
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
（施設名・日時・点灯式等

の有無）

北海道

●パネル展の開催
＜道庁・出先機関(2)＞

●庁舎内ポスター掲出
(運動期間中)・リーフレット等配
付
＜道庁・出先機関(14)＞

●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)＞

●ホームページ掲載
＜道庁・出先機関(3)＞

●地域FMラジオに出演し広報
＜出先機関(1)＞

●運動期間に合わせて
関係機関連絡会議開催
＜出先機関(4)＞

青森県

●内閣府作成ポスター、リーフ
レットを庁内関係機関、市町村
へ配布
●パープルリボンキャンペーン
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
●青森県男女共同参画セン
ターにおけるDVに関する展示
パネルの展示及び貸出及び来
館者へチラシを配付

●青森市の百貨店「青森中三本店」におい
て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実施。（女性に対す
る暴力をなくす運動に関する意識調査の実
施、パネル展示、ティッシュ・チラシ配付）
11月13日（日）12時～15時　青森中三本店
入口

●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)

●点灯式
（11月11日17時～17時30
分）　アスパム　エントラ
ンスホール

●DV被害女性支援講座「抱えている
生きづらさから自由になる～もっと心
地よく生きてみませんか？～女性の
ためのコミュニケーション講座」
講師：丹羽麻子
（NPO法人日本フェミニストカウンセリ
ング学会認定フェミニストカウンセ
ラー）
日時：１１月１９日（土）１４時～１６時３
０分
会場：アピオあおもり

岩手県

●ＤＶ相談リーフレットを広域振
興局等に配布
●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被害防止啓発用ハンカ
チ・リーフレット等をミニコンサー
トで配布
●ＤＶ相談窓口周知用カードを
県庁舎女性トイレへ配架
●ＤＶ相談リーフレットを県内コ
ンビニ全店舗に配布

●県広報媒体を活用した広報
  （ラジオ、ツイッター）
●県ＨＰによる広報

●施設名：
いわて県民情報交流セ
ンター（アイーナ）
日時：平成28年11月８日
～25日の夜間
●施設名：
東北電力岩手支店
日時：平成28年11月11日
～25日の夜間

●ＤＶ防止啓発パネル展
期間：平成28年11月14日～25日
場所：岩手県庁県民室
●いわてＤＶ防止基礎セミナー
期日：平成28年11月24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28年11月８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

宮城県

●内閣府作成のポスター，リー
フレットを庁内の各課及び関係
機関へ配付
●ＤＶ及びデートＤＶリーフレッ
ト，ＤＶ電話相談カードを関係機
関に設置

●県HPによる広報 ●東日本大震災被災地の女性相談
に関わる人のための相談スキルアッ
プ研修
開催日：11月15日
●ＤＶ被害支援者研修会
開催日：11月21日（月）
講師：北仲千里氏（広島大学教授）
内容：ＤＶ被害者支援について日本と
アジア各国の取組から考える
●女性相談員等の技術研修会
開催日：11月18日（金）
講師：宮城県婦人相談所職員
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）やＳＯＳカー
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
する。
●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、関係機関や市町村に配布
する。

●県ＨＰによる広報
●県広報紙による広報

●県庁正面玄関にＤＶ
防止啓発看板を設置す
る。

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し、庁内、
総合支庁、県男女共同参画セ
ンターでのポスター掲示
●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」のポスターを作
成、県・各市町村・総合支庁に
配布、期間中に館内に掲示。

●県ＨＰ，ＦＢへの掲載
●ラジオ・山形県男女共同参画センターHP
で広報。

●上山城のパープルライ
トアップ(１１月１４日)

●山形県男女共同参画センターにて
パープルリボンプロジェクト
（DV防止に関するパネル展、ツリーの
設置）を実施。
場所：遊学館１Fギャラリー
期間：11/13～11/19

●庁内でのＤＶに関する
パネル展示
●パープルリボンバッジ
を作成。各市町村・総合
支庁に配布。期間中そ
れぞれの展示会場にて
配布。

　　　　平成28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】

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

その他
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福島県

●内閣府作成チラシ・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に
おいてポスター掲示

●県、県男女共生センターホームページに
よる広報

【県男女共生センター】
●女性に対する暴力防止啓発講演会
の実施
・内容：スマホやSNSを通した若年女
性への性暴力防止に関する講演
・講師：未定
・開催日：11月1９日（土）１３：３０～１
５：１０（予定）
・場所：福島県男女共生センター
【県児童家庭課】
●婦人保護事業充実強化研修会・婦
人保護推進会講演会
開催日：平成28年11月17日（木）
テーマ：「自分を生きる～人とつながる
より良いコミュニケーションとは～」

●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月特集として関
連図書を展示。

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
●県庁内でのパネル展ほかイ
ベントにてポスター掲示及び
リーフレット配布

●女性青少年課ＨＰでの広報
●データ放送での広報

栃木県

●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

●県ホームページ、県メールマガジンによ
る広報
●AMラジオを活用したスポットCM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階県民ロビーにパープルリボン
ツリーを設置（11/12～25)
●県庁舎15階展望ロビー企画展示ギャラ
リーでのDV防止啓発に関する展示（11/18
～25）
●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in佐野」(11/5)
や「フェスタinパルティ2016」（11/19）での
パープルリボンツリーの設置、パープルリ
ボンの配布

