平成30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】
都道府
県・
政令指定
都市名

広報活動
ポスター、リーフレット
の作成配布
●パネル展の開催
＜道庁・出先機関(2)＞

北海道

H30.11.7現在

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
●ホームページ掲載
＜道庁・出先機関(3)＞

ライトアップ・イベント等
（施設名・日時・点灯式等
の有無）

シンポジウム、講演会等の啓発 臨時相談窓口開設等の
活動
被害者相談活動

その他

●Facebookへの投稿
●庁舎内ポスター掲出
(運動期間中)・リーフレット等配 ＜道庁・出先機関（1）＞
付
●地域FMラジオに出演し広報
＜道庁・出先機関(14)＞
＜出先機関(1)＞
●街頭啓発の実施
（ＤＶ啓発資材配付）
＜出先機関(3)＞
※一部、「交通安全」「青少年健
全育成」の啓発と合わせて実施
●医療機関へリーフレット等配
布
＜出先機関(1)＞

青森県

●金融機関へリーフレット配布
＜出先機関(1)＞
●内閣府作成ポスター及びリー
フレットの配布・周知依頼（関係
機関、市町村等）及び県庁舎、
県男女共同参画センターでの
掲示・設置
●パープルリボンキャンペーン
の際にチラシ、ティッシュ、ＤＶ
防止カード、リーフレットを配布
●青森県男女共同参画セン
ターにおいて、DＶ及びデートＤ
Ｖ、ＪＫビジネスに関するパネル
の展示、書籍貸出、来館者へチ
ラシを配付

●パープルリボンキャンペーン
・青森県男女共同参画センター主催で、アピ
オあおもり秋まつりの中で関係団体と連携し
て実施。（ＤＶ防止のための啓発リーフレット、
ティッシュ、チラシ配布、ＤＶ防止の呼びかけ、
キャンペーンを通して伝えたいメッセージのプ
ラカードを団体ごとに作成）
１１月１１日（日）９：３０～１５：４５ アピオあお
もり
・青森市にある「アウガ」前において、青森県
青森警察署、青森県女性相談所、国際ソロプ
チミスト青森、青森市、青森市男女共同参画
プラザと青森県男女共同参画センターがパー
プルリボンキャンペーンを共催。（ＤＶ防止の
ための啓発リーフレット・ティッシュ・チラシ配
付・街頭での呼びかけ）
11月12日（月）12時～12時40分 アウガ前

●施設名
いわて県民情報交流セ
ンター（アイーナ）
日時：平成30年11月12日
～26日までの夜間
●施設名
東北電力岩手支店（盛岡
市）
日時：平成30年11月９日
～25日までの夜間

●ＤＶ防止啓発パネル展
期間：平成30年11月19日～26日
場所：岩手県庁県民室
●いわてＤＶ防止基礎セミナー
開催日：平成30年11月18日
場所：いわて県民情報交流センタ（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30年11月15日
場所：イオンモール盛岡イーハトーブ
広場

●内閣府作成のポスター，リー ●県HPによる広報
フレットを庁内関係部局及び県
内市町村，関係機関へ配付
●ＤＶ・デートＤＶ防止啓発リー
フレット及びパンフレット、ＤＶ電
話相談カードを関係機関に配布

●「南三陸町役場本庁
舎」及び「総合ケアセン
ター南三陸」のライトアッ
プ
11月12日(月)から11月26
日(月)まで日の入～日の
出まで
●(株)宮城テレビ放送「ミ
ヤテレタワー」のライト
アップ
11月12日（月）日の入～
24時まで
●三井アウトレットパーク
仙台港「観覧車ポートフ
ラワー」のライトアップ
11月12日（月）から11月
18日（日）まで16時から
20時まで

●DV被害者支援担当者等研修会
開催日：11月12日（月）
講師：大阪府立大学客員研究員 増
井香名子氏
●女性相談員等技術研修会
開催日：11月16日（金）
講師：臨床心理士 中川浩子氏

宮城県

山形県

●11月を「性暴力被
害者支援広報強化
月間」と位置づけ、
協定締結四者が連
携して広報に取り組
む。

●内閣府作成ポスター、リーフ ●県広報媒体を活用した広報（ＨＰ．ＦＭラジ
レット等を広域振興局、県内各 オ、地上デジタル放送）
市町村、関係機関に配布
●ＤＶ被害防止啓発用クリア
ファイル・リーフレット等をミニコ
ンサートで配布
岩手県

秋田県

●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１２日～２５
日)

●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
サート会場でのパー
プルリボンツリーの
設置）
●パープルリボンツ
リー用リボンの広域
振興局等への送付
●女性活躍促進相談窓口
（期間限定）【県南地域】
11月1日（木）から翌年1月
31日（木）まで
受託者：特定非営利活動法
人仙台傾聴の会

●DV防止啓発リーフレット（一 ●県ＨＰによる広報
般向け、若者向け）やＳＯＳカー ●県広報紙による広報
ド、啓発グッズを作成し、街頭
キャンペーンの際に県民に配布
●県作成のＤＶ防止啓発用リー
フレット等を市町村及び関係機
関へ配布
●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、関係機関や市町村に配布

●内閣府作成ポスター及びチラ ●県ＨＰ，ＦＢへの掲載
シを関係機関へ配付し、庁内、 ●ラジオ・山形県男女共同参画センターHPで
総合支庁、県男女共同参画セ 広報。
ンターでポスター掲示
●山形県男女共同参画セン
ターが「パープルリボンプロジェ
クトinYAMAGATA」のポスター
及びパープルリボンを作成、
県・各市町村・総合支庁に配
布、期間中に館内に掲示

●上山城（上山市）の
パープルライトアップ(11
月12日18:00～21:00)
●旧米沢高等工業学校
本館 （米沢市）のパー
プルライトアップ（11月16
日～11月30日 日没から
22:00）
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●県庁内、管内複数
市町村でのＤＶに関
するパネル展示
●パープルリボン
バッジを作成し各市
町村・総合支庁にお
いて、期間中それぞ
れの展示会場で配
布。

都道府
県・
政令指定
都市名

広報活動
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
●内閣府作成チラシ・リーフレッ ●県、県男女共生センターホームページによ
トを庁内、市町村、関係機関に る広報
配布
●地元新聞２紙の県からの広報コーナーにお
●庁内、県男女共生センターに いて広報
おいてポスター掲示
ポスター、リーフレット
の作成配布

ライトアップ・イベント等
（施設名・日時・点灯式等
の有無）
・鶴ヶ場（会津若松市）
・竹田総合病院（会津若
松市）
・マリンタワー（いわき市）
※日時等は県では把握
していません。

福島県

茨城県

シンポジウム、講演会等の啓発 臨時相談窓口開設等の
活動
被害者相談活動
【県男女共生センター】
●女性の人権啓発事業
テーマ：知っておくと安心。法律とお
金の話～離婚編～
・内容：離婚の知識と離婚後の生活
設計などについて学ぶ。
・講師：第1部 菅波 香織 氏（弁護
士：いわき法律事務所）
第2部 大川 幸子 氏（ファイナン
シャルプランナー）
・開催日：11月23日（金） 13：30～
16：00
・場所：福島県男女共生センター

●内閣府作成のポスター及び
リーフレットを市町村，関係機関
に送付するとともに，県庁内で
パネルを展示。県内で実施のイ
ベント等でリーフレットを配布。

●県ＨＰ，県広報誌「ひばり」への掲載
●新聞７紙の地域版に県からのお知らせ広
告掲載（11/7）
●NHKデータ放送（11/1～8）
●茨城県女性プラザにパープルリボンツリー
を設置(11/12～27)

●茨城県三の丸庁舎の
ライトアップ（11/12～22）
●茨城県立歴史館のラ
イトアップ（11/12，13）
●茨城県女性プラザのラ
イトアップ(11/12～27）

●内閣府作成のポスター及び
リーフレットを市町村・関係機関
等に送付するとともに、県庁舎
内にポスターを掲示

●とちぎウーマンナビ、県ホームページ、メー
ルマガジンによる広報
●県庁舎内電光掲示板を使用した広報
●パープルリボンを付けたとちまるくんの写真
の内閣府ホームページへの掲載
●県庁舎1階とちまるくん人形による広報
（11/2～11/16）
●県庁舎1階県民ロビーにパープルリボンツ
リーの設置（11/9～30)
●県庁舎1階企画展示コーナーにおける広報
(11/9～11/16)
●県庁舎15階展望ロビー企画展示ギャラリー
における広報（11/9～11/22）
●パルティとちぎ男女共同参画センターに
パープルリボンツリーと関連図書紹介コー
ナーを設置（11/12～25）
●「ヒューマンフェスタとちぎ2018」(11/10)や
「フェスタinパルティ2018」（11/17）でのパープ
ルリボンツリーの設置、パープルリボンシール
の配布

