
【長野県】

○　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 長野県 長野県 11月 ○ 「児童虐待・ＤＶ防止講演会」の開催
県民文化部こど
も・家庭課

026-235-7099

2 長野県 松本市 11月11日 ○ 映画上映会とパネルディスカッションの開催 こども福祉課 0263-33-4767

3 長野県 岡谷市 未定 「児童虐待防止講演会」の実施
健康福祉部子ども
課

0266-23-4811 未定

4 長野県 飯田市 7月14日
児童虐待予防のための学校現場での役割をテーマとした研修会の
実施

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5302）

5 長野県 飯田市 11月20日 ○
子ども虐待と向き合うための保育現場での役割をテーマとした研
修会の実施

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5302）

6 長野県 須坂市 4月～6月
市内保育園等の保育士、年長児童とその保護者にＣＡＰ研修を実
施

教育委員会子ども
課子育て支援係

026-248-9026

7 長野県 伊那市 6月 児童虐待防止講演会を地区の社会福祉協議会対象に開催
学校教育課子ども
相談室

0265-72-0999

8 長野県 安曇野市 通年 ○ 市の出前講座において「児童虐待防止」に関する研修会を実施
福祉部子ども支援
課児童係

0263-71-2265

9 長野県 南箕輪村 11月19日 ○ 「うまれる」の映画上映会を実施
子育て支援課子育
て教育支援相談

0265-76-4110

10 長野県 木祖村 11月 ○ 庁内及び保健センターに児童虐待防止に関するポスターを掲示 住民福祉課保健係 0264-36-2001

11 長野県 生坂村 11月 ○ 民生委員会において、児童虐待についての講話を実施 教育委員会 0263-69-2087

12 長野県 生坂村 11月 ○ ＣＡＰによる児童向けの研修会を実施 教育委員会 0263-69-2087

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

026-224-7062

2 長野県 松本市 11月3日 ○ 松本駅前において啓発物品を配布 こども福祉課 0263-33-4767

3 長野県 上田市 10月22日
親子対象イベント（わくわくファミリーフェスタ）においてリー
フレットを配布

子育て・子育ち支
援課

0268-23-5106

4 長野県 飯田市 10月9日 オレンジリボンたすきリレーＰＲ
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5302）

5 長野県 飯田市 11月 ○ 市役所内においてオレンジリボン関連のＰＲと物品販売を実施
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5302）

6 長野県 諏訪市 11月7日 ○
民生児童委員協議会会長会において、市で作成したチラシを民生
委員全員に配布してもらうよう依頼

健康福祉部こども
課子育て支援係

0266-52-4141

7 長野県 諏訪市 11月1日 ○ オレンジリボン啓発シールを児童福祉関係部署に配布
健康福祉部こども
課子育て支援係

0266-52-4141

8 長野県 中野市 11月～12月 ○
子ども部職員でオレンジリボンを名札に装着
子ども部各課受付窓口にオレンジリボンを飾り付けたツリーを設
置

子ども部子ども相
談室

0269-22-2111

9 長野県 中野市 10月28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
子ども部子ども相
談室

0269-22-2111

10 長野県 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貼付 こども部こども課 0266-72-2101

11 長野県 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

12 長野県 塩尻市 11月11日 ○ 子育て講演会において、啓発物品を配布 家庭支援課 0263-52-0891

13 長野県 佐久市 11月 ○ 庁舎入口に児童虐待防止を啓発する横断幕を掲示
福祉部子育て支援
課子育て支援係

0267-62-3149

14 長野県 千曲市 11月 ○ 庁舎入口に児童虐待防止を啓発する横断幕を掲示
次世代支援部こど
も未来課こども家
庭相談係

026-273-1111

15 長野県 南相木村 通年 ○ 庁舎内、村公民館等へパンフレット配布、ポスター掲示等を実施 住民課 0267-78-2121



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 長野県 下諏訪町 11月 ○
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
を着けて啓発

