
平成２１年度「女性に対する暴力をなくす運動」実施結果【都道府県・政令指定都市】

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

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

都道府県・政
令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

北海道

※関連URL
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/djb/boryokukonzetu.htm

●庁舎内にポスターの掲
示、リーフレット設置
●庁舎女子トイレ内・ロ
ビーにＤＶパンフレット、
相談窓口カードの配置
●内閣府作成ポスター・
リーフレットの配布（各市
町村・各団体など）
●リーフレットによる街頭
啓発（宗谷、11/20）

●パネル展等の開催［道庁
１階道政広報コーナー
(11/16～11/18）、空知支庁
ロビー(11/19～11/30）］
　（パネル展等の内容：・
パネルの展示、ポスター掲
示、啓発ビデオ上映、リー
フレット等配置、啓発資材
配布）
●よみうりメガビジョン放
映、庁内放送
●ホームページ掲載（空
知、上川）
●地方紙への掲載
●新聞広告掲載（網走、日
高(11/11)、十勝、釧路
(11/12)）
●大型スーパー店舗におい
て、ＤＶ相談カード入りポ
ケットティッシュ等を配付
する街頭啓発を実施（根
室）
●啓発カード及び、啓発
カード入りポケットティッ
シュの配付
●ＤＶ相談カード（各種会
議等での配付）

●配偶者暴力被害者支援
サポーター養成講座
●配偶者暴力相談支援連
絡調整会議
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青森県 平成21年度　DV被害者支援基礎セミナー
日時　平成21年11月27日（金）13：00～16：00
場所　アピオあおもり　大研修室２
対象　配偶者暴力防止法に基づく基本計画策定市町村担当職
員、各市町村男女共同参画担当者、青森県女性相談所、各地域
県民局健康福祉総室及び福祉こども総室、各市福
事務所、ＤＶ被害者支援団体等
第1部
1.「配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画」についての説
明
　　　　　　　青森県健康福祉部こどもみらい課
2.講演「ＤＶ加害者の実像と対策」
　　　　　　　講師　沼崎一郎氏（東北大学大学院教授）
3.ワークショップ
グループに分かれ、DV被害者支援にあたっての仕事上の悩みや
感じていること等の情報共有および情報交換の場とする。
助言者　　東北大学大学院文学研究科　教授　沼崎一郎氏

　

・庁舎内、各警察署、関係
機関内にポスターの掲示、
リーフレットの設置
・展示パネルの貸出
テーマ「ドメスティック・
バイオレンス」
貸出先：女性の地位向上委
員会
貸出目的：チャリティ会場
に展示
貸出期間：11月9日～15日

・街頭キャンペーンの実施
（大型店舗駐車場等3カ所）
・パネル展の開催、リーフ
レット配布（11.25「犯罪被
害者支援フォーラム」会
場）
・ラジオ番組を利用した広
報（RAB「青森県広報タイ
ム」、エフエム青森「情報
ぱれっと」、ＦＭアップル
ウエーブ「こちらアップル
交番」）
・各種会議・会合等の機会
を利用した講話
・警察署前電光掲示板利用
の広報
・警察署内に「ミニ広報
コーナー」設置
・市町村広報誌利用の広報
（六ヶ所村、鰺ヶ沢町、佐
井村）
・交番・駐在所発行の広報
誌利用による広報

青森県男女共同参画セン
ター情報ライブラリー
テーマ展示
・「Domestic Violence]
・「愛？暴力？見抜く力
があなたを救う！」

岩手県 平成21年度デートＤＶ防止セミナー
日時　平成21年11月29日（日）　13：30～16：30
場所　アイーナホール
○第一部　講演会
デートＤＶって何だろう　～子どもたちが被害者・加害者にな
らないめに～
講師：山口　のり子さん（アウェア代表）
○第二部　パネルディスカッション
デートＤＶ予防のために～今、私たちができることは何か～
コーディネーター：田端　八重子さん（参画プランニング・い
わて副理事長）
パネリスト3名　（学校関係者等）

○関係機関でのポスターの
掲示、ポスター等を県内市
町村等へ配布

宮城県 ○女性相談員等の技術研修会
・開催日：１１月１９日（木）
・場所：宮城県女性相談センター
・内容：ＤＶ被害者支援に関するワークショップ
　　　　精神科医による講話
運動期間外ではあるが，以下のとおり実施
○配偶者からの暴力防止と被害者支援に関する担当者研修会
・開催日：１０月２２日（木）
・場所：宮城県子ども総合センター
・内容：ＤＶ被害者自立支援の事例検討　等

○ＤＶ被害防止啓発用リー
フレットを作成。県内市町
村等へ配布
○内閣府作成ポスター，
リーフレットを県内各保健
福祉事務所，各市町村，関
係機関に配布

○県政だより１１月号での
広報

○宮城県女性相談センター
で相談受付
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秋田県 ○研修会
・日時：１１月５日（木）
　会場：北部シルバーエリア
　テーマ：「ドメスティックバイオレンスの現状と課題
　　　　　　～いま、私たちにできること～」
　講師：青森県立保健大学　山田典子氏
・日時：１１月２７日（金）
　会場：県立近代美術館
　テーマ：「なぜ彼女らは夫のもとに帰るのか
　　　　　　～アディクションからみたＤＶ被害者の理解」
　講師：秋田大学大学院医学系保健学専攻
　　　　　　　　　・秋田大学医学部保健学科　熊澤由美子氏
・日時：１１月１９日（木）
　会場：秋田県警察学校
　対象：警察学校「警察安全相談実務専科」入校性及び聴講生
　テーマ：女性に関する相談・ＤＶ事案の現状等について
○ＤＶ出前講座
・６地区５市町の民生児童委員を対象にＤＶに関する講話

○県広報に掲載（全戸配
布）
○子育て支援課通信に掲載
（保育所・幼稚園、市町
村、保健センター等に配
布）
○街頭キャンペーン
　　県：大型スーパー、駅
構内等４ヵ所で街頭キャン
ペーンを実施し、買い物
客、通勤・通学等の通行人
にＤＶ防止、相談窓口に関
する県で作成したリーフ
レット及び啓発資材を配布
　　市町村：県の呼びかけ
により、１０市町村で独自
にＤＶ防止キャンペーンを
実施
○庁舎正面看板にＤＶ防止
を呼びかける看板を設置
(11/2～11/30）

○無料法律相談
中央男女共同参画センター
主催
１１月１０日（中央地区）
１１月１７日（県北地区）
１１月２４日（県南地区）

山形県 ○県男女共同参画センターにおいて、デートＤＶ防止に関する
講座「私も知りた～い　デートＤＶってどんなこと？」を開催
  11月11日開催
　講師：県男女共同参画センター職員
　対象：一般県民

○内閣府作成ポスター及び
チラシを関係機関へ配布

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

○男女共同参画の意識啓
発を行うための映画上映
会に併せて、民間団体に
よるＤＶ防止啓発のため
の寸劇を実施
　・11月12日　長井市
　・11月19日　村山市
　・11月28日　遊佐町
　・12月 6日　戸沢村

福島県 ○婦人保護事業充実強化研修会の開催
　（女性相談員の相談業務の強化）
　日時：１１月４日（水）　１０：００～１２：００
　場所：杉妻会館（福島県福島市杉妻町３－４５）
　内容：電話相談業務におけるスキルの向上及び事例検討会
○講演会
　日時：１１月４日（水）　１３：３０～１５：３０
　場所：杉妻会館（福島県福島市杉妻町３－４５）
  講演：「婦人保護事業の過去・現在・未来」
　講師：城西国際大学准教授　堀　千鶴子氏

内閣府作成ポスター及び
リーフレットを関係機関へ
配布

3 / 26 ページ



都道府県・政
令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

茨城県 ・内閣府作成のポスター・
リーフレットを関係機関へ
配布，掲示

・県男女共同参画推進月間
の普及啓発に係る展示会の
中で，啓発ポスターのパネ
ルを展示（場所：県庁アト
リウム，10月，11月）
・県広報誌（10月発行）に
「女性に対する暴力をなく
す運動」について掲載。

栃木県 県政広報コーナーにポス
ター等の掲示（11月13日～
11月20日）
県庁舎内全階にポスター掲
示(11月10日～11月25日)

県ホームページ上で、「女
性に対する暴力をなくす運
動」について掲載（11月13
日～11月25日）
庁内放送で「女性に対する
暴力をなくす運動」につい
て広報（11月12日）

