
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

新潟県
●県広報ラジオスポットでの広報
　ＢＳＮ「県からのお知らせ」
　11/16～20（５日間）

新潟県
新潟市

●内閣府「女性に対する暴力をなくす運動」ポスター、リーフレットを市役所・区役所
等に配布
●新潟市配偶者暴力相談支援センターのリ-フレット・カードを区役所等関係課及
び関係機関へ配布

●市の広報誌や庁舎内の市政情報モニターでの「女性に対する暴力をなくす運
動」の周知及び女性への暴力に対する相談窓口の周知
●パープルリボンツリーを市役所・区役所に設置

●市役所ロビーに、パープルリボンとオレンジリボンをあしらったツリーを設置（11
月２日（月）～12月2５日（金））

新潟県
長岡市

●市内各施設において、男女平等推進センター情報誌「あぜりあ№34」デートＤＶ
特集号の配布
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、公共施設等）

●男女平等推進センター相談員が、中学校・高等学校等へのデートDV予防啓発
出前講座を実施（随時）

●男女平等推進センター「ウィルながおか」でのデートＤＶ防止に関する展示
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi
/cate14/will/

新潟県
三条市

●地域FM放送での広報

新潟県
十日町市

●市HPに掲載
●市報に運動期間の周知及び各種相談窓口の紹介ページを掲載

新潟県
村上市

●女性の人権ホットライン強化週間ＤＶ相談ナビカード型チラシ配布 ●女性の人権ホットライン強化週間（11/12～11/18）

新潟県
妙高市

●相談窓口カードの設置（庁舎窓口）
●市広報紙での広報
●市ホームページでの周知

●男女共同参画セミナー
　日時：11月16日13:30～
　会場：妙高市勤労者研修センター
　内容：LGBTについて

https://www.city.myoko.niigata.jp/life-
info/human-rights/gender-equality/

新潟県
上越市

●市内各施設にWリボンキャンペーンブース設置
・DV・児童虐待防止、子どもの権利ポスター及び同啓発パネル設置
・Wリボンバッジ、各種相談機関ミニカードのパッケージ配布

●市広報での特集記事掲載
●地域FMでの広報
●報道各社への情報提供

●Wリボンキャンペーン「児童虐待防止推進月間」と連携した取組）
　日時：11月1日～11月30日
　場所：市役所他市施設内
　内容：Wリボンキャンペーンブース設置：「Wリボンパネル」に「児童虐待防止」及び
「女性に対する暴力の根絶」の趣旨に賛同した来場者からオレンジ・パープルリボ
ンを貼ってもらう

（作成中）

新潟県
佐渡市

●相談窓口カードの配付、設置（本庁舎、支所・行政ＳＣ）

富山県
●ＤＶ防止啓発のためのチラシ、啓発物品を作成し、市町村、関係機関・団体、医
療機関等へ配布

●ＤＶ防止啓発講座
「子どもへの性暴力～その理解と適切な支援について～」
日時：11月25日（水）
場所：富山県民共生センター（サンフォルテ）
講師：大阪大学大学院人間科学研究科　野坂祐子氏

●ＤＶ防止啓発缶バッジの製作、ＤＶ関連業務担当職員の着用。市町村や関係団
体等への配布・職員の着用依頼。県民への配布・着用の呼びかけ。
●県民共生センター（サンフォルテ）図書室内
期間：11/1～11/30
時間：火～土曜日　9:00～20:00、日曜日　9:00～17:00
内容：関連図書の展示や館内の装飾

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1017/
kj00005916.html

富山県
富山市

●DV防止啓発パネル、内閣府・県・市作成のポスター、パンフレットなどの展示（と
やま市民交流館交流広場）

●富山市広報誌への掲載

●図書ミニ展示
　日時：11月18日（水）～30日（月）10：00～21：00
　場所：とやま駅南図書館
　内容：女性への暴力を題材とした関連図書展示

●弁護士による夫婦・男女に関する法律相談
日時：11月20日（金）13：30～16：30
場所：男女共同参画推進センター

富山県
高岡市

●市内の小・中・高校生にリーフレットを配布 ●パネル・ポスター等を市役所本庁舎及びウイング・ウイング高岡に展示

富山県
魚津市

●DV相談ナビカードの設置（庁舎内トイレ、相談窓口等） ●市広報へ掲載

富山県
黒部市

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、社会教育施設等）

富山県
砺波市

●市内3店舗において、男女共同参画推進員が街頭啓発活動を実施

富山県
南砺市

●相談窓口カードの設置（地域包括ケアセンター、保健センター内トイレ）
●11/14～11/15開催の「子どもの権利条約フォーラム2020㏌なんとキッズ　ライツ　
フェス」のブース（虐待コーナー）にて県作成のＤＶ啓発リーフレットを配布。（こども
課）

