
日本一周啓発ラン日本一周啓発ラン日本一周啓発ラン日本一周啓発ラン    

ご支援・ご協力のお願いご支援・ご協力のお願いご支援・ご協力のお願いご支援・ご協力のお願い    
声援、伴走、宿泊、寄付等のご協力をお願いいたします！ 

連絡先：E-mail:yi627everonward@hotmail.com 

寄付金受付：みずほ銀行上野毛支店（普通）1017625 

ゆうちょ銀行 00190-5-323563 

口座名義：たすきリレープロジェクト井上幸夫サポート隊 

※ みずほ銀行・ゆうちょ銀行共通 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

【【【【その他その他その他その他】】】】    

日本一周ホームページ日本一周ホームページ日本一周ホームページ日本一周ホームページ    

http://orangehttp://orangehttp://orangehttp://orange----tasukitasukitasukitasuki----jp.jimdo.com/jp.jimdo.com/jp.jimdo.com/jp.jimdo.com/    

神奈川神奈川神奈川神奈川：山下公園：山下公園：山下公園：山下公園    

ス タ ース タ ース タ ース タ ー トトトト：：：：2014201420142014 年１０月年１０月年１０月年１０月    

ゴ ーゴ ーゴ ーゴ ー ルルルル：：：：2015201520152015 年１０月年１０月年１０月年１０月    

後援：全国児童相談所長会 

応援：公益財団法人全国里親会/認定 NPO 法人児童虐待防

止全国ネットワーク    

ほか関係団体に申請中 

オレンジリボンたすきリレーオレンジリボンたすきリレーオレンジリボンたすきリレーオレンジリボンたすきリレー    

目指せ！日本一周目指せ！日本一周目指せ！日本一周目指せ！日本一周    

日本一周計画日本一周計画日本一周計画日本一周計画    
虐待防止、子育て支援、多機関連携等を訴え、

たすきリレーが全国各地で実施されるよう、 

日本列島１万㎞を啓発ランします。 
スタート：2014 年 10 月 26 日（日） 

横浜・山下公園 

  ⇒北海道から沖縄県まで、道府県庁、児童

相談所、団体等を訪問。 

ゴ ー ル：2015 年 10 月 25 日（日） 

横浜・山下公園 

 

井上幸夫が走る！井上幸夫が走る！井上幸夫が走る！井上幸夫が走る！    
プロフィール：東京都の児童自立支援施設、児童相談所等

で 33 年間勤務し 2014 年 3 月退職。 

中学から始めた陸上競技（マラソン）を生かして、2007

年からオレンジリボンたすきリレーに関わる。これまで 

7 か所のリレーに参加。 

山陰山陰山陰山陰５月５月５月５月    

九州九州九州九州    

2222 月月月月    

山陽山陽山陽山陽１月１月１月１月    

沖縄沖縄沖縄沖縄    

3333 月月月月    

東北東北東北東北    

7777 月月月月    

北海道北海道北海道北海道    

8888 月月月月    

東海東海東海東海 11111111 月月月月    

近畿近畿近畿近畿 12121212 月月月月    

四国四国四国四国    

12121212 月～１月月～１月月～１月月～１月    

九州九州九州九州    

3333 月～月～月～月～4444 月月月月    

北陸北陸北陸北陸    

5555 月月月月    

甲信越甲信越甲信越甲信越    

6666 月月月月    

東北三陸東北三陸東北三陸東北三陸    

8888 月～９月月～９月月～９月月～９月    

関東関東関東関東    

９月～１０月９月～１０月９月～１０月９月～１０月    

子どもの虐待防止 

オレンジリボン運動 



 

 

計 画 の 概 要 

“オレンジリボンたすきリレー 目指せ！日本一周” 

 

１ 計画の趣旨 

  「オレンジリボンキャンペーン」の一環として、たすきリレーを全国に広めるために、マラソンランナー「井上

幸夫」が日本一周啓発ランをする。啓発ランを通して各地の関係機関・団体にたすきリレーの実施を呼びかける。

多くの参加者・賛同者との交流を深め、協同・連携による子どもの虐待防止のための啓発活動として実施する。 

 

２ ランナー「井上幸夫」のプロフィール 

  1981 年、福祉専門職として東京都に入都。児童自立支援施設、障がい者施設、児童相談所で勤務し 2014 年

3 月退職。2007 年神奈川・東京のたすきリレーに出会い、中学から始めた陸上競技（マラソン）が虐待防止に

役立つことに気付く。たすきリレーが全国各地で開催されることを願い、2010 年から岐阜、滋賀、小山、高知、

下関のリレーに参加。各地域のたすきを肩に掛けて走り、たすきの交流が広がっている。 

 