●栃木県庁昭和館のラ
イトアップ（11/19～25
17時～21時）
●あしかがフラワーパー
ク（10/27～2019/2/5）
※12/31は休園日
●宇都宮タワー(11/20～
29)
●野木町交流センター
「野木ホフマン館」(11/13
～25)

●女性への暴力を考える講演会
演題：心の傷からの回復 ～モラル
ハラスメントを考える～
講師：中島 幸子 氏 (NPO法人レジ
リエンス代表)
開催日：平成30(2018)年11月10日
（土）
場所：パルティ とちぎ男女共同参画
センター

●パープルライトアップ
・埼玉県男女共同参画
推進センター内（11月
16～25日）
・大宮ソニックシティビ
ル
・埼玉会館
・埼玉県小児医療セン
ター（以上さいたま市）
・西部地域振興ふれあ
い拠点施設（ウエスタ
川越）（川越市）
・東部地域振興ふれあ
い拠点施設（ふれあい
キューブ）（春日部市）
・忍城（行田市）
・狭山市駅前ロータ
リー（狭山市）
・割岩橋（飯能市）
・春日部市男女共同参
画推進センター（ハー
モニー）（春日部市）

●DV防止フォーラム2018
日時：11月18日(日)13:30～16:00
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・パネリスト：大谷恭子（若草
プロジェクト代表理事・弁護士）、
パネリスト：牧田 史（若草プロ
ジェクト理事・弁護士）、遠藤智子
（若草プロジェクト理事）
内容：講演、パネルディスカッショ
ン
●埼玉県男女共同参画推進セン
ター（With You さいたま）のイベン
ト
・11月16～30日ライブラリー内で
ＤＶ防止関連図書の展示
・11月16～30日展示コーナーでＤ
Ｖ防止関連情報の展示とＤＶ
フォーラム当日に、県民が作成し
たパープルリボンを入れるタペス
トリーを展示。（タペストリーは7月
から翌年2月まで県内27市町を巡
回し、各市町でＤＶ防止関連イベ
ントを実施）

栃木県

群馬県

埼玉県

●県広報紙「彩の国だより」11月号に掲載
●県政広報ラジオ番組「モーニングスクエ
ア」でＤＶ防止フォーラムについて放送予
定
●県ホームページにパープルライトアップ
及び市町村関連行事を掲載
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●福島県シンボル
キャラクター「ふくし
まからはじめよう。キ
ビタン」がパープルリ
ボンを着用した写真
をホームページに掲
載する。
【県男女共生セン
ター】
●パープルリボンツ
リーの設置等
●図書室の特集コー
ナーで、11月の特集
（テーマ：ストップ！
暴力）として関連図
書を展示
●茨城県立歴史館
にてライトアップ時に
街頭啓発を実施
（11/12）
●茨城県女性プラザ
にパープルリボンツ
リーを設置(11/12～
27)

●内閣府作成ポスター及びリー ●県ホームページへの掲載
フレットを市町村、関係機関に ●県広報紙による広報
送付。
●庁舎内におけるＤＶ防止啓発ＣＭの放映

●内閣府作成ポスター及び
リーフレットを市町村、関係
機関へ送付
●パープルリボン及びミニ
カードの作成配布
●埼玉県民の日（11月14日）
にポスター、デートＤＶ防止
パネル等を掲示
●東部及び西部地域振興ふ
れあい拠点施設内に運動に
関するミニコーナーを設置。
●県立熊谷図書館及び久喜
図書館に運動に関するミニ
コーナーを設置。県立熊谷
図書館とコラボし関連図書紹
介。（11月18日まで）

その他

●女性に対する暴
力をなくす運動キャ
ンペーン（11月13日）
ＤＶ被害者等地域支
援サポーターが中心
となり、女性に対す
る暴力をなくす啓発
グッズ（ティッシュ
ペーパー、シール
等）を配布し、運動を
呼びかける。

都道府
県・
政令指定
都市名

ポスター、リーフレット
の作成配布

千葉県

●DV防止啓発リーフレットを市
町村を通じて、自治会の回覧板
等により配布
●DV相談カード・ステッカーを
県内各地の女性が利用する
様々な施設に配置、貼付
●デートＤＶ相談カードを県内
高等学校の１年生全員、デート
ＤＶ啓発リーフレットを県内高等
学校の３年生全員に配布
●家庭における暴力防止啓発
パンフレットを就学時健診（10月
～11月）及び１歳６か月児健診
において保護者に配布

東京都

広報活動
シンポジウム、講演会等の啓発 臨時相談窓口開設等の
活動
被害者相談活動

その他

●ＤＶ・児童虐待予防セミナー「幸せ
夫婦リメイク講座再び～不幸予防は
じめませんか？～」 講師 漫画家・
エッセイスト 赤星たみこ氏
・11月7日（水）11時～12時/きぼーる
（Ｑｉｂａｌｌ）3階千葉市子ども交流館ア
リーナ

●県広報誌「県のたより」１１月号に、「女性に
対する暴力は、女性の人権を侵害するもので
あり、決して許されない」ことを記載し、「女性
に対する暴力をなくす運動｣期間について掲
載し周知する。
●人権男女共同参画課のHP及びツイッター
で｢女性に対する暴力をなくす運動」週間に関
する情報を発信する。

○内閣府作成のポスター・リー ○県広報紙「ふれ愛ほっとらいん11月号」で
フレットを関係機関へ配布
の広報及びＤＶ相談窓口一覧の掲載
○相談室等でポスター掲示
○庁内放送での周知
○庁内ＬＡＮ「職員へのお知らせ」掲載
○県ホームページへの掲載
○県広報ラジオスポットでの広報

●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

富山県

石川県

ライトアップ・イベント等
（施設名・日時・点灯式等
の有無）
●アパホテル＆リゾート
東京ベイ幕張の客室窓
を利用したウインドウイ
ルミネーション
・11月18日(日)18時～20
時
●木更津かんらんしゃ
パークキサラピアの大観
覧車のパープル・ライト
アップ
・11月12日(月）、17日
(土） 、25日(日)17時～
22時

●内閣府作成のポスター、リー ●東京都広報媒体
フレットを配布、掲示
「広報東京都」に掲載
●東京ウィメンズプラザ館内で ●東京ウィメンズプラザHPによる広報
DV防止啓発用パネルを掲示
●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
「配偶者や交際相手からの暴力
で悩んでいませんか」、カードを
配布

●市町村、その他関係機関に
内閣府のポスター・リーフレット
を送付し掲示を依頼する。
●県内の４鉄道株式会社の展
神奈川県 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。
●デートDV防止啓発冊子を作
成し、中・高校に配布する。

新潟県

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
●DV防止街頭キャンペーンを会場の市及び
県警と共催により県内２箇所で実施
・11月12日（月）16時～17時/そごう千葉店前
広場
・11月23日（金・祝）13時～15時/イオンモール
八千代緑が丘
●県広報誌「県民だより」、千葉県ホームペー
ジ、県発行メールマガジンに「女性に対する暴
力をなくす運動」及び運動期間中における街
頭キャンペーンなどの関連取組を掲載
●県内プロスポーツチームのリーグ戦ホーム
ゲーム開始前にオーロラビジョンでＤＶ及び
デートＤＶ防止啓発画像を放映
・Ｂリーグ千葉ジェッツふなばし
11月17日（土）、18日（日）/船橋アリーナ
・Ｊリーグ柏レイソル
11月6日（火）または10日(土）今後の勝敗によ
り開催日が決定/日立柏サッカー場
・Ｊリーグジェフユナイテッド市原・千葉
11月17日（土）/フクダ電子アリーナ
●幕張メッセ正面広場のメッセビジョンでＤＶ
及びデートＤＶ防止啓発画像を放映
・11月12日（月）～25日（日）
●船橋競馬場ナイター競馬開催期間中に
ターフビジョンでＤＶ及びデートＤＶ防止啓発
画像を放映
・11月5日（月）～9日（金）

●ＤＶや性暴力は犯罪となる行
為をも含む重大な人権侵害で
あることを広く県民に周知する
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相談カードを配付（配付
先：地域の商業施設等）

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。
●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）
場所 県庁１９階展望ロビー
石川県女性センター
●街頭キャンペーン・ミニコンサートの実施
日時 11月11日（日）
●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

●タワー111ライトアップ
期間：11/12～11/25
各日、日没から午後10時
まで
●県民共生センター（サ
ンフォルテ）図書室内
期間：11/4～11/30
時間：火～土曜日 9:00
～20:00、日曜日 9:00～
17:00
内容：関連図書の展示や
館内の装飾

●ＤＶ防止啓発講座
「被害者の心の傷と加害者の心理～
痴漢という性犯罪～」
日時：11月９日（金）
場所：富山県民共生センター（サン
フォルテ）
講師：大森榎本クリニック精神保健
福祉部長 斉藤 章佳氏

