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】
広報活動

都道府県・

ポスター、リーフレット

市町村名

の作成配布

ラジオ、インターネット等の

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

その他取組

関連ＵＲＬ

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

茨城県

●県庁内でパネルを展示。

●IBS（県だより）での広報
●県ホームページへの掲載
（相談窓口,パープル・ライトアップ）

https://www.pref.ibaraki.jp/bugai/josei/da
njo/sonota-boryoku.html

茨城県
水戸市

●相談窓口周知カードの設置
（11月１日～）市内公共施設等

●広報みと11月１日号での記事掲載
（相談窓口,パープル・ライトアップ）

https://www.city.mito.lg.jp/001245/ko
domo/events/p019744.html
（ライトアップ期間に合わせて公開）

茨城県
日立市

●日立市報11月20日号での記事掲載(女性に対する暴力をなくす運動及びパープ
ル・ライトアップ)

茨城県
土浦市

●男女共同参画センター内でポスターや内閣府描き下ろし漫画等のパネルを展示
日時：11月12日（木）～11月25日（水）
●市ホームページ，市広報紙への掲載
●リーフレット配布

茨城県
古河市

●ブース設置,DV防止啓発グッズ,デートDV防止パンフレットの配布
日時：11月
場所：市内各庁舎（５か所）

茨城県
石岡市

●デートDV防止啓発チラシを配布
日時：１月
場所：成人式等

茨城県
結城市

●リーフレット等の配布
●市関係者へのダブルリボンバッジの配布

●パープルリボンとオレンジリボンを装飾したダブルリボンツリーの設置
日時：11月12日（木）～11月25日（水）
場所：市役所ロビー,公民館８か所

●「古河ケーブルテレビ・どまんなかTV内のCM内で周知」

●パープルリボンツリーの設置
日時：11月12日（木）～11月25日（水）
場所：結城市役所駅前分庁舎

●男女共同参画フォトコンテストと同時に,女性に対する暴力防止を啓発
日時：11月5日（木）～12月２日（水）
場所：下妻市役所本庁舎

茨城県
下妻市
茨城県
常総市

●広報じょうそうお知らせ版10月号(10月22発行）に記事掲載（パープル・ライトアッ
プ）

茨城県
高萩市

●啓発グッズの配布,掲示等
日時：11月12日（木）～11月25日（水）
場所：市役所地方創生課

茨城県
北茨城市

●啓発グッズの配布,掲示等
日時：11月12日（木）～11月25日（水）
場所：市役所まちづくり協働課窓口等

茨城県
笠間市

●啓発グッズの配布,掲示等
日時：11月12日（木）～11月25日（水）
場所：市役所本庁舎および各支所

茨城県
取手市

●啓発グッズの配置
日時：11月
場所：市役所庁舎

茨城県
つくば市

茨城県
ひたちなか市

●パープルリボンツリー（パープルリボンを使った啓発）
日時：11月12日（木）～25日（水）
場所：シビックセンター・日立市女性センター

●市ホームページ,コミュニティFM（たかはぎFM76.8MHｚ）にて啓発。
日時：11月

●ホワイトツリーへのパープルリボン飾り付け。デジタルサイネージによる啓発。
日時：11月12日（木）～11月25日（水）
場所：市役所１Fホール

https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/page/p
age002786.html

●男女共同参画セミナー「DV・デートDV・ストーカーの背景～どんな問題を抱えた
人が支援を求めてくるのか～」の実施
日時：11月１３日（金）
場所：市役所内会議室

https://www.city.tsukuba.lg.jp/kankobunka
/event/1013152.html

●DVに関する啓発パネル展示
日時：11月19日（木）～11月25日（水）
場所：市役所本庁舎1階市民ホール
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広報活動

都道府県・

ポスター、リーフレット

市町村名
茨城県
鹿嶋市

の作成配布
●ポスター,リーフレットの配布
日時：11月1日（日）～11月30日（月）
場所：市内公共施設等

茨城県
常陸大宮市

ラジオ、インターネット等の

●広報かしま11月１日号,市HP,エフエムかしまにおける啓発

●広報誌または市ホームページを利用した広報等
日時：11月10日(火)～11月25日(水）

●市広報誌「広報なか」への啓発記事掲載
令和2年10月号
市内各戸への配布

茨城県
筑西市

●庁内行政案内モニターによる啓発
日時：11月
場所：市役所本庁舎１階

茨城県
坂東市

●パープルリボンポスターの掲示
日時：11月12日(木）～11月25日(水）
場所：坂東市役所

●市役所屋外情報塔に「女性に対する暴力をなくす運動」について掲載
日時：11月12日(木）～11月25日(水）
場所：坂東市役所

茨城県
稲敷市

●相談窓口カードの配付、設置 （庁舎内トイレ、庁舎内授乳室等）
・パープルリボン ポスターの掲示
日時：11月12日(木）～11月25日(水）
場所：庁舎内（４ヶ所）

●市庁舎ライトアップと女性に対する暴力をなくす運動、周知記事を掲載
広報稲敷11月号10/22発行
市内他

茨城県
桜川市

●ポスター掲示,リーフレット・DV相談ナビカードの配架
日時：11月12日（木）～
場所：各庁舎,公民館

茨城県
行方市

●ポスター掲示,啓発グッズの配布
日時：11月12日（木）～11月25日(水）
場所：市庁舎（３か所）

●啓発グッズの配布等
日時：10月中旬～
場所：市内公共施設,商業施設等

●広報紙１１月号での記事掲載（女性に対する暴力をなくす運動,相談窓口）
日時：10月25日（日）配布開始
市内各戸への配布

茨城県
小美玉市

●ポスターの掲示,リーフレットの配布,啓発シールの設置（男女共同参画推進パネ
ル展と併せ,女性に対する暴力をなくす運動の啓発）
●カード,デートDV等防止のパンフレットを設置（性犯罪,性暴力被害相談のための
啓発）
日時：11月12日（木）～11月25日（水）
場所：小美玉市役所本庁

●広報誌１１月号での記事掲載（パープル・ライトアップ,女性に対する暴力をなくす
運動,相談窓口）
日時：10月22日（木）
場所：市内他

茨城県
茨城町

●ポスター掲示
●男女共同推進月間に関するブース設置と併せて，女性に対する暴力をなくす運
動の啓発
期間：11月
場所：茨城町役場，茨城町立図書館

茨城県
城里町

●ポスター掲示等での啓発
日時：11月中
場所：役場庁舎,公民館等

茨城県
美浦村

●ポスター掲示,リーフレットの配布
日時：11月12日（木）～11月25日(水）
場所：村内公共施設
●女性に対する暴力の撲滅をテーマとしたパネル展
日時：11月12日(木）～11月22日（日）
場所：阿見町中央公民館1階ホール

茨城県
阿見町

茨城県
八千代町

●パープル・ライトアップ
日時：11月12日（木）～11月25日（水）
場所：しもだて地域交流センターアルテリオ

●市庁舎ライトアップと女性に対する暴力をなくす運動についての周知記事を掲載 ●あじさい館の来館者にクリスマスツリーへパープルリボンを飾り付けてもらう。
日時：11月15日（日）～11月30日（月）
広報稲敷11月号10/22発行
場所：あじさい館
市内他

茨城県
かすみがうら市

茨城県
河内町

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

茨城県
那珂市

茨城県
つくばみらい市

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

●ポスターの掲示,リーフレットの配布
日時：11月12日(木）～11月25日（水）
場所：町内公共施設等
●ポスターの掲示
日時：11月中
場所：八千代町役場
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その他取組

関連ＵＲＬ

都道府県・
市町村名
茨城県
境町

広報活動

ラジオ、インターネット等の

ポスター、リーフレット

●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
宇都宮市

●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

●県HP、とちぎウーマンナビ、メールマガジンによる広報
●ラジオ(栃木放送、エフエム栃木）、テレビ（とちぎテレビ)での広報

●栃木県庁昭和館のライトアップ(11/16～25 17時～21時)
●女性への暴力を考える講演会
演題：暴力による「心の支配」～DVと児童虐待を防ぐために必要なこと～
講師：千田 有紀 氏（武蔵大学社会学部社会学科 教授）
開催日：令和２(2020)年12月12日(土)
場所：とちぎ男女共同参画センター

http://www.pref.tochigi.lg.jp/c07/life/jyose
i/dv/antidvweek.html

●講演会
演題：ＤＶの女性と子どもへの影響
講師：藤平 裕子 氏 (認定ＮＰＯ法人ウイメンズハウスとちぎ)
開催日：令和2年12月1日（火）
場所：栃木市役所 正庁

https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/24/2
89.html

●各自治体ホームページによる広報
●庁内及びセンターで啓発パネルの掲示
●広報紙に「児童虐待防止推進月間」と連携した特集記事の掲載
●SNSで周知啓発の発信

栃木県
足利市

●相談窓口リーフレット、カードの配架（男女共同参画センター内 人権・男女共同
参画課）
●市広報紙あしかがみ ２０２０年１１月号「女性の人権ホットライン」に併せて女性
に対する暴力をなくす運動週間の周知（人権・男女共同参画課）
●市ＨＰで周知広報する（人権・男女共同参画課）
●ＤＶ関連の啓発リーフレット、カード等の配架（市役所本庁舎児童家庭課）

