
市町村における児童虐待防止の取組

（別紙）

市町村 期日・日 具体的内容（テーマ・開催場所等）

11月1日
・子育て相談課職員が近鉄奈良駅周辺にて啓発物品を配布（奈良県こども家庭課実施
に協働）

１１月１５日～１１月１９日 ・庁舎内での啓発パネル展示・職員へのリボン配布

１１月中
・奈良市子どもセンター設置に向けてイベント検討中
・広報誌への掲載

大和高田市 11月8日～11月12日 ・庁舎内にてパネル展示、のぼり設置、オレンジリボン等啓発グッズの配布

大和郡山市 11月中
・職員、関係機関へのリボン配布
・広報への掲載

11月中

・スーパーマーケット、商業施設等にオレンジリボン等啓発グッズを配置
・庁舎内にオレンジリボン啓発展示物を設置
・職員、関係機関へのリボンの配布
・広報紙への掲載

11月23日～11月28日 ・天理駅南団体待合所にてパネル展示、のぼり設置、啓発グッズ配置等

11月1日 ・近鉄大和八木駅前周辺にてのぼり設置、啓発グッズ配布等

11月中
・来庁者、職員、関係機関へのリボン配布
・広報、地域生活情報誌への掲載

11月1日 ・ＪＲ・近鉄桜井駅前周辺にて啓発物品の配布

11月中

・市保健福祉センター「陽だまり」、本庁舎、市立図書館にて啓発パネル展示、オレンジリ
ボン等啓発物品の配布
・職員、関係機関へのリボン配布
・広報への掲載

11月1日 ・五条駅にて啓発グッズの配布等

11月中

・五條市保健福祉センターにて啓発ブースを設置、オレンジリボン等啓発グッズの配布
・乳幼児健診、がん検診等においてオレンジリボン等の配布
・職員、関係機関へのリボン配布
・広報への掲載
・ＦＭ五條で放送

11月8日～11月30日
・新庁舎にて啓発ブースの設置（パネル展示、のぼり）、オレンジリボン等啓発グッズの
配布

11月1日
・御所市役所前・ライフ御所店前にてオレンジリボン、啓発用ティッシュ、リーフレット、
市で作成した啓発グッズの配布

11月中 ・広報誌に児童虐待防止月間を掲載

通年 ・乳幼児健診等に啓発物品の配布

11月1日
・市役所及び市内施設（小中学校、幼稚園、保育園等）にてのぼり設置、啓発グッズの
配布

11月12日～25日
（展示）

11月～（各啓発物）

・生駒セイセイビル２Ｆロビーにてパネル展示、オレンジリボンキャンペーン啓発物品の
配布（パープルリボンキャンペーンと同時に実施）
・市内施設へのポスター掲示、チラシ配布依頼
・市内在園児、在校児保護者へ向けたチラシを配布「体罰によらない子育て」を周知、そ
れらを利用した児童への声かけの工夫の方法をリンク先ホームページにて周知
・広報紙掲載、ホームページ掲載

8月～ ・市内自治会にて啓発リーフレットの自治会内回覧

11月1日

・子ども向けの啓発リーフレットを香芝市立小・中学校（クラス数）に配布
・市立保育所・幼稚園・認定こども園にて啓発用ティッシュの配置
・市役所、総合福祉センター、市民図書館、児童福祉課窓口にて啓発用ティッシュとのぼ
り設置

11月～
（各施設毎週1回）

・つどいの広場（子育て交流センター「おうちのこうえん」、マミつどいの広場、香芝市子育
て支援センター）巡回時に育児コーディネーターから啓発ティッシュを配布

奈良市

生駒市

天理市

橿原市

桜井市

御所市

五條市

香芝市
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市町村における児童虐待防止の取組

（別紙）

市町村 期日・日 具体的内容（テーマ・開催場所等）

11月～

・市立小中学校における全校朝礼、ホームルーム等で教職員から啓発キャンペーンの話
題提供
・児童関係機関（69施設）にリーフレットを掲示
・市職員に向けた掲示板で掲載

