
【福岡県】

○　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 福岡県 福岡市 8月8日

児童虐待防止に関する市民フォーラムを市と関係27団体から構成
される「福岡市子ども虐待防止活動推進委員会」主催により開催
し、「『ひとりぼっちのないまちへ～子どもとつながる地域づく
りと虐待防止～」をテーマとした基調講演・トークセッション・
パネル展を実施

こども未来局こど
も部こども家庭課

092-711-4238

2 福岡県 北九州市 8月10日
学校・保育所への啓発のため「児童虐待対応リーダー養成研修
会」を開催

子ども総合セン
ター

093-881-4556

3 福岡県 北九州市 11月29日 ○
オレンジリボン活動の周知および虐待通告の理解を市民に広める
ため「児童虐待問題連続講座」を開催

子ども総合セン
ター

093-881-4556 予定

4 福岡県 北九州市 随時
児童虐待防止をテーマとして出前公演を市民、学校、保育園等を
対象に実施。併せて啓発リーフレットを配布。

子ども総合セン
ター

093-881-4556

5 福岡県 久留米市

① 1月24日、2月7
日、14日、21日
② 1月20日、28
日、2月3日、10日

子育てサポーター養成講座
「支援者向けの児童虐待防止、子どもへの関わり方講座」
場所：えーるピア久留米

子ども未来部家庭
子ども相談課

0942-30-9208

6 福岡県 久留米市
1月20日、2月4
日、2月11日

子ども会を深めるための連続講座
「テーマ：新しい家族のカタチ」
　講師：安部 計彦、西澤 哲、坂本 雅子 の３氏
［福岡県久留米児童相談所、久留米市、民間団体での協働実施］
場所：えーるピア久留米

子ども未来部家庭
子ども相談課

0942-30-9208

7 福岡県 飯塚市 11月22日 ○ 児童虐待防止講演会を実施
福祉部子育て支援
課

0948-22-5500
（1119）

8 福岡県 八女市 11月 ○ 要保護児童対策地域協議会構成員に向け研修会を実施 子育て支援課 0943-23-1351

9 福岡県 筑後市 11月24日 ○
児童虐待防止に関する講演会「子ども・親に寄り添う支援法」を
実施

子育て支援課 0942-65-7017

10 福岡県 中間市 11月8日 ○
児童虐待防止「子育て講演会」を開催し、参加者へオレンジリボ
ンを配布

保健福祉部こども
未来課家庭児童相
談係

093-246-6225

11 福岡県 宗像市 11月 ○ 子どもの権利及び児童虐待防止に関する講演会を開催
子ども家庭課子ど
も家庭係（家庭児
童相談室）

0940-36-1302
子ども育成課と共同
開催

12 福岡県 福津市
9月7日

～10月26日

発達支援センターにおいて、就学前の乳幼児を持つ保護者を対象
に子どもの発達や子育てについて学ぶ機会を提供し、育児のスト
レスや負担感をなくすためのプログラム（ノーバディズ・パー
フェクト・プログラム）を全８回実施

健康福祉部こども
課

0940-42-9119 毎週木曜日

13 福岡県 みやま市 11月17日 ○
児童虐待予防セミナー（大牟田児童相談所と共催・場所：みやま
市「まいピア」）

子ども子育て課子
ども子育て係

0944-64-1535

14 福岡県 糸島市 11月9日 ○
女性への暴力と児童虐待の予防をテーマとした研修会を関心のあ
る市民対象に開催

人権福祉部子ども
課

092-332-2074

15 福岡県 水巻町 2月
地域住民や関係機関等を対象に、児童虐待防止をテーマとした地
域講演会の実施

地域・こども課児
童少年相談セン
ター

093-203-1555

○　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 福岡県 福岡市
11月1日、
2日、7日

○
市内７区役所子育て支援課等の主催により，駅前・大学・ショッ
ピングモール等において啓発チラシ、グッズ等を配布

こども未来局こど
も部こども家庭課

092-711-4238

2 福岡県 北九州市 随時
児童虐待防止の啓発のため、市民、各区役所、市民センター、学
校等で電話相談窓口を記載した「２４時間子どもホットライン
カード」を配布

子ども総合セン
ター

093-881-4556

3 福岡県 久留米市 10月28～29日
久留米大学の学生と協働で、同大学学園祭において、児童虐待防
止啓発グッズ、チラシ等を配布予定

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208



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

4 福岡県 久留米市 11月12日 ○

マナビィランドにおいて、オレンジリボン作成コーナーを設置
し、オレンジリボン作成。また、児童虐待防止の啓発を行い、啓
発グッズを配布予定。
場所：えーるピア久留米