●栃木県庁昭和館のラ
イトアップ（11/21～25
17時～21時）

●女性への暴力を考える講演会
｢これってDV？ノーと言えるための基
礎知識～「ブラック彼氏」を見抜くポイ
ント～」
講師：堀井　亜生　氏 (弁護士法人フ
ラクタル法律事務所　代表弁護士)
開催日：平成28年11月12日（土）
場所：パルティ とちぎ男女共同参画セ
ンター

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。

●県ホームページへの掲載
●県広報紙による広報
●庁舎内におけるＤＶ防止啓発ＣＭの放映

埼玉県

●内閣府作成ポスター及びリー
フレットを市町村、関係機関へ
送付
●デートＤＶ啓発ポスターの掲
示

●県HPに市町村DV関連予定行事の掲載 ●DV防止フォーラム2016
日時：11月20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：
①市民劇団オンリーワン
②打越さく良（弁護士）
※ポスターをさいたま新都心駅構内
に掲示予定

内容：
①ＤＶ・デートＤＶ被害者の手記に基
づく朗読劇
②デートＤＶに関する講演

●パープルリボンキャンペーン
大きなタペストリー（壁掛け）のポケッ
トに県民がパープルリボンを作って入
れ、完成させるもの。9月～2月まで県
内22市町をリレー方式でつなぎ、男女
共同参画推進センター内に展示。参
加市町は、タペストリーの展示期間に
合わせ、ＤＶに関する広報や講演会
等ＤＶ防止のための行事を企画してい
る。なお、男女共同参画推進センター
では、「県民の日イベント」「ＤＶ防止
フォーラム」の際に会場に展示。

千葉県

●DV防止啓発及び相談窓口を
紹介したチラシを96,500枚作成
し、市町村を通じて、自治会の
回覧板で供覧するほか、DV防
止街頭キャンペーン等のイベン
トで配布。
●DV相談カードを350,000枚作
成し、県機関、市町村、公共機
関等を通じて配布。
●家庭における暴力防止啓発
パンフレットを120,000部作成、
市町村の１歳６か月児健診、就
学時健診において配布。

●DV防止街頭キャンペーンを県内２箇所で
実施。開催場所、行政機関、警察及び民間
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。
●県庁内掲示版へのポスター掲示
●「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。
●サッカーJリーグジェフ市原千葉、バス
ケットボールＢリーグ千葉ジェッツの11月中
のホームゲームにおいて、試合会場大型ビ
ジョンにて広報を実施。

●アパホテル＆リゾート
東京ベイ幕張の客室を
利用したウインドウイルミ
ネーション
11月13日18時～20時

●ＤＶ防止セミナー
日時：11月22（火)13時30分～15時30
分
場所：千葉商工会議所研修室Ａ
内容：知っておきたいＤＶの知識「身近
な人の笑顔を取り戻すために」
講師：山中多民子

●県立図書館及び男女
共同参画センター内情
報コーナーにおいてＤＶ
関連図書を紹介。
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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Ｄ
Ｖ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
●東京ウィメンズプラザHPによる広報

●「東京ウィメンズプラザフォーラム」
（平成２８年１１月１１～１２日開催）の
中で、性犯罪やデートＤＶに関する講
座を実施
・「大学生によるデートDVワークショッ
プ」
　（明治大学）
　１２日18:30～20:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

神奈川県

●県政情報センター展示コー
ナーに、内閣府の運動ポスター
を掲示し、リーフレット・相談窓
口のご案内カードを配置する。
●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
を送付する。
●県内の４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、インフォメー
ションラックでのチラシの配架を
依頼する。
●デートDV啓発リーフレットを
作成し、中・高校に配布する。

●県広報誌「県のたより」１１月号に「ＤＶや
児童虐待のない社会を目指して｣として配
偶者からの暴力について広報する。
●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。

 新潟県

○内閣府作成のポスター・リー
フレットを関係機関へ配布
○相談室等でポスター掲示

○男女平等社会推進課だより「ふれ愛ほっ
とらいん」記事掲載
○庁内放送
○庁内ＬＡＮ「職員へのお知らせ」掲載
○県ホームページへ掲載
○新潟日報「県からのお知らせ」へ掲載

 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

●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

●ＤＶ防止啓発講座
「ネット社会の中にあるＤＶ」～なぜ若
者は性的撮影に応じてしまうのか～
日時：11月10日（木）
場所：富山県民共生センター（サン
フォルテ）
講師：メディアジャーナリスト、慶応大
学ＳＦＣ研究所上席所員　渡辺真由子
氏

●富山駅、高岡駅にて
街頭啓発活動を実施

石川県

●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）

配偶者等からの暴力（ＤＶ）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
く県民に周知し、暴力を許さないという意識
を社会全体で醸成するため、内閣府が定め
た「女性に対する暴力をなくす運動」期間に
合わせて、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13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

●11月３日（木・祝）～５
日（土）石川四高記念文
化交流館のパープルライ
トアップ

●「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２６日（土）
講演
講師　種部　恭子氏（女性クリニックＷ
ｅ！ＴＯＹＡＭＡ院長）
対談
種部　恭子氏（講師）
西村　依子氏（あおぞら共同法律事務
所 弁護士）

