
【静岡県】

○　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 静岡県 静岡県 11月11日 ○
児童虐待防止静岡の集い（オレンジリボンたすきリレー：県全
域、講演、パレード、啓発品配布）を開催

健康福祉部こども
家庭課

054-221-2922
県を含む県内関係団
体で構成する実行委
員会で実施

2 静岡県 静岡市 11月11日 ○
清水エスパルスとの協働により、エスパルスドリームプラザ一階
広場において、選手を活用した啓発イベントを実施

子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643

3 静岡県 浜松市 11月 ○ 県児童養護施設協議会等と協働で、講演会、パレード等を実施 子育て支援課 053-457-2793

4 静岡県 沼津市 11月2日 ○

子育てＳＯＳ講演会を開催
児童虐待について、要対協関係者や一般市民の理解を深め、児童
虐待防止に役立てる。
講師：杉山春氏（ルポライター）
会場：サンウェルぬまづ

市民福祉部こども
家庭課こども相談
係

055-934-4828
チラシ、市ＨＰ、報
道投げ込み等で周知
予定

5 静岡県 裾野市 11月 ○ 児童虐待に関する講演会を開催 子育て支援課 055-995-1841 日程未定

6 静岡県 伊豆市
10月31日、11月8
日、17日、24日

○ 小学校就学前の子どもを持つ保護者を対象に子育て講座を実施 こども課 0558-72-9870

7 静岡県 函南町 11月11日 ○
函南町まちづくりセミナーとして、児童虐待防止に関する講演会
を開催

厚生部子育て支援
課子育て支援係

055-979-8133

8 静岡県 藤枝市 11月26日 ○
児童虐待予防として、発達障害児への対応をテーマに藤枝市にお
いて講演会を開催
開催場所：藤枝市市民ホール岡部

子ども家庭課 054- 643-7227

こどもしあわせ協議
会（島田市・焼津
市・藤枝市の３市で
構成）による事業

9 静岡県 菊川市 11月17日 ○
幼保・小中学校等、関係機関職員を対象に児童虐待の早期発見・
支援のための連携についての研修会を開催

福祉課児童福祉係 0537-35-0955

10 静岡県 御前崎市 11月26日 ○
市大産業祭のブースにおいて、独自チラシや物品を配布し、児童
虐待防止を呼び掛け、啓発を実施

こども未来課 0537-85-1120

○　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 静岡県 静岡県 11月 ○
県庁・各児童相談所にのぼり旗を設置。各児童相談所において、
管内市町と共同で街頭啓発キャンペーンを実施（県作成の啓発品
配布）

健康福祉部こども
家庭課

054-221-2922

2 静岡県 静岡市 11月 ○ 各区役所に児童虐待防止啓発の横断幕、懸垂幕を設置
子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643

3 静岡県 静岡市 11月11日 ○
清水エスパルス選手及びキャラクターを活用した、啓発ちらしの
作成及びイベント時等の配付

子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643

4 静岡県 下田市 11月 ○
街頭キャンペーンにおいて、県東部地区家庭児童相談室連絡協議
会で作成する啓発物品を配布

下田市福祉事務所 0558-22-2216

5 静岡県 下田市 11月～ ○
庁舎窓口において、県東部地区家庭児童相談室連絡協議会で作成
する啓発物品を配布

下田市福祉事務所 0558-22-2216

6 静岡県 沼津市 通年 ○
児童虐待防止啓発用リーフレットを作成し、要対協関係機関等に
配付

市民福祉部こども
家庭課こども相談
係

055-934-4828

7 静岡県 沼津市 11月1日～24日 ○
市役所１階大型掲示板において、児童虐待防止に関する掲示を実
施

市民福祉部こども
家庭課こども相談
係

055-934-4828

8 静岡県 伊東市 11月 ○
市内スーパーや市役所イベントにおいて、啓発物品（ティッシュ
等）を配布

健康福祉部子育て
支援課子育て支援
係

0557-32-1581

9 静岡県 裾野市 11月1日 ○ 市内ショッピングセンター等で啓発品を配布 子育て支援課 055-995-1841

10 静岡県 熱海市 11月4日 ○ 市内イベント会場において、啓発グッズなどを配布
健康福祉部社会福
祉課子育て支援室
内家庭児童相談室

0557-86-6353

11 静岡県 熱海市 11月8日 ○ 市内スーパーにおいて、啓発グッズなどを配布
健康福祉部社会福
祉課子育て支援室
内家庭児童相談室

0557-86-6353

12 静岡県 熱海市 11月12日 ○ 防災イベント会場において、啓発グッズなどを配布
健康福祉部社会福
祉課子育て支援室
内家庭児童相談室

0557-86-6353

13 静岡県 熱海市 11月15日 ○ 市内スーパーにおいて、啓発グッズなどを配布
健康福祉部社会福
祉課子育て支援室
内家庭児童相談室

0557-86-6353

14 静岡県 御殿場市 11月 ○ イベント会場において、啓発資材を配布
健康福祉部子育て
支援課

0550-82-4124

15 静岡県 伊豆市 11月 ○
市役所職員、民生委員・主任児童委員、社会福祉協議会、市内保
育園・こども園・小中学校職員に虐待防止啓発のオレンジリボン
を配布

こども課 0558-72-9870
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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 静岡県 伊豆市 11月 ○
市内スーパーの店頭において、民生委員・主任児童委員に協力し
ていただき虐待防止の啓発グッズ（ティッシュ、絆創膏）を配布

こども課 0558-72-9870

17 静岡県 伊豆市 11月 ○ 市役所本庁、各支所に児童虐待防止推進月間ののぼり旗を設置 こども課 0558-72-9870

18 静岡県 富士市 7月25日
市内大型スーパー及び富士駅周辺において、要対協委員等により
啓発物資を配布

福祉部こども家庭
課

0545-55-2763

19 静岡県 富士市 8月11日～16日 児童扶養手当現況届会場において、啓発物資を配布
福祉部こども家庭
課

0545-55-2763

20 静岡県 富士市 8月19日、20日 「キッズジョブ２０１７」会場において、啓発物資を配布
市民部市民課（福
祉部こども家庭
課）

0545-55-2763

21 静岡県 富士市 10月15日
富士市福祉まつり会場において、要対協委員等により啓発物資を
配布

福祉部こども家庭
課

0545-55-2763

22 静岡県 富士市 11月11日 ○
オレンジリボンたすきリレーに協力するとともに、オープニング
イベント時に来場者へ啓発物資を配布

福祉部こども家庭
課

0545-55-2763
県主催イベントへの
後援・運営協力

23 静岡県 焼津市 11月1日 ○
焼津駅前において、街頭キャンペーンを実施（児童虐待防止チラ
シを配布）

こども未来部こど
も相談センター

054-626-1165

24 静岡県 藤枝市 11月1日 ○
JR藤枝駅前北口・南口において、「児童虐待防止推進月間」街頭
キャンペーンを実施

子ども家庭課 054- 643-7227

こどもしあわせ協議
会（島田市・焼津
市・藤枝市の３市で
構成）による事業

25 静岡県 藤枝市 11月 ○ 市内（交通量の多い）横断歩道１ヶ所に、横断幕を掲示 子ども家庭課 054- 643-7227

こどもしあわせ協議
会（島田市・焼津
市・藤枝市の３市で
構成）による事業

26 静岡県 藤枝市 11月 ○

オリジナルオレンジリボン（障害者就労支援施設製作のピン付機
織りリボン）の作成、配布及び着用
（「藤枝市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」
に基づき）

子ども家庭課 054- 643-7227

27 静岡県 伊豆の国市 11月 ○ 市役所玄関前にのぼり旗を設置
保健福祉・こど
も・子育て相談セ
ンター

0558-76-8010

28 静岡県 牧之原市 11月 ○ のぼり旗を設置 子ども子育て課 0548-23-0071

29 静岡県 磐田市 11月 ○
オレンジリボン運動を実施（市職員がオレンジリボンを着用して
啓発）

こども部子育て支
援課

0538-37-4896

30 静岡県 磐田市 11月 ○
市内スーパーにおいて、児童虐待防止啓発街頭キャンペーン（啓
発用品等を配布）を実施

こども部子育て支
援課

0538-37-4896

31 静岡県 磐田市 11月 ○ 児童虐待防止啓発用品として、エコバック等を作成・配布
こども部子育て支
援課

0538-37-4896

32 静岡県 掛川市 11月3日 ○
掛川商工まつり会場において、児童虐待防止啓発チラシと啓発
グッズを配布

こども希望部こど
も希望課こども家
庭係

0537-21-1144 児童相談所主催

33 静岡県 袋井市 11月10日 ○
民生委員児童委員協議会、警察と街頭啓発活動を行い、啓発グッ
ズ（ポケットティッシュ）を配布

市民生活部しあわ
せ推進課

0538-44-3184

34 静岡県 御前崎市 11月 ○
健康福祉部全職員にオレンジリボンを配布し、着用して啓発を実
施

こども未来課 0537-85-1120

35 静岡県 御前崎市
11月1日
16：30～

○
児童虐待防止街頭キャンペーンを実施
（市内ショッピングモール2か所にて、独自チラシや物品を配布
し、啓発を図る）

こども未来課 0537-85-1120

36 静岡県 湖西市 7月27日
市内の遊戯施設、商業施設、公共施設に児童虐待防止のためのチ
ラシを配布

健康福祉部子育て
支援課子育て支援
係

053-576-1813

○　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 静岡県 静岡県 11月 ○ 県庁本館等に看板を設置
健康福祉部こども
家庭課

054-221-2922

2 静岡県 静岡市 11月 ○
市広報紙において、児童虐待防止に関するオレンジリボンキャン
ペーンを紹介

子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643

3 静岡県 浜松市 4月～3月 ○ 「はままつオレンジリボン運動」の周知啓発 子育て支援課 053-457-2793

4 静岡県 下田市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間を周知 下田市福祉事務所 0558-22-2216

5 静岡県 東伊豆町 11月5日 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載 住民福祉課 0557-95-6204

6 静岡県 河津町 11月 ○ 町広報紙、HPへ掲載 保健福祉課 0558-34-1937

7 静岡県 西伊豆町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関して掲載予定 健康福祉課 0558-52-1961

8 静岡県 南伊豆町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待防止について掲載 健康福祉課 0558-62-6233

9 静岡県 沼津市 10月15日 ○ 市広報誌において、11月２日開催の講演会について周知
市民福祉部こども
家庭課こども相談
係

055-934-4828

94



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 静岡県 伊東市 11月 ○ 広報誌１１月号に通報窓口等について掲載し周知
健康福祉部子育て
支援課子育て支援
係

0557-32-1581

11 静岡県 三島市 11月1日 ○
広報みしま11月1日号に児童虐待防止について相談窓口や通告先
の連絡先を掲載

子育て支援課子ど
も家庭係

055-983-2713

12 静岡県 裾野市 11月 ○ 広報紙、子育てアプリ等で広報・虐待防止の周知を実施 子育て支援課 055-995-1841

13 静岡県 熱海市 11月10日 ○ 広報あたみ１１月号に児童虐待防止に関する記事を掲載し、啓発
健康福祉部社会福
祉課子育て支援室
内家庭児童相談室

0557-86-6353

14 静岡県 御殿場市 11月5日 ○
市広報誌において、児童虐待防止推進月間のお知らせと相談機関
の案内を掲載

健康福祉部子育て
支援課

0550-82-4124

15 静岡県 伊豆市 ８月
小学校就学前の子どもを持つ保護者を対象とした子育て講座の案
内を子育て支援センター、保育園、こども園に配布すると同時に
市の広報誌やホームページにも載せて参加者を募集

こども課 0558-72-9870

16 静岡県 伊豆市 11月 ○ 市広報誌に虐待防止推進月間について掲載 こども課 0558-72-9870

17 静岡県 清水町 11月 ○ 町広報誌11月1日号おいて、児童虐待防止推進月間を周知
こども未来課子育
て支援係

055-981-8215

18 静岡県 小山町 11月1日 ○ 広報おやま11月号に児童虐待防止推進月間の周知文を掲載予定
教育委員会こども
育成課こども育成
班

0550-76-6126

19 静岡県 函南町 10月16日 ○ 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
厚生部子育て支援
課子育て支援係

055-979-8133

20 静岡県 富士宮市 11月10日 ○
イオン富士宮店において、児童虐待防止推進月間の啓発とその趣
旨をアピールするため、オレンジリボン等を配布

保健福祉部こども
未来課家庭児童相
談係

０544-22-1230

21 静岡県 富士宮市 11月1日 ○
市広報『ふじのみや』１１月号に児童虐待防止推進月間啓発記事
を掲載

保健福祉部こども
未来課家庭児童相
談係

０544-22-1230

22 静岡県 焼津市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間の取組を周知
こども未来部こど
も相談センター

054-626-1165

23 静岡県 焼津市 11月 ○ 関係機関へ児童虐待防止ポスターを配布
こども未来部こど
も相談センター

054-626-1165

24 静岡県 藤枝市 11月5日 ○
市広報誌において、児童虐待防止等に関係する内容を紹介（見開
き２P）

子ども家庭課 054- 643-7227

25 静岡県 藤枝市 11月 ○
JR藤枝駅連絡通路のパープルビジョン（電光掲示板）に、「児童
虐待防止推進月間」について表示

子ども家庭課 054- 643-7227

26 静岡県 島田市 10月 広報しまだ10月号において掲載予定
子育て応援課こど
も相談係

0547-36-7253

27 静岡県 牧之原市 10月15日 10月広報において、里親制度と合わせて周知 子ども子育て課 0548-23-0071 予定

28 静岡県 川根本町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待防止推進月間のお知らせ記事を掲載
健康福祉課こども
支援室

0547-56-2224

29 静岡県 磐田市 10月15日 広報紙において、虐待通告先を周知
こども部子育て支
援課

0538-37-4896

30 静岡県 磐田市 4月～3月 ○ 磐田市子育て情報サイトに掲載
こども部子育て支
援課

0538-37-4896

31 静岡県 掛川市 11月1日 ○ 広報紙に児童虐待防止推進月間について掲載
こども希望部こど
も希望課こども家
庭係

0537-21-1144

32 静岡県 菊川市 11月16日 ○
市広報誌おいて、児童虐待の基本的知識、通報義務や地域の役割
について周知

福祉課児童福祉係 0537-35-0955

33 静岡県 袋井市 11月1日 ○ 自治体広報誌に児童虐待防止の特集を掲載し市民に周知
市民生活部しあわ
せ推進課

0538-44-3184

34 静岡県 御前崎市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する情報を掲載予定 こども未来課 0537-85-1120 11月10日発行

○　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 静岡県 静岡市 11月11日 ○
静岡県児童養護施設協議会と共催で、オレンジリボンたすきリ
レー中継点となる商業施設において啓発品を配布

子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643

2 静岡県 静岡市 11月 ○
清水エスパルス公式ウェブサイトトップ画面にオレンジリボン
キャンペーンついて掲載

子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643

3 静岡県 静岡市 Ｊリーグ開催期間中 ○
選手が試合中に身につけるキャプテンマークにオレンジリボンを
掲載し、試合へ出場

子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643
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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

4 静岡県 浜松市 4月～3月 ○
「はままつオレンジリボン運動応援隊」を募集（企業・民間団体
等の機関から応援隊を募集し、リボン着用や啓発物品の配付協力
依頼。大学祭でのブース設置等協力をいただく予定）

子育て支援課 053-457-2793

○　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 静岡県 静岡市 11月 ○
静岡市役所静岡庁舎本館「あおい塔」のオレンジライトアップを
実施

子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643

2 静岡県 静岡市 11月 ○ エスパルスドリームプラザ観覧車のオレンジライトアップを実施
子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643

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

子ども未来局子ど
も家庭課子ども家
庭係

054-354-2643 未定

4 静岡県 浜松市 4月～3月 ○
テレビリポーターへ「はままつオレンジリボン運動応援大使」の
委嘱

子育て支援課 053-457-2793

5 静岡県 沼津市 通年 ○
市内保育所、幼稚園及び小中学校を対象として、児童虐待防止の
啓発や発見した際の対応を周知するために、紙芝居を使用しての
出前講座を実施

市民福祉部こども
家庭課こども相談
係

055-934-4828

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

子育て支援課子ど
も家庭係

055-983-2713

7 静岡県 牧之原市 10月18日、20日 民生児童委員に対し、児童虐待防止推進月間及び対応を周知 子ども子育て課 0548-23-0071
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【愛知県】

○　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 愛知県 愛知県 11月30日 ○ 児童虐待防止対策セミナーを開催
児童家庭課要保護
児童対策グループ

052-954-6281

2 愛知県 名古屋市 5月24日
関係機関職員向けの研修会を開催（愛知県と共催）
会場：鯱城ホール

子ども青少年局子
育て支援部子ども
福祉課子ども福祉
係

052-972-3979

3 愛知県 豊橋市 11月3日 ○ オレンジリボンデー＆こどもの人権デーイベントを開催
こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

4 愛知県 豊橋市 11月17日 ○ 児童虐待防止講演会を開催
こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

5 愛知県 岡崎市 5月～3月 ○
市内の幼稚園・保育園・小中学校等（概ね20か所）において、児
童及び教職員、保護者等を対象に児童虐待防止のためのワーク
ショップを開催

こども部家庭児童
課児童相談係

0564-23-6745

6 愛知県 瀬戸市 11月 ○ 虐待防止講演会を開催（テーマ等未定）
こども家庭課家庭
児童相談室

0561-82-1990

7 愛知県 豊川市 11月14日 ○
平成29年度要保護対策地域協議会研修会において虐待予防の講演
会を実施予定
開催場所：豊川市勤労福祉会館

子ども健康部子ど
も家庭係

0533-89-2133

8 愛知県 津島市 10月26日 児童虐待防止に関する講演会を実施 家庭児童相談室 0567-24-0350

9 愛知県 安城市 10月5日 安城市虐待等防止地域協議会研修会での講演会を実施 子育て支援課 0566-71-2229

10 愛知県 大府市 10月14日

児童虐待防止シンポジウムを実施
テーマ：「みんなで守ろう、大切な命
　　　　　　　　　 ～あたたかな　まなざしで『ほっ』とする
子育て～」
開催場所：大府市役所

福祉子ども部子育
て支援課家庭児童
相談係

0562-45-6229

11 愛知県 尾張旭市 11月18日 ○

「今どきの子どものネット事情と親が家庭でできること（仮）」
場所：市内渋川福祉センターくすのきホールで開催
来場者へ子どもを守るネットワーク組織の周知を図るためのチラ
シを配布

こども子育て部こ
ども課子育て支援
室

0561-53-6101

12 愛知県 豊明市 11月 ○ 民生児童委員に対する児童虐待予防に関する講話を実施 児童福祉課 0562-92-1120

13 愛知県 あま市 10月28日 児童虐待に関する講演会を開催
福祉部子育て支援
課

052-444-3173

○　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 愛知県 愛知県 11月 ○
県内のマックスバリューにおいて、児童虐待防止の啓発ポスター
を掲載

児童家庭課要保護
児童対策グループ

052-954-6281

2 愛知県 名古屋市 5月3日

とだがわこどもまつりにおいて児童虐待防止キャンペーンを実施
（条例で定める名古屋市独自の５月の児童虐待防止推進月間をPR
する取組）
会場：とだがわこどもランド

子ども青少年局子
育て支援部子ども
福祉課子ども福祉
係

052-972-3979

3 愛知県 名古屋市 5月
新小学校1年生（市立小学校）とその保護者向けリーフレットを
配布

子ども青少年局子
育て支援部子ども
福祉課子ども福祉
係

052-972-3979

4 愛知県 豊橋市 11月 ○
市役所庁内、交通児童館にオレンジリボンツリーを設置
公用車に啓発マグネット貼付

こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

5 愛知県 豊橋市 11月 ○ 市役所庁舎内に横断幕を掲揚
こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

6 愛知県 豊橋市 11月1日 ○ 駅前で啓発グッズ（ウェットティッシュを予定）を配布
こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

7 愛知県 豊橋市 8月20日
福祉イベントにおいてブースを設けオレンジリボン啓発、リボン
の配布を実施

こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

8 愛知県 豊橋市 11月2日 ○
イベント趣旨に賛同した企業から提供を受けたイベント景品にオ
レンジリボンを貼付して配布

こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

9 愛知県 豊橋市 11月12日 ○
とよはしみなとシティマラソン参加者にオレンジリボンを配布
し、着用を依頼

こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

10 愛知県 豊橋市 10月～11月 ○
イベントチラシ、虐待啓発リーフレットを学校などの関係機関等
に配布

こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

11 愛知県 岡崎市 11月 ○ ショッピングモールにおいて、県作成のティッシュを配布
こども部家庭児童
課児童相談係

0564-23-6745
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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

12 愛知県 一宮市 11月 ○
児童虐待防止推進月間を記載した名札とオレンジリボンを作成
し、関係職員が着用して啓発を実施

こども部子育て支
援課

0586-28-9141

13 愛知県 一宮市 11月 ○
虐待防止啓発のため、本庁舎立体駐車場に懸垂幕を、駅ビル３階
のテラス外側に横断幕を掲示

こども部子育て支
援課

0586-28-9141

14 愛知県 一宮市 11月 ○ 市役所本庁舎に虐待防止啓発ののぼり旗を設置
こども部子育て支
援課

0586-28-9141

15 愛知県 一宮市 11月～ ○ 虐待防止啓発ポケットティッシュを窓口配布
こども部子育て支
援課

0586-28-9141

16 愛知県 半田市 11月 ○
オレンジリボンの作成、着用（市職員、議員、民生児童委員、社
協職員）

子育て支援課 0569-84-0657

17 愛知県 半田市 11月 ○ 市内ショッピングセンターにおいて啓発物（ティッシュ）を配布 子育て支援課 0569-84-0657

18 愛知県 半田市 11月 ○ 市役所１階において啓発パネルを展示 子育て支援課 0569-84-0657

19 愛知県 春日井市 11月 ○
春日井市青少年子ども部職員、市内保育園の職員がオレンジリボ
ンを着用

子ども政策課家庭
支援担当

0568-85-6229

20 愛知県 津島市 6月6日
家庭児童相談室案内ちらしを幼稚園、保育所、小・中学校、公共
施設に配布

家庭児童相談室 0567-24-0350

21 愛知県 津島市 11月1日 ○
虐待防止のリーフレットを幼稚園、保育所、小・中学校、公共施
設に配布

家庭児童相談室 0567-24-0350

22 愛知県 豊田市 4月
市内小中学校、特別支援学校、こども園、幼稚園で虐待啓発ちら
しを配布

子ども部子ども家
庭課

0565-34-6636

23 愛知県 豊田市 11月 ○
啓発グッズの作成と配布を実施（一部啓発物品をポッカサッポロ
フード＆ビバレッジ株式会社が作成）

子ども部子ども家
庭課

0565-34-6636

24 愛知県 豊田市 11月 ○ 市庁舎及び支所に虐待防止月間の懸垂幕又は横断幕を設置
子ども部子ども家
庭課

0565-34-6636

25 愛知県 豊田市 11月 ○
期間中、市職員（含むこども園）、私立幼稚園職員、民生委員・
児童委員がオレンジリボンバッヂを着用

子ども部子ども家
庭課

0565-34-6636

26 愛知県 豊田市 11月1日 ○
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社との共働で、こども
園での児童虐待防止啓発イベントを開催