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

5 福岡県 久留米市 11月12日 ○
荘島校区コミセン祭「よかっ祭」において、オレンジリボン作成
コーナーを設置し、オレンジリボン作成。また、児童虐待防止の
啓発を行い、啓発グッズを配布予定。

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

6 福岡県 久留米市 11月12日 ○
西鉄久留米駅において、「街頭キャンペーン」を実施し、児童虐
待防止啓発グッズ、チラシ等を配布予定

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

7 福岡県 久留米市 11月13日～15日 ○
良山中学校で赤ちゃんとのふれあい体験を通じた児童虐待防止に
かかる啓発活動

子ども未来部
家庭子ども相談課

0942-30-9208

8 福岡県 大牟田市 11月 ○ 公用車等にオレンジリボン運動のボディパネルを装着
保健福祉部子ども
未来室子ども家庭
課

0944-41-2684

9 福岡県 大牟田市 11月 ○ イベント会場等において児童虐待防止啓発パンフ等を配布
保健福祉部子ども
未来室子ども家庭
課

0944-41-2684

10 福岡県 飯塚市 11月 ○ 本庁舎及び各支所に懸垂幕・昇り旗を設置
福祉部
子育て支援課

0948-22-5500
（1119）

11 福岡県 飯塚市 11月初旬 ○ ショッピングセンターでチラシ等を配布
福祉部
子育て支援課

0948-22-5500
（1119）

12 福岡県 田川市 通年 ○ 児童虐待防止チラシ（Ａ４）を作成の上、窓口に設置し配布
子育て支援課
子育て支援係

0947-85-7132

13 福岡県 田川市 7月
児童虐待防止チラシ（Ａ４）を作成の上、市内小学校、中学校、
幼稚園、保育所児童及び保護者に配布

子育て支援課
子育て支援係

0947-85-7132

14 福岡県 柳川市 4月
独自で作成したチラシ「家庭児童相談」を保護者に周知するた
め、小中学校、保育園、幼稚園へ配布

保健福祉部子育て
支援課

0944-77-8524

15 福岡県 柳川市 通年 訪問先へカードを配布
保健福祉部子育て
支援課

0944-77-8524

16 福岡県 筑後市 11月 ○
駅前等で児童虐待防止周知のパンフレット、オレンジリボンを配
付

子育て支援課 0942-65-7017

17 福岡県 筑後市 11月 ○ 子育て支援課窓口等に児童虐待防止のぼり旗を立て啓発 子育て支援課 0942-65-7017

18 福岡県 筑後市 通年 ○ 公用車にオレンジリボンのステッカーを貼って啓発 子育て支援課 0942-65-7017

19 福岡県 行橋市 通年 ○
出生者に配布する市作成の「子育てガイドブック」に、児童虐待
の内容・相談・連絡先を記載

子ども支援課子育
て支援係

0930-25-1111

20 福岡県 行橋市 通年 ○ 母子手帳交付等の窓口において、虐待防止啓発グッズを配布
子ども支援課子育
て支援係

0930-25-1111

21 福岡県 行橋市 通年 ○ 子ども支援課職員がオレンジリボンをつけて執務
子ども支援課子育
て支援係

0930-25-1111

22 福岡県 行橋市 11月 ○ 公用車に「児童虐待防止推進月間」マグネットを貼付
子ども支援課子育
て支援係

0930-25-1111

23 福岡県 行橋市 11月 ○ 市役所、子育て支援センター等に虐待防止内容ののぼりを設置
子ども支援課子育
て支援係

0930-25-1111

24 福岡県 行橋市 11月 ○
市広報誌（１１/１、１１/15号）に「児童虐待防止推進月間」の
内容記事を掲載

子ども支援課子育
て支援係

0930-25-1111

25 福岡県 中間市 5月31日
要保護児童対策協議会委員会において、委員他50名にオレンジリ
ボンを配布

保健福祉部こども
未来課家庭児童相
談係

093-246-6225

26 福岡県 中間市 10月～11月 ○
虐待防止推進月間に開催する「子育て講演会」のPRポスターを作
成、市内50カ所に掲示（病院、公共機関、小中学校等）

保健福祉部こども
未来課家庭児童相
談係

093-246-6225

27 福岡県 中間市 10月～11月 ○
「子育て講演会のチラシ」「虐待防止相談窓口の案内チラシ」を
作成し市内全戸配布

保健福祉部こども
未来課家庭児童相
談係

093-246-6225

28 福岡県 中間市 10月～11月 ○
市内小中学校のPTA理事会に出席、保護者向けの「児童虐待防止
等リーフレット」と「子育て講演会」のチラシを配布し啓発活動
を実施