福井県

●街頭における啓発活動
　・リーフレット、パープルリボ
ン、啓発カード、啓発グッズ配布
●パネル展
　・リーフレット、啓発カード配布

●福井新聞に附属する冊子「 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

●募集・展示
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）＜予
定＞

●啓発講演会
日時：11月16日(水）
演題：ＤＶとは何か？なぜするのか？
　～ＤＶとデートＤＶ防止へ向けて～
講師：山口のり子氏
（アウェア代表）
会場：男女共同参画推進センターぴゅ
あ総合
　

●被害者支援のための
応援物資募集
（11月12日～25日）

長野県

●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・配布
●男女共同参画センターに、内
閣府作成のポスター、DV防止
啓発パネルを掲示

●県警HPへの掲載 ●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28年11月19日（土）
　　　  午後１時～午後４時
講師：きりりネットワーク代表
　　　　竹内　未希代さん

●講演会
平成28年度児童虐待・DV防止講演会
日時：平成28年11月22日（火）
　　　　午後３時～午後４時30分
講師：長野大学社会福祉学部社会福
        祉学科
　　　　准教授　上鹿渡和宏　氏
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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
（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

その他

岐阜県

●女性相談窓口のリーフレッ
ト、電話相談カード、ボールペン
（相談電話番号を記載）の作成
及び配布
●内閣府作成のポスター、リー
フレットを市町村、関係機関等、
県内警察署にて掲示・配架

●県ホームページによる広報
●新聞広告による広報

●多治見市駅北庁舎に
おけるライトアップ
（１１月２１日（月）～２５日
（金）の午後５時から１０
時まで）

●「岐阜県男女共同参画フォーラム２
０１６」（11月12日（土））開催

●県、市、警察等による
街頭啓発活動（11月14
日（月）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）
●内閣府作成のパープ
ルリボンを県及び４市町
のマスコットキャラクター
に着用・ＰＲ
●期間中、県庁舎放送
にて来庁者へ啓発
●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・電話相談カードの配
架

静岡県

●市町・関係団体等への配布 ●課ＨＰによる広報
●デジタル掲示板にポスター画像を掲示
（静岡市と合同）

●ＤＶ防止セミナー
〔実施日〕平成28年11月 9日（水）
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〕中村正さん（立命館大学大学
院教授）
〔内容〕「脱暴力への更生はどのよう
にして可能か」

●市庁舎に啓発横断幕
を設置
（静岡市と合同）

愛知県

●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（火）～３０日（水）：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「パート
ナーからの暴力に悩んでいませんか」
（10月１８日（火）～１１月３０日（水）：
ウィルあいち情報ライブラリー）

三重県

●県作成のDV相談機関一覧ポ
スターを県内市町、関係機関等
へ配布

●県内各地で「DV相談啓発ポケットティッ
シュ」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、関連図書の紹介など

●「女性に対する暴力を
なくす運動」パープルライ
トアップ2016（三重県総
合文化センター祝祭広場
他、11月11日（金）から20
日（日）までの17時から
21時まで、点灯式はな
し）
●県内市町（7市町程度）
でも啓発パネル展など同
時開催

●女性に対する暴力防止セミナー
性と性暴力～子どもへの関わり方を
実践で学ぶ～
日時：平成28年11月12日（土）　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：森田　ゆりさん（エンパワメント・
センター主宰）

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
●県庁舎に啓発横断幕の設置

●県ＨＰによる広報
●インターネット広告における「ＤＶ防止」に
ついての啓発
●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

●彦根城パープルライト
アップ
＜彦根市主催事業＞
11月11日（金）
日没から２１時

●滋賀県犯罪被害者支援連絡協議
会実務担当者研修会・市町等犯罪被
害者支援担当者合同研修会
日時：11月10日(木)
内容：犯罪被害者が置かれている状
況を理解するとともに、犯罪被害者支
援担当窓口の機能強化を図る。
●DV相談員専門研修
日時：11月16日（水）～12月21日（水）
計6回
内容：ＤＶの現状や支援等について、
DV相談に関わるものを対象とした研
修の実施。

●県立男女共同参画セ
ンターにおけるG-NETし
がフェスタにおいて、女
性に対する暴力をなくす
運動、犯罪被害者支援
およびSATOCOの周知・
啓発、防犯グッズ等展
示：11月12日（土）～13
日（日）
●県庁舎内における犯
罪被害者週間パネル展
の開催：11月16日(水)～
12月1日(木）[犯罪被害
者週間において性暴力
被害者総合ケアワンス
トップびわ湖SATOCOの
周知を実施する。]
●犯罪被害者支援およ
びSATOCOの周知の駅
頭啓発（JR堅田駅）：11
月25日(金)7:30～8:30
●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
室だよりへの特集記事
の掲載。

京都府

●内閣府作成のポスター、リー
フレットを市町村に配布
●ＤＶ防止啓発チラシの作成・
配布（2万部予定）
●相談窓口等掲載の啓発グッ
ズの作成・配布（8,500個予定）
●DV防止啓発カードを市町村、
関係機関に配布（10万枚予定）

