オレンジリボンキャンペーン2021 各区の独自取組みに関する実施計画書
区

No

東

北

西

中村

中

実施日もしくは
実施期間

取組みの概要

・区役所の地上広告塔に懸垂幕を設置
・あじさいひろばにのぼりを設置
・各課窓口にミニのぼりを設置
【会場】あじさいひろば
・オレンジリボンキャンペーンPRコーナーの設置
・椙山女学園大学学生と連携してPR用飾りつけを実施
2 あじさいひろばにおける「こあらっち」を活用した啓発活動
5月・11月中
・こあらっちがPR用たすきを着用
・こあらっちを用いた啓発品やオレンジリボンを配布
・子育て情報やPR用チラシを配架
・区役所の1階に設置されているモニターにてPR実施
3 行政情報モニター・庁内放送での啓発活動
5月・11月中
・毎日、区役所庁内放送にてPR放送を実施
・オレンジリボンキャンペーンPRコーナーの設置
4 区長室における啓発コーナーの設置
5月・11月中
・椙山女学園大学学生と連携してPR用飾りつけを実施
5 広報なごや区版・区Facebookでの啓発活動
5月・11月中
オレンジリボンキャンペーンPR記事を掲載
・椙山女学園大学学生と連携してオレンジリボンキャンペーンPR動画を作成
6 PR動画の作成
5月・11月中
・区ユーチューブに掲載
【会場】千種文化小劇場
7 ミニ子育て広場での啓発活動
11月16日
・オレンジリボンキャンペーンPRコーナーの設置
・こあらっちを用いた啓発品やオレンジリボンを配布
【会場】千種児童館
11月4日、11日、18
子育て応援講座の開催
【対象】子をもつ保護者
8
日、25日、12月2日、
（千種児童館、キッズステーション共催）
【講師】竸 朗子 氏
9日
【内容】子育て家庭の孤立感・不安感の軽減
5月・11月中
区長、保健センター所長始め幹部職員が庁舎玄関で来庁者をお出迎えする際
9 区長お出迎えによる啓発活動
毎週月曜朝
に、PR用たすきを着用し、PRを実施
10 来庁者への啓発活動
5月・11月中
庁舎玄関で来庁者へ啓発品やオレンジリボンを配布（不定期に実施）
11 標語の作成
11月中
椙山女学園大学学生から児童虐待防止の標語を募集
・懸垂幕を区役所記念塔に設置
1 懸垂幕・のぼりの設置
11月中
・のぼりを区役所入り口スロープに掲出
・区役所1階に設置されているモニターにてPRを実施
2 モニター・庁内放送でのPR
11月中
・期間中庁内放送にてPR放送を実施
3 子育てサロン及び子育て支援拠点での啓発活動
11月中
子育てサロン、子育て支援拠点等に出向き啓発物品を配布しPRを実施
1 親子支援講座の実施
11月
親子支援講座を会場とオンラインの両方で受講できるよう実施
2 行政情報モニターにて啓発
5月、11月
区役所の行政情報モニターで児童虐待防止推進月間のPRを実施
オレンジリボンキャンペーンをＰＲするため、庁内を装飾するとともに、庁内アナウ
3 区役所内での広報及び啓発活動
5月、11月
ンスで児童虐待防止推進月間のPRを実施
楠図書館の利用者の方々に対して、児童虐待防止推進月間のPRを実施、啓
4 楠図書館でのポスター掲示・啓発用品の配布
11月
発用品の配布を行うもの。
授産製品販売所でのポスター掲示・啓発用品
くすのっちいちば（授産製品販売所）のお客様に対して、児童虐待防止
5
11月
の配布
推進月間のPRを実施、啓発用品の配布を行うもの。
オンライン講習会「イライラしない子育てセミナー」
【講師】青少年養育支援センター「陽氣会」代表 杉江 健二 氏
1 オンライン子育て講習会の開催
11月30日
【内容】ZOOMを利用したオンラインでの子育て講習会
【対象】概ね2～3歳児の保護者
2 オレンジリボン啓発コーナーの設置
11月中
庁舎内にオレンジリボン啓発コーナーを設置し、来庁者へPR
西区役所 兼務児童福祉司による講習
3 子育て講習会（支援者向け）の開催
2月24日
※主任児童委員研修と兼ねて実施
会場：モゾワンダーシティ
4 大型スーパー（モゾ）での啓発活動（山田支所）
11月19日
内容：啓発物の配布、広報活動
対象者：子育て世帯、子育てに関心のある方
・地域で開催の子育てサロンを職員が訪問
1 地域子育てサロンにおける啓発
11月
・啓発用品を配布し、オレンジリボンをＰＲ
・オレンジリボンツリー（11月のみ）、のぼり設置
2 区役所、保健センターロビーに啓発コーナー設置
5月・11月
・啓発用品の配布
主任児童委員、民生委員、子育てボランティアを対象に、外部講師を招いて研
3 子育て支援者のための研修会
11月
修会を開催するとともに、会場にのぼりを設置（11月15日実施予定）
子育て支援ネットワーク事業（イベント）における
参加親子への啓発用品の配布、のぼりの設置（従来のイベントは中止、スタン
4
2月
啓発活動
プラリーに変更することを実行委員会で検討中）
・赤ちゃん訪問事業において配布
5 子育てカレンダー、子育てマップの作成、配布
年間
・区役所、保健センターはじめ区内の子育て関係機関での配架、配布
子育て広場や栄駅周辺で、区民等に対し、独自に作成した啓発グッズを配布
11月
1 街頭啓発活動
して周知を図る。※子育て広場は6、7、10、11、2月に開催
子育て支援者向け講座等において、支援者の虐待対応に対する理解を深める
2 子育て支援者向け講座の開催
9月・3月
ため参照とする
・区役所４階にオレンジリボンツリーを設置し、PRを実施
3 オレンジリボンツリー・のぼりの設置
11月
・区役所2階・４階・５階にのぼりを設置し、PRを実施
4 電子公告ディスプレイによるPR
11月
・区役所2階・４階設置の電子公告ディスプレイによるPR
【会場】758キッズステーション
5 子育て支援講座の開催
1月
【対象】子育て中の保護者
【内容】未定
1

