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・
市町村名

滋賀県

ラジオ、インターネット等の

ポスター、リーフレット

●ポスター・リーフレット、相談窓口カード等を県内施設等へ配布。
●県庁内でパネル展示。
●イベント時にリーフレット等を配布。

●県ＨＰへの掲載
●メルマガによる情報発信
●県内市町の取組内容一覧の報道機関への資料提供
●県庁舎に啓発横断幕の設置
（児童虐待と女性に対する暴力の防止を併せて啓発）
●県立男女共同参画センター敷地内にのぼり旗の設置

●京阪電車石山坂本線プチアド広告掲載（11/12～18）

滋賀県
彦根市

●市HPへの掲載

滋賀県
長浜市

●市HP、市広報誌への掲載

滋賀県
近江八幡市

●市HP、市広報誌への掲載

滋賀県
草津市

●市広報誌への掲載

滋賀県
守山市

●市HP、市広報誌への掲載
●有線放送による放送(11/12～25)
●庁内コミュニティビジョンによる放送(11/12～25)

●市内各施設において啓発品の配布。

●市広報誌への掲載

滋賀県
湖南市

●市HPへの掲載
●庁内LAN掲示板への掲載(11/1～30)
●モニター広告(11/1～30)

滋賀県
東近江市

関連ＵＲＬ

●オレンジリボンキャンペーン
（面前DVによる児童虐待が増加していることから、「女性に対する暴力をなくす運
動」と合わせて啓発。イベント時に相談窓口カードおよびパープルリボンを配布す
る。）
日時：11月13日(金)
場所：イオンモール草津
●命のメッセージ展の開催及び犯罪被害者支援啓発活動
（性暴力関係のリーフレット等を配布する。）
日時：11月14日(土) 12:00～16:00
場所：イオンモール草津

●男女共同参画センター図書・資料室での特設コーナーにおける情報の掲示や関
連図書特集の実施および図書・資料室だよりへの月間周知記事の掲載。

●暴力防止啓発講座の開催
日時：11月13日(金) 13:30～14:30
場所：彦根市男女共同参画センター

●市HP、市広報誌への掲載
●電光掲示板による広報(11/12～25)

滋賀県
甲賀市

滋賀県
高島市

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

滋賀県
大津市

滋賀県
栗東市

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

●ポスター・リーフレットの設置。

●関係機関でのポスター・リーフレットの配布。

●市広報誌への掲載
●庁内電子掲示板による広報(11/2～30)

滋賀県
米原市

●街頭啓発によるリーフレット等の配布
日時：11月26日(木・予定) 16:00～18:00
場所：市内３か所

●市公式webサイトへの掲載
●伊吹山ケーブルテレビによる放送
(運動の周知：11/12～25
DVに気付くためのショートCM：11/8～14)

●ウーマンフェスティバルIN米原
日時：11月28日(土)9:00～16:00
場所：米原市男女共同参画センター

京都府

●内閣府作成のポスターの展示・配布、リーフレットの配布
●府作成のＤＶ防止啓発チラシの作成・配布（2万部）
●府作成のDV防止啓発パンフレット等の配布
●啓発物（ウェットティッシュ）の配布

●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）の設定
①新聞社やラジオ放送局等を含む府内関係団体・大学等の後援・協賛（約150団
体）
②府内市町村・関係団体・大学等と連携した広報活動（左記啓発資料配布）
③府ホームページでの広報

※ 啓発期間中ではありませんが､下記シンポジウム開催します。
●ＤＶ被害者支援シンポジウム（11月6日(金)）
※京都市と共催

京都府
京都市

●広報紙「市民しんぶん」区版（11/15号）による広報 ※全戸配布
●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
●電光掲示板・市役所内テレビモニターによる広報
画センター、市役所内関係 局、各区役所等に掲示・配布
●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，ＤＶ予防の情報コーナーの設 置、パープルリボン・ツリーの設置など
●地下鉄広告及びトラフィカ京カードによる広報
●本庁舎，各区役所・支所でのパネル展示とあわせて、
●「水道使用水量のお知らせ」裏面広告による広報
ＤＶ相談支援カード，ＤＶ予防啓発リーフレット等を配 布
●「きょう☆ＣＯＬＯＲ」における相談窓口等の広報

●府内イオンモールでのデジタルサイネージを活用した啓発

https://www.pref.kyoto.jp/josei/news/dvpurpleribbon2020.html
（現在準備中）

●京都府と共催で京都タワーのパープルライトアップ及び啓発イベントの開催（11
●ＤＶ被害者支援シンポジウムについて
月11日・12日）
●左記広報活動を行うに当たり、可能な限り、児童虐待所管課と連携（啓発物にお （https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page
●二条城イルミネートの実施（二条城西南隅櫓を紫色にイルミネート・11月11日・12 いて児童相談所等の相談窓口を記載，啓発場所において児童虐待防止に関する /0000274986.html）
●「女性に対する暴力をなくす運動」の啓発
日）
啓発物を配置）
について（10月30日に発表予定）
●関係団体との共催でDV被害者支援シンポジウムを開催（11月6日）
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広報活動
都道府県・
市町村名

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

●内閣府作成ポスター、リーフレットの配付、掲出
●相談窓口リーフレット入り啓発ティッシュの配付（ドーンセンター受付、ライトアッ
プ協力施設）
●ドーンセンターにおけるテーマ展示等

●府ＨＰ、府政だより、メルマガ、Twitterによる広報

大阪府
大阪市

●内閣府ポスター掲示、内閣府リーフレット配架
（区役所等）

●市HP及び市SNSに掲載
●大阪市立男女共同参画センター（クレオ大阪）HPに掲載

●内閣府「女性に対する暴力をなくす運動」ポスター、
を市役所関係課、各区役所 等にて掲示・配布

●関連セミナー（共催：NPO法人いくの学園、近畿労働金庫、連合大阪）
日時：11月17日18:00～20:00
場所：近畿ろうきん肥後橋ビル及びZoom配信

●豊中市役所第一庁舎の外側に「女性に対する暴力をなくす運動」の横断幕を掲
示
●市HP・広報とよなかによる広報
〔期間〕11月12日（木）～25日 （水）
●とよなか男女共同参画推進センターすてっぷウェブサイトでの告知
●「女性に対する暴力をなくす運動」のちらしを作成し、出張所や市内図書館等へ
配布