子ども部子ども家
庭課

0565-34-6636

27 愛知県 安城市
11月1日、2日、

6日
○ 大型スーパーや商業施設店頭で啓発品を配布 子育て支援課 0566-71-2229

28 愛知県 西尾市 10月28日
児童虐待防止の啓発用クリアファイルを作成し、本まつりにおい
て配布

子ども部家庭児童
支援課

0563-56-3113

29 愛知県 西尾市 11月 ○ 市役所、３支所の周りに児童虐待防止啓発ののぼり旗を設置
子ども部家庭児童
支援課

0563-56-3113

30 愛知県 西尾市 11月11日 ○
児童虐待防止の啓発用クリアファイルを作成し、きらまつりにお
いて配布

子ども部家庭児童
支援課

0563-56-3113

31 愛知県 蒲郡市 11月 ○ 市役所庁舎に児童虐待防止推進月間に関する懸垂幕を設置
市民福祉部子育て
支援課児童福祉係

0533-66-1108

32 愛知県 犬山市 10月
市内の地域活動クラブにオレンジリボン作成を依頼。市職員、市
内小中学校等の関係機関に作成したオレンジリボンを配布

教育部子ども未来
課児童担当

0568-44-0322

33 愛知県 常滑市 11月 ○ 市内大型スーパー等において啓発チラシ等を配布
福祉部こども課子
育て支援チーム

0569-47-6113

34 愛知県 東海市 11月15日 ○ 虐待防止啓発運動を実施 女性・子ども課 052-603-2211

35 愛知県 大府市
10月15日
～3月31日

○

オレンジリボンの啓発と保護者から子どもへのメッセージ、児童
の将来の夢のメッセージの掲示を実施
開催場所：児童（老人福祉）センター９館・子育て支援センター
１館

福祉子ども部子育
て支援課家庭児童
相談係

0562-45-6229

36 愛知県 知多市 11月23日 ○ 子育て支援団体のイベントで、啓発事業を実施
子ども未来部若者
女性支援室

0562-36-2657

37 愛知県 尾張旭市 11月 ○
「オレンジリボンツリー未来への願い」として、子ども達へ向け
たメッセージを集め、オレンジリボンとともにツリーへ飾り付け
をした作品を展示

こども子育て部こ
ども課子育て支援
室

0561-53-6101

38 愛知県 尾張旭市 11月1日 ○ 尾張旭市内の４駅の改札駅前で啓発活動を実施
こども子育て部こ
ども課子育て支援
室

0561-53-6101

39 愛知県 尾張旭市 11月 ○
市役所等に児童虐待防止推進月間の横断幕・のぼりを設置し、周
知を実施

こども子育て部こ
ども課子育て支援
室

0561-53-6101

40 愛知県 尾張旭市 11月 ○
オレンジリボンのブルゾン・Ｔシャツを、子育て支援室や保育園
等関係機関の職員が着用し、業務を実施。他課職員へは、オレン
ジリボンの着用を依頼。

こども子育て部こ
ども課子育て支援
室

0561-53-6101
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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 愛知県 高浜市 11月5日 ○
社会福祉協議会主催のわくわくフェスティバルにおいて、オレン
ジバッグ配布により虐待防止啓発活動を実施予定（いきいき広
場）

福祉部福祉まるご
と相談G

0566-52-9610

42 愛知県 岩倉市 11月11日、12日 ○
ふれ愛まつり会場（岩倉市総合体育文化センター）において啓発
物品を配布

健康福祉部福祉課
社会福祉グループ

0587-38-5830

43 愛知県 田原市 11月 ○ 乳幼児健診において、児童虐待防止に関するリーフレットを配布
健康福祉部子育て
支援課

0531-23-3513

44 愛知県 田原市 11月12日 ○
福祉のつどいにおいて、民生児童委員、主任児童委員、警察署と
協同で児童虐待防止に関するＰＲ活動を実施（オレンジリボンと
啓発物品を配布）

健康福祉部子育て
支援課

0531-23-3513

45 愛知県 田原市 7月23日
田原市児童センターまつりにおいて、主任児童委員と協同で児童
虐待防止に関するＰＲ活動を実施（啓発物品を配布）

健康福祉部子育て
支援課

0531-23-3513

46 愛知県 愛西市 11月 ○ 市庁舎、支所、保健センター等の窓口において啓発品を配布
健康福祉部児童福
祉課

0567-55-7118

47 愛知県 愛西市 11月5日 ○ 保健センターで開催される「健康まつり」において啓発品を配布
健康福祉部児童福
祉課

0567-55-7118

48 愛知県 清須市 11月23日 ○
イベント「夢がMORIMORIママフェスティバルin清須」において啓
発グッズを配布
開催場所：アルコ清洲

子育て支援課 052-400-2911

49 愛知県 清須市 10月21日
「児童館祭」において啓発グッズを配布
開催場所：春日B&G海洋センター

子育て支援課 052-400-2911

50 愛知県 北名古屋市 11月 ○ オレンジリボンを配布 福祉部家庭支援課 0568-22-1111

51 愛知県 みよし市 11月 ○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲揚
子育て健康部子育
て支援課

0561-32-8034

52 愛知県 あま市 11月 ○
市内の駅前・スーパーマーケット等３ヶ所で街頭啓発を行い、啓
発物品を配布

福祉部子育て支援
課

052-444-3173

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

0561-56-0633

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

0561-56-0633

55 愛知県 長久手市 10月22日
福祉まつりにおいて、児童虐待防止に関する啓発活動を実施・来
場者に対して、児童虐待防止推進月間ウェットティッシュを配布

福祉部子育て支援
課子ども家庭係

0561-56-0633

56 愛知県 長久手市 11月12日 ○
健康展において、市民向けに児童虐待に関する啓発活動を実施。
来場者に対して、児童虐待防止推進月間ウェットティッシュを配
布

福祉部子育て支援
課子ども家庭係

0561-56-0633

57 愛知県 東郷町 11月 ○ オレンジリボンのステッカーを公用車に貼り、周知を実施 こども課 0561-38-3111

58 愛知県 東郷町 11月12日 ○
東郷町文化産業まつりにおいてオレンジリボンを作成・配布し、
周知を実施

こども課 0561-38-3111

59 愛知県 東郷町 11月 ○
こども課・児童館職員がオレンジリボンＴシャツを着て職務に当
たり、周知を実施

こども課 0561-38-3111

60 愛知県 豊山町 11月～3月 ○ 庁舎内において啓発品を配布
生活福祉部福祉課
子育て支援係

0568-28-0936

61 愛知県 大口町 11月5日 ○ ふれあいまつりにおいて参加者に啓発物を配布 福祉こども課 0587-94-1222

62 愛知県 大治町 9月9日
子育て支援事業（子育て楽楽フェスティバル）において児童虐待
に関するパンフレット等を配布

福祉部子育て支援
課

052-444-2711

63 愛知県 大治町 11月 ○ 保育園等の保護者に対し、児童虐待に関するチラシを配布
福祉部子育て支援
課

052-444-2711

64 愛知県 大治町 11月 ○
民生・児童委員により小学校校門において児童虐待に関するチラ
シを配布

福祉部民生課 052-444-2711

65 愛知県 阿久比町 11月15日 ○ ＮＰＯと協働で、阿久比駅前においてチラシ及び啓発品を配布 子育て支援課 0569-48-1111

66 愛知県 東浦町 11月11日、12日 ○
「みんなでまもる子どもの笑顔」をテーマに産業まつり会場であ
る文化センターにおいて、虐待に関するクイズと子育て支援に関
する啓発及び啓発物品の配布を実施

児童課児童福祉係 0562-83-3111

99



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

67 愛知県 武豊町 11月 ○ ピアゴ武豊店において啓発物品を配付
健康福祉部子育て
支援課

0569-72-1111

○　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 愛知県 名古屋市 5月
市広報紙、広報ラジオにおいて名古屋市独自の５月の児童虐待防
止推進月間を紹介

子ども青少年局子
育て支援部子ども
福祉課子ども福祉
係

052-972-3979

2 愛知県 名古屋市 4月～ ○
児童相談所全国共通ダイヤル189や電話相談窓口に関する周知を
図るCMを市役所・区役所庁舎内で放映

子ども青少年局子
育て支援部子ども
福祉課子ども福祉
係

052-972-3979

3 愛知県 豊橋市 10月～11月 ○
広報とよはし、FMとよはしにおいて児童虐待防止講演会及び児童
虐待防止推進月間の取組を周知

こども若者総合相
談支援センター

0532-51-2855

4 愛知県 岡崎市 11月 ○
11月号広報誌に標語と、11月が児童虐待防止推進月間であること
を掲載

こども部家庭児童
課児童相談係

0564-23-6745

5 愛知県 一宮市 11月 ○
駅ビル内の２つの大画面ディスプレイに児童虐待防止推進月間の
啓発を促す表示を実施

こども部子育て支
援課

0586-28-9141

6 愛知県 一宮市 11月 ○
市役所本庁者１階大画面ディスプレイに児童虐待防止推進月間の
啓発を促す表示を実施

こども部子育て支
援課

0586-28-9141

7 愛知県 一宮市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間の記事を掲載
こども部子育て支
援課

0586-28-9141

8 愛知県 一宮市 11月 ○
市のホームページに児童虐待防止推進月間の啓発を促す表記を実
施

こども部子育て支
援課

0586-28-9141

9 愛知県 半田市 11月 ○ 市民課呼び出しモニターで啓発メッセージを放映 子育て支援課 0569-84-0657

10 愛知県 豊川市 11月1日 ○
市広報紙及び市ホームページによる児童虐待通告に関する周知を
実施

子ども健康部子ど
も家庭係

0533-89-2133

11 愛知県 津島市 通年 市広報誌に家庭児童相談室の案内を掲載 家庭児童相談室 0567-24-0350

12 愛知県 津島市 11月1日 ○ 市広報誌において虐待防止に関する取組を周知 家庭児童相談室 0567-24-0350

13 愛知県 碧南市 11月1日 ○
碧南市広報により、児童虐待が疑われる状況・相談窓口・通報の
重要性を掲載することにより、虐待防止の啓発を実施

福祉こども部こど
も課育成支援係

0566-41-3311

14 愛知県 刈谷市 11月 ○ 市広報に児童虐待防止の記事を掲載
次世代育成部子育
て推進課児童福祉
係

0566-62-1061

15 愛知県 豊田市 10月15日 市広報誌に虐待啓発記事を掲載
子ども部子ども家
庭課

0565-34-6636

16 愛知県 安城市 11月 ○ 広報誌での月間の周知 子育て支援課 0566-71-2229

17 愛知県 西尾市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止の啓発を実施
子ども部家庭児童
支援課

0563-56-3113

18 愛知県 西尾市 11月 ○ 市役所敷地内の電光掲示板で児童虐待防止の啓発を実施
子ども部家庭児童
支援課

0563-56-3113

19 愛知県 蒲郡市 10月25日 市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載
市民福祉部子育て
支援課児童福祉係

0533-66-1108

20 愛知県 犬山市 11月1日 ○
市広報誌において、児童虐待防止・オレンジリボン運動について
周知

教育部子ども未来
課児童担当

0568-44-0322

21 愛知県 常滑市 11月 ○ 広報紙で児童虐待防止推進月間を周知
福祉部こども課子
育て支援チーム

0569-47-6113

22 愛知県 江南市 11月1日 ○ 市広報誌において、虐待通告に関する周知の記事を掲載
健康福祉部子育て
支援課児童家庭グ
ループ

0587-54-1111

23 愛知県 小牧市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間をPR
こども未来部こど
も政策課

0568-76-1129

24 愛知県 小牧市 11月 ○ 市ホームページにおいて、児童虐待防止推進月間をPR
こども未来部こど
も政策課

0568-76-1129

25 愛知県 稲沢市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待・虐待通告制度について紹介
福祉保健部こども
課子育て支援グ
ループ

0587-32-1299

26 愛知県 新城市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待に関する記事を掲載
健康福祉部こども
未来課

0536-23-7622

27 愛知県 東海市 4月
未就学児の子育て家庭に対して配布している情報誌に、児童虐待
の相談窓口等を記載

女性・子ども課 052-603-2211

28 愛知県 東海市 11月 ○
広報及びホームページに児童虐待防止推進月間であること等を登
載

女性・子ども課 052-603-2211
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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

29 愛知県 知立市 6月1日 ホームページにおいて、児童虐待防止に関する県の施策を紹介 子ども課 0566-83-1111

30 愛知県 尾張旭市 11月1日～15日 ○ 広報「尾張あさひ」に児童虐待防止推進月間の記事を掲載
こども子育て部こ
ども課子育て支援
室

0561-53-6101

31 愛知県 岩倉市 11月1日 ○ 市広報において児童虐待に関する啓発記事を掲載
健康福祉部福祉課
社会福祉グループ

0587-38-5830

32 愛知県 豊明市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載 児童福祉課 0562-92-1120

33 愛知県 日進市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間に関する紹介を掲載
こども福祉部子育
て支援課家庭相談
係

0561-73-4183

34 愛知県 田原市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する情報を掲載
健康福祉部子育て
支援課

0531-23-3513

35 愛知県 愛西市 11月 ○ 市広報誌に、児童虐待防止に対する啓発記事を掲載
健康福祉部児童福
祉課

0567-55-7118

36 愛知県 清須市 11月 ○ 11月度広報に児童虐待防止推進月間について記載、ＨＰを更新 子育て支援課 052-400-2911

37 愛知県 北名古屋市 11月 ○ 市広報において、児童虐待防止を訴える記事を掲載 福祉部家庭支援課 0568-22-1111

38 愛知県 弥富市 11月 ○ 市広報及びホームページに関連記事を掲載
民生部児童課児童
家庭グループ

0567-65-1111

39 愛知県 長久手市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間に関する記事を広報に掲載
福祉部子育て支援
課子ども家庭係

0561-56-0633

40 愛知県 長久手市 通年 ○ 児童虐待防止に関する記事をホームページに掲載
福祉部子育て支援
課子ども家庭係

0561-56-0633

41 愛知県 東郷町 11月 ○
町広報紙において児童館虐待防止に関する啓発記事を掲載して周
知を実施

こども課 0561-38-3111

42 愛知県 大治町 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等に
関する記事を記載

福祉部子育て支援
課

052-444-2711

43 愛知県 蟹江町 11月1日 ○ 町広報紙で児童虐待防止に関する施策等を紹介（全戸配布）
民生部子育て推進
課

0567-95-1111

44 愛知県 飛島村 11月 ○ 村広報で児童虐待の特集を掲載 保健福祉課 0567-52-1001

45 愛知県 阿久比町 11月1日 ○ 町広報に関係記事を掲載 子育て支援課 0569-48-1111

46 愛知県 南知多町 11月 ○
町広報紙及びホームページに「児童虐待防止推進月間」関連記事
を掲載し周知を実施

福祉課 0569-65-0711

47 愛知県 美浜町 11月 ○
町広報誌（11月号）において児童虐待防止推進月間である旨等を
掲載

厚生部子育て支援
課

0569-82-1111

48 愛知県 幸田町 11月 ○
広報紙で児童虐待防止推進月間・標語の周知と虐待の未然防止・
早期発見の呼びかけを実施

住民こども部こど
も課

0564-63-5116

49 愛知県 設楽町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 町民課 0536-62-0519

○　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 愛知県 名古屋市 5月
Jリーグ名古屋グランパスと連携したポスターを作成し、掲示
（市役所庁舎内、市営地下鉄駅構内、関係機関等）

子ども青少年局子
育て支援部子ども
福祉課子ども福祉
係

052-972-3979

2 愛知県 知多市 10月28日、29日
福祉フェスティバルにおいて民間の団体との共催で、オレンジリ
ボンライダーを招いての啓発事業を実施

子ども未来部若者
女性支援室

0562-36-2657
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【三重県】

○　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 三重県 四日市市 9月1日
四日市市総合会館において「児童虐待対応と地域の在宅支援につ
いて」をテーマにした講演会を開催

こども未来部こど
も保健福祉課家庭
児童相談室

059-354-8276

四日市市子どもの虐
待及び配偶者からの
暴力防止ネットワー
ク会議の第１回研修
会として実施
対象；会議関係者

2 三重県 四日市市 11月16日 ○
四日市市総合会館において「夫婦げんかとDVの違いわかります
か？」をテーマにした講演会を開催

市民文化部男女共
同参画課

059-354ｰ8331

四日市市子どもの虐
待及び配偶者からの
暴力防止ネットワー
ク会議の第２回研修
会として実施
対象；市民及び会議
関係者

3 三重県 桑名市 10月15日
NTNシティホール（桑名市民会館）において児童虐待防止をテー
マとした講演会、パネルディスカッションを開催

保健福祉部子ども
未来課子ども総合
相談センター

0594-24-1298

4 三重県 鈴鹿市 8月10日 公立・私立保育所向け児童虐待対応研修会（一回目）を開催 子ども家庭支援課 059-382-9140

5 三重県 鈴鹿市 8月24日
児童虐待防止講演会（花園大学　橋本和明教授による講演会）を
開催

子ども家庭支援課 059-382-9140

6 三重県 鈴鹿市 8月29日 公立・私立保育所向け児童虐待対応研修会（二回目）を開催 子ども家庭支援課 059-382-9140

7 三重県 鈴鹿市 9月11日 公立・私立保育所向け児童虐待対応研修会（三回目）を開催 子ども家庭支援課 059-382-9140

8 三重県 鈴鹿市 10月12日
市主催里親啓発説明会（説明項目に児童虐待相談に関する内容を
含む）を開催

子ども家庭支援課 059-382-9140

9 三重県 名張市 11月2日 ○ 県と共催で里親説明会を開催 子ども家庭室 0595-63-7594

10 三重県 名張市 11月30日 ○ 児童虐待防止についての講演会を開催 子ども家庭室 0595-63-7594

11 三重県 鳥羽市 10月29日 市民啓発のための児童虐待防止講演会を開催
健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

12 三重県 伊賀市 11月26日 ○
子育て相談広場事業「にんにん音楽祭」
オレンジバンドによる啓発コンサートを開催

健康福祉部こども
未来課

0595-22-9677 名張市と合同開催

13 三重県 東員町 11月23日 ○ 子どもの権利に関する講演会（仮）を開催 子ども家庭課 0594-86-2872

14 三重県 菰野町 11月12日 ○ 児童虐待防止講演会（講師：辻由起子）を開催 子ども家庭課 059-393-1124

○　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 三重県 三重県 11月 ○
11月の月間中、県庁舎においてオレンジリボンツリーを展示し、
来庁者の方に児童虐待防止へのメッセージを短冊に記入いただ
く。

子育て支援課 059-224-2883

2 三重県 津市 11月 ○ 市役所の庁舎において、オレンジリボンツリーを設置
健康福祉部こども
支援課こども支援
担当

059-229-3284

3 三重県 四日市市 7月21日 ひとり親・寡婦　家庭のしおりの配布
こども未来部こど
も保健福祉課家庭
児童相談室

059-354-8276

4 三重県 四日市市 10月下旬 ○
児童虐待防止推進月間に向けて、児童虐待の内容や児童虐待通告
先等を記載た啓発チラシを配布し、児童虐待防止及び早期発見、
通告を促進

こども未来部こど
も保健福祉課家庭
児童相談室

059-354-8276

5 三重県 四日市市 11月1日～ ○
虐待防止の呼びかけと通告先等を記載したポケットティッシュを
関係機関に配付して窓口等に置いてもらい、市民へ啓発

こども未来部こど
も保健福祉課家庭
児童相談室

059-354-8276

6 三重県 松阪市 10月31日 オレンジリボンツリー設置式を実施 こども支援課 0598-53-4085

7 三重県 松阪市 11月7日 ○ アピタ松阪三雲店での啓発物品を配布 こども支援課 0598-53-4085

8 三重県 松阪市 11月9日 ○ 飯高道の駅での啓発物品を配布 こども支援課 0598-53-4085

9 三重県 松阪市 11月14日 ○ 市内スーパー４か所で啓発物品を配布 こども支援課 0598-53-4085

10 三重県 松阪市 11月17日 ○ いいな・まつさかフェスタ（祭）で啓発物品を配布 こども支援課 0598-53-4085

11 三重県 松阪市 11月20日 ○ 松阪駅前での啓発物品を配布 こども支援課 0598-53-4085
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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

12 三重県 鈴鹿市 10月7日 社会福祉協議会主催行事における啓発物品の配布等を実施 子ども家庭支援課 059-382-9140

13 三重県 鈴鹿市 11月 ○ オレンジリボンツリー（メッセージツリー）を庁舎内で展示 子ども家庭支援課 059-382-9140

14 三重県 鈴鹿市 11月18日 ○ 市内ショッピングモールにおける啓発物品の配布等を実施 子ども家庭支援課 059-382-9140

15 三重県 名張市 11月 ○
市職員に対し、オレンジリボン運動について啓発をし、オレンジ
リボン装着を推進

子ども家庭室 0595-63-7594

16 三重県 名張市 11月 ○
庁舎内にオレンジリボンツリーを配置し、市民にメッセージを記
入して頂き、そのメッセージを装飾

子ども家庭室 0595-63-7594

17 三重県 名張市 11月1日 ○ 市内大型店舗に、啓発用ポケットティッシュ等を配布 子ども家庭室 0595-63-7594

18 三重県 亀山市 10月15日
市の福祉イベント「あいあいまつり」において、オレンジリボン
を配布し、周知啓発を実施

健康福祉部子ども
総合センター子ど
も支援室

0595-83-2425

19 三重県 鳥羽市 10月15日 福祉いきいきまつりにおいて、児童虐待防止啓発物品を配布
健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

