
平成２５年度「女性に対する暴力をなくす運動」予定行事【都道府県・政令指定都市】

※御問い合わせは、各都道府県、政令指定都市の男女共同参画課（室）へお願いします。

※一部、女性に対する暴力をなくす運動期間（11/12～25）以外のものも掲載しています。

広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他

北海道

●道内コンビニにカード設置
（道庁）
●パネル展の開催・啓発ビデ
オ上映（道庁、空知総合振興
局）
●各市町村・各会議などで
カードを配付（石狩振興局）
●庁舎内にポスター掲示、リー
フレット、カードの設置（石狩振
興局、根室振興局）
●庁舎内にポスター掲示、
パープルリボンの配付（留萌振
興局）
●庁舎内にポスター掲示、
パープルリボンの配付（留萌振
興局）
●リーフレット、ティッシュ等を
病院、その他関係機関に配布
（宗谷総合振興局）
●庁舎内女子トイレにパンフ
レット、カードを設置（十勝総合
振興局）
●該当啓発の際にリーフレッ
ト、ティッシュ等を配付（根室振
興局）

●ホームページ掲載（道庁、石狩振興局、日
高振興局、宗谷総合振興局）
●地方紙への広告掲載（日高振興局、釧路
総合振興局）
●ローカルラジオ出演、宣伝（上川総合振興
局）

●配偶者暴力被害者相談・支援
担当者研修会（上川総合振興局）
●配偶者暴力関係機関連絡会議
（根室振興局）

●ＤＶ被害者相談窓口
の開設（11月16日
（土）、17日（日））（釧路
総合振興局）

●「女性に対する
暴力をなくす運動」
パネル展（空知総
合振興局）

青森県

●庁舎、各警察署、関係機関
におけるポスターの掲示、リー
フレットの設置

●街頭キャンペーンの際に配
布（チラシ、ティッシュペー
パー）

●パープルリボンキャンペーン
時における店頭でのリーフレッ
トやカードの設置及びポス
ター、パネルの展示

●男女共同参画センターにお
けるDVに関する展示パネルの
展示及び貸出

●青森署、青森市男女共同参画プラザ、青
森県女性相談所と共催で街頭キャンペーン

●青森市でパープルリボンキャンペーン

●警察署電光掲示板、交番駐在所発行の広
報誌による広報

●ラジオ番組による広報

●「犯罪被害者等支援県民フォーラム」会場
における広報資料の掲示

●青森県観
光物産館「ア
スパム」の
パープルライ
トアップ(１１月
１１日～２５
日)

●各種会合等を利用した講話の
実施

岩手県

●内閣府作成ポスター、リーフ
レットを県内各市町村、関係機
関に配布
●ＤＶ被害防止啓発用リーフ
レット、カードを作成し、ミニコ
ンサート等で配布

●県広報媒体を活用した広報（媒体について
は、県事業全般を調整するため未定）
●県庁舎電光掲示板を利用した広報
●県ＨＰによる広報

●ＤＶ防止啓発パネル展
期間：平成25年11月12日～20日
場所：岩手県庁県民室
●ＤＶ被害者支援基礎セミナー
期日：平成25年11月13日
場所：いわて県民情報交流セン
ター（アイーナ）
●ＤＶ防止啓発ミニコンサート～県
警音楽隊～
期日：平成25年11月21日
場所：イオンモール盛岡

●パープルリボン
を活用した啓発活
動（県の所管部局
職員等による運動
期間中のリボンの
着用、パネル展や
ミニコンサート会場
でのバープルリボ
ンツリーの設置）

宮城県

●内閣府作成のポスター，
リーフレットを庁内各課及び関
係機関へ配布

●女性相談員等の技術研修会
開催日：１１月
講師：未定
内容：ＤＶ被害者支援に関する研
修

秋田県

●DV防止啓発リーフレット（一
般向け、若者向け）、パンフ
レット、啓発グッズ（ブックマー
クルーラー等）を作成し、市町
村、関係機関へ配布する。
●内閣府作成ポスター及び
リーフレットを庁内に掲示する
とともに、市町村、関係機関へ
送付する。
●上記の啓発媒体を、街頭
キャンペーンの際に県民へ配
布する。

●庁内の電子掲示板に、DV防止推進月間
（本県で11月としている）について掲載
●テレビ放送による広報
●県ＨＰによる広報

山形県

●内閣府作成ポスター及びチ
ラシを関係機関へ配付

●県ホームページ上で、「女性に対する暴力
をなくす運動」について掲載
●県メールマガジンで「女性に対する暴力を
なくす運動」について広報
●男女共同参画センターにおいて、DVに関
するパネル関連図書の展示

●県男女共同参画センターにお
いて、パープルリボンのツリー
を設置

福島県

●ポスター、リーフレットを庁
内、市町村、関係機関に配布
●庁内、県男女共生センター
でのポスター掲示

●青少年・男女共生課HPへの掲載
●県男女共生センターホームページ、メール
マガジンでの周知、広報

●婦人保護事業充実強化研修公
開講演会
開催日：平成25年11月22日（金）
テーマ：婦人保護施設を利用する
障害者について

●県男女共生セン
ター図書室の特集
コーナーで、１１月
特集分として関連
図書を展示予定

シンポジウム、講演会等の啓
発活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都

市名
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓
発活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都

