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北海道

●パネル展の開催
＜道庁・出先機関(３)＞

●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)＞

●パープルリボンの配布
＜出先機関（２）＞

●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)＞

●金融機関へリーフレット配布
＜出先機関(１)＞

●ホームページ掲載
＜道庁・出先機関（３）＞

●Facebookへの投稿
＜道庁・出先機関（１）＞

●地域FMラジオに出演し広報
＜出先機関（１）＞

●地方新聞の広告に掲載
＜出先機関（１）＞

●岩見沢市で開催される
児童虐待防止講演会会場
でのリーフレット・パープル
リボンの配布（１１／２５予
定）

青森県

●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

●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)

●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。
●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９日（土）９：３０～１５：３０　ア
ピオあおもり
・青森市にある「アウガ」前におい
て、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
男女共同参画プラザ、ＮＰＯ法人あ
おもり男女共同参画をすすめる会と
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（火）12時～12時40分　ア
ウガ前

岩手県

●県作成のリーフレット、内閣
府作成のポスター・リーフレット
等を広域振興局、県内各市町
村、関係機関に配布
●ＤＶ被害防止啓発用のトート
バッグ・リーフレット等を街頭啓
発（ミニコンサート）で配布
●県内のコンビニエンスストア
各店舗に県作成のリーフレット
を配架
●県庁舎、いわて県民情報交
流センター（アイーナ）、イオン
モール盛岡のトイレに県作成の
リーフレットを配架

●県広報媒体を活用した広報（ＨＰ、ＦＭラ
ジオ、Twitter等）

●いわて県民情報交流
センター（アイーナ）
期間：11月12日～25日ま
での夜間
●東北電力岩手支店（盛
岡市）
期間：11月８日～25日ま
での夜間
●釜石市民ホール
TETTO
11月11日～25日までの
夜間

●ＤＶ防止啓発パネル展
期間：11月12日～25日
場所：岩手県庁１階県民室
●いわてＤＶ防止基礎セミナー
開催日：11月17日
場所：いわて県民情報交流センター
（アイーナ）研修室812
講師：DV・虐待予防研究会代表　山
中多民子氏
●ＤＶ防止啓発ミニコンサート～県
警音楽隊～
期日：11月７日
場所：イオンモール盛岡イーハトー
ブ広場

●「児童虐待防止推進月
間」の期間にあわせるた
め、岩手県「女性に対する
暴力をなくす運動」を11月１
日～30日までの１か月間実
施
●DV防止啓発パネル展や
街頭啓発等において、児童
虐待防止啓発ポスターや
オレンジリボンを展示
●DV防止啓発物品と児童
虐待防止啓発物品を街頭
啓発等で一緒に配布
●いわて県民情報交流セ
ンター（アイーナ）におい
て、11月26日～30日までオ
レンジライトアップを実施
（パープルライトアップに引
き続いてオレンジライトアッ
プを実施）

●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＆オレンジリボ
ンツリーの設置）
●パープルリボンの広域振興局
等への送付

宮城県

●ＤＶ・デートＤＶ防止啓発リー
フレットを作成し、町内小学４年
生・中学２年生、成人式出席の
成人者、今年度満１８歳者に配
布するとともに、各窓口にて配
布した。
●トイレにDVカードを設置した。

●南三陸町役場本庁舎：
2019年11月11日～11月
25日（16：00～23：00）※
最終日を除く。
●総合ケアセンター南三
陸：2019年11月11日～11
月25日（16：00～23：00）
●(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（火）日
の入～24時まで（予定）

●女性相談員等技術研修会
開催日：11月15日（金）
講師：アウェア（aware）代表　山口の
り子

●女性活躍促進相
談窓口（期間限定）
【登米・気仙沼地
域】
1０月1日（火）から１
２月３１日（火）まで
受託者：特定非営
利活動法人すくすく
保育研究所

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
●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

●県ＨＰによる広報
●県広報紙による広報

●パープルライトアップ
・県内配偶者暴力相談支
援センター内４ヵ所（期間
未定）
・秋田県庁正庁内（期間
未定）

●秋田駅前において児童
虐待・ＤＶ防止街頭キャン
ペーンを実施。

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
ンターでポスター掲示
●山形県男女共同参画セン
ター・チェリアが「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

●県ＨＰ，課ＦＢへの掲載
●ラジオ・山形県男女共同参画センター・
チェリアHPで広報

●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15
日（金）～11月29日（金）
日没から22:00）

●山形県男女共同参画センター・
チェリア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２Fギャラリー
期間：11/12～11/23

●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の配布
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●茨城県女性プラザにパープル
リボンツリーを設置(11/9～26)
●茨城県女性プラザにおいて啓
発グッズの配布（11/9～11/26）

●DV防止・児童虐待防止啓発
街頭キャンペーンの実施（会津
若松市）
日時：11/17午前
場所：アピタ会津若松店
内容：来店者へ啓発グッズを
配布しながら、DVおよび虐待
防止の街頭啓発を行う

●市内商業施設において、児
童虐待防止、ＤＶ防止のため
のチラシ（ポケットティッシュ配
布）を実施（いわき市）

●児童虐待防止月間啓発コー
ナー（市保健福祉センター内）
にＤＶ防止に関するポスター掲
示、リーフレット設置（いわき
市）

●子どの面前における暴力は
心理的虐待にあたることが記
されている厚生労働省作成の
チラシを市内小・中学校から保
護者に向けて配布。その他、
電子アプリ、ホームページ、
フェイスブックも活用して周知
を図る。（田村市）

●シンボルキャラクターがパー
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
「キビタン」、古殿町「やぶさめく
ん」、浪江町「うけどん」）

●県庁舎内において運動につい
てのパネル展示
11/11～11/22

●職員のパープルリボンバッジ
の着用

●内閣府作成のポスター及び
リーフレットを庁内及び関連施
設に掲示及び設置【栃木県】
【日光市】【真岡市】【大田原市】
【那須塩原市】【那須烏山市】
【下野市】【那須町】

●庁内にて啓発物設置・配布
【栃木県】【那須塩原市】【足利
市】
●市作成のDV防止カードを市
内公共施設・商業施設等に設
置【下野市】

●とちぎウーマンナビ、メールマガジンによ
る広報【栃木県】
●各自治体ホームページによる広報【栃木
県】【日光市】【真岡市】【那須烏山市】【野
木町】【那須町】
●庁舎内電光掲示板を使用した広報【栃
木県】【下野市】
●パープルリボンを付けた自治体マスコッ
トキャラクターの写真の内閣府ホームペー
ジへの掲載【栃木県】【那須塩原市】【下野
市】【那須町】
●とちまるくん人形、1階及び15階ロビー、
地下道における広報【栃木県】
●啓発パネル等掲示【栃木県】【宇都宮市】
【栃木市】
●庁舎及び関係機関にパープルリボンツ
リーの設置【栃木県】
●関連図書紹介コーナーを設置【栃木県】
【那須烏山市】
●自治体発行の広報紙に掲載【宇都宮市】
【日光市】【真岡市】【那須塩原市】【那須烏
山市】【下野市】【上三川町】【野木町】【那
須町】
●SNSでパープルライトアップ実施につい
て発信【野木町】
●子育て支援アプリによる情報発信【那須
町】

●栃木県庁昭和館のラ
イトアップ（11/18～25
17時～21時）
●あしかがフラワーパー
ク
（11/2～2/6）
●宇都宮タワー(11/22～
30)
●野木町交流センター
「野木ホフマン館」（11/12
～11/25）

●人権ミニフェスタ【日光
市】
開催日：令和元年11月9日
（土）
会場内において、ＤＶ防止
関連情報の展示・啓発物品
配布
ゆるキャラによるパープル
リボン着用
●オレンジリボンとともに
パープルリボン及びDV防
止カードを作成・配布【真岡
市】
●にしなすの産業文化祭に
おいて、女性に対する暴力
をなくす運動リーフレット・
児童虐待防止リーフレット・
DVに係るティッシュを来場
者に200組配布【那須塩原
市】
●なすしおばらまなび博覧
会において、女性に対する
暴力をなくす運動リーフレッ
ト・児童虐待防止リーフレッ
ト・DVに係るティッシュを来
場者に200組配布【那須塩
原市】
●啓発コーナーの設置
（11/12～11/24、南那須図
書館、烏山図書館）
内容：女性に対する暴力を
なくす運動の啓発書籍の設
置、啓発資料の配布等と併
せて児童虐待防止関係の
書籍や資料を設置する。
【那須烏山市】

●女性への暴力を考える講演会【栃
木県】
演題：生きることのリアル　～身近に
ある性暴力被害を知る～
講師：山本　潤　氏 (一般社団法人
Spring代表理事、SANE（性暴力被害
者支援看護師）)
開催日：令和元(2019)年12月21日
（土）
場所：パルティ とちぎ男女共同参画
センター

●人権ミニフェスタ【日光市】
開催日：令和元年11月9日（土）
会場内において、ＤＶ防止関連情報
の展示・啓発物品配布
日光のキャラクター日光仮面着ぐる
みのパープルリボン着用

●講話：男女共同参画社会づくり計
画・DVの防止と根絶に向けた啓発
の推進の取組みについて【真岡市】
開催日：令和元年11月6日（水）
場所：真岡市青年女性会館ホール

●茨城県三の丸庁舎のライ
トアップ（11/19～21）
●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(11/9～26）
●水戸芸術館塔及び水戸
市水道低区配水塔のライト
アップ（11/19～11/25）※児
童虐待防止推進月間に合
わせてオレンジライトアップ
も実施（11/1～11/7）
●日立シビックセンター・日
立駅自由通路・女性セン
ター（11/21～11/22※調整
中）
●土浦市男女共同参画セン
ターロビー（11/12～11/25）
●常総市地域交流センター
「豊田城」（11/12～11/25)
●高萩市役所庁舎（11/12
～11/25）
●しもだて地域交流セン
ターアルテリオ　３階　ブリッ
ジ（空中展示ブロムナード）
(11/7～11/14）
●稲敷市役所本庁舎
(11/12～11/25)
●小美玉市役所本庁舎
(11/18～11/25)

●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。

茨城県

●県ＨＰ，県広報誌「ひばり」への掲載
●NHKデータ放送（11/17～23）
●県庁舎内デジタルサイネージへの掲示

●水戸市：児童虐待及びＤ
Ｖ啓発グッズの配布（オレン
ジリボン&パープルリボン
キャンペーン）
●水戸市：広報みと11月1
日号にＤＶや児童虐待に係
る相談窓口等を掲載