配偶者暴力相談支援セン
ター等で通常の相談業務を
実施

群馬県 内閣府作成のポスタ－、リ
－フレットを市町村及び関
係機関へ送付
県作成啓発冊子、啓発カー
ドを男女共同参画センター
にコーナーを設け、設置

・県広報資料に「女性に対
する暴力をなくす運動」に
ついて掲載
・ＦＭぐんまでラジオス
ポットＣＭを期間中放送

埼玉県 ○ＤＶ防止フォ－ラム２００９
　　開催日：１１月８日（日）
　　シンポジウム：「貧困の時代のＤＶ」
　　コ－ディネ－タ－：
　　　丹羽雅代氏（女性と貧困ネットワ－ク運営委員）
　　シンポジスト：
　　　瀧田信之氏（湘南ＤＶサポ－トセンタ－代表）
　　　湯澤直美氏（立教大学コミュニティ福祉学部教授）
　　　会場：シ－ノ大宮センタ－プラザ１０階
　　　   （さいたま市生涯学習総合センタ－多目的ホ－ル）
　　　参加者：１０８名
○ＤＶ加害者対策研究会
　　開催日：１１月２０日（金）
　　講演：「ＤＶ被害者支援の一環としての加害者更
　　　　　生プログラムを考える」
　　講師：妹尾栄一氏
   　　  　(精神科医、医学博士/東京都精神医学総合研究所）
    会場：埼玉県男女共同参画推進センタ－
　　参加者：６３名

内閣府作成のポスタ－、リ
－フレットを市町村及び関
係機関へ送付及び県庁舎内
にポスタ－の掲示

埼玉県広報紙
「彩の国だより」
１１月号に掲載
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千葉県 人身取引問題を考える講演会
　日時　11月25日（水）
          13:30～16:30
　場所　ホテル　プラザ菜の花
　講師　橋本直子氏
　（国際移住機関ＩＯＭ駐日事務所プログラムマネージャー）
　　　　　藤原志帆子氏
　（ポラリスプロジェクト東京事務所コーディネーター）

※関連URL（10月下旬掲載予定）
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/b_dankyou/main/dv/nak
usuunndo/torikumi21.html

・DV問題啓発及び相談窓口
を紹介したチラシを100,000
枚作成。市町村を通じ自治
会の回覧板等で供覧。
・人身取引問題啓発のチラ
シを80,000枚作成。市町村
を通じ自治会の回覧板等で
供覧。
・DV相談カード380,000枚を
配布。

・「女性に対する暴力をな
くす運動」街頭キャンペー
ン(11月５日：柏、１２日：
千葉）啓発グッズ、チラシ
等配布。
・県庁前の電光掲示板によ
る啓発広報（期間中）
・日立柏サッカー場・フク
ダ電子アリーナ大型ビジョ
ンによる啓発広報（11月中
Ｊリーグ公式戦開催日）
・千葉駅前電光掲示板によ
る啓発広報（街頭キャン
ペーン実施日）
・県庁内ポスター掲示（期
間中）
・「ちば男女共同参画情報
マガジン」でメール発信

東京都 「配偶者暴力防止講演会」
みんなで気づく みんなでなくす　配偶者暴力
　　～今すぐできる「知る」ということ～
日時：１２月４日
場所：東京ウィメンズプラザ

内閣府作成のポスター・
リーフレットを配布、掲示
（配付先：東京都配偶者暴
力相談支援センター、区市
町村、児童相談センター・
児童相談所）

都広報媒体「広報東京都」
11月号(435万部発行)に掲載

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「パー
トナーからの暴力に悩ん
でいませんか」を配布

神奈川県 ・県政情報センター展示
コーナーに、内閣府作成の
運動ポスターを掲示・リー
フレットを配置。
・市町村、その他関係機関
にポスター・リーフレット
を送付。
・6鉄道株式会社の展示可能
な駅にての運動ポスターの
掲示

・県広報誌「県のたより」
11月号に掲載
・庁舎内女性用トイレに、
県作成の「ＤＶ相談窓口の
ご案内」カードを配置

・県内２ヶ所の配偶者暴力
相談センターの窓口につ
て、ＤＶ相談を実施（通
年）
・多言語（8言語）による、
ＤＶ相談を実施（通年）
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新潟県 ＤＶ公開講座の開催
（県民・関係機関職員対象）
日時：11月18日（水）
　　　　13時30分～16時00分
場所：新潟テルサ
講師：石川結貴氏（ノンフィクション作家）

内閣府作成ポスター・リー
フレットの配布
・女性センター
・「新潟県配偶者暴力防止
連絡会議」構成機関
・民間支援団体
・母子生活支援施設
・市町村
・児童相談所
・県地域機関

・男女平等社会推進課だよ
り
　「ふれ愛ほっとらいん」
掲載
・庁内放送
・庁内ＬＡＮ
　　職員へのお知らせ
・テレビスポット「県から
のお知らせ」
・県ホームページ

富山県 ＤＶ防止講演会
「デートＤＶ その時親は何ができるのか　～母と娘の1250日
～」
　開催日：11月13日（金）
　講師：ビッグママ
　主催：富山県、㈶富山県女性財団

・ＤＶ防止啓発のためのち
らし・ティッシュを作成
し、市町村、関係機関・団
体、医療機関等へ配布
（ちらし　12,000部、
ティッシュ　4,200個）
・内閣府作成のポスター・
リーフレットを市町村、関
係機関・団体等へ配布

・県内２か所における街頭
啓発活動（ちらし・ティッ
シュの配布）
 11月12日（木）
・県HP、電子情報ボード・
ＴＶ・ラジオ等による広報

石川県 「女性に対する暴力をなくすための講演会」
１１月２１日（土）
講演：
「心つなぎあう家族のために　～虐待・ＤＶを乗りこえて～」
講師：藤木　美奈子 氏
         （ＮＰＯ法人ＷＡＮＡ関西代表理事・博士）

・内閣府作成のポスター・
リーフレットを市町・関係
機関へ配布
・ＤＶ防止啓発用リーフ
レットを講演会来場者へ配
布
・ＤＶ防止啓発用リーフ
レット及びカード型パンフ
レット配付
配付先：地域の商店、ホテ
ル等

・テレビスポット
（１１月８日）
・パネル展示（県庁、１１
月１１日～１９日）

福井県 ○　ＤＶ被害者支援のための実践的研修会＜第１回＞・講演会
〔民間団体との連携事業〕
開催日：11月21日（土）、22日（日）
場　 所：小浜市働く婦人の家
講　 師：松田智恵氏（東京フェニストセラピーセンターカウン
セラー）

○　内閣府作成のポス
ター、リーフレットを市
町・関係機関に配布
○　内閣府作成のポスター
をパネル展示会場において
掲示

○　福井新聞社発行の地域
情報誌「fu」において、
「女性に対する暴力をなく
す運動」実施の周知
○　街頭（ＪＲ福井駅前）
でのＤＶ防止リーフレット
およびＤＶ防止メッセージ
入りグッズの配布
○　パネル展示（県庁１階
ホール他計３箇所で実施）

○　１日電話相談（女性の
悩み110番）〔民間団体との
連携事業〕
実施日：11月14日（土）
時　間：10時～22時
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都道府県・政
令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

山梨県 ○DV啓発講演
日時：11月16日（月）　14:00～16:00
内容：「傷つけ合う家族～児童虐待・DVを乗り越えて～」
講師：藤木美奈子さん（作家・ＮＰＯ法人ＷＡＮＡ関西代表）
会場：男女共同参画推進センターぴゅあ総合
○児童虐待・ＤＶ講演会「あなたの笑顔がみたい
　　　　　　　　～愛されるために生まれてきたから～」
日時：12月2日（水）　19:30～21:00
内容：Ⅰ朗読劇「静かな慟哭」 ～五陰盛苦～
　　　　　　出演：表現倶楽部　言の葉
　　　　Ⅱ講演「あなたと、子どもたちの笑顔のために」
　　　　　　講師：西澤哲氏(山梨県立大学人間福祉学部教授)
会場：増穂町町民会館
○デートＤＶ防止講演会
日時：12月12日（土）13:30～15:30
内容：「若者へのデートＤＶの防止啓発から見えた“現状と課
題”」
講師：やまなし女と男ネットワーク
会場：男女共同参画推進センターぴゅあ富士

