市 10月15日
びわこ一周オレンジリボンたすきリレーに担当課および市職員が
参加し啓発

こども家庭局
こども家庭相談課

077-582-1159

262 守山市 10月上旬～ ○ 市役所前に児童虐待防止ののぼり旗の設置
こども家庭局
こども家庭相談課

077-582-1159

263 栗東市 10月15日 びわ湖一周オレンジリボンたすきリレーに市長および職員が参加 市役所全体 077-551-0300

264 栗東市 年間 ホームページにおいて、児童虐待防止および相談窓口の掲載 子育て応援課 077-551-0300

265 栗東市 10月12日 庁舎前にてオレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式 子育て応援課 077-551-0300

266 野洲市 5/1-5/31
市内の主な公共施設において、オレンジリボンのぼり旗を設置
市管理の電光掲示板を活用した啓発

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

三重県

滋賀県



267 野洲市 6月20日 市民に対して、児童虐待防止にかかる出前講座を実施
子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

268 野洲市 10月6日
庁舎前にて、オレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式に市保
育園児の出迎え

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

269 野洲市 10月15日 オレンジリボンたすきリレーの野洲市内現地での応援
子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

270 野洲市
10月31日～

12月1日
○

市内の主な公共施設において、オレンジリボンのぼり旗を設置
市管理の電光掲示板を活用した啓発

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

271 野洲市
10月31日～

12月1日
○ 「オレンジリボンキャンペーン」の横断幕を市役所に設置。

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

272 野洲市 1月13日
健康推進員養成講座において、児童虐待防止にかかる出前講座
を実施

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

273 湖南市 11月 ○ 市内３か所のJR駅にて街頭啓発
子育て支援課家庭児童相
談室

0748-71-2345

274 湖南市 11月 ○ 市庁舎にのぼり旗の設置
子育て支援課家庭児童相
談室

0748-71-2345

275 湖南市 ４月～３月 ○
市職員（希望者のみ）によるオレンジリボン啓発グッズの使用・着
用
（シャツ、ジャンパー、名札ストラップ、シールなど）

子育て支援課家庭児童相
談室

0748-71-2345

276 高島市
7月1日～7

日

市独自の「児童虐待防止推進週間」を設ける
・市役所庁舎内にオレンジリボン七夕・啓発コーナーの設置
・市広報誌に虐待防止啓発記事掲載

子ども家庭相談課 0740-25-8517

277 東近江市 10月15日 オレンジリレーたすきリレーへの参加、応援
こども未来部こども相談支
援課

0748-24-5663

278 東近江市 11月 ○ 市内公共施設付近にのぼり旗設置
こども未来部こども相談支
援課

0748-24-5663

279 米原市 随時 民生児童委員を対象に啓発および役割の説明（市内４地域）
こども未来部
こども家庭課

0749-55-8123

【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

280 京都府 11月3,23日 ○ 府内マラソン大会参加選手等への啓発資材配布 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

281 京都府 １１月 ○ 庁舎での啓発資材の展示・掲出・配布 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

282 京都府 6月14日
乙訓地域子育て支援関係機関・団体交流会を開催し、活動報告及
び妊娠から子育てまでの包括支援対策事業についての意見交換
を行った。

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

283 京都府
11月1日
～30日

○
乙訓総合庁舎周辺へのオレンジリボンキャンペーン啓発のぼりの
掲出及び庁舎ロビーにおける同啓発展示を実施。

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

284 京都府 12月 管内要保護児童対策地域協議会等事務局職員研修を開催。 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

285 京都府 1月～2月
男親に焦点を当てた児童虐待未然予防体制構築のための研修を
開催（３回）

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

286 京都府
11月26日

、27日
○ 南丹市国際交流会館をオレンジ色にライトアップ 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

287 京都府 １１月 ○
ポスター、パネル展示による児童虐待啓発、取組の紹介（舞鶴総
合庁舎及び綾部総合庁舎の府民ホール）

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

288 京都府 １１月 ○
中丹東保健所及び綾部総合庁舎横に横断幕の掲示（虐待防止の
スローガン）

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

289 京都府 １１月 ○ 保健所管内の府公用車にオレンジリボンステッカーを貼り啓発 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

290 京都府 １１月 ○ 中丹東保健所敷地内でオレンジリボンのライトアップ実施 健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

