
【福島県】

○　フォーラム等事業の開催

都道府県 市区町村
実施（予定）

期間・日
11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等） 担当部署名 問い合わせ先 備考

1 福島県 福島市 12月3日
福島市市民会館において、平成２９年度児童虐待防止推進講演会
を開催

こども未来部こど
も政策課こども家
庭係

024-525-3780

2 福島県 福島市 11月１日～27日 ○

【オレンジリボン運動の展開】
①福島市児童虐待防止推進講演会の開催に係る、チラシ(3,300
枚)・横看板(1枚に各2箇所)・配布資料に表示
②小中学生が作成するオレンジリボンを表現した制作物を「子ど
もの夢を育む施設こむこむ」において展示

こども未来部こど
も政策課こども家
庭係

024-525-3780

3 福島県 福島市 随時 子育てコミュニケーション（ＣＳＰ）事業を実施
こども未来部こど
も政策課こども家
庭係

024-525-3780

4 福島県 福島市 2月
福島市保健福祉センターにおいて、主任児童委員や児童の援助職
を対象に、児童虐待防止に対する意識高揚のための専門研修であ
る「福島市児童虐待対応力強化研修会」を開催

こども未来部こど
も政策課こども家
庭係

024-525-3780

5 福島県 郡山市 7月20日
要保護児童対策地域協議会の構成機関の職員等を対象とした児童
虐待防止研修会を開催

こども部こども支
援課こども家庭相
談センター

024-924-3341

6 福島県 郡山市 11月17日 ○ 市民を対象とした児童虐待防止講演会を開催
こども部こども支
援課こども家庭相
談センター

024-924-3341

7 福島県 川俣町 11月17日 ○ 子育て講演会を実施
子育て支援課子育
て支援係

024-566-2111

○　啓発物品作成・配布

都道府県 市区町村
実施（予定）

期間・日
11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等） 担当部署名 問い合わせ先 備考

1 福島県 福島県 11月 ○ オレンジリボン運動の啓発グッズを関係機関に配布
保健福祉部こども
未来局児童家庭課

024-521-8665

2 福島県 福島市 通年 ○
出生届提出時に「すこやか手帳（予防接種関係）」とともに虐待
防止パンフレットを配布

こども未来部こど
も政策課こども家
庭係

024-525-3780

3 福島県 福島市 12月
市内の小中学生を対象にオレンジリボンを模したしおり（相談窓
口カード）を配布することにより、児童本人からＳＯＳを発する
ことが可能となり、児童虐待問題の早期発見・早期対応に繋げる

こども未来部こど
も政策課こども家
庭係

024-525-3780

4 福島県 会津若松市 11月11日 ○
市内商業施設において、子育て支援・児童虐待等に関する小冊子
等を配布

健康福祉部こども
家庭課

0242-39-1243

5 福島県 会津若松市 11月 ○ 市政だよりにおいて、児童虐待防止に関する記事を掲載
健康福祉部こども
家庭課

0242-39-1243

6 福島県 会津若松市 11月 ○ 市役所庁舎内窓口に児童虐待防止に関するパンフレット等を設置
健康福祉部こども
家庭課

0242-39-1243

7 福島県 郡山市 7月
保育所、幼稚園、小・中学校等の児童・生徒へ児童虐待防止啓発
リーフレットを配布

こども部こども支
援課こども家庭相
談センター

024-924-3341

8 福島県 郡山市 11月5日 ○
福祉に関するイベント会場において、児童虐待防止啓発キャン
ペーンを実施

こども部こども支
援課こども家庭相
談センター

024-924-3341

9 福島県 いわき市 11月 ○ 市内の駅前等において、児童虐待の啓発物品等を配布
こどもみらい部こ
ども家庭課家庭支
援係

0246-27-8563

10 福島県 二本松市 11月から通年 ○ 市職員にオレンジリボンを配付し１１月から通年を通じて胸章
福祉部子育て支援
課子ども家庭係

0243-55-5294

11 福島県 田村市 通年 ○ 市担当職員がオレンジリボンを着用
保健福祉部社会福
祉課子育て支援係

0247-81-2273

12 福島県 田村市 11月 ○
市内各保育所を通して、保護者へ児童虐待防止啓発のリーフレッ
トを配布

保健福祉部社会福
祉課子育て支援係

0247-81-2273

13 福島県 南相馬市 11月 ○ 児童虐待防止啓発品を配布
健康福祉部男女共
同こども課

0244-24-5215

14 福島県 南会津町 11月 ○
役場等において、子育て支援・母子保健・児童虐待に関する小冊
子等を配布

健康福祉課子育て
支援係

0241-62-6170

○　広報誌、テレビ等で周知

都道府県 市区町村
実施（予定）

期間・日
11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等） 担当部署名 問い合わせ先 備考

1 福島県 福島県 11月 ○ ラジオ番組において、児童虐待相談の窓口等に関する案内を実施
保健福祉部こども
未来局児童家庭課

024-521-8665

2 福島県 福島県 通年 ○
テレビスポットにおいて、児童虐待相談の窓口等に関する案内を
実施

保健福祉部こども
未来局児童家庭課

024-521-8665



都道府県 市区町村
実施（予定）

期間・日
11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等） 担当部署名 問い合わせ先 備考

3 福島県 会津若松市
11月１日

～12月31日
○ 児童虐待防止に関する周知を図るためのスポットCMを放送

健康福祉部こども
家庭課

0242-39-1243

4 福島県 白河市 11月1日 ○ 市広報誌に記事を掲載 こども支援課
0248-22-1111
(内2734)