11月中
・市役所にてオレンジリボンとリーフレットの配布
・市民図書館の児童虐待予防推進のブースにて、関連書籍の案内掲示
・広報への掲載

通年（月2回） ・4ヶ月健診時のブックスタートで保護者に啓発ティッシュを配布

葛󠄀城市 11月中

・民生委員・児童委員への啓発活動として、定例会でパネル展示、オレンジリボン等啓発
グッズを配布
・市職員・市議会議員・市内学校・幼稚園・保育所職員にオレンジリボンを配布
・広報紙に掲載

11月1日
・近鉄榛原駅・サンクシティ（ショッピングセンタ－）にてのぼり設置、啓発グッズ配布
・職員、関係機関へのリボン配布
・リーフレットを全校園所の家庭へ配布

11月中
・市内開業医、市内銀行郵便局へポスター等、啓発グッズの配布
・市役所スペースにて、啓発ブースを設置
・広報への掲載

11月中

・村職員、学校教諭、児童館職員、民生委員等はオレンジリボンを装着　
・保育士はオレンジエプロン着用
・公共施設でのポスター展示
・窓口で啓発物の配布
・保育園、小学校、中学校を通じて家庭へリーフレット等を配布
・保育園で園児、保護者参加によるオレンジリボンツリーの作製
・庁舎玄関にモニュメント展示（オレンジリボンツリー・横断幕）
・広報への掲載

通年 ・ケーブルTVで、オレンジリボン活動や虐待通告制度等の周知

平群町 11月中 ・主要施設で啓発、こども園へ啓発物品配布

三郷町 11月13日
・ふれあい交流センターにて人権フェスタを開催し、人権の大切さを確認するための様々
な催しを開催

斑鳩町 11月中

・役場内、私立保育所・幼稚園にてポケットティッシュ、リーフレット、オレンジリボンの
配布
・町立保育園、町立幼稚園にて、オレンジリボンを用いた作品を作成して自宅に持ち帰
り、家庭での啓発を実施
・広報への掲載

11月1日 ・ＪＲ法隆寺駅前、町役場にて、のぼり設置、啓発物品の配布

11月中
・役場にてデジタルサイネージによる啓発動画配信
・福祉保健センターにて啓発グッズの配布

11月1日 ・役場玄関に啓発ポスター、ティッシュ、リボンを配置、配布

11月上旬 ・町立図書館において啓発グッズを配布

11月中
・職員、関係機関へのリボン配布
・広報への掲載

11月上旬 ・町内幼児園、小学校の保護者に啓発物品及び相談窓口案内配布

11月中
・職員、関係機関へのリボン配布
・広報への掲載

12月18～19日
・三宅町交流まちづくりセンターMiiMo、三宅町文化ホールにて、来場者にポケットティッ
シュ、リーフレット、相談窓口の案内を配布

田原本町 11月中
・役場、田原本町保健センターにてティッシュを配布、全職員に対し、オレンジリボンの装
着を依頼

宇陀市

香芝市

山添村

川西町

三宅町

安堵町
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市町村における児童虐待防止の取組

（別紙）

市町村 期日・日 具体的内容（テーマ・開催場所等）

11月1日 ・担当課窓口にてオレンジリボン、ティッシュの配布

11月中
・職員、関係機関へのリボン配布
・民生委員活動時に、オレンジリボン装着の依頼
・広報への掲載

１０月中旬～１１月中旬 ・村内保育所、小中学校や金融機関等にポスター、啓発グッズ配布

11月1日 ・役場前にて街頭啓発

高取町 11月中
・職員、関係機関へのリボン配布
・広報への掲載

11月1日

・健康福祉センター来館者へ啓発リーフレットやグッズを配布
・全職員に対し、オレンジリボンの装着を依頼
・のぼり設置（飛鳥駅前、明日香小学校前）
・広報無線での放送、広報誌・ホームページへの掲載
・窓口にて、啓発グッズの配布