●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新聞社やラジオ放送局等を含む府内関
係団体へ後援・協賛の依頼（約150団体が
賛同予定）
②大学等関係団体への啓発資料配布依頼
③府ホームページでの広報

●京都タワーライトアップ
　（11月15日(火)予定）
　※京都市と共催

※ 啓発期間中ではありませんが､下
記シンポジウム開催します。

●ＤＶ被害者支援シンポジウム
　（11月8日(火)予定）
　※京都市と共催

●通常どおり ●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
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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
（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

その他

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

●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）

●府HP・府政だより等による広報 ●天保山大観覧車のラ
イトアップ（11月12日（土）
日没から22時）

●大阪府立男女共同参
画・青少年センター（ドー
ンセンター）のライトアッ
プ（１１月１２日（土）～２５
日（金）日没から２１時３０
分）

●市立吹田サッカースタジアムにおい
て、児童虐待防止と連携したダブルリ
ボンキャンペーンを実施（１０月２９日
（土））
府立今宮高校のダンスパフォーマン
ス等

●大阪府立男女共同参画・青少年セ
ンター（ドーンセンター）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

●上映会の開催
（ドーンセンターで１１月１２日（土）１０
時～、１１時～「自分をとりもどす
～ＤＶサバイバーからのメッセージ
～」）

 兵庫県

●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１１日）
●情報紙「ひょうご男女共同参画ニュース」
（平成28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

奈良県

●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
10/12～10/17（奈良県立図書情報館)
10/29（なら・ヒューマンフェスティバル）
11/1～11/7（イオンモール大和郡山）
11/11～11/15（県庁屋上ギャラリー）

●奈良県女性センター
（日時未定、点灯式無）
●天理市男女共同参画
プラザ（日時、点灯式等
未定）

●11/15
「女性に対する暴力防止フォーラム」
〔テーマ〕
「ＤＶの実態と子どもへの影響」
【講師】友田尋子さん
（甲南女子大学教授）
●「ドメスティック・バイオレンス被害者
支援を考える講座」
・12/6〔テーマ〕
ＤＶとは何か。なぜ起こるのか。また
被害者に何が起こるのか。
・12/7〔テーマ〕
ＤＶ被害者への関わり方、被害者の
心の回復支援に必要なこと
〔講師〕藤木　美奈子さん
（WANA関西代表理事）

和歌山県

●内閣府作成のポスター・リー
フレットを県ＤＶ被害者支援ネッ
トワーク関係機関等へ配布

●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』期間中のキャ
ンペーン案内、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
対する暴力をなくす運動』を周知し、相談機
関等を案内する

●りぃぶるフェスタ２０１６においてＤＶ
防止パネル及びデートＤＶについての
啓発マンガ等を展示
・日時：１１月１９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
また、来館者に啓発物
品を配布

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
●コンビニエンスストアへの啓
発チラシの配架

●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等での啓発パ
ネル展示
●県庁前電光掲示板へ啓発メッセージの
掲載
●県広報へＤＶ相談窓口等の記事の掲載

島根県

●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。
●県作成のDV防止啓発チラシ
を街頭キャンペーンで配布する
ほか、市町村や関係機関へ配
布する。

●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
●県庁玄関にのぼり掲示、県立図書館で
のパネル展示（児童虐待と合わせて）
●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）がパープルリボンを着用
●ＤＶ防止啓発広告を県内バス３社、私鉄
１社において車内広告を実施（警察本部）

●なくす運動関連行事として、県民公
開講座を12月1日に実施
・日時：12月1日　13:30～15:30
・会場：島根県民会館　大会議室
・テーマ：殴らなくてもＤＶ？（精神的Ｄ
Ｖについて学んでみませんか）
・講師：ＮＰＯ法人レジリエンス
　　　　西山さつき氏
・参加予定者数：100名

岡山県

●ＤＶ防止啓発資材（ステッ
カー、相談カード等）の、県内コ
ンビニエンスストア等への設置
●内閣府作成のポスター、リー
フレットの配布

●ラジオ番組を通じた広報啓発
●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
ライトアップ
（11月1２日～25日）
●（真庭市）旧遷喬尋常
小学校校舎ライトアップ
（11月18日～25日）

●高校のデートDV防止講演会
【１１月２日（水）、１１月２５日（金）】
（県男女共同参画推進センター
●講演会「非暴力男子を増やそう」
～女性に対する暴力をなくすために
男たちにできること～
講師：中村彰（オフィスなかむら代表）
日時：１１月５日（土）
場所：県男女共同参画推進センター
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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
（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

その他

広島県

●内閣府作成のリーフレット配
布・ポスターの掲示

●資料展示
（エソール広島：11/11～11/25
広島市まちづくり市民交流プラ
ザ：11/28～12/2
「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
関する資料の提供

●情報番組（テレビ，ラジオ）による広報啓
発

●警察広報紙を活用した啓発

●園児とママのための無料情報誌（えん
じぃな）へのDV記事掲載

●防犯教室等各種会合における講演 ●若年層（高校生，大学
生）を対象としたデート
DV認識度調査の実施

●フードフェスタ等イベン
ト来場者を対象としたDV
認識度調査の実施

山口県

●内閣府作成のポスター及び
リーフレットの配付

●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

●海峡ゆめタワーパープ
ルライトアップ（11/12）
●下関消防局パープル
ライトアップ（11/12）

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28年11月4日（金）
【場所】JR徳島駅前
【内容】啓発チラシ等を配布し、暴力根絶を
呼びかける。

