
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 問合せ先 備考

1 宮城県 宮城県 10月28日 子どもの虐待防止推進全国フォーラムの開催
子ども・家庭支援
課

022-211-2531

2 宮城県 仙台市 12月4日 児童虐待対応講演会（テーマ：（仮）「子どもの貧困と児童虐待」）
子供未来局
子供家庭支援課

022-214-8180

3 宮城県 仙台市 12月10日、17日 児童虐待防止推進員養成研修（保育所・児童館等の職員向け）
子供未来局
子供家庭支援課

022-214-8180

4 宮城県 仙台市
11月平日
（予定）

○ 児童虐待防止街頭啓発活動
子供未来局
子供家庭支援課

022-214-8180

5 宮城県 石巻市 5月24日

民生委員・児童委員協議会総会時のパネルディスカッション
場所：石巻市河北総合センター
講師：虐待防止センター　技術主幹　西條
テーマ：石巻市における子ども支援について
参加人数：２４１名

福祉部虐待防止
センター

0225-95-1111
(主催)
石巻市民生委員
児童委員協議会

6 宮城県 石巻市 6月22日

石巻市圏域子育て支援センター交流会時の講演
場所：石巻市河北子育て支援センター
講師：虐待防止センター技術主幹　西條
テーマ：児童虐待について
参加人数：２３名

福祉部虐待防止
センター

0225-95-1111
(主催)
石巻市河北子育て
支援センター

7 宮城県 石巻市 11月 ○
【虐待防止講演会】
　内容：児童・高齢者・障害者虐待及び権利擁護に関する講演
　場所・講師・演目：未定

福祉部虐待防止
センター

0225-95-1111

8 宮城県 塩竈市 11月 ○ 講師を招き、各関係機関、一般市民向けに児童虐待研修を実施 子育て支援課 022-353-7797

9 宮城県 名取市 11月7日 ○ 児童虐待をテーマに研修会を開催
健康福祉部こど
も支援課

022-724-7119

10 宮城県 栗原市 10月 子ども虐待関係職員研修会
市民生活部子育
て支援課子ども・
家庭福祉係

0228-22-2360

11 宮城県 栗原市 11月22日 ○ 子ども虐待予防講演会実施（予定）
市民生活部子育
て支援課子ども・
家庭福祉係

0228-22-2360

12 宮城県 東松島市 5月31日
要保護児童対策地域協議会研修会
 テーマ「子どもの人権と虐待予防を考える」    市役所本庁舎会議室

保健福祉部健康
推進課家庭支援
班

0225-82-1111

13 宮城県 東松島市 7月4日
要保護児童対策地域協議会研修会
テーマ「児童虐待対応の基本的理解～通告から支援まで～」
市役所本庁舎会議室

保健福祉部健康
推進課家庭支援
班

0225-82-1111

14 宮城県 東松島市 8月3日
要保護児童対策地域協議会研修会
テーマ「児童虐待発見時の対応とは～実践を交えて考える～」
 矢本東市民センター

保健福祉部健康
推進課家庭支援
班

0225-82-1111

15 宮城県 東松島市 9月21日
要保護児童対策地域協議会研修会 虐待対応現任者研修
事例検討 市役所本庁舎会議室

保健福祉部健康
推進課家庭支援
班

0225-82-1111

16 宮城県 東松島市 10月11日
民生委員児童委員協議会研修会
テーマ「児童虐待について」  東松島市コミニティーセンター会議室

保健福祉部健康
推進課家庭支援
班

0225-82-1111

17 宮城県 大崎市 11月 ○ 児童虐待防止研修会の開催

民生部子育て支
援課
子ども家庭相談
係

0229-23-6048

18 宮城県 富谷市 1月23日 宮城県との共催により、児童虐待に関する研修会を開催 子育て支援課 022-358-0516

19 宮城県 大河原町 9月28日 宮城県との共催により、児童虐待防止等に係る内容の講座を開催
子ども家庭課児
童福祉係

0224-53-2251

【宮城県】

○　フォーラム等事業の開催



都道府県 市区町村
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11月に実施する
場合、○を選択
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20 宮城県 亘理町 4月25日
町子育てサポーター養成講座にて児童虐待予防に関する講話の実
施。

子ども未来課
家庭支援班

0223-34-1225

21 宮城県 亘理町 7月3日
ファミリーサポートセンター協力会員養成講座にて児童虐待予防に関
する講話の実施。

子ども未来課
家庭支援班

0223-34-1225

22 宮城県 利府町 11月13日 ○ 児童虐待防止推進月間に合わせ講演会を実施 子ども支援課 022-767-2193

23 宮城県 女川町 11月9日 ○
講演「小児科からみた児童虐待防止・ＤＶ・発達障害」
講師　黒川病院小児科 岩城利充医師
(被災地におけるＤＶ被害者等サポート事業)

健康福祉課 0225-54-3131

24 宮城県 女川町 1月18日

講演「忙しいママのための講座～子育て、女性の健康のヒント、幼児
期からの非暴力教育とは～」
講師　NPO法人ハーティ仙台　八幡悦子
(被災地におけるＤＶ被害者等サポート事業)

