
【埼玉県】

○　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 埼玉県 さいたま市 11月8日 ○ さいたま市子ども虐待防止フォーラムを開催
子ども未来局子ど
も育成部子育て支
援政策課

048-829-1270

2 埼玉県 川越市 11月18日 ○ 子育て講演会を開催
こども未来部こど
も家庭課

049‐224‐
5821

3 埼玉県 川越市 随時 ○
学校、保育園、幼稚園、民生・児童委員の会議等に出向き、児童
虐待に関する説明、研修などを実施

こども未来部こど
も家庭課

049‐224‐
5821

4 埼玉県 深谷市 10月24日～14日 ○ 市民向け子育て講演会の中で虐待についての啓発を実施 こども青少年課 048—574—6646 全3回

5 埼玉県 深谷市 10月20日 関係機関向け児童虐待防止講演会を実施 こども青少年課 048—574—6646

6 埼玉県 上尾市
10月11日、
12月7日

要対協関係機関を対象とする講演会を実施
１０月１１日テーマ：「子どもの虐待ってなに？」、会場：上尾
市文化センター２０２、対象：主任児童委員等
１２月７日テーマ：未定、会場：上尾公民館４０１、対象：市内
保育士・幼稚園教諭等

子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964

7 埼玉県 越谷市 9月～11月 ○
「どならない子育て練習法」講座を開催
ダイジェスト版　　１回
通常版（全3回）　 １回

子ども家庭部子育
て支援課

048-963-9172

8 埼玉県 入間市
11月21日、1月
18日、2月7日

○
育児体験事業（市内中学校３校の２・３年生を対象に妊婦体験や
沐浴体験などを行い、生まれてくる赤ちゃんの命の大切さについ
て啓発）を実施

地域保健課 04-2966-5513

9 埼玉県 朝霞市 11月28日 ○ 児童虐待防止セミナーを開催 福祉部こども未来課 048-463-0364

10 埼玉県 新座市
5月～6月、
9月～10月、
10月～11月

○
どならない子育て練習法講座を開催
①、③は市民対象　②は保育士対象

福祉部児童福祉課
家庭児童相談係

048-424-9161
3回/年　1回6セッ
ション、その他子育
て講座あり

11 埼玉県 八潮市 2月 キーマンを対象にした児童虐待防止に関する研修会を開催
ふれあい福祉部子
育て支援課児童給
付係

048-996-2111

12 埼玉県 坂戸市 8月17日 要保護児童対策地域協議会において講演会を開催
福祉部子育て支援
課支援担当

049-283-3965

13 埼玉県 鶴ヶ島市 11月 ○ ＤＶ・児童虐待防止セミナーを開催（支援者向け講演会）
健康福祉部こども
支援課

049-271-1111

14 埼玉県 日高市 6月10日
児童虐待防止を目的とした子育てセミナーを市内児童家庭支援セ
ンターと共催により開催

子育て応援課子育
て応援担当

042-989-2111

15 埼玉県 鳩山町 11月1日 ○
鳩山町児童虐待を考える講演会を実施（子育て世代包括支援セン
ター開所式同時開催）

健康福祉課 049-296-1241

16 埼玉県 長瀞町 2月 「命の大切さ」をテーマに中学生を対象に開催 健康福祉課 0949-66-3111

○　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 埼玉県 埼玉県 10月21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）で啓発品を配布

福祉部こども安全
課児童相談担当

048-830-3362

2 埼玉県 埼玉県 11月 ○ JR浦和駅において県警・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

048-830-3362

3 埼玉県 埼玉県 11月 ○
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
品を配布

福祉部こども安全
課児童相談担当

048-830-3362

4 埼玉県 埼玉県 11月 ○ 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を配布
福祉部こども安全
課児童相談担当

048-830-3362

5 埼玉県 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

048-830-3362

6 埼玉県 埼玉県 11月 ○ 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を配布
福祉部こども安全
課児童相談担当

048-830-3362

7 埼玉県 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

048-830-3362

8 埼玉県 埼玉県 11月 ○ 各自治会を通した啓発活動を推進
福祉部こども安全
課児童相談担当

048-830-3362

9 埼玉県 さいたま市 5月、11月 ○ 市職員がオレンジリボンバッジを着用
子ども未来局子ど
も育成部子育て支
援政策課

048-829-1270
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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

10 埼玉県 さいたま市 10月～11月 ○
大宮駅前及びスーパーアリーナへ児童虐待防止啓発用横断幕を掲
出

子ども未来局子ど
も育成部子育て支
援政策課

048-829-1270

11 埼玉県 さいたま市 11月 ○ 市・区役所庁舎へ児童虐待防止啓発用横断幕・懸垂幕を掲出
子ども未来局子ど
も育成部子育て支
援政策課

048-829-1270

12 埼玉県 さいたま市 11月 ○
図書館や公民館、保育園、幼稚園、小中学校などへ市作成児童虐
待防止啓発用ポスター及びチラシを掲出・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

13 埼玉県 さいたま市 11月 ○
コミュニティバス（市内循環バス）へ児童虐待防止啓発用バスマ
スクを掲出

子ども未来局子ど
も育成部子育て支
援政策課

048-829-1270

14 埼玉県 さいたま市
10月30日

～11月26日
○ JR埼京線トレインチャンネルで児童虐待防止啓発用広告を放映

子ども未来局子ど
も育成部子育て支
援政策課

048-829-1270

15 埼玉県 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
稚園で配布予定

こども未来部こど
も家庭課

049-224-5821

16 埼玉県 川越市
11月15日～17

日、20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、リーフレットを配布

こども未来部こど
も家庭課

049-224-5821

17 埼玉県 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、家庭保育室に配布

こども未来部こど
も家庭課

049-224-5821

18 埼玉県 熊谷市 11月 ○
熊谷駅前において、警察署及び子ども会関係者等と合同で啓発品
を配布

福祉部こども課相
談支援係

048-524-1111

19 埼玉県 川口市 通年 ○ 虐待防止啓発用カード（オートレーサー女性３選手画像）を作成
子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005

20 埼玉県 川口市 通年 ○ 市役所本庁舎、各支所において、虐待防止啓発横断幕を掲揚
子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005

21 埼玉県 川口市 11月1日～30日 ○ 川口駅前にある中央図書館に虐待防止懸垂幕を掲揚
子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005

22 埼玉県 川口市 11月1日～30日 ○
川口市役所全職員が虐待防止缶バッジを着用　※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

23 埼玉県 川口市 10月22日 わんぱく祭りで、啓発用カード・ポケットティッシュを配布
子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005

24 埼玉県 川口市 11月8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
トティッシュを配布

子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005

25 埼玉県 川口市 1月
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・ポケットティシュを配布

子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005 予定

26 埼玉県 川口市 1月
「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を
配布

子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005 予定

27 埼玉県 行田市 11月 ○ 児童虐待防止啓発のグッズを配布
健康福祉部子ども
未来課給付担当

048-556-1111

28 埼玉県 所沢市 11月27日～30日 ○
庁舎市民ホールにおいて、啓発展示、啓発物配布（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）を実施

こども未来部こど
も支援課こども相
談センター

04-2998-9129

29 埼玉県 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
支援課手当・相談
担当

042-978-5627

30 埼玉県 飯能市 11月12日 ○
はんのう生活祭の会場において、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
支援課手当・相談
担当

042-978-5627

31 埼玉県 加須市 11月 ○
児童虐待防止イラスト入りクリアファイルを市内小学1年生へ配
布

こども局こども政
策課

0480-62-1111

32 埼玉県 加須市 11月 ○
市内商業施設におい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実施

こども局こども政
策課

0480-62-1111

33 埼玉県 東松山市 11月 ○
市内保育園、幼稚園にオレンジリボン作成を依頼
オレンジリボン等啓発物品を配布（予定）

子ども未来部子育
て支援課児童相談
担当

0493-63-5005

34 埼玉県 春日部市 11月1日～30日 ○ 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

35 埼玉県 春日部市 11月1日 ○
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
育所、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

36 埼玉県 狭山市 11月 ○ 狭山市駅改札口前に児童虐待防止推進月間の横断幕を作成・掲示
福祉こども部こど
も支援課相談支援
担当

04-2953‐1111

37 埼玉県 狭山市 11月1日 ○ オレンジリボンを作成し、市職員・民生委員等に配布
福祉こども部こど
も支援課相談支援
担当

04-2953‐1111

38 埼玉県 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

39 埼玉県 深谷市 11月 ○
市庁舎窓口において児童虐待防止推進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
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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

40 埼玉県 深谷市 11月 ○
児童相談窓口等に関する名刺サイズのPRちらしをいれたポケット
ティッシュを担当課窓口及び総合案内で配布

こども青少年課 048—574—6646

41 埼玉県 深谷市 通年 ○
新生児訪問や乳幼児健診、子育て支援センター等で児童虐待通告
先や子育て相談窓口を周知するガイドブックやちらしを配布

こども青少年課 048—574—6646

42 埼玉県 深谷市 11月 ○
公的機関や保育施設、各自治会掲示板等に虐待防止推進月間周知
ポスターを掲示

こども青少年課 048—574—6646

43 埼玉県 深谷市 通年 ○

市内ショッピングセンターに虐待防止や相談窓口についてのチラ
シを設置
赤ちゃん相談コーナーに設置して虐待や育児への不安のある保護
者や子どもがいた場合、相談窓口へ連絡を入れてもらう等の連携
を図る

こども青少年課 048—574—6646

44 埼玉県 上尾市 11月 ○ 市庁舎第３別館に児童虐待防止推進月間の懸垂幕を掲揚
子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964

45 埼玉県 上尾市 11月11日 ○
あげお産業祭会場内で啓発品として作成したオレンジリボンと付
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

46 埼玉県 上尾市 11月 ○ 各自治会を通した啓発活動を推進
子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964

47 埼玉県 上尾市 11月 ○
要対協実務者会議で児童虐待防止推進月間の周知と作成したオレ
ンジリボンを配布

子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964

48 埼玉県 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

49 埼玉県 草加市 11月11日 ○
草加警察署及び越谷児童相談所草加支所と協同で、東武スカイツ
リーライン草加駅前において児童虐待防止啓発キャンペーンとし
て啓発品を配布

子育て支援セン
ター

048-941-6791

50 埼玉県 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

048-963-9172

51 埼玉県 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

048-963-9172

52 埼玉県 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

53 埼玉県 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

54 埼玉県 戸田市 11月 ○ 啓発物を作成し、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

55 埼玉県 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

56 埼玉県 戸田市 11月 ○ 各課窓口に啓発ミニのぼりを設置
こども青少年部こ
ども家庭課子育て
支援担当

048-441-1800

57 埼玉県 入間市 10月28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実施

こども支援課
04-2964-1111
（2354～2357）

58 埼玉県 入間市 11月10日～21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

こども支援課
04-2964-1111
（2354～2357）

59 埼玉県 朝霞市 11月1日 ○ 駅前でチラシや啓発物を配布 福祉部こども未来課 048-463-0364

60 埼玉県 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

61 埼玉県 朝霞市 通年 ○
こども未来課窓口に児童虐待防止に係る市民喚起のため、のぼり
旗など啓発物を配置

福祉部こども未来課 048-463-0364

62 埼玉県 志木市 10月29日 ○
志木駅東口駅前広場において児童虐待防止キャンペーンを実施
①虐待予防の啓発（ﾁﾗｼ、啓発物資の配布）　②バルーンアート

子ども家庭課 048-473-1124

63 埼玉県 志木市 11月 ○
市役所庁舎に懸垂幕、市内公共施設や保育園、幼稚園、小・中学
校に啓発用看板を設置

子ども家庭課 048-473-1124

64 埼玉県 志木市 11月 ○
市独自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

65 埼玉県 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

66 埼玉県 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

67 埼玉県 新座市
11月6日、14

日、25日、2月1
日、5日、18日

○
妊娠期のパパママ学級において、ＤＶＤ等を用いながら虐待予防
に関する啓発を実施

健康増進部保健セ
ンター

048-481-2211
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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

68 埼玉県 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等の相談を受け、虐待予防の啓発を
実施

健康増進部保健セ
ンター

048-481-2211

69 埼玉県 新座市 通年 ○
乳幼児健診対象者へパンフレットを配付し、虐待予防の啓発を実
施

健康増進部保健セ
ンター

048-481-2211

70 埼玉県 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た際に「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
する啓発を実施

健康増進部保健セ
ンター

048-481-2211

71 埼玉県 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、児童虐待防止のPR
を実施

福祉部子育て支援
課子育て支援係

0480-22-1111
(内線3283)

72 埼玉県 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）、市民課案内板表示機、職員
向け掲示板等で、児童虐待防止の啓発を実施

福祉部子育て支援
課子育て支援係

0480-22-1111
(内線3283)

73 埼玉県 北本市 通年 ○ 北本市子育て応援ガイドブックに児童虐待防止や相談窓口を掲載 こども課 048-594-5537

74 埼玉県 北本市 11月 ○ オレンジリボンを市職員全員に配布 こども課 048-594-5537

75 埼玉県 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

76 埼玉県 蓮田市 11月～12月 ○ 市内行事、市役所庁舎内においてウェットティッシュの配布
生涯学習部子ども
支援課児童福祉担
当

048-768-3111

77 埼玉県 坂戸市 11月 ○ 福祉であいの広場において啓発品を配布
福祉部子育て支援
課支援担当

049-283-3965

78 埼玉県 坂戸市 11月 ○ 東武東上線坂戸駅前において啓発品を配布
福祉部子育て支援
課支援担当

049-283-3965

79 埼玉県 坂戸市 11月 ○ 東武東上線若葉駅前において啓発品を配布
福祉部子育て支援
課支援担当

049-283-3965

80 埼玉県 坂戸市 11月 ○ 東武東上線北坂戸駅前において啓発品を配布
福祉部子育て支援
課支援担当

049-283-3965

81 埼玉県 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

82 埼玉県 日高市 11月11日～12日 ○ 市民まつりにおいて、相談機関案内、啓発用ティッシュを配付
子育て応援課子育
て応援担当

042-989-2111

83 埼玉県 日高市 通年 ○ 担当課職員の名札にオレンジリボンを貼付
子育て応援課子育
て応援担当

042-989-2111

84 埼玉県 吉川市 11月19日 ○ 市民まつりでブースを出展、啓発品やチラシを配布
こども福祉部子育
て支援課

048-982-9529

85 埼玉県 吉川市 11月 ○ 全職員にオレンジリボンを配布し、名札に貼付
こども福祉部子育
て支援課

048-982-9529

86 埼玉県 白岡市 11月6日 ○
白岡駅開札口前において、児童虐待防止キャンペーン（リーフ
レット等の啓発品の配布）を実施

健康福祉部子育て
支援課

0480-92-1111

87 埼玉県 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

88 埼玉県 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

89 埼玉県 毛呂山町 11月1日 ○ 担当課窓口にオレンジリボン卓上のぼりを設置 子ども課児童係 049-295-2112

90 埼玉県 小川町 11月1日～30日 ○ 町懸垂幕を掲げる（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

91 埼玉県 川島町 11月 ○
児童虐待防止を目的としたリーフレットを町内小・中学校、幼稚
園、保育園の全保護者に配布

子育て支援課 049-299-1765

92 埼玉県 鳩山町 11月 ○ 子育て関係機関へのポスター掲示、啓発物品配布を実施 健康福祉課 049-296-1241

93 埼玉県 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

94 埼玉県 横瀬町 11月12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

95 埼玉県 長瀞町 11月 ○
全世帯、幼稚園・保育所・小学校・中学校にリーフレットを作成
し配布(教委と協働し児童虐待といじめ防止について記載)

健康福祉課 0949-66-3111
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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

96 埼玉県 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を実施
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
旗等を活用

住民福祉健康課 0495-76-5132

○　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 埼玉県 埼玉県 11月 ○ 県広報誌「彩の国だより」１１月号において啓発記事を掲載
福祉部こども安全
課児童相談担当

048-830-3362

2 埼玉県 埼玉県 11月 ○ 埼玉県ホームページに啓発記事を掲載
福祉部こども安全
課児童相談担当

048-830-3362

3 埼玉県 さいたま市 11月 ○
市報さいたま１１月号及び市ホームページへ児童虐待防止に関す
る記事を掲載

子ども未来局子ど
も育成部子育て支
援政策課

048-829-1270

4 埼玉県 川越市 11月10日 ○ 広報へ児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
こども未来部こど
も家庭課

049-224-5821

5 埼玉県 川越市 11月1日～30日 ○
市役所庁内に設置された市民向けのテレビで、児童虐待防止に関
する情報を放映

こども未来部こど
も家庭課

049-224-5821

6 埼玉県 熊谷市 11月1日 ○ 市報に啓発記事を掲載
福祉部こども課相
談支援係

048-524-1111

7 埼玉県 川口市 通年 ○ 広報誌において、相談窓口・虐待通報を周知
子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005

8 埼玉県 川口市 11月1日～30日 ○
オートレース場内大型ビジョンにおいて、虐待防止画像を掲載
し、呼びかけ

子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005

9 埼玉県 川口市 11月1日～30日 ○
「キャスティビジョン」「西川口駅東口電光掲示板」において虐
待防止画像を掲載

子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005

10 埼玉県 川口市 11月 ○ 広報誌「広報かわぐち」１１月号において啓発記事を掲載
子ども部子育て相
談課相談係

048-259-9005

11 埼玉県 行田市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載
健康福祉部子ども
未来課給付担当

048-556-1111

12 埼玉県 秩父市 11月10日 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載 福祉部社会福祉課 0494-25-5204

13 埼玉県 所沢市 11月 ○
広報および市ホームページへの啓発記事の掲載、公用車への啓発
ステッカー貼付、市庁舎内への啓発横断幕掲示を実施

こども未来部こど
も支援課こども相
談センター

04-2998-9129

14 埼玉県 本庄市 11月 ○ 市広報紙に児童虐待防止の周知について掲載
福祉部子育て支援
課

0495-25-1130

15 埼玉県 東松山市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待防止推進月間について記事を掲載
子ども未来部子育
て支援課児童相談
担当

0493-63-5005

16 埼玉県 春日部市 11月1日 ○ 市広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載
福祉部子育て支援
課こども相談支援
担当

048-736-1111

17 埼玉県 狭山市 通年 ○
市広報紙「広報さやま」（月１回発行）に児童相談所全国共通ダ
イヤル「１８９」及び児童虐待に関する連絡先を掲載

福祉こども部こど
も支援課相談支援
担当

04-2953-1111

18 埼玉県 狭山市 11月 ○
市広報紙「広報さやま」１１月号において児童虐待防止の啓発記
事を掲載

福祉こども部こど
も支援課相談支援
担当

04-2953-1111

19 埼玉県 羽生市 11月 ○ 市報・電子掲示板において児童虐待防止推進月間について掲載
市民福祉部子育て
支援課子育て支援
係

048-561-1121

20 埼玉県 鴻巣市 11月 ○
市広報誌やホームページにおいて児童虐待防止推進月間に関する
記事を掲載

福祉こども部こど
も未来課

048-541-1894

21 埼玉県 深谷市 通年 ○ 市広報紙に児童虐待相談窓口について掲載 こども青少年課 048—574—6646

22 埼玉県 深谷市 11月 ○ 11月の市広報紙に児童虐待防止推進月間についての記事を掲載 こども青少年課 048—574—6646

23 埼玉県 上尾市 通年 ○ 市ホームページに啓発記事を掲載
子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964

24 埼玉県 上尾市 4月 市広報誌「広報あげお」４月号において啓発記事を掲載
子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964

25 埼玉県 上尾市 11月 ○
市広報誌「広報あげお」１１月号において児童虐待防止推進月間
の記事を掲載

子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964

26 埼玉県 上尾市 11月 ○ 市ホームページに児童虐待日防止推進月間の記事を掲載
子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964

27 埼玉県 上尾市 11月 ○ 市庁舎電子掲示板に児童虐待防止推進月間の記事を掲載
子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964
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28 埼玉県 上尾市 11月 ○
市内メッセージボード搭載自動販売機に児童虐待防止推進月間の
記事を掲載

子ども未来部子ど
も・若者相談セン
ター

048-783-4964

29 埼玉県 草加市 11月5日 ○
草加市広報紙（11月5日号）に児童虐待防止推進月間の記事を掲
載

子育て支援セン
ター

048-941-6791

30 埼玉県 草加市 11月 ○ 草加市ホームページに児童虐待防止推進月間の記事を掲載
子育て支援セン
ター

048-941-6791

31 埼玉県 越谷市 10月1日～30日 ○ 市広報誌やHPにおいて児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載
子ども家庭部子育
て支援課

048-963-9172

32 埼玉県 蕨市 11月 ○ 蕨市広報に掲載予定
健康福祉部児童福
祉課児童福祉係

048-433-7757

33 埼玉県 戸田市 11月 ○ ホームページ・広報誌におい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

34 埼玉県 入間市 通年 ○ ラジオＦＭ茶笛で児童虐待防止に関する話題を放送 こども支援課
04-2964-1111
（2354～2357）

毎月第1木曜日実施

35 埼玉県 入間市 11月1日～ ○ 市報で児童虐待防止に関する広報を実施 こども支援課
04-2964-1111
（2354～2357）

36 埼玉県 朝霞市 5月1日～
児童福祉週間に合わせて、広報に児童虐待防止を呼びかける特集
記事を掲載

福祉部こども未来課 048-463-0364

37 埼玉県 朝霞市 11月1日～ ○
児童虐待防止推進月間に合わせて、児童虐待防止の特集記事を掲
載

福祉部こども未来課 048-463-0364

38 埼玉県 朝霞市 11月1日～30日 ○ 駅前電光掲示板で児童虐待防止の呼びかけ 福祉部こども未来課 048-463-0364

39 埼玉県 朝霞市 通年 ○ 毎月の広報に「虐待かな？」と題し、相談連絡先を掲載 福祉部こども未来課 048-463-0364

40 埼玉県 志木市 11月 ○ 市の広報、ホームページに児童虐待防止推進月間の案内を掲載 子ども家庭課 048-473-1124

41 埼玉県 和光市 11月 ○ 市広報誌で児童虐待推進月間を周知 地域包括ケア課 048-424-9124

42 埼玉県 新座市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間の周知案内を掲載
福祉部児童福祉課
家庭児童相談係