千種

事項名

懸垂幕・のぼりの設置

5月・11月中

1
2
3
4
昭和
5

6

1

2

3
瑞穂
4
5
6
7

8

区役所1階市民課前にのぼり旗、啓発物品を展示し、来庁者にPR
庁舎に懸垂幕を設置し、来庁者にPR
区役所1階の行政ディスプレイ4か所によるPR
区役所1階市民課前に、オレンジリボンツリーを設置し、折り紙で折ったオレンジリ
オレンジリボンツリーの設置
11月中
ボンを飾る
【会場】昭和区役所講堂
【時間】10:00～12:00
子育て講習会の開催
11月30日
【内容・対象】調整中
【講師】おくむらみかこ氏
【会場】昭和区役所6階会議室
コモンセンス・ペアレンティング
11月1日、8日、15日
【時間】10:00～12:00
【会場】瑞穂区役所 会議室
【時間】10:00～12:00
9月7日～
【対象】２歳から小学校３年生のまでの保護者（瑞穂区在住の方優先）
「たたかないどならない子育て」
10月12日
【定員】16名 【託児定員】10名
【講師】Oﬃce MOTOHIROの競 朗子（きそい あきこ）氏
【内容】たたかないどならない子育て（全６回の講座）
【会場】瑞穂区役所 会議室
【時間】10:00～12:00
【対象】６か月から就学前の子のお母さん（瑞穂区在住の方優先）
親支援プログラムの実施
９月22日～
【定員】12名 【託児定員】6名
「～失敗から学ぶ これからの子育て～」
11月４日
【講師】星川 涼子講師・平子 道子講師、子育ての講座
【内容】失敗から学ぶ これから子育て
（認定ファシリテーターによる全７回の講座）
瑞穂区子育て支援情報ガイド（仮称）を配布して、児童虐待の防止に向けた
瑞穂区子育て支援情報ガイド（仮称）の制作
10月中
啓発を実施
11月1日～
区役所・保健センター内に区民から児童虐待の防止に向けたメッセージを募集
オレンジリボンツリー設置
12月25日
し,記載されたメッセージカードを飾ったオレンジリボンツリーを設置
区役所庁舎内でのPR
・懸垂幕、のぼり、ミニのぼりを設置
懸垂幕・のぼりの設置・広報ディスプレイ・オレンジリボン
11月中
・庁内広報ディスプレイ・公用車にオレンジリボンキャンペーンのマグネットシートを
キャンペーンの車用マグネットシートを活用。
貼り、啓発を目的としたPRを行う
区役所の子育てサロン「さくらひろば」や地域の子育てサ
子育てサロンに参加された方に啓発物品を配布して、児童虐待の防止に向けた
11月中
ロンでの啓発活動
啓発を実施
瑞穂区内の商業施設等で愛知みずほ大学短期大学部の学生が街頭で啓発
区内での啓発活動（区内大学とのタイアップ）
11月中
物品を配布しながら、オレンジリボンキャンペーンの啓発を目的としたPRを行う

