
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 奈良県 大和郡山市 11月16日 ○ 児童虐待に関する研修会の実施 こども福祉課 0743-53-1542

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 奈良県 奈良県 10月13日 馬見フラワーフェスタ（於：馬見丘陵公園）で啓発物品の配布
福祉医療部こど
も・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

2 奈良県 奈良県 10月27日
なら・ヒューマンフェスティバル（於：葛城市民体育館）でパネル展示及
び啓発物品の配布

福祉医療部こど
も・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

3 奈良県 奈良県 12月9日 奈良マラソン（於：鴻池運動公園）で啓発物品の配布
福祉医療部こど
も・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

4 奈良県 奈良県 11月1日 ○
県内一斉オレンジリボンキャンペーン（於：県内各所）で啓発物品の配
布

福祉医療部こど
も・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

5 奈良県 奈良県 11月5日～9日 ○ 県施設にて、パネル展示及び啓発物品の設置
福祉医療部こど
も・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

6 奈良県 奈良市 11月17日、18日 ○
奈良佐保短期大学主催「こどもフェスタin奈良佐保」においてオレンジ
リボンキャンペーンの啓発ブースを出展。来場者に対して啓発物品等
を配布。

子育て相談課 0742-34-4804

7 奈良県 大和高田市 9月15日
交通安全・子育てフェスティバル（於：大和高田市総合福祉会館）でパ
ネル展示及び啓発物品の配布

児童福祉課 0745-22-1101

8 奈良県 大和高田市 11月17日 ○
元気ウィーク（於：市民交流センターコスモスプラザ）で、啓発物品の配
布

児童福祉課 0745-22-1101

9 奈良県 大和郡山市 10月28日
すこやか21フェア（於：保健センター）でオレンジリボンツリーの作成と
オレンジリボンの配布

こども福祉課 0743-53-1542

10 奈良県 大和郡山市 11月3日 ○
郡山城址一帯でブースを設置し、オレンジリボンツリーの作成とオレン
ジリボンの配布

こども福祉課 0743-53-1542

11 奈良県 天理市 11月1日 ○ 天理ビッグエクストラにてオレンジリボン及び啓発物品の配布 児童福祉課 0743-63-9271

12 奈良県 天理市 11月26日 ○ 天理本通りにおいて啓発物品の配布 児童福祉課 0743-63-9271

13 奈良県 橿原市 10月21日 ふれあい・いきいき祭（於：かしはら万葉ホール）で啓発物品の配布 子育て支援課 0744-22-8984

14 奈良県 桜井市 11月4日 ○ ウォーキングフェスティバル（於：芝運動公園）で啓発物品の配布 こども未来課 0744-47-4405

15 奈良県 五條市 11月28日 ○ 男女共同参画研修会（於：人権総合センター）で啓発物品の配布
保健福祉セン
ター

0747-22-4001

16 奈良県 五條市 11月中 虐待予防DVD上映会（於：保健福祉センター）で啓発物品の配布
保健福祉セン
ター

0747-22-4001

17 奈良県 御所市 11月11日 ○ 食と農のフェスタ（於：葛城公園）でパネル展示及び啓発物品の配布 児童課 0745-62-3001

18 奈良県 生駒市 11月中 ○ IKOMA SUN FESTA、いこま魅力博等で啓発物品の配布
こどもサポートセ
ンター

0743-73-1005

19 奈良県 生駒市 11月1日～9日 ○ 市役所ホールでパネルを掲示
こどもサポートセ
ンター

0743-73-1005

20 奈良県 香芝市 11月23日 ○ ふれあいのつどい（於：香芝市総合福祉センター）で啓発物品の配布 児童福祉課 0745-79-7522

21 奈良県 葛城市 11月4日 ○ ゆめフェスタIN葛城（於：當麻寺）でパネル展示及び啓発物品の配布
こども・若者サ
ポートセンター

0745-48-8639

22 奈良県 山添村 11月 ○ 11月中、窓口において啓発物品の配布 保健福祉課 0743-85-0045

【奈良県】

○　フォーラム等事業の開催

○　啓発物品作成・配布
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23 奈良県 三郷町 9月15日 人権フェスタ（於：三郷町カルチャー広場）で啓発物品の配布 こども未来課 0745-43-7322

