
令和４年度

女性に対する暴力をなくす運動

【全国のパープル・ライトアップ】

11月12日(土)～25日(金)

SNSによる広報では、
＃を付けて投稿しますので、
確認してみてください。
＃女性に対する暴力をなくす運動

＃パープルライトアップ

◆下のボタンをクリックすると、各都道府県のページに移動することができます。
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※本資料に掲載するものは、
11月9日時点の予定です。



今年度初めてパープル・ライトアップを実施する施設に着色
施設所在
都道府県

ライトアップ施設名称
初めて
の実施

ライトアップ日時 関連ページＵＲＬ NO

幣舞橋 いいえ
11月12日～25日（11月14日は
除く）日没時刻～23時59分

1

さっぽろテレビ塔 いいえ 11月12日 17:00～21:00
https://www.city.sapporo.jp/shimin
/danjo/boryoku/nakusu/h25.html 2

北海道大学古河記念講堂 いいえ 11月18日 16:45～20:00
https://www.dei.hokudai.ac.jp/arch
ives/21439/

3

苫小牧信用金庫本店 いいえ
11月12日~11月25日　※11月
14日を除く

https://www.city.tomakomai.hokkai
do.jp/shisei/danjobyodo/dv/reiwa0
4_purple.html

4

苫小牧市緑ケ丘公園展望台 いいえ
11月12日~11月25日　※11月
14日を除く

https://www.city.tomakomai.hokkai
do.jp/shisei/danjobyodo/dv/reiwa0
4_purple.html

5

浄土真宗本願寺派正光寺 いいえ 11月12日~11月25日
https://www.city.tomakomai.hokkai
do.jp/shisei/danjobyodo/dv/reiwa0
4_purple.html

6

苫小牧西港フェリーターミ
ナル

はい 11月12日~11月25日
https://www.city.tomakomai.hokkai
do.jp/shisei/danjobyodo/dv/reiwa0
4_purple.html

7

むつマエダアリーナ いいえ
11月12日～25日　18:00～
21:00

8

安渡館 いいえ
11月12日～25日　18:00～
21:00

9

MISAWAモニュメント はい
11月4日時刻未定～11月25日
時刻未定

10

青森県観光物産館「アスパ
ム」

いいえ
11月12日～25日　17:00～
21:00

11

八戸市総合保健センター いいえ
11月16日～25日　日没～
23:59

12

東北電力ネットワーク株式
会社岩手支社

いいえ
11月15日～25日 17:00～
22:00

後日掲載
13

釜石市民ホールTETTO いいえ
11月12日～25日　日没～
22:00

14

いわて県民情報交流セン
ター　アイーナ

いいえ 11月12日～21日

https://www.aiina.jp/site/danjo/53
99.html
https://www.pref.iwate.jp/kurashik
ankyou/seishounendanjo/danjo/bo
uryoku/1024174.html

15

岩手大学正門・事務局 はい
11月11日～15日16：40～
23：59

https://diversity.iwate-
u.ac.jp/2022/10/26/purplelightup/

16

あいぜんの里デイサービス いいえ 11月16日18:00～ 17

令和4年度「女性に対する暴力をなくす運動」パープル・ライトアップ実施施設（予定）【R4.11.9時点】
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令和4年度「女性に対する暴力をなくす運動」パープル・ライトアップ実施施設（予定）【R4.11.9時点】

一般社団法人　大崎市医師
会

いいえ 毎日 17：00～21：00 18

ミヤテレタワー いいえ 11月12日　日没～24:00 19
三井アウトレットパーク 仙
台港　観覧車ポートフラ
ワー

いいえ
11月12日～25日　16:30～
20:00

20

大崎市男女共同参画相談室
withおおさき

いいえ
11月12日16:00～11月30日
17:00

https://www.city.osaki.miyagi.jp/sh
isei/soshikikarasagasu/shiminkyod
ousuishimbu/danjyokyoudousanka
ku/3349.html

21

亘理町役場 はい 11月11日～11月20日
https://www.town.watari.miyagi.jp/
town/detail.php?content=1356

22

白石城 いいえ
11月21日～25日18：00～
23：59

https://www.city.shiroishi.miyagi.jp
/soshiki/6/25732.html

23

古川食の蔵　醸室 いいえ 11月11日～30日17:00～23:00 24
本荘公園大手門 いいえ 11月16日～30日17:00～22:00 作成中 25
鹿角市文化の杜交流館「コ
モッセ」

いいえ 11月22日～25日16:30～22:00 作成中 26

特定非営利活動法人KOU
はい 11月18日14:00～オンライン

https://r.goope.jp/hansinblok/info/
4715190

27

あきサポ若者の居場所どん
ぐり２

はい 11月11日16:30～オンライン
https://r.goope.jp/hansinblok/info/
4715190

28

高畠町文化ホール「まほ
ら」周辺

いいえ
11月16日～17日17:00～20:00

29

文翔館 いいえ 11月15日～24日17:00～21:00
https://www.pref.yamagata.jp/010
003/wakamono/2020joseibouryoku
.html

30

重要文化財「旧米沢高等工
業学校本館」

いいえ 11月18日～27日 日没～22:00
http://10.10.1.179/4061.html

31

上山城 いいえ 11月12日18：00～21：00 32

荘銀タクトつるおか いいえ
11月12日～25日　　17:00～
21:00

33

川西町役場 いいえ 未定 34

日和山公園六角灯台 いいえ
11月1日～30日　日没～午後
９時

https://www.city.sakata.lg.jp/kuras
hi/danjyo/kyosei20201110.html

35

慈恩寺テラス いいえ
11月11日～13日　日没後～
21:00

36

いわきマリンタワー いいえ
11月12日～25日16：30～
21：00

37

東北電力ネットワーク株式
会社 いわき電力センター無
線鉄塔

いいえ
11月12日～25日 17：00～
22：00
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常磐共同火力株式会社 勿来
発電所「勿来ゆめライト」

いいえ
11月12日～25日 17：00～
23：00

39

社団医療法人呉羽会 呉羽総
合病院

いいえ
11月12日～11月25日 19：00
～21：00

40

いわき市医療センター いいえ
11月18日～25日 19：00～
21：00

41

鶴ヶ城 いいえ
2022年11月12、13日、11月
21～25日　17：00～21：00

42

竹田綜合病院 いいえ
11月12日～25日17：00～
21：00

43

東北電力ネットワーク株式
会社　会津若松電力セン
ター　鉄塔

いいえ
11月15日～25日　17：00～
21：00

44

石川町文教福祉複合施設 はい
11月12日～25日17：00～
21：00

45

茨城県庁舎25階南側展望ロ
ビー

いいえ
11月11日～25日　17:00～
22:00

https://www.pref.ibaraki.jp/bugai/j
osei/danjo/sonota-boryoku.html

46

茨城県三の丸庁舎 いいえ
11月12日～25日　17:00～
22:00

https://www.diversity-ibaraki.jp/ 47

稲敷市役所本庁舎 いいえ 11月12日～25日17:00~22:00
https://www.city.inashiki.lg.jp/pag
e/page007256.html