●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
●県庁舎内、各市町村役場
内、保健センター、県男女共生
センターにおいてポスター掲
示、ＤＶ相談ナビカード設置
●ＤＶ相談体制案内カードを作
成し、市内のスーパーの女子ト
イレに設置（喜多方市）

福島県

●県、市ホームページによる広報
●県公式ツイッターによる広報
●市広報誌への記事掲載（会津若松市、
いわき市、二本松市）

【会津若松市】
・鶴ヶ城
・竹田総合病院
日時：11/12～11/25
 　　　 17:00頃～21:00頃
点灯式なし

【いわき市】
・いわきマリンタワー
日時：11/12～11/25
 　　　※調整中
点灯式なし

・常磐共同火力（株）勿来発
電所「勿来ゆめライト」
日時：11/12のみ

・東北電力（株）いわき電力
センター無線鉄塔
日時：11/15～11/25
　　　　毎日22:00まで

【県児童家庭課】
●福島県婦人保護推進会講演会
「生きようとする力を信じる～漂流する少
女たち 聴く・伝える・繋ぐ～」
日時：11/15（金）13:30～15:30
場所：杉妻会館
講師：橘ジュン氏（特定非営利活動法人
BONDプロジェクト代表）

【県男女共生センター】
●男女間における暴力の防止と被害者
支援事業講演会
「虐待と愛着障害とメディアバイオレンス
～なぜ虐待は増え続けるのか～」
日時：11/16（土）13:30～15:00
場所：福島県男女共生センター
　　　第３研修室
講師：堀　琴美氏（郡山女子大学准教
授）

【会津若松市】
●DV防止講演会
「『それって普通なの？』女性支援の現場
から　今、あなたに伝えたいメッセージ～
DVの実態を知り、今できることを考える
～」
日時：11/21（木）18：00～20：00
場所：會津稽古堂
講師：中村　明美氏（ウイメンズハウスと
ちぎ前理事長）

●「ヒューマンフェスタとちぎ2019」
(11/9)や「フェスタinパルティ2019」
（11/16）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】
●女性に対する暴力をなくす運動
キャンペーン（11/11）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（メモ帳、シール等）を配布し、運
動を呼びかける。【栃木県】
●街頭啓発の実施（ＤＶ啓発資材配
付）
足利市女性団体連絡協議会に協力
依頼
配布物：使い捨てカイロ（1,000個）
【足利市】
●男女共同参画地域推進員による
街頭啓発（庁舎前にて啓発物配布）
（11/14～15）※内15日のみ
とちぎ市マスコットキャラクターとち介
による街頭啓発【栃木市】
●栃木市女性団体連絡協議会によ
る街頭啓発
（栃木駅前にて啓発物配布）
（11/14）【栃木市】
●市民実行委員が中心となり、女性
に対する暴力をなくす啓発チラシ・
グッズを配布し、運動を呼びかける。
（11/16）【鹿沼市】
●日光そばまつり会場において啓
発グッズを配布【日光市】
●11月中に開催する会議・講座等に
おいて内閣府作成のリーフレットを
配布【日光市】
●大田原市産業文化祭にてDV相談
ナビカードを配布【大田原市】
●パープルリボンを装着したゆる
キャラによる来館者への啓発活動、
啓発グッズの配布（11/16、南那須
図書館）【那須烏山市】
●巻狩まつりでPTA連合会がDVに
係る資料を挟んだティッシュやデート
ＤＶ防止パンフレット２００部を配布
【那須塩原市】
●10/27下野市産業祭、11/3天平の
芋煮会及び11/30下野市ふくしフェ
スタにて街頭啓発時に配付【下野
市】

栃木県
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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）

都道府
県・

政令指定
都市名

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
その他

広報活動
「児童虐待防止推進月

間」と連携した取組

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
●庁舎内デジタル画面におけるＤＶ防止啓
発画像によるＰＲ
●県政広報ラジオ番組でのＰＲ
●パープルリボンを付けた県キャラクター
「ぐんまちゃんの写真の内閣府ホームペー
ジへの掲載
●パープルリボンを付けた市町村キャラク
ター（前橋市：「ころとん」、千代田町：「みど
りちゃん」)の写真の内閣府ホームページへ
の掲載

●ぐんま男女共同参画センター
交流コーナーに、女性に対する
暴力をなくす関連のパネルや図
書等を展示
●県立図書館とのコラボレー
ション企画として、女性に対する
暴力をなくす関連のパネルや図
書等を展示

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
●パープルオレンジリボン及び
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
●埼玉会館、東部地域振興ふ
れあい拠点施設（ふれあい
キューブ）、川越比企地域振興
センター（ウェスタ川越）及び県
庁内に運動に関するミニコー
ナーを設置。

●県広報紙「彩の国だより」11月号に掲載
●県ホームページにライトアップ及び市町
村関連行事を掲載

●オレンジ＆パープルライト
アップ
・埼玉会館
・埼玉県立小児医療セン
ター（カリヨンの鐘）
・狭山市駅西口デッキ及び
狭山市市民交流センター
（狭山市）
・ハーモニー春日部
・埼玉県庁担当課執務室前
●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
・忍城（行田市）
・大宮ソニックシティビル
・割岩橋（飯能市）
・北本市役所及び埼玉りそ
な銀行北本支店（北本市）
・都市宣言塔（富士見市）
・国立女性教育会館本館
（嵐山町）
・熊谷駅正面口駅前広場
（熊谷市）
・上里町男女共同参画セン
ター入口（上里町）

●DV防止フォーラム2019
日時：11月10日(日)14:00～16:00
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：杉山春（ルポライター）
内容：講演
●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2～10日ライブラリー内でＤＶ
防止関連図書の展示
・11月2～10日展示コーナーでＤＶ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6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）

●パープル・オレンジリボン
及びミニカードの作成配布
●オレンジを取り入れたラ
イトアップの実施（埼玉会
館、小児医療センター、狭
山市駅西口デッキ及び狭
山市市民交流センター、
ハーモニー春日部、県庁
内）

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

●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17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13日(水）、16日
(土）　、23日(土)、25日
(月)17時～22時
●東京ドイツ村～幸福の
鐘カロリナのパープルラ
イトアップ
・11月12日(火)～25日
(月)　日没～20時

●ＤＶ・児童虐待予防セミナー「夫婦
ゲンカにさようなら～怒鳴らないディ
スらないコミュニケーションの基本”
機中八策”～」 講師 千葉県市川児
童相談所長 渡邉直
・11月5日（火）11時～12時/千葉市
生涯学習センター 3階 大研修室
●ＤＶ及びデートＤＶに関するセミ
ナーの実施
●講師による「関係修復プログラム」
「ＤＶを受けて育った子供のその後」
等の講演会の実施

●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３箇所で実施
・11月12日（火）16時～17時
/そごう千葉店前広場
・11月17日（日）13時～14時
30分/ニッケ コルトンプラザ
・12月7日(土)13時～4時30
分/イオンモール八千代緑
が丘
●Ｊリーグジェフユナイテッ
ド市原・千葉 ホームゲーム
キャンペーン
・11月3日(日)/フクダ電子
アリーナ
●ふなばし健康まつりでの
キャンペーン
・11月3日(日)10時～15時/
船橋市運動公園内の体育
館

●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、各区
市町で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、各区市町村で啓発
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

●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
●運動期間中、福祉保健局ホームページ
に内閣府ホームページのリンク先を掲載
●区市町ＨＰ、広報媒体、ＳＮＳ、ケーブル
テレビにて周知

●（港区）11月12日～11月
25日　港区立男女平等参画
センター（リーブラ）館内に
パープルリボン（風船）装
飾、相談室閉室後閉館まで
プロジェクターライトアップ。
●（文京区）11月25日～12
月10日　文京シビックセン
ターの三角屋根をライトアッ
プ。
●（江東区）11月12日～11
月25日　江東区と江戸川区
をまたぐ「ふれあい橋」を、
パープル色にライトアップ。
●（品川区）11月１日～12月
27日男女共同参画センター
交流室内でライトアップ
●（葛飾区）11月12日～11
月25日葛飾区男女平等推
進センターライトアップ
●（江戸川区）11月16日～
11月25日「タワーホール船
堀パープルライトアップ」
●（武蔵野市）11月12日～
11月25日　パープルライト
アップ
●（府中市）11月20日～25
日　竹あかりでパープルライ
トアップ　男女共同参画セン
ターフチュール
●（調布市）11月5日～10
日、11月18日～21日、11月
25日～28日　調布駅前広場
にあるシンボルツリーをライ
トアップ。
●（町田市）11月20日　町田
市役所　パープル・ライト
アップ
●（国立市）11月1日～11月
30日　国立駅前くにたち・こ
くぶんじプラザ
●（豊島区）池袋駅前モザイ
カルチャーにパープルリボン
のたすき掛け。
●キャラクターのパープルリ
ボン着用

●（千代田区）11月29日　男女共同参画
センターＭＩＷ講座『令和時代の恋愛事
情を考える』
●（港区）12月14日　ＤＶ予防講座
●（文京区）R2年1月19日　アンガーマネ
ジメント講座
●（台東区）11月29日DV防止講座SOS
を見逃さないで！エキスパートに学ぶ
気づく　繋げる　支える　ポイント
●（目黒区）「女性への暴力防止講座」
「防犯護身術～いざというときの身の守
り方」
●（世田谷区）11月24日「女を修理する
男」上映会＆トーク
●（北区）ＤＶ理解基礎講座
●（荒川区）11月10日「パープルリボン出
張イベント」
●（江戸川区）11月13日 DV防止啓発講
座「思春期の子どもを守るために～性被
害の罠に気付いてください～」
●（八王子市）11月16日「DVが子どもに
与える影響～いま私たちにできること～」
●（武蔵野市）11月23日「女性のための
法律知識」
●（府中市）女性に対する暴力をなくす運
動関連講座「竹あかりでパープルライト
アップ」
●（昭島市）11月9日「ＣＡＰ（子どもへの
暴力防止プログラム)～おとなワーク
ショップ～」
●（調布市）10月25日　講座「家庭内の
モラハラを知ろう」
●（小平市）ＤＶ防止啓発講座
●（国立市）11月10日コピーライター玉山
貴泰氏講演会
●（東久留米市）12月1日「ココロとカラダ
に効く　女性のための護身術Ｗｅｎ－Ｄ
ｏ」
●（多摩市）11月16日ＤＶ防止講座「若者
たちとともに考える―人間関係、ジェン
ダーとＤＶ・デートＤＶ」
11月19日　ＤＶ防止講座「ＤＶ・モラルハ
ラスメントからの回復～わたしがわたしを
大切にすることとは？」
●（西東京市）講演会「わたしも大事・あ
なたも大事～知っておこうＤＶのこと」