●石川県政記念 しいの
き迎賓館のパープルライ
トアップ
（11月１日（木）～５日
（月）日没から22時）

●「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３日（土・祝）
講演 「子どもの性暴力被害～周囲
のおとなが知っておきたいこと～」
講師 藤森 和美氏（武蔵野大学人
間科学部教授）
対談「被害を受けた若年女性たちの
心と身体を守るために」
藤森 和美氏（講師）
福村 一氏（石川県女性相談支援セ
ンター所長）
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●富山駅、高岡駅に
て街頭啓発活動を実
施

都道府
県・
政令指定
都市名

福井県

山梨県

広報活動
シンポジウム、講演会等の啓発 臨時相談窓口開設等の

ラジオ、インターネット等の
ライトアップ・イベント等
活動
被害者相談活動
メディアを利用した
（施設名・日時・点灯式等
広報キャンペーン等
の有無）
●街頭における啓発活動
●地元新聞に附属する冊子（各個配布）に広
●「女性に対する暴力をなくす運動」 ●人権相談会
・リーフレット、パープルリボ
告
パネル展
11月13日（火）,20日（火）
ン、啓発カード、啓発グッズ配布 ●新聞、ＨＰに掲載
11月13日（火）～18日（日）ＪＲ福井 越前市男女共同参画セン
●パネル展
駅コンコース
ター
・リーフレット、啓発カード配布
11月19日（月）～22日（木）福井県
庁ホール
●「女性に関わる人権研修会」
11月12日（月）鯖江市文化の館
●「女性に対する暴力防止等パネル
展」
11月12日（月）～15日（木）鯖江市
文化の館
●パープルリボンをツリーに飾る運
動、啓発パネル展示
11月12日（月）～11月25日（日）越
前市福祉健康センター多目的ホー
ル、福井銀行武生支店ロビー
ポスター、リーフレット
の作成配布

○内閣府作成のポスター等を ○募集・展示
国・県関係機関、市町村、警
①パープルリボン募集
察、大学・高等学校、男女共同
県民からパープルリボンを募集する。
参画推進センター等に配布
②企画展示の開催
日時：11月13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、募集リボンを使用した作品、
ＤＶメッセージ、啓発資料、民間団体の活動紹
介等

○商業施設「ココリ」の
パープルライトアップ
（11月12日（月）、25日
（日）日没から20時30分）
○山梨県庁・別館のパー
プルライトアップ
（11月12日（月）～18日
（日）18時から21時）

○啓発講演会
日時：11月5日(月）
演題：『ＤＶの基礎知識と、その影
響』～私たちにできること～
講師：松本和子氏（ＮＰＯ法人女性
ネットSaya-Saya代表理事、社会福
祉士、精神保健福祉士）
会場：男女共同参画推進センター
ぴゅあ総合

その他

○被害者支援のた
めの応援物資募集
（11月12日～25日）

○県ホームページ掲載

長野県

●男女共同参画センターに、内 ●県警ＨＰへの掲載
閣府作成のポスター、DV防止
啓発パネルを掲示
●庁舎内及び各警察署内に、
内閣府作成のポスター、リーフ
レットを掲示・配付

○女性相談窓口のリーフレッ
○県ホームページによる広報
ト、電話相談カード、クリアファイ ○地デジ・データ放送での広報
ル（相談電話番号を記載）の作 ○フリーペーパーでの広報
成及び配布、街頭啓発

●女性に対する暴力防止セミナー
「からだとこころの底ヂカラ」
日時：平成30年11月17日（土）
13:30～16:00
講師：きりりネットワーク代表
竹内 未希代さん
主催：長野県男女共同参画センター
長野市男女共同参画センター

○多治見市駅北庁舎に
おけるライトアップ(日時
未定)

岐阜県

●内閣府作成ポスター及びリー ●課ＨＰによる広報
フレットの配布（市町・関係団体 ●デジタル掲示板にポスター画像を掲示
等）
（静岡市と合同）

●ＤＶ防止セミナー
〔実施日〕平成30年11月16日（金）
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〕NPO法人BONDプロジェクト
代表橘ジュン氏
〔内容〕「若年女性を取り巻く現状」

●内閣府作成のポスター・リー
フレットを県内市町村、各団体
等関係機関へ配布
●県作成のDV防止啓発資材を
県内市町村、関係機関へ配布

◯パネル展示及び関連図書の展示
「知ってほしい ＤＶのこと」
（１１月１日（木）～３０日（金）：ウィル
あいち情報ライブラリー）
◯女性の活躍支援コーナー「気づい
て乗り越える ～身近な人からの暴
力に悩んでいませんか？～」
（１０月１４日（日）～１１月３０日
（金）：ウィルあいち情報ライブラ
リー）

静岡県

愛知県

●「DV相談啓発ポケットティッシュ」の配布な
ど、県内29カ所（見込）で街頭啓発を実施
●男女共同参画センターにおけるパネル展
示、関連図書の紹介

三重県

●三重県総合文化セン
ター祝祭広場のライト
アップ（11月10日（土）か
ら25日（日）の17時から
21時まで、点灯式はな
し）
●県内市町でも啓発パ
ネル展など同時開催予
定
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●女性に対する暴力防止セミナー
「漂流する少女たちに寄り添って～
私たちにできることは何か～」
日時：平成30年11月18日（日） 13時
30分から15時30分まで
会場：三重県文化会館 2階 大会
議室
講師：橘 ジュンさん（NPO法人
BONDプロジェクト代表）

○県、市、警察等に
よる街頭啓発活動に
啓発用たすきを着用
し、ＪＲ岐阜駅周辺に
て、リーフレット、電
話相談カード、ボー
ルペン（相談電話番
号入り）等を配布）
○期間中、県庁舎放
送にて来庁者へ啓
発
○多治見市パネル
展
○男女共同参画プラ
ザ内での、パネル展
示、関連図書の紹
介、啓発物品・電話

都道府
県・
政令指定
都市名

広報活動
シンポジウム、講演会等の啓発 臨時相談窓口開設等の
活動
被害者相談活動

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
●内閣府作成のポスター・リー ●県広報誌における特集記事の掲載・広報
フレットの配布および周知依頼 ●県ＨＰによる広報
（県内市町、各種施設、団体
●メルマガによる情報発信
等）、庁舎内にポスター掲示お ●県内市町の取組内容一覧の報道機関への
よびリーフレットの配置
資料提供
●DV防止啓発パンフレットおよ
び啓発カードを医療機関、警
察、市町、教育機関、ハロー
ワーク等へ配布
●県庁舎に啓発横断幕の設置
●県立男女共同参画センター
敷地内にのぼり旗の設置

ライトアップ・イベント等
（施設名・日時・点灯式等
の有無）
●彦根城パープルライト
アップ
＜彦根市主催事業＞
11月12日（月）日没～
21:00

●内閣府作成のポスター、リー
フレットの配布
●ＤＶ防止啓発チラシの作成・
配布（2万部）
●相談窓口等掲載の啓発グッ
ズの作成・配布（8,500個）
●DV防止啓発パンフレット等の
配布

●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新聞社やラジオ放送局等を含む府内関係
団体・大学等へ後援・協賛の依頼（約150団
体・大学等）
②府内市町村・関係団体・大学等への左記啓
発資料配布
③府ホームページでの広報

●京都タワーパープルラ ※ 啓発期間中ではありませんが､下 ●通常どおり
イトアップ（11月12日
記シンポジウム開催します。
(月)）
※京都市と共催
●ＤＶ被害者支援シンポジウム
（12月21日(金)）
●京都府庁旧本館パー
※京都市と共催
プルライトアップ（11月19
日（月）～25日（日))

○「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

○府HP・府政だより・Ｆａｃｅｂｏｏｋ等による広
報

○太陽の塔ライトアップ
11月12日（月）日没から
22時

ポスター、リーフレット
の作成配布

●犯罪被害者等支援フォーラム
11月22日(木)
[犯罪被害者等支援および性暴力被
害者総合ケアワンストップびわ湖
SATOCOの周知]

滋賀県

京都府

○府立中之島図書館ラ
イトアップ
11月12日（月）～25日
（日）18時から20時

○街頭啓発活動（相談窓口リー
フレット、啓発ティッシュ等の配
付）

その他
●県庁舎内における
犯罪被害者週間パ
ネル展の開催：11月
22日(木)～11月30日
(金)
[犯罪被害者等支援
および性暴力被害
者総合ケアワンス
トップびわ湖
SATOCOの周知]
●街頭啓発
11月1日(木)
[オレンジリボンキャ
ンペーンの街頭啓発
におけるDV防止啓
発カードの配布]
●男女共同参画セ
ンター図書・資料室
での特設コーナーに
おける情報の掲示や
関連図書特集の実
施および図書・資料
室だよりへの月間周
知記事の掲載。
●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
啓発を実施予定

○児童虐待防止と連携したダブルリ
ボンキャンペーン（啓発横断幕の行
進等）
日程：10月20日（土）
会場：Panasonic Ｓｔaｄｉｕｍ Ｓｕｉｔａ
○関連シンポジウム（共催：認定
NPO法人いくの学園、近畿労働金庫
地域共生推進室、連合大阪）
日程：11月14日（水）
会場：近畿ろうきん肥後橋ビル

