
【滋賀県】

○　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 滋賀県 滋賀県 9月2日
県の主催する人権関係のイベントにおいて、オレンジリボンに関
するパネルを展示

健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

2 滋賀県 滋賀県
10月12日、
13日、17日

11月の月間に向けてキャラバン隊を結成し、各市町を訪問して、
オレンジリボンの取組を呼びかけ

健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

3 滋賀県 草津市 年１回 保護者向け子育て講座を開催
子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

4 滋賀県 草津市 随時
幼稚園・保育所の保護者・職員向けのＣＡＰ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

5 滋賀県 草津市 11月 ○ 児童虐待防止啓発研修会を開催（市役所内）
子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

6 滋賀県 草津市 11月 ○ 児童虐待防止啓発パネルを展示
子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

7 滋賀県 高島市 7月2日
「児童虐待防止推進週間」に合わせ、児童虐待防関係者研修会を
開催

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

8 滋賀県 高島市 11月 ○ 「児童虐待防止関係者研修会」を開催
子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

9 滋賀県 高島市 通年 ○ 市内全保育園・幼稚園・こども園でCAPワークショップを実施
子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

10 滋賀県 高島市 随時 ○
民生委員・児童委員連絡協議会、学童保育所連絡協議会、大津人
権擁護委員連絡協議会において出前講座を開催

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

11 滋賀県 東近江市 通年 ○ 市内幼稚園・保育園で、相談啓発紙芝居の実施
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

12 滋賀県 東近江市 通年 ○ 市内小学校で、児童虐待防止未然事業CAPワークショップを実施
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

13 滋賀県 東近江市 通年 ○ 児童虐待防止の出前講座を実施
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

14 滋賀県 東近江市 10月27日
児童虐待未然防止研修を目的として「こどもと子育てを地域で支
えるつどい」を開催

こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

○　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 滋賀県 滋賀県 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

2 滋賀県 滋賀県
10月31日
～11月30日

○ 庁舎へ横断幕を設置
健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

3 滋賀県 滋賀県 11月上旬 ○ 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

4 滋賀県 滋賀県 11月 ○ JRの駅にポスターを掲示
健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

5 滋賀県 大津市 11月 ○ 市庁舎への懸垂幕、のぼり旗、オレンジリボンマークの設置 子ども家庭相談室 077-528-2688

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

7 滋賀県 彦根市 11月 ○ オレンジリボンキャンペーンののぼり旗を立て啓発を実施
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

8 滋賀県 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
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

9 滋賀県 彦根市 通年 ○ 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
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

10 滋賀県 彦根市 通年 ○ 横断幕を設置して児童虐待防止を啓発
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

11 滋賀県 彦根市 11月～1月 ○ オレンジイルミネーションを実施
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

12 滋賀県 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啓発
子育て支援課家庭
児童相談室

0749-65-6544

13 滋賀県 長浜市 11月 ○
商業施設において、啓発パネルやチラシの設置、オレンジリボン
等の啓発グッズの配布を実施

子育て支援課家庭
児童相談室

0749-65-6544

14 滋賀県 近江八幡市 11月 ○
市役所ロビーにおいて啓発パネルを展示
庁舎への懸垂幕、官庁街への幟旗の設置による啓発

子ども家庭相談室 0748-31-4001



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

15 滋賀県 近江八幡市 11月 ○ 保幼小、コミセンに啓発パネルを展示 子ども家庭相談室 0748-31-4001

16 滋賀県 近江八幡市 11月 ○ 県下一斉啓発日に併せ、JR駅前にて街頭啓発 子ども家庭相談室 0748-31-4001

17 滋賀県 草津市 11月 ○
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・啓発グッズを配布）

子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

18 滋賀県 草津市 11月 ○ 市役所・ＪＲ草津駅・南草津駅に懸垂幕・横断幕を掲示
子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

