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令和2年度　県と企業との包括連携協定に基づく連携事項実施報告

イオン（その他）

番号 連携項目 連携実施時期・日時 具体的連携事項（イベント名） 実施内容（目的、イベント内容等） 備考（協力依頼店舗等）
継続
新規

部局名 所属名

1
ICカード等の活用
に関すること

通年

『古都ならWAON』カードの利用金額の
0.1％を「奈良の文化遺産やまちなみの保
全事業」に活用

「奈良県地域貢献サポート基金」へご寄附いただ
き、NPO等から事業募集し、採択事業に助成

継続 文化・教育・くらし創造部 青少年・社会活動推進課

2 10月5日～12月31日

令和２年度　県内宿泊等促進キャンペー
ン（いまなら。キャンペーン）のチラシ
等の配架

キャンペーンチラシ及びガイドブックを配架。
県内の店舗（高の原イオンを除く）
に配架

新規
産業・観光・雇用振興部
観光局

ならの観光力向上課

3
10月21日～11月29日
3月26日～5月5日

ぐるっとバスポスター掲示
奈良市内の公共交通利用促進として、ぐるっとバ
ス利用促進のためのポスターを店舗に掲示

県内イオン、イオンモール、ザ・
ビッグエクストラ等6店舗で掲示
A2サイズ、カラー印刷、各店舗1枚

継続 県土マネジメント部 道路建設課

4 １２月～１月 若草山焼きＰＲ
１月23日実施の若草山焼きの広報のため、８店舗にチ
ラシ設置、ポスター掲示

高の原イオン、イオンモール大和郡山、
イオンモール橿原、イオンモール登美ヶ
丘、イオンスタイル奈良、イオン西大和、
イオン桜井、ザ･ビッグエクストラ大安寺
にチラシ計550部、ポスター計14部設置

継続
県土マネジメント部
地域デザイン推進局

奈良公園室

5 9月～2月
奈良・町家の芸術祭はならぁと 2020の開
催PR

2020年9月～2021年2月に開催が予定される「奈
良・町家の芸術祭はならぁと 2020」への来場を促
すためポスターを店舗に掲示

県内イオン、イオンモール、ビッグ
エクストラ等
ポスター（Ｂ２）

新規
県土マネジメント部
地域デザイン推進局

まちづくり連携推進課

6 通年
奈良県地域の交通安全サポート事業所登
録の継続

現在登録している「奈良県地域の交通安全サポー
ト事業所」としての活動の継続実施

イオンモール：2店舗
イオンリテール：8店舗
イオンビッグ：1店舗

継続
総務部
知事公室

安全・安心まちづくり推進課

7 通年
奈良県地域の防犯サポート事業所登録の
継続

現在登録している「奈良県地域の防犯サポート事
業所」としての活動の継続実施

イオンモール：2店舗
イオンリテール：8店舗

継続
総務部
知事公室

安全・安心まちづくり推進課

8 7月～8月 愛の血液助け合い運動のPR
7月～8月に実施される、愛の血液助け合い運動を
推進するため、県民に献血への協力を啓発するポ
スターを店舗に掲示

奈良県内店舗
ポスター(A3)の掲示

継続
福祉医療部
医療政策局

薬務課

9 1月～2月 はたちの献血キャンペーンのPR
1月～2月に実施される、はたちの献血キャンペー
ンを推進するため、県民に献血への協力を啓発す
るポスターを店頭に掲示

奈良県内店舗
ポスター(A3)の掲示

継続
福祉医療部
医療政策局

薬務課

10
高齢者・障害者の支
援に関すること

県実施の市町村に向けた調査（R2年7月実施）にお
いて、県と同社の間で高齢者支援を含む包括連携
協定を締結している旨を周知した。

継続
福祉医療部
医療・介護保険局

地域包括ケア推進室

11 6月20日～7月19日 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動のPR
6月20日～7月19日に実施される「ダメ。ゼッタ
イ。」普及運動に合わせ、薬物乱用防止を啓発す
るポスターを掲示

奈良県内店舗
ポスター(B2)の掲示

継続
福祉医療部
医療政策局

薬務課

12 9月1日～9月30日
若年無業者の就労支援に関するイベント
の周知

以下のイベントを周知するため、ポスターを店舗
に掲示
職場実習（後期）：10～1月頃

イオン系列県内関係店舗
ポスター（B3）の掲示

新規 産業・観光・雇用振興部 外国人・人材活用推進室

13 （中止） 大和川一斉清掃への参加 -
【新型コロナウイルス感染症の影響
により実施せず。】

継続 水循環・森林・景観環境部 水資源政策課

14 （中止） ふるさと美化運動 9月6日に美化運動の実施予定であった。
【新型コロナウイルス感染症の影響
により実施せず。】

継続 水循環・森林・景観環境部 環境政策課

15 通年

年４回開催の展覧会 PR
◆5/19～7/5　特別展「熱い絵画　大橋コ
レクションに見る戦後日本美術の力」
◆7/25～9/22　特別展「みやびの色と意
匠　公家服飾から見る日本美」
◆10/17～12/13　特別展「ブラチスラバ
世界絵本原画展　こんにちは！チェコと
スロバキアの新しい絵本」
◆1/16～3/14　企画展「広重の名所江戸
百景　併催：新収蔵品・新寄託品を中心
に」