○キタハマミズム（北浜
テラス）ライトアップ
11月12日（月）日没～23
時
○街頭啓発
日程：11月12日（月）
○府立男女共同参画・青 会場：京橋駅前
少年センター（ドーンセン
ター）ライトアップ
○大阪府立男女共同参画・青少年
11月12日（月）～25日
センター（ドーンセンター）における
（日）日没～21時30分
パープルリボンオブジェの展示等

大阪府

○ピースおおさかライト
アップ
11月12日（月）～25日
（日）16時30分から17時
25分
※施設の都合により変更
となる場合があります
●内閣府作成のポスター、リー
フレットを掲示、配架等で周知
(県立男女共同参画センターは
じめ県庁舎、県民局、出先機
関、市町・関係団体等)

●庁内放送（11月12日）
●情報紙「ひょうご男女共同参画ニュース」
（平成30年11月号・11月1日発行）にて
「女性に対する暴力をなくす運動」についての
記事を掲載
配付先：県民､県内男女共同参画センター、関
係機関ほか
発行部数：6,500部
※県立男女共同参画センターのホームペー
ジにて紙面掲出
●ＤＶ防止啓発パネルを県立男女共同参画セ
ンター内に掲示

●DV防止パンフレット及びカー
ドを啓発パネル展で配布
●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

●女性に対する暴力防止啓発パネル展実施 ●奈良県女性センター
10/2～10/8（奈良県立図書情報館)
（日時11/13～11/25、点
10/27 （なら・ヒューマンフェスティバル）
灯式無）
11/14～11/20 （イオンモール大和郡山）

兵庫県

奈良県

●内閣府作成のポスター・リー ●広報誌「県民の友」（１１月号）に、『女性に
フレットを県ＤＶ被害者支援ネッ 対する暴力をなくす運動』期間中のキャン
トワーク関係機関等へ配布
ペーン案内、性暴力とその相談機関について
の情報に関する記事を掲載
●広報ラジオ「県庁だより」により、『女性に対
和歌山県
する暴力をなくす運動』を周知し、相談機関等
を案内する

●和歌山ビッグホエール
のライトアップ（11月12日
～11月25日 日没から21
時）
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●「ドメスティック・バイオレンス被害
者支援を考える講座」
・11/8（木）〔テーマ〕カウンセリング
の現場から～ＤＶの現状を学ぶ～
・11/22（水）〔テーマ〕トラウマからの
回復
〔講師〕小田 裕子さん
（女性ライフサイクル研究所フェリア
ン臨床心理士・社会福祉士）
〔場所〕奈良県女性センター
●りぃぶるフェスタ2018においてＤＶ
防止パネル及びデートＤＶについて
の啓発マンガ、啓発ポスター入賞作
品等を展示
・日時：１１月24日（土）
・場所：和歌山ビッグホエール

●男女共同参画セ
ンターに女性への暴
力防止に関する図
書特設コーナーを設
置
来館者に啓発物品
を配布

都道府
県・
政令指定
都市名

広報活動
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
●相談機関の電話番号等を記 ●県内主要駅、大型ショッピングセンターでの
載した啓発チラシ及びポケット 街頭キャンペーンの実施（県内7箇所）
ティッシュの作成、配布
●大型ショッピングセンター等での啓発パネ
ル展示

ライトアップ・イベント等
（施設名・日時・点灯式等
の有無）
●鳥取駅前太平線「バー
ドハット」のライトアップ
１１月１２日（月）１７時３０
分から２１時まで

●街頭キャンペーン
・内閣府作成リーフレット、県作
成リーフレットを配布
・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
●内閣府作成のポスター・リー
フレットを市町村や関係機関に
おいて掲示、配布する。

●ＴＳＫ山陰中央テレビ
鉄塔
・日時：11月12日、25日
日没～22時
●島根県立美術館前
・日時：11月12日～25日
18時～22時
●島根県芸術文化セン
ター中庭
・日時：11月19日～25日
18時～22時

ポスター、リーフレット
の作成配布

シンポジウム、講演会等の啓発 臨時相談窓口開設等の
活動
被害者相談活動

その他

鳥取県

●県庁前電光掲示板による広報啓発
●ラジオスポット（県警広報枠）
11月8日
●地元紙県政広報（県警広報枠）
11月15日
●地元民放県政広報番組「情報カフェしまね」
（県警広報枠）
11月22日
●県HPによる広報

島根県

●県民公開講座を実施
・日時：11月13日 13:30～15:30
・会場：県松江合同庁舎講堂
・テーマ：「災害時だからこそ、安心・
安全に暮らしたい！ ～災害時のＤ
Ｖ・性暴力とその対策～」
・講師：池田恵子氏（静岡大学教育
学部・同防災総合センター教授、減
災と男女共同参画研修推進センター
共同代表）
●児童虐待・ＤＶ防止のためのパネ
ル展示
・日時：11月2日～12月5日
・会場：島根県立図書館
●なくす運動関連行事として、「しま
ね人権フェスティバル2018」でＤＶ防
止のパネル展示
・日時：10月21日 10：30～16：00
・会場：江津市総合市民センター

●高校等のデートDV防止講演会（岡山
県男女共同参画推進センター）
●【倉敷市】ストップＤＶ講座
「なぜ、パートナーに暴力をふるうのか～
ＤＶ加害者の心理を知る～」
講師：中村 正（立命館大学副学長、立
命館大学大学院人間科学研究科教授）
日時：11月9日（金）13:30～15:00
場所：倉敷市男女共同参画推進センター
●パープルリボンツリー設置 （倉敷市阿知1-7-1-603）
【玉野市】
日時：11月12日（月）～25日 ●【笠岡市】パープルリボンセミナー
「ＤＶ被害者のメンタルケア～医療・支援
（日）
場所：玉野市役所本庁舎1 を通して～」
講師：和迩 秀浩（医療法人わに診療所
階ロビー
院長）
【赤磐市】
日時：11月12日（月）～25日 日時：11月18日（日）14:30～16:00
場所：笠岡市民会館（笠岡市六番町1（日）
10）
場所：赤磐市役所玄関
【瀬戸内市】
日時：11月1日（木）～27日 ●【笠岡市】パープルリボンセミナー
「ＤＶ被害者とその子どものケア～心に寄
（火）
り添った支援を目指して～」
場所：瀬戸内市役所１階
講師：柳谷 和美（おやこひろば桜海桃李
●パープルライトアップの実 代表・心理カウンセラー）
日時：11月23日（金）13:30～15:00
施
場所：笠岡市民会館（笠岡市六番町1ＯＨＫ岡山放送電波塔
11月12日（月）～25日（日） 10）
【津山市】津山城（鶴山公
●【高梁市】ＤＶミニ講座（たかはしWith
園）備中櫓
11月12日（月）～18日（日） フォーラム研修会）ウィズセンター出前講
座
（14日（水）を除く）
【真庭市】旧遷喬尋常小学 講師：西本 千恵（岡山県男女共同参画
推進センター 所長）
校
11月9日（金）～25日（日）(13 日時：11月18日（日）14:30～15:30
場所：高梁市図書館（高梁市旭町1306）
（火）～15日（木）を除く)

●パープルリボン＆オレンジ
リボンツリーの設置
11月10日（土）～14日（水）
イオンモール岡山
11月15日（木）～21日（水）
●「岡山県男女共同参画推進 ●岡山県男女共同参画推進センターメールマ 高梁市図書館
月間2018」チラシ作成及び配布 ガジンで「女性に対する暴力をなくす運動」に 11月24日（土）～30日（金）
（岡山県男女共同参画推進セン ついて広報
美作市立中央図書館

●内閣府作成のポスター、リー ●県ＨＰへの掲載
フレットの配布（市町村、関係団
体、ＤＶ被害者サポーター等） ●ラジオ番組を通じた広報啓発

ター）

●データ放送での広報

岡山県

●内閣府作成のリーフレット配 ●ラジオ番組による広報
布・ポスターの掲示（警察署・交 ●警察広報紙を活用した啓発
番等）

広島県

●内閣府作成のポスター及び
リーフレットを市町，関係機関に
送付するとともに，広島市内で
「女性に対する暴力をなくす運
動」に関するポスター等の展示
や女性に対する暴力根絶等に
関する資料を提供
●内閣府作成のポスター及び
リーフレットの配布

山口県

●防犯教室等各種会合における講
演

●街頭キャンペーン（啓発グッズの配布）
●県庁内パネル展示
●太陽光発電インフォメーションシステムによ
る広報
●ラジオ広報
●県広報誌による広報

●海峡ゆめタワーパープ
ルライトアップ（11月12
日）
●下関市消防局パープ
ルライトアップ（11月12
日）
●はい！からっと横丁
「大観覧車」パープルライ
トアップ（11月12日、11月
25日）
●石炭記念館（11月1日
～25日）
●永源山公園ゆめ風車
（11月15日～25日）
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●男女共同参画フォーラム内で分科
会を開催（10/27）
「目指そうよ DVのない社会」
講師：人権擁護委員・デートDV防止
プログラムファシリテーター 松田
洋子氏