市名

茨城県

●内閣府作成ポスター及び
リーフレットを市町村，関係機
関に送付

●女性青少年課ＨＰでの広報
●県のＨＰまたは，ラジオ放送での広報活動
（媒体については，県事業全般を調整するた
め，現時点では未定。）

栃木県

●内閣府男女共同参画局作
成のリーフレット、ポスターの
市町村・関係機関等配布

●県ホームページ等による運動ＰＲ ●庁内電光掲示板
を使用した運動ＰＲ
●地下歩道におけ
るポスター掲示に
よる運動ＰＲ

群馬県

●内閣府作成ポスター及び
リーフレットを市町村、関係機
関に送付。

●ホームページへの掲載
●新聞及びラジオによる広報
●庁舎内におけるＤＶ防止啓発ＣＭの放映

埼玉県

●内閣府作成のポスター、
リーフレットを市町村及び関係
機関へ送付
●県庁内でのポスターの掲示
●埼玉県男女共同参画推進
センター（With You さいたま）
でのパープルリボン、パネル等
の展示

●県広報紙「彩の国だより」11月号に掲載予
定
●県ＨＰに市町村ＤＶ関連予定行事の掲載

●ＤＶ防止フォーラム2013in埼玉
（さいたま市との共催）
日時：11月23日（土）午後
場所：埼玉県男女共同参画推進セ
ンター（With Youさいたま）
講師：講談師　神田香織
内容：自らのＤＶ経験を踏まえた講
演

千葉県

●DV問題啓発及び相談窓口
を紹介したチラシを91,000枚作
成し、市町村を通じて、自治会
の回覧板等で供覧する他、DV
防止街頭キャンペーン等のイ
ベントで配布。
●DV相談カード360,000枚を県
機関、市町村、公共機関等を
通じて配布。

●DV防止街頭キャンペーンを県内2箇所で
実施。地元市町村及び民間支援団体の協力
により、啓発グッズやチラシ等を配布。
●「県民だより」11月号への掲載。
●千葉県ホームページへの掲載。
●県庁前の電光掲示板による啓発広報の実
施。
●フクダ電子アリーナ大型ビジョンによる啓
発広報の実施。（11月中Jリーグ公式戦開催
日）
●県庁内掲示版へのポスター掲示（期間中）
●「ちば男女共同参画情報マガジン」による
運動の周知及びDV防止街頭キャンペーンの
広報。

東京都

●東京都庁、東京ウィメンズプ
ラザ窓口で啓発用パンフレット
「配偶者からの暴力で悩んで
いませんか」、
カード形式「デートＤＶってなん
だろう？」を配布
●内閣府作成のポスター、
リーフレットを配布、掲示
●東京ウィメンズプラザ館内で
DV防止啓発用パネルを掲示

●東京都広報媒体
「広報東京都」に掲載

神奈川県

●県政情報センター展示コー
ナーに、内閣府作成の本運動
のポスターと県作成の「STOP
暴力」のポスター、リーフレット
等を展示する。又、県作成の
「DV相談窓口のご案内カード」
を配架する。
●県内市町村、その他関係機
関に内閣府作成の本運動のポ
スター・リーフレットを送付し、
配布に協力を依頼する。
●県内の鉄道株式会社の展
示可能な駅にて内閣府の運動
ポスターの掲示を依頼する。

●県広報誌｢県のたより｣１１月号に、女性に
対する暴力をなくす運動についての広報、DV
防止のための啓発、DV相談窓口を掲載す
る。

●庁舎内の女性用
トイレに、県作成の
｢DV相談窓口のご
案内｣カードを配置
する。

新潟県

●内閣府作成ポスター、リーフ
レットを市町村及び関係機関
へ配布

●男女平等社会推進課だより
　「ふれ愛ほっとらいん」掲載
●庁内放送
●庁内ＬＡＮ「職員へのお知らせ」
●ラジオ「県からのお知らせ」での広報
●県ホームページへの掲載

富山県

●ＤＶ防止啓発のためのチラ
シ、啓発物品を作成し、市町
村、関係機関・団体、医療機関
等へ配布

●ＪＲ富山駅、高岡
駅にて街頭啓発活
動を実施
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓
発活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都

市名

石川県

●パープルリボンバッジの作
成・配付（配付先：県庁関係
課、市町、関係団体等）
●DV防止啓発のためのポス
ター、リーフレット、パープルリ
ボンツリーカードの作成・配付
（配付先：県庁関係課、市町、
関係団体等）
●DV防止啓発用ﾘｰﾌﾚｯﾄ及び
相談カードを配付（配付先：地
域の商店等）

●11月を「いしかわパープルリボンキャン
ペーン」の期間と位置づけ、県、市町、各種
団体が協力し、一斉に啓発活動を実施する。
●県庁１９階展望ロビーと石川県女性セン
ターでのパープルリボンツリーとメッセージ
カードの設置、パネル展示（11月中）
●街頭キャンペーン・ミニコンサートの実施
日時　11月２日（土）
●県ホームページによる広報
●県の広報媒体を利用した広報

●石川四高
記念文化交
流館のパープ
ルライトアップ
（１１月１日、
３日）

●「女性に対する暴力をなくすた
めのシンポジウム」
日時　１１月２３日（土・祝）
講演
講師　瀧田　信之氏（湘南DVサ
ポートセンター代表）
対談
対談者　瀧田　信之（講師）藤田
景子（金沢大学医薬保健研究学
域保健学系看護科学領域　助教）

福井県

●街頭における啓発活動
　・ちらし配布
　
●パネル展
　・リーフレット、ちらしの配布

●福井新聞に附属する fu に広告

山梨県

●内閣府作成のポスター等を
国・県関係機関、市町村、警
察、大学・高等学校、男女共同
参画推進センター等に配布

●広げる・つなげる・結び合うやまなしパープ
ルリボンプロジェクト

①パープルリボン募集
　・県民からパープルリボンを募集し、展示す
る。
②企画展示「パープルリボンでやまなしをつ
なごう『暴力はダメ』」の開催
日時：11月12日～11月25日
会場：男女共同参画推進センターぴゅあ総合
【展示内容】
ＤＶ啓発パネル、募集リボン、ＤＶメッセージ、
啓発資料、民間団体の活動紹介等
●ラジオスポット放送
●県ホームページ掲載