291 京都府
11月1日
～30日

○
保健所庁舎壁面にオレンジリボンライトアップ。玄関前のぼり、横
断幕の設置。

健康福祉部家庭支援課 075-414-4589

292 宇治市
11月1日
～30日

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

福祉こども部
こども福祉課

0774-22-3141

293 宇治市

11月3日
～16日
11月1日
～30日

○ 公共施設（２か所）において、児童虐待防止に係る啓発展示を実施
福祉こども部
こども福祉課

0774-22-3141

294 宇治市
11月11日、
15日、23日

○
市内のホームセンター、ＪＲ宇治駅、公共施設前にて街頭啓発を実
施し、児童虐待防止に関する啓発チラシやグッズを配布

福祉こども部
こども福祉課

0774-22-3141

295 木津川市 12月以降
要保護児童対策地域協議会構成メンバーを対象にした研修を実
施する

こども宝課 0774-75-1212

296 京丹後市 11月10日 ○
ショッピングセンターにおいて児童虐待に関する既存の小冊子等
の配布

教育委員会事務局子ども未
来課

0772-69-0340 府と共同開催

297 城陽市
10月下旬

～11月30日
○ こんにちは赤ちゃん事業でのオレンジリボンの配付

福祉保健部
子育て支援課
子育て支援係

0774-56-4036

298 精華町 11月 ○ 庁舎への懸垂幕掲示
健康福祉環境部子育て支
援課

0774-95-1917

滋賀県

京都府



299 精華町 11月 ○ 公用車へのオレンジリボンマグネットの掲示
健康福祉環境部子育て支
援課

0774-95-1917

300 南山城村
11月1日
～11日

○ ポスターの掲示とチラシの窓口での配布 保健福祉課 0743-93-0104

301 宮津市 11月 ○ オレンジリボンの着用（宮津市職員・市議会議員他）
健康福祉部
社会福祉課
子育て支援係

0772-45-1621

302 和束町 通年 ○ 町公用車に啓発ステッカーを貼付 福祉課 0774-78-3001

303 和束町 12月 ○ 町ホームページに児童虐待防止推進月間記事を掲載 福祉課 0774-78-3001

【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

304 大阪市
10月28
、29日

大阪マラソンエキスポにおいて、児童虐待防止のリーフレット及び
児童虐待ホットラインの周知グッズを配布

こども青少年局子育て支援
部こども家庭課

06－6208－8032

305 大阪市
10月31日～
11月14日

○ 大阪市役所本庁前にオレンジリボンオブジェを設置
こども青少年局子育て支援
部こども家庭課

06－6208－8032

306 堺市 11月8日 ○ 児童虐待防止をテーマに関係機関研修を開催
子ども青少年局　子ども青
少年育成部子ども家庭課子
ども養護係

072-228-7331

【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

307 兵庫県 神戸市 11月13日 ○ シンボル施設のライトアップを実施。
こども家庭局こども家庭支
援課

078-322-5211

【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

308 日高町
11月1日
～30日

○ 児童虐待防止推進月間横断幕を庁舎に掲示 住民福祉課 0738-63-3800

309 和歌山県
9月9日、
11月21日

○
警察と児童相談所職員による虐待対応の合同訓練を開催。開催を
報道機関へ情報提供し、取り上げてもらうことで虐待発生予防に寄
与する（田辺市、和歌山市）

子ども未来課 073-441-2497

310 すさみ町 11月 ○ 町の公用車にオレンジリボンを貼付(マグネット式) 住民生活課 0739-55-4804

311 みなべ町 11月 ○ 虐待防止に関するパンフレットを民生委員や医療機関へ配布 住民福祉課 0739-74-3337

312 みなべ町 11月 ○
虐待防止に関するポスターを町内医療機関や大型スーパー、学
校、保育所、庁舎等公共施設への掲示

住民福祉課 0739-74-3337

313 みなべ町 通年 虐待防止に関するポスターを保健福祉センター内で掲示・啓発 住民福祉課 0739-74-3337

314 和歌山市
11月14日
～25日

○
和歌山市立和歌山高等学校の生徒が描いた児童虐待防止啓発イ
ラスト画の展示（市役所本庁舎１階ロビー）

福祉局子供未来部こども総
合支援センター

073-402-7830

【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

315 鳥取県
1１月1日
～30日

○ 県内6箇所に横断幕・懸垂幕を掲出。
福祉保健部子育て王国推
進局青少年・家庭課

0857-26-7149

316 倉吉市 11月 ○ 広報車による市内広報（月間中２回） 福祉保健部子ども家庭課 0858-22-8220

317 琴浦町 11月12日 ○
オレンジリボンキャンペーンたすきリレー（倉吉児童相談所管内で
実施）

子育て健康課 0858-52-1709

318 八頭町 2月～3月 町内医療機関へ児童虐待防止協力依頼 福祉環境課 0858-76-0211

319 八頭町 年間 赤ちゃん訪問時に虐待防止のための啓発等 保健課 0858-72-3566

320 鳥取市
11月1日
～30日

○
鳥取駅前アーケード「バードハット」にオレンジリボンライトアップを
実施

健康・子育て推進局こども
発達・家庭支援センター

0857-20-0122

321 鳥取市 11月 ○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲揚
健康・子育て推進局こども
発達・家庭支援センター

0857-20-0122

大阪府

京都府

和歌山県

鳥取県



【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

322 島根県 10月16日
地元（益田市）で行われるマラソン大会の参加者中の趣旨賛同者
にオレンジリボン（たすき）をつけて参加してもらう

益田児童相談所 0856-22-0083

323 島根県 未定 ○ 主任児童委員と街頭活動。駅前で実施。 益田児童相談所 0856-22-0083

324 雲南市 ５・６月 各地区民生委員協議会訪問
子ども政策局子ども家庭支
援課

0854-40-1067

325 雲南市 １１月 ○ 児童虐待防止月間懸垂幕設置
子ども政策局子ども家庭支
援課

0854-40-1067

326 雲南市 １１月 ○ 児童虐待防止啓発パネルの掲示　啓発グッズの配布
子ども政策局子ども家庭支
援課

0854-40-1067

327 雲南市

５、６、８、９、
11、12月

平成29年年
２、３月

○

「親子の絆教室」　１クール４回×４クール
生後２か月から５か月生まれの第１子とそのお母さんを対象とし
た、育児仲間づくりや、子育ての基礎知識の学びにより、虐待の未
然防止につながるプログラム

