（様式）
【大阪府内市町村（政令市を除く）における取組】
市区町村

実施（予定）
期間・日

岸和田市

11月1日

岸和田市

11月13日～11月21日

岸和田市

11月13日

岸和田市

11月1日～11月30日

豊中市

11月30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
こども未来部こども相談課
域協議会）研修会を関係機関向けに開催

06-6852-8448

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、千里中央駅付近で配布

こども未来部こども相談課

06-6852-8448

豊中市

11月1日～11月30日

児童虐待防止推進月間を広く市民に周知するため、市のホームページや広報誌に啓発
情報を掲載
こども未来部こども相談課
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

06-6852-8448

池田市

11月1日～11月30日

池田市

11月1日～11月30日

池田市

通年

吹田市

11月1日、2日

吹田市

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

市広報誌に児童虐待防止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

市庁舎玄関にパネルやｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝを装飾したオブジェ等を設置

子育て応援部子育て給付課 072-423-9625

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

市職員にオレンジリボンシールを配布

子育て応援部子育て給付課 072-423-9625

子ども・健康部子育て支援
課
子ども・健康部子育て支援
市職員にオレンジリボンを配布
課
子ども・健康部子育て支援
４ヶ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ための小冊子を配布
課
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

072-754‐6525
072-754‐6525
072-754‐6525

駅前やショッピングモールにて啓発グッズを配布

家庭児童相談課

06-6384-1472

11月9日

児童虐待防止及び子育て支援に関する講演会を開催

家庭児童相談課

06-6384-1472

吹田市

11月中

市報にて児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載

家庭児童相談課

06-6384-1472

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

健康福祉部子育て応援課

0725-33-9059

泉大津市

11月10日

こどもフェスティバルにてオレンジリボンキャンペーンを実施

健康福祉部子育て応援課

0725-33-9059

泉大津市

5月25日～6月中

小・中学校等の地域の関係機関に啓発物を配布

健康福祉部子育て応援課

0725-33-9059

高槻市

5月

市内関係施設に児童虐待防止リーフレットを配布・配架

子育て総合支援センター

072-686-5363

高槻市

11月

市広報誌にて児童虐待防止推進月間の啓発

子育て総合支援センター

072-686-5363

高槻市

11月

市ホームページにてオレンジリボンキャンペーン街頭キャンペーン実施を周知

子育て総合支援センター

072-686-5363

高槻市

11月

市内関係施設に児童虐待防止推進リーフレット及びポスターを配架・掲示

子育て総合支援センター

072-686-5363

高槻市

11月

市公用車にて児童虐待防止啓発マグネットシートによる周知

子育て総合支援センター

072-686-5363

高槻市

11月

市職員の名札台紙にて児童虐待防止推進月間の啓発

子育て総合支援センター

072-686-5363

高槻市

11月

子育て総合支援センター建屋に児童虐待防止推進月間横断幕を掲揚

子育て総合支援センター

072-686-5363

高槻市

11月

子育て総合支援センターにて啓発ブースを設置。ポスター掲示及び啓発グッズの配架

子育て総合支援センター

072-686-5363

11月2日

駅前にて児童虐待防止啓発グッズを配布。高槻市マスコットキャラクターの着ぐるみ参
加

子育て総合支援センター

072-686-5363

市役所庁舎内にてパネル展示とリーフレット及び啓発グッズの配架

子育て総合支援センター

072-686-5363

高槻ロータリークラブ主催のイベントにて児童虐待防止に関するPRを実施

子育て総合支援センター

072-686-5363

「高槻市新成人のつどい」にて児童虐待防止リーフレットの配布

子育て総合支援センター

072-686-5363

高槻市
高槻市

11月

高槻市

11月3日

高槻市

1月

貝塚市

11月1日～30日

庁舎出入口外に児童虐待防止推進月間を知らせる立て看板を設置

子ども福祉課

072-433-7020

貝塚市

11月1日～30日

庁舎入口内にオレンジリボンの紹介を記したリボンツリー（高さ約80㎝）を配置

子ども福祉課

072-433-7020

貝塚市

11月14日

児童虐待防止に関する部外講師による市民向け講演会を開催

子ども福祉課

