平成 28 年度

はままつオレンジリボン運動 活動報告書

（児童虐待防止の広報・啓発事業）
浜松市こども家庭部子育て支援課
児童虐待防止法が施行された 11 月は「児童虐待防止推進月間」に定められており、全国的な取
り組みとして、児童虐待防止のための広報・啓発活動が集中的に行われています。
浜松市では、これまでも行政による広報・啓発活動により市民への働きかけを行ってきました
が、児童虐待防止の取り組みを行政の児童福祉担当部署のみの活動に留めずに、地域で子どもや
子育て中の家庭に関わる地元企業や市民団体、子育て関係機関等と協力して拡げていく必要があ
ると考えました。
そこで、平成 28 年度からは、児童虐待のない社会を目指す『はままつオレンジリボン運動』と
して活動を強化し、行政による取り組みに加え、様々な賛同企業・団体等の協力を得ながら、児
童虐待問題に対する市民の関心と理解が得られるよう働きかけを行いました。
１

民間との連携による啓発

（１）はままつオレンジリボン運動応援隊の募集
児童虐待のない子育てにやさしい社会の実現を目指すオレンジリボン運動の趣旨に賛同し、
児童虐待防止の広報・啓発活動等に協力いただける企業・団体等を募集したところ、21 団体
から登録申込みがあり、ポスター掲示やイベントでのＰＲなどの協力により、幅広く児童虐
待防止の呼びかけが行われました。
≪周知方法≫
＊市ホームページ ＊広報はままつ掲載
＊浜松商工会議所報「ニューイング」掲載

≪登録団体≫（平成 29 年 2 月 15 日時点）
カ行

KTC 中央高等学院
K-mix

サ行

浜松キャンパス

浜松医科大学 看護学科

静岡エフエム放送株式会社

NPO 法人はままつ子育てネットワークぴっぴ

学校法人 興誠学園 浜松学院大学・浜松学院大学短期大学部

一般社団法人 浜松市歯科医師会

NPO 法人 ころころねっと浜松

社会福祉法人 浜松市社会福祉協議会

静岡県労働金庫

浜松市助産師会

公立大学法人 静岡文化芸術大学

浜松市人権擁護委員連絡協議会

すみよし保育園

浜松市民生委員児童委員協議会

聖隷クリストファー大学 藤田ゼミ

一般社団法人 浜松市薬剤師会

株式会社 ソミック石川

マ行

Mai 子どもデンタルルーム

タ行

一般社団法人 とおとうみ

ワ行

ワシミ電機

ハ行

浜名湖競艇企業団（ボートレース浜名湖）

≪主な活動内容≫
＊事務所等への啓発ポスター等の掲示

＊キャンペーンに係るイベント協力

＊社員・職員への啓発リーフレット等の配付

＊自社・団体の広報誌、ホームページへの掲載

＊社員・職員のオレンジリボン着用

など

1

（２）はままつオレンジリボン応援隊登録団体による啓発協力
①イベントによる啓発
応援隊登録団体の協力により、様々なイベントの中で啓発事業が行われました。市は、啓発
用品の貸与等の活動支援を行いました。主な取り組みは、以下のとおりです。
事業名
期間
活動
内容

事業名

オレンジリボン運動支援競走の開催

団体名

浜名湖競艇企業団（ボートレース浜名湖）

9/ 8（木）〜11（日）
場所
同上
9/16（金）〜19（月・祝）
２節にわたり、オレンジリボン運動のＰＲと支援を目的に冠レースを開催。出走ボートへの
オレンジリボンステッカーの貼付、児童養護施設職員による募金活動等が行われました。

学園祭「碧風祭」での啓発

団体名

期間

11/5（土）〜6（日）

活動
内容

オレンジリボンに関するアンケートの実施、児童虐待防止啓発物品の配布、パンフレット配
布ブースの設置等により、学園祭の来場者への啓発が行われました。

事業名

学園祭「医大祭」での啓発

場所

静岡文化芸術大学

団体名
場所

同上

浜松医科大学 看護学科

期間

11/5（土）〜6（日）

活動
内容

児童虐待防止を啓発する保護者向け・子ども向けの掲示物の展示、泣く赤ちゃんのあやし方
を体験できるコーナー等により、来場者への啓発が行われました。
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浜松医科大学

事業名

学園祭「聖灯祭」での啓発

団体名

期間

11/5（土）〜6（日）

活動
内容

児童虐待防止に関するクイズの実施、オレンジリボン運動啓発物品の配布、パンフレット配
布ブースの設置等により、学園祭の来場者への啓発が行われました。

事業名

学園祭「共創祭」での啓発

場所

聖隷クリストファー大学 藤田ゼミ

団体名

学校法人 興誠学園 浜松学院大学・浜松学院大学短期大学部

期間

11/12（土）〜13（日）

活動
内容

児童虐待防止に関するアンケートの実施、児童虐待防止啓発物品の配布、パンフレット配布
ブースの設置により、学園祭の来場者への啓発が行われました。

事業名

「くすりと健康フェスタ」での啓発

場所

聖隷クリストファー大学

団体名
場所

同上

一般社団法人 浜松市薬剤師会

期間

11/23（水）

活動
内容

啓発ポスターの掲示やオレンジリボンの着用により、来場者への啓発が行われました。
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ソラモ