栃木県
栃木市

●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

●ホームページによる広報
●啓発パネル等掲示
●庁舎及び栃木図書館にパープルリボンツリーの設置
●広報紙に掲載
●庁内インフォメーションにて職員向けに広報
●ラジオ・ケーブルテレビによる広報

栃木県
佐野市

●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
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ）
●市庁内及び関連施設でパネルを展示

●広報紙への掲載
●ＳＮＳによる広報

栃木県
鹿沼市

●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
●庁内にて啓発グッズ設置・配布

●市公式ホームページによる広報
●庁舎内デジタルサイネージを使用した広報
●市発行の広報紙に掲載

栃木県
日光市

●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

●市広報紙「広報にっこう」11月号に掲載
●市ホームページへの掲載
●市人権教育だより「未来」11月号にデートDV記事掲載

栃木県
小山市

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、商業施設等）

●ラジオでの広報
●ケーブルテレビでの広報
●市ＨＰでの広報

内閣府作成のポスターを庁内及び関連施設に設置

自治体発行の広報紙に相談先を掲載

●内閣府作成のポスター及びリーフレットを庁舎内に掲示、配布

●市男女共同参画情報「みいな」ウェブ版に掲載

●男女共同参画推進センターにパープルリボンツリーの設置
●関連図書紹介コーナーを設置
●民生委員児童委員へリーフレットを配布

●男女共同参画セミナーinかぬま
演題：それってもしかしたらDV？
講師：藤平 裕子 氏 (認定特定非営利活動法人ウイメンズハウスとちぎ)
開催日：令和2年10月22日（木）
場所：鹿沼市民情報センター

（●DV防止啓発研修会
→新型コロナのため実施なし）

栃木県
さくら市
栃木県
那須烏山市
栃木県
下野市
栃木県
上三川町
栃木県
益子町
栃木県茂木町

関連ＵＲＬ

●庁舎内サイネージを利用した広報キャンペーン及び啓発グッズ等の配布
日時：男女共同参画推進月間
場所：利根町役場庁舎

栃木県

栃木県
那須塩原市

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

●啓発グッズの設置,配布
日時：11月1日(日）～11月30日(月）
場所：境町役場庁舎1階ロビー

茨城県
利根町

栃木県
大田原市

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

●市庁舎にパープルリボンツリーの設置（11/16～25）
●市民実行委員と市協働で、街頭啓発による啓発グッズ配付（11/21）
啓発グッズのパープルリボンをNPO法人ＣＣＶが作成協力

https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0172/i
nfo-0000004205-0.html

●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

https://www.city.nikko.lg.jp/jinkendanjo/gu
ide/fukushi/danjo/dv-boushi/dvboushi.html

●市男女共同参画推進員によるパープルリボン作成（11/2)
●パープルリボンツリー設置

https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/
16/58.html

●11月広報紙に掲載して周知する。

●内閣府作成のポスターを、公民館と図書館に掲示
●内閣府作成のリーフレットを、公民館と図書館で配布

●市のＨＰ及び広報誌への掲載

●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
●庁内にて啓発物設置・配布
●市作成のDV防止カードを市内公共施設・医療機関等に設置

●庁舎内電光掲示板を使用した広報
●啓発パネル等掲示
●広報紙に掲載
●メール配信サービス、SNSによる情報発信

●とちぎ男女共同参画センター主催の講演会、暴力による「心の支配」~ＤＶと児童
●図書館で、関連書籍の展示と啓発資料等の配布
虐待を防ぐために必要なこと~の広報誌への掲載とリーフレットの配布

https://www.town.kaminokawa.lg.jp/0182/
genre2-0-001.html

●上三川町広報誌「かみのかわ」11月号に掲載

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内窓口）

http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/

●町広報誌へ啓発記事（DVナビ）を掲載

●窓口でのリーフレット配付、ポスター掲示
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広報活動

都道府県・

ラジオ、インターネット等の

ポスター、リーフレット

市町村名

●町ＨＰにて広報
●内閣府作成のポスターおよびリーフレットを庁内および関連施設に掲示および設
●町広報誌にて広報
置
●ＳＮＳでパープルライトアップ実施について発信

栃木県
塩谷町

●相談窓口カードの配布(庁舎内トイレ )

栃木県
那須町

●こども未来課窓口ポスター掲示

群馬県

●野木町交流センター「ホフマン館」にてパープルライトアップ（11/12～11/25）

●那須町役場庁舎内にて、パープルリボン掲示及び啓発ティッシュの配布
●町ＨＰ及び広報誌に掲載

●内閣府作成ポスター及びリーフレット設置・配架、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

●県庁昭和庁舎のパープルライトアップ
●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
のパネルを展示

https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.h
tml

●市ＨＰ，市広報誌、市公民館報への掲載

●市役所市民ロビーでのパネル展示（11/17～11/25）
●市立図書館と連携し、「女性に対する暴力をなくす運動」に関連した図書コー
ナーを設置（11月中）

https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.h
tml

群馬県
高崎市

●市民活動センターにおいて、パネルやポスターの展示

●市広報誌への掲載

群馬県
桐生市

●ポスターの掲示
●リーフレットの配布

●広報紙への掲載

●DV相談カードの設置（庁舎内トイレ、商業施設等）
●パープルリボンの配布（キャンペーン時配布）

群馬県
太田市

●伊勢崎市HP掲載（女性に対する暴力をなくす運動周知）
●伊勢崎市広報紙による広報（DV相談案内）

●パープルリボンキャンペーン
日時：11月9日PM～13日AM
場所：市役所東館１階市民ホール
内容：女性に対する暴力をなくす運動のパネル展示等
●パネル展
日時：11月19日～12/1
場所：伊勢崎駅前インフォメーションセンター多目的ホール
内容：女性に対する暴力をなく
す運動のパネル展示等
●パープルライトアップ（都市開発課との連携による）
日時：11/20～1/11
場所：伊勢崎駅前広場
内容：イルミネーションパープルライトアップ

●広報おおたへの掲載（１１月１日号）

群馬県
沼田市

●相談窓口カードの配付、設置（テラス沼田内トイレ、公民館等窓口）

●広報ぬまたへの掲載

群馬県
館林市

●相談窓口カード、ティッシュの配付、設置（庁舎内トイレ、商業施設、病院等）

●男女共同参画情報紙「扉を開こう」にて周知（市ＨＰ、市内回覧）

群馬県
藤岡市

●携帯カードの配置（庁舎内・配偶者暴力支援センター等）

●広報ふじおか（11/1号）に掲載

群馬県
安中市
群馬県
みどり市

関連ＵＲＬ

・相談窓口カードの配付、設置（子育て支援課）

群馬県
前橋市

群馬県
伊勢崎市

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

栃木県
野木町

栃木県
那珂川町

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

●市ＨＰ,市広報紙に掲載(11月号）

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内・保健センタートイレ、男女共同参画担当
課）

群馬県
榛東村

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、パンフレット置き場）

群馬県
吉岡町

●談窓口カードの配付、設置（庁舎内）

群馬県
神流町

●群馬県作成のリーフレット配布
●成人式
●民児協定例会
●役場窓口

●広報11月号掲載

●安中市図書館内にてＤＶ防止関連図書の特設コーナー設置（11月中）

●要対協でＤＶの研修を検討
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●職員によるパープルリボンバッチ貼用

都道府県・
市町村名
群馬県
嬬恋村

広報活動

ポスター、リーフレット

●相談窓口カードの配布、設置(庁舎内トイレ)