●商業施設
「ココリ」の
パープルライ
トアップ（11月
12日、25日）

●啓発講演会
日時：11月11日(月）
演題：ＤＶと子どもの虐待～私たち
にできること～
講師：森田　ゆり 氏
（エンパワメントセンター主宰）
会場：山梨県立文学館
　

●関係機関連絡協
議会開催
日時：未定
内容：関係機関
（国・県・市の関係
機関・警察・民間支
援団体等）による情
報・意見交換

長野県

●庁舎内に、内閣府作成のポ
スター、リーフレットを配布・掲
示

ＤＶ防止講演会
【開催日時】
　平成25年11月5日（火）
　午後1時30分～午後4時15分
【会　場】
　長野県松本合同庁舎　講堂
【講　演】
　「デートＤＶと学校～人権としての
セクシュアリ尊重度」
【講　師】
　　高橋　裕子　氏
　（多摩市「ＴＡＭＡ女性センター」
市民運営委員長）

岐阜県

●内閣府作成のポスター、
リーフレットの配布及び掲示
①市町村、関係機関等へ送付
し、各施設に掲示・配架
②県内警察署へ送付し、掲
示・配架

●ホームページによる広報

●地上デジタル放送による広報

●男女共同参画プラザ内での、パ
ネル展示、関連図書の紹介

●県及び市福祉関
係機関、警察等の
連携による街頭啓
発活動。（期間中の
いずれかの日に、Ｊ
Ｒ岐阜駅周辺で実
施。「女性相談のし
おり」「電話相談
カード」「ソーイング
セット」（相談電話
番号入り）を作成
し、それらのものを
配布。なお、街頭
啓発を実施する際
には、参加者全員
が啓発たすきを着
用する）
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓
発活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都

市名

静岡県

●市町・関係団体・キャンペー
ン等での配布
・ポスター300枚
・リーフレット3,000枚
・県の状況等資料1,500枚

●「男女間の暴力をなくす運動」街頭キャン
ペーン
[実施日]平成25年11月12日（火）8:00～8:30
[場所]ＪＲ静岡駅コンコース
[内容]本運動のリーフレット・相談事業チラシ
等1,500セットを配布。男女間の暴力根絶を
呼びかける。静岡市と共催。
[協力団体]
・静岡県男女共同参画センター交流会議
・しずおか女性の会
・県人権擁護委員連合会
・県母子生活支援施設協議会　等
[配布物]
・内閣府リーフレット
・相談事業チラシ
・県の状況等資料
・啓発品　他
＊ラジオ等でも広報予定

●ＤＶ防止講演会
[実施日]
平成25年11月14日（木）
13:30～15:30
[場所]
静岡県男女共同参画ｾﾝﾀｰあざれ
あ
[講師]
山口のり子氏（アウェア代表）
[内容]
ＤＶ防止に向けて

愛知県

ＤＶ防止に関するパネル展示（実
施場所：ウィルあいち情報ライブラ
リー）

三重県

●内閣府作成のポスター・リー
フレットを県内市町、各団体等
関係機関へ配布
●県作成のDV相談機関一覧
ポスターを県内市町、関係機
関、県内全保育所及び幼稚園
へ配布

●県内各地で「DV相談啓発救急絆創膏」を
配布し、街頭啓発を実施
●男女共同参画センターにおけるパネル展
示、関連図書、ビデオの紹介
●県広報への掲載
●ラジオスポット放送

●女性に対する暴力防止セミナー
（共催：桑名市）
日時：11月23日（土）13：30～15：
30
会場：くわなメディアライヴ
講師：遠矢　家永子さん（特定非営
利活動法人ＳＥＡＮ（シーン）副理
事長・事務局長）
・「三重県のデートＤＶ実態調査の
報告」
報告者：三重県男女共同参画セン
ター「フレンテみえ」

滋賀県

●内閣府作成のポスター・リー
フレットの配布及び周知依頼
（県内市町、各種施設、団体
等）、庁舎内にポスター掲示及
びリーフレットの配置

●県ＨＰによる広報
●メルマガによる情報発信
●県内市町の取組内容一覧の報道機関へ
の資料提供

●若者向けセミナー
テーマ：「デートＤＶについて」
日時：平成２５年１１月（日程未定）
会場：県立男女共同参画センター

●男女共同参画セ
ンター図書・資料室
において、特設コー
ナーにおける情報
の掲示や関連図書
特集を実施する。

京都府

●DV啓発カード多言語対応版
（8万5千枚印刷）
●京都府配偶者等からの暴力
をなくす啓発期間統一チラシ
（2万5千枚印刷予定）

●京都府配偶者等からの暴力をなくす啓発
期間（11月12日～25日）の設定
①府内関係団体へ後援・協賛の依頼（約150
団体が賛同予定）
②医療機関、大型商業施設、大学等への
カード設置・チラシ配布依頼（約1,300箇所に
設置依頼予定）
③府庁ロビーでの啓発資材展示（11月中旬）
④外国人向けFM京都ラジオ番組にて外国語
相談窓口の紹介