●県庁玄関にのぼり
掲示（児童虐待と併
せて）
●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
●広報啓発活動担
当者（県・警察・市町
村等）及び関係機関
の職員によるパープ
ルリボン着用
●「県庁庭園水燈路
～結いとうろ～」でＤ
Ｖ防止を呼び掛ける
行灯を展示
・日時：10月19日～
21日
●11月は岡山県の
男女共同参画推進
月間でもあります。
●岡山県立図書館
と岡山県男女共同
参画推進センターに
よる協働展示

●若年層（高校生，
大学生等）を対象と
したデートDV認識度
調査の実施
●DV防止標語の募
集

都道府
県・
政令指定
都市名

広報活動
ラジオ、インターネット等の
ライトアップ・イベント等
メディアを利用した
（施設名・日時・点灯式等
広報キャンペーン等
の有無）
●内閣府作成のポスター、リー ●街頭キャンペーン
実施検討中
フレットの配布
①徳島県実施
【実施日】平成30年11月19日（月）
【場所】ＪＲ徳島駅前
【内容】ＤＶに関する啓発チラシとおせんべい
の配布
ポスター、リーフレット
の作成配布

その他

●『女性・子どもをあらゆる暴力から守ろ
う』ＤＶ・児童虐待防止講演会
【講師】竹内和雄氏（兵庫県立大学環境
人間学部准教授）
【開催日】平成30年11月19日（月）
【場所】阿波観光ホテル
●女性に対する暴力をなくす運動、DV防
止啓発等各種パネル展
期間中、県内各箇所（ときわプラザ（男女
共同参画交流センター）、阿南市那賀川
図書館、各総合県民局庁舎等）でパネル
展を実施

●広報誌への掲載
以下の市町村発行の広報誌に「女性に対す
る暴力をなくす運動」の啓発記事を掲載予
定。
小松島市
三好市
上勝町
北島町
つるぎ町
東みよし町

徳島県

シンポジウム、講演会等の啓発 臨時相談窓口開設等の
活動
被害者相談活動

●デートＤＶ防止セミナー等
①大学生メンターによるデートDV啓発
【場所】阿南工業高校文化祭
【開催日】平成30年11月10日（土）
②大学生メンターによるデートDV防止講
座
第1回
【場所】ヒューマンフェスタとくしま（牟岐町
海の総合文化センター）
【開催日】平成30年11月24日（土）
第2回
【場所】阿南市人権フェスティバル
【開催日】平成30年12月9日（土）

●ラジオスポット放送による広報

上記ほか、11月中、県内中・高・大学・看
護学生を対象としたデートDV防止セミ
ナーを実施（4校予定）

香川県

●内閣府作成のポスター、リー ●ラジオ広報RNCラジオ「こんにちは香川県
フレットの配布
です」
●県庁ギャラリーにおけるDV防止啓発パネ
ル展
11月12日（月）～11月16日（金）
●マスコットキャラクターにパープルリボンを
つけた写真をHPに掲載（香川県、さぬき市、
善通寺市）
●商店街街頭キャンペーン
11月５日（火）
里親月間（10月）、児童虐待防止月間（11
月）とあわせて行う。

●四国学院大学 礼拝堂
および旧善通寺偕行社
のライトアップ（時期：11
月12日（月）～11月25日
（日））

●期間中に県民対象のＤＶ防止啓
発出前講座を２回、高校生対象のＤ
Ｖ未然防止出前講座を１回実施。
（年間を通じて開催）

●内閣府作成のポスター、リー ●県政広報紙
フレットの掲示及び関係機関へ ●県政広報ラジオ
の配布
愛媛県

高知県

福岡県

●内閣府作成「女性に対する暴 ●ラジオによる広報
力をなくす運動」のポスター及 （RKCの5分対談、原稿読上げ放送）
びリーフレットの配布、掲示（庁
内、市町村、関係機関）
●ＤＶ相談カードの作成及び関
係機関（市町村、警察署、支援
団体等）への配布
●民間支援団体との協働によ
る啓発・広報資材の作成、配布
・ＤＶ相談カード作成（女性保護
対策協議会）
・ＤＶ相談カードの配布・掲示依
頼（ソロプチミスト９団体。団体
作成のポケットティッシュに挿入
し、街頭キャンペーンで配布。）
●路線バス車内及び待合所へ
のポスター掲示（11/12～
11/25)

●高知城のパープルライ ●DV防止啓発講演会
トアップ（11/17～18 日
「男性の非暴力宣言 ～男性の立
没から22時。イベント等 場から取り組むＤＶのない社会づくり
は無し。マスコミへの投 ～」
げ込み実施。）
日時：11月4日（土）13：30～15：30
講師：多賀 太（関西大学文学部教
授）

●ＤＶ防止啓発ポスター作成・
配布
配布先：庁内関係課、県出先機
関、県内市町村、男女共同参画
センター、公共交通機関等（予
定）
●相談窓口ステッカー作成・配
布
配布先：コンビニ等（予定）
●相談窓口カード作成・配布
配布先：県内市町村、男女共同
参画センター、商業施設、大学
等（予定）

福岡県総合福祉センター ●街頭啓発キャンペーンの実施
（クローバープラザ）のラ 日時：11月12日・１3日
イトアップ
場所：県内10か所（西鉄福岡（天
11月12日～11月25日
神）駅周辺等）
（17：00～21:00）
内容：ＤＶ防止啓発リーフレットを封
入したティッシュを街頭配布
●女性団体によるＤＶ被害者支援募
金活動（パープル＆オレンジリボン
バッジ、パープルリボンバッジの販
売）の実施

■ＷＥＢ特設ページの開設
１１月～（予定）
●ビジョンＣＭ
放映場所：天神ソラリアビジョン
■ＷＥＢ広告
インスタグラム等
■フリーペーパーへの広告掲載
・ＦＬＹＩＮＧ ＰＯＳＴＭＡＮ ＰＲＥＳＳ福岡版
・リトル・ママ福岡版／北九州版

主催：（公財）こうち男女共同参画社
会づくり財団、高知地方法務局、高
知県人権擁護委員連合会
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●犯罪被害者支援
イベントの際に、来
場者に対しえひめ性
暴力被害者支援セ
ンター啓発用チラシ
及びカードを配布

都道府
県・
政令指定
都市名

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

広報活動
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
○内閣府作成ポスター・リーフ ●DV防止啓発展示
レットの配付、掲示
日時：
○相談窓口カードの配付、設置 ①11月3日(土)～9日(金)
（庁舎内トイレ、商業施設等）
月～金 8：30～18：00
※通年
土・日 10：00～17：00
〇県広報誌「県民だより」11月 ②11月14日(水)～29日(木)
号掲載による周知
火～土 9：00～22：00
日・祝 9：00～17：00
会場：
①佐賀県庁 1階 県民ホール
②アバンセ 1階 展示ギャラリー
ポスター、リーフレット
の作成配布

ライトアップ・イベント等
（施設名・日時・点灯式等
の有無）
●佐賀県庁旧館入口の
ライトアップ
日時：11月12日（日）～
11月15日（土）
日没から22時10分
まで

シンポジウム、講演会等の啓発 臨時相談窓口開設等の
活動
被害者相談活動

●「平成30年度 女性に対する暴力
防止講演会inアバンセ」
漂流する10代の子どもたちへの支
援と居場所づくり～聴く・伝える・繋ぐ
～
日時：11月24日（祝・土）13：30～16：
30
●県立男女共同参画セ 開場：アバンセ1階ホール
ンター・県立生涯学習セ 内容：
ンター（アバンセ）北側出 講演「家にも学校にも居場所のない
入口のライトアップ
情勢たちの声を聴く」
日時：11月12日（日）～ 橘ジュンさん（NPO法人BONDプロ
11月25日（土）
ジェクト代表）
日没～22時まで 講演「子どもシェルターからみた子ど
もたち」
青野雅代さん（認定NPO法人子ども
シェルターモモ理事）
パネルディスカッション「若年女性に
対する暴力の現状と課題」
橘ジュンさん、青野雅代さん、田口
香津子さん

●女性のための護
身術講座
日時：11月10日（土）
13：30～16：30
講師：インパクト東京
代表 森山奈央美 さ
ん
会場：アバンセ 2階
音楽スタジオ

●内閣府作成「女性に対する暴
力をなくす運動」のポスター及
びリーフレットの配布・周知依頼
（庁内、市町、関係機関、商業
施設）
●ながさき男女共同参画推進
センターだより作成（特集「女性
に対する暴力をなくす運動」、相
談カード配布
11/21長崎駅前かもめ広場
●相談窓口カードの配布・設置
（市町開催イベント等）※通年
●県庁ロビーにてパネル展