●相談窓口カードの配付、設置(保健福祉課窓口、庁舎内トイレ等）

群馬県
玉村町

●内閣府作成ポスター及びリーフレット等が配布された場合、設置

●内閣府作成のポスター、リーフレットを役場及び公共施設に配布、掲示

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

群馬県
東吾妻町

群馬県
大泉町

ラジオ、インターネット等の

その他取組

関連ＵＲＬ

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等
●村ホームページへの掲載

●町ホームページへの掲載
●住民活動支援センターホームページへの掲載
●町広報紙による広報
●ポルトガル語版・英語版町広報紙による広報

●町図書館で特設図書コーナーを設置（11月7日～26日）

●DV防止フォーラム2020
日時：11月8日(日)13:30～15:30
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：南美詠子
●パープルオリボン及びミニカードの作成配布
内容：アンガーマネジメント基礎講座
●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
・パープルリボンキャンペーンタペストリー県内巡回
●10月22日～11月30日ライブラリー内でＤＶ防止関連図書の展示
●県広報紙への掲載
・ライトアップ
●11月15～27日展示コーナーでＤＶ防止関連情報の展示
・ＦＭ ＮＡＣＫ５ラジオＣＭ
埼玉会館
・懸垂幕掲示(本庁舎)
さいたまスーパーアリーナ
●性暴力等犯罪被害専用相談電話アイリスホットラインカード作成、配布（県内高 ・サッカーＪリーグ大型スクリーン放送（埼玉スタジアム２００２、ＮＡＣＫ５スタジアム
埼玉県立小児医療センター
大宮)
校１年生他）
埼玉県男女共同参画推進センター内
大宮ソニックシティビル
国立女性教育会館本館
・犯罪被害者支援街頭キャンペーン(県内各駅）

●ホームページ 11月掲載予定

●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

埼玉県

埼玉県
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防止に関する相談カードの設置

埼玉県
川越市

●市のホームページを活用した広報

●ＤＶ防止セミナー オンライン講座
日時：11月1日（日）～11月30日（月）
主な内容：毎日新聞記者の山寺香さんに「『誰もボクを見ていない』見過ごされてし
まう家族の問題について」と題した講座をYouTubeで限定公開
●犯罪被害者支援街頭キャンペーン(浦和駅11/27）

●市のホームページで周知。

ウェスタ川越（11月14日～15日）
・パープルリボンキャンペーンタペストリー展示
●犯罪被害者支援街頭キャンペーン(川越駅11/27）

埼玉県
熊谷市

●ＤＶ等に関するパネル展
11月5日～11日
熊谷市役所本庁舎1階ロビー

●市報「くまがや」11月号及び市ホームページに関連記事を掲載

埼玉県
川口市

●DVを知ろうパネル展
11月12日～25日
かわぐち市民パートナーステーション

●「広報かわぐち」11月号に記事掲載
●市ホームページに掲載

埼玉県
行田市

●「市報ぎょうだ」11月号に掲載
●市ホームページで、周知・啓発

埼玉県
秩父市

●11月中HPにに関連記事を掲載。
●市役所内電光掲示版に「女性に対する暴力をなくす運動」のポスターを掲出

埼玉県
所沢市

●相談啓発カードの配布(11月25日～26日)

●パープルリボンキャンペーンタペストリー
10月15日～10月23日
●犯罪被害者支援街頭キャンペーン(川口駅11/25、東川口駅11/27）

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0309/dvkeihatu/bouryoku-nakusuundou.html

https://www.city.saitama.jp/006/010/005
/p056560.html

●児童虐待防止月間と併せ、全職員が啓発用缶バッジを装着し周知・啓発

http://www.city.gyoda.lg.jp/13/03/10/purp
lelightup.html

●市ホームページで関連記事を掲載

●パープルリボンキャンペーンタペストリー
①11月16日～20日
こどもと福祉の未来館1階ガレリア
②11月25日～26日
市役所1階市民ホール

●市広報及びＨＰへ啓発記事を掲載

●男女共同参画推進事業 ＤＶ防止啓発オンライン講座
第1回 12月４日
第2回 12月11日
第3回 12月18日

●市職員にパープルリボン配布
名札に装着
●図書館にて「DV防止週間展」実施(11/12～11/25)

●市内の全図書館で、DV関連資料の展示
●市役所本庁舎市民ギャラリーでで啓発コーナーを設置

●担当職員が名札にパープルリボンバッジを貼付
●市内の全図書館で発行する貸出票（レシート）へ、女性に対する暴力根絶のため
のシンボルマークとメッセージを掲載

埼玉県
飯能市

●市民活動センターにて「ＤＶ防止週間展」実施（11/14～11/29）

埼玉県
加須市

●担当課窓口にミニコーナーを設置（相談カードやリーフレットを配架しコバトンクラ ●「市報かぞ」11月号に掲載
フトで装飾）
●市ホームページで暴力根絶を啓発

http://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01
060/020/8/4183.html
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https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/sh
iseijoho/danjo/furatto/furattokoza/joseini
taisurubouryokuwonakusu.html

広報活動

都道府県・

ポスター、リーフレット

市町村名

●広報ひがしまつやま10月号・11月号に関連記事を掲載

その他取組

関連ＵＲＬ

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等
●市広報誌・ホームページにて、関連事業を周知

埼玉県
東松山市

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

埼玉県
本庄市

埼玉県
春日部市

ラジオ、インターネット等の

●パープルリボンキャンペーンタペストリー巡回展示
（12月22日～12月27日）

●担当職員が名札にパープルリボンを貼付

http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/ikk
rwebBrowse/material/files/group/8/R2_10
_2_5.pdf

●専門講座「私の事は私が守る！女性のための護身術」を12月に開催予定

●11月12日～11月25日
ポスター掲示、リーフレツト配布。

●11月中HPに「女性に対する暴力をなくす運動」、「子ども虐待防止運動について ●パープルリボンキャンペーンタペストリー（11月25日～29日）
掲載。
●犯罪被害者支援街頭キャンペーン(イオンモール春日部11/18)

●同期間に子どもの虐待防止の問題に関する取組「オレンジリボンキャンペーン」
http://www.harmonykasukabe.jp/
の啓発活動も実施する。

埼玉県
狭山市

●DV防止啓発リーフレットの作成・公共施設等へ配布（9月～）

●「広報さやま」11月号に啓発記事掲載
●市ホームページで啓発

●パープルリボンキャンペーンタペストリー（10月8日～10月12日）

●内閣府ホームページに狭山市公式キャラクター「七夕の妖精おりぴぃ」がパープ https://www.city.sayama.saitama.jp/kuras
ルリボンをつけた写真及びパープル・ライトアップ写真を掲載
hi/jinken/danjo/purple-ribbon.html

埼玉県
羽生市

●「女性に対する暴力をなくす運動」ポスター展示
期間：令和2年11月12日～25日
場所：羽生市女性センター

●広報はにゅう10月号に関連記事を掲載
●HP、SNSにて発信

●パープルリボンキャンペーンタペストリー展示
令和3年3月3日～19日
場所：羽生市女性センター（エントランス）

埼玉県
鴻巣市

●DV防止啓発パネル展示
日時：12月14日～25日
場所：鴻巣市役所本庁舎1階ロビー

●広報こうのす11月号に掲載
●男女共同参画情報誌に相談先を掲載
●鴻巣市HPに掲載

埼玉県
深谷市

●ＤＶパネル展「知っていますか？デートＤＶ」
期間：11月12日～25日
場所：キララ上柴
●啓発のための立て看板設置・啓発品配布

●広報「ふかや」11月号に関連記事を掲載

埼玉県
上尾市

●チラシ、カードを配布

●「広報あげお11月号」に関連記事を掲載
●上尾市WEBサイトに掲載

●ＤＶ予防セミナー「子ども虐待としてのＤＶ」
日時：11月25日（水）
午後１時30分～3時30分
場所：上尾市文化センター
講師：春原 由紀 氏

埼玉県
草加市

草加市文化会館2階 男女共同参画さわやかサロン
・DV防止ミニコーナーの設置
11月5日～26日
・「デートＤＶ防止啓発ポスター」パネル展11月16日～20日

・広報「そうか」11月5日号に掲載

●草加マルイ5階 イベントスペース
・「セクシャルハラスメントのない社会へ」パネル展
11月18日～25日

埼玉県
越谷市

●越谷市庁舎ロビーパネル展示に併せて、パープルリボンキルトの展示やリーフ
レット、啓発品を置く

●市広報誌「こしがや」11月号に関連記事を掲載

●愛知県女性総合センター・ウィルあいち所蔵の「これって性暴力？」のパネル展
示

埼玉県
蕨市

●女性への暴力をなくそう！パープルリボン展
日 時：11月12日～22日
場 所：蕨市役所（仮庁舎）

●ＨＰにパープルリボンタペストリー及びパープルリボン展を掲載。

●パープルリボンキャンペーンタペストリー
12月15日～18日
場 所：蕨市役所（仮庁舎）

埼玉県
戸田市

●市窓口でパープルリボンの説明掲示とリボンを配布

●広報戸田市11月号及び戸田市ソーシャルメディアを掲載予定。
●上戸田地域交流センター「あいパル」HPやSNS等に関連記事を掲載。
●上戸田地域交流センターあいパル男女共同参画推進拠点リーフレットに「女性
に対する暴力をなくす運動」について掲載。

