
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 10月27日 フェアで来場者にオレンジリボンを配付し、ツリーを作成 こども福祉課 0743-53-1151

2 奈良県 大和郡山市 11月3日 ○
親子まつりのブースで、来場者にオレンジリボンを配付し、ツリーを作
成、クイズを実施

こども福祉課 0743-53-1151

3 奈良県 高取町 11月 ○ 代表者会議にて児童虐待防止についての研修会を開催予定 福祉課 0744-52-3334

4 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

5 奈良県 広陵町 11月8日 ○ 町内のホールで講師を招聘して虐待防止の講演会を実施 こども課 0745-55-6820

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5日
第25回なら・ヒューマンフェスティバルにてパネル展示・啓発物品の配
布

奈良県福祉医療
部こども・女性局
こども家庭課

0742-27-8605

2 奈良県 奈良県 11月1日 ○
近鉄奈良駅前において県内一斉オレンジリボンキャンペーンの街頭啓
発放送、啓発物品の配布

奈良県福祉医療
部こども・女性局
こども家庭課

0742-27-8605

3 奈良県 奈良県
11月1日～11月4

日
○ 県庁屋上ギャラリーにおいてパネル展示・啓発物品の配布

奈良県福祉医療
部こども・女性局
こども家庭課

0742-27-8605

4 奈良県 奈良県 12月8日 奈良マラソン（於：ならでんフィールド）において啓発物品の配布
奈良県福祉医療
部こども・女性局
こども家庭課

0742-27-8605

5 奈良県 奈良市 11月1日 ○ 近鉄学園前駅前で通行者に対しリーフレット・ティッシュ等を配布
子ども未来部子
育て相談課

0742－34－
4804

6 奈良県 奈良市 11月2日 ○ バンビシャス奈良の試合でブース出展しリーフレット等を配布
子ども未来部子
育て相談課

0742－34－
4804

7 奈良県 大和高田市 7月1日～7月2日 （於：市内各公立保育所）で啓発物品の配布 児童福祉課 0745-22-1101

8 奈良県 大和高田市 9月14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

9 奈良県 大和高田市 11月9日 ○ 元気フェスティバル（於：奈良県産業会館）で啓発物品の配布 児童福祉課 0745-22-1101
10 奈良県 大和郡山市 11月 ○ オレンジリボンで飾ったツリーを城ホール、市役所玄関に設置 こども福祉課 0743-53-1151
11 奈良県 天理市 11月1日 ○ ビッグエクストラ天理店にて啓発物品配布 家庭児童相談室 0743-63-9271
12 奈良県 天理市 11月3日 ○ 天理市じゃんじゃん市にて啓発物品配布 家庭児童相談室 0743-63-9271
13 奈良県 天理市 11月8日 ○ 市内小学校音楽会にて４年生保護者へ啓発物品配布 家庭児童相談室 0743-63-9271
14 奈良県 天理市 11月1日 ○ 市内小学生へオレンジリボン、リーフレット配布 家庭児童相談室 0743-63-9271
15 奈良県 天理市 11月 ○ 市役所正面玄関にて啓発物品配布、パネル、オレンジリボンツリー展 家庭児童相談室 0743-63-9271
16 奈良県 天理市 11月 ○ 天理市立図書館、駅前広場コフフンにて啓発物品配布 家庭児童相談室 0743-63-9271

17 奈良県 橿原市 11月 ○ 職員へのオレンジリボン配布
健康部子育て支
援課相談支援係

0744-22-8984

18 奈良県 橿原市 11月 ○ 市役所分庁舎窓口で啓発物品の配布
健康部子育て支
援課相談支援係

0744-22-8984

19 奈良県 橿原市 10月6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
健康部子育て支
援課相談支援係

0744-22-8984

20 奈良県 橿原市 11月1日 ○ 近鉄大和八木駅前で啓発物品の配布
健康部子育て支
援課相談支援係

0744-22-8984

21 奈良県 桜井市 5月 子育て中の保護者向けリーフレット「ひとりで抱え込まないで・・・」配布
すこやか暮らし
部
こども未来課

0744-47-4405

22 奈良県 桜井市 11月1日 ○ 県内一斉オレンジリボンキャンペーン実施
すこやか暮らし
部
こども未来課

0744-47-4405

23 奈良県 桜井市 11月 ○ 「愛の鞭ゼロ作戦（体罰によらない子育ての推進）」の配布
すこやか暮らし
部
こども未来課

0744-47-4405

24 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)で啓発物品の配布また、
虐待予防研修会(於：保健福祉センター)での啓発物品の配布も行う