保健福祉部こども
未来課家庭児童相
談係

093-246-6225



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

29 福岡県 春日市 10月22日 いきいきフェスタで児童虐待防止啓発チラシを配布 子育て支援課 092-584-1010

30 福岡県 春日市 11月 ○ オレンジリボン、児童虐待防止啓発チラシを配布 子育て支援課 092-584-1010

31 福岡県 大野城市 11月6日 ○ 健康・食育フェスティバルにおいて、虐待防止啓発グッズを配布
こども部こども健
康課子ども家庭担
当

092-580-1964

32 福岡県 大野城市 4月～11月 ○ 市職員名札で児童虐待防止の啓発・周知を実施
こども部こども健
康課子ども家庭担
当

092-580-1964

33 福岡県 宗像市 4月
児童虐待防止に関する取組のチラシを小中学校児童生徒の保護者
あてに配布

子ども家庭課子ど
も家庭係（家庭児
童相談室）

0940-36-1302

34 福岡県 宗像市 5月
児童虐待防止に関する取組のチラシを幼稚園・保育所・認定こど
も園の園児の保護者あてに配布

子ども家庭課子ど
も家庭係（家庭児
童相談室）

0940-36-1302

35 福岡県 宗像市 11月 ○
虐待防止啓発ポスター・チラシを宗像医師会、宗像歯科医師会、
保育所、幼稚園、認定こども園、小中学校、コミュニティセン
ターに配布

子ども家庭課子ど
も家庭係（家庭児
童相談室）

0940-36-1302

36 福岡県 古賀市 11月 ○

・要保護児童対策地域協議会の関係機関による街頭啓発を実施
（場所：駅等）
・小学校中学校保護者向けに児童虐待防止啓発一斉メールを配信
・市民向け児童虐待防止のちらしを作成
・子ども向けに啓発グッズを作成

古賀市子育て支援
課

092-942-1159 日付未定

37 福岡県 宮若市

5月10、17、19、
22、26、29日、6月
5、8、12、16、

23、27、29、30日

市内の幼稚園・幼児園・保育所、小・中学校において、保護者向
け児童虐待にかかる通告義務のお知らせチラシを配布

子育て支援課子育
て支援係

0949-32-0517

38 福岡県 宮若市 11月4日 ○
市主催の「宮若市文化祭」開催に併せ、来場者に啓発チラシと啓
発物資を配布

子育て支援課子育
て支援係

0949-32-0517

39 福岡県 糸島市 12月 ○
地域住民への児童虐待防止の周知を図るため、街頭で啓発チラシ
及び啓発物品を配布

人権福祉部子ども
課

092-332-2074

40 福岡県 宇美町 11月 ○
ＮＰＯ法人宇美こども子育てネット・う～みんによる親子体操イ
ベントにおいて、啓発メッセージのアナウンスを実施

子育て支援課 092-933-1322 広報時期未定

41 福岡県 宇美町 11月 ○
宇美町町制１００周年記念のプレイベントとして実施する、うみ
ハピネス２０周年記念イベントの開催。子育て支援・母子保健・
児童虐待等に関する小冊子等、閲覧コーナーの設置

子育て支援課 092-933-1322

42 福岡県 志免町 11月5日 ○
志免町文化祭において、オレンジリボンの制作や子どもの権利に
ついての啓発を実施

子育て支援課 092-935-1244

43 福岡県 志免町 11月19日 ○
志免町子どもの権利フェスタにおいて子どもの権利に関する講演
会を実施。児童虐待防止推進月間のポスター掲示、リーフレット
の配布を実施。

