
１８　父子手帳
（おやこ手帳）

１９　ブックス
タート

ＵＲＬ その他の内容

福島市 ない ある ある
・小学校からの依頼による健康教育の実
施（タバコ、アルコールなど）
・性教育をテーマに年1回セミナー実施

ある 〇 https://fukushima-city.mamafre.jp/ 〇 〇 〇

会津若松市 ない ある ない ない

郡山市 ない ある ある

(1)思春期保健事業
【対象】郡山市内の中学校、義務教育学
校、高等学校の生徒及び学校関係者並
びにその保護者
【内容】エイズ等性感染症の講義（感染
症予防の分野）
【実施期間】毎年6月～11月
【講義時間】50分程度

(2)育児体験講座
【対象】中学校2,3年生
【内容】生命の大切さや自分及び他者を
大切にすることができる生徒の育成を目
的として、保健師・助産師等の専門職が
中学校に出向き、育児に関する講座を
実施する。

ある ○
https://www.city.koriyama.lg.jp/kosodate
/index.html

子育てハンドブッ
ク、子育て支援事業
案内、こおりやま孫
育て応援ブッツク

郡山市ニコ
サポアプリ

・電子母子手帳機能を有するアプリを活用した
妊娠・出産・子育てに関する情報配信
・子育て支援事業等の情報配信

いわき市 ある ある ある

・いのちを育む教育推進協議会の開
催
・おやこいのちの教室（乳幼児と保
護者を対象）の実施
・性、生教育セミナー（児童・生徒
等を対象）の実施
・思春期保健セミナー（一般市民等
を対象）の開催
・いのちを育む教育セミナー（関係
機関等の指導者を対象）の開催
・思春期保健相談
・思春期保健教材の貸出

ある ○
いわき子ども・子育て支援サイト
http://www.iwaki.kodomokosodate.co
m/

○

白河市 ある ある ある
「命の教育事業」として、小学校・中学校
に助産師を派遣し発達段階に応じた教
育を実施。

ある ○
http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/p
age/dir000009.html ○ ○ ○

子育て支援アプリの配信（内容はホームペー
ジと共有）

須賀川市 ある ある ある

１）小中学生と赤ちゃんのふれあい事業

（２）思春期性教育事業
市内小・中学校に助産師等の講師を派
遣し、生命の誕生や男女交際などにつ
いての講演を、生徒・児童・保護者を対
象に行っている。

ある 〇
http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/17
90.htm 〇 子育て支援アプリによる各種情報の配信

喜多方市 ある ある ある
中学１年生及びその保護者を対象に、
産婦人科医師による思春期保健講座の
実施

ある ○ http://www.city.kitakata.fukushima.jp/ 〇
電子親子手帳iアプリにより妊娠中から子育て
に関する各種情報を配信

相馬市 ない ある ない ある ○

そうま子育てサポートこうま

https://www.city.soma.fukushima.jp/
kosodatesite/index.html

○
相馬市ホームページ内に、Facebook（すく
すくｓｏｍａ）開設

広報誌等での連載 その他
市町村

チラシの各戸配布
など

２０　思春期保健に関する事業 ２１　次世代育成・子育て支援・結婚支援などに関する情報発信（ホームページ・冊子など）

制度の
有無

ホームページ（支援に関する総合サイト）
の開設

冊子の
発行

制度の
有無

事業実
施の
有無

事業の内容

実施
の
有無

子育てに関する支援２
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二本松市 ある ある ある
市内全中学校で１回ずつ、２年生を対象
に産婦人科医師による性教育教室を開
催

ある ○
http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/life/5/
55/ ○ ○ ○ ○

フリーマガジンと関連ウェブサイトを活用し情報
発信

田村市 ない ある ある

小、中学生を対象に、思春期における心
と体の成長について保健教育を学校保
健と連携して行う。学習を通して生命の
尊さを知り、自己肯定感を高められるよ
う支援。※Ｈ２８年度より、思春期保健事
業を教育委員会に移管し、保健課に依
頼があったもののみを実施