子ども政策局子ども家庭支
援課

0854-40-1067

328 雲南市 ９、１０月 ○

「すてっぷあっぷ教室」　１クール６回
３歳から５歳のお子さんをもつ保護者を対象とし、参加者それぞれ
が抱えている悩みや関心事をグループで話し合い、つながりを深
めることにより、参加者一人ひとりが“自分にあった子育て”を見つ
け、自分のやり方で、安心、かつ自信を持って子育てしていけるよ
う学ぶことにより、虐待の未然防止につながるプログラム

子ども政策局子ども家庭支
援課

0854-40-1067

329 雲南市 １０月 ○

雲南市要保護児童対策地域協議会研修会
①雲南市要保護児童対策について
②雲南市児童虐待対応マニュアルについて
③「児童相談所の役割について」　児相所長により講演
市内幼保認定こども園保育士、市内小中学校教職員、SSW、主任
児童委員、相談支援事業所、要対協代表者会委員、児相、警察、
保健所、庁舎内担当者他参加により研修を行う

子ども政策局子ども家庭支
援課

0854-40-1067

330 大田市 11月 ○ 市ホームページへの掲載 子育て支援課 0854-83-8147

331 大田市 5月～11月 ○
小中学生を対象にした赤ちゃんふれあい体験事業を市内小中学
校（5校）で開催

子育て支援課 0854-83-8147

332 江津市 11月20日 ○
市健康まつり会場（市民センター）で、児童虐待防止に関するパネ
ル展示

子育て支援課 0855-52-7487

333 浜田市 11月 ○ 市庁舎に児童虐待防止推進月間のぼり旗の掲示
健康福祉部子育て支援課
子ども家庭相談係

0855-25-9331

334 益田市 11月中 ○ 市役所庁舎に懸垂幕掲揚 福祉環境部子育て支援課 0856-31-1977

335 松江市
10月27日
～11月7日

○ 市庁舎玄関ロビーで啓発パネル展示。 家庭相談室 0852-55-5954

336 吉賀町 10月～3月 ○ 児童虐待防止に関する講演など 保健福祉課 0856－771165

【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

337 岡山県 11月1日 ○ JR岡山駅前において児童虐待防止街頭キャンペーンを実施
保健福祉部子ども未来課児
童福祉班

086-226-7911

338 笠岡市 6～11月 ○ 児童虐待防止ビデオ募集・表彰 健康福祉部子育て支援課 0865-69-2132

339 高梁市 10月下旬 学童保育指導員対象の児童虐待に関する研修会の開催
健康福祉部こども未来課課
支援係

0866-21-0288

340 高梁市 4月
高梁市管内の校園長会（市立高校、中学校、小学校、幼稚園、保
育園、こども園）に対し、児童虐待に関する説明

健康福祉部こども未来課課
支援係

0866-21-0288

341 高梁市
5月、8月、11

月、2月
○ 実務者会議における虐待に関する説明（年4回）

健康福祉部こども未来課課
支援係

0866-21-0288

342 高梁市 7月中旬 民生児童委員会及び主任児童委員部会における虐待に関する説明
健康福祉部こども未来課課
支援係

0866-21-0288

343 高梁市 10月中旬 代表者会議における虐待に関する説明（年1回）
健康福祉部こども未来課課
支援係

0866-21-0288

344 新見市 10月～11月 ○
市内全保育所・こども園・小学校・中学校へ家庭児童相談員・母子
父子自立支援員の訪問

福祉部こども課
こども福祉係

0867-72-6115

345 真庭市 7，9，10月
中学生・高校生と乳幼児のふれあい体験学習
(市内3地域)