24 奈良県 安堵町 11月23日 ○
安堵町産業フェスティバル（於：安堵町福祉保健センター）で啓発物品
の配布

健康福祉課 0743-57-1590

25 奈良県 川西町 11月4日 ○ 川西文化祭（於：川西文化会館）で啓発物品の配布 健康福祉課 0745-44-2631

26 奈良県 三宅町 10月27日、28日 三宅庁舎周辺にて啓発物品の配布 健康子ども課 0745-43-3580

27 奈良県 御杖村 12月中 人権学習会（於：開発センター）で啓発物品の配布 保健福祉課 0745-95-2828

28 奈良県 明日香村
10月20日～
11月30日

○
小学校において、児童虐待防止啓発の一環としてオレンジリボンの作
成

健康づくり課 0744-54-5550

29 奈良県 明日香村 10月20日 子ども芸能大会でパネル展示及び啓発物品の配布 健康づくり課 0744-54-5550

30 奈良県 明日香村 10月21日 村民芸能大会でパネル展示及び啓発物品の配布 健康づくり課 0744-54-5550

31 奈良県 上牧町 11月3日 ○
ペガサスフェスタ（於：上牧町2000年会館）でパネル展示及び啓発物品
の配布

こども支援課 0745-43-5034

32 奈良県 王寺町 11月25日 ○
王寺町福祉まつり（於：王寺町文化福祉センター）でパネル展示及び
啓発物品の配布

福祉介護課 0745-73-2001

33 奈良県 広陵町 9月22日、23日 かぐや姫まつり（於：竹取公園）でパネル展示及び啓発物品の配布 こども課 0745-55-6820

34 奈良県 河合町 10月28日 ふれあいのつどい（於：河合町総合福祉会館）で啓発物品の配布 社会福祉課 0745-57-0200

35 奈良県 吉野町 9月16日
いきいき健康フェスティバル＆ボランティアまつり（吉野町老人福祉セ
ンター）で啓発物品の配布

長寿福祉課 0746-32-8856

36 奈良県 大淀町
11月1日～
12月8日

○
差別をなくす町民集会・人権フェスティバル（於：町文化会館、町内保
育園・認定こども園）で啓発物品の配布

福祉課 0747-52-5501

37 奈良県 黒滝村 11月9日、10日 ○ 黒滝村村民文化祭（於：黒滝村こもれびホール）で啓発物品の配布 保健福祉課 0747-62-2031

38 奈良県 天川村 9月20日 社会福祉大会（於：天川村役場）で啓発物品の配布 健康福祉課 0747-63-9110

39 奈良県 野迫川村 10月20日
村民文化祭・敬老福祉まつり（於：野迫川村公民館）で啓発物品の配
布

住民課 0747-37-2101

40 奈良県 十津川村 11月 ○ 11月中、窓口において啓発物品の配布 福祉事務所 0746-62-0902

41 奈良県 下北山村 10月14日
健康と長寿のつどい（於：下北山村立中学校体育館）で啓発物品の配
布

保健福祉課 07468-6-0015

42 奈良県 上北山村 9月29日 長寿と健康の集い（於：上北山小・中学校）で啓発物品の配布 住民課 07468-2-0001

43 奈良県 東吉野村 11月17日、18日 ○
東吉野まるごとフェスティバル（於：東吉野村運動公園体育館）で啓発
物品の配布

住民福祉課 0746-42-0441
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1 奈良県 奈良県 11月中 ○ 県の広報誌に児童虐待防止月間の特集記事を掲載
福祉医療部こど
も・女性局こども
家庭課

0742-27-8605

2 奈良県 生駒市 11月1日 ○ 広報紙で児童虐待防止推進月間特集記事を掲載
こどもサポートセ
ンター

0743-73-1005

3 奈良県 宇陀市 11月中 ○ 市の広報誌に児童虐待防止月間の記事を掲載 こども未来課 0745-82-2236

4 奈良県 田原本町 11月中 ○ 町の広報誌に児童虐待防止月間の記事を掲載 こども未来課 0744-33-9036

5 奈良県 下市町 11月 ○ 11月広報にて児童虐待防止推進月間の周知 健康福祉課 0747-52-0001

○　広報誌、テレビ等で周知
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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 奈良県 宇陀市 通年 ○ 職員名札にオレンジリボンを貼付し啓発 こども未来課 0745-82-2236

2 奈良県 山添村 11月 ○ 11月中、職員名札にオレンジリボンを貼付し啓発 保健福祉課 0743-85-0045

○　その他