保健福祉セン
ター

0747-22-4001

25 奈良県 御所市 11月10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

26 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

27 奈良県 葛城市 11月3日 ○ ゆめフェスタin葛城でパネル展示及び啓発物品配布
こども・若者サ
ポートセンター

0745-48-8639

28 奈良県 葛城市 11月 ○
葛城市職員、民生児童委員、市内教職員にオレンジリボンを配布し、
活動の周知

こども・若者サ
ポートセンター

0745-48-8639

29 奈良県 宇陀市 9月8日
市子どもフェスタでオレンジリボン添付のシ－ル作成とティッシュ配布、
啓発パネル等掲示

健康福祉部こど
も未来課

0745-82-2236

30 奈良県 平群町 11月1日 ○
町内駅前等において県内一斉オレンジリボンキャンペーン実施、啓発
物品配布

福祉課 0745-45-5872

31 奈良県 三郷町 11月1日 ○
オレンジリボン・キャンペーン　啓発物品の配布、近鉄信貴山下駅前・
JR三郷駅前　18:00～19:00

こども未来課 0745-43-7322

32 奈良県 三郷町 11月9日 ○ 人権フェスタ　掲示物の貼り出し
ふれあい交流セ
ンター

0745-32-2112

33 奈良県 安堵町 10月15日
町サロンへ出向き、広報活動と啓発に使うオレンジの花を作成（於：岡
崎地区）

こども支援課 0743-57-1591

34 奈良県 安堵町 10月18日
町サロンへ出向き、広報活動と啓発に使うオレンジの花を作成（於：笠
目地区）

こども支援課 0743-57-1591

35 奈良県 三宅町 10月27日
三宅町文化祭にて、オレンジリボンキャンペーンブースを設置し、啓発
物品、リーフレットを配布

健康子ども課 0745-43-3580

36 奈良県 田原本町
11月1日～11月

30日
○

オレンジリボンキャンペーンのため、近鉄田原本駅・西田原本駅周辺
でのティッシュ配布

こども未来課 0744-33-9095

37 奈良県 御杖村 11月1日 ○ 役場前でリーフレット、オレンジリボンを配布 保健福祉課 0745-95-2828
38 奈良県 御杖村 8月 警察と共に保･小･中、金融機関を訪問 保健福祉課 0745-95-2828
39 奈良県 明日香村 10月17日～11月 ○ 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 健康づくり課 0744-54-5550
40 奈良県 明日香村 10月19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
41 奈良県 明日香村 10月20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
42 奈良県 明日香村 10月27日～10月 村民美術展で啓発物品の配布 健康づくり課 0744-54-5550
43 奈良県 明日香村 10月27日 ポッピンハロウィンで啓発物品の配布 健康づくり課 0744-54-5550

【奈良県】

○　フォーラム等事業の開催

○　啓発物品作成・配布



44 奈良県 王寺町
11月1日～11月

30日
○

保健センターでの健診時を活用し子育て世帯に向けた啓発物品の配
布

子育て支援課 0745-73-2001

45 奈良県 王寺町 11月24日 ○
王寺町福祉祭り(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

子育て支援課 0745-73-2001

46 奈良県 広陵町 11月1日 ○ オレンジリボングッズの配布 こども課 745556820

47 奈良県 吉野町 8月4日 社協主催のボランティア活動啓発イベント内で物品配布・啓発 長寿福祉課 0746-32-8856
オレンジリボンC先
行実施

48 奈良県 吉野町 9月18日 高齢者を敬愛し長寿を祝うイベント内で物品配布・啓発 長寿福祉課 0746-32-8856
オレンジリボンC先
行実施

49 奈良県 吉野町 11月 ○ 町民が多く訪れる課窓口で物品配布・啓発 長寿福祉課 0746-32-8856
50 奈良県 下市町 10月中 オレンジリボン・児童虐待防止の啓発ティッシュを窓口にて設置・配布 健康福祉課 0747-52-0001
51 奈良県 黒滝村 11月8日～9日 ○ 村民文化祭にて啓発物品の配布 保健福祉課 0747-62-2031

52 奈良県 天川村 9月１日～20日
社会福祉大会（於：山村開発センター）で啓発物品の配布、保育所、幼
稚園,、小・中学校に啓発物品配布

健康福祉課 0747-63-9110

53 奈良県 野迫川村 4月1日～3月31 ○ 役場内の窓口で啓発物品配布 住民課 0747-37-2101
54 奈良県 十津川村 11月 ○ 役場内の窓口で啓発物品配布 福祉事務所 0746-62-0902