20 三重県 鳥羽市 11月 ○
鳥羽駅、市内ショッピングセンターにおいて、児童虐待防止啓発
物品を配布

健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

21 三重県 熊野市 11月 ○ 福祉事務所職員等がオレンジリボンを身に着け、啓発を促す
熊野市福祉事務所
こども発達支援室

0597-89-4111

22 三重県 熊野市 11月 ○ 庁舎、保育所等へポスターを掲示
熊野市福祉事務所
こども発達支援室

0597-89-4111

23 三重県 熊野市 11月1日～10日 ○
保育所通所保護者へ児童虐待防止推進月間のリーフレット等を配
布

熊野市福祉事務所
こども発達支援室

0597-89-4111

24 三重県 熊野市 11月 ○ 熊野市福祉事務所において児童虐待に関する小冊子等を配布
熊野市福祉事務所
こども発達支援室

0597-89-4111

25 三重県 熊野市 11月 ○ 市役所庁舎内にオレンジリボンのモニュメントを設置
熊野市福祉事務所
こども発達支援室

0597-89-4111

26 三重県 いなべ市 11月 ○ いなべ市公用車にオレンジリボンのマグネットを貼付
健康こども部家庭
児童相談室

0594-78-3535

27 三重県 志摩市 11月 ○ 市役所庁舎内にオレンジリボンツリーを設置
健康福祉部こども
家庭課

0599-44-0282

28 三重県 伊賀市 11月1日 ○ 子ども虐待防止市内啓発運動を実施
健康福祉部こども
未来課

0595-22-9677

29 三重県 伊賀市 11月 ○
児童福祉担当部署、啓発ウインドブレーカーを着用して窓口業務
に従事

健康福祉部こども
未来課

0595-22-9677

30 三重県 東員町 5月
虐待防止、通告義務に関するチラシを保護者へ配布（保・幼・
小・中）

子ども家庭課 0594-86-2872

31 三重県 東員町 11月 ○ 役場ロビーにオレンジリボンツリーを設置 子ども家庭課 0594-86-2872

32 三重県 東員町 12月 ○ 虐待防止に関するチラシを保護者へ配布（保・幼・小・中） 子ども家庭課 0594-86-2872

33 三重県 菰野町 10月
児童虐待防止のためのリーフレット（町作成）を作成し、保育
園、幼稚園で全保護者に配布

子ども家庭課 059-393-1124

34 三重県 大台町 11月 ○
平成２９年度子ども虐待防止啓発活動月間に、保育園駐車場、店
舗前（マックスバリュ、道の駅など）において、チラシ、リーフ
レット等を配布、啓発

町民福祉課 0598-82-3783

35 三重県 度会町 11月 ○ 庁舎入口にオレンジリボンツリーを展示 住民生活課 0596-62-2413

36 三重県 紀北町 11月 ○ 庁舎内にオレンジリボンツリーを設置、啓発ポスターの掲示 福祉保健課 0597-46-3122

○　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 三重県 三重県 11月 ○ 県広報誌11月号に啓発記事を掲載 子育て支援課 059-224-2883

2 三重県 津市 11月1日 ○ 津市の広報紙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
支援課こども支援
担当

059-229-3284

3 三重県 津市 通年 ○
妊娠届提出の際に渡す子どもに関する小冊子に児童虐待防止の記
事を掲載

健康福祉部こども
支援課こども支援
担当

059-229-3284

4 三重県 四日市市 11月1日～ ○ 市ホームページに啓発ホームページを作成し、啓発
こども未来部こど
も保健福祉課家庭
児童相談室

059-354-8276
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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

5 三重県 四日市市 11月1日～ ○ 市庁舎内の広告用モニターで放送をすることにより啓発
こども未来部こど
も保健福祉課家庭
児童相談室

059-354-8276

6 三重県 四日市市 11月1日～ ○ 市庁内放送で放送することにより啓発
こども未来部こど
も保健福祉課家庭
児童相談室

059-354-8276

7 三重県 四日市市 11月1日～ ○
デジタルサイネージ（市内２か所の大画面〈ディスプレイ〉）で
啓発内容を映写し、啓発

こども未来部こど
も保健福祉課家庭
児童相談室

059-354-8276

8 三重県 四日市市 11月5日 ○
全地区市民センターのセンターだより（自治会加入世帯に全戸回
覧）に、児童虐待防止推進月間にあわせて、児童虐待の内容や児
童虐待通告先を掲載し、児童虐待防止及び早期発見、通告を促す

こども未来部こど
も保健福祉課家庭
児童相談室

059-354-8276

9 三重県 松阪市 - 松阪市運営のＣＡＴＶチャンネルによる文字放送を実施 こども支援課 0598-53-4085

10 三重県 鈴鹿市 11月4日～10日 ○ コミュニティＦＭにおけるラジオ広報での啓発を実施 子ども家庭支援課 059-382-9140

11 三重県 鈴鹿市 11月5日 ○ 市広報において、児童虐待防止月間に関する記事を掲載 子ども家庭支援課 059-382-9140

12 三重県 名張市 11月5日 ○ 市広報紙において、児童虐待対防止に関する記事を掲載 子ども家庭室 0595-63-7594

13 三重県 名張市 11月 ○ ＦＭなばりにおいて、児童虐待防止に関する啓発を実施 子ども家庭室 0595-63-7594 未定

14 三重県 亀山市 11月 ○
市広報11月1日号にて、児童虐待防止の記事を掲載し、周知啓発
を実施

健康福祉部子ども
総合センター子ど
も支援室

0595-83-2425

15 三重県 鳥羽市 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
健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

16 三重県 いなべ市 11月2日 ○
市広報誌において、児童虐待防止に関する啓発記事及び市の相談
状況を掲載

健康こども部家庭
児童相談室

0594-78-3535

17 三重県 志摩市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止について周知
健康福祉部こども
家庭課

0599-44-0282

18 三重県 伊賀市 11月1日 ○ 広報いが市への啓発記事掲載、お知らせ放送等を実施
健康福祉部こども
未来課

0595-22-9677

19 三重県 木曽岬町 11月 ○ 広報おいて、児童虐待防止・オレンジツリーをＰＲ 福祉健康課 056-68-6119

20 三重県 東員町 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 子ども家庭課 0594-86-2872

21 三重県 大台町 11月 ○ 広報誌「おおだい広報11月号」へ啓発記事を掲載 町民福祉課 0598-82-3783

22 三重県 度会町 11月 ○ 広報１１月号において、児童虐待防止推進月間であることを周知 住民生活課 0596-62-2413

○　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 三重県 鈴鹿市 9月6日
社会福祉協議会主催の福祉協力校担当者会議における研修会（講
師）を実施

子ども家庭支援課 059-382-9140

2 三重県 鈴鹿市 9月7日 市内地区民生児童委員協議会における研修会（講師）を実施 子ども家庭支援課 059-382-9140

3 三重県 名張市 11月4日、26日 ○
伊賀市と共催で、子育て広場において音楽やバルーンアート等で
オレンジリボンの啓発

子ども家庭室 0595-63-7594

4 三重県 鳥羽市 4月6日
市内保育所所長会において、児童虐待対応マニュアルについて説
明

健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

5 三重県 鳥羽市 4月12日 小中校長会において、児相虐待防止について情報提供依頼と説明
健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

6 三重県 鳥羽市 4月24日
市P連理事会において、児童虐待の現状と早期発見・通報につい
て説明

健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

7 三重県 鳥羽市 4月29日
市P連理事会において、児童虐待の現状と早期発見・通報につい
て説明

健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

8 三重県 鳥羽市 5月9日
市婦人会連合会において、児童虐待の現状と早期発見・通報につ
いて説明

健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

9 三重県 鳥羽市 5月26日
市自治会連合会において、児童虐待の現状と早期発見・通報につ
いて説明

健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221

10 三重県 鳥羽市 4月～3月 ○
毎月1回、市内パチンコ店、ショっピングセンター駐車場見回り
を実施

健康福祉課子育て
支援室

0599-25-7221
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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

11 三重県 いなべ市 12月～2月
市内４ヵ所の中学校、２年生を対象に産婦人科医による性教育の
課外授業　　　　「命の授業」を実施

健康こども部健康
推進課

0594-78-3517 計4回実施予定

12 三重県 玉城町 11月26日 ○
「玉城ええやんまつり２０１7」に出展（場所：玉城町中央公民
館）

生活福祉課 0596-58-8000
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【滋賀県】

○　フォーラム等事業の開催

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

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

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

健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

2 滋賀県 滋賀県
10月12日、
13日、17日

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

健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

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

077-561-2373

4 滋賀県 草津市 随時
幼稚園・保育所の保護者・職員向けのＣＡＰワークショップ研修
を開催

子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

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

077-561-2373

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

077-561-2373

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

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

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

0740-25-8517

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

0740-25-8517

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

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

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

0748-24-5663

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

0748-24-5663

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

0748-24-5663

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

こども未来部こど
も相談支援課

0748-24-5663

○　啓発物品作成・配布

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

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

1 滋賀県 滋賀県 4月28日 JR駅前にてオレンジリボンやチラシを配布
健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

2 滋賀県 滋賀県
10月31日
～11月30日

○ 庁舎へ横断幕を設置
健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

3 滋賀県 滋賀県 11月上旬 ○ 県内にて、オレンジリボンやチラシを配布
健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

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

077-528-3556

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

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

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

0749-26-0994

8 滋賀県 彦根市 11月 ○ 商業施設において児童虐待防止の街頭啓発を実施
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

9 滋賀県 彦根市 通年 ○ 窓口にオレンジリボンキャンペーンのミニのぼりを設置
子ども未来部子育
て支援課

0749-26-0994

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

0749-26-0994

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

0749-26-0994

12 滋賀県 長浜市 11月 ○ ＪＲ駅構内にて、オレンジリボングッズを配布して啓発
子育て支援課家庭
児童相談室

0749-65-6544

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

子育て支援課家庭
児童相談室

0749-65-6544

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

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

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

17 滋賀県 草津市 11月 ○
市内街頭啓発の実施（ＪＲ草津駅、南草津駅において、リーフ
レット・啓発グッズを配布）

子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

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

077-561-2373

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

077-561-2373

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

子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

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

077-582-1159

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

077-582-1159

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

こども家庭局こど
も家庭相談課

077-582-1159

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

077-582-1159

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

077-582-1159

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

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

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

29 滋賀県 甲賀市 11月1日 ○
貴生川駅前・ショッピングモール等において、児童虐待防止に関
する啓発物品を配布

こども政策部子育
て政策課家庭児童
相談室

0748-69-2177

30 滋賀県 野洲市 5月23日
児童福祉週間に併せて、市内大型店舗２店舗において、街頭啓発
を実施

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

31 滋賀県 野洲市 11月 ○ 「オレンジリボンキャンペーン」の横断幕を市役所に設置
子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

32 滋賀県 野洲市 11月 ○
市内保育園において、保護者を対象に啓発イベントを実施し、チ
ラシ、グッズを配布

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140 予定

33 滋賀県 湖南市 通年 ○
市職員（希望者のみ）によるオレンジリボン啓発グッズの使用・
着用
（シャツ、ジャンパー、名札ストラップ、シールなど）

子育て支援課家庭
児童相談室

0748-71-2345

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

0748-71-2345

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

0748-71-2345

36 滋賀県 高島市 7月1日～7日
市独自の「児童虐待防止推進週間」を設け、
・市役所庁舎内にオレンジリボン七夕・啓発コーナーを設置
・市広報誌に虐待防止啓発記事を掲載

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

37 滋賀県 高島市 7月5日
「児童虐待防止推進週間」に合わせ、平和堂等市内４店舗におい
て、ゆるきゃらと一緒にポケットティシュを配布し啓発

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

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

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

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

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

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

0740-25-8517

41 滋賀県 高島市 11月 ○
市役所庁舎内において啓発パネル、懸垂幕、横断幕、オレンジリ
ボンツリーを設置

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

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

0740-25-8517

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

0740-25-8517

44 滋賀県 高島市 通年 ○
市広報誌に児童虐待防止についての記事を連載
市役所庁舎内にオレンジリボン千羽鶴作成コーナーを設置

子ども未来部子ど
も家庭相談課

0740-25-8517

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

0748-24-5663
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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

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

0748-24-5663

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

0748-24-5663

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

0748-24-5663

49 滋賀県 米原市 11月初旬 ○ 市内スーパー前で街頭啓発
こども未来部こど
も家庭課

0749-55-8123

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

子ども支援課 0748-52-6583

51 滋賀県 竜王町 11月1日 ○
町内児童関連事業所、学校・園、役場庁舎内、民生委員児童委員
に啓発物品の配布

健康推進課
子ども家庭相談室

0748-58-3722

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

0748-58-3722

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

健康推進課
子ども家庭相談室

0748-58-3722

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

0749-42-7661

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

子育て世代包括支
援センター

0749-42-7661

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

0749-42-7661

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

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

0749-48-8137

○　広報誌、テレビ等で周知

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

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

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

077-528-3556

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

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

0749-26-0994

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

0749-65-6544

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

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

子ども家庭相談室 0748-31-4001

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

077-561-2373

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

077-561-2373

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

077-561-2373

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

子ども家庭部子ど
も家庭課家庭児童
相談室

077-561-2373

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

こども家庭局こど
も家庭相談課

077-582-1159

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

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

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

0748-69-2177

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

077‐587-6140

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

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

17 滋賀県 野洲市 11月 ○
市内の主な公共施設において、オレンジリボンのぼり旗を設置
市管理の電光掲示板を活用した啓発

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140
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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

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

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

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

0748-71-2345

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

子育て支援課家庭
児童相談室

0748-71-2345

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

0740-25-8517

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

0740-25-8517

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

0748-24-5663

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

0748-24-5663

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

0748-24-5663

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

0748-24-5663

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

0749-55-8123

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

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

0749-42-7661

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

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

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

子ども家庭応援セ
ンター

0749-48-8137

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

0749-48-8137

○　民間企業等とのタイアップ

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

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

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

健康医療福祉部子
ども・青少年局

077-528-3556

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

0749-26-0994

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

健康推進課
子ども家庭相談室

0748-58-3722

○　その他

都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

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

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

077-528-3556

2 滋賀県 大津市 6月～12月 ○ 市内5ヶ所で、しつけの方法を学ぶ研修会を開催 子ども家庭相談室 077-528-2688

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

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

0749-26-0994

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

0749-26-0994

6 滋賀県 長浜市 10月13日
市庁舎前にてオレンジリボンキャラバン隊メッセージ伝達式を実
施

子育て支援課家庭
児童相談室

0749-65-6544

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

こども家庭局こど
も家庭相談課

077-582-1159

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

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

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

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140
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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 滋賀県 野洲市 10月12日
市役所庁舎前において、オレンジリボンキャラバン隊メッセージ
伝達式で市保育園児とともに出迎え

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140 予定

11 滋賀県 野洲市 1月12日
健康推進員養成講座において、児童虐待防止にかかる出前講座を
実施

子育て家庭支援課
(家庭児童相談室)

077‐587-6140

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

0749-55-8123

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

0748-58-3722
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【京都府】

○　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 京都府 京都府 2月 子育て支援交流会及び研修会の開催、啓発グッズの配布等
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

2 京都府 京都府 7月14日
「山城北圏域障害者自立支援協議会　発達部会学習会」を実施
山城北圏域の市町村の子ども相談(虐待対応窓口）担当・障害福
祉担当・福祉事業所がお互いの制度・役割を共有する学習会

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

3 京都府 京都府 8月8日
「平成２９年度エジンバラ産後うつ質問票（ＥＰＤＳ）等活用に
係る研修会」を実施（京都府宇治総合庁舎）

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

4 京都府 京都府 11月21日 ○
（児童虐待未然防止も目的とした）発達障害の子どもを持つ保護
者への支援力の向上を目指した従事者向け研修を実施（田辺総合
庁舎）

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

5 京都府 京都府 12月
「平成２９年度山城管内市町村と児童虐待未然防止に係る協力医
療機関連携会議」を実施

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

6 京都府 京都府 1月20日 「平成29年度児童虐待未然防止研修会」を実施
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

7 京都府 京都府 11月26日 ○
京都丹波子育て応援フェスタを南丹市、亀岡市、京丹波町と共催
で開催

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

8 京都府 京都府 9月11日 児童相談及び児童虐待予防従事者研修会を実施
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

9 京都府 京都府 9月11日
児童相談及び児童虐待予防従事者研修会を実施
「精神障害等心の問題を抱える保護者の心理的特徴と支援のポイ
ントについて」

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

10 京都府 京都府 12月11日
中丹親子保健研修を実施
「児童虐待への気づきと支援～親子を見る視点と身近な援助～」

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

11 京都府 京都府 11月 ○ 児童虐待未然防止対策研修会を開催
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

12 京都府 福知山市 11月 ○ 要保護児童対策地域協議会主催の講演会を開催 子育て支援課 0773-24-7082

13 京都府 綾部市 8月21日 綾部市児童虐待対策職員児童虐待防止研修会を実施
福祉保健部民生児
童課

0773-40-1088

14 京都府 綾部市 8月22日
学校保健会と母子保健事業会議にかかる児童虐待の現状説明会を
実施

福祉保健部民生児
童課

0773-40-1088

15 京都府 綾部市 9月27日 綾部市主任児童委員児童虐待防止研修会を実施
福祉保健部民生児
童課

0773-40-1088

16 京都府 綾部市 10月25日 綾部市子育て支援推進保育士虐待防止研修会を実施
福祉保健部民生児
童課

0773-40-1088

17 京都府 綾部市 2月23日
京都府児童虐待防止アドバイザー派遣事業
綾部市要保護児童対策地域協議会代表者会議　児童虐待防止研修
会

福祉保健部民生児
童課

0773-40-1088

18 京都府 宇治市 11月8日 ○
公共施設（１か所）において、宇治市要保護児童対策地域協議会
関係機関の職員等を対象とした、児童虐待未然防止をテーマとし
たセミナーを開催

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

19 京都府 亀岡市 11月 ○
京都丹波子育て応援フェスタ（11/26（日）　於 南丹市国際交流
会館）に参画し、児童虐待防止活動に係る展示ブースを設置し、
児童虐待防止の啓発・周知に取り組む

健康福祉部こども
未来課

0771-25-5027

20 京都府 長岡京市 11月、12月 ○
「パープル＆オレンジリボンプロジェクト」として、長岡京市女
性交流支援センター主催により講座等を開催

対話推進部女性交
流支援センター

075-963-5501

21 京都府 八幡市 11月24日 ○
児童虐待防止に関する市民向け講演会を八幡市文化センターにお
いて開催

福祉部子育て支援
課

075-983-1111

22 京都府 京丹後市 11月25日 ○ 児童虐待防止に関わる講演会を開催 子ども未来課 0772-69-0340

23 京都府 南丹市 11月26日 ○
児童虐待防止に関するイベント（子育て応援フェスタ）を南丹保
健所と共催により開催

市民福祉部子育て
支援課子育て支援
係

0771-68-0017

24 京都府 井手町 7月14日

人権講座「きらめき」　　講演テーマ『発達障がいの理解に困っ
ている人に』　　 講師：京都教育大学教育臨床心理実践セン
ター所属  　臨床心理士　岩瀬　佳代子さん
開催場所：いづみ人権交流センター

いづみ人権交流セ
ンター

0774-82-3380
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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

25 京都府 井手町 8月18日

人権学習会　講演テーマ『児童虐待未然防止のために私たちがで
きること』   ～民生委員・児童委員の役割について～
講師：京都府山城北保健所　福祉室（児童虐待専任職員)　折井
大　さん
開催場所：老人福祉センター「玉泉苑」

いづみ人権交流セ
ンター

0774-82-3380

26 京都府 井手町 9月7日

いづみふれあい学級第２回・家庭教育学級第２回
講演テーマ『子どもの人権』　～絵本を通して見つめなおす人権
のこと～
講師：京都市子育て支援活動いきいきセンター事業代表　　子ど
もの本専門店「きんだあらんど」店主　蓮岡　修さん

いづみ人権交流セ
ンター

0774-82-3380

27 京都府 井手町 11月18日 ○
人権子育て講演会　　講演テーマ『未定』　　講師：選定中
開催場所：いづみ人権交流センター

いづみ人権交流セ
ンター

0774-82-3380

28 京都府 精華町 11月27日 ○
子育て支援講演会を開催（一般住民・関係各機関対象）
講演会会場において啓発物品を配布

健康福祉環境部子
育て支援課

0774-95-1917

○　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 京都府 京都府 11月26日 ○ 「京都ヒューマンフェスタ2017」でのブース出展
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

2 京都府 京都府 11月 ○
コンビニエンスストアやショッピングモールとの協働による啓発
（従業員のオレンジリボン着用、啓発ポスターの掲示）を実施

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

3 京都府 京都府 11月3日、23日 ○ 府内マラソン大会参加選手へ啓発資材を配布
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

4 京都府 京都府 11月 ○ 庁舎で啓発資材の展示・掲出・配布を実施
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

5 京都府 京都府 11月 ○ 駅、商業施設で街頭啓発活動（啓発グッズ配布等）を実施
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

6 京都府 京都府 11月 ○ 別事業（市町村事業）における相談ブース設置、啓発活動の実施
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

7 京都府 京都府 通年 ○
保健所窓口において啓発物品（オリジナルウェットティッシュ
等）を配布

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

8 京都府 京都府 11月 ○
山城管内市町と協働し、街頭啓発（大型スーパー、駅前において
ティッシュ配布等）を実施

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

9 京都府 京都府 11月 ○
オレンジリボンキャンペーン啓発事業（のぼり、横断幕、タペス
トリーの掲出）（乙訓総合庁舎）を実施

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

10 京都府 京都府 11月 ○
南丹保健所ロビー、南丹広域振興局亀岡庁舎において啓発資材等
を展示・PR

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

11 京都府 京都府 11月3日 ○ 京都丹波ロードレース大会との協働による啓発を実施
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

12 京都府 京都府 10月～11月 ○ 管内市町と協働し、街頭啓発を実施
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

13 京都府 京都府 10月29日
中丹絆フェスタで児童虐待予防パネル展示、啓発グッズ配布等を
実施

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

14 京都府 京都府 11月1日 ○ 大型スーパーにおいて啓発グッズを配布（市要対協との共催）
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

15 京都府 京都府 11月 ○
月間中、庁舎周辺を中心に啓発パネル展示、幟の掲示、グッズ配
布等を実施

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

16 京都府 京都府 1月頃 民生委員研修会で啓発ちらしを配布
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

17 京都府 京都府 1月28日 講演会でちらしを配布
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

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

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

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

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

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

075-414-4589

21 京都府 京都府 11月1日 ○ 綾部市内の商業施設で啓発物品を配布
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

22 京都府 京都府 11月 ○ ショッピングセンター前において啓発物品を配布
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

23 京都府 京都府 10月 ○ 伊根町役場前のイベントに合わせて啓発物品を配布
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

24 京都府 京都府 11月 ○
丹後保健所庁舎壁面にオレンジリボンライトアップを実施し、玄
関前にのぼり、横断幕を設置

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589
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25 京都府 京都府 11月 ○ 丹後保健所内の府民ホールにおいて、啓発物品を配布
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

26 京都府 京都市 11月1日 ○
啓発イベントを実施（京都タワー、京都府警察、公益社団法人京
都市児童館学童連盟との共同）（京都タワーのオレンジ色のライ
トアップ、グッズ配布を実施）

子ども若者はぐく
み局子ども若者未
来部子ども家庭支
援課

075-746-7625

27 京都府 京都市 11月 ○ 啓発グッズを制作（クリアファイル，ウェットティッシュ）

子ども若者はぐく
み局子ども若者未
来部子ども家庭支
援課

075-746-7625

28 京都府 京都市 11月 ○
啓発ポスターを作製・掲示（市バス、地下鉄車内及び市内主要
駅）（掲示期間は市バス車内は11月１か月間、地下鉄車内及び地
下鉄駅は11月中の２週間、市内主要駅は11月中の１週間を予定）