大阪府
池田市

●池田市役所1階ロビーにて、「女性に対する暴力をなくす運動」期間についての
パネルを展示、及びリーフレット類の配架[11月2日（月）～11月13日（金）]

大阪府
箕面市

●公共施設において「女性に対する暴力をなくす運動」のパネル展示及びポス
ター、リーフレットを配布
●市HP・広報誌「もみじだより」による広報
●市内各図書館において「女性に対する暴力をなくす運動」に関する図書と啓発冊
子等のコーナーの設置

大阪府
能勢町

●庁舎内に内閣府「女性に対する暴力をなくす運動」ポスターを掲示し、リーフレッ
ト（内閣府作成）を配架

大阪府
豊能町

●内閣府作成「女性に対する暴力をなくす運動」のポスターを庁舎内等に掲示

関連ＵＲＬ

●ダブルリボンカラーの花火の打ち上げ
日時：11月17日18:00～18:10
場所：日本万国博覧会記念公園
内容：オレンジとパープルの花火を打ち上げます。

http://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/dv/purpl
e.html

●市役所庁内放送による啓発
●市役所１階市民ロビー設置の大型モニターにおいて
啓発動画放映
●区役所の小型デジタルサイネージなどにおいて啓発動画 放映

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/
0000102944.html

●「女性に対する暴力をなくす運動パネル展」の展示 （11/1～11/30 市役所本館・
高層館1階ロビー等）
（会場での配布物）リーフレット、ＤＶ相談窓口カード等
●広報紙（広報さかい11月号）に掲載
●堺市ホームページによる啓発
●庁内エレベーター内の電光掲示板による啓発
リーフレット（内閣府作成）
（11/1～11/30)
●市役所庁内放送による啓発
●市役所内のデジタルサイネージを活用した啓発
●懸垂幕の掲出（11/1～30 市役所本館・各区役所・男女 共同参画センター）
●公用車にオレンジリボン・パープルリボンの広報磁気 シート貼付（11/1～30）
●プロバレーボールクラブチーム・堺ブレイザーズの
ホームゲームでの啓発物配布、ユ二フォームへの啓発 シール着用、試合会場
でのアナウンス（予定）
●市職員名札への啓発バッジの貼付

大阪府
豊中市

大阪府
吹田市

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

大阪府

大阪府
堺市

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/d
anjokyodosankaku/jigyoannai/undou/oran
geandpurple.html

●豊中市役所第二庁舎ロビーでの市民参加型展示。紫色のリボンをツリーに飾
り、意思表示する。〔期間〕11月12日（木）～24日（火） ※最終日は15時まで
●公用車に啓発マグネットを貼付
●とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ情報ライブラリーでの「デートDV防
止」パネル展（10月1日（木）～31日（土））「女性に対する暴力防止パネル展」（11月
１日（日）～22日（日））および映像上映、関連図書の紹介
●10月実施の「パープルキルトをつくりましょう！」にて作成したヨーヨーキルトをつ
なげて11月に展示する
●とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ情報ライブラリーでパネル展示にあ
わせ、パープルリボンのツリーにメッセージを飾る
●講座（セミナー）
「コロナ禍で浮かび上がった女性と子どもの困難」（11月7日（土）14：00～15：30）
●講座（セミナー）
「男性のためのアンガーマネジメント」（11月22日（日）、29日（日）、12月6日（日）
14：00～16：00）

●池田市HP・広報いけだ11月号による広報

●ホームページ等による広報

●児童虐待防止の取組みと連携した「Wリボンプロジェクトinすいた2020」の開催
・講演会「傷ついた心にさよならする方法」
11月10日（火）10時～12時
・Wリボンシアター「ビリーブ 未来への大逆転」上映
●市ホームページ、市報すいた、Facebookページ、Wリボンマークのオブジェ、市役 11月16日（月）10時～12時15分、14時～16時15分
所本庁舎の懸垂幕、塵芥車両でのアナウンスによる、児童虐待防止の取組みと連 ・児童虐待防止講演会「親も子供も心豊かになる子育て講座」
11月7日（土）10時～12時
携した「Wリボンプロジェクトinすいた2020」の広報
●万博公園において、Ｗリボンマークの図柄を含む花火の打ち上げ
日時：11月17日（火）18時～18時10分
●吹田市情報発信プラザ（Inforestすいた）において、Ｗリボンの企画展示
日時：11月2日（月）から11月30日（月）10時～20時
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とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ
●10・20・30代女子の電話相談「おとな-girls相談」
第1～4月・木曜日
（13:00～17:00、18:00～20:00)
06-6844-9820
●10月11日の国際ガールズ・デーに合わせて10・20・30代女子の電話相談「おとな
-girls相談WEEK」を実施
10月5日（月）、6日（火）、8日（木）、9日（金）
（13:00～17:00、18:00～20:00)
06-6844-9820
●11月19日の国際男性デーに合わせて「男性相談・デー」を実施10月31日（土）
（10:00～12:00、13:00～17:00)
06-6844-9111

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

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

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

大阪府
高槻市

●市役所庁舎１階・男女共同参画センターにて、ＤＶ防止啓発展示及びパープルリ
ボンを使ったグッズ等の配布
※展示期間 市役所庁舎1階11月2日～30日、男女共同参画センター11月1月～
●市HP・広報たかつき「たかつきDAYS」に啓発記事を掲載
30日
●ＪＲ高槻駅南人工デッキ情報提供施設に「女性に対するあらゆる暴力をなくす運
動」のポスターを掲示
※掲示期間11月１2日～25日

●男女共同参画センターにおいて、DV防止啓発講座「身近にいるすぐキレる人へ
の対処法～相手を理解し、夫婦関係がよくなるヒント～」を開催
（11月21日 土曜日 午後2時～午後4時）

大阪府
茨木市

●講座「広げようフェアメンの輪～女性への暴力を選ばない男たちのアクション～」
に関連し、（一社）ホワイトリボンキャンペーン・ジャパンよりリーフレットの提供を受 ●市ＨＰ・広報誌による広報
●公用車に啓発マグネットの掲出
け啓発展示の場に配架
●児童虐待防止と連携した啓発物品を、健診やイベント等の際に配架

●講座「広げようフェアメンの輪～女性への暴力を選ばない男たちのアクション～」
●パープルリボンキャンペーン「ストップＤＶみんなでパープル」の啓発展示
日時：12月18日（金）18：30～20：00
日時：11月12日～12月3日場所：茨木市役所1階玄関ホール内
場所：茨木市立男女共生センターローズWAM
※ローズＷＡＭ館内工事のため12月に実施予定