教育こども課子育
て支援係

0266-27-1111

17 長野県 南箕輪村 11月 ○
村こども館において、オレンジリボンの作成および啓発活動の実
施

子育て支援課子育
て教育支援相談

0265-76-4110

18 長野県 阿智村 11月 ○
ボランティア団体等と協働でオレンジリボンバッチを制作し、保
健センター等においてチラシとともに配布

教育委員会子育て
支援室

0265-45-1232

19 長野県 麻績村 11月 ○
役場職員全員のネームホルダーへオレンジリボンシールを貼り付
け、職員・来庁者へ啓発

住民課 0263-67-3001

20 長野県 麻績村 11月 ○ 月間に合わせて、代表者会議を開催し、啓発を実施 住民課 0263-67-3001

21 長野県 生坂村 11月 ○
オレンジリボンを作成し、担当部署職員が着用
啓発旗を作成し、窓口へ設置

教育委員会 0263-69-2087

22 長野県 生坂村 11月 ○
乳幼児から高校生を持つ保護者へ虐待予防パンフレットを作成、
配布

教育委員会 0263-69-2087

23 長野県 山形村 11月 ○ 職員が虐待予防ビブスを着用 子育て支援課 0263-98-5600

24 長野県 筑北村 11月 ○
村内の小、中学校の児童生徒を対象に、リーフレット等を配布し
啓発を実施

住民福祉課 0263-66-2111

○　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 長野県 長野市 11月 ○
「トイーゴビジョン(屋外大型ディスプレイでの文字放送)」と
「INC長野ケーブルテレビのデータ放送」の「長野市からのお知
らせ」で、児童虐待防止推進月間について放映

こども未来部子育
て支援課

026-224-7062

2 長野県 長野市 11月 ○
庁舎内６か所にある「行政情報等モニター」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

3 長野県 長野市 11月 ○
市広報紙において、児童虐待防止に関する情報、通告先、相談先
を掲載

こども未来部子育
て支援課

026-224-7062

4 長野県 松本市 11月 ○ 市役所庁舎、松本駅において横断幕を掲載 こども福祉課 0263-33-4767

5 長野県 松本市 11月1日 ○ 市広報に特集記事を掲載 こども福祉課 0263-33-4767

6 長野県 岡谷市 11月 ○ 広報誌11月号及び子育て支援サイトに掲載
健康福祉部子ども
課

0266-23-4811

7 長野県 飯田市 11月1日 ○ 市広報において、児童虐待防止推進月間の啓発を実施
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5302）

8 長野県 諏訪市 11月1日 ○ 広報「すわ」に児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
健康福祉部こども
課子育て支援係

0266-52-4141

9 長野県 諏訪市 11月1日 ○ 諏訪市ホームページに児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
健康福祉部こども
課子育て支援係

0266-52-4141

10 長野県 須坂市 11月1日 ○ 広報「すざか」に児童虐待防止について周知啓発記事を掲載
教育委員会子ども
課子育て支援係

026-248-9026

11 長野県 小諸市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止の記事を掲載
教育委員会子ども
育成課

0267-22-1700

12 長野県 伊那市 10月 市広報誌において、児童虐待防止について周知
学校教育課子ども
相談室

0265-72-0999

13 長野県 駒ヶ根市 11月 ○
市報・CATV・HP・スマホアプリにおいて、児童虐待防止の記事等
を作成し周知

教育委員会子ども課 0265-83-2111

14 長野県 中野市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間を市民に周知
子ども部子ども相
談室

0269-22-2111

15 長野県 大町市 11月 ○ 大町市広報に掲載 子育て支援課 0261-22-0420

16 長野県 大町市 11月 ○ 市内各施設にポスターを掲示 子育て支援課 0261-22-0420

17 長野県 飯山市 10月 市の広報誌において、児童虐待防止推進月間のお知らせを掲載
子ども育成課子育
て支援係

0269-62-3111
（内363）

18 長野県 茅野市 10月～11月 ○ 市広報誌において、虐待に関する啓発記事を掲載 こども部こども課 0266-72-2101

19 長野県 塩尻市 11月1日 ○ 広報しおじりにおいて、啓発記事を掲載 家庭支援課 0263-52-0891

20 長野県 佐久市 11月 ○ 市報11月号において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
福祉部子育て支援
課子育て支援係

0267-62-3149



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 長野県 佐久市 11月 ○ 市HPを活用し「児童虐待防止推進月間」を周知
福祉部子育て支援
課子育て支援係

0267-62-3249

22 長野県 千曲市 11月1日 ○ 市報11月号において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
次世代支援部こど
も未来課こども家
庭相談係