○ポスター・リーフレット
の配布
　内閣府作成のポスター等
を国・県関係機関、市町
村、警察、大学・高等学
校、男女共同参画推進セン
ター等に配布

○広げる・つなげる・結び
合うやまなしパープルリボ
ンプロジェクト
1.パープルリボン募集
　・県民からパープルリボ
ンを募集し、「パープルリ
ボンやまなし」等を作成、
展示。
　・個人・団体から6,500枚
を超えるリボンが集まった
2.企画展示「パープルリボ
ンでやまなしをつなごう
『暴力はダメ』」の開催
日時：11月12日～11月25日
会場：男女共同参画推進セ
ンターぴゅあ総合
【展示内容】
ＤＶ啓発パネル、募集リボ
ンによる「パープルリボン
やまなし」、ＤＶメッセー
ジツリー、啓発資料、民間
団体の活動紹介等
3.ＤＶ被害者への『応援物
資』の募集
　・生活再建を目指すＤＶ
被害者への支援として、生
活用品・衣類などの物資を
募集
　・女性相談所等を通して
ＤＶ被害者へ渡す
○・ラジオスポット放送
　 ・県ホームページ掲載

○通常どおり実施 ○関係機関連絡協議会開
催
日時：10月16日（金）
内容：関係機関（国・
県・市の関係機関・警
察・民間支援団体等）に
よる情報・意見交換
○関係機関担当職員研修
会
日時：10月30日（金）
対象：国・県・市町村・
警察・民間支援団体等で
ＤＶ施策または被害者対
応業務に従事する職員
内容：
1.講義「山梨県における
ＤＶ相談の現状と対応に
ついて」
講師：山梨県女性相談所
長
2.講演「支援者が学ぶ改
正ＤＶ法と地域での被害
者支援」
講師：戒能民江氏（お茶
の水女子大学理事・副学
長）

長野県 ドメスティックバイオレンス防止セミナー
　開催日　10月31日（土）
　場　所　長野県男女共同参画センター
　内　容　講演「ドメスティック・バイオレンス」
　　　　　講師　武蔵野大学人間関係学部教授
　　　　　　　　小西　聖子　さん

DV防止啓発カードの配布
（DV防止セミナーにあわせ
て）

信越放送「ラジオ県民室」
による広報
11月20日　5分間

パネル展示
（人権フェルティバル
（11月24日　ホクト文化
ホール展示室））

※関連URL　http://www.danjo-
aitopia.jp/modules/news5/article.php?storyid=35
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都道府県・政
令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

岐阜県 ○内閣府作成のポスター、
リーフレットの配布、掲示
・市町村、学校、関係機関
等へ配布し、各施設に掲
示・配架
・警察本部及び県内２２警
察署に配布し、来訪者の多
い箇所に掲示・配架
○女性相談センター作成の
リーフレツト：28,000枚、
電話相談カード：37,000
枚、クリアファイル：6,000
枚を関係機関に配布
○男女共同参画推進及びDV
防止啓発のポスター（各900
部）の作成
・市町村等関係機関へ配布
し、各施設に掲示・配架

○ラジオ放送を通じての広
報
○県及び市福祉関係機関、
警察等の連携による街頭啓
発活動
【実施日】平成21年11月19
日（木）15:00～16:00
【場所】ＪＲ岐阜駅周辺
【内容】リーフレット・電
話相談カード・クリアファ
イル等1,000セットを配布
し、ＤＶ防止を呼びかけ
た。岐阜市と共催。
他、高山市（11月13日）、
山県市（11月17日）で実
施。
○警察署広報紙を活用した
広報
○県ＨＰにて「女性に対す
る暴力をなくす運動」につ
いて掲載

○犯罪被害者、ストー
カー、配偶者暴力相談時に
おける防犯指導等

静岡県 ●STOP、デートDV 　～今できること～
【実施日】平成21年11月19日（木）13:30～15:30
【場所】静岡県男女共同参画センターあざれあ
【講師】山口のり子氏（アウェア代表）
【内容】デートDVとは何か、デートDVの実態、デートDV防止の
ためにすべきこと、相談を受けたときの対応等を学ぶ

●市町、関係団体、病院、
大学、図書館、「男女共同
参画社会づくり宣言推進事
業」登録事業所･団体、街頭
キャンペーンでの配布
・ポスター700枚
・リーフレット2,900枚
・デートＤＶ防止セミナー
案内1,500枚
・県の状況等資料1,500枚
他

●街頭キャンペーン
【実施日】平成21年11月12
日(木）8：00～8：30
【場所】JR静岡駅コンコー
ス
【内容】「女性に対する暴
力をなくす運動」のチラ
シ、デートＤＶ防止セミ
ナー案内チラシ等1,500セッ
トを配布し、暴力根絶を呼
びかける。静岡市と共催。
【協力団体】静岡県男女共
同参画センター交流会議、
しずおか女性の会、県人権
擁護委員連合会、県母子生
活支援施設協議会、静岡大
学、静岡県立大学、静岡英
和学院大学
【配布物】1.内閣府リーフ
レット 2.デートＤＶ防止セ
ミナー案内 3.県の状況等資
料 4.啓発品　他

●ＤＶその他暴力に関する
相談
通常の電話相談、相談員に
よる面接相談に加え、運動
期間中については土曜日に
も窓口を開設する予定だっ
たが、相談員の都合がつか
ず、通常通りの開設となっ
た。
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都道府県・政
令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

愛知県 ・内閣府作成のポスターを
庁舎内に掲示
・内閣府作成のポスター・
リーフレットを市町村及び
関係機関へ配布
・広報用携帯カード「DV相
談ナビ」を市町村等へ配布

・ウィルあいち情報ライブ
ラリーにおけるパネル展
示、関連図書の紹介

・弁護士によるＤＶ専門電
話相談（年間を通して実
施）

※運動期間外
・女性問題相談員ネット
ワーク事業
（12/3）

三重県 【平成21年度女性に対する暴力防止セミナー】
日時：11月21日（土） 13:30～16:30
場所：伊勢市ハートプラザみその多目的ホール
●講演会　「ストップＤＶ！“殴るだけが暴力じゃない”～
今、私たちができること～」
　講師：川喜田好恵さん（フェミニストカウンセラー）
○「三重県からのＤＶに関する報告」
　報告者：宮本隆弘（三重県健康福祉部こども局こども家庭室
長）
○パネルディスカッション「今、地域や学校で起っているこ
と」
コーディネーター：川喜田好恵さん
パネリスト：森田明美さん（弁護士）、中川祥子さん（スクー
ルソーシャルワーカー）
【デートＤＶ防止啓発講演会】
公開講座「デートＤＶって知ってますか？」
日時：11月25日(水) 16:30～18:30
場所：鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス
講師：具ゆりさん（フェミニストカウンセラー）

・内閣府作成のポスター・
リーフレットを県内市町、
各団体等関係機関へ配布
・県作成のＤＶ相談機関一
覧ポスターを県内市町、関
係機関、全医療機関に配布
（１８００部）

・「女性に対する暴力をな
くす運動」パネル展示、関
連図書、ビデオの紹介
（11/15～11/25）
場所：三重県男女共同参画
センター「フレンテみえ」
・11/12朝　県内６カ所の駅
において「ＤＶ相談啓発救
急絆創膏」を配布し、街頭
啓発を実施。
・県内サークルＫサンクス
全店でのＤＶ相談機関一覧
ポスター（県作成）掲示、
従業員に「ＳＴＯＰ　ＴＨ
Ｅ ＤＶ！」プレート装着

※関連URL　http://www3.center-
mie.or.jp/center/frente/jigyou/H21/019.html
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都道府県・政
令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

通常どおり実施 ○滋賀県
・男女共同参画センター
図書資料室において、関
連図書の特集コーナーの
設置及び情報の掲示
○大津市
　「心に響かせるＤＶ根
絶パネル」展
　期間：11.27～12.2
　会場：大津市男女共同
参
  画センター