大阪府
摂津市

●市役所1階及び市立コミュニティプラザエントランスにて、啓発パネル展示と、虐
待や暴力防止に向けたメッセージコーナー及び啓発物の設置（相談窓口リーフレッ ●摂津市広報誌による広報、ウィズせっつＨＰ、摂津市ＨＰによる広報
ト、セミナーちらし、パープルリボン等）

児童虐待防止と連携して
●11月22日（日）と11月27日（金）にパープル＆オレンジリボンキャンペーン「トーク ●児童虐待防止と連携して、市庁舎での懸垂幕の設置及び、敷地内ののぼりの設
置
バック」上映会を開催
●「女性への暴力をなくそう」、「一人で悩まず相談しよう」という思いをこめ、パープ
ルリボンやフラワーポンポンを作製し、男女共同参画センター内に飾り付け、啓発
●11月28日（土）に、パープル＆オレンジリボンキャンペーン「私らしく生きるセミ
を行う
ナー」を開催
（上記上映会とセミナーは連動あり）

大阪府
島本町

●内閣府ポスター掲示

大阪府
守口市

●内閣府ポスター掲示
●相談窓口リーフレットの配布

大阪府
枚方市

●市広報誌10月号DV特集記事内に掲載。11月号に掲載
●内閣府ポスター掲示
●内閣府リーフレット、パープルリボンバッジを市主催講座参加者へ配布及び相談 ●市ホームページ、市ＳＮＳ（Twitter・Facebook）、男女共生フロアだより、への掲
載
窓口で配布

大阪府
寝屋川市

●町HP及び広報誌（11月号）に「女性に対する暴力をなくす運動」「女性相談」等の
啓発記事を掲載
●町のマスコットキャラクター（みづまろくん）がパープルリボン着用した写真をＳＮ
Ｓ等に掲載

●市広報誌による広報

●市の広報誌による広報

●講座「支配と愛の構造で考える～DVから子ども虐待へ～」
日時：11月15日（日）午後２時～４時
場所：大東市立生涯学習センターアクロス
●大東市立生涯学習センターアクロス内,男女共同参画ルーム図書コーナーにて
周知及び関連図書の紹介

●内閣府ポスターの掲示

●大東市HP,Facebook及び広報「だいとう」に掲載

大阪府
門真市

●内閣府ポスター掲示

●門真市広報＆ホームページに掲載
ラジオ（FMはなこ）にて周知
ティッシュ配布にて周知

大阪府
交野市

●「言いたいことが言えない人のための自己主張トレーニング講座」を開催。日時:
令和2年11月13日(金)午後2時～4時

●市立男女共同参画推進センター
（ふらっと ねやがわ）内の展示
テーマ：「パートナーからのモラルハラスメント～相手の言動に恐怖を感じていま
せんか～」
日程：11月１日(日)～12月20日(日)
●ふらっと市民セミナー（女性に対する暴力をなくす運動啓発事業）
テーマ：「日常にひそむモラル・ハラスメント～パートナーからの言葉の暴力に気
付く～」
日程：11月24日、12月１日、12月８日 いずれも(火)午後２時から午後４時まで

大阪府
大東市

大阪府
四條畷市

●パープルリボンリースを窓口等に設置
●夜間女性相談の開催
日時：11月24日（火）15：00～19：00

●児童虐待防止と連携し、オレンジリボン、パープルリボン企画として市民総合セ
ンターロビーにてポスター（内閣府作成分）及びリーフレット、相談先カード、チラシ
の配架を行う。11月12日～11月29日

●内閣府ポスター提出
●本市作成のDV啓発リーフレット等を市民団体と駅前で該当啓発予定
（コロナ関係で中止の場合あり）
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●大東市立生涯学習センターアクロスにおいて11月14日（土）午前10時～午後4
時、16日（月）午後1時～7時の間、フェミニストカウンセラーによる「女性の悩みサ
ポートライン」の特別電話相談を実施

関連ＵＲＬ

広報活動
都道府県・

ポスター、リーフレット

市町村名

大阪府
東大阪市

ラジオ、インターネット等の

●ＤＶ相談カードの配架・配布（通年）
●「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）を掲示, ●市政だより（11月1日号）にＤＶ防止啓発記事を掲載
配布

●イベント時に、DVに関するリーフレットの配布

大阪府
柏原市

●「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）を庁舎
●市HP・広報かしわらによる広報
等に掲示

大阪府
河内長野市

大阪府
松原市

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

大阪府
八尾市

大阪府
富田林市

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

●東大阪市立男女共同参画センター・イコーラムにおいて「女性に対する暴力をな
くす運動のつどい」を実施（11月14日（土））
<講演>「夫婦間で起こる見えにくい暴力とは」 講師：周藤由美子さん（ウィメンズカ
ウンセリング京都フェミニストカウンセラー）
【同時開催・ギャラリー展示】11月12日（木）～25日（水）
女性に対する暴力についてのパネル展示、「パープルツリー」の設置 等

●懸垂幕の掲出（児童虐待防止推進月間とあわせて実施）
●市役所本庁１階市民待合ロビー広告付き番号案内表示機による啓発（児童虐待
防止推進月間とあわせて実施）
●男女共同参画センター入り口に、パープル・オレンジリボンを掲示（児童虐待防
止推進月間とあわせて実施）
●公用車を活用した市民向け啓発マグネットシートの貼付
●女性のための特設法律相談 （要事前予約）
１１月11日（水）、20日（金）
各日①13：00～13：30 ②13：45～14：15 ③14：30～15：00 ④15：15～15：45

●市HP・市政だより・男女共同参画センター「すみれだより」等による広報

●啓発DVDの上映(11月12日～16日）
男女共同参画センターで「ドメスティックバイオレンス防止・デートDV予防」の啓発
DVDを上映

●特設電話相談の実施
11月17日（火）・24日（火）9時～17時

●「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）を庁内 ●11月市広報誌による広報
及び男女共同参画センターに掲示
●市のキャラクター「とっぴー」にパープルリボンを着用