●広報誌への掲載（小松島市）
１１月発行の「こまつしま広報」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。

●ホームページでの啓発
県のマスコットキャラクター「すだちくん」及
び小松島競輪のゆるキャラ「ポンスター」に
パープルリボンをつけて撮影した写真を
県、小松島市及び内閣府のホームページ
に掲載予定。
（三好市）ホームページに啓発記事を掲載
予定。

●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）
パープルライトアップ
平成28年11月11日（金）
から12日（土）、点灯式は
なし

●『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】中野満知子氏（オフィス「想」
ネットワーク主宰）
【開催日】平成28年11月4日（金）
【場所】阿波観光ホテル

●デート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）
【実施期間】
平成28年11月2日(水)～11日(金)

●女性に対する暴力をなくす運動パ
ネル展
【場所】ときわプラザ
（男女共同参画交流センター）
【実施期間】
平成28年11月12日（土）～25日（金）

香川県

●内閣府作成のポスター、リー
フレットの配布

●商店街街頭キャンペーン
　11月11日（金）
　里親月間（10月）、児童虐待防止月間（11
月）と合わせて行う
●ラジオ広報RNCラジオ「こんにちは香川
県です」
●県立文書館におけるDV防止啓発パネル
展
　11月14日（月）～11月25日（金）
●瓦町ＦＬＡＧにおけるパネル展
　（時期：未定　1月末～2月初旬）
　（児童虐待防止啓発も同時開催　高松市
と共催）
●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、小豆島町）

●四国学院大学 礼拝堂
のライトアップ（時期：11
月14日（月）～11月25日
（金）17時頃～23時を予
定）

●DV予防啓発講演会
　日時：11月9日（水）13時～14時30分
　会場：香川大学
　　　　　オリーブスクエア多目的ホー
ル
　講師：矢野恵美氏
　　　（琉球大学法科大学院教授）

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

高知県

●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、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)

●ラジオによる広報
（FM及びRKCの15分対談、RKCの5分対
談、原稿読上げ放送）

●高知城のパープルライ
トアップ（11/15～16　日
没から22時。イベント等
は無し。マスコミへの投
げ込み実施。）

●DV防止啓発講演会
　「絶望から生きる」
～歌人鳥居さんが暴力について語る
～

日時：１１月５日（土）13：30～15：00
講師：鳥居（セーラー服の歌人）

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、高知県女性
保護対策協議会

●ＤＶ被害者支援専門
者研修
「被害者支援を行う上で
知っておくべき加害者の
こと（仮）」

講師：信田さよ子氏
（原宿カウンセリングセン
ター　所長）

日時：11月４日（金）
　13:00～16:30
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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
（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

その他

福岡県

●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：商業施設、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、医療機関(配布
済)、商業施設、大学等（予定）
●ＤＶ防止啓発パンフレットの
作成・配布
配布先：県内市町村、男女共同
参画センター、医療機関(配布
済)
●９か国語に対応した相談窓口
リーフレット作成・配布
配布先：県出先機関、入国管理
局、警察署等（予定）

●ＲＫＢラジオ　スポットＣＭ（予定）
  20秒×20本
　期間：１１月１２日～２５日
●Ｙａｈｏｏ!ディスプレイアドネットワーク（予
定）
　期間：１１月
●西日本新聞・毎日新聞テレビ面広告（予
定）
●ＲＫＢ「福岡県庁知らせた課」（県広報テ
レビ番組）
　放送日：１１月６日（予定）

●福岡県立施設クロー
バープラザ（県男女共同
参画センター等で構成）
のライトアップ（１１月２４
日～２６日）

●街頭啓発キャンペーンの実施
　日時：１１月１５日・１６日
　場所：県内４か所（ＪＲ博多駅等）
　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被害者支援事
業（パープルリボンバッジの販売）の
実施

佐賀県

●「平成28年度 女性に対する暴力防
止講演会inアバンセ」
DVにあった被害者と子ども“これから
の支援”を考える
日時：11月19日（土）13：30～16：30
開場：アバンセ 1階 ホール
内容：
・オープニングイベント
短編アニメーション上映　ノルウェー
映画　「パパ、ママをぶたないで！」
・講演　信田さよ子 さん
（原宿カウンセリングセンター所長)
・トークセッション
信田さよ子 さん
中田慶子 さん（ＮＰＯ法人ＤＶ防止な
がさき理事長）
原健 一（佐賀県ＤＶ総合対策センター
所長）

●DV防止啓発展示
日時：
①11月4日(金)～10日(木)
　 月～金　8：30～18：00
　 土・日　10：00～17：00
　※4日は10時から、10日は16時まで
②11月15日(火)～25日(金)
　  火～土　9：00～22：00
    日・祝　9：00～17：00
　※15日は13時から、25日17時まで
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

●女性のための護身術
講座
日時：11月12日（土）
　　　13：00～16：00
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

