
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 福島県 福島市 11月17日 ○ 児童虐待に対する正しい知識と適切な対応について普及啓発を行う。
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 2月16日
主任児童委員や児童福祉関係業務に携わる職員を対象に児童虐待
に関する正しい知識と適切な対応について普及啓発を行う。

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 郡山市 7月9日 主に要保護児童対策地域協議会構成機関の担当者等を対象とした児童虐待防止研修会 こども部こども支援課 024-924-3341
4 福島県 郡山市 11月25日 ○ 主に市民を対象とした児童虐待防止講演会 こども部こども支援課 024-924-3341
5 福島県 いわき市 11月 ○ 市内の活動団体による虐待予防、早期発見のためのワークショップを開催 〃 〃

6 福島県 喜多方市
未定（11月～12

月頃）
市役所において、児童虐待の予防をテーマとしたワークショップを開催

保健福祉部こど
も課子育て支援
班

0241-24-5229

7 福島県 本宮市 6月26日
市内小・中学校の校長及び教頭、ＰＴＡ幹部、教育委員会幹部が集ま
る会議にて、児童虐待防止に関する講話

保健福祉部子ど
も福祉課

0243-24-5375

8 福島県 本宮市 11月13日 ○
市内小学校において児童相談所職員による、児童虐待防止に関する
研修会

保健福祉部子ど
も福祉課

0243-24-5375

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 福島県 １１月 ○ 学校に児童相談所全国共通ダイヤルカードを配布する。
こども未来局児
童家庭課

024-521-8665

2 福島県 １１月 ○ オレンジリボンピンバッジを市町村に配布する。
こども未来局児
童家庭課

024-521-8665

3 福島県 福島市 11月 ○
オレンジリボン運動の普及啓発のため、市民の方々にオレンジリボン
を作成してもらい市内公共施設に掲示する。

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 福島市 通年
市内で出生届を提出した父母に児童虐待防止のパンフレットを配布す
る。

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 会津若松市 11月17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チラシ及び
啓発グッズ等の配布を行う

健康福祉部
こども家庭課

0242-23-4545 変更可能性有

6 福島県 郡山市 7月 本市独自の児童虐待防止啓発リーフレットを作成し、小・中学生等へ配布 こども部こども支援課 024-924-3341
7 福島県 郡山市 11月17日 ○ 子ども・子育て支援施設での児童虐待防止啓発キャンペーン こども部こども支援課 024-924-3341
8 福島県 いわき市 11月 ○ 市役所、支所等の窓口にポスターを掲示、配布用リーフレットを設置 〃 〃
9 福島県 いわき市 11月 ○ 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、公民館等にポスターを掲示 〃 〃
10 福島県 いわき市 11月 ○ 市内商業施設などで街頭啓発活動 〃 〃
11 福島県 いわき市 11月 ○ 市保健センター内に啓発コーナーを設置 〃 〃

12 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する。
保健福祉部
子育て支援課

0243-55-5294

13 福島県 田村市 11月1日 ○
市内各保育所・幼稚園などを通して、保護者へ児童虐待防止啓発の
リーフレットを配布。

保健福祉部こど
も未来課子育て
応援係

0247-82-1000

14 福島県 南相馬市 11月 ○ 児童虐待防止啓発品の配布
こども未来部こど
も家庭課

0244-24-5407

15 福島県 本宮市 11月中 ○ 課窓口カウンターにミニ机上旗「オレンジリボン運動」を設置
保健福祉部子ど
も福祉課

0243-24-5375

16 福島県 本宮市 11月中 ○
「オレンジリボン運動」啓発シールを名刺や封筒に貼付したり、窓口に
設置し住民にも活用を依頼する。

保健福祉部子ど
も福祉課

0243-24-5375

17 福島県 本宮市 随時 ○ 部長を始め担当部署の職員全員が「オレンジリボン」ピンバッジを着用
保健福祉部子ど
も福祉課

0243-24-5375

18 福島県 広野町
11月1日～11月

30日
○

町広報誌等に児童虐待防止推進月間について掲載。デジタル掲示板
に通年で児童虐待に関する相談・通告先を案内。

こども家庭課 0240-27-2115

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 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掲載
健康福祉部
こども家庭課

0242-23-4545

2 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

0242-23-4545

3 福島県 郡山市 8月 市広報誌に児童虐待防止に関する特集記事を掲載 こども部こども支援課 024-924-3341

4 福島県 いわき市 11月 ○ 市広報紙、公式ＨＰ、公式ＳＮＳ、駅前表示版等で周知活動
こどもみらい部こ
ども家庭課

0246-27-8563

5 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)