子ども若者はぐく
み局子ども若者未
来部子ども家庭支
援課

075-746-7625

29 京都府 京都市 11月 ○ 市政広報板（約10,000箇所）による広報啓発を実施

子ども若者はぐく
み局子ども若者未
来部子ども家庭支
援課

075-746-7625

30 京都府 京都市 11月 ○ 電光掲示板（市役所前等）を用いた広報啓発を実施

子ども若者はぐく
み局子ども若者未
来部子ども家庭支
援課

075-746-7625

31 京都府 京都市 11月 ○
市内福祉事務所、保健センター及び子育て支援機関におけるポス
ター掲示及び啓発グッズの配布を実施

子ども若者はぐく
み局子ども若者未
来部子ども家庭支
援課

075-746-7625

32 京都府 京都市 11月 ○ 市内各区の区民まつり等で啓発グッズを配布

子ども若者はぐく
み局子ども若者未
来部子ども家庭支
援課

075-746-7625

33 京都府 京都市 11月 ○ 市バス・地下鉄乗車カードの額面を用いた広報啓発を実施

子ども若者はぐく
み局子ども若者未
来部子ども家庭支
援課

075-746-7625

34 京都府 福知山市 11月1日 ○
市内大型スーパー等で児童虐待防止街頭啓発活動（リボン・冊子
等配布）を実施

子育て支援課 0773-24-7082

35 京都府 福知山市 11月 ○ 啓発用ポスター配布と掲示、啓発用のぼり旗の掲出等を実施 子育て支援課 0773-24-7082

36 京都府 綾部市 11月1日 ○ 児童虐待防止オレンジリボンキャンペーン街頭啓発を実施
福祉保健部民生児
童課

0773‐40‐
1088

37 京都府 綾部市 11月 ○ 市役所庁舎周辺に児童虐待防止ののぼり旗を設置
福祉保健部民生児
童課

0773‐40‐
1088

38 京都府 綾部市 11月 ○ 市役所庁舎周辺に児童虐待防止の啓発垂れ幕を設置
福祉保健部民生児
童課

0773‐40‐
1088

39 京都府 綾部市 11月 ○
自治会や市内医療機関・市内大型スーパー・コンビニ等に啓発ポ
スター及びチラシを配布して市民啓発を実施

福祉保健部民生児
童課

0773‐40‐
1088

40 京都府 綾部市 11月 ○ 市役所西庁舎玄関に児童虐待防止の啓発看板を設置
福祉保健部民生児
童課

0773‐40‐
1088

41 京都府 綾部市 11月12日 ○
地域子育てふれあいイベント「ほっとランド事業２０１７」を開
催

福祉保健部民生児
童課

0773‐40‐
1088

42 京都府 綾部市 通年
市内の子育て家庭又は健診やイベント来場者に子育て応援パンフ
レット「ほめ上手でグングン子育て」を配布

福祉保健部民生児
童課

0773‐40‐
1088

43 京都府 宇治市
10月上旬頃
～11月30日

○
児童虐待等に関する相談窓口や児童虐待防止推進月間に実施する
キャンペーンの案内チラシ（市作成）を保育所(園）・認定こど
も園・幼稚園、小中学校、関係機関等に配布

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

44 京都府 宇治市 11月 ○
公共施設（1か所）において、オレンジリボンオブジェや児童虐
待防止に係る図書等の展示を実施

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

45 京都府 宇治市
11月2日～15

日、
11月1日～15日

○
公共施設（2か所）において、児童虐待防止に係る啓発展示を実
施

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

46 京都府 宇治市 11月10日、23日 ○
市内のホームセンター、ＪＲ宇治駅、公共施設前において街頭啓
発を実施し、児童虐待防止に関する啓発チラシやグッズを配布

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

47 京都府 宮津市 11月 ○ 市庁舎ほか１か所で児童虐待防止啓発懸垂幕を掲出
健康福祉部社会福
祉課子育て支援係

0772-45-1621

48 京都府 宮津市
11月下旬

～12月下旬
○ 市公共施設３カ所にオレンジリボンツリーを設置

健康福祉部社会福
祉課子育て支援係

0772-45-1621

49 京都府 宮津市 11月 ○ 宮津市職員・市議会議員等がオレンジリボンを着用
健康福祉部社会福
祉課子育て支援係

0772-45-1621

50 京都府 宮津市 10月21日
ペップ・キッズ・ガーデン受付付近においてオレンジリボンと京
都府啓発用グッズを配布 (宮津市民体育館）

健康福祉部社会福
祉課子育て支援係

0772-45-1621

51 京都府 宮津市 11月 ○
ミップル宮津店前においてオレンジリボンと京都府ハンドブッ
ク、啓発用グッズを配布

健康福祉部社会福
祉課子育て支援係

0772-45-1621
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52 京都府 宮津市 11月 ○
宮津市民駅伝競走大会において、オレンジリボンタスキの使用と
啓発用グッズを受付配架

教育委員会事務局
社会教育課社会教
育係

0772-45-1642

53 京都府 亀岡市 11月 ○
期間中に亀岡市役所等の公共施設において、オレンジリボン等を
配布し、児童虐待防止の啓発・周知を実施

健康福祉部こども
未来課

0771-25-5027

54 京都府 城陽市 通年 ○ 市作成のリーフレットを配付
福祉保健部子育て
支援課子育て支援
係

0774-56-4036

55 京都府 城陽市 通年 ○
乳児家庭全戸訪問事業において「体罰によらない育児の推進」に
関するパンフレットを配付

福祉保健部子育て
支援課子育て支援
係

0774-56-4036

56 京都府 城陽市 1月中旬
市内公立小学校入学説明会において児童虐待防止用パンフレット
を配付

福祉保健部子育て
支援課子育て支援
係

0774-56-4036

57 京都府 城陽市
10月下旬

～11月30日
○

乳児家庭全戸訪問事業においてオレンジリボン、ハンドブックを
配付

福祉保健部子育て
支援課子育て支援
係

0774-56-4036

58 京都府 向日市 11月 ○
職員にオレンジリボンを配布し、着装することにより啓発運動を
推進

健康福祉部子育て
支援課

075-931-1111

59 京都府 向日市 未定 児童虐待防止啓発パンフレットを作成し配布
健康福祉部子育て
支援課

075-931-1111 未定

60 京都府 向日市 11月18日 ○
市民まつり会場において主任児童委員、民生児童委員連絡協議会
が主体となり、児童虐待防止について啓発活動を実施

健康福祉部子育て
支援課

075-931-1111

61 京都府 八幡市 11月 ○
市内スーパーマーケット店周辺において児童虐待防止や子育て相
談先を記したポケットティッシュを配布

福祉部子育て支援
課

075-983-1111

62 京都府 八幡市 11月 ○ 庁舎敷地内に児童虐待防止の啓発旗を設置
福祉部子育て支援
課

075-983-1111

63 京都府 京田辺市 通年 ○
啓発グッズを作成（オレンジリボン、ティッシュ、啓発パンフ
レット）

子育て支援課 0774-64-1376

64 京都府 京田辺市 7月11日
「SOSカード」を配布・配架　（公立小学校３～６年生９校、公
立中学校全学年３校）

子育て支援課 0774-64-1376

65 京都府 京田辺市 8月～11月 ○
オレンジリボン運動を実施（民生委員によるオレンジリボンの作
成、市職員等関係機関によるオレンジリボンの着用）

子育て支援課 0774-64-1376

66 京都府 京田辺市 9月3日
歯のひろば展示「子育てを楽しもう」（子育て支援・虐待防止）
を実施、啓発物を配布

子育て支援課 0774-64-1376

67 京都府 京田辺市 11月1日 ○
街頭啓発（２か所）啓発物配布（リボン、リーフレット、ティッ
シュ）

子育て支援課 0774-64-1376

68 京都府 京田辺市 11月 ○

①庁舎に横断幕を設置、庁舎ロビーにオレンジリボンツリー、の
ぼりを設置等
②のぼりを設置（消防署、警察署、田辺中央病院、地区公民館、
保健センター）
③広報京たなべ広報活動
④公用車にマグネットステッカーを貼付

子育て支援課 0774-64-1376

69 京都府 京丹後市 11月 ○ 虐待防止啓発のためのツリーの設置。オレンジ色の風船の配置。 子ども未来課 0772-69-0340

70 京都府 京丹後市 11月 ○ 街頭啓発を実施(オレンジ色の風船を配布） 子ども未来課 0772-69-0340 日時未定

71 京都府 南丹市 11月 ○ 広報啓発用ボールペンを作成し、イベントと街頭啓発時に配布
市民福祉部子育て
支援課子育て支援
係

0771-68-0017

72 京都府 木津川市 11月 ○ 京都府と合同で啓発物品を配布 こども宝課 0774-75-1212

73 京都府 久御山町 11月 ○ 京都府作成のオレンジリボン、啓発物品、チラシを配布 子育て支援課 075-631-9904

74 京都府 井手町 11月4日～5日 ○
１１月４～５日開催の井手町文化祭において、啓発物品(メモ
帳・カイロ等)を来場者に配布

いづみ人権交流セ
ンター

0774-82-3380

75 京都府 井手町 11月 ○
「児童虐待防止推進月間｣に合わせ、井手町内全域に啓発用のぼ
り旗を設置

いづみ児童館 0774-82-3380

76 京都府 和束町 通年 ○ 町公用車に啓発ステッカーを貼付 福祉課 0774-78-3006

77 京都府 和束町 11月 ○ 窓口で、町作成のリーフレット及び啓発グッズ(メモ帳)を配布 福祉課 0774-78-3006

78 京都府 精華町 11月18日 ○
街頭啓発。せいか祭りでの啓発物品（ティッシュ、マスク等）配
布

健康福祉環境部子
育て支援課

0774-95-1917

79 京都府 精華町 11月 ○ 庁舎へ懸垂幕を掲示
健康福祉環境部子
育て支援課

0774-95-1917

80 京都府 精華町 11月 ○
公用車へオレンジリボンマグネット（通告連絡先189記載）を掲
示

健康福祉環境部子
育て支援課

0774-95-1917

81 京都府 精華町 11月 ○
庁舎内でオレンジリボンツリー展示
（ツリーは、町内各保育所・幼稚園保護者に記入してもらった児
童虐待防止を願うメッセージカードで装飾）

健康福祉環境部子
育て支援課

0774-95-1917
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82 京都府 精華町 11月 ○
庁舎内・関係機関において啓発物品設置及び啓発ポスター掲示を
実施

健康福祉環境部子
育て支援課

0774-95-1917

83 京都府 南山城村 11月 ○ ポスターを掲示 保健福祉課 0743-93-0294

84 京都府 京丹波町 10月22日
町が主催団体として参画するイベント「食の祭典」において、オ
レンジリボン及びハンドブック等の配布や街頭啓発を実施予定

子育て支援課 0771-82-1394

85 京都府 伊根町 10月29日
町主催のイベント会場において、京都府作成の児童虐待防止ハン
ドブック等を配布

保健福祉課 0772-32-0504

86 京都府 与謝野町 11月 ○
町のイベントもしくはスーパー前で啓発物品を配布（福知山児童
相談所、丹後保健所との共催）

子育て応援課 0772-43-9024

○　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 京都府 京都府 11月 ○ 府広報誌、ホームページ、地元ラジオ等による啓発を実施
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

2 京都府 京都府 5月1日～ ○
京都府（山城北保健所）ホームページ上において、ハイリスク妊
産婦支援・府民向けリーフレット（「ひとりでなやんでいません
か？～ママのこころとからだ～」）及び関係者向け冊子を紹介

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

3 京都府 京都府 11月 ○ 北近畿地域の広報誌Jamに虐待防止啓発記事を掲載
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

4 京都府 京都市 11月 ○ 情報誌へ啓発記事を掲載（約50万部発行）

子ども若者はぐく
み局子ども若者未
来部子ども家庭支
援課

075-746-7625

5 京都府 福知山市 11月 ○
福知山市広報誌「広報ふくちやま」人権シリーズ号へ啓発文を掲
載

子育て支援課 0773-24-7082

6 京都府 福知山市 通年 ○
子育て情報誌「福知山市子育てガイド」に児童虐待予防の記事を
掲載

子育て支援課 0773-24-7082

7 京都府 綾部市 11月 ○ 市の広報ネットに児童虐待防止推進月間について掲載
福祉保健部民生児
童課

0773-40-1088

8 京都府 綾部市 11月 ○
ＦＭいかる地元ラジオ出演により児童虐待防止推進月間のＰＲを
実施

福祉保健部民生児
童課

0773-40-1088

9 京都府 宇治市
10月15日号又は

11月1日号
市広報紙「宇治市政だより」において、児童虐待に関する啓発を
行い、児童虐待防止推進月間の取組及び里親制度を紹介

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141
宇治市政だよりの発
行日は未確定・9月
上旬頃に決定

10 京都府 宇治市 通年 ○
市ホームページにおいて、児童虐待に関する啓発を行い、児童虐
待防止推進月間の取組及び里親制度を紹介

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

11 京都府 宇治市 11月中旬 ○
地域のコミュニティＦＭ放送において、児童虐待に関する啓発を
行い、児童虐待防止推進月間の取組及び里親制度を紹介

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

12 京都府 宇治市 11月12日～25日 ○
地域のコミュニティＦＭ放送において、児童虐待防止に関する30
秒間のスポット放送を実施

福祉こども部こど
も福祉課

0774-22-3141

13 京都府 宮津市 11月 ○ 市ホームページで広報
健康福祉部社会福
祉課子育て支援係

0772-45-1621

14 京都府 宮津市
10月若しくは11

月
「広報誌みやづ」で広報

健康福祉部社会福
祉課子育て支援係

0772-45-1621

15 京都府 宮津市 11月 ○ 宮津情報メール配信、宮津市フェイスブックでの啓発を実施
健康福祉部社会福
祉課子育て支援係

0772-45-1621

16 京都府 亀岡市 11月 ○
亀岡市発行の広報紙等において、児童虐待防止推進月間のＰＲを
実施

健康福祉部こども
未来課

0771-25-5027

17 京都府 亀岡市 11月 ○
市公用車に「児童虐待防止推進月間」をＰＲするマグネットシー
ルを貼付し、児童虐待防止の啓発・周知を実施

健康福祉部こども
未来課

0771-25-5027

18 京都府 城陽市 11月1日 ○ 児童虐待防止推進月間等について市広報紙に掲載
福祉保健部子育て
支援課子育て支援
係

0774-56-4036

19 京都府 城陽市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間等について市ホームページに掲載
福祉保健部子育て
支援課子育て支援
係

0774-56-4036

20 京都府 向日市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間と相談窓口を紹介
健康福祉部子育て
支援課

075-931-1111

21 京都府 長岡京市 11月1日 ○ 市広報紙に児童虐待防止のための記事を掲載
健康福祉部こども
福祉課

075-955-9558

22 京都府 長岡京市 11月 ○ 市ホームページに児童虐待防止のための記事を掲載
健康福祉部こども
福祉課

075-955-9558

23 京都府 八幡市 11月 ○ 広報紙において児童虐待防止に関する記事を掲載
福祉部子育て支援
課

075-983-1111

24 京都府 木津川市 11月 ○ 広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載 こども宝課 0774-75-1212
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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

25 京都府 大山崎町 11月 ○
児童虐待予防についての啓発及び相談窓口紹介などを町広報誌に
掲載予定

福祉課児童福祉係 075-956-2101

26 京都府 宇治田原町 11月1日 ○ 児童虐待防止について広報紙に啓発記事を掲載
健康福祉部健康児
童課

0774-88-6636

27 京都府 和束町 12月 ○ 町ホームページに児童虐待防止推進月間記事を掲載 福祉課 0774-78-3006

28 京都府 精華町 11月 ○ 広報11月号及び町ホームページに虐待防止推進啓発記事を掲載
健康福祉環境部子
育て支援課

0774-95-1917

29 京都府 京丹波町 随時 ○
広報紙お知らせ版において「虐待防止相談窓口」（全国共通ダイ
ヤル、家庭支援総合センター等）の紹介記事を掲載

子育て支援課 0771-82-1394

30 京都府 京丹波町 11月 ○
広報紙お知らせ版１１月号において、上記の記事と併せて「児童
虐待防止推進月間」のＰＲ記事を掲載予定

子育て支援課 0771-82-1394

31 京都府 伊根町 10月26日 町広報紙において、児童虐待防止推進月間の取組を周知 保健福祉課 0772-32-0504

32 京都府 与謝野町 11月 ○
町広報紙、ケーブルテレビ等において、児童虐待防止推進月間に
ついて周知

子育て応援課 0772-43-9024

○　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 京都府 京都府 11月 ○
郵便局との協働による啓発を実施（配送車・バイク・郵便ポスト
への啓発ステッカー掲出、店舗でのポスター掲示等）

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

2 京都府 京都府 11月 ○
auとの協働による啓発を実施（従業員のオレンジリボン着用、啓
発ポスターの掲示等）

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

3 京都府 京都府 11月 ○
府内に本社を置く書店との協働による啓発を実施（従業員のオレ
ンジリボン着用、啓発ポスターの掲示）

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

4 京都府 京都府 11月11日 ○
地元Ｊ２サッカーチームとタイアップした啓発活動を実施（ホー
ムゲームでのキャンペーン実施等）

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

○　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 京都府 京都府 通年 ○
「すこやか子育て相談」
育児不安が高い乳幼児の保護者等に対して、心理の専門職による
相談指導（乙訓保健所）

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

2 京都府 京都府
6月23日、8月25
日、10月27日、

2月23日

男親に焦点を当てた児童虐待未然防止研修の一環として「おとう
さんプロジェクト」として事例検討会を開催（乙訓保健所）

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589 事前予約制

3 京都府 京都府
7月29日、12月3

日

男親に焦点を当てた児童虐待未然防止研修の一環として「おとう
さんプロジェクト」として、民間子育て支援団体や青年会議所と
協力して「おとうさんのための子育て応援講座」を開催（乙訓保
健所）

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

4 京都府 京都府 9月

養育支援を必要とする妊産婦や家庭の早期発見・支援について、
地域の支援体制の構築及び関係者の資質向上を図るため、児童虐
待未然防止に係る研修会「産科診療所における虐待予防のための
取り組み」を開催（乙訓保健所）

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

5 京都府 京都府 10月29日
「おとくに子育てフェスタ」を民間子育て支援団体との共催によ
り開催（長岡京市中央生涯学習センター）
　・来場者に対して、児童虐待防止推進月間の啓発物品を配布

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

6 京都府 京都府 11月～12月 ○
医療機関と母子保健担当者等が連携し、母親が育児にスムーズに
移行できるように妊娠期からの支援体制を構築するため、児童虐
待未然防止に係る乙訓地域医療保健福祉連携会議を開催

健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

7 京都府 京都府 11月25日、26日 ○ 南丹市国際交流会館をオレンジ色にライトアップ
健康福祉部家庭支
援課

075-414-4589

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

075-414-4589

9 京都府 京田辺市 8月20日 子育て講演会「未来への“メッセージ”」を開催 子育て支援課 0774-64-1376

10 京都府 木津川市 10月11日
要保護児童対策地域協議会構成メンバーの民生児童委員を対象に
した研修を実施

こども宝課 0774-75-1212

11 京都府 木津川市 11月30日 ○
市職員を対象に、人権研修の中で児童虐待等の知識等に関する内
容を実施

こども宝課 0774-75-1212

12 京都府 木津川市 12月1日 要保護児童対策地域協議会構成メンバーを対象にした研修を実施 こども宝課 0774-75-1212
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【大阪府】

○　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 大阪府 大阪市 12月頃
児童虐待防止をテーマに関係機関研究集会を開催
参加者に児童虐待防止推進のリーフレット及び児童虐待ホットラ
インの周知グッズを配布

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

2 大阪府 阪南市 8月8日
教職員管理職及び人権担当者研修「子どもの貧困と児童虐待」を
実施

阪南市子育て総合
支援センター

072-470-1400

3 大阪府 吹田市 11月9日 ○
児童虐待防止講演会を開催し、来場者に啓発グッズ等を配布
テーマ：「里親について」　場所：男女共同参画センター

児童部家庭児童相
談課

06-6384-1472

4 大阪府 岸和田市 未定 要保護児童対策地域協議会実務者向けの研修会を開催
子育て応援部子育
て給付課

072-423-9625 未定

5 大阪府 高石市
10月3日

～11月7日
○

児童虐待を未然に防止するための親支援プログラム６回講座を開
催
テーマ：子育て連続講座「こどもへの伝え方・ほめ方・しつけ
方」
開催場所：高石市役所

教育部こども家庭
課

072-275-6349

6 大阪府 大東市 11月15日 ○
大東市立総合文化センター（サーティホール）多目的小ホールに
おいて、子育て講演会を実施

大東市子ども室家
庭児童相談室

072-875-8101
広報だいとう11月号
で周知予定。事前申
込要

7 大阪府 摂津市 11月26日 ○
児童虐待・DV防止に関する市民向け講座をパープルリボンキャン
ぺーンと合同で開催

教育総務部子育て
支援課

06-6155-6302

8 大阪府 八尾市 11月 ○
講師を招き、市民に対し、子どもの貧困や虐待についての理解を
深めてもらう講演会を実施

こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

9 大阪府 箕面市 11月18日 ○ 講演会（助産院ばぶばぶ　助産師ＨＩＳＡＫＯさん講演）を実施
子ども未来創造局
男女協働・家庭支
援室

072-724-6233

10 大阪府 藤井寺市 11月 ○
児童虐待防止推進月間キャンペーン　機関向け研修会・街頭キャ
ンペーン（啓発グッズ配布）を実施

こども・健康部子
育て支援課

072-939-1162 日程未定

11 大阪府 交野市 11月21日 ○
児童虐待防止及び子育てに関する市民向け講演会「子どもの心に
届く上手な叱り方」を開催

子育て支援課 072-893-6406

12 大阪府 松原市 11月22日 ○
児童虐待防止推進月間講演会「児童虐待に関すること」を開催予
定

福祉部子ども未来
室

072-337-3118

13 大阪府 泉南市 11月15日 ○

児童虐待防止　市民啓発講座
第１部　：　劇　「KNOCK２－ブランコから見える青空―」
・ 平成22年度から３年間、KNOCK（ノックをすること）をテーマ
に、プロとアマチュアで構成したメンバーにより、脚本から立ち
上げ公演をした。公演した３部作の劇から、特に好評だった
KNOCK２を映像において上映予定。
・ 子どもの虐待は身近に起こること、それを地域でどう受け止
めていくのかも含めて、市民、行政、子どもに関わる専門機関な
どが一緒に考える機会を作る。

第２部　：　歌とトーク　KAJA（カジャ）
・ 児童虐待を身近に感じるきっかけとして、第1部の劇中歌を歌
うKAJA（カジャ）が、保護者や子ども虐待に関わる人たちが一緒
に時間を共有し、音楽やトークを通じて、自分達にとっての児童
虐待を振り返る時間を提供する趣旨で企画。

