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平成29年度 活動報告

オレンジリボンキャンペーンとは
子ども虐待防止の象徴であるオレンジリボンを広める全国的な市民運動です。
厚生労働省では児童虐待防止法が施行された11月を「児童虐待防止推進月間」と定めており、
民間・地方自治体・国が連携したオレンジリボンキャンペーンが全国的に広がっています。
岡山市では、
平成19年度より、
子どもや子育てに関わりの深い団体から構成される実行委員会を
結成し、
地域ぐるみでオレンジリボンキャンペーンを推進しています。

岡山市オレンジリボンキャンペーン実行委員会
岡山市公立保育園保護者会連合会

岡山市国公立幼稚園・こども園PTA連合会

岡山市PTA協議会

岡山市私立認可保育園・認定こども園園長会

岡山市公立保育園長会

岡山市私立幼稚園協会

岡山市国公立幼稚園・こども園長会

岡山市小学校長会

岡山市中学校長会

岡山市民生委員児童委員協議会

岡山市おやこクラブネットワーク

岡山市愛育委員協議会

岡山県児童養護施設等協議会

岡山市子ども会育成連絡協議会

岡山市児童クラブ連合会

公益社団法人岡山青年会議所

NPO法人岡山市子どもセンター

岡山市里親会

NPO法人子どもシェルターモモ

CAPおかやま

岡山市社会福祉協議会

岡山市こども総合相談所

岡山市教育委員会

岡山市保健所

岡山市岡山っ子育成局

（参加団体一覧

順不同）

平成29年度 活動一覧
5.27(土)

ぽけっとまつり

RSKハウジングプラザ

来場者と布製オレンジリボンづくりを実施

6.3(土)

ファジアーノ岡山公式戦 岡山市民デー

シティライトスタジアム

子ども虐待防止の○×クイズを実施参加者には
ファジアーノ岡山×オレンジリボンコラボ限定缶
バッジを、先着1000名様にプレゼント

7.1(土)

キッズスポーツフェスティバル

シティライトスタジアム

参加者に啓発資料・うちわを配布

9.2(土)

キッズビジネスパーク

コンベックス岡山

来場者に啓発資料配布・グッズ紹介

10月

10.28(土)

岡山市内の小中学生を対象にポスターコンテスト
を開催。優秀作品を表彰・展示した

児童虐待防止推進月間スタート記念式典
および街頭キャンペーン
子ども虐待防止に関わる関係機関が一堂に会し式典・
ミニコンサートを開催するほか、
啓発資料を配布した

10.31(火）
11.1(水)

オレンジリボン展

11.1(水)
岡山市役所

11月
岡山市役所

11月
11.5(日)

ぬり絵を体験された方には、
オレンジリボン風船をプレゼント！

協力企業・農家さんからの提供品を市価より格安に
販売、
啓発グッズの紹介も行った

岡山市役所 本庁舎懸垂幕掲揚
子ども虐待防止メッセージ・キャンペーン
ソング「Here I am」を毎日放送
オレンジリボンシール大作戦
市内の保育園・幼稚園・こども園・小学校・中学校・特別
支援学校に通う全児童にオレンジリボンシールを配布

人権フェスティバル

オレンジリボンフォーラム

岡山ふれあいセンター

親子で体験あそび、子育て応援スペシャルライブ

いろんな色のリボンに、様々なメッ
セージが込められています。ぬり絵
を通じて、オレンジリボンの意味を

わくわく子どもまつり

11.23(祝)

12.9(土)

わくわく子どもまつり

オレンジリボンチャリティーバザー

いろんなリボンのぬり絵を実施し、親子で参加して
もらい、
リボンに込められた意味を知ったいただく

岡山ドーム

ファジアーノ岡山 VS ジェフユナイテッド千葉
ファジ丸もオレンジリボン
たすきを着用し、のぼりを手に持ち、
オレンジリボンを一緒にPR！

ポスターコンテスト優秀作品や、
啓発パネル、
子ども
虐待の現状をまとめたポスターなどを掲示し啓発

岡山ドーム

12.3(日)