●京都タワー
パープルライ
トアップ（11月
12日）※京都
市と共催

○福知山市
11月6日（水）　14:30-16:00
福知山市民会館（京都府福知山
市字内記100番地）
講師：中村正氏（立命館大学教
授）
演題：「家族のなかの暴力と虐待
～ＤＶの背景～」
○精華町
11月19日（火）10:00-12:00
精華町役場 交流ホール（京都府
精華町大字南稲八妻小字北尻70
番地）
講師：安本理子氏（ＮＰＯ法人アウ
ンジャ　フェミニストカウンセラー）
演題：「デートＤＶ ～子どもたちを
被害者にも加害者にもしないため
に～」

●京都タワーライト
アップと同日に府
内各地での一斉街
頭啓発を検討中

大阪府

●「女性に対する暴力を　なく
す運動」のポスター、リーフレッ
ト（内閣府作成）を市町村、団
体等へ配布・周知依頼
●相談窓口カーﾄﾞの配　置・配
付
●デートＤＶ予防啓発リーフ
レットの配付

●府HP・広報誌等による広報
●ﾒﾙﾏｶﾞによる情報発信
●運動期間中の府内市町村行事を集約し府
HPに掲載
●大阪府立男女共同参画・青少年センターで
のパネル展示及び情報ライブラリーにおける
関連資料の展示、ロビーでのデートＤＶ予防
啓発ＤＶＤの上映

●通天閣
パープルライ
トアップ（１１
月１２日、２５
日）

●府民向けＤＶ予防啓発セミナー
の開催
●リボンオブジェパープルリボン結
び

●パープルリボン
バッジの配付
●相談窓口啓発
グッズの配付（救急
絆創膏）の配付
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓
発活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都

市名

兵庫県

●内閣府作成のポスター、
リーフレットを市町村、関係機
関に配布
●内閣府作成ポスターを
 県立男女共同参画セン
 ター内に掲示
●内閣府作成リーフレットを
 センター内に配置・配布

●庁内放送
（県庁内・11/12）
●「ひょうご男女共同参画ニュース（平成25年
　11月号第32号・11月1日発行）」にDV防止
　啓発記事を掲載
　　配付先：県内男女共同参画センター等
　　　　　　　 の関係機関､県民ほか
　　発行部数：7,000部
●運動実施期間中、県立男女共同参画セン
　ター内にDV防止啓発パネル展示

●デートDV防止講座
　（随時開催予定）
対象：
　デートＤＶ防止に関心のある方、
　企業関係者､県民　等
講師：
　ＮＰＯ法人ウィメンズネット･こうべ
●ＤＶ防止研修会
　（開催日・内容未定）
対象：
　県内男女共同参画センター及び
　福祉事務所等相談員
講師：
　兵庫教育大学大学院教授
　　有園博子さん（予定）

奈良県

●DV防止パンフレット及び
カードをフォーラム参加者に配
布

●内閣府作成のポスター、
リーフレットを市町村、関係機
関に配布

●県庁屋上ギャラリーにおいて女性に対する
暴力防止啓発展示を実施（10月中予定）

●橿原イオンモールにてパネル展示を実施
（10/15-20）
　
●フォーラムの開催を広報誌「県民だより奈
良」に掲載、県政記者クラブへ資料提供、
ホームページに掲載。

●女性に対する暴力防止フォーラ
ム
〔講演テーマ〕「家族の絆を考える
－ＤＶ・子どもへの虐待をとおして
－」
〔講　師〕信田　さよ子さん（原宿カ
ウンセリングセンター所長）
〔場　所〕奈良県文化会館　小ホー
ル
〔日　時〕１０月３１日（木）１３時３０
分から１５時３０分
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾘﾝｸ先
http://www.pref.nara.jp/item/105
066.htm#moduleid20612

●「ドメスティック・バイオレンス被
害者支援を考える講座」（11/7､
14）
・11/7〔テーマ〕未定
〔講師〕（特）心のサポートステー
ション副代表理事　宮本博文さん
・11/14〔テーマ〕未定
〔講師〕（特）心のサポートステー
ション代表理事　宮本由起代さん
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾘﾝｸ先
http://www.pref.nara.jp/11774.ht
m

和歌山県

●内閣府作成ポスター、リーフ
レットを病院協会会員の病院、
県DV被害者支援ネットワーク
関係機関等へ配布

●県広報誌「県民の友」11月号に『女性に対
する暴力をなくす運動』及び「性暴力救援セン
ター」に関する記事を掲載

●りぃぶるフェスタ２０１３
DV防止パネル展示（予定）
日時：11月16日（土）、17日（日）
場所：和歌山ビッグホエール　ア
リーナ

●デートDV防止啓発講座
11月開催

●各地域の青少年
センターによる街頭
補導活動の実施

鳥取県

●相談機関の電話番号等を記
載した啓発チラシ及びポケット
ティッシュの作成、配布

●県内主要駅、大型ショッピングセンターで
の街頭キャンペーンの実施（県内6箇所）
●大型ショッピングセンターでの啓発パネル
展示
●県広報誌への啓発記事の掲載
●報道機関への資料提供

島根県

●内閣府作成のポスター・リー
フレットを関係機関配布、掲示

●県庁前電光掲示板による広報啓発
●街頭キャンペーン
　・日時：期間中の１日のうち１時間程度
　・場所：県内１２箇所のショッピングセンター
等
●県庁前にのぼり掲示
●各警察署に懸垂幕等掲示
●県・警察・市町村等公用車に啓発用マグ
ネットシート貼付

●ＤＶに関する公開講座
　・日時：平成２６年２月２２日（土）
１０:００～１２：００
　・場所：くにびきメッセ
【内容】
・講演：「子ども虐待としてのＤＶ」
・講師：春原由紀氏
武蔵野大学名誉教授