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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都道府県・
市町村名

広報活動
その他取組 関連ＵＲＬ

富山県
射水市

●市庁舎内でDV防止啓発パネルを展示
●市内商業施設２か所で街頭啓発（DV防止啓発ティッシュ配布）

●看板の掲示（あいの風とやま鉄道小杉駅前広告塔）

富山県
上市町

●サンフォルテよりＤＶ防止啓発パネルを借り展示予定。
（具体的な内容については、11/５の男女共同参画推進員会議で決定）

富山県
立山町

●ＤＶ防止啓発のためのチラシ、ティッシュを作成し、役場窓口等へ配布

富山県
入善町

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内・窓口トイレ、保健センター等）

石川県

●ＤＶや性暴力等は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることを広く県民
に周知するためのポスター、リーフレット、パープルリボンツリーカードの作成・配付
（配付先：県庁関係課、市町、関係団体等）
●DV・性暴力相談窓口案内用カードの配布（配布先：シンポジウム参加者等）
●内閣府作成のポスター、リーフレットを庁内に掲示するとともに、関係機関に配
付

11月を「いしかわパープルリボンキャンペーン」の期間と位置づけ、県、市町、各種
団体が協力し、一斉に啓発活動を実施する。
●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置、パネル展示（11月中）
場所　県庁１９階展望ロビー、石川県女性センター
●街頭キャンペーンの実施
日時　①11月1日（日）②11月8日（日）
※①は児童虐待防止のためのオレンジリボンキャンペーンと合同実施
●県ホームページによる広報
●県の広報媒体を利用した広報

●「女性に対する暴力をなくすためのシンポジウム」
日時　11月14日（土）
講演「若年層の性被害と支援～インターネットに潜む危険～」
講師　橘　ジュン氏（NPO法人BONDプロジェクト代表/ルポライター）
対談「被害者のために必要な支援とは」
対談者　橘　ジュン氏（講師）、あねざきしょうこ氏（セクシュアリティカウンセラー/助
産師）
進行　福村　一氏（石川県女性相談支援センター所長）

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/purpl
eribbon/r2purple.html

石川県
金沢市

●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置等
日時　11月12日(木)　15時～17時
場所　金沢市教育プラザ　富樫
※講演会会場付近にて展示
●庁舎前デジタルサイネージにて「パープルリボンキャンペーン及び女性に対する
暴力をなくす運動」期間の周知（11/12～11/25）

●講演会の開催
日時　11月12日（木）　15:15～16:45　
場所　金沢市教育プラザ　富樫
講師　加藤　典子（NPO法人児童虐待防止協会 企画研修専門員）

●市担当課職員によるパープルリボンバッジの着用

石川県
七尾市

●図書館、コミュニティセンターにチラシなどを設置

●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置等
期間　11月2日～11月30日
場所　フォーラム七尾
●広報誌による広報
広報１１月号に、ＤＶ関連記事の掲載
●ケーブルテレビによる広報
ケーブルテレビ（文字放送）による広報
●市ホームページによる広報
●DV撲滅ポスターの掲示
市役所など
●掲示パネルの設置
パープルリボン・オレンジリボン合同
場所　市役所前 屋外掲示板

石川県
小松市

●パープルリボンツリー、メッセージカード、啓発ポスター設置
期間　11月1日～30日
場所　市役所エントランスホール、小松市民センター、カブッキーランド
●虐待等防止キャンペーン
日時　10月17日　
場所　公立小松大学（ホームページ上）
内容　児童、高齢者、障がい者への虐待防止、ＤＶおよび自殺防止対策の合同ス
ライドショーを上映。
●虐待等防止キャンペーン
期間　9月26日
場所　公立小松大学
内容　児童、高齢者、障がい者への虐待防止、ＤＶおよび自殺防止対策の合同ス
ライドショーを上映。
●広報こまつ11月号にパープルリボンキャンペーン実施に関する記事を掲載。

●市担当課職員によるパープルリボンバッチの着用

石川県
輪島市

●ポスター・リーフレット市内18公民館に設置

●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置等
期間　11月1日～11月30日
場所　市役所2階市民課前
●パネル展示
日時　11月1日～11月30日
場所　市役所2階市民課前
●広報わじま11月号にパープルリボンキャンペーン掲載
●輪島市ホームページにパープルリボンキャンペーン掲載

https://www.city.wajima.ishikawa.jp/

2 / 10



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

石川県
珠洲市

●ポスター、リーフレット、ナビカード設置
期間　11月
場所　市庁舎、ラポルトすず　ほか

●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置
期間　11月24日～30日
場所　ラポルトすず
●広報紙に掲載
広報すず11月号

