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

鳥取県

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

●ラジオでの広報

鳥取県
北栄町

●町広報紙「広報北栄」への掲載

鳥取県
伯耆町

●町ケーブルテレビでの文字放送
●町防災無線での広報

鳥取県
湯梨浜町

関連ＵＲＬ

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

●ポケットティッシュ、ステッカー作成
●啓発ポスターやパネルの作成・展示
●内閣府作成リーフレットの配架
（庁舎、駅、商業施設等）

その他取組

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内、町内行政機関の個室トイレ）、町内行政
●ＨＰ掲載
機関でのポスター貼付、役場に予防啓発パネル展示

●オンライン講演会（動画配信）による県民公開講座を実施
≪公開期間≫
・11月13日13:00～11月20日17:00
・You Tubeによる動画配信
・テーマ：「女性に対する暴力という、隠れたパンデミック（世界的大流行）が起きて
いる」
・講師：北仲千里氏（広島大学ハラスメント相談室准教授、NPO法人全国シェル
ターネット共同代表）
●児童虐待・ＤＶ防止のためのパネル展示
・日時：11月6日～11月23日
・会場：島根県立図書館

●県庁玄関にのぼり掲示（児童虐待と併せて）
●各警察署に懸垂幕等掲示
●県・警察・市町村等公用車に啓発用マグネットシート貼付
●広報啓発活動担当者（県・警察・市町村等）及び関係機関の職員によるパープ
ルリボン着用

島根県

●内閣府作成のポスター・リーフレットを県庁、合同庁舎、県立大学や関係機関に
おいて掲示、設置する。
●新聞広告による広報
●県作成のチラシを県、市町村、関係機関、公民館、図書館、子育て支援セン
●各警察署で懸垂幕を掲示
ター、コンビニに設置する。また、例年街頭活動に協力していただいている団体へ
●県HPによる広報
も配布する。
※街頭活動は、新型コロナウィルス感染予防のため実施しない。

島根県
松江市

●パネル展示（市民活動センター１階展示ブース、南・西窓側ディスプレイ）（予定） ●女性相談窓口について市報松江に掲載〔11月号〕
●ケーブルテレビ告知放送
●パープルリボン展示（市民活動センター街路樹）（予定）
●市役所庁舎内モニター広報
●卓上パープルリボンツリーの設置（市役所窓口課）

島根県
浜田市

●市内全中学生にリーフレット、啓発グッズを配布

●市広報誌への掲載
●ＣＡＴＶ（データ放送）に掲載

●児童虐待防止及びＤＶに関する講演会
日時：11月7日10：00～
場所：市役所4階講堂ＢＣ

●市役所正面玄関口に啓発旗の設置
（11/2～12/1）

島根県
出雲市

●相談窓口カードの設置（庁舎内及び大型ショッピングセンター等の女子トイレ）
●ポスター掲示及びチラシ（県作成）配布（各庁舎、コミュニティセンター等）

●市広報誌への掲載
●市ＨＰへの掲載（予定）

●児童虐待・ＤＶ防止のためのパネル展示
期間：10月31日～11月30日
場所：ゆめタウン出雲
●パープル・ライトアップ
期間：11月12日～11月23日
場所：出雲日御碕灯台

●ＤＶ関係支援者研修会
日時：12月1日 13:30～16:00
会場：出雲市役所
演題：「ＤＶがもたらす影響について ～新型コロナ感染拡大とトラウマ～」（仮題）
講師：西山さつき氏（NPO法人レジリエンス代表理事）