048-424-9161

43 埼玉県 新座市 11月 ○ 自動販売機ディスプレイに児童虐待防止推進月間の標語を掲載
福祉部児童福祉課
家庭児童相談係

048-424-9161

44 埼玉県 新座市 通年 ○ 市ホームページに児童虐待防止推進月間の案内を掲載
福祉部児童福祉課
家庭児童相談係

048-424-9161

45 埼玉県 桶川市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉部こども
支援課児童家庭担
当

048-786-3211

46 埼玉県 久喜市 11月 ○ 市広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載
福祉部子育て支援
課子育て支援係

0480-22-1111
(内線3283)

47 埼玉県 久喜市 通年 ○ 市広報紙に家庭児童相談室案内記事を掲載
福祉部子育て支援
課子育て支援係

0480-22-1111
(内線3283)

48 埼玉県 八潮市 10月10日 市広報紙において、里親に関する記事を掲載
ふれあい福祉部子
育て支援課児童給
付係

048-996-2111

49 埼玉県 八潮市 11月10日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する特集記事を掲載
ふれあい福祉部子
育て支援課児童給
付係

048-996-2111

50 埼玉県 富士見市 11月 ○
広報誌で児童虐待防止推進月間及び児童虐待防止の取組記事を掲
載

健康福祉部障がい
福祉課児童福祉係

049-252-7106

51 埼玉県 富士見市 11月 ○ 市ホームページに掲載記事を掲載
健康福祉部障がい
福祉課児童福祉係

049-252-7106

52 埼玉県 蓮田市 10月中旬 市広報に11月の児童虐待防止推進月間について掲載
生涯学習部子ども
支援課児童福祉担
当

048-768-3111

53 埼玉県 坂戸市 11月 ○ 市広報市11月号に啓発記事を掲載
福祉部子育て支援
課支援担当

049-283-3965

54 埼玉県 幸手市 11月 ○ 市ホームページに啓発記事を掲載
健康福祉部子育て
支援課

0480-42-8454

55 埼玉県 鶴ヶ島市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待防止に関する市の施策や通告のＰＲ
を掲載

健康福祉部こども
支援課

049-271-1111

56 埼玉県 日高市 11月1日 ○ 市広報及び庁舎内モニターに児童虐待防止推進月間について掲載
子育て応援課子育
て応援担当

042-989-2111

57 埼玉県 吉川市 11月 ○ 市広報において、児童虐待防止啓発記事を掲載
こども福祉部子育
て支援課

048-982-9529

58 埼玉県 伊奈町 11月 ○ 伊奈町ホームページ、広報に啓発記事を掲載
子育て支援課子育
て支援係

048-721-2111
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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

59 埼玉県 三芳町 11月1日 ○ 町広報誌に虐待予防の記事を掲載 こども支援課 049-258-0019

60 埼玉県 毛呂山町 11月1日 ○ 町広報、ホームページに啓発記事を掲載 子ども課児童係 049-295-2112

61 埼玉県 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

62 埼玉県 越生町 11月 ○ 町広報誌11月号において啓発記事を掲載 子育て支援課 049-292-3121

63 埼玉県 滑川町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する施策を紹介 健康福祉課 0493-56-2211

64 埼玉県 嵐山町 11月 ○
町広報誌及びホームページにおいて、児童虐待防止推進月間を周
知

子育て支援課児童
福祉担当

0493-62-0825

65 埼玉県 小川町 11月1日 ○ 町広報誌「おがわ」11月号において、啓発記事を掲載
子育て支援課子育
て支援担当

0493-72-1221

66 埼玉県 川島町 11月 ○ 児童虐待防止を目的とした記事を広報紙に掲載 子育て支援課 049-299-1765

67 埼玉県 吉見町 11月 ○
町広報誌、町ホームページに啓発記事を掲載。今年度版の子育て
支援ガイドブックにおいても虐待の内容や相談窓口を掲載

子育て支援課児童
支援係

0493-63-5014

68 埼玉県 鳩山町 11月 ○ 広報はとやまにおいて、児童虐待に関する内容を掲載予定 健康福祉課 049-296-1241

69 埼玉県 ときがわ町 11月 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間を周知
福祉課児童福祉担
当

0493-65-0813

70 埼玉県 横瀬町 11月 ○ 町内施設や地区掲示板に全国共通ダイヤル３桁化ポスターを掲示 子育て支援課 0494-25-0110

71 埼玉県 横瀬町 11月 ○ 町広報紙に児童虐待防止推進月間の記事を掲載 子育て支援課 0494-25-0110

72 埼玉県 横瀬町 11月 ○
児童虐待・高齢者虐待・障害者虐待防止啓発用のチラシを作成
し、全戸配布

子育て支援課 0494-25-0110

73 埼玉県 皆野町 11月1日 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間を周知
健康福祉課福祉介
護担当

0494-62-1233

74 埼玉県 長瀞町 11月 ○ 通報についての協力をお願い 健康福祉課 0949-66-3111

75 埼玉県 小鹿野町 11月 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間の周知を実施 住民課 0494-75-4101

76 埼玉県 東秩父村 11月 ○
村広報誌において、児童虐待防止推進週間及び児童虐待防止に関
する記事を掲載

住民福祉課 0493-82-1221

77 埼玉県 神川町 11月1日 ○ 町広報誌１１月号において啓発記事を掲載 町民福祉課 0495-77-2112

78 埼玉県 神川町 11月1日 ○ 町ホームページに啓発記事を掲載 町民福祉課 0495-77-2112

79 埼玉県 神川町 11月1日 ○ 町ラインにおいて啓発記事を配信 町民福祉課 0495-77-2112

80 埼玉県 上里町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間を周知 子育て共生課 0495-35-1236

81 埼玉県 寄居町 11月 ○
町広報誌において、児童虐待防止推進月間及び児童虐待防止に関
する記事を掲載

子育て支援課 048-581-2121

82 埼玉県 寄居町 11月 ○
災害対応型自動販売機メッセージボードにおいて、児童虐待防止
推進月間に関する記事を掲示

子育て支援課 048-581-2121

83 埼玉県 宮代町 11月 ○ 町広報誌１１月号において啓発記事を掲載
福祉課子育て応援
室担当

0480-34-1111

84 埼玉県 杉戸町 11月 ○ 町広報紙「広報すぎと11月号」において啓発記事を掲載
子育て支援課子育
て支援担当

0480-33-1111

85 埼玉県 松伏町 11月 ○ 町広報誌に啓発記事を掲載
福祉健康課子育て
支援・児童福祉担
当

048-991-1876

○　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 埼玉県 さいたま市 5月14日
大宮アルディージャと連携・共同し、ホームゲーム（NACK5スタ
ジアム大宮）において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
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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

2 埼玉県 さいたま市 10月21日
大宮アルディージャと連携・共同し、ホームゲーム（NACK5スタ
ジアム大宮）において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

○　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 埼玉県 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実施

こども未来部こど
も支援課こども相
談センター

04-2998-9129

2 埼玉県 狭山市 11月 ○ 狭山市駅西口空中通路のライトを「オレンジ色」に変更して点灯
福祉こども部こど
も支援課相談支援
担当

04-2953‐1111

3 埼玉県 鴻巣市 11月 ○
市主催（こども未来課主管）の子育てフェスタにおいて啓発活動
を実施

福祉こども部こど
も未来課

048-541-1894

4 埼玉県 志木市 随時
『やる気をひきだす子育て練習法』を子どもと家庭の相談室にお
いて実施

子ども家庭課 048-473-1124
6回1ｺｰｽの講座を年
間2ｺｰｽ実施

5 埼玉県 志木市 7月26日 要保護児童対策地域協議会関係者向け研修会を実施 子ども家庭課 048-473-1124

6 埼玉県 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
庭へ訪問支援を実施

子ども家庭課 048-473-1124

7 埼玉県 ふじみ野市 11月 ○
児童民生委員に対して、児童虐待の予防をテーマとした研修会を
開催

子育て支援課こど
も福祉係

049-262-9034

8 埼玉県 伊奈町 11月 ○
課内職員及び町内認可保育園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

9 埼玉県 鳩山町 11月 ○
町立図書館で青少年に関する特設コーナーを設置（児童虐待を含
む）

健康福祉課 049-296-1241
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【千葉県】

○　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 千葉県 千葉市 5月～3月 ○
びーらぶ（ＤＶ被害者と心理的虐待を受けた子どもへの心理教育
プログラム）を実施

こども家庭支援課 043-245-5179

2 千葉県 いすみ市 11月 ○
いすみ市オレンジリボンキャンペーンセレモニー（１１月３日開
催いすみふるさとまつり会場）で市内中学生の児童虐待防止標語
を表彰

福祉課子育て支援
室

0470-60-1120

3 千葉県 浦安市 11月26日 ○
市内民間団体との共催でゴスペルコンサートを開催。ゴスペルの
ほかに子育てに関する講演会を実施。当日は市内ホテルでチャリ
ティディナーの提供有。

こども部こども家
庭支援センター

047-351-8041

4 千葉県 鎌ケ谷市 10月23日

児童虐待防止研修会を関係機関、一般市民を対象に市内公民館で
開催
テーマ：あなたの気づきが子どもを救う～子ども虐待を未然に防
ぐために～

こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1328

5 千葉県 市川市 6月30日
児童相談所長を講師に、しつけの際のコミュニケーション法（怒
鳴らない、叩かない等）についての市民向け講演会を実施。参加
者へ啓発グッズを配布。

子育て支援課 047-711-0679

6 千葉県 市川市 11月17日 ○
児童精神科医を講師に、育てづらさを感じる子への関わり方につ
いて市民向け講演会を実施

子育て支援課 047-711-0679

7 千葉県 市川市 3月6日 市民向け講演会を実施 子育て支援課 047-711-0679 予定

8 千葉県 習志野市 11月17日 ○

子ども虐待防止に関する周知・啓発及び子どもに関わる関係機関
の職員資質の向上を図ることを目的に、要保護児童対策地域協議
会主催の研修会を「こころの不調や発達の凸凹をかかえた親とそ
の子どもの支援」というテーマで開催

こども部子育て支
援課

047-453-7322

9 千葉県 野田市 11月17日 ○

要保護児童対策地域協議会実務者研修会（民生委員、市内の教
員・保育士等も参加）
[テーマ]未定
[開催場所]市役所大会議室

児童家庭部児童家
庭課児童相談係

04-7125-1111

10 千葉県 野田市
11月8日～13日、
11月15日～21日

○

市内小中学生による「私の願う家族・家庭」ポスター展及び民生
委員児童委員による児童虐待防止啓発標語の掲示
・ポスター展（テーマ：私の願う家族・家庭）
[開催場所]
11月8日～11月13日：いちいのホール1階エントランス
11月15日～11月21日：市役所1階ふれあいギャラリー

児童家庭部児童家
庭課児童相談係

04-7125-1111

11 千葉県 柏市 10月19日
要対協関係機関に向け、講師を招いた児童虐待に関する研修を実
施

こども部こども福
祉課

04-7167-1458

12 千葉県 船橋市 11月1日 ○
他課共催による親子イベントにおいて、怒鳴らない子育てについ
て講話、児童虐待防止啓発関連の掲示を実施

家庭福祉課家庭児
童相談室

047-409-3469

○　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 千葉県 千葉市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間のポスターを作成し、ＪＲ駅等で掲示 こども家庭支援課 043-245-5179

2 千葉県 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

3 千葉県 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製した
特大ポスター、標語を掲示。公共機関にのぼり旗を設置し、ポス
ターを掲示。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

4 千葉県 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

0476-33-4640

5 千葉県 浦安市 5月～10月
市内各公民館で実施する文化祭会場で児童虐待防止に関する啓発
品やチラシを配布

こども部こども家
庭支援センター

047-351-8041

6 千葉県 浦安市 11月1日 ○ 市内３駅において児童虐待防止に関する啓発品やチラシを配布
こども部こども家
庭支援センター

047-351-8041

7 千葉県 栄町 12月10日 町内イベントにおいてリーフレットを配布 児童福祉班

8 千葉県 鎌ケ谷市 通年 ○
担当課で作成した虐待予防・対応マニュアルを市内関係機関に配
布

こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1328

9 千葉県 鎌ケ谷市 11月 ○
担当課で作成した児童虐待防止啓発ののぼりを市役所庁舎内に掲
示

こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1328
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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

10 千葉県 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」がオレンジリボンを着用

こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1328

11 千葉県 鴨川市 9月16日
市内商業施設において、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

12 千葉県 館山市 11月 ○ 市独自でポスターを作成し、各園に掲示
教育部こども課家
庭児童係

0470-22-3133

13 千葉県 館山市 11月 ○
オレンジリボンを作成し、児童関係担当課職員の名札等に添付し
て広報・啓発活動を実施

教育部こども課家
庭児童係

0470-22-3133

14 千葉県 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
啓発を実施

保健福祉部子育て
支援課こども家庭
相談室

0439-56-1616

15 千葉県 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

保健福祉部子育て
支援課こども家庭
相談室

0439-56-1616

16 千葉県 山武市 11月 ○
児童虐待通告のリーフレットを作成し、市役所窓口に掲示及び配
布

保健福祉部子育て
支援課児童家庭係

0475-80-2631

17 千葉県 四街道市 11月1日 ○ オレンジリボンを作成し、四街道市全職員へ配布
健康こども部子育
て支援課家庭児童
相談グループ

043-388-8100

18 千葉県 四街道市 11月11日、12日 ○
オレンジリボン、風船（児童虐待啓発の印字）を作成し、四街道
市産業まつりにおいて来場者へ配布

健康こども部子育
て支援課家庭児童
相談グループ

043-388-8100

19 千葉県 市川市
10月31日

～11月30日
○ 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

20 千葉県 市川市 11月19日 ○
市内のショッピングモールにおい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

21 千葉県 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 子育て支援課 047-711-0679

22 千葉県 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

23 千葉県 市川市 4月～3月 ○ 面談や訪問時にしつけや虐待防止に関するパンフレットを配布 子育て支援課 047-711-0679

24 千葉県 松戸市 10月7日 ○

一般市民を対象とした松戸まつりにおける啓発活動（作成・配
布）・幟旗設置・啓発パネル展示・啓発リボンツリー展示・着ぐ
るみ参加・啓発グッズ作成配布（ボールペン、風船、花の種、エ
コバッグ、歯ブラシ、パンフレット等）

子ども部子ども家
庭相談課

047-366-3944
例年の松戸祭り会場
が工事のため、現在
場所の確認中。

25 千葉県 松戸市 11月 ○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲揚
子ども部子ども家
庭相談課

047-366-3944

26 千葉県 松戸市 11月 ○ 広報啓発用マグネットを作成し関係課に配布し公用車に貼付
子ども部子ども家
庭相談課

047-366-3944

27 千葉県 松戸市 11月13日～17日 ○

市役所連絡通路において啓発活動（作成・配布）・幟旗設置・啓
発パネル展示・啓発リボンツリー展示・啓発グッズ作成配布
（ボールペン、風船、花の種、エコバッグ、歯ブラシ、パンフ
レット等）

子ども部子ども家
庭相談課

047-366-3944

28 千葉県 成田市 10月14日～15日 健康福祉まつりにおいて虐待防止に関するパンフレットを配布
健康こども部子育
て支援課家庭児童
相談係

0476-20-1538

29 千葉県 袖ケ浦市 10月 啓発物資（蛍光ペン）を作成 子育て支援課 0438-62-3272

30 千葉県 袖ケ浦市 10月 虐待防止パンフレットを作成、配布 子育て支援課 0438-62-3272

31 千葉県 袖ケ浦市 通年 ○ 乳幼児検診時に啓発物資（ペン）を配布 子育て支援課 0438-62-3272

32 千葉県 多古町 通年 ○
子育てハンドブック配布による広報啓発活動を実施（出生届時及
び転入時に配布）

子育て支援課
0479‐76‐
5412

33 千葉県 大網白里市 11月7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

34 千葉県 八街市 11月 ○
市役所総合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

35 千葉県 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)を配付

市民部子育て支援
課児童家庭班

043-443-1693

36 千葉県 八街市 11月 ○ 職員等へオレンジリボンを配付・着用

37 千葉県 富里市 11月3日 ○
富里市福祉まつりにおいてオレンジリボン運動啓発活動を実施
(リーフレット配布等)

健康福祉部子育て
支援課

0476-93-4497

38 千葉県 野田市 11月 ○
児童虐待相談専用電話「子どもSOS」啓発カードを配布（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

39 千葉県 野田市 11月 ○
児童虐待防止啓発用のマグネットを民間事業者（タクシー）に掲
示依頼

児童家庭部児童家
庭課児童相談係

04-7125-1111
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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

40 千葉県 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

41 千葉県 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

42 千葉県 流山市 11月 ○ 課職員がオレンジリボンを着用 子ども家庭部 04-7150-6082

43 千葉県 柏市 12月2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

04-7167-1458

44 千葉県 柏市 11月11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
レットや啓発品等を配布

こども部こども福
祉課

04-7167-1458

45 千葉県 柏市
11月17日
～12月1日

○ 本庁舎ロビーにおいて子育てや児童虐待に関する展示会を実施
こども部こども福
祉課

04-7167-1458

46 千葉県 柏市 11月 ○ 本庁舎外壁に児童虐待防止推進月間に関する懸垂幕を掲示
こども部こども福
祉課

04-7167-1458

47 千葉県 船橋市 11月～ ○
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示

家庭福祉課家庭児
童相談室

047-409-3469

48 千葉県 船橋市 7月～ ○
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

家庭福祉課 047-436-2959

49 千葉県 船橋市 11月 ○
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

家庭福祉課家庭児
童相談室

047-409-3469

50 千葉県 船橋市 11月 ○
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
掲示を実施

家庭福祉課家庭児
童相談室

047-409-3469

51 千葉県 船橋市 11月 ○
バス車内窓上ポスターを作成し、児童虐待防止推進月間中、京成
バス、新京成バス車内に掲示

家庭福祉課家庭児
童相談室

047-409-3469

52 千葉県 船橋市 7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

家庭福祉課 047-436-2959

53 千葉県 船橋市 9月3日
消防局救急課がイオンモール船橋で開催する救急フェアにおい
て、児童虐待防止啓発関連の掲示、チラシの配布を実施

家庭福祉課家庭児
童相談室

047-409-3469

54 千葉県 白井市 12月 人権週間の展示にあわせて児童虐待防止の展示・啓発を実施 保健福祉相談室 047-497-3491

55 千葉県 我孫子市 6月24日
「げんきフェスタ」でオレンジリボンを作ろうコーナーを開催
（湖北地区公民館）

子ども相談課 04-7185-1821

56 千葉県 我孫子市 9月2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
配布を実施

子ども相談課 04-7185-1821

57 千葉県 我孫子市 10月15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を開
催（我孫子地区公民館）

子ども相談課 04-7185-1821

58 千葉県 我孫子市 11月 ○ 民生委員児童委員協議会においてオレンジリボンを配布 子ども相談課 04-7185-1821

59 千葉県 我孫子市 3月
「あびこで子育てフェスタ」でオレンジリボンを作ろうコーナー
を開催（イトーヨーカドー）

子ども相談課 04-7185-1821

○　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 千葉県 千葉市 11月1日 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間周知記事を掲載 こども家庭支援課 043-245-5179

2 千葉県 千葉市 11月 ○
市役所本庁舎及び各区役所におい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

3 千葉県 千葉市 11月 ○ ＢａｙＦｍの市広報番組で児童虐待防止啓発のＣＭ放送を実施 こども家庭支援課 043-245-5179

4 千葉県 いすみ市 11月 ○
市広報誌に掲載。３０台の大型オートバイに乗って、オレンジリ
ボンツーリング隊がいすみ市にやってきます。（１１月３日開催
いすみふるさとまつり会場）（調整中）

福祉課子育て支援
室

0470-60-1120 調整中

5 千葉県 旭市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する市の施策を紹介
子育て支援課子育
て支援班

0479‐62‐
8012

6 千葉県 一宮町 11月15日 ○ 町広報紙において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載
福祉健康課子育て
支援係

0475-42-1415

7 千葉県 印西市 11月 ○ 広報いんざい11月1日号で児童虐待防止推進月間の周知を実施
子育て支援課子育
て支援班

0476-33-4640

8 千葉県 浦安市 11月 ○
市役所外壁電光掲示板においてオレンジリボンキャンペーン実施
の通知をお知らせ

こども部こども家
庭支援センター

047-351-8041

9 千葉県 浦安市 10月～11月 ○ 市広報で児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
こども部こども家
庭支援センター

047-351-8041
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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

10 千葉県 栄町 11月 ○ 町広報紙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

11 千葉県 鎌ケ谷市 11月1日 ○ 市広報誌により児童虐待防止を啓発し、相談窓口を紹介
こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1328

12 千葉県 鴨川市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止の周知について掲載
子ども支援課子ど
も福祉係

04-7093-7113

13 千葉県 館山市 11月 ○ 市広報及びホームページで児童虐待防止推進月間の取組を周知
教育部こども課家
庭児童係

0470-22-3133

14 千葉県 君津市 11月1日 ○ 市広報紙およびホームページにおいて虐待防止の啓発
保健福祉部子育て
支援課こども家庭
相談室

0439-56-1616

15 千葉県 佐倉市 11月1日 ○ 市広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載
健康こども部児童
青少年課