長崎県

●長崎県男女共同参画推進セ
ンターだより（特集「女性に対す
る暴力をなくす運動」）の配布
・10/30 ながさき国際協力・交
流フェスティバル
・11/16 長崎駅前かもめ広場
・11/20 サッカー「V.ファーレン
長崎」ホームゲーム

●11/8 11：09頃　NBCラジオ「WITH YOU」
　テーマ「長崎県のDVの現状と被害者支
援」
●ホームページ、ツイッター等での広報

●県内男女共同参画推進センターに
おけるリレーセミナー実施
・10/21「女性を守る防犯セミナー」（佐
世保市）
・11/14「知っておこう！今どきのデー
トDV」（長崎市）
・11/19「知っていたら使える護身術を
身につけよう」（雲仙市）
・11/20「知っていたら使える護身術を
身につけよう」（大村市）
●映画上映会「女を修理する男」
　開催日：１１月２５日
　主催：ながさき女性医師の会
　後援：長崎県ほか

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・テレビ番組
●県ＨＰ
●家庭から暴力をなくす街頭キャンペーン
（児童・障がい者虐待を含む）１０月３０日

●女性に対する暴力をなくす運動講
演会
日時：平成２８年１１月１５日（火）
　　　　１３：３０～１５：３０
場所：くまもと県民交流館　パレアホー
ル
演題：「被災地におけるＤＶ・性暴力被
害支援～宮城からの実践～」
講師：八幡　悦子　氏
（ＮＰＯ法人ハーティ仙台　理事長）

大分県

●運動期間中における街頭で
のリーフレット及び県作成の啓
発グッズ（ティッシュ）等の配付
●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

●ホームページ、ラジオ・広報誌によるキャ
ンペーン
●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

　 ●県主催「女性に対する暴力防止講
演会」（１１月１１日（金）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（11/14～11/20）
  県立図書館（11/22～12/2）
●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（11/21～11/27）
●パープルリボンキャン
ペーン
　日時：11月21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

●ＤＶ防止講座
「デートＤＶ参加体験型予防プログラ
ム」（11月19日）
「デートＤＶ対応スキルを学ぶ基礎研
修」（11月20日）
「リベンジポルノ」（11月21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
（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

その他

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

●該当キャンペーン
　民間団体と連携し，鹿児島中央駅前でＤ
Ｖ関連等のチラシ等を配布(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）
●県政広報媒体等を活用した広報

●アミュラン(ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿
児島屋上観覧車）パープ
ルライトアップ(11/12,25)
●甲突川橋梁(高見橋，
西田橋)のパープルライト
アップ(11/12～25）

●デートＤＶ防止お届けセミナー
　高等学校２校　11/18,　11/21
　（運動期間外に８校実施）

　（運動期間外：関連事業）
●暴力被害者支援セミナー
　開催日：11月30日(水)
　場所：かごしま県民交流センター
　講師：石本　宗子　氏
　(久留米市男女平等推進センター
　 コーディネーター）

●法律相談
「女性のための法律110番｣
　開催日：11月16日
　場所：かごしま県民交流セ
ンター

●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

 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（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④
DV加害者更生相談カード
県庁・市町村・関係団体、医療
機関等

●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
●男女共同参画センターにおいて
DV・児童虐待防止推進に関するイベ
ント
DVに関するDVD上映、講演会など
●住民と接する機会の多い機関の職
員対象のDV講座

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
トの配布・掲示
（地下鉄駅にポスター掲示、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）

●パネル展の開催
豊平区役所、清田区役所、JR手稲駅通路、
白石区複合庁舎
●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Ｄ
Ｖ防止啓発（通年で実施）
●市ホームページによる広報
●市広報部公式ツイッターによる広報

●さっぽろテレビ塔パー
プルライトアップ（11月12
日17：00～）及び街頭啓
発
●札幌資料館パープル
ライトアップ（予定）

●公開学習会｢それって『DV』です
か？～DVのメカニズムと課題｣
日時　平成28年11月30日（水）18：30
～20：30
場所：手稲区民センター
●映画｢月光｣上映会＆トークセッショ
ン
①「月光」上映
②小澤雅人監督と性暴力被害者支援
センター北海道の支援者によるトーク
セッション
日時　11月12日（土）13：30～17：20
場所　札幌市男女共同参画センター
●講演会「デートDVの基礎知識を学
ぶ講演会とワークショップ」
日時　平成28年11月28日（月）18：00
～20：00
場所　札幌市男女共同参画センター
●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）
日時　11月12日（土）～25日（金）
場所　札幌市男女共同参画センター

仙台市

●ＤＶ防止啓発ポスター・ミニチ
ラシ等を作成し、庁内関係窓
口・市関係施設、市内総合病院
等にて配布・掲示

●市営地下鉄車内に、ＤＶ防止啓発ポス
ターを掲出
●地域総合情報誌（フリーペーパー）に、Ｄ
Ｖ防止啓発・相談窓口周知の広告掲載
●市男女共同参画推進センター入居ビル
壁面に、懸垂幕を掲出
●市男女共同参画推進センターで、パネル
展を開催
●ＤＶ防止啓発ミニチラシ入りのポケット
ティッシュを街頭配布

