
【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



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