３ 行程の概要   

（１） 日程 

スタート：2014 年 10 月 26 日（日）夕方 横浜・山下公園 

ゴ ー ル：2015 年 10 月 25 日（日）夕方 横浜・山下公園   

（２） ルート 

   神奈川➡東海➡近畿➡四国➡山陽➡九州➡沖縄➡九州➡山陰➡北陸➡甲信越➡多摩➡関越➡東北➡北海道

➡東北（三陸経由）➡北関東➡南関東➡北関東➡埼玉➡東京➡神奈川 

※ 累積移動距離 8,045 ㎞〔内航路 1,991 ㎞〕＋宿泊地での啓発ラン約 2,000 ㎞≒1 万㎞ 

（３） 訪問先 

 道府県庁、児童相談所、虐待防止キャンペーン実施団体、児童福祉施設等 

（４） 訪問先での行動計画 

勉強会、講演会、イベント参加（たすきリレー、現地で開催予定のマラソン大会参加、その他）等 

児童相談所、施設、要保護児童対策地域協議会等の役割・連携、虐待と非行等に関連する身近なテーマを

一緒に考える。 

 

４ 計画に対する支援 

  宿泊先、食事、伴走、荷物運搬等へのサポートが必要であり、寄付金を含め広く支援・協力を呼びかける。 

 

５ 情報発信 

 日本一周のホームページ http://orange-tasuki-jp.jimdo.com/ 

 

６ 連絡先 

E-mail:yi627everonward@hotmail.com 

 

７ 寄付金の受付 

・みずほ銀行上野毛支店（普通）1017625 

・ゆうちょ銀行 00190-5-323563 

口座名義：たすきリレープロジェクト井上幸夫サポート隊 

※ 口座名義は、みずほ銀行とゆうちょ銀行共通 

 

８ 関係団体の協力 

後援：全国児童相談所長会 

応援：公益財団法人全国里親会、認定 NPO 法人児童虐待防止全国ネットワーク 

ほか関係団体に申請中 

 

９ その他   

添付の寄付金振込用紙は、ゆうちょ銀行の払込取扱票のみ。 
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オレンジリボンたすきリレーオレンジリボンたすきリレーオレンジリボンたすきリレーオレンジリボンたすきリレー    目指せ！日本一周目指せ！日本一周目指せ！日本一周目指せ！日本一周     《2014．8.27》 

  

１１１１    テーマテーマテーマテーマ    

（１）子どもに明るい未来を保障する。 

（２）子どもの虐待を防止する。 

（３）多機関が一つにまとまる。 

 

２２２２    趣旨趣旨趣旨趣旨        

（１） 子どもが最優先(チャイルド ファースト)の社会を目指す。  

（２） 虐待等の問題は社会を反映しており市民の理解と協力が不可欠である。                              

（３） 家庭支援の充実を図る。保護者支援と子ども支援には、地域と民間と行政の協力が必要である。 

（４） 各機関が役割を果たし連携する。隙間や溝を埋められない等の連携不足(厚労省虐待死亡事例

検証結果)が指摘されているので、要保護児童対策地域協議会のより一層の充実を図る。 

（５） 多機関が一つにまとまる活動が必要である。関係機関と市民向け啓発活動として、たすきリレ

ーを実施していく。 

（６） 日本列島を一本のたすきでつなぐ。全国各地を回り、多機関連携と子どもの虐待防止等を目的

とした、たすきリレー実施の呼びかけと実施に向けて協力していく。 

 

３３３３    オレンジリボンオレンジリボンオレンジリボンオレンジリボンたすきリレーたすきリレーたすきリレーたすきリレーが目指しているものとはが目指しているものとはが目指しているものとはが目指しているものとは    