岡山県

●県庁舎内女性トイレ（個室
内）にＤＶ相談カードを設置
●県内コンビニエンスストアの
トイレ（個室内）にデートＤＶ相
談カードを設置
●内閣府作成のポスター、
リーフレットの配付、掲示

●テレビ、ラジオの広報番組を利用した広報
●百貨店で「女性に対する暴力をなくす運
動」について館内放送
●県庁舎内でのパネル展示・ＤＶ防止啓発用
ＤＶＤの放映
●県ホームページ上で「女性に対する暴力を
なくす運動」について広報
●県男女共同参画推進センターメールマガジ
ンで「女性に対する暴力をなくす運動」につい
て広報

●ＯＨＫ岡山
放送電波塔
パープルライ
トアップ（１１
月月１２日～
２５日）

●ＤＶ防止講演会
●人権に関する研修会

広島県

●内閣府作成のリーフレット配
布
●内閣府作成ポスターの掲示
●ＤＶ防止啓発リーフレット及
び相談カードを作成し，市町・
関係機関等へ配布（※通年）
●資料展示
（広島県立図書館，11/5～
12/1（月曜日，祝日休館））
「女性に対する暴力をなくす運
動」の関連資料の提供や，女
性に関する関連図書の紹介

●情報番組（テレビ，ラジオ）による広報啓発
●警察広報誌を活用した啓発

●防犯教室等各種会合における
講演
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓
発活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都

市名

山口県

●内閣府作成のポスター及び
リーフレットの配付

●配偶者暴力防止研修会の実施

徳島県

●内閣府作成のポスター、
リーフレットの配布

●街頭キャンペーン
【実施日】平成25年11月29日(金)
【場所】JR徳島駅前
【内容】チラシ、啓発リーフレット、煎餅等を配
布し、暴力根絶を呼び掛ける。
●ラジオスポット放送による広報
●ときわプラザ（男女共同参画交流ｾﾝﾀｰ　フ
レアとくしま）において、のぼり掲示等による
啓発キャンペーン実施

●『女性・子どもをあらゆる暴力か
ら守ろう』女性に対する暴力をなく
す運動講演会
【講師】田端八重子氏
　　　（もりおか女性ｾﾝﾀｰ所長）
【開催日】平成25年11月29日(金)
【場所】阿波観光ホテル
●ＤＶ防止啓発パネル展
【場所】ときわプラザ（男女共同参
画交流ｾﾝﾀｰ　フレアとくしま）
【実施期間】平成25年11月1日(金)
～10日(日)

香川県

●内閣府作成のポスター、
リーフレットの配布

●ラジオ広報 ●ＤＶ予防啓発講演会
　「デートＤＶを防ぐために～ステ
キな恋愛のルール～」
　　日時：11月14日(木）
　　講師：市場恵子 氏（ＮＰＯ法人
子どもシェルター「モモ」理事）
　　会場：香川短期大学
●希望校(高校)でのデートＤＶ予
防啓発講座の実施(通年)

愛媛県

●内閣府作成のポスター、
リーフレットの掲示及び関係機
関への配布

●県政広報番組
●県政広報紙
●県政広報ラジオ
●県男女参画・県民協働課メールマガジンで
の広報

●高校生のためのＤＶ未然防止講
座
・11/22（金）　新居浜南高等学校

高知県

●内閣府作成のポスター及び
リーフレットの配布、掲示
●相談カード等の作成、配布
（民間支援団体との協議）

●県広報誌、ラジオ番組等を活用した広報
●人権啓発センターによるCM放送
●電車等へのポスター掲示

●DV防止啓発講演会
「DVとこども、そして性暴力～被災
地におけるDV支援の状況～」
日時１１月１７日（日）
１３：３０～１５：３０
講師　八幡　悦子
主宰　県
こうち男女共同参画センター「ソー
レ」
ほか

福岡県

●ポスター作成・配布
部数・配布先：検討中

●県広報番組（テレビ、ラジオ）での広報予定
（検討中）

●街頭啓発キャンペーンの実施
①日時　１１月１２日
②場所　県内４カ所
●県庁内でのパネル展示
●女性団体によるＤＶ被害者支援
事業（パープルリボンバッジの販
売）の実施

●相談電話の開設時間
の 延 長 （ 検 討 中 ）

佐賀県

●県庁舎への懸垂幕掲示 ●「女性に対する暴力防止講演
会」
日時：11月24日（日）
講師：上村　茂仁 氏
　　（ウィメンズクリニック・かみむら
院長）
会場：唐津市相知文化交流セン
ター

長崎県

●内閣府作成のポスター、
リーフレットを市町及び関係機
関へ送付
●県で作成したDV防止ハンド
ブックの配布

●ラジオでの啓発（11月予定）

熊本県

●家庭から暴力をなくすキャン
ペーンチラシ配布
●相談窓口カード配布

●県政広報ラジオ番組
●県HP
●県男女共同参画HP
●家庭から暴力をなくす街頭キャンペーン
（児童・障がい者虐待を含めて）〈１１月２日〉

●くまもと森
都心パープル
ライトアップ
（１１月１２
日、１３日）

●DV防止研修会
講師：瀧田　信之氏
（湘南DVサポートセンター理事長）
〈１１月１９日〉

●女性のための無料法
律相談（県弁護士会と
共催）〈１１月〉
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓
発活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都

市名

大分県

●内閣府作成ポスター、リーフ
レットの配付・掲示（配付先：県
庁各所属、市町村、警察、民
間団体等）
●相談窓口啓発用カードの設
置（設置先：県市町村庁舎、県
立病院、図書館、デパート等）