②ホームページによる啓発
応援隊の中には、団体が持つホームページでオレンジリボン運動のＰＲを行っていただいた
団体もありました。市のホームページへのリンクにより、運動の周知が行われました。
事業名
活動
内容

事業名
活動
内容

ホームページでの周知協力

団体名

一般社団法人 浜松市薬剤師会

会のホームページの中で、はままつオレンジリボン運動への賛同表明と、オレンジリボン運
動の周知が行われました。

ホームページでの周知協力

団体名

株式会社 ソミック石川

会社のホームページの中で、はままつオレンジリボン運動への賛同表明と、オレンジリボン
運動、児童相談所全国共通 3 桁ダイヤル 189 番の周知が行われました。
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２

市による啓発

（１）はままつオレンジリボン運動応援大使の任命
児童虐待のない子育てにやさしい社会の実現を目指す「はままつオレン
ジリボン運動」の周知を強化するため、
『はままつオレンジリボン運動応援
大使』を起用しました。
応援大使には、浜松市出身のテレビリポー
ターで、当市での子育て経験のある久保ひと
みさんを任命し、啓発ポスターの作成や、街
頭キャンペーンへの参加、子育て応援講演会
への出演など、さまざまな啓発事業にご協力にいただき、子育て
家庭を中心に幅広い層への広報啓発を行うことができました。

（２）啓発ポスターの作成・配付
はままつオレンジリボン運動応援大使の久保ひとみさんを起用し、
地域での子育て家庭の見守りをお願いするポスターを作成しました。
区役所、協働センター、公立小中学校、子育て支援ひろば、はままつ
オレンジリボン応援隊登録団体などに配付し、啓発に取り組みました。
【実績】ポスター 500 枚作成・配付

（３）街頭キャンペーンの実施
（主催：浜松市民生委員児童委員協議会、浜松市社会福祉協議会、浜松市）
オレンジリボン運動や児童虐待防止について、市民の関心と理解・協力が得られるように、
民間団体・公的機関の協力のもと、各区で広報・啓発活動を実施しました。市民への啓発物品
の配布等により、子ども虐待の早期発見・早期支援につながる通告制度の周知等を行いました。
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①10 月 29 日（土）16 時〜16 時 30 分
区名

中区

啓発場所

キャンペーン参加者

ＪＲ浜松駅構内
及び駅北口周辺

・久保ひとみさん（はままつオレンジリボン運動応援大使）
・出世大名家康くん
・出世法師直虎ちゃん
・浜松市人権擁護員
・応援隊登録大学の学生
・中区民生委員児童委員
・浜松市社会福祉協議会職員 等

②11 月 1 日（火）16 時〜17 時 15 分
区名

啓発場所

東区

イオンモール浜松市野

西区

イオンモール浜松志都呂

南区

MEGA ドン・キホーテ浜松可美店

北区

ショッピングセンターベル 21
カインズホーム浜松都田テクノ店
とぴあ浜松農協マーケット引佐店
遠鉄ストア三ヶ日店

浜北区

アピタ浜北店

天竜区

遠鉄ストア天竜店

キャンペーン参加者

・各区民生委員児童委員
・各区地区社会福祉協議会職員 等

（４）子育て応援講演会の開催
オレンジリボン運動の応援大使を務める久保ひとみさんが登壇し、ご
自身の浜松での子育て経験談や、子どもの専門家との対談により、子育
てのヒントや子育てが楽しいと感じられる話題が提供されました。来場
者の育児不安の軽減や児童虐待防止の周知を行うことができました。
・日

時

11 月 23 日（水・祝）10 時 30 分〜正午

・場

所

アクトシティ浜松コングレスセンター31 会議室

・内

容

久保ひとみさんによる子育てトークや専門家との子育て対談

・テーマ

「家族が笑顔になれる子育てエッセンス」

・対談者

和久田 学 さん

（公益社団法人子どもの発達科学研究所主席研究員）

齋藤 由美 さん

（浜松市助産師会会長）

・対

象

浜松市在住で妊娠中の方、子育て中の保護者とお子さん、子育て支援者

【参加者】230 名（うち、子連れ参加世帯約 25 世帯、託児利用世帯 27 世帯）
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（５）市職員の名札等へのオレンジリボンシールの着用
市職員が率先して児童虐待のない社会の実現を願う意思を示し、来庁者に対しオレンジリボ
ン運動の周知・啓発を図るため、11 月の児童虐待防止推進月間中、職員の名札等にオレンジリ
ボンシールを着用しました。【実績】 協力機関 245 か所（5,877 人）

（６）市役所・区役所での懸垂幕の掲出
11 月が児童虐待防止推進月間であることを周知する懸垂幕を、
市役所・区役所壁面に掲出しました。
【実績】 市役所・区役所 計 6 か所

（７）市庁舎等での啓発展示の実施
①市役所１階ロビーでの啓発展示
11 月 1 日（火）から 9 日（水）まで、はままつオレンジリボン運動並びに児童虐待防止推進
月間を周知するポスター等の掲示を行い、市役所来庁者への周知を行いました。

②流通元町図書館での啓発展示
流通元町図書館の館内展示で、11 月 10 日（木）から 27 日（日）まで、児童虐待・子育て支
援をテーマにした書籍紹介に合わせて、オレンジリボン運動の周知が行われました。
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