
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

イベント（シンポジウム、
講演会等）の啓発活動

北海道
●庁舎内及び公共施設でのパネル展の開催（予定）
●庁舎内でのポスター掲示
●庁舎内及び管内医療機関・金融機関へリーフレット配架、パープルリボン配布

●ホームページでの周知
●庁内放送
●新聞広告の掲載
●地域FMラジオへ出演

●街頭啓発（予定）

北海道
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、北区民センター、白石区民センター、厚別区地下鉄新さっぽろ
駅構内・新札幌バスターミナル待合室・商業施設からJR新札幌駅へ続く空中歩
廊、豊平区民センター清田区役所、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
●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ＤＶ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

北海道
旭川市

●当市情報コーナーにてポスター等を展示 ●市民広報誌への掲載

北海道
岩見沢市

●DV相談リーフレット・カードの配布、設置（庁内、商業施設等）
●パープルリボンパネル展・パープルリボン無料配布
　日時：11月12日～25日
　場所：庁舎ロビー、商業施設等

●市広報誌への掲載
●市ホームページへの掲載

https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/co
ntent/detail/3103877/

北海道
江別市

●市広報誌への掲載

北海道
士別市

●相談窓口カードの設置（庁舎内トイレ、公共施設トイレ等）
●オレンジリボン、パープルリボン運動ティッシュ市内各施設配布

●新聞広告の掲載
●市広報掲載
●市フェイスブック、庁舎内デジタル、サイネージ掲載

北海道
石狩市

●パネル展の開催並びにリーフレット、相談窓口カード、パープルリボンの設置（市
役所、公共施設）
●ポスターの掲示（市役所、出先機関等）

北海道
帯広市

●商業施設、総合病院の女子トイレにDV防止パンフレット配置及びDV防止ポス
ターの掲示

●男女共同参画講座
日時：11月26日19：00～
場所：とかちプラザ　講習室402
講師：弁護士　阪口　剛氏（阪口法律事務所）
テーマ：それって、本当に愛？
〜一緒に考えよう！夫婦のこれからのこと〜
内容：DVの実態や弁護士ができる離婚のサポート、DVから抜け出すための離婚
の向き合い方などについて講演。

●「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展
日程：11月12日〜11月25日
場所：帯広市役所

https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shimin
katsudoubu/danjokyoudousangasuishinka/
danzyo_kouza.html

北海道
苫小牧市

●パープルライトアップ実施施設へパネル設置（４施設）
●【通年事業】相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、公共施設、商業施設
等）

●市男女平等担当公式SNSへの投稿
（FB,Twitter,Instagram）
●市広報誌への掲載

北海道
北広島市

●市HP、市広報誌への掲載
●懸垂幕の掲示（庁舎）

●DV防止パネル展
　期間：11月12日～25日
　場所：エルフィンパーク交流広場

●関連図書特設コーナーの設置
　期間：11月12日～25日
　場所：北広島市図書館

https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp
/hotnews/detail/00000738.html

北海道
北斗市

●相談窓口カードの設置 ●市HP、市広報誌のへの掲載
https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/
4368.html

令和２年度「⼥性に対する暴⼒をなくす運動」予定⾏事【都道府県、市町村】

都道府県・
市町村名

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ
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北海道
網走市

●相談窓口カードの配布、設置（庁舎内トイレ等）
●市公式サイトでの広報
●市広報紙での広報

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）及び県庁舎、
県男女共同参画センターでの掲示・設置
●青森県男女共同参画センターにおいて、DV及びデートDV、JKビジネスに関する
パネルの展示、書籍貸出
●パープルリボンキャンペーンの際にリーフレット、ティッシュ、チラシ等を配布

●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館内にてパネル展示（１１月１日～１１月３０日）

http://www.apio.pref.aomori.jp/

青森県
青森市

●相談窓口カードは庁舎内トイレ等に常時設置 ●市広報への掲載

●大きなパープルリボンキルトとツリー展示
日時：11月2日～
場所：青森市働く女性の家・青森市男女共同参画プラザ
●パープルリボンキャンペーン
日時：11月13日
場所：市役所駅前庁舎正面
内容：関係団体がパンフレット、チラシ、ティッシュなどを配布