●ホームページ、広報誌への掲載
●市内歩道橋に横断幕設置
●県内市町村共同による街頭キャンペーン
の実施

宮崎県

●内閣府作成ポスター・リーフ
レットの配付、掲示
●相談窓口カードの配付、設
置（庁舎内トイレ、商業施設
等）※通年

●パネル展の実施
　県庁本館（11/18～12/1)
　県立図書館（12/10～12/23）
●新聞広告の掲載
●県政番組（テレビ・ラジオ）を活用した広報
●懸垂幕の掲示（県庁舎・デパート）

●県庁本館
パープルライ
トアップ（１１
月１８日～２５
日）

●ＤＶ防止講座・デートＤＶ防止講
座（随時開催）

鹿児島県

●内閣府作成のポスター・リー
フレットの配布
　県庁・市町村・関係団体等

●街頭キャンペーン
　民間団体と連携し，鹿児島中央駅前でＤＶ
関連チラシ等を配布（11/12）

●パネル展示
　県庁行政庁舎18階展望ロビー（11/1～
11/25）
　かごしま県民交流センター展示ロビー
（11/12～11/25）

●県庁ホームページに情報掲載

●アミュラン
（アミュプラザ
鹿児島屋上
観覧車）パー
プルライトアッ
プ（１１月２５
日）

●法律相談｢女性のた
めの法律110番｣
（11/19）

沖縄県

●県内ローソン、ファミリー
マートへ相談カード等掲示依
頼（11/12～12/11、県内全店
舗）
●広報物：①ポスター②リーフ
レット③DV被害者相談カード
④DV加害者更生相談カード

●県のホームページ・ラジオ等の広報媒体を
活用した広報

●県庁ホール、男女共同参画セン
ターでのパネル展
ＤＶ等、女性に対する暴力防止に
関するパネル展示及びリーフレッ
トを使用した広報啓発
●一般県民対象のDV問題につい
ての講演会（11月予定）

札幌市

●内閣府「女性に対する暴力
をなくす運動」ポスター・リーフ
レットを庁内関係課及び各区
役所に設置

●パネル展の開催
・白石区民センター（11/25～29）
・豊平区役所（11/12～11/25）
・清田区役所（11/19～25）
・南区民センター（11/15～11/21）
・ＪＲ手稲駅自由通路（11/11～11/26）
●地方総合情報誌にＤＶと性暴力の防止啓
発及び相談窓口案内に関する広告を掲載
●市営地下鉄車内に性暴力の防止啓発及
び相談窓口案内に関するポスターを掲出
●市内映画館においてＤＶと性暴力の防止
啓発及び相談窓口案内に関するコマーシャ
ルを上映
●スマートフォン対応ウェブサイト「ティーンズ
ナビさっぽろ」による若年者向けデートＤＶ防
止啓発（通年で実施）
●市ホームページによる広報

●さっぽろテ
レビ塔パープ
ルライトアップ
事業（１１月１
２日）

●講演会「Tシャツ一枚で世界は
変わる」
場所　札幌市男女共同参画セン
ター
日時　11月30日（土）
●公開学習会「ＤＶについて」
場所　手稲区民センター
日時　11月27日（水）
●サッポロ・クローズラインプロ
ジェクト（暴力根絶を訴えるＴシャツ
展示）
・札幌市男女共同参画センター
（11/12～26）

●札幌市配偶者暴力相
談センターにおいて相
談を実施（通年で実施）
●女性のための性暴力
被害相談の実施（通年
で実施）

仙台市

●ＤＶ防止啓発用ポスター・
リーフレット・カード等を作成
し，市施設の関係窓口，団体，
市内総合病院等に配布・掲示

●地下鉄及び市営バス車内にポスターを掲
出
●フリーペーパーに広告掲出
●懸垂幕の掲出
●パネル展の実施

●市民，支援者を対象としたDVに
関する講演会の実施（時期，内容
未定）

●（仮）フリーコールを
活用したDV無料相談の
実施

さいたま市

●内閣府作成のポスター・リー
フレットを、庁内関係課及び各
区役所に設置

●市報さいたま（11月号）
●情報誌において、DVに関する啓発記事を
掲載（市内全戸配布・10月1日号）
●各区役所において、暴力防止のための啓
発画像を放映（LEDやプラズマテレビ等の大
画面）

●DV防止フォーラムの開催
日程：平成25年11月23日（土）
会場：埼玉県男女共同参画推進セ
ンター
テーマ等：デートＤＶ（傷つけない
愛を語ろう）

●平成25年11月9
日（土）に国と共催
で行う男女共同参
画フォーラムにてポ
スター掲示、リーフ
レット配布等の広
報活動を実施（詳
細未定）
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓
発活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都

市名

千葉市

●内閣府作成のポスター・リー
フレットの掲示・配布
●パープルリボンに関連した
啓発物品の配布・掲出

●千葉県との共催による「女性に対する暴力
をなくす運動」街頭キャンペーン
日時：11月23日（土）
場所：千葉駅前

●共催講座「女性のエンパワメン
ト連続講座～パープルカフェで、
対等なコミュニケーションを楽しも
う！～」
共催団体：ＮＰＯ法人女性ネットＳａ
ｙａ‐Ｓａｙａ
日時（予定）：11月16日（土）14:00
～、30日（土）14:00～、12月7日
（土）14:00～
場所：千葉市男女共同参画セン
ター
●男女共同参画講座Ⅱ
テーマ：「ストップ！ＤＶ～対等な関
係を作るために」（仮称）
開催期間：平成25年11～12月（日
時未定）
場所：千葉市男女共同参画セン
ター 研修室
●ＤＶに関する図書の特集・展示
テーマ：「女性に対する暴力をなく
す運動・暴力を許さない～家庭・職
場・学校・地域～」（仮称）
開催期間：平成25年10～12月
場所：千葉市男女共同参画セン
ター 情報資料センター