泉南市保育子育て
支援課

072-485-1586

14 大阪府 東大阪市 11月29日 ○ 子育て講演会の開催
子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

15 大阪府 豊中市 11月28日 ○
虐待予防、早期発見のため、豊中市子どもを守る地域ネットワー
ク（要保護児童対策地域協議会）研修会を関係機関向けに開催

こども未来部こど
も相談課こども家
庭相談係

06-6852-8448

16 大阪府 忠岡町 未定
『児童虐待に起因する傷の見方について』について関係機関と研
修会を開催

教育部子育て支援
課

0725-22-1122
日付未定、関係機関
向け

17 大阪府 豊能町 11月 ○ 児童虐待防止キャンペーン講演会を開催
教育委員会教育支
援課

072-739-3427

18 大阪府 四條畷市 11月下旬 ○
子育て応援講演会（講師等未定）
講演会の参加者に児童相談所全国共通ダイヤル等のリーフレット
を配付予定

健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455 予定

19 大阪府 枚方市 11月7日 ○ 里親制度普及啓発及び推進に向けた講演会を開催
子ども総合相談セ
ンター家庭児童相
談担当

050-7102-3220

○　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 大阪府 大阪府 11月1日 ○ JR大阪駅で啓発グッズの配布等の街頭キャンペーンを実施予定
福祉部子ども室家
庭支援課

06-6944-6675

2 大阪府 大阪府
11月を中心

に随時
○

府民参加型イベントでのブース出展や、各種メディアを利用した
広報を実施予定

福祉部子ども室家
庭支援課

06-6944-6675
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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 大阪府 大阪市 10月29日

サッカーＪリーグセレッソ大阪と協働し、大阪キンチョウスタジ
アムにおいてホームゲームでのイベント実施（来訪者に対して、
児童虐待防止推進のリーフレット及び児童虐待ホットラインの周
知グッズを配布）

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

4 大阪府 大阪市
10月31日

～11月17日
○ 大阪市役所本庁前にオレンジリボンオブジェを設置

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

5 大阪府 大阪市 11月1日 ○
大阪駅周辺において児童虐待防止推進のリーフレット及び児童虐
待ホットラインの周知グッズを配布し、オレンジリボンキャン
ペーン街頭ＰＲ活動を実施(大阪府・堺市と合同実施)

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

6 大阪府 大阪市 11月 ○
大阪市内の幼稚園、保育園、児童福祉施設、市営住宅・マンショ
ン関係、市営地下鉄駅構内等へ児童虐待防止推進月間のポスター
を掲示

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

7 大阪府 大阪市 11月 ○
大阪府書店商業組合の協力により、書店において、児童虐待防止
推進ポスター・チラシの掲示、啓発グッズ(しおり)の配布を実施

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

8 大阪府 大阪市 11月 ○ 各行政区において、児童虐待防止推進の懸垂幕・のぼりを掲示
こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

9 大阪府 大阪市 11月～ ○
各行政区における各種行事(区民まつりやフェスタ等)において、
児童虐待防止推進のリーフレット及び児童虐待ホットラインの周
知グッズを配布

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

10 大阪府 大阪市 11月24日、25日 ○
大阪マラソンエキスポにおいて、児童虐待防止のリーフレット及
び児童虐待ホットラインの周知グッズを配布

こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

11 大阪府 堺市 11月1日 ○ 堺東駅前等で啓発物品を配布
子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331
大阪府・大阪市との
共同取組

12 大阪府 堺市 随時 ○ 啓発ステッカーを配布し、掲示を依頼
子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331
近畿2府4県4政令指
定都市との共同取組

13 大阪府 堺市 随時 ○ JR西日本及び私鉄各社の駅構内での厚労省ポスター掲示
子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331
近畿2府4県4政令指
定都市との共同取組

14 大阪府 堺市 11月1日～25日 ○
堺市役所高層館１階ロビーにおいて、パネルの展示各区役所・女
性センターにおいて懸垂幕の掲示を実施

子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331

女性に対する暴力をなく
す運動（パープルリボン
キャンペーン）と共同実
施

15 大阪府 堺市 11月 ○
市公用車に、オレンジリボン・パープルリボンを掲載した磁気
シートを貼付

子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331

女性に対する暴力をなく
す運動（パープルリボン
キャンペーン）と共同実
施

16 大阪府 堺市

5月14日、8月19
日、10月29日、11
月4日、11日、12

日、19日

○ 各区で実施する区民まつりにおいて、啓発物品を配布
子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331

女性に対する暴力をなく
す運動（パープルリボン
キャンペーン）と共同実
施

17 大阪府 堺市 11月 ○ 職員の名札へ紙製啓発バッヂを貼付
子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331

女性に対する暴力をなく
す運動（パープルリボン
キャンペーン）と共同実
施

18 大阪府 大阪狭山市 10月28日
認定子育てサポーターや民生児童委員、ボランティアの協力を得
て、『ぽっぽえんまつり』を市立子育て支援センターで開催

こども政策部子育
て支援グループ

072-366-0011

19 大阪府 大阪狭山市 11月25日 ○
市内の幼稚園・保育園、こども園に通う子どもたちがダンス等を
披露する『こどもフェスティバル』を市内のSAYAKAホールで開催

こども政策部子育
て支援グループ

072-366-0011

20 大阪府 田尻町 11月1日 ○ 町内の駅において、児童虐待防止に関する啓発物品を配布 民生部こども課 072-466-5013

21 大阪府 阪南市 11月9日 ○ 市内スーパーにおいて啓発物品を配布
阪南市子育て総合
支援センター

072-470-1400

22 大阪府 阪南市 11月 ○ 市内医療機関、教育施設等へポスター掲示の依頼を実施
阪南市子育て総合
支援センター

072-470-1400

23 大阪府 吹田市 11月1日～2日 ○
≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
駅前、ショッピングモールにおいて啓発グッズの配布等の街頭
キャンペーンを実施

児童部家庭児童相
談課

06-6384-1472

24 大阪府 池田市 11月 ○
市庁舎にオレンジリボンキャンペーンのタペストリー及び機関に
のぼりを掲示

子ども・健康部子
育て支援課

072-754-6525

25 大阪府 池田市 11月 ○ 市職員にオレンジリボンを配布
子ども・健康部子
育て支援課

072-754-6525

26 大阪府 池田市 通年 ○
４か月児健診において、子育て支援情報及び相談窓口等を周知す
る為の小冊子を配布

子ども・健康部子
育て支援課

072-754-6525

27 大阪府 岸和田市 11月 ○ 市庁舎玄関にオレンジリボンを装飾したツリー等を設置
子育て応援部子育
て給付課

072-423-9625

28 大阪府 寝屋川市 11月1日 ○

市内４駅において街頭啓発を実施。「みんなで守ろう　子どもの
笑顔」、「いじめ・児童虐待は人権侵害です」をスローガンに、
いじめ防止の啓発も同時に行う。市で作成した啓発リーフレット
及びウェットティッシュを配布。

こども部こどもを
守る課

072-838-0466

29 大阪府 寝屋川市 11月 ○ 市で作成したのぼり、懸垂幕等を設置し、市民に啓発
こども部こどもを
守る課

072-838-0466
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30 大阪府 河南町 11月19日 ○
かなんフェスティバル（各種団体の特色を活かし、町の魅力増
進、魅力発信を目指す協働まちづくりのイベント）において幟の
掲出を行い、周知

こども１ばん課 0721-93-2500

31 大阪府 高石市 11月 ○
市役所庁内をはじめ、市内公共施設、学校、幼稚園、医療機関等
に児童虐待防止に関するオレンジリボンの啓発用幟旗の設置

教育部こども家庭
課

072-275-6349

32 大阪府 高石市 11月 ○ 市職員の名札等にオレンジリボンを着用
教育部こども家庭
課

072-275-6349

33 大阪府 高石市 11月6日 ○ ショッピングセンターにおいて児童虐待防止啓発グッズ等を配布
教育部こども家庭
課

072-275-6349

34 大阪府 大東市 11月6日 ○
ポップタウン住道オペラパークスペイン広場・プラザフェスタに
おいて街頭キャンペーンを実施し、本市作成の児童虐待防止啓発
物品等を配布

大東市子ども室家
庭児童相談室

072-875-8101

35 大阪府 千早赤阪村 10月28日、29日
「ふれあい展・コンサート」の会場（くすのきホール）におい
て、オレンジリボン活動の周知・児童虐待防止推進月間の啓発
グッズ等の配布を行う街頭キャンペーンを実施

健康福祉課 0721-72-0081

36 大阪府 千早赤阪村 11月 ○
児童虐待防止推進月間周知のために、健康福祉課職員が児童虐待
防止ジャンパーを着用し執務

健康福祉課 0721-72-0081

37 大阪府 摂津市 11月 ○
市役所庁舎にオレンジリボンキャンペーンの懸垂幕、のぼりを設
置

教育総務部子育て
支援課

06-6155-6302

38 大阪府 摂津市 11月 ○
市役所庁舎並びに市内公共施設においてオレンジリボンキャン
ペーン展示コーナーを設置

教育総務部子育て
支援課

06-6155-6302

39 大阪府 摂津市 11月 ○
鉄道駅周辺において、オレンジリボン啓発の横断幕・柱巻シート
を設置

教育総務部子育て
支援課

06-6155-6302

40 大阪府 摂津市 11月上旬～中旬 ○ 駅構内並びに市内集客施設において啓発品の配布
教育総務部子育て
支援課

06-6155-6302

41 大阪府 貝塚市 11月 ○
市役所庁舎に懸垂幕を掲揚、立て看板を設置し、児童虐待防止推
進月間を周知

健康子ども部子ど
も福祉課家庭児童
相談室

072-433-7022

42 大阪府 八尾市 10月～11月 ○ オレンジリボンのマグネットを公用車に貼付
こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

43 大阪府 八尾市 11月 ○
市役所本庁１階に設置されている、書類交付申請等の番号表示用
スクリーンに啓発広告を掲示

こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

44 大阪府 八尾市 11月 ○ 自治会や関係機関を通じて啓発ポスターを掲示
こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

45 大阪府 八尾市 11月 ○
市役所本庁舎に児童虐待防止推進月間および女性に対する暴力を
なくす運動の期間を周知する懸垂幕を設置

こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

46 大阪府 八尾市 11月1日 ○
市内の駅前で児童虐待防止啓発用ティッシュを配布するキャン
ペーン活動を実施

こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

47 大阪府 八尾市 11月2日 ○
「少年を守る日」の街頭キャンペーンにおいて啓発物品を配布す
るに当たり、児童虐待防止啓発用ティッシュも配布

こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892

48 大阪府 箕面市 11月4日 ○
阪急箕面駅前、市内ショッピングモール等で、児童虐待防止の啓
発チラシ、講演会の案内や啓発グッズ等を配布

子ども未来創造局
男女協働・家庭支
援室

072-724-6233

49 大阪府 箕面市 11月 ○
市内公共施設窓口に、オレンジリボンのミニのぼり旗、公用車に
ステッカー設置

子ども未来創造局
男女協働・家庭支
援室

072-724-6233

50 大阪府 箕面市 10月下旬 ○
市内保育所、幼稚園、小中学校等の全児童・生徒に市作成の啓発
チラシを配布

子ども未来創造局
男女協働・家庭支
援室

072-724-6233

51 大阪府 泉佐野市 11月6日 ○ 駅前において啓発物品を配布
こども部子育て支
援課

072-463-1212 予備日11月7日

52 大阪府 藤井寺市 11月 ○
児童虐待防止推進月間啓発マグネットシートの公用車への添付、
懸垂幕の掲示

こども・健康部子
育て支援課

072-939-1162

53 大阪府 交野市 11月12日 ○ 市が開催する健康福祉フェスティバルにおいて啓発グッズを配布 子育て支援課 072-893-6406

54 大阪府 交野市 11月15日 ○
ＪＲ河内磐船駅・星田駅前において、啓発グッズ等の配布を行う
街頭キャンペーンを実施

子育て支援課 072-893-6406

55 大阪府 門真市 11月1日 ○ 市内の駅周辺において啓発物品を配布
こども部子育て支
援課

06-6902-6148

56 大阪府 門真市 通年 ○ ポスターを掲示
こども部子育て支
援課

06-6902-6148

57 大阪府 門真市 随時 小・中学校等へポスターを配布
こども部子育て支
援課

06-6902-6148

58 大阪府 門真市 10月9日 ラブリーフェスタにおいて、啓発パンフ等の設置及び配布
こども部子育て支
援課

06-6902-6148

59 大阪府 門真市 11月12日 ○ スポーツレクリエーションにおいて、啓発パンフを設置
こども部子育て支
援課

06-6902-6148
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60 大阪府 和泉市 9月～10月 市内保育園・幼稚園に依頼し、オレンジリボンを作成
こども部こども未
来室こども政策担
当

0725-99-8135

61 大阪府 和泉市 11月3日 ○
「ららぽーと和泉」内の市政情報コーナー付近において来場者に
対して啓発物品を配布

こども部こども未
来室こども政策担
当

0725-99-8135

62 大阪府 松原市 11月 ○ 児童虐待防止推進月間のぼり旗を設置予定
福祉部子ども未来
室

072-337-3118

63 大阪府 松原市 11月 ○ 市内大型スーパーの店頭においてリーフレット等を配布予定
福祉部子ども未来
室

072-337-3118

64 大阪府 茨木市 11月 ○
市民参加のペナント作成コーナーを設置し、子どもへのメッセー
ジを書いたカードを貼りつける
作成場所：子育て支援総合センター内（ぽっぽルーム）

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

65 大阪府 茨木市 11月 ○

市民参加によるオレンジリボンのツリーを設置
設置場所：市役所本館・南館、合同庁舎、男女共生センターロー
ズＷＡＭ、生涯学習センターきらめき。（ローズＷＡＭでは、
パープルリボン「女性に対する暴力をなくす運動のシンボル」と
合わせたWリボンツリーを設置。）

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

66 大阪府 茨木市 11月 ○
児童虐待防止推進月間啓発懸垂幕を掲出
場所：市役所本庁舎 　東側壁面

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

67 大阪府 茨木市 11月 ○
児童の福祉に関連する職務に従事する職員がオレンジリボンを着
用

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

68 大阪府 茨木市
11月7日、
10日、15日

○

○「茨木市虐待防止」街頭啓発キャンペーン
　11月７日(火）午後６時～７時　場所：阪急茨木・ＪＲ茨木両
駅前
※児童虐待だけでなく、女性・障害者・高齢者への虐待・暴力の
根絶に向けて、茨木市、茨木市要保護児童対策地域協議会、茨木
市ＤＶ防止ネットワーク連絡会、茨木市障害者・高齢者虐待防止
ネットワーク連絡会とのコラボレーションで実施。
※茨木市子育て支援応援キャラクター「いばらっきーちゃん」の
着ぐるみ、茨木童子の着ぐるみが登場します。

○「児童虐待防止」街頭啓発キャンペーン
　11月10日（金）午前11時～正午　場所：茨木阪急本通商店街
　11月15日（水）午前11時～正午　場所：イオン茨木ショッピン
グセンター

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

69 大阪府 茨木市 11月 ○
ポスター掲示
児童虐待を発見した時の茨木市の通告先、相談窓口連絡先を標示
したシールを国の啓発ポスターに貼り、関係機関等で掲示

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

70 大阪府 茨木市 11月 ○ 公用車32台に児童虐待防止推進月間啓発マグネットシートを貼付
茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

71 大阪府 河内長野市 11月16日 ○
映画「うまれる」上映会と参加者交流会の実施
参加者に児童虐待防止に関するリーフレット等の配布

子ども子育て課 0721-53-1111

72 大阪府 泉大津市 11月11日 ○ ふれあい健康まつりにおいてオレンジリボンキャンペーンを実施
健康福祉部こども
未来課こども支援
係

0725-33-9059

73 大阪府 高槻市 11月2日 ○ ＪＲ高槻駅前において児童虐待防止啓発グッズを配布
子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

74 大阪府 高槻市 11月 ○ 市役所庁舎内にパネル展示及びリーフレット等の配架
子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

75 大阪府 高槻市 11月 ○
市内関係施設に児童虐待防止推進月間リーフレット及びポスター
を配布

子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

76 大阪府 高槻市 11月 ○ 児童虐待防止啓発マグネットを市公用車に貼付
子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

77 大阪府 高槻市 11月 ○ 市職員の名札台紙において児童虐待防止推進月間の啓発を実施
子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

78 大阪府 高槻市 11月 ○ 関係機関職員にオレンジリボンを配布し、着用を依頼
子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

79 大阪府 東大阪市 11月1日 ○
布施・八戸ノ里・瓢箪山駅前においてチラシ、シャープペンシ
ル、ポケットティッシュを配布

子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

80 大阪府 東大阪市
11月15日、
16日、21日

○
保健・福祉・教育関係者、民生委員等とウォーキングをしながら
オレンジリボンの普及啓発を実施

子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

81 大阪府 東大阪市 11月 ○
市役所庁舎、保健センター、子育て支援センターに展示コーナー
を設置し、ポスターやパネルの展示、オレンジリボンの無料配布
を実施

子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

82 大阪府 東大阪市 11月 ○ 市役所庁舎に懸垂幕、福祉事務所に横断幕を掲揚
子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

83 大阪府 東大阪市 11月 ○ 啓発用マグネットを公用車に貼付し、広報を実施
子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

84 大阪府 東大阪市 11月 ○
電光掲示板において、防止月間の広報及び通告連絡先の周知を実
施

子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197
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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

85 大阪府 東大阪市 11月 ○ 公立保育所にのぼりを配布
子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

86 大阪府 東大阪市 11月 ○ 子育て講演会のポスターを作成し、関係機関において掲示
子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

87 大阪府 豊中市 11月1日 ○

児童虐待防止推進月間を広く市民に周知するため、「11月は児童
虐待防止推進月間　豊中市こども相談課」等と書いたボールペン
と通告・相談窓口が掲載されているチラシを、阪急豊中駅・庄内
駅で配布

こども未来部こど
も相談課こども家
庭相談係

06-6852-8448

88 大阪府 豊中市 11月 ○

児童虐待防止推進月間を広く市民に周知するため、市のホーム
ページに啓発情報を掲載。また、市役所渡り廊下壁面に「児童虐
待防止推進月間」の横断幕を掲示、清掃車両等に「児童虐待防止
推進月間」のマグネットを貼付予定。

こども未来部こど
も相談課こども家
庭相談係

06-6852-8448

89 大阪府 熊取町 11月 ○ 啓発物品（啓発カードを挟んだティッシュ等）を配布
健康福祉部子育て
支援課

072-452-6814 １日間実施

90 大阪府 豊能町 11月12日 ○
町民祭において子育て支援、オレンジリボンキャペーン啓発のサ
ンバイザーを配布

教育委員会教育支
援課

072-739-3427

91 大阪府 四條畷市 11月8日 ○
JR四条畷駅、忍ケ丘駅前において、児童虐待防止推進月間のリー
フレット等を配付

健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455

92 大阪府 島本町 11月1日 ○
≪児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーンの一環≫
啓発グッズの配布等の街頭キャンペーンを実施予定

教育こども部子育
て支援課

075-962-7461

93 大阪府 富田林市 11月 ○ 市庁舎の窓にオレンジリボン及び１８９の電話番号を掲示 こども未来室 0721-25-1000

94 大阪府 富田林市 11月23日 ○ 農業祭において、虐待防止の啓発キャンペーングッズを配布 こども未来室 0721-25-1000

95 大阪府 太子町 11月 ○
町内施設（和みの広場）で開催されるイベントにおいて啓発グッ
ズ等を配布

健康福祉部子育て
支援課

0721-98-5596

96 大阪府 枚方市 11月14日 ○
「児童虐待防止推進月間」キャンペーンにおいて広報啓発用
ティッシュを作成し配布

子ども総合相談セ
ンター家庭児童相
談担当

050-7102-3220

97 大阪府 守口市
11月7日（街頭啓発）

11月（広報紙） ○
広報啓発用グッズ（ウェットティッシュ・ティッシュ・マスク）
を作成し、街頭啓発活動で配布。また、市広報紙（１１月号）に
おいて児童虐待防止啓発のための取組や相談窓口などを周知。

こども部子育て支
援課相談係

06-6992-1655

98 大阪府 羽曳野市 11月8日 ○
オレンジリボンキャンペーンの一環として、古市駅頭において啓
発物品（大阪府作成）配布を実施

市長公室こども未
来室こども課

072-958-1111

99 大阪府 泉佐野市 11月6日 ○ 駅前において啓発物品を配布
こども部子育て支
援課

072-463-1212 予備日11月7日

○　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 大阪府 大阪市 11月1日 ○ 各行政区の広報誌において児童虐待防止についての啓発を実施
こども青少年局子
育て支援部こども
家庭課

06-6208-8356

2 大阪府 堺市 11月 ○
市広報紙11月号に、児童虐待防止及び女性に対する暴力防止に関
する記事を掲載

子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331

女性に対する暴力をなく
す運動（パープルリボン
キャンペーン）と共同実
施

3 大阪府 田尻町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発文を掲載 民生部こども課 072-466-5013

4 大阪府 阪南市 11月 ○ 広報誌において啓発記事掲載
阪南市子育て総合
支援センター

072-470-1400

5 大阪府 阪南市 11月 ○ 市ホームページにおいて啓発記事掲載
阪南市子育て総合
支援センター

072-470-1400

6 大阪府 吹田市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載
児童部家庭児童相
談課

06-6384-1472

7 大阪府 岸和田市 11月1日 ○
市広報誌に児童虐待防止推進月間の周知記事及び相談連絡先を掲
載

子育て応援部子育
て給付課

072-423-9625

8 大阪府 寝屋川市 11月 ○ 市広報誌において市民に啓発
こども部こどもを
守る課

072-838-0466

9 大阪府 寝屋川市 11月1日 ○ 庁内放送において市民へ呼びかけ
こども部こどもを
守る課

072-838-0466

10 大阪府 寝屋川市 11月 ○ 庁内の広告モニターにおいて市民へ呼びかけ
こども部こどもを
守る課

072-838-0466

11 大阪府 千早赤阪村 11月 ○ 広報紙に児童虐待防止推進月間の記載を掲載 健康福祉課 0721-72-0081

12 大阪府 貝塚市 11月 ○
市広報誌で児童虐待防止推進月間を周知、児童虐待防止に関する
市民向け講演会を開催

健康子ども部子ど
も福祉課家庭児童
相談室

072-433-7022

13 大阪府 八尾市 11月 ○
市政情報等を放送するコミュニティＦＭの番組を通じ、児童虐待
防止に関するＰＲを実施

こども未来部子育て支
援課子育て総合支援
ネットワークセンター

072-924-9892
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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 大阪府 柏原市 4月～ ○ 子育て情報誌に啓発ページを掲載
健康福祉部こども
政策課