青森県
八戸市

●シンボルマークが掲載されたＤＶ防止啓発や人身取引対策に関するポスター、
チラシ等(内閣府発行)を庁舎案内、関係課等に設置。
●ショッピングモール内で実施される「児童虐待・DV防止推進月間」キャンペーン
内で、パープルリボンをつけた市マスコットキャラクター（いかずきんズ）にパープル
リボンを着用してもらい、女性に対する暴力の防止を呼びかける。

青森県
黒石市

●庁舎内に内閣府作成ポスターの掲示、相談カードの設置（通年実施）

青森県
十和田市

●市ＨＰ、市広報紙への掲載

青森県
三沢市

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内等市関連施設トイレ） ●ホームページや広報誌で、相談窓口の案内を告知

●婦人相談
【子育て支援課】(平日随時)
●人権困りごと相談
【広報広聴課】(毎月第2.4木曜日)

https://www.city.misawa.lg.jp/

青森県
平川市

●相談窓口カード、啓発シールの配付、設置（庁舎、施設等）
●内閣府ポスターの掲示、リーフレットの配布、設置（庁舎、施設等）

●県の相談窓口や支援員募集に関する記事を掲載（広報11月号） ●平川市男女共同参画推進委員へパープルリボンバッジの配布

青森県
今別町

●各施設トイレに設置
●小・中学生に配布
●役場窓口に設置

●町広報に掲載（１１月号）

青森県
蓬田村

●相談窓口カードの設置(庁内窓口)

青森県
外ヶ浜町

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ） ●町広報誌への掲載（11月以降3月までのいずれか）

青森県
板柳町

●ポスター及びリーフレットの掲示・設置

青森県
東通村

●ＤＶ相談カードの設置（庁舎内トイレ、１Ｆ窓口）
●村広報誌（11月号）への掲載（あおもり性暴力被害者支援センターの周知及び
支援活動員募集に係る記事）

青森県
風間浦村

●「DV相談ナビ」広報用携帯カードの配布、設置（庁舎、関連公共施設）

青森県
南部町

●ＤＶ相談ナビカードの窓口設置

青森県
階上町

●町広報紙(11月号掲載)による広報
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岩手県

●県作成のリーフレット、内閣府作成のポスター等を広域振興局、各市町村、関係
機関へ配布
●いわて県民情報交流センター（アイーナ）に県作成のリーフレット配架
●県内コンビニエンスストアへ県作成のリーフレットを配架

●県広報媒体（ホームページ、テレビ、ＦＭラジオ、Twitter等）による広報

●DV防止啓発パネル展、パープルリボンツリー展示（啓発グッズの配架等）
　11月9日～20日　県庁１階県民室
　11月24日～27日  イオンモール盛岡
●DV相談支援関係者研修会
　11月19日　岩手県産業会館大ホール

●「児童防止虐待月間」の期間に併せた岩手県「女性に対する暴力をなくす運動」
の実施（11月中）

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/
seishounendanjo/danjo/bouryoku/102417
4.html

岩手県
盛岡市

●ポスター・チラシ・啓発カードの設置
①日時：11/１（日）～11/30（月）
　場所：市役所
②日時：10月中旬～11/25（水）
　場所：もりおか女性センター
●関係医療機関への相談カードの設置
日時：11/12（木）～11/25（水）

●11月１日号盛岡市広報に情報掲載
●盛岡市HPに掲載
10月中旬
●もりおか女性センターHP及びTwitterに掲載
10月中旬

●なくそう！女性に対する暴力2020（センター内）
日時：11/12（木）～11/25（水）9：00～21：30
（土日祝17：00まで・最終日は15：00まで）
場所：もりおか女性センター
●なくそう!女性に対する暴力2020（街頭キャンペーン）
①日時：11/14・15（土・日）11：00～16：00
　場所：イオンモール盛岡南
②日時：11/18（水）11：30～13：30
　場所：ホットライン肴町街頭キャンペーン