●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16日（土）、17日（日）/船橋アリーナ
・Ｊリーグ柏レイソル
11月24日（日）/三協フロンテア柏スタジアム
・Ｊリーグジェフユナイテッド市原・千葉
11月24日（日）/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（火）～25日（月）
●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
・10月28日（月）～11月1日（金）
●ラジオＣＭの実施
・ベイエフエムにおいて、ＤＶ防止ラジオＣＭを実
施
●地域紙の紙面広告の実施
・令和元年11月29日(金)実施
●各市町村の広報紙及びホームページへの掲
載
●駅前のデジタルサイネージを活用した広報の
実施

●（文京区）11月25
日
文京シビックセン
ター区民ひろばに
て、区内警察署に
よる犯罪被害者相
談窓口を開設。
●(目黒区)オン
ブーズによる特別
相談会を実施。

●「新宿区・東京都子供家
庭総合センター合同子供の
健やかな育ちを支えるキャ
ンペーン」に参加。女性相
談センター啓発グッズを配
布
●中央区立女性センターで
実施している「女性相談」と
中央区子ども家庭支援セン
ターで実施している「子ども
と子育て家庭の総合相談」
の案内を両面に印刷・作成
したしおりを、区内施設の
窓口などで配布
●市職員が１１月中，紫色
とオレンジ色のリボンを着
用
●児童虐待防止に関する
講座、講演会、パネル展の
実施。
●虐待防止とＤＶ防止の啓
発について、広報媒体に掲
載。
●駅前のシンボルツリーを
オレンジとパープルの2色
でライトアップ。
●ＤＶ防止、児童虐待防止
のＷリボンの缶バッジを作
成し、市民、市役所職員な
どに配布。

東京都
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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）

都道府
県・

政令指定
都市名

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
その他

広報活動
「児童虐待防止推進月

間」と連携した取組

神奈川県

●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。
●デートDV防止チラシを作成
し、大学に配布する。
●ＤＶ相談カードを配布する。
●11月開催のパネル展にて
リーフレット、ＤＶ相談カード等を
配布

●県・市広報誌で「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。
●県・市の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。

●11月11日（月）～22日
（金）の期間で、女性に対
する暴力をなくす運動パ
ネル展を実施し、あわせ
て平塚駅南口前の噴水
を紫色にライトアップする

●市マスコットキャラクターによ
るパープルリボンを着用した啓
発活動（２市）
●市役所ロビーでのパネル展
（３市）
●「女性に対する暴力防止期
間」の周知のためのバナーの作
成と掲出（ＤＶ防止啓発展示会
場）
●パープルリボンの作成と配布
（２市）
●DV防止キャンペーン
●駅自由通路にてデジタルサイ
ネージ放送
●町図書館において、DVについ
ての図書展示

 新潟県

●内閣府作成のポスター・リー
フレットを各市役所・支所・関係
機関等へ配布
●新潟県男女平等推進相談室
等でポスター掲示
●長岡市内各施設において、
男女平等推進センター情報誌
「あぜりあ№34」デートＤＶ特集
号の配布

●県広報紙「ふれ愛ほっとらいん11月号」
での広報及びＤＶ相談窓口一覧の掲載
●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

●長岡市男女平等推進センター相
談員が、中学校・高等学校等への
デートDV予防啓発出前講座を実施
（随時）

●「ウィルながおかフォーラ
ム」の登録団体イベント
・11/17（日）〔講座〕子ども
虐待～子どもや親の声なき
SOSに気づく～
〔講師〕山川　玲子さん
（臨床発達心理士・社会福
祉法人子どもの虐待防止
センター相談員）

●長岡市男女平等推進センター
「ウィルながおか」でのデートＤＶ
防止に関する展示

 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：11/18～11/25
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：11/1～11/30
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
「関係性の貧困を生きる少女たち～
安心できる居場所と社会を～」
日時：11月26日（火）
場所：富山県民共生センター（サン
フォルテ）
講師：一般社団法人Colabo
代表理事　仁藤　夢乃氏

●富山駅、高岡駅にて街頭啓発
活動を実施

石川県

●ＤＶや性暴力等は犯罪となる
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）
●内閣府作成のポスター、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付

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10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

●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（金）～5日（火）
日没から22時
●金沢駅鼓門のパープ
ルライトアップ（金沢市）
11月1日（金）18時～20時
●Komatsu A×Z Square
のライトアップ（小松市）
11月2日（土）～13日（水）
日没～23時
●ラポルトすずのライト
アップ（珠洲市）
11月12日（火）～25日
（月）16時～閉館まで

●「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　「DV／子どもへの虐待・その
影響について」
講師　松本　和子氏（NPO法人女性
ネットSaya-Saya代表理事）
対談「支援のために私たちができる
こと」
松本　和子氏（講師）
福村　一氏（石川県女性相談支援セ
ンター所長）

●県内19市町においても、街頭
キャンペーン等を実施

福井県

●リーフレット、啓発カード、啓
発グッズを各市町、県関係機
関、男女共同参画推進センター
等へ配布
【主な街頭キャンペーン】
11月12日　ＪＲ福井駅前
11月14日　アル・プラザ敦賀
11月18日　ゲンキー南条店
11月24日　霞の郷
●啓発図書・窓口案内付ティッ
シュの設置　11月1日～29日
敦賀市立図書館

●市ホームページ、広報冊子、行政チャン
ネル、ＦＭラジオにて周知
●地元新聞に附属する冊子（各戸配布）に
広告

●11月19日～25日
敦賀駅交流施設オル
パーク
パープルイルミネーショ
ンの展示（敦賀工業高校
生制作）　点灯式なし
●11月中旬～下旬
ゆりの里公園ユリーム春
江　点灯式なし

●パネル展
11月12日～27日　県立図書館
11月12日～18日　敦賀市役所
11月18日～22日　県庁ホール
11月19日～25日　敦賀駅交流施設
オルパーク
●敦賀市男女供応参画推進DV防
止講座　11月7日　講師：減災と男女
共同参画研修推進センター共同代
表：浅野幸子氏
●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～11月30日　越前市市民
プラザたけふ３階男女共同参画セン
ター

●11月24日　霞の
郷
家族対象イベント
開催にあわせて、
会場内に相談窓口
を設置

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

●【甲府市】
甲府市役所1階ロビーで啓発活
動を実施する。

●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する。
②企画展示の開催
日時：11月12日～11月24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

●県ホームページ掲載

●【甲府市】
甲府市女性活躍支援サイト「なでしこ
PLUS」に掲載しPRする。

●【甲斐市】
広報１１月：DV相談甲斐市専用ダイヤルの
掲載

●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12日(火）
演題：女性の健康と人権、ジェン
ダー平等社会にむけて～DV防止教
育・地域づくりから～
講師：伏見正江氏（山梨県立大学名
誉教授）
会場：男女共同参画推進センター
ぴゅあ総合
　
●【甲斐市】
市内中学校を対象としたデートDV講
演会（11/19）

●被害者支援のための応援物
資募集
（11月12日～25日）

長野県

●男女共同参画センターに、内
閣府作成の広報物を掲示
●庁舎内及び各警察署内に、
内閣府作成の広報物を掲示・
配付

●県警ホームページへの掲載

4 / 13



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）

都道府
県・

政令指定
都市名

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
その他

広報活動
「児童虐待防止推進月

間」と連携した取組

愛知県

●【半田市】愛知県等から配布
されるリーフレット等を配布。
●【尾張旭市】内閣府作成ポス
ターを掲示、リーフレットを配架
●【田原市】内閣府作成のポス
ター・リーフレットの掲示・配布
（市民館・公共施設）
●【常滑市】内閣府作成のポス
ター・リーフレットを市内公共施
設に掲示
●【春日井市】
・内閣府作成のポスターやリー
フレットを公共施設に設置
・市作成のＤＶ防止啓発パンフ
レットを公共施設に設置
●【豊橋市】
・内閣府作成のポスター掲示
・相談機関の電話番号等を記
載したポケットティッシュの作
成、及び11月21日（木）に豊橋
駅前において街頭啓発
●【瀬戸市】
・内閣府作成ポスターを市庁舎
に掲示。
・内閣府作成リーフレットを市内
公民館、交流センター等に配
布。

●【津島市】市広報誌(市政のひろば）11月
号に掲載
●【半田市】半田市公式ホームページに周
知記事掲載。
●【豊川市】市ＨＰ、市広報誌「広報とよか
わ」11月号への掲載
●【田原市】
・市のホームページに掲載
・キャラクターによるＰＲキャラバンを報道
発表
・キャベウＳＮＳから発信
●【常滑市】Facebook（ええね！常滑市）に
投稿
常滑市マスコットキャラクター「トコタン」が
パープルリボンを着用し「女性に対する暴
力をなくす運動」を啓発
●【日進市】・市の広報紙（11月号）で「女性
に対する暴力をなくす運動」や女性が暴力
を受けた際の相談窓口などを周知。
・市の図書館でＤＶ防止啓発パネルの展
示。

●【尾張旭市】施設名：ス
カイワードあさひ
日時：令和元年11月12日
～18日18時30分～22時
点灯式：無
●【田原市】
・蔵王山展望台のライト
アップ（11月12日～25日）
●【岡崎市】岡崎市殿橋・
明代橋におけるライト
アップ（11月18日（月）～
11月25日（月）日没から
22時）

●【半田市】ＤＶ理解に関する講演会
１．日時　　令和元年１１月１４日
（木）　１４：００～１５：３０
２．場所　　半田市役所　大会議室
３．講演名　「ＤＶが子どもに与える
影響～私たちにできること～」
４．講師　　ウィメンズカウンセリング
名古屋ＹＷＣＡ　　具　ゆり氏
●【知立市】ＤＶ理解講座「ＤＶと児童
虐待について考える」
日時：令和元年11月13日（水）　14時
00分から15時30分まで
会場：知立市中央公民館１階　大会
議室
●【田原市】
キャベゾウとキャベゾウ号によるＰＲ
キャラバン（11月8日～12月中旬予
定）
●【蟹江町】男女共同参画パネル展
「知ってほしい、ＤＶのこと」
（１１月１日（金）～１２月１日（日）：蟹
江町図書館　２階ギャラリー）
●【春日井市】
・11月１日、８日に市内のショッピン
グセンターで、ＤＶ防止啓発運動を
実施する。（啓発ティッシュ配布、市
マスコットキャラクター「道風くん」が
パープルリボンを着用）
●【岡崎市】
・パネル展示「これって、性暴力？」
11月20日（水）～12月20日（金）