滋賀県 ・講座(H22.1.21)
　［テーマ］男女間の暴力と女性の人権
　［講師］川喜田好恵さん（大阪府男女共同参画・青少年セン
          ター　カウンセラー）
　［会場］滋賀県男女共同参画センター
　［主催］滋賀県
・講座(H21.11.16、30、12.16)
　［テーマ］女性のためのDV支援セミナー
　［講師］11.16　粟谷初子さん（聖泉大学カウンセリングセン
          ターカウンセラー）
　　　　　11.30・12.16　高橋啓子さん（聖泉大学教授）
　［会場］大津市男女共同参画センター
　［主催］大津市
・「心に響かせるＤＶ根絶パネル」展
　［期間］11.27～12.2
　［会場］大津市男女共同参画センター
・講演会(H21.11.15)
　［テーマ］幼少期からのＤＶ防止教育の必要性
　［講師］遠矢家永子さん（特定非営利活動法人ＳＥＡＮ
          教育部門「Ｇ－Ｆｒｅｅ」代表）
　［会場］守山市生涯学習・教育支援センター
　［主催］守山市
・講演会(H21.11.21)
　［テーマ］アフガニスタンの女性と子どもたち
　［講師］西垣敬子さん（宝塚・アフガニスタン友好
          協会代表）
　［会場］高島市今津東コミュニティセンター
　［主催］高島市
・講演会(H21.12.3)
　［テーマ］高校生向けデートＤＶ防止講座
　　　　「これってデートＤＶ？～お互いを尊重しあう関係を
         めざして」
　［講師］遠矢家永子さん（特定非営利活動法人ＳＥＡＮ
        　教育部門「Ｇ－Ｆｒｅｅ」代表）
　［会場］安曇川公民館
　［主催］高島市・滋賀県立安曇川高等学校

　※関連URL　http://www.pref.shiga.jp/hodo/e-
shinbun/ct00/20091026.html

・内閣府作成ポスター、
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
ト配置

・県ＨＰによる広報
・メルマガによる情報発信
・県内市町の取組内容一覧
の資料提供
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都道府県・政
令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

京都府 1.ＤＶを考えるつどい（啓発講座）の開催
●１１月５日　与謝野町（生涯学習センター　知遊館）
「身近にあるＤＶを知る～被害者支援の第一歩～」
講師：井上摩耶子氏（ウィメンズカウンセリング京都代表）
●１２月１０日　京丹波町（和知中学校）
「デートＤＶ～彼氏 彼女になる前に知っておきたいこと～」
講師：斎藤真緒（立命館大学准教授）
●１２月１０日　木津川市（木津人権センター）
「ＤＶと子ども虐待～母と子を守るために～」
講師：井上摩耶子氏（ウィメンズカウンセリング京都代表）
2.「配偶者からの暴力被害者支援基礎セミナーin京都」の開催
●１１月１９日～２０日（京都府男女共同参画センター らら京
都）
主催：京都府・内閣府・(独)国立女性教育会館

1.ＤＶ啓発カード多言語対
応版（７万２千枚印刷）
2.京都府配偶者等からの暴
力をなくす啓発期間統一チ
ラシ（２万５千枚印刷）

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）の設置
1.府内関係団体へ後援・協
賛の依頼（１０４団体が賛
同）
2.医療機関、大型商業施
設、大学、短大等へのカー
ド設置・チラシ配布依頼
（約１２００ヶ所に設置依
頼）
4.外国人向けＦＭ京都ラジ
オ「コンニチハＫｙｏｔｏ
Ｐｒｅｆｅｃｔｕｒｅ」に
て外国語相談窓口の紹介
（11/17・25）

ＤＶグループワーク（南部
会場）
１０月１５日・２２日・２
９日・１１月５日
ＤＶグループワーク（北部
会場）
１１月・２７日
１２月１１日・１月１９日

大阪府

※関連URL　http://www.pref.osaka.jp/danjo/

○「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
布及び周知依頼
○ＤＶ相談窓口リーフレッ
トを作成し、民間と連携し
て配布

○大阪府立男女共同参画・
青少年センター情報ライブ
ラリーにおける関連図書の
展示

○通常どおり実施 ○「女性に対する暴力対
策人材養成講座」（１１
月）
○運動期間中の市町村行
事を集約し、大阪府のＨ
Ｐから公開

奈良県 1.女（ひと）と男（ひと）が築く人権フォーラム（11/17）
〔講演テーマ〕「ＤＶが及ぼす子どもへの影響」
〔講　師〕森田ゆりさん（エンパワメント・センター主宰）
2.「ドメスティック・バイオレンス被害者支援を考える講座」
（10/29､11/5）
・10/29
〔テーマ〕「奈良県の支援体制」
〔講　師〕奈良県こども家庭課
〔テーマ〕「デートＤＶを知っていますか？～若者の恋愛に潜
む暴力に気づく～」
〔講　師〕亀井明子さん（子どもと女性のためのカウンセリン
グルーム　ウイミンズ・ステーション明(みん)主宰COSMO(ＤＶ
被害者サポートグループ)スタッフ）
･11/5
〔テーマ〕「ＤＶ・トラウマを理解する～心の傷つきから回復
するために大切なこと～」
〔講　師〕中島幸子さん（NPO法人 レジリエンスＤＶコンサル
タント､ソーシャルワーカー）
3.「女性に対する暴力をなくす運動」庁内連絡会議（10/14）

・女性に対する暴力防止パ
ネル（８枚）を市町村等に
貸出
・DV防止パンフレット及び
カードをフォーラム参加者
に配布
・内閣府作成のポスター、
リーフレットを市町村、関
係機関に配布

・11/12～13
県庁県民ホールにおいて女
性に対する暴力防止啓発展
示を実施。
・フォーラムの開催を広報
誌「県民だより奈良」に掲
載、県政記者クラブへ資料
提供、ホームページに掲
載。
・暴力をなくす運動と期間
中の取り組みについてFMラ
ジオ、庁内放送で周知。
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都道府県・政
令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

和歌山県 ○DV被害者支援ネットワーク会議において、DV被害者支援に向
けた各関係機関の連携についての講演会を開催
開催日：10月28日
講師：杉田　理佳（警察庁生活安全局生活安全企画課相談・指
導係長）

○内閣府作成のポスター、
リーフレットを配布、掲示
（配布先）
・DV被害者支援ネットワー
ク会議参加機関等
○県の相談機関の電話番号
の入った街頭啓発用物品の
作製

○県内各地で街頭啓発の実
施
○県広報誌｢県民の友｣及び
男女共生社会推進センター
情報誌｢りぃぶる｣で女性に
対する暴力をなくす運動期
間の広報を実施
○県ふれあい人権フェスタ
にて､啓発ブース内にパネル
等展示
○テレビ和歌山の番組内に
てＤＶ特集の放映

鳥取県 ○街頭キャンペーン時配布
用として、
・啓発リーフレット3,000部
・相談機関の連絡先を記載
した啓発物品（ポケット
ティッシュ）3,000部
・パープルリボンシール
3,000枚
を作成。
○女性に対する暴力をなく
す運動ＰＲ用のぼり旗を作
成（15枚）

○街頭キャンペーン実施
（１１/１２、１１/１５）
県内３箇所（鳥取・倉吉・
米子）の駅前、大型ショッ
ピングセンターにおいて、
啓発リーフレット、ポケッ
トティッシュ及びパープル
リボンシールを配布。
○県庁構内広告塔及び鳥
取・米子・倉吉駅前広告塔
への広告掲示（１１月）
○報道機関への資料提供
○県政だよりへの掲載

○パネル展実施（１１/
１２～１６）

島根県 ＤＶに関する公開講座（11月20日）
「母子生活支援施設におけるＤＶ被害者支援」
講師：大塩 孝江さん
(母子生活支援施設「倉明園」施設長)

●内閣府作成ポスター、
リーフレットの配布
（配布先：市町村、関係機
関、関係団体等）
●庁舎内にポスターの掲示
●女性に対する暴力をなく
す運動ＰＲ用のぼり旗を作
成（８枚）
　運動期間中掲示（県庁前
他３ヵ所）

○新聞広告
　県民だより（11月12日）
　考える県政（11月6日）
○テレビ広報（11月12日）
○県庁前庭電光掲示板によ
る啓発広報（期間中）
○街頭キャンペーン
　ＪＲ駅前での啓発チラシ
配布等（11月12日）
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都道府県・政
令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

岡山県 ○講座・講演会
1.11月7日（土）
・テーマ：「ＤＶの心理～ドラマ『ラストフレンズ』から
～」・講師：小倉千加子（心理学者)
・場所：きらめきプラザ401会議室
2.11月25日（水）
・テーマ：「ＤＶの現状と防止について～メール相談から見た
若者の現状を踏まえて～」
・講師：上村茂仁（ウィメンズクリニック・かみむら 院長）
・場所：きらめきプラザ401会議室
3.12月3日（木）
・テーマ：「女性の人権～ＤＶを防ぐために」
・講師：市場恵子（岡山理科大学非常勤講師、心理相談員）
・場所：備中県民局
4.12月8日（火）
・テーマ：「わたしもあなたも大切～自尊感情を育てよう～」
・講師：金 香百合（HEALホリスティック教育実践研究所 所
長）
・場所：津山市総合福祉会館
5.12月9日（水）
・テーマ：「デートＤＶ」って何？～あなたにとっていい恋愛
関係は～
・講師：中島幸子（ＮＰＯ法人「レジリエンス」代表）
・場所：岡山県立大学

