
【茨城県】

○　フォーラム等事業の開催

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 茨城県 日立市 10月27日
児童虐待防止に関する講演会を開催
・来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフレットを配付

保健福祉部子ども
局子ども福祉課

0294-22-3111

2 茨城県 古河市 1月22日

児童虐待防止講演会を実施
テーマ：　（講師と調整中）
講師：白川　美也子（こころとからだ・光の花クリニック院長）
定員：100名
場所：古河市総和福祉センター「健康の駅」 ２階 視聴覚室

子ども福祉課 0280-92-3111

3 茨城県 石岡市 通年 ○
保健センターにて実施しているマタニティースクールで児童虐待
予防のＤＶＤ上映

健康増進課 0299-24-1386

4 茨城県 石岡市 未定

市内保育所及び認定こども園の保育士等を対象としたペアレント
トレーニング（豆の木式）事業講習会の開催。保育士等のスキル
アップ及び保育士等から保護者へこどもとの望ましいコミュニ
ケーションの方法について助言ができるようになることを目的と
する。

こども福祉課
0299-23-1111
（内線：174）

5 茨城県 潮来市 2月 市内施設において、児童虐待の予防をテーマとした講演会を開催
市民福祉部子育て
支援課子育て支援
グループ

0299-63-1111

6 茨城県 東海村 7月14日
要対協の関係機関職員に向けた研修会を実施(ネットワークケア
について・役場内会議室）

福祉部子育て支援
課子ども家庭担当

029-287-0896

7 茨城県 東海村 12月～1月
要対協の関係機関職員に向けた研修会を実施(事例検討・役場内
会議室）

福祉部子育て支援
課子ども家庭担当

029-287-0896

8 茨城県 東海村 11月14日 ○
児童虐待防止講演会を実施（行政機関や地域に求める課題、虐待
による二次障害と発達障害の見分け方など）

福祉部子育て支援
課子ども家庭担当

029-287-0896

○　啓発物品作成・配布

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 茨城県 水戸市 9月24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

2 茨城県 水戸市 11月12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

3 茨城県 日立市 11月 ○
児童虐待防止推進月間のリーフレットを作成し、保育園・幼稚
園・小中学校で配付

保健福祉部子ども
局子ども福祉課

0294-22-3111

4 茨城県 日立市 11月2日 ○
日立駅前において、児童虐待推進月間のリーフレット及び啓発物
を配付し、街頭キャンペーンを実施

保健福祉部子ども
局子ども福祉課

0294-22-3111

5 茨城県 日立市 11月 ○ 市役所庁舎に横断幕を設置
保健福祉部子ども
局子ども福祉課

0294-22-3111
新庁舎になり、設置
の有無について確認
中

6 茨城県 土浦市 11月 ○ 土浦市内駅前等において、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

7 茨城県 古河市 4月29日
「第７回古河こどもまつり」（会場：古河総合公園（古河公方公
園））に参加し、啓発のためのチラシ及びグッズを配布

子ども福祉課 0280-92-3111

8 茨城県 古河市 9月～10月
平成30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）

子ども福祉課 0280-92-3111

9 茨城県 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）

子ども福祉課 0280-92-3111

10 茨城県 古河市 11月 ○
古河市総和福祉センター「健康の駅」及び総和庁舎にキャンペー
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。

子ども福祉課 0280-92-3111

11 茨城県 石岡市 通年 ○ 出生届出時に「子育てガイドブック」を配布 こども福祉課
0299-23-1111
（内線：174）

12 茨城県 結城市 10月28日
栃木県小山市から引き継ぐオレンジリボンたすきリレーの一環
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

13 茨城県 下妻市 11月9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、チラ
シ等を配布

保健福祉部子育て支援課 0296-45-8120

14 茨城県 下妻市 11月 ○ 市公用車に児童虐待防止の啓発マグネットを貼付 保健福祉部子育て支援課 0296-45-8120

15 茨城県 下妻市 11月 ○ 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 保健福祉部子育て支援課 0296-45-8120



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

16 茨城県 下妻市 11月 ○
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、リーフレット、啓発グッズを配布