043-484-6263

16 千葉県 四街道市 11月1日 ○
市広報誌及びホームページにおいて、児童虐待防止週間の周知を
実施

健康こども部子育
て支援課家庭児童
相談グループ

043-388-8100

17 千葉県 市原市 11月 ○ 市広報紙に児童虐待防止に係る情報を掲載
子ども未来部子ど
も福祉課家庭児童
相談室

0436-23-9746

18 千葉県 市川市 11月 ○
市広報紙において、児童虐待防止推進月間及び子育て支援窓口に
ついて掲載。

子育て支援課 047-711-0679

19 千葉県 市川市 4月～3月 ○ 市ホームページに虐待防止の啓発と相談窓口を紹介について掲載 子育て支援課 047-711-0679

20 千葉県 酒々井町 11月 ○
虐待を受けたと思われる子供を見つけた時はためらわず通告する
こと、町の子どもの相談窓口についての案内を掲載予定

健康福祉課人権推
進室

043-496-1171

21 千葉県 習志野市 11月 ○
広報（11月1日号）に児童虐待防止の協力を呼びかける記事を掲
載

こども部子育て支
援課

047-453-7322

22 千葉県 習志野市 11月 ○ 市民課のテレビモニターに放映
こども部子育て支
援課

047-453-7322

23 千葉県 習志野市 11月 ○ 市のホームページに児童虐待防止の協力を呼びかける文書を掲載
こども部子育て支
援課

047-453-7322

24 千葉県 松戸市 11月1日 ○ 広報まつど掲載
子ども部子ども家
庭相談課

047-366-3944 11月1日号

25 千葉県 成田市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待に関する周知
健康こども部子育
て支援課家庭児童
相談係

0476-20-1538

26 千葉県 袖ケ浦市 11月1日 ○ 市広報紙への掲載、パンフレット折込配布 子育て支援課 0438-62-3272

27 千葉県 袖ケ浦市 11月 ○ 袖ケ浦駅・長浦駅電光掲示板において虐待防止啓発を実施 子育て支援課 0438-62-3272

28 千葉県 多古町 11月1 日 ○ 町広報誌において児童虐待防止についての啓発を実施 子育て支援課
0479‐76‐
5412

29 千葉県 東金市 11月1日 ○ 市広報において、児童虐待防止に関する相談窓口を紹介
市民福祉部こども
課児童家庭係

0475-50-1202

30 千葉県 南房総市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止月間に関することを掲載
教育委員会事務局
子ども教育課

0470-46-2966

31 千葉県 八街市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待に関する啓発文書を掲載
市民部子育て支援
課児童家庭班

043-443-1693

32 千葉県 八千代市 通年 ○ 市ホームページに児童虐待防止に関する情報を掲載
子ども部子ども福
祉課子ども相談セ
ンター

047-483-1151
内線2914

33 千葉県 富津市 11月1日 市広報誌において、児童虐待防止推進月間について周知を実施
健康福祉部子育て
支援課子ども家庭
係

0439-80-1256

34 千葉県 富里市 11月1日 ○ 児童虐待防止推進月間周知のための広報掲載
健康福祉部子育て
支援課

0476-93-4497 11月1日号

35 千葉県 茂原市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待防止及び当該推進月間に関する記事
を掲載し啓発を実施

福祉部子育て支援
課

0475-20-1573

36 千葉県 木更津市 6月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間の標語を募集
福祉部子育て支援
課こども家庭担当

0438-23-7249

37 千葉県 木更津市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間、通告先を周知
福祉部子育て支援
課こども家庭担当

0438-23-7249

38 千葉県 木更津市 11月 ○ 西口駅前公共案内看板で児童虐待防止推進月間、通告先を周知
福祉部子育て支援
課こども家庭担当

0438-23-7249

39 千葉県 野田市 11月 ○ 市の広報誌で児童虐待防止啓発記事を掲載
児童家庭部児童家
庭課児童相談係

04-7125-1111

40 千葉県 流山市 7月1日 市広報紙において、家庭児童相談室の案内記事を掲載 子ども家庭部 04-7150-6082
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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

41 千葉県 流山市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待防止推進月間に関する内容の記事を
掲載

子ども家庭部 04-7150-6082

42 千葉県 流山市 3月21日 市広報紙において、児童虐待防止に関する内容の記事を掲載 子ども家庭部 04-7150-6082

43 千葉県 柏市 11月1日 ○ 広報紙に子育て相談に関する情報を掲載
こども部こども福
祉課

04-7167-1458

44 千葉県 横芝光町 11月 ○ 町広報紙において児童虐待防止について周知
健康こども課こど
も班

0479-82-3400

45 千葉県 船橋市 11月1日 ○ 市広報誌に推進月間の説明や児童虐待の通告先を記載 家庭福祉課 047-436-2959

46 千葉県 船橋市 11月1日、15日 ○
子育て支援情報「ふなっこメール」のワンポイントアドバイスに
おいて、児童虐待に関連する内容を配信

家庭福祉課家庭児
童相談室

047-409-3469

47 千葉県 白井市 11月 ○
広報誌において児童虐待防止推進月間・児童虐待に関する周知を
実施

保健福祉相談室 047-497-3491

48 千葉県 我孫子市 4月16日
児童虐待防止、児童相談所全国共通ダイヤルに関する記事を市広
報に掲載

子ども相談課 04-7185-1821

49 千葉県 我孫子市 10月6日
親子向け情報誌「あびっこネット」に児童虐待防止推進月間周知
記事を掲載

子ども相談課 04-7185-1821

50 千葉県 我孫子市 11月1日 ○ 市広報に児童虐待防止に関する記事を掲載 子ども相談課 04-7185-1821

51 千葉県 我孫子市 11月1日 ○ 児童虐待防止に関する記事を市ホームページに掲載 子ども相談課 04-7185-1821

○　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 千葉県 千葉市 11月 ○
千葉都市モノレール・セントラルアーチをオレンジ色にライト
アップ

こども家庭支援課 043-245-5179

2 千葉県 鎌ケ谷市
4月25日

～5月12日
子育て応援展を開催（児童虐待防止や子育てに関わる市の施策や
行事等を市役所庁内に展示）

こども支援課こど
も総合相談室

047-445-1328

3 千葉県 君津市 8月7日 主任児童委員研修で児童虐待防止推進月間の取組を周知
保健福祉部子育て
支援課こども家庭
相談室

0439-56-1616

4 千葉県 南房総市 10月～11月 ○
地区民生・児童委員会議において、児童虐待防止に関しての周知
を実施

教育委員会事務局
子ども教育課

0470-46-2966

56



【東京都】

○　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 東京都 千代田区 11月 ○ 区民対象にした講演会の実施
子ども部児童・家
庭支援センター

03-5298-5521 未定

2 東京都 港区 11月18日 ○

みなと保健所8階大会議室
第1部 午前10時から12時（予定）　「アンガーマネージメント～
怒りの感情と上手に向き合う」講師　鈴村眞理氏（早稲田大学教
職大学院非常勤講師、アンガーマネージメント研究会）
第2部 午後1時から2時（予定）　養育家庭体験発表会
第3部 午後2時から4時（予定）　「発達障害の理解と関わり方－
発達障害児の理解と子育てのヒント－」講師　徳田克己氏（筑波
大学医学医療系教授、筑波大学発ベンチャー企業子ども支援研究
所所長）

子ども家庭支援部
子ども家庭支援セ
ンター

03-6400-0091

3 東京都 新宿区

①6月22日、7月
28日、9月14日
②11月20日、１

月30日

○
児童虐待防止に関する研修会
①要対協関係機関向け
②関係機関・区民向け

子ども家庭部子ど
も総合センター総
合相談係

03‐3232‐
0675

4 東京都 墨田区 11月8日 ○ 「児童虐待可視化プロジェクト」とタイアップした講演会を実施
子育て支援総合セ
ンター

03-5630-6351

5 東京都 目黒区 11月11日 ○ 養育家庭体験発表会（目黒区総合庁舎）
子ども家庭課子ど
も家庭支援セン
ター係

03-5722-9743

6 東京都 目黒区 11月19日 ○
児童虐待防止に関する講演会
（目黒区総合庁舎）

子ども家庭課子ど
も家庭支援セン
ター係

03-5722-9743

7 東京都 大田区 6月8日
子ども家庭支援会議（ＣＦＳ会議）において、弁護士による援助
機関向け講演会を開催

子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

8 東京都 大田区 11月17日～24日 ○ 児童虐待防止推進月間パネル展（区役所本庁舎）
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

9 東京都 大田区 11月25日 ○ 養育家庭体験発表会（区役所本庁舎会議室）
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

10 東京都 大田区 12月 要保護児童対策地域協議会主催の援助機関向け研修会を開催
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

11 東京都 世田谷区 11月7日 ○ 「児童虐待防止推進講演会」の開催（砧区民会館）
子ども・若者部子
ども家庭課

03-5432-2255

12 東京都 世田谷区 10月23日 養育家庭体験発表会の開催（北沢タウンホール）
子ども・若者部子
ども家庭課

03-5432-2962

13 東京都 杉並区 11月22日 ○ 区役所本庁舎にて児童虐待防止講演会を実施
保健福祉部子育て
支援課子ども家庭
支援係

03-5929-1902

14 東京都 豊島区 11月1日 ○ 里親さん、里子さんの体験発表会。東京都共催。
東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275

15 東京都 豊島区 12月8日 虐待防止に関する区民講演会。
東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275

16 東京都 北区 11月26日 ○
児童相談所と共催で「養育家庭体験発表会」を開催する。リーフ
レット、オレンジリボン、啓発グッズ（絆創膏）等を配布予定

子ども未来部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3914-9565

17 東京都 板橋区 7月11日 ○
私立保育園長を対象に、「虐待が疑われる子供と保護者への対
応」と題した虐待防止ケアシステム研修会の実施

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3579-2656

18 東京都 葛飾区 9月24日
子育てフェスティバルにて養育家庭制度の説明や関連記事等を展
示

子ども家庭支援課 03-3602-1386

19 東京都 葛飾区 11月18日 ○ 東京都との共催事業である「養育家庭体験発表会」を開催 子ども家庭支援課 03-3602-1386

20 東京都 八王子市 2月 市民啓発講座（コモンセンスペアレンティング）
子ども家庭支援セ
ンター

042-656-8225 予定

21 東京都 武蔵野市 11月17日 ○ 児童虐待防止に関する講演会を実施。

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭支
援係

0422-60-1850

22 東京都 三鷹市 11月21日 ○
児童虐待防止の子育て講座「がまんする力はどのように育つか」
受講者に児童虐待防止推進月間のリーフレットを配布

子ども発達支援課
子ども家庭支援セ
ンター

0422-40-5925

23 東京都 青梅市 11月11日 ○
市役所会議室において、立川児童相談所と共催で児童虐待防止に
関する講演会を開催し、併せてリーフレット等を配布

子ども家庭部子ど
も家庭支援課支援
係

0428-22-1111
内線2391

24 東京都 府中市 7月27日
関係機関職員向け研修会において、虐待防止に関する講義の実施
及び啓発物品の配布。

子ども家庭部子育
て支援課子ども家
庭支援センター

042-354-8700

25 東京都 府中市 11月16日 ○ 子育て支援講演会を開催し、虐待防止啓発物品の配布。
子ども家庭部子育
て支援課子ども家
庭支援センター

042-354-8700
東京都の養育家庭体
験発表会と同時開
催。

26 東京都 府中市 11月28日 ○ 関係機関職員向け研修会において、虐待防止啓発物品の配布。
子ども家庭部子育
て支援課子ども家
庭支援センター

042-354-8700
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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

27 東京都 昭島市 11月 ○
児童虐待防止講演会（被虐児やその家庭への具体的な対応方法）
を市役所ホールにて開催予定

子ども家庭部子ど
も育成課

042-543-9046

テーマに関しては現
在の仮題。今後、講
師と相談の上決定予
定。

28 東京都 日野市 11月14日 ○

児童虐待防止講演会（テーマ：児童虐待防止について、講師：白
梅学園大学子ども学部子ども学科　長谷川俊雄教授、会場：日野
市役所505会議室）
会場でオレンジリボン、リーフレット等を配布する。

子ども部子ども家
庭支援センター

042-599-6670

29 東京都 東村山市 11月17日 ○
養育家庭体験発表会と同日に子育てをテーマにした講演会を開催
する

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

042-393-5111

30 東京都 国分寺市 11月11日 ○
国分寺市子どもいじめ虐待防止条例施行3周年市民講演会実施予
定。　会場は本多公民館。内容は「いじめについて考えよう」
14:00～17:00

子ども家庭部子育
て相談室子ども家
庭支援センター

042-572-8138

31 東京都 国立市 2月 講演会（国立市公民・市民向けで、虐待予防啓発に関するもの）
子ども家庭支援セ
ンター

042-573-0192

32 東京都 東大和市 11月 ○

（１）平成２９年１１月９日　東大和市民会館に於いて、児童虐
待防止啓発事業「かるがもまつり」及び里親月間（里親を求める
運動）「養育家庭体験発表会」を実施予定。
　　午前の部：乳幼児を持つ親子を対象にした親子遊び「かるが
もまつり」アフタフ・バーバン講師「やさしい気持ちになろう」
をテーマに『あそびうたをあそぶ』（第４回子育て講座）
　　午後の部：養育家庭体験発表会及び教育評論家尾木直樹氏講
演会（養育保護対策協議会「研修」）
（２）オレンジリボンの全職員着用、庁内・外にポスター掲示依
頼及びオレンジキャンペーンパネルの本庁舎ロビー展示
（３）市報及び公式ホームページに掲載、啓発用の配布

子ども家庭支援セ
ンター

042-565-3651

33 東京都 清瀬市 11月23日 ○
イベント「子育てひろばフェスタ」に虐待防止コーナーを設けて
周知予定

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

042-495-7701

34 東京都 多摩市 11月17日 ○
養育家庭に関する一般向け講座を、所轄児童相談所との共催によ
り開催

子育て総合セン
ター

042-355-3833

35 東京都 多摩市 11月30日 ○ 児童虐待防止に関する一般向け講演会を開催
子育て総合セン
ター

042-355-3833

36 東京都 羽村市 8月2日
立川児童相談所、教育委員会との共催で、児童虐待防止講演会を
開催

子ども家庭部子育
て相談課子ども家
庭支援センター係

042-578-2882

○　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 東京都 東京都 11月18日、19日 ○ 警視庁主催行事「親と子の警察展」にブース出展・グッズ配布
福祉保健局少子社
会対策部

03-5320-4090

2 東京都 東京都 11月 ○ 都庁舎内パネル展示（ＮＰＯ法人主催）
福祉保健局少子社
会対策部

03-5320-4090

3 東京都 千代田区 11月16日 ○ 東京駅にて企業や大学などと一緒に、街頭キャンペーンを実施
子ども部児童・家
庭支援センター

03-5298-5521

4 東京都 千代田区 11月 ○ 区内の保育園・幼稚園・小学校・中学校に配布
子ども部児童・家
庭支援センター

03-5298-5521

5 東京都 千代田区 11月 ○ 区内の商店街にチラシを掲示
子ども部児童・家
庭支援センター

03-5298-5521

6 東京都 中央区 11月 ○ リーフレット作成・配布（区内小・中学校）
福祉保健部子ども
家庭支援センター
相談係

03-3534-2103

7 東京都 中央区 11月 ○ ポケットティッシュ作成・配布（区内３地区）
福祉保健部子ども
家庭支援センター
相談係

03-3534-2103

8 東京都 港区 10月7日～8日
芝公園で実施する区民まつりに子ども家庭支援センターのブース
を設け、いじめ・児童虐待防止の啓発物品の配布を行うと共に里
親の啓発や相談を受け付ける。

子ども家庭支援部
子ども家庭支援セ
ンター

03-6400-0091

9 東京都 港区 11月 ○ 各地区総合支所に、懸垂幕「児童虐待防止推進月間」を掲揚。
子ども家庭支援部
子ども家庭支援セ
ンター

03-6400-0091

10 東京都 港区 通年 ○
オレンジリボンを作成し、区職員や関係者（区議会議員、民生委
員、警察、医療機関など）に配布。区職員や関係者がオレンジリ
ボンを着用。

子ども家庭支援部
子ども家庭支援セ
ンター

03-6400-0091

11 東京都 新宿区 11月16日 ○
東京都児童相談センター・警視庁と、高田馬場駅前オレンジリボ
ン街頭キャンペーンを開催
街頭で啓発グッズ等の配布

子ども家庭部子ど
も総合センター

03‐3232‐
0675

12 東京都 文京区 5月1日～8日 区設掲示板に児童虐待防止啓発ポスターを掲示
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-5803-1894

13 東京都 文京区 9月3日 子育てフェスティバルで児童虐待防止啓発冊子を配布
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-5803-1894
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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

14 東京都 文京区 11月6日～13日 ○ 区設掲示板に児童虐待防止啓発ポスターを掲示
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-5803-1894

15 東京都 文京区 11月6日～8日 ○ カラーリボンフェスタで児童虐待防止啓発冊子を配布
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-5803-1894

16 東京都 文京区 11月24日～27日 ○
国連の「女性に対する暴力根絶国際デー」（11/25）に関するイ
ベントで児童虐待防止啓発ポスターを掲示

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-5803-1894

17 東京都 台東区 11月1日～8日 ○
オレンジリボン活動の周知を図る展示物を作成し、区役所１階で
掲示する。同時に啓発物品の配布を行う。

区民部子ども家庭
支援センター

03-5824-2571

18 東京都 台東区 11月16日～24日 ○
オレンジリボン活動の周知を図る展示物を作成し、生涯学習セン
ター１階で掲示する。同時に啓発物品の配布を行う。

区民部子ども家庭
支援センター

03-5824-2571

19 東京都 墨田区 10月7、8日 「すみだまつり」において、オレンジリボンキャンペーンを実施
子育て支援総合セ
ンター

03-5630-6351

20 東京都 墨田区 7月～3月 ○
子ども版「児童虐待防止リーフレット」及び周知用カード（名刺
サイズ）を作成し、配布している。

子育て支援総合セ
ンター

03-5630-6351

21 東京都 江東区
5月、7月、10

月、11月
○

・5月21日（日）のこうとうこどもまつりに於いて、ブース出展
を行い、児童虐待防止・通告相談窓口のリーフレット・オリジナ
ルの自由帳を配布し周知を図った。
・７月の夏休み前に、区内の小学校で3年生と6年生に向けて児童
虐待の通告（相談）窓口を記載したオリジナルのクリアファイル
を作成し配布をした。
・10月28日（土）の江東区民まつりに於いてもブース出展を行い
同様の活動を実施予定。
・11月に区役所ロビーに於いて、児童虐待防止のパネル展示を行
うと共に、上記同様の活動を実施予定。要対協の関係機関に東京
都の児童虐待防止のポスター約1,500部を配布し周知を図るよう
依頼予定。
・11月12日（日）のこうとう子育てメッセに於いてもブース出展
を行い、児童虐待防止・通告相談窓口のリーフレット・オリジナ
ルの自由帳を配布し周知を図る予定。

こども未来部子育
て支援課こども家
庭支援係

03-3647-4408

22 東京都 品川区 11月1日～15日 ○ 区役所庁舎に懸垂幕を掲揚
子ども未来部子ど
も育成課児童相談
係

03-5742-6959

23 東京都 品川区 11月1日～9日 ○
庁舎内で品川区（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：品川区役所（本庁舎３階渡り廊
下）

子ども未来部子ど
も育成課児童相談
係

03-5742-6959

24 東京都 目黒区
10月30日
～11月2日

○ 児童虐待防止パネル展示（目黒区総合庁舎）
子ども家庭課子ど
も家庭支援セン
ター係

03-5722-9743

25 東京都 大田区 11月1日～10日 ○ 区役所本庁舎に横断幕を掲揚
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

26 東京都 大田区 11月14日～30日 ○ 区役所本庁舎に懸垂幕を掲揚
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

27 東京都 大田区 11月 ○ 調布地域庁舎、蒲田地域庁舎に懸垂幕を掲揚
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

28 東京都 大田区 11月 ○ 特別出張所、区役所本庁舎、地域庁舎に昇り旗を設置
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

29 東京都 大田区 11月 ○ 保育園、児童館に横断幕を掲揚
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

30 東京都 大田区 随時 ○
児童虐待防止啓発用パンフレット、クリアファイル（一般向け、
学校向け）、ウエットティッシュ、絆創膏を作成し、イベント等
で配布

子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

31 東京都 世田谷区 通年 ○ 区職員全員のオレンジリボン（布製）着用の推進
子ども・若者部子
ども家庭課

03-5432-2255

32 東京都 世田谷区 11月 ○ 児童虐待防止推進月間PRマグネットを庁用車へ貼付しPR
子ども・若者部子
ども家庭課

03-5432-2255

33 東京都 世田谷区
10月初旬
のうち5日

世田谷児童相談所と一緒に街頭にてオレンジリボンキャンペーン
子ども・若者部子
ども家庭課

03-5432-2962

34 東京都 中野区 11月6日 ○ 児童虐待防止キャンペーンとして、駅前で啓発物品の配布
子ども教育部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3228-7867

35 東京都 杉並区 11月8日 ○
杉並児童相談所、荻窪警察と一緒に荻窪駅前にてオレンジリボン
キャンペーンを実施

保健福祉部子育て
支援課子ども家庭
支援係

03-5929-1902

36 東京都 豊島区 11月 ○ 区役所全職員が名札にオレンジリボンを着用。
東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275

37 東京都 豊島区 11月3日 ○
サンシャイン通りにて街頭キャンペーン。虐待防止推進月間のお
知らせ、グッズを配布。

東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275

38 東京都 豊島区 平成30年成人式 成人式に虐待防止に関するグッズ、資料を配布
東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275

39 東京都 豊島区 通年 ○ 区民ひろばにて虐待防止に関するポスターの掲示。
東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275
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40 東京都 豊島区 通年 ○
各種機関、子ども家庭支援センター利用者によるオレンジリボン
作成運動。