○内閣府作成のポスター、
リーフレットの配布
配布先：市町村、関係機
関・団体
○庁舎女子トイレにＤＶ相
談窓口カードを配置

○ラジオスポット放送（Ｆ
Ｍ岡山）　11月12日～25日
○県ＨＰ
○携帯電話版ホームページ
（11月2日～11月30日）
○パネル展示（県庁1階県民
室、11月18日～30日）
○啓発ＤＶＤを放映（県庁1
階県民室、11月2日～30日）
○関連図書特設コーナー開
設（県立図書館2階、11月21
日～12月16日）
○デートＤＶ予防啓発パネ
ル展示（岡山県立大学祭、
11月7日）
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都道府県・政
令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

広島県 ○関係研修会，金融機関強盗訓練，地域住民対象防犯教室等に
おける講演・講習
（DV，ストーカー等について）

○内閣府作成ポスターの掲
示
（市町関係施設，警察署，
交番等）
○内閣府作成リーフレット
の配布
（大型商業施設等）
○リーフレット等の配布
　配布先：市町，関係機関
等
・「夫・パートナーからの
暴力に悩んでいません
か」，「ひとりで悩まない
で～女性相談のご案内
～」，「配偶者・パート
ナーからの暴力で悩んでい
ませんか」（こども家庭セ
ンター作成）
・「犯罪から身を守る女性
の知恵」（広島県防犯連合
会作成）
○リーフレットの配布
　配布先：大学
・「犯罪から身を守る女性
の知恵」（広島県防犯連合
会作成）
○資料展示（県立図書館）
「女性に対する暴力」根絶
に向けての関連資料の提供
や女性に関する関連図書の
紹介。

○警察広報紙
○県広報紙
○県ホームページ
○ラジオ
○地域情報紙
○ケーブルテレビ（広島中
央署）
○有線放送（安芸高田署）
○防災無線（山県署）

○大学に対する防犯指導
○市主催のDV防止に関す
る会議での協力依頼（府
中署,三次署）
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都道府県・政
令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

山口県 内閣府作成のポスター及び
リーフレットの配付
・各市町(20)
・宇部市配偶者暴力相談支
援センター(1)
・山口県配偶者暴力相談支
援連絡協議会構成機関(19)
※山口地方裁判所、山口家
庭裁判所、山口地方法務
局、山口労働局、山口県弁
護士会、山口県医師会、山
口県歯科医師会、山口県看
護協会、山口県病院協会山
口県社会福祉協議会、
山口女性サポートネット
ワーク、被害者支援セン
ターハートラインやまぐ
ち、山口市福祉事務所、山
口県健康福祉部厚政課、山
口県健康福祉部こども未来
課、山口県教育庁学校安
全・体育課、山口県精神保
健福祉センター、山口県中
央児童相談所、山口県警察
本部生活安全企画課
・母子生活支援施設（3）
・県男女共同参画相談セン
ター（県配偶者暴力相談支
援センター）(1)
・県総合庁舎管理者(9)
・（財）山口県婦人教育文
化会館(1)

※通年
配偶者間暴力に関する県
ホームページでの広報

※通年
男女共同参画相談センター
における電話・面接相談対
応、弁護士・医師・臨床心
理士による専門相談実施

※運動期間外
配偶者暴力予防啓発に向
けた若年層向けデートDV
啓発資料の作成・配布
（予定）
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都道府県・政
令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

徳島県 「女性・子どもをあらゆる暴力から守ろう」虐待・DV講演会
（主催:徳島県・徳島県女性保護協議会）
○開催日時：平成21年11月25日（水）13時30分から15時30分ま
で
○開催場所：徳島県立男女共同参画交流センター「フレアとく
しま」ブライダルコアときわホール
○講師:エンパワメント・センター　主宰　森田ゆり氏

女性と子どもの人権啓発パ
ネル展（主催:徳島県・徳島
県女性保護協議会）
○開催日時：平成21年11月2
日（月）から12月28日
（月）まで
○場所：徳島県立男女共同
参画交流センター「フレア
とくしま」交流スペース
女性に対する暴力をなくす
運動街頭広報
○日時：平成21年11月25日
（水）
○場所：徳島駅前
○内容： ＤＶ防止せんべい
とリーフレットの配付
メディア等を利用した広報
活動
○日時：平成21年11月12日
（木）から25日（水）まで
○内容：ラジオ、県庁前電
光掲示板等による広報

香川県 若い世代の恋人間の暴力について考える講演会
○講演
　「パートナーや恋人からの暴力～デートＤＶ～」
○パネルディスカッション
　「被害者にも加害者にもならないために」
開催日：11月11日（水）
場所：香川大学
講師：NPO法人レジリエンス代表　中島幸子氏

内閣府「女性に対する暴力
をなくす運動」ポスター、
リーフレットを県庁内及び
出先機関で掲示、配布

ラジオ広報
西日本放送「こんにちは香
川県です」（11/2）

※関連URL　http://www.pref.kagawa.jp/danjo/sankaku/
愛媛県 ○大学生向けデートＤＶ防止啓発講座

　県内大学で3回開催
　・11/ 4（水）　　 愛媛大学
　・11/11（水）　　 松山大学
　・11/26（木）　　 聖カタリナ大学・短期大学部
　

○内閣府作成のポスター・
リーフレットを関係機関へ
配布・掲示

○県政広報番組
　テレビ「愛！愛！！えひ
め」での広報
　ラジオ「県政ＦＭ情報」
での広報
○広報誌
　「さわやか愛媛11月号」
での広報
○メールマガジン
「えひめ男女共同参画メー
ル」でのメール配信
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都道府県・政
令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

高知県 ●ＤＶ防止セミナー「デート・ＤＶとは。。。」
   (11/7)
   講師：橋本明子（リアライズYOKOHAMA）
●ＤＶ防止啓発イベント「朗読舞台ひまわり　～ＤＶをのりこ
えて～」
   （11/14）
   公演：市民劇団オンリーワン
●ＤＶ対策連携支援ネットワーク会議及び専門者研修会
   (11/18）
  講師：脇口明子（小児科医）

●内閣府作成ポスター・
リーフレットを県庁内及び
出先関係課室、市町村、民
間支援団体等に配布、掲示
を依頼

●テレビ・ラジオスポット
放送(11/19～11/25)
●ラジオ番組放送(11/20)
●県広報誌「さんＳＵＮ高
知」１１月号掲載
●県庁舎電光掲示板による
啓発（11/9～11/25）
●県内の国際ソロプチミス
ト、高知女子大学の協力に
よるＤＶ相談カード・デー
トＤＶ相談カード・ティッ
シュの一斉配布(11/22)

福岡県 ◆福岡県男女共同参画センター「あすばる」で開催するフォー
ラム(11/28～29)
「女性への暴力」からの回復～女性のメンタルヘルス
主催団体：ＮＰＯ法人　博多ウイメンズカウンセリング

あすばるフォーラム
※関連URL
http://www.asubaru.or.jp/top/asubaru.forum2009.chirashi.p
df

◆ポスター
部数：7００部
掲載場所：ＪＲ駅、スー
パー等
◆リーフレット
部数：６，５００部
設置場所：スーパー等
◆ステッカー
部数：５００部
設置場所：コンビニエンス
ストアー

◆街頭キャンペーン（１１
／１３）
婦人相談員、男女参画セン
ター職員、警察署員等によ
る街頭啓発
相談機関連絡先掲載グッズ
（あぶらとり紙等）３，０
００個
県下４カ所
◆ラジオ放送
ＣＭ、番組内で紹介、ラジ
オカー取材、ＨＰによる告
知等
◆雑誌掲載
◆新聞掲載
◆携帯用ＨＰ開設
　ＱＲコード活用

◆ＤＶ１１０番
(11/12,13,16)
Tel０９２－７１１－９８７
４（9:00～21:00)

佐賀県 １１月１５日（日）「女性と人権セミナー」開催
1.講演　「見えていますか　子どもへの性的虐待」
講師　橋本　明子さん（女性が女性に伝える護身術　ＷＥＮ－
ＤＯインストラクター・ＣＡＰスペシャリスト）
2.映画上映会　「スラムドッグ＄ミリオネア」
（現代インド社会における幼児虐待、格差社会、宗教暴動、裏
ビジネスなどを正面から描き、世界の話題をさらった映画）