健康推進課 0867-42-1050

346 岡山県 11月 ○ 児童虐待防止啓発街頭キャンペーンの実施。
備前県民局健康福祉部福
祉振興課

086-272-3989

347 新庄村 毎月 ○ 心理士による子育て相談 住民福祉課 0867-56-2646

島根県

岡山県



【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

348 広島県
11月1日
（予定）

○ 広島城のオレンジ色ライトアップ及び点灯セレモニーを実施
健康福祉局こども家庭課児
童グループ

082-513-3167

349 広島県
11月1日
～30日

○ 県庁舎に児童虐待防止月間の懸垂幕を設置
健康福祉局こども家庭課児
童グループ

082-513-3167

350
大崎上島

町
11月 ○ 町広報誌１１月号に児童虐待防止に関する周知を掲載 福祉課 0846-62-0301

351
大崎上島

町
11月 ○ 役場職員オレンジリボンの着用 福祉課 0846-62-0301

352
大崎上島

町
11月 ○ 親の力を学びあう学習プログラム 福祉課 0846-64-3055

353 尾道市
11月1日
～30日

○ 懸垂幕掲示 子育て支援課 0848-38-9215

354 尾道市
5月1日～
平成29年4

月30日
○ バス広告を利用し、市の通告先と3ケタダイヤル189の周知を図る 子育て支援課 0848-38-9215

355 尾道市
11月1日～
平成29年1

月31日
○

市職員、学校教職員、保育士等が期間着用するよう協力を求める
（予定）

子育て支援課 0848-38-9215

356 熊野町
11月1日
～30日

○ 公用車にオレンジリボンを貼り、虐待防止を啓発 子育て・健康推進課 082-820-5609

357 熊野町
11月1日～
1月上旬

○ 虐待防止標語懸垂幕掲示（公民館等４か所） 民生課 082-820-5635

358 庄原市 11月中 ○ 市内各庁舎に懸垂幕の掲示を行う。
生活福祉部児童福祉課あ
んしん支援係

0824-73-0051

359 福山市
11月1日
～30日

○
児童虐待防止啓発の「懸垂幕」を市役所庁舎，支所に懸架すると
共に，「のぼり旗」を市役所本庁舎に設置する。

児童部子育て支援課 084-928-1258

360 福山市
11月3日
～14日

○
公共施設ロビーに啓発パネルとオレンジリボンツリーの展示を通じ
て児童虐待防止を啓発する。

児童部子育て支援課 084-928-1258

【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

361 山口県 ８～１０月
県関係行事（人権フォーラム・男女共同参画フォーラム・県社会福
祉大会）等にて児童虐待防止のパネル等展示・チラシ、オレンジリ
ボン配布

健康福祉部こども・子育て
応援局こども家庭課児童環
境班

083-933-2744

362 山口県 １１月 ○ 県庁前の太陽光発電インフォメーションを利用し、啓発広報を実施
健康福祉部こども・子育て
応援局こども家庭課児童環
境班

083-933-2744

363 山口県 １１月 ○
県庁エントランスホール及び県総合保健会館ロビーに児童虐待防
止のパネル等展示

健康福祉部こども・子育て
応援局こども家庭課児童環
境班

083-933-2744

364 岩国市
11月1日
～15日

○ 市役所前の大型映像装置による児童虐待防止月間の周知
健康福祉部こども支援課家
庭児童相談室

0827-29-5076

365 宇部市 通年 ○ 児童虐待防止に関するＤＶＤの貸出 家庭児童相談室 0836-34-8333

366 宇部市 11月27日 ○ ごきげん未来フェスタで児童虐待防止のブースを開設 家庭児童相談室 0836-34-8333

367 下関市 １１月 ○
１１月の１ヵ月間、保健部及びこども未来部に所属する職員がオレ
ンジリボンを装着する。

こども未来部こども保健課 083-231-1432

368 下関市 11月20日 ○
オレンジリボンたすきリレーのイベントにおいて、リレー参加及びチ
ラシ配布等実施。

こども未来部こども保健課 083-231-1432

369 下関市 １１月 ○
市役所本庁舎本館玄関前に懸垂幕による児童虐待推進月間を周
知するための広報を実施。

こども未来部こども保健課 083-231-1432

370
周防大島

町
通年 ○

町内三つの「子育て支援センター」による月4回の「子育て行事」の
実施

福祉課 0820-77-5505

371
周防大島

町
通年 ○ ファーストブック・絵本贈呈で家庭訪問（生後6か月） 福祉課 0820-77-5505

372 田布施町 10月～11月 ○ ポスター等の掲示及び広報紙による虐待防止の啓発 町民福祉課　児童係 0820-52-5810

【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

373 徳島県
10月11日～
10月31日

県民ホールで児童虐待防止啓発のパネルを展示する
県民環境部次世代育成青
少年課子ども・子育て支援
室

088-621-2180

374 徳島県 11月（予定） ○ 中央こども女性相談センター庁舎内にてパネル展示
中央こども女性相談セン
ター児童相談担当

088-622-2205

広島県

山口県

徳島県



375 徳島県 11月 ○ オレンジリボン啓発パネル展（南部総合県民局（阿南））
南部こども女性相談セン
ター

0884-22-7130

376 板野町 11月 ○
町のホームページへ平成29年度の市町村の役割の変化などと共
に掲載

住民課 088-672-5984

377 小松島市
11月1日
～30日

○ 市役所に横断幕を掲示し「児童虐待防止」の啓発を行う
保健福祉部児童福祉課こど
も家庭支援室

0885-32-2114

378 美馬市 11月 ○ オレンジリボンバッジを担当部署職員が全員着用し、ＰＲを図る。 子どもすこやか課 0883-52-5606

379 吉野川市
11月16日
～25日

○
市役所庁内にて第３回吉野川市「ストップ！児童虐待」作品展並び
に児童虐待防止啓発パネル展を開催

健康福祉部
子育て支援課

0883-22-2266

380 吉野川市 11月 ○ 要保護児童対策地域協議会において、関係機関との情報交換
健康福祉部
子育て支援課

0883-22-2266

381 徳島県 11月 ○
西部総合県民局三好庁舎・美馬庁舎・管内保健所・管内各市町庁
舎で児童虐待防止に関するパネル・ポスターの展示

西部こども女性相談セン
ター児童相談担当

0883-53-3110

【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

382 坂出市 11月 ○
市庁舎に児童虐待防止の懸垂幕を掲示，またオレンジリボンのモ
ニュメントを設置

健康福祉部こども課児童福
祉係

0877-44-5027

383 さぬき市 11月中 ○
市内保育所（園）・幼稚園の園児と職員によるオレンジリボンの着
用

子育て支援課 0879-52-2517

384 さぬき市 11月中 ○ オレンジリボンの配布と啓発 子育て支援課 0879-52-2517