東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275

41 東京都 北区 11月 ○
「まちかどキャンペーン」として赤羽地区商店街にて民生委員等
と協働で、啓発グッズの配布を行う

子ども未来部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3914-9565

42 東京都 北区 11月 ○
「まちかどキャンペーン」として王子地区商店街にて民生委員、
学生等と協働で、啓発グッズの配布を行う

子ども未来部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3914-9565

43 東京都 北区 11月 ○
関係機関（行政機関、幼稚園等）にオレンジリボン・啓発グッズ
（絆創膏）を配布

子ども未来部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3914-9565

44 東京都 北区 10月14日
「ほっとかんまつり」にてリーフレット、オレンジリボン、啓発
グッズ（絆創膏）等を配布

子ども未来部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3914-9565

45 東京都 荒川区 11月 ○
区役所及びセンター町屋ビルへの懸垂幕（児童虐待防止推進月間
標語）の掲示

子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3805-5523

46 東京都 荒川区 11月11日 ○ 福祉まつりでの児童虐待防止啓発展示及びグッズの配布
子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3805-5523

47 東京都 荒川区
10月16日
～11月2日

○ 区役所ロビーでの児童虐待防止啓発展示及びグッズの配布
子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3805-5523

48 東京都 板橋区 11月 ○ 本庁舎の電光掲示板に、児童虐待推進月間メッセージを掲示
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3579-2656

49 東京都 板橋区 11月 ○ 庁有車にオレンジリボンのステッカーを貼付
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3579-2656

50 東京都 板橋区 11月5日 ○
すくすくまつり（子育て支援団体との共同イベント）において、
啓発パネルの展示やチラシ等の配布

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3579-2656

51 東京都 板橋区 11月20日～24日 ○
本庁舎のイベントスペースにて、啓発パネルの展示やチラシ等の
配布

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3579-2656

52 東京都 板橋区 10月～11月 ○
区立小学校5年生及び中学校1年生に、区で作成した児童虐待防止
カードを、小学5年生の保護者には、児童虐待防止リーフレット
をそれぞれ配布

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3579-2656

53 東京都 練馬区 11月 ○

・啓発グッズを作成し、講演会にて配布
・区民向けの啓発リーフレット作成、区内小中学校等で配布
・懸垂幕の掲示、庁内にオレンジリボンの装飾、パネル展の実施
（11/1～11/15）

練馬子ども家庭支
援センター管理係

03-3993-8155

54 東京都 足立区 11月11日 ○
「オレンジリボンキャンペーンinあだち 2017」
区内主要駅頭にて、チラシとオレンジリボン関連グッズを配布す
る。

子ども家庭部こど
も支援センターげ
んきこども家庭支
援課

03-3852-2863

55 東京都 葛飾区 10月中～下旬
「養育家庭体験発表会」開催のポスター及びチラシを関係機関に
配布し、区民への周知を呼びかける

子ども家庭支援課 03-3602-1386

56 東京都 江戸川区 10月2日～6日
区役所玄関多目的スペースにて養育家庭里親についてのパネル展
示と職員の説明を行う。一部スペースで児童虐待防止の資料も配
布

子ども家庭部こど
も家庭支援セン
ター養育支援係

03-6231-8170
江東児童相談所と共
催

57 東京都 江戸川区 10月8日
江戸川区民まつりにて児童虐待防止の啓発にためにオレンジ風船
とティッシュを職員が配布し興味を持った区民には、概要説明

子ども家庭部こど
も家庭支援セン
ター養育支援係

03-6231-8170

58 東京都 江戸川区
10月中旬

～11月下旬
○ 区立小学校の就学時検診時に児童虐待防止啓発ティシュを配布

子ども家庭部こど
も家庭支援セン
ター養育支援係

03-6231-8170

59 東京都 江戸川区 11月11日 ○
区内６ヶ所の共育プラザ（旧児童館）の子育てフェスティバルに
て児童虐待防止啓発ティシュを配布

子ども家庭部こど
も家庭支援セン
ター養育支援係

03-6231-8170

60 東京都 江戸川区 11月22日 ○
要保護児童対策地域協議会が主催する合同研修会に児童虐待防止
啓発グッズを配布

子ども家庭部こど
も家庭支援セン
ター養育支援係

03-6231-8170

61 東京都 八王子市 11月12日 ○
児童虐待防止推進キャンペーンでオレンジリボン及び啓発物品配
布

子ども家庭支援セ
ンター

042-656-8225

62 東京都 八王子市 11月18日～19日 ○ 八王子いちょう祭りでオレンジリボン及び啓発物品配布
子ども家庭支援セ
ンター

042-656-8225

63 東京都 八王子市 11月 ○ 市内事務所（出張所）にてオレンジリボン配布
子ども家庭支援セ
ンター

042-656-8225

64 東京都 八王子市 11月 ○
八王子市全職員及び八王子市内小中学校の教職員がオレンジリボ
ンを着用

子ども家庭支援セ
ンター

042-656-8225

65 東京都 立川市 10月4週～11月 ○
民生委員児童委員会の地区協議会で児童虐待防止キャンペーンの
PRと啓発物品を配布する

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭相
談係

042-528-6871

66 東京都 立川市 11月7日前後 ○
立川駅周辺における一般市民に向けた児童相談所のキャンペーン
活動を協働して実施する

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭相
談係

042-528-6871

67 東京都 立川市 11月 ○
本庁舎、連絡所、市内小中学校、保育園、社会福祉協議会等で啓
発ポスターを掲示する

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭相
談係

042-528-6871
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68 東京都 武蔵野市 11月10日 ○
武蔵野市管轄児童相談所及び警察署と児童虐待防止啓発キャン
ペーンを吉祥寺駅前で実施。

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭支
援係

0422-60-1850

69 東京都 武蔵野市 11月～12月 ○
市内関係機関（要対協参加機関）に、児童虐待防止に関する啓発
ポスター、冊子、物品を配布、掲示依頼。

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭支
援係

0422-60-1850

70 東京都 三鷹市 11月 ○ 市内路線バス・公衆浴場にポスター掲示
子ども発達支援課
子ども家庭支援セ
ンター

0422-40-5925

71 東京都 三鷹市 11月7日 ○
三鷹駅前デッキにおいて杉並児童相談所・三鷹警察署とともに児
童虐待防止推進月間のリーフレット等の配布

子ども発達支援課
子ども家庭支援セ
ンター

0422-40-5925

72 東京都 青梅市 11月4日、5日 ○
市内永山公園において開催される産業観光祭において、児童虐待
防止に関するリーフレット等の配布

子ども家庭部子ど
も家庭支援課支援
係

0428-22-1111
内線2391

73 東京都 府中市 7月16日
地域のお祭りで子ども家庭支援センターの事業や児童の相談先を
周知する啓発物品の配布。

子ども家庭部子育
て支援課子ども家
庭支援センター

042-354-8700

74 東京都 府中市 7月16日
新設の商業ビルで子ども家庭支援センターの事業や児童の相談先
を周知する啓発物品の配布。

子ども家庭部子育
て支援課子ども家
庭支援センター

042-354-8700

75 東京都 府中市 10月14日、15日
地域のお祭りで子ども家庭支援センターの事業や児童の相談先を
周知する啓発物品の配布。

子ども家庭部子育
て支援課子ども家
庭支援センター

042-354-8700

76 東京都 府中市 9月29日
子育てひろばを周知するイベントでで子ども家庭支援センターの
事業や児童の相談先を周知する啓発物品の配布。

子ども家庭部子育
て支援課子ども家
庭支援センター

042-354-8700

77 東京都 府中市 通年 ○ 市庁舎において、虐待防止の懸垂幕を通年で掲示。
子ども家庭部子育
て支援課子ども家
庭支援センター

042-354-8700

78 東京都 調布市 通年 ○
市役所3階の壁面に，「子ども虐待防止のオレンジリボン」とし
て大きな（縦140ｃｍ程度）オレンジリボンを掲示

子ども生活部子ど
も政策課子ども政
策係

042-481-7105

79 東京都 調布市 11月 ○
各部署にオレンジリボンを配布し，職員が身に着けて児童虐待防
止推進月間のＰＲを行う

子ども生活部子ど
も政策課子ども政
策係

042-481-7105

80 東京都 調布市 11月 ○
 調布市子ども家庭支援センターすこやかの壁面に，子ども虐待
防止オレンジリボンを掲示

子ども生活部子ど
も政策課子ども政
策係

042-481-7105

81 東京都 町田市 7月27日
町田市子育て支援ネットワーク連絡会（要保護児童対策地域協議
会）研修会にて啓発物（オレンジリボン、クリアファイル、リー
フレット）を配布

子ども生活部子ど
も家庭支援セン
ター

042-724-4419

82 東京都 町田市 10月1日 エコフェスタにブースを出展し、リーフレットを配布予定
子ども生活部子ど
も家庭支援セン
ター

042-724-4419

83 東京都 町田市 11月19日 ○
養育家庭体験発表会にて啓発物（クリアファイル、リーフレッ
ト）を配布予定

子ども生活部子ど
も家庭支援セン
ター

042-724-4419

84 東京都 町田市 11月 ○
町田市子育て支援ネットワーク連絡会（要保護児童対策地域協議
会）研修会にて啓発物（オレンジリボン、クリアファイル、リー
フレット）を配布予定

子ども生活部子ど
も家庭支援セン
ター

042-724-4419 予定

85 東京都 町田市 12月3日
まちカフェ（地域活動・市民活動交流会）にブースを出展し、
リーフレットを配布予定

子ども生活部子ど
も家庭支援セン
ター

042-724-4419

86 東京都 小金井市 11月17日 ○
駅前での子ども家庭支援センター周知チラシを配布予定。
参加人数により開催場所は確定予定のためまだ未定。昨年は武蔵
小金井駅前、東小金井駅前で実施のため、同場所を検討中。

子ども家庭部子育
て支援課子育て支
援係

042-321-3161

87 東京都 小平市 11月12日 ○
都作成の児童虐待防止啓発グッズを健康フェスティバル会場で配
付。

子育て支援課 042-346-9815

88 東京都 日野市 11月 ○
パネル展示及びオレンジリボン配布（場所：地域子ども家庭支援
センター等）

子ども部子ども家
庭支援センター

042-599-6670

89 東京都 日野市 11月 ○ 庁内や関係機関にオレンジリボンを配布し着用してもらう。
子ども部子ども家
庭支援センター

042-599-6670

90 東京都 日野市 11月11日～12日 ○
第51回日野市産業祭で日野警察署と協働し児童虐待防止のチラシ
配布、パネルを展示する。

子ども部子ども家
庭支援センター

042-599-6670

91 東京都 東村山市 6月～11月 ○
市内の都立高等学校及び私立中学校・高等学校において、教職員
を対象に児童虐待の予防等をテーマとしたワークショップなどを
開催する

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

042-393-5111

92 東京都 東村山市 7月
市内小中学校の生徒・児童に対し、子ども家庭支援センター等の
連絡先を記したカードを配布する

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

042-393-5111

93 東京都 東村山市 11月 ○
市内小中学校の教職員を対象に、児童虐待の予防等をテーマにし
たワークショップなどを開催する

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

042-393-5111

94 東京都 東村山市 11月 ○
関係機関向け小冊子「児童虐待予防のための早期発見・対応ブッ
ク」を作成し、関係機関の職員等への啓発を行う

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

042-393-5111

95 東京都 国分寺市 11月中旬 ○ オレンジリボンキャンペーン。市内の駅頭にて配布予定。
子ども家庭部子育
て相談室子ども家
庭支援センター

042-572-8138

96 東京都 国分寺市 11月 ○
虐待防止月間。広報啓発用ポスターを各学校，市内施設等に配布
予定。

子ども家庭部子育
て相談室子ども家
庭支援センター

042-572-8138
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97 東京都 国立市 11月 ○ パネル展示（市役所・虐待予防啓発に関連するもの）
子ども家庭支援セ
ンター

042-573-0192

98 東京都 国立市 11月 ○
おせっかいくん（着ぐるみ）のねり歩きと啓発グッズの配布（市
民祭）

子ども家庭支援セ
ンター

042-573-0192

99 東京都 国立市 11月 ○
子ども関連部署職員がオレンジリボンを着用（市役所その他市関
連施設）

子ども家庭支援セ
ンター

042-573-0192

100 東京都 福生市 10月1日 福祉まつりにおいて、広報・啓発活動を実施。
子ども家庭部子ど
も家庭支援課

042-539-2555

101 東京都 福生市 10月29日 健康まつりにおいて、広報・啓発活動を実施。
子ども家庭部子ど
も家庭支援課

042-539-2555

102 東京都 福生市 11月 ○
市内で開催している子育てサロンや子育てひろばを、回りグッズ
配布等をして広報・啓発を実施している。

子ども家庭部子ど
も家庭支援課

042-539-2555

103 東京都 東大和市 11月 ○ 市作成啓発用品の配布
子ども家庭支援セ
ンター

042-565-3651

104 東京都 東大和市
11月4日～5日、

12日
○ 「産業まつり」、「福祉際」にて啓発用品配布

子ども家庭支援セ
ンター

042-565-3651

105 東京都 東大和市 11月 ○
庁内・駅・ちょこバス他関係機関にポスター掲示　　庁舎市民ロ
ビーにキャンペーンパネル掲出

子ども家庭支援セ
ンター

042-565-3651

106 東京都 東大和市 通年 ○ 子ども家庭支援センター玄関に大型オレンジリボン掲出
子ども家庭支援セ
ンター

042-565-3651

107 東京都 東大和市 11月 ○ 全職員オレンジリボン着用
子ども家庭支援セ
ンター

042-565-3651

108 東京都 東久留米市 11月 ○
東久留米駅前及び市役所入口にて、児童虐待防止に関するリーフ
レット等を配布。市内商工会加盟店に児童虐待推進月間のポス
ターと共に市のチラシを配布し、店内に掲示してもらう。

子ども家庭部児童
青少年課子ども家
庭支援センター

042-471-0920

109 東京都 武蔵村山市 9月～11月 ○
虐待防止啓発のため、福祉祭り、ひろば事業で子どもの絵を描い
てもらい、市役所ロビーで虐待防止月間の告知とパネル掲示を行
う。

子ども家庭支援セ
ンター

042-590-1152

110 東京都 武蔵村山市 10月24日
イオン武蔵村山店で虐待防止推進のため、児童相談所と啓発グッ
ズを配布。

子ども家庭支援セ
ンター

042-590-1152

111 東京都 多摩市 10月
虐待に悩む子ども自身が相談できる電話番号を記載した「こども
ＳＯＳカード」を公立小学校４年生、中学校１年生に配布

子育て総合セン
ター

042-355-3833

112 東京都 多摩市 11月 ○
児童虐待防止に関するチラシ、ポスターを市役所、公共施設等に
設置、掲示

子育て総合セン
ター

042-355-3833

113 東京都 多摩市 通年 ○
市の子育て関連部署を中心に、職員がオレンジリボン名札スト
ラップ（東京都作成）を着用

子育て総合セン
ター

042-355-3833

114 東京都 羽村市 11月25日 ○ 保育展において相談窓口を案内するためのﾘｰﾌﾚｯﾄを配布
子ども家庭部子育
て相談課子ども家
庭支援センター係

042-578-2882

115 東京都 羽村市 通年 ○ 子ども家庭部職員のオレンジリボン着用
子ども家庭部子育
て相談課子ども家
庭支援センター係

042-578-2882

116 東京都 羽村市 11月 ○ 市民部職員のオレンジリボン着用
子ども家庭部子育
て相談課子ども家
庭支援センター係

042-578-2882

117 東京都 西東京市 10月9日
こそだてフェスタ（子育て世代向けのお祭り）で児童虐待防止啓
発用グッズ、リーフレットを作成し配布

子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

042-425-3303

118 東京都 西東京市 11月11日 ○
市民まつりで児童虐待防止啓発用グッズ、リーフレットを作成し
配布

子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

042-425-3303

119 東京都 西東京市 11月 ○ 全公用車に児童虐待防止月間の啓発マグネット貼付
子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

042-425-3303

120 東京都 西東京市 3月頃
市内全公立小中学校に子ども向け啓発リーフレットを作成し配
付。保護者向けにチラシを作成し配付

子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

042-425-3303

121 東京都 瑞穂町 5月14日 ○ 町　主催事業（ふれあいウオーキング）にてリーフレットの配布
福祉部福祉課子育
て支援係

042-568-0051

122 東京都 瑞穂町 5月24日 ○ 教員初任研修にて虐待対応マニュアルの配布及び講習
福祉部福祉課子育
て支援係

042-568-0052

123 東京都 瑞穂町 6月28日 ○ 子ども家庭支援センター運営協議会にてリーフレットの配布
福祉部福祉課子育
て支援係

042-568-0053

124 東京都 瑞穂町 9月 ○
町内保育園合同児童逆愛対応研修にて、リーフレット及び虐待対
応マニュアルの配布

福祉部福祉課子育
て支援係

042-568-0054

125 東京都 瑞穂町 11月 ○ 要保護児童対策協議会　実務者会議にてリーフレットの配布
福祉部福祉課子育
て支援係

042-568-0055

126 東京都 瑞穂町 11月 ○ 町　主催事業（産業まつり）にてリーフレットの配布
福祉部福祉課子育
て支援係

042-568-0056
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127 東京都 奥多摩町 9月1日 虐待防止ポスターの掲示と小中学生への虐待ＳＯＳカードの配布
福祉保健課子育て
推進係

0428-85-2611

128 東京都 八丈町 11月13日～24日 ○ 役場ロビーでパネル展示
子ども家庭支援セ
ンター

04996-2-4300

○　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 東京都 東京都 11月 ○
東京ＭＸテレビ「東京インフォメーション」午前７時１５分～２
０分児童虐待防止推進月間告知

福祉保健局少子社
会対策部

03-5320-4090

2 東京都 東京都 11月 ○ 東京都公式ホームパージ児童虐待防止推進月間告知　バナー広告
福祉保健局少子社
会対策部

03-5320-4090

3 東京都 東京都 11月 ○ 広報紙　広報東京都「児童虐待防止推進月間」告知
福祉保健局少子社
会対策部

03-5320-4090

4 東京都 東京都 11月 ○ 広報紙　月間福祉保健局「児童虐待防止推進月間」告知
福祉保健局少子社
会対策部

03-5320-4090

5 東京都 中央区 11月 ○ 区のおしらせ・ホームページ、集合ポスターに掲載
福祉保健部子ども
家庭支援センター
相談係

03-3534-2103

6 東京都 港区 11月1日 ○ 区の広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載
子ども家庭支援部
子ども家庭支援セ
ンター

03-6400-0091

7 東京都 新宿区 10月25日
区広報紙において、「児童虐待防止推進月間」の周知及び児童虐
待防止に関する区の施策・連絡先等を紹介

子ども家庭部子ど
も総合センター総
合相談係

03-3232-0675

8 東京都 文京区 11月10日 ○ 区広報紙に児童虐待防止啓発記事を掲載
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-5803-1894

9 東京都 墨田区 11月 ○
「すみだ区のお知らせ」の広報紙で児童虐待防止推進月間の周知
を図る。

子育て支援総合セ
ンター

03-5630-6351

10 東京都 江東区 通年 ○

・毎月不定期に、区報（全戸配布）の欄外へ児童虐待の通告（相
談）窓口の電話番号を記載した記事を掲載し、児童虐待防止の周
知を図っている。
・11月1日付区報に児童虐待防止推進月間の記事を掲載する予
定。また、区ホームページ・区ケーブルテレビで児童虐待防止推
進月間の周知を図る予定。

こども未来部子育
て支援課こども家
庭支援係

03-3647-4408

11 東京都 品川区 10月21日 区広報誌において、児童虐待防止に関する区の事業を紹介
子ども未来部子ど
も育成課児童相談
係

03-5742-6959

12 東京都 目黒区 10月15日 児童虐待防止推進月間のめぐろ区報への周知記事掲載
子ども家庭課子ど
も家庭支援セン
ター係

03-5722-9744

13 東京都 大田区
10月31日

～11月13日
○ 養育家庭体験発表会広報（区設掲示板へのポスター掲出）

子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

14 東京都 大田区 11月1日 ○ 大田区報11月1日号、人権推進の月間コラム記事掲載
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

15 東京都 大田区 11月 ○ 区役所本庁舎にデジタルサイネージを掲出
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

16 東京都 大田区 11月 ○
児童虐待防止推進月間の啓発（大田区ホームページへの記事掲
載）

子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

17 東京都 大田区 11月 ○ 地域力推進会議での広報
子ども家庭支援セ
ンター

03-5753-7830

18 東京都 世田谷区 11月15日 ○ 区のお知らせ「せたがや」11月15日号1面でのPR
子ども・若者部子
ども家庭課

03-5432-2255

19 東京都 渋谷区 11月 ○ 区広報紙において、児童虐待防止推進月間を紹介

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭相
談係

03-3405-9673

20 東京都 中野区 11月5日 ○ 広報誌「児童虐待防止月間」周知
子ども教育部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3228-7867
現時点での予定であ
り、確定事項ではな
い

21 東京都 杉並区 11月1日 ○ 区広報の特集紙面により児童虐待防止の啓発記事を掲載
保健福祉部子育て
支援課子ども家庭
支援係

03-5929-1902

22 東京都 豊島区 11月1日 ○ 区報(全戸配布版)に虐待防止の特集記事を掲載。
東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275

23 東京都 北区 11月1日 ○
東京都北区広報誌紙において、児童虐待防止に関する区の取り組
みを紹介

子ども未来部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3914-9565

24 東京都 荒川区 10月21日 あらかわ区報への児童虐待防止推進月間啓発記事の掲載
子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3805-5523

25 東京都 板橋区 11月11日 ○ 区の広報紙に、児童虐待防止推進月間の啓発記事を掲載
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3579-2656

26 東京都 板橋区 11月 ○
アイシェフボード（外国人向け広報紙）に、児童虐待防止推進月
間の啓発記事を掲載

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

03-3579-2656 11月上旬発行
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27 東京都 葛飾区 11月5日 ○ 区の広報誌にて児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 子ども家庭支援課 03-3602-1386