子育て支援課 092-935-1244

44 福岡県 水巻町 4月
各保育所・幼稚園・小中学校の新入生の保護者へ、児童虐待通告
制度や防止に関するチラシの作成・配布を実施

地域・こども課児
童少年相談セン
ター

093-203-1555

45 福岡県 岡垣町 11月8日 ○
街頭啓発を実施（町内の商業施設等で啓発リーフレット等を配
布）

こども未来課子育
て支援係

093-282-1211

46 福岡県 岡垣町 11月 ○ コミュニティバスや公用車にオレンジリボンマグネットを装着
こども未来課子育
て支援係

093-282-1211

47 福岡県 筑前町 11月 ○ 児童虐待防止推進パンフレットを作成して町内関係機関に配布
こども課こども未
来センター

0946-22-3369

48 福岡県 大刀洗町 11月11日、12日 ○
ドリームまつり「子育て広場」で児童虐待防止に関するパネル展
示・チラシ配布を実施

子ども課子育て支
援係

0942-77-6205

49 福岡県 大木町 11月26日 ○ 「おおきっ子まつり」においてチラシを配布 こども未来課 0944-32-1066

50 福岡県 広川町 10月15日
広川まつりにおいて子育て支援・児童虐待に関するチラシ・グッ
ズ・オレンジリボンを配布

福祉課子育て支援
係

0943-32-1113



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

51 福岡県 吉富町 11月 ○ リーフレットを作成、全戸配布し、啓発グッズを窓口に設置 健康福祉課 0979-24-1123

○　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 福岡県 福岡県 11月1日 〇
広報誌及びホームページによる周知
新聞への掲載及びテレビ放送（予定）

福祉労働部児童家
庭課

092-643-3256

2 福岡県 福岡市 11月 ○
市役所及び市内７区役所等において懸垂幕の掲示、庁内モニター
での啓発放送、窓口でのオレンジリボン、グッズ等の配布、市政
だより、ホームページ、フェイスブック等での広報を実施

こども未来局こど
も部こども家庭課

092-711-4238

3 福岡県 大牟田市 11月1日 ○ 市広報紙において、児童虐待防止の啓発や相談先の周知
保健福祉部子ども
未来室子ども家庭
課

0944-41-2684

4 福岡県 大牟田市 11月 ○ 広報モニターにおいて、児童虐待防止推進月間の周知
保健福祉部子ども
未来室子ども家庭
課

0944-41-2684

5 福岡県 直方市 10月～11月 ○ 市広報誌及びホームページで児童虐待防止推進月間の取組を周知
教育委員会こども
育成課家庭支援係

0949-25-2133

6 福岡県 飯塚市 11月 ○ 市広報誌及びホームページにより周知
福祉部子育て支援
課

0948-22-5500
（1119）

7 福岡県 田川市 11月1日 ○
市広報紙において、児童虐待防止に関する特集内容、相談先等を
掲載

子育て支援課子育
て支援係

0947-85-7132 11月1日号

8 福岡県 田川市 11月 ○
職員に対し、児童虐待防止に関する内容、体制周知のメールを配
信

子育て支援課子育
て支援係

0947-85-7132

9 福岡県 筑後市 11月1日 ○ 広報誌に児童虐待の早期発見、防止等について掲載 子育て支援課 0942-65-7017 11月1日号

10 福岡県 大川市 11月1日 ○ 市報において児童虐待防止に関する記事を掲載
子ども未来課家庭
子ども係

0944-85-5537

11 福岡県 行橋市 11月 ○
市広報誌（１１/１、１１/15号）に「児童虐待防止推進月間」の
内容記事を掲載

子ども支援課子育
て支援係

0930-25-1111

12 福岡県 中間市 10月～11月 ○
市広報誌及び公式ホームページ、公式Facebookにおいて「児童虐
待防止推進月間」及び「子育て講演会」の案内を掲載し周知