島根県
益田市

●市ＨＰ，市広報への掲載
●内閣府作成のポスター・リーフレット、県作成のチラシを関係機関において掲示、
●懸垂幕の掲示（庁舎）
配布する。
●告知端末での広報

島根県
大田市

●内閣府作成のポスター・チラシ、県チラシを各まちづくりセンター（27ヶ所）、図書
館等に設置
●ＤＶ相談ナビカードの設置（庁舎内トイレ等、コロナ収束後に）

島根県
安来市

●各庁舎窓口へリーフレット・カードの配架
●県チラシを庁舎や関係機関等に設置

島根県
江津市

●相談窓口カードの設置（窓口、庁舎内トイレ）
●庁舎内にポスターを掲示
●県チラシを庁舎や関係機関等に設置

島根県
雲南市

●内閣府作成のポスターを関係機関へ掲示
●島根県作製のチラシを市内４７か所の施設へ配布
（市内地域自主組織、市役所支所内のトイレ）

●県民公開講座を県と共催で実施
・日時：11月13日10:00～、20日17:00
・オンライン講演会
・内容：コロナショックとＤＶ

●パープルリボンの着用

●市ＨＰ、市広報紙への掲載

●ケーブルテレビでの広報、ニュース放映
●相談窓口カードの配布 ●ケーブルテレビの文字放送での広報
●市報１１月号に特集記事を掲載

●ＤＶ防止セミナー
日時：1０月３０日（金）14：30～
場所：雲南市内の小学校
対象者：児童及び保護者
内容：暴力防止（ＳＮＳ等のメディアを使った暴力も含む）についての講演
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●市内の文化ホール「ラメール」をライトアップ（11/12（木）17：30～21：30）
●「女性に対する暴力をなくす運動実施中」のマグネットシートを公用車に装着

https://www.pref.shimane.lg.jp/educat
ion/child/dv/jyosei_soudan/jyosei.htm
l

都道府県・
市町村名
島根県
奥出雲町

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

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

●相談窓口カード・リーフレット、 県版リーフレット等の掲示、配布、設置 (庁舎及
●町のHP、文字放送にて広報
び関係機関窓口）

島根県
飯南町

●県チラシの配布、設置 (庁舎及び関係機関窓口）

●町のHPにて広報

島根県
川本町

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ）
●県チラシを庁舎や関係機関等に設置

●町広報誌への掲載

島根県
美郷町

●県作成の相談窓口カード設置（庁舎内トイレ等）
●県チラシを庁舎や関係機関等に設置

●町の広報へ啓発記事

島根県
邑南町

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、町内公民館等）
●県チラシを庁舎や関係機関等に設置

●パープルリボン活動
運動期間中、邑南町職員によるパープルリボン着用の推進

●相談窓口カードの設置（庁舎及び施設のトイレ等） ポスター掲示
（庁舎及び各施設）
●県チラシを庁舎や関係機関等に設置

●町広報掲載

島根県
吉賀町

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、保育所、社協、高校等）
●県チラシを庁舎や関係機関等に設置

●町広報への掲載

島根県
海士町

●庁舎内、関係施設への相談窓口カードの設置
（庁舎内トイレ、商業施設トイレ等）
●県チラシを庁舎や関係機関等に設置

島根県
津和野町

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

島根県
西ノ島町

●県チラシを庁舎や関係機関等に設置

島根県
知夫村

●県チラシを庁舎や関係機関等に設置

島根県
隠岐の島町

●窓口でのDV相談ナビカード配布。
●リーフレットの配布。
●県チラシを庁舎や関係機関等に設置

●11月号広報への啓発記事掲載

住民向けの啓発は地域事情により困難、女性相談センターや児童相談所と知夫
http://www.vill.chibu.lg.jp/gyosei/ansh
村の実態について情報共有し、啓発内容・方法を検討するとともに、周囲の気づき
in/19
を強化するための関係者研修等を検討している。

岡山県

●内閣府作成のポスター、リーフレットの配布
（関係団体、ＤＶ被害者サポーター等）
●「岡山県男女共同参画推進月間2020」チラシ作成及び配布
（岡山県男女共同参画推進センター）

岡山県
岡山市

●内閣府作成ポスター及びリーフレットの掲示、配布
●ＤＶ相談カードを設置
●11月開催の各種イベントにてリーフレット、ＤＶ相談

●県ＨＰへの掲載
●ラジオ番組を通じた広報啓発
●データ放送での広報
●岡山シーガルズ公式戦における「パープルリボン＆オレンジリボンキャンペーン」
啓発グッズ配布、啓発パネル、リーフレット展示
日時：11月28日（土）
場所：ジップアリーナ岡山前広場
●パープルリボン＆オレンジリボンパネル展示
日時：11月16日～27日
場所：県庁1階県民室

＜STOP！DV パープルリボン講演会＞
DVを理解し「回復」のためにできること
～コロナ時代のDVとこころのケア～
日時：11月19日（木）13:30～15:30
場所：さんかく岡山
講師：増井香名子さん
（新見公立大学健康科学部地域福祉学科講師）

