
 
 
 
 

平成２９年度「児童虐待防止オレンジリボンキャンペーン」について 
 
 子どもの命の大切さや虐待防止について、国が提唱する「児童虐待防止推進月間」であ

る１１月を中心に、児童虐待防止のシンボルマークである「オレンジリボン」を用いた啓

発キャンペーンを、下記のとおり実施します。 
 

記 
１ 主  催 
   石川県、石川県オレンジリボンキャンペーン実行委員会 
 
２ 事業概要 
 （１）金沢駅もてなしドーム「オレンジリボンタペストリー」 
     実 施 日：１１月１日（水）～３０日（木） 
     内  容：金沢駅もてなしドームに児童虐待防止に関するタペストリーを掲示 
 
 （２）金沢城オレンジライトアップ 
     実 施 日：１１月１日（水）～７日（火） 
     内  容：金沢城石川門を児童虐待防止のシンボルカラーであるオレンジ色に

ライトアップ 
 
（３）県内一斉街頭キャンペーン 
  ①児童虐待防止街頭キャンペーン 
    実施日時：１１月３日（金・祝）１１：００～１２：００ 
                   ※小松市内(イオン新小松)は１０：００～１１：００ 
    内  容：金沢市内（金沢駅、香林坊、片町）、小松市内（イオン新小松）、か

ほく市内（イオンかほく）の５箇所において啓発チラシ等を配布 
    参 加 者：行政関係（警察、児童相談所等）、子育て支援関係団体、女性団体等

各種団体、福祉や保育系の大学生等 約８０人 
    日程詳細： 
     10：45 集合・準備（小松は 9:45集合） 

             「金沢駅」     ：金沢駅金沢港口（西口）に集合 

             「香林坊・片町」 ：香林坊大和バス停前に集合 

             「イオン新小松」 ：イオン新小松中央入口前に集合 

             「イオンかほく」 ：イオンかほくに集合 

     11:00～12:00 啓発（小松は 10:00～11:00） 

             「金沢駅」     ：金沢駅西口と東口に別れてチラシ等を配布 
             「香林坊・片町」 ：香林坊と片町に別れてチラシ等を配布 

             「イオン新小松」 ：中央入口前でチラシ等を配布 
             「イオンかほく」 ：イオンスタイルかほく南入口から店内に入っ 

たところの広場にてチラシ等を配布 
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  ②市町街頭キャンペーン 
    県内各市町のショッピングセンター等において啓発チラシ等を配布 
     実 施 日：１１月３日（金・祝） 
     実施場所：別添「市町街頭キャンペーン（１１月３日）」参照 

 
（４）ツエーゲン金沢と連携した啓発 

実施日時：１１月５日（日）１４：００～１６：００ 
    場  所：県西部緑地公園陸上競技場 
    内  容：ツエーゲン金沢の試合会場（西部緑地公園陸上競技場）で啓発チラ

シ等を配布 
 
（５）「子育て支援メッセいしかわ２０１７」における広報啓発 

     日  時：１１月１２日（日）１０：００～１６：００ 

場  所：石川県産業展示館４号館 

内  容：「家族和菓子手作り体験」のブースを出展し、家族とともに和菓子を 

手作り体験するふれあいイベントを実施 

 

 （６）オレンジリボンオリジナルケーキの販売 

     実施期間：１１月の１ヶ月間 

     内  容：（一社）県洋菓子協会の会員店舗（２６店舗）でオレンジリボンを

イメージした洋菓子の製作・販売（別添チラシ参照） 

 

 （７）児童虐待未然防止のための子育て講座 

     実 施 日：１月(予定) 

     内  容：子どもとの良好な関係を維持していくための養育方法を学ぶ子育 

て講座を、七尾、金沢、小松の３箇所で実施 

 