健康福祉課 0225-54-3131

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 問合せ先 備考

1 宮城県 宮城県 11月 ○ ＪＲ仙台駅前で啓発物品配布
子ども・家庭支援
課

022-211-2531

2 宮城県 仙台市 通年 ○ 幼児健康診断（1歳6か月時）における児童虐待防止啓発カードの配布
子供未来局
子供家庭支援課

022-214-8180

3 宮城県 仙台市 通年 ○ 「せんだい妊娠ほっとライン」広報カードの配布
子供未来局
子供家庭支援課

022-214-8180

4 宮城県 石巻市 4月26日
市内各小学校：１学年の保護者を対象にパンフレット配布を実施
　配布部数1,001部

福祉部虐待防止
センター

0225-95-1111

5 宮城県 石巻市 5月30日
市内各小・中学校：小学校４学年及び中学校１学年を対象に啓発カー
ドの配布を実施　配布部数2,164部

福祉部虐待防止
センター

0225-95-1111

6 宮城県 石巻市 随時
母子手帳交付時にパンフレットの配布を実施
配布部数：1,037部

福祉部虐待防止
センター

0225-95-1111

7 宮城県 塩竈市 11月 ○ 各公共施設にオレンジリボンキャンペーンののぼりを設置 子育て支援課 022-353-7797

8 宮城県 塩竈市 11月 ○ 塩釜駅・本塩釜駅前にてオレンジリボン啓発グッズを配布 子育て支援課 022-353-7797

9 宮城県 塩竈市 11月 ○
市内小中学校・幼稚園・保育園のお便りにオレンジリボン運動の周知
依頼

子育て支援課 022-353-7797

10 宮城県 塩竈市 11月 ○
駅中・商店街などに児童虐待防止月間のポスター掲示・ちらし配布依
頼

子育て支援課 022-353-7797

11 宮城県 名取市 11月3日 ○ なとり秋まつりにおいて、啓発グッズを配布
健康福祉部こど
も支援課

022-724-7119

12 宮城県 多賀城市 11月 ○
保育所・幼稚園・小学校・中学校の児童に児童虐待防止啓発グッズを
配布

保健福祉部子育
て支援課

022-368-1141
(内線)674

13 宮城県 東松島市 6月18日～22日 公立保育所への「児童虐待対応マニュアル」配布
保健福祉部健康
推進課家庭支援
班

0225-82-1111

14 宮城県 東松島市 11月 ○ 虐待予防に関するリーフレットの作成、配布
保健福祉部健康
推進課家庭支援
班

0225-82-1111

15 宮城県 大崎市 4月
要保護児童対策地域協議会についてパンフレットを作成し，市内小中
学校，民生委員等へ配布

民生部子育て支
援課
子ども家庭相談
係

0229-23-6048

16 宮城県 富谷市 通年 ○ 乳幼児健診で虐待防止に関するパンフレットを配布 子育て支援課 022-358-0516

17 宮城県 大河原町 通年 ○
「子育て支援ハンドブック」に児童虐待に関する相談窓口を掲載し、保
護者等へ配布

子ども家庭課児
童福祉係

0224-53-2251

○　啓発物品作成・配布



都道府県 市区町村
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場合、○を選択
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18 宮城県 七ヶ浜町 11月11日 ○ 町のイベントの際、児童虐待防止を呼び掛ける広報啓発運動
子育て支援セン
ター

022-362-7731

19 宮城県 利府町 11月 ○
役場庁舎に垂幕及びのぼり旗、ポスターの掲示、公用車へのオレンジ
リボンステッカー添付

子ども支援課 022-767-2193

20 宮城県 利府町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間周知用物品を町内施設で配布 子ども支援課 022-767-2193

21 宮城県 大和町 11月 ○
町庁舎（エントランスホール）への掲示、相談先、子育て支援課等に関
するパンフレット配置、配布等による啓発

子育て支援課 022-345-7503

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 問合せ先 備考

1 宮城県 宮城県 11月～12月 ○ 県広報誌に虐待防止の記事を掲載
子ども・家庭支援
課

022-211-2531

2 宮城県 仙台市 通年 ○ 児童虐待防止啓発に関するラジオＣＭ放送
子供未来局
子供家庭支援課

022-214-8180

3 宮城県 塩竈市 5月 市広報誌・市ＨＰにおいて児童虐待防止月間を周知 子育て支援課 022-353-7797

4 宮城県 塩竈市 11月 ○ 市広報誌・市HPにおいてオレンジリボン活動を周知 子育て支援課 022-353-7797

5 宮城県 気仙沼市 11月 ○ 市発行広報紙へ記事を掲載
保健福祉部子ど
も家庭課児童福
祉係

0226-22-6600
(内線)445

6 宮城県 白石市 11月 ○ 市発行広報紙へ記事を掲載
保健福祉部福祉
課

0224-22-1400

7 宮城県 名取市 11月 ○ 広報なとりに児童虐待防止に関する啓発記事を掲載
健康福祉部こど
も支援課

022-724-7119

8 宮城県 角田市 11月 ○ 市の広報において、児童虐待防止に関する情報を掲載
市民福祉部子育
て支援課

0224-63-0134

9 宮城県 多賀城市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止月間の取組について記載
保健福祉部子育
て支援課