ある ○ http://www.city.tamura.lg.jp/life/1/ ○ ○ ○
電子母子アプリ手帳機能を有するアプリを活
用した妊娠・出産・子育てに関する情報配信

南相馬市 ない ある ある

小学6年生、中学3年生を対象に思春期
保健教室を実施。（全公立学校）
中学2年生を対象に思春期ピアエデュ
ケーションを実施。（希望校）

ある ○ http://minamisoma.ikuji365.net/ ○
冊子の子育て世帯
への各戸配布

伊達市 ない ある ない ある ○ https://www.date-nikoniko.jp ○ ○ 子育てアプリによる子育て情報の発信

本宮市 ある ある ある 中学校への思春期教育の講師派遣 ある 子育てハンドブック
チラシの
各戸配布

桑折町 ない ある ある 赤ちゃんふれあい教室 ある 〇 〇

国見町 ない ある ある

中学生を対象とした赤ちゃんの発育発達
の講話
乳幼児健診での抱っこ等のふれあい体
験

ある
http://www.town.kunimi.fukushima.jp/site
/konkatsu

子育て応援ガイド
ブック

子育て応援ガイド
ブック概要版

○
子育て応援ガイドブックの電子データを町ホー
ムページに掲載している

川俣町 ない ある ない ある ○ 〇 ○
転入時、出生届出時または母子手帳交付時に
「子育て支援ガイドブック」を配布。

大玉村 ある ある ある 中学生に対する思春期講座
検討
中

鏡石町 ない ある ない ある

天栄村 ない ある ある

・ヤングメモリー（初潮教育冊子）の配付
（小4女子のみ）
・命の教育事業およびふれあい体験（小
学生から中学生）
・心の健康相談

ある 〇 www.vill.tenei.fukushima.jp 〇

下郷町 ない ある ない ない

檜枝岐村 ない ない ある 赤ちゃんふれあい体験学習 ない

只見町 ない ある ない ある ○

南会津町 ない ある ある 妊婦体験等（中学生） ある ある
http://www.minamiaizu.org/fukushi/assets
/2017/09/12/20170912132859.pdf ある

北塩原村 ある ある ある 中学生に対する思春期講座 ない

西会津町 ない ある ある
地元の高校に出向き、2年生を対象とし
た思春期教育を行っている。

ある あり https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp

http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/life/5/55/
http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/life/5/55/
http://www.city.tamura.lg.jp/life/1/
http://minamisoma.ikuji365.net/
https://www.date-nikoniko.jp/
http://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/konkatsu
http://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/konkatsu
http://www.vill.tenei.fukushima.jp/
http://www.minamiaizu.org/fukushi/assets/2017/09/12/20170912132859.pdf
http://www.minamiaizu.org/fukushi/assets/2017/09/12/20170912132859.pdf
https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/


１８　父子手帳
（おやこ手帳）

１９　ブックス
タート

ＵＲＬ その他の内容

広報誌等での連載 その他
市町村

チラシの各戸配布
など

２０　思春期保健に関する事業 ２１　次世代育成・子育て支援・結婚支援などに関する情報発信（ホームページ・冊子など）

制度の
有無

ホームページ（支援に関する総合サイト）
の開設

冊子の
発行

制度の
有無

事業実
施の
有無

事業の内容

実施
の
有無

磐梯町 ない ない ない ある ○ ○
結婚支援について広報誌にて周知((年1回程
度)