●仙台城跡の伊達政宗
公騎馬像を、女性への暴
力根絶のテーマカラーで
あるパープルでライトアッ
プする。点灯式は行わな
い。
【期間：11月25日～27日】

●ＳＴＯＰ！ＤＶ市民講座「デートＤＶに
気づいたら～ＳＮＳで広がる10代・20
代の被害～」開催

●通常平日中に開設してい
る仙台市「女性への暴力相
談電話」について、３日間
（金～日）限定で、通話料無
料の臨時回線を開設

●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

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
●デートＤＶ防止に関する啓発
ポスターや相談カードの展示・
配布（浦和区役所内）

●市報さいたま（11月号）
●各区役所において、暴力防止のための
啓発画像を放映（プラズマテレビ等の大画
面）

●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（Ｗｉｔｈ
Ｙｏｕさいたまの企画）
（11月26日～29日まで）

●ＤＶ防止セミナーの開催
・日時　平成28年11月26日（土）　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：「DV法で変わったこと・さら
に変えたいこと」

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18日（金）16:00～17:00
場所：そごう千葉店
●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：11月11（金）～25日（金）
場所：千葉市男女共同参画センター
●オレンジリボンキャンペーンと連携した
パープルリボンツリー設置（本庁舎・各区役
所）
日時：
本庁舎　　  10月31日(月)～12月1日(木)
各区役所   10月28日(金)～12月2日(金)

●ＤＶ関連資料展示「知っています
か？配偶者からの暴力（ドメスティッ
ク・バイオレンス）」（仮）
開催期間：11月1日（火）～30日（水）
場所：千葉市男女共同参画センター
1F情報資料センター
●パネル展示「配偶者からの暴力（ド
メスティック・バイオレンス）に関する
データ」
開催期間：11月1日（火）～30日（水）
場所：千葉市男女共同参画センター
1F交流コーナー
●働く人が知っておきたい基礎知識
講座「あなたの会社は大丈夫？職場
に潜むハラスメント」
日時：11月30日（水）19:00～20:30
場所：千葉市男女共同参画センター
2F研修室A1
●女性のための自己防衛講座「大切
な私！護身術で守るココロとカラダ」
日時：12月1日（火）・8日（火）10:00～
12:00
場所：千葉市男女共同参画センター
3Fフィットネスルーム
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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
（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

その他

横浜市

●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
●男女共同参画センター横浜
南、横浜北でのポスター制作・
展示、関連図書展示等
●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
　28年10月～12月
●市広報誌（11月号）の人権特集の中で
DV防止啓発記事を掲載
●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）

●横浜市開港記念会館
　11月７日～11月30日
　日没～22時
　※児童虐待防止
　　　（オレンジ）と合同
●象の鼻パーク
　11月10日（オレンジ）
　日没～日の出
　11月11日～14日
  （パープル）
　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
横浜にてパープルライト
アップ　ひかりの実プロ
ジェクト2016を実施
　11月12日～25日
●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月上旬～25日

川崎市

●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

●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
～12/17）

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

●市広報紙において「女性に対する暴力を
なくす運動」及びDV相談窓口を周知
●地域コミュニティFM局の放送において
「女性に対する暴力をなくす運動」及びDV
相談窓口を周知
●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
●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）

●市民向けDV防止イベントの開催
　内容：「あったか夫婦関係のワンポ
イントレッスン
～一人ひとりが自分らしく生きること
ができる夫婦関係～」
　日時：11月12日（土）
         午前10時～正午まで
　場所：男女共同参画推進センター

●民生委員・児童委員向けDV被害者
サポート講座の開催
　日時：11月17日（木）
　　　　 午後2時から午後4時まで
　場所：消防指令センター講堂

●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
●セブン-イレブン・ジャ
パン相模原地区*での啓
発物品の配布*一部対
象外店舗あり

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
●西蒲区役所において作成し
た男性用のＤＶチラシを，区役
所の男子トイレに設置
●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

●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を市役所・区役所
に設置

●江南区文化会館パー
プルライトアップ（11月12
日～18日　日没～22:00・
点灯式無）

●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（随
時）

●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6日～11月1日）

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

●街頭電光掲示板（新静岡セノバ）を使用
しての広報の実施
●ＤＶ防止啓発企画展（静岡市役所新館１
階）
●市庁舎に啓発横断幕を設置（静岡県と合
同）
●各区役所案内モニターを用いた広報の
実施
●広報「静岡気分」11月号での広報の実施
●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」に
取り組む団体の動画をつなげた映像の制
作とインターネットを通じての配信（主催：静
岡市女性会館）

●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：10日～
27日（日没～22時）　日
没時に自動点灯
●静岡市役所本館あお
い塔パープルライトアップ
日時：21日～27日（日没
～22時）　日没時に自動
点灯

※いずれも点灯式は無し

●高校へのデートDV防止啓発授業出
前講座（主催：静岡市女性会館）

●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13日（14:20～
14:50）
場所：静岡市青葉シンボ
ルロード
（主催：静岡市女性会
館）
●パープルリボンプロ
ジェクト展示（市内高校
生のメッセージ・パープ
ルリボンをあしらったキ
ルト作品など）
場所：静岡市女性会館
（主催：静岡市女性会
館）