横浜市

●横浜市ＤＶ相談支援セン
ター案内チラシ
　区役所等市関連施設で配布
●同案内カード
　区役所等市関連施設及び市
内医療機関等で配布
●同案内シール
　市内医療機関及び市内コン
ビニエンスストア等で掲出
●同案内しおり
　市内図書館等で配布
●男女共同参画センターでの
ポスター制作・展示、関連図書
展示
●内閣府ポスター・リーフレット
　区役所・市内図書館等で掲
示・配布

●一部区役所でのDV啓発パネル展示及び
啓発物品の配布

●市内商店街での啓発キャンペーン（啓発物
品等の配布）

●市ツイッターでの運動週間の周知

●横浜市開
港記念会館
パープルライ
トアップ（１１
月１２日～２５
日）

川崎市

●「女性に対する暴力をなくす
運動｣ポスター及びリーフレット
を公共施設（区役所、図書館、
市民館、男女共同参画セン
ター等)及び民間シェルター等
ＤＶ被害者支援団体に配布し、
掲示する。

●川崎地下街アゼリア通路広報コーナーで
ポスター等掲示（予定）
●男女共同参画センター事業として、パープ
ルリボン活動やデートＤＶに関する啓発パネ
ルを市内公共施設で展示（予定）
●取り組みについてはいずれもホームページ
で紹介する予定

相模原市

●内閣府「女性に対する暴力
をなくす運動」ポスター，リーフ
レットを市役所，区役所等関係
各施設に掲示・配布
●市公用自動車に「女性に対
する暴力をなくす運動」周知及
びＤＶ相談啓発用マグネット
シート貼付

●市の広報紙に「女性に対する暴力をなくす
運動」の周知及びＤＶ相談窓口の周知
●市ホームページに掲載
●地元ＦＭ局でのスポットインフォメーション
●市内駅近くに設置の大型放映機器による
広報（パブリックインフォメーション)
●市役所本庁舎に「女性に対する暴力をなく
す運動」横断幕を掲出

●市民・保護者向けデートＤＶ防
止講座の開催
　日時：11月１6日(土）午後1時30
分から
　会場；男女共同参画推進セン
ター

●ＤＶ関連映画上映会
　会場：男女共同参画推進セン
ター

●市役所本庁舎に
「女性に対する暴
力をなくす運動」実
施中の横断幕を掲
示
●男女共同参画推
進センター情報
コーナーにおいて、
ＤＶに関する図書
の特集コーナーを
設置
●男女共同参画推
進センターにおい
てＤＶ防止啓発パ
ネル展示及びパー
プルリボン配布

新潟市

●内閣府「女性に対する暴力
をなくす運動」ポスター，リーフ
レットを市役所・区役所等関係
各施設に配布
●新潟市配偶者暴力相談支
援センターのリ-フレット・カード
を区役所等関係課及び関係機
関へ配布

●市の広報誌や情報啓発紙での「女性に対
する暴力をなくす運動」の周知及び女性への
暴力に対する相談窓口の周知
●パープルリボンツリーの設置

●市内の高等学校等における
デートDV防止セミナーの開催（随
時）
●DV防止に関する講座を開催（詳
細未定）

●市立中央図書館
「ほんぽーと」内に
専用展示コーナー
を設置し，関連図
書及び新潟市配偶
者暴力相談支援セ
ンターの案内パネ
ルの展示

静岡市

●内閣府作成のポスター、
リーフレットを庁内関係課およ
び関係機関へ配布

●静岡県と合同で、ＪＲ静岡駅コンコースにお
いて、街頭キャンペーンを実施
●市庁舎に啓発横断幕を設置（静岡県と合
同）

●講座
日時：１１月
内容：詳細未定

●ＤＶ根絶の思い
をこめて作成した
メッセージカード及
びベビーキルトの
展示
場所：静岡市女性
会館

浜松市

●街頭キャンペーン
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓
発活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都

市名

名古屋市

●STOP the 児童虐待＆ＤＶ
（コラボ事業）
・コラボポスターの配布、掲示
（主な掲示場所：区役所、支
所、地下鉄各駅、生涯学習セ
ンター、保健所、図書館、市立
病院、市内のコンビニ、百貨店
など）
・市役所地下壁面広告（電飾
看板）へのコラボポスターの掲
示
・アスナル金山大型ビジョン
（103インチ）へのコラボポス
ターの表示
・市職員のコラボバッチの着用
●ＤＶ防止啓発カードの配布
　（主な配布先：区役所、支
所、生涯学習センター、保健
所、図書館、市立病院、市内
のサークルＫサンクス店舗等）
●ＤＶにかかる啓発リーフレッ
ト「ＳＴＯＰ the ＤＶ」の配布
　（主な配布先：区役所、支
所、保健所等）

●STOP the 児童虐待＆ＤＶ（コラボ事業）
・市長定例会見コラボパネルの作成

●名古屋テレ
ビ塔、オアシ
ス２１パープ
ルライトアップ
（１１月１２日）
●STOP the
児童虐待＆Ｄ
Ｖ（コラボ事
業）
●コラボリボ
ンツリーの設
置（４か所）

京都市

●内閣府「女性に対する暴
力をなくす運動」ポスター,
リーフレットを男女共同参
画センター，市役所内関係
局,各区役所等に掲示・配布
●本庁舎，各区役所・支所
でのパネル展示とあわせ
て，ＤＶ相談ナビ，ＤＶ相
談支援カード，ＤＶ防止啓
発リーフレット等を配布。