072-943-4811

15 大阪府 柏原市 11月 ○
フェイスブックで児童虐待防止推進月間の周知と相談窓口の紹介
を実施

健康福祉部こども
政策課

072-943-4811

16 大阪府 泉佐野市 11月1日～ ○ 広報誌による啓発活動を実施
こども部子育て支
援課

072-463-1212

17 大阪府 能勢町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止啓発記事を掲載
能勢町健康福祉部
福祉課福祉係

072-731-2150

18 大阪府 交野市 11月 ○
市広報誌・市ホームページ・広告ディスプレイにおいて児童虐待
防止に関する取組や、相談窓口を周知

子育て支援課 072-893-6406

19 大阪府 門真市 11月 ○ 市広報紙において児童虐待防止推進月間を掲載
こども部子育て支
援課

06-6902-6148

20 大阪府 和泉市 11月1日 ○
和泉市広報11月号において、児童虐待防止推進月間に関する記事
を掲載

こども部こども未
来室こども政策担
当

0725-99-8135

21 大阪府 茨木市 11月1日 ○
広報いばらき11月号に児童虐待を発見した場合の通告先・相談窓
口、児童虐待防止推進月間の行事を掲載

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

22 大阪府 茨木市 11月 ○ 「コミュニティビジョン」、「見映える」へ掲載
茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301

23 大阪府 河内長野市 7月、11月 ○ 市広報紙において、児童虐待の相談先を掲載 子ども子育て課 0721-53-1111

24 大阪府 泉大津市 11月1日 ○ 市広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉部こども
未来課こども支援
係

0725-33-9059

25 大阪府 高槻市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待防止推進月間の啓発を実施
子育て総合支援セ
ンター

072-686-5363

26 大阪府 東大阪市 11月1日 ○
市広報誌において、防止月間の取組を照会。虐待相談窓口の周
知。

子どもすこやか部
子ども見守り課

06-4309-3197

27 大阪府 忠岡町 11月1日 ○
町広報紙において、児童虐待防止推進月間の啓発に併せ関連記事
を掲載

教育部子育て支援
課

0725-22-1122

28 大阪府 忠岡町 11月 ○
町ホームページにおいて、児童虐待防止推進月間の啓発に併せ関
連記事を掲載

教育部子育て支援
課

0725-22-1122

29 大阪府 豊能町 11月 ○ 町広報誌において児童虐待防止キャンペーン講演会を周知
教育委員会教育支
援課

072-739-3427

30 大阪府 豊能町 11月 ○
町広報誌においてオレンジリボン活動、虐待通知制度に関する周
知を実施

教育委員会教育支
援課

072-739-3427

31 大阪府 四條畷市 11月 ○ 11月号広報誌に11月の児童虐待防止推進月間の案内を掲載
健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455

32 大阪府 富田林市 11月1日 ○
広報誌、とんだばやしメール、Facebookに児童虐待防止記事を掲
載

こども未来室 0721-25-1000

33 大阪府 富田林市 通年 ○
市庁舎地階・１階モニターに児童虐待防止の周知を図る広報を放
映

こども未来室 0721-25-1000

34 大阪府 岬町 11月 ○ 町広報「岬だより１１月号」で啓発記事を掲載予定
しあわせ創造部子
育て支援課

072-492-2709

35 大阪府 泉佐野市 11月1日～ ○ 広報誌による啓発活動を実施実施
こども部子育て支
援課

072-463-1212

○　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 大阪府 大阪府 10月29日
ガンバ大阪のJリーグ試合会場において、啓発グッズの配布や、
ハーフタイムを利用した広報をする予定

福祉部子ども室家
庭支援課

06-6944-6675

8 大阪府 堺市
12月

若しくは1月
堺ブレイザーズの協力により観客へ啓発チラシ等を配布

子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331

女性に対する暴力をなく
す運動（パープルリボン
キャンペーン）と共同実
施

○　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 大阪府 大阪府 11月1日 ○ 大阪城及び天保山大観覧車をオレンジ色でライトアップ予定
福祉部子ども室家
庭支援課

06-6944-6675

2 大阪府 堺市 11月13日 ○ 児童虐待防止をテーマに関係機関研修を開催
子ども青少年局子ども
青少年育成部子ども家
庭課子ども養護係

072-228-7331

3 大阪府 茨木市 10月20日～22日
「いばらきＫｏｋｏ（子育て・子育ち）フェスティバル」でオレ
ンジリボンキャンペーンを周知するため、子育て支援総合セン
ターで市民参加のプラバンコーナーを設置

茨木市子育て支援
課こども相談係

072-624-9301
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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

4 大阪府 四條畷市 年2回 ○
ファン・フレンズ・プログラムを実施
場所：市立岡部保育所、畷すずらん保育園、なわてすみれ園、市
立忍ケ丘あおぞらこども園

健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455
各保育所、幼稚園等
により実施月は異な
る。

5 大阪府 四條畷市 7月～8月
小学生版ファン・フレンズ・プログラムを実施
場所：子育て総合支援センター

健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455

6 大阪府 四條畷市
5月～6月、
9月～11月

○
前向き子育てプログラム”グループトリプルP”を実施
場所：子育て総合支援センター

健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455
一時保育あり：限定
5名。

7 大阪府 四條畷市
4月、6月～7月、

9月、11月～12月、
1月～2月

○
親子の絆づくりプログラム”赤ちゃんがきた！”を実施
場所：市民総合センター

健康福祉部子育て
総合支援センター

072-877-5455

8 大阪府 枚方市 11月26日 ○
前向きな子育て技術を学ぶ親子支援プログラム（「トリプル
P」）を用いた講座を開催

子ども総合相談セ
ンター家庭児童相
談担当

050-7102-3220
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【兵庫県】

○　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 兵庫県 兵庫県 11月9日、2月 ○ 医療関係者等を対象にした児童虐待対応研修会を実施
健康福祉部少子高
齢局児童課

078-362-3203

2 兵庫県 兵庫県 11月 ○ 兵庫県こども家庭センター・兵庫県警察の合同研修を実施
健康福祉部少子高
齢局児童課

078-362-3203

3 兵庫県 神戸市 11月12日 ○
子育てイベント「すきっぷフェスタ」に児童虐待防止啓発ブース
を出展

こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

4 兵庫県 神戸市 11月12日 ○ KOBEオレンジリボンウォークを実施
こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

5 兵庫県 姫路市 11月10日 ○ 児童虐待防止フォーラムを開催
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

6 兵庫県 明石市 随時 ○
自治会の会合や市民団体が主催する研修会等における児童虐待防
止のための出前講座を実施

福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

7 兵庫県 豊岡市 11月 ○ 児童虐待防止に関する研修会を開催（民生委員含む）
こども支援セン
ター

0796-21-9003

8 兵庫県 宝塚市 11月26日 ○ 児童虐待防止市民啓発講座を実施 子育て支援課 0797-77-9116

9 兵庫県 高砂市 11月 ○ 児童虐待防止研修会を市内関係機関対象者に実施
こども未来部子育
て支援室子育て支
援課

079-442-2260

10 兵庫県 高砂市 7月～8月 児童虐待防止研修会を市内の保育士対象に実施
こども未来部子育
て支援室子育て支
援課

079-442-2260

11 兵庫県 三田市 1月14日 講演会を開催
健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

12 兵庫県 篠山市 11月27日～30日 ○
児童虐待防止研修会を民生委員児童委員協議会・子育て支援連絡
会と共催により開催

保健福祉部福祉総
務課児童福祉係

079-552-7101
講師・日程等調整中
です。

13 兵庫県 丹波市 11月11日 ○ 市内ホールにおいて児童虐待防止をテーマとした講演会を開催
教育部子育て支援
課家庭児童相談係

0795-70-0816

14 兵庫県 朝来市 11月 ○ 児童虐待防止研修会を実施
健康福祉部社会福
祉課

079-672-6123

15 兵庫県 加東市 11月24日 ○
オレンジリボンキャンペーン：庁舎前玄関及び児童虐待防止月間
講演会において民生児童委員と協働して啓発グッズを来場者に配
布

福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

16 兵庫県 加東市 11月24日 ○
児童虐待防止推進月間講演会を市役所において開催
講師：森田ゆりさん　「しつけと体罰」

福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

17 兵庫県 稲美町 11月 ○

虐待をテーマに研修会を開催。
対象は、要保護児童対策地域協議会構成員、町内保育所保育士、
幼稚園・小中学校教諭、主任児童委員、３歳児健診従事者、子育
て支援センター・児童館の職員ほか

健康福祉部地域福
祉課児童福祉係

079-492-9136

18 兵庫県 稲美町
9月27日、28日、
10月2日、3日

中学生と赤ちゃんが直接ふれあう機会を提供し、妊娠・出産・小
さな命の温もりや尊さについて学ぶ

健康福祉部地域福
祉課児童福祉係

079-492-9136

19 兵庫県 佐用町 10月23日
虐待防止講演会「大人が変われば子どもも変わる！」大阪府子ど
も虐待防止アドバイザー　講師：辻　由起子さん　会場：南光文
化センター

健康福祉課子育て
支援室

0790-82-0341

○　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 兵庫県 兵庫県 11月 ○ 県総合庁舎等で懸垂幕、横断幕を掲出
健康福祉部少子高
齢局児童課

078-362-3203

2 兵庫県 神戸市 10月～11月 ○ 市作成のチラシ・ポスターを配布
こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

3 兵庫県 神戸市 10月～11月 ○ 各区役所、各区のイベントにおいて啓発チラシ等の配布の実施
こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

4 兵庫県 姫路市 11月10日 ○ 児童虐待防止街頭キャンペーン活動を実施
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

5 兵庫県 姫路市 11月 ○ 市役所庁舎正面玄関に横断幕を掲示
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

6 兵庫県 姫路市 11月 ○ イオンと協働で普及啓発を実施（市内イオンにポスターを配布）
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

7 兵庫県 姫路市 11月 ○
のぼりを設置（市役所庁舎東玄関、幼稚園、保育所、小・中学
校、児童養護施設、地域子育て支援拠点施設）

健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

8 兵庫県 姫路市 11月 ○ 自治会へポスターを配布
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144
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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

9 兵庫県 姫路市 11月 ○ こども支援課にオレンジリボンツリーを設置
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

10 兵庫県 姫路市 通年 ○ ＪＲ姫路駅の高架下にポスターを掲示
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

11 兵庫県 明石市 8月～11月 ○
明石市オレンジリボン協賛企業・団体（市内約80）を募集
（協賛企業・団体へはオレンジリボン着用、ポスター掲示などの
協力を依頼）

福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

12 兵庫県 明石市 11月 ○
関係機関に児童虐待防止啓発ポスター、チラシ、オレンジリボン
を配布

福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

13 兵庫県 明石市 11月 ○ 市役所公用車にボディパネルを掲示
福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

14 兵庫県 明石市 11月 ○ 市庁舎に横断幕、懸垂幕を設置
福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

15 兵庫県 西宮市 11月1日 ○
西宮市民政委員・児童委員会と市内全域における街頭での啓発
グッズ配布を実施

子供家庭支援課 0798-35-3089

16 兵庫県 西宮市 通年 ○
西宮市の観光キャラクターとオレンジリボンのコラボイラストの
作成

子供家庭支援課 0798-35-3089

17 兵庫県 西宮市 11月 ○ 市役所本庁者正面玄関に懸垂幕を掲揚 子供家庭支援課 0798-35-3089

18 兵庫県 西宮市 通年 ○ 広報啓発用ボールペンを作成、職員が携行して広報を行う 子供家庭支援課 0798-35-3089

19 兵庫県 洲本市 通年 ○
ショッピングモール店頭や各種イベントにおいて虐待防止に係る
広報誌などの配布・啓発を実施

子ども子育て課 0799-22-1333

20 兵庫県 洲本市 10月8日 洲本市総合福祉会館において児童虐待防止に係る啓発活動を実施 子ども子育て課 0799-22-1333

21 兵庫県 芦屋市 7月22日
第８回あしや保健福祉フェアにおいて、児童虐待防止推進キャン
ペーンとしてチラシや各グッズの配布の取組を実施

芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

22 兵庫県 芦屋市 11月 ○
児童虐待防止推進月間横断幕を芦屋市役所・芦屋市保健福祉セン
ター・ＪＲ芦屋駅前の３か所で設置（１１月１日～１１月３０
日）

芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

23 兵庫県 芦屋市 11月 ○
駅前で街頭キャンペーンを行い、DVやいじめ防止とともに児童虐
待防止の周知のため啓発グッズの配布活動を実施

芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

24 兵庫県 芦屋市 11月18日 ○
第11回 こどもフェスティバルにおいて児童虐待防止推進キャン
ペーンを実施予定（キャンペーングッズ配布等）

芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

25 兵庫県 伊丹市 11月 ○
児童虐待防止推進月間の周知、駅や小学校周辺への横断幕設置を
実施

こども家庭課 072-780-3518

26 兵庫県 相生市 11月 ○
市の公用車の側面にオレンジリボンマークのマグネットシートを
添付しオレンジリボン運動の啓発を実施

健康福祉部子育て
元気課

0791-22-7175

27 兵庫県 相生市 11月 ○
市庁舎壁面にオレンジリボン運動の横断幕を掲揚しオレンジリボ
ン運動の啓発を実施

健康福祉部子育て
元気課

0791-22-7175

28 兵庫県 相生市 10月8日
相生市子育てネットワーク推進協議会が作成した児童虐待防止チ
ラシを当日開催される市の恒例事業であるスポーツフェスティバ
ルで配布し児童虐待防止の広報、啓発を実施

健康福祉部子育て
元気課

0791-22-7175

29 兵庫県 相生市 12月10日
相生市子育てネットワーク推進協議会が作成した児童虐待防止チ
ラシを当日開催される主任児童委員主催の親子クリスマスコン
サートで配布し児童虐待防止の広報、啓発を行う

健康福祉部子育て
元気課

0791-22-7175

30 兵庫県 加古川市 11月 ○ 市役所前において児童虐待防止に関する懸垂幕を設置
こども部家庭支援
課家庭支援係

079-427-3073

31 兵庫県 加古川市 10月21日
学校やPTAの関係機関や一般市民を対象とした教育委員会主催の
講演会において、オレンジリボンと児童虐待防止についてのパン
フレットを配布

こども部家庭支援
課家庭支援係

079-427-3073

32 兵庫県 たつの市 11月 ○
ショッピングセンターにおいて児童虐待防止推進月間のリーフ
レット等を配布

こども未来部子育
て支援課

0791-64-3220

33 兵庫県 赤穂市 11月 ○ 市役所庁舎及び児童館や公民館において、児童虐待防止推進のぼりを設置
健康福祉部子育て
健康課こども支援
係

0791-43-6808

34 兵庫県 西脇市 11月25日 ○ パンフレット等を福祉まつりにおいて配布
西脇市福祉部こど
も福祉課

0795-22-3111 予定

35 兵庫県 宝塚市 11月1日 ○ 市職員に布製オレンジリボンの配布 子育て支援課 0797-77-9116

36 兵庫県 宝塚市 11月 ○
市庁舎に横断幕を掲示「STOP!!こども虐待こどもを虐待から守ろ
う!オレンジリボン運動」

子育て支援課 0797-77-9116

37 兵庫県 宝塚市 11月 ○ 庁用車に啓発マグネットを掲示 子育て支援課 0797-77-9116
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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

38 兵庫県 宝塚市 11月 ○
市庁舎周辺にのぼりを設置「こどもを虐待から守ろう!!オレンジ
リボン運動」

子育て支援課 0797-77-9116

39 兵庫県 宝塚市 11月 ○ 街頭啓発活動として、市内駅付近で啓発グッズを配布 子育て支援課 0797-77-9116

40 兵庫県 三木市 4月

児童虐待被害等の当事者である子ども自身に正しい認識をもって
もらうため、児童虐待防止小学生用・中学生用啓発リーフレット
を独自に作成し、配布することにより、虐待やいじめの早期発見
や自発的な相談につながるよう啓発活動を実施

こども未来部子育
て支援課家庭支援
グループ

0794-82-2000

41 兵庫県 三木市 10月～11月 ○
市民向けに、児童虐待防止に係る啓発用ウエットテイッシュを作
成し、配布

こども未来部子育
て支援課家庭支援
グループ

0794-82-2000

42 兵庫県 三木市 11月 ○ 市庁舎に児童虐待防止推進月間に関する懸垂幕を設置
こども未来部子育
て支援課家庭支援
グループ

0794-82-2000

43 兵庫県 三木市 11月 ○ 公用車に児童虐待防止推進月間のマグネットシートを装着
こども未来部子育
て支援課家庭支援
グループ

0794-82-2000

44 兵庫県 高砂市 10月～12月 ○
啓発用のぼり旗を掲げ、主任児童委員、民生児童委員の協力の
下、親子が集まる場所で啓発ボールペンを配布

こども未来部子育
て支援室子育て支
援課

079-442-2260

45 兵庫県 高砂市 通年 ○
市庁舎に啓発用のぼり旗の設置、公用車への啓発用ボディパネル
の掲示、市庁舎屋上に児童虐待防止啓発用横断幕の設置を実施

こども未来部子育
て支援室子育て支
援課

079-442-2260

46 兵庫県 高砂市 通年 ○
こんにちは赤ちゃん訪問時、リーフレット『赤ちゃんを激しく揺
さぶらないで』を配布

こども未来部子育
て支援室子育て支
援課

079-442-2260

47 兵庫県 川西市
11月1日

～12月1日
○

庁舎周辺、阪急川西能勢口駅周辺、JR川西池田駅通路に、児童虐
待防止のぼり旗を設置

こども未来部子育
て・家庭支援課

072-740-1179

48 兵庫県 川西市
11月1日

～12月1日
○ 庁舎北に児童虐待防止懸垂幕を設置

こども未来部子育
て・家庭支援課

072-740-1179

49 兵庫県 小野市 11月 ○ 庁舎ロビーにのぼりを設置
市民福祉部子育て
支援課

0794-63-1645

50 兵庫県 小野市 11月 ○ 啓発懸垂幕を掲揚
市民福祉部子育て
支援課

0794-63-1645

51 兵庫県 小野市 11月 ○ 公用車に啓発マグネットシートを掲示
市民福祉部子育て
支援課

0794-63-1645

52 兵庫県 三田市 8月～10月
障害者ワークチャレンジ作業室「トライ」によるオレンジリボン
作成を実施

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

53 兵庫県 三田市 10月29日
多世代交流館「ふらっと」の「ふらっとフェスティバル」に参加
（風船、グッズ配布、ポスター掲示などを実施）

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

54 兵庫県 三田市 11月 ○
市内３ヶ所において街頭啓発を実施（オレンジリボン、チラシ、
啓発グッズの配布）

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

55 兵庫県 三田市 11月 ○
ふれあい大通り（三田市役所～総合福祉保健センター間）にバ
ナー旗を設置

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

56 兵庫県 三田市 11月 ○
本庁・南分館・市民センター等の公用車に啓発マグネットシート
を貼付

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

57 兵庫県 三田市 11月 ○ 市内３ヶ所に横断幕を設置
健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

58 兵庫県 三田市 11月 ○ 市職員及び要対協メンバーがオレンジリボンバッチを着用
健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

59 兵庫県 三田市 11月 ○ 小学生の保護者に啓発グッズを配布
健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

60 兵庫県 三田市 11月 ○
11月に開催予定のイベント（広野市民センター祭り、いい歯の日
フェアなど）で啓発グッズを配布

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

61 兵庫県 三田市 11月 ○
湊川短期大学の学生がふらっとフェスティバル、街頭啓発に参加
学祭で啓発グッズを配布

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

62 兵庫県 加西市 11月 ○ 市庁舎に「児童虐待防止推進月間」の懸垂幕を設置
健康福祉部地域福
祉課

0790-42-8709

63 兵庫県 加西市 11月 ○ 市公用車に「児童虐待防止」啓発マグネットシートを貼付
健康福祉部地域福
祉課

0790-42-8709

64 兵庫県 加西市 11月 ○
加西市ファミリーサポートクラブ会報「ファミサポだより」に児
童虐待に関する啓発記事を掲載し、配布

健康福祉部地域福
祉課

0790-42-8709

65 兵庫県 加西市 11月 ○
加西市地域交流センターウォールギャラリーに作成したオレンジ
リボン運動啓発用掲示物を展示

健康福祉部地域福
祉課

.0790-42-8709

66 兵庫県 加西市 11月19日 ○ 福祉まつりの来場者に対して、児童虐待防止の啓発物品を配布
健康福祉部地域福
祉課

0790-42-8709

67 兵庫県 加西市 通年 ○
出生時、転入時（３歳未満）に配布する子育てハンドブックに児
童虐待に関する啓発ページを設け、配布

健康福祉部地域福
祉課

0790-42-8709
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68 兵庫県 篠山市 11月 ○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲揚
保健福祉部福祉総
務課児童福祉係

079-552-7101

69 兵庫県 養父市 11月 ○
「児童虐待防止」の啓発のためのリ-フレットを作成して、市内
学校園の保護者に配布

こども育成課 079-664-0315

70 兵庫県 養父市 11月 ○
市内区長会、民生委員連合会の会合で市作成の「児童虐待防止月
間」のリ-フレットを配布して、啓発活動を実施

こども育成課 079-664-0315

71 兵庫県 丹波市 11月 ○ 庁舎敷地内に懸垂幕及び虐待防止ののぼりを設置
教育部子育て支援
課家庭児童相談係

0795-70-0816

72 兵庫県 南あわじ市 11月以降
「１８９」番ダイヤル、児童虐待にあたる行為、標語、家庭児童
相談室の連絡先などを記載した児童虐待防止啓発チラシを作成
し、新聞折り込みにより全戸配布

福祉部子育て支援
課家庭児童相談室

0799-43-5219

73 兵庫県 南あわじ市 11月以降

児童虐待防止の啓発、家庭児童相談室の連絡先、市の子育て応援
キャラクター「ゆめるん」等を印刷した啓発グッズを作成し、市
内全保育所、幼稚園、こども園、小学校および子育て学習･支援
センター等を通じて配布

福祉部子育て支援
課家庭児童相談室

0799-43-5219

74 兵庫県 朝来市 11月 ○
児童虐待防止に関するチラシを作成し、新聞折り込みにより全戸
配布

健康福祉部社会福
祉課

079-672-6124

75 兵庫県 朝来市 11月 ○ 児童虐待防止啓発グッズを作成し、児童生徒に配布
健康福祉部社会福
祉課

079-672-6125

76 兵庫県 朝来市 11月 ○ 市役所各支所に懸垂幕を掲揚
健康福祉部社会福
祉課

079-672-6126

77 兵庫県 朝来市 11月 ○ 市役所、図書館等にオレンジリボンツリーを設置
健康福祉部社会福
祉課

079-672-6128

78 兵庫県 淡路市 通年 ○
教職員・保育従事者向け児童虐待対応マニュアルを作成し、、早
期発見の対応と予防のため関係機関に配布

健康福祉部子育て
応援課

0799-64-2134

79 兵庫県 宍粟市 5月～6月
民生委員・児童委員協議会や学校長会議に出席し、児童虐待防止
や通報について協力を依頼

保健福祉課（家庭
児童相談室）

0790-63-1950

80 兵庫県 宍粟市 6月～７月
家庭児童相談室の役割等を掲載したチラシを保育所・幼稚園・学
校の保護者に配布し、児童虐待防止や相談について周知

保健福祉課（家庭
児童相談室）

0790-63-1950

81 兵庫県 宍粟市 11月 ○
市内のショッピングセンターにおいて、グッズを配布し、児童虐
待防止と通報の周知を実施

保健福祉課（家庭
児童相談室）

0790-63-1950

82 兵庫県 加東市 7月15日 オレンジリボンキャンペーンを平池公園祭り会場において実施
福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