石川県
加賀市

●啓発ポスターの市関連施設等への掲示

●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置
期間　いしかわパープルリボンキャンペーン期間中(11月中)
場所　加賀市役所
●街頭キャンペーン実施予定
日時　11月1日　
場所　午前11時～アビオシティ加賀
　　　正午～イオン加賀の里
●広報かが11月号に掲載
●市HPで周知

●パープルリボンバッジ（Wリボン）の市長、教育長、部局長の着用

石川県
羽咋市

●市内公民館等へポスターの配布

●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置
期間　11月12日～11月25日
場所　市役所玄関ロビー
●広報誌による広報
広報羽咋11月号にＤＶ関連記事の掲載
●市ホームページによる広報

https://www.city.hakui.lg.jp/kurashi_tetsud
uki/kakusyusoudan/4416.html

石川県
かほく市

●啓発ポスター、チラシの掲示
●啓発グッズの配付

●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置
日時　11月1日～11月30日
場所　宇ノ気生涯学習センター
●広報誌11月号にパープルリボンキャンペーン記事の掲載

●パープルリボンバッチの配付・着用

石川県
白山市

●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置等
１　日時　11月10日～11月13日
　　場所　市役所１階ロビー　
２　日時　11月16日～11月26日
　　場所　福祉ふれあいセンター
●街頭キャンペーンの実施
日時　11月1日10時00分
場所　イオン松任、ピアゴ白山
内容　チラシ、グッズの配布
●パネル展示の実施
１　日時　11月10日～11月13日
　　場所　市役所１階ロビー
２　日時　11月16日～11月26日
　　場所　福祉ふれあいセンター
●広報誌による広報
広報11月号にＤＶ関連記事の掲載

●市担当課職員によるパープルリボンバッチの着用

石川県
能美市

●子育て支援センターに啓発ティッシュとチラシ設置
●ポスターの掲示　
●グッズの設置
●のぼり旗の設置

●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置　
　期間　11月中
　場所　市内２カ所
●本庁舎　正面入り口ホール
・能美市ふるさと交流研修センターさらい
●啓発キャンペーン
乳幼児健診時受付に啓発ティッシュとチラシ配布
　（４か月・１歳８か月、３歳６か月健診時）
●街頭キャンペーンは未定
●パネル展示
　期間　11月1日～30日
　場所　市役所１階ロビー
●広報誌による周知
11月広報に掲載
●文字放送
●市ホームページに掲載

●担当職員等のパープルリボン着用

石川県
野々市市

●市担当窓口等にチラシ等を設置
●啓発ポスターの掲示

●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置
期間　11月2日～30日
場所　野々市市情報交流館カメリア
●広報野々市11月号への掲載
●市ＨＰへの掲載
●市FacebookでのＰＲ

●市担当課職員、市推進員のパープルリボンバッチの着用
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石川県
川北町

●広報誌による広報
広報にＤＶ関連記事の掲載(11月号）
●町文化祭で推進員によるＤＶ関連記事の掲載チラシなどの配付

●担当課職員によるパープルリボンバッチの着用

石川県
津幡町

●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置
期間　11月1日～11月30日
場所　文化会館シグナス
●街頭キャンペーン
日時　11月1日
場所　文化会館シグナス
内容　グッズの配布
※新型コロナウイルス感染症拡大状況によって中止の可能性あり
●パネル展示の実施
日時　11月1日～11月30日
場所　文化会館シグナス
●広報誌による広報
広報つばた10月号に紹介記事を掲載
●ケーブルテレビによる広報
ケーブルテレビ（文字放送）による広報
●町ホームページ・ｆａｃｅｂｏｏｋによる広報

●大河ドラマ誘致推進キャラクターのパープルリボンの着用

石川県
内灘町

●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置
期間　11月1日～11月30日
場所　役場庁舎町民談話コーナー
●広報誌による広報
広報うちなだ11月号にパープルリボンキャンペーンの記事の掲載
●町ホームページによる広報

●町担当課職員によるパープルリボンバッチの着用
http://www.town.uchinada.lg.jp/webapps/w
ww/service/detail.jsp?id=11890

石川県
志賀町

●チラシ・グッズ等の設置
　・今年度版リーフレット
　・啓発チラシ
　・啓発グッズ
●啓発ポスターの掲示
●栞の作成および設置
　・町男女共同参画推進員が作成
　・町内公共施設（文化ホール、図書館等）に設置

●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置等
期間　11月1日～11月30日
場所　志賀町文化ホール
●広報誌による広報
広報しか11月号にＤＶ関連記事の掲載
●ケーブルテレビによる広報
●町ホームページによる広報