劇団「うりんこ」の演劇会開催

1

子育て世帯応援講座②「イライラしない子育て講座」の
開催（熱田児童館・キッズステーション共催）

2

子育て世帯応援講座③「プレママ・プレパパ応援講座」
の開催

3

オレンジリボンモニュメントの掲示

4

来庁者へのPR活動

5

大型商業施設での啓発イベント

1

大型商業施設での啓発活動

2

地下鉄高畑駅での啓発活動

3

学区子育てサロン等への啓発活動

4

子育て支援講座「スターペアレンティング講座」の開催

5

区役所・支所での広報・啓発

6

区役所・支所近隣施設での広報用ポスター掲示

熱田

中川

PRコーナーの設置
懸垂幕の設置
電子公告ディスプレイでの啓発

5月、11月中
11月中
5月、11月中

12月2日

【会場】瑞穂文化小劇場
【時間】13:30～15:30（13:00開場）
【対象】就学前の児童及びその保護者
【定員】80名（応募者多数の場合は抽選）
【内容】劇団「うりんこ」をお招きして、演劇会「ドングリ山のやまんばあさん」を行う

【会場】熱田区役所会議室
【時間】10:00～12:00
10月22日、29日、
【内容】子育て講座
11月5日
【対象】小3までの子の保護者
【講師】前野 みさお氏
【会場】熱田区役所会議室
【時間】10:00～12:00
11月13日
【内容】子育て講座
【対象】第1子妊娠中の夫婦
【講師】杉江 健二氏
学区コミセンで活動している高齢者、区内の保育園に通っている児童等が作成
11月中
したオレンジリボンに関するモニュメントを区役所内に掲示
・児童虐待防止啓発のぼりを区役所内に設置
11月中
・区役所内にツリーを設置し、来庁者にオレンジリボンによるツリーの装飾をしてい
ただく
区内の大型商業施設にて、啓発物品を配布
11月中
（コロナにより中止の可能性あり）
児童相談所虐待対応ダイヤル「189」をプリントしたマスクを配布し、虐待防止の
11月9日
広報・啓発活動を実施
児童相談所虐待対応ダイヤル「189」をプリントしたマスクを配布し、虐待防止の
11月17日
広報・啓発活動を実施
児童相談所虐待対応ダイヤル「189」をプリントしたマスクを配布し、虐待防止の
11月中
広報・啓発活動を実施
【会場】区役所第２会議室
11月16日、25日 【内容】スターペアレンティング
【講師】高木千里氏
区役所１階の市民課待合スペース付近及び支所の市民係付近に設置されて
いる映像ディスプレイと、１階保険年金課付近及び、支所市民係付近に設置
11月中
するオレンジリボンキャンペーンツリーにより、児童虐待防止の広報・啓発活動を
実施
11月中
銀行、郵便局、コンビニエンスストア等でのポスター掲示