83 兵庫県 加東市 8月2日
オレンジリボンキャンペーンをかとう夏祭り会場において実施
し、民生児童委員と協働して啓発グッズを来場者に配布

福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

84 兵庫県 加東市 10月28日
オレンジリボンキャンペーンを秋のフェスティバル会場において
実施し、民生児童委員と協働して啓発グッズを来場者に配布

福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

85 兵庫県 加東市 11月 ○ 推進月間に合わせて、市役所や公共施設にのぼり・懸垂幕を設置
福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

86 兵庫県 加東市 11月 ○ 市公用車に、児童虐待防止の啓発マグネットを貼り啓発を実施
福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

87 兵庫県 猪名川町 11月3日 ○
いながわまつり（総合公園）において、虐待防止の啓発物品、チ
ラシを作成し、配布

生活部こども課 072-767-7477

88 兵庫県 猪名川町 11月3日 ○ 町役場本庁舎等(３か所）に懸垂幕、横断幕を掲揚 生活部こども課 072-767-7477

89 兵庫県 多可町 11月 ○ PR活動（児童虐待防止の懸垂幕を設置）
多可町教育委員会
こども未来課

0795-32-2385

90 兵庫県 稲美町 11月 ○
町役場庁舎に懸垂幕を設置し、児童虐待防止及びオレンジリボン
キャンペーンの周知を実施

健康福祉部地域福
祉課児童福祉係

079-492-9136

91 兵庫県 稲美町 11月 ○
町公用車にマグネットシートを貼付し、児童虐待防止及びオレン
ジリボンキャンペーンの周知を実施

健康福祉部地域福
祉課児童福祉係

079-492-9136

92 兵庫県 稲美町 11月 ○
町内スーパーの店頭や子育て支援施設及び行事で、児童虐待防止
啓発グッズ（ティッシュ、絆創膏等）を配布し、周知・啓発を実
施

健康福祉部地域福
祉課児童福祉係

079-492-9136

93 兵庫県 播磨町 11月 ○ 広報紙により啓発を実施
福祉グループ社会
児童福祉チーム

079-435-2362

94 兵庫県 播磨町 11月 ○ オレンジリボンを職員や議員等に配布し啓発を実施
福祉グループ社会
児童福祉チーム

079-435-2362

95 兵庫県 播磨町 11月 ○ オレンジリボンで装飾したツリーを設置
福祉グループ社会
児童福祉チーム

079-435-2362

96 兵庫県 福崎町 8月10日
「児童虐待かなと思ったら☎189へ　福崎町保健センター」文字
入りライト付キーホルダーを作成し、町主催の夏祭りで住民へ配
布

健康福祉課 0790-22-0560
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97 兵庫県 福崎町 11月3日 ○
「児童虐待かなと思ったら☎189へ　福崎町保健センター」文字
入りライト付キーホルダーを作成し、町主催の秋祭りで住民へ配
布

健康福祉課 0790-22-0560

98 兵庫県 福崎町 随時
「児童虐待かなと思ったら☎189へ　福崎町保健センター」文字
入りライト付キーホルダーを作成し、各健康教室等で住民へ配布

健康福祉課 0790-22-0560

99 兵庫県 太子町 11月3日 ○
まつりでオレンジリボンキャンペーンを行い、子どもたちに簡単
な製作をしてもらう

生活福祉部社会福
祉課児童福祉係

079-277-1013

100 兵庫県 太子町 11月 ○ 職員がオレンジリボンを胸に装着
生活福祉部社会福
祉課児童福祉係

079-277-1013

101 兵庫県 香美町 8月6日
人権講演会開催会場出入口において児童虐待防止グッズを配布
（香住区）

香美町福祉課 0796-36-1964

102 兵庫県 香美町 8月26日
人権講演会開催会場出入口において児童虐待防止グッズを配布
（小代区）

香美町小代地域局 0796-97-3111

103 兵庫県 香美町 9月16日 地域の運動会において児童虐待防止グッズを配布（村岡区） 香美町村岡地域局 0796-94-0321

104 兵庫県 新温泉町 11月 ○ 庁舎に啓発ポスター、リーフレット等を設置 健康福祉課 0796-82-5620

○　広報誌、テレビ等で周知

都道府県 市区町村
実施（予定）
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場合、○を選択
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1 兵庫県 兵庫県 11月 ○ 新聞紙上において児童虐待防止啓発広告を掲載
健康福祉部少子高
齢局児童課

078-362-3203

2 兵庫県 神戸市 10月～11月 ○ ラジオで啓発活動を実施
こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

3 兵庫県 神戸市 10月21日
小学生陸上競技大会において、電光掲示板で広報動画の掲載・チ
ラシの配布を実施

こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

4 兵庫県 姫路市 11月 ○ 市庁舎内モニター広告による児童虐待の通告先の案内を実施
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

5 兵庫県 姫路市 11月 ○
JR姫路駅北側大型カラービジョンによる児童虐待の通告先の案内
を実施

健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

6 兵庫県 尼崎市 11月 ○ 市報に児童虐待防止啓発の記事を掲載
福祉事務所生活支
援相談課

06-6489-6921

7 兵庫県 明石市 11月1日 ○ 市広報誌において啓発記事を掲載
福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

8 兵庫県 明石市 11月 ○ 神姫バスデジタルネイサージにおいて啓発広告を掲示
福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

9 兵庫県 明石市 11月 ○ あかしケーブルテレビにおいて啓発活動に関する放映を実施
福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097

10 兵庫県 西宮市 11月 ○
市役所広報誌（市制ニュース）、ホームページにおいて広報を実
施

子供家庭支援課 0798-35-3089

11 兵庫県 洲本市 通年 ○
ショッピングモール店頭や各種イベントにおいて虐待防止に係る
広報誌などの配布・啓発を実施

子ども子育て課 0799-22-1333

12 兵庫県 洲本市 11月 ○ 洲本市ケーブルテレビ文字放送による周知広報を実施 子ども子育て課 0799-22-1333

13 兵庫県 相生市 11月 ○ 広報紙に児童虐待防止推進月間について掲載
健康福祉部子育て
元気課

0791-22-7175

14 兵庫県 豊岡市 11月 ○ 豊岡市の広報において、虐待防止関係を掲載
こども支援セン
ター

0796-21-9003

15 兵庫県 豊岡市 11月 ○ 豊岡市の電光掲示板にテロップを掲示
こども支援セン
ター

0976-21-9003

16 兵庫県 加古川市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載
こども部家庭支援
課家庭支援係

079-427-3073

17 兵庫県 加古川市 11月 ○ 市役所の庁内放送で児童虐待防止についての呼びかけを実施
こども部家庭支援
課家庭支援係

079-427-3073

18 兵庫県 西脇市 11月 ○ 市広報誌で児童虐待防止推進月間の取組を周知
西脇市福祉部こど
も福祉課

0795-22-3111

19 兵庫県 宝塚市 11月1日 ○ 広報たからづかへ児童虐待防止月間に関する記事を掲載 子育て支援課 0797-77-9116

20 兵庫県 三木市 11月 ○
広報「みき」１１月号に児童虐待防止に係る市・県の相談窓口を
掲載する。また市の「子育て家庭ショートステイ事業」、「養育
支援訪問事業」の紹介記事と相談窓口を掲載する。

こども未来部子育
て支援課家庭支援
グループ

0794-82-2000
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21 兵庫県 川西市 11月1日 ○ 街頭啓発活動を実施
こども未来部子育
て・家庭支援課

072-740-1179

22 兵庫県 小野市 11月 ○ 広報・ホームページ・メール配信システムに掲載
市民福祉部子育て
支援課

0794-63-1645

23 兵庫県 三田市 11月 ○
本庁舎１階市民課前の電光掲示板で児童虐待防止に関する情報を
放映

健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

24 兵庫県 三田市 11月 ○ 市広報・ホームページでの啓発を実施
健康福祉部こども
室こども支援課こ
ども福祉担当

079-559-5072

25 兵庫県 加西市 11月 ○ 市広報、市ホームページにおいて啓発記事を掲載
健康福祉部地域福
祉課

0790-42-8709

26 兵庫県 篠山市 11月 ○ 市広報紙へ児童虐待防止推進月間の記事を掲載
保健福祉部福祉総
務課児童福祉係

079-552-7101

27 兵庫県 養父市 11月 ○ 市広報紙に「児童虐待防止推進月間」の紹介と啓発記事を掲載 こども育成課 079-664-0315

28 兵庫県 南あわじ市 11月 ○
市広報において児童虐待防止の標語、家庭児童相談室の連絡先等
を掲載

福祉部子育て支援
課家庭児童相談室

0799-43-5219

29 兵庫県 南あわじ市 11月 ○
電子掲示板（オニオンタワー）において児童虐待防止月間の周
知、標語等を掲示

福祉部子育て支援
課家庭児童相談室

0799-43-5219

30 兵庫県 南あわじ市 11月 ○
ケーブルテレビ文字放送において標語、家庭児童相談室の連絡先
等を掲示

福祉部子育て支援
課家庭児童相談室

0799-43-5219

31 兵庫県 朝来市 11月 ○ 市広報誌において児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
健康福祉部社会福
祉課

079-672-6126

32 兵庫県 朝来市 11月 ○ 市ケーブルテレビにおいて児童虐待防止に関する文字放送を実施
健康福祉部社会福
祉課

079-672-6127

33 兵庫県 宍粟市 10月15日
市広報誌（全戸配布）において、児童虐待防止に関する市の取組
（虐待防止対応マニュアル等）と児童虐待防止推進月間の紹介を
実施

保健福祉課（家庭
児童相談室）

0790-63-1950

34 兵庫県 加東市 11月 ○ 市ケーブルテレビ、広報等を通じて児童虐待防止の啓発を実施
福祉部子育て支援
課

0795-43-0408

35 兵庫県 猪名川町 11月3日 ○ 広報誌において啓発 生活部こども課 072-767-7477

36 兵庫県 多可町 11月1日 ○
PR活動を実施（町広報誌おいて、児童虐待防止に関する記事を掲
載）

多可町教育委員会
こども未来課

0795-32-2385

37 兵庫県 稲美町 11月 ○ 広報いなみ11月号において、児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉部地域福
祉課児童福祉係

079-492-9136

38 兵庫県 神河町
10月30日

～11月30日
○ 町運営のCATVで児童虐待防止推進月間の周知を実施 住民生活課 0790-34-0962

39 兵庫県 市川町 11月 ○ 啓発記事を広報に掲載 保健福祉センター 07490-26-1999

40 兵庫県 太子町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する通告先等を紹介
生活福祉部社会福
祉課児童福祉係

079-277-1013

41 兵庫県 上郡町 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
健康福祉課地域福
祉係

0791-52-1114

42 兵庫県 香美町 5月11日 町広報紙において、児童虐待防止に関する相談窓口を紹介 香美町福祉課 0796-36-1964

○　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 兵庫県 兵庫県 11月8日 ○ Ｊリーグヴィッセル神戸ホームゲーム時において啓発活動を実施
健康福祉部少子高
齢局児童課

078-362-3203

○　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 兵庫県 神戸市 11月12日 ○ シンボル施設のライトアップを実施
こども家庭局こど
も家庭支援課

078-322-5211

2 兵庫県 姫路市 8月～10月 ○ 中学生、大学生等の若者向けに出前講座を実施
健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

3 兵庫県 姫路市 6月
放課後児童クラブ（学童保育）支援員への児童虐待に関する研修
を実施

健康福祉局こども
育成部こども支援
課

079-221-2144

4 兵庫県 明石市 11月 ○
明石市立天文科学館壁面へのオレンジリボンマーク投射と明石海
峡大橋のオレンジイルミネーションの共演

福祉局子育て支援
室子育て支援課

078-918-5097
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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

5 兵庫県 芦屋市 5月31日

第１回芦屋市要保護児童対策地域協議会代表者会議研修会「児童
福祉法改正の流れと市町村・要対協の働きについて」
講師：荻野　勝巳氏
場所： 芦屋市役所東館３階　小会議室４，５　　　時間：13時
～

芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

6 兵庫県 芦屋市 8月30日 平成29年度第１回地域子育て支援者・担当職員育成研修会を実施
芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

7 兵庫県 芦屋市 11月29日 ○
児童虐待防止推進支援者研修会「未定」
講師：辻　由紀子　氏
場所：芦屋市保健福祉センター３階多目的ホール　　　時間：15

芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

8 兵庫県 芦屋市 12月6日 平成29年度第２回地域子育て支援者・担当職員育成研修会を実施
芦屋市こども・健
康部子育て推進課

0797-31-0637

9 兵庫県 川西市 11月8日 ○ 外部講師による、DVと児童虐待防止のための講演会を実施
こども未来部子育
て・家庭支援課

072-740-1179

10 兵庫県 川西市 11月 ○ 川西市広告入り番号案内機に啓発文を掲示
こども未来部子育
て・家庭支援課

072-740-1179

11 兵庫県 小野市 10月25日

小野市オレンジリボン運動として、市内保育園５歳児ふれあい運
動会に参加し、児童館マスコットキャラクターのチャイちゃん・
コムくんといっしょに児童虐待防止推進月間について保護者にPR
を実施

市民福祉部子育て
支援課

0794-63-1645

12 兵庫県 多可町 5月～11月 ○ 町内小学校（５校）授業協力『命の授業』を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

13 兵庫県 多可町 7月～2月 ○ 町内中学校(３年）家庭科授業協力『保育ふれあい体験』を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

14 兵庫県 多可町 6月12日、21日 県立多可高等学校(２年）保健授業協力『育児学習』を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

15 兵庫県 多可町 6月26日
県立多可高等学校(２年）福祉授業協力『レクリエーション学
習』を実施

子育てふれあいセンター 0795-37-2525

16 兵庫県 多可町 6月5日～9日 トライやるウィーク(仕事体験)を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

17 兵庫県 多可町 7月28日 親子交流会『夏まつり』(交流会館）を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

18 兵庫県 多可町 8月26日 家族交流会『夕涼み会』（かみingホール）を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

19 兵庫県 多可町 10月 子育てカーニバル(アスパル)を実施 子育てふれあいセンター 0795-37-2525

20 兵庫県 太子町 11月初旬～中旬 ○ 庁舎をオレンジにライトアップ
生活福祉部社会福
祉課児童福祉係

079-277-1013
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【奈良県】

○　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 奈良県 大和郡山市 11月1日 ○ 虐待防止に関する研修会を開催 こども福祉課 0743-53-1542

2 奈良県 五條市 8月28日 「うまれる」自主上映会を開催 保健福祉センター 0747-22-4001

3 奈良県 五條市 11月20日 ○ 児童虐待防止講演会を開催 保健福祉センター 0747-22-4001

4 奈良県 平群町 8月24日
平群町子どもの心の健康づくり普及推進委員会の教育部会におい
て、奈良県中央こども家庭相談センター職員を講師とした虐待予
防の研修会を実施

健康保険課 0745-45-8600

5 奈良県 広陵町 11月13日 ○ 町民を対象とした児童虐待防止の講演会を開催 子ども支援課 0745-55-6820

6 奈良県 広陵町 11月15日 ○ 幼稚園の先生を対象とした児童虐待防止の研修会を開催 子ども支援課 0745-55-6820

7 奈良県 大淀町 6月29日 代表者会議の研修「児童虐待と関係機関との連携」を開催 福祉課 0747-52-5501

○　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 奈良県 奈良県
10月21日、11月11
日、12日、26日、

12月9日ほか
○

県主催イベント等において、来場者へ啓発リーフレットやグッズ
を配布

健康福祉部こど
も・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

2 奈良県 奈良県 11月1日 ○
街頭キャンペーンを実施（於：近鉄奈良駅）（啓発リーフレット
やグッズの配布、拡声器による街宣放送）

健康福祉部こど
も・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

3 奈良県 奈良県 11月 ○ 県施設において、啓発パネル、リーフレット、グッズを設置
健康福祉部こど
も・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

4 奈良県 奈良市 11月1日 ○
オレンジリボンキャンペーンとして近鉄学園前駅周辺において啓
発物品等を配布予定

子ども未来部子育
て相談課子ども家
庭相談室

0742-34-4804

5 奈良県 奈良市 11月6日～10日 ○
奈良市役所１階連絡通路において、来庁者に対するオレンジリボ
ンキャンペーンの啓発コーナーを設置し、啓発物品等を配布予定

子ども未来部子育
て相談課子ども家
庭相談室

0742-34-4804

6 奈良県 奈良市 11月18日 ○
奈良佐保短期大学主催「こどもフェスタ」において、オレンジリ
ボンキャンペーンの啓発ブースを出展し、来場者に対して啓発物
品等を配布予定

子ども未来部子育
て相談課子ども家
庭相談室

0742-34-4804

7 奈良県 大和高田市 9月16日
交通安全・子育てフェスタにおいて、大和高田市家庭児童相談室
の連絡先が印刷された児童虐待防止啓発ティッシュを配布

児童福祉課児童福
祉グループ

0745-22-1101

8 奈良県 大和高田市 11月19日 ○
元気ウィークにおいて、家庭児童相談室の連絡先が印刷されたオ
リジナル啓発ティッシュを配布

児童福祉課児童福
祉グループ

0745-22-1101

9 奈良県 大和郡山市 10月22日
保健センターで実施するフェアにおいて、オレンジリボンツリー
の作成とオレンジリボンの配布を実施

こども福祉課 0743-53-1542

10 奈良県 大和郡山市 11月3日 ○

親子まつりでオレンジリボンキャンペーンを実施
　・児童虐待のたすきをかけ横断幕を持ってパレードに参加
　・ブースを設置してオレンジリボンを配布
　・オレンジリボンツリーの作成とクイズを実施

こども福祉課 0743-53-1542

11 奈良県 大和郡山市 11月 ○ 職員、関係機関へのオレンジリボンを配布 こども福祉課 0743-53-1542

12 奈良県 大和郡山市 11月 ○
市役所玄関、DMG　MORI　やまと郡山城ホール玄関にオレンジリ
ボンで飾ったツリーを設置

こども福祉課 0743-53-1542

13 奈良県 天理市 11月1日 ○
ザ・ビッグエクストラ天理店においてオレンジリボン、リーフ
レットを配布

健康福祉部児童福
祉課児童福祉係

0743-63-1001

14 奈良県 天理市 11月 ○
天理本通りにおいて、リボン、リーフレットの配布及びのぼり、
パネル等による啓発活動を実施

健康福祉部児童福
祉課児童福祉係

0743-63-1001

15 奈良県 天理市 11月 ○
天理駅前広場コフフンにおいて、子育て支援、児童虐待に関する
チラシを配布

健康福祉部児童福
祉課児童福祉係

0743-63-1001

16 奈良県 天理市 11月2日 ○ 天理市全職員にオレンジリボンを配布
健康福祉部児童福
祉課児童福祉係

0743-63-1001

17 奈良県 橿原市 11月1日 ○
街頭キャンペーンの実施（於：近鉄大和八木）（啓発リーフレッ
トやグッズの配布）

子育て支援課 0744-22-8984 予定

18 奈良県 橿原市 10月15日
「ふれあい・いきいき祭」（万葉ホール）において、来場者に啓
発グッズを配布し啓発

子育て支援課 0744-22-8984

19 奈良県 桜井市 11月1日 ○ 本庁舎、分庁舎で啓発物品を配布
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405
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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 奈良県 桜井市 11月5日 ○ 市ウォーキングフェスティバルにおいて啓発物品を配布
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

21 奈良県 桜井市
10月31日
～11月30日

○ 本庁舎等において啓発展示を実施
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

22 奈良県 桜井市 11月 ○ 全職員がオレンジリボンを着用
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

23 奈良県 桜井市 7月23日 陽だまりフェスタにおいて啓発物品を配布
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

24 奈良県 桜井市 3月3日 児童虐待死亡事件の日の該当啓発において、啓発物品を配布
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

25 奈良県 五條市 11月 ○ 市の文化祭においてオレンジリボンの周知・配布 保健福祉センター 0747-22-4001

26 奈良県 五條市 11月 ○
県内一斉オレンジリボンキャンペーン日に合わせ、オレンジリボ
ンの周知・配布

保健福祉センター 0747-22-4001

27 奈良県 五條市 11月 ○ 男女共同参画研修会においてオレンジリボンの周知・配布 保健福祉センター 0747-22-4001

28 奈良県 五條市 随時 ○ 健診等事業において、オレンジリボンTシャツを着用し啓発 保健福祉センター 0747-22-4001

29 奈良県 御所市 11月 ○

広報啓発グッズ（カイロ、マーカーペン）を作成し、手作りおも
ちゃと虐待防止リーフレットと一緒に11月中旬開催の「霜月際」
及び「食と農のフェスタ」、11月１日に市役所前と近鉄御所駅前
で配布する。