28 東京都 葛飾区 11月15日 ○ 区の広報誌にて「養育家庭制度」の発表会の開催記事を掲載 子ども家庭支援課 03-3602-1386

29 東京都 八王子市 11月1日 ○ 広報はちおうじに児童虐待防止推進月間の取り組みを紹介
子ども家庭支援セ
ンター

042-656-8225

30 東京都 立川市 11月10日 ○ 市報にて児童虐待防止推進月間の啓発記事を掲載する

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭相
談係

042-528-6871

31 東京都 立川市 11月 ○
生活安全課の青色パトロール車により啓発テープを市内を巡回し
て流す

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭相
談係

042-528-6871

32 東京都 立川市 11月 ○
市役所や子ども家庭支援センターのロビーにおいて『OSEKKAI』
くんのPRムービーを放映する

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭相
談係

042-528-6871

33 東京都 武蔵野市 11月 ○ むさしのFMで児童虐待防止月間について周知

子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター子ども家庭支
援係

0422-60-1850

34 東京都 青梅市 11月1日 ○ 市の広報誌に児童虐待防止月間の記事を掲載
子ども家庭部子ど
も家庭支援課支援
係

0428-22-1111
内線2391

35 東京都 府中市 11月1日 ○ 広報ふちゅうやホームページで虐待防止月間について広報する。
子ども家庭部子育
て支援課子ども家
庭支援センター

042-354-8700

36 東京都 調布市 10月20日
市報（10月20日号予定）・ホームページに「11月は童虐待防止推
進月間」の記事とともに相談窓口を掲載

子ども生活部子ど
も政策課子ども政
策係

042-481-7105
市報掲載は，10月5
日号又は11月5日号
になる可能性もあり

37 東京都 調布市 通年 ○
市報の欄外に，児童虐待の通報・相談窓口として子ども家庭支援
センターすこやかの虐待防止ホットライン（フリーダイヤル）を
掲載。

子ども生活部子ど
も政策課子ども政
策係

042-481-7105

38 東京都 調布市
10月下旬

～11月上旬
○

CATVの市情報番組「テレビ広報ちょうふ」で，虐待の種類，通告
制度，相談窓口など，児童虐待防止の啓発と児童虐待防止推進月
間の関連取組を放送する

子ども生活部子ど
も政策課子ども政
策係

042-481-7105

39 東京都 町田市 11月15日 ○
市広報紙にて児童虐待防止に関する記事を掲載予定
（里親推進月間に関する記事と合わせて掲載予定）

子ども生活部子ど
も家庭支援セン
ター

042-724-4419

40 東京都 日野市 11月1日 ○
11月1日号「広報ひの」で、児童虐待相談や子育て支援に関する
特集記事を掲載する。

子ども部子ども家
庭支援センター

042-599-6670

41 東京都 東村山市 11月 ○ 市報において、児童虐待防止月間を紹介する
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

042-393-5111

42 東京都 国立市 11月 ○ 市報掲載（虐待予防啓発に関するもの）
子ども家庭支援セ
ンター

042-573-0192

43 東京都 東大和市 10月15日 市報・公式ホームページ掲載
子ども家庭支援セ
ンター

042-565-3651

44 東京都 清瀬市 11月1日 ○ 市報に掲載し周知予定
子ども家庭部子ど
も家庭支援セン
ター

042-495-7701

45 東京都 武蔵村山市 11月 ○
市報、子ども家庭支援センターホームページで虐待防止月間いつ
いて広報、周知を行う。

子ども家庭支援セ
ンター

042-590-1152

46 東京都 多摩市 10月20日 市広報において、児童虐待防止に関する特集記事を掲載
子育て総合セン
ター

042-355-3833

47 東京都 多摩市 11月 ○ 児童虐待防止に関する展示を市役所、公共施設において実施
子育て総合セン
ター

042-355-3833

48 東京都 稲城市 11月1日 ○ 市広報紙において「児童虐待防止月間」について周知
福祉部子育て支援
課子ども家庭支援
センター

042-378-6366

49 東京都 羽村市 11月1日 ○ 11月1日号の広報はむらへ児童虐待の内容、相談窓口の案内
子ども家庭部子育
て相談課子ども家
庭支援センター係

042-578-2882

50 東京都 羽村市 11月中の1週間 ○ 東京都で作成したDVDの一部をテレビはむらで放映
子ども家庭部子育
て相談課子ども家
庭支援センター係

042-578-2882

51 東京都 あきる野市 11月1日 ○ 市広報紙にて児童虐待防止推進月間の周知 042-550-3313

52 東京都 西東京市 11月 ○ 市ホームページ・市報による児童虐待防止推進月間の周知
子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

042-425-3303

53 東京都 西東京市 通年 ○
市ホームページで児童虐待相談の窓口や児童虐待防止の啓発を掲
載

子育て支援部子ど
も家庭支援セン
ター

042-425-3303

54 東京都 瑞穂町 11月 ○ 町　広報・ホームページにて　周知を図る
福祉部福祉課子育
て支援係

042-568-0057
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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

55 東京都 檜原村 11月1日 ○ 村広報誌にて児童虐待防止推進月間周知。
子供家庭支援セン
ター

042-598-3122

56 東京都 奥多摩町 11月6日 ○ 広報に児童虐待防止について記載
福祉保健課子育て
推進係

0428-85-2611

57 東京都 大島町 11月1日 ○ 町広報誌にて、児童虐待防止推進月間について紹介,。
子ども家庭支援セ
ンター

04992-2-2381

58 東京都 八丈町 11月1日 ○ 町広報でＰＲ
子ども家庭支援セ
ンター

04996-2-4301

59 東京都 八丈町
11月1日、8日、
15日、22日、29

日
○ 防災無線でＰＲ

子ども家庭支援セ
ンター

04996-2-4301

○　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 東京都 東京都 10月21日
味の素スタジアム　ＪリーグＦＣ東京と共同でキャンペーン活動
オーロラビジョン動画放映

福祉保健局少子社
会対策部・多摩児
童相談所

03-5320-4090

2 東京都 東京都 12月18日
社会人アメフトⅩリーグ決勝　東京ドームオーロラビジョンにて
児童虐待防止ＰＲ動画配信

福祉保健局少子社
会対策部

03-5320-4090

3 東京都 調布市 11月 ○
東京都多摩児童相談所と合同で，味の素スタジアムでのＦＣ東京
の試合にて，オレンジリボンキャンペーングッズの配布や児童虐
待防止推進月間のＣＭを放映

子ども生活部子ど
も政策課子ども政
策係

042-481-7105

4 東京都 東大和市
9月15日

～11月9日
○

(株)イトーヨーカ堂及び(株)セブンーイレブン・ジャパンにチラ
シ・ポスター掲出依頼

子ども家庭支援セ
ンター

042-565-3651

○　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 東京都 千代田区 11月 ○
区内の学童保育を利用する子どもたちに書いてもらったメッセー
ジを区役所へ掲示

子ども部児童・家
庭支援センター

03-5298-5521

2 東京都 江東区 11月 ○
江東区と江戸川区に架かる橋（ふれあい橋）をオレンジ色にライ
トアップして児童虐待防止の周知を図る予定。（11月1日～12
日・27日～30日）

こども未来部子育
て支援課こども家
庭支援係

03-3647-4408

3 東京都 豊島区
7月27日

～11月30日
○

大正大学人間学部社会福祉学科の学生との虐待防止事業の準備、
参加。(としま共創事業)

東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275

4 東京都 豊島区 通年 ○ 区民ひろばにて子ども家庭支援センター職員による出張相談。
東部子ども家庭支
援センター

03-5980-5275

5 東京都 足立区 11月15日～20日 ○
「養育家庭制度ＰＲパネル展示」
区役所本庁舎にて、養育家庭制度ＰＲパネルの展示を実施する。

子ども家庭部こど
も支援センターげ
んきこども家庭支
援課

03-3852-2863
開始日は13時から、
終了日は9時まで

6 東京都 足立区 11月26日 ○
「養育家庭体験発表会」
こども支援センターげんきにて、養育家庭による体験発表会を実
施する。

子ども家庭部こど
も支援センターげ
んきこども家庭支
援課

03-3852-2863

7 東京都 足立区
10月26日、
11月22日

○

「怒鳴らない子育て講座（入門編）」
３歳～小学生までのお子さんの保護者を対象に、適切な叱り方・
ほめ方を通してコミュニケーションのとり方を学ぶことを目的と
した講座を実施する。

子ども家庭部 こど
も支援センターげ
んきこども家庭支
援課

03-3852-2863

8 東京都 足立区
11月2日

～12月14日
○

「完璧な親なんていない講座」
１、２歳のお子さんの保護者を対象に、育児に対する不安解消と
育児スキルを高めることを目的とした講座を実施する。

子ども家庭部こど
も支援センターげ
んきこども家庭支
援課

03-3852-2863
毎週木曜（11月23日
を除く）

9 東京都 葛飾区 通年 ○ 「24時間児童虐待通報専用ダイヤル」の設置(通年の電話相談) 子ども家庭支援課 03-3602-1386

10 東京都 葛飾区 通年 ○ 「妊娠・出産どうしようコール」の設置(通年の電話相談) 子ども家庭支援課 03-3602-1386

11 東京都 江戸川区 11月1日～15日 ○
区民施設「タワーホール船堀」の展望塔を児童虐待防止のシンボ
ルであるオレンジ色にライトアップする。

子ども家庭部こど
も家庭支援セン
ター養育支援係

03-6231-8170

12 東京都 八王子市 11月10日～24日 ○
女性に対する暴力防止キャンペーンパネル展において児童虐待防
止パネルを出展

子ども家庭支援セ
ンター

042-656-8225

13 東京都 調布市 11月3日 ○

「いじめや虐待のないまち」宣言ＰＲとして，市内の小学生が
「みんな なかよし」をテーマに描いた絵をシール加工してごみ
収集車に貼る事業を通年で行っている。毎年，夏休みに新しい絵
を募集し，11月初旬に市役所庁舎前で出発式を行う。

子ども生活部子ど
も政策課子ども政
策係

042-481-7105

14 東京都 国分寺市 随時
いじめ虐待防止に関する広報啓発と子ども専用相談電話の利用に
ついて小学校の朝の放送で広報活動。

子ども家庭部子育
て相談室子ども家
庭支援センター

042-572-8138
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【神奈川県】

○　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 神奈川県 相模原市 11月10日 ○
さがみはら子どもの権利の日のつどいにおいて児童虐待問題につ
いて講演を実施
場所：あじさい会館　ホール

こども・若者未来
局こども家庭課、
こども・若者未来
局こども・若者支
援課

042-769-9811

2 神奈川県 相模原市 11月4日、5日 ○
潤水都市さがみはらフェスタへ出展（記念手形の作成・配布、う
ちの子自慢ふせんアート、児童虐待防止啓発グッズの配布等）
場所：相模総合補給廠

こども・若者未来
局こども家庭課

042-769-9811

3 神奈川県 秦野市 8月 研修会「児童虐待の予防・対応のために」を実施
こども育成課こど
も若者相談担当

0463-82-6241

4 神奈川県 海老名市 11月30日 ○
海老名市保健相談センターにおいて、虐待防止に関する研修（ケ
アー）を実施

保健福祉部子育て
相談課こども家庭
相談室

046-235-4825

5 神奈川県 海老名市
11月2日、
9日、16日

○
海老名市保健相談センターにおいて、虐待防止に関する研修（NP
講座）を実施

保健福祉部子育て
相談課こども家庭
相談室

046-235-4825

6 神奈川県 座間市 11月17日 ○ 児童虐待防止講演会を開催
子ども未来部子ど
も政策課児童相談
係

046-252-8026

○　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 神奈川県 神奈川県 11月 ○ のぼり旗設置等の広報啓発を実施 子ども家庭課 045－210-4655

2 神奈川県 神奈川県 11月 ○
各児童相談所において児童虐待防止に向けた広報啓発パネルを展
示

子ども家庭課 045－210-4655

3 神奈川県 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

4 神奈川県 横浜市 11月 ○
区民まつり等で虐待防止啓発キャンペーンを実施
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
を配布

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

5 神奈川県 横浜市 11月 ○
市庁舎市民広間で児童虐待防止啓発パネルを展示
市作成の虐待防止啓発リーフレットを配布

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

6 神奈川県 川崎市
10月1日

～11月30日
○ 市内各区民祭等において啓発物を配布

こども未来局児童
家庭支援･虐待対策
室

044-200-0132

7 神奈川県 相模原市 11月 ○
オレンジリボン及び同リボン運動のＰＲカードを作成し、期間中
の各種イベントや街頭啓発等において、市民等に配布
場所：相模大野駅、橋本駅（予定）

こども・若者未来
局こども家庭課

042-769-9811

8 神奈川県 相模原市 11月 ○

児童虐待防止に関するパネル展示及び懸垂幕やのぼり旗の掲示を
実施
場所：緑区合同庁舎、ウェルネスさがみはら、南保健福祉セン
ター、橋本駅

こども・若者未来
局こども家庭課

042-769-9811

9 神奈川県 平塚市 通年 ○ 児童相談所全国共通ダイヤル１８９周知チラシを配布 こども家庭課 0463-21-9843

10 神奈川県 鎌倉市 11月11日 ○
第24回玉縄まつりにおいて、啓発ブースを設置し、啓発パネルの
展示や啓発リーフレット、啓発グッズ配布を実施

こども相談課 0467-61-3751

11 神奈川県 鎌倉市 11月1日～30日 ○ 公用車に児童虐待防止推進月間マグネットを貼付 こども相談課 0467-61-3751

12 神奈川県 鎌倉市 11月1日～10日 ○
市役所ロビー展示
啓発ブースを設置し、啓発パネル等を展示

こども相談課 0467-61-3751

13 神奈川県 小田原市 11月 ○
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

14 神奈川県 秦野市 11月 ○ 関係機関に市作成のポスターを掲示
こども育成課こど
も若者相談担当

0463-82-6241

15 神奈川県 秦野市 11月 ○ 自治会に市作成のチラシを回覧し、月間を周知
こども育成課こど
も若者相談担当

0463-82-6241

16 神奈川県 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

こども未来部家庭
相談課

046-225-2244

17 神奈川県 大和市 11月3日 ○
市内の商業施設において、虐待防止啓発物品（トイレットペー
パー）を配布

こども部すくすく
子育て課家庭こど
も相談担当

046-260-5618 ※現在予定

18 神奈川県 伊勢原市 11月 ○
オレンジリボンキャンペーンとして、駅での啓発、市役所庁内懸
垂幕掲揚、広報を実施

子ども家庭相談課 0463-94-4711
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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

19 神奈川県 海老名市 11月 ○
市内小学校児童に対し、虐待防止啓発物品として市独自で作成し
たポケットティッシュを配布

保健福祉部子育て
相談課こども家庭
相談室

046-235-4825

20 神奈川県 座間市 11月19日 ○ ふるさとまつりにおいて啓発物品を配布
子ども未来部子ど
も政策課児童相談
係

046-252-8026

21 神奈川県 座間市 11月1日～ ○
トイレ内に啓発用トイレットペーパーを設置（市役所内・子育て
支援センター・市民健康センター・公民館・コミュニティセン
ター・中学校等）

子ども未来部子ど
も政策課児童相談
係

046-252-8026

22 神奈川県 座間市 11月1日～30日 ○
市役所1階エレベーターホール前においてパネル展示を実施（啓
発物品及び講演会のちらし配布）

子ども未来部子ど
も政策課児童相談
係

046-252-8026

23 神奈川県 座間市 11月1日～30日 ○ 市内小・中学校教職員へオレンジリボンを配布
子ども未来部子ど
も政策課児童相談
係

046-252-8026

24 神奈川県 葉山町 11月初旬 ○ リーフレットを作成し、町内幼保小中に配布
福祉部子ども育成
課子育て相談係

046-876-1111

25 神奈川県 大磯町 11月 ○ オレンジリボンを配布
子育て支援総合セ
ンター

0463-71-3377

26 神奈川県 大磯町 11月 ○ 啓発チラシを配布
子育て支援総合セ
ンター

0463-71-3377

27 神奈川県 大磯町 11月 ○ 町内在住の年長児に啓発グッズを配布（町広報誌に掲載）
子育て支援総合セ
ンター

0463-71-3377

28 神奈川県 山北町 通年 ○ 児童虐待に関する相談先を紹介するカードを窓口配布 福祉課 0465-75-3644

○　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 神奈川県 神奈川県 11月 ○ 広報誌「県のたより」に児童虐待に関する記事を掲載 子ども家庭課 045－210-4655

2 神奈川県 横浜市 11月 ○

児童虐待防止推進月間に関する広報・啓発
　●区広報紙等を活用して、児童虐待防止推進月間の関連記事を
区民に周知
　●区役所内のデジタルサイネージや放送において、相談窓口等
を周知

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

3 神奈川県 相模原市 11月 ○ 広報さがみはらへ特集記事を掲載
こども・若者未来
局こども家庭課

042-769-9811 11月1日号

4 神奈川県 平塚市 11月 ○ 平塚市ほっとメールで「児童虐待防止推進月間」を周知 こども家庭課 0463-21-9843

5 神奈川県 藤沢市 11月10日 ○ 市広報紙を通じて「児童虐待防止推進月間」を周知
子ども青少年部子
ども家庭課

0466-50-3569

6 神奈川県 藤沢市 11月 ○ 市ホームページにおいて「児童虐待防止推進月間」を周知
子ども青少年部子
ども家庭課

0466-50-3569

7 神奈川県 茅ヶ崎市 11月1日 ○ 市広報紙に児童虐待防止の啓発記事を掲載
こども育成部こど
も育成相談課こど
も家庭相談担当

0467-82-1111

8 神奈川県 逗子市 11月 ○
市広報誌において、オレンジリボンマラソン・児童虐待防止月間
標語を紹介

教育部子育て支援
課

046-873-1111

9 神奈川県 秦野市 11月 ○ 「広報はだの」に児童虐待防止推進月間について掲載
こども育成課こど
も若者相談担当

0463-82-6241

10 神奈川県 厚木市 11月1日 ○ 児童虐待防止推進月間を市広報誌で周知
こども未来部家庭
相談課

046-225-2244

11 神奈川県 大和市 11月1日 ○ 市広報誌、市のHPに児童虐待防止推進月間のお知らせを掲載
こども部すくすく
子育て課家庭こど
も相談担当

046-260-5618

12 神奈川県 座間市 11月1日 ○
市ホームページ・市広報誌に啓発文言と平成29年度厚生労働省、
内閣府作成のポスターを掲載

子ども未来部子ど
も政策課児童相談
係

046-252-8026

13 神奈川県 座間市 11月1日～30日 ○ 庁内放送による周知
子ども未来部子ど
も政策課児童相談
係

046-252-8026

14 神奈川県 綾瀬市 11月 ○ 市広報誌において虐待防止推進月間普及啓発
健康子ども部子育
て支援課子育て支
援担当

0467-70-5664

15 神奈川県 葉山町 11月 ○ 広報はやまへ児童虐待予防の記事を掲載
福祉部子ども育成
課子育て相談係

046-876-1111 11月1日号

16 神奈川県 寒川町 11月1日～30日 ○ 母子健康アプリで「児童虐待防止推進月間」を周知 子育て支援課 0467-74-1111

17 神奈川県 大磯町 11月 ○ 町広報紙で児童虐待防止推進月間を周知
子育て支援総合セ
ンター

0463-71-3377

18 神奈川県 二宮町 11月 ○ 町広報紙において児童虐待防止推進月間の記事を掲載 子ども育成課 0463-71-3311
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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

19 神奈川県 中井町 11月1日 ○ 広報に児童虐待防止月間について掲載 福祉課 0465-81-5548

20 神奈川県 大井町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する情報を提供 子育て健康課 0465-83-8011

21 神奈川県 松田町 11月1日 ○ 町広報紙において児童虐待防止について啓発
子育て健康課健康
づくり係

0465-84-5544

22 神奈川県 山北町 通年 ○
町広報紙（お知らせ版）において、直近の児童虐待予防相談日を
周知

保険健康課 0465-75-0822

23 神奈川県 開成町 11月 ○
町広報紙において、児童虐待防止推進月間及び通告制度に関する
周知を実施

教育委員会子ど
も・子育て支援室

0465-84-0328

24 神奈川県 箱根町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待の防止について掲載
福祉部子育て支援
課子育て推進係

0460-85-9595

25 神奈川県 真鶴町
6月26日
～7月2日

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間に合わせた町広報掲載
及びポスター掲示

健康福祉課 0465-68-1131

26 神奈川県 湯河原町 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 こども支援課 0465-63-2111

27 神奈川県 愛川町 11月 ○
「広報あいかわ」平成２９年１１月号へ児童虐待防止推進月間、
相談先等を掲載

民生部子育て支援
課

046-285-6932

28 神奈川県 清川村 11月 ○ 村広報誌及びホームページにおいて周知を実施 保健福祉課 046-288-3861

○　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 神奈川県 横浜市 11月 ○ 駅構内での横断幕設置
こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

2 神奈川県 横浜市 11月 ○
市内百貨店の子ども用品フロアにおいて、市作成の虐待防止啓発
ポスター掲示やフロア従業員がオレンジリボンを着用しての啓発
を実施

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

3 神奈川県 横浜市 通年 ○
「横浜市子供を虐待から守る条例」において、毎月５日が「子供
虐待防止推進の日」とされたことから、市営地下鉄車内ＬＥＤ広
告において虐待防止を周知

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

4 神奈川県 横浜市 通年 ○

横浜市と「地域活性化に関する包括連携協定」を締結している
「日本ＫＦＣホールディングス（株）」と協働で、ケンタッキー
フライドチキンの市内４２店舗において、啓発リーフレット配布
や店長に対する児童虐待防止に関する啓発活動を実施

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

5 神奈川県 横浜市 通年 ○

横浜市と「地域活性化に関する包括連携協定」を締結している
「（株）ローソン」と協働で、中区山下公園内にある子育て支援
に特化したコンビニ「ハッピーローソン」店内において、児童虐
待防止キャラクターを使用した啓発を実施