●特設電話相談を実施（11月24日（火）午前10時～20時）

●市広報紙に記事掲載

●男女共同参画センター（市民交流センター）エントランスホールにて「女性に対す
る暴力防止啓発パネル」を展示
●市立図書館にてDV関連図書の展示

●パネル展（11/25～11/26）で、啓発冊子、チラシ、パープルリボンを配布

●令和2年11月号広報まつばらによる広報

●11/27 14時～
市民セミナー「私たちの身近に起こりうるＤＶ・デートＤＶ ～理解することでＤＶ防止
●特設女性相談を実施
をめざす～」を実施
11/26 17時～20時
●11/25～11/26
パネル展を実施

大阪府
羽曳野市

●内閣府作成ポスター・リーフレットの掲示及び配架(市役所庁内及び市内公共施 ●「広報はびきの」による広報
設等）
●市ウェブサイト・Ｆａｃｅｂｏｏｋ等による広報

●街頭啓発活動（パープルリボンと「女性に対する暴力をなくす運動」期間周知
カードの配布）
11月２日（月）10：00～11：00
「道の駅しらとりの郷・羽曳野」敷地内

大阪府
藤井寺市

●パープルリボンの配布（通年）

●市役所ロビーにて女性に対する暴力をなくす運動パネル展示（11月12日（木）～
●人権悩みの相談室夜間特設電話相談
11月25日（水））
11月13日（金）、20日（金）
18時～21時
施設名：藤井寺市役所庁舎

大阪府
大阪狭山市

●市広報紙による広報

●「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）を男女
●「広報おおさかさやま」による広報
共同参画推進センターほか公共施設等へ配布・周知依頼
●市HP・Ｆａｃｅｂｏｏｋ等による広報
●「女性に対する暴力をなくす運動」の啓発パネルの展示（11/12～11/25、市役所
●大阪狭山市男女共同参画推進センターきらっとぴあ
１階ロビー）
公式LINEによる広報
●「NO！デートDV」のパンフレットを市内の中学１年生を対象に配布

大阪府
太子町

●「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）を庁内 ●町ＨＰ・広報誌・防災行政無線による広報
等に掲示
●庁舎１階の待合ロビーにてＤＶＤ上映

大阪府
河南町

●「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）を庁内
●広報「かなん」11月号による広報
及び各公共施設へ配布

大阪府
千早赤阪村
大阪府
泉大津市

●DV情報提供講座「はじめのいっぽ」
11/30（月）10：30～12：00

●特設女性相談の開催
11月13日（金）、25日（水）
10:00～12：50

●女性相談（定例）の開催
（11月2日、10日、24日14：00～16：00、21日10：00～12：00）

●「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）を庁内
●広報「ちはやあかさか」11月号による広報
及び各公共施設へ配布
●「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）を庁内
●広報いずみおおつ11月号による広報
等に掲示

●パープルリボンに女性への暴力をなくすためのメッセージを書いていただく「ひと ●パープルリボンに女性への暴力をなくすためのメッセージを書いていただく「ひと
ことメッセージ」昨年度分の展示（11/12～11/17市役所１階ロビーにて）
ことメッセージ」を募集（募集期間：12月11日（金）まで）
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関連ＵＲＬ

広報活動
都道府県・
市町村名

ポスター、リーフレット

ラジオ、インターネット等の

●市HPによる広報
●和泉市番号案内表示機による広報
●広報いずみ11月号による広報
●モアいずみ通信10月号による広報

●「女性に対する暴力をなくす運動」のパネルを女性に対する暴力をなくす運動期
間に和泉シティプラザに設置
●「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）を庁内
及び各公共施設へ配布

大阪府
高石市

●「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）を庁内 ●広報たかいし１１月号及び市のHPによる広報
等に掲示
●懸垂幕の掲示

大阪府
岸和田市

大阪府
貝塚市

大阪府
泉佐野市

大阪府
泉南市

●デートDV講演会の開催
「自分を守り、大切な人も守る～身近に潜む暴力を見逃さないために～」
日時：11月18日(水)11：00～12：30
オンライン開催

●パープルリボンを作成し、職員に配布
●本庁受付、人権・男女参画室、モアいずみ、和泉シティプラザ図書館などにパー
プルリボン配布コーナーを設置
●啓発用マグネットシートを公用車へ貼付
●男女共同参画センターの図書コーナーにて、ＤＶに関する図書の特設コーナー
及びパープルリボンツリーを設置
●ｖ電話相談
9月30日(水) 10:00～12:00、13:00～15:00
10月29日(木) 18:00～20:00
●法律相談
11月15日(日) 13:00～16:00
●カウンセリング
11月22日(日) 13:00～16:00

●市役所ロビーでの「女性の人権に関するパネル展示」

●パープルリボン運動（職員）
●行事等で啓発物品を配布
●パネル展でパープルリボンツリーを設置

●町広報紙による広報
●広報ただおか 男女共同参画特集号による広報
●内閣府ポスターを掲示
●名札用パープルリボンを作成し、職員に配布
●「Stop！DV！デートDV！～女性への暴力防止パネル展～」（市役所、11/13～
11/27）
●「女性に対する暴力をなくそうパネル展」（男女共同参画センター、11/12～
11/25）

●市HP・広報きしわだ等による広報
●男女共同参画センター情報紙「クレアシオン」へ掲載

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

大阪府
和泉市

大阪府
忠岡町

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

●男女共同参画研修会
●パープルリボンの住民参加型展示

●市民向けDV予防啓発講座（R3.1頃実施予定）
●デートDV予防啓発出前講座
R3.1.8（金）市立桜台中学校（3年生）

●「知ってほしい ～パープルリボン～」関係資料の展示（図書館、11/12～11/25）

●市役所庁内放送による啓発
●女性のための特設法律相談
3市3町（泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町）共催
11月21日（土）いずみさの女性センター 相談室 13時～17時
無料、予約制

●パネル展示による「女性に対する暴力をなくす運動」の啓発（ポスター・リーフレッ
●広報かいづか（11月号）による広報
ト掲示（内閣府作成）、DV相談・女性相談の案内配架、パープルリボン等（11/12～
●電光掲示板による広報（貝塚駅前広場）
11/25中央公民館）

●「女性に対する暴力をなくす運動」のポスター（内閣府作成）を市庁舎等に掲示
●啓発ティッシュ等の配布

●泉佐野市ＨＰ、広報紙による広報

●パープルリボン＆オレンジリボンキャンペーン（ツリーの啓発設置およびリボン配
布、運動趣旨の説明) （11月上旬～11月末）
①市庁舎
②市関係機関
●講座の開催
・パープルリボンの小物づくり 「マスクケースをつくろう！」10/29（木）13時～15時
・パートナーとの関係をより良いものに11/15（日）10時～12時