●町担当課職員によるパープルリボンバッチの着用
●図書館で関連図書コーナーの設置

石川県
宝達志水町

●町文化祭での推進員によるチラシ・リーフレットの配付
日時　11月3日
場所　町生涯学習センター　さくらドーム21

●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置等
期間　11月3日～11月30日
場所　町生涯学習センター　さくらドーム21
●広報誌による広報
広報宝達志水11月号にＤＶ関連記事の掲載
●フェイスブックによる広報
文化祭での啓発活動等の記事を掲載

●講演会の開催
　（ふらっとミニセミナーの共催）
『男の我慢・女の不満　それぞれの自己尊重トレーニング』
日時　11月28日　10時～11時30分　
場所　町民センター　アステラス
講師　杉原　美佐子　氏

●担当課職員によるパープルリボンバッチの着用

石川県
中能登町

●町内施設に啓発ポスターの掲示 ●広報なかのと１１月号にＤＶ関連記事の掲載

石川県
能登町

●啓発ポスターを町内公共施設に掲示

●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置等
期間　11月2日～11月30日
場所　コンセールのと、柳田教養文化館、内浦総合支所
●町広報誌へのDV関連記事の掲載
●パープルリボンツリー・メッセージカード記入呼び掛け

福井県

●内閣府作成ポスター及びチラシを関係機関へ配付。県関係機関でポスター掲
出。
●県作成リーフレットを県関係機関に配付、設置
●内閣府作成DV相談ナビカードを関係機関に配布し設置を依頼。

●地元新聞紙付属冊子内でDVに関する啓発記事を掲載
●ラジオでの広報

●パネル展
・県庁ホール(11/9～13)
・県立図書館(11/12～18)
・生活学習館(11/18～29)
※DV担当課、男女参画担当課、性被害・性暴力担当課共催

福井県
福井市

●相談窓口カード、ポスターの設置（庁舎内トイレ等）
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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

福井県
敦賀市

●広報誌で特集記事を掲載
●市HP、ラジオ、行政チャンネル、市内設置デジタルサイネージ、タウン誌に掲載

●DV防止研修会
　日時：11月5日
　講師：社会福祉法人 聖徳園　　総合施設長 渡邉一幸氏　
　演題：「DV被害者の自立促進のために～支援者に求められることは～」

●DV関連図書コーナーの設置
　日時：10月30日から11月27日
　場所：市立図書館
●DV被害防止啓発パネル展
・市役所市民ギャラリー(11/12～17)
・敦賀駅交流施設オルパーク(11/18～25)
　※敦賀気比高等学校生徒が作成した啓発ポスターの展示を行います。

福井県
大野市

＜街頭キャンペーン＞
日時：11/11(水)16:00～
場所：ハニー新鮮館大野インター店、かじ惣リブレ店
※児童虐待防止啓発と合同で開催

●市広報誌に、周知・啓発のための記事を掲載

福井県
鯖江市

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ） ●市広報誌において「女性に対する暴力をなくす運動」およびDV相談窓口の周知

福井県
あわら市

●内閣府作成のリーフレットを街頭配布(11/12～25)

福井県
越前市

●啓発ポスターの掲示（越前市男女共同参画センター）
●「DV相談ナビ」広報用携帯カードを、市民プラザたけふ4F通路に配置

●越前市男女共同参画センター主催でホームページ、フェイスブック、ユーチュー
ブに広報掲載

＜パープルリボンオレンジリボンキャンペーン＞
日時：10月1日～11月30日
場所：市民プラザたけふ３F市民交流スペース
内容：・パネル展示、パープルリボンやオレンジリボンをツリーに飾ってもらい参加
者に啓発グッズを進呈
※児童虐待と共催

●丹南ケーブルテレビ情報ナビの放送で、児童虐待防止月間の情報にDVの話題
も盛り込む

福井県
南越前町

●啓発物の配布（町内保育園等）
●啓発物設置（町内図書館）

福井県
越前町

●商業施設でのリーフレット配付　　（11月中旬以降）

福井県
美浜町

●県作成のリーフレット等を子サポまつり(10/24)で設置、配布予定

山梨県
●内閣府作成のポスター等を国・県関係機関、警察、大学・高等学校、男女共同参
画推進センター等に配布

●県ホームページへの掲載
●教職員向けデートDV防止研修会（11/17）
●企画展示（山梨県立図書館11/5～25、男女共同参画推進センターぴゅあ総合
11/12～25）

●パープルリボン募集
●ＤＶ被害者への支援物資募集
●パープルライトアップ

https://www.pref.yamanashi.jp/kenmin-
skt/31445086524.html

山梨県
甲府市

●甲府市役所1階ロビーで啓発活動を実施する。 ●甲府市女性活躍支援サイト「なでしこPlus」に掲載しPRする。

山梨県
甲斐市

●冊子の配布（市内中学校） ●広報11月：DV相談甲斐市専用ダイヤルの掲載

長野県
●県庁舎及び男女共同参画センターに、内閣府作成のポスター、DV防止啓発パ
ネルを掲示

●ラジオでの広報
●県公式サイトへ情報掲載

●女性に対する暴力防止セミナー
「トラウマケア講座」
日時：令和２年11月18日（水）13:30～15：30
講師：上平　加奈子さん
　　　　カウンセリングルームあかり
　　　　公認心理師・臨床心理士
主催：長野県男女共同参画センター

