
【大分県】

○　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 大分県 大分市 11月6日 ○
要保護児童対策地域協議会に属する支援者を対象に「子育て支
援・児童虐待防止啓発講演会」を実施

子育て支援課中央
子ども家庭支援セ
ンター

097-537-5688

2 大分県 別府市 11月 ○ 虐待防止講演会wo開催 子育て支援課 0977-21-1239

3 大分県 津久見市 11月 ○ 児童虐待に関する講演会を実施予定 福祉事務所 0972-82-9519

4 大分県 日出町 未定 子育て（虐待防止）講演会を実施 子育て支援課 0977-73-3177 未定

○　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 大分県 大分県 11月 ○ 児童虐待防止等を呼び掛ける横断幕を県庁舎等、計4箇所に設置
福祉保健部こど
も・家庭支援課

097-506-2707

2 大分県 大分市 11月 ○ 本庁舎壁面に標語を横断幕にして掲示
子育て支援課中央
子ども家庭支援セ
ンター

097-537-5688

3 大分県 別府市 11月 ○
児童虐待通告窓口、子育て相談窓口や子育て支援センターに関す
るリーフレットを市報11月号とともに全戸回覧

子育て支援課 0977-21-1239

4 大分県 中津市 11月 ○
保育所、こども園、学校、母子保健（健診、赤ちゃん訪問）等関
係機関を通じて、児童虐待防止推進月間のポスターを掲示し、市
民へのチラシ配布を実施

子育て支援課 0979-22-1129

5 大分県 日田市 11月 ○ 市庁舎外壁に「児童虐待防止推進月間」の懸垂幕を設置 こども未来室 0973-22-8292

6 大分県 日田市 11月11日 ○
市内で開催されるイベント（JAJAフェスタ・天領まつり）会場に
おいて、児童虐待防止チラシとポケットティッシュ配布による街
頭啓発活動を実施

こども未来室 0973-22-8292

7 大分県 竹田市 11月19日 ○ 子育て講演会開催時に啓発パンフ等を配布 社会福祉課 0974-63-4811

8 大分県 豊後高田市 毎月 ○
４か月児健診の際に、市で作成したチラシを配布し、相談窓口を
紹介

子育て・健康推進
課

0978-22-3100

9 大分県 杵築市
5月～6月、
10月～11月

○
小中学校や各種園へ訪問し、児童虐待についての啓発を実施
※小中学校には主任児童委員も同行

子ども子育て支援
課

0978-64-2525

10 大分県 豊後大野市 通年 ○ 市役所庁舎内の窓口にオレンジリボン等のしおりを設置
社会福祉課こども
支援室

0974-22-1001

11 大分県 豊後大野市 通年 ○
母子手帳交付時、乳幼児訪問時に市で作成したパンフレットを配
布し相談窓口を紹介

社会福祉課こども
支援室

0974-22-1001

12 大分県 由布市 通年 ○
関係機関の窓口に児童虐待等のリーフレット、カード及びしおり
を掲示

子育て支援課 097-582-1262

13 大分県 日出町 11月 ○ 庁舎敷地内にのぼりを設置 子育て支援課 0977-73-3177

○　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 大分県 大分県 11月 ○ 県庁HP内に「児童虐待防止推進月間」について掲載
福祉保健部こど
も・家庭支援課

097-506-2707

2 大分県 大分県 通年 ○ 県庁HP内に「児童虐待防止」について掲載
福祉保健部こど
も・家庭支援課

097-506-2707

3 大分県 大分県 5月6日、28日 県政ＣＭ、県政だよりで子育て電話相談センターをＰＲ
福祉保健部こど
も・家庭支援課

097-506-2707

4 大分県 大分市 11月1日 ○ 市報にて通告・相談先を掲載
子育て支援課中央
子ども家庭支援セ
ンター

097-537-5688 左記日付は発行日

5 大分県 別府市 11月 ○ 市報11月号に児童虐待防止推進月間や相談窓口の周知記事を掲載 子育て支援課 0977-21-1239

6 大分県 別府市 10月 児童虐待通告や相談窓口の周知についてケーブルテレビで放映 子育て支援課 0977-21-1239

7 大分県 中津市 11月1日 ○ 市報にて児童虐待防止についての特集ページを掲載 子育て支援課 0979-22-1129 左記日付は発行日

8 大分県 日田市 11月1日 ○ 市報に「児童虐待防止推進月間」記事を掲載 こども未来室 0973-22-8292



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

9 大分県 日田市 11月 ○ 市庁舎電光掲示板に「児童虐待防止推進月間」のテロップを表示 こども未来室 0973-22-8292

10 大分県 日田市 11月 ○
市内有線テレビに児童虐待防止推進月間の広報を依頼（文字放
送）

こども未来室 0973-22-8292

11 大分県 佐伯市 11月 ○ 市報で児童虐待防止推進月間と相談窓口を周知 こども福祉課 0972-22-3976

12 大分県 臼杵市
4月1日

～6月30日
市ホームページ、市報、ケーブルテレビにおいて児相主催の里親
制度説明会開催を紹介

子ども子育て課 0972-86-2716

13 大分県 臼杵市 11月 ○ 市報において児童虐待防止推進月間等を掲載 子ども子育て課 0972-86-2716

14 大分県 臼杵市 通年 ○ 子育て携帯サイトに児童虐待防止（通告先等)の情報を掲載 子ども子育て課 0972-86-2716

15 大分県 津久見市 随時 ○ 児童虐待に関する内容を市報に掲載 福祉事務所 0972-82-9519

16 大分県 竹田市 11月 ○
児童虐待防止推進月間(広報紙・ケーブルテレビ・スマホ用子育
てサイト)

社会福祉課 0974-63-4811

17 大分県 豊後高田市 11月 ○ 市広報誌において、「児童虐待防止推進月間」について掲載
子育て・健康推進
課

0978-22-3100

18 大分県 豊後高田市 7月 市広報誌において、「車内放置事故防止」について掲載
子育て・健康推進
課

0978-22-3100

19 大分県 杵築市 11月 ○ 市報に「児童虐待防止推進月間」の記事を掲載
子ども子育て支援
課

0978-64-2525

20 大分県 宇佐市 11月 ○ 市広報誌において、「児童虐待防止推進月間」について掲載
子育て支援課　子
育て支援係

0978-27-8143

21 大分県 由布市 11月 ○ 市報11月号に児童虐待防止推進月間について掲載 子育て支援課 097-582-1262

22 大分県 国東市 11月 ○ 広報誌において、「児童虐待防止推進月間」について掲載
福祉課子育て支援
係

0978-72-5164

23 大分県 姫島村 11月 ○
広報誌に虐待防止月間について掲載
役場、教育委員会、診療所等にポスター、リーフレットを掲示

住民福祉課 0978-87-2278

24 大分県 日出町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止について記載 子育て支援課 0977-73-3177

25 大分県 九重町 11月 ○
広報誌やケーブルテレビを通じて児童虐待防止についての啓発を
実施

子育て支援課 0973-76-3828

26 大分県 玖珠町 11月1日 ○ 町広報誌において児童虐待防止推進月間の周知を実施 福祉保健課 0973-72-1115

○　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 大分県 豊後大野市 6月 要対協代表者会議において児童虐待研修会の開催
社会福祉課こども
支援室

0974-22-1001