5 福島県 白河市 通年 ○
市ホームページ及び子育て支援ガイドブックに記事を掲載
要対協として児童虐待防止啓発リーフレットを作成・配布

こども支援課
0248-22-1111
(内2734)

6 福島県 須賀川市 11月1日 ○
市広報において、11月からの1か月間が児童虐待防止推進月間で
あることを周知

須賀川市教育委員
会事務局こども課
子育て支援係

0248-88-8114

7 福島県 相馬市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する記事を掲載
保健福祉部相馬愛
育園

0244-36-5591

8 福島県 二本松市 11月 ○
市広報紙において、児童虐待の早期発見の注意喚起、オレンジリ
ボン運動の推進を周知

福祉部子育て支援
課子ども家庭係

0243-55-5094

9 福島県 田村市 11月 ○ 市広報誌、市ホームページに児童虐待防止推進月間について掲載
保健福祉部社会福
祉課子育て支援係

0247-81-2273

10 福島県 南相馬市 11月 ○ 市広報誌・ＨＰに児童虐待防止推進月間についての記事を掲載
健康福祉部男女共
同こども課

0244-24-5215

11 福島県 伊達市 11月 ○
市広報紙や市役所に設置されるデジタルサイネージにおいて周知
を実施

こども部こども支
援課

024-577-3202

12 福島県 本宮市 通年 ○
市広報紙において、児童虐待防止や市の家庭児童相談室に関する
周知を実施

保健福祉部子ども
福祉課子育て支援
係

0243-24-5375 １１月は内容増大

13 福島県 国見町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止について掲載 保健福祉課保健係 024-585-2783

14 福島県 鏡石町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止推進月間を周知
福祉こども課こど
もグループ

0248-62-2210

15 福島県 天栄村 11月 ○ 広報誌により村民に周知 住民福祉課 0248-82-2115

16 福島県 西会津町 11月 ○ 町広報お知らせ版において、児童虐待防止について周知
健康福祉課子育て
支援係

0241-45-4332

17 福島県 西会津町 11月 ○ 町ＣＡＴＶにおいて、取り組み月間について周知を実施
健康福祉課子育て
支援係

0241-45-4332

18 福島県 猪苗代町 11月10日 ○ 町広報紙に「児童虐待防止」啓発記事を掲載 保健福祉課 0242-62-2115

19 福島県 会津坂下町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止について啓発記事を掲載
生活課福祉健康班
社会福祉係

0242-84-1522

20 福島県 湯川村 11月 ○ 村広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載予定 住民課福祉係 0241-27-8810

21 福島県 会津美里町 11月1日 ○ 町広報紙（11月号）において、児童虐待防止の啓発記事を掲載 福祉課 0242-55-1181

22 福島県 泉崎村 11月 ○ 児童虐待防止について、村広報誌に掲載し周知
住民福祉課福祉グ
ループ

0248-54-1333

23 福島県 中島村 11月1日 ○ 広報誌において周知 保健福祉課 0248-52-2174

24 福島県 矢吹町 11月 ○ 広報誌とホームページに掲載し周知
子育て支援課子育
て支援係

0248-42-2230

25 福島県 石川町 11月 ○
町広報誌において、児童虐待防止と児童虐待防止推進月間の啓発
広報

保健福祉課児童福
祉係

0247-26-0811

26 福島県 玉川村 10月～11月 ○
村広報紙において、児童虐待防止に関する周知、児童虐待防止推
進月間にリーフレット配布、ポスターの掲示を実施

健康福祉課 0247-57-4623

27 福島県 三春町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載 子育て支援課 0247-62-0055

28 福島県 小野町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待の予防・相談機関の周知案内を掲載 子育て支援課 0247-72-2212

29 福島県 広野町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止推進月間について掲載 こども家庭課 0240-27-2115

30 福島県 川内村 11月 ○ 村広報誌において、児童虐待防止に関する記事を掲載 保健福祉課 0240-38-2941

○　その他

都道府県 市区町村
実施（予定）

期間・日
11月に実施する
場合、○を選択

実施（予定）事項の具体的内容（テーマ・開催場所等） 担当部署名 問い合わせ先 備考

1 福島県 古殿町 12月 二次性徴、妊娠のしくみ、命の尊さ等について出張講座を実施（中学生健康管理センター 0247-53-4038