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

6 神奈川県 横浜市 通年 ○
市内動物園、サッカークラブチーム、携帯電話会社等において、
市作成の虐待防止啓発ポスターを掲示

こども青少年局
こども家庭課

045-671-4288

7 神奈川県 川崎市 12月2日
川崎フロンターレホームゲーム最終戦において、オーロラビジョ
ンで啓発メッセージを放送

こども未来局児童
家庭支援･虐待対策
室

044-200-0132

8 神奈川県 相模原市 11月7日～13日 ○
市電設協会の協力により、ウェルネスさがみはらをオレンジ色に
ライトアップし、児童虐待防止の啓発を実施

こども・若者未来
局こども家庭課

042-769-9811

○　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 神奈川県 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

2 神奈川県 横浜市 11月 ○
保育所、民生委員、町内会等を対象に、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

3 神奈川県 横浜市 11月 ○
市内建築物のライトアップを実施（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

4 神奈川県 川崎市 12月上旬
小学生を対象としたフットサル大会（オレンジリボン・ファミ
リーカップ）を開催

こども未来局児童
家庭支援･虐待対策
室

044-200-0132

5 神奈川県 秦野市 通年 ○
こんにちは赤ちゃん訪問員への講話「児童虐待予防について」を
実施

こども育成課こど
も若者相談担当

0463-82-6241

6 神奈川県 綾瀬市 11月 ○ 民生・主任児童委員研修において児童虐待研修を実施
健康子ども部子育
て支援課子育て支
援担当

0467-70-5664 日程調整中

7 神奈川県 綾瀬市 6月～3月
子育て講座『楽しく子育てしよう～イライラ子育てからの脱出
～』を実施

健康子ども部子育
て支援課子育て支
援担当

0467-79-6925
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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

8 神奈川県 綾瀬市 11月 ○
子育て講座『赤ちゃんがきた～思春期から花ひらく０歳時期の育
児～』を実施

健康子ども部子育
て支援課子育て支
援担当

0467-79-6925 日程調整中

9 神奈川県 愛川町 11月 ○
児童虐待問題について関係機関の共通理解と連携を深めるため、
要保護児童対策研修会を実施（対象：民生委員代表、主任児童委
員、小中学校生徒指導担当、保育園等）

民生部子育て支援
課

046-285-6932
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【新潟県】

○　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 新潟県 新潟市 11月1日 ○
新潟市こども創造センターでオレンジリボンキャンペーンイベン
ト（母子分離型ワークショップ）を開催

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

2 新潟県 柏崎市 11月25日 ○ 児童虐待防止に関する講演会を開催
教育委員会子育て
支援センター

0257-20-4210

3 新潟県 新発田市 11月 ○
児童虐待対応研修会を実施（保育園・幼稚園・認定こども園向
け）

こども課 0254-26-3257

4 新潟県 小千谷市 8月25日 児童虐待防止研修会を開催
社会福祉課子育て
支援係

0258-83-3517

5 新潟県 十日町市 5月9日
民生委員向け研修会「十日町市の児童虐待と対応の現状につい
て」を川治公民館において開催

市民福祉部健康づ
くり推進課母子保
健係

025-757-9759

6 新潟県 十日町市 8月1日
小学校・中学校・特別支援学校職員向け研修会「子ども虐待対応
研修会」を市役所において開催

市民福祉部健康づ
くり推進課母子保
健係

025-757-9759

7 新潟県 十日町市 8月22日
保育園・幼稚園・認定こども園・子育て支援センター職員向け研
修会「子ども虐待対応研修会」を市役所において開催

市民福祉部健康づ
くり推進課母子保
健係

025-757-9759

8 新潟県 十日町市
10月3日
～11月7日

○ 親支援講座（NPプログラム）を中央公民館において実施
市民福祉部健康づ
くり推進課母子保
健係

025-757-9759 毎週火曜日に実施

9 新潟県 見附市 11月 ○
要保護児童対策地域協議会主催の児童虐待予防に関する研修会を
実施

教育委員会こども
課

0258-62-1700

10 新潟県 糸魚川市 11月 ○ 関係機関を対象に虐待防止に関する内容で講演会を実施
教育委員会事務局
こども課

025-552-1511

11 新潟県 五泉市 11月26日 ○
福祉会館において親の関わり方が子どもの心身に及ぼす影響を
テーマとした虐待予防講演会を開催

こども課子育て支
援係

0250-43-3911

12 新潟県 阿賀野市 7月10日 児童虐待防止研修会を水原保健センターにおいて開催
社会福祉課児童・
若者相談支援係

0250-62-2510

13 新潟県 阿賀野市
5月～6月、8月
～9月、11月～
12月、2月～3月

○ 親子の絆づくりプログラム（ＢＰプログラム）の実施
社会福祉課児童・
若者相談支援係

0250-62-2510

14 新潟県 佐渡市 11月18日 ○ 乳幼児期の愛着に関する講演会を実施
子ども若者相談セ
ンター

未定
10月以降センターの
引越しに伴い電話番
号変更

15 新潟県 佐渡市 12月2日 少年期の育ち直し、育て直しに関する講演会を実施
子ども若者相談セ
ンター

未定
1０月以降センター
の引越しに伴い電話
番号変更

16 新潟県 魚沼市 10月31日
保育園、こども園、幼稚園職員向けに虐待予防に関する研修会を
開催

子ども課魚沼市子
育て支援センター

025-792-6356

○　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 新潟県 新潟県 11月 ○ 県内コンビニエンスストアにリーフレットやステッカー等を配置 児童家庭課 025-280-5926

2 新潟県 新潟県 11月 ○ イベントにおいて児童虐待防止に関する啓発展示等を実施 児童家庭課 025-280-5926

3 新潟県 新潟市 通年 ○ 母子手帳交付時に児童虐待防止啓発用クリアファイルを配付
こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

4 新潟県 新潟市 通年 ○ ３カ月健診（股関節健診）時に児童虐待防止パンフレットを配付
こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

5 新潟県 新潟市 10月～11月 ○
就学前健診時に虐待通告先チラシ及び児童虐待防止啓発用クリア
ファイルを配付

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

6 新潟県 新潟市 11月～12月 ○
市役所本館及び各区庁舎にオレンジリボンツリーを設置し、自由
にリボンを持ち帰ってもらう

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

7 新潟県 新潟市 11月 ○ 市公用車にオレンジリボンキャンペーンマグネットを掲示
こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

8 新潟県 新潟市 10月
にいがたキッズプロジェクト「キッズフェスティバル」会場で啓
発チラシ、オレンジリボン等を配付

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

9 新潟県 新潟市 11月～12月 ○ （東区）量販店等にポスターや啓発チラシを配布
こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

10 新潟県 新潟市 11月～12月 ○ （東区）自治会等に虐待・発達障がいの啓発チラシを回覧
こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

11 新潟県 新潟市 11月～12月 ○
（東区）幼稚園を訪問し、教諭向けに虐待の初期対応について説
明を実施

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

12 新潟県 新潟市 11月 ○
（中央区）中央区子育て応援マスコット「たっちゃん」の着ぐる
みを用い、児童虐待防止啓発のグッズを配布

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193
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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

13 新潟県 新潟市 通年 ○
（西区）「子育て情報誌はぐくみ（冊子）」Vol．４（2016年度
作成）にオレンジリボン運動について掲載し、区役所、保健福祉
センター、公民館等で配布

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

14 新潟県 新潟市 通年 ○
（西蒲区）父子手帳「ＰＡＰＡ－ＮＯＴＥ」第２号で啓発記事を
記載

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

15 新潟県 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

16 新潟県 三条市 11月 ○
市役所職員等によるオレンジリボンの着用
FM三条にて児童虐待防止推進月間について放送

教育委員会子育て
支援課総合支援係

0255-45-1114

17 新潟県 柏崎市 11月 ○
保育園、幼稚園及び小中学校教員並びに市役所関係各課にオレン
ジリボンを配布し、オレンジリボン運動に参加してもらう

教育委員会子育て
支援センター

0257-20-4210

18 新潟県 新発田市 通年 ○
妊娠届出時冊子や新生児訪問時リーフレットで、揺さぶられ症候
群について啓発

健康推進課 0254-28-9211

19 新潟県 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

20 新潟県 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
カード等を配布

教育委員会事務局
こども課

025-552-1511

21 新潟県 妙高市 11月 ○ 市報へ児童虐待防止啓発記事を掲載
妙高市こども教育
課

0255-74-0039

22 新潟県 五泉市 通年 ○ オレンジリボンを配布
こども課子育て支
援係

0250-43-3911

23 新潟県 阿賀野市 11月 ○ 児童虐待防止啓発パンフレットを作成・配布
社会福祉課児童・
若者相談支援係

0250-62-2510

24 新潟県 佐渡市 9月以降通年 ○ 通告、相談窓口周知のチラシを配布
子ども若者相談セ
ンター

未定
1０月以降センター
の引越しに伴い電話
番号変更

25 新潟県 魚沼市 11月1日 ○
庁舎窓口や関係機関に「児童虐待防止推進月間」のポスター、
リーフレットを配布

子ども課魚沼市子
育て支援センター

025-792-6356

26 新潟県 胎内市 通年 ○
妊婦に対し、メンタルヘルス(産後うつ予防等）に関するリーフ
レットを配布

こども支援課 0254-43-6111

27 新潟県 出雲崎町 11月 ○
生涯学習フェスティバルにおい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

○　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 新潟県 新潟県 ７月19日～ ○
県ホームページにおいて、児童虐待に関する県民アンケートの結
果を公表

児童家庭課 025-280-5926

2 新潟県 新潟県 11月 ○
県ホームページにおいて、児童虐待防止推進月間及び児童虐待の
相談窓口を周知

児童家庭課 025-280-5926

3 新潟県 新潟県 11月 ○
ラジオの県スポット番組において児童虐待防止推進月間及び児童
虐待の相談窓口を周知

児童家庭課 025-280-5926

4 新潟県 新潟市 10月～12月 ○ フリーペーパーに虐待防止の啓発記事を掲載
こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

5 新潟県 新潟市 10月 市報に虐待防止の啓発記事を掲載
こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

6 新潟県 新潟市 11月 ○
（秋葉区）市政情報モニターにより児童虐待防止推進月間につい
て広報

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

7 新潟県 新潟市 11月 ○
（南区）市政情報モニターにより１８９番（いちはやく）及び児
童虐待防止推進月間について広報

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

8 新潟県 新潟市 11月 ○
（西蒲区）市政情報モニターにより児童虐待防止推進月間につい
て広報

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

9 新潟県 長岡市 11月 ○
市政だよりで児童虐待防止推進月間の標語・オレンジリボンや市
の相談窓口等を掲載

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

10 新潟県 長岡市 11月 ○
市役所設置の大型ビジョンで児童虐待防止推進月間や市の相談窓
口等をＰＲ

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

11 新潟県 柏崎市 11月 ○ 児童虐待防止について、広報誌において周知
教育委員会子育て
支援センター

0257-20-4210

12 新潟県 新発田市 11月 ○ 広報誌で児童虐待、児童虐待防止推進月間や相談窓口を掲載 こども課 0254-26-3257

13 新潟県 新発田市 通年 ○
市ホームページ・子育て応援誌・広報誌に、児童虐待や相談窓
口、乳幼児揺さぶられ症候群に関する記事を掲載

こども課 0254-26-3257

14 新潟県 小千谷市 10月25日 ○
市広報誌（市報）において、児童虐待の早期発見・早期対応に対
する協力依頼の記事を掲載

社会福祉課子育て
支援係

0258-83-3517
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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 新潟県 見附市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間についてPR
教育委員会こども
課

0258-62-1700

16 新潟県 村上市 11月1日 ○ 県広報紙において、児童虐待防止月間等について周知 福祉課福祉政策室 0254-53-3201

17 新潟県 糸魚川市 1月 市広報誌において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

18 新潟県 糸魚川市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待防止推進月間について周知
教育委員会事務局
こども課

025-552-1511

19 新潟県 五泉市 11月 ○ 11月10日発行の市広報紙に子ども虐待予防に関する記事を掲載
こども課子育て支
援係

0250-43-3911

20 新潟県 上越市 通年 ○ 広報誌で虐待相談専用ダイヤルを周知
すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111

21 新潟県 上越市 7月15日 広報誌において児童虐待について周知
すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111

22 新潟県 上越市 10月31日 地元ラジオで児童虐待防止推進月間を周知
すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111

23 新潟県 阿賀野市 11月1日 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載
社会福祉課児童・
若者相談支援係

0250-62-2510

24 新潟県 魚沼市
10月25日、11月
10日、11月25日

○
市広報誌において児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載し周
知

子ども課魚沼市子
育て支援センター

025-792-6356

25 新潟県 南魚沼市 11月1日 ○ 市広報紙において児童虐待防止に関する市の施策を紹介
福祉保健部子育て
支援課子ども家庭
支援班

025-773-6822

26 新潟県 胎内市 11月 ○ 市広報誌において「児童虐待防止推進月間」の記事を掲載 こども支援課 0254-43-6111

27 新潟県 胎内市 毎月1回 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載 こども支援課 0254-43-6111

28 新潟県 聖籠町 10月27日
町の広報誌（11月１日号）において、児童虐待防止推進月間及び
町の連絡・相談窓口について周知

教育委員会子ども
教育課子ども家庭
相談センター

0254-27-7082

29 新潟県 聖籠町 11月 ○
町のホームページにおいて児童虐待防止推進月間及び町の連絡・
相談窓口について周知

教育委員会子ども
教育課子ども家庭
相談センター

0254-27-7082

30 新潟県 阿賀町 11月 ○ 広報、テレビ電話周知 健康福祉課 0254-92-5763

31 新潟県 湯沢町 11月 ○ 町が発行する広報誌おいて周知を実施。 子育て支援課 025-788-0292

32 新潟県 津南町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止について周知啓発 福祉保健課 025-765-3114

33 新潟県 刈羽村 11月10日 ○
毎月１０日に発行している村広報誌へ児童虐待防止の取組等の記
事を掲載

教育委員会 0257-45-3933

34 新潟県 粟島浦村 11月 ○ 村広報紙で児童虐待防止推進月間について周知 保健福祉課 0254-55-2111

○　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 新潟県 新潟市 6月～3月 ○
市内保育園・幼稚園8カ所で年長児と保護者、保育士を対象に子
どもを暴力から守るためのCAPワークショップを実施

こども未来部こど
も政策課

025-226-1193

2 新潟県 長岡市 4月～2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実施

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

3 新潟県 長岡市 5月～3月 ○
ＮＰＯ法人と協働で保育園・幼稚園・認定こども園等に出向き出
前子育て講座を実施

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

4 新潟県 長岡市 9月～11月 ○
思春期児童の保護者を対象に児童虐待防止ストレスマネジメント
講座を実施（３回連続、定員40人；さいわいプラザ）

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

5 新潟県 長岡市 5月～7月
母親向け子育て支援講座（ＮＰプログラム）を実施（７回連続講
座、19名参加、会場；さいわいプラザ）

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

6 新潟県 長岡市 6月～7月
父親向け子育て支援講座（ＮＰプログラム）を実施（６回連続講
座、９名参加、会場；さいわいプラザ）

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

7 新潟県 長岡市 9月～10月
母親向け子育て支援講座（子どもとの上手なコミュニケーション
講座）を実施予定（６回連続講座、定員各12名程度、会場；さい
わいプラザ）

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

8 新潟県 長岡市 通年 ○
母親支援のグループミーティング（ＭＣＧ）を実施（16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

9 新潟県 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（７か
所、27回）

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790
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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

10 新潟県 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実施（６か所、29回）

子ども家庭課子ど
も家庭センター

0258-36-3790

11 新潟県 長岡市 6月～12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

12 新潟県 村上市 通年 ○
民児協研修会に参加し、児童虐待防止の地域での見守り啓発を実
施

福祉課福祉政策室 0254-53-3201

13 新潟県 上越市 通年 ○
公・私立保育園長会、地域からの要望による児童虐待に関する説
明会において講義を実施

すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111

14 新潟県 上越市 5月 事業所内保育所への児童虐待防止のための周知を実施
すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111

15 新潟県 上越市 5月～6月
市内町内会長・健康づくりリーダー等へ児童虐待に関する説明会
を開催

すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111

16 新潟県 上越市 5月～7月
保育園、幼稚園、こども園、小・中学校、高等学校訪問により児
童虐待に関する情報を共有

すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111

17 新潟県 上越市 6月29日 保育士向けの児童虐待研修会を開催
すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111

18 新潟県 上越市 9月頃 教職員対象研修会を開催
すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111 予定

19 新潟県 上越市 4月、3月 小・中学校養護教諭対象の研修会を開催
すこやかなくらし
包括支援センター

025-526-5111 予定

20 新潟県 阿賀野市
12月19日
～1月17日

民生委員児童委員協議会において児童虐待防止の講話、リーフ
レット配布を実施

社会福祉課児童・
若者相談支援係

0250-62-2510

21 新潟県 津南町 9月～11月 ○ NPプログラムを実施 福祉保健課 025-765-3114 7日間実施

22 新潟県 津南町 10月、1月 BPプログラムを実施 福祉保健課 025-765-3114 4日間ずつ実施
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【富山県】

○　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 富山県 富山県 10月22日 里親講演会「ひろめよう里親inとやま２０１７」を開催
厚生部子ども支援
課

076-444-3207

2 富山県 魚津市 6月～2月 ○

「いのちの教育推進事業」
市内の小中学校（全校）を対象に、命の大切さや誕生についての
助産師による講話の実施。乳幼児とその母とのふれあいを体験
し、命の大切さを学ぶ。

教育委員会学校教
育課

0765-23-1044

3 富山県 南砺市
7月、11月、
12月、1月

○
「いのちの教育」
7～1月、市内小中学校（中学校２校・小学校２校）を対象に、命
の大切さや誕生について助産師等の講話を実施。

地域包括医療ケア
部
保健センター

0763-52-1767

○　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 富山県 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、児童虐待防止
のパネル展示やオレンジリボン等の配布を行い、児童虐待防止に
ついて周知

こども家庭部こど
も育成健康課

076-443-2038

2 富山県 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

こども家庭部こど
も育成健康課

076-443-2038

○　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 富山県 富山県 11月 ○ 県広報媒体による児童虐待防止推進月間スポット広報を実施
厚生部子ども支援
課

076-444-3207

2 富山県 富山市 11月 ○
「広報とやま11月5日号」に児童虐待防止推進月間の周知と児童
虐待防止の特集記事を掲載

こども家庭部こど
も育成健康課

076-443-2038

3 富山県 高岡市 11月 ○
市広報誌において児童虐待防止、子育てや虐待相談機関の周知を
図る記事を掲載

福祉保健部子ど
も・子育て課

0766-20-1381

4 富山県 魚津市 11月 ○ 『広報うおづ』に「児童虐待防止推進月間」の記事を掲載 民生部こども課 0765-23-1006

5 富山県 氷見市 11月1日 ○ 市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 0766-74-8117

6 富山県 滑川市 11月 ○ 市広報において、児童虐待防止推進月間を周知
教育委員会子ども
課

076-475-2111

7 富山県 黒部市 11月 ○ 「広報くろべ11月号」に児童虐待防止推進月間記事を記載 こども支援課 0765-54-2577 予定

8 富山県 砺波市 10月～11月 ○
「広報となみ」（１０月２５日発行）に児童虐待防止啓発記事を
掲載

教育委員会こども
課

0763-33-1111

9 富山県 小矢部市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止啓発記事を掲載 こども課 0766-67-8603

10 富山県 南砺市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間について広報に掲載
教育委員会こども
課子育て支援係

0763-23-2010

11 富山県 射水市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待防止推進月間を周知
福祉保健部子育て
支援課

0766-51-6629

12 富山県 上市町 6月 町広報誌に「里親募集」の記事を掲載 福祉課児童班 076-472-1111

13 富山県 上市町 11月 ○ 町広報誌に「児童虐待防止推進月間」の記事を掲載 福祉課児童班 076-472-1111

14 富山県 立山町 11月1日～ ○ 「広報たてやま11月号」に児童虐待防止推進月間の記事を記載
健康福祉課児童福
祉係

076-462-9955

15 富山県 入善町 11月 ○ 町広報誌に「児童虐待防止推進月間」の記事を掲載 結婚･子育て応援課 0765-72-1857

16 富山県 朝日町 11月1日 ○ 町広報紙において「児童虐待防止推進月間」記事を掲載 住民・子ども課 0765-83-1100

○　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 富山県 富山県 未定 要保護児童対策関係者専門性向上研修会を開催
厚生部子ども支援
課

076-444-3207
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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

2 富山県 富山県 未定 医療機関向け児童虐待防止研修会を開催
厚生部子ども支援
課

076-444-3207

3 富山県 富山県 随時
地域の各種団体からの希望に応じ、出前県庁しごと談義として出
向き、県における児童虐待の現状や、児童虐待対策について説明

厚生部子ども支援
課

076-444-3207

4 富山県 富山市 11月11日 ○
市要保護児童対策地域協議会構成員を対象に虐待防止研修会（講
演会）を開催

こども家庭部こど
も育成健康課

076-443-2038

5 富山県 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、児童虐待防止
に関する市の取組等について説明

こども家庭部こど
も育成健康課

076-443-2038

6 富山県 高岡市 11月20日 ○ 市要保護児童対策地域協議会の関係者向け虐待防止研修会を開催
福祉保健部子ど
も・子育て課

0766-20-1381
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【石川県】

○　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 石川県 石川県 1月
児童虐待未然防止のための子育て講座を県内２カ所（金沢市、小
松市）で実施