カードを配布

岡山県
倉敷市

●ダブルリボンン運動 啓発チラシ啓発グッズの配布
日時：11月2日～11月30日
●ダブルリボンツリーの展示

岡山県
津山市

●ＤＶ防止・児童虐待防止啓発パネル展
11月2日～13日 津山市役所1階市民ホール
11月16日～22日 津山市立図書館
11月12日～25日 津山男女共同参画センター

●男女共同参画推進センター主催講座「私」を取り戻す～DVを理解し、「回復」の
ために出来ること～
日時 10月30日（木）
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＜ＤＶ防止啓発パネル展＞
日時：11月13日(金）～11月16日（月）13:00まで
場所：岡山市役所１階市民ホール
（主催：ＤＶ防止サポートシステムをつなぐ会・岡山）
※市は名義後援及びパネル貸出

都道府県・
市町村名

広報活動
ポスター、リーフレット

ラジオ、インターネット等の

●マスコットキャラクターによるパープルリボンPR
日時：11月１２日（火）
場所：玉野市役所本庁舎
●パープルリボンツリー事業
日時11月12日～25日

岡山県
高梁市

●パープル＆オレンジリボンツリー展示事業
11月16日～11月26日高梁市役所
11月27日～30日高梁市図書館

岡山県
新見市

●パープルリボンツリー展示
日時：11月12日～25日
場所：新見市男女共同参画プラザ
●啓発グッズの配布
日時：11月2日 市内2商店

岡山県
備前市

●市広報誌「１１月号」に掲載

岡山県
美作市

●市集会施設・コミュニティ施設にステッカーを配布
●市広報誌一一月号に掲載。ＨＰに掲載

岡山県
赤磐市

●パープルリボン×オレンジリボンツリーの設置（啓発物品の配布）
日時：11月期間中
場所：市役所本庁舎正面玄関、各公共施設

岡山県
美咲町

●児童虐待及びＤＶ防止推進事業
パネル設置による啓発
日時 11月1日（日）～11月30日（月）
場所:美咲町役場本庁舎

岡山県
真庭市

●パープルリボン＆オレンジリボンツリーの展示
日時：11月中
場所：真庭市役所本庁舎

岡山県
早島町

●【早島町】懸垂幕設置
日時：11月12日～25日
場所：早島町庁舎前

岡山県
矢掛町

●マスコットキャラクターのパープルリボン着用
日時：11月12日～26日
場所：役場正面玄関

広島県
呉市

関連ＵＲＬ

●パープルリボンツリー事業
日時：11月12日（木）～25日（水）
場所：瀬戸内市本庁舎1階

岡山県
瀬戸内市

広島県
広島市

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

岡山県
玉野市

広島県

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

●内閣府作成のリーフレットの配布・ポスターの掲示(警察署・交番等)

●ラジオ番組による広報
●警察広報紙を活用した啓発

●内閣府作成のポスター・リーフレットを市窓口等で
掲示・配布

●街頭啓発活動（女性団体と合同で実施）
八丁堀交差点周辺（11月12日・14時～15時）
●区役所等でのデートＤＶ防止啓発パネル展示
（11月12日～25日）
●市広報紙「ひろしま市民と市政」において、ＤＶ防止啓 発の特集記事を掲載
●アストラムライン車内でのポスター掲出
（11月12日～25日）

●防犯教室等各種会合における講演

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshi
ki/53/10253.html

●令和2年度「女性に対する暴力をなくす運動」啓発事業
日時：11月18日
場所：市役所7階
内容：DV防止講演会
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https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/9/
dv-lecture.html

都道府県・
市町村名

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

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

広島県
竹原市

●内閣府作成のリーフレットの配布，ポスターの掲示
●相談窓口カードの設置（庁舎内トイレ、商業施設等）

●市の広報誌に掲載
●ケーブルテレビに出演

●特設展示コーナー設置
日時：11月12日～25日
場所：竹原書院図書館
内容：内閣府作成「交際相手とのすてきな関係をつくっていくには」パンフレットや
関連書籍の展示