岡山市民デー

オレンジリボンポスターコンテスト

JR岡山駅地下広場

岡山市役所

ファジアーノ岡山公式戦

知っていただくこ
と、また、他のリ
ボンの意味を

います。

池田動物園

1.13(土)

岡山シーガルズ公式戦岡山市民デー

ジップアリーナ

来場者に啓発資料の配布、啓発グッズ紹介

～オレンジリボン～
子どもへの虐待防止・早期発見を
願う啓発活動

～ピンクリボン～
～レッドリボン～
エイズ患者に対する理解と
支援をひろげる運動

いろんなリボンのぬり絵を実施、
子ども虐待だけでなく
さまざまな人権問題を遊びを通じて意識していただく
動物園の無料開放デーに合わせて、園内にオレンジ
リボンコーナーを設置し来場者に啓発資料を配布。
啓発グッズ紹介やじゃんけん大会実施。

～イエローリボン～
障害のある人びとの、その人らしい
自立と社会参加をめざす運動

るよう実施して

人権フェスティバル

親子で遊ぼう動物園

～パープルリボン～
ＤＶ防止、女性への暴力の
根絶を訴える啓発活動

知っていただけ

親子で遊ぼう動物園

乳がんの正しい知識を広め乳がん
検診の早期受診を推進することを
目的として行われる啓発活動

子どもたちを対象に、
じゃんけん大会を実施。
協賛協力企業さんから提供していただいた
お菓子やシールをプレゼントしました。

岡山シティエフエム レディオモモ
毎月第2木曜日 午前8:20〜オレンジリボンにつ
いて紹介コーナー

通

年

親子情報誌HUGHUG
毎月号にオレンジリボンに関する記事を掲載

オレンジリボン動画制作
1.2月 岡山ケーブルテレビoniビジョンにて毎日放
送おかやまの子育て応援サイト“こそだてぽけっ
と”
にて公開

周知・啓発のためチラシ
のほかに、初めてオレン
ジリボンうちわを作成し、
地域の夏祭りや保育園の
運動会などで10000本
を配布しました。デザイ
ンがかわいい！分かりや
すい！と好評でした。
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児童虐待防止推進月間スタート記念式典
および街頭キャンペーン
実行委員参加団体のほかに岡山県警の方々にもご協力いただき、啓発資料を配布しました。
clearanceのみなさんの素敵な歌声に足を止めてくださる方も多く、効果的な啓発活
動になりました。

第11回 オレンジリボンフォーラム ～子どもたちの笑顔のために～
あちゃらけ

ラグズ  アンド  ジェラ

Lugz&Jera

RUNA
ステージでは、ポスターコンテスト優秀作品の表彰式や、
「岡山市の子ども虐待の現状につ
いて」こども総合相談所
（岡山市児童相談所）
所長のミニ講話を実施し、参加者の子ども虐待
防止にむけて意識の醸成をはかりました。またプロのアーティストによる「子育て応援スペ
シャルライブ」を開催！オープニングアクトには、小学6年生のシンガーソングライターRUNA
さんが登場。メインライブは、岡山県出身のシンガーソングライター
“Lugz&Jera
（ラグズ・
アンド・ジェラ）”さん、Mixture Pops ユニット
“あちゃらけ”さんによる圧巻のパフォーマ
ンス。Dance Team SHINEのみなさんと岡山市立操南中学校合唱部のみなさんがステー
ジを盛り上げてくださいました。
ライブの合間には保育士による
“親子ふれあい遊び”を実施。子
どもも大人も盛り上がり、会場
が笑顔に包まれました。
フロアーでは、さまざまなあそ
びを実施し、親子で体験する姿
が多くみられました。

