
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 大分県 大分県 11月12日 ○
県要保護児童対策地域協議会を開催し、児童虐待防止に向けた取り
組み等について構成機関間で情報共有

こども・家庭支援
課こども育成支
援班

097-506-2707

2 大分県 大分市 11月7日 ○
要保護児童対策地域協議会に関する支援者、及び一般市民を対象に
「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

3 大分県 竹田市 11月中 ○ 子育て講演会開催時に啓発パンフ等配布 社会福祉課 0974-63-4823

4 大分県 豊後高田市 11月予定 児童虐待防止に関する市民向け講演会の開催 子育て支援課 0978-22-3100

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 大分県 大分県 11月19日 ○
主要駅前及び商業施設において児童虐待防止を呼びかけるティッシュ
を配布

こども・家庭支援
課こども育成支
援班

097-506-2707

2 大分県 大分市 6月11日 車内放置禁止のチラシを作成し、保育園・認定こども園へ配布
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 大分市 7月17日 車内放置禁止のチラシを作成し、スーパーマーケットへ掲示依頼
子育て支援課
中央子ども家庭
支援センター

097-537-5688

4 大分県 大分市 11月19日 ○ 大分駅周辺で、広報啓発用ティッシュの配布
子育て支援課
中央子ども家庭
支援センター

097-537-5688

5 大分県 別府市 11月 ○
児童虐待通告並びに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

6 大分県 中津市 11月 ○
市報で児童虐待についての特集記事を組む
保育所、こども園、学校、母子保健等関係機関を通じて、児童虐待防
止月間のポスターを掲示、チラシ配布を行う。

子育て支援課 0979-221103

7 大分県 日田市 11月9日 ○
市内で開催されるイベント（JAJAフェスタ・天領まつり）会場で、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

こども未来課 0973-22-8292

8 大分県 日田市 11月16日 ○
「日田市青少年健全育成大会」来場者に対し、児童虐待防止チラシと
ポケットティッシュ配布による啓発活動

こども未来課 0973-22-8292

9 大分県 豊後高田市 通年 ○ 4か月児健診の際、市で作成したチラシを配布し、相談窓口の紹介 子育て支援課 0978-22-3100

10 大分県 日出町 11月9日 ○
町のＰＴＡ連合会の研修会において児童虐待防止啓発物品の配布を
行う。

子育て支援課
子育て支援係

097-73-3177

11 大分県 日出町
11月1日～11月

30日
○ 町の庁舎入口周辺に児童虐待防止の幟旗を立てて周知・啓発を行う。

子育て支援課
子育て支援係

097-73-3177

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
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1 大分県 大分県 通年 県庁ＨＰで児童虐待防止について掲載
こども・家庭支援
課こども育成支
援班

097-506-2707

2 大分県 大分県 通年 県広報紙等で子育て電話相談センターをＰＲ
こども・家庭支援
課こども育成支
援班

097-506-2707

3 大分県 大分県 １１月 ○
児童虐待防止を呼びかける横断幕を県庁舎及び歩道橋（２ヶ所）に設
置

こども・家庭支援
課こども育成支
援班

097-506-2707

4 大分県 大分市 11月1日 ○
市報・市ホームページにて、子ども家庭支援センターを通告・相談先と
して掲載

子育て支援課
中央子ども家庭
支援センター

097-537-5688

5 大分県 大分市 11月1日 ○
民間のフリーマガジン（広報誌）で、通告先・子育て等に関する相談機
関として、子ども家庭支援センターを周知

子育て支援課
中央子ども家庭
支援センター

097-537-5688

6 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

7 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

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

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

10 大分県 日田市 11月中 ○ 市庁舎外壁に「児童虐待防止推進月間」の懸垂幕設置 こども未来課 0973-22-8292

【大分県】

○　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



11 大分県 日田市 11月中 ○ 市内有線テレビに児童虐待防止推進月間の広報依頼（文字放送） こども未来課 0973-22-8292

12 大分県 臼杵市 11月 ○
市の広報誌において、児童虐待防止推進月間の周知及び「いつでも
子育てほっとライン」「１８９（児童相談所全国共通３桁ダイヤル）」の周
知

子ども子育て課 0972-63-1111

13 大分県 竹田市 11月中 ○
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 0974-63-4823

14 大分県 豊後高田市 11月1日～30日 ○ 市の広報誌において、「児童虐待防止推進月間」について掲載 子育て支援課 0978-22-3100

15 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

16 大分県 宇佐市 11月 ○ 広報11月号に掲載し、市民に広くPRする。 子育て支援課 0978-27-8143

17 大分県 豊後大野市 １１月 ○
子育て世代包括支援センターのコーナーにて防止月間の周知
市内の子育て支援機関へのポスター・リーフレットの配布

子育て支援課
家庭支援係

0974-22-1001

18 大分県 由布市 11月 ○ 11月号の市報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

19 大分県 国東市 １１月 ○
市広報誌において児童虐待防止推進月間について周知し、啓発を行
う。

福祉課子育て支
援係

０0978-72-5164

20 大分県 日出町 11月1日 ○
町の広報紙（１１月号）に児童虐待防止月間について掲載して、児童
虐待防止の周知・啓発を行う。

子育て支援課
子育て支援係

097-73-3177

21 大分県 九重町 １１月 ○ 町広報誌を通じて児童虐待防止について啓発を図る。 子育て支援課 0973-76-3828

22 大分県 玖珠町 １１月 ○
町広報誌（11月1日発行）にて児童虐待防止月間のＰＲ及び相談窓口
の周知予定

福祉保健課子育
て支援班

0973-72-1115

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 問合せ先 備考

1 大分県 大分県 7月10日 平成３０年度児童虐待相談件数の記者発表
こども・家庭支援
課こども育成支
援班

097-506-2707

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

3 大分県 日出町 12月26日
要保護児童対策関係機関職員等を対象に児童虐待防止に係る研修
会を行う。

子育て支援課
子育て支援係

097-73-3177

○　その他