48

小美玉市役所本庁舎 いいえ
11月11日～25日　日没～
21:00

https://www.city.omitama.lg.jp/009
3/info-0000006450-0.html

49

東海村役場本庁舎玄関前 はい 11月11日～28日日没～21：00
https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/so
shikikarasagasu/fukushibu/sougou
soudansien/10/11/12/1701.html

50

茨城県立歴史館　旧水海道
小学校本館

いいえ 11月11日　17:00～20:00 51

高萩市役所 いいえ 11月11日～25日 17:00~21:00
https://www.city.takahagi.ibaraki.jp
/page/page005807.html

52

坂東市役所 いいえ
11月12日～25日
日没～22:00

53

常総市地域交流センター
「豊田城」

いいえ 11月11日～24日17:00～20:00
http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/s
himin/jinken/shs03/news/event/1
570600628218.html

54

水戸芸術館塔 いいえ 11月19日～25日 日没～22:00 55
水戸市水道低区配水塔 いいえ 11月19日～25日 日没～21:00 56
下館駅北口スピカビル（筑
西市役所１階）

いいえ
11月12日～26日16：01～6：
51

57

土浦市役所本庁舎 いいえ
11月12日～25日　17:00～
21:00

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/pa
ge/page017554.html
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土浦駅西口ペデストリアン
デッキスカイ リング

いいえ
11月12日～25日　17:00～
21:00

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/pa
ge/page017554.html 59

土浦駅西口広場シースルー
エレベーター

いいえ
11月12日～25日　17:00～
21:00

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/pa
ge/page017554.html

60

日立シビックセンター・日
立市女性センター、JR日立
駅

いいえ
11月12日～25日18:00～21:00
※JR日立駅のみ11月9日～10
日17:00～22:00

https://www.city.hitachi.lg.jp/shimi
n/012/004/p110118.html

61

宇都宮タワー いいえ 11月19日～25日18:00～21:00 62

あしかがフラワーパーク いいえ

2022年10月15日～2023年2月
14日16：30~20：30　※12月
31日は休園日　※期間によっ
て営業時間が異なります。詳
しくはお問い合わせくださ
い。

63

佐野駅前交流プラザ はい 11月12日～25日18:00～22:00 64
佐野市役所 はい 11月12日 17:00～22:00 65

道の駅日光　日光街道ニコ
ニコ本陣

いいえ

11月12日～25日　17:00～
21:00　※１１月１９日は休
止。その他施設貸出等がある
日程は除く。なお、点灯時間
は施設利用状況により変更す
る場合があります。

https://www.nikko-
honjin.jp/events/event/lightup2022

66

栃木県庁昭和館 いいえ
11月15日17:00～11月25日
21:00

http://www.tochigi-woman-
navi.jp/topics/page.php?id=1197

67

野木町煉瓦窯 いいえ 11月11日～25日17:00～17:00 68

日光市役所　本庁舎 いいえ 11月12日～25日日没～20：00
https://www.city.nikko.lg.jp/jinken
danjo/guide/fukushi/danjo/dv-
boushi/dv-boushi.html

69

足利銀行今市支店 はい 11月12日～25日日没～21：00 70

日光ランドマーク観覧車 はい
11月12日～25日17：00～
21：00

71

群馬県立女子大学 いいえ
11月14日～11月25日（土日祝
日除く）18:00～19:20

72

富士スバル高崎店 はい 11月16日～25日17:00～ 73

群馬会館 はい 11月12日～25日（予定）
https://www.pref.gunma.jp/04/c22
10034.html

74

南口駅前広場（伊勢崎駅） いいえ 12月1日～2023年1月11日
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshi
ki/siminbu/jinken/kyodo/5521.html

75

富岡製糸場 はい
11月12日16：00～21：00
11月13日16：00～21：00

https://www.city.tomioka.lg.jp/ww
w/contents/1667354056710/index.
html
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日本トーターグリーンドー
ム前橋

はい
11月12日～25日　日没～22：
00

https://www.city.maebashi.gunma.j
p/soshiki/shimin/seikatsu/gyomu/
5/3/34624.html

77

臨江閣 はい 11月12日日没～22：00
https://www.city.maebashi.gunma.j
p/soshiki/shimin/seikatsu/gyomu/
5/3/34624.html

78

ワークステーションさいた
ま

いいえ
11月14日～25日（平日のみ
16:30～18:00）

79

狭山市市民交流センター いいえ 11月1日～30日 17:00～22:00
https://www.city.sayama.saitama.j
p/kurashi/jinken/danjo/2022nakus
u-undou.html

80

上戸田地域交流センターあ
いパル

いいえ
11月12日～25日9：00～21：
30

81

ソニックシティビル いいえ 11月12日18:00～22：00 82

埼玉会館 いいえ
11月12日～25日　日没～24：
00

83

埼玉スタジアム２００２ はい 11月24日 日没～21：00 84

さいたまスーパーアリーナ いいえ
11月14日～17日日没30分前～
24：00

85

秩父公園橋 はい 11月15日～25日日没～24：00
https://www.pref.saitama.lg.jp/a03
09/dv-keihatu/bouryoku-
nakusuundou.html

86

埼玉県男女共同参画推進セ
ンター（With You さいた
ま）

いいえ 11月1日～27日17:30～21:00 87

埼玉県立小児医療センター
（カリヨンの鐘）

いいえ
11月12日～25日　日没から21
時まで

88

坂戸市勤労女性センター いいえ
11月12日～25日　日没～
20:30（日祝日は除く）

https://www.city.sakado.lg.jp/soshi
ki/12/34731.html

89

上里町男女共同参画推進セ
ンター

いいえ
11月12日～25日16：00～
17：00（土日祝日は除く）

90

埼玉りそな銀行　北本支店 いいえ
11月14日～25日 日没～20時
頃

https://www.city.kitamoto.lg.jp/sos
hiki/somu/jinken/gyomu/danzyo/d
vboushi/12967.html

91

武蔵野銀行　北本支店 いいえ
11月11日～26日 日没～20時
頃

https://www.city.kitamoto.lg.jp/sos
hiki/somu/jinken/gyomu/danzyo/d
vboushi/12967.html

92

埼玉県信用金庫　北本支店 いいえ
11月14日～25日 日没～20時
頃

https://www.city.kitamoto.lg.jp/sos
hiki/somu/jinken/gyomu/danzyo/d
vboushi/12967.html

93

北本郵便局 いいえ
11月14日～25日 日没～20時
頃

https://www.city.kitamoto.lg.jp/sos
hiki/somu/jinken/gyomu/danzyo/d
vboushi/12967.html

94

埼玉県
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株式会社ケアステップ はい 11月14日～25日日没～20時頃
https://www.city.kitamoto.lg.jp/sos
hiki/somu/jinken/gyomu/danzyo/d
vboushi/12967.html

95

北本総合公園管理事務所
（株式会社矢口造園）

はい 11月12日～25日日没～20時頃
https://www.city.kitamoto.lg.jp/sos
hiki/somu/jinken/gyomu/danzyo/d
vboushi/12967.html

96

春日部市男女共同参画推進
センター　ハーモニー春日
部

いいえ
11月5日～12月4日 17:00～
21:00

https://www.harmonykasukabe.jp 97

ところざわサクラタウン内
武蔵野ミュージアム周辺

はい
11月11日～14日 日没～日の
出

http://www.city.tokorozawa.saitam
a.jp/shiseijoho/danjo/furatto/furat
tokoza/joseinitaisurubouryokuwona
kusu.html