●パープルリボンツリーの設置
①日時：11/1（日）～11/30（月）
　会場：市役所本庁舎
②日時：11/12（木）～11/25（水）
　場所：もりおか女性センター及びイオンモール盛岡南
●リボンの着用

http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/s
himinkatsudo/sankaku/1024636.html

岩手県
宮古市

【期日】11/10～11/30
【場所】フラットピアみやこ、公共施設、小児科、産婦人科等
●【内容】①「パープル＆オレンジリボンプロジェクト」のポスター・リーフレット作成、
配架
②市内DV相談窓口記載のポケットティッシュ作成、配架

●市広報、HP等による広報

●私たちの暮らしにひそむ暴力
～女性と子どもに対する影響～
日時：11月13日(金)13:30～15:30
場所：イーストピアみやこ
講師：もりおか女性センター
副センター長高橋和佳子　氏

【期日】11/10～11/30
●パープル＆オレンジリボンツリー設置
【場所】フラットピアみやこ
●パープル＆オレンジリボンバルーン設置
【場所】市内保育所、小児科、産婦人科
●リボンピンバッジの着用

岩手県
花巻市

●えふえむ花巻
「こちら市役所情報局」
放送予定日：11月12日～13日
内容：ＤＶの防止啓発について
●広報はなまき（11月1日号）「男女共同参画情報Ｗｅ」
内容：ＤＶの防止啓発について

●ＤＶ防止について考えるセミナー
日時、場所、講師等調整中

【11月1日～11月30日】
●花巻市男女共同参画推進員がパープルリボンを作成、庁舎内案内所等に設置
を予定のほか、ＤＶ防止について考えるセミナーにおいて来場者に配布予定
【11月４日～11月30日】
●市内図書館４館でＤＶ防止啓発のための企画展を同時開催

岩手県
北上市

●10月23日
市の広報紙へ運動に関する記事の掲載
●11月中
ホームページ、コミュニティFM等を利用した周知

●11月８日
北上市生涯学習センター
「きたかみ55人カフェ」での広報啓発

●11月中
市役所本庁舎・中央図書館・生涯学習センター
パープルリボンツリーの設置及びパープルリボン・相談窓口チラシの配布

岩手県
久慈市

●DV防止対策啓発リーフレットの作成・配布
市広報（11/1号）全世帯配布
●啓発用リーフレットの庁内トイレへの掲示

●広報、市HPにて取組み期間の周知（11月） ●所管部局職員によるパープルリボンの着用

岩手県
一関市

●市広報誌に「女性に対する暴力をなくす運動」の期間、相談窓口の周知 ●所管部局職員によるパープルリボンの着用

岩手県
遠野市

●令和2年11月２日
市内商業施設での
パープルリボン及びリーフレットの配布

●とおのテレビわらすっこインフォ、広報を通じての周知 ●担当課員のリボン着用

岩手県
陸前高田市

●当市独自のＤＶ防止啓発チラシを関係機関に設置、配布
●庁舎内女子トイレにミニリーフレットの配架

●当市広報、HPなどによる広報 ●当課担当職員によるパープルリボンの着用

岩手県
釜石市

●チラシ、リーフレット、啓発グッズの設置
日時：11月12日～11月25日
場所：イオンタウン釜石2階

●市HP、広報かまいし11月15日号にてパープルセミナー、パープルライトアップに
ついて周知を行う。

●イオンタウン釜石2階にＤＶ防止啓発パネル及びツリーを設置
期間：11月12日～11月25日
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岩手県
滝沢市