●パープルリボンキャンペーンタペストリー
・上戸田地域交流センタ（2/2～2/7）
・市役所（2/8～2/12）
啓発資料掲示、図書資料紹介掲示。
場所：上戸田地域交流センター「あいパル」

埼玉県
入間市

●入間市男女共同参画推進センターだより11月号、市公式ホームページ及び同セ
ンターHPにも関連記事を掲載。

埼玉県
朝霞市

●「広報あさか」11月号に掲載
●HP、フェイスブックにて発信
●朝霞駅前電光掲示板にて周知
●庁舎案内板告知スペースにて周知

埼玉県
志木市

●いろは遊学図書館に、DVに関する図書の特設コーナー設置

●広報しき11月号に掲載
●HPへの掲載、SNSにて発信

埼玉県
新座市

●キャンペーン用カードを人権推進課窓口に設置
●パープルリボンシール入りポケットティッシュの配布

●広報にいざ11月号に掲載

http://www.city.fukaya.saitama.jp

●女性センター内にパープルリボンツリー設置
●女性センター情報・交流コーナーに女性の暴力に関する図書の特設コーナー設
置
●女性センター情報・交流コーナーに朝霞市のＤＶ相談統計を展示

●職員がパープルリボンをつけて啓発

https://www.city.asaka.lg.jp/life/4/64/470
/

http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/59,10
0842,159,962,html

●ＤＶに関する図書の展示
日時：11月1日（日）～29日（日）
場所：中央図書館
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都道府県・
市町村名

埼玉県
桶川市

広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

●パネル提示
期間：１１月２日～３０日
場所：男女共同参画コーナー「アソシエ」（市庁舎２階）

埼玉県
久喜市

埼玉県
北本市

ラジオ、インターネット等の

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

●広報「おけがわ」11月号に掲載
●ホームページに掲載
●庁内のデジタルサイネージ放映

●男女共同参画コーナー「アソシエ」
・パープルリボンのタペストリ
９月３０日～１０月５日
・児童虐待防止月間と併せて「Ｗリボンメッセージボード」の作成
１１月２日～３０日

●広報くき11月号に特集記事を掲載

●北本市役所にて「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展の開催
（11/16～11/20）

埼玉県
八潮市

●広報さかど11月号に関連記事を掲載
●市ホームページに運動の情報を掲載

●パープルリボンキャンペーンタペストリー
市役所市民ホール
11月7日～11日掲示。

埼玉県
幸手市

●11月中HPに関連記事を掲載。

●パープルリボンキャンペーンタペストリー（１０月）

埼玉県
ふじみ野市

埼玉県
白岡市

●ＤＶ防止啓発展示
日程：11月12日～25日
会場：吉川市民交流センターおあしすエントランス

●ＤＶパネル展
日程：12月1日～12月8日
会場：市役所本庁舎

●ＤＶ防止パネル展
期間：１1月12日～19日
場所：市役所１階市民ラウンジ

https://www.city.kuki.lg.jp/shisei/jinken_da
njo/danjyo/joseisodan/html

●全職員が名札にパープルリボンを貼付（11/1～30予定）
●市役所の各課窓口に設置しているとまちゃんにパープルリボンを貼付（11/1～
30）

http://www.city.kitamoto.saitama.jp/soshik
i/somu/jinken/gyomu/danzyo/147641788
6124.html

http://www.city.misato.lg.jp/item/37780.ht
m#ContentPane

埼玉県
坂戸市

埼玉県
吉川市

●女性の悩み（カウンセリング）相談（特設）
・11月15日
10：00～12：00
13：00～15：00
・久喜市役所4階 相談室3

www.city.yashio.lg.jp

●図書館（3館）において、DV防止や児童虐待防止等に関連する企画展示を実
施。

埼玉県
日高市

https://www.city.okegawa.lg.jp/shiminkats
udo/danjo/dv/index.html

●八潮駅前市役所出張所ロビーにおいて、関連図書の設置及びパネル展示（11
月12日～25日）

●「広報みさと」１０月号に掲載
●市役所懸垂タワーに懸垂幕、新三郷駅西口ペデストリアンデッキに横断幕を掲
出（11月中）

●ポスター等の展示
鶴ヶ島市役所１階ロビー
１１月１１日～２０日
●関連書籍等の掲示
女性センター図書室、中央図書館
（11月中）

日時：11月16日～1８日
・担当課において、職員がWリボンをつけて啓発。
・桶川市マスコットキャラクター「オケちゃん」の胸にWリボンを付けてお出迎え。

●広報やしお11月号へ特集記事を掲載
●男女共同参画登録団体へのメール配信

●新三郷ららぽーと内「ららほっとみさと」においてパネル展示
11月9日～29日
●市役所１階「市民ギャラリー」においてパネル展示
11月6日～2４日

埼玉県
鶴ヶ島市

●特設DV電話相談

●パープルリボンキャンペーンタペストリー（12/8～11）
●市役所及び企業との連携によるパープルライトアップ（11/11～25予定）

●市広報「ふじみ」11月号に掲載
●電光掲示板や市役所庁舎内待合スペースのモニターを利用し、運動期間につい
て周知する

埼玉県
三郷市

関連ＵＲＬ

●市ホームページにて、イベント等について掲載

●図書コーナー設置
日程：11月12日(木）～25日（火）
会場：市立中央図書館

埼玉県
富士見市

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

●市広報誌11月1日号に特集記事を特集記事を掲載。
●パープルリボンキャンペーンタペストリー
●市ホームページに、記事を掲載。
【期間】11月中
●鶴ヶ島市のマスコットキャラクターにパープルリボンをつけた画像をホームページ
【場所】女性センター館内
に掲載。

●市広報紙「広報ひだか」11月1日号に啓発記事掲載

●パープルリボンキャンペーンタペストリー展示
日時：８月14日～31日
会場：日高市役所ロビー

●市広報及び市ホームページに特集記事を掲載
●市のラジオ番組及びTwitterで周知

●パープルリボンキャンペーンタペストリー
日程：9月15日～28日
会場：吉川市民交流センターおあしすエントランス

●市報11月号に特集記事を掲載
●市ホームページにパネル展と図書展示のお知らせを掲載

●パープルリボンキャンペーンタペストリー
日程：12月1日～4日
会場：市役所本庁舎2階
・図書展示
日程：11月2日～11月30日
会場：上福岡図書館及び大井図書館

●「広報しらおか」11月号に特集記事を掲載
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●市DV等相談業務関連課職員にパープルリボンを配布し、名札に貼付