98

深谷市役所レンガコリドー,
深谷市役所２階窓

いいえ
11月12日～25日 17:00～
22:00

99

川越市役所 はい
11月18日～25日
8:30～17:15

https://www.city.kawagoe.saitama.
jp/shisei/jinken_danjokyodo/danjo
kyodosankaku/purple-
ribbon2020.html

100

独立行政法人国立女性教育
会館　本館

いいえ
11月12日～25日 16:30～
22:00

101

入間市役所（正面玄関） はい
11月17日～18日　17:00～
20:00

http://www.city.iruma.saitama.jp/s
hisetsu/shisetsu_kyoiku/1012387/
1013684/1013687.html

102

割岩橋パープルライトアッ
プ

いいえ
11月12日～25日  16:30～
22:00

103

富士見市役所前　都市宣言
塔

いいえ
11月12日～25日 17:30頃～
22:00頃

104

蕨市役所　仮庁舎 いいえ 11月11日～24日8:30～17:15
https://www.city.warabi.saitama.jp
/shisei/danjo/dv/1002991.html

105

熊谷駅正面口駅前広場 いいえ
11月14日～24日18:00～25：
00

106

アパホテル＆リゾート〈東
京ベイ幕張〉

いいえ 11月20日18:00～20:00 107

イオンモール株式会社イオ
ンモール成田

いいえ 11月12日～11月25日 108

大山千枚田 いいえ 11月12日～11月25日 109

習志野市役所市庁舎6階展望
回廊

はい
11月14日18:00～11月30日
22:00

https://www.city.narashino.lg.jp/so
shiki/danjo_kyodosankaku/gyomu/
danjokyodo/no_violence.html

110

海浜幕張公園内日本庭園
「見浜園」

はい 11月20日18：00～20:00 111

木更津かんらんしゃパーク
キサラピア

いいえ 11月12日～11月25日 112

千葉県
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(一社)日本経済団体連合会 いいえ 11月14日17:00～22:00 113
東京スカイツリー いいえ 11月12日17:30～22:00 114

くにたち男女平等参画ス
テーション・パラソル

いいえ

1、11月1日～12日
2、11月20日～11月30日
平日日没～18：50、土日祝日
没～16：50、水曜お休み

115

ウィメンズパル 葛飾区男女
平等推進センター

いいえ
11月12日～25日
館内9:00～21:00
外回り16:00～21:00

https://www.city.katsushika.lg.jp/e
vent/1000107/1029911.html

116

フジテレビイルミネーショ
ンAURORA∞

いいえ 11月11日～13日18:00～23:00 117

渋谷区公認配信プラット
フォーム「バーチャル渋
谷」

はい 11月12日～25日 118

渋谷区立宮下公園 Powered
by PARALLEL SITE

はい 11月12日~12月25日 119

渋谷区立宮下公園
（MIYASHITA PARK 4階）

はい
11月12日　17：00～23：00
11月13日～25日
16：00～23：00

https://www.decorte.com/site/s/p
urpleribbonproject.aspx 120

東京ビッグサイト いいえ 11月12日 日没～22:00 121

旧国立駅舎 いいえ

11月13日～15日 17:00～6：
00
（16～17日はオレンジライト
アップ）

122

ガールスカウト会館 いいえ
11月12日～25日17:00頃～
21:00

https://www.girlscout.or.jp/activiti
es/project/stv/

123

ふれあい橋 いいえ
11月12日～25日　日没～
23:00

124

国分寺駅北口駅前広場 いいえ 11月11日17:00～11月25日
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp
/kurashi/1011887/1011901/byoudo
u/1022059.html

125

アキシマエンシス　国際交
流教養文化棟

いいえ
11月12日～25日 17：00～
22：00

126

VITA　時計塔 いいえ 11月1日～30日16:00～20:00 127
大田区立男女平等推進セン
ター「エセナおおた」

いいえ 11月12日～25日17:00～22:00 128

町田市役所 いいえ
11月16日、11月23日　各日
18：00～21：00（予定）

https://www.city.machida.tokyo.jp/
/kurashi/community/danjo/bouryo
kuboushi.html

129

東京都
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東京都庁第一本庁舎 いいえ

１回目　11月12日、２回目
11月25日
各回ともに、18:00～21:00
（予定）

https://www.twp.metro.tokyo.lg.jp/
tabid/142/Default.aspx?itemid=50
0&dispmid=443

https://www.twp.metro.tokyo.lg.jp/
seminar/tabid/437/Default.aspx

130

隅田川橋梁10橋（白鬚橋、
吾妻橋、駒形橋、厩橋、蔵
前橋、清洲橋、永代橋、佃
大橋、勝鬨橋、築地大橋）

はい
11月12日　日没15分後から
23:00（予定）

131

東京芸術劇場 いいえ
11月15日～25日　日没から
22:00まで（予定）

132

東京ゲートブリッジ いいえ 11月12日　日没～深夜０時 133

ヒノトントンZOO いいえ
11月1日～30日　日没～午後
９時

https://www.city.hamura.tokyo.jp/0
000016433.html

134

清瀬駅北口・アイレック前 いいえ 11月11日17:00～19:00
https://www.city.kiyose.lg.jp/siseij
ouhou/danjosankaku/1011345/ind
ex.html

135

多摩平の森ふれあい館1階 いいえ
11月11日17:00~12月26日
12:00

https://www.city.hino.lg.jp/kurashi
/danjo/danjo/1022108.html

136

武蔵村山市男女共同参画セ
ンターゆーあい

いいえ 11月12日～25日17:00～22:00 https://fureai.csplace.com/ 137

迎賓館赤坂離宮 いいえ

11月12日　17:00-18:00
（取材希望がある場合は、11
日の正午までに内閣府男女共
同参画局（i.danjo-e-
vaw@cao.go.jp）まで御連絡
ください。）

138

練馬区立男女共同参画セン
ターえーる

いいえ 11月1日～30日　17:00~20:30 139

社会福祉法人恵比寿会フェ
ローホームズディサービス

はい 11月17日14:00～オンライン
https://r.goope.jp/hansinblok/info/
4715190

140

よこすか近代遺産ミュージ
アム　ティボディエ邸

いいえ 11月12日～25日17:00～21:00 141

横浜市役所庁舎 はい
11月１日～13日17：00～22：
00

https://www.city.yokohama.lg.jp/ci
ty-
info/seisaku/torikumi/danjo/danjo
shien/dv.html

142

よこはまコスモワールド
大観覧車「コスモクロック
21」

いいえ
11月12日、11月25日16：00
～24：00

https://www.city.yokohama.lg.jp/ci
ty-
info/seisaku/torikumi/danjo/danjo
shien/dv.html

143

神奈川県
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横浜マリンタワー はい 11月25日　日没～24：00

https://www.city.yokohama.lg.jp/ci
ty-
info/seisaku/torikumi/danjo/danjo
shien/dv.html