●11/27 NBCラジオ「WITH YOU」
●新聞広告への掲載予定
●県庁ホームページ、ツイッター等での広報
●県庁ホームページの県政ビジョン作成

○家庭から暴力をなくすキャン
ペーン（児童虐待防止推進月間
と障害者週間も併せたキャン
ペーン）のチラシ作成配布
○内閣府作成ポスター及びリー
フレットを市町村及び関係機関
に配布

○県政広報ラジオ番組及びテレビ番組を利用
した広報
○県ホームページによる広報
○家庭から暴力をなくす街頭キャンペーン（児
童・障がい者虐待を含む）１１月４日（日）

●運動期間中における街頭で
のリーフレット及び啓発グッズ
等の配布
●県機関・市町村び関係機団
体（医師会、看護協会等）への
ポスターの配付
●運動期間中にリーフレット設
置やパープルライトアップ等に
協力いただける企業を募集。
（５３社にて取組予定）

●ホームページ、ラジオ・広報誌、新聞広告に
よる広報
●県内市町村共同による街頭キャンペーン
●市内歩道橋に横断幕設置

期間：11月12日～25日
●JRおおいたシティ（最
上階）
●大分県立美術館（西側
広場）
●ＯＡＳＩＳひろば２１
期間：未定
●セントポルタ中央町
（大分駅側入口・ドーム）
●府内五番街（シンボル
ツリー）

○内閣府作成ポスター・リーフ
レットの配付、掲示
○DV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

○県ホームページへの掲載
○県政番組（ラジオ）での広報
○新聞広告の掲載
○懸垂幕の掲示（県庁舎・デパート）
○パネル展の実施
県庁本館（11/19～11/25）

○県庁本館パープルライ
トアップ（11/19～11/25、
日没後～22:00）
○パープルリボンキャン
ペーン
日時：11月19日17:30～
場所：県庁前庭
内容：女性への暴力防
止キャンペーンのテーマ
ダンス等

○県男女共同参画
センター開館時間延
長（11/12～11/22
※土日は除く）
通常9:00～17:30
期間中9:00～20:00

●法律相談
●アミュラン(ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿 ●デートＤＶ防止お届けセミナー
「女性のための法律110番｣
児島屋上観覧車）パープ 高等学校２校 11/１, １１/１６
ルライトアップ
（運動期間を含め年間１５校実施） 開催日：11月21日(水）
場所：かごしま県民交流
(11/12,11/25)
センター
●甲突川橋梁(高見橋， ●暴力被害者支援セミナー
西田橋)のパープルライト 開催日：11月28 日(水)
アップ(11/12～25）
場所：かごしま県民交流センター
内容： 講話「身近にある暴力に敏
感になろう」
：ワークショップ
講師：下敷領 須美子 氏

●ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾘﾎﾞﾝを活用
した啓発活動
県男女共同参画ｾﾝ
ﾀｰが設置されてい
る，かごしま県民交
流ｾﾝﾀｰで働いてい
る職員によるﾊﾟｰﾌﾟﾙ
ﾘﾎﾞﾝ活用やﾊﾟﾈﾙ展
示会場等での配布

●内閣府作成のポスター・リー ●街頭キャンペーン
フレットの配布
日時：１１月１２日(月)
県庁・市町村・関係団体等
場所：鹿児島中央駅前
内容：啓発チラシや相談カード等を配布
●パネル展示
県庁行政庁舎18階展望ロビー
鹿児島県
（１１／１～１１／２１）
かごしま県民交流センター展示ロビー等
（１１／１３～１１／２５）
●県政広報媒体等を活用した広報

通年で開設している「一般
相談」を期間を設け「女性
に対する暴力をなくす運
動」相談窓口として開設

●デートＤＶリーフレットを作成
し、中学、高校、大学へ設置

●信用組合、自衛隊
が設置している電光
掲示板の活用
●県庁での館内放
送

○女性に対する暴力をなくす運動講
演会
日時：平成３０年１１月２６日（月）
１３：３０～１６：００
場所：くまもと県民交流館パレア
演題：「お互いを尊重して、対等な関
係を築くコツ～デートＤＶやＳＮＳなど
のコミュニケーショントラブルへの対
処法～」
講師：原 健一 氏
（佐賀県ＤＶ総合対策センター所長）

(神戸女子大学教授)

沖縄県

その他

●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
ターでパネル展を実施

●内閣府作成のポスター及び
リーフレットを、県内市町村・学
校等へ配布

●男女共同参画センターにおいて一
般県民を対象としたDV問題につい
ての講座等を開催
●男女共同参画センターにおいて職
務関係者へのDV被害者支援研修を
開催
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都道府
県・
政令指定
都市名

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

●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
トの配布・掲示
（男女共同参画センター、関係
課及び各区役所にてポスター
掲示・リーフレット配布）

札幌市

仙台市

●パネル展の開催
中央区民センター、東区民センター、白石区
民センター、清田区役所、南区民センター、
JR手稲駅通路
●パープルリボンの垂れ幕掲示
男女共同参画センター
●地方総合情報誌にＤＶ・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）
●地下鉄大通駅デジタルサイネージで「女性
に対する暴力をなくす運動」及びDV・性暴力
の相談窓口案内に関するデジタル広告を掲
載
●地下歩行空間（チカホ北２条広場）サイネー
ジで高校放送局作成の相談窓口案内に関す
る動画を配信
●市ホームページによる広報
●ＤＶ防止啓発ポスター及びミ ●地域総合情報誌（フリーペーパー）に、ＤＶ
ニチラシ入りポケットティッシュ 防止啓発・相談窓口周知のための広告を掲
等を作成し、庁内関係窓口・市 載
関係施設、市内総合病院等に ●ＦＭラジオ、市広報誌、市及び（公財）せん
て配布・掲示
だい男女共同参画財団ホームページにより、
●仙台市地下鉄車内（南北線・ ＤＶ防止啓発・相談窓口について広報
東西線）及び仙台市バス車内 ●市男女共同参画推進センター入居ビル壁
に、ＤＶ防止啓発ポスターを掲 面に、懸垂幕を掲出
出（地下鉄：10/31～11/6、バ
ス：11/1～10）
●ＤＶ防止啓発ミニチラシ入り
ポケットティッシュを街頭配布
（場所：①市男女共同参画推進
センター2カ所［周辺路上]②市
内イオン店舗5カ所［出入口付
近］）

ライトアップ・イベント等
（施設名・日時・点灯式等
の有無）

シンポジウム、講演会等の啓発 臨時相談窓口開設等の
活動
被害者相談活動

その他

●さっぽろテレビ塔パー
プルライトアップ（11月12
日17：00～21：00）及び街
頭啓発

●ストップ！ＤＶ市民講座の開催（全
3回のうちキャンペーン期間中1回実
施）「加害に向き合う―責任ある回復
をめざして」（11/17、講師：斉藤 章
佳氏［大森榎本クリニック精神保健
福祉部長］）

●内閣府作成のポスター・リー ●市のホームページを活用した広報
フレットを、庁内関係課及び各
区役所に設置
●ＤＶ防止に関する啓発品を配
布
●ＤＶ防止に関する相談カード
さいたま市 の配布

●通年で開設している仙台
市「女性への暴力相談電
話」に加えて、3日間限定
（11/8～10）で、通話料無
料の相談電話窓口を開設

●市男女共同参画
推進センター図書資
料スペースにて、ＤＶ
関連図書をピック
アップ掲示
●市男女共同参画
推進センターにて、
ＤＶ関連パネル展を
開催

●ＤＶ防止セミナーの開催
・日時 平成30年11月11日（日）
14時～16時
・会場 さいたま市生涯学習総合セ
ンター 多目的ホール
・行事名：「子どもはDVに気付いてい
る～子どもへの影響と対応～」
●さいたま市男女共同参画推進セン
ターでのパープルリボンキャンペー
ンタペストリー展示（埼玉県の企画）
（11月8日～11 日まで）

●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）及びチラシ（千葉県
作成）の市内公共施設での掲
示・配布

●オレンジリボン・パープルリボンのツリーキ
ルトの掲出
日時：女性に対する暴力をなくす運動期間中
（11月12日～25日）
場所：千葉市ハーモニープラザ
●千葉県と共催の「女性に対する暴力をなく
●パープルリボンに関連した啓 す運動」街頭キャンペーン
発物品の配布・掲出
日時：11月12日（月）16:00～17:00
場所：そごう千葉店

●資料展示「男性の生き方２０１８
変わった？変わる？変えられる？」
開催期間：10月2日～12月28日
場所：千葉市男女共同参画センター
●女性のためのエンパワメント連続
講座（全３回）
日時：11月10日、24日、12月8日
13:30～16:00
場所：千葉市男女共同参画センター
講師：佐藤浩子氏
（NPO法人女性ネットSaya－Saya）
●千葉県と共催の「ＤＶ・児童虐待予
防セミナー」
日時：11月7日（水）
場所：きぼーる3階（千葉市子ども交
流館アリーナ）
講師：赤星たみこ氏（漫画家・エッセ
イスト）