●【知多市】知多市内イベ
ント（11/17子育てきらきら
フェスタ）にて啓発活動実
施
●【半田市】・ＤＶに関する
パネルを児童虐待に関す
るパネルと併設。
●【尾張旭市】パープルライ
トアップとオレンジライトアッ
プを交互に左記施設にて
実施
（オレンジライトアップにつ
いては、令和元年11月1日
～11日、19日～30日18時
30分～22時に実施）
●【春日井市】
・市男女共同参画啓発月間
と合わせ、公共施設で啓発
パネル展示を実施（11月）

●【北名古屋市】当該運動期間
中、市役所庁舎内に以下の展示
を行い、ＤＶに対する啓発を行
う。
①過去の「女性に対する暴力を
なくす運動」のポスターの展示。
②北名古屋市におけるＤＶの現
状をまとめた資料の展示。
③愛知県が作成したＤＶ防止の
啓発資材の設置。
●【半田市】
・中学生対象　デートＤＶ講座
１．対象者　市内５中学校の２、
３年生
２．講師　　ウィメンズカウンセリ
ング名古屋ＹＷＣＡ　増井　さと
み氏
・市広報誌へ掲載。
●【あま市】
DV等に関するパネル展示

●【多治見市】多治見市
役所駅北庁舎の屋上壁
面を紫色にライトアップ
(11月下旬・詳細時期未
定)

●暴力根絶啓発看板の設置（県
庁前）
●暴力根絶メッセージ「パープル
リボンメッセージキルト」の展示
等（庁内・男女共同参画セン
ター）
●庁内幹部職員のパープルリボ
ン着用
●11月23日のシンポジウム参加
者のパープルリボン着用

【沼津市】
●パープルリボンバッジの装着
●DV相談ナビの周知啓発

【富士市】
●広報ふじにＤＶ防止に関する
内容とパープルライトアップの啓
発記事を掲載

【焼津市】
●焼津市公式マスコットキャラク
ター「やいちゃん」へのパープル
リボン装着（市内イベント及び
SNSでの周知）
●男女共同参画情報紙「Aしお
かぜ」にDV防止記事を掲載

【藤枝市】
●志太こどものしあわせ協議会
（藤枝市、焼津市、島田市）事業
11/1～11/30　　　　　　　　　市庁
舎周辺にのぼり旗掲示
●市内田沼歩道橋及び駿河台
歩道橋横断幕掲示して啓発
11/1～11/30

【函南町】
●女性に対する暴力をなくす運
動期間中に婦人科検診会場で
パープルリボンをつけた町の
キャラクターがリーフレット・カー
ドを配布するキャンペーンを行う

●内閣府作成ポスター及びリー
フレットの配布（関係団体等）

【伊東市】
●内閣府作成のポスター・リー
フレットを庁内に掲示・配布

【富士市】
●パープルライトアップ啓発チ
ラシ2,000枚

【焼津市】
●内閣府作成のポスター、リー
フレットの掲示及び配架、また、
関係部局への提供

【掛川市】
●内閣府作成のポスター設置

【湖西市】
●こさいパープルリボン・プロ
ジェクトの一環でDV等への理
解を深めるためのチラシを作
成、啓発品と共に配布予定。

【御前崎市】
●内閣府作成のポスター、リー
フレットの配布

【菊川市】
●内閣府作成ポスター、リーフ
レット、DV相談ナビカードの配
布

【河津市】
●内閣府作成ポスター及びリー
フレット、パープルリボンの配架

【長泉町】
●町独自での作成配布はなし

【三島市】
●11/18～11/20
ＦＭボイスキューにて広報キャンペーンを行う

【島田市】
●市ホームページでの運動についての広報
（内閣府該当ページへのリンク等）

【掛川市】
●庁舎内における行政モニターによる広報

【袋井市】
●市ホームページによる広報
●広報紙への掲載
●市役所窓口のモニター画面への掲載
●庁舎内へのポスター掲示

【裾野市】
●「パープルリボンキャンペーン」の実施
　ゆるきゃらにパープルリボンをつけて写真撮
影。
●職員のパープルリボンバッチ装着
●社会福祉課でＤＶ相談ナビカードを配架

【湖西市】
●あらゆる暴力の根絶を目指した啓発月間であ
るこさいパープルリボン・プロジェクトを11月に実
施する。
●ウェブサイト上における広報

【御前崎市】
●市広報誌による広報

【菊川市】
●市HPで法務省の「女性の人権ホットライン」の
ページ紹介

【長泉町】
●町発行『生涯学習だより』に「女性に対する暴
力をなくす運動週間」について広告記事を掲載。

静岡県

●静岡県富士山世界遺
産センター（富士宮市）
（11月12日、18時～19
時）
ふじのくに地球環境史
ミュージアム（静岡市駿
河区）（11月12日～11月
25日、16時頃～17時30
分）

【富士市】
●日時：11月12日～25日
（１４～２０日は除く）日没
～21時
場所：富士川サービスエ
リア上り内大観覧車Fuji
sky view

【藤枝市】
●ふれあい大橋イルミ
ネーション
期間11/1～11/30
オレンジパターンとパー
プルパターン点灯

●性暴力被害について考えるシンポ
ジウム
〔実施日〕11月23日（土・祝）13:00～
16:00
〔場所〕三島市民生涯学習センター
〔講師〕加茂登志子氏、ヤマトミライ
氏、藤田景子氏、犬塚協太氏
〔内容〕基調講演とパネルディスカッ
ション

【富士市】
●街頭啓発（啓発グッズやDV防止
についての啓発チラシの配布）
日時：11月12日(火)16:30～18:00
場所：JR富士駅北口ペデストリアン
デッキ

【湖西市】
●こさいパープルリボン・プロジェク
トの一環で街頭啓発を実施する。

【藤枝市】
●11/3　Ｊ３藤枝MＹＦＣ
ホームゲームにて啓発活
動　　　　　　藤枝ＭＹＦＣと
協働で作成したオリジナル
グッズ（ふせん）を配布
人権擁護啓発活動も同時
に開催

●【高山市】パネル展開催　※11/12
～25開催予定
●【多治見市】図書館・市民活動交
流支援センター・駅北庁舎におい
て、女性に対する暴力をなくす運動
に関するパネル展示実施(11月下
旬・詳細時期未定)
●【山県市】街頭啓発
１１月１９日（火）午後４時から５時ま
で、ザビッグエクストラ山県店におい
て、山県市観光キャラクターナッチョ
ル君と一緒にスーパー入口２ヶ所に
おいて啓発物品を配布
●【瑞穂市】市内の私立大学におい
て、運動期間に合わせた暴力防止
に関する講義を開催
　講義開始前に、大学構内にて、
パープルリボンを付けた市マスコット
キャラクターと学生が暴力防止啓発
物品の配布を実施
●【輪之内町】１１月１７日（日）に
スーパーマーケットの店頭で民生委
員児童委員による街頭啓発を実施

●【高山市】市内3ヵ所の街頭
啓発に併せて配布　※11/18
予定
保育園、教育機関、医療機関
等へ配付
●【多治見市】児童に対する虐
待防止をテーマとしたイベント
「たじみ子育て楽市楽座」にお
いて、パープルリボンの配布
と、女性に対する暴力をなくす
運動の広報用パネルの展示
(10月20日)
●【土岐市】街頭啓発の実施
（啓発物品の配布）
日時：11月12日（火）
　　　　　　15：00～16：00
場所：バロー土岐店
参加：土岐市職員6名
●【郡上市】令和元年11月19
日(火)「児童虐待防止推進月
間」及び「女性に対する暴力を
なくす運動」街頭キャンペーン
場所：市内ショッピングセンター
●【中津川市】街頭啓発
11月12日（火）
児童虐待防止推進月間と女性
に対する暴力をなくす運動と一
緒に行う。

岐阜県

●【岐阜県】女性相談窓口の
リーフレット、電話相談カード、
名入りボールペン（相談電話番
号を記載）の作成及び配布、街
頭啓発
●【高山市】市内3ヵ所の街頭
で、啓発物品を配布　※11/18
予定
●【中津川市】街頭啓発
11月12日（火）
リーフレット配布

●【岐阜県】地デジ・データ放送での広報
●【大垣市】「広報おおがき」11月1日号に
おいて、啓発記事を掲載
●【高山市】広報紙11月1号掲載予定
DV防止チラシの新聞折り込み　※11/12予
定
●【多治見市】広報11月号コラム「時代をつ
むぐ男と女」に女性に対する防欲をなくす
運動について掲載

●【大垣市】11月16日（土）に大垣駅
前通りで街頭啓発を実施し啓発物
品を配布
●【養老町】DV防止街頭啓発活動
日程
11/8（金）16:00～
　　　　　　　　　　バロー養老店にて
11/12（火）15:00～
　　　　　　　　ザ・ビッグ養老店にて
11/14（木）13:30～
　　　　　　オークワ岐阜養老店にて
(啓発グッズがなくなり次第終了予
定)
参加者
　　民生委員
　　住民人権課職員
　　健康福祉課職員
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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）

都道府
県・
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「児童虐待防止推進月

間」と連携した取組

三重県

●「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

●三重県総合文化セン
ター祝祭広場のライト
アップ（11月9日（土）から
24日（日）、休館日を除
く、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

●女性に対する暴力防止セミナー
「マイ・レジリエンス～一人ひとりの
中にある力～」
日時：令和元年11月23日（土・祝）
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：中島幸子さん（NPO法人レジリ
エンス代表）

●期間中に開催されるイベ
ント会場での啓発（相談
カードやポケットティッシュ
の設置）

滋賀県

●内閣府作成のポスター・リー
フレットの配布および周知依
頼、庁舎内にポスター掲示およ
びリーフレットの配置
●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

●彦根城パープルライト
アップ
＜彦根市主催事業＞
11月12日（火）日没～
21:00

●学校現場における犯罪の被害に
遭った子ども、きょうだい等への支援
に関する研修
11月16日(土)