144

大船観音寺観音像 はい 11月12日16：00～20：00

https://www.city.kamakura.kanaga
wa.jp/danjo/sodan.html
https://www.city.kamakura.kanaga
wa.jp/danjo/young.html

145

アミューあつぎ はい

・オレンジ・パープル　ライ
トアップ
11月1日～11月30日　16：15
～21：00
・パープル　ライトアップ
11月25日　16：15～21：00

https://www.city.atsugi.kanagawa.j
p/soshiki/kateisodanka/1/33844.ht
ml

146

小田原城天守閣 いいえ 11月12日　19:30～20:30
https://www.city.odawara.kanagaw
a.jp/municipality/peace/human/da
njyo/event/p19010.html

147

アートフォーラムあざみ野 いいえ
11月11日～25日 17:30~21:00

https://www.women.city.yokohama
.jp/a/soudan/dv/

148

江の島シーキャンドル いいえ
11月15日～17日 日没～22:00
頃

https://www.city.fujisawa.kanagaw
a.jp/jinkendanjyo/kurashi/jinken/d
anjo/boryokunakusu.html

149

平塚駅南口広場 いいえ
11月15日～18日　日没～
22:00

https://www.city.hiratsuka.kanaga
wa.jp/jinken/page42_00084.html

150

神奈川県庁本庁舎 はい
11月15日～25日　17:00～
22:00

https://www.pref.kanagawa.jp/doc
s/m8u/cnt/f535580/index.html

151

新潟県 新潟ユニゾンプラザ いいえ
11月12日～18日　17:00～
20:30

https://npwf.jp/パープルライトアッ
プ/

152

タワー１１１ いいえ
11月12日～25日　日没～
22:00

https://www.pref.toyama.jp/12010
2/kurashi/soudanshisetsu/madogu
chi/joseisoudan/kj00005916/index.
html

153

富岩運河環水公園 いいえ
11月20日～25日　日没～
22:00

https://www.pref.toyama.jp/12010
2/kurashi/soudanshisetsu/madogu
chi/joseisoudan/kj00005916/index.
html

154

チューリップタワー はい
11月11日～25日　日没～
22:00

155

富山県
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金沢駅鼓門 いいえ
2022年11月1日　18:00～
20:00

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/s
oshikikarasagasu/divercityjinkensei
sakuka/gyomuannai/4/2/1111/182
37.html

156

ラポルトすず いいえ
11月12日～25日　日没から閉
館まで

157

komatsu AxZ Square いいえ
11月12日～25日　日没～
23:00 158

石川県政記念しいのき迎賓
館

いいえ
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/da
njo/purpleribbon/r5purple.html

159

金沢港 いいえ
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/da
njo/purpleribbon/r5purple.html

160

敦賀市南公民館 いいえ
11月11日～29日9:00～21:00
（第３日曜、祝日は除く）

161

夢みらい館・さばえ いいえ
11月12日～25日18:00～21:00
（休館日は除く）

162

ユリーム春江 いいえ
11月10日～23日19：00～
21：00

163

武田信玄公像 いいえ 11月11日～25日 夜間
https://www.city.kofu.yamanashi.jp
/danjo/20171018dv.html

164

街の駅やまなし いいえ
11月12日～25日　17:00～
23:59

165

甲府駅南口駅前広場 いいえ 11月11日～23日　夜間
https://www.pref.yamanashi.jp/da
njo-kyosei/31445086524.html

166

山梨県庁別館 いいえ 11月21日～27日18:00～21:00
https://www.pref.yamanashi.jp/da
njo-kyosei/31445086524.html

167

松川中央公民館えみりあ はい
11月11日～25日　19:00～
22:00

168

上田市市民プラザ・ゆう いいえ
11月12日～25日17：00～
21：59

https://www.city.ueda.nagano.jp/s
oshiki/jinkendanjo/1920.html

169

中野市人権センター はい
11月14日～25日17：00～
20：00

170

ゆめひろば富士見 はい
11月12日～25日 17：00～
20：00

171

多治見市役所駅北庁舎 いいえ
11月21日～27日 17:00～
22:00

172

大垣駅南街区広場 いいえ
11月17日～25日
日没～23:00

173

大垣駅北口広場 いいえ
11月17日～25日
日没～23:00

174

大垣市役所本庁舎東側 いいえ
11月17日～２５日
日没～23:00

175

福井県

長野県

岐阜県

山梨県

石川県
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静岡県男女共同参画セン
ターあざれあ

いいえ 11月12日～25日17:00～20:00
https://www.azarea-
navi.jp/event/r4_no_dv/

176

韮山反射炉 いいえ
11月15日～21日 17：00～
20：00

177

いちぼし堂 いいえ
11月14日～25日 17:00～
21:00

178

静岡大学（静岡キャンパ
ス）権現橋

はい 11月8日～30日17:00～23:59
https://www.shizuoka.ac.jp/event/
detail.html?CN=8636

179

静岡大学（浜松キャンパ
ス）電子工学研究所棟

いいえ 11月1日～30日17:00～22:00
https://www.shizuoka.ac.jp/event/
detail.html?CN=8636

180

静岡県富士山世界遺産セン
ター

いいえ
11月12日
日没（17:00頃）～19:00

https://www.pref.shizuoka.jp/kenm
in/km-150/r4/purple.html

181

ふじのくに地球環境史
ミュージアム

いいえ
11月12日～25日
16:00～17:30

https://www.pref.shizuoka.jp/kenm
in/km-150/r4/purple.html

182

静岡市役所　本館　あおい
塔

いいえ
11月12日～24日　日没～
22:00

https://www.city.shizuoka.lg.jp/003
_000070.html

183

今之浦公園 いいえ 11月12日　17：00～20：00 184

富士宮市役所１階正面玄関 はい 11月11日～13日18:00～21:00
http://www.city.fujinomiya.lg.jp/sp
/citizen/llti2b00000011td.html

185

富士川サービスエリア大観
覧車「Fuji Sky View」

いいえ
11月12日～13日
11月19日～25日
日没～21:00

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/m
achi/c1002/rn2ola00000193ib.html

186

野間埼灯台 はい
11月12日～25日　18:00～
21:00

187

ガーデンブリッジ（あま
市）

いいえ
11月11日～25日　17:00～
23:30

https://www.city.ama.aichi.jp/shise
i/jinkenn/1002783/1007927/10079
32.html

188

殿橋・明代橋　（岡崎市） いいえ 11月21日～27日
https://www.city.okazaki.lg.jp/1550
/1563/1619/1108.html

189

ボートレース蒲郡 いいえ
11月16日～21日、24日～25日
日没～21：00頃

https://www.city.gamagori.lg.jp/uni
t/kyodo/purpleribbon.html

190

春日井市青少年女性セン
ター

いいえ
11月12日～25日 日没後～
21:00

191

スカイワードあさひ いいえ
11月12日～25日
日没（17:30頃）～22:00

https://www.city.owariasahi.lg.jp/si
sei/danjo/bouryoku.html

192

地域消防防災施設ほんまる はい
11月12日～25日
日没（17:30頃）～22:00

https://www.city.owariasahi.lg.jp/si
sei/danjo/bouryoku.html

193

保健福祉センター はい
11月12日～30日
日没（17:30頃）～21:00

https://www.city.owariasahi.lg.jp/si
sei/danjo/bouryoku.html

194

豊田スタジアム いいえ 11月13日～25日 195

東山スカイタワー いいえ
11月12日~11月25日　日没後
~21時00分

196

静岡県

愛知県
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大山田コミュニティプラザ いいえ 未定
https://www.facebook.com/gsmie9
kuwana/