026-273-1111

23 長野県 千曲市 11月 ○ 市HPを活用し「児童虐待防止推進月間」を周知
次世代支援部こど
も未来課こども家
庭相談係

026-273-1111

24 長野県 東御市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する啓発文書を掲載 福祉課福祉援護係 0268-64-8888

25 長野県 安曇野市 11月 ○ 広報誌において、児童虐待防止について呼びかけ特集記事を掲載
福祉部子ども支援
課児童係

0263-71-2265

26 長野県 安曇野市 通年 ○ ホームページにおいて、児童虐待防止についての情報を掲載
福祉部子ども支援
課児童係

0263-71-2265

27 長野県 小海町 11月 ○
町内配布の公民館報において、児童虐待防止推進月間の取組を周
知

子育て支援課子育
て支援係

0267-92-2580

28 長野県 川上村 11月 ○ CATV等で広報を実施 保健福祉課福祉係 0267-97-3600

29 長野県 北相木村 11月 ○ 村内CATV等で広報を実施 住民福祉課 0267-77-2111

30 長野県 佐久穂町 10月26日 ○
10月26日発行の町広報誌において、児童虐待防止推進月間の要旨
を掲載

教育委員会こども
課

0267-86-4940

31 長野県 軽井沢町 11月 ○
町広報誌において、「児童虐待防止推進月間」について掲載し周
知

教育委員会こども
教育課子育て支援
係

0267-45-5744

32 長野県 軽井沢町 11月 ○
町広報紙「こ・こ・ら・ぼ」において、虐待に関するコラムを掲
載し周知

教育委員会こども
教育課学校教育係

0267-45-8672

33 長野県 御代田町 11月 ○ 町広報において、児童虐待防止の記事を掲載 保健福祉課 0267-32-6522

34 長野県 立科町 11月 ○ 広報誌に掲載し、周知 町民課福祉係 0267-56-2311

35 長野県 長和町 11月 ○ 町広報において、児童虐待防止の記事を掲載
こども・健康推進
課

0268-68-3494

36 長野県 長和町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間のポスターを本庁や各支所等に掲示
こども・健康推進
課

0268-68-3494

37 長野県 下諏訪町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間の取組を周知
教育こども課子育
て支援係

0266-27-1111

38 長野県 富士見町 11月 ○
町広報誌において、児童虐待防止推進月間について掲載し、相談
窓口の周知を実施

子ども課 0266-62-9235

39 長野県 原村 11月 ○ 村広報誌において、啓発文や相談窓口を掲載
保健福祉課社会福
祉係

0266-79-7092

40 長野県 辰野町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間の取組を周知
教育委員会こども
課

0266-41-1111

41 長野県 箕輪町 11月 ○ 虐待防止の啓発トイレットペーパーを配置 子ども未来課 0265-79-0007

42 長野県 箕輪町 11月 ○ 町広報誌「みのわの実」において、「虐待予防推進月間」の周知 子ども未来課 0265-79-0007

43 長野県 飯島町 11月 ○ 町広報誌において、啓発記事を掲載
教育委員会こども
室

0265-86-6711

44 長野県 南箕輪村 11月 ○ 広報誌で広報を実施
子育て支援課子育
て教育支援相談

0265-76-4110

45 長野県 中川村 11月 ○ 村広報誌に啓発記事を掲載し、保育園の保護者に啓発記事を配布 保健福祉課 0265-88-3001

46 長野県 宮田村 11月 ○ １０月広報において周知
教育委員会こども
室

0265-85-2314

47 長野県 松川町 11月8日～10日 ○ 町のCATV・HPを利用し、虐待防止の啓発を実施
教育委員会事務局
こども課

0265-36-7023

48 長野県 阿南町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止推進月間についての記事を掲載し、周知 子ども教育係 0260-22-2270

49 長野県 阿智村 10月～11月 ○ 村広報誌において、児童虐待防止推進月間について周知
教育委員会子育て
支援室

0265-45-1232

50 長野県 平谷村 11月 ○ 村内行政無線による広報活動、関係広報誌の配布を実施 住民課 0265-48-2211

51 長野県 下條村 11月 ○ 村広報誌で広報を実施 福祉課 0260-27-1231



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 長野県 売木村 10月
広報誌に児童虐待・児童虐待防止推進月間について記事を掲載予
定