https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/12/1
9161.html

●女性センターにおいて、期間中、職員がパープルリボンをつけて啓発

https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/
page005657.html

広報活動

都道府県・

ポスター、リーフレット

市町村名

の作成配布

ラジオ、インターネット等の

●DV相談カード等の設置・配布

●「広報いな」11月号及び町HPに啓発記事掲載

埼玉県
三芳町

●キャンペーン用カード、リーフレット配架
●パネルや啓発ポスターの掲示

●広報「みよし」11月号に特集記事を掲載

●「ストップＤＶコバトンクラフト」と「パープルリボンカード」を庁舎窓口に設置。

埼玉県
滑川町

●役場庁舎、保健センター、図書館等に啓発資料を設置
●置窓口でカードの配布。

埼玉県
小川町

●役場庁舎ロビーに相談リーフレットを設置。
●庁舎及び子育て総合センターへのパープルリボンカードの設置

埼玉県
川島町

●庁舎内にてポスターの掲示、及びリーフレットの配架

埼玉県
吉見町

●パープルリボンキャンペーンタペストリー
期間：11月1日～5日
場所：伊奈町総合センター

●担当職員がパープルリボンを身に着けて啓発

●マスコットキャラクター「みらいくん」「のぞみちゃん」のパープルリボン着用（庁舎1
階ロビーで着ぐるみ展示、イベント会場で着用）

●チラシ等の配布

●町広報１１月号に特集記事を掲載。

●「広報はとやま」１１月号に特集記事を掲載

埼玉県
横瀬町

●町広報「よこぜ」11月号に関連記事を掲載。

埼玉県
皆野町

●役場庁舎窓口にパープルリボンカードおよび関連記事掲示物を設置

埼玉県
長瀞町

●役場庁舎窓口にストップＤＶコバトンクラフト、相談カードを設置

●町公式ゆるキャラにパープルリボンを取り付けで当運動の啓発

●町広報誌１１月号に、啓発記事及び相談先を掲載

埼玉県
鳩山町

埼玉県
上里町

関連ＵＲＬ

●町広報誌「広報もろやま」11月号に特集記事を掲載。

埼玉県
越生町

埼玉県
小鹿野町

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

埼玉県
伊奈町

埼玉県
毛呂山町

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

●担当職員が名札にパープルリボンを貼付

●役場庁舎ロビーに相談カード及び相談リーフレットを設置

●パープルリボンカード等の配布

埼玉県
寄居町

●担当職員がパープルオレンジバッジを着用

●町広報「よりい」11月号に特集記事を掲載
●男女共同参画についての懸垂幕の掲示

埼玉県
宮代町

●役場庁舎ロビーに女性相談案内チラシを設置。
●DV防止啓発パネル展の実施

埼玉県
杉戸町

●町立図書館において、DV・暴力に関する図書の特設コーナーを設置し特集展示
●広報すぎと１０月号に特集記事を掲載
11月1日～30日（休館日を除く）

https://www.town.sugito.lg.jp/cms/page14
264.html

埼玉県
松伏町

●庁舎窓口にストップＤＶコバトンクラフト、パープルリボンカードを設置

http://www.town.matsubushi.lg.jp/www/

●広報まつぶし11月号に特集記事を掲載る。
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都道府県・
市町村名

広報活動

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

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

千葉県

●県広報誌「県民だより」、千葉県ホームページ、「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大型ビジョンでＤＶ及
びデートＤＶ防止啓発画像を放映
●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 ・Ｊリーグ柏レイソル
11月14日（土）、21日(土）/三協フロンテア柏スタジアム
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 ・Ｊリーグジェフユナイテッド市原・千葉
11月21日（土）/フクダ電子アリーナ
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 ●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（木）～25日（水）
か月児健診において保護者及び小学生、中学生のいる世帯の保護者に配布す
●ラジオＣＭの実施
る。
●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27日(金)実施

千葉県
千葉市

●内閣府作成ポスター及びリーフレット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
●DVリーフレット及びDV相談カードを市内公共施設、医療機関等へ配架
●デートＤＶ予防啓発リーフレットを市内中学校の２年生全員に配布

●千葉市ハーモニープラザにて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。（11/12～25）
●千葉市男女共同参画センターにてＤＶに関する展示（10/23～11/25）

●講座「誰もが知ってほしいＤＶのこと」
日時：11月14日 13:30～15:00
場所：千葉市男女共同参画センターセミナールーム
講師：DV・虐待予防研究会代表 山中 多民子氏

東京都

●内閣府作成のポスター、リーフレットを配布、掲示
●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「配偶者や交際相手
からの暴力で悩んでいませんか」、デートDVカードを配布
●デートDVカードを都内の高校、大学・短期大学に配布
●東京ウィメンズプラザ館内でDV防止啓発用パネルを掲示
●チラシの配布（配偶者暴力（DV）防止講演会）
●都内大学に性暴力救援ダイヤルNaNaカードの配布

●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
●（配偶者暴力（DV）防止講演会の広報として）
・東京都広報媒体「広報東京都」に掲載予定
・ホームページ
・YouTube広告
・Twitter
・Facebook
●運動期間中、福祉保健局（女性相談センター）ホームページに内閣府ホーム
ページのリンク先を掲載

●配偶者暴力（DV）防止講演会
日時：11月19日～12月9日
※オンデマンド配信

●相談窓口チラシ・ポスターの配布、掲示（区立施設等）
●広報千代田10月20日号への掲載
●男女共同参画センターMIW事業「MIWパープルリボンプロジェクト2020」チラシ・ポ
●区HPへの掲載
スターの配布、掲示（区立施設等）
●男女共同参画センターMIW Facebookへの掲載
●内閣府作成のポスター・リーフレットの配布、掲示（区立施設）

東京都
中央区

●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
●「区のおしらせ」（11月11日号）に掲載・周知。
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
●区内掲示板用ポスター作成・掲示。（11月15日号）
したしおりを区内施設の窓口及び女性トイレに設置・配布。

●DV防止講座
日時：10月24日 10:00～
場所：女性センター
内容：「性的同意」から考えるデートDV～みんなのエンパワメント～

東京都
港区

●11/23～12/4 ２階入口横展示コーナーにて
・パネル展示「デートDV、性的同意について知ろう」
・デートDV、性的同意に関するパンフレット配布

●11/14講座「大学生と考えるデートDVと性的同意」（２階学習室C)
●11/12～11/25
パープルリボンを結ぼう！（来場者に白いツリーにパープルリボンを結んで頂くコー
ナーを設置）

東京都
新宿区

●新宿区役所本庁舎１階ロビーで、DV防止啓発用パネル等を展示し、啓発カード・ ●「広報新宿」に掲載
リーフレット等を配布
●ＤＶ防止啓発動画を大型ビジョンで放映

●広報みなと（11/21号）
●リーブラ公式SNS（Facebook、Twitter、Instagram）

関連ＵＲＬ

●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
ン及びキャンペーン
・11月22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12日（木）、1４日(土）、２１日(土)、2３(月)
17時～22時
●DV防止街頭キャンペーンを県警と共催により、県内大型商業店舗において「女
性に対する暴力をなくす運動」期間中にを実施。
●パネルの展示・啓発物の配布・県警による護身術

●男女共同参画センターMIW講座
「新型コロナ状況下のDV対応最前線～内閣府DV相談+（プラス）の相談から～」
日時：11月19日 18:30～
場所：男女共同参画センターMIW
内容：DV相談からみえてくるDV被害者の状況や支援の実態について

東京都
千代田区

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等
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●東京都庁舎等をパープル・ライトアップ
・東京都庁第一本庁舎
11月12日（木曜日）、11月25日（水曜日）
・東京芸術劇場
11月15日（日曜日）～11月25日（水曜日）

●男女共同参画センター企画展示「誰も傷つけない世界を考えよう」暴力や虐待に
関する絵本・DVDなどを展示
●バス車内広告の掲示
●オレンジリボン（児童虐待防止）・パープルリボンで装飾したツリーの区立施設へ
の展示
●大阪府吹田市デザインのWリボン（オレンジ・パープル）バッジを作成、区職員や
区立施設職員に配付

http://www1.tokyo-womensplaza.metro.tokyo.jp/tabid/142/Default.asp
x?itemid=293
http://www1.tokyo-womensplaza.metro.tokyo.jp/seminar/tabid/174/D
efault.aspx

・千代田区虐待防止強化期間（11/1～
12/10）周知ページ
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kuras
hi/sodanmadoguchi/gyakutai-sodan.html
・男女共同参画センターMIWパープルリボ
ンプロジェクト周知ページ
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kuras
hi/danjo/miw/kilt.html
※いずれも10月20日公開予定

都道府県・
市町村名

東京都
文京区

広報活動

ポスター、リーフレット
の作成配布

●暴力防止啓発パネル展
（11月19日～12月3日）
内容：人権及び暴力撤廃啓発関連のパネル展示/リーフレット配架

ラジオ、インターネット等の

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

●ＤＶ防止セミナー「家庭でも職場でも使えるイライラをおさえるアンガーマネジメン
ト」
●文京シビックセンター区民ひろばにて、暴力撤廃を呼びかけるメッセージ動画、ミ
日時：12月13日10：00～正午
ニフィルムを上映。
場所：オンライン
●文京区HPに、メッセージ動画を公開。
内容：怒りのコントロール方法を学ぶ
（11月19日～25日）
●犯罪被害者相談会
日時：11月25日10：00～正午、13：00～15：00
内容：区内４警察署による被害者相談会

関連ＵＲＬ

https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/jin
ken/danjo/dv2/dv.html