●広報たきざわ
令和２年度１１月１日号
「女性に対する暴力をなくす運動」期間、県事業、相談窓口の周知

●令和２年１１月１日～１１月３０日まで
市役所児童福祉課窓口
パープルリボンの設置

岩手県
二戸市

●DVミニリーフレットを庁舎内に配架 ●市広報誌への掲載

岩手県
矢巾町

●通年
矢巾町役場
矢巾町保健福祉交流センター（さわやかハウス）
矢巾町公民館
相談先記載のリーフレット、チラシの配布・掲示

●11月中
町ホームページにおける「女性の暴力をなくす運動」の周知及びＤＶ相談先の周知

●デートDV防止啓発パネル展示
（R2.9.29～10.8 矢巾町公民館）
（R2.10.19～10.29 矢巾町活動交流センターやはぱーく）
●DV防止啓発パネル展示
（R2.10.10～10.22 矢巾町公民館）
（R2.10.26～10.30 矢巾町役場町民ホール）

岩手県
雫石町

●DVミニリーフレットを関係機関に配布 ●町ＨＰによる広報

岩手県
平泉町

●庁舎内女子トイレにDVポスター掲示及びミニリーフレットを配架 ●町広報誌に周知 ●担当課職員によるパープルリボンの着用

岩手県
野田村

●11/2（月）～11/30（月）野田村役場玄関ホール
人権保護や男女共同参画等のコーナーを設け、ポスターやリーフレットを展示

●広報・村HPにて周知（11月）
住宅設置端末（のんちゃんネット）にて告知（11月）

宮城県 ●相談窓口カードの配布，設置（庁舎内） ●県ＨＰ，県フェイスブック，県行事予定への掲載
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha
/no-violence.html

宮城県
仙台市

●ＤＶ防止啓発ポスターを作成し、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：11/14～11/20、地下鉄東西線：11/1～11/30、バス：11/12～21）
●性暴力被害相談支援センター宮城（けやきホットライン）の周知リーフレット及び
ステッカーを庁内関係窓口・市関係施設にて配布

●地域総合情報誌（フリーペーパー）に、ＤＶ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

●通年で開設している仙台市「女性への暴力相談電話」について、3日間限定
（11/19～21）で相談時間を以下のとおり延長する。
　・11/19（木）～20（金）：9時～21時まで（通常は9時～17時）
　・11/21（土）：9時～17時（通常は開設なし）
●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

https://www.city.sendai.jp/danjo-
kikaku/kurashi/manabu/danjo/sodan/stop
dvcampaign2020.html

宮城県
角田市

●市の広報紙（11月号）に11月の「虐待防止推進月間」にちなみＤＶ相談先を掲載

宮城県
登米市

●女性に対する暴力をなくす運動ポスター及びリーフレットの配付、設置（庁舎内） ●「女性のための面接相談」「こころのケア講座」参加募集記事の市広報への掲載

宮城県
大崎市

●市広報紙への掲載

宮城県
富谷市

●広報とみやへの掲載

宮城県
柴田町

●町ＨＰ、町お知らせ版への掲載

宮城県
利府町

●相談窓口カード、リーフレットの設置(庁舎内及び保健福祉センター内のトイレ）
●ポスター掲示（役場、保健福祉センター）

宮城県
加美町

●啓発ポケットティッシュの配布（16公共施設、3観光施設にて合計1,000個）
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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

イベント（シンポジウム、
講演会等）の啓発活動

都道府県・
市町村名

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

秋田県

●DV防止啓発リーフレット、啓発グッズ等を作成し、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

●県広報紙による広報

●許さないＤＶキャンペーン
　日時：11月1日11:00～
　　　　 11月12日17:00～
　場所：秋田市内ショッピングセンター計4ヵ所
　内容：ＤＶ防止啓発チラシ等の配布