◆5/19～7/5　特別展「熱い絵画　大橋コレクショ
ンに見る戦後日本美術の力」
◆7/25～9/22　特別展「みやびの色と意匠　公家
服飾から見る日本美」
◆10/17～12/13　特別展「ブラチスラバ世界絵本
原画展　こんにちは！チェコとスロバキアの新し
い絵本」
◆1/16～3/14　企画展「広重の名所江戸百景　併
催：新収蔵品・新寄託品を中心に」
上記の年４回開催の各展覧会への来場を促すた
め、ポスターを６店舗に掲示

イオンモール、イオンタウン、イオ
ン各店舗
ポスター（Ｂ２）の掲示

継続 文化・教育・くらし創造部 県立美術館

16 8月～11月
「奈良県大芸術祭」「奈良県障害者大芸
術祭」の開催PR

9月～11月に開催される「奈良県大芸術祭・奈良県
障害者大芸術祭」の広報のため、広報誌（A4）及
びポスター（B2）を店舗に掲示

県内イオン、イオンモール、ザ・
ビッグエクストラ等９店舗

継続 文化・教育・くらし創造部 文化振興課

17 11月～2月
「ジャパン・ライブエール・プロジェク
ト奈良」の開催PR

10月～2月に開催される「ジャパン・ライブエー
ル・プロジェクト奈良」の広報のため、各イベン
トのチラシ（A4）及びポスター（B2）を店舗に掲
示

県内イオン、イオンモール、ザ・
ビッグエクストラ等９店舗

新規 文化・教育・くらし創造部 文化振興課

18 7月
館蔵品展「万葉コレクション展－見る・
知る 絵画の様々な表現技法－」ＰＲ

左記イベントへの来場を促すためのチラシを配
架、ポスター（Ｂ２）掲示

イオンモール高の原店　チラシ配
架、ポスター（Ｂ２）掲示
他４店舗に、ポスター(Ｂ２)掲示

継続 文化・教育・くらし創造部 万葉文化館

19 7月
「館蔵品展　花々が彩る万葉日本画」Ｐ
Ｒ

左記イベントへの来場を促すためのチラシを配
架、ポスター（Ｂ２）掲示

イオンモール高の原店　チラシ配
架、ポスター（Ｂ２）掲示

継続 文化・教育・くらし創造部 万葉文化館

20
県政情報ＰＲ・発信
に関すること

通年 県広報紙「県民だより奈良」の配置 県広報紙「県民だより奈良」を各店舗に配置
イオンモール高の原店、大和郡山
店、橿原店、イオン奈良店、登美ヶ
丘店

継続
総務部
知事公室

広報広聴課

教育・文化の推進に
関すること

観光の振興に関す
ること

災害対策、防災、防
犯及び交通安全に
関すること

県民の健康増進及
び食育に関すること

子育て支援及び青
少年の健全育成に
関すること

環境対策に関するこ
と

教育・文化の推進に
関すること
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番号 連携項目 連携実施時期・日時 具体的連携事項（イベント名） 実施内容（目的、イベント内容等） 備考（協力依頼店舗等）
継続
新規

部局名 所属名

21 2月 企業版ふるさと納税の活用
環境保全関連の事業に対し企業版ふるさと納税を
活用した。

継続
総務部
知事公室

政策推進課

22
2年8月下旬
～10月中旬

令和２年国勢調査の実施ＰＲ
10月１日現在で実施される令和２年国勢調査の円
滑な実施に向け、その周知啓発を図るためポス
ターを店舗に掲示

県内店舗
ポスター（Ａ２）の掲示

新規
総務部
知事公室

統計分析課

23 11月中 県内消費拡大啓発ポスターの掲示
県内消費の拡大を通じた地方消費税収の増加を図
るため、その仕組みを周知するポスターを掲示

県内店舗への掲示 継続 総務部 税務課

24 7月1日～31日 7月の「差別をなくす強調月間」のPR
7月の「差別をなくす強調月間」をアピールするポ
スター(R2年度版)を12店舗に掲示依頼

県内店舗にポスター（A2）の掲示依
頼

継続 文化・教育・くらし創造部 人権施策課

25 10月 住生活月間の周知

国土交通省が、国民の住意識の向上を図り、豊か
な住生活を実現するため、毎年度10月を「住生活
月間」と定めて総合的な啓発活動を展開すること
にあわせ、当該ポスターを各店舗に掲示

奈良県内イオン各店舗 継続
県土マネジメント部
地域デザイン推進局

住まいまちづくり課

その他、地域社会の
活性化・住民サービ
スの向上に関するこ
と

連携によって、県民の皆様にとって身近な場所であるイオンモール、イオン、ビッグ等の店舗でのポスター掲示・チラシ配架を１８件実施しました。

また、「奈良県地域の交通安全サポート事業所」「奈良県地域の防犯サポート事業所」として店舗で店内放送等を行い、県民の皆様の日常生活の中で

安全意識を高めることができました。

その他、『古都ならWAON』カードの利用金額の一部を奈良県地域貢献サポート基金にご寄附いただきました。県ではこれらを原資にNPO法人等

が実施する「奈良の文化遺産やまちなみの保全事業」に助成を行いました。

次年度以降も地域課題の解決のため、連携を強化していきたいと考えています。