保健福祉部子育て支援課 0296-45-8120

17 茨城県 下妻市
7月14日、
12月、3月

保護者向け児童虐待防止チラシを作成し、小中学校経由で全児
童・生徒の保護者に配布

保健福祉部子育て支援課 0296-45-8120

18 茨城県 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・広報活動を実施（チ
ラシ・啓発品の配布）

子育て支援課子育
て支援Ｇ

0293-23-2129

19 茨城県 高萩市 11月11～12日 ○
高萩市産業祭において啓発・広報活動を実施（チラシ・啓発品の
配布）

子育て支援課子育
て支援Ｇ

0293-23-2129

20 茨城県 高萩市 11月 ○ 高萩駅前においてキャンペーンを実施（チラシ・啓発品の配布）
子育て支援課子育
て支援Ｇ

0293-23-2129

21 茨城県 笠間市 11月 ○
主任児童委員による市内スーパー等での虐待防止呼びかけ、手作
りオレンジリボン等の配布

社会福祉課 0296-77-1101

22 茨城県 取手市 11月 ○
オレンジリボンを作成し、相談窓口一覧をつけ配布
ポスター掲示

福祉部子育て支援
課

0297-74-2141

23 茨城県 つくば市 11月3日～30日 ○
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

こども部子育て相
談室

029-883-1111

24 茨城県 ひたちなか市 10月
小中学校や保育園等、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

25 茨城県 ひたちなか市 11月 ○
コミュニティセンターや児童館、子どもふれあい館等で虐待防止
啓発用チラシやオレンジの折り紙、虐待防止標語入りの花の種等
を来場者に配布

児童福祉課家庭児
童相談室

029-273-0111

26 茨城県 守谷市 通年 ○ オレンジリボンステッカーの公用車への貼付
保健福祉部児童福
祉課

0297-45-1111

27 茨城県 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

28 茨城県 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付 子ども家庭課 029-892-2000

29 茨城県 桜川市 11月 ○ 市役所職員によるオレンジリボンの作成・着用 児童福祉課 0296-75-3156

30 茨城県 神栖市 11月 ○ リーフレットの配布 こども課 0299-90-1205

31 茨城県 神栖市 通年 ○ ポスターの掲示 こども課 0299-90-1205

32 茨城県 小美玉市 9月24日 小美玉市の福祉祭りで、オレンジリボンを配布 社会福祉課 0299-48-1111

33 茨城県 茨城町 11月 ○ 町民祭において、児童虐待防止に関する啓発活動
茨城町保健福祉部
こども課

029-240-7144

34 茨城県 茨城町 11月 ○
役場玄関及びゆうゆう館にオレンジリボンの「のぼり」を設置
し、周知

茨城町保健福祉部
こども課

029-240-7144

35 茨城県 茨城町 通年 ○
こども課窓口に児童相談所全国共通ダイヤルのカードを置き、周
知

茨城町保健福祉部
こども課

029-240-7144

36 茨城県 茨城町 通年 ○ 町所有の公用車にマグネット式オレンジリボンを貼り、周知
茨城町保健福祉部
こども課

029-240-7144

37 茨城県 大子町 11月 ○ 各機関へポスター掲示依頼及びリーフレット等の配布
福祉課社会福祉担
当

0295-72-1117

38 茨城県 阿見町 10月22日
町主催の「さわやかフェア2017」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