385 さぬき市 11月中 ○ 市立図書館で児童虐待防止の啓発展示 子育て支援課 0879-52-2517

386 さぬき市 通年 ○
市内小中学校へ児童虐待防止啓発活動を実施「あなたに伝えたい
計画」

子育て支援課 0879-52-2517

387 小豆島町 11月中 ○ 町内幼保への児童虐待防止啓発旗の設置 健康づくり福祉課 0879-82-7038

388 小豆島町 10月31日
虐待防止に関するクイズ・キャンペーングッズ配布（ふるさと商工ま
つり：小豆島ふるさと村）

健康づくり福祉課 0879-82-7038

389 土庄町 通年
啓発旗、オリーブリボンポスターを公共施設に掲示。各種団体へ啓
発用（オリーブリボン印刷）ジャンパーを貸し出し

健康増進課 0879-62-1234

390 まんのう町 11月1日 ○ 本庁、支所、出張所にてのぼりを設置 福祉保険課 0877-73-0125

391 高松市
10月下旬
～11月末

○
　厚生労働省より配布のあった啓発ポスターを掲出することで、子
ども虐待防止啓発を促進する。

高松市子育て支援課こども
女性相談室

087-839-2384

392 高松市 11月初旬 ○
　市役所6階EVホールに、オレンジ＆パープルリボン・キャンペーン
ツリーを設置し、来庁者に周知・啓発する。

高松市子育て支援課こども
女性相談室

087-839-2384

393 高松市
2月1日
～4日

子ども虐待・ＤＶ・里親に関するパネルを展示するほか、高松市が
行っている「オレンジ＆パープルリボンキャンペーン」について紹介
する。また、期間中の１月９日～１１日の３連休には、オレンジ＆
パープルリボン作りやぬりえ、おもちゃ作りなどのワークショップを
開催する。

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

394 伊予市 １０月 ○ 児童虐待防止に関する研修会を実施 子育て支援課 089-982-1111

395 松山市 11月 ○ 市庁舎別館へ児童虐待防止推進月間紹介の横断幕設置
保健福祉部
子ども総合相談センター事
務所

089-943-3215

396 松山市 通年 ○ 市有公用車へ、児童虐待防止啓発マグネット式ステッカーを貼付
保健福祉部
子ども総合相談センター事
務所

089-943-3215

【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

397 安芸市 11月 ○ 市役所庁舎に虐待防止啓発の垂れ幕を掲示 安芸市福祉事務所こども係 0887-35-1009

398 芸西村 11月 ○ 広報紙にて、オレンジリボン活動への協賛・協力 健康福祉課 0887-33-2112

399 日高村 12月中 高知オレンジリボンキャンペーンたすきリレー実施
教育委員会
子ども支援室

0889-24-4411

400
土佐清水

市
11月 ○

庁舎内外の関係機関関係者に児童虐待防止月間中オレンジリボ
ンを付けてもらい、児童虐待防止の周知・啓発を図る。

土佐清水市
福祉事務所
子育て支援係

0880(87)9011

香川県

愛媛県

高知県

徳島県



【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

401 飯塚市
11月1日
～30日

○ 本庁舎及び各支所に懸垂幕・昇り旗を設置
こども・健康部　子育て支援
課

0948‐22‐5500
（1118）

402 大野城市 ５～６月中 市職員への「児童虐待防止推進月間」標語の募集
こども部こども健康課こども
家庭担当

092-580-1964

403 大野城市 随時 出前講座による児童虐待防止に関する講義
こども部こども健康課こども
家庭担当

092-580-1964

404 大牟田市
11月1日
～30日

○ 公用車等にオレンジリボン運動のボディパネル装着
保健福祉部子ども未来室児
童家庭課

0944-41-2684

405 岡垣町
11月1日
～30日

○ ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽや公用車にｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝﾏｸﾞﾈｯﾄを装着 こども未来課子育て支援係 093-282-1211

406 川崎町 12月 児童虐待防止の学習会を予定 社会福祉課子育て支援係 0947-72-3000

407 久留米市 6月9日
青陵中学校での赤ちゃんとのふれあい体験を通じた児童虐待防止
にかかる啓発活動。

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

408 久留米市
6月21日
、30日

江南中学校での赤ちゃんとのふれあい体験を通じた児童虐待防止
にかかる啓発活動。

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

409 久留米市 10月8日
セーフコミュニティフェスタ（場所：久留米シティプラザ）において、児
童虐待防止の啓発を行う。

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

410 久留米市 10月22日
明星中学校、江南中学校の人権フェスタにおいて、児童虐待防止
の啓発を行う。

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

411 久留米市
11月1日
～30日

○
要保護児童対策地域協議会構成団体等関係者が「児童虐待防止
推進月間」にオレンジリボンを着用し、市民への啓発を行う。

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

412 久留米市 11月12日 ○ 諏訪中学校の人権フェスタにおいて、児童虐待防止の啓発を行う。
子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

413 古賀市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間を啓発するのぼりを公共施設に設置
保健福祉部子育て支援課
家庭支援係

092－942-1159

414 古賀市 11月 ○
児童虐待防止についての啓発メールを教育委員会から小・中学校
保護者向けに一斉メール送信

保健福祉部子育て支援課
家庭支援係

092－942-1159

415 小竹町 １１月 ○
福祉課子育て支援係使用封筒に児童虐待防止啓発標語等を印刷
し、使用

福祉課 09496-2-1219

416 田川市 11月 ○ 福岡県立大学の学生によるオレンジ運動実施分を庁舎内に掲示
子育て支援課
子育て支援係

0947-44-2000

417 筑後市
11月1日
～30日

○
市庁舎敷地内に児童虐待ののぼり端を数か所立てて、児童虐待
防止の啓発を行う

子育て支援課 0942-65-7017

418 筑後市 通年 ○ 公用車は、オレンジリボンのステッカーを貼って使用している。 子育て支援課 0942-65-7017

419 広川町 10月17日
町立中広川小学校において、小学4年生とその保護者を対象に講
演会を実施。テーマ「いのちの授業～生まれてきてくれてありがとう
産んでくれてありがとう～」

