平成２１年度「女性に対する暴力をなくす運動」実施結果【都道府県警察の取組】
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

○警察本部庁舎見学者に対
し「警察のＤＶ被害者への
取組について」をテーマと
北海道 した講話を実施した。
○女性のための防犯講話、
護身術訓練を実施した。

○電光掲示板付自動販売機（防犯ほっとインフォメー
ション）に女性に対する暴力防止等の広報文を掲載し
た。
○ＦＭラジオ番組に警察職員が出演し、「女性に対する
暴力をなくす運動」について広報した。
○防犯メールによる情報発信活動を実施した。

○職域防犯団体等の会議、
会合の場を活用し、配偶者
からの暴力、ストーカー相
談等への警察の対応を周知
した。

○「犯罪被害者支援フォーラム」会場において、配偶者
暴力防止、ストーカー対策に関する広報資料を掲示する
とともに、来訪者に広報用リーフレット配布、早期相談
を呼び掛けた。
○ラジオ、町村広報紙で「女性に対する暴力をなくす運
動」の広報を実施した。
○警察署の電光掲示板、交番・駐在所作成のミニ広報紙
において「女性に対する暴力をなくす運動」の広報を実
施した。
○大型店舗駐車場、繁華街等において、防犯ボランティ
アの協力のもと、買い物客や通行人に対して「女性に対
する暴力をなくす運動」に関するリーフレットや早期相
談を呼び掛ける広報用ポケットティッシュを配布した。

○ホテル従業員、保育士等
女性対象の防犯教室を開催
し、性犯罪、配偶者等から
の暴力、ストーカー逃避外
岩手
防止について講話した後、
女性警察官による護身術訓
練を実施した。

○テレビ、ラジオで「女性に対する暴力をなくす運動」
の広報を実施し、警察への早期相談を呼び掛けた。
○県警察ホームページに「女性に対する暴力をなくす運
動」の記事を掲載した。

○専門学校において学生及
び講師を対象に「ストー
カー・配偶者等からの暴力
対策」「性犯罪等から自ら
を守るための対策」をテー
マに防犯講話を実施した。
宮城
○職域防犯団体会員に対
し、ストーカー・配偶者等
からの暴力対策、セクシャ
ルハラスメントについての
講話を実施した。

○ラジオ、有線放送で「女性に対する暴力をなくす運
動」の広報を実施し、ストーカー・配偶者からの暴力対
策について取り上げた。
○パチンコ店の協力を得て、店舗に設置された屋外電光
掲示板を利用して「女性に対する暴力をなくす運動」の
広報を実施した。
○大型ショッピングモールにおいて、ボランティアと協
力して、警察への早期相談を呼び掛けるチラシを配布し
た。

青森
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被害者相談活動

○女性警察官配置の交番に
「女性困りごと相談所」の懸
垂幕を掲示し、活用を呼び掛
けた。

その他

○風俗営業所に対する立入調査を
強化した。
○街頭における防犯指導や少年補
導活動を強化した。

シンポジウム、講演会等
○自治会防犯研修会におい
て、配偶者暴力相談支援セ
ンターから講師を招き、
「ＤＶ防止法と被害者支
援」の演題で講話を実施し
た。
秋田 ○女性訪問販売員に対し、
性犯罪等女性が被害に遭い
やすい犯罪と防犯ポイント
について説明するとともに
防犯ブザーの活用方法を説
明し、護身術訓練等を実施
した。

山形

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

○ショッピングセンターにおいて「女性に対する暴力を
なくす運動」「児童虐待防止推進月間」に関するチラ
シ、ポケットティッシュを配布し、発見時の通報、早期
相談等を呼び掛けた。

○駅構内において電車利用の女性を対象に、チラシ及び
ポケットティッシュを配布し、痴漢被害防止キャンペー
ンを実施した。
○ラジオで「女性に対する暴力をなくす運動」の広報を
実施した。
○ボランティア団体と連携し、チラシの配布等広報活動
を実施した。