●広報紙「市民しんぶん」全市版（11/1号）及
び区版（11/15号）による広報
※全戸配布
●電光掲示板による広報
●パネル展示※市役所及び全区役所・支所
（11区3支所）
●市役所庁内放送による広報
●男女共同参画センターで，ＤＶ防止の情報
コーナーの設置，パープルリボンツリーの設
置など。

●京都府と共
催で京都タ
ワーのパープ
ルライトアップ
及び啓発イベ
ントの開催（１
１月１２日）。

大阪市

●啓発物品を街頭にて配付予
定

●大阪市立男女共同参画センター（クレオ大
阪）　　ホームページにて掲載

●通天閣
パープルライ
トアップ（１１
月１２日、２５
日）

●男女共同参画セ
ンター中央館レファ
レンスコーナーにお
いて、「女性に対す
る暴力をなくす運
動」関連書籍とパ
ネルの展示

堺市

●内閣府「女性に対する暴
力をなくす運動」ポスター、
リーフレットを市役所内関係
局、各区役所等に掲示・配
布

● パネル展の開催
    （11/1～30 市役所本館１階エントラン
ス・フロア ）
　・「女性に対する暴力をなくす運動パネ
ル展」の展示
　・（会場での配布物）リーフレット、ＤＶ相
談窓口カード等
●広報紙（広報さかい11月号）に掲載
●堺市ホームページによる啓発
●庁内エレベーター内の電光掲示板に
よる啓発（11/1～30)
●庁内放送による啓発
●市施設における啓発ポスター掲示
●懸垂幕の掲出（11/1～30 市役所本庁
及び区役所）
●オレンジリボンキャンペーンと連携した
パープルリボンキャンペーン
●公用車にオレンジリボン・パープルリボ
ンの広報磁気シート貼付（11/1～30）

●デートDVをテーマとしたシン
ポジウムを開催予定

神戸市

●市役所「花時計ギャラ
リー」におけるパネル・ポス
ター等の展示（11/14～20）

●内閣府作成ポスターを庁
内に掲示

●ＤＶ防止キャンペーン：ＤＶ防止や相談
機関の周知、啓発を図るため、啓発資材
等を配布し、女性に対する暴力防止を呼
びかける。（※啓発資材に、市民ボラン
ティア作成によるパープルリボンバッチを
つけて配布。）

●神戸ポー
トタワー、Ｍ
ＯＳＡＩＣ観覧
車、明石海
峡大橋パー
プルライト
アップ（１１
月１２日）
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広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

ラジオ、インターネット等の
メディアを利用した

広報キャンペーン等

ライトアップ・
イベント等

その他シンポジウム、講演会等の啓
発活動

臨時相談窓口開設等
の被害者相談活動

都道府県・
政令指定都

市名

岡山市

●内閣府作成のポスター、
リーフレットの配布
配布先：関係施設、福祉事務
所、保健センター、区役所等
●オレンジリボンキャンペーン
と連携し、平成25年11月24日、
おかやまオレンジリボンフォー
ラムにおいて、DV相談窓口
カード、パンフレットを配布す
る。

●平成25年11月24
日おかやまオレン
ジリボンフォーラム
において、DV防止
パネルの展示等を
行う。
●１２月８日　配偶
者暴力相談支援セ
ンター１０周年記念
事業（講演会実施：
若い世代と親世代
に向けて、「暴力の
ない関係をつくるた
めに」という予防教
育的な内容を目指
す）
※期間外のため参
考に記載

広島市

●内閣府作成のポスター・リー
フレットを市窓口等で掲示・配
布

●市広報紙11月1日号への掲載
●市役所本庁舎、市内地下街に設置されて
いるデジタルサイネージを使用しての広報
（予定）

北九州市

●内閣府作成ポスターの掲示
●相談窓口カードを関係窓口
に配布

●福岡県主催の街頭啓発キャンペーンへの
参加（予定）
●女性への暴力に関するパネル展示
●「内閣府　女性に対する暴力をなくす運
動」、「女性への暴力ゼロ運動」の２種類のの
ぼり設置

●「女性への暴力ゼロ運動特別講
座」
（平成25年11月16日）

●「女性への暴力ゼ
ロ！ホットライン」
（平成25年11月19日）
【共催】福岡県弁護士会
北九州部会

●女性のための無
料法律相談
（毎月第2木曜）
●女性のための相
談室
（毎月第3水曜日）

福岡市

●内閣府作成のポスター、
リーフレットの掲示・配布
・掲示・配布場所
市役所、区役所の各窓口、市
の施設、民間シェルター

●県主催のキャンペーン等に参加予定(詳細
未定）

●講座
平成２５年１１月２２日（金）
１３：３０～１５：３０
女性が学ぶ法律講座
「ＤＶ防止法と離婚」

●講演会
平成25年11月開催予定
14:00～16:00
テーマ「DV問題が子どもに与える
影響とその回復のために」（仮）

熊本市

●庁舎内、関係施設へのポス
ター掲示、リーフレットの配布、
設置

●庁舎内１階フロア電光掲示板に運動期間
中であることを掲示
●パープルリボンキャンペーン
●運動期間中に庁舎に懸垂幕を設置し広報
●市政広報誌による運動期間、事業の広報
●新聞、ラジオ番組による運動期間の広報

●くまもと森
都心パープル
ライトアップ
（１１月１２
日、１３日）

●市役所１階ロ
ビーにおいて、
パープルリボンツ
リーの掲出
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