022-368-1141
(内線)674

10 宮城県 多賀城市 通年 ○
市ホームページに児童虐待防止月間の取組や児童虐待防止について
掲載

保健福祉部子育
て支援課

022-368-1141
(内線)674

11 宮城県 岩沼市 11月 ○
市広報紙において、児童虐待防止及び児童相談所１８９ダイヤルに関
する啓発

健康福祉部
子ども福祉課
総務係

0223-22-1111

12 宮城県 登米市 11月 ○ 広報「とめ」掲載（児童虐待防止推進月間に関する記事） 子育て支援課 0220-58-5562

13 宮城県 登米市 11月5日～9日 ○
コミュニティＦＭでの啓発（児童虐待防止推進月間および「189」の周
知）

子育て支援課 0220-58-5562

14 宮城県 栗原市 11月1日 ○ 栗原市広報にて虐待防止月間の紹介、市民講演会の周知
市民生活部子育
て支援課子ども・
家庭福祉係

0228-22-2360

15 宮城県 東松島市 11月 ○ 市広報誌における「児童虐待防止推進月間」の周知
保健福祉部健康
推進課家庭支援
班

0225-82-1111

16 宮城県 大崎市 11月 ○ 児童虐待防止について市広報誌へ掲載

民生部子育て支
援課
子ども家庭相談
係

0229-23-6048

17 宮城県 富谷市 11月 ○ 市広報誌に児童虐待防止推進月間の記事を掲載 子育て支援課 022-358-0516

18 宮城県 蔵王町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止推進月間の取組について掲載し周知する 子育て支援課 0224-33-2122

19 宮城県 七ヶ宿町 通年 ○ 広報紙に相談ダイヤル等を掲載 健康福祉課 0224-37-2331

○　広報誌、テレビ等で周知
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20 宮城県 大河原町 11月 ○ 町広報紙やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等を活用し、推進月間を周知する記事を掲載
子ども家庭課児
童福祉係

0224-53-2251

21 宮城県 村田町 11月 ○
町フェイスブックにおいて児童虐待の定義及び虐待防止月間であるこ
とを掲載

子育て支援課 0224-83-6405

22 宮城県 川崎町 11月 ○ 町広報紙による児童虐待防止月間の周知 保健福祉課 0224-84-6008

23 宮城県 柴田町 11月1日 ○ 児童虐待防止推進月間について広報紙に掲載 子ども家庭課 0224-55-2115

24 宮城県 丸森町 11月 ○
町広報誌にて毎年11月は児童虐待防止推進月間であることと児童相
談所全国共通ダイヤル（１８９）の周知。

子育て定住推進
課子育て支援班

0224-72-3013

25 宮城県 亘理町 11月1日 ○ 町広報誌により児童虐待推進月間のＰＲ
子ども未来課
家庭支援班

0223-34-1225

26 宮城県 亘理町 通年 ○
町公式ホームページにより児童虐待予防に関する周知や相談および
通告先等の掲載

子ども未来課
家庭支援班

0223-34-1225

27 宮城県 山元町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止推進月間の取組を周知
保健福祉課子育
て支援班

0223-37-1113

28 宮城県 松島町 11月 ○ 広報誌及びホームページで啓発実施予定
町民福祉課こど
も支援班

022-354-5798

29 宮城県 大和町 11月 ○ 町広報誌を活用し、児童虐待防止、相談先等の啓発 子育て支援課 022-345-7503

30 宮城県 大郷町 11月1日 ○ 町の広報誌で児童虐待防止推進月間の周知
保健福祉課　社
会福祉係

022-359-5507

31 宮城県 大衡村 11月 ○ 村広報紙において、児童虐待防止に関する対応策・連絡先を周知
健康福祉課
子育て支援係

022-345-0253

32 宮城県 色麻町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止に関する内容を掲載 子育て支援室 0229-66-1700

33 宮城県 加美町 11月 ○ 町広報誌へ啓発記事を掲載予定 子育て支援室 0229-63-7870

34 宮城県 涌谷町 11月1日 ○ 町広報誌において、児童虐待防止の特集を掲載予定
福祉課
子育て支援室

0229-43-5111

35 宮城県 美里町 11月 ○ 町広報「みさと」において、児童虐待防止・早期発見の呼びかけ 子ども家庭課 0229-33-1411

36 宮城県 南三陸町 11月1日 ○ 町広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載
保健福祉課子育
て支援係

0226-46-1402

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 問合せ先 備考

1 宮城県 多賀城市 11月 ○ 企業の屋外ディスプレイに標語を掲載
保健福祉部子育
て支援課

022-368-1141
(内線)674

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 問合せ先 備考

1 宮城県 東松島市 4月16日 教頭会での虐待対応窓口周知及び今後の連携について説明
保健福祉部健康
推進課家庭支援
班

0225-82-1111

○　民間企業等とのタイアップ

○　その他


