
【栃木県】

○　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 栃木県 足利市 11月13日 ○ 病院との共催で虐待防止に関する講演会を開催 児童家庭課 0284-20-2137

2 栃木県 栃木市 11月24日 ○ 児童虐待防止講演会を実施
こども未来部子育
て支援課児童家庭
係

0282-21-2226

3 栃木県 日光市 11月12日 ○
一般市民や関係機関に向けて「人権ミニフェスタ」開催し、Ｄ
Ｖ・児童虐待防止啓発のために主任児童委員とも協働し、参加者
に児童虐待防止啓発用品の配布や家庭児童相談室の普及を実施

健康福祉部人権・
男女共同参画課

0288-21-5184

4 栃木県 日光市 5月、11月 ○
「子育て応援セミナー」と題し、ＮＰＯに講師派遣依頼し、子ど
もを育てる保護者がイライラせずに子育てできる方法を伝えなが
ら、家庭児童相談室の啓発を実施

健康福祉部人権・
男女共同参画課

0288-21-5184

5 栃木県 小山市 9月10日
小山市文化センター小ホールにおいて、『第13回児童虐待防止に
関する講演会』を開催

保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

6 栃木県 小山市 随時 ○ 『子育て見守り隊』出前講座を実施
保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

7 栃木県 大田原市 11月15日 ○ 民生委員に対して、児童虐待防止に関する研修会を開催
保健福祉部子ども
幸福課子育て支援
係

0287-23-8932

8 栃木県 大田原市 11月22日 ○ 学童支援員に対して、児童虐待防止に関する研修会を開催
保健福祉部子ども
幸福課子育て支援
係

0287-23-8932

9 栃木県 下野市 8月23日
児童虐待防止に関する講演会を開催
来場者に児童虐待防止啓発グッズ、チラシ等を配布

健康福祉部こども
福祉課　子育て支
援グループ

0285-32-8903

10 栃木県 野木町 1月21日 町駅伝大会において、児童虐待防止啓発チームを結成し、参加
教育委員会こども
教育課

0280-57-4138

○　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 栃木県 栃木県 11月2日～5日 ○ 県庁本館窓全体を使用した、ビッグオレンジリボン掲示を実施 栃木県庁保健福祉部028-623-3067

2 栃木県 栃木県
11月1日
～12月1日

○
県庁本館１階にオレンジリボンツリーとモニュメント設置、とち
まるくん飾り付けを実施

栃木県庁保健福祉部028-623-3067

3 栃木県 栃木県
10月30日
～11月10日

○
県庁本館15階展示スペースにおいて、パネル展示、啓発物品配布
等を実施

栃木県庁保健福祉部028-623-3067

4 栃木県 栃木県
11月1日
～12月1日

○ 県庁北別館において懸垂幕を掲示 栃木県庁保健福祉部028-623-3067

5 栃木県 栃木県 通年 ○ 職員がオレンジリボンを着用（11月は、全職員が着用） 栃木県庁保健福祉部028-623-3067

6 栃木県 宇都宮市 10月7日
宮っこフェスタにおいて、児童虐待防止パネルの掲示及び啓発物
品の配布を実施

子ども部子ども家
庭課子ども家庭相
談室

028-632-2750

7 栃木県 宇都宮市 11月 ○ 市内公共施設において、のぼり旗を設置
子ども部子ども家
庭課子ども家庭相
談室

028-632-2750

8 栃木県 足利市 随時 ○ 保護司会の協力を得てオレンジリボンの作成、随時配布を実施 児童家庭課 0284-20-2137

9 栃木県 足利市 随時 ○ 虐待防止啓発パンフレットを作成、配布 児童家庭課 0284-20-2137

10 栃木県 栃木市 11月 ○ オレンジリボンを作成し、市内幼稚園、保育園、学校などに配布
こども未来部子育
て支援課児童家庭
係

0282-21-2226

11 栃木県 栃木市 11月23日 ○
街頭において、マスコットキャラクターとち介と一緒に児童虐待
防止推進月間のチラシ入りポケットティッシュの配布イベントを
実施