197

ハイトピア伊賀、伊賀上野
城、上野市駅（忍者市駅）

いいえ 11月11日　17:00～20:00 198

三重県男女共同参画セン
ター、知識の広場（三重県
総合文化センター）

いいえ
11月10日～27日17:00～21:00
（14、21日を除く）

https://www.center-
mie.or.jp/frente/event/sponsor/det
ail/43002

199

熊野市文化交流センター いいえ
11月12日～25日　17：00～
20：00

200

株式会社百五銀行名張支店 はい 11月2日 17:45~19:30
https://www.city.nabari.lg.jp/s021/
030/20161110112133.html

201

滋賀県 彦根城 いいえ 11月15日　日没～22:00
https://www.city.hikone.lg.jp/kaku
ka/kodomo_mirai/4/kosodateshien
_oshirase/21065.html

202

くみやま夢タワー１３７ いいえ

11月11日～17日
日没後～24:00（ただし、パー
プル・ライトアップは毎時00
分～10分まで。10分～00分ま
では基本色）

203

京都市役所 いいえ
11月11日～25日（14、17日を
除く）

204

京都タワー いいえ 11月11日～12日17:00～24:00
https://www.pref.kyoto.jp/josei/ne
ws/dv-purpleribbon2022.html

205

京都府庁旧本館 いいえ
11月12日～25日17:30～
22:00(※14日を除く)

https://www.pref.kyoto.jp/josei/ne
ws/dv-purpleribbon2022.html

206

京都府民総合交流プラザ京
都テルサ

いいえ 11月12日～25日17:40～22:00
https://www.pref.kyoto.jp/josei/ne
ws/dv-purpleribbon2022.html

207

背割堤　さくらであい館
展望塔

いいえ
11月12日～24日 17:00～
20:00

208

五老スカイタワー いいえ
11月12日～11月25日（14日は
除く）

209

舞鶴赤れんがパーク いいえ 11月1日～11月30日 210
田辺城（城門） いいえ 11月1日～11月30日 211
園部城城門（京都府立園部高 いいえ 11月15日～20日　日没～21時 212
南丹市国際交流会館 いいえ 11月15日～20日　日没～20時 213

羽曳野市立生活文化情報セ
ンター（LICはびきの）

はい
11月12日～25日
17:00～21:30

https://www.city.habikino.lg.jp/sos
hiki/shiminjinken/jikensuishin/jink
en_suishin_kyoudou/bouryoku.html

214

岸和田城 いいえ
11月12日～27日　日没～22：
00

215

三重県

大阪府

京都府
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女性に対する暴力根絶パー
プルリボン運動

いいえ

11月12日～11月25日　ライト
アップはしませんが市役所ロ
ビー内でコーナーを設け、ツ
リーを飾り人権啓発を
行います。

216

観覧車レッドホースオオサ
カホイール（EXPOCITY）

いいえ
11月1日～10日　日没～営業
時間内

https://www.city.suita.osaka.jp/kur
ashi/1018573/1018585/1022293/1
006495.html

217

大阪狭山市役所（本庁舎） いいえ 11月11日～27日18:00～22:00

http://www.city.osakasayama.osak
a.jp/sosiki/siminseikatsubu/shimin
soudanjinken/machidukuri/danjyok
yodosankaku/1542848361491.html

218

ドーンセンター(大阪府立男
女共同参画・青少年セン
ター)

いいえ
11月12日～25日日没～21時30
分

https://www.pref.osaka.lg.jp/danjo
/dv/purple.html

219

太陽の塔 いいえ 11月12日～25日日没～23時
https://www.pref.osaka.lg.jp/danjo
/dv/purple.html

220

大阪府立中之島図書館 いいえ 11月12日～25日18時～20時
https://www.pref.osaka.lg.jp/danjo
/dv/purple.html

221

ピース大阪 いいえ
11月12日～25日16時30分～
17時25分

https://www.pref.osaka.lg.jp/danjo
/dv/purple.html

222

キタハマミズム（北浜テラ
ス）

いいえ 11月12日18:00～23:00
https://www.pref.osaka.lg.jp/danjo
/dv/purple.html

223

天保山大観覧車 いいえ 11月12日日没～営業終了時刻
https://www.pref.osaka.lg.jp/danjo
/dv/purple.html

224

茨木市立男女共生センター
ローズＷＡＭ

いいえ
11月2日～12月5日日没～
21:30

225

天野山金剛寺 いいえ 11月12日～13日 226

大阪府守口市役所 はい
11月12日～25日
日没～20:00

227

東大阪市花園ラグビー場 いいえ
11月12日～25日
日没後から20時まで

228

藤井寺市役所 いいえ
11月11日～25日の18:00～
22:00

https://www.city.fujiidera.lg.jp/sos
hiki/shiminseikatsu/kyoudoujinken
/danjokyodosankaku/11886.html

229

藤井寺市立生涯学習セン
ター（愛称　アイセル
シュラ　ホール）

はい 11月25日17:00～19:00

https://www.city.fujiidera.lg.jp/sos
hiki/shiminseikatsu/kyoudoujinken
/danjokyodosankaku/11887.html

230
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豊中市立文化芸術センター いいえ
2022年11月12日～2022年11
月25日　18：00～22：00

https://www.city.toyonaka.osaka.jp
/jinken_gakushu/
danjokyoudou/dv/dv.html

231

平和の鐘カリヨン（ヒラリ
ヨン）

いいえ

11月18日、25日 18:00～
20:00

https://www.city.hirakata.osaka.jp/
0000031940.html

232

和泉市役所本庁舎 いいえ
11月12日～11月25日　日没～
22:00

https://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/kakukano/soumubu/kyo
udosankaku/gyoumu/danjyokyoud
ousannkakunokoto/zyosei/index.ht
ml

233

和泉シティプラザ いいえ
11月12日～25日　日没～
22:00

https://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/kakukano/soumubu/kyo
udosankaku/gyoumu/danjyokyoud
ousannkakunokoto/zyosei/index.ht
ml

234

大阪市役所本庁舎 はい

11月12日～25日17：00～
23：00（大阪光の饗宴2022が
11月3日から開催されます
が、運動の期間中、大阪市役
所正面の壁面ライトアップ部
分をパープルにする予定。）

https://www.city.osaka.lg.jp/shimi
n/page/0000544271.html

235

旧堺燈台 はい 11月12日～25日日没～21:00
https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/
jinken/danjokyodosankaku/jigyoan
nai/undou/index.html