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

2 石川県 小松市 7月7日
民生委員児童委員児童福祉部会員の虐待防止講座を実施(市庁
舎）

こども家庭課 0761-24-8157

3 石川県 小松市 10月11日
幼児教育･保育施設担当者への虐待研修を実施（ビジネス創造プ
ラザセミナールーム）

こども家庭課 0761-24-8073

4 石川県 小松市 11月20日 ○ 小松看護学生対象に虐待啓発講座を開催（小松看護学校） こども家庭課 0761-24-8073

5 石川県 小松市 3月上旬 高校生対象の虐待講座を開催（小松大谷高校） こども家庭課 0761-24-8073

6 石川県 羽咋市 11月3日 ○ 市内公共施設において街頭キャンペーンを実施 羽咋市健康福祉課 0767-22-1114

7 石川県 白山市 11月 ○
白山市保育士会で子ども相談室・家庭児童相談室を講師として虐
待に関しての研修会を実施

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

8 石川県 白山市
6月20日、
2月23日

白山市職員・児童クラブ支援員等子どもに関わる職員を対象に、
金森俊朗先生、虹釜和昭先生を講師に研修を開催（子ども相談
室・家庭児童相談室主催）

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

9 石川県 白山市 随時 ○ 子どもをむずかしくしない子育て講座を随時開催

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

10 石川県 能美市 4月15日
保育士向け虐待対応研修①（児童虐待の基礎知識など）を市内保
育園で開催

子育て支援課子育
て支援センター

0761-58-8200

11 石川県 能美市 9月15日
保育士向け虐待対応研修②（保護者、対象児への支援プログラム
について）を市内保育園で開催

子育て支援課子育
て支援センター

0761-58-8200

12 石川県 能美市 11月3日 ○
児童虐待防止啓発講演会（児童虐待と発達支援の関係について。
保育士向け虐待対応研修③と兼ねる）を辰口福祉会館で開催予定

子育て支援課子育
て支援センター

0761-58-8200

13 石川県 能美市 1月27日
保育士向け虐待対応研修④（園でのチェックポイント）を市内保
育園で開催

子育て支援課子育
て支援センター

0761-58-8200

14 石川県 津幡町 11月 ○ 要保護児童対策地域協議会関係機関実務者向け研修会を実施
町民福祉部福祉課
家庭支援係

076-288-7952

15 石川県 内灘町 11月16日 ○ オレンジリボンコンサートを開催
子育て支援課子育
て支援センター

076-238-3233

16 石川県 内灘町 11月 ○ 児童虐待防止のための講演会を開催
子育て支援課子育
て支援センター

076-238-3233

○　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 石川県 石川県 11月 ○
金沢駅もてなしドームにオレンジリボンキャンペーンのタペスト
リーを掲載

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

2 石川県 石川県 11月3日 ○
オレンジリボンキャンペーンとパープルリボンキャンペーンとが
一体となって街頭キャンペーンを実施（「金沢駅」「香林坊」
「片町」の３箇所で啓発チラシ及びグッズ等を配布

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

3 石川県 石川県 11月3日 ○
全市町において一斉に街頭キャンペーンを実施し、啓発チラシ等
を配布

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

4 石川県 石川県 11月 ○
公共施設、プレミアムパスポート協賛企業、医療機関、公共交通
機関（バス・タクシー）等へのポスター、ステッカーの掲示

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

5 石川県 金沢市 11月 ○

市内の子育てに意欲のある企業等のうち、この事業に賛同する企
業等にオレンジリボンを配付し、児童虐待防止推進月間の間着用
してもらい、市民に周知を図るとともに、この取組を広報（オレ
ンジリボンは金沢市が障害者就労施設等に作成を依頼したもの）

福祉局こども総合
相談センター

076-243-1081
企業等への依頼は今
後行うため、数は把
握していない

6 石川県 七尾市 11月3日 ○ 県内一斉街頭キャンペーンを実施
健康福祉部子育て
支援課

0767-53-8445

7 石川県 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

8 石川県 七尾市 12月3日 市民のつどいでチラシ及び周知グッズを配布
健康福祉部子育て
支援課

0767-53-8445

9 石川県 小松市 11月20日～24日 ○
児童･ＤＶ･高齢者･障がい者･いのちの部会と合同でパネルを作成
し、庁舎内エントランスにおいて虐待パネル展を開催

安心相談センター 0761-24-8071
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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

10 石川県 小松市 通年
相談先連絡カードを作成・配布（市内学校･病院･ショッピングセ
ンター等）

いきいき健康課 0761-24-8073

11 石川県 輪島市 11月 ○
市役所庁舎内にのぼり旗を設置、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

12 石川県 輪島市 11月3日 ○ 市内ショッピングセンターで街頭キャンペーンを実施 福祉環境部福祉課 0768-23-1161

13 石川県 輪島市 11月26日 ○ 市内イベント会場で街頭キャンペーンを実施 福祉環境部福祉課 0768-23-1161 予定

14 石川県 珠洲市 11月3日 ○ 市内ショッピングセンターで街頭キャンペーンを実施
福祉課子育て支援
係

0768-82-7747

15 石川県 珠洲市 11月 ○ 市内の保育所・小中学校にチラシを配布
福祉課子育て支援
係

0768-82-7747

16 石川県 加賀市 11月3日 ○

市内ショッピングセンターで街頭キャンペーン、広報かが１１月
号での周知を実施
※今年度はオレンジリボンとパープルリボンの街頭啓発を同時開
催予定

子育て支援課子育
て応援ステーショ
ン

0761-72-2565

17 石川県 羽咋市 11月25日 ○ 子育て講演会を開催（要対協主催） 羽咋市健康福祉課 0767-22-1114

18 石川県 かほく市 11月3日 ○
市内大型ショッピングセンター内で街頭キャンペーン、啓発グッ
ズ配布を実施

子育て支援課 076-283-7155

19 石川県 白山市 11月3日 ○
オレンジリボン街頭キャンペーン（アピタ松任・イオン松任）
グッズ配布時に、市のチラシも配布

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

20 石川県 白山市 通年 ○ 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

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

21 石川県 能美市 11月 ○ 市役所、子育て支援センターで昇り旗を設置
子育て支援課子育
て支援センター

0761-58-8200

22 石川県 能美市 11月 ○
市役所職員がオレンジリボン着用、関係課職員がオレンジジャン
パー着用

子育て支援課子育
て支援センター

0761-58-8200

23 石川県 能美市 11月1日 ○
保育園児保護者への啓発チラシ配布、町会回覧板での啓発チラシ
回覧を実施

子育て支援課子育
て支援センター

0761-58-8200

24 石川県 能美市 11月3日 ○
街頭キャンペーン（辰口地区の商業施設）でチラシ、啓発グッズ
を配布

子育て支援課子育
て支援センター

0761-58-8200

25 石川県 野々市市 11月 ○ 市役所庁舎内にのぼり旗を掲揚し、オレンジリボンツリーを設置
健康福祉部子育て
支援課

076-227-6077

26 石川県 野々市市 11月3日 ○ 市内ショッピングセンターにおいて街頭キャンペーンを実施
健康福祉部子育て
支援課

076-227-6077

27 石川県 川北町 11月 ○
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

28 石川県 川北町 11月3日 ○ 文化祭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

29 石川県 川北町 11月3日 ○
オレンジリボン街頭キャンペーン（ホームセンター　ヤマキシ川
北店）を実施

福祉課 076-277-8388

30 石川県 津幡町 11月初旬 ○
学校、子育て支援センター、保育園、認定こども園への配布及び
健診時の配布
町内大型店舗でキャンペーンを実施

町民福祉部福祉課
家庭支援係

076-288-7952

31 石川県 津幡町 11月3日 ○ アルプラザ津幡店において県内一斉街頭キャンペーンを実施
町民福祉部福祉課
家庭支援係

076-288-7952

32 石川県 内灘町 11月3日 ○ 県内一斉街頭キャンペーンでオレンジリボングッズを配布
子育て支援課子育
て支援センター

076-238-3233

33 石川県 内灘町 11月10日 ○ 内灘駅前において通勤、通学者にオレンジリボングッズを配布
子育て支援課子育
て支援センター

076-238-3233

34 石川県 志賀町 11月3日 ○ 文化祭の会場でリーフレット等を配布 住民課児童相談係 0767-32-9122

35 石川県 志賀町 11月3日 ○ 志賀町部下ホールにおいて県内一斉街頭キャンペーンを実施 住民課児童相談係 0767-32-9122

36 石川県 志賀町 11月13日 ○ 健康フェア会場でリーフレット等を配布 住民課児童相談係 0767-32-9122

37 石川県 志賀町 11月 ○ 役場窓口・保健センター等で虐待防止月間についてPR 住民課児童相談係 0767-32-9122

38 石川県 宝達志水町 11月3日 ○
「県内一斉街頭キャンペーン」の一環として町内イベントでＰＲ
（町文化祭でＰＲコーナーを設置し、来場者に対しチラシや啓発
物品を配布）

健康福祉課 0767-28-5526
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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

39 石川県 宝達志水町 11月8日 ○
「町民生・児童委員定例会」でオレンジリボンキャンペーンのＰ
Ｒ（趣旨説明・チラシ配布）

健康福祉課 0767-28-5526

40 石川県 宝達志水町 11月 ○
町施設内に児童虐待防止推進月間のＰＲコーナーを設置（のぼり
旗設置や啓発チラシ等配布）

健康福祉課 0767-28-5526

41 石川県 中能登町 11月3日 ○
ショッピングセンターにおいて街頭キャンペーンを実施、オレン
ジリボングッズを配布

住民福祉課 0767-72-3134

42 石川県 穴水町 11月 ○
広報（11月号）　11/1～30　役場・保健センター・プルートでオ
レンジリボン設置

住民福祉課児童福
祉係

0768-52-3650

43 石川県 穴水町 11月3日 ○ 町内で街頭キャンペーンを実施、オレンジリボングッズを配布
住民福祉課児童福
祉係

0768-52-3650

44 石川県 能登町 11月 ○ 児童福祉係が　オレンジジャンパーを着用し業務に従事 健康福祉課 0768-72-2512

45 石川県 能登町 11月3日 ○
ショッピングセンターにおいて街頭キャンペーンを実施し、オレ
ンジリボングッズを配布

健康福祉課 0768-72-2512

○　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 石川県 石川県 11月1日 ○
民放ラジオ番組に児童相談所長が出演し、児童虐待の未然防止や
早期発見・通告などについて呼び掛ける

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

2 石川県 石川県 11月 ○ タウン誌や新聞において、児童虐待防止を呼び掛ける広告を掲載
健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

3 石川県 七尾市 11月 ○ 広報（１１月号）に相談機関等を掲載
健康福祉部子育て
支援課

0767-53-8445

4 石川県 小松市 11月 ○ 広報こまつにおいて虐待防止の啓発を実施 安心相談センター 0761-24-8071

5 石川県 輪島市 11月 ○ 市広報誌において、事業を紹介 福祉環境部福祉課 0768-23-1161

6 石川県 羽咋市 11月 ○ 広報（１１月号）での周知を実施 羽咋市健康福祉課 0767-22-1114

7 石川県 かほく市 11月1日 ○ 市内全戸配布する広報紙で周知を実施 子育て支援課 076-283-7155

8 石川県 白山市 11月 ○ 白山市広報誌において虐待予防や虐待通告に関して掲載

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

9 石川県 白山市 8月、12月
夏休み、冬休みにケーブルテレビで子ども相談室・家庭児童相談
室のデータ放送を実施

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

10 石川県 能美市 11月1日 ○ 広報11月号へ啓発記事を掲載
子育て支援課子育
て支援センター

0761-58-8200

11 石川県 野々市市 11月 ○ 広報誌へ掲載
健康福祉部子育て
支援課

076-227-6077

12 石川県 川北町 11月 ○ 11月号の広報誌で周知 福祉課 076-277-8388

13 石川県 津幡町 11月 ○
広報誌、ケーブルテレビ掲載、庁舎での啓発コーナー（オレンジ
リボンツリー）設置を実施

町民福祉部福祉課
家庭支援係

076-288-7952

14 石川県 内灘町 11月1日 ○ 町広報誌に児童虐待防止推進月間の啓発ページを設ける
子育て支援課子育
て支援センター

076-238-3233

15 石川県 内灘町 11月 ○
乳幼児健診において、受診の親子にグッズを配布（内灘町保健セ
ンター）

子育て支援課子育
て支援センター

076-238-3233

16 石川県 志賀町 通年 ○ 町ホームページ・広報に虐待防止に関するPR記事を掲載 住民課児童相談係 0767-32-9122

17 石川県 宝達志水町 11月 ○ 広報11月号で周知 健康福祉課 0767-28-5526

18 石川県 中能登町 11月 ○ 町広報やホームページで、オレンジリボン活動を周知 住民福祉課 0767-72-3134

19 石川県 穴水町 11月 ○ 11/3町文化祭や11/25健康フェスタにおいて周知
住民福祉課児童福
祉係

0768-52-3650
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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

20 石川県 能登町 11月 ○ 町内広報誌において　虐待防止期間を紹介 健康福祉課 0768-72-2512

○　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 石川県 石川県 11月5日 ○
ツエーゲン金沢のホームゲームの入場者に対し、啓発チラシ及び
グッズを配布し、ハーフタイム時に横断幕を用いた親子ＰＲを実
施

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

2 石川県 石川県 11月 ○
洋菓子協会の会員店でオレンジリボンをイメージしたオリジナル
ケーキを販売し児童虐待防止を啓発

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

3 石川県 石川県 11月12日 ○
「子育て支援メッセいしかわ2017」において「オレンジリボン」
にちなんだ和菓子を親子でつくる「体験型ふれあいイベント」を
実施

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

4 石川県 津幡町 11月初旬～中旬 ○ 町内大型店舗においてオレンジリボン運動啓発コーナーを設置
町民福祉部福祉課
家庭支援係

076-288-7952

○　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 石川県 石川県 11月1日～7日 ○
金沢城石川門を児童虐待防止のシンボルカラーであるオレンジ色
にライトアップ

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

2 石川県 石川県 10月、11月 ○
大学生等が主体となって児童虐待防止に関する活動を立案し、学
園祭等で啓発活動を実施

健康福祉部少子化
対策監室家庭福祉
グループ

076-225-1421

3 石川県 七尾市 10月7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
配布を実施

健康福祉部子育て
支援課

0767-53-8445

4 石川県 小松市 11月3日 ○
大型ショッピングモールにおいて、オレンジリボン･パープルリ
ボン合同キャンペーンを実施

こども家庭課 0761-24-8073

5 石川県 白山市
5月～6月、
10月～11月

○
春・秋の２回、市内小中学校・保育所（園）・児童センター・放
課後児童クラブへの巡回訪問を実施

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
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【福井県】

○　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 福井県 福井県 未定
【児童虐待防止基礎研修会】　県内２か所で実施。主任児童委
員、保育士、小中学校・幼稚園教諭等対象に、学識経験者を招い
て講演。

健康福祉部子ども
家庭課

0776-20-0343 未定

2 福井県 福井県 未定
【児童虐待防止専門研修会（福井地区）】　主任児童委員、保育
士、小中学校・幼稚園教諭等対象に、学識経験者を招いて講演を
依頼予定。

福井健康福祉セン
ター福祉課

0776-36-2857 未定

3 福井県 福井県 通年 ○

【育児不安解消サポート事業】　毎月第４木曜日に当センター内
において、０歳から就学前の子供がいる育児不安や育児ストレス
を抱える保護者を対象に、育児支援として「こあら広場」を実
施。

福井健康福祉セン
ター福祉課・健康
増進課

0776-36-3429

4 福井県 福井県 通年 ○
育児不安を抱える保護者にグループワークの場の提供及び精神科
医や臨床心理士の個別相談を実施

坂井健康福祉セン
ター福祉健康増進
課

0776-73-0609

5 福井県 福井県 1月 児童虐待防止についての事例検討会を実施予定
坂井健康福祉セン
ター福祉健康増進
課

0776-73-0609

6 福井県 福井県 通年 ○
育児不安や育児ストレスを抱える保護者に対し、グループワーク
や個別相談を実施

福井県奥越健康福
祉センター地域保
健福祉課

0779-66-2076

7 福井県 福井県 2月
主任児童委員、保育士、幼稚園・小・中学校教諭等を対象に児童
虐待防止に関する研修会を開催

福井県奥越健康福
祉センター地域保
健福祉課

0779-66-2076

8 福井県 福井県 2月下旬 地区児童虐待防止専門研修会を開催
丹南健康福祉セン
ター福祉課

0778-51-0034

9 福井県 福井県 10月12日
美浜町保健福祉センターにおいて「児童虐待の理解と対応」とい
うテーマで講演を実施

二州健康福祉セン
ター福祉課

0770-22-3747

10 福井県 福井市 11月5日 ○
児童虐待防止に関する親子参加型のイベントや子育て講座等を実
施（児童虐待防止に関する普及啓発事業：学校法人、市民団体と
協働）

福祉保健部子ども
福祉課子ども支援
係

0776-20-5412

11 福井県 福井市 6月～2月
児童生徒が所属する機関（保育園や学校等）の保育士や教職員を
対象に、児童虐待について理解を深めるため、児童虐待防止出張
講座を実施（学校法人と連携）

福祉保健部子ども
福祉課子ども支援
係

0776-20-5412

12 福井県 敦賀市 11月17日 ○
児童虐待防止講演会を開催
・来場者に対し、リーフレットや啓発グッズを配布

福祉保健部児童家
庭課

0770-22-8223

13 福井県 越前市 6月30日 児童虐待防止に関する市民セミナーや研修会を開催
市民福祉部子ども
福祉課子ども・子
育て総合相談室

0778-22-3628

14 福井県 越前市 11月 ○ 児童虐待防止に関する市民セミナーや研修会を開催
市民福祉部子ども
福祉課子ども・子
育て総合相談室

0778-22-3628

15 福井県 越前市 2月 児童虐待防止に関する市民セミナーや研修会を開催
市民福祉部子ども
福祉課子ども・子
育て総合相談室

0778-22-3628

16 福井県 坂井市 11月 ○
坂井市要保護児童対策地域協議会の代表者・実務者を対象とした
児童虐待防止講演会を開催予定
会場：坂井市多目的研修センター大ホール

市民福祉部子育て
支援課

0776-50-3042

17 福井県 美浜町 10月～11月 ○ 児童虐待防止に関する講演会を実施予定
福祉課子育て支援
センター

0770-32-0192

○　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 福井県 福井県 11月 ○ 児童虐待防止啓発パネル展（県内４カ所）を実施
健康福祉部子ども
家庭課

0776-20-0343

2 福井県 福井県 11月 ○ 児童虐待防止啓発街頭キャンペーンを実施
健康福祉部子ども
家庭課

0776-20-0343

3 福井県 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

4 福井県 福井県 11月 ○ 所内にオレンジリボンのモニュメントを設置
坂井健康福祉セン
ター福祉健康増進
課

0776-73-0609

5 福井県 福井県 11月 ○ 公用車にオレンジリボンステッカーを貼付
坂井健康福祉セン
ター福祉健康増進
課

0776-73-0609

6 福井県 福井市 7月22日
ショッピングセンターにおいて福井市の児童虐待防止のチラシ、
今後の児童虐待防止推進月間におけるイベントチラシ、啓発グッ
ズを配布

福祉保健部子ども
福祉課子ども支援
係

0776-20-5412

7 福井県 福井市 8月20日
ショッピングセンターにおいて福井市の児童虐待防止のチラシ、
今後の児童虐待防止推進月間におけるイベントチラシ、啓発グッ
ズを配布

福祉保健部子ども
福祉課子ども支援
係

0776-20-5412
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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

8 福井県 福井市 9月10日
福井駅前通りにおいて親子工作やオレンジリボン作成、児童虐待
に関するパネル展示を取り入れたイベントを実施（児童虐待防止
に関する普及啓発事業：学校法人、市民団体と協働）

福祉保健部子ども
福祉課子ども支援
係

0776-20-5412

9 福井県 福井市 11月1日 ○
街頭において啓発グッズ及び児童虐待防止推進月間におけるイベ
ントチラシ等を配布

福祉保健部子ども
福祉課子ども支援
係

0776-20-5412

10 福井県 敦賀市
11月1日

～11月30日
○ 市役所庁舎内にオレンジリボンのモニュメントを設置

福祉保健部児童家
庭課

0770-22-8223

11 福井県 敦賀市
11月1日
～3月31日

○
市役所窓口やショッピングモール等において、児童虐待防止の啓
発グッズを配布し、育児相談先の周知を実施

福祉保健部児童家
庭課

0770-22-8223

12 福井県 越前市 5月5日
越前市武生中央公園体育館で行われた「ちびっこフェスティバ
ル」の体験コーナーの一角にポスターを掲示しリーフレット等を
配置

市民福祉部子ども
福祉課子ども・子
育て総合相談室

0778-22-3628

13 福井県 越前市 11月12日～25日 ○
市内ショッピングセンターにおいて行われる「オレンジ・パープ
ルリボンキャンペーン」のブースにポスターを掲示しリーフレッ
トを配置

市民福祉部子ども
福祉課子ども・子
育て総合相談室

0778-22-3628

14 福井県 越前市 1月末
越前市児童発達支援センター主催研修会会場の一角にポスターを
掲示しリーフレット等を配置

市民福祉部子ども
福祉課子ども・子
育て総合相談室

0778-22-3628

15 福井県 坂井市 11月1日～30日 ○ 坂井市役所全職員がオレンジリボンを着用
市民福祉部子育て
支援課

0776-50-3042

16 福井県 坂井市 11月1日～30日 ○ 坂井市役所玄関にオレンジツリーを展示
市民福祉部子育て
支援課

0776-50-3042

17 福井県 南越前町 11月1日～2日 ○
こども園、保育所等に依頼し、保護者に対し町作成児童虐待防止
啓発チラシを配布

保健福祉課 0778-47-8007

18 福井県 おおい町 11月 ○ おおい町虐待等防止ネットワーク委員会としてチラシを全戸配布 住民福祉課 0770-77-4053

19 福井県 おおい町 通年 ○
おおい町虐待等防止ネットワーク委員会として啓発ティッシュを
配布

住民福祉課 0770-77-4053

○　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 福井県 福井県 11月 ○ 当センター発行の広報誌において啓発
丹南健康福祉セン
ター福祉課