19 滋賀県 草津市 11月 ○ 市公用車にマグネットシートを貼付
子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

20 滋賀県 草津市 11月 ○
市職員（部長・副部長・関係機関職員等）にオレンジリボン着用
を要請

子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

21 滋賀県 守山市 10月上旬～ ○ 市役所前に児童虐待防止ののぼり旗を設置
こども家庭局こど
も家庭相談課

077-582-1159

22 滋賀県 守山市 11月上旬 ○ 市職員にオレンジリボン着用を依頼
こども家庭局こど
も家庭相談課

077-582-1159

23 滋賀県 守山市 11月中旬 ○
市内ショッピングセンターにおいて、オレンジリボン等の啓発
グッズを配付

こども家庭局こど
も家庭相談課

077-582-1159

24 滋賀県 守山市 11月 ○ 市有線放送により市民へ周知
こども家庭局こど
も家庭相談課

077-582-1159

25 滋賀県 守山市 11月 ○ 市電光掲示板を活用した啓発の実施
こども家庭局こど
も家庭相談課

077-582-1159

26 滋賀県 栗東市 11月 ○ 児童虐待防止月間ののぼり旗を庁舎の周囲に掲げ啓発 子育て応援課 077-551-0300

27 滋賀県 栗東市 11月1日 ○ オレンジリボンの配布により街頭啓発 子育て応援課 077-551-0300

28 滋賀県 栗東市 随時 ○ 市職員にオレンジリボンの着用を要請 子育て応援課 077-551-0300

29 滋賀県 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
する啓発物品を配布

こども政策部子育
て政策課家庭児童
相談室

0748-69-2177

30 滋賀県 野洲市 5月23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

31 滋賀県 野洲市 11月 ○ 「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

32 滋賀県 野洲市 11月 ○
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 予定

33 滋賀県 湖南市 通年 ○
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

34 滋賀県 湖南市 11月 ○ 市庁舎にのぼり旗を設置
子育て支援課家庭
児童相談室

0748-71-2345

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

0748-71-2345

36 滋賀県 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、
・市役所庁舎内にオレンジリボン七夕・啓発コーナーを設置
・市広報誌に虐待防止啓発記事を掲載

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

37 滋賀県 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店舗におい
て、ゆるきゃらと一緒にポケットティシュを配布し啓発

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

38 滋賀県 高島市 10月15日
「びわこ高島栗マラソン」会場においてオレンジ風船等グッズを
配布

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

39 滋賀県 高島市 10月15日
「びわこ高島栗マラソン」参加ランナーのゼッケンにオレンジリ
ボンを貼付

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

40 滋賀県 高島市 11月 ○ JR駅前（６駅）にてオレンジリボン等啓発グッズを配布
子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

41 滋賀県 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

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

42 滋賀県 高島市 12月3日 「高島市人権のつどい」において、啓発コーナーを設置
子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

43 滋賀県 高島市 12月12日 「高島市青少年育成大会」において、啓発コーナーを設置
子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

44 滋賀県 高島市 通年 ○
市広報誌に児童虐待防止についての記事を連載
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

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

45 滋賀県 東近江市 通年 ○ 市作成パンフレットを配布
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663



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 滋賀県 東近江市 11月 ○ JR駅構内において、オレンジリボン運動の啓発
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

47 滋賀県 東近江市 11月 ○ 市内公共施設付近にのぼり旗を設置
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

48 滋賀県 東近江市 11月3日 ○ 大学（文化祭）において、児童虐待防止啓発ブースを出展
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

49 滋賀県 米原市 11月初旬 ○ 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

50 滋賀県 日野町 11月23日 ○
日野町で実施される「福祉のつどい」において、オレンジリボン
等の啓発グッズを配布

子ども支援課 0748-52-6583

51 滋賀県 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

0748-58-3722

52 滋賀県 竜王町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間中、庁舎前に横断幕、のぼり旗を設置する
健康推進課
子ども家庭相談室

