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

福岡県

福岡県
福岡市

福岡県
北九州市

佐賀県

長崎県

長崎県
長崎市

長崎県
佐世保市

ポスター、リーフレット
の作成配布

●ＤＶ防止啓発ポスター作成・配布
配布先：庁内関係課、県出先機関、県内市町村、男女共同参画センター、公共交
通機関等
●相談窓口カード作成・配布
配布先：県内市町村、男女共同参画センター、スーパー・商業施設等

●内閣府作成のポスター・リーフレットの掲示・配布

●内閣府作成のポスター掲示
●男女共同参画センター「ムーブ」にて 女性に対する暴力防止のパネル展示
●女性への暴力ゼロ！ホットライン及び特別講座のチラシ作成・配布
●街頭啓発キャンペーン
（JR小倉駅周辺 啓発物品配布）

●県内で実施のイベント等でリーフレットを配布。
●県庁内でパネルを展示。

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
広報キャンペーン等

●YDA（Yahoo!広告 ディスプレイ）
●LINE広告
●広報誌（「ファンファン福岡」）への掲載

●街頭啓発キャンペーンの実施
日時：11月12日・１3日
場所：県内4か所（西鉄福岡（天神）駅周辺等）
内容：横断幕・上り等を用いて、通行人に対しＤＶ防止啓発のＰＲを実施。

●市庁舎デジタルサイネージにてＤＶ相談窓口の広報

●