39 茨城県 八千代町 8月1日 児童虐待防止に関するチラシを町広報誌とともに全戸配布
保健福祉部福祉課
子育て支援室

0296-49-3941

40 茨城県 八千代町 通年 ○ 子育て支援室職員によるオレンジリボンの着用
保健福祉部福祉課
子育て支援室

0296-49-3941

41 茨城県 五霞町 9月17日
町の健康福祉まつりにおいて、児童虐待防止リーフレット・ポ
ケットテッシュを配布

健康福祉課 0280-84-1111

42 茨城県 五霞町 通年 ○ 役場窓口において児童虐待防止ポケットテッシュを配布 健康福祉課 0280-84-1111

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

福祉部子ども未来
課児童福祉係

0280-81-1301

44 茨城県 境町 11月3日 ○
町民祭において、オレンジリボンに関するリーフレット及び啓発
グッズを配布

福祉部子ども未来
課児童福祉係

0280-81-1301

45 茨城県 利根町 5月10日 民生委員・児童委員による街頭キャンペーン（啓発カード配布）
福祉課（社会福祉
係）

0297-68-2211



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

46 茨城県 利根町 11月 ○ 庁舎内に児童虐待防止ののぼり旗、オレンジリボンの掲示
子育て支援課　子
ども福祉係

0297-68-2211

○　広報誌、テレビ等で周知

都道府県 市区町村
実施（予定）

期間・日
11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等） 担当部署名 問い合わせ先 備考

1 茨城県 茨城県 11月 ○
県広報誌「ひばり」に児童虐待の防止、児童虐待相談窓口、児童
相談所全国共通ダイヤル「189」等に関する記事を掲載

保健福祉部子ども
家庭課　児童育
成・母子保健G

029-301-3247

2 茨城県 茨城県 11月 ○
茨城放送「ラジオ県だより」において児童虐待の防止、児童相談
所全国共通ダイヤル「189」、３６５日２４時間電話対応の相談
窓口「児童虐待ホットライン」等を周知

保健福祉部子ども
家庭課　児童育
成・母子保健G

029-301-3247

3 茨城県 水戸市 9月15日
市広報紙において、水戸まちなかフェスティバル、ケーズデンキ
スタジアム水戸で、児童虐待防止に関する啓発物配布を紹介

保健福祉部子ども
課相談係

029-232-9111

4 茨城県 水戸市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待相談窓口を紹介
保健福祉部子ども
課相談係

029-232-9111

5 茨城県 日立市 10月～11月 ○
市広報紙において、児童虐待防止の啓発とオレンジリボンたすき
リレーを周知

保健福祉部子ども
局子ども福祉課

0294-22-3111

6 茨城県 古河市 11月 ○ 11月1日号の広報誌に特集ページを掲載 子ども福祉課 0280-92-3111

7 茨城県 龍ケ崎市 11月 ○ 子どもの権利条約と虐待の現状について広報
こども課子育て支
援Ｇ

0297-64-1111

8 茨城県 常総市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間に関することを広報誌に掲載
保健福祉部社会福
祉課社会係

0297-23-2111
（内線4131）

9 茨城県 常陸太田市 11月 ○ 市広報誌及び市ホームページにおいて児童虐待防止の記事を掲載
保健福祉部子ども
福祉課

0294-72-3111

10 茨城県 高萩市 11月 ○ 高萩市報11月号で虐待防止月間の周知及び啓発
子育て支援課子育
て支援Ｇ

0293-23-2129

11 茨城県 高萩市 11月 ○ 高萩市コミュニティーＦＭにおいて、虐待防止の呼びかけを実施
子育て支援課子育
て支援Ｇ

0293-23-2129

12 茨城県 北茨城市 11月6日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間の紹介
市民福祉部子育て
支援課

0293-43-1111

13 茨城県 笠間市 11月 ○ 広報市へ虐待防止記事を掲載 子ども福祉課 0296-77-1101

14 茨城県 笠間市 11月 ○ 本庁舎内モニター広告にて、虐待防止、早期発見を呼び掛け 子ども福祉課 0296-77-1101

15 茨城県 取手市 11月 ○
11月の広報で、児童虐待について、相談窓口、電話相談会、ペア
トレ講演会の実施の案内について周知

福祉部子育て支援
課

0297-74-2141

16 茨城県 つくば市 11月1日 ○ 市広報紙において，児童虐待防止に関する記事を掲載
こども部子育て相
談室

029-883-1111

17 茨城県 ひたちなか市 10月25日 市報において、オレンジリボン運動をＰＲ
児童福祉課家庭児
童相談室

029-273-0111

18 茨城県 ひたちなか市 11月 ○ 市ホームページにおいて、オレンジリボン運動をＰＲ
児童福祉課家庭児
童相談室

029-273-0111

19 茨城県 鹿嶋市 11月 ○
市広報誌，コミュニティ放送において、地域における子どもの見
守り、虐待に関する相談・通告先について周知

こども福祉課 0299-82-2911

20 茨城県 潮来市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待に関する情報を掲載
市民福祉部子育て
支援課子育て支援
グループ

0299-63-1111

21 茨城県 守谷市 11月10日 ○ 市広報誌に児童虐待推進月間に関する記事を掲載
保健福祉部児童福
祉課

0297-45-1111

22 茨城県 常陸大宮市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間の取組を周知
保健福祉部こども
課こどもG