0748-58-3722

53 滋賀県 竜王町 11月中旬 ○
庁舎前のスーパー（1箇所）において、啓発用ジャンパーを着用
し、街頭啓発の実施（啓発グッズ等の配布）

健康推進課
子ども家庭相談室

0748-58-3722

54 滋賀県 愛荘町 10月13日 児童虐待防止キャラバンメッセージ伝達式の開催
子育て世代包括支
援センター

0749-42-7661

55 滋賀県 愛荘町 11月 ○
町内ショッピングセンターにおいて、オレンジリボン等の啓発
グッズを配布

子育て世代包括支
援センター

0749-42-7661

56 滋賀県 愛荘町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間の啓発グッズを配布（町職員対象）
子育て世代包括支
援センター

0749-42-7661

57 滋賀県 豊郷町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間中、本庁舎および出先機関に懸垂幕を設置 保健福祉課 0749-35-8116

58 滋賀県 多賀町 11月 ○ 育児や虐待予防について記載した「ぬくもり」を全戸回覧
子ども家庭応援セ
ンター

0749-48-8137

○　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 滋賀県 滋賀県 11月 ○ 広報誌に児童虐待防止についての記事を掲載
健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

2 滋賀県 大津市 11月1日 ○ 広報誌に「児童虐待防止」記事を掲載 子ども家庭相談室 077-528-2688

3 滋賀県 彦根市 11月1日 ○ 広報誌に「児童虐待防止」記事を掲載
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

4 滋賀県 長浜市 11月1日 ○ 市広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載
子育て支援課家庭
児童相談室

0749-65-6544

5 滋賀県 近江八幡市 11月 ○ 広報11月号に「児童虐待防止」啓発記事を掲載 子ども家庭相談室 0748-31-4001

6 滋賀県 近江八幡市 11月 ○
ＺＴＶにおいて、「児童虐待防止」に関する行政番組を放送（1
週間）

子ども家庭相談室 0748-31-4001

7 滋賀県 草津市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載
子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

8 滋賀県 草津市 11月 ○ えふえむ草津（ラジオ）市政広報番組を活用した啓発
子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

9 滋賀県 草津市 11月 ○ 市ホームページにおいて、児童虐待防止の啓発
子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

10 滋賀県 草津市 11月 ○
児童虐待防止推進月間に伴う啓発チラシの市内全戸回覧と市内公
共施設での啓発ポスター掲示を実施

子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

11 滋賀県 守山市 11月1日 ○
市広報紙・ホームページにおいて、児童虐待防止推進月間及び相
談窓口を周知

こども家庭局こど
も家庭相談課

077-582-1159

12 滋賀県 栗東市 11月1日 ○ 広報誌及び市公式ＦＢにより児童虐待防止の啓発 子育て応援課 077-551-0300

13 滋賀県 栗東市 11月 ○ 公共施設にある電光掲示板により児童虐待防止の啓発 子育て応援課 077-551-0300

14 滋賀県 甲賀市 11月1日 ○ 児童虐待防止にかかる啓発記事を広報誌で周知
こども政策部子育
て政策課家庭児童
相談室

0748-69-2177

15 滋賀県 野洲市 5月1日 市広報紙において、児童福祉週間にかかる記事を掲載
子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

16 滋賀県 野洲市 5月
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お
よび、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

17 滋賀県 野洲市 11月 ○
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



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 滋賀県 野洲市 11月1日 ○
市ホームページ・広報紙において、児童虐待防止月間にかかる啓
発

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

19 滋賀県 湖南市 11月 ○ 市広報誌への「児童虐待防止」記事を掲載
子育て支援課家庭
児童相談室

0748-71-2345

20 滋賀県 湖南市 11月 ○
市広報モニター（市民課窓口等に設置）で「児童虐待防止推進月
間」について放映

子育て支援課家庭
児童相談室

0748-71-2345

21 滋賀県 高島市 11月 ○ 市広報誌に「児童虐待防止推進月間」に合わせ、啓発記事を掲載
子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