●「女性に対する暴力をなくす運動」のポスター（内閣府作成）を掲示

●市HP及び広報に掲載

●パープルリボンのオブジェの啓発設置および運動の趣旨の説明
①市役所玄関（ロビー）

●市役所前の通りに暴力防止に関するのぼりを設置（11月12日（木）～25日（水））
●女性のための特設法律相談 3市３町（泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻
町・岬町）共催
・R2年11月21日 いずみさの女性センター
・R2年12月15日 熊取ふれあいセンター
・R3年3月2日 泉南市民交流センター いずれも13時～17時 無料、予約制

●パープルリボン・プロジェクト（児童虐待防止と一部連携）
期間：11月1日～30日
場所：市役所正面玄関ロビー

●市内巡回バス、市公用車に啓発マグネットを貼りつけた啓発活動
●庁舎前等に啓発のぼりを設置
●庁舎に啓発たれ幕を設置
●庁舎内に啓発ミニのぼりを設置
●女性のための特設法律相談
11月12日9時45分～13時40分
阪南市役所人権相談室
無料、予約制
●女性のための特設法律相談
3市3町（泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町）共催
11月21日 いずみさの女性センター 相談室
12月15日熊取ふれあいセンター３階会議室
いずれも13時～17時
無料、予約制

大阪府
阪南市

●「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）を掲示
●広報はんなん、市ＨＰ等による広報
及び市関係施設に配架
●庁舎内電光掲示板に「女性に対する暴力をなくす運動週間」のテロップ表示
●相談窓口周知と啓発のためのティッシュ等を庁舎各課窓口・市関係施設に配架

大阪府
熊取町

●庁舎内に内閣府「女性に対する暴力をなくす運動」ポスターを掲示し、リーフレッ
●男女共同参画社会情報誌による広報(１１月広報と同時に全戸配布)
ト（内閣府作成）を配架
●パープルリボンと府作成リーフレット（大切なあなたへ）、運動期間の啓発文を記 ●啓発のぼりの設置
載した用紙をジップ付袋に入れ、配布

●図書館において、期間中ＤＶに関連した書籍の特集展示をおこなう
●パープルリボンをあしらったツリーを作成し展示
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関連ＵＲＬ

広報活動
都道府県・
市町村名

ポスター、リーフレット

ラジオ、インターネット等の

●「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）を公共
●広報たじり１１月号に記事を掲載
施設において掲示及び配架

大阪府
岬町

●庁舎内等への「女性に対する暴力をなくす運動」のポスター掲出及びリーフレット
等の設置

兵庫県

●庁内放送（11月12日）
●情報紙「ひょうご男女共同参画ニュース」（令和２年11月号・11月1日発行）にて
「女性に対する暴力をなくす運動」についての記事を掲載
●内閣府作成のポスター、リーフレット等を掲示、配架等で周知
配布先：庁内関係課、県立男女共同参画センター、県民局・県民センター、関係団 配付先：県民､県内市町、県内男女共同参画センター、関係機関等
発行部数：6,500部
体 等
※県立男女共同参画センターのＨＰにも紙面掲載
●ＤＶ防止啓発パネルを県立男女共同参画センター内に掲示

兵庫県
神戸市

●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
●啓発コピーと相談先を印字した「トイレットペーパー」を市内商業施設の女性用ト
イレに設置。
●相談窓口リーフレットや啓発グッズを配布。
●市営地下鉄電飾看板による女性のためのDV相談室の案内。

●市独自での作成は無し。内閣府作成の女性に対する暴力をなくす運動及びAV
出演強要・JKビジネス等被害防止月間の啓発チラシを市内高校３年生（約1,000
人）に配布予定。

兵庫県
伊丹市

●ＤＶ・デートDV防止パネル展
①11月12日(木)～11月25日(水)(月曜除く)＝図書館「ことば蔵」１階交流フロア
②11月12日(木)～11月25日(水)＝男女共同参画センター
③11月12日(木)～11月25日(水)＝イオン伊丹 1階ゴディバ前

●女性のための特設法律相談
①11月21日（土）13時～17時
いずみさの女性センター相談室
②12月15日（火）13時～17時
熊取町ふれあいセンター3階会議室
➂3月2日（火））13時～17時
泉南市市民交流センター
いずれも無料・予約制
3市3町（泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町）共催

●DV防止セミナー
「DVと児童虐待について考える～加害プログラムの取り組みより～」
日時：11月25日（水）13時30分～15時30分
講師：伊田 広行
場所：あすてっぷKOBE

●郵便局員がオレンジリボン・パープルリボン着用。郵便局窓口でリーフレットも設
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kurash
置。
i/activate/cooperation/dv/index.html
リボンについては民生委員・児童委員をはじめ、市民が作製。

●市ホームページ、市広報への掲載
●街頭啓発活動を実施(国際ソロプチミスト伊丹)
11月19日(木)14時～=ＪＲ伊丹・阪急伊丹駅前

●パープルリボンキャンペーン
・11月12日(木)～11月25日(水)(月曜除く)＝図書館「ことば蔵」１階交流フロア
・11月12日(木)～12月末日＝男女共同参画センター

http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN
/JINKEN/EVENT/1415347032417.html

●広報かこがわ11月号に「パープルリボンキャンペーン」について掲載
●男女共同参画センター情報誌「講座情報」11月号にＤＶ防止の特集記事を掲載
●犯罪被害者週間懸垂幕掲出11月19日（木）～12月2日（水）
●犯罪被害者週間庁内放送及びHP掲載11月25日（水）～12月1日（火）

兵庫県
加古川市

●広報啓発事業（パンフレット・ポスター）期間中

兵庫県
宝塚市

●犯罪被害者等支援パネル展11月25日（水）から12月1日（火）まで

兵庫県
加西市

兵庫県
加東市

関連ＵＲＬ

●広報たつの：11月10日号 掲載

兵庫県
芦屋市

兵庫県
養父市

●市HP、市広報紙への掲載
●オレンジリボン・パープルリボン啓発動画を制作し、市内の大型ビジョン、デジタ
ルサイネージ、SNS等で広報を行う。
●ラジオでの広報
●市内施設のライトアップ