秋田県
横手市

●許さないＤＶキャンペーン
　日時：11月3日9:30～
　場所：秋田ふるさと村
　内容：ＤＶ防止啓発チラシ等の配布

秋田県
鹿角市

●許さないＤＶキャンペーン
　日時：11月16日昼の部、夜の部
　場所：文化の杜交流館コモッセ
　内容：ＤＶ防止啓発チラシ等の配布

秋田県
横手市

●許さないＤＶキャンペーン
　日時：11月２日17:00～
　場所：市内スーパー
　内容：ＤＶ防止啓発チラシ等の配布

秋田県
羽後町

●許さないＤＶキャンペーン
　日時：11月1２日10:00～
　場所：道の駅
　内容：ＤＶ防止啓発チラシ等の配布

山形県

●パネル展
　県庁1階ロビー（11/16～30）
　県立図書館1階（11/6～12/6）

（山形県男女共同参画センター・チェリア）
●パネル展
　遊学館2階（11/6～12/6）

●県HP、部フェイスブックへの掲載
●庁内放送による広報

（山形県男女共同参画センター・チェリア）
●FM局ラジオでスポットCM放送(11/12～11/25)、番組出演(11/5)
●チェリアHP、遊学館広報誌への掲載

（山形県男女共同参画センター・チェリア）
●ＤＶ防止講座（11/20）

山形県
山形市

●パネル展
　山形市男女共同参画センター「ファーラ」（11/12～25）
　山形市役所１Fエントランスホール（11/16～19）

●市報への掲載 ●ＤＶ防止講座（11/19、12/3）

山形県
寒河江市

●市報への掲載
●ゆるキャラによる広報

山形県
上山市

●パネル展
　庁舎ロビー（11/12～25）

●庁内放送による広報

山形県
天童市

●パネル展
　庁舎ロビー、市立公民館（11/12～25）

●市報への掲載

山形県
東根市

●市ＨＰ、市報への掲載

山形県
尾花沢市

●市報への掲載

山形県
山辺町

●職員のパープルリボン着用

山形県
中山町

●パネル展
　町内図書館（11/10～24）

●町報への掲載
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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

イベント（シンポジウム、
講演会等）の啓発活動

都道府県・
市町村名

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

山形県
河北町

●町報への掲載

山形県
西川町

●町報への掲載

山形県
朝日町

●町HP、町報への掲載
●ゆるキャラによる広報

●職員のパープルリボン着用

山形県
大江町

●町HPへの掲載 ●職員のパープルリボン着用

山形県
大石田町

●町報への掲載

山形県
最上町

●町HPへの掲載

山形県
舟形町

●ポスター掲示 ●町報への掲載

山形県
真室川町

●町報への掲載

山形県
大蔵村

●村HPへの掲載

山形県
鮭川村

●職員のパープルリボン着用

山形県
戸沢村

●パネル展
　戸沢村中央公民館ロビー（11/12～25）
●ポスター掲示（戸沢村庁舎内、中央公民館等）

●村報への掲載 ●職員のパープルリボン着用

山形県
米沢市

●パネル展
　ナセBAオープンギャラリー（11/9～20）

●市報への掲載

山形県
長井市

●市HP、市報への掲載

山形県
南陽市

●パネル展
　庁舎内ロビー（11/12～25）

●市報、各地区公民館たよりへの掲載 ●男女共同参画セミナー(11/20) ●イクボス宣言者ピンバッチ着用

山形県
高畠町

●町HPへの掲載
●ゆるキャラによる広報

山形県
川西町

●リーフレット等の設置 ●職員のパープルリボン着用

山形県
小国町

●町HP、町報への掲載

山形県
白鷹町

●町報への掲載

山形県
鶴岡市

●市HPへの掲載

山形県
酒田市

●パネル展
　本庁舎フリースペース（11/16～27）

●市HP、市報への掲載 ●DV・児童虐待防止講演会(11/20)

山形県
三川町

●町報への掲載

山形県
庄内町

●町報への掲載
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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

イベント（シンポジウム、
講演会等）の啓発活動

都道府県・
市町村名

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

福島県
●内閣府作成チラシ・リーフレットを庁内、市町村、関係機関に配布
●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

●県ホームページによる広報
●県公式ツイッターによる広報
●男女共生センターFacebookによる広報（DVをテーマにした図書室企画展示のお
知らせ）

【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
「デートDVって知っていますか？～10代の3組に1組は起きている!?～」
日時：11月21日13:00～14:30
場所：福島県男女共生センター　第２研修室
講師：阿部　真紀氏（認定NPO法人　エンパワメントかながわ理事長）
内容：デートDVとは何か、また被害者や支援者は何ができるかなどを考える