6 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。また、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)

7 福島県 須賀川市 11月1日 ○
市の広報で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
周知する

須賀川市教育委
員会事務局こど
も課

0248-88-8114

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
運動の推進の周知

保健福祉部
子育て支援課
子ども家庭係

0243-55-5094

9 福島県 田村市 9月 ○ 電子母子アプリにより「虐待から子どもを守りましよう」を周知。
保健福祉部こど
も未来課子育て
応援係

0247-82-1000

10 福島県 田村市 11月 ○
市広報誌、市ホームページ及び電子母子アプリに児童虐待防止推進
月間について掲載。

保健福祉部こど
も未来課子育て
応援係

0247-82-1000

11 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
こども未来部こど
も家庭課

0244-24-5407

12 福島県 伊達市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する記事の掲載
こども部こども支
援課こども相談

024-573-5682

13 福島県 本宮市 11月1日発行 ○ 市広報紙において、児童虐待防止に関する市の施策を紹介
保健福祉部子ど
も福祉課

0243-24-5375

14 福島県 本宮市 随時 ○ 市の防災行政無線やコミュニティラジオで「１８９」について周知放送中
保健福祉部子ど
も福祉課

0243-24-5375

【福島県】

○　フォーラム等事業の開催

○　啓発物品作成・配布

○　広報誌、テレビ等で周知



15 福島県 国見町 １１月 ○ 町広報誌に児童虐待防止月間の記事を掲載 保健福祉課 024-585-2783

16 福島県 川俣町 ○ 町広報誌における啓発
川俣町教育委員
会子育て支援課

024-566-2111

17 福島県 天栄村 11月中 ○ 広報誌やホームページを活用して周知する（予定） 住民福祉課 0248-82-2115
18 福島県 下郷町 11月 ○ 町広報誌に啓発記事を掲載 健康福祉課 0241-69-1199
19 福島県 南会津町 11月 ○ 町広報紙で児童虐待防止を周知 健康福祉課 0241-62-6170

20 福島県 西会津町 11月 ○ 町の広報紙へ3桁ダイヤル189を掲載し全世帯へ配付
子育て支援セン
ター

0241-45-4332

21 福島県 猪苗代町 11月10日 ○ 町広報誌（１１月号）に「児童虐待防止推進月間」啓発記事を掲載 保健福祉課 0242-62-2115

22 福島県 会津坂下町 11月 ○ 町広報誌（11月号）において、児童虐待防止に関する記事を掲載
子ども課子ども
支援班子育て支
援係

0242-84-3712

23 福島県 湯川村 １１月 ○ 村広報誌にて児童虐待防止月間に関する記事を掲載予定 住民課　福祉係 0241-27-8810
24 福島県 金山町 11月 ○ 広報誌などを通じて実施予定。 土田　純一 0241-54-5135
25 福島県 会津美里町 11月1日 ○ 町広報紙において児童虐待防止について周知

健康ふくし課社会福祉
係

0242-55-1145

26 福島県 西郷村 １１月 ○ 広報紙において、児童虐待防止に関する知識等の啓発活動
福祉課　子ども
支援係

0248-25-0001

27 福島県 矢吹町 11月 ○ 広報やぶきや町ホームページに掲載し周知する。 子育て支援課 0248-42-2230

28 福島県 石川町 11月1日 ○
町広報誌において、児童虐待防止推進月間の取組み及び相談窓口を
周知

保健福祉課
健康増進係

0247-26-8416

29 福島県 三春町 11月 ○ 町広報誌に児童虐待防止推進月間や虐待防止に関する周知を掲載 子育て支援課 ０２４７－６２－００５５

30 福島県 小野町 11月 ○
回覧板により全戸配布しているカレンダーに「児童虐待防止推進月
間」を記載し周知

子育て支援課 0247-72-2212

31 福島県 広野町
11月1日～11月

30日
○

児童虐待防止啓発ボールペンを作成し（５００本）、幼少中、保育所、
児童館、役場各課、民生委員、教育委員等に配布。

こども家庭課 0240-27-2115

32 福島県 大熊町 11月 ○ 町広報誌にて、児童虐待相談ダイヤルを案内 保健福祉課 0240-23-7197

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 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放送

健康福祉部
こども家庭課

0242-23-4545

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 福島県 田村市 通年 ○ 市担当職員のオレンジリボン着用。
保健福祉部こど
も未来課子育て
応援係

0247-82-1000

2 福島県 南相馬市 11月 ○ 市・区役所の玄関付近にのぼり旗を設置
こども未来部こど
も家庭課

0244-24-5407

○　民間企業等とのタイアップ

○　その他