保健福祉部こども
未来課家庭児童相
談係

093-246-6225

13 福岡県 小郡市 11月1日 ○ 児童虐待防止について広報紙に掲載し、周知を実施
子育て支援課児童
家庭係

0942-72-2111

14 福岡県 筑紫野市 11月 ○
市広報及びホームページにおいて、「児童虐待防止月間」につい
て掲載

健康福祉部子育て
支援課

092-923-1111

15 福岡県 春日市 11月 ○ 児童虐待防止を市報かすがの大記事で掲載 子育て支援課 092-584-1010

16 福岡県 大野城市 11月1日 ○
11月1日号の広報（全戸配布）で、児童虐待防止月間及びオレン
ジリボン活動の周知記事掲載

こども部こども健
康課子ども家庭担
当

092-580-1964

17 福岡県 宗像市 11月 ○
ホームページ、広報誌で児童虐防止の啓発と「子どもの権利及び
児童虐待防止に関する講演会」の周知を実施

子ども家庭課子ど
も家庭係（家庭児
童相談室）

0940-36-1302

18 福岡県 太宰府市 11月1日 ○
市広報誌11月号において児童虐待防止推進月間について周知を実
施

健康福祉部元気づ
くり課子育て支援
センター

092-919-6001

19 福岡県 太宰府市 11月 ○ 市ホームページにおいて児童虐待防止推進月間のページを公開
健康福祉部元気づ
くり課子育て支援
センター

092-919-6001

20 福岡県 古賀市 10月 広報「こが」において児童虐待防止啓発の掲載
古賀市子育て支援
課

092-942-1159 予定

21 福岡県 福津市 11月1日 ○ 11月1日号の市広報紙に特集記事を掲載
健康福祉部こども
課

0940-43-8124

22 福岡県 福津市 11月 ○
電子掲示板にナレーション付きで掲載し、啓発を行う（市役所、
駅、健康福祉センター）

健康福祉部こども
課

0940-43-8124

23 福岡県 うきは市 11月1日 ○ 市広報紙に「児童虐待防止推進月間」について掲載 子育て支援係 0943-75-4961

24 福岡県 嘉麻市 11月 ○
市広報において「児童虐待防止推進月間」について掲載し、広
報・啓発を実施

こども育成課児童
係

0948-53-1115



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

25 福岡県 朝倉市 11月 ○ １１月１日号広報紙において周知
保健福祉部子ども
未来課

0946-22-1111
（内線126）

26 福岡県 みやま市 11月15日 ○ 市広報誌において、児童虐待防止に関する周知
子ども子育て課子
ども子育て係

0944-64-1535

27 福岡県 糸島市 11月1日 ○ 市の広報紙において、児童虐待防止に関する啓発を実施
人権福祉部子ども
課

092-332-2074

28 福岡県 篠栗町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する啓発記事を掲載 こども育成課 092-947-1373

29 福岡県 那珂川町 11月 ○
広報紙に児童虐待防止に関する記事掲載、各行政区での回覧用チ
ラシを配布

こども応援課 092-953-2211

30 福岡県 新宮町
10月下旬
～11月下旬

○ 町広報誌に記事を掲載 子育て支援課 092-963-2995

31 福岡県 久山町 11月 ○ 町広報紙で啓発 健康福祉課 092-976-1111

32 福岡県 水巻町 11月 ○
町広報誌において、児童虐待防止に関する周知と町の施策などを
紹介

地域・こども課児
童少年相談セン
ター

093-203-1555

33 福岡県 芦屋町 11月 ○ 町広報紙において児童虐待通告に関する周知を実施
健康・こども課子
育て支援係

093-223-3537

34 福岡県 岡垣町 11月 ○ ＪＲ海老津駅において啓発放送を実施
こども未来課子育
て支援係

093-282-1211

35 福岡県 遠賀町 4月25日 広報に児童虐待防止に関する記事を掲載
健康こども課子育
て支援係

093-293-1234

36 福岡県 筑前町 11月 ○ 町ホームページにおいて、児童虐待防止に関する情報を掲載
こども課こども未
来センター

0946-22-3369

37 福岡県 筑前町 11月 ○ 町広報誌において、児童虐待防止に関する情報を掲載
こども課こども未
来センター

0946-22-3369

38 福岡県 大刀洗町 11月 ○ 町広報誌11月号へ啓発記事を掲載
子ども課子育て支
援係

0942-77-6206

39 福岡県 大木町 11月 ○ 広報紙へ児童虐待防止の記事を掲載 こども未来課 0944-32-1066

40 福岡県 広川町 11月 ○
町広報に児童虐待防止啓発記事（通報・相談）・11月開催の虐待
防止に関する講演会周知を掲載

福祉課子育て支援
係

0943-32-1113

41 福岡県 香春町 11月 ○ 広報誌で児童虐待防止に関する記事を掲載予定
福祉課子育て支援
係

0947-32-8415

42 福岡県 川崎町 通年 ○ 町広報誌により子育て相談窓口を周知
社会福祉課子育て
支援係

0947-72-3000

43 福岡県 川崎町 通年 ○ 町広報誌に児童虐待防止呼びかけ記事を掲載
社会福祉課子育て
支援係

0947-72-3000

44 福岡県 大任町 11月 ○ 広報紙、ホームページへの掲載、ポスター等の掲示を実施 住民課社会福祉係 0947-63-3004

45 福岡県 苅田町 11月25日 ○ 広報誌に児童虐待についての内容を掲載 子育て・健康課 093-588-10.36

46 福岡県 上毛町 11月 ○ 児童虐待防止推進月間について町広報紙に掲載
子ども未来課子育
て支援係

0979-72-3111

○　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 福岡県 久留米市 6月8日
青陵中学校で赤ちゃんとのふれあい体験を通じた児童虐待防止に
かかる啓発活動を実施