55 奈良県 下北山村 10月6日 村内の式典にてオレンジリボンの啓発物品を配布 保健福祉課
07468－6－
0015

56 奈良県 上北山村
11月9日～11月

11日
○

村主催の文化展において、受付で、来場者にオレンジリボン活動の周
知・啓発及びリボンの配布

住民課 07468 2-0001

57 奈良県 川上村 4月1日～3月31 ○ 役場窓口にて啓発物品（オレンジリボン）の配布 住民課 0746-52-0111

58 奈良県 東吉野村
11月16日～11月

17日
○ 東吉野まるごとフェスティバルにて啓発物品の配布 住民福祉課 0746-42-0441

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29日～11月

10日
○ 県立図書情報館カフェ前においてパネル展示・啓発物品の配布

奈良県福祉医療
部こども・女性局
こども家庭課

0742-27-8605

2 奈良県 奈良県 11月1日 ○ 県民だより奈良11月号へ記事掲載
奈良県福祉医療
部こども・女性局
こども家庭課

0742-27-8605

3 奈良県 奈良県
11月14日～11月

30日
○ 県庁玄関・EVホール他各種施設においてデジタルサイネージの放送

奈良県福祉医療
部こども・女性局
こども家庭課

0742-27-8605

4 奈良県 大和郡山市 11月8日 ○ 児童虐待防止に関する講演会を人権施策推進課と合同実施 こども福祉課 0743-53-1151

5 奈良県 大和郡山市 11月 ○
図書館に児童虐待防止に関する書籍（子育て支援、命を大切にする
等）コーナー展示

こども福祉課 0743-53-1151

6 奈良県 大和郡山市 11月 ○ 広報誌に、児童虐待に関する内容を掲載 こども福祉課 0743-53-1151
7 奈良県 天理市 11月 ○ 広報誌、Facebookにて周知 家庭児童相談室 0743-63-9271

8 奈良県 橿原市 11月 ○ 市広報紙において、児童虐待防止月間の記事を掲載
健康部子育て支
援課相談支援係

0744-22-8984

9 奈良県 桜井市 5月 児童福祉週間にあわせた児童虐待防止広報記事掲載

すこやか暮らし
部
こども未来課
こども相談係

0744-47-4405

10 奈良県 桜井市 8月 児童虐待防止の標語募集を広報記事掲載
すこやか暮らし
部
こども未来課

0744-47-4405

11 奈良県 桜井市 11月 ○ オレンジリボンキャンペーン広報記事掲載
すこやか暮らし
部
こども未来課

0744-47-4405

12 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

13 奈良県 生駒市 11月1日～8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

14 奈良県 生駒市 11月中 ○ 生駒セイセイビル１階ロビー電光掲示板での周知
こどもサポートセ

ンター
0743-73-1005

15 奈良県 香芝市 10月 広報誌１０月号にて児童虐待特集の掲載 児童福祉課 0745-79-7522

16 奈良県 葛城市 11月 ○ 広報葛城11月号に児童虐待防止推進月間の啓発記事を掲載
こども・若者サ
ポートセンター

0745-48-8639

17 奈良県 宇陀市
11月1日～11月

29日
○

市内医療機関、関係機関でポスタ－掲示、市役所テラス内で啓発コ－
ナ－を設置し、パネル等掲示、1日は、県一斉行動により、駅とショッピ
ングセンタ－で啓発物品の配布

健康福祉部こど
も未来課

0745-82-2238

18 奈良県 山添村 10月20日 村広報誌において、児童虐待防止の啓発文並びに相談窓口について 保健福祉課 0743-85-0045

19 奈良県 斑鳩町 11月中 ○
町の広報紙で児童虐待防止推進月間に合わせて、児童虐待について
周知をする

住民生活部福祉
子ども課

0745(74)1001

20 奈良県 安堵町 １１月号 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関する内容を掲載 総合政策課
0743-57-1511
（代）

21 奈良県 川西町 11月 ○ 川西広報において、児童虐待防止に関する記事を掲載予定 健康福祉課 0745-44-2631
22 奈良県 三宅町 11月1日 ○ 町広報誌にて、児童虐待防止に関する特集記事を掲載 健康子ども課 0745-43-3580
23 奈良県 田原本町 5月1日～5月30 児童福祉週間のお知らせ、虐待予防啓発 こども未来課 0744-33-9095

24 奈良県 田原本町 11月1日 ○
オレンジリボンキャンペーン児童虐待予防月間周知と子育てに悩む保
護者への相談窓口紹介

こども未来課 0744-33-9095

25 奈良県 曽爾村 11月 ○ 11月広報誌に「児童虐待防止推進月間」について掲載 保健福祉課 0745-94-2103
26 奈良県 高取町 12月 町広報誌において児童虐待防止についての啓発記事を掲載予定 福祉課 0744-52-3334
27 奈良県 上牧町 10月 町広報紙において、児童虐待防止に関することを掲載 こども支援課 0745-43-5034
28 奈良県 上牧町 11月 ○ 町広報紙において、児童虐待防止に関することを掲載 こども支援課 0745-43-5034

