
【島根県】

○　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 島根県 松江市 11月 ○
幼稚園、保育所、小中学校、高校等の教職員を対象としたアセス
メントセミナーを松江市役所において開催

家庭相談室 0852-55-5954

2 島根県 松江市 随時 出前講座の実施 家庭相談室 0852-55-5954

3 島根県 浜田市 11月26日 ○ DV及び児童虐待防止講演会を開催
健康福祉部
子育て支援課

0855-25-9331

4 島根県 大田市 通年 ○
思春期ふれあい交流事業（5校で延べ10回、うち1回が11月実施）
を実施

子育て支援課 0854-83-8147

5 島根県 大田市 未定 虐待防止講演会の開催 子育て支援課 0854-83-8147 未定

6 島根県 安来市 8月9日 市内小中学校教職員等を対象にした児童家庭相談対応研修を開催
健康福祉部子ども
未来課子育て支援
係

0854-23-3222

7 島根県 奥出雲町 11月上旬 ○ 児童虐待に関する研修会を実施 福祉事務所 0854-54-2541 予定

8 島根県 邑南町 9月26日
町内中学校の２,３年生を対象に「性・命・人権講演会」を実施
（学校教育課、保健課共同開催）

学校教育課 0855-83-1126

9 島根県 邑南町 年４回 出産を迎えた両親を対象とした育児等の講座を実施 保健課 0855-83-1123

10 島根県 邑南町 １月 子育て支援機関を対象とした講座を実施 保健課 0855-83-1123 予定

○　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 島根県 島根県 11月上旬 ○ 松江駅周辺での街頭啓発活動を実施（チラシ等の配布）
健康福祉部青少年
家庭課児童・家庭
相談支援スタッフ