●パープルリボンパネル展示
日時：11月13日～28日
場所：男女平等推進プラザ（生涯学習センター）
内容：女性への暴力防止に関する掲示・周知
●ＤＶ防止講座
日時：12月19日10:00～
場所：男女平等推進プラザ
内容：子供たちへの性被害根絶にむけて、性の教育と心と身体の健康について
の正しい知識を身に付けることを目的とした講座
●ＤＶ防止講座
日時：2月20日10:00～
場所：男女平等推進プラザ
内容：様々な喪失体験からのグリーフケアについて学び、かなしみに寄り添い人
と人が支え合えるやさしい社会をひろげていくことを目的とした講座

東京都
台東区

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ）

東京都
江東区

●内閣府作成のポスター、リーフレットを配布、掲示

●江東区報11月1日号にて周知

東京都
品川区

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内・保健センター等区施設内トイレ）

●区広報誌への掲載
●しなメール・ツイッター、フェイスブック、パパママ応援サイトなど区の情報発信
ツールを利用

東京都
目黒区

●（パープルリボンツリーの実施）男女共同参画推進センター１階ロビーにホワイ
ト・ツリーを置き、来館者に非暴力の願いをパープルリボンカード記入後、飾っても
らう。期間中、2回来館者と江東区観光キャラクター コトミちゃんとの写真撮影会を
開催。

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/k
useizyoho/kuseizyohozinken/kuseizyoho-zinkenkyodosankaku/hpg000031435.html

●（目黒区）11月14日
「女性への暴力防止講座」「知らないとキケン！～犯罪から身を守るスキル」

●(目黒区)オンブーズによる特別相談会を実施。

●世田谷区役所第2庁舎ロビーにてパネル展示。
●男女共同参画センターらぷらすにて、パネル展示。
●NPO法人コミュニティ・ネットワーク・ウェーブによるイベント
（紫色の商品販売、チラシ・パンフレットの配布）（後援）

東京都
世田谷区

東京都
渋谷区

東京都
中野区

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

●区広報誌での啓発及び相談事業等の周知

●内閣府作成のポスター、リーフレットを配付、掲示
●中野駅ガート下ギャラリー「夢通り」にて、DVに関するパネル展を開催。
●中野区立中央図書館にて企画展示と、区作成物（ＤＶに関するパンフレット、
デートDV防止啓発冊子、DV相談先カード）と、国・都作成のパンフレット、カードを
配付。

●アイリス講座「DVで傷ついた子どもを笑顔にするスポーツメンタリングの力」
日時：11月12日 18：30～
●渋谷男女平等・ダイバーシティセンター＜アイリス＞の情報ライブラリーでDV防
場所：渋谷男女平等・ダイバーシティセンター＜アイリス＞※YouTube配信あり
止関連図書の展示
内容：DV家庭の子どもを対象としたスポーツメンタリングを紹介し、特に現在のコロ
ナ禍におけるDV家庭の子どもたちの現状を共有する

https://www.city.tokyonakano.lg.jp/danjo/010/index.html

●中野区ホームページによる広報

東京都
杉並区

●相談窓口カードの配布、設置（庁舎内トイレ、区施設、医療機関等）

●広報すぎなみ、区公式ホームページの掲載

●女性に対する暴力をなくす運動
パネル展
日時：11月18日～20日
場所：区役所１Ｆロビー
内容：ＤＶ、性犯罪・性暴力に関するパネルの展示

東京都
豊島区

●ＤＶ防止ポスターを町会掲示板や区民ひろばに掲示
●ＤＶ防止パネルを本庁舎、図書館、保健所に展示
●ＤＶ相談カードの街頭配布
●区内高校へのデートＤＶ相談カード、リーフレットの配付

●としまテレビでの広報
●区広報誌への掲載
●ＤＶ防止啓発パネルのバスラッピング
●ＤＶ防止啓発たすきのモザイカルチャーたすき掛け

●人権パネル展示
日時：12月3～10日
場所：区役所センタースクエア
内容：女性への暴力防止パネル展示、パープルリボン作り
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●杉並区立男女平等推進センター講座
「女性のための護身術講座」
日時：①令和2年10月3日
②令和3年2月7日
いずれも午前10時～12時
内容：犯罪を未然に防ぐため日常生活での心構えや現実的な護身術まで実践的
に学ぶ。

●全職員のパープルリボン着用

http://www.city.toshima.lg.jp/051/kuse/da
njo/dvboshi/030592.html

都道府県・
市町村名

広報活動

●内閣府作成のポスターの掲示
●スペースゆう（男女共同参画活動拠点施設）の講座において、DV相談カードや
リーフレット、啓発グッズ等を配布

東京都
荒川区

●庁舎及び男女平等推進センターにてパネル展示及びリーフレット等配布

●北区広報媒体「北区ニュース」や「北区HP」に掲載

関連ＵＲＬ

●DV理解基礎講座の実施（北区子ども家庭支援センターと共催）

●スペースゆう（北区男女共同参画活動拠点施設）及び北区区立中央図書館にお
いて、女性に対する暴力をなくす運動について展示を実施
●コミュニティバスに、北区パープルリボンシンボルマークをラッピングして運行

●区広報誌で「女性に対する暴力をなくす運動｣期間について掲載

●練馬区庁舎内にてパネル展を開催
●男女共同参画センターにてパネル展を開催

●パネル展の開催について、区公式ＨＰ、区報、区公式ツイッターに掲載

●オンライン講演会
日時：11月28日14:00～15:30
場所：男女共同参画センター
内容：デートDV

●パープルリボンアクション【仮】
日時：令和２年11月13日～14日
場所：エル・ソフィア1階
内容：足立区女性団体連合会と共催で、女性への暴力防止に関する展示を行う

東京都
足立区

●内閣府作成のポスター、リーフレットを配布、掲示
●DV防止啓発用パネルを掲示
●啓発用クリアファイル、相談案内カード、リーフレット、パープルリボンを配布

●葛飾区広報媒体
「広報かつしか」に掲載
●葛飾区HPによる広報

東京都
江戸川区

●相談窓口カードの配布、設置
（庁舎内・区公共施設内トイレ）
●展示期間中、相談窓口カード、リーフレット、啓発品
（相談窓口を記載したティッシュ、メモ帳）設置、配布

●広報えどがわ11月1日号掲載
●区ホームページ掲載
●区フェイスブック、ツイッター掲載

東京都
八王子市

●ポスター掲示
JR八王子駅の地下自由通路
はちバス（コミュニティバス）内
市内各図書館内

●パープルリボン作成キットの配布とパープルツリーの設置
11月12日（木）から11月25日（水）まで
来場者がパープルリボンをパープルツリーに飾る。
※新型コロナウイルス感染の状況により、変更有。

●DV防止啓発講座
日時：11月9日14～16時
場所：グリーンパレス
講師：橘ジュンさん
●DV・性犯罪防止パネル展示
期間：11月2日～30日
場所：グリーンパレス
※啓発品配布イベント11月25日

●10月15日号及び11月1日号「広報はちおうじ」においてDV週間のお知らせ記事
を掲載
●JR八王子駅前河川情報表示板においてDV週間お知らせ記事を掲載

●講演会の実施
11月28日（土）14時～15時30分
「心を磨く素敵なコミュニケーション」

●立川市HPでの広報（予定）

●女性への暴力を防止する運動パネル展
日時：11月17日～11月19日
場所：立川市女性総合センター
内容：運動の期間に合わせてパネル展示をする

●内閣府作成のﾎﾟｽﾀｰ掲示・リーフレット配布
●啓発チラシ配布

●市ホームページ（男女平等推進センターページ）に掲載

●講座「女性弁護士による女性のための離婚に関する法律講座」・市民会館集会
室 、11/1、14時～16時
●女性のための離婚に関する無料法律相談会・男女平等推進センター会議室、
11/28、13時～17時
●パネル展市内巡回（武蔵野プレイス11/13～11/17、市民会館ロビー11/18～
11/24、市役所ロビー11/25～12/1）
●関連図書展示（中央図書館11/10～11/30、吉祥寺図書館11/5～11/30、武蔵
野プレイス11/13～11/30）

東京都
三鷹市

●相談窓口カードの設置（庁舎内トイレ）

●市ＨＰ、市報への掲載

東京都
青梅市

●庁舎内でポスターの掲示、リーフレット等の配架
●ＤＶ相談カードの配架（庁舎内・公共施設）

●市広報紙への掲載

東京都
立川市

東京都
武蔵野市

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

●区営掲示板でのポスター掲示

東京都
板橋区

東京都
葛飾区

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

東京都
北区

東京都
練馬区

ラジオ、インターネット等の

ポスター、リーフレット

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e009/k
urashi/jinken/sankaku/kouza.html
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e009/k
urashi/jinken/sankaku/bouryoku.html