●県庁舎に啓発横断幕の
設置
[児童虐待と女性に対する
暴力の防止を併せて啓発]

●県庁舎内における犯罪被害
者週間パネル展の開催：11月25
日(月)～12月2日(月)
[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(金)
[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]
●県立男女共同参画センター敷
地内にのぼり旗の設置
●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。

京都府

●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
イトアップ（11月12日
(火)）
※京都市と共催

●京都府庁旧本館パー
プルライトアップ（11月12
日（火）～25日（月))
※11月14日を除く

●二条城イルミネート
（11月12日（火））

●舞鶴市田辺城パープ
ルライトアップ（11月12日
（火）～25日（月））

●八幡市さくらであい館
パープルライトアップ（11
月12日（火）～25日（月））

●南丹市園部城パープ
ルライトアップ（11月12日
（火）～14日（木））

※ 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
　（12月20日(金)）
　※京都市と共催

●通常どおり

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
布）

●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（火）日没～22
時

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

●キタハマミズム（北浜
テラス）ライトアップ
11月12日（火）日没～23
時

●府立男女共同参画・青
少年センター（ドーンセン
ター）ライトアップ
11月12日（火）～25日
（月）日没～21時30分

●ピースおおさかライト
アップ
11月12日（火）～24日
（日）16時30分～17時25
分

●天保山大観覧車
11月12日（火）日没～22
時

※施設の都合により変更
となる場合があります

●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19日（土）
　会場：Panasonic Ｓｔaｄｉｕｍ Ｓｕｉｔａ

●関連セミナー（共催：特定非営利
活動法人いくの学園、近畿労働金庫
地域共生推進室、連合大阪）
　日程：11月12日（火）
　会場：近畿ろうきん肥後橋ビル

●街頭啓発
　日程：11月12日（火）
　会場：京橋駅前

●大阪府立男女共同参画・青少年
センター（ドーンセンター）における
パープルリボンオブジェの展示等

（再掲）
●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19日（土）
　会場：Panasonic Ｓｔaｄｉｕ
ｍ Ｓｕｉｔａ
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奈良県

●「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
掲示を全市町村に促した。

●女性に対する暴力防止啓発パネル展実
施
10/5（ならヒューマンフェスティバル）

●県デジタルサイネージでのキャンペーン

●近鉄奈良駅東向商店
街
（県女性センター）
　ライトアップ
　11/12(火)～11／24
（日）
　点灯式等はなし

●女性への暴力防止に向けたセミ
ナー
テーマ：性暴力被害を取り巻く現実
　～回復への道のり～
日時：11月9日
講師：涌井佳奈氏　[Thrive（スライ
ブ）代表 ]
場所：奈良県女性センター

●オレンジリボンキャン
ペーンと連携し、県性暴力
被害者サポートセンターの
啓発用カードを近鉄奈良駅
周辺で配布

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

●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）

●りぃぶるフェスタ2019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、啓発物品の配布
・日時：１１月23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

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８箇
所）
●大型ショッピングセンター等での啓発パ
ネル展示

●鳥取駅前太平線「バー
ドハット」のライトアップ
１１月１２日（火）１７時３０
分から２１時まで
●米子市「パープルライ
トアップ～女性への暴力
根絶に向けて」米子市公
会堂
１１月１２日（火）、１３日
（水）、２２日（金）、２３日
（土）日没から午後９時ま
で

●１１月９日（土）イオン鳥
取北店で行う啓発物品配
布キャンペーンは、児童虐
待防止啓発と同時に開催。

兵庫県

【県内市町】
（西宮市）
●「シンポジウム、講演会
等の啓発活動」の欄参照

（芦屋市）
●11月19日（火）実施の街
頭啓発時活動を，「女性に
対する暴力」，「児童虐待防
止」及び「いじめ防止」の合
同で実施予定

（川西市）
●令和2年1月ころにDV支
援担当者対象に研修会開
催予定

（三田市）
●市役所前ふれあい大通
りにパープルリボンバナー
旗とオレンジリボンバナー
旗（96本）を、市役所前にの
ぼり旗設置し、キャンペー
ン運動を啓発。
●オレンジリボンキャン
ペーンと共同で街頭啓発活
動を実施（啓発リーフレット
やグッズを配布）

（宍粟市）
●パープルライトアップに
合わせ、オレンジライトアッ
プ実施予定

（加東市）
●「ポスター、リーフレットの
作成配布」の欄参照

（福崎町）
●児童虐待防止に関する
広報記事にＤＶ予防につい
て掲載。

【県内市町】
（尼崎市）
●ブックフェア（11月1日～11月
30日）
●ギャラリー展示（11月1日～11
月23日）

（西脇市）
●映画上映会～みらいえシネマ
～
場所：西脇市茜が丘複合施設
Miraie　多目的ホール
日時：11月26日（火）　10：00～
12：00
※映画上映の前に、デートDV防
止啓発DVDを上映
●イベント時における、キャラク
ターのパープルリボンの着用

（川西市）
●図書の掲示（テーマ：ＤＶ関
連）

（加西市）
●市役所玄関ロビー及び男女
共同参画センターウォールギャ
ラリーにDV虐待について掲示

（福崎町）
●担当職員がパープルリボン
バッジをつけて啓発に努める。

【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
配布先：庁内関係課、県立男女共
同参画センター、県民局・県民セン
ター、市町・関係団体　等

【県内市町】
（明石市）
●男女共同参画センターにおいて、
内閣府作成のポスター、DV防止啓
発パネルを掲示
●「女性に対する暴力をなくす運
動」期間を周知するチラシを市内自
治体で回覧
●「DV相談啓発カード入りポケット
ティッシュ」を作成し、庁内関係窓
口・市関係施設にて配布

（西宮市）
●チラシの配布（公民館、図書館、
各支所等）近隣の男女共同参画セ
ンターほか

（芦屋市）
●市独自での作成は無し。内閣府
作成の啓発チラシを11月19日（火）
実施の街頭啓発時活動時，及び市
内高校３年生（約1,200人）に配布
予定。

（伊丹市）
●内閣府作成のポスターを、伊丹
市立女性・児童センター（11月9日
～25日）、ことば蔵（11月9日～25
日）で開催するDV防止啓発パネル
展にて掲示予定。
●当市作成のJKビジネス・AV出演
強要問題、DV、デートDVリーフレッ
トをパネル展の際に配布予定。

（西脇市）
●ポスターの掲示、関連チラシの配
架（西脇市茜が丘複合施設Miraie
情報交流コーナー）
●イベント時にDV相談案内カード
や啓発ティッシュを配布

（川西市）
●街頭啓発ビラ作成配布（11月）
●ポスターの掲示（テーマ：ＤＶ関
連）

（小野市）
●小野工業高等学校１年生活創造
科の生徒によるパープルリボンスト
ラップ製作
●パープルリボンストラップを市内
量販店で配布（３００個）

（三田市）
●啓発リーフレット「DVのことを知っ
てください」の配布。街頭啓発活動
等で配布。

（加東市）
●多くの方に子どもへの虐待と女
性に対する暴力の問題に関心を
持ってもらうことを目的に、オレンジ
リボン＆パープルリボン街頭キャン
ペーンを実施。
啓発チラシ及び啓発グッズ（ウエッ
トティッシュ・マスク）を配布（11月1
日）。

（福崎町）
●公共機関窓口にDV相談ナビカー
ド等の配置

【県】
●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」
（令和元年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､県内市町、県内男女共同参
画センター、関係機関等
発行部数：6,500部
※県立男女共同参画センターのＨＰにも紙
面掲載
●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

【県内市町】
（西宮市）
●市政ニュース広報：　11月10日号に掲載
●ウェーブＨＰ掲載：　11月ＨＰに掲載
●日刊誌に掲載依頼：朝日・毎日・読売・神
戸・産経
●ミニコミ誌掲載依頼

（伊丹市）
●伊丹警察署との合同街頭啓発キャン
ペーン実施（日程未定）の様子を伊丹市
ホームページに掲載予定。
●ガールスカウト伊丹連絡協議会と合同で
啓発活動予定。

（丹波市）
●市ホームページ及びFacebookで、運動
内容の掲載
●コミュニティFMで、２週にわたって啓発放
送

（加東市）
●広報かとう11月号に「女性に対する暴力
をなくす運動期間」の記事を掲載。

【県内市町】
（伊丹市）
●11月12日～25日の日
没後、JR伊丹駅前のカリ
ヨンをパープルライトアッ
プ予定。

（宍粟市）
●パープルライトアップ
（宍粟防災センター・11月
12日～11月25日の17時
～20時・平日のみ・点灯
式なし）

【県内市町】
（尼崎市）
●2019あまがさき女性フォーラム・
ワークショップ「フラワーデモ　性犯
罪の無罪判決について考える」

（西宮市）
●DVと児童虐待が密接な関係にあ
る事を知ってもらうため、児童虐待
や家族の問題について取材し、ネッ
ト上で発言しながら著作を発表して
いる講師を迎えて複層的な問題を抱
える家族の中の暴力について語って
いただく。

（芦屋市）
●11月19日（火）JR芦屋駅周辺に
て，啓発グッズ配布等による「女性
に対する暴力」，「児童虐待防止」及
び「いじめ防止」の街頭啓発活動実
施予定

（川西市）
●ワークショップ「いっしょに壁新聞
をつくりませんか？」（テーマ：さまざ
まな暴力）
日時：11月12日（火）、19日（火）
13:30-15:00

（三田市）
●「パープルリボンカフェ」参加者と
テーブルを囲み、お喋りをしながら
啓発用のパープルリボンとハンカチ
ポーチを作成

（加西市）
●セミナー「DVとこどもへの影響～
結愛ちゃん事件から見えること」
講師：茂木美知子氏（ウィミンズネッ
ト・こうべ）

（丹波市）
●「パープルリボンワークショップ
（仮）」
日時：12月4日（水）10:30～12:00
場所：市民プラザ　会議室
講師：大西圭子氏（3Paletto）
パープルリボンを使用したクリスマス
ポットを作成するワークショップを開
催。
●パープルリボンツリーの設置
日時：11月12日（火）～12月26日
（木）
場所：市民プラザ
運動に賛同していただける来所者
に、パープルリボンでツリーを飾り付
けしてもらう。
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島根県

●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。

●県庁前電光掲示板による広報啓発
●県HPによる広報

●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20日頃～25
日（調整中）
　　　　　　18時～22時
●日本庭園由志園
・日時：11月25日（予定）