栃木県小山市で始まった「オレンジリボンキャンペーン」の一環として、たすきリレーが、2007 年

に初めて神奈川・東京でスタート。現在、全国で 9 地域に広がっている。 

このリレーは競走ではなく、虐待防止の象徴であるオレンジリボンをたすきに仕立て、市民や各機

関（ＮＰＯ、企業、教育、行政、施設、児童委員、児相等）の職員がまとまって、沿道の市民に「子

どもに明るい未来を」「子どもの虐待をなくそう」「子どもの笑顔が一番」等と呼びかける啓発活動で

ある。 

一年間に全国の児相が受ける虐待相談件数は 7万件以上、また約90人の子どもが虐待（心中を含む）

で亡くなっている。 

市民の理解と協力を求めると共に、虐待防止の取り組みは一機関だけでは無理なため、多機関が連

携して役割を果たすことが重要であり、それが予防や支援の土台になる。このたすきリレーは、立場

の違う者同士が一緒に汗を流しながら呼びかけることで、一人ひとりのリズムが全体のハーモニーの

中で一つにまとまり、何が大切かを自然に感じさせてくれ、協同の意識が育まれてくる取り組みであ

る。 

 

４４４４    たすきリレーの普及啓発のためたすきリレーの普及啓発のためたすきリレーの普及啓発のためたすきリレーの普及啓発のため日本日本日本日本列島列島列島列島 1111 万㎞を万㎞を万㎞を万㎞を一周一周一周一周するするするするランナーランナーランナーランナー    井上のプロフィール井上のプロフィール井上のプロフィール井上のプロフィール    

        1981 年、東京都に福祉の専門職として入る。児童自立支援施設 19年、障がい者施設 5 年、児相 9年。

2014 年 3月退職。33年間の中で、施設でＷＩＴＨの精神を学び、また、子どもを援助するうえで、決

してあきらめない気持ちやチームワーク等の大切さを実感。 

2007 年神奈川・東京のたすきリレーに出会い、中学から始めた陸上競技（マラソン）が虐待防止に
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役立つことに気付く。それ以来、全国各地で開催されることを夢見て、2010 年から岐阜、滋賀、小山、

高知、下関のリレーに参加。各地域のたすきを肩に掛けて走り、たすきの交流が広がっている。 

５５５５    日本一周年間計画日本一周年間計画日本一周年間計画日本一周年間計画（（（（詳細詳細詳細詳細：ルート概要＆行程表：ルート概要＆行程表：ルート概要＆行程表：ルート概要＆行程表参照）参照）参照）参照）         

（１） 日程 

① スタート 2014 年 10 月 26 日（日）夕方 横浜・山下公園 

② ゴール  2015 年 10 月 25 日（日）夕方 横浜・山下公園   

（２） ルート（予定） 累積移動距離 8045 ㎞〔内航路 1991 ㎞〕＋宿泊地啓発ラン約 2000 ㎞≒1万㎞ 

神奈川➡東海➡近畿➡四国➡山陽➡九州➡沖縄➡九州➡山陰➡北陸➡甲信越➡多摩➡関越➡

東北➡北海道➡東北（三陸経由）➡北関東➡南関東➡北関東➡埼玉➡東京➡神奈川 

（３） 訪問先（予定） 道府県庁、児童相談所、児童福祉施設、虐待防止キャンペーン実施団体等 

（４） 勉強会、講演会、イベント（たすきリレー、現地で開催予定のマラソン大会参加、その他）等 

児童自立支援施設と児相の経験から、「オレンジリボンたすきリレー」、「施設福祉と地域福祉」、

「虐待と非行」、「施設での経験（援助の在り方・職員関係）」、「親子分離と一時保護」、「要保

護児童対策地域協議会の役割」、「地域と児相の関係・役割分担」、「施設と児相の関係」、「児相

における職員育成と職場環境」等のテーマで子どもの福祉について一緒に考えましょう。 

（５） 移動手段 基本的には走ったり、歩いたりして一周する（やむを得ない場合は交通機関利用）。 

（６） 経費 約 400 万円（《一日約 1 万円＝宿泊費＋食費＋荷物運搬費＋雑費》×365 日＋予備費） 

６６６６    お願いしたい支援内容お願いしたい支援内容お願いしたい支援内容お願いしたい支援内容（少しでも経費を節約したいので是非ともご協力下さい）（少しでも経費を節約したいので是非ともご協力下さい）（少しでも経費を節約したいので是非ともご協力下さい）（少しでも経費を節約したいので是非ともご協力下さい）    