22 滋賀県 高島市 11月 ○ 市広報誌に「児童虐待防止推進月間」に合わせ、啓発記事を掲載
子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

23 滋賀県 東近江市 4月 市CATVインフォメーションで、担当課を紹介
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

24 滋賀県 東近江市 10月16日～22日 市CATV「こんにちは市役所です」において児童虐待月間をPR
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

25 滋賀県 東近江市 11月 ○ 市広報誌による児童虐待防止関係記事を掲載
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

26 滋賀県 東近江市 11月 ○ 滋賀報知新聞広告欄に、児童虐待防止に関する記事を掲載
こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

27 滋賀県 米原市 11月1日 ○ 市の広報紙において、虐待防止に対する記事、相談窓口を掲載
こども未来部こど
も家庭課

0749-55-8123

28 滋賀県 日野町 11月 ○ 広報誌へ「児童虐待防止」記事を掲載 子ども支援課 0748-52-6583

29 滋賀県 愛荘町 11月 ○ 広報誌へ「児童虐待防止」記事を掲載
子育て世代包括支
援センター

0749-42-7661

30 滋賀県 豊郷町 11月 ○ 広報とよさと11月号に啓発記事を掲載 保健福祉課 0749-35-8116

31 滋賀県 甲良町 11月1日 ○ 町広報誌に児童虐待防止推進月間等の記事を掲載 保健福祉課 0749-38-5151

32 滋賀県 多賀町 11月 ○
児童虐待予防について標語や相談先を広報車で放送し、町内を巡
回

子ども家庭応援セ
ンター

0749-48-8137

33 滋賀県 多賀町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待予防啓発文を掲載
子ども家庭応援セ
ンター

0749-48-8137

○　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 滋賀県 滋賀県 随時 ○
オレンジリボンの趣旨に賛同していただけるよう企業・団体に呼
びかけを実施し、賛同いただけた場合には、リボン等啓発資材を
提供

健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

2 滋賀県 彦根市 11月 ○ 商業施設に児童虐待防止啓発ブースを設置
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

3 滋賀県 竜王町 11月中旬 ○
庁舎前のスーパー（1箇所）において、「児童虐待防止」にかか
る店内放送を流していただく

健康推進課
子ども家庭相談室

0748-58-3722

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

077-528-3556

2 滋賀県 大津市 6月～12月 ○ 市内5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

3 滋賀県 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

4 滋賀県 彦根市 11月9日 ○ 彦根城オレンジライトアップを実施
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

5 滋賀県 彦根市 10月7日 オレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式を実施
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

6 滋賀県 長浜市 10月13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を実
施

子育て支援課家庭
児童相談室

0749-65-6544

7 滋賀県 守山市 7月上旬～
要対協主催の研修について、市民への参加募集、市広報紙・ホー
ムページに掲載　【研修日】８月25日

こども家庭局こど
も家庭相談課

077-582-1159

8 滋賀県 野洲市 6月22日
民生委員・主任児童委員を対象に、児童虐待防止に係る出前講座
を実施

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

9 滋賀県 野洲市 8月24日
子育て支援センター職員を対象に、児童虐待防止に係る学習会を
実施

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

10 滋賀県 野洲市 10月12日
市役所庁舎前において、オレンジリボンキャラバン隊メッセージ
伝達式で市保育園児とともに出迎え

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140 予定

11 滋賀県 野洲市 1月12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

12 滋賀県 米原市 随時 民生児童委員を対象に啓発および役割を説明（市内４地域）
こども未来部こど
も家庭課

0749-55-8123

13 滋賀県 竜王町 8月10日～20日 有線放送で児童虐待防止および通告の放送
健康推進課
子ども家庭相談室

0748-58-3722