こども未来部子育
て支援課児童家庭
係

0282-21-2226
現段階の予定であ
り、内容変更の可能
性があります。

12 栃木県 佐野市 6月
市内保育園、幼稚園、小学校、中学校等に児童虐待防止の啓発チ
ラシを配布

家庭児童相談室 0283-20-3002

13 栃木県 佐野市 11月 ○
市内短大生によるオレンジリボンキャンペーン及び啓発チラシ等
の配布を実施

家庭児童相談室 0283-20-3002

14 栃木県 佐野市 11月 ○
市内保育園、幼稚園、小学校、中学校等に児童虐待防止の啓発チ
ラシを配布

家庭児童相談室 0283-20-3002

15 栃木県 鹿沼市 11月 ○
児童虐待防止推進月間の周知について、市役所庁舎壁面に懸垂
幕、庁舎入口及び市民情報センター入口に木製の看板を設置

こども未来部こど
も総合サポートセ
ンター

0289-63-2177

16 栃木県 鹿沼市 11月 ○ 手作りオレンジリボンを庁内に配布し、着用を依頼
こども未来部こど
も総合サポートセ
ンター

0289-63-2177



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

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

17 栃木県 鹿沼市 12月
子育て関係の市のイベントにおいて、児童虐待に関するパンフ
レットを配布

こども未来部こど
も総合サポートセ
ンター

0289-63-2177

18 栃木県 日光市 11月 ○
オレンジリボン入りの家庭児童相談室周知用ウェットティッシュ
を市内の小学校に配布

健康福祉部人権・
男女共同参画課

0288-21-5184

19 栃木県 小山市 11月 ○
小山市役所庁舎玄関及び保健福祉センター玄関において、オレン
ジリボンツリーを設置

保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

20 栃木県 小山市 通年 ○ 市職員がオレンジリボンを着用
保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

21 栃木県 小山市 通年 ○ 公用車等にオレンジリボンステッカーを貼付
保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

22 栃木県 小山市 11月1日 ○
市内3歳児と小学校1年生の保護者向けにパンフレットを作成し配
布

保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

23 栃木県 小山市 随時 ○
おやま生まれのオレンジリボンキャンペーンソング『まあるいこ
ころ』の普及活動を実施

保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

24 栃木県 小山市 11月12日 ○
健康フェスティバルにおいて、パンフレットや啓発ティッシュな
どを配布

保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

25 栃木県 真岡市 11月 ○
オレンジリボンを作成・配布（市職員、市議会議員、保育所・幼
稚園・小中学校職員）

健康福祉部児童家
庭課児童家庭係

0285-83-8131

26 栃木県 真岡市 11月 ○ マグネットシートを配布（課内及び小中学校の公用車）
健康福祉部児童家
庭課児童家庭係

0285-83-8132

27 栃木県 真岡市 11月 ○ 市内公共施設、真岡駅、井頭温泉において、のぼり旗を設置
健康福祉部児童家
庭課児童家庭係

0285-83-8133

28 栃木県 真岡市 11月 ○ 市内公共施設３か所において、懸垂幕、横断幕を掲揚
健康福祉部児童家
庭課児童家庭係

0285-83-8134

29 栃木県 大田原市 10月21日
大田原市福祉ふれあいまつり来場者に対して、児童虐待防止に関
するリーフレット等を配布

保健福祉部子ども
幸福課子育て支援
係

0287-23-8932

30 栃木県 矢板市 11月3日 ○
矢板市福祉まつり（矢板市社会福祉協議会主催）において、児童
虐待防止啓発ブースを設置し、オレンジリボンやパネル掲示、
リーフレットや啓発グッズの配布による啓発活動を実施

子ども課子育て支
援担当

0287-44-3600

31 栃木県 矢板市 通年 ○
矢板市育児ガイドブック「すこやか」（赤ちゃん訪問時に配布）
や矢板市子育て応援ブック（妊娠時、出生時、転入時に配布）に
おいて、児童虐待防止啓発を実施

子ども課子育て支
援担当

0287-44-3600

32 栃木県 那須塩原市 7月14日
児童虐待予防の広報活動として、相談窓口周知用に「小・中学生
ＳＯＳ相談カード」を作成し、学校を通して市内全小中学生に配
布

子ども未来部子育
て支援課子ども・
子育て総合セン
ター

0287-46-5537

33 栃木県 那須塩原市 7月14日
児童虐待啓発ポスターを作成し、市内の関係機関に配布し掲示依
頼

子ども未来部子育
て支援課子ども・
子育て総合セン
ター

0287-46-5537

34 栃木県 さくら市 通年 ○ 児童虐待防止啓発物品を配布
市民福祉部児童課
児童福祉係

028-681-1125

35 栃木県 那須烏山市 11月5日 ○
那須烏山市保健福祉センターで開催する「那須烏山市健康福祉ま
つり」において、児童虐待防止の啓発・里親制度PRの周知コー
ナーを設置