住民課 0260-28-2311

53 長野県 喬木村 11月 ○ 村広報誌において、児童虐待防止推進月間について周知
教育委員会子ども
教育係

0265-33-2002

54 長野県 豊丘村 11月 ○ 村のCATV、有線を利用し、虐待防止の啓発を実施
子ども課子育て支
援係

0265-35-9078

55 長野県 大鹿村 11月 ○ 有線放送を通して全村向け児童虐待防止の啓発活動を実施 保健福祉課
0265‐39‐
2001

56 長野県 上松町 11月 ○ 町広報誌おいて、月間を周知
住民福祉課保健衛
生係

0264-52-2825

57 長野県 南木曽町 11月 ○ 町広報誌おいて、月間を周知
教育委員会子ども
すくすく係

0264-57-3335

58 長野県 王滝村 11月 ○ CATV王滝チャンネルで児童虐待防止推進月間を周知 福祉健康課 0264-48-3160

59 長野県 木曽町 11月10日 ○
全世帯に配布される広報紙において、虐待防止の理解を深めてい
ただけるような内容を掲載

保健福祉課子育て
支援室

0264-22-4035 左記日付は発行日

60 長野県 山形村 11月～3月 ○
村内ＣＡＴＶにより、児童虐待防止の啓発、相談、通報窓口等に
ついて紹介

子育て支援課 0263-98-5600

61 長野県 山形村 11月 ○ 村広報誌において、虐待防止の啓発及び相談窓口について周知 子育て支援課 0263-98-5600

62 長野県 山形村 通年 ○ 村ホームページに相談・通報窓口を紹介 子育て支援課 0263-98-5600

63 長野県 朝日村 11月 ○ 村広報誌において、児童虐待防止を啓発 教育委員会 0263-99-2004

64 長野県 筑北村 11月 ○ 広報誌１１月号に掲載 住民福祉課 0263-66-2111

65 長野県 松川村 11月 ○ 村広報誌において、児童虐待防止推進月間等について周知 福祉課健康推進係 0261-62-3290

66 長野県 小谷村 11月 ○ 広報紙において、児童虐待防止推進月間を周知 住民福祉課福祉係 0261-82-2582

67 長野県 小布施町 10月20日
広報10月号（町内全戸配布）において、「児童虐待防止月間」を
周知

健康福祉課福祉係 026-214-9108

68 長野県 山ノ内町 10月25日
広報10月号（町内全戸配布）において、「児童虐待防止月間」を
周知

健康福祉課子ども
支援係

0269-33-3116 予定

69 長野県 木島平村 11月中旬 ○ 村のケーブルテレビにより、推進月間を周知・啓発
教育委員会子育て
支援課

0269-82-3111

70 長野県 野沢温泉村 11月 ○ 村広報誌において、児童虐待防止推進月間を周知 民生課福祉係 0269-85-3112

71 長野県 小川村 11月 ○ 広報誌（11月号）において、児童虐待防止を啓発 住民福祉課 026-269-2323

72 長野県 飯綱町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間の取組を周知
教育委員会こども
子育て未来室子育
て支援係

026-253-4769

73 長野県 栄村 11月 ○ 広報誌掲載 住民福祉課 0269-87-3114

○　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 長野県 須坂市 4月
小中学校、幼稚園、保育園等を通じて、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

2 長野県 茅野市 4月11日
少年育成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
頼を実施

こども部こども課 0266-72-2101

3 長野県 茅野市 5月8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
頼を実施

こども部こども課 0266-72-2101

4 長野県 茅野市 6月22日 ＣＡＰによる性教育講座を実施 こども部こども課 0266-72-2101

5 長野県 箕輪町
5月～8月、
9月～12月

○
ペアレントトレーニング時に、主任児童委員が参加（主任児童委
員への啓発）

子ども未来課 0265-79-0007

6 長野県 朝日村 通年 ○ 児童相談窓口を開設 教育委員会 0263-99-2004

7 長野県 坂城町 通年 ○ 児童相談窓口を開設 福祉健康課 0268-82-3111

8 長野県 信濃町 11月12日 ○
地域子育て支援拠点事業として、映画「うまれる」のDVD上映会
を実施

教育委員会子ども
支援係

026-255-5923
人数把握のため、事
前申込みとする予定