072-433-7020

貝塚市

11月1日～11月30日

南海貝塚駅前の電光掲示板に児童虐待防止に関する広報を掲示

子ども福祉課

072-433-7020

貝塚市

11月6日

市内大型ショッピング店舗において買物客に啓発物品などを配布

子ども福祉課

072-433-7020

貝塚市

11月1日～11月30日

本庁舎に児童虐待防止月間に関する懸垂幕を設置

子ども福祉課

072-433-7020

貝塚市

10月～11月

ＦＢ及び市広報紙等で児童虐待防止月間に関する広報啓発を実施

子ども福祉課

072-433-7020

貝塚市

11月

子ども関連施設（保育園、幼稚園、小学校、公民館等）において啓発ポスターの掲示を
依頼

子ども福祉課

072-433-7020

（様式）
枚方市

11月16日

「児童虐待防止推進月間」街頭キャンペーンとして、京阪枚方市駅及び友好・交流都市
物産展会場にて、広報啓発用グッズ(ティッシュ、クリアファイル)を作成し配布

子ども総合相談センター

050-7102-3220

枚方市

11月1日

広報誌、市ホームページによる周知

子ども総合相談センター

050-7102-3220

枚方市

10月7日～11月25日

前向きな子育て技術を学ぶ親子支援プロゴラム（「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

050-7102-3220

枚方市

11月1日～11月30日

市公用車にて児童虐待防止啓発マグネットシートによる周知

子ども総合相談センター

050-7102-3220

守口市

11月13日

守口市

11月13日

守口市

11月1日～11月30日

守口市

通年

茨木市

11月1日

茨木市

広報啓発用グッズ（ウェットティッシュ・ティッシュ・ボールペン）を作成し、街頭啓発活動で こども部子育て支援課
配布
こども部子育て支援課
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
市広報誌（11月号）に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。
市内大型ショッピングモールにて児童虐待防止啓発ポスターを掲示。

こども部子育て支援課

市役所前電光掲示板にて児童虐待防止に関する広報を掲示

こども部子育て支援課

06-6992-1655
06-6992-1655
06-6992-1655
06-6992-1655

広報いばらき11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
子育て支援課こども相談係
月間の行事を掲載

072-624-9301

11月1日～11月30日

「コミュニティビジョン」への掲載

子育て支援課こども相談係

072-624-9301

茨木市

11月1日～11月30日

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

子育て支援課こども相談係

072-624-9301

茨木市

11月15日～11月30日

茨木市

11月1日～11月15日

茨木市

11月1日～11月30日

市民参加によるオレンジリボンツリーを設置
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
子育て支援課こども相談係
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）
児童虐待防止推進月間啓発懸垂幕の掲出
子育て支援課こども相談係
場所：市役所本庁舎 東側側面
児童の福祉に関する職務に従事する職員が、オレンジリボンを着用

072-624-9301

072-624-9301

子育て支援課こども相談係

072-624-9301

072-624-9301

茨木市

11月8日

「茨木市虐待防止」街頭啓発キャンペーンを実施
11月８日（木）午後５時45分～６時45分場所：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・暴力の根絶にむけて、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 子育て支援課こども相談係
害者・高齢者虐待防止ネットワーク連絡会との共同
※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

茨木市

11月6日
11月13日

「児童虐待防止」街頭啓発キャンペーンを実施
11月６日 （火） 午前11時から正午 場所：茨木市阪急本町通商店街
11月13日（火） 午前11時から正午 場所：イオン茨木ショッピングセンター
※11月13日のみ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
が登場します。

子育て支援課こども相談係

072-624-9301

茨木市

11月1日～11月30日

ポスターの掲示児童虐待を発見した時の通告先、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

子育て支援課こども相談係

072-624-9301

茨木市

11月1日～11月30日

公用車全台に児童虐待防止推進月間啓発マグネットシールの貼付け

子育て支援課こども相談係

072-624-9301

八尾市

11月16日

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
072-924-9892
て総合支援ネットワークセンター