チラシ　２，０００部
配布先：市町、公民館、図
書館、女性団体、各関係機
関・団体等

・男女共同参画センター広
報誌に掲載
・セミナー開催について県
民だより、新聞折り込み情
報誌へ掲載

ＤＶを考える展示
（１１／１２～１１／２
５）
ＤＶ被害者支援グループ
によるバザー
（１１／１５）

※関連URL　http://avance.or.jp/（アバンセＨＰには９月末掲
載予定）
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都道府県・政
令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

熊本県 1)講演
「ＤＶ～小さな瞳にうつるもの」（11/15）
講師：森田 ゆり氏（エンパワメント・センター主宰）
2)ワークショップ
男女共同参画社会を目指す団体等共催（３団体）
1.これって愛？それとも束縛？
　　～幸せなおつきあいを応援するＤＶ未然防止講座～(11/14)
2.母子関係グループ・カウンセリング
　　～愛、共依存～(11/13)
3.アサーション
　　～自分の気持ちを素直に表現する～(11/24)

・ポスター：2,000部
・チラシ： 23,000部
・啓発グッズ
・相談窓口カード
・配布先
　市町村・県関係機関
　ＤＶ対策関係機関
　各種団体、県民　等

・街頭キャンペーン（県内
11地域で啓発グッズ、チラ
シ、相談カードの配布）
・ＮＨＫデータ放送
・県庁ＨＰ
・県庁舎にパネル、啓発資
料等の展示
・報道資料の提供

・女性のための法律相談
県弁護士会と共催
（11/14,17,19,21）

ＤＶに児童、高齢者、障
がい者虐待を加え、１１
月を「家庭から暴力をな
くすキャンペーン」月間
として、合同キャンペー
ンを実施

大分県 ○ＤＶ公開講座（１１／２５）
演題「ＤＶ被害者と加害者の関係性とトラウマからの回復」
講師：中島幸子（ＮＰＯ法人レジリエンス代表）
◯デートＤＶ防止セミナー
県内の高校２校　（１１／１３，１１／１８）
演題：「デートＤＶを防止するために」
講師：中田 慶子（ＮＰＯ法人ＤＶ防止ながさき代表）
講師：原 健一（佐賀県ＤＶ総合対策センター所長）
○男女共同参画講師育成講座　（１１／１９）
演題：「男女共同参画と法律～家族法、セクハラ、ＤＶなど
～」
講師：中村多美子弁護士

○相談窓口カード入り絆創
膏：８，０００個配布
○内閣府作成のポスター・
リーフレットの配布・掲示

○街頭キャンペーン　県内
全市町村

○人権啓発フェスティバ
ル（１２／４、５　大分
市）への出展（若年者の
ＤＶをテーマとしたパネ
ル展示、リーフレットの
配布）によるＤＶ未然防
止啓発

宮崎県 ○　デートＤＶ防止講座
　　（県内高校１校　11/24）

○　内閣府作成ポスター・
リーフレットの配付、掲示
（配付先：県庁各所属、市
町村、関係機関・団体等）
○　ＤＶ防止啓発リーフ
レット・カードの配付
（配付先：県庁各所属、市
町村、関係機関・団体等）

○ラジオ　２番組
（11/11､11/16､ 11/9～13）
○テレビ　３回
（11/8､14、15）
○ホームページ
（県庁、県男女共同参画セ
ンター）
○パネル展
（県庁　11/12～25）
○県庁庁内放送による啓発
（11/9～11/25）

○　県男女共同参画セン
ターにおける通常の相談業
務
○　県女性相談所における
通常の相談業務

【運動期間外】
○新聞広報（11/8）
○街頭キャンペーン〈人
権週間啓発の一環とし
て〉
（宮崎市12/6）
○パネル展〈人権週間啓
発の一環として〉
（県立図書館12/1～13）
○デートＤＶ防止講座
（県内高 10/30､11/26）
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令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

鹿児島県 ◆公開講座
（１）女性に対する暴力の問題に関する講演会（１１／１４）
・テ ー マ　「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）ってな
に？
　～お互いを尊重しあえる関係を築くために～」
・講演内容  第１部「ＤＶってなに？～被害実態をふまえて
～」
　講師　下敷領須美子（鹿児島大学准教授）
　第２部  ＤＶを防ぐために（家政学の立場から）
　講師　正保正惠（福山市立女子短期大学准教授）
　倉元綾子（鹿児島県立短期大学准教授）
　第３部　質疑応答・まとめ
・委託団体  （社）日本家政学会　家政教育部会
◆若者による暴力未然防止の活動支援事業（ワークショップ）
（１０／２４・２５）
・テ ー マ 　「デートＤＶ　～私たちの身近におこりうる暴力
～」
・開催場所　鹿児島純心女子大学キャンパス
・委託団体　鹿児島純心女子大学サークル　Ｓ＆Ｉ
（support&independence)

  

◆ポスター
部数：３６８部
掲載場所：県庁・市町村庁
舎等
◆リーフレット
部数：１２７８部
設置場所：県庁・市町村庁
舎等

◆街頭キャンペーン（１１
／１２）
　国際ソロプチミスト鹿児
島と連携し，アミュプラザ
鹿児島前で，ＤＶ関連チラ
シ等１０００部を配布
◆アミュラン（アミュプラ
ザ鹿児島屋上観覧車）を
パープルにライトアップ
（１１／１２・２５）
◆県政広報番組放映（１１
／１４）
「ＳＴＯＰ　ＴＨＥ　暴力
～女性に対する暴力をなく
す運動～」
◆県庁ホームページに情報
掲載
◆パネル展示
（１）県行政庁舎（１８階
展望ロビー） （１１／１～
２５）
（２）かごしま県民交流セ
ンター（２階展示ロビー）
（１１／１１～１５）

◆法律相談「女性のための
法律１１０番」 （１１／１
７）
　女性の弁護士による電話
相談（弁護士２名対応）

  

◆「配偶者等からの暴力
対策会議」の実施（１１
／１４）

沖縄県 ○女性に対する暴力をなくすための講演会「ありのままにわた
しらしく」（11/28）
講師：岡田美里

※関連URL
http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid
=11

○内閣府作成ポスター・
リーフレットの配布
配布先：市町村、関係機
関、関係団体等

○男女共同参画センターで
のパネル展（11/12～
11/28）
ＤＶ等、女性に対する暴力
防止に関するパネル展示及
びパープルリボンツリーを
使用した広報啓発
○県内ローソン、ファミ
リーマートへ相談カード等
掲示依頼（11/12～12/11、
県内全店舗）
広報物：1.ポスター 2.リー
フレット 3.DV被害者相談
カード 4.DV加害者更生相談
カード
○県広報誌11月号（特集：
デートＤＶ）
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都道府県・政
令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

札幌市 ・女性に対する暴力をなくすための講演会
場　所　男女共同参画センター大研修室
日　時　11月21日(土）13:30～16：30
コーディネーター　志堅原郁子（ＮＰＯピーチハウス～女性と
子どもの元気の輪）
パネリスト　長島香（勤医協札幌病院産婦人科医長）・三澤恵
子（ＤＶ相談員）
テーマ　専門家によるリレートーク「デートＤＶを防止するた
めに大人たちにできることとは」
主　催　男女共同参画センター
・ＤＶ講演会
場　所　手稲区民センター
日　時　11月13日（金）18：30～20：30
講　師　近藤恵子さん（NPO法人女のスペース・おん　代表理
事）
テーマ　ＤＶについて
主　催　手稲区等

※関連URL　http://www.danjyo.sl-plaza.jp/
※関連URL　http://www.city.sapporo.jp/teine/

・各パネル展会場でＤＶ防
止啓発パンフレット等を配
布
・男女共同参画センター主
催講演会等でＤＶ防止啓発
パンフレット等を配布
・女性に対する暴力をなく
す運動ポスターを市営地下
鉄駅、市・区役所庁舎内、
男女共同参画センター等に
掲示