●県民公開講座を実施
≪松江会場≫
・日時：11月21日　14:00～16:00
・会場：島根県民会館大会議室
≪大田会場≫
・日時：11月22日　13:30～15:30
・会場：島根県民会館大会議室
・テーマ：「児童虐待の背景にあるＤ
Ｖ　～ＤＶ被害者支援の視点から～」
・講師：吉祥眞佐緒氏（一般社団法
人エープラス代表理事）
●児童虐待・ＤＶ防止のためのパネ
ル展示
・日時：11月8日～12月4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2019」でＤＶ防
止のパネル展示
・日時：11月17日
・会場：島根県民会館（松江市）

●県民公開講座を実施【再
掲】
≪松江会場≫
・日時：11月21日　14:00～
16:00
・会場：島根県民会館大会
議室
≪大田会場≫
・日時：11月22日　13:30～
15:30
・会場：島根県民会館大会
議室
・テーマ：「児童虐待の背景
にあるＤＶ　～ＤＶ被害者支
援の視点から～」
・講師：吉祥眞佐緒氏（一般
社団法人エープラス代表理
事）
●児童虐待・ＤＶ防止のた
めのパネル展示【再掲】
・日時：11月8日～12月4日
・会場：島根県立図書館

●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ＤＶ防止を呼び掛ける行
灯を展示
・日時：10月18日～20日

広島県

●内閣府作成のリーフレットの
配布，ポスターの掲示
●資料展示
（県民ギャラリー，11/1～
11/12）
「女性に対する暴力をなくす運
動」の関連資料の提供，パネル
展示

●ラジオ番組による広報
●警察広報紙を活用した啓発

●防犯教室等各種会合における講
演

●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

山口県

●内閣府作成のポスター及び
リーフレットの配布

●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
●ＨＰ掲載

●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）
●新山口駅南北自由通
路パープルライトアップ
（11月12日～11月25日
17時～22時）及びマルチ
ディスプレイによる啓発
（11月）

●【下関市】DV防止講座開催（11月
19日）
DVについて～理解と支援のために
～
講師　助産師、デートDVファシリテー
ター　藤田　房子氏

●【萩市】臨時休日
電話相談（11月16
日）10：00～15：00
℡0838-25-3366

●【下松市】市庁舎に女性
に対する暴力をなくす運動
関連資料及び児童虐待防
止関連資料を併せて展示
し、オレンジパープルリボン
ツリーを設置する。

●【山口市】新山口駅南北
自由通路オレンジライトアッ
プ（11月1日18時～20時実
施予定）併せてマルチディ
スプレイによる両事業の啓
発（11月）

●【下松市】職員へのパープルリ
ボンの配布、着用

●【下松市】市民へＤＶ防止啓発
ティッシュ及びチラシの配布

●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

岡山県

●内閣府作成のポスター、リー
フレットの配布（市町村、関係団
体、ＤＶ被害者サポーター等）

●「岡山県男女共同参画推進
月間2019」チラシ作成及び配布
（岡山県男女共同参画推進セ
ンター）

●県ＨＰへの掲載

●ラジオ番組を通じた広報啓発

●岡山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

●データ放送での広報

●ファジアーノ岡山公式戦における「パープルリ
ボン＆オレンジリボンキャンペーン」
啓発グッズ配布、啓発パネル、リーフレット展示
日時：10月27日（日）
場所：シティライトスタジアム前広場

●おかやま子育てマルシェにおける啓発グッズ
の配布
日時：11月3日（日）
場所：イオンモール岡山

●【玉野市】マスコットキャラクターによるパープ
ルリボンPR
日時：11月１２日（火）
場所：玉野市役所本庁舎

●【笠岡市】「いちょう祭りかさおか2019」内でマ
スコットキャラクターによるパープルリボンPR
日時：11月17日（日）
場所：笠岡市役所前

●【新見市】マスコットキャラクターによるパープ
ルリボンPRと啓発グッズの配布
日時：11月6日（水）
場所：サンパーク新見店
日時：11月14日（木）
場所：にいみプラザ

●【赤磐市】「公民館まつり」で啓発グッズ配布
日時：11月9日（土）
場所：赤磐市立中央公民館、赤磐市立中央図
書館

●【真庭市】DV被害者サポーターによる啓発
グッズ配布等
日時：11月19日（土）
場所：真庭市内ショッピングセンター

●【早島町】懸垂幕設置
日時：11月1日（金）～30日（土）
場所：早島町庁舎前

●パープルリボン＆オレン
ジリボンツリーの設置
日時：11月3日（日）～4日
（月）
場所：イオンモール岡山
日時：11月5日（火）～15日
（金）
場所：岡山県庁
日時：11月16日(土)～30日
(土)
場所：きらめきプラザ

【津山市】
日時：11月1日（金）～15日
（金）
場所：こどもセンター、津山
市役所ロビー
日時：11月1日（金）～25日
（月）
場所：津山市立図書館
日時：11月11日(月)～25日
(月)
場所：津山男女共同参画セ
ンター「さん・さん」

【赤磐市】
日時：11月中
場所：赤磐市役所玄関

●パープルリボンツリー設
置
【玉野市】
日時：11月12日(火)～25日
(月)
場所：玉野市役所本庁舎1
階
【新見市】
日時：11月中
場所：新見市男女共同参画
プラザ
【瀬戸内市】
日時：11月12日(火)～25日
(月)
場所：ゆめトピア長船
【真庭市】
日時：11月中
場所：真庭市役所本庁舎

●パープルライトアップの実
施
ＯＨＫ岡山放送電波塔
11月12日（月）～25日（日）
【真庭市】旧遷喬尋常小学
校
11月9日（土）～25日（月）
(13（水）～15日（金）を除く)

●【津山市】STOP！ＤＶ講座
「STOP！DV・児童虐待」
講師：岩谷美佐（NPO法人SEAN理
事）
日時：11月10日（日）14:00～15:30
場所：津山市男女共同参画センター
「さん・さん」（津山市新魚17)

●【笠岡市】パープルリボンセミナー
「あなたに知ってほしいこと～DV・
デートDVについて」
講師：難波光、片山文（(公社)被害
者サポートセンターおかやま）
日時：11月2日（土）13:30～15:00
場所：笠岡市役所(笠岡市中央町１−
１)

●【笠岡市】パープルリボンセミナー
「STOP！DV被害者も加害者もつく
らないために～私たちにできること
～」
講師：石崎和美（NPO法人女性と子
ども支援センターウィメンズネットこう
べ）
日時：11月23日（土・祝）13:30～
15:00
場所：笠岡市民会館（笠岡市六番町
1-10）
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香川県

●内閣府作成のポスター・リー
フレットの掲示、配布
●「ふくしまつり2019」（11/10開
催）にて内閣府作成のリーフ
レット・DV相談ナビカード、市作
成の啓発グッズ（マグネット・ポ
ケットティッシュ）等を配布〈観音
寺市〉
●虐待防止等ネットワーク会議
によるデートDV等の啓発グッズ
（ティッシュペーパー等）を配布
〈小豆島町〉
10月20日（日）、10月27日（日）

●広報誌へ掲載〈坂出市・観音寺市・さぬ
き市・東かがわ市・三豊市・土庄町・綾川
町〉
●ツイッターへ掲載〈坂出市〉
●防災ラジオ放送〈三木町〉
●庁舎に啓発横断幕を設置〈観音寺市〉

●高松丸亀町壱番街前
ドームのライトアップ
・日時：11月12日（火）～
25日（月）17:00～23:00
・点灯式：11月12日（火）
17:30～
●旧善通寺偕行社のラ
イトアップ
・日時：11月12日（火）～
25日（月）17:00～23:00
●四国学院大学礼拝堂
のライトアップ
・日時：11月12日（火）～
25日（月）17:00頃～23:00

●DV予防啓発講演会
・日時：11月22日（金）14:40～16:10
・会場：高松大学・高松短期大学　本
館１階多目的ホール
・演題：「デートDV～これって当たり
前？～」
・講師：橘ジュン氏（ＮＰＯ法人ＢＯＮ
Ｄプロジェクト代表）

●商店街街頭キャンペーン
・日時：11月22日（金）12:00～
13:00
・場所：高松市丸亀町商店街
丸亀町グリーンけやき広場
・内容：近隣保育園児による合
唱やきーもんなどの着ぐるみを
含む参加者全員による啓発
グッズ（ポケットティッシュ・啓
発ロゴ入り絆創膏等）の配布
●大学祭にて学生等にオレン
ジ＆パープルリボンや相談連
絡先の書かれたチラシ入りポ
ケットティッシュを配布〈高松
市〉
11月3日（日・祝）
●コミュニティバスつり革にオ
レンジリボン・パープルリボン
の啓発装飾〈丸亀市〉
11月1日（金）～29日（金）
●街頭キャンペーン
市内２店舗にて主任児童委員
と啓発グッズの配布〈丸亀市〉
11月23日（土・祝）
●広報誌へ掲載〈高松市・宇
多津町〉

●かがわプラザにてパネル展
11月15日（金）～29日（金）
●庁舎ピロティにてパネル展（予
定）〈三木町〉

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
●ＤＶ相談ナビカードの窓口設
置・関係機関への配布
●大学での啓発活動
・DV防止啓発カードをポケット
ティッシュにはさんで配布
●パープルの小物配布
「パープル色のボールペン」を
作成し、無料配布する。ただ、
配布するだけではなく、DVの情
報チラシを一緒に渡し周知を図
るとともに意識啓発に努める。
●ＤＶ防止啓発用展示物の作
成・掲示

●県政広報紙(ホームページを含む）
●市・町広報誌（ホームページを含む）
●県政広報ラジオ
●ＦＭラジオによる広報
●庁内放送で、相談窓口等を案内

●新居浜市役所屋外ＬＥ
Ｄ電光掲示板にて発信
予定
11月12日～25日

●期間中に、教職員等対象のＤＶ未
然防止出前講座を１回実施。（年間
を通じて開催）
●映画上映会
DVにちなんだ内容の映画上映をとミ
ニトーク会行う。
タイトル：「はじまりの街」
ミニトークゲスト：(一社)愛媛県摂食
障害支援機構
代表　鈴木　こころ
●ＤＶ防止啓発講演会
「私を取り戻す～ＤＶを理解し、あな
たと私の安心安全を考える～」
日時：10月26日（土）
場所：新居浜市立女性総合センター
（ウイメンズプラザ）
講師：増井香名子（新見公立大学福
祉学科講師）