港

南

11月2日
11月9日
11月16日
3回連続講座

1

子育て応援講座の開催
（758キッズステーション、とだがわこどもランド共催講
座）

2

看板・懸垂幕・のぼり・オレンジリボンツリーの設置

11月中

3

行政情報モニターによる啓発活動

11月中

4

のぼり・オレンジリボンツリーの設置
（南陽支所）

11月中

1

係内広報・掲示

5月、11月

2
1

庁舎内広報・掲示
守山区役所における懸垂幕の掲出

5月、11月
11月中

2

守山区役所中央玄関にてパネルの設置等の啓発活動

11月中

3

全職員がオレンジ色の名札ストラップを着用しPR

11月中

4

子育て講習会「イライラしない子育て講座」の開催
（志段味支所）

5

のぼり旗の設置（志段味支所）

11月中

6

名札ストラップ及びブルゾンの着用（志段味支所）

11月中

守山

1

2

子育て講座「たたかない どならない子育て」の開催

子育て講座「Nobody'sPerfectプログラム 完璧な親
なんていない！」の開催

緑

11月5日
11月11日
11月19日

①11月2日
②11月９日
③11月16日
④11月30日
⑤12月7日
⑥12月14日
①1月21日
②1月28日
③2月 4日
④2月10日
⑤2月18日
⑥2月25日
①11月1日
②11月8日
③11月22日
④11月29日

3

子育て講座「あかちゃんとママのがっこう」の開催

4

子育て講座での効果的な広報と子育て講座での啓発
物品の配布

5

庁内ディスプレイ・放送を活用した啓発

11月中

6

虐待防止の案内・ワークシート等を窓口にて配布
（徳重支所）

11月中

7

庁内モニターを活用した啓発（徳重支所）

11月中

9月～3月

【会場】とだがわこどもランド
【時間】10:00～12:00
【内容】イライラしない子育て講座
【対象】0歳～小学3年生までの子の保護者
【講師】近藤 敏矢氏
・区役所の地上広告塔に懸垂幕を設置
・区役所の庁舎入口に看板を設置
・区役所の廊下にのぼりを設置
・区役所の庁舎内にツリーを設置し、来庁者によるオレンジリボンの装飾
区役所1階に設置されている行政情報モニターにおいて、児童虐待防止推進
月間をPR
・支所の廊下にのぼりを設置
・支所の庁舎内にツリーを設置し、来庁者によるオレンジリボンの装飾を行ってい
ただく
窓口に啓発コーナーを設置し、グッズやオレンジリボンを配架。また、庁舎内にポ
スターを設置し、来庁者へPR
庁舎内１階にあるモニター等へ当該活動内容を掲示
守山区役所にて懸垂幕を掲出
・中央玄関にてオレンジリボンキャンペーンを啓発するパネル、のぼり旗、ポスター
等を掲示
・啓発物品の配布
オレンジ色の名札ストラップを着用し、全職員が自らPR
【会場】志段味地区会館
【時間】14時～16時
【内容】子育て講座を3日間1クールで開催
【対象】2歳から就学前のお子さんを持つ保護者
【講師】青少年養育支援センター陽氣会 杉江健二氏
支所の玄関ロビーに、のぼり旗を設置して来庁者へPR
職員がオレンジの名札ストラップ及びオレンジリボンマーク入りブルゾンを着用し、
来庁者へPR
【会場】青少年宿泊センター
【内容】怒鳴ったり叩いたりといった「強制的なしつけ」ではなく、子どもの自信を奪
わず自己肯定感を育む「肯定的なしつけ」の方法を学ぶ講座
【対象】3～10歳のお子さんのいる母親 10名＜抽選＞
【会場】徳重地区会館
【内容】「自分の子育てに自信が持てない」「育児に息がつまりそう」といった悩み
を抱える母親が自分のことを話したり、他の人の話を聴く中で心が楽になったり問
題を解決していくことを目指す講座
【対象】1～5歳のお子さんのいる母親 10名＜抽選＞
【会場】ふれあいセンターおおだか
【内容】親自身が心のゆとりをもって、安心して子育てができるように、知識やスキ
ルを学ぶ講座
【対象】0歳児の親子 10名＜抽選＞
平成27年度から、緑区内の子育て支援団体が集まり、「みどり親育ちのがっこ
う」を立ち上げ、区内の子育て講座を共同で広報している
【主な配布場所】区内の幼稚園、保育園、保健センター（乳幼児健診）、区
役所
区役所の広報ディスプレイによりキャンペーンの周知を行うとともに、庁内放送によ
る周知、啓発を随時行う
自己表現や振り返りのワークシートを作成し、虐待防止のパンフレットや啓発グッ
ズと一緒に徳重支所子ども係窓口にて配布
徳重支所入口付近の庁内モニターにて、児童虐待防止月間を知らせる映像を
放映