10月下旬～11月30日
・小学校（5年又は6年）と学童にて啓発ティッシュの作成
・村民芸能大会にて児童虐待防止、啓発グッズの配布、パネル展示

11月1日 ・町内にて、オレンジリボンや啓発用ティッシュ、リーフレットを配布

11月中 ・広報誌・ホームページへの掲載、児童虐待防止推進月間を周知

11月中

・町内4ヶ所にあるマスコットキャラクターのフィギュアに飾り付け
・ＪＲ王寺駅等にて啓発グッズ（ティッシュ、オレンジリボン）配布、ポスター掲示等
・職員、関係機関へのリボン配布
・広報誌、ホームページへの掲載

11月20日 ・王寺小学校にて行われるイベント「ミルキーウェイ」会場内での啓発グッズの配布

10月23日～24日
・竹取公園で開催するかぐや姫祭りにてパネル展示、のぼり設置、オレンジリボン等啓発
グッズを配布

11月1日
・幼稚園・保育園にて啓発グッズ配布
・広陵町総合福祉会館にてオレンジリボンツリー展示、啓発グッズ配布、パネル展示

11月中旬
・広陵町中央公民館で行われる広陵町児童虐待防止講演会にてパネル展示、のぼり設
置、オレンジリボン等啓発グッズの配布

11月中
・職員、関係機関へのポスター・リボン配布
・広報への掲載

河合町 11月中
・のぼり設置、ポスター展示　オレンジリボン等啓発グッズの配置
・職員、関係機関へのリボン配布

吉野町 11月中
・町内公民館等での各種検診・地域サロン・いきいき百歳体操にてオレンジリボン等啓発
グッズの配布
・広報、文字ニュースでの掲載

5月、11月
・広報への掲載（5月号・11月号）
・町内ＣＡＴＶでの文字放映（5月中・11月中）

7月上旬 ・差別をなくす町民集会にてオレンジリボン等啓発グッズの配布

11月1日
・町内保育所１か所にて門前でのぼり設置、啓発グッズの配布
・役場庁舎にてコーナーにてティッシュやリーフレットを配置

11月上旬 ・町内保育所、幼稚園、認定こども園でオレンジTシャツを着て啓発グッズの配布

下市町 11月1日 ・役場内の窓口で啓発物品を配布または下市こども園の園児に配布

明日香村

上牧町

王寺町

大淀町

広陵町

曽爾村

御杖村
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市町村における児童虐待防止の取組

（別紙）

市町村 期日・日 具体的内容（テーマ・開催場所等）

11月1日 ・担当課窓口にて、啓発物品の配布

11月5日～11月6日 ・黒滝村こもれびホールにて行われる村民文化祭の会場内で啓発物品の配布等

天川村 9月中
・山村開発センターで開催される天川村社会福祉大会にて啓発物品の配布
・広報への掲載

野迫川村 通年 ・役場内の窓口にて啓発物品を配布

十津川村 11月中 ・窓口等で啓発物品の配布

下北山村 11月中 ・役場、保健センター等の窓口にて啓発物品の配置・配布

11月1日 ・役場にて啓発物品の配布

11月6日～8日
・保育園児から90歳のお年寄りまで村民の方が制作し出展された村民文化展（とちの木
センターにて開催）において、多くの来場者の方に受付でオレンジリボン等啓発物品の配
布

11月中 ・広報紙への掲載

川上村 11月1日 ・啓発物品を役場窓口にて配置

１１月２０日、２１日
・東吉野村運動公園体育館で開催される東吉野村まるごとフェスティバルにて啓発ブー
スを設置、オレンジリボン等啓発グッズの配布

11月中
・職員、関係機関へのリボン配布
・広報への掲載

黒滝村

上北山村

東吉野村
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