○幼稚園の職員及び保護者
を対象に女性に対する暴力
茨城 被害の防止を講話するとと
もに、護身術訓練を実施し
た。

○ラジオで「女性に対する暴力をなくす運動」の広報を
実施した。
○商業施設の来訪者に対し、チラシ、リーフレット等を
配布し、早期相談等を呼び掛けた。

○防犯対策セミナー、自治
会の会合等に対する出前講
座、職域等連絡協議会にお
いて、女性に対する暴力に
関する防犯講話を実施し
埼玉 た。

○駅前等において、配偶者等からの暴力の防止等を呼び ○女性相談専用窓口を開設し
掛け、「女性に対する暴力をなくす運動」のチラシを配 た。
布するなど広報を実施した。
○交番・駐在所作成のミニ広報紙で「女性に対する暴力
をなくす運動」の広報を実施した。
○新聞折込紙に女性に対する暴力に通報、早期相談等の
記事を掲載した。
○国道沿いに設置している警察本部設置の電光掲示板を
活用し「女性に対する暴力をなくす運動」の広報を実施
した。

○大学生、会社員、教員、
相談センター職員、高齢者
等を対象に、参加者の年齢
層等にあった被害防止出前
群馬 講座を実施した。

○被害者支援コンサート会場及び高校・大学学園祭にお
いて、参集者に対し、チラシを配布し被害防止等を呼び
掛けた。
○駅前、大型店舗、温泉街に置いて、買い物客等に対し
て、早期相談等を呼び掛けるチラシを配布した。
○ケーブルテレビ、ラジオにおいて「女性に対する暴力
をなくす運動」の広報を実施した。
○「県民防犯の日」に併せて、広報を実施した。
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○風俗店に対する立入を積極的に
実施した。

シンポジウム、講演会等

千葉

神奈川

長野

○保育園、小学校において
開催された保育士及び母親
を対象とした護身術教室を
開催し、配偶者からの暴力
事案の現状と予防方策、子
静岡
どもへの影響等、相談窓口
等について講話を実施し
た。

富山

ポスター、リーフレット等

広報キャンペーン
○「ＤＶ、ストーカー等女性に対する暴力防止」キャン
ペーンを展開し、県内主要３駅で、啓発チラシ、グッズ
等を利用者に配布するなど広報を実施した。
○「電車内における痴漢事犯防止」キャンペーンを展開
し、痴漢事犯が多発する路線の主要駅等で、自治体、防
犯ボランティア、駅職員、女子高校生等と協働し、啓発
チラシ、グッズを配布するなどして、痴漢を許さない社
会的気運の女性を呼び掛けた。
○警察本部庁舎前に設置された大型電光掲示板、県警察
ホームページを活用し、「女性に対する暴力をなくす運
動」の広報を実施し、相談窓口の紹介、早期相談等を呼
び掛けた。
○市営地下鉄の全車両に掲出する「女性に対する暴力防
止キャンペーン」のポスターに警察の相談窓口等を掲載
し、早期相談を呼び掛けた。
○防犯協会が作成する広報紙に「女性に対する暴力をな
くす運動」の記事を掲載した。
○警察署作成の地域安全ニュース、交番・駐在所作成の
ミニ広報紙に「女性に対する暴力をなくす運動」の記事
を掲載した。
○市町村広報紙に警察での相談窓口等の記事を掲載し
た。
○県警察ホームページ、県警察広報紙、警察本部庁舎電
光掲示板を活用し、「女性に対する暴力をなくす運動」
の広報を実施した。
○新聞販売店の協力を得て、被害時の対応要領、相談窓
口等を記載した折り込みチラシを配布した。
○交番作成の交番速報において、被害時の対応要領、相
談窓口等について広報を実施した。
○「暴力追放、交通安全住民大会」において、「女性に
対する暴力をなくす運動」の広報を実施した。
○県警察広報紙において「女性に対する暴力をなくす運
動」の広報を実施した。
○交番・駐在所作成のミニ広報紙、警察広報車による街
頭広報等において、女性への暴力防止、相談窓口等の広
報を実施した。
○ラジオにおいて「女性に対する暴力をなくす運動」の
広報を実施した。
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被害者相談活動