こども課　こそだ
て支援グループ

0287-88-7116

36 栃木県 下野市 10月22日
市内イベント（産業祭）において、のぼり旗設置、啓発グッズ等
の配布を実施

健康福祉部こども
福祉課　子育て支
援グループ

0285-32-8903

37 栃木県 下野市 11月 ○ 市庁舎にのぼり旗、オレンジリボンのツリーを設置
健康福祉部こども
福祉課　子育て支
援グループ

0285-32-8903

38 栃木県 下野市 11月5日 ○
市内イベント（天平の芋煮会）において、のぼり旗設置、啓発
グッズ等の配布を実施

健康福祉部こども
福祉課　子育て支
援グループ

0285-32-8903

39 栃木県 下野市 11月28日 ○
市内イベント（福祉フェスタ）において、のぼり旗設置、啓発
グッズ等の配布を実施

健康福祉部こども
福祉課　子育て支
援グループ

0285-32-8903

40 栃木県 上三川町 11月11日 ○
町のふれあい健康福祉まつりにおいて、児童虐待防止コーナーを
設置し、オレンジリボン、児童虐待防止啓発グッズ、リーフレッ
ト等の配布を実施

福祉課相談支援係 0285-56-9137

41 栃木県 益子町 11月18日 ○ リーフレット等を配布
民生部健康福祉課
児童家庭係

0285-72-8865

42 栃木県 茂木町 11月 ○ 担当課窓口においてオレンジリボン活動を周知 保健福祉課 0285-63-5631

43 栃木県 壬生町 10月
健康福祉祭りの来場者に対して、児童虐待防止推進月間のリーフ
レット、カード及びしおりを配布

壬生町こども未来
課

0282-81-1831

44 栃木県 野木町 11月12日 ○
町産業祭で啓発パネルの展示、オレンジリボンをツリーに飾りつ
ける啓発活動、啓発物品の配布を実施

教育委員会こども
教育課

0280-57-4138



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

45 栃木県 高根沢町 11月23日 ○
児童館（1か所）において、オレンジリボン・リーフレット等を
配布（町が委託したＮＰＯ法人が実施）

こどもみらい課 028-676-6466 予定

46 栃木県 高根沢町
11月4日
または5日

○
町文化際において、オレンジリボン・オレンジ風船・リーフレッ
トを配布（町が委託したＮＰＯ法人と町民生児童委員協議会が合
同で実施）

こどもみらい課 028-676-6466 予定

47 栃木県 高根沢町 11月 ○
町職員に対し、オレンジリボンを配布（町が委託したＮＰＯ法人
が実施）

こどもみらい課 028-676-6466 予定

48 栃木県 那須町 11月 ○
役場本庁及びゆめプラザ・那須内にオレンジリボンツリーを設置
し、オレンジリボン・チラシを配布

こども未来課子育
て支援センター

0287-71-1137

49 栃木県 那珂川町 10月14日
町ふくしまつりにおいて、児童虐待予防ブースを設け、オレンジ
リボンやパンフレットを配布し、普及啓発を実施

子育て支援課 0287—92—1115

50 栃木県 那珂川町 11月 ○
町職員、議員、民生児童委員へのオレンジリボンの配布による普
及啓発を実施

子育て支援課 0287—92—1115

○　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 栃木県 栃木県 10月 県広報において、虐待防止の呼びかけ、１８９の周知等を実施 栃木県庁保健福祉部028-623-3067

2 栃木県 宇都宮市 11月1日 ○
市広報紙「広報うつのみや11月号」及び市ホームページにおい
て、児童虐待防止推進月間を周知

子ども部子ども家
庭課子ども家庭相
談室

028-632-2750

3 栃木県 足利市 11月1日 ○
市広報誌において、児童虐待防止推進月間及び虐待防止の啓発を
実施

児童家庭課 0284-20-2137

4 栃木県 足利市 11月 ○
市ホームページにおいて、虐待防止推進月間及び虐待防止の啓発
を実施

児童家庭課 0284-20-2137

5 栃木県 栃木市 11月 ○ 市広報誌において、児童虐待防止推進月間について掲載
こども未来部子育
て支援課児童家庭
係

0282-21-2226

6 栃木県 栃木市 11月 ○ 市ホームページにおいて、児童虐待防止推進月間について掲載
こども未来部子育
て支援課児童家庭
係

0282-21-2226

7 栃木県 佐野市 8月1日 市広報紙において、児童虐待防止の啓発記事を掲載 家庭児童相談室 0283-20-3002

8 栃木県 佐野市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止の啓発記事を掲載 家庭児童相談室 0283-20-3002

9 栃木県 鹿沼市 11月 ○
広報紙及びＨＰにおいて、児童虐待防止推進月間及び児童虐待防
止について啓発

こども未来部こど
も総合サポートセ
ンター

0289-63-2177

10 栃木県 日光市 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
健康福祉部人権・
男女共同参画課

0288-21-5184

11 栃木県 小山市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止の周知を図る記事を掲載
保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

12 栃木県 小山市
11月11日
～11月20日

○ 市行政テレビにおいて、児童虐待防止の周知を図る内容を放送
保健福祉部子育て
包括支援課家庭児
童相談係

0285-22-9627

13 栃木県 真岡市 11月 ○
市広報紙及びホームページにおいて、児童虐待防止推進月間に関
する記事を掲載
市政こよみにおいて、児童虐待防止推進月間について掲載