236

フリースクールこころ
はい 11月22日13:30～オンライン

https://r.goope.jp/hansinblok/info/
4664279

237

たつの市役所　本庁舎 はい
11月12日～11月25日　18:00
～21:00

https://www.city.tatsuno.lg.jp/jinke
nsuishin/purplelightup2022.html 238

国民宿舎　志んぐ荘 いいえ
11月12日～25日　18:00～
21:00

https://www.city.tatsuno.lg.jp/jinke
nsuishin/purplelightup2022.html 239

デイサロン椿
はい

11月14日13:30～オンライン https://r.goope.jp/hansinblok/info/
4664279

240

フランドルの鐘（カリヨ
ン）

いいえ
11月14日～25日 17:00～
23:59（予定）

https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI
/SHIMIN/DANJYO/1415347032417.
html

241

宍粟防災センター いいえ 11月14日～25日18:00～22:00 242
小野市うるおい交流館エク
ラ

いいえ
11月12日～25日　17:00～
22:00

243

兵庫県
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児童養護施設双葉学園
はい

11月12日10:30～11:00オンラ
イン

https://r.goope.jp/hansinblok/info/
4664279

244

メリケンパーク いいえ 11月11日日没後～24：00
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732
/kosodate/sodan/orange_purple_c
ampaign.html

245

明石海峡大橋 いいえ 11月12日 日没後～24：00
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732
/kosodate/sodan/orange_purple_c
ampaign.html

246

西脇市役所・市民交流施設
「オリナス」

いいえ
11月12日～25日 日没20分前
～22:30

247

西脇市茜が丘複合施設
Miraie

いいえ
11月12日～25日 17:00～
21:00

https://www.city.nishiwaki.lg.jp/mi
raie/danjyokyodosankaku/dv/1510
368197945.html

248

丹波ゆめタウン いいえ
11月12日～25日 18:00～
21:00

https://www.city.tamba.lg.jp/soshi
ki/jinken/r4-purple.html

249

尼崎城 はい 11月16日～22日　日没以降～
https://www.city.amagasaki.hyogo.
jp/kurashi/hataraku/danjo/103243
3.html

250

尼崎市北町ふれあいサロン はい 11月16日16:30～オンライン
https://r.goope.jp/hansinblok/info/
4664279

251

明石市立天文科学館 いいえ 11月12日～18日日没～21:00
http://www.city.akashi.lg.jp/comm
unity/danjyo_ka/no_violence/taisa
ku.html

252

アスティアかさい いいえ 11月10日～27日18:00～21:59 253

MOSAIC大観覧車 いいえ 11月12日 日没後～24：00
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732
/kosodate/sodan/orange_purple_c
ampaign.html

254

豊岡市立交流センター「豊
岡稽古堂」

いいえ 11月12日～25日17:00～22:00
https://www.city.toyooka.lg.jp/kura
shi/bohan/1018695/1023566/1013
259.html

255

丹波篠山市役所庁舎 はい
11月12日～25日　18:00～
21:00

https://www.city.tambasasayama.l
g.jp/soshikikarasagasu/jinkensuish
inka/kurashi_tetsuzuki/1/22630.ht
ml

256

白百合学園グイーンホーム
はい 11月19日14:00～オンライン

https://r.goope.jp/hansinblok/info/
4664279

257

株式会社　野崎工務店 いいえ 11月20日10:30～
https://r.goope.jp/hansinblok/info/
4664279

258

阪神淡路大震災記念人と防
災未来センター

いいえ 11月12日17:00～21:00 https://www.dri.ne.jp/ 259
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生駒セイセイビル いいえ
11月12日～25日 17:00～
22:00

260

女性に対する暴力をなくす
運動～郡山城一帯パープル
ライトアップ～

いいえ 11月12日～25日 261

奈良県女性センター いいえ 11月12日～25日9:00～17:00
https://www.pref.nara.jp/33085.ht
m

262

エコール・マミ はい
11月11日～25日16：30～
21:00

263

有田市民会館 いいえ
11月12日～25日 18:00～
22:00

264

和歌山ビッグホエール いいえ
11月12日～25日　日没～
21:00

https://www.pref.wakayama.lg.jp/p
refg/031400/danjo/josei-
shien/index.html

265

和歌山城ホール はい

11月12日～25日　日没から
22:00まで http://www.city.wakayama.wakaya

ma.jp/kurashi/kyoudou_jinken_byo
udou/1001128/1031857.html

266

京橋・中橋・寄合橋 いいえ
11月19日～25日　17:00～
23:00

http://www.city.wakayama.wakaya
ma.jp/kurashi/kyoudou_jinken_byo
udou/1001128/1031858.html

267

米ッ子合掌像 いいえ
11月12日～25日18：00～
23：00

268

米子市公会堂 いいえ
11月23日、11月25日日没～
21:00

269

米子コンベンションセン
ター

いいえ
11月12日～25日18：00～
23：00

270

米子市人権情報センター いいえ 11月12日～25日日没～22：00 271

米子市男女共同参画セン
ター”かぷりあ”

いいえ 11月12日～25日日没～22：00 272

米子市中央隣保館 いいえ 11月12日～25日日没～22：00 273

米子市下福万隣保館 いいえ 11月12日～25日日没～22：00 274

米子市前田隣保館 いいえ 11月12日～25日日没～22：00 275

株式会社みたこ土建 いいえ 11月12日～25日日没～22：00 276

米子市立図書館 はい 11月12日～25日日没～22：00 277

米子市文化ホール いいえ 11月12日～25日日没～22：00 278

奈良県

和歌山県

鳥取県
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鳥取駅前風紋広場 いいえ
11月1日～11月25日、毎日没
後～22:00

279

鳥取駅前太平線バード・
ハット

いいえ
11月12日～11月25日、ただし
11月14日～11月16日除く、
17:30～21:00）

280

出雲日御碕灯台 いいえ
11月20日～25日　18:00～
20:00

281

松江城 いいえ 11月12日～14日日没～22：00 282

島根県芸術文化センター いいえ
11月12日～25日　日没～
21:00

https://www.pref.shimane.lg.jp/ed
ucation/child/dv/josei_soudan/jyo
sei.html

283

TSKさんいん中央テレビ鉄
塔

いいえ
11月12日、11月25日　日没～
22:00

https://www.pref.shimane.lg.jp/ed
ucation/child/dv/josei_soudan/jyo
sei.html

284

日本庭園由志園 いいえ 11月25日　日没～20:00
https://www.pref.shimane.lg.jp/ed
ucation/child/dv/josei_soudan/jyo
sei.html

285

島根県立美術館 いいえ
11月12日～25日　17:00～
21:00

https://www.pref.shimane.lg.jp/ed
ucation/child/dv/josei_soudan/jyo
sei.html

286

雲南市加茂文化ホール　ラ
メール

いいえ

「女性に対する暴力をなくす
運動期間」中の１４日か１５
日のいずれかに実施予定（雨
天時は中止）

https://www.city.unnan.shimane.jp
/unnan/

287

松江市市民活動センター いいえ
11月11日～28日17：30～日の
出

288

岡山城天守閣 はい
11月15日　日没～24:00

289

岡山市男女共同参画社会推
進センター

いいえ
11月12日～25日　18:00～
22:00

290

倉敷みらい公園 はい
11月12日～25日　17:０0～
23:00

https://www.city.kurashiki.okayam
a.jp/danjyo/

291

新見市夢すき公園（親子孫
水車）

いいえ
11月12日～25日　日没後～
21:00

292

旧遷喬尋常小学校 いいえ 11月9日～25日18:00～22:00
https://www.city.maniwa.lg.jp/sosh
iki/12/62198.html