長野県
長野市

●コンサート会場で市作成の啓発リーフレット及びパープルリボンを配布 ●市広報誌、市ホームページに掲載

●パープルリボンジャズコンサート 
   日時：11月13日19：00～20：00
   場所：長野市勤労者女性会館　しなのき
   内容：女性に対する暴力について考え、暴力のない社会づくりに対する理解や支
援を広げることを目的とした啓発コンサート

https://www.city.nagano.nagano.jp/

長野県
飯田市

●啓発用ポケットティッシュをイオン飯田店、アピタ飯田店の出入口で配布（11/17）
●市広報誌への掲載
●市ウェブサイトへの掲載
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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

長野県
伊那市

●相談窓口カードの配付、設置（市関連施設等）
●ドメスティック・バイオレンス（DV）防止・啓発パネル展
　日時：11月12日～11月25日
　場所：市役所１階市民ホール

長野県
千曲市

●相談窓口カードの配付、設置
　（千曲市役所　人権・男女共同参画課窓口、子ども未来課窓口、保健センター窓
口、人権ふれあいセンター窓口）

●千曲市ホームページ掲載
（11/1～11/25）

長野県
安曇野市

●本庁舎内でパネル展示
●中央図書館内でパネルおよび関係図書の展示
●相談窓口カードの設置（パネル展等イベントでの設置）

●市広報に掲載

岐阜県
●女性相談窓口のリーフレット、電話相談カード、名入り蛍光ペンの作成及び配
布、街頭啓発（商業施設における展示等）

●ラジオ・地デジ・データ放送での広報

岐阜市

●相談窓口カードの配布、設置
（各課窓口、庁舎内女性用トイレ等）

(女性センター)
●性暴力、ＤＶ関連図書展示及び啓発ポスター掲示（センター内及び中央図書館
分館）
●相談案内カードの配布、設置（センター内トイレ、市内各施設）

●女性に対する暴力をなくす運動
　日時：11月16日～11月25日
　場所：岐阜市正木　マーサ21店内
　内容：パネル展示、啓発物品の配置等。

岐阜県
大垣市

児童虐待防止と合わせて実施
●市役所、子育て支援センター及び男女共同参画センターでパネル展を実施
●子育て支援センター、図書館等に啓発ポスターと啓発物品の設置
●幼稚園、保育園、子育て支援課等へリーフレットとカードの設置依頼

児童虐待防止と合わせて実施
●「広報おおがき」11月1日号において、啓発記事を掲載
●市ホームページによる広報
●ぎふチャンラジオ「大垣市の時間」

児童虐待防止と合わせて実施
●11月22日（日）に大垣駅前通りで街頭啓発を実施
●バルーンフラワー作成体験を通じた啓発を実施

岐阜県
高山市

●公共施設の窓口やカウンターに特設コーナーの設置
　（11月12日～11月25日）

●広報誌に掲載（11月1日号予定）。
●DV防止チラシの新聞折り込み（11月12日予定）。

●パネル展開催（11/4～12/5予定）

岐阜県
中津川市

●相談窓口カード配布、リーフレットを市役所、図書館等のカウンターに設置。 ●市の広報誌（11月号）で掲載

岐阜県
多治見市

●11月の展示開催時に、相談窓口カードやリーフレットの設置。（図書館等）
●広報11月号コラム「時代をつむぐ男と女」の記事に「女性に対する暴力をなくす
運動」について、記事を掲載。

●図書館、市民活動交流支援センターぽると多治見、市役所駅北庁舎において、
「女性に対する暴力をなくす運動」に関する展示実施。（11月11日から26日まで）

岐阜県
瑞浪市

●相談窓口カード等の配布（庁舎内、児童館等） ●市広報11/1号への啓発記事掲載

岐阜県
羽島市

●「広報はしま」11月号において、啓発記事を掲載

岐阜県
土岐市

●市庁舎内で児童虐待防止と同時で特設コーナーを設置し啓発物品を設置配布
（設置期間内に各種他イベントあり）
●相談窓口カードの設置（市施設内トイレ、土岐市駅トイレ等）

●市広報誌への掲載

岐阜県
各務原市

●啓発物品の配布（市子育て支援課窓口、総合案内）
●広報紙（11/1号）への掲載
●ウェブサイトへの掲載

http://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/
shisaku/148/150/032491.html