千葉市

横浜市

川崎市

○横浜市ＤＶ相談支援センター
案内チラシ、カード、シール、し
おりの配布、配架（年度内随
時）
区役所等公共施設、市内医療
機関 等
○内閣府ポスター・リーフレット
の掲示、配架（11月）区役所・市
内図書館等

○区役所等でのDV防止啓発パネル展示及び
啓発物品の配布
30年10月～12月
○市広報誌（11月号）の人権特集の中でDV
防止啓発記事を掲出
○成人式でのデートDVキャンペーン（配布冊
子へのデートDV防止啓発原稿掲載、大型モ
ニターでの動画放映等）

●DV未然防止啓発のしおりを
区役所や市内図書館等に配架
●内閣府作成ポスター及びリー
フレットの市内公共施設での掲
示・配布

●河川情報掲示板・区役所窓口番号表示シ
ステム等にＤＶ被害者の自立のための支援物
資募集を掲載し、ＤＶ防止とＤＶ被害者支援を
啓発
●市広報誌（11月1日号）にて、ＤＶ被害者の
自立のための支援物資募集を掲載し、ＤＶ防
止と被害者支援を啓発
●市ホームページに「女性に対する暴力をな
くす運動」期間中の主な取組を掲載

○象の鼻パーク スク
リーンパネル
11月12日（パープル）
11月13日（オレンジ）
両日とも日没～日の出
※児童虐待防止（オレ
ンジ）と合同
●男女共同参画センター
横浜北にてパープルライ
トアップを実施
11月10日～25日
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●ゲストスピーチとパネルディスカッ
ション（12月2日 「一歩、先へ～性暴
力被害者支援の裾野を広げるため
に」

●男女共同参画セ
ンター横浜、横浜
南、横浜北での関連
図書・ポスターの展
示等
10月31日～順次

●大学、専門学校へのデートDV予
防啓発ワークショップの実施（随時）
●川崎市男女共同参画センターと市
民オンブズマン事務局人権オンブズ
パーソン担当が連携し、高校への
デートDV予防啓発出前講座を実施
（随時）
●川崎市男女共同参画センターに
おいて、関連図書資料の展示を行
う。

●DV被害者が安心
して新たな生活を送
ることができるよう、
自立支援のための
物資募集（11/12～
12/16）

都道府
県・
政令指定
都市名

広報活動
ポスター、リーフレット
の作成配布
●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
トを市役所等公共施設・関係各
施設に配布、掲示
●市公用自動車に「女性に対
する暴力をなくす運動」及びDV
相談窓口周知用のマグネット
シートを貼付

相模原市

新潟市

静岡市

●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
●ＤＶ相談窓口の周知を図るた
め，成人式で啓発チラシを配布

シンポジウム、講演会等の啓発 臨時相談窓口開設等の
被害者相談活動

ラジオ、インターネット等の
ライトアップ・イベント等
活動
メディアを利用した
（施設名・日時・点灯式等
広報キャンペーン等
の有無）
●市広報紙において「女性に対する暴力をな
●民生委員・児童委員向けDV被害
くす運動」及びDV相談窓口を周知
者
●地域コミュニティFM局の放送において「女
サポート講座の開催
性に対する暴力をなくす運動」及びDV相談窓
日時：11月19日（月）
口を周知
午後2時から午後4時まで
●市ホームページに「女性に対する暴力をな
場所：環境情報センター ２階 学
くす運動」期間中の主な取組を掲載
習室
●市内駅付近に設置の大型放映機器による
広報の実施（パブリックインフォメーション）
●自治会地域情報紙においてＤＶ相談窓口を
周知
●報道機関への情報提供（各種啓発事業及
びＤＶ相談窓口・女性相談窓口の周知・相模
原市配偶者暴力相談支援センターにおけるＤ
Ｖ相談の件数について）

●市の広報誌や市政情報モニターでの「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
●親子向けフリーペーパーでの「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を市役所・区役所に
設置

●内閣府作成のポスター、リー ●ＤＶ防止啓発企画展（静岡市役所新館１
フレットを庁内関係課および関 階）
係機関へ配布
●市庁舎に啓発横断幕を設置（静岡県と合
同）
●広報「静岡気分」11月号での広報の実施
●清水エスパルスホームゲームでの、オーロ
ラビジョンを活用した啓発 日時：11月10日 場
所：IAIスタジアム日本平（対名古屋グランパス
戦）
●静岡マルイにおいて、DV防止啓発の展示
●女性会館の紹介、女性に対する暴力をなく
す運動に関する広報番組の放映（３ヶ所：ケー
ブルテレビ、各区役所１階、市公式YouTube
等で放映）
●ランニングやウォークをする人が利用する
「Run and Refresh Station（駿府城公園お
堀）」においてDV防止啓発のポスター掲示、
DV防止啓発のカードを設置
●静岡市役所静岡庁舎１階青葉通り側にあ
る電光モニターを使用し、各相談窓口の周
知、女性に対する暴力をなくす運動の啓発
●静岡市役所静岡庁舎１階において、ツリー
を展示し、来庁した市民にパープルリボンを
飾ってもらう

●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
●市内コンビニエン
スストア（セブン-イレ
ブン）*での啓発物品
の配架*一部対象外
店舗あり
●市内にある中学校
と高校に通う中学３
年生と高校１年生を
対象にデートＤＶ防
止のための啓発カー
ドを配布
●市職員へのＤＶ防
止啓発カードの配布

●江南区文化会館内
●市内の高等学校等におけるデート
パープルライトアップ（１１ DV防止セミナーの開催（随時）
月１２日（月)～１８日（日)
●商業施設NEXT21の1
階アトリウムでのパープ
ルライトアップツリーの設
置(１１月１０日（土）～２５
日(日))

●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
（１0月4日(木)～11
月6日(火）)

●駿府城公園坤櫓（ひつ
じさるやぐら）パープルラ
イトアップ 日時：11月9
日～25日（日没～22時）
日没時に自動点灯 ※点
灯式は無し

●パープルリボンプ
ロジェクト展示（ツ
リーの展示、パープ
ルリボンをあしらった
キルト作品などの展
示）
場所：静岡市女性会
館
（主催：静岡市女性
会館）
●ＤＶ防止啓発関連
図書の特設展示
場所：静岡市女性会
館図書コーナー

●One Billion Rising運動
の一環として世界各地で
踊られている「Break the
Chain」のダンスを市民と
共に踊るイベントの開催
日時：11月23日（13:30～
16:00）
場所：女性会館
（主催：静岡市女性会館）

●学校出前デートDV防止講座
静岡県立静岡西高校
日時：11月８日
場所：静岡市女性会館（主催：静岡
市女性会館）
●男性電話相談スーパービジョン
日時：11月4日
場所：静岡市女性会館（主催：メン
ズ・サポート・しずおか/共催：静岡市
男女参画・多文化共生課）

●内閣府作成ポスター及びリー
フレットの掲示、配布
●ＤＶ防止啓発ポスター（縮小
版）入りポケットティッシュを作
成し、市役所本庁舎内で配付

●バス、電車内の電光掲示板（ストリーマー）
を利用した運動のキャンペーン
●市広報誌（11月号）においてDV防止啓発記
事を掲出

●「STOP the 児童虐待＆ＤＶコ
ラボポスター」「内閣府作成の
ポスター、リーフレット」を市役
所等、公共施設・関係各施設に
配布、掲示
名古屋市 ●市職員のコラボバッジの着用
●ＤＶ防止啓発カードを区役所
等、公共施設・関係各施設に配
布

●広報なごやにおいて「パープルリボンキャン
ペーン」を周知
●市公式ウェブサイトにおいて「パープルリボ
ンキャンペーン」を周知

●名古屋テレビ塔
(11/24)、東山スカイタ
ワー(11/9～11/12)パー
プルライトアップ
●コラボリボンツリーの
設置（市役所内４か所）

●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，Ｄ
Ｖ相談支援カード，ＤＶ予防
啓発リーフレット等を配布

●広報紙「市民しんぶん」区版（11/15号）によ
る広報
※全戸配布
●電光掲示板・市役所内テレビモニターによ
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予防の情報
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 ●関係団体との共催でDV被害者支
ワーのパープルライト
援のためのシンポジウムの開催
アップ及び啓発イベント （12月21日）
の開催（11月12日）

●市役所本庁舎及
び男女共同参画・文
化芸術活動センター
「あいホール」でのＤ
Ｖ防止に関するパネ
ル展示
●市役所本庁舎内
にて、女性に対する
暴力がなくなるよう、
市民が願いを込めて
折り綴ったパープル
の千羽鶴を展示
●市役所本庁舎内
にて、浜松市マス
コットキャラクター
「出世法師 直虎ちゃ
ん」がパープルリボ
ンを配付