広島県
府中市

●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、ＤＶ防止支援
ネットワーク関係機関等に配付

●広報ふちゅう11月号に掲載

●市内県立高校において、デートＤＶ防止啓発講演会を実施予定。

広島県
三次市
広島県
大竹市
広島県
東広島市

その他取組

関連ＵＲＬ

講演会等）の啓発活動

●広報誌への掲載

●DV相談カードの配付、設置（窓口，庁舎内トイレ等）

●相談窓口カードの配付（10/31～11/1生涯学習フェスティバル及び12/5人権フェ
スティバル会場で配布）

広島県
府中町

●ポスター掲示（庁舎内・他２か所）
●DV相談カードの配付、設置（庁舎内トイレ、幼稚園・保育園・こども園・小中学校 ●町広報誌への掲載
内）

広島県
海田町

●町広報誌への掲載

広島県
神石高原町

●町広報誌と町HPへ掲載予定

山口県

●内閣府作成のポスター及びリーフレットの配布
●県庁内でパネルを展示

●太陽光発電インフォメーションシステムによる広報
●ラジオ広報
●県広報誌による広報
●県ＨＰ掲載

山口県
下関市

●相談窓口カードの配布、設置（庁舎内トイレ等）

●ホームページ掲載

山口県
宇部市

●市内公共施設での内閣府ポスター掲示、リーフレット設置
●市役所ロビーでのパネル展示（11/12～25）

●市民課電子番号掲示板での広報（11/16～30）

山口県
山口市

●高校２年生を対象としたDV研修会
日時：11月25日14:25～15：15
場所：油木高等学校
内容：「デートDVって何？」について，DVD放映と講師による講演

●DV防止講座開催（11月18日）
DV被害を知る～何となく生き辛いんだけど～
講師 小柴 久子 氏
（NPO法人山口女性サポートネットワーク代表理事）

●市ＨＰ，市広報誌への掲載

山口県
萩市

●オレンジ＆パープルリボンツリーの設置（11月1日～30日）場所：萩市立児童館

山口県
下松市

●市庁舎に女性に対する暴力をなくす運動関連資料及び児童虐待防止関連資料
を併せて展示し、オレンジパープルリボンツリーを設置する。
●職員へのパープルオレンジリボンの配布、市民へ啓発チラシの配布

山口県
岩国市

●内閣府ポスター掲示、リーフレット設置（本庁舎、人権啓発コーナーほか）
●パネル展示（11/24～12/3）

山口県
長門市

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、相談窓口）

山口県
周南市

●内閣府作成のポスター及びリーフレットの配布
●庁舎内トイレへ相談カード設置

●ホームページへの掲載
●Facebookページへの投稿

http://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/5
/
●デートDV出前講座（中学校1校）

●パープルリボンの装着（本庁職員）

https://www.facebook.com/iwakunicit
ydanjokyodosankaku/

●Kﾋﾞｼﾞｮﾝ、CCS、ﾒﾃﾞｨｱﾘﾝｸでの文字放送
●庁内デジタルサイネージ(総務課、市民課)
●駅南北自由通路デジタルサイネージ
●HP掲載
●市広報掲載

●ティッシュ配布による啓発
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https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/
22/43739.html

都道府県・
市町村名

徳島県

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

●県関係施設（県庁舎、ときわプラザ（男女共同参画交流センター）、各総合県民
局庁舎等）及びイオンモール徳島でのパネル展示
●内閣府作成のポスター等の配布

●県ＨＰ、県広報誌、ラジオスポット放送による広報

●市広報誌への掲載

●マスコットキャラクターのパープルリボン貼付（11月12日～11月25日・土日祝日
除く）

●市庁舎でのパネル展示

●市広報誌への掲載

徳島県
美馬市

●市庁舎でのパネル展示

徳島県
三好市

●市庁舎でのパネル展示

●市広報誌への掲載

徳島県
つるぎ町

●市庁舎でのパネル展示

●町広報誌への掲載

徳島県
東みよし町

●市庁舎でのパネル展示

●町広報誌への掲載

●性暴力被害者支援センター周知街頭キャンペーン
日時：11月12日11:30～
場所：高松丸亀町壱番街前ドーム広場
内容：パネル展示、啓発グッズの配布

香川県

●内閣府作成のポスター、リーフレットの掲示、配布
●IKODE瓦町でパネルを展示（11/1～8）【高松市と合同実施】
●県庁内でパネルを展示（11/16～20）

香川県
高松市

●内閣府作成のポスター、リーフレットの配布（幼-保-こ-小-コニュニティーセン
ター等）
●IKODE瓦町でパネルを展示（11/1～8）【県と合同実施】
●庁内エレベータ内ポスター掲示（11/1～30）