猪苗代町 ない ある ない ある ○ ○

・子育て支援アプリの配信（内容はホームペー
ジと共有）
・子育て支援ガイドブックを町ホームページに
掲載

会津坂下町 ある ある ない ない

湯川村 ない ある ある 思春期講座（中学生を対象） ない

柳津町 ない ある ある
各小中学校で町保健師及び外部講師に
よる思春期講座を実施。

ない

三島町 ない ない ない ない

金山町 ない ない ない ない

昭和村 ない ない ない ない

会津美里町 ない ある ある
電話相談
小中学校と連携し授業の実施

ある ○ ○ ○

西郷村 ない ある ある
「思春期における性教育」
要綱⑥参照

ある
西郷村
ホームペー
ジ

https://www.vill.nishigo.fukushima.jp/ ○

泉崎村 ない ある ある
小学校、中学校において
助産師等による講話を実施

ない

中島村 ない ない ある ・中学生を対象に助産師による講話 ある あり 結婚新生活支援事業ホームページ掲載

矢吹町 ある ある ある
いのちの教育事業
（町内小学校・中学校・高等学校におい
て実施）

ある ○
http://www.town.yabuki.fukushima.jp/page
/dir001935.html ○

図書館・子育て支援センター共同で情報誌を
発行
子育て支援アプリの配信
やぶきっ子子育て応援ブックの配付

棚倉町 ある ある ある
中学生、高校生を対象に産婦
人科医師や助産師の講話を主とした思
春期講座を実施。

ない

矢祭町 ない ある ある 中学校における思春期講座の開催 ある
母子健康
手帳アプリ

「矢祭ぴーぽけっと」　　ホームページと連動し
て、町の子育て支援情報の配信、妊婦健診や
子どもの成長の記録・管理等ができるアプリを
提供している。

塙町 ない ある ある
保健師または講師派遣による小中学校
の授業参加

ある
母子手帳ア
プリの提供

「はなわすまいるアプリ」
塙町から提供される各種制度・サービスの案
内や、妊婦検診記録・子どもの成長記録の管
理といった機能を持つスマホアプリを無償提供
している。

鮫川村 ある ある ある
小学５年生から中学３年生まで、毎年１
回、助産師、スクールカウンセラー等を
講師に、講話や体験学習を実施。

ない
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石川町 ある ある ある
県立高校１年生を対象に、助産師を派
遣し、性教育を実施

ある
子育てガイドブック

「すくサポ」
○ ○

母子手帳ア
プリ

「母シモ」

妊婦訪問、乳幼児健診・教室時に子育てガイド
ブックを配付
子育てアプリによる子育てに関する情報の発
信
（チラシ、広報、ホームページに掲載）

玉川村 ない ない ある
いのちの教育
小中学校の児童生徒に
オリジナル啓発ノート配布

検討
中

平田村 ない ない ある
村内中学校での助産師による思春期教
室の実施

ない

浅川町 ない ない ない ない

古殿町 ある ない ある 中学校での性教育 ない

三春町 ない ある ある

町内の小中学校の授業協力で、思春期
保健講座として専門講師（助産師）を派
遣。赤ちゃんの誕生や妊娠・出産、性感
染症など、性に関する内容の講座を行
う。また、赤ちゃん人形や知識普及のた
めの媒体貸出を行う。

ある 子育て便利帳 ○ ○ 子育てアプリ「みらいくみはる」

小野町 ある ある ある
助産師を講師として、主に小学生を対象
に命の大切さや性についての講座を実
施

ある 子育てガイドブック 健康カレンダー ○

広野町 ない ある ない ない

楢葉町 ない ある ない ない

富岡町 ない ない ない ない

川内村 ない ある ある
乳幼児ふれあい体験：中学生を対象に
乳幼児健診の場で赤ちゃんや保護者と
のふれあいの場を設定(1回/年)

ない

大熊町 ない ある ない ない

双葉町 ない ない ない ない

浪江町 ない ある ない ない

葛尾村 ある ない ない ある ある
「ふくしま結婚・子育て応援センター」のホーム
ページでの紹介

新地町 ない ある ない ある ○ http://www.shinchi-town.jp ○

飯舘村 ある ある ある 中学２年生への思春期教室。 ない