293

嵐山(矢掛町） いいえ 11月1４日～25日 294

本通商店街アーケード いいえ
11月12日～13日　日没後～
22:00

https://www.city.hiroshima.lg.jp/so
shiki/53/10253.html

295

エールエールA館 いいえ
11月24日～25日　日没後～
22:00

https://www.city.hiroshima.lg.jp/so
shiki/53/10253.html

296

島根県

岡山県

広島県
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石炭記念館（宇部市ときわ
公園内）

いいえ
11月16日～30日17：30～
21：00

297

海峡ゆめタワー いいえ
11月19日～20日 19:00～
21:30

https://www.city.shimonoseki.lg.jp
/soshiki/24/82293.html

298

しものせき遊園地　はい！
からっと横丁大観覧車

いいえ
11月12日、11月25日　17：
00～22：00

https://www.city.shimonoseki.lg.jp
/soshiki/24/82293.html

299

下関市消防局・中央消防署
合同庁舎

いいえ
11月19日～20日　17:15～
21:45

https://www.city.shimonoseki.lg.jp
/soshiki/24/82293.html

300

下関市豊北歴史民俗資料館
「太翔館」

はい 11月19日　18：00～22：00
https://www.city.shimonoseki.lg.jp
/soshiki/24/82293.html

301

下松市役所 いいえ
11月11日～24日
17:15～20:00

https://www.city.kudamatsu.lg.jp/ji
nken/20201130.html

302

岩国駅西口駅前広場 いいえ
11月12日～25日（14日を除
く）日没後～23：00

303

錦帯橋 はい 11月25日　日没後～22：00 304

光市総合福祉センター　あ
いぱーく光

はい 11月21日～25日 日没～21:00
https://www.city.hikari.lg.jp/soshik
i/3/jinkensuishin/shisei/1/12099.h
tml

305

山口県旧県会議事堂 はい 11月11日～24日17:00～22:00 306

萩市総合福祉センター いいえ
11月1日日没～11月30日
22：00

307

山口市男女共同参画セン
ター

はい
11月1日～30日17：00～21：
00

https://www.city.yamaguchi.lg.jp/s
oshiki/28/61728.html

308

新山口駅南北自由通路 いいえ
11月12日～25日17：00～
22：00

https://www.city.yamaguchi.lg.jp/s
oshiki/28/61728.html

309

イオンモール徳島 いいえ
11月15日～30日　日没後～
23:59

https://www.pref.tokushima.lg.jp/i
ppannokata/kurashi/jinken/720966
0/

310

阿南市役所 いいえ 11月14日～18日17:00～20:00 311

うたづ海ホタル いいえ
11月12日～25日18:00頃～
20:00

312

丸亀市生涯学習センター いいえ 11月30日17：30～20：30 313

高松丸亀町壱番街前ドーム いいえ
11月12日～25日
17:00～23:00

314

四国学院大学清泉礼拝堂 いいえ
11月12日～25日
17:00～23:00

315

旧善通寺偕行社 いいえ
11月15日～25日 17:00～
23:00

316

メロディー時計「カリヨ
ン」

いいえ
11月12日～25日　17:30～
20:30

https://www.town.tadotsu.kagawa.
jp/soshikikarasagasu/juminkankyo
ka/jinken_danjokyodosankaku/2/7
18.html

317

JR琴平駅 いいえ １８時から翌朝まで 318

香川県

山口県

徳島県
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愛媛県庁本館 いいえ
11月12日 ～25日 18：00～
22：00

https://www.pref.ehime.jp/h15200
/dvboushi/nakusu_undo.html

319

西条市役所 いいえ 11月12日～25日日没～21：00 320

あかがねミュージアム（新
居浜市美術館）

いいえ

11月1日～15日18:00～21:00
オレンジ
11月16日～30日18:00～21:00
パープル

https://www.city.niihama.lg.jp/sos
hiki/haiguusha/purpleorangeribbon
04.html

321

えんとつ山（旧山根精練所
煙突）

いいえ

11月1日～15日18:00～21:00
オレンジ
11月16日～30日18:00～21:00
パープル

https://www.city.niihama.lg.jp/sos
hiki/haiguusha/purpleorangeribbon
04.html

322

新居浜ウイメンズプラザ
（新居浜市立女性総合セン
ター）

いいえ
11月1日18:00～11月30日
21:00

https://www.city.niihama.lg.jp/sos
hiki/haiguusha/purpleorangeribbon
04.html

323

株式会社今治国際ホテル いいえ
11月12日、12日　日没～
22:00

324

高知県 高知城 いいえ
11月12日、13日、17:30（日
没後）～22:00

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshik
i/060901/dvbousi.html

325

筑後川昇開橋 いいえ
11月18日～24日日没から22時
まで

326

旧福岡県公会堂貴賓館 いいえ
11月12日～25日 日没～日の
出まで

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/pre
ss-release/dv-campaign2021.html

327

福岡県総合福祉センター
（クローバープラザ）

いいえ
11月12日～25日 17:00～
21:00

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/pre
ss-release/dv-campaign2021.html

328

志免町中の坪公園 いいえ
11月19日18：00～24：00
11月20日～30日17：00～
24：00

329

北九州市立男女共同参画セ
ンター

いいえ
11月12日～25日
17:30～21:30（予定）

330

JR小倉駅周辺 いいえ
11月15日～25日
日没～24:00（予定）

331

JR黒崎駅周辺 いいえ
11月15日～25日
日没～24:00（予定）

332

大牟田市役所 いいえ
11月15日～28日 17:30～
21:00

333

久留米シティプラザ いいえ

・２階連絡通路
11月8日～28日 17:30～22:30
・シンボルツリー
11月8日～28日 17:30～22:30

https://www.city.kurume.fukuoka.j
p/1100keikaku/2100jinken/3018da
njokeihatsu/purple-campaign.html

334

福岡タワー はい 11月14日～15日日没～23:00 335

愛媛県

福岡県
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佐賀県庁県民ホール いいえ 11月2日～8日
https://www.avance.or.jp/dvsougo
u.html