0295-52-1111

23 茨城県 那珂市 11月 ○
市民課待合室にある行政情報掲示モニターにて放映し、虐待通報
について周知

保健福祉部こども
課家庭児童相談室

029-298-1111

24 茨城県 那珂市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進を周知
保健福祉部こども
課家庭児童相談室

029-298-1111

25 茨城県 筑西市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待防止推進月間・児童虐待防止につい
て周知

保健福祉部こども
課子育て支援Ｇ

0296-24-2104

26 茨城県 坂東市 11月 ○ 市広報紙で児童虐待防止推進月間の取組を周知 子育て支援課
0297-35-2121
内1809

27 茨城県 桜川市 11月 ○ 広報紙やホームページによる「児童虐待防止推進月間」の周知
児童福祉課・秘書
広報課

0296-75-3156

28 茨城県 桜川市 11月 ○ コミュニティービジョンによる「児童虐待防止推進月間」の周知
児童福祉課・秘書
広報課

0296-75-3156



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 茨城県 神栖市 11月1日 ○ 児童虐待防止のために必要な知識の普及 こども課 0299-90-1205

30 茨城県 行方市 11月1日 ○ 市報の全戸配布による児童虐待防止の広報・啓発
保健福祉部こども
福祉課

0299-55-0111  

31 茨城県 鉾田市 11月 ○ 市広報紙に、児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉部子ども
家庭課

0219-33-2111

32 茨城県 つくばみらい市 10月25日 ○ 広報つくばみらい１１月号に記事を掲載予定
保健福祉部こども
福祉課こども福祉
係

0297-58-2111 10月25日発行

33 茨城県 小美玉市 10月26日 ○ 実施日配布の広報誌にて189ダイアル等の周知を実施 子ども福祉課 0299-48-1111

34 茨城県 茨城町 11月 ○
茨城町広報誌やホームページに11月の「児童虐待防止推進月間」
児童相談所全国共通ダイヤル・いばらき虐待ホットラインの番号
を記載し、周知

茨城町保健福祉部
こども課

029-240-7144

35 茨城県 大洗町 11～12月 ○ 町広報誌、無線放送において、虐待防止の呼びかけ こども課 029-267-5111

36 茨城県 東海村 11月10日 ○ 広報誌に児童虐待予防に関する記事を掲載
福祉部子育て支援
課子ども家庭担当

029-287-0896

37 茨城県 美浦村 11月 ○ 村広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載 福祉介護課 029-885-0340

38 茨城県 阿見町 10月27日 町広報誌（11月号）において、児童虐待防止に関する事項を周知
保健福祉部子ども
家庭課

029-888-1111

39 茨城県 河内町 11月 ○ 町広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知 子育て支援課 0297-84-6982

40 茨城県 八千代町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止推進月間の記事を掲載
保健福祉部福祉課
子育て支援室

0296-49-3941

41 茨城県 五霞町 11月1日 ○ 町広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載予定 健康福祉課 0280-84-1111

42 茨城県 境町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載
福祉部子ども未来
課児童福祉係

0280-81-1301

43 茨城県 利根町 11月 ○ 町広報誌への掲載
子育て支援課子ど
も福祉係

0297-68-2211

○　民間企業等とのタイアップ

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 茨城県 城里町 4月～3月 ○
保育園・幼稚園に講師を派遣し、児童虐待防止のため育ちにつま
づきのある児童の出張相談を実施

福祉こども課 029－353-7265

○　その他

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 茨城県 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

2 茨城県 牛久市 11月19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

3 茨城県 桜川市 ４月～３月 命の尊さを学ぶ授業の実施（小中学校）
児童福祉課・健康
推進課

0296-75-3156

4 茨城県 鉾田市 通年 ○
子育てハンドブック(市の子育てに関連する手続きの紹介をする
冊子）に児童虐待防止に関する記事を掲載し、母子手帳交付時に
配布

健康福祉部子ども
家庭課

0219-33-2111

5 茨城県 東海村 通年 ○ そだれん講座（通常講座，入門講座）
福祉部子育て支援
課子ども家庭担当

029-287-0896

6 茨城県 東海村 6月 BPプログラム
福祉部子育て支援
課子ども家庭担当

029-287-0896