・下記の会場でパネル展
1.男女共同参画センター
（11/12～24）
2.各区役所・区民センター
（計5カ所、会場により開催
日は異なる）
・配偶者暴力防止及び相談
啓発に係る外装シートラッ
ピング（両側部・後部）を
した市内路線バス（1台）を
運行（11/1～3/31）
・配偶者暴力防止及び相談
啓発に係るポスターを市営
地下鉄全線・全車両に掲出
（11/11～30）
・生活情報紙（2紙）に配偶
者暴力防止に関する啓発記
事を掲載（11/13、18）
・大型街頭ビジョン等（3箇
所）において、配偶者暴力
防止に関する広告を放映
（11/12～12/11）
・広報ラジオ番組放送（1
回、11/15）
・広報テレビ番組放映（1
回、11/18）
・市ホームページに掲載

・札幌市配偶者暴力相談セ
ンターにいて相談を実施
（通年）

・男女共同参画センター
内情報センターにおいて
ＤＶ関連図書等に関する
情報提供を実施（10/26
～12/26）
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都道府県・政
令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

仙台市 ○ストップ！DVシンポジウム（11/1)
テーマ：「仙台の現状と課題～DVは身近にある」
内　容：
(1)調査報告「配偶者やパートナー等との間における暴力に関す
る調査」より
(2)基調講演「DVをめぐる法や制度と仙台市調査の意義」
　講師　戒能民江氏（お茶の水大学副学長・理事）
(3)パネルディスカッション「市民でつくる支援のネットワー
ク」
パネリスト：戒能民江氏（お茶の水大学副学長・理事，八幡悦
子氏（ハーティ仙台代表），村田祐二氏（仙台市立病院小児科
医長）
コーディネーター遠藤恵子（せんだい男女共同参画財団理事
長）
○公開講座（12/12）
テーマ：「ドメスティック・バイオレンス」
講師：御茶の水女子大学副学長・理事
戒能民江氏

※関連URL　http://www.sendai-l.jp/

○ポスター，リーフレット
を各区福祉事務所ほか関係
窓口，団体，市内総合病院
に配布

○DV防止啓発ポケット
ティッシュの街頭配布
（11/11）
○フリーペーパーへの広告
掲載（電話相談，DV防止啓
発の広報）
○DVに関する展示（11/26～
12/13）
○市営地下鉄・バスにDV防
止啓発広告掲出
○市営地下鉄・バスカード
にDV防止啓発広告の掲載

○「女性の悩み電話相談
2days」の開設（11/18,19）

○男女共同参画推進セン
ター（エル・ソーラ仙
台）図書資料ラウンジに
おいて，DV関連図書の
ピックアップコーナーを
設置し情報提供を実施
（11/26～12/27）

さいたま市 「ＤＶ防止フォーラム２００９」
  貧困の時代のＤＶ～家族と若者の現場から～
　・日時：11月８日（日）13:30～16:00
　・コーディネーター
　　　丹羽雅代（女性と貧困ネットワーク運営委員）
　　シンポジスト
　　　瀧田信之（湘南DVサポートセンター代表）
　　　湯澤直美（立教大学コミニュティ福祉学部教授）

内閣府作成のポスター・
リーフレットを、庁内関係
課及び各区役所に設置

・市報さいたま（11月号）
・さいたま市ＨＰ掲載
・メールマガジン「知っ
得！さいたま」掲載（11月
第2木曜日）
・男女共同参画社会情報誌
にＤＶに関する啓発記事を
掲載（市内全戸配布・10月1
日号）
・男女共同参画推進セン
ター、各区役所及びさいた
ま新都心駅前において、運
動期間中、暴力防止のため
の啓発画像を放映。（ＬＥ
Ｄや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、女・男プラ
ザ、浦和区、中央区、岩槻
区の「女性の悩み相談」に
てＤＶ相談を実施（通年）

千葉市 相談窓口カードを関係窓
口、市立病院ほか公共機関
に配布
(街頭キャンペーンの際にも
配布）

千葉県、千葉県警と共催で
街頭キャンペーン（11月12
日）
情報誌「ハーモニーちば」
第56号（10月発行）にＤＶ
防止街頭キャンペーンの広
報記事を掲載
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都道府県・政
令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

横浜市 ○女性に対する暴力防止キャンペーン講演会
（男女共同参画センター横浜共催）
　「あのとき、こんなサポートがあったら・・・～当事者の声
から考える支援～横浜市DV実態調査から」
　・開催日時：平成21年11月14日（土）13:30～16:00
　・内容
　　基調講演『被害者の”痛み”を支援につなげる』
　　　講師：野本律子（カウンセラー）
　　パネルディスカッション
　　『調査で見えたこと・支援の可能性』
　　　パネリスト：
　　　　ゆのまえ知子（DV防止リサーチコンサルタント）
　　　　安部きみ子（横浜市人権・男女共同参画担当理事）
　　　　納米恵美子（男女共同参画センター横浜館長）
○ＤＶ防止講演会
　「心を傷つけられた子ども達～ＤＶによるトラウマからの回
復を目指して～」
　・開催日時：平成21年11月５日（木）14:00～16:30
　・講師：白川美也子（国立精神・神経センター治療管理室）

※関連URL
http://www.city.yokohama.jp/me/shimin/danjo/dv/dvkouennka
i.html

○横浜市暴力防止ポスター
の作成、掲出

○DV防止啓発パネル展及び
女性に対する暴力に関係し
た図書の企画展示
・場所：男女共同参画セン
ター横浜ほか

○毎週火曜日「女性に対す
る暴力の相談」実施
（年間を通じて相談を実
施）
○相談窓口シールの掲出
公共機関等の女子トイレに
掲示

○無料クーポンマガジン
「ホット・ペッパー」へ
の相談窓口情報の掲載
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都道府県・政
令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

川崎市 ○川崎市男女共同参画センター委託事業DV関連講座
「ストップ無関心-地域でくらす安心感」
第一部「女性の安心感は、地域の安全感」
第二部「女と男すてきな関係パート２」
　　　　　講師：宝井琴桜氏（女性講談師）
　　　　　「女性の防犯教室」
　　　　　講師：神奈川県・くらし安全指導員職員
日時：10月17日（土）10：30-16：00
場所：新百合21ホール（B２F）
定員：86名(内男性17名）
○川崎市人権問題講演会
「ＤＶのないまちづくりをめざして　～私たちにできること
～」
講師：戒能民江氏（お茶の水女子大学理事・副学長）
日時：12月4日(金)　14:00-16:00
場所：中原市民館ホール
定員：280名
保育付
○川崎市男女共同参画センター委託事業DV関連講座
「見えないDV　モラル・ハラスメント」
講師：橋本智子氏（弁護士）
日時：12月5日（土）14:00-16：30
場所：すくらむ２１　多目的室（4F）
定員：46名(内男性4名）
保育付

○「女性に対する暴力をな
くす運動｣ポスター、チラシ
を公共施設（区役所、図書
館、市民館、男女共同参画
センター等)及び民間シェル
ター等ＤＶ被害者支援団
体、母子寮に貼付け及び配
布
○パープルリボンをかた
どった「女性への暴力をな
くす運動」の啓発用の無料
しおりの作成・配布
10,000枚（書店、図書館を
含む公共施設）、市大型広
報掲示板

○川崎地下街通路広報コー
ナーでポスター等掲示
（11/13～11/26）
○地元ラジオ番組を利用し
た広報（かわさきFM）第１
火曜日
○パープルリボン・活動・
DV被害者支援に関する相談
機関などを紹介したwebペー
ジの作成と情報提供
○DV被害者支援物資の募集

○男女共同参画センターに
おいて「女性総合相談」に
てDV相談の実施（通年）
○電話相談室ライラックに
おいてＤＶ相談を実施(通
年)

○男女共同参画センター
館内・外の掲示板にDV
コーナーを設置し、DVに
関する新聞記事等を掲示

新潟市 ○ＤＶ相談窓口調整会議を庁内関係部署と民間支援団体が集ま
り開催
○デートＤＶ防止セミナーを市内高校，大学，専門学校で実施

○ポスター・リーフレット
を市役所本庁，区役所，公
民館，出張所，中央図書
館，男女共同参画推進セン
ターに配布

○広報紙「市報にいがた」
（11/8号全戸配布）で1.運
動の実施2.女性に対する暴
力の相談専用電話の周知
○男女共同参画推進セン
ターの情報紙「アルザ（10
月発行）」，通信紙「アル
ザ通信（11月発行）で相談
専用電話を周知

○年間を通じ，電話・面接
の無料相談を実施

○年間を通じ，市関係機
関及び医療機関等の女子
トイレなどにＤＶ相談電
話案内リーフレットを設
置

静岡市 （講演会）弁護士　渥美雅子さんに聞く「ＤＶ被害者とその子
どもへの支援」
日時：12月9日(水）14:30～16:30
講師：女性と仕事の未来館館長・弁護士　渥美雅子氏