（１） 宿泊所・・・児童福祉施設、公共機関の施設や民間機関の施設等 

（２） 食事・・・・飲み物や食べ物の差し入れ 

（３） 伴走・・・・一緒に走って下さい。1 ㎞でも 2 ㎞でも、歩きでもＯＫです。ゆっくり行きまし   

ょう。たすきリレーを全国各地に広めるためですので、いつでもどこでも大歓迎 

です。各地のご友人にもお伝え下さい。皆さんと一緒に走れることが日本列島を 

一周するエネルギーになると思います。お力添え願います。 

（４） 荷物運搬・・基本的には一年間一人です。リュックを背負って毎日走るのは厳しいので、荷物 

を運搬して頂ける方を募集します。これが一番お願いしたいことです。一日の移 

動距離は基本的には 30㎞～40㎞です。朝出発前に荷物をお願いし、その日の宿 

泊所まで運んでもらいたいのです。 

（５） 寄付金・・・ご寄付をお願いできればと思います。下記の口座番号にご入金下さい。          

（６） 応援・・・・応援メッセージまたは何かアドバイスやご意見等があればお寄せ下さい。 

７７７７    多機関の職員が一つのこと（多機関の職員が一つのこと（多機関の職員が一つのこと（多機関の職員が一つのこと（たすきリレーたすきリレーたすきリレーたすきリレー＝＝＝＝地域支援）地域支援）地域支援）地域支援）をををを一緒に取り組む（汗を流す＝隙間や溝を一緒に取り組む（汗を流す＝隙間や溝を一緒に取り組む（汗を流す＝隙間や溝を一緒に取り組む（汗を流す＝隙間や溝を

埋める）埋める）埋める）埋める）ことが如何に重要であるかことが如何に重要であるかことが如何に重要であるかことが如何に重要であるか、、、、そして、そして、そして、そして、日本列島を一本のたすきでつなごう日本列島を一本のたすきでつなごう日本列島を一本のたすきでつなごう日本列島を一本のたすきでつなごうというメッセージというメッセージというメッセージというメッセージ    

をををを全国全国全国全国各地各地各地各地に発信に発信に発信に発信していきたいと思いますのでしていきたいと思いますのでしていきたいと思いますのでしていきたいと思いますので、ご協力の程宜しくお願い申し上げます、ご協力の程宜しくお願い申し上げます、ご協力の程宜しくお願い申し上げます、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。。。。    

♪♪♪♪    情報発信情報発信情報発信情報発信    webwebwebweb：：：：http:http:http:http:////////orangeorangeorangeorange----tasukitasukitasukitasuki----jp.jimdo.comjp.jimdo.comjp.jimdo.comjp.jimdo.com////                

                                                        ffffacebookacebookacebookacebook：：：：httphttphttphttps://www.facebook.com/orange.tasuki.jps://www.facebook.com/orange.tasuki.jps://www.facebook.com/orange.tasuki.jps://www.facebook.com/orange.tasuki.jp        

♪♪♪♪    連絡先連絡先連絡先連絡先        eeee----mailmailmailmail：：：：yyyyi627everonward@hotmail.comi627everonward@hotmail.comi627everonward@hotmail.comi627everonward@hotmail.com    

♪♪♪♪    銀行銀行銀行銀行口座口座口座口座    ゆうちょ銀行振替口座ゆうちょ銀行振替口座ゆうちょ銀行振替口座ゆうちょ銀行振替口座 00190001900019000190----5555----323563323563323563323563 たすきリレープロジェクト井上幸夫サポート隊たすきリレープロジェクト井上幸夫サポート隊たすきリレープロジェクト井上幸夫サポート隊たすきリレープロジェクト井上幸夫サポート隊    

                            《《《《    ※※※※他の銀行➡ゆうちょ銀行への振込他の銀行➡ゆうちょ銀行への振込他の銀行➡ゆうちょ銀行への振込他の銀行➡ゆうちょ銀行への振込    店番店番店番店番 019019019019    預金種目当座預金種目当座預金種目当座預金種目当座    口座口座口座口座 0323563032356303235630323563    》》》》    
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みずほ銀行上野毛支店（普通）みずほ銀行上野毛支店（普通）みずほ銀行上野毛支店（普通）みずほ銀行上野毛支店（普通）1017625101762510176251017625    たすきリレープロジェクト井上幸夫サポート隊たすきリレープロジェクト井上幸夫サポート隊たすきリレープロジェクト井上幸夫サポート隊たすきリレープロジェクト井上幸夫サポート隊    

                            ご入金後、お手数ですがお名前・ご住所をメールでご入金後、お手数ですがお名前・ご住所をメールでご入金後、お手数ですがお名前・ご住所をメールでご入金後、お手数ですがお名前・ご住所をメールでお知らせ下さい。お知らせ下さい。お知らせ下さい。お知らせ下さい。    