市町名 時　間

金沢市 児童虐待防止街頭キャンペーンに参加 （金沢駅） 11:00～12:00

七尾市 花嫁のれん館 （七尾市馬出町） 11:00～12:00

小松市 イオン新小松 （小松市三田町） 10:00～11:00

輪島市 ワイプラザ輪島店 （輪島市宅田町） 10:00～11:00

珠洲市 ショッピングプラザシーサイド （珠洲市飯田町） 11:00～12:00

加賀市 アビオシティ加賀 （加賀市作見町） 11:00～12:00

羽咋市 コスモアイル羽咋 （羽咋市鶴多町） 13:00～13:30

かほく市 イオンモールかほく （かほく市内日角） 11:00～12:00

白山市 アピタ松任、イオン松任
（白山市幸明町）
（白山市平松町）

10:00～12:00

能美市 アルビス辰口店 （能美市三ツ屋町） 11:30～12:00

野々市市 イオン野々市南店 （野々市市上林） 10:00～11:00

川北町 ホームセンターヤマキシ川北店 （川北町朝日） 10:00～10:30

津幡町 アルプラザ津幡店 （津幡町北中条） 11:30～12:30

内灘町 アルビス内灘店 （内灘町大根布） 11:30～12:30

志賀町 志賀町文化ホール （志賀町高浜町） 8:30～11:50

宝達志水町 さくらドーム （宝達志水町） 10:00～11:00

中能登町 アルプラザ鹿島 （中能登町井田） 11:00～11:30

穴水町 穴水町文化センター （穴水町内浦） 9:30～12:00

能登町 ショッピングタウンアルプ （能登町布浦） 9:00～10:00

実　施　場　所

市町街頭キャンペーン（11月3日）



消さないで きらきら光る

子どもの笑顔！

子どもの前でのDVは児童虐待になります。

虐待かも？と思ったら「189」番へ

子どもの前で配偶者やパートナーに暴力を振るうことにより

心に傷を負う子どもが増えています。

石川県　児童虐待防止オレンジリボンキャンペーン

いちはやく



● DVとは
配偶者やパートナーなど親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力の事です。

DVは殴る、蹴るなどの身体的暴力だけでなく、身体や心を傷つける全てのものを含みます。

一例として次のように分けることができます。

性的暴力
● 避妊に協力しない

● おどしや暴力で、性的行為を

　強要する　など

精神的暴力
●「誰のおかげで食べられるん

　だ」と見下して言う

● 何を言っても無視する　など

身体的暴力
● 殴る、蹴る

● 刃物を突きつける

● 物を投げつける　など

経済的暴力
● 生活費を渡さない

● 家計を厳しく管理する

● 貯金を勝手に使う　など

オレンジリボン
運動

オレンジリボン
運動

いしかわ
パープルリボン
キャンペーン

いしかわ
パープルリボン
キャンペーン

DVや性暴力等を許さない

配偶者暴力相談支援センター DVホットライン

石川県女性相談支援センター （女性のためのDV専門電話相談）金沢市女性相談支援室

DVは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、
被害者やその家庭の子どもに対して、大変深刻な影響
を及ぼします。

子どもの虐待とは

身体的虐待 心理的虐待

●子どもに配偶者やその他の家

族（きょうだいなど）に対する

暴力や暴言を見せる

●子どもを無視したり、拒否的な

態度を示す

●子どものこころを傷付けるこ

とを繰り返し言う、ことばによ

るおどかしやきょう迫を行う

●他のきょうだいとは著しく差

別的な扱いをする など

ネグレクト

●重大な病気になっても病院に連れて

行かない

●乳幼児を家に残したまま外出する

●買い物をする間、子どもを車内に放置する

●子どもの意に反して学校等に登校さ

せない

●適切な食事を与えない

●下着など長期間ひどく不潔なままにする

●不潔な環境の中で生活させる

●子どもを置きざりにする など

性的虐待

●子どもに性的な行為をする

●子どもに性器や性交を見せる

●ポルノグラフィの被写体にする など

●火傷などの外傷を負わせる

●殴る・蹴る・叩く

●乳幼児をはげしく揺さぶる

●食事を与えない

●戸外やベランダに閉め出す など

不自然な傷や

打撲のあとがある…
衣類やからだが

いつも汚れている…

夜遅くまで

一人で

遊んでいる…

地域の中でのサイン 保育園・学校の中でのサイン

小さい子どもを

家においたまま

外出している…

子どもの養育に

関して拒否的で

無関心…

落ち着きもなく

乱暴なところが

あるけど…

地域などと

交流がなく

孤立している…

いつも子どもの

泣き叫ぶ声や

保護者の怒鳴り声

がする…

表情が乏しく、

活気がないな

あなたの１本のお電話で救われる子どもがいます。

虐待かもと思ったらすぐに ☎189番 にお電話ください。
お近くの児童相談所につながります。  ※連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。

いち はや く

子どもや保護者の「こんなサイン」見落としていませんか？

〈面接相談〉月～金　8：30～17：15 月～金　9：00～21：00／土・日・祝　9：00～17：00月～金　9：00～17：00
特別相談（弁護士・臨床心理士 等）は予約制

076-223-8655 076-221-8740076-220-2554

周りが気づくことで、

保護者の支援につながります。

まわ
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