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

大阪府
田尻町

兵庫県
たつの市

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

●啓発チラシ及び啓発グッズ（ウェットティッシュ・マスク）の設置（市内商業施設）

●市HP、市広報への掲載

●男女共同参画センター・ウォールギャラリーにてパネル展示
●男女共同参画センター内男女共同参画コーナーでの貸出書籍増冊
●映画上映予定「わたし、生きてていいのかな」
日時：12月22日～23日13：30～（11月館内工事のため12月上映）
場所：地域交流センター 多目的ホール

●広報かとう11月号に「女性に対する暴力をなくす運動週間」の記事を掲載。

●犯罪被害者週間街頭キャンペーン
11月25日

兵庫県
高砂市

●啓発展示（11/13～11/23）
場所：アスパ高砂
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http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/anzen
/1009491/1004625/index.html

http://www.city.takasago.lg.jp/index.cfm/1
3,18898,133,757,html

広報活動
都道府県・
市町村名

ラジオ、インターネット等の

ポスター、リーフレット

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

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

兵庫県
三田市

●ポスター掲載、相談窓口カード等の配布、設置（公共施設内等）

●パープルリボンキャンペーン
日時：11月1日～30日
場所：市まちつくり協働センター
内容：パープルリボンカフェ
参加者とテーブルを囲み、お喋りをしながら啓発用のパープルリボンの作成、啓
発パネル展示など

兵庫県
三木市

●市庁内でパネル展を実施（11/12～25）
●男女共同参画センター情報誌「こらぼーよ」での啓発

●弁護士による法律セミナーの開催
日時：11月25日10:00～
場所：市立教育センター大研修室
内容：離婚にまつわるお金の話

https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/18/200
1.html

兵庫県
宍粟市

●内閣府作成のポスター、リーフレットを掲示、配架等で周知（配布先：庁内関係
課、各支所、保健福祉センター等）
●広報紙に「女性に対する暴力をなくす運動期間」の記事掲載
●DV相談啓発カードの配布、設置（各公共施設、庁舎内トイレ等通年）
●市営ケーブルテレビでの文字放送、音告装置による告知放送
●宍粟防災センターにおいて、内閣府作成のポスター、DV防止啓発パネルを展示
●市ホームページ、子育てアプリ、市公式SNSによる運動内容の掲載
●啓発期間月にDV相談窓口の連絡先付のウエットティッシュを作成し、商業施設
にて配布

●キラッとしそう☆パワーアップ女性セミナー「気づいてますか？DVの背景に潜む
ジェンダー」（日時：11月22日（日）10時～11時30分、場所：宍粟防災センター、講
師：NPO法人SEAN副理事長 遠矢家永子さん）

https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/machiz
ukuri/jinkensuisin/tantojoho/danzyokyoud
ousankaku/dvboushi_week.html

兵庫県
新温泉町

●国、県等からの情報提供について、町内関係機関等に周知する

兵庫県
西宮市

●内閣府作成の啓発ポスターを市内全域に掲示。（11月15日～）

兵庫県
西脇市

●内閣府作成ポスター掲示
●センター事業での相談窓口カード、啓発ティッシュの配付

●展示・ブックフェア「『女らしく、男らしく』が原因かも？」
日時：11月6日～12月2日
場所：北口図書館
内容：女性への暴力や女性の人権を考えるきっかけとなる展示や資料を紹介す
る。

●映画上映会~みらいえシネマ~
日時：11月14日（土）13：00~
場所：西脇市茜が丘複合施設Miraie 多目的ホール
https://www.city.nishiwaki.lg.jp/miraie/danj
※映画上映の前に、デートDV防止啓発映像を上映
yokyodosankaku/dv/1510368197945.html
●イベント時における、キャラクターのパープルリボンの着用
●図書館（同施設内）の男女共同参画書籍棚にて「女性の暴力をなくす運動」啓発
コーナーを設置

●市HP、市広報紙への掲載
●施設内案内用ディスプレイにてデートＤＶ防止啓発映像上映

兵庫県
赤穂市

●デートDV防止講座
日時：11月18日13:30～
内容：市内中学校３年生を対象に、デートDV防止の出前授業を実施

兵庫県
川西市

●ポスターの掲示（DV防止に関するもの）
●街頭啓発ビラ作成配布

●広報かわにし１１月号掲載
11月

●パープルリボンづくり
・11/12（木）13:30-15:00
・センター（フリースペース）
・DV防止への意識喚起
●講座「DVはなぜおこる？～コロナ禍での対処は？～」（正井礼子さん）
・11/26（木）13:30-15:00
・Zoomによるオンライン講座
・ＤＶへの理解促進と防止への啓発

兵庫県
相生市

●市役所内にてポスター展示
●市役所内にてリーフレット設置

●市広報誌への掲載

兵庫県
丹波市

兵庫県
丹波篠山市

●市役所前ふれあい大通りにパープルリボンバナー旗とオレンジリボンバナー旗
（96本）を、市役所前にのぼり旗設置し、キャンペーン運動を啓発。

●市及び市民プラザのホームページにて、運動内容の掲載
●コミュニティFMにて啓発放送

●パープルリボンキャンペーン
日時：11月12日（木）～12月25日（金）
場所：市民プラザ
内容：・パープルリボンツリーの設置
・職員手作りのパープルリボンの配布
・DVに関する図書の展示
●「第３回男女共同参画基礎講座」
日時：11月28日（土）13:30～15：30
テーマ：「DVの現状と子どもへの影響～あなたがもし相談を受けたら」
講師：北村久美子さん（生涯学習応援隊so-so.39）
場所：市民プラザ

●広報丹波篠山11月号に「女性に対する暴力をなくす運動期間」の記事を掲載。
●「ホンデリング・プロジェクト」〜本でひろがる支援の輪〜を市広報等で周知 11
月20日
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●図書の展示（テーマ：ＤＶ関連）
●令和３年１月以降にDV支援担当者等を対象に研修会開催予定
https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kuras
●パネル等の展示
hi/kurashi/bosai_bohan/1011643.html
（仮題）「11月25日から12月1日までは犯罪被害者週間です」 11月20日（金）～11
月27日（金）
※11月上旬に公開予定
●川西市「人権デー」（毎月第3金曜日）に合わせた街頭啓発 11月19日（木）

●市ホームページ
https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/jinken
/r2-purple.html
●市民プラザホームページ
https://www.tamba-plaza.jp/r2-purple/
どちらも11月１日公開予定