八尾市

11月2日

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 て総合支援ネットワークセンター 072-924-9892

八尾市

10月～11月

八尾市

こども未来部子育て支援課子育

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
072-924-9892
て総合支援ネットワークセンター

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
072-924-9892
て総合支援ネットワークセンター

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
072-924-9892
て総合支援ネットワークセンター

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 こども未来部子育て支援課子育
072-924-9892
て総合支援ネットワークセンター
周知する懸垂幕を設置

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
072-924-9892
て総合支援ネットワークセンター

八尾市

11月5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
072-924-9892
て総合支援ネットワークセンター

泉佐野市

11月

児童虐待防止推進月間に関して市の広報誌に掲載

こども部子育て支援課

072-463-1212

泉佐野市

11月6日

ショッピングモールの出入口付近にて、啓発物品の配布

こども部子育て支援課

072-463-1212

泉佐野市

10～11月

パープルリボンとオレンジリボンのツリー又はオブジェを巡回して設置（設置場所：市役
所庁舎、上下水道局、生涯学習センター、女性センター、北部市民交流センター、南部
市民交流センター、佐野工科高校）

こども部子育て支援課

072-463-1212

富田林市

11月6日

児童虐待防止啓発用に作成したジャンパーを着用して職員ボランティア清掃に参加

子育て福祉部こども未来室

富田林市

11月

市庁舎の窓に189の電話番号を掲示

子育て福祉部こども未来室

富田林市

11月

広報誌、とんだばやしメール、フェイスブックに児童虐待防止啓発記事を掲載

子育て福祉部こども未来室

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

子育て福祉部こども未来室

0721-25-1000
（内線208）
0721-25-1000
（内線208）
0721-25-1000
（内線208）
0721-25-1000
（内線208）

（様式）
市内４駅にて街頭啓発を実施
「みんなで守ろうこどもの笑顔」、「いじめ・児童虐待は人権侵害です」をスローガンに、い
こども部こどもを守る課
じめ防止の啓発も同時に実施
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昨年度より増加させ配布

072-838-0466

11月

市で作成したのぼり、懸垂幕等を設置

こども部こどもを守る課

072-838-0466

寝屋川市

11月

市の広報誌にて市民に啓発

こども部こどもを守る課

072-838-0466

寝屋川市

11月1日

庁内放送にて市民へ呼びかけを実施

こども部こどもを守る課

072-838-0466

寝屋川市

11月

庁内の広告モニターにて市民へ呼びかけを実施

こども部こどもを守る課

072-838-0466

河内長野市

11月22日

講演会開催 講師：杉山春 氏
場所：河内長野市立市民交流センター

子ども子育て課

0721-53-1111

河内長野市

7月・10月・11月

市広報にて、児童虐待の相談先を掲載

子ども子育て課

0721-53-1111

松原市

11月

児童虐待防止推進月間講演会「虐待に関すること」を開催

福祉部子ども未来室

072-337-3118

松原市

11月1日～11月30日

児童虐待防止推進月間のぼり旗を設置

福祉部子ども未来室

072-337-3118

松原市

11月

市内大型スーパーの店舗にてリーフレット等を配布

福祉部子ども未来室

072-337-3118

大東市

11月1日

大東市

11月14日

和泉市

通年

和泉市

寝屋川市

11月1日

寝屋川市

ポップタウン住道オペラパークスペイン広場にて街頭キャンペーンを実施し、本市作成の
子ども室家庭児童相談室
児童虐待防止啓発物品を配布
大東市立総合文化センター（サーティホール）多目的小ホールにて、子育て講演会を実
子ども室家庭児童相談室
施
市内保育園・幼稚園の年長園児に１人につき２個のオレンジリボン作成を依頼、１個は
園児が持ち帰って保護者へ渡し、もう１個は全て集めて市民向けに市役所窓口に設置
（作成期間：9月～10月、設置期間：無くなるまで）