●地域SNS「マチマチ」でオレンジ＆パープルリボンキャンペーンについて周知
●市広報誌への掲載（11月号：児童虐待、12月号：DV）
●本庁舎へ懸垂幕の掲示（11/1～30）

香川県
丸亀市

●市役所、図書館にて、パープルリボンツリー、ポスター等の展示
●市内高校でのデートDV啓発パネル展（通年開催）

●市広報誌への掲載（11月）

香川県
坂出市
香川県
善通寺市

●2020フェスティバルあい 特別企画
ＤＶ被害者への支援物資募集・提供

●パンフレットの配布
●鳴門市人権文化祭でのパネル展示

徳島県
阿波市

●オレンジ＆パープルリボンキャンペーンツリーを市役所へ設置（11/25～12/26）

●市内２店舗、まるがめボートレース場にて街頭キャンペーン実施【啓発グッズ配
布】（10/25、11/19、11/22）

●市広報誌へ掲載（11月号）
●市Twitterへ掲載（11月）

●内閣府作成のポスター、リーフレットの掲示、配布

関連ＵＲＬ

●デートＤＶ防止セミナー
県内中・高・大学・看護学生を対象に実施（11月～12月：8校予定）
※パープル・オレンジライトアップ
期間：11月16日～30日
場所：イオンモール徳島
児童虐待防止月間に係る啓発と連携

●2020フェスティバルあい 特別企画
パープルリボンメッセージ展示
期間：11月7日～11月20日
場所：アミコビル１階シンボル広場

徳島県
小松島市
徳島県
阿南市

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

徳島県
徳島市

徳島県
鳴門市

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ＨＰ、市広報紙への掲載
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●コミュニティバス内、つり革にオレンジリボン・パープルリボンの啓発装飾（11/2
～30）

https://www.city.tokushima.tokushima.
jp/smph/shisei/machi_keikaku/danjo/
keihatsu_p_ribbon.html
https://www.city.tokushima.tokushima.
jp/smph/shisei/machi_keikaku/danjo/
DV_shien.html

都道府県・
市町村名
香川県
観音寺市

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

●ポスターの掲示及びリーフレットの配布、設置（庁舎・各支所・市内図書館）
●市内図書館にてDVコーナーを設置
（DV相談ナビカード、啓発グッズ等の配布）

香川県
さぬき市

●市ＨＰ、市広報紙（11月号）への掲載
●ケーブルテレビ文字放送（11/12～11/21）

香川県
三豊市

●内閣府作成のポスター、リーフレットを関係機関に配布
●図書館主催の男女共同参画展にパネル、ポスターを掲示

●市ＨＰ，市広報紙へ掲載

香川県
土庄町

●内閣府作成のポスター、リーフレットの配布、掲示及びＤＶ相談ナビカードの配
付、設置（庁舎内、関係機関）

●町広報誌への掲載

香川県
三木町

●キャンペーン（中学生へリーフレット配布）

●内閣府作成のリーフレット、DV相談ナビカード及び啓発グッズ
（ポケットティッシュ）の配布、設置（庁舎）

●カード、ポスターの設置（人権推進課窓口）

香川県
綾川町
香川県
宇多津町

関連ＵＲＬ

●市ＨＰ、市広報誌への掲載
●市役所庁舎に啓発懸垂幕を設置

●市広報誌への掲載

香川県
小豆島町

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

●内閣府作成ポスターの掲示及びリーフレットの配付
〈市関係施設等〉
●パープルリボンの配付〈市職員等〉

香川県
東かがわ市

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

●町広報誌への掲載
●ラジオでの広報

●町広報誌への掲載

●カード、ポスターの掲示（庁舎内）

香川県
多度津町

●町広報誌への掲載（11月号）

●町ＨＰへの掲載

愛媛県

●内閣府作成のポスター、リーフレットの掲示

愛媛県
松山市

●庁内や市有施設にポスターを掲示
●ＤＶ相談ナビカードの窓口設置・関係機関への配布

●ＦＭラジオによる広報
●えひめ性暴力被害者支援センターのインターネット広告の配信

●期間中に、教職員等対象のＤＶ未然防止出前講座を１回実施。
（年間を通じて開催）

●広報まつやまに記事を掲載
●庁内放送で、相談窓口等を案内

●担当者のパープルリボンピンバッチ着用
●映画上映会
松山市男女共同参画推進センター・コムズで、DVにちなんだ内容の映画上映を行 ●図書コーナー、ライブラリー通信での啓発、DV関連の書籍の特設コーナーを設
置（松山市男女共同参画推進センター・コムズ）。
う。タイトル：「ビリーブ 未来への大逆転」
●パープルの小物配布