広報活動
都道府県・
市町村名

ラジオ、インターネット等の

ポスター、リーフレット

兵庫県
洲本市

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

広報キャンペーン等
●広報に掲載 11月号広報
●HP・文字放送に掲載 11/25～12/1

●犯罪被害者週間啓発（ポスター掲示）期間中

兵庫県
淡路市

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、商業施設等）

兵庫県
朝来市

●ポスターの掲示、チラシの配布（各支所、図書館、隣保館等）

兵庫県
尼崎市

●パープルリボンツリー、啓発パネルの展示。
●担当課職員がパープルリボンをつける。

●市広報11月号に掲載

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内窓口）

●尼崎市女性センター・トレピエ内で
ギャラリー展示、ブックフェア
11月12日～12月12日

兵庫県
猪名川町

●パネル展示
11月25日（水）～12月1日（火）

●広報誌（広報いながわ）への記事掲載 11月中

兵庫県
播磨町

●相談窓口カードの設置

兵庫県
福崎町

●DVの啓発パンフレット、携帯用の相談窓口記載カード等を公共施設窓口に配架 ●町広報誌へ相談窓口を掲載

兵庫県
豊岡市

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内）のみ

兵庫県
明石市

●明石市DV相談チラシ作成配布
自治会回覧、男女共同参画センター、コミセン等での配架
●関係機関へティッシュの設置配布
パープルリボンを添付したポケットティッシュとSTOP！DVカード

●ケーブルテレビかわらばんの掲示
パープルリボンの周知、DV防止メッセージの発信など。
あかし市民広場大型液晶ビジョンにも掲示

兵庫県
多可町

●公共機関窓口にDV相談ナビカード等の配置

●町広報誌に啓発記事掲載
●ケーブルテレビでの啓発記事文字放送

奈良県

●女性センター、庁舎でポスターを掲示
●相談窓口カードの配布、設置

奈良県
奈良市

●相談窓口カードの配布、設置（庁舎内トイレ等）

●市の広報紙「しみんだより」及びHPへの掲載

奈良県
大和高田市

●市庁舎内でパネルを展示、啓発物品（テッシュ・パープルリボン）配布。
●市公共施設にポスター掲示、チラシ配布。

●市広報誌への掲載

奈良県
大和郡山市

●市庁舎正面玄関に、啓発ポスター展示
●市庁舎正面玄関のデジタルサイネージに掲示
（１１／１２～１１／２５）
●市庁舎受付にパープルリボン、相談カード設置

●１１／１号広報「つながり」へ掲載
●市HPへ掲載
●市庁舎正面玄関に、懸垂幕設置
（１１／１２～１１／２５）

奈良県
天理市

奈良県
橿原市

関連ＵＲＬ

●ポスター・のぼり旗の掲示 11/25～12/1

兵庫県
市川町

兵庫県
南あわじ市

その他取組

講演会等）の啓発活動

●パープルリボン配布
日時：11月12日～25日
●小中学生対象に助産師によるデートDV防止に関する内容を含めた思春期支援
教室を実施

●被害者をサポートする人へのミニ講座
（令和2年11月15日ウィズ明石にて）
テーマ：「身近な人が悩んでいたら～知っておこうDVのこと」

●12月10日（水）に高等学校でデートDV防止授業実施（コロナの件で12月の実施
となる）

●女性への暴力防止に向けたセミナー
テーマ：なぜＤＶは起こるのか？～ジェンダー・バイアスに囚われた社会～
日時：11月20日
講師：フェミニストカウンセリング堺 代表 杉本 志津香氏
場所：奈良県女性センター

http://www.pref.nara.jp/56297.htm

●「児童虐待防止推進月間」と「女性に対する暴力をなくす運動」の期間中に、市
役所内での合同啓発パネル展示を実施

http://www.city.tenri.nara.jp/kakuka/shich
oukoushitsu/siminnkyoudousuisinnka/jous
eibouryoku/index.html

●天理駅南団体待合所（11/11～11/17）及び市庁舎市民ホール（11/18～11/25）
●市HP、市広報紙(11月号）への掲載
にてパネル展示
●市庁舎、市民活動交流プラザ、天理駅地下通路掲示板にポスターの掲示。

●庁舎内にてポスターを掲示

●ウィズあかし館内の企画展示
ギャラリーでのパネル展示や館内各所（個室トイレ、エレベーター内等）でのDV防
止メッセージの発信

●フォトジャーナリスト大藪順子さん写真展＆講演会
〇写真展
日時：11月14日（土）～28日（土）9時～17時
場所：かしはらナビプラザ４階 ゆめおーく（男女共同参画広場）
テーマ「ＳＴＡＮＤ 性暴力サバイバー達」
〇講演会
日時：11月29日（日）13時30分～15時30分
場所：橿原市役所分庁舎４階 コンベンションルーム
テーマ「立ち上がる、支える、つながりあう ―性暴力被害者のために―」
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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

●女性に対する暴力をなくす運動と児童虐待防止をテーマに人権施策課とこども
未来課と共催しパネル展示。
●パープルリボン及びミニカードの作成配布。
●ＤＶ相談ナビカードの窓口設置・関係機関（計12箇所）への配布。
●内閣府作成のリーフレットの配布・ポスターの掲示。

●「女性に対する暴力をなくす運動」のぼり掲示（庁舎・桜井駅前）

奈良県
五條市

●ポスターの掲示

●ラジオでの広報

奈良県
御所市

●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等公共
●市ホームページにおいて「女性に対する暴力をなくす運動」を周知
施設・関係各施設に配布、掲示