岐阜県
山県市

●市内のスーパーで、観光大使キャラクターと一緒に啓発物品を配布
 ※11/19予定

岐阜県
瑞穂市

●庁舎窓口にてＤＶ防止・児童虐待防止のちらし、電話相談カードの配布

岐阜県
海津市

●窓口、カウンターに特設コーナーを設置(社会福祉課、各支所、図書館等)し、啓
発物品を配布
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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

岐阜県
養老町

●街頭啓発活動の実施(11/10.12.13)
　　　(大手スーパー３箇所にて)
　 のぼり設置、啓発グッズの配布
 　(内閣府、県作成カードを含む)

岐阜県
大野町

●電話相談窓口カードの設置（庁舎内女子トイレ等）
●内閣府作成ポスターを庁舎内に掲示

岐阜県
池田町

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎・保健センター・中央公民館等） ●町広報誌への掲載

岐阜県
川辺町

●相談窓口カード(DV相談ナビ)の配付、設置（庁舎、公民館等）

岐阜県
御嵩町

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、関係各課窓口）
●町広報誌へのお知らせ掲載（11月号）
●図書館での関連図書コーナーの設置（11/12～11/25）

静岡県

●内閣府作成ポスター及びリーフレットの配布（関係団体等）
●県庁内でパープルリボンキルト等の展示
●パネル展示、パープルイルミネーション、パープルツリーの設置、DV関連書籍の
紹介（県男女共同参画センター）

●県HPでの広報
●立看板設置（県庁本館前）
●静岡市役所庁舎に横断幕の設置（静岡市と共同）

●性暴力被害について考えるシンポジウム
日時：11月14日（土）13:00～16:00
場所：浜松市地域情報センター（録画配信有）
内容：基調講演、パネルディスカッション

●庁内幹部職員のパープルリボンの着用
●希望する企業・団体にパープルリボンを配布

ＨＰ作成中

静岡県
静岡市

●内閣府作成のポスター、リーフレットを庁内関係課および関係機関へ配布

●ＤＶ防止啓発企画展（静岡市役所新館１階）
　（11月12日～25日）
●静岡市役所に啓発横断幕を設置（静岡県と合同）
　（11月12日～25日）
●広報「静岡気分」11月号での広報の実施
●ランニングやウォークをする人が利用する「Run and Refresh Station（駿府城公
園お堀）」においてDV防止啓発のポスター掲示、DV防止啓発のカードを設置

●学校出前デートDV防止講座（静岡聖光学院高等学校/11月４日）
開催方法：オンライン
●セミナー「相次ぐ児童虐待、そしてDV」（11月17日）
会場：静岡市女性会館
●パープルリボンダンスフェス（11月28日）
開催方法：オンライン

●パープルリボンプロジェクト展示（ツリーの展示、パープルリボンをあしらったキル
ト作品などの展示）
場所：静岡市女性会館
●ＤＶ防止啓発関連図書の特設展示
場所：静岡市女性会館図書コーナー

https://www.city.shizuoka.lg.jp/003_00007
0.html

静岡県
浜松市

●市役所本館ロビーにおける啓発パネル展開催、啓発ティッシュ配布
●公共施設にポスター、リーフレットを掲示・配架
●庁舎、図書館の女性トイレにDV相談ダイヤルカードを設置

●バス、電車駅構内の電光掲示板による情報発信（メッセージ表示）
●市ホームページへの掲載

●浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進センター「あいホール」における啓発
パネル展とＳＮＳによる情報発信
●浜名湖競艇場のモニターによる情報発信（メッセージ表示）

https://www.hamamatsu.shizuoka.jp/jose/
dvboushi/dvshukan.html

静岡県
沼津市

●DV相談ナビの周知啓発
　（庁舎内トイレ、総合受付など）
●市関係施設へチラシ、ポスター配架
●庁舎内ロビー掲示（児童虐待と同時に）

●Facebook掲載
●市広報誌掲載（児童虐待と同時に）

●パープルリボンバッジの装着

静岡県
三島市

●ＦＭボイスキューにて広報キャンペーンを行う

静岡県
富士宮市

●令和２年度人権教育講演会（デートＤＶ講座）
　日時：１１月９日１４：２０～１５：１０
　場所：富士宮市立第四中学校

静岡県
伊東市

●内閣府作成のポスター・リーフレットを庁内に掲示・配布

静岡県
島田市

●市ホームページでの運動についての広報（内閣府該当ページへのリンク、チラ
シ・ポスターの表示等）

静岡県
富士市

●パープルライトアップ及びDV、デートDV防止啓発チラシ2,000枚
●市庁舎内DV防止啓発掲示コーナーにて紙バンド（富士市産）で作成のパープル
リボンの配架
●市庁舎内ＤＶ、デートＤＶ防止啓発掲示（11/12～25）
●市内スーパー等へ相談カードの配布強化