オレンジリボンポスターコンテスト優秀作品
・・・

岡山市長賞

中学生の部  ・・・

実行委員長賞

・・・

小学生の部  ・・・

岡山市長賞

実行委員長賞

みんなでつくろうオレンジリボン
一人ひとりにできる子ども虐待防止啓発を目指し
て、布製のオレンジリボンづくりに協力してくださ
る団体を募集。希望者には、作成キット(1セットで
50個作成可能)を無料でお渡
しし、
作成・着用・配布のご
協力をいただきました。
ひとつひとつ手づくり
しながら、子育てに
ついて話しをする。
身近な啓発活動とし
て拡まっています。
※作成キットを希望の方
は、事務局までご連絡く
ださい。

オレンジリボンキャンペーンへさまざまな形でご協力いただいています
岡山市オレンジリボンキャンペーン実行委員会では、たくさんのご
支援をいただいて、子ども虐待防止啓発活動を行っています。
ご寄付をはじめ、商業施設での啓発活動やポスター・ミニのぼりの掲
示、オレンジリボン支援自動販売機の設置・利用、ケンタッキー・フラ
イドチキンさんカーネル立像のたすき着用などのほか、イベント開
催時に、絵本やジュース、お菓子のご提供、バザーの際、野菜や商品
のご提供など、ご協力をいただきました。また、会社の車にオレンジ
リボンのマグネットを掲示してくださる企業の方も増えました。

【ご寄付】のお礼として、オレンジリボン啓発グッズをお
渡ししています。グッズを活用することで周知啓発にご
協力ください。

デニムペンケース
（500円）

デニムバッグ
（500円）

マスキングテープ

岡山シティエフエムレディオモモ（FM79.0MHz）
毎月第2木曜日 午前8時20分～
オレンジリボンキャンペーンについて、
ラジオ放送のご協力をいただいています。

（300円）

缶バッジ（100円）

キャンバストート
バッグ（1,000円）
他にもいろいろ
グッズがあります

※啓発グッズをご希望の方は、事務局までお問い合わせください。
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平成29年度 岡山市オレンジリボンキャンペーンに
ご協賛・ご協力いただいたみなさま
Flower children

株式会社ニッカリ

菅公学生服株式会社

株式会社ビザビ

冨岡正機税理士事務所

株式会社旭光

ユニック中四国販売株式会社

株式会社東洋リース

ネッツトヨタ山陽株式会社

オフィスシステムサービス株式会社

有限会社エスティエム

岡山ワイズメンズクラブ

株式会社トミヤコーポレーション

学校法人加計学園

株式会社フレーベル館

株式会社ジャクエツ倉敷店

株式会社中国銀行

学用図書販売株式会社

ひかりのくに株式会社岡山営業所

岡山ワンダー

メイト

株式会社城西設計

LUGZ MUSIC

WBC

株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ

clearance

あちゃらけ

ゆかり整骨院

有限会社シルク

株式会社おもちゃ王国

ケンタッキー・フライドチキン

カバヤ食品株式会社

牧石・旭竜PTA

有限会社長谷川楽器店

畠山製菓株式会社

農業士

旭川荘療育・医療センター

戸田株式会社

有限会社毎日

香々庵小規模多機能ホーム

沢田町内会

有限会社前原食品工業

岡山シティエフエム Radio momo

就実大学・就実短期大学

株式会社山陽マルナカ

NPO法人岡山市子どもセンター

有限会社

医療法人サン・クリニック

岡山市民生委員児童委員協議会

株式会社大江紙器

株式会社HUGHUG

岡山市公立保育園保護者会連合会

CAPおかやま

生活協同組合おかやまコープ

岡山市立操南中学校合唱部

Dance Team SHINE

岡山市里親会

三蔵農林

ヤマサキ

OB会

伏見正彦

（順不同）

その他、たくさんの個人の方からもご協力をいただきました。ありがとうございました。
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