●街頭PR活動（11/2）
子育て支援課や児童相談
所職員が、松山市駅前で、
児童虐待防止啓発グッズ
（ティッシュ）や、女性に対
する暴力をなくす啓発グッ
ズ（タックメモ）を配布

●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
●担当者・窓口職員のパープル
リボンピンバッチ着用
●図書コーナー、ライブラリー通
信での啓発
DV関連の書籍の特設コーナー
を設置。また、ライブラリー通信
の紙面で、週間の記事を載せ意
識啓発に努める。

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7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
（RKCの5分対談、原稿読上げ放送）

●女性に対する暴力をな
くす運動期間の啓発とし
て、高知城のお堀柵にの
ぼり旗を設置。（11/12～
25予定。）

●DV防止啓発講演会
　「暴力による｢心の支配｣　～ＤＶが
もたらす子どもへの影響～」

日時：11月16日（土）13：30～15：30
講師：千田　有紀（武蔵野大学社会
部教授）

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

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
●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、教育
機関、サウナ施設、フラワー
ショップ等

●ＪＲトレインチャンネル試験放送
●yahoo!トップバナー広告（ターゲティング
広告）
●九州レインボープライド2019
　ブース出展、タブロイド紙広告

●福岡県旧公会堂貴賓
館のパープルライトアッ
プイベント
11月12日～11月25日（日
没～日の出）
※イベント（点灯式）　11
月12日18時～

●福岡県総合福祉セン
ター（クローバープラザ）
のライトアップ
11月12日～11月25日（17
時～21時）

●街頭啓発キャンペーンの実施
　日時：11月12日・１3日
　場所：県内4か所（西鉄福岡（天神）
駅周辺等）
　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

●ＤＶ被害者自立支援講演会
「暴力に晒されて育つ子どもたち～ＤＶ・
性暴力が子どもに与える影響～」
【講師】福田 由紀子 氏（ユキ メンタルサ
ポート代表）
【開催日】令和元年11月18日（月）
【場所】ときわプラザ

●2019フェスティバルあい
「女性への暴力・世界の動きから」～第4
回世界シェルター会議台湾に参加して～
【講師】河野 和代 氏（フェミニストカウン
セラー）
【開催日】令和元年11月30日（土）
【場所】シビックセンター

●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

●デートＤＶ防止セミナー等
大学生メンターによるデートDV防止講座
第1回
【場所】阿南工業高等専門学校文化祭
【開催日】令和元年11月9日（土）
第2回
【場所】阿南市人権フェスティバル
【開催日】令和元年12月8日（土）

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）

●マスコットキャラクターのパー
プルリボン着用
藍住町公式マスコットキャラク
ターがパープルリボンを装着し
て各種イベントに出演
【期間】11月～12月

パープル・ライトアップ
●イオンモール徳島
【実施日】令和元年11月
12日（火）～11月25日
（月）
【点灯時間】日没後～
23:59
【点灯式】なし

●阿南市役所
【実施日】令和元年11月
12日（火）～11月15日
（金）
【点灯時間】17:00～20:00
【点灯式】なし

●街頭キャンペーン
【実施日】令和元年11月27日（水）
【場所】イオンモール徳島
【内容】ＤＶに関する啓発グッズの配布

●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」等の啓発記事を掲
載予定。
小松島市
阿波市
美馬市
三好市
上勝町
つるぎ町
東みよし町

●ラジオスポット放送による広報

●内閣府作成のポスター、リー
フレットの配布

徳島県
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間」と連携した取組

長崎県

●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・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

●11/12　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

●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

●今年度はないが、今後
の連携について検討中

●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
●県民を対象にパープルリボン
ツリーによる啓発(県作成啓発
グッズの配布)
県内39ヶ所（予定）

熊本県

●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
リーフレットの配布
●デートＤＶ防止パンフレット
の作成及び高校生等への配
布

●県政広報ラジオ番組及びテレビ番組
並びに新聞を利用した広報
●県や市町村のホームページ、広報誌
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１０日（日）

●女性に対する暴力をなくす運
動講演会
日時：１１月２９日（金）１３：３０～
１６：００
場所：くまもと県民交流館パレア
演題：「ＤＶ加害者の更生に向け
て～被害者支援に関わる人に
とっての加害者の理解とともに
～」
講師：中村正氏
（立命館大学大学院人間科学研
究科/産業社会学部教授）
●山鹿市虐待暴力防止ネット
ワーク代表者会議
期日：１１月１１日（月）
講演：波口恵美子氏

●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
●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）１
１月１０日（日）
●児童虐待防止推進月
間と連携したダブルリボ
ンツリーの設置

大分県

●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
協力いただける団体（企業）を
募集。
（６６団体にて取組予定）

●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
●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）

講演会等
●日時11月14日（木）13:30～15:00
場所：佐伯市役所
講師：大分県人権問題研修講師　　松本
久美子　氏
演題：「認め合う心～ガラスの壁を越えて
～」
●日時：11月8日（金）13：30～15：00
場所:臼杵市中央公民館
講師：性暴力サバイバー　工藤千恵　氏
演題：「過去とともに生きるということ～性
暴力サバイバーの闘いと回復～」
●日時：11月5日（火）15：00～
場所：竹田市総合社会福祉センター
講師：奥　結香　氏
演題：ひとりぼっちをつくらない地域を～
LGBT当事者のひとりとして～
●日時：11月7日（木）9:30～11:30
 場所：杵築市隣保館
 講師：大分県人権問題研修講師　　松
木　和美　氏
 演題：「女性の人権をめぐる現状と課題」
●日時12月7日（土）18:00～
場所：九重文化センター
「いのち・愛・人権フェスティバル」

宮崎県

●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（11/11～11/17）
　県立図書館（11/26～12/8）

●県庁本館パープルライ
トアップ（11/18～11/25、
日没後～22:00）
●パープルリボンキャン
ペーン
　日時：11月25日17:30～
　場所：県庁本館前庭
　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（11/12～11/25　※平
日のみ）
通常9:00～17:30
期間中9:00～20:00

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
　日時：１１月１２日(火)
　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
　（１１／１～１１／２１）
　かごしま県民交流センター展示ロビー等
　（１１／１２～１１／２４）
●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
(11/12,11/25)
●甲突川橋梁(西田橋)
のパープルライトアップ
(11/12～25）

●暴力被害者支援セミナー
　開催日：11月22日(金)
　場所：かごしま県民交流センター
　内容： 講話「DVって，何が起きて
いるの？DVとこども虐待の現状」
　　　　：ワークショップ
　講師：執行　照子　氏
(NPO法人フェミニストカウンセリング神戸理
事)

●法律相談
「女性のための法
律110番｣
　開催日：11月20日
(水）
　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

●内閣府作成のポスター及び
リーフレットを、県内市町村等へ
配布

●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

●男女共同参画センターにおいて一
般県民を対象とした「性犯罪に関す
る刑法」についての講座等を開催

佐賀県

●内閣府作成ポスター・リーフ
レットの配付、掲示
●県広報誌「県民だより」11月
号掲載による周知

●DV防止啓発展示
期間：
①11月5日(火)～8日(金)
　 　8：30～18：00
②11月12日(火)～29日(金)
　  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

●佐賀県庁旧館入口の
ライトアップ
日時：11月12日（火）～
　　　 11月25日（月）
　*日没から22時10分ま
で

●県立男女共同参画セ
ンター・県立生涯学習セ
ンター（アバンセ）北側出
入口のライトアップ
日時：11月12日（火）～
　　　　11月25日（月）
　　　　日没～22時まで

●女性のための護身術講座
日時：11月9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

●令和元年度
女性に対する暴力防止講演会
『DV加害者の校正に向けて
　　　　～臨床現場からの提言～』
日時：令和元年11月15日（金）
　　　　13:30～16:30
会場：佐賀県立男女共同参画センター
　　　　（アバンセ）4階　第１研修室
対象：どなたでも
定員：100名
内容：
◆講演13:40～15:00
　・演題：「被害者支援にとっての加害者
問題の理解-脱暴力への私の提案と実
践」
　・講師：中村正氏（立命館大学人間科
学研究科/産業社会学部教授）
◆パネルディスカッション15:15～16:15
　・テーマ：「加害者更生プログラムの具
体的取組に向けて」
　・パネリスト：中村正氏（上記のとおり）、
佐藤紀代子氏（NPO法人DV防止ながさ
き理事）
　・コーディネーター：原健一（佐賀県DV
総合対策センター所長）
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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
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の有無）
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「児童虐待防止推進月

間」と連携した取組

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
（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）

●パネル展の開催
中央区民センター、白石区民センター、厚
別区内商業施設、清田区役所、南区民セ
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Ｄ
Ｖ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

●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

仙台市

●ＤＶ防止啓発ポスター及びミ
ニチラシ入りポケットティッシュ
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
●仙台市地下鉄車内及び仙台
市営バス車内に、ＤＶ防止啓発
ポスターを掲出（地下鉄南北
線：11/6～11/12、地下鉄東西
線：11/1～11/30、バス：11/7～
16）
●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］）

●地域総合情報誌（フリーペーパー）に、Ｄ
Ｖ防止啓発・相談窓口周知のための広告を
掲載
●市広報誌、市及び（公財）せんだい男女
共同参画財団ホームページにより、ＤＶ防
止啓発・相談窓口について広報
●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

●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）「なぜ暴力を選ぶのか～加害者
更生プログラムの今～」（11/16、講
師：森田　展彰氏［筑波大学准教授・
精神科医］）

●通年で開設して
いる仙台市「女性
への暴力相談電
話」を、3日間限定
（11/14～16）で、通
話料無料とし、さら
に通常は平日9時
～17時までの開設
時間を、平日は21
時まで延長、通常
は開設しない土曜
日も開設する。

●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

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
●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
の配布

●市のホームページを活用した広報 ●ＤＶ防止セミナーの開催
・日時　令和元年11月17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：『酔うと化け物になる父』が
いる家で育って

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
●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　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）

●開港記念会館
　11月１日～30日
　日没～22時（オレンジと
パープル交互に点灯）
●象の鼻パーク　スク
リーンパネル
　11月12、25日（パープ
ル）
　11月13日（オレンジ）
　両日とも日没～日の出
●よこはまコスモワール
ド　大観覧車コスモクロッ
ク21
　11月12、25日
　16時頃～24時（パープ
ル）
●アートフォーラムあざ
み野
　11月８日～26日
　日没～21時（パープル）