愛媛県
八幡浜市

●内閣府作成のポスター・リーフレットの配布および周知依頼、庁舎内にポスター
掲示およびリーフレットの配置

愛媛県
新居浜市

●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防止啓発チラシ入りポケットティッシュを作成し、市役所本庁舎・女性総合セ ●市ＨＰ・広報誌への掲載
ンター等で配付

愛媛県
西条市

●ＤＶ防止啓発用展示物の作成・掲示
●担当者・窓口職員のパープルリボンピンバッチ着用
●図書コーナーでの啓発
DV・児童虐待関連の書籍の特設コーナーを設置。
●県立図書館図書展示コーナーにて「DV・児童虐待」をテーマに図書の展示及び
相談機関関連のリーフレット設置
11月12日から３ヶ月

●市広報誌への掲載
●県HPによる広報

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/h
aiguusha/jyoseinitaisurubouryokuwona
kusu-undou.html

●市広報誌においてＤＶ相談窓口を周知

愛媛県
大洲市

●内閣府作成のポスター、リーフレットの掲示及び関係機関への配布

愛媛県
伊予市

●内閣府作成のポスター、リーフレット、パープルリボンバッジの市関係施設・機関
●市広報紙への掲載
への掲示及び配布
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都道府県・
市町村名

愛媛県
四国中央市

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

●相談窓口カード配布・設置
（市庁舎・市関係出先機関）

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

●市広報誌へ啓発記事を掲載

愛媛県
西予市

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎窓口カウンター・トイレ、各支所及び公民館、
●広報せいよ11月号に「女性に対する暴力をなくす運動」週間と相談先を掲載
児童館等）

愛媛県
東温市

●DV相談カード等窓口や関係部署に配付

●１１月広報掲載

●ＤＶ相談ナビカードを設置（庁舎内トイレ、商業施設等）

●町広報誌「久万高原」１０月号に掲載。
また、町HPへも掲載周知。

愛媛県
内子町

●内閣府作成のポスター、リーフレットの掲示及び関係機関への配布

●１１月号広報誌に「女性に対する暴力をなくす運動」の啓発記事を掲載予定

愛媛県
伊方町

●内閣府「女性に対する暴力をなくす運動」ポスター、リーフレットを町役場関係
課、各支所等にて掲示●配布
●相談窓口カードの設置（役場庁舎内トイレ）

●町ＨＰ、町広報誌への掲載

愛媛県
久万高原町

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

愛媛県
松野町

●広報「まつの」への記事掲載

愛媛県
鬼北町

●鬼北町ホームページによる啓発（11/1～25）

愛媛県
愛南町

●内閣府作成ポスター、リーフレット、相談カードの配布・周知依頼（各支所、各公
民館）

●町広報誌１１月号に「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

高知県

●内閣府作成「女性に対する暴力をなくす運動」のポスター及びリーフレットの配
布、掲示（庁内、市町村、関係機関）
●ＤＶ相談カードの作成及び関係機関（市町村、警察署、支援団体等）への配布
●路線バス車内及び待合所へのポスター掲示（11/12～11/25)

●ラジオによる広報
（RKCの5分対談、原稿読上げ放送）

●関係職員のパープルリボンピンバッチ着用

●DV防止啓発講演会
ＤＶ加害者への取り組み
～加害者更生教育プログラムと
STAY HOMEの現状～
日時：11月15日（日）13：30～15：30
講師：吉祥 眞佐緒
（一般社団法人エープラス 代表理事）
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●女性に対する暴力をなくす運動期間の啓発として、高知城のお堀柵にのぼり旗
を設置。（11/12～11/25）

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/1
41601/dvbousi.html