0852-22-6392
中央児相、松江市等
との合同実施

2 島根県 島根県 11月3日～20日 ○ 県立図書館ロビーにおいて、児童虐待に関するパネル展を実施
健康福祉部青少年
家庭課児童・家庭
相談支援スタッフ

0852-22-6392

3 島根県 島根県 11月2日 ○ ショッピングセンターでチラシ等を配布 出雲児童相談所 0853-21-0007

4 島根県 島根県 11月3日 ○ ショッピングセンターでチラシ等を配布 出雲児童相談所 0853-21-0007

5 島根県 島根県 11月 ○ 虐待防止・里親をテーマに関するチラシを配布 益田児童相談所 0856-22-0083

6 島根県 松江市 6月 幼稚園、保育所、小中学校へ児童虐待啓発チラシを配布 家庭相談室 0852-55-5954

7 島根県 松江市 11月1日～7日 ○ 市庁舎玄関ロビーにおいて、啓発パネルを展示 家庭相談室 0852-55-5954

8 島根県 松江市 11月 ○ 主任児童委員と駅前において、街頭活動を実施 家庭相談室 0852-55-5954

9 島根県 浜田市 10月～11月 ○ 地域のフェスティバル（5会場）で啓発チラシ・グッズを配布
健康福祉部
子育て支援課

0855-25-9331

10 島根県 浜田市 11月 ○ 市庁舎に児童虐待防止推進月間のぼり旗を掲示
健康福祉部
子育て支援課

0855-25-9331

11 島根県 出雲市 11月3日 ○ 街頭でオレンジリボン活動の周知や、啓発物品を配布
子ども未来部子ど
も政策課児童家庭
係

0853-21-6604

12 島根県 益田市 11月 ○ 市役所庁舎に懸垂幕を掲揚
福祉環境部子育て
支援課

0856-31-1977

13 島根県 益田市 11月 ○ 街頭キャンペーンでチラシを配布
福祉環境部子育て
支援課

0856-31-1977 日時は未定

14 島根県 大田市 通年 ○ 乳幼児健診で虐待防止啓発パンフレットを配布 子育て支援課 0854-83-8147

15 島根県 大田市
8月31日、9月１
日、11月17日、18

日
○

高校文化祭（大田高校・邇摩高校）において、性教育パンフレッ
トを配布

子育て支援課 0854-83-8147

16 島根県 大田市 11月1日 ○
市内４店舗の店頭において、虐待防止キャンペーン・チラシを配
布

子育て支援課 0854-83-8147

17 島根県 安来市 11月 ○ 市各部署職員にオレンジリボンを配布し、活動趣旨を通知
健康福祉部子ども
未来課子育て支援
係

0854-23-3222

18 島根県 安来市 11月 ○ 市庁舎に啓発懸垂幕を設置
健康福祉部子ども
未来課子育て支援
係

0854-23-3222



都道府県 市区町村
実施（予定）
期間・日

11月に実施する
場合、○を選択

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

19 島根県 江津市 11月 ○ 市庁舎内において、児童虐待防止に関するパネルを展示 子育て支援課 0855-52-7487

20 島根県 雲南市 11月2日 ○ 街頭活動において、啓発物品を配布
子ども政策局子ど
も家庭支援課

0854-40-1067 予定

21 島根県 雲南市 11月 ○ 市役所庁舎前（県道沿い）に懸垂幕を掲揚
子ども政策局子ど
も家庭支援課

0854-40-1067

22 島根県 雲南市 11月 ○
ポスター・リーフレット等を、幼保小中学校、市役所、各総合セ
ンター、各交流センターへ配布

子ども政策局子ど
も家庭支援課

0854-40-1067

23 島根県 津和野町 11月 ○
町内スーパーマーケット入口付近において、児童虐待に関するチ
ラシ等を配布

健康福祉課 0856-72-0673

24 島根県 海士町 11月18日～19日 ○
町の産業文化祭に合わせて、福祉係関連のポスターなどを展示し
て周知予定

健康福祉課福祉係 08514-2-1823

25 島根県 隠岐の島町 10月～11月 ○ 公用車の一部にオレンジリボンのマグネットを貼付 福祉課児童福祉係 08512-2-8577

26 島根県 隠岐の島町 11月 ○ 児童虐待防止について啓発 福祉課児童福祉係 08512-2-8577

○　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 島根県 出雲市 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
子ども未来部子ど
も政策課児童家庭
係

0853-21-6604

2 島根県 出雲市 11月 ○
市内大型ショッピングセンターにおいて、児童虐待防止に関する
パネルを展示

子ども未来部子ど
も政策課児童家庭
係

0853-21-6604

3 島根県 益田市 11月 ○ 市広報に掲載
福祉環境部子育て
支援課

0856-31-1977

4 島根県 安来市 10月20日
市広報誌及びホームページ、行政告知端末等において、児童虐待
防止のための啓発を実施

健康福祉部子ども
未来課子育て支援
係

0854-23-3222

5 島根県 江津市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止の啓発記事を掲載 子育て支援課 0855-52-7487

6 島根県 雲南市 11月 ○ 市広報誌・CATV・音声告知放送で児童虐待防止月間の取組を周知
子ども政策局子ど
も家庭支援課

0854-40-1067

7 島根県 雲南市 11月 ○
市役所1階展示コーナーにおいて、児童虐待防止啓発用の掲示物
を掲示

子ども政策局子ど
も家庭支援課

0854-40-1067

8 島根県 奥出雲町 11月1日～8日 ○ 文字放送、町広報への掲載 福祉事務所 0854-54-2541

9 島根県 飯南町 11月 ○ ケーブルテレビ、広報誌などで児童虐待防止の啓発を実施 保健福祉課 0854-72-1770

10 島根県 川本町 11月 ○
町広報誌、町独自テレビ文字放送において、虐待防止の啓発を実
施

健康福祉課 0855-72-0633

11 島根県 美郷町 11月20日 ○
町広報誌に児童虐待防止に関する啓発・相談窓口の紹介記事を掲
載予定

健康福祉課子育て
支援係

0855-75-1931

12 島根県 西ノ島町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止について周知 健康福祉課 08514-6-0104

13 島根県 知夫村 11月1日 ○
毎月1回全戸配布する『保健事業カレンダー』に児童虐待防止推
進月間の取組を掲載し、周知

村民福祉課 08514-8-2211

○　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 島根県 島根県 10月15日
第10回萩・石見空港マラソン全国大会において、オレンジリボン
襷を着用

益田児童相談所 0856-22-0083

○　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 島根県 大田市 通年 ○
乳児家庭全戸訪問事業において、産後うつスクリーニングテスト
を実施

子育て支援課 0854-83-8147

2 島根県 吉賀町 11月～12月 ○ 児童虐待防止啓発講演会を実施 保健福祉課 0856-77-1165