福祉部児童課児童
係

0745-62-3001

30 奈良県 生駒市 11月1日 ○
街頭キャンペーンを実施（於：近鉄生駒駅）（啓発リーフレット
やグッズの配布）

こどもサポートセ
ンター

0743-73-1005

31 奈良県 生駒市 11月上旬～中旬 ○
「オレンジリボンキャンペーン」を実施（生駒山麓公園ほか）
（啓発物品の配布）

こどもサポートセ
ンター

0743-73-1005

32 奈良県 生駒市 11月 ○
市内の幼稚園・保育所・小学校・中学校の全児童・生徒の保護者
向けにチラシ「みんなで防ごう！児童虐待」を配布

こどもサポートセ
ンター

0743-73-1005

33 奈良県 香芝市 11月2日 ○ 近鉄五位堂駅街頭において啓発グッズをﾞ配布 0745-79-7522

34 奈良県 香芝市 11月23日 ○ かしばふれあいの集いにおいて啓発グッズを配布 0745-79-7522

35 奈良県 香芝市 11月 ○
市役所､総合福祉センター、青少年センター等公共機関において
リーフレットを配布

0745-79-7522

36 奈良県 葛城市 11月 ○
葛城市職員、民生児童委員、市内教職員にオレンジリボンを配布
し、活動の周知を実施

保健福祉部こど
も・若者サポート
センター

0745-48-8639

37 奈良県 葛城市 11月12日 ○
當麻寺周辺で行われるイベントに出展し、オレンジリボン等グッ
ズを配布し、活動を周知

保健福祉部こど
も・若者サポート
センター

0745-48-8639

38 奈良県 宇陀市 11月1日 ○
近鉄榛原駅前・室生口大野駅前・ショッピングセンターにおいて
啓発物品等を配布

こども未来課 0745-82-2236

39 奈良県 宇陀市 9月3日 子どもフェスタにおいて啓発物品等を配布 こども未来課 0745-82-2236

40 奈良県 山添村 11月 ○ １１月中、窓口において啓発物品を配布 保健福祉課 0743-85-0045

41 奈良県 山添村 11月 ○ １１月中、職員名札にオレンジリボンを貼付し啓発 保健福祉課 0743-85-0045

42 奈良県 平群町 11月1日 ○
県内一斉のオレンジリボンキャンペーンに合わせて、町内の鉄道
4駅の駅前において啓発物品を配布

福祉課 0745-45-5872

43 奈良県 三郷町 11月1日 ○
三郷町内で通勤利用者の多い近鉄信貴山下駅前で啓発グッズを配
布

福祉政策課 0745-43-7322

44 奈良県 三郷町 11月11日 ○ 人権フェスタにおいて啓発パネル展示及び啓発グッズ配布を実施 福祉政策課 0745-43-7322

45 奈良県 安堵町 11月19日 ○ 安堵町産業フェスティバルにおいて啓発グッズを配布 健康福祉課 0743-57-1591

46 奈良県 安堵町 10月～11月 ○
地域のサロンへ行き、オレンジリボンを一緒に作ってもらうなど
の啓発活動を実施

健康福祉課 0743-57-1592

47 奈良県 三宅町 10月28日～29日 町文化祭において、児童虐待防止のための啓発物品を配付 健康子ども課 0745-43-3580

48 奈良県 田原本町 11月1日 ○ 近鉄田原本駅周辺でテッシュなどの啓発物品を配布 こども未来課 0744-33-9035

49 奈良県 明日香村 11月1日 ○ 健康福祉センター来館者へ啓発リーフレットやグッズを配布 健康づくり課 0744-54-5550
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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

50 奈良県 明日香村 11月 ○ 全職員、各種委員に対し、オレンジリボンの装着を依頼 健康づくり課 0744-54-5550

51 奈良県 明日香村 11月 ○
オレンジリボンキャンペーンののぼりを設置（飛鳥駅前、明日香
小学校前）

健康づくり課 0744-54-5550

52 奈良県 明日香村 11月 ○ 窓口において、啓発グッズを配布 健康づくり課 0744-54-5550

53 奈良県 明日香村 11月頃 ○
親子教室において、児童虐待防止啓発活動の一環としてオレンジ
リボンを作成

健康づくり課 0744-54-5550

54 奈良県 明日香村 10月28日
ハロウィンイベントにおいて、児童虐待防止啓発グッズ配布、パ
ネル展示を実施

健康づくり課 0744-54-5550

55 奈良県 王寺町 11月1日 ○
ＪＲ王寺駅中央改札口付近で街頭啓発キャンペーンを実施し、啓
発物品を配布

住民福祉部福祉介
護課子育て支援係

0745-32-2001

56 奈良県 王寺町 11月26日 ○
王寺町福祉まつりで特設ブースを設置し、マスコットキャラク
ター「雪丸」とともに、啓発物品を配布し、オレンジリボンを広
め、児童虐待防止を呼びかける

住民福祉部福祉介
護課子育て支援係

0745-32-2001

57 奈良県 王寺町 10月下旬～11月 ○
ＪＲ王寺駅と地域交流センターに設置している雪丸を活用した啓
発を実施

住民福祉部福祉介
護課子育て支援係

0745-32-2001

58 奈良県 広陵町 8月6日
保健センター主催の「命を守る町づくり」の会場（総合保健福祉
会館）において、幟を立てて、パネルを展示

子ども支援課 0745-55-6820

59 奈良県 広陵町 9月16日、17日
町主催の「かぐや姫まつり」の会場（総合グラウンド）におい
て、幟を立てて、パネルを展示

子ども支援課 0745-55-6820

60 奈良県 河合町 10月22日
ふれあいのつどいにおいて、コーナーを設けてパネル展示を行
い、来場者にオレンジリボンを配布

福祉部社会福祉課 0745-57-0200

61 奈良県 吉野町 11月4日 ○ オレンジリボンキャンペーン 長寿福祉課 0746-32-8856

62 奈良県 下市町 11月 ○ 役場窓口において啓発グッズを配布 健康福祉課 0747-52-0001

63 奈良県 黒滝村 11月10日～11日 ○ 村の文化祭において、啓発物品の配付や掲示を実施 保健福祉課 0747-62-2314

64 奈良県 野迫川村 10月7日 村内イベント受付において啓発物品を配布 住民課 0747-37-2101

65 奈良県 十津川村 随時 庁内からのポスターの掲示等を実施 福祉事務所 0746-62-0902

66 奈良県 下北山村 10月15日 「健康と長寿の集い」において啓発物品を配布 保健福祉課 07468-6-0015

67 奈良県 上北山村 9月下旬 長寿と健康の集いにおいて、啓発活動及び啓発物品の配布予定 住民課 07468-2-0001

68 奈良県 川上村 11月 ○
全職員・関係機関に啓発物品を配布
広報等に掲載し周知

住民福祉課 0746-52-0111 予定

69 奈良県 東吉野村 11月18日、19日 ○
村まるごとフェスティバルにおいてオレンジリボン・啓発ティッ
シュ・リーフレットを配布

住民福祉課 0746-42-0441

○　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 奈良県 奈良県 11月 ○ 県広報誌に児童虐待防止推進月間の特集記事を掲載
健康福祉部こど
も・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

2 奈良県 大和高田市 通年 ○
市広報誌において、児童虐待の連絡先として家庭児童相談室・中
央こ家相・高田こ家相・全国共通ダイヤルを掲載

児童福祉課児童福
祉グループ

0745-22-1101

3 奈良県 大和郡山市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間の取組を掲載 こども福祉課 0743-53-1542

4 奈良県 天理市 11月 ○ 広報紙において，児童虐待防止を呼び掛ける
健康福祉部児童福
祉課児童福祉係

0743-63-1001

5 奈良県 桜井市 11月1日 ○ 広報紙へ掲載
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

6 奈良県 五條市 11月1日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関連した内容を掲載 保健福祉センター 0747-22-4001

7 奈良県 御所市 11月1日 ○ 広報ごせにおいて、児童虐待防止推進月間の内容を掲載
福祉部児童課児童
係

0745-62-3001

8 奈良県 生駒市 11月 ○ 広報紙１１月１日号に児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載
こどもサポートセ
ンター

0743-73-1005

9 奈良県 香芝市 11月5日 ○ 広報｢かしば｣お知らせ版に予防啓発文を掲載 0745-79-7522
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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 奈良県 葛城市 11月 ○
市広報誌に児童虐待防止推進月間について掲載し、活動の周知を
図る

保健福祉部こど
も・若者サポート
センター

0745-48-8639

11 奈良県 宇陀市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止を呼びかける記事を掲載 こども未来課 0745-82-2236

12 奈良県 平群町 11月 ○
11月号の町広報誌の配布に合わせて、児童虐待防止に関する啓発
リーフレットを回覧

福祉課 0745-45-5872

13 奈良県 斑鳩町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止推進月間に関する情報を掲載
健康福祉部福祉子
ども課

0745-74-1001

14 奈良県 安堵町 11月 ○ 安堵町広報にオレンジリボンや虐待相談窓口等について掲載 健康福祉課 0743-57-1590

15 奈良県 川西町 11月 ○ 川西広報において、児童虐待防止に関する記事を掲載予定 福祉部健康福祉課 0745-44-2631

16 奈良県 三宅町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止に関するリーフレットを折込 健康子ども課 0745-43-3580

17 奈良県 三宅町 11月 ○ 町公式Facebookに児童虐待防止推進月間について掲載 健康子ども課 0745-43-3580

18 奈良県 田原本町 5月
児童福祉週間として「みんなで防ごう児童虐待」という内容で広
報誌に掲載

こども未来課 0744-33-9035

19 奈良県 田原本町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間の周知と対応方法について広報誌に掲載 こども未来課 0744-33-9035

20 奈良県 曽爾村 11月 ○ 児童虐待防止に関する内容を１１月広報に掲載 保健福祉課 0745-94-2103

21 奈良県 御杖村 11月 ○ 児童虐待防止推進月間PRと相談窓口・通告義務のPR 保健福祉課 0745-95-2828

22 奈良県 高取町 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
0744‐52‐
3334

23 奈良県 明日香村 11月1日 ○ 広報無線での啓発、広報誌、ホームページへの掲載を実施 健康づくり課 0744-54-5550

24 奈良県 上牧町
9月、

10月、11月
○ 児童虐待防止啓発記事を町の広報誌に掲載 住民福祉部福祉課 0745-76-1001

25 奈良県 大淀町 11月 ○ 児童虐待防止に関する町広報誌記載・町ＴＶでの啓発を実施 福祉課 0747-52-5501

26 奈良県 天川村 11月 ○ 虐待防止に関する記事を掲載 健康福祉課 0747-63-9110

27 奈良県 上北山村 11月 ○ 村広報紙において、児童虐待防止について掲載 住民課 07468-2-0001

○　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 奈良県 大和郡山市 11月 ○
図書館において、子育て支援に関する図書、命を大切にすること
をテーマにした図書等のコーナー展示を実施

こども福祉課 0743-53-1542

2 奈良県 桜井市
11月1日
から2年間

○ 児童虐待防止の標語を決定し、活用
すこやか暮らし部
こども未来課

0744-47-4405

3 奈良県 五條市 7月8日 差別をなくす市民集会を実施 保健福祉センター 0747-22-4001

4 奈良県 斑鳩町 10月
総合保健福祉会館会議室において、虐待をテーマに子育て支援講
座を開催

健康福祉部福祉子
ども課

0745-74-1001
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【和歌山県】

○　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 和歌山県 橋本市 11月 ○ 教職員向けの児童虐待防止に関する講演会を実施予定 橋本市こども課 0736-33-6102

2 和歌山県 橋本市 1月～3月 市民向けの児童虐待防止に関する講演会を実施予定 橋本市こども課 0736-33-6102

3 和歌山県 紀の川市 11月21日 ○ 市民向けの子育て講演会を実施 子育て支援課 0736-77-0863

4 和歌山県 湯浅町 8月29日
湯浅町庁舎において、「歌の力を信じて」をテーマに講師臼井真
氏による子ども子育て講演会を開催し、啓発チラシを配布予定

健康福祉課 0737-64-1120

5 和歌山県 上富田町 8月8日 母子保健推進委員会において、児童虐待をテーマに研修会を開催 住民生活課 0739-47-0550

○　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 和歌山県 和歌山県 11月11日 ○
ふれあい人権フェスタにおいて、児童虐待防止の啓発（展示、パ
ンフレット配布等）を実施（和歌山市）

子ども未来課 073-441-2497

2 和歌山県 和歌山市 11月 ○
和歌山市立和歌山高等学校の生徒が描いた児童虐待防止啓発イラ
スト画の展示を市役所本庁舎１階ロビーにおいて実施

福祉局こども未来
部こども総合支援
センター

073-402-7830

3 和歌山県 海南市 11月 ○ 子育て支援リーフレットを保育所・幼稚園の３歳児に配布
くらし部子育て推
進課

073-483-8430

4 和歌山県 橋本市 通年 ○
児童虐待に関する小冊子(マニュアル等)を作成し、各学校・園な
ど関係機関へ配布予定

橋本市こども課 0736-33-6102

5 和歌山県 田辺市 11月 ○ オレンジリボンを配布（各関係機関・民生委員・市職員等）
子育て推進課
こども家庭係

0739-26-4927

6 和歌山県 田辺市 11月 ○
児童虐待防止啓発リーフレットを配布（保育所・幼稚園・学校
等・健診等の参加者）

子育て推進課
こども家庭係

0739-26-4927

7 和歌山県 田辺市 11月1日 ○ 児童虐待防止のための街頭啓発を実施
子育て推進課
こども家庭係

0739-26-4927

8 和歌山県 新宮市 11月 ○ 庁内職員にオレンジリボンと児童虐待防止のカードを配布
子育て推進課（子
育て支援セン
ター）

0735-23-3740

9 和歌山県 新宮市 11月 ○
保健センター（子育て支援センター）社会福祉協議会にオレンジ
リボンツリーを設置

子育て推進課（子
育て支援セン
ター）

0735-23-3740

10 和歌山県 新宮市 11月 ○
オレンジリボン街頭キャンペーンの際、ショッピングセンターに
オレンジリボンツリーを設置し、オレンジ色の風船、オレンジリ
ボン（手作り）、児童虐待防止のカードを配布

子育て推進課（子
育て支援セン
ター）

0735-23-3740

11 和歌山県 紀の川市 11月8日 ○ トリプルP講座開催時にリーフレットを配布 子育て支援課 0736-77-0863

12 和歌山県 岩出市 10月28日 文化祭開催に合わせ、啓発用チラシ付きマスクを配布
生活福祉部子育て
支援課

0736-62-2141

13 和歌山県 岩出市 11月1日 ○
同和運動推進月間、人権を考える強化月間の啓発と同時にマスク
を配布

生活福祉部子育て
支援課

0736-62-2141

14 和歌山県 岩出市 11月12日 ○ 人権を考えるつどいにおいて、マスクを配布
生活福祉部子育て
支援課

0736-62-2141

15 和歌山県 かつらぎ町 11月 ○
「虐待してるかも」「されてるかも」「虐待を疑われているか
も」と感じた際に迷わず相談することを周知する為のパンフレッ
ト「子ども虐待を防ぐために」を配布

教育委員会総務課
子育て係

0736-22-0300

16 和歌山県 日高町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間横断幕を庁舎に掲示 住民福祉課 0738-63-3800

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

健康長寿課 0739-74-3337

18 和歌山県 みなべ町 通年 ○ 虐待防止に関するポスターを保健福祉センター内で掲示し啓発 健康長寿課 0739-74-3337

19 和歌山県 すさみ町 11月 ○ 町の公用車にオレンジリボン（マグネット式）を貼付 教育委員会 0739-55-2146

○　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 和歌山県 和歌山県 10月 県広報「県民の友」10月号に、児童虐待防止に関する記事を掲載 子ども未来課 073-441-2497
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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 和歌山県 海南市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する周知を図る記事を掲載
くらし部子育て推
進課

073-483-8430

3 和歌山県 有田市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間を周知予定
市民福祉部
福祉課子ども係

0737-83-1111

4 和歌山県 御坊市 11月 ○
市広報誌（約9,000世帯に配布）に児童虐待防止推進月間、電話
「189」についての記事を掲載

市民福祉部社会福
祉課福祉児童係

0738-23-5508

5 和歌山県 新宮市 11月 ○
市の広報11月号において、虐待防止の啓発やオレンジリボンキャ
ンペーンの活動について掲載

子育て推進課（子
育て支援セン
ター）

0735-23-3740

6 和歌山県 新宮市 11月 ○
市の広報11月号に虐待防止の啓発やオレンジリボンキャンペーン
の活動について掲載

子育て推進課（子
育て支援セン
ター）

0735-23-3740

7 和歌山県 紀の川市 11月 ○ 市広報誌に虐待防止に関する記事を掲載 子育て支援課 0736-77-0863

8 和歌山県 岩出市 11月 ○
市広報誌とウエブサイトで児童虐待防止に関する内容を掲載し啓
発

生活福祉部子育て
支援課

0736-62-2141

9 和歌山県 紀美野町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待通報ダイヤルを掲載 保健福祉課 073-489-9960

10 和歌山県 かつらぎ町 11月 ○
町広報において、児童虐待防止や町児童虐待相談窓口（専用ダイ
ヤル）について啓発

教育委員会総務課
子育て係

0736-22-0300

11 和歌山県 高野町 11月上旬 ○ 町広報において啓発（各戸配布） 福祉保健課 0736-56-3000

12 和歌山県 湯浅町 11月 ○
町広報誌において、児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載予
定

健康福祉課 0737-64-1120

13 和歌山県 有田川町 11月 ○ 町広報誌の11月号において情報を掲載
家庭支援総合セン
ター

0737-52-2111

14 和歌山県 由良町 11月1日 ○ 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 住民福祉課 0738-65-0201

15 和歌山県 みなべ町 11月 ○
町広報誌に「児童虐待防止推進月間」や虐待通報・相談について
掲載

健康長寿課 0739-74-3337

16 和歌山県 白浜町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載 民生課 0739-43-6594

17 和歌山県 すさみ町 11月 ○ 虐待防止推進月間について広報誌に掲載 教育委員会 0739-55-2146

18 和歌山県 串本町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止推進月間の取組を周知 こども未来課 0735-67-7027

○　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 和歌山県 和歌山市 通年 ○
前向き子育てプログラム（トリプルP）を和歌山市ホームページ
に掲載

福祉局こども未来
部こども総合支援
センター

073-402-7830
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【鳥取県】

○　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 鳥取県 鳥取県 11月 ○
啓発リーフレット、ポケットティッシュ等を作成し、保育所、幼
稚園等に配布するなど県民に向けた広報活動を実施

福祉保健部子育て
王国推進局青少
年・家庭課

0857-26-7149

2 鳥取県 鳥取県 11月 ○
ショッピングセンターにおいて、リーフレット・ポケットティッ
シュの配布キャンペーンを実施

福祉保健部子育て
王国推進局青少
年・家庭課

0857-26-7149

3 鳥取県 鳥取県 11月1日～30日 ○ 県内６箇所に横断幕・懸垂幕を掲出
福祉保健部子育て
王国推進局青少
年・家庭課

0857-26-7149

4 鳥取県 米子市 4月～3月 ○ 市職員の名札にオレンジリボンを入れ児童虐待防止の啓発を実施
健康対策課家庭児
童相談室

0859-23-5176

5 鳥取県 境港市 9月12日
要対協構成機関関係者に参加を呼びかけ、オレンジリボンを作成
し、11月に関係機関職員及び市民に配付

福祉保健部子育て
支援課育児支援係

0859-47-1077

6 鳥取県 境港市 10月～11月 ○
オレンジリボンキャンペーン用ポケットティッシュを製作、市内
の公民館行事、スーパーにおいてオレンジリボン等とともに市民
に配付

福祉保健部子育て
支援課育児支援係

0859-47-1077

7 鳥取県 境港市 11月 ○ 要対協構成機関関係者にオレンジリボン等を配布
福祉保健部子育て
支援課育児支援係

0859-47-1077

8 鳥取県 岩美町 11月 ○ 町内の商業施設において、虐待防止啓発グッズを配布 住民生活課 0857-73-1415 予定

9 鳥取県 北栄町 11月1日 ○ リーフレットを全戸配布 福祉課 0858-37-5852

10 鳥取県 北栄町 11月1日 ○ 町ファミリーサポートセンターにリーフレットを配付 福祉課 0858-37-5852

11 鳥取県 北栄町 通年 ○ 母子健康手帳交付時に啓発用クリアファイルを配付 福祉課 0858-37-5852

12 鳥取県 大山町
10月30日
～11月30日

○
広報だいせんにおいて児童虐待防止推進月間とオレンジリボンた
すきリレーについて掲載

幼児・学校教育課
幼児教育室

0859-54-5219

13 鳥取県 日野町 11月 ○ チラシを配布 健康福祉課 0859-72-0334

○　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 鳥取県 鳥取県 11月6日～19日 ○
ショッピングセンター食品売場のレジに設置されたモニターにお
いて情報を発信

福祉保健部子育て
王国推進局青少
年・家庭課

0857-26-7149

2 鳥取県 鳥取県 11月7日～13日 ○ ローソンのレジ画面において情報発信を実施
福祉保健部子育て
王国推進局青少
年・家庭課

0857-26-7149

3 鳥取県 米子市 11月 ○ 市広報、ホームページに児童虐待防止についての記事を掲載
健康対策課家庭児
童相談室

0859-23-5176

4 鳥取県 倉吉市 11月 ○ 広報車による市内広報を実施（月間中２回）
福祉保健部子ども
家庭課

0858-22-8220

5 鳥取県 倉吉市 11月 ○ ホームページへ掲載
福祉保健部子ども
家庭課

0858-22-8220

6 鳥取県 倉吉市 11月 ○ 館報へ掲載
福祉保健部保健セ
ンター

0858-26-5670

7 鳥取県 境港市 11月 ○
市広報紙において、児童虐待防止推進月間及び啓発活動に関する
記事を掲載

福祉保健部子育て
支援課育児支援係

0859-47-1077

8 鳥取県 岩美町 11月 ○ 町広報誌に、虐待防止啓発の記事を掲載 住民生活課 0857-73-1415 予定

9 鳥取県 岩美町 11月 ○ 町内のケーブルテレビで啓発を実施 住民生活課 0857-73-1415 予定

10 鳥取県 若桜町 11月 ○ 当該年のテーマ(標語）を広報に掲載
若桜町保健セン
ター

0858-82-2214

11 鳥取県 八頭町 11月 ○
児童虐待防止推進月間にあわせ、児童虐待防止について町報や防
災無線により啓発を実施

保健課 0858-72-3566

12 鳥取県 三朝町 11月 ○ 広報誌で周知 子育て健康課 0858-43-3520

13 鳥取県 湯梨浜町 11月4日 ○
オレンジリボンキャンペーン　たすきリレーについて広報、ケー
ブルで周知予定

子育て支援課 0858-35-5321

14 鳥取県 北栄町 11月1日 ○ 町広報誌 福祉課 0858-37-5852
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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 鳥取県 北栄町 11月1日 ○ ケーブルテレビ文字放送 福祉課 0858-37-5852

16 鳥取県 大山町
11月1日

～11月30日
○ 児童虐待防止推進月間をケーブルTVで放送予定

幼児・学校教育課
幼児教育室

0859-54-5219

17 鳥取県 伯耆町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間について町広報、ホームページ等に掲載 福祉課 0859-68-5534

18 鳥取県 日南町 11月 ○ 町広報紙に児童虐待防止に関する記事を掲載予定 福祉保健課 0859-82-0374 11月号

○　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 鳥取県 米子市 10月24日
米子市要保護児童対策地域協議会において、児童虐待防止に関す
る研修会を開催

健康対策課家庭児
童相談室

0859-23-5176

2 鳥取県 境港市 11月8日 ○ 要対協構成機関関係者を対象に児童虐待防止研修会を開催
福祉保健部子育て
支援課育児支援係

0859-47-1077

3 鳥取県 北栄町 11月9日 ○ 町民生児童委員協議会定例会における講演を実施 福祉課 0858-37-5852

4 鳥取県 北栄町 5月18日
養育支援訪問事業の訪問相談員・ヘルパーに対する基礎研修会に
おける講演を実施

福祉課 0858-37-5852

5 鳥取県 北栄町 6月23日 県中部要対協代表者会議研修会を実施 福祉課 0858-37-5852
倉吉児相と県中部1
子4町による共催

6 鳥取県 北栄町
8月21日、
22日、25日

町幼児教育研究会における保育士に対する講演を実施 福祉課 0858-37-5852
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