奈良県
生駒市

●パネル展示
●メッセージの募集
テーマ「なんか怖いと感じた瞬間」
●パープルリボン、ミニカード、リーフレット配布
●内閣府作成ポスター掲示

●広報誌「いこまち」特集ページの掲載
●市ＨＰによる広報

奈良県
香芝市

●週間中に実施する人権関連イベントでリーフレット、相談窓口カードを配布。
●相談窓口カードの配布、設置（公共施設）
●ポスターの掲示（公共施設）

●市ＨＰへの掲載

奈良県
葛城市

●相談窓口カード、リーフレットの配付、設置（庁舎等市施設）
●相談先記載の啓発物品を配布

●市広報誌での広報

奈良県
宇陀市

●市役所及び公共施設等に掲示 設置

●うだチャンにて放送
●広報誌に掲載
●幟設置（市役所前公園）

奈良県
山添村

●内閣府作成のポスターを庁舎内で掲示

奈良県
平群町

●ポスター、リーフレットの設置
（庁舎内及び関係機関等）

奈良県
三郷町

●ＤＶ相談ナビのカードを人権施策課
の窓口付近に設置し、こども健康課・こども未来課・図書館・社会福祉協議会に配
布

奈良県
斑鳩町

●相談窓口カードの設置

奈良県
安堵町

●相談窓口カードの設置（庁舎内トイレ）

奈良県
川西町

●庁舎内でポスターの掲示、リーフレットの設置

奈良県
三宅町

●庁舎内でポスター掲示

●ポスター・リーフレットの設置（村内事業所等）

奈良県
御杖村

●内閣府作成のポスター掲示およびリーフレットの設置（庁舎・村内施設等）
●ＤＶ相談ナビカードの設置（庁舎・村内施設等）

奈良県
高取町

●庁舎等に啓発ポスターを掲示
●庁舎窓口にリーフレットを設置

奈良県
明日香村
奈良県
上牧町

●オンライン座談会
「アナタの「フツウ」がＳＮＳで炎上したら？」ジェンダーを考えるオンライン座談会
●特選図書コーナー設置
日時：11月20日19:00～20:30
期間：11月7日～12月3日
●ＤＶ防止講座
場所：図書館（本館・北分館・南分館）
「知って、気づいて、予防するＤＶの基礎知識」
日時：11月25日1０:00～12:00

●女性法律相談（11/26）

●パネル展（虐待防止も含む）
日時：11月12日～11月25日
場所：市役所新庄庁舎市民ホール
●パープル、オレンジリボンツリー展示

●啓発品（パープル、オレンジリボンマスク）の配布
●パープル、オレンジリボンバッジを職員は通年着用

●町ＨＰ掲載

●DVに関するパネル展示
（11/12～11/25）

●DV相談ナビ携帯カード(庁舎内1F・2F女子トイレ)を配布

奈良県
曽爾村

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

奈良県
桜井市

奈良県
田原本町

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

●DV相談ナビ「はれれば」カードを公民館に配置

●内閣府発行のDV相談ナビの相談カードの配布、設置
（役場窓口、中央公民館等）
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https://www.city.ikoma.lg.jp/0000023590.h
tml

http://www.city.kashiba.lg.jp/kurashi/0000
010291.html

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

●内閣府作成のポスター・リーフレットを庁内・関連施設に掲示・配架
●DV相談ナビカードを窓口に設置

●町広報誌への掲載

奈良県
広陵町

●パープルリボン・相談窓口カードの配布
（町内公共施設窓口・トイレ等）

●町広報紙（11月号）にて記事掲載
●町HPにて関連記事掲載予定

奈良県
河合町

●相談窓口カードの配付、設置
（庁舎内トイレ、公共施設等）

奈良県
吉野町

●相談窓口カードの配布、設置
（庁舎内カウンター等）

奈良県
大淀町

●リーフレット等の配布

奈良県
下市町

●相談窓口カードの配布（庁舎内カウンター等に設置）

奈良県
黒滝村

●相談窓口カードの設置（庁舎内カウンター）

奈良県
天川村

●相談窓口カードの配付、設置
（庁舎内トイレ、商業施設等）

●庁内でのポスター掲示

奈良県
十津川村

●ポスターの掲示（庁内）

奈良県
下北山村

●相談窓口カードの設置
（庁舎受付窓口、保健センター受付窓口等）

奈良県
上北山村

●相談窓口カードの設置（庁舎内窓口・診療所等）

奈良県
川上村
奈良県
東吉野村

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

奈良県
王寺町

奈良県野
迫川村

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・女性相談電話開設（NPO法人委託）通年

●内閣府作成のポスター，リーフレットを庁内掲示及び配布

●ポスター掲示（庁舎内）
●リーフレット配布

和歌山県

●各振興局で啓発物品の配布
●啓発用のぼりの設置

和歌山県
和歌山市

●さんさん広場における啓発
日時：11月12日～25日（水）
場所：和歌山市男女共生推進センター
内容：特設コーナーの設置、啓発グッズの配布

和歌山県
海南市

●街頭啓発
日時：11月22日（日）
場所：海南nobinos
内容：啓発グッズ配布
●啓発用のぼり設置

●市広報紙への掲載

和歌山県
紀美野町

●啓発ポスター掲示
場所：町役場

●町広報紙への掲載

和歌山県
岩出市

●啓発用のぼり設置

●広報ラジオ「県庁だより」で広報

●「男女でつくる元気な和歌山」ポスターコンクール表彰式
日時：11月21日 14：00～16：00
場所：和歌山県勤労福祉会館プラザホープ
●パープルリボンキャンペーン
日時：11月12日～25日
場所：県男女共同参画センター"りぃぶる"
内容：女性への暴力防止に関する図書コーナー設置、啓発グッズ配布、パープル
ツリー設置

●男女共同参画推進講座（オンライン）
「１４色の価値観で知るワタシ軸講座」
講師：尾高りほさん
日時：11月26日(木) 10：00～11：00
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関連ＵＲＬ

広報活動
都道府県・

ポスター、リーフレット

市町村名

和歌山県
橋本市
和歌山県
かつらぎ町

ラジオ、インターネット等の

●啓発グッズ、リーフレットを設置
●啓発用のぼり設置
場所：市役所、保健福祉センター

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

●市HPに掲載

●教育委員会及び公民館に啓発グッズを配置

和歌山県
九度山町

●公民館ロビー等に啓発グッズを設置

和歌山県
高野町

●公民館ロビー等に啓発グッズを設置

和歌山県
広川町

●町広報紙への掲載

和歌山県
御坊市

●街頭啓発
日時：11月17日（火）
場所：オークワロマンシティ御坊店
内容：啓発グッズ配布
●啓発用のぼり設置

和歌山県
日高町

●啓発用のぼり設置

和歌山県日
みなべ町

●啓発用のぼり設置

和歌山県
日高川町

●啓発用のぼり設置

和歌山県
田辺市

●街頭啓発
日時：11月17日（火）
場所：オークワパビリオンシティ田辺店
日時：11月19日（木）
場所：JR紀伊田辺駅前
内容：啓発グッズ配布
●啓発用のぼり設置

和歌山県
すさみ町

●町広報紙への掲載

和歌山県
串本町

●町広報紙への掲載
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その他取組

関連ＵＲＬ