健康福祉部児童家
庭課児童家庭係

0285-83-8131

14 栃木県 大田原市 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
保健福祉部子ども
幸福課子育て支援
係

0287-23-8932

15 栃木県 大田原市 通年 ○ 市ホームページにおいて、児童虐待防止に関する記事を掲載
保健福祉部子ども
幸福課子育て支援
係

0287-23-8932

16 栃木県 矢板市 11月1日 ○
市広報誌、市が管理運営する公式ホームページやポータルサイト
（矢板市パパママ応援サイト『ともな～る』）において、児童虐
待防止推進月間の啓発を実施

子ども課子育て支
援担当

0287-44-3600

17 栃木県 矢板市 通年 ○
市が管理運営する公式ホームページやポータルサイト（矢板市パ
パママ応援サイト『ともな～る』）において、児童虐待防止の啓
発を実施

子ども課子育て支
援担当

0287-44-3600

18 栃木県 さくら市 11月1日 ○ 市広報誌に児童虐待防止関連の記事を掲載
市民福祉部児童課
児童福祉係

028-681-1125

19 栃木県 那須烏山市 11月 ○ 那須烏山市お知らせ版、市ホームページにおいて周知
こども課　こそだ
て支援グループ

0287-88-7116

20 栃木県 下野市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載
健康福祉部こども
福祉課　子育て支
援グループ

0285-32-8903

21 栃木県 上三川町 11月1日 ○ 町広報紙において、児童虐待防止の啓発を実施 福祉課相談支援係 0285-56-9137

22 栃木県 市貝町 11月 ○ 町広報誌に掲載 こども未来課 0285-68-1119



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

23 栃木県 芳賀町 11月1日 ○ 広報誌に掲載
住民生活部福祉対
策課

028-677-1112

24 栃木県 壬生町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する施策を紹介
壬生町こども未来
課

0282-81-1831

25 栃木県 野木町
10月下旬
～11月

○ 児童虐待防止推進月間のお知らせを地域回覧
教育委員会こども
教育課

0280-57-4138

26 栃木県 野木町 11月 ○
児童虐待防止推進月間のお知らせを各学校・幼稚園・保育園に配
布

教育委員会こども
教育課

0280-57-4138

27 栃木県 野木町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間の記事を掲載
教育委員会こども
教育課

0280-57-4138

28 栃木県 野木町 通年 ○ 乳児家庭全戸訪問において、リーフレットを配布
教育委員会こども
教育課

0280-57-4138

29 栃木県 塩谷町 11月 ○ 町広報誌において、虐待防止やオレンジリボン活動を紹介 保健福祉課 0287-45-1119

30 栃木県 那須町 11月 ○
町広報紙、町フェイスブックにおいて、児童虐待防止に関する記
事を掲載

こども未来課子育
て支援センター

0287-71-1137

31 栃木県 那珂川町 11月 ○
町広報誌への児童虐待に関する記事の掲載、ケーブルテレビ文字
放送による普及啓発を実施

子育て支援課 0287—92—1115

○　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 栃木県 栃木県 8月以降通年 ○
ヨークベニマル、イトーヨーカドーとの包括連携協定による従業
員への虐待通告の周知を実施

栃木県庁保健福祉部028-623-3067

2 栃木県 宇都宮市
11月4日

もしくは5日
○

地元プロスポーツクラブ「栃木ブレックス」ホームゲーム開催時
に、来場者へ啓発物品を配布し、場内アナウンスにおいて児童虐
待防止推進月間を周知

子ども部子ども家
庭課子ども家庭相
談室

028-632-2750

3 栃木県 宇都宮市
11月19日

もしくは26日
○

地元プロスポーツクラブ「栃木SC」ホームゲーム開催時に、来場
者へ啓発物品を配布し、場内アナウンスにおいて児童虐待防止推
進月間を周知

子ども部子ども家
庭課子ども家庭相
談室

028-632-2750

○　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 栃木県 宇都宮市 11月 ○ 市役所本庁舎において、来庁者向けに庁内放送を実施
子ども部子ども家
庭課子ども家庭相
談室

028-632-2750

2 栃木県 宇都宮市 11月 ○ 庁内イントラネットを活用し、全職員向けに児童虐待防止を周知
子ども部子ども家
庭課子ども家庭相
談室

028-632-2750

3 栃木県 矢板市 通年 ○
小中高等学校等へ妊娠シミュレーター貸出を実施し、妊娠疑似体
験による児童虐待防止啓発を実施

子ども課子育て支
援担当

0287-44-3600