福祉課子育て支援係 0943-32-1113

420 広川町 11月1日 ○
町広報に児童虐待防止啓発記事（通報・相談）及び11月21日の講
演会案内を掲載

福祉課子育て支援係 0943-32-1113

421 広川町 11月10日 ○
町立上広川小学校において、小学4年生とその保護者を対象に講
演会を実施。テーマ「いのちの授業～生まれてきてくれてありがとう
産んでくれてありがとう～」

福祉課子育て支援係 0943-32-1113

422 広川町 1月16日
町立下広川小学校において、小学4年生とその保護者を対象に講
演会を実施。テーマ「いのちの授業～生まれてきてくれてありがとう
産んでくれてありがとう～」

福祉課子育て支援係 0943-32-1113

423 広川町 11月21日 ○
広川町町民センターにおいて、乳幼児の保護者に対し、講演会を
実施。テーマ「子どもの心も育む食」

福祉課子育て支援係 0943-32-1113

424 広川町 12月6日
町立広川中学校において、乳幼児ふれあい体験のまとめとして、
中学3年生に対し講演会を実施「いのちの授業～生まれてきてくれ
てありがとう　産んでくれてありがとう～」

福祉課子育て支援係 0943-32-1113

425 宮若市

5月9日～6
月20日

8月8日～9
月20日

11月7日～
12月19日
2月6日～3

月21日
上記期間の
毎週月曜日

第一乳児とその母親を対象とした子育て支援事業「育児支援プロ
グラムIPPO」を実施
初めての子育ての不安や社会からの孤立感から虐待に走ることを
防止することを目的としている