浜松市

●街頭広報（啓発物の配布）
日時：11月12日（土）午前10時
00分～11時00分
場所：イオン浜松市野店

バス、電車内の電光掲示板における広報 ●パネル展示
日時：11月18日（金）～25日（金）
場所：浜松市役所本庁舎
●ＤＶ防止講演会「ＤＶのない社会を
目指して」
日時：11月18日（金）13:30～15:30
講師：
須藤 八千代さん(愛知県立大学名誉
教授)
戸松 幹雄さん(産業カウンセラー)
場所：あいホール　1階ホール

9 / 11



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
（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

その他

名古屋市

●STOP the 児童虐待＆ＤＶコ
ラボポスターの配布、掲示
（主な掲示場所：区役所、支所、
生涯学習センター、保健所、図
書館、高校、大学、医師会など）
・地下壁面広告（電飾看板）へ
のコラボポスターの掲示
・市職員のコラボバッジの着用
●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、市
内のサークルＫサンクス店舗
等）

●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、オア
シス２１パープルライト
アップ（１１／１１）
●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」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（１１月15日）

●関係団体との共催でＳＮＳに関連し
たＤＶについての講演会開催（11月8
日）

大阪市

●大阪市立男女共同参画センター（クレオ
大阪）ホームページに掲載
●大阪市市民局ホームページ、Face Book
に掲載

●天保山大観覧車パー
プルライトアップ（11月12
日(土)日没後）の実施
※大阪府と共催
●あべのキューズモー
ル・11月17日(木)・11:00
～12:00・街頭啓発の実
施

●「ストーカー・DVは今！」・11月12日
(土）・クレオ大阪中央
●大阪市男女共同参画普及啓発事
業ワークショップ「知っていますか？ド
メスティック・バイオレンス」・11月12日
（土）～26日（土）・クレオ大阪南

●男女共同参画情報誌
「クレオ」秋号に掲載

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
トを市役所関係課、各区役所等
にて掲示・配布

●「女性に対する暴力をなくす運動パネル
展」の展示 （11/1～11/25 市役所本館１階
エントランス・フロア ）
　（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)
●市役所庁内放送による啓発
●懸垂幕の掲出（11/1～30 各区役所）
●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）

●市役所本館1階ロビー
におけるオレンジ＆パー
プルリボンのタペストリー
のライトアップ（11/1～
25）

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。

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（11/17～23）

●パープルリボンキャンペーン：ＤＶ防止や
相談機関の周知、啓発を図るため、啓発
グッズ等を配布し、女性に対する暴力防止
を呼びかける。（※啓発グッズに、市民ボラ
ンティアによって製作されたパープルリボン
バッジをつけて配布。）

●神戸ポートタワー、Ｍ
ＯＳＡＩＣ観覧車、フラワー
ロードのライトアップ（11
月12日（土）日没～22時）
●明石海峡大橋ライト
アップ（11月13日（日）日
没～22時）
●オレンジリボンとの合
同キャンペーン：すきっぷ
フェスタにおいてブース
展開し、パープルリボン
の啓発グッズの配布等を
行う。（11月13日（日）11
時～16時）（※児童虐待
週間との合同行事）

●ＤＶ防止セミナー
11月17日（木）13時30分～15時30分
「ＤＶから子どもを守るために～暴力
のない安全で安心できる環境づくり
～」
講師：高田 昌代氏（神戸看護大学教
授、助産師）

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（クリアファイ
ル）を配布

●11/7(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）

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
●街頭啓発活動（女性団体と合同で実施）
　　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・13時～
14時）
●区役所等でのデートＤＶ防止啓発パネル
展示（11月11日～30日）
●県主催の市民交流プラザ等での資料展
示に参加（11月11日～12月2日）

●パープルライトアップ
・広島駅南口エールエー
ルA館（11月12日～13
日・日没後～22時）
・広島本通商店街アー
ケード（11月24日～25
日・日没後～22時）

北九州市

●内閣府作成のポスター掲示
●相談窓口カードを関係機関窓
口に配布・設置

●男女共同参画センター・ムーブにおけ
る、女性への暴力に関するパネル展示
「デートＤＶについて知ろう」（11/12～
11/30）
●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
●ホットラインの報道投げ込み等   マスコミ
からの取材、報道
●街頭啓発キャンペーンにて、チラシ、ノベ
ルティ配布（11/15）
●新聞、フリーペーパーでのＤＶおよびデー
トＤＶに関する予防啓発広告の掲載

●女性への暴力ゼロ運動特別講座
「ストーカーは何を考えているか？」
講師：小早川明子氏（11/12)

●女性への暴力ゼロ！ホッ
トライン(11/17)　(共催/福
岡県弁護士会北九州部会)

●女性のための相談室
毎月第３，４水曜日
●女性のための無料法
律相談　毎月第２水曜日
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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
（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

その他

福岡市

●内閣府作成のポスター・リー
フレットの掲示・配布

●講演会
平成28年11月26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： 性犯罪～性暴力・ＤＶ・ストー
カーetc～「異性間・同性間を問わず
おこりうるパートナーとのトラブル」
講師：郷田真樹（弁護士）

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

●区役所ロビー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
●市政広報誌による運動期間、事業の広
報
●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～
25日）

●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
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