その他
○「許すな！ちかん『通報の日』
キャンペーン」に併せて、痴漢多
発路線を重点に、週通警戒取締り
を実施した。

シンポジウム、講演会等

ポスター、リーフレット等

○学校、企業等において
「女性のための防犯講座」
を開催した。

広報キャンペーン
○県警察ホームページに「女性に対する暴力をなくす運
動」の記事を掲載した。

福井

被害者相談活動

その他
○女性に対する暴力に係る犯罪行
為の未然防止のため、女性に対す
る防犯指導、、青少年に対する街
頭補導活動を実施した。
○風俗店等に対する立入、行政指
導を実施した。

○ラジオにおいて「女性に対する暴力をなくす運動」の
広報を実施した。
○大型スーパー、駅前等でボランティア等と協働して、
通行人、利用者等に対してリーフレット等を配布した。

岐阜
○市教育委員会、小学校、
短期大学、自主防犯団体等
に対して防犯講話を実施し
た。

○ケーブルテレビ、ラジオにおいて「女性に対する暴力
をなくす運動」の広報を実施した。
○新聞社作成のカレンダーに配偶者からの暴力に関する
標語を掲載した。
○警察署作成の地域安全ニュース・警察署だより、交
番・駐在所作成のミニ広報紙において「女性に対する暴
力をなくす運動」の記事を掲載した。
○防犯協会のホームページに「女性に対する暴力をなく
す運動」の記事を掲載した。
○大型スーパー、駅前等で街頭広報を実施した。

三重

○高齢女性等に対する防犯
教室を実施した。
○女性社員が多い銀行にお
ける防犯教室を実施した。
○高校生・大学生・専門学
校生に対する交際相手から
の暴力等に関する防犯教室
を実施した。
○学校教員・保護者に対す
京都 る女性に対する暴力防止等
防犯教室を実施した。

○京都府警察本部が作成
したリーフレット「配偶
者等からの暴力で悩んで
いませんか」を警察本
部、全警察署に備え付け
た。
○学生マンション等一人
暮らしの女性に対する被
害防止リーフレットを配
布した。

○警察及び行政機関の相談窓口等を記載したチラシを作 ○イベント会場等において臨 ○防犯推進委員・地域交通安全対
成・配布した。
時相談窓口を開設した。
策協議会員等に対する研修会にお
○駅前、大型スーパー、商店街等における街頭広報を実
いて、女性に対する暴力をなくす
施した。
取組について指導した。
○市（区）民祭り等地域イベントにおける広報コーナー
○風俗営業所に対する立入調査及
を設置した。
び指導を実施した。
○神社縁日における花街芸妓と連携した女性暴力防止広
報を実施した。
○コミュニティー放送局を利用し「女性に対する暴力を
なくす運動」の広報を実施した。
○警察本部ホームページに「女性に対する暴力をなくす
運動」の記事を掲載した。
○警察本部、警察署電光表示板による広報を実施した。
○警察署発行の地域安全ユース、交番・駐在所薄幸のミ
ニ広報紙に「女性に対する暴力をなくす運動」の記事を
掲載した。
○地元商店街の折り込みチラシに女性相談窓口を掲載し
た。

○女性に対する防犯教室等
大阪 を開催した。
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シンポジウム、講演会等
○自治会、ＰＴＡ等に対し
て防犯教室や被害防止教室
等を開催した。

ポスター、リーフレット等

広報キャンペーン

奈良

○少年補導員、学校関係者との合同でチラシを配布する
など早期相談等を呼び掛けた。
○警察署作成の地域安全ニュース、交番・駐在所作成の
「交番・駐在所だより」、防犯メール配信、ホームペー
ジ等に「女性に対する暴力をなくす運動」の記事を掲載
し、早期相談等を呼び掛けた。
○町村広報紙に、防犯対策や早期相談を呼び掛ける記事
を掲載した。

和歌山

○県内１５か所でリーフレット等を配布するなどの街頭
啓発道を実施した。

鳥取

○県下６か所で啓発チラシ、ポケットティッシュ等を配
布する街頭広報を実施した。

被害者相談活動

○女子学生の多い大学で女
性被害の犯罪やストーカー
岡山 事案の現状、防犯対策、危
機意識等に関する講話を実
施した。
○防犯ボランティア、高齢
者団体、ＰＴＡ等に対し
て、講演等を実施した。
広島 ○女子学生被害の犯罪発生
を受け、大学における防犯
指導を実施した。