336

伊万里ケーブルテレビジョ
ン株式会社

いいえ 11月12日～25日 337

佐賀県立男女共同参画セン
ター（アバンセ）

いいえ 10月27日～11月30日
https://www.avance.or.jp/dvsougo
u.html

338

鳥栖市役所 はい
11月15日、11月22日
17:30～19:00

https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/
13/2173.html

339

唐津市役所本庁舎 はい
11月12日～25日　日没～夜明
け 340

旧唐津銀行 いいえ
11月12日～25日　日没～夜明
け 341

唐津市近代図書館 いいえ
11月12日～25日　日没～夜明
け 342

大手口センタービル はい
11月12日～25日　日没～夜明
け 343

有限会社 川原プリント社 いいえ 11月8日～11月末まで 344
佐賀メディカルセンタービ
ル

いいえ
11月16日～11月25日 18:00～
22:00

https://www.avance.or.jp/dvsougo
u.html

345

金石城跡櫓門 いいえ
11月12日～25日18:00～22：
00

346

長崎県庁駐車場棟、長崎県
庁舎正面玄関獅子像

いいえ 11月21日～30日夕刻 347

佐世保港周辺（鯨瀬ターミ
ナルビル、ポートサイド
パーク）

はい
11月11日～25日　日没後～
22:00頃まで

https://www.city.sasebo.lg.jp/simin
seikatu/jinken/2022bouryokunakus
uundou.html

348

稲佐山電波塔 いいえ
11月12日～25日　日没～
22:00　（14,17,18日を除く）

https://www.city.nagasaki.lg.jp/shi
min/190000/193000/p030414.html

349

NBC長崎放送　本社ビル はい 11月1日～27日 日没～22：00 350

長与町役場 いいえ 11月14日17：00～21：00
https://webtown.nagayo.jp/kiji003
414/index.html

351

イオンタウン長与 はい 11月17日17：00～21：30
https://webtown.nagayo.jp/kiji003
414/index.html

352

平戸城 いいえ 11月12日～25日 353
平戸オランダ商館 いいえ 11月12日～25日 354
幸橋 いいえ 11月12日～25日 355

佐賀県

長崎県
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大村公園板敷櫓 いいえ
11日～13日、15日～24日
（17：00～23：00）

https://www.city.omura.nagasaki.jp
/heartpal/kurashi/shiminkyodo/da
njyo/shuchikeihatsu/bouryoku.html

356

桜田橋 いいえ
11日～13日、15日～24日
（17：00～23：00）

https://www.city.omura.nagasaki.jp
/heartpal/kurashi/shiminkyodo/da
njyo/shuchikeihatsu/bouryoku.html

357

プラザおおむら いいえ
11月12日～24日17：30～
22：00

https://www.city.omura.nagasaki.jp
/heartpal/kurashi/shiminkyodo/da
njyo/shuchikeihatsu/bouryoku.html

358

ボートレース大村広告塔 いいえ
11月12日～24日17：30～
22：00

https://www.city.omura.nagasaki.jp
/heartpal/kurashi/shiminkyodo/da
njyo/shuchikeihatsu/bouryoku.html

359

新大村駅モニュメント はい
11月12日～24日17：30～
22：00

https://www.city.omura.nagasaki.jp
/heartpal/kurashi/shiminkyodo/da
njyo/shuchikeihatsu/bouryoku.html

360

眼鏡橋・袋橋 いいえ
11月13日～17日　日没～
22:00

https://www.city.nagasaki.lg.jp/shi
min/190000/193000/p030414.html

361

長与駅コミュニティホール はい 11月21日17：00～19：00
https://webtown.nagayo.jp/kiji003
414/index.html

362

長与町ふれあいセンター はい 11月16日17：00～21：30
https://webtown.nagayo.jp/kiji003
414/index.html

363

口之津港ターミナルビル いいえ 11月12日～25日18:30～23:00 364

熊本城天守閣 はい 11月12日 日没～22:00
https://www.city.kumamoto.jp/hpK
iji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=500
1&class_set_id=2&class_id=62

365

くまもと森都心プラザ　ア
トリウム広場のツリー

いいえ
11月12日～25日17：30～
22：00

https://www.city.kumamoto.jp/hpK
iji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=500
1&class_set_id=2&class_id=62

366

臼杵駅前　国宝臼杵石仏大
日如来像レプリカ

いいえ 11月12日～25日18:00～22:00 367

臼杵城跡の畳櫓 いいえ 11月12日～25日18:00～22:00 368

大分県立美術館 いいえ 11月12日～11月25日
https://www.pref.oita.jp/site/i-
ness00purpleribbonproject/purplep
roject2022.html

369

OASISひろば２１ いいえ 11月12日～11月25日
https://www.pref.oita.jp/site/i-
ness00purpleribbonproject/purplep
roject2022.html

370
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株式会社JR大分シティ いいえ 11月12日～11月25日
https://www.pref.oita.jp/site/i-
ness00purpleribbonproject/purplep
roject2022.html

371

大分市中央町商店街振興組
合

いいえ 11月1日～11月30日
https://www.pref.oita.jp/site/i-
ness00purpleribbonproject/purplep
roject2022.html

372

大分市府内五番街商店街振
興組合

いいえ 11月12日～11月25日
https://www.pref.oita.jp/site/i-
ness00purpleribbonproject/purplep
roject2022.html

373

株式会社サンリオエンター
テイメント　ハーモニーラ
ンド

いいえ 11月1日～11月30日
https://www.pref.oita.jp/site/i-
ness00purpleribbonproject/purplep
roject2022.html

374

NS大分ビル いいえ 11月12日～11月25日
https://www.pref.oita.jp/site/i-
ness00purpleribbonproject/purplep
roject2022.html

375

さいき城山桜ホール大ホー
ルステージ上に設置（トー
クイベント～東アジア文化
都市２０２２大分県～世界
で輝く女性たち～）及び同
ホールアートプラザ

はい
11月3日（ステージトークイベ
ント）・11月17日～11月24日
（啓発展示）

11月3日に写真を撮影してから市公
式HPに掲載予定。

376

大分県民共済生活協同組合 はい
11月12日～25日 17:00～
23:59

377

大山ダム いいえ
11月19・20日18：00～21：
00

378

ニイモク　まちなかサテラ
イト

はい
11月12日、13日18:00～20:00
11月19日、20日18:00~20:00

https://niimoku.amebaownd.com 379

城山公園三階櫓石垣 いいえ
11月12日～25日　日入り～
22：00

380

宮崎県庁本館 いいえ
11月7日～12日
11月20日～27日
日没後～20:00

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/sei
katsu-kyodo-
danjo/kurashi/jinken/20151111083
503.html

381

アミュラン（アミュプラザ
鹿児島屋上観覧車）

いいえ
11月12日17:00～23:00，11月
25日17:00～23:00

https://www.pref.kagoshima.jp/ab
15/kurashi-kankyo/jinken/
dv/h30nakusuunndou.html

382

西田橋 いいえ
11月12日，15日～25日日没～
21:00

https://www.pref.kagoshima.jp/ab
15/kurashi-kankyo/jinken/
dv/h30nakusuunndou.html

383

高見橋 いいえ
11月12日，15日～25日日没～
21:00

https://www.pref.kagoshima.jp/ab
15/kurashi-kankyo/jinken/
dv/h30nakusuunndou.html

384

宮崎県

鹿児島県
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鶴丸城御楼門 いいえ
11月12日，15日～25日20:10
～21:00

https://www.pref.kagoshima.jp/ab
15/kurashi-kankyo/jinken/
dv/h30nakusuunndou.html

385

いおワールドかごしま水族
館

いいえ 11月12日～25日
https://www.city.kagoshima.lg.jp/s
himin/jinken/danjokyodo/dvbousiu
nndou.html

386

クレインパークいずみ いいえ 11月12日～25日
https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/page/page_04586.html

387

沖縄県庁 はい
11月21日～25日9:00～15:00
予定(閉庁日除く）

https://www.pref.okinawa.jp/site/k
odomo/heiwadanjo/danjo/event/jo
sei-no-violence.html

388

沖縄県男女共同参画セン
ターてぃるる１階

はい
11月17日～25日17：00～
17：00

389

沖縄県
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