0778-51-0034

2 福井県 福井市 10月25日 市政広報において拡大記事として児童虐待防止推進月間を掲載
福祉保健部子ども
福祉課子ども支援
係

0776-20-5412

3 福井県 福井市 10月～11月 ○ 市ホームページにおいて児童虐待防止推進月間の取組を掲載
福祉保健部子ども
福祉課子ども支援
係

0776-20-5412

4 福井県 敦賀市
10月10日
～11月30日

○
市広報紙において、オレンジリボン活動や虐待通告に関する周知
を実施

福祉保健部児童家
庭課

0770-22-8223

5 福井県 小浜市 通年 ○
小浜市「暮らしの便利帳」（広報誌）掲載・小浜市ホームページ
において配信

子ども未来課 0770-64-6013

6 福井県 大野市 ○ 広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載 福祉こども課 0779-64-5142

7 福井県 勝山市 10月第4週 市広報において周知
福祉・児童課子育
て相談室

0779-87-0777

8 福井県 鯖江市 11月 ○ 市広報紙で児童虐待防止及び虐待通告について周知
健康福祉部子育て
支援課母子児童グ
ループ

0778-53-2269

9 福井県 あわら市 11月 ○
市広報誌・ホームページにおいて、児童虐待防止推進月間につい
て市民に紹介及び啓発

健康福祉部子育て
支援課児童福祉係

0776-73-8021

10 福井県 越前市 11月15日 ○ 市広報紙11月号（11月13日発行）に児童虐待防止の記事を掲載
市民福祉部子ども
福祉課子ども・子
育て総合相談室

0778-22-3628

11 福井県 坂井市 10月 坂井市広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載
市民福祉部子育て
支援課

0776-50-3042

12 福井県 永平寺町 11月 ○ 町広報誌において、制度の周知・町の取組を掲載 子育て支援課 0776-61-7250

13 福井県 池田町 １０月 ○ 広報への掲載 保健福祉課 0778-44-8000

14 福井県 南越前町
10月25日
～11月24日

○ 広報11月号に児童虐待防止普及啓発コーナーを掲載 保健福祉課 0778-47-8007

15 福井県 南越前町 11月2日～22日 ○
町CATV自主放送において、法務省作成の児童虐待防止啓発映像を
放映

保健福祉課 0778-47-8007

16 福井県 越前町 11月1日～30日 ○ 町広報誌やホームページで、児童虐待防止について周知 福祉課 0778-34-8725
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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

17 福井県 美浜町 11月 ○ 町広報誌において児童虐待防止に関する周知・連絡先を紹介
福祉課子育て支援
センター

0770-32-0192

18 福井県 高浜町 11月 ○ 町広報誌などで児童虐待防止推進月間の取組を周知
保健福祉課保健グ
ループ

0770-72-2493

19 福井県 おおい町 11月 ○
おおい町虐待等防止ネットワーク委員会として広報紙に虐待防止
について掲載

住民福祉課 0770-77-4053

20 福井県 若狭町 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し広報
福祉課子ども・若
者支援室

0770-62-2704

○　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 福井県 福井市 10月29日
アオッサにおいて音楽を通して児童虐待防止を呼びかけるイベン
トを実施（児童虐待防止に関する普及啓発事業：学校法人、市民
団体と協働）

福祉保健部子ども
福祉課子ども支援
係

0776-20-5412

○　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 福井県 福井県 2月
児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応、地域における見守り
活動等の対策の必要性や市町要保護児童対策地域協議会等地域に
おける関係機関の連携の重要性を認識し、児童虐待防止を実施

福井県嶺振興局若
狭健康福祉セン
ター福祉課

0770-52-1300
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【山梨県】

○　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 山梨県 山梨県 11月2日 ○

・児童虐待の防止、早期発見、理解を促すため、保育士・幼稚園
教諭、小中高等学校教職員、施設職員、市町村、関係機関の職員
及び虐待問題に関心のある県民等を対象に、児童虐待防止に関連
する研修会を実施
・来場者に児童虐待防止推進月間のリーフレット等を配布

福祉保健部子育て
支援課

055-223-1457

2 山梨県 山梨市 11月 ○ 児童虐待防止ネットワーク実務者研修会を開催
子育て支援課保
育・児童担当

0553-22-1111

3 山梨県 中央市 8月8日、31日 児童虐待防止研修会を開催
子育て支援課児童
福祉担当

055-274-8542

○　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 山梨県 甲府市 6月～3月 ○
子ども相談センターにおいて、母子健康手帳交付時に虐待通告の
窓口を紹介するパンフレットを配布

子ども支援課 055-237-5917
今年度途中より実
施。今後も通年で実
施予定。

2 山梨県 韮崎市 11月 ○ 市役所に懸垂幕を設置
福祉課子育て支援
担当

0551-22-1111

3 山梨県 北杜市 11月～ ○
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
トの配布による啓発

福祉部ほくとっこ
元気課

0551-42-1401

4 山梨県 笛吹市 11月 ○

・窓口において児童虐待防止推進月間のリーフレットや、児童相
談所全国共通ダイヤルの周知カードを配布
・児童虐待防止を周知するメッセージを記載したポケットティッ
シュを配布

保健福祉部子育て
支援課子育て支援
担当

055-261-1904

5 山梨県 山中湖村 10月
県の広報誌、ポスターを役場、学校、保育所に配布、啓発を実
施。10月２日に安心子育て対策協議会、虐待研修会を開催予定

いきいき健康課福
祉係

0555-62-9976

6 山梨県 鳴沢村 11月 ○ 児童虐待関連冊子を配布 住民課 0555-85-3082

○　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 山梨県 山梨県 11月1日～30日 ○ 児童虐待防止に関わるテレビスポットＣＭを制作、放映
福祉保健部子育て
支援課

055-223-1457

2 山梨県 山梨県 通年 ○
広報誌及びＨＰにおいて、児童虐待防止に関する県の施策や窓口
等を周知（１１月の広報誌には、児童虐待防止推進月間である旨
を掲載）

福祉保健部子育て
支援課

055-223-1457

3 山梨県 甲府市 11月 ○ 市広報11月号において、児童虐待防止推進月間を周知 子ども支援課 055-237-5917

4 山梨県 富士吉田市 11月 ○
市の広報紙において、児童虐待及び児童虐待防止月間であること
を周知

市民生活部子育て
支援課

0555-22-1111
（内線564）

10月末に市民へ配付
する11月広報紙へ掲
載予定。

5 山梨県 山梨市 11月 ○ 広報誌への掲載
子育て支援課 保
育・児童担当

0553-22-1111

6 山梨県 大月市 5月
市役所庁舎内、児童館、市総合福祉センター、保育所において、
児童虐待防止推進月間のポスターを掲示

子ども家庭総合支
援センター

0554-23-1168

7 山梨県 大月市 11月 ○ 広報誌に掲載し周知
子ども家庭総合支
援センター

0554-23-1168

8 山梨県 南アルプス市 11月 ○ 市広報において、児童虐待防止に関する情報提供、啓発 福祉総合相談課 055-282-6049

9 山梨県 南アルプス市 11月 ○ 市ホームページにおいて、児童虐待防止に関する情報提供、啓発 福祉総合相談課 055-282-6049

10 山梨県 南アルプス市
11月1日

～12月31日
○

市内小中学校保護者に向けた児童虐待防止の普及啓発のチラシを
配布

福祉総合相談課 055-282-6049

11 山梨県 北杜市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止の啓発を実施
福祉部ほくとっこ
元気課

0551-42-1401

12 山梨県 甲斐市 11月 ○
市広報誌、ホームページにおいて、児童虐待防止推進月間の周知
を実施

子育て支援課 055-278-1692

13 山梨県 笛吹市 11月 ○ 広報紙及びHPにおいて、児童虐待防止の啓発を実施
保健福祉部子育て
支援課子育て支援
担当

055-261-1904

14 山梨県 上野原市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間について広報掲載
福祉課子育て支援
担当

0554-62-3115

15 山梨県 上野原市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間についてホームページ掲載
福祉課子育て支援
担当

0554-62-3115
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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 山梨県 甲州市 11月1日 ○ 市広報において、虐待防止に関する情報を掲載予定 子育て支援課 0553-32-5081

17 山梨県 中央市 11月 ○ 広報に児童虐待防止の記事を掲載
子育て支援課児童
福祉担当

055-274-8542

18 山梨県 早川町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する施策を紹介 福祉保健課 0556-45-2363

19 山梨県 身延町 11月 ○
身延町広報１１月号おいて、児童虐待防止月間に伴い、相談機関
の連絡先を周知

子育て支援課 0556-20-4580

20 山梨県 南部町 11月 ○
町広報誌掲載・ＦＭ告知端末による町内一斉放送での協力呼びか
けと相談窓口等の周知を実施

子育て支援課子育
て支援担当

0556-64-4830

21 山梨県 富士川町 通年 ○
町広報誌『くらしのカレンダー』情報広場に虐待相談ダイヤルを
掲載

子育て支援課児童
支援担当

0556-22-7221

22 山梨県 富士川町 10月25日 ○ 町広報誌に虐待記事を掲載
子育て支援課児童
支援担当

0556-22-7221 10月25日発行

23 山梨県 昭和町 11月 ○ 町広報において、虐待防止（通報）について周知 福祉課児童家庭係 055-275-8784

24 山梨県 道志村 11月 ○ 広報やポスターの掲示等により周知 住民健康課 0554-52-2113

25 山梨県 西桂町 11月 ○ 児童虐待予防月間の広報記事を掲載 福祉保健課 0555-25-4000

26 山梨県 忍野村 11月 ○

１１月広報「忍野」において、児童虐待防止推進月間の周知文掲
載及びホームページにおいても同様の周知文を掲載予定。また、
通年にわたりポスターの掲示・公共機関の窓口に名刺サイズの
カードの設置により啓発を実施。

福祉保健課 0555-84-7795

27 山梨県 富士河口湖町 11月 ○ 町広報により、児童虐待防止月間の普及啓発 子育て支援課 0555-72-1174

28 山梨県 小菅村 11月1日 ○ 村広報誌において、児童虐待防止月間の周知 住民課 0428-87-0111

29 山梨県 丹波山村 通年 ○ ホームページ、広報誌により周知 住民生活課 0428-88-0211

○　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 山梨県 市川三郷町
9月29日、10月
13日、19日、26

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、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
習を実施。

いきいき健康課子
育て支援係

0556-32-2114

2 山梨県 富士川町 5月～10月

町内の中学校・高校と連携し、中高生を対象に、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
し、近い将来親になる生徒が命の大切さや乳児の特性を学習する
思春期体験学習会を開催

子育て支援課母子
保健担当

0556-22-7221

3 山梨県 富士川町 2月
児童虐待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）を実施

子育て支援課児童
支援担当

0556-22-7221

4 山梨県 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を設置 福祉保健課 0555-85-3081
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【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
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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
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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
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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
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【岐阜県】

○　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 岐阜県 岐阜県 11月1日 ○
清流の国ぎふオレンジリボン児童虐待防止シンポジウム（基調講
演、パネルディスカッション）開催。同時に、県図書館にて関連
図書フェア・展示を開催。

健康福祉部子ども
家庭課

058-272-8325

2 岐阜県 岐阜市 10月29日
「ぎふオレンジリボン２０１７イベント」で、第７回オレンジリ
ボン絵てがみコンテストの表彰式を開催。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

3 岐阜県 岐阜市 11月10日 ○
児童虐待防止啓発講演会をみんなの森ぎふメディアコスモスで開
催

子ども・若者総合
支援センター

058-269-1615

4 岐阜県 高山市 2月 児童虐待に関する講演会を開催
子育て支援課子ど
も発達支援セン
ター

0577-35-3179

5 岐阜県 垂井町 7月26日 中学生を対象とした赤ちゃんふれあい体験学習を実施 保健センター 0584-22-1021

6 岐阜県 北方町 8月2日、3日
中学生を対象に、命の大切さ、親や家庭のあり方、子育ての楽し
さや大変さを学習する「命のふれあい講座」を開催

教育委員会生涯学
習推進室

058-320-2200

○　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 岐阜県 岐阜県 10月28日～29日
県主催の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

2 岐阜県 岐阜県 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
配布して啓発

健康福祉部子ども
家庭課

058-272-8325

3 岐阜県 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

4 岐阜県 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

5 岐阜県 高山市 11月13日 ○ 「児童虐待防止月間」の街頭啓発
子育て支援課子ど
も発達支援セン
ター

0577-35-3179

6 岐阜県 多治見市 11月5日 ○
子育て支援イベント「楽市楽座」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

7 岐阜県 多治見市 11月1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

8 岐阜県 関市 12月3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

9 岐阜県 中津川市 11月5日 ○
中津川市健康福祉まつ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

10 岐阜県 瑞浪市 11月8日 ○ 市内のショッピングセンター等で啓発活動を実施 民生部社会福祉課 0572-68-2115

11 岐阜県 羽島市 10月29日 市内のショッピングセンター等で啓発活動を実施
健幸福祉部子ども
支援課

058-392-1111

12 岐阜県 恵那市 11月 ○ 市内のショッピングセンター等で啓発活動を実施 子育て支援課 0573-26-2111

13 岐阜県 美濃加茂市 11月 ○ 庁舎に児童虐待防止の横断幕やのぼり旗を設置
健康福祉部こども
課

0574-25-2111
（327）

14 岐阜県 美濃加茂市 11月10日 ○ 市内の大型店舗で街頭啓発を実施
健康福祉部こども
課

0574-25-2111
（327）

中濃子ども相談セン
ターと合同で実施

15 岐阜県 土岐市 11月 ○ 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

16 岐阜県 土岐市 11月1日 ○
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 調整中

17 岐阜県 可児市 11月 ○ 市ロビーにて、児童虐待防止推進に関する掲示物の掲載
こども健康部こど
も課

0574-62-1111

18 岐阜県 瑞穂市 11月5日 ○ みずほふれあいフェスタにて啓発グッズの配布 福祉生活課 058-327-4123

19 岐阜県 飛騨市 12月3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）

市民福祉部子育て
応援課

0577-73-2458

20 岐阜県 山県市 11月 ○ 庁舎周辺に啓発旗の設置 福祉課 0581-22-6837

21 岐阜県 郡上市 11月 ○ 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 児童家庭課 0575-67-1817
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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

22 岐阜県 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）、民生委員などにもオレ
ンジジャンパーを着用して啓発

児童家庭課 0575-67-1817

23 岐阜県 郡上市 11月14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 予定

24 岐阜県 下呂市 通年 ○ 市役所庁舎入り口にのぼり旗を設置
健康福祉部児童福
祉課

0576-52-2882

25 岐阜県 海津市 11月 ○ 市役所周辺に啓発旗の設置
健康福祉部社会福
祉課

0584-53-1139

26 岐阜県 海津市 11月 ○ 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

27 岐阜県 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 健康福祉課
0584-22-1151
（内線205）

28 岐阜県 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実施 健康福祉課
0584-22-1151
（内線205）

29 岐阜県 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
（内線205）

30 岐阜県 輪之内町 通年 ○
町の子育てガイドブックの中に虐待防止に関する相談窓口を掲載
し、母子手帳発行時等に配布

福祉課 0584-69-3111

31 岐阜県 安八町 通年 ○ 課職員等がオレンジリボンバッジを着用 福祉課 0584-74-7104

32 岐阜県 安八町 通年 ○ 公用車にオレンジリボンﾏｸﾞﾈｯﾄを貼付 福祉課 0584-74-7104

33 岐阜県 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

34 岐阜県 池田町 11月19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

民生部健康福祉課
子育て支援政策係

0585-45-3111

35 岐阜県 北方町 11月 ○ 課職員等の名札にオレンジリボンを着用 福祉健康課 058-323-1119

36 岐阜県 北方町 通年 ○ 課公用車にオレンジリボンマグネットを貼付 福祉健康課 058-323-1119

37 岐阜県 坂祝町 11/1～30 ○ 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

38 岐阜県 富加町 11月 ○ 役場庁舎にのぼり旗を設置
教育課子育て支援
係

0574-54-2177

39 岐阜県 富加町 11月 ○ 職員の名札にオレンジリボンを着用
教育課子育て支援
係

0574-54-2177

40 岐阜県 七宗町 11月 ○
おいでよふる里まつりにて、来場者にリーフレット等を配布し周
知

教育課子育て支援
係

0574－48－
1114

41 岐阜県 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

教育課子育て支援
係

0574－48－
1114

42 岐阜県 白川町 11月 ○ 庁舎に啓発籏を設置
教育課子育て支援
係

0574-72-2317

43 岐阜県 白川町 通年 ○ 公用車にオレンジリボンマグネットを貼付
教育課子育て支援
係

0574-72-2317

44 岐阜県 白川町 11月5日 ○ 町「ふるさとまつり」に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

○　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 岐阜県 岐阜市 11月1日 ○ 広報紙「広報ぎふ」やホームページで啓発記事を掲載
子ども・若者総合
支援センター

058-269-1615

2 岐阜県 大垣市 11月1日 ○ 市広報に「児童虐待防止推進月間」の啓発記事を掲載
子育て支援部子育
て支援課児童福祉
Ｇ

0584-47-7092

3 岐阜県 高山市 11月1日 ○ 市広報紙に「児童虐待防止月間」の啓発記事を掲載
子育て支援課子ど
も発達支援セン
ター

0577-35-3179

4 岐阜県 美濃市 11月 ○ 11月の広報紙にて「児童虐待防止推進月間」の周知 健康福祉課 0575-33-1122

5 岐阜県 瑞浪市 11月8日 ○ 市広報誌・HPで児童虐待防止に関する記事を掲載 民生部社会福祉課 0572-68-2115
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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

6 岐阜県 羽島市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載
健幸福祉部子ども
支援課

058-392-1111

7 岐阜県 恵那市 11月 ○ 市広報において、児童虐待防止推進月間や取組について周知 子育て支援課 0573-26-2111

8 岐阜県 土岐市 11月 ○ 市広報・ＨＰに啓発記事を掲載
市民部子育て支援
課

0572-54-1111

9 岐阜県 各務原市 11月1日 ○ 市広報に「児童虐待防止推進月間」に関する記事を掲載
健康福祉部子育て
支援課

058-383-7203

10 岐阜県 可児市 11月 ○ 市広報誌「広報かに」に児童虐待防止推進に関する記事を掲載
こども健康部こど
も課

0574-62-1111

11 岐阜県 山県市 11月 ○ 広報誌において児童虐待防止推進月間の周知 福祉課 0581-22-6837

12 岐阜県 瑞穂市 11月1日 ○
市広報紙およびホームページにおいて児童虐待防止に関する記事
を掲載

福祉生活課 058-327-4123

13 岐阜県 飛騨市 11月16日 ○ 広報ひだにおいて児童虐待防止に関する記事を掲載
市民福祉部子育て
応援課

0577-73-2458

14 岐阜県 本巣市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待防止推進月間に関する周知及び標語
の掲載

健康福祉部子ども
大切課子育て支援
係

058-323-7753

15 岐阜県 郡上市 11月 ○ １１月の広報紙にて「児童虐待防止推進月間」の周知 児童家庭課 0575-67-1817

16 岐阜県 郡上市 11月 ○ ケーブルテレビによる周知放送 児童家庭課 0575-67-1817

17 岐阜県 海津市 11月 ○ 市報に児童虐待防止推進月間の記事を掲載
健康福祉部社会福
祉課

0584-53-1139

18 岐阜県 岐南町 11月 ○
広報に児童虐待防止の啓発を掲載
課職員等にオレンジリボン着用

民生部子育て支援
課

058-247-1344

19 岐阜県 笠松町 11月1日 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間の記事を記載
住民福祉部福祉子
ども課

058-388-1116

20 岐阜県 養老町 11月 ○ 町広報に児童虐待防止推進月間の記事を掲載 子ども課 0584-32-5078

21 岐阜県 垂井町 11月 ○ 町広報紙及びホームページへの記事を掲載 健康福祉課
0584-22-1151
（内線205）

22 岐阜県 関ケ原町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 住民課 0584-43-1111

23 岐阜県 神戸町 11月1日 ○ 「広報ごうど」において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
民生部子ども家庭
課

0584-27-3111

24 岐阜県 輪之内町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 福祉課 0584-69-3111

25 岐阜県 安八町 11月 ○ １１月広報紙において、「児童虐待防止推進月間」を周知 福祉課 0584-64-7104

26 岐阜県 大野町 11月 ○ 庁舎、保健センター等公共機関にポスターの掲示、広報紙に掲載 福祉課 0585-34-1111

27 岐阜県 北方町 11月 ○ 町広報誌へ啓発記事を掲載 福祉健康課 058-323-1119

28 岐阜県 富加町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止月間についての記事を掲載
教育課子育て支援
係

0574-54-2177

29 岐阜県 川辺町 11月 ○ 町広報紙に児童虐待防止月間についての記事を掲載 住民課 0574-53-2515

30 岐阜県 東白川村 11月 ○ CATVを利用して児童虐待防止月間について周知
教育課子育て支援
係

0574-78-3111

31 岐阜県 御嵩町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止の啓発と周知 福祉課 0574-67-2111

32 岐阜県 白川村 11月 ○ 11月村広報誌に児童虐待防止に係る啓発記事を掲載予定 村民課 05769-6-1311

○　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 岐阜県 岐阜市
7月3日

～10月2日
第７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

2 岐阜県 岐阜市 11月5日～24日 ○
みんなの森ぎふメディアコスモス、岐阜市役所本庁舎市民ホール
で、第７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
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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

3 岐阜県 輪之内町

7月6日、9月28
日、10月5日、
11月30日、1月

31日

○
小学5年生、中学1、3年生を対象として、命の大切さ・自分の大
切さを知るための「思春期教室」を実施

福祉課保健セン
ター

0584-69-5155

4 岐阜県 輪之内町 8月25日
中学3年生の希望者を対象として、命の大切さや母性・父性の育
ちを目的とした「赤ちゃんふれあい体験」を実施

福祉課保健セン
ター

0584-69-5155

5 岐阜県 東白川村 12月～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
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