徳島

愛媛

○病院職員等に対する防犯
教室の中で、看護士等は配
偶者暴力の被害者を発見す
高知 るおそれが高いことから通
報要領等について講話を実
施した。

○防犯連合組合作成リーフレット「犯罪から身を守る女
性の知恵」を大学、法務局、裁判所、弁護士会、医師会
等に配布した。
○警察広報紙、地域情報紙、ケーブルテレビ、ラジオ、
有線放送、防災無線等を活用し、「女性に対する暴力を
なくす運動」の広報を実施した。
○駅前で、通行人等に対し、被害防止及び相談窓口を記
載したチラシ及びシンボルマークの入った煎餅を配布
し、広報を実施した。
○警察広報紙で「女性に対する暴力をなくす運動」の記
事を掲載した。
○ラジオで「女性に対する暴力をなくす運動」の広報を
実施した。
○警察署ホームページに被害防止、早期相談等を呼び掛
ける記事を掲載した。
○図書館で開催された写真展に協賛して、「女性に対す
る暴力をなくす運動のポスターを掲示して啓発活動を実
施した。
○ラジオで「女性に対する暴力をなくす運動」の広報を
実施した。
○交番・駐在所作成のミニ広報紙で、「ストーカー・Ｄ
Ｖは一人で悩まず相談を！」の記事を掲載した。
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○「高齢者交通安全フェス
タ」会場において、「生活安
全相談コーナー」を設置し、
配偶者からの暴力防止に関す
る広報啓発、各種相談受理を
実施した。

その他

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

○県警察音楽隊の安全・安
心コンサートにおいて、
「女性に対する暴力をなく
す運動」を取り上げ、早期
相談の重要性を呼び掛け
福岡 た。
○学校、企業等において、
女性に対する暴力根絶のた
めの啓発を行う講話を実施
した。

○地上デジタルデータ放送内の「安全安心街だよりコー
ナー」に、「女性に対する暴力防止」と題して、運動に
関する記事を掲載した。
○警察広報紙、警察署ホームページに「女性に対する暴
力をなくす運動」の記事を掲載した。
○ラジオで「女性に対する暴力をなくす運動」の広報を
実施した。
○大型ショッピングセンター、駅周辺、繁華街等におい
て、買物客等に対して、地元婦人会と協働し、女性に対
する防犯指導や防犯グッズ等を配布した。

○被害者支援ネットワーク
「佐賀ＶＩＯＳＳ」、知事
部局、警察本部等の共催で
佐賀 「生命のメッセージ展ｉｎ
佐賀」を開催し、映画上映
や講演等を行った。

○交番・駐在所発行の広報紙及び防犯協会作成の「防犯
佐賀１１月号」において、ストーカー・配偶者からの暴
力の概要及び相談窓口を掲載した。
○ラジオで相談窓口等、配偶者からの暴力・ストーカー
被害防止に関する広報を実施した。

○女子学生が多数在籍する
大学で「女性に対する暴力
をなくす運動」の広報を実
施するとともに、ストー
長崎 カー・配偶者等からの暴力
に関する啓発での取組や被
害防止対策等について講話
を行った。

○金融機関の協力を得て、金融機関が保有する電光掲示
板で「女性に対する暴力をなくす運動」の広報を実施し
た。

熊本

○県警察ホームページに「女性に対する暴力をなくす運
動」の記事を掲載した。

宮崎

○ラジオで「女性に対する暴力をなくす運動」の広報を
実施した。

○防犯指導員、更生保護女
性会、防犯ボランティア、
保育し等を対象に、防犯講
沖縄 話や護身術指導を実施し
た。

○警察署の電光掲示板、交番・駐在所作成のミニ広報
紙・交番速報を活用し、「女性に対する暴力をなくす運
動」の広報を実施した。
○大型商業施設前や繁華街等において、女性・子どもに
係る犯罪や声かけ事案等に係る通報実施について防犯指
導やリーフレットの配布を実施した。
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被害者相談活動

その他
○風俗営業等に対する行政指導を
強化した。

○風俗営業店等への立入、取締り
を強化した。