●市HP、市広報への掲載
●市ＦＢへの掲載

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/machi
/c1002/rn2ola00000193ib.html

静岡県
焼津市

●男女共同参画情報紙「Aしおかぜ」にDV防止記事を掲載
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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

静岡県
掛川市

●内閣府作成のポスター、リーフレット、ＤＶ相談ナビカードの掲示及び配架 ●庁舎内における行政モニターでの広報

静岡県
藤枝市

●児童虐待防止月間及び女性に対する運動期間横断幕掲示 ●ＤＶ防止啓発講座【職員対象】（11月5日）
●児童虐待防止月間及び女性に対する運動【市立中学3年生全員】啓発グッズ
 （パープル蛍光ペン）配布
●ダブルリボン装着（職員）

静岡県
袋井市

●内閣府作成ポスターを庁内、市内施設に掲示
●内閣府作成リーフレットを関係課、関係団体に配布

●市ホームページによる広報
●広報紙への掲載
●市役所窓口のモニター画面への掲載

https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kuras
hi/soshiki/02/01/danjokyodo/1573520834
283.html

静岡県
下田市

●庁舎に内閣府ポスターの掲示

静岡県
裾野市

●社会福祉課でＤＶ相談ナビカードを配架 ●ゆるきゃらにパープルリボンをつけて写真撮影 ●職員のパープルリボンバッチ装着

静岡県
湖西市

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ等）
●DV、デートDV、相談窓口等について紹介するリーフレットと啓発マスクを配布
●市立図書館でのDVに関する特設図書コーナーの設置

●浜松ケーブルテレビが制作する湖西市の情報番組「知っトク！週刊こさい」にお
ける広報
●ウェブサイト、SNS等での広報
●モニター広告の放映

●11月を運動月間としたこさいパープルリボンプロジェクトの実施
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikii
chiran/shiminka/kyodo/2_1/events/1660.
html
※11月に最新情報へ更新。

静岡県
御前崎市

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内、施設等） ●市ホームページへの掲載 ●パープルリボンの着用（市職員）

静岡県
伊豆の国市

●内閣府作成のポスター・リーフレットを庁内に掲示・配布

静岡県
牧之原市

●内閣府作成DV相談ナビカードの配架

静岡県
河津町

●内閣府作成ポスター及びリーフレット、パープルリボンの配架 ●町広報誌への掲載

静岡県
松崎町

●相談窓口カードの設置

静岡県
清水町

●相談窓口カードの設置
（庁舎内トイレ)

静岡県
小山町

●内閣府作成のポスター掲示、及びリーフレットの配布。

静岡県
川根本町

●庁舎内にリーフレットと相談窓口カードを設置

静岡県
森町

●内閣府作成のポスターの設置、リーフレットの配布 ●町ホームページ、メールで広報 ●担当部署職員のパープルリボンバッチ装着

愛知県
名古屋市

●「STOP the 児童虐待＆ＤＶコラボポスター」「内閣府作成のポスター、リーフレッ
ト」を市役所等、公共施設・関係各施設に配布、掲示
●ＤＶ防止啓発カードを区役所等、公共施設・関係各施設に配布

●広報なごやにおいて「パープルリボンキャンペーン」を周知
●市公式ウェブサイトにおいて「パープルリボンキャンペーン」を周知

●オレンジリボンとのコラボリボンツリーの設置（市役所内４か所）
●市職員のコラボバッジの着用

愛知県
豊橋市

●内閣府作成のポスター掲示　
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、市内セブンーイレブン・ジャパン店
舗の女性用トイレ等）　
●街頭啓発（ポケットティッシュ配布）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　日時：11月18日　16：00～
場所：豊橋駅

　

●図書館での連携展示
日時：11月12日～25日　
●パープルリボンを作成の上、市内の関係団体に着用協力依頼
●オレンジリボン運動との協働（市職員を中心に、オレンジリボン・パープルリボン
の「W着用」を推進）

愛知県
岡崎市

●パネル展「これって、性暴力？」
３月21日～４月18日

愛知県
瀬戸市

●内閣府作成ポスターを市庁舎に掲示。
●内閣府作成ポスター及びリーフレットを市内公民館、交流センター等に配布。

●市広報誌への掲載
●市庁舎にパープルリボンツリー展示
　日時：11月12日～25日

愛知県
半田市

●愛知県等から配布されるリーフレット等を配布。 ●半田市公式ホームページに周知記事掲載。 ●ＤＶに関するパネルを児童虐待に関するパネルと併設。
https://www.city.handa.lg.jp/kosodateshie
n/dvkeihatsu.html
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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