072-875-8101
072-875-8101

こども部こども未来室

0725-99-8135

11月10日

ライオンズクラブ協力のもと啓発物品を作成、池上曽根史跡公園にて実施される商工ま
こども部こども未来室
つりにて来場者に対し大阪府作成の啓発物品とともに配布

0725-99-8135

和泉市

10月1日
11月1日

和泉市広報10・11月号にて、児童虐待防止推進月間に関する記事を掲載

0725-99-8135

箕面市

11月28日

民生委員児童委員向けに児童虐待防止をテーマにした研修会を実施

箕面市

10月以降

幼保小中在籍児童、関係機関を対象に、市作成チラシを配布

箕面市

10月以降

市内医療機関、スーパー、公共施設に市作成啓発ポスターを掲示

箕面市

11月10日

阪急箕面駅前、市内ショッピングモール等で、啓発チラシや啓発グッズ等を配布

箕面市

6月・11月

市広報紙特集ページに啓発記事を掲載

箕面市

11月1日～11月30日

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

柏原市

11月

広報誌等で児童虐待防止月間の周知と相談窓口の紹介

健康福祉部こども政策課

072-943-4811

羽曳野市

11月7日

古市駅頭にて啓発物品（大阪府作成）を配布

市長公室こども未来室こども
072-958-1111
課

門真市

11月2日

市内の駅周辺にて啓発物品の配布

子育て支援課

06-6902-6148

門真市

11月１日～11月30日

市広報紙にて児童虐待防止月間を掲載

子育て支援課

06-6902-6148

門真市

通年

ポスター掲示

子育て支援課

06-6902-6148

門真市

随時

小・中学校等へのポスター配布

子育て支援課

06-6902-6148

門真市

10月8日

ラブリーフェスタにおいて、啓発パンフの設置

子育て支援課

06-6902-6148

門真市

11月11日

スポーツレクリエーションにおいて、啓発パンフの設置

子育て支援課

06-6902-6148

摂津市

11月1日～11月30日

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

摂津市

11月1日～11月30日

市役所庁舎並びに市内公共施設にてオレンジリボンキャンペーン展示コーナーを設置

摂津市

11月1日～11月30日

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

摂津市

11月5日

駅構内並びに市内集客施設にて啓発品の配布

摂津市

11月16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

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

こども部こども未来室
子ども未来創造局児童相談
支援センター
子ども未来創造局児童相談
支援センター
子ども未来創造局児童相談
支援センター
子ども未来創造局児童相談
支援センター
子ども未来創造局児童相談
支援センター
子ども未来創造局児童相談
支援センター

次世代育成部家庭児童相談
課
次世代育成部家庭児童相談
課
次世代育成部家庭児童相談
課
次世代育成部家庭児童相談
課
次世代育成部家庭児童相談
課

072-724-6233
072-724-6233
072-724-6233
072-724-6233
072-724-6233
072-724-6233

06-6155-6302
06-6155-6302
06-6155-6302
06-6155-6302
06-6155-6302

（様式）
高石市

10月1日～11月30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回講座の開催
テーマ：子育て連続講座「子どもへの伝え方・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

高石市

11月1日～11月30日

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
教育部こども家庭課
するオレンジリボンの啓発用幟旗の設置

072-275-6349

高石市

11月1日～11月30日

市職員の名札等にオレンジリボン着用

教育部こども家庭課

072-275-6349

高石市

11月12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

藤井寺市

11月上旬

虐待防止推進月間キャンペーン 機関向け研修会を開催

こども・健康部子育て支援課 072-939-1162

藤井寺市

11月上旬

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

東大阪市

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紹介
虐待相談窓口の周知

東大阪市

11月29日

東大阪市

11月1日

東大阪市

11月15日・20日・21日

東大阪市

11月1日～11月30日

東大阪市

11月1日～11月30日

東大阪市

11月1日～11月30日

東大阪市

11月1日～11月30日

東大阪市

11月1日～11月30日

東大阪市

11月1日～11月30日

泉南市

11月14日

市民啓発イベントを開催
DVD上映 「KNOCK3－真夜中のステージ―」、歌とトーク

四條畷市

11月7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

四條畷市

11月19日

子育て応援講演会を開催（講師：女性ライフサイクル研究所フェリアン 津村 薫氏）
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