1

2

子育て講座「ママと赤ちゃんのタッチケア＆仲間作り」の
開催

子育て講座「イライラしない子育て講座」の開催

11月4日
11月11日
11月18日
11月25日

【会場】名東区役所 訓練室
【時間】10時～12時
【内容】親子の絆づくり
【対象】2～7ヶ月までの子とその母親
【講師】中島 直子 氏

11月17日

【会場】名東生涯学習センター
【時間】10時～12時
【内容】親子のコミュニケーションの取り方
【対象】未就学児の親
【講師】杉江 健二 氏
11月15日 「絵本であそぼう！」
【会場】名東区役所 訓練室
【時間】10時～12時
【内容】非言語コミュニケーションの体験
【対象】未就学児と保護者
【講師】なるかわ しんご 氏

名東

3

天白

子育て応援講座「絵本であそぼう！」「アートを活用した
子育て支援の在り方」

4
5
6

啓発コーナーの設置
行政情報モニターにて啓発活動
SNSを用いた啓発活動

7

公用車へオレンジリボンステッカーを設置

1

親向けプログラムの開催

2

かぼっちぬいぐるみを用いた啓発

3

子育てサロンでの啓発活動

4

区役所玄関での啓発活動

5
6

行政情報モニターによる啓発活動
のぼりの設置

11月15日、22日
11月22日「アートを活用した子育て支援の在り方」
【会場】名東区役所 第1会議室
【時間】15:30～17:30
【内容】発達の段階におけるアートの活用法
【対象】保護者、子育て支援に関わる方
【講師】なるかわしんご 氏
5月、11月中
市民課・民生子ども課ロビーにて啓発物品の配布
5月、11月中
区役所1階にて行政表示ディスプレイを活用し児童虐待防止推進月間をPR
5月、11月中
区Twitterにて児相虐待防止推進月間をPR
民生子ども係公用車へオレンジリボンステッカーを設置し、児童虐待防止推進
5月、11月中
月間をPR
【会場】天白区役所会議室
【時間】10:00～12:00
11月11日、18日、
【内容】スター・ペアレンティング講座
25日
【対象】子育て中の保護者
【講師】近藤 里奈 氏
天白区役所・保健センターの各課窓口にある区のマスコットキャラクター「かぼっ
11月中
ち」のぬいぐるみをオレンジリボンキャンペーン用に装飾してPR
10月～11月
各学区の子育てサロンで参加者へPR
11月1日、8日、15 区長、保健福祉センター所長始め職員が区役所正面玄関、社会福祉事務所
日、22日、29日
玄関、保健センター玄関で来庁者へPR
11月中
区役所1階の行政情報モニターにて児童虐待防止推進月間をPR
11月中
庁舎玄関にのぼりを設置し、来庁者へPR