子育て支援課子育て支援
係

0949-32-0517

426 宮若市 11月 ○ 要保護児童地域対策協議会実務者会議の開催
子育て支援課子育て支援
係

0949-32-0517

427 行橋市 通年 ○ 子ども支援課職員がオレンジリボンをつけて啓発
子ども支援課
子育て支援係

0930-25-1111

428 行橋市 １１月 ○ 公用車に「児童虐待防止推進月間」マグネットを貼付し、啓発
子ども支援課
子育て支援係

0930-25-1111

福岡県



429 福岡県 行橋市 １１月 ○ 市役所、子育て支援センター等に虐待防止内容ののぼりを設置
子ども支援課
子育て支援係

0930-25-1111

【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

430 唐津市 11月 ○ 「児童虐待防止月間」旗を市役所入口に設置
保健福祉部子育て支援課
児童保育係

0955-72-9151

431 佐賀市 11月 ○
子ども用ＳＯＳカードを市内小中学生に使い方を説明した上で配布
（小４～６、中１～３）

こども教育部こども家庭課 0952-40-7289

432 鳥栖市 通年 公共機関、保育所等への虐待防止啓発ポスターの掲示
健康福祉みらい部こども育
成課

0942-85-3552

【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

433 長崎県 通年・随時 県内の会議・イベント時のリーフレット等配布 こども政策局こども家庭課 095-895-2442

434 長崎県 11月 ○
児童虐待防止懸垂幕の掲示
各警察署・市町において懸垂幕の掲示を依頼する

こども政策局こども家庭課 095-895-2442

435 長崎県 11月 ○
県内の大型商業施設の一部店舗において、虐待防止ポスターを掲
示（予定）

こども政策局こども家庭課 095-895-2442

436 雲仙市 通年
赤ちゃん健康相談時、虐待防止、児童相談窓口についてチラシ配
布

子ども支援課 0957-36-2500

437 雲仙市
11月1日
～30日

○ 児童虐待防止月間懸垂幕の掲示 子ども支援課 0957-36-2500

438 雲仙市 通年
民生委員児童委員連絡会参加　（児童相談室について周知・児童
相談の連携）

子ども支援課 0957-36-2500

439 五島市 通年 ○ ひとり親家庭に対して家庭児童相談室の紹介チラシ配布
社会福祉課こども家庭未来
班

0959-72-6117

440 五島市

6月4日～25
日、10月8日
～11月12

日、
平成29年1
月21日～2

月25日

○
「はじめのいっぽ」の開催。（第１子出産の母子に対し、早期の児童
虐待防止および産後うつ等の発生防止を図る）

社会福祉課こども家庭未来
班

0959-72-6117

441 佐世保市 通年 ○ 児童虐待予防の懸垂幕を市役所本庁舎に掲示
子ども保健課子ども子育て
応援センター

0956-25-9705

442 佐世保市 通年
虐待予防マニュアルを用い、民生委員、幼稚園・保育園・小学校・
中学校、高等学校などの関係機関で研修会を実施

子ども保健課子ども子育て
応援センター

0956-25-9705

443
新上五島

町
11月～ ○ 「なくそう！子ども虐待」オレンジリボンマグネットを公用車に貼付 こども課 0959-53-1133

444
新上五島

町
５月

町母子保健推進員研修会時に児童虐待防止に関する説明、グッ
ツの配布

こども課 0959-53-1133

445
新上五島

町
６月

町教育研究会特別支援部会時に児童虐待防止に関する説明、
グッツの配布

こども課 0959-53-1133

446
新上五島

町
9月

民生委員児童委員研修会時に児童虐待防止に関する説明、グッ
ツの配布

こども課 0959-53-1133

447 対馬市
11月1日
～30日

○ 庁舎に児童虐待防止推進月間の横断幕を掲示 こども未来課 0925-58-1119

448 対馬市 通年 ○ 産科医療機関（対馬病院）と行政の連携 こども未来課 0925-58-1119 健康増進課と合同

449 対馬市 12月16日 高等学校養護教諭への講話 こども未来課 0925-58-1119

450 時津町
11月1日
～30日

○ 庁舎に懸垂幕を提示 福祉課 095-882-2211

451 長崎市 11月 ○ 市役所庁舎に横断幕を掲示 こども部子育て支援課 095-829-1270

452 長崎市 通年 公用車に啓発のオレンジリボン・マグネットを貼付 こども部子育て支援課 095-829-1271

453 長崎市 11月 ○ 要保護児童対策地域協議会関係団体職員向け研修会 こども部子育て支援課 095-829-1275

454 平戸市 11月15日 ○ 里親出前講座開催 福祉課子育て支援班 0950－22－4111

455 平戸市 12月～2月 民生児童委員・主任児童委員定例会での講話 福祉課子育て支援班 0950－22－4111

456 平戸市 １０月 福祉健康祭りにて、パンフレット配布 福祉課子育て支援班 0950－22－4111

457 南島原市 11月1日 ○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲示 福祉保健部こども未来課 050-3381-5050

458 南島原市 通年・随時
民生委員児童委員協議会、保育会等において、児童虐待防止に
関する説明と市の家庭児童相談室を紹介

福祉保健部こども未来課 050-3381-5050

佐賀県

長崎県



【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

459 熊本市
11月1日
～3月末

○
市内を走る路線バスについて、オレンジリボン、児童虐待防止のた
めの広報啓発のラッピングを実施

健康福祉局子ども未来部子
ども支援課

096-328-2158

460 苓北町 １１月 ○ 要保護児童対策協議会及び苓北安心ネットワーク会議の開催 福祉保健課 0969-35-1111

【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

461 宮崎県 11月中 ○ 県庁舎外壁に児童虐待防止月間に係る懸垂幕を掲示
福祉保健部
こども家庭課

0985-26-7570

462 宮崎県
11月1日
～13日

○ 県庁本館建物を夜間、オレンジリボンライトアップを実施
福祉保健部
こども家庭課

0985-26-7570

463 宮崎県 11月中 ○
ショッピングモールにおいて子育て支援・児童虐待等に関するチラ
シ等を配布

福祉保健部
こども家庭課

0985-26-7570

464 串間市 11月3日 ○ 串間市要保護児童対策地域協議会相談通告連絡票の配布 福祉事務所こども対策室 0987-72-0333

465 串間市 11月 ○ オレンジリボン作成及びオレンジツリーで啓発 福祉事務所こども対策室 2987-72-0333

466 新富町
11月1日
～30日

○ オレンジリボンの配布 町民こども課 0983-33-1293

467 高千穂町 11月9日 ○ 子育て支援センターで児童虐待防止に関する講話を実施する。 福祉保険課 0982-73-1202

468 高千穂町 11月23日 ○ 子育てフェスタ開催時に児童虐待防止の講話等を実施する。 福祉保険課 0982-73-1202

469 高鍋町 11月 ○ 町広報紙において児童虐待防止推進月間の周知 福祉課子ども支援係 0983-26-2010

470 日向市 通年 公用車にオレンジリボンステッカーを貼付 こども課子育て支援係 0982-52-2111

471 三股町
11月1日
～30日

○ 役場ロビーに児童虐待に関するブースを設置し、啓発を行う。 福祉課児童福祉係 0986-52-9060

472 三股町 11月12日 ○
町主催のふるさとまつり会場にてブースを設置し、啓発活動を行
う。

福祉課児童福祉係 0986-52-9060

473 都城市 11月中 ○
市庁舎及び県合同庁舎に懸垂幕、中央通りアーケードにバナーを
掲示・総合支所等にのぼり旗を設置

福祉部こども課
児童家庭担当

0986-23-2684

【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

474 指宿市
11月１日
～30日

○ 「児童虐待防止推進月間」について，市庁舎への懸垂幕掲示
健康福祉部地域福祉課児
童母子福祉係

0993-22-2111

475 鹿屋市
11月初旬～
平成29年１

月中旬
○

市内公共施設周辺でオレンジイルミネーションのライトアップを実
施

保健福祉部子育て支援課
児童家庭係

0994-31-1134

476 鹿屋市 11月 ○ 市立図書館に児童虐待に関連した図書コーナーを設置
保健福祉部子育て支援課
児童家庭係

0994-31-1134

477 西之表市 3月4日
市民フェア（すこやかフェスタ）において、オレンジリボンツリーを設
置し、来場者にオレンジリボンを結んでもらう。また、PR用のジャ
ケットと帽子を着用し、広報啓発を行う。

健康保険課健康増進係・福
祉事務所子育て支援係

0997-22-1111

478 枕崎市 10月20日 「児童虐待防止推進月間」についてお知らせ版掲載 福祉課社会係 0993-72-1111

479 湧水町 11月 ○ 町の行事等において児童虐待防止に関する小冊子等の配布 福祉課障害者・児童福祉係 0995-74-3111

480 和泊町 11月中 ○ 児童虐待防止推進月間（広告入り花の種子）を配布
町民支援課
児童福祉係

0997-84-3526

481 南大隅町 11月1日 ○
南大隅町すまいるメール配信において、児童虐待防止月間のお知
らせ（登録者のみ）

介護福祉課 0994-24-3126

482 霧島市 通年 ○

年間を通じて「霧島市出前講座」と称し、市職員が地域に出向き、
市政に対する理解を深めてもらうため、市民・団体からの申込に応
じて出前講座を実施。講座名「見過ごさないぞ！DV・虐待講座」
※保健福祉部子育て支援課も共同で実施