四條畷市

年２回

四條畷市

7月26日～8月23日

四條畷市

5月17日～6月28日、
10月4日～11月15日

四條畷市

子どもすこやか部子ども見
守り課
子どもすこやか部子ども見
子育て講演会の開催
守り課
子どもすこやか部子ども見
布施・八戸ノ里・瓢箪山駅前においてチラシ、啓発グッズを配布
守り課
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 子どもすこやか部子ども見
発を行い、啓発グッズを配布
守り課
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 子どもすこやか部子ども見
ネルの展示、オレンジリボンの配布を実施
守り課
子どもすこやか部子ども見
市役所庁舎に懸垂幕、福祉事務所に横断幕を掲揚
守り課
子どもすこやか部子ども見
啓発用マグネットを公用車に貼付し、広報を実施
守り課
子どもすこやか部子ども見
電光掲示板において、児童虐待防止推進月間の広報及び通告連絡先の周知
守り課
子どもすこやか部子ども見
公立保育所にのぼりを配布
守り課
子どもすこやか部子ども見
子育て講演会のポスターを作成し、関係機関にて掲示
守り課

06-4309-3197
06-4309-3197
06-4309-3197
06-4309-3197
06-4309-3197
06-4309-3197
06-4309-3197
06-4309-3197
06-4309-3197
06-4309-3197

健康福祉部保育子育て支援
072-485-1586
課
子ども未来部子育て総合支
072-877-5455
援センター
子ども未来部子育て総合支
072-877-5455
援センター

ファン・フレンズ・プログラムを実施
子ども未来部子育て総合支
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
072-877-5455
援センター
も園
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
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

4月17日～5月8日、
7月3日～7月24日、
親子の絆づくりプログラム”赤ちゃんがきた！”を実施
9月11日～10月2日、
場所：市民総合センター
11月20日～12月11日、
2月5日～2月26日

子ども未来部子育て総合支
072-877-5455
援センター
子ども未来部子育て総合支
072-877-5455
援センター

子ども未来部子育て総合支
072-877-5455
援センター

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

子ども未来部子育て総合支
072-877-5455
援センター

11月11日

市が開催する健康福祉フェスティバルのイベントにて啓発グッズの配布

健やか部子育て支援課

072-893-6406

交野市

11月21日

河内磐船駅・星田駅前にて、啓発グッズ等の配布を行う街頭キャンペーンを実施

健やか部子育て支援課

072-893-6406

交野市

11月22日

交野市

11月

大阪狭山市

10月27日

大阪狭山市

11月24日

大阪狭山市

11月1日～11月30日

大阪狭山市

11月1日～11月30日

大阪狭山市

11月1日～11月30日

阪南市

11月

市役所庁舎内にオレンジリボンのモニュメント展示

子育て総合支援センター

072-470-1400

阪南市

11月

市の広報誌及びホームページへ児童虐待防止記事の掲載

子育て総合支援センター

072-470-1400

阪南市

8月10日

児童虐待防止に係る研修会の開催

子育て総合支援センター

072-470-1400

島本町

11月

啓発グッズの配布等の街頭キャンペーンを実施

教育こども部子育て支援課

075-962-7461

四條畷市

11月

交野市

児童虐待防止及び子育てをテーマとした講演会を市民対象に開催
健やか部子育て支援課
テーマ「こどもにキレてしまいそうなとき～子育て中の怒りをコントロールしよう」
市広報紙・市ホームページ・広告ディスプレイにて児童虐待防止に関する取組みや相談
健やか部子育て支援課
窓口の周知
こども政策部子育て支援グ
ループ
こども政策部子育て支援グ
教育委員会主催のこどもフェスティバルで、啓発ポスターの掲示
ループ
啓発用のタスキとのぼりを作成し、市役所庁舎正面入り口の市マスコットキャラクター「さ こども政策部子育て支援グ
やりん」のモニュメントに設置
ループ
こども政策部子育て支援グ
啓発用の三角柱ポップを作成し、市役所庁舎内窓口のカウンターに設置
ループ
こども政策部子育て支援グ
全職員がオレンジリボンをつけ、業務を実施
ループ
市立子育て支援センター”ぽっぽえん”で開催するぽっぽえんまつりで、啓発物品を配布