●八王子駅南口総合事務所においてパネル展を実施
11月12日（木）～25日（水）
●市内各図書館においてテーマ展を実施
●外国人向け情報紙「Ginkgo」11月号にてDV週間啓発記事を掲載

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/
shimin/003/002/001/p027308.html

http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_gui
de/shiminkatsudo/danjokyodosankaku/dan
jocenter/index.html

https://www.city.mitaka.lg.jp/c_news/088/
088385.html
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都道府県・
市町村名

東京都
府中市

広報活動

ラジオ、インターネット等の

ポスター、リーフレット

●館内にてポスター掲示
●公共施設の女性トイレを中心に女性問題相談窓口の案内のカード等を配架

●市広報誌、市ＨＰ、メール配信等で啓発記事を掲載（配信）

東京都
調布市

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内及び公共施設内の女子トイレ等）
●しぇいくはんず４９号「DV それはとても身近なものです。」を市内の各駅に配架

東京都
町田市

●内閣府作成のポスター・リーフレット、市が作成したDV啓発パネルとパンフレッ
●「広報まちだ」に掲載
ト、相談窓口カードを配布・掲示・設置
●町田市ホームページにて周知・広報
（町田市役所イベントスタジオ、町田市民フォーラム内 男女平等推進センター等）

東京都
小平市

●市報、市ホームページ及び男女共同参画推進センターホームページに掲載

その他取組

関連ＵＲＬ

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

●ＤＶＤ上映会
日時：11月30日 10：30～
場所：フチュール
定員：20人
内容：デートレイプを題材にした作品。
●パネル展示
日時：10月28日～11月30日
場所：フチュール ロビー
内容：内閣府作成「人と人とのよりよい関係をつくるために」の展示。
●パープルリボン展示、ちょうちんでパープルライト点灯、登録団体によるバルーン
アート展示。

●≪パネル展≫
日時：11月4日～11月30日
場所：アキシマエンシス市民ギャラリー
●≪パープルライトアップ≫
●政府広報番組「何かおかしい、これってDV？一人で悩まず、すぐ相談」動画の館
日時：11月12日～11月25日
内上映
場所：アキシマエンシスくじらホール
●≪セミナー≫「デートDV・性暴力について考える」
日時：11月14日
場所アキシマエンシス校舎棟2階会議室

東京都
昭島市

東京都
小金井市

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

●DV相談臨時窓口の開設
日時：11月14日、11月20日

●準備中

●市内大学でのデートDV防止講座
11月4日（オンライン授業として）
●【DV関係機関】実務担当者連絡会議
11月13日
（町田警察署、庁内の関係各課等から担当者が出席。情報共有と研修を実施）
●市民講座「わたしを守る護身術 WEN-DOを学ぼう」（DV・性暴力等の防止）
日時：11月30日 10：00～12：00

https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/s
hiyakusyo/mainoffice/light_up/201806221
32837884.html

●庁舎でのパネル展示
●「女性の人権ホットライン」強化週間と連携したパネル展示

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/
078/078289.html

●STOP The DV パネル展
展示期間：１１月９日～１１月２５日
展示場所：多摩平の森ふれあい館１階（日野市多摩平２-９）
内容：女性が暴力に苦しむ現状について等

http://www.city.hino.lg.jp/kurashi/danjo/d
anjo/keihatsu/1010436.html

●パープルリボンキャンペーン
期間：11月1日～11月30日
１ パープル＆オレンジアマビエ展
日程：(1)10月15日～11月4日
(2)11月5日～11月30日
場所：(1)文化会館たづくり1階エントランスステージ
(2)市民プラザあくろす3階ロビー
内容：児童虐待防止及び配偶者暴力根絶の願いを込めて、市民がパープルとオ
レンジの折り紙で折ったハートのうろこを付け作成したアマビエを展示
２ 小林グレイ愛子写真展
日程：10月15日～11月30日
場所：男女共同参画推進センター内（調布市市民プラザあくろす3階）
内容：中米・グアテマラで暮らす女性たちの暮らしを写した写真と共に，男女差別
やDVに関するメッセージを展示
３ デートDV・JKビジネス被害防止パネル展
期間：10月15日～11月30日
場所：総合福祉センターウインドウ美術館（1階道路沿い）
概要：デートDVやJKビジネスの被害防止を訴えるパネル等を展示
４ 講座「DV・モラハラを学ぼう～知って，気づいて，行動するために～」の実施
日時：10月30日14:00～16:00
場所：調布市市民プラザあくろす3階ホール
内容：配偶者暴力の中でも表面化しにくい精神的暴力（モラル・ハラスメント）につ
いて、弁護士と心理カウンセラーが実態や対策等を説明

●特設展示
（啓発パネル、ポスターの掲示、ちらし、相談先カード等の配布）
日時：11月16日～11月20日 8：30～17：00
場所：町田市役所イベントスタジオ

●内閣府作成のポスターを掲示
●東京作成のポスター、相談窓口のリーフレット・カードを掲示・配布
●市作成のデートDV防止の冊子、DV及び女性相談窓口の案内カードを掲示・配
布

●内閣府作成のポスター、リーフレットを配布、掲示
●市作成の小平市女性相談室等のリーフレット・カード配布

●市報に掲載

東京都
日野市
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広報活動

都道府県・
市町村名

●市ＨＰ，11月1日号市報に掲載
●国分寺市役所人権平和課ツィッター
による広報

●施設内にパネルを展示
●相談窓口カードの配布、設置(トイレや商業施設など)
●リーフレット配布

●市報表紙一面掲載
●SNSを使い、情報発信
●Youtubeで動画配信

東京都
狛江市

●市内施設等において、内閣府作成のリーフレット、カードを配布

●広報こまえへの掲載

東京都
東久留米市

●11月11日～13日
ＤＶ防止パネル展示

●市民ロビーにてパネル展示

東京都
あきる野市

東京都
西東京市

関連ＵＲＬ

https://twitter.com/hm_city_danjo

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi
/1011887/1011901/byoudou/1022059.ht
ml

●パープル、オレンジダブルリボンキャンペーン
旧国立駅舎ライトアップと展示

●市役所来庁者駐車場フェンスに横断幕掲出（11/12～25）

●広報「ひがしくるめ」
●市ホームページ
●市公式フェイスブック、ツイッター

●市報へのＤＶ防止特集記事の掲載

https://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei
/sesaku/danjo/1004572.html

●11月12日「女性のための護身法～わたしを守れる わたしでありたい～」

●市報11月１日号にて、「女性に対する暴力をなくす運動」に関する記事を掲載。

東京都
稲城市

東京都
羽村市

●パネル展開催
日時：11月12日～12月1日
場所：cocobunjiプラザ5階
内容：女性への暴力防止
●女性のための犯罪被害者等支援講座開催
日時：12月13日午後2時～午後4時
場所：ひかりプラザ
講師：上谷さくら弁護士
講座：「知っておきたいアタマとココロの備え」

●市役所入口ホールでＤＶ防止啓発用パネルの掲示及び内閣府作成のポスター、
リーフレットを掲示及び配布(11/12～25) ●市役所1階男女共同参画ラックで啓
発用パンフレット「配偶者暴力被害者支援ハンドブック」を配布（通年）
●市役所内女性トイレ、中央公民館1階女性トイレ、中央図書館1階女性トイレ、玉
川上水駅前広場女性トイレに、内閣府及び都作成のＤＶカードを設置（通年）

東京都
武蔵村山市
東京都
多摩市

●多文化共生・男女共同参画推進交流室にて、パープルリボン等で装飾したツ
リーの展示

●東村山市男女共同参画推進ツイッターにて周知

●国分寺駅構内cocobunji５階でパネ
ル及びポスターを展示
●市内公共施設、大学等にポスター及
びリーフレット等の配布

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

東京都
国立市

東京都
東大和市

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

東京都
東村山市

東京都
国分寺市

ラジオ、インターネット等の

ポスター、リーフレット

●11月４日から３０日まで、緑が丘ふれあいセンターにてパネル展を実施予定。

●11/18 ＤＶ防止講座「『ジェンダーと法』ドメスティックバイオレンスを考える」の実
施

●市報及びHPにて運動期間の周知

●相談窓口カードの配付・設置（庁舎内トイレ等）

●広報はむらへの掲載
●市公式サイトへの掲載

●ポスターの掲示（企画政策課、子ども家庭支援センター）

●市ＨＰでの掲載
●広報での掲載

●西東京市男女平等推進センター及びセンターの入っている複合施設・住吉会館
●西東京市広報媒体「広報西東京」及び市ホームページ、市のFacebookに掲載
内のロビーにてＤＶ防止啓発パネルを展示
●住吉会館内のロビー、講演会にて啓発用パンフレット「パートナーや夫からの暴
力に悩んでいませんか？」、デートＤＶパンフレット、相談カードを配布