浜松市

京都市

その他
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●「ＤＶ・デートＤＶの正しい理解と支
援のために～夫婦ゲンカとＤＶとの
ちがい、わかりますか？～」
日時：11月17日(土)14:00～16:00
講師：具ゆり氏（ウィメンズカウンセリ
ング名古屋ＹＷＣＡフェミニストカウン
セラー）

●イーブルなごや
（男女平等参画推進
センター）では館内
をパープルにライト
アップし、利用者が
作成したパープルマ
スコットや啓発ポス
ター、ＤＶ根絶パネ
ル等の掲示を実施

都道府
県・
政令指定
都市名

広報活動
ポスター、リーフレット
の作成配布
○内閣府ポスター掲示
区役所等

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
○大阪市市民局ホームページに掲載

ライトアップ・イベント等
（施設名・日時・点灯式等
の有無）
○「パープルリボンキャン
ペーン（女性に対する暴
○大阪市立男女共同参加宇センター（ｸﾚｵ大 力をなくす運動）」
阪）ホームページに掲載
11月12日（月）16：00～
17：00 京橋駅前

神戸市

『暴力により傷を抱えた女性のため
のグループワーク～閉じ込めた気持
ちを言葉にしてみよう～』
10月24日・12月26日・平成31年2月
27日 各水曜日 14：00～16：00

その他
○市役所庁内放送
による啓発

○街頭啓発キャンペーン
「”ﾌｪｲｽ ﾄｩ ﾌｪｲｽ”手渡し
で広げる男女共同参画
の輪」
11月22日（木）11:30～
12：30
HEPﾅﾋﾞｵ前

大阪市

堺市

シンポジウム、講演会等の啓発 臨時相談窓口開設等の
活動
被害者相談活動

●内閣府「女性に対する暴力を ●「女性に対する暴力をなくす運動パネル展」
なくす運動」ポスター、リーフレッ の展示 （11/12～11/29 市役所本館１階エン
ト（内閣府作成）を市役所関係 トランス・フロア ）
課、各区役所等にて掲示・配布 （会場での配布物）リーフレット、ＤＶ相談窓
口カード等
●街頭啓発活動（ＤＶ相談窓口 ●広報紙（広報さかい11月号）に掲載
カード、啓発チラシ等の配布
●堺市ホームページによる啓発
11/1（木）実施）
●庁内エレベーター内の電光掲示板による啓
発（11/1～11/30)
●市役所庁内放送による啓発
●市役所内のデジタルサイネージを活用した
啓発
●懸垂幕の掲出（11/1～30 市役所本館・各
区役所・男女共同参画センター）
●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）
●プロバレーボールクラブチーム・堺ブレイ
ザーズのホームゲームでの啓発物配布、ユ
二フォームへの啓発シール着用、試合会場で
のアナウンス
●市職員名札への啓発バッジの貼付
●市のマスコットキャラクターのパープルリボ
ン着用

11月は「児童虐待防
止推進月間」でもあ
るため、「子どもへの
虐待・女性に対する
暴力を許さない社
会」をめざして、子ど
も家庭課と共同で
「オレンジ＆パープ
ルリボンキャンペー
ン」を行う。

●市役所「花時計ギャラリー」に ●市広報紙による、キャンペーン内容や相談 ●神戸ハーバーランドumie ●ＤＶ防止セミナー
ＭＯＳＡＩＣ大観覧車のライト 「面前ＤＶと子ども虐待～子どもを暴
おけるパネル・ポスター等の展 機関の掲載。
アップ
力から守るために～」
示
●市ホームページでの掲載。
日時：11月11日(日)（日没～
日時：11月14日（水）13時30分～15
期間：11月15日(木)～11月21日
22時）
時30分
(水)
●明石海峡大橋のライトアッ
講師：辻 由紀子氏（大阪府認定子
●ＤＶ・子ども虐待防止啓発
プ
リーフレット「子育てするのに
日時：11月11日(日)（日没～ どもサポーター）
場所：あすてっぷKOBE
知っておきたい ＤＶと子ども虐
0時）
●フラワーロード、ＢＥ
待のこと」を作成し保育所保護
KOBEモニュメント、ハーバー
者等に配布。
ランドガス燈通りのライトアッ
●啓発コピーと相談先を印字し
プ
た「トイレットペーパー」を市内
日時：11月12日(月)（日没～
商業施設の女性用トイレに設
0時）
置。
●「チェキで大切な人へ思い
場所：イオンスタイル神戸南、イ
を伝えようプロジェクト」の開
オン神戸北店、大丸神戸店、ダ
催。
イエー神戸三宮店
オレンジリボンとの合同イベ
ントにおいてブースを出展
設置数：計3,000個
し、パープルリボンを活用し
●市内飲食店の女性用トイレに
たワークショップを行う。
啓発リーフレットを設置。
日時：11月3日(土)（11時～
●パープルリボンキャンペーン
16時）
の際にリーフレットや啓発グッズ
●店内の紫色の商品を集め
を配布。
たコーナー「むらさき屋」を店
●市営地下鉄電飾看板による
舗内に設置。
女性のためのDV相談室の案
日時：11月1日(木)～25日
内。
(日)
場所：市内のイオン5店舗（イ
オンスタイルumie・神戸南、
イオン神戸北店・ジェームス
山店・垂水店）

岡山市

●内閣府作成ポスター及びリー
フレットの掲示、配布
●ＤＶ相談カードを設置
●11月開催の各種イベントにて
リーフレット、ＤＶ相談カード、Ｄ
Ｖ防止啓発グッズを配布

広島市

●内閣府作成のポスター・リー ●街頭啓発活動（女性団体と合同で実施）
フレットを市窓口等で掲示・配布
広島駅南口広場（11月12日・14時～15時）
八丁堀交差点周辺（11月25日・14時～15
時）
●区役所等でのデートＤＶ防止啓発パネル展
示（11月12日～25日）

●11/5(月）午前11
時～午後1時 岡山
市役所1階市民ホー
ルにてＤＶ防止啓発
パネル展＆バザーを
開催
（主催：ＤＶ防止サ
ポートシステムをつ
なぐ会・岡山）
●パープルライトアップ
広島本通商店街アー
ケード（11月12日～13
日・日没後～22時）
広島駅南口エールエー
ルA館（11月24日～26
日・日没後～22時）

●内閣府作成のポスター掲示 ●男女共同参画センター・ムーブにおける女性への
●相談窓口カードを関係機関窓 暴力に関するパネル展示「デートDVについて知ろ
う」
口に配布・設置
北九州市

●女性への暴力ゼロ運動特別講座
「若年女性を取り巻く現状～ここにた
どりついてくれてありがとう～
講師：BONDプロジェクト代表 橘
ジュン氏（11月10日）

（11月12日～30日）
●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」ののぼり設置
●街頭啓発キャンペーンにて、チラシ、ノベルティ配
布
（11月13日）
●新聞、フリーペーパーでのDV及びデートDVに関
する予防啓発広告の掲載
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●女性への暴力ゼロ！ホッ
トライン 共催：福岡県弁護
士会（北九州部会）（11月14
日）

●ムーブ相談室：女
性の人権に関する
無料法律相談
毎月第2火曜、第3土
曜、第4水曜
●レディスもじ、レ
ディスやはた：女性
のための無料法律
相談室 毎月第2木
曜

都道府
県・
政令指定
都市名

福岡市

広報活動
シンポジウム、講演会等の啓発 臨時相談窓口開設等の
被害者相談活動

ラジオ、インターネット等の
ライトアップ・イベント等
活動
メディアを利用した
（施設名・日時・点灯式等
広報キャンペーン等
の有無）
●内閣府作成のポスター・リー ●市庁舎デジタルサイネージにて運動期間の
●講演会
フレットの掲示・配布
広報
平成30年11月9日（金）14：00～16：
00
福岡市健康づくりサポートセンターあ
いれふ講堂
テーマ：「ＤＶのしくみを理解するため
に～加害・被害と子どもへの影響
～」
講師：信田さよ子氏（原宿カウンセリ
ングセンター所長）
●講演会
平成30年11月24日（土）13：30～15：
30
福岡市男女共同参画推進センター
女性の人生サポート講座
テーマ： ＤＶ・ストーカー・性暴力～
異性間に限らず起こり得る問題～
講師：柏熊志薫（弁護士）
●庁舎内、関係施設へのポス ●パープルリボンキャンペーン
●くまもと森都心パープ
ター掲示、リーフレットの配布・ ●市政広報誌による運動期間、事業の広報 ルライトアップ（11月12～
設置
●ラジオ番組による運動期間の広報
25日）
ポスター、リーフレット
の作成配布

熊本市
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その他

●男女共同参画セ
ンターはあもにい及
び市役所１階ロビー
において、パープル
リボンツリーの掲出