子ども未来部家庭
子ども相談課

0942-30-9208

2 福岡県 久留米市 6月15日、27日
江南中学校で赤ちゃんとのふれあい体験を通じた児童虐待防止に
かかる啓発活動を実施

子ども未来部家庭
子ども相談課

0942-30-9208

3 福岡県 久留米市 9月5日～6日
田主丸中学校で赤ちゃんとのふれあい体験を通じた児童虐待防止
にかかる啓発活動を実施

子ども未来部家庭
子ども相談課

0942-30-9208

4 福岡県 久留米市 10月22日
セーフコミュニティフェスタにおいて、児童虐待防止の啓発を実
施
（場所：久留米シティプラザ）

子ども未来部家庭
子ども相談課

0942-30-9208



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

5 福岡県 久留米市 11月 ○
要保護児童対策地域協議会構成団体等関係者が「児童虐待防止推
進月間」にオレンジリボンを着用し、市民への啓発を実施

子ども未来部家庭
子ども相談課

0942-30-9208

6 福岡県 大野城市 随時
母子保健担当職員（保健師）と公立中学校家庭科のタイアップ授
業「ふれあい体験学級」を実施（市役所の出前講座として実施）

こども部こども健
康課子ども家庭担
当

092-580-1964

7 福岡県 大野城市 随時 出前講座による児童虐待防止に関する講義
こども部こども健
康課子ども家庭担
当

092-580-1964

8 福岡県 宗像市 7月～8月
要保護児童対策地域協議会における小中学校と家庭児童相談室の
役割と連携について、市内一部小中学校教職員に対して、研修を
実施

子ども家庭課子ど
も家庭係（家庭児
童相談室）

0940-36-1302

9 福岡県 宗像市 5月
民生委員・主任児童委員新任研修会において虐待等の対応の依頼
を実施

子ども家庭課子ど
も家庭係（家庭児
童相談室）

0940-36-1302

10 福岡県 宗像市 5月
主任児童委員の会議で研修を実施（児童虐待防止、子ども家庭相
談援助における主任児童委員の役割について）

子ども家庭課子ど
も家庭係（家庭児
童相談室）

0940-36-1302

11 福岡県 宮若市

5月8日～6月19日、
8月7日～9月25日、
11月6日～12月18日、
1月29日～3月12日

○

第一乳児とその母親を対象とした子育て支援事業「育児支援プロ
グラムIPPO」を実施
初めての子育ての不安や社会からの孤立感から虐待に走ることを
防止することを目的としている

子育て支援課子育
て支援係

0949-32-0517
上記期間の毎週月曜
日（月曜日が祝日の
場合は火曜日）

12 福岡県 広川町 10月31日

町立中広川小学校において、小学４年生とその保護者を対象に講
演会を実施
テーマ：「いのちの授業～生まれてきてくれてありがとう　産ん
でくれてありがとう～」

福祉課子育て支援
係

0943-32-1113

13 福岡県 広川町 11月 ○ 虐待防止に関する講演会を開催
福祉課子育て支援
係

0943-32-1113

14 福岡県 広川町 11月8日 ○

町立上広川小学校において、小学４年生とその保護者を対象に講
演会を実施
テーマ：「いのちの授業～生まれてきてくれてありがとう　産ん
でくれてありがとう～」

福祉課子育て支援
係

0943-32-1113

15 福岡県 広川町 11月9日 ○

町立下広川小学校において、小学４年生とその保護者を対象に講
演会を実施
テーマ：「いのちの授業～生まれてきてくれてありがとう　産ん
でくれてありがとう　～」

福祉課子育て支援
係

0943-32-1113

16 福岡県 広川町 11月29日 ○

町立広川中学校において、乳幼児ふれあい体験のまとめとして、
中学３年生を対象に講演会を実施
テーマ「いのちの授業～生まれてきてくれてありがとう　産んで
くれてありがとう～」

福祉課子育て支援
係

0943-32-1113

17 福岡県 川崎町 11月下旬 ○ 児童虐待防止の学習会を実施予定
社会福祉課子育て
支援係

0947-72-3000