072-893-6406
072-893-6406

072-366-0011
072-366-0011
072-366-0011
072-366-0011
072-366-0011

（様式）
豊能町

11月1日～11月30日

豊能町

11月

豊能町

11月

駅前、庁舎、公共施設前にオレンジキャンペーンののぼりを掲示

教育委員会教育支援課

072-739-3432

町広報誌と児童虐待防止キャンペーン講演会のチラシを同配し周知

教育委員会教育支援課

072-739-3432

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

教育委員会教育支援課

072-739-3432

豊能町

11月11日

町民祭において子育て支援、オレンジリボンキャンペーンの啓発のサンバイザー・ポケッ
教育委員会教育支援課
トティッシュ・ゆるキャラシールの配布

豊能町

11月16日

児童虐待防止キャンペーン講演会の開催

教育委員会教育支援課

072-739-3432

能勢町

11月

町広報誌に児童虐待防止啓発記事を掲載

健康福祉部福祉課福祉係

072-731-2150

忠岡町

11月1日

忠岡町

11月

熊取町

11月6日

熊取町

11月

田尻町

11月1日

田尻町

町広報誌において、児童虐待防止推進月間の啓発に併せ関連記事掲載
関係機関と研修会を開催

072-739-3432

教育委員会教育部子育て支
0725-22-1122
援課
教育委員会教育部子育て支
0725-22-1122
援課

啓発物品（啓発カードを挟んだティッシュ等）の配布を行う街頭キャンペーン

健康福祉部子育て支援課

072-452-6814

町広報紙において、児童虐待防止推進月間を周知及び相談機関を案内

健康福祉部子育て支援課

072-452-6814

町内にて、児童虐待防止に関する街頭キャンペーンを行い、啓発物品を配布

民生部こども課

072-466-5013

11月

町広報紙にて、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

岬町

11月

児童虐待防止に関する記事を町広報誌（11月配布分）に掲載

しあわせ創造部子育て支援
072-492-2709
課

太子町

11月11日

町内のイベントにおいて、オレンジリボンキャンペーンの啓発物品を配布

健康福祉部子育て支援課

0721-98-5596

太子町

11月

庁舎内（子育て支援課前）にオレンジリボンの啓発コーナーを設置

健康福祉部子育て支援課

0721-98-5596

太子町

11月上旬

町内の小・中学校の生徒とその保護者へ啓発物品を配布

健康福祉部子育て支援課

0721-98-5596

太子町

11月

広報紙に児童虐待防止推進月間の記事を掲載

健康福祉部子育て支援課

0721-98-5596

河南町

11月1日～11月30日

子育て親子や人が多く集う子育てセンターや「イベント」会場で啓発物品を配布

こども１ばん課

0721-93-2500

河南町

11月

町広報誌に児童虐待防止啓発記事を掲載

こども１ばん課

0721-93-2500

河南町

11月上旬

町内のこども園・保育園の園児とその保護者へ啓発物品を配布

こども１ばん課

0721-93-2500

千早赤阪村

11月

児童虐待防止推進月間周知のため、児童虐待防止ジャンパー（オレンジリボン入り）を
作成し、健康福祉課職員が着用し執務

健康福祉課

0721-72-0081

千早赤阪村

11月

広報紙に児童虐待防止推進月間の記事を掲載（11月号広報に掲載）

健康福祉課

0721-72-0081

千早赤阪村

11月25日

「福祉のつどい」の会場において、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