企画部企画政策課男女共
同参画推進グループ

0995-45-5111

鹿児島県

熊本県

宮崎県



【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

483 沖縄県 11月18日 ○
沖縄県警と児童相談所の共催による臨検・捜索等の合同訓練を実
施する。

子ども生活福祉部青少年・
子ども家庭課児童育成班

098-866-2174

484 沖縄市
11月2日
～9日

○
平成27年度オレンジリボンパネル展
庁内玄関ホールにて児童虐待防止関連の資料、ﾎﾟｽﾀｰ等掲示、
DVD（児童虐待防止啓発関連）上映。

こども相談・健康課　こども
相談係

098-929-3135

485 沖縄市
10月30日～
11月27日

○
「児童虐待防止推進月間」の横断幕を沖縄市庁舎および沖縄署へ
１ヶ月感掲示し、広く市民に周知・啓発を図る。

こども相談・健康課　こども
相談係

098-929-3135

486 沖縄市 通年 ○

市内全部の公立・認可無認可保育園および幼稚園等を巡回訪問
し、ｵﾘｼﾞﾅﾙ作成した資料をもとに児童虐待についてその種類や発
見した場合の対応、市との連携・連絡・相談について説明する事業
を実施している。

こども相談・健康課　こども
相談係

098-929-3135

487 嘉手納町 11月中 ○
広報誌に児童虐待月間について周知、虐待の通報先など詳細を
掲載予定。

子ども家庭課　児童福祉係 098-956-1111

488 嘉手納町 11月中 ○ 町内の電光掲示板で、児童虐待防止月間である事を周知予定。 子ども家庭課　児童福祉係 098-956-1111

489 嘉手納町 11月中 ○ 役場庁舎の壁面に、懸垂幕を掲げる予定。 子ども家庭課　児童福祉係 098-956-1111

490 北中城村 10月31日
児童虐待防止に関する施策の紹介及び制度の周知を目的とした
パネル展を実施

福祉課児童福祉係 098-935-2233

491 宜野湾市 通年 ○
市報および市ホームページにおいて、児童虐待防止に関すること
や、市の取り組みを紹介。

福祉推進部
児童家庭課

098-893-4422

492 宜野湾市 通年 ○
公用車にオレンジリボンのマグネットを貼り、虐待防止推進に向け
全庁的に取り組んでいる。

福祉推進部
児童家庭課

098-893-4422

493 宜野湾市 7月23日 コザ児童相談所職員をお招きし、支援者向けの研修会を開催。
福祉推進部
児童家庭課

098-893-4422

494 宜野湾市
9月10日、17
日、24日、
10月1日

子育て理論コモンセンスペアレンティングを使った講座を、週1回（4
週連続）市民対象に開催。

福祉推進部
児童家庭課

098-893-4422

495 宜野湾市 11月12日 ○
児童虐待防止講演会の開催（会場：市社会福祉協議会）。市報お
よび市ホームページを通して市民へ案内。

福祉推進部
児童家庭課

098-893-4422

496 宜野湾市 1月21日 支援者向けの研修会を開催。
福祉推進部
児童家庭課

098-893-4422

497 金武町 通年 ○
世帯配布の健康カレンダーに児童虐待等が疑われる場合の相談
窓口・連絡先を掲載

保健福祉課 098-968-5932

498 北谷町 11月 ○ 虐待防止月間のパネル展
子ども家庭課
子育て支援係

098-982-7709

499 豊見城市
11月4日
～30日

○ 　虐待防止に関するパネル展
福祉部　児童家庭課　子育
て支援班

098-850-0143

500 那覇市 11月 ○ 庁舎ロビーでのパネル展示
子育て応援課
子育て支援室

098-861-5026

501 那覇市 11月 ○ 市のホームページにより児童虐待防止を周知
子育て応援課
子育て支援室

098-861-5026

502 那覇市 11月 ○ 本庁舎及び各支所に懸垂幕を設置し児童虐待防止を周知
子育て応援課
子育て支援室

098-861-5026

503 西原町 11月 ○ 町役場庁舎内で児童虐待に関するパネル展示
福祉部こども福祉課　子育
て支援係

098-945-5311

504 南風原町 11月 ○ 町でのぼり（旗）、横断幕を作成。役場で掲示。周知。 民生部　こども課 098-889-7028

505 南風原町 11月 ○ 兼城交差点前の電光掲示板にて、児童虐待防止月間の周知。 民生部　こども課 098-889-7028

506 宮古島市
１１月２日
～３０日

○ 懸垂幕の設置(児童虐待防止推進月間標語の掲揚） 児童家庭課 0980-73-1966

507 本部町 11月 ○ 電光掲示板での掲示 児童家庭課 0980-73-1966

508 与那原町 １１月～ ○
児童虐待防止推進月間に町役場ロビーにて統計資料を掲示。住
民に広報し啓発活動を実施する予定。

子育て支援課 098-945-6520

509 読谷村 通年 ○ HPで虐待種別や、相談先、相談業務について記事掲載 生活福祉部こども未来課 098-982-9240

沖縄県