●羽村市産業祭での啓発活動
日時：10月31日（土）・11月1日（日）午前10時～午後4時
会場：羽村市保健センター
内容：「女性に対する暴力をなくす運動」に関する展示及び啓発グッズ等の配布

http://www.city.hamura.tokyo.jp/00000073
51.html

●講演会「I LADY.に生きる！～子どもが生きるチカラを身に付けるために、親が大 ●西東京市男女平等推進センター登録団体・西東京市パープルリボン・プロジェク https://www.city.nishitokyo.lg.jp/event/ma
人が学ぶこと～」を開催
トをすすめる会によるパープルリボン・タペストリーの展示
nabu_kangaeru/ILADY1118.html

東京都
檜原村

●福祉けんこう課にて常時、相談窓口を開設中
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都道府県・
市町村名

神奈川県

神奈川県
横浜市

神奈川県
川崎市

広報活動

ラジオ、インターネット等の

ポスター、リーフレット

●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。（人権男女共同参画課）
●11月開催のパネル展にて、ポスター、カード等を展示及び配布（くらし安全交通
課）

●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

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

その他取組

関連ＵＲＬ

●男女共同参画センター横浜、横浜南、横浜北の館内でのDV防止啓発コーナー
の設置（内閣府ポスター掲示、パープルリボン配布等）
●男女共同参画センター横浜、横浜南、横浜北 本の展示「フォーラムの相談室が
選んだDVの資料」～11月末

https://www.city.yokohama.lg.jp/cityinfo/seisaku/torikumi/danjo/danjoshien/d
v.html
https://www.women.city.yokohama.jp/

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

●11月20日（金）～11月30日（月）の期間で、[犯罪被害者週間]に合わせてパネル
●県のＨＰ及びツイッターで「女性に対する暴力をなくす運動」に関する情報を発信
展実施し、その中で「女性に対する暴力をなくす運動」についても広報啓発（くらし
する。（人権男女共同参画課）
安全交通課）

●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（12月号）の人権特集の中でDV防止啓発記事を掲出
●女性に対する暴力をなくす運動期間中のInstagramによるデートDV防止広告
●男女共同参画センター横浜、横浜南、横浜北 HPや各SNSでの運動週間につい
ての周知や啓発コラム掲載等

●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、カード・
シールの配布
●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 ●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
示：11月13日(金)から11月27日(金)
●川崎市ＤＶ相談支援センターのカード配架（区役所等公共施設、鉄道駅・トイレ
等）※随時

●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 https://www.city.kawasaki.jp/250/page/00
資募集
00101504.html

●市ＨＰ、市広報紙等への掲載
●懸垂幕の掲示（市役所等）
●ＦＭラジオでの広報
●大型放映機器による広報
●報道提供

神奈川県
相模原市

●内閣府ポスター、リーフレットを配布、掲示（公共施設・関係施設）
●デートＤＶ啓発カード配布（市内中学３年生・高校１年生）

神奈川県
横須賀市

●内閣府作成のポスター・リーフレットの掲示及び配架
●横須賀市作成の女性のためのDV相談窓口案内パンフレット及びカードを関係機
●市広報紙「広報よこすか11月号」での広報及びDV相談窓口の掲載
関に配布（年度内随時）
●パープルリボンの作成配布

神奈川県
平塚市

●DV相談窓口カードの配付、設置（庁舎、公民館等公共施設のトイレ）

●市ホームページの掲載

●市公用車にマグネットシート貼付
●市内コンビニエンスストア（セブン-イレブン）での啓発物品配架
●市立図書館の期限票裏面に印刷・配布

●女性に対する暴力をなくす運動パネル展
期間：11月9日(月)～20日(金)
場所：平塚市役所本館1階多目的スペース
内容：内閣府ポスターの掲示、リーフレットの配架等

神奈川県
鎌倉市

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/jink
en/page42_00084.html

●市役所ロビーでのパネル展

神奈川県
藤沢市

●DV相談窓口案内カード設置（庁舎等公共施設トイレ、商業施設等）
●本庁舎パネル展でのポスター掲示

●市広報誌への掲載

神奈川県
小田原市

●ＤＶ防止のための啓発カードを作成、パープルリボンとともに配布（配布先：ＤＶ
防止啓発展示会場、市出先機関窓口、市役所等）
●内閣府作成のポスター、チラシを掲出（ＤＶ防止啓発展示会場）
●デートＤＶ防止啓発チラシの作成と相談窓口周知カードの配布（市内大学等）

●市広報で「女性に対する暴力をなくす運動」の記事掲載と各種相談窓口の周知。
●モニター広告
●メディアに対しパープルライトアップにかかる情報提供を実施。
●ローカルテレビでの広報放映。

神奈川県
茅ヶ崎市

●市役所内でパネルを展示。
●市役所内で実施のイベント等でリーフレットを配布。

●市ＨＰへの掲載
●デジタルサイネージ（市役所内）での広報

神奈川県
秦野市

●市役所教育庁舎入口風除室にてポスターの掲示、チラシ、啓発グッズを設置。
●各公民館、ほうらい会館、保健福祉センターにチラシ、啓発グッズを設置。

神奈川県
厚木市

●相談窓口や運動に関する啓発事項をカードやタックシールとして作成し、啓発物
品のポケットティッシュや個包装マスクに貼り配付、設置（子育て支援センター及び ●市ＨＰ，市広報誌への掲載
図書館）

●11月12日に向けて、今後ＨＰにアップ予
定（現時点ではURL不明）

http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/dan
jo/sodan.html

●パープルライトアップの実施（11月16日～11月18日 江の島シーキャンドル）

●おだわら男女共同参画推進サポーター向けの勉強会
日時：11月12日 13:30～
場所：市民交流センター
内容：コロナ禍での相談事例
からできる支援を考える。

●「女性に対する暴力防止期間」の周知のためのバナー掲出（ＤＶ防止啓発展示
会場）
●パープルリボンの作成と配布（市職員、市民）

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/mu
nicipality/peace/human/danjyo/violence/

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/da
njyo/index.html

●市役所本庁舎に横断幕を掲示。
●市役所教育庁舎１階窓側で、パープルリボンを飾ったツリーのパープル・ライト
アップを実施。

●パネル展の開催
日時：11月の1ヵ月
場所：①子育て支援センター
②図書館
内容：①パネルの展示及び啓発物品の配布
②パネルの展示及び啓発物品の配布、関連図書の案内
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●家庭相談課は、児童相談及び女性相談を担当していることから、11月は「児童
虐待防止推進月間」でもあるため、「オレンジリボン、パープルリボン」の両方をパ
ネル展として同時に啓発する。
●家庭相談課職員で、オレンジとパーブルのリボンを編み込んだ独自のリボンを作
成し名札の横につけて啓発をする。

都道府県・
市町村名

神奈川県
大和市

広報活動

ラジオ、インターネット等の

ポスター、リーフレット

●DV等相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ等 ※常時配布）

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

●FMラジオに出演し広報
●FMラジオで啓発のＣＭ広告を放送

その他取組

関連ＵＲＬ

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

●DV防止キャンペーン・パネル展
日時：11月12日～25日
場所：市役所1Fロビー
内容：女性への暴力防止・DV防止のポスター・パネル掲示

神奈川県
伊勢原市

※１１月初旬を目途にパネル展のお知らせ
を掲示いたます。

●市広報（広報いせはら）１１／１号で、「女性に対する暴力をなくす運動」期間とＤ
Ｖ相談窓口の周知を行う。

神奈川県
海老名市

●市庁内でパネルを展示、リーフレット配布
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ等）

●駅前デジタルサイネージの放送
●市広報誌・情報紙での掲載
●ホームページ公開

神奈川県
座間市

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ）

●市広報誌への掲載

神奈川県
寒川町

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレなど）

●女性の人権ホットラインについて町広報紙、ホームページに掲載

神奈川県
中井町

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、商業施設等）

https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/
kyodo/danjo/index.html

●市役所において、特設啓発コーナーを開設（11/12～11/25）

●寒川総合図書館での企画展示 11月12日～11月25日（予定）

神奈川県
大井町

●町広報紙で「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。
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