●男女共同参画センター横浜　性的
な傷つきを体験した女性のためのセ
ルフケアグループ「そよら」10月12日
～11月16日（全5回※9月上旬より実
施）
●男女共同参画センター横浜　夫・
恋人からの暴力（DV）を体験した女
性のためのサポートグループ「さら
さ」10月1日～11月26日（全5回）
●男女共同参画センター横浜　「夫
婦関係・離婚をめぐる法律講座」11
月19日
●男女共同参画センター横浜　「女
性の依存症セミナー～自分らしく生
きる～」10月23日

●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
11月１日～順次

●男女共同参画センター横浜、
横浜南、横浜北の館内事業での
DV防止啓発ボールペン・パープ
ルリボン配布
●男女共同参画センター横浜
本の展示「フォーラムの相談室
が選んだDVの資料」、ボールペ
ン配布　10月30日～11月末

川崎市

●内閣府作成ポスター及びリー
フレット等の市内公共施設での
掲示・配布

●市内商業施設内の川崎市広報コーナー
（川崎アゼリア）でDV防止啓発パネル展示
　 11月22日(金)から12月6日(金)
●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、Ｄ
Ｖ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

●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
（11/12～12/6）

●講座の開催
日時：11月9日（土）10:00～12:00
場所：幕張公民館
講師：大迫　美津枝
演題：「こんなに多いデートDV～あな
たの子どもを守るために今何ができ
るか～」

●ツリー型キルトを掲示し、「児童虐待防
止」及び「女性に対する暴力の根絶」の趣
旨に賛同した市民にオレンジ・パープルリ
ボンをつけてもらう運動を実施する。
①日時：10月20日（日）10:00～16:00
  （中央区ふるさとまつり）
　場所：千葉市中央公園
②日時：11月12日～25日
　（女性に対する暴力をなくす運動期間中）
　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
くす運動」街頭キャンペーン
日時：11月12日（月）16:00～17:00
場所：そごう千葉店

千葉市

●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

●パープルリボンに関連した啓
発物品の配布・掲出
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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）

都道府
県・

政令指定
都市名

シンポジウム、講演会等の啓発
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広報活動
「児童虐待防止推進月

間」と連携した取組

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）
●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ＤＶ相談の件数について）

●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

●市立図書館の期限票の裏面
を活用し、「女性に対する暴力を
なくす運動」及びＤＶ相談窓口を
周知

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

●市の広報誌や庁舎内の市政情報モニ
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

●江南区文化会館内
パープルライトアップ（１１
月１２日（月)～２５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１２日（火）～２５
日(月))

●市役所ロビーに、パープ
ルリボンとオレンジリボンを
あしらったツリーを設置（11
月1日（金）～12月26日
（木））

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

●ＤＶ防止啓発企画展（静岡市役所新館１
階）
●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　日にち：11月
23日（土） 場所：IAIスタジアム日本平（大分
トリニータ戦）
●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

●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7
日（木）～25日（月）（日没
～22時）
●あおい塔パープルライ
トアップ　日時：11月12日
（火）～25日（月）（日没～
22時）
●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16日（土）
（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
静岡県立駿河総合高等学校
日時：11月８日
場所：静岡市女性会館（主催：静岡
市女性会館）

●あおい塔において実施す
るライトアップ（11月12日
（火）～11月25日（月））を児
童虐待防止のオレンジ色と
女性に対する暴力をなくす
運動の紫色のグラデーショ
ンで実施する。

●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

浜松市

●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
トを市役所本庁舎、各区役所、
男女共同参画・文化芸術活動
推進センター等へ掲示・配布
●内閣府「女性に対する暴力を
なくす運動」ポスター（縮小版）
入りポケットティッシュを作成
し、市役所本庁舎内等で配付

●バス、電車内の電光掲示板（ストリー
マー）を利用した「女性に対する暴力をなく
す運動」のキャンペーン
●市ホームページにおいて「女性に対する
暴力をなくす運動」を周知

●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ＤＶ防止に関する
パネル展示とＤＶ相談ダイヤル
カード、デートＤＶ防止啓発カー
ド、ＤＶ防止啓発リーフレット等の
配布

名古屋市

●「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
●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

●東山スカイタワー
(11/12～11/25)パープル
ライトアップ

●オレンジリボンとのコラボ
リボンツリーの設置（市役
所内４か所）
●市職員のコラボバッジの
着用

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
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12日）
●二条城イルミネートの
実施（二条城西南隅櫓を
紫色にイルミネート・11月
12日）

●関係団体との共催でDV被害者支
援のためのシンポジウムの開催（12
月20日）

●児童虐待所管課が作
成，配布する啓発物におい
てＤＶ相談に関する窓口を
周知

大阪市

●内閣府ポスター掲示、内閣府
リーフレット配架（区役所等）

●大阪市市民局ホームページに掲載

●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

●「パープルリボンキャン
ペーン（女性に対する暴
力をなくす運動）」
11月12日（月）15：30～
16：30　京橋駅前

●女性に対する暴力をな
くす運動　啓発イベント
11月13日（水）11：30～
12：30　京橋駅前

●市役所庁内放送による啓発

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（内閣府作成）を市役所関
係課、各区役所等にて掲示・配
布

●街頭啓発活動（ＤＶ相談窓口
カード、啓発チラシ等の配布
11/1（金）実施）

●「女性に対する暴力をなくす運動パネル
展」の展示 （11/1～11/29 市役所高層館1
階ロビー等）
　（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（11/1～11/30)
●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

●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～
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
●街頭啓発活動（ＤＶ相談窓
口カード、啓発チラシ等の配布
11/1（金）実施）

●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。
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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）

都道府
県・

政令指定
都市名

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
その他

広報活動
「児童虐待防止推進月

間」と連携した取組

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相談カードを配
布

●＜ＤＶと虐待＞千葉県野田市心愛
さん事件で「母親より責任がある者」
は誰か
日時：11月14日（木）14:00～15:30
場所：さんかく岡山
講師：伊田　広行さん
　　　（ジェンダー研究者）

●ＤＶ防止啓発パネル展＆被害
者支援バザー
・パネル展
　日時：11月15日(金）～11月18
日（月）13:00まで
　場所：岡山市役所１階市民
ホール
・バザー
　日時：11月18日（月）11:00～
13:00
　場所：岡山市役所1階市民ホー
ル
（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

●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・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）
●市広報紙「ひろしま市民と市政」におい
て、ＤＶ防止啓発の特集記事を掲載

●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～
25日・日没後～22時）

●市広報紙「ひろしま市民
と市政」において、児童虐
待防止啓発及びＤＶ防止啓
発の特集記事を掲載

福岡市

●内閣府作成のポスター・リー
フレットの掲示・配布

●市庁舎デジタルサイネージにて運動期
間の広報

●女性の人生サポート講座
令和元年11月16日（土）13：30～15：30
福岡市男女共同参画推進センター・アミ
カス
テーマ：ＤＶ・ストーカー・性暴力
講師：相原わかば氏（女性協同法律事務
所弁護士）

●講演会
令和元年11月12日（火）14：00～16：00
早良市民センターホール
テーマ：「加害者を知ることでＤＶへの理
解を深める～被害者と子どもを守るため
に～」
講師：山口のり子氏（ＮＰＯアウェア代表）

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
●女性への暴力ゼロ！ホットラ
イン
●女性への暴力ゼロ運動特別
講座
●街頭啓発キャンペーン
●JR小倉駅周辺　啓発物品配
布

●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

●女性への暴力ゼロ運動特別講座
12月7日（土）13:00～16:00
講師：高祖常子氏
テーマ：～DVを知る事～
それは、あなたと子どもを守る事

●女性への暴力ゼ
ロ！ホットライン
11月13日（水）
10:00～17:00
　弁護士による電
話相談

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

●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

●くまもと森都心プラザ
アトリウム　パープルライ
トアップ（11月12～25日）
点灯式：11月12日

●期間中、市役所１階ロ
ビーにおいて、パープルリ
ボンツリーの掲出と同時期
に児童虐待防止に関する
パネル展示を実施

●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

●県内大学生によるワーク
ショップ＆グッズ配布
神戸新聞社が主催する子
育てクラブのイベント「す
きっぷ親子ふれあい広場」
にブース出展。同イベント
内で児童虐待防止のため
のオレンジリボンキャン
ペーンウォーク2019を開
催。
【日時】令和元年11月3日
(日曜・祝日)　11：00～16：
00
【場所】神戸ハーバーランド
カルメニ1階ロビー

●郵便局員によるパープ
ルリボン・オレンジリボン着
用
市内の郵便局職員に、業
務中パープルリボン・オレ
ンジリボンを着用してもら
う。リーフレットも設置。

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
期間：11月14日(木)～11月20日
(水)
●啓発コピーと相談先を印字し
た「トイレットペーパー」を市内
商業施設の女性用トイレに設
置。
場所：大丸神戸店、イオンスタ
イル神戸南、イオンスタイル
umie、イオン神戸北店、ダイ
エー神戸三宮店
設置数：計3,000個
●パープルリボンキャンペーン
の際に相談窓口を案内している
リーフレットや啓発グッズを配
布。
●市営地下鉄電飾看板による
女性のためのDV相談室の案
内。

●市広報紙による、キャンペーン内容や相
談機関の掲載。
●市ホームページでの掲載。

●神戸ハーバーランドumie
ＭＯＳＡＩＣ大観覧車のライト
アップ
日時：11月10日(日)（日没～
23時30分）
●明石海峡大橋のライト
アップ
日時：11月10日(日)（日没～
0時）
●フラワーロード、ＢＥ
KOBEモニュメント、ハー
バーランドガス燈通りのライ
トアップ
日時：11月12日(火)（日没～
0時）

●市内商業施設での啓発
グッズ配布及びワークショッ
プの実施（各店舗1時間程
度の実施予定）
日時：
11月2日(土)  11：00～　イオ
ンスタイル神戸南
　　　　　　　　14：00～　イオ
ンスタイルumie
11月4日(月)  14：00～　イオ
ンジェームス山店
11月5日(火)  11：00～　イオ
ン垂水店
11月10日(日) 14：00～  イオ
ン神戸北店
11月13日(水) 14：00～  ダイ
エー神戸三宮店

●ＤＶ防止セミナー
「ＤＶ被害の心の傷とケア」
日時：11月29日（金）13時30分～15
時30分
講師：岩井　圭司氏（兵庫教育大学
大学院教授　医師　臨床心理士）
場所：あすてっぷKOBE
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