●パープルリボンツリーの設置、パープルリボン缶バッジの配布等
　（県男女共生センター）

●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」）
・【県男女共生センター講演会URL】
https://www.f-
miraikan.or.jp/2020/09/content-1.html

福島県
会津若松市

●相談窓口カードおよびDVに関する啓発ポスターを、窓口に設置予定。
●児童虐待とDV防止月間について、市政だよりおよび市ホームページに掲載予
定。

●DV防止講演会の実施
日時：11月19日18：00～
場所：會津稽古堂多目的ホール
演題：「DV・デートDVを知り、支援者になろう」

●児童虐待及びDV防止月間に係るHP
（R2.11.1に公開予定）
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima
.jp/_preview/00000001/docs/2017110100
023/?doc_id=38548
●DV防止講演会に係るHP（公開中）
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima
.jp/_preview/00000001/docs/2019110600
015/?doc_id=38549

福島県
郡山市

●庁舎内においてポスター掲示 ●市ＨＰへの掲載

福島県
いわき市

●児童虐待防止推進月間と連携し、市内商業施設において、ポケットティッシュ、
リーフレットを配布。

●市広報誌に「女性に対する暴力をなくす運動」及び「ＤＶ・児童虐待に関する特集
記事」を掲載
●ラジオ（市民コミュニティ放送）で、市広報紙の掲載内容について周知。

●民間企業等の協力のもと、市内複数個所でパープルライトアップを実施。
●市の施設（総合保健福祉センター）内に啓発コーナーを設置し、ＤＶ防止及び児
童虐待防止に係るポスターやリーフレットを掲示。

福島県
白河市

●内閣府からの相談窓口カードの配付、設置（庁舎内案内窓口、トイレ等）

福島県
須賀川市

●内閣府作成チラシ・リーフレットを市施設へ配布
内閣府作成ポスター(＃８００８)をデジタルポスターとして庁舎内掲示

福島県
喜多方市

●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 ●市広報紙への記事掲載

福島県
田村市

●内閣府作成チラシ・リーフレットを関係機関に配布。 ●ＤＶ相談ナビカードの設置

福島県
南相馬市

●内閣府作成のＤＶ相談ナビカードを案内窓口に設置

福島県
伊達市

●内閣府作成ポスター、リーフレットを庁内に設置
●DV相談ナビカードを設置（庁内トイレ等）

●市政だより、市HPに啓発記事掲載

福島県
大玉村

●相談窓口カードの配布、設置（庁舎内、保健センター等）

福島県
鏡石町

●「ＤＶ相談ナビ」携帯カードの設置（庁舎窓口）

福島県
下郷町

●庁舎内でのポスター掲示

福島県
北塩原村

●相談窓口カードの配付、設置

福島県
磐梯町

●相談ナビカードの配付、ポスター掲示
　設置（町公共施設、商業施設等）

福島県
会津坂下町

●DV相談ナビダイヤルカードの設置
（教育委員会子ども課窓口）

福島県
湯川村

●相談窓口カードの設置（庁舎・保健センター）
●保健センター職員（保健師等）や担当者がパープルリボンバッチを付けて執務を
行っている
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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

イベント（シンポジウム、
講演会等）の啓発活動

都道府県・
市町村名

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

福島県
会津美里町

●庁舎内等へのポスター掲示
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内窓口、トイレ等）

福島県
中島村

●保健センターや役場庁舎にポスター掲示及びＤＶ相談ナビカード、リーフレットを
置き啓発活動を実施。

福島県
玉川村

●役場庁舎内へポスター掲示

福島県
古殿町

●町広報紙等への掲載予定。

福島県
三春町

●内閣府作成チラシ・リーフレットを庁内に掲示、関係機関に配布

福島県
双葉町

●１０月中に配布されるポスターの掲示、リーフレット配布

福島県
浪江町

●ポスターの掲示（庁舎等）
●リーフレット、啓発カード及びシールの配付、設置（庁舎等）
※啓発グッズは内閣府配布のものを使用。

福島県
葛尾村

●庁内にポスター掲示
●相談窓口カードの設置（庁舎内窓口）
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