愛知県
春日井市

●内閣府作成のポスターやリーフレットを公共施設に設置
●市作成のＤＶ防止啓発ティッシュ及びデートＤＶ防止パンフレットを公共施設に設
置
●相談窓口カードの配付

●市男女共同参画推進月間と合わせ、公共施設で啓発パネル展示を実施（11月）

愛知県
豊川市

●市HP、市広報誌「広報とよかわ」11月号への掲載
https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/dan
jokyodosankaku/jyoseinitaisurubou.html

愛知県
津島市

●市広報紙（市政のひろば）11月号に掲載

愛知県
刈谷市

●日本女性会議2020あいち刈谷（DVをテーマにした分科会）
　日時：11月13日13:00～
　場所：オンラインによる開催
　内容：DV被害者に対する「これからの支援」等についての講演及び座談会

https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=
%83~%83%89%83C%83N%89%EF%8Bc&lr=lang
_ja&gws_rd=ssl#spf=1602505945958

愛知県
安城市

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ） ●市広報誌（11月号）、市デジタルサイネージへの掲載

愛知県
西尾市

●日本女性会議2020あいち刈谷の分科会C（DVに関する講演会）のパブリック
ビューイング企画を開催（11/13）。

愛知県
常滑市

●内閣府作成ポスター・リーフレットを市内公共施設、幼保こども園、小中学校、高
等学校、商業施設に配布

●Facebook（ええね！常滑市）に投稿

愛知県
江南市

●内閣府作成ポスター・リーフレットを本庁舎等に掲示・配置

愛知県
東海市

●内閣府作成のポスター掲示及びリーフレット配布
●相談窓口カードの設置（庁舎内トイレ）

●市の広報紙への掲載

愛知県
知多市

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、市内公共施設）
●市の広報紙（11月号）で「女性に対する暴力をなくす運動」について掲載
●男女共同参画センターにて、ＤＶ防止啓発パネルの展示。

愛知県
尾張旭市

●庁舎内で内閣府作成ポスターを掲示、リーフレットを配架
●相談窓口カードの配置

●市広報誌(広報おわりあさひ）11月1日号にパープルリボン・ライトアップを掲載

愛知県
岩倉市

●広報11月号「女性に対する暴力をなくす運動」掲載

愛知県
日進市

●市の広報紙（11月号）で「女性に対する暴力をなくす運動」や女性が暴力を受け
た際の相談窓口などを周知。
●市の図書館でＤＶ防止啓発パネルの展示。

愛知県
北名古屋市

●当該運動期間中、市役所庁舎内に以下の展示を行い、ＤＶに対する啓発を行
う。
①令和2年度「女性に対する暴力をなくす運動」のポスターの展示。
②北名古屋市におけるＤＶの現状をまとめた資料の展示。
③パープルリボンの配布。

愛知県
みよし市

●内閣府作成のポスターを掲示、カードを配架

愛知県
あま市

●ＤＶ等に関するパネル展示

愛知県
東浦町

●町総合ボランティアセンター、福祉センターでのパネル展示
（両方の展示観覧者に先着で啓発グッズ配付）
●啓発チラシを全戸配布
●相談窓口カードを町内公共施設に設置
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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

三重県

●中学校への性暴力被害者支援センターよりこのチラシ作成配布
●養護教諭への性暴力被害者支援センターよりこのチラシ作成配布
●運動期間中のイベントにおけるチラシ等の配布
●県庁内（県民ホール）で性暴力被害者支援等にかかる啓発パネルを展示
●県内市町及び県の相談窓口での「ＤＶ相談啓発ポケットティッシュ及びカード」の
窓口配布

●ＦＭラジオ(10月28日）での広報
●性暴力をテーマにメディアやSNSを活用した広報を実施
・FMラジオ（11月12日）
・フリーペーパー（時期未定）
・新聞広告（時期未定）
・三重県公式フェイスブック
・三重県公式ツイッター
●フリーペーパー（9誌）での広報
●県のＳＮＳ相談（ＬＩＮＥ相談）友だち登録者に向けた啓発メッセージの送信

●三重県総合文化センター祝祭広場のライトアップ（11月7日から25日、休館日を
除く、17時から21時まで）
●県内市町でも啓発パネル展など同時開催予定
●女性に対する暴力防止セミナー「ワタシがこの子をたたくワケ～ＤＶと虐待」
日時：11月23日13:30~
会場：三重県文化会館レセプションルーム
講師：信田さよ子さん（原宿カウンセリングセンター所長）
●「非常時に深刻化する暴力~地域が果たせる役割とは～」
日時：12月6日13:30～
会場：フレンテみえセミナー室Ｃ
講師：正井禮子さん（認定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
べ代表理事）

●三重県立図書館でのＤＶ関連本との連携展示
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