・静岡県と合同で、11/12に
JR静岡駅コンコースにおい
て、街頭キャンペーンを実
施。リーフレット、ちら
し、DV相談窓口案内カー
ド、啓発品を配布予定
・市役所庁舎に横断幕を設
置(静岡県と合同）
・広報しずおか(11/1号）に
掲載
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都道府県・政
令指定都市名

シンポジウム、講演会等 ポスター、リーフレット等 広報キャンペーン 被害者相談活動 その他

名古屋市 女性への暴力をなくすための即興劇(11/14)
劇団プレイバッカーズ

※関連URL　http://www.tsunagalet.city.nagoya.jp/

ＤＶ被害者向リーフレット
の配架
内閣府「女性に対する暴力
をなくす運動」ポスター、
リーフレットを掲示・配布
【配布先】
・市役所内各局
・１６区役所・５支所
・１６生涯学習センター
・女性会館
・男女平等参画推進セン
ター
・母子生活支援施設（2箇
所）
ＤＶ相談カードの配付

パネル展示「人身取引」と
「女性に対する暴力」をな
くすために(11/6～11/19)
ホームページによる広報
(11/12～11/25）
メールマガジンによる広報
児童虐待防止の取組とし
て、サッカー会場に児童虐
待防止のブースを作り、Ｄ
Ｖに関するリーフレットな
どを配布

男性相談事業を試行実施

京都市 ○ＤＶ防止啓発シンポジウム「若者をデートＤＶから守るため
に」
日時　平成21年11月16日（月）
場所　京都市男女共同参画センター
第Ⅰ部　基調講演「デートＤＶ　～相手を尊重する関係を作る
ために～」
講師　山口　のり子（アウェア代表）
第Ⅱ部　ネットワーク会議関係機関等の取組紹介
コーディネータ　井上　摩耶子（ウィメンズカウンセリング京
都代表）
パネリスト岩井　秀世（京都市スクールカウンセラー）
パネリスト遠矢　家永子（ＮＰＯ法人ＳＥＡN　教育部門「Ｇ－
free」代表）
パネリスト松木　恵美子（京都府警察本部生活安全部生活安全
対策課ストーカー対策係長）
コメンテーター　山口のり子（アウェア代表）

○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
その他，パネル展示とあわ
せて，ＤＶ相談ナビ，支援
カード，「デートＤＶ」冊
子(京都市作成）を配布。

○広報紙「市民しんぶん」
全市版（11/1号）及び区版
（11/15号）による広報
※全戸配布
○電光掲示板による広報
○パネル展示※市役所及び
全区役所・支所（11区3支
所）
○市役所庁内放送による広
報

男女共同参画センター
で，
○女性への暴力をなくす
ための情報コーナーの設
置。
○パープルリボンツリー
の設置。
○関連図書の展示
○パネル展示

大阪市 （財団法人大阪市女性協会
(男女共同参画センター指定管理者） 主催）
講演「ＤＶ被害者（サバイバー）の生活再建を支援して～シェ
ルターから地域の関係作りまで～」

※関連URL　http://www.creo-osaka.or.jp

情報誌「クレオ」秋号
DV防止啓発カードの設置拡
大

・大阪市ＨＰに掲載 ・男女共同参画センター
中央館レファレンスコー
ナーで「女性に対する暴
力をなくす運動」関連図
書を展示
・内閣府作成のポスター
等を用いた啓発活動
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堺市 講演会の開催
11月15日（日）
テーマ：「災害を女性の視点から検証して～報道されなかった
阪神・淡路大震災～」
講師：正井　禮子(ＮＰＯ法人女性と子ども支援センターウィメ
ンズネット・こうべ代表）

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

1. パネル展の開催（11/12
～25 市役所本館１階エント
ランス・フロア）
　・「女性に対する暴力を
なくす運動パネル展」の展
示
　・（会場での配布物）
リーフレット、ＤＶ相談窓
口カード等
2.広報紙（広報さかい11月
号）に掲載
3.堺市ホームページによる
啓発 （11/12～11/25)
4.庁内エレベーター内の電
光掲示板による啓発（11/12
～25)
5.庁内放送による啓発
6.市施設における啓発ポス
ター掲示
7.懸垂幕の掲出（11/1～25
市役所本庁及び区役所）

神戸市 ・ＤＶ防止セミナー
　1.11月26日（木）「身近に起こるＤＶ・子供への虐待」
  　講師：日本ＤＶ防止・情報センター　高田昌代氏
　2.11月28日（土）「マンガ・雑誌からみる彼と彼女の恋愛模
様　こんな事も「デートＤＶ？」」
  　講師：ＮＰＯ法人ＳＥＡＮ教育部門「Ｇ－Ｆｒｅｅ」代表
           遠矢家永子氏
・ＤＶ情報提供会（奇数月第3木開催）第4回11月19日
・女性のための護身セミナー　11月21日（土）

内閣府作成ポスターを庁内
に掲示

・ＤＶ防止キャンペーン
（11月12日（木））：ＤＶ
防止や相談機関の周知、啓
発を図るため、啓発カード
入りポケットティッシュを
配布し、女性に対する暴力
防止を呼びかける。

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
（11/20～26）

岡山市

※関連URL　http://www.city.okayama.jp/shimin/danjo/

内閣府作成のポスター、
リーフレットの配布
配布先：関係施設、福祉事
務所、保健センター、区役
所等

市広報紙11月号掲載 11月20日、弁護士による特
別相談実施
(特別相談とは、市男女共同
参画相談支援センター相談
員及び福祉事務所等の女性
相談員が相談を受けた者の
うち、支援センター所長が
必要と認める者を対象に、
法律や心理等について専門
的立場から助言を行うもの)

11月12日から市DV防止基
本計画素案のパブリック
コメント募集開始

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

・懸垂幕の掲出（11月9日～
26日）市役所本庁舎及び区
役所
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福岡市 １．DV防止講座・講演会
　１）講演会
　　１１月２５日(水）
　　1.内閣府男女共同参画局作成DVD上映会
　　　「配偶者からの暴力の根絶をめざして
　　　　～配偶者暴力防止法のしくみ～」
 　 2.「伊藤比呂美のライブ！万事OK
　　　　～そしてDVにつきましては～」
　　　　伊藤比呂美(詩人）
　２）講座
　　１１月１３日(金）
　　女性が学ぶ法律講座「ＤＶ防止法の活用と離婚」
２．市民グループ活動支援事業
　１）１１月１４日(土）
　　「人身売買」と「子ども買春」を考える
　　　　　　　　トークと映画上映
　　　闇の子どもたちを抱く社会へのメッセージ
　２）１１月１５日(日)
 　　女性のためのセクシュアル・ハラスメント対策講座
　　　～被害にあったとき、相談されたとき、
　　　　　どうすればいいかを考える～

内閣府作成ポスター・リー
フレットの掲示・配布
○掲示・配布先
市役所・区役所の各窓口、
出先機関、民間シェルター

１１月１３日(金）
街頭啓発キャンペーン参加
(福岡県主催）

アミカスDV相談ダイヤル

※関連URL http://amikas.city.fukuoka.lg.jp/
北九州市 １．DV防止講座・講演会

　１）講座
　　11月21日(土)
　　　女性への暴力ゼロ運動特別講座｢ストーカー対策について
知ろう」
　　　第一部ストーカー被害への警察の対応と被害者支援につ
いて
　　　第二部「ストーカーに対して法的にできること」
　　11月29日（日）
　　　ＤＶ根絶のためのシンポジウム～今、あなたにできるこ
と！！
　　　（主催：ユニフェム北九州）
　２）講演会
　　11月10日（火）
　　 第２回ＫＦＡＷデートＤＶ防止プログラム講座
　　 「デートＤＶを防ぐには－効果的な方法と実践－
　　　　　　　　　　アウェアのデートＤＶ防止プログラム」

相談窓口カードを関係窓
口、市立病院ほか公共機関
に配布
内閣府作成ポスタートの掲
示

女性への暴力に関するパネ
ル展示
「内閣府　女性に対する暴
力をなくす運動」「女性へ
の暴力ゼロ運動」の2種類の
のぼり設置
１１月１３日(金）
街頭啓発キャンペーン参加
(福岡県主催）

女性への暴力ゼロホットラ
イン
11月24日（火)
DV・セクハラなど女性への
暴力に関する相談に弁護
士・相談員が対応
共済　福岡県弁護士会北九
州部会
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