29 奈良県 大淀町
6月28日～7月25

日
ＣＡＴＶ（あらかしＴＶ）文字放送 福祉課 0747-52-5501

30 奈良県 大淀町 7月 広報誌「おおよど」に掲載 福祉課 0747-52-5501
31 奈良県 大淀町 11月1日～ ○ ＣＡＴＶ（あらかしＴＶ）文字放送 福祉課 0747-52-5501
32 奈良県 大淀町 11月 ○ 広報誌「おおよど」に掲載 福祉課 0747-52-5501

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 11月1日 ○ 奈良新聞へ特集記事掲載
奈良県福祉医療
部こども・女性局
こども家庭課

0742-27-8605

2 奈良県 天理市 11月 ○ 奈良健康ランド、奈良プラザホテルにて啓発物品配布 家庭児童相談室 0743-63-9271

○　広報誌、テレビ等で周知

○　民間企業等とのタイアップ



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
11月1日～11月

30日
○ 県庁正面受付横にオレンジリボンツリーの設置

奈良県福祉医療
部こども・女性局
こども家庭課

0742-27-8605

2 奈良県 奈良県 11月4日 ○
飛鳥Run×2リレーマラソン2019（於：橿原運動公園）に｢こどもを守るオ
レンジリボン隊｣として参加し、広報活動を実施

奈良県福祉医療
部こども・女性局
こども家庭課

0742-27-8605

3 奈良県 奈良市
11月5日～11月8

日
○ 奈良市庁舎においてパネル展示を実施

子ども未来部子
育て相談課

0742－34－
4804

4 奈良県 天理市 8月～10月 保育所職員、民生委員への研修 家庭児童相談室 0743-63-9271

5 奈良県 桜井市 5月26日
「陽だまりフェスタ」でのオレンジリボン配布、児童虐待防止の標語募
集

すこやか暮らし
部
こども未来課

0744-47-4405

6 奈良県 桜井市 11月10日 ○ 「桜井市ウォーキングフェスティバル」時に児童虐待防止街頭啓発
すこやか暮らし
部
こども未来課

0744-47-4405

7 奈良県 桜井市 11月 ○ 市役所・保健福祉センターでの児童虐待防止の啓発展示
すこやか暮らし
部
こども未来課

0744-47-4405

8 奈良県 桜井市 11月 ○ 児童虐待防止の標語周知と活用
すこやか暮らし
部
こども未来課

0744-47-4405

9 奈良県 桜井市 3月3日 児童虐待防止の街頭啓発～あの日を忘れない～
すこやか暮らし
部
こども未来課

0744-47-4405

10 奈良県 宇陀市 通年 ○ 市職員が年間を通じてオレンジリボンを着用
健康福祉部こど
も未来課

0745-82-2236

11 奈良県 宇陀市 10月17日 市子育て支援センタ－運動会にて啓発パネル等掲示
健康福祉部こど
も未来課

0745-82-2237

12 奈良県 斑鳩町 11月中 ○
町内幼稚園・保育所にて園児がオレンジリボンを作成・持ち帰り、園児
とその保護者に対して児童虐待についての啓発を行う

住民生活部福祉
子ども課

0745(74)1001

13 奈良県 安堵町 11月23日 ○
町産業フェスティバルにて虐待啓発ブースを作り、モニュメント展示や
啓発物品等配布

産業課
0743-57-1511
（代）

14 奈良県 御杖村 12月
村民集会（虐待防止に関する映画を視聴）の前に一日子ども食堂を開
催、啓発物品等の配布

保健福祉課 0745-95-2828

15 奈良県 広陵町 8月中 保育園、幼稚園の職員を対象に児童虐待防止の勉強会を実施 こども課 0745-55-6820

16 奈良県 河合町 10月27日 河合町「ふれあいの集い」にて展示コーナー設置 社会福祉課 0745-56-5908
17 奈良県 河合町 11月1日 ○ 近鉄池部駅前にて県内一斉啓発活動実施 社会福祉課 0745-56-5908
18 奈良県 大淀町 7月13日 差別をなくす集会（大淀町文化会館） 人権住民課 0747-52-5501

19 奈良県 大淀町
11月1日～11月8

日
○ 町内保育所、認定こども園、幼稚園で啓発 福祉課 0747-52-5501

20 奈良県 大淀町 12月7日 人権フェスタ（大淀町文化会館） 社会教育課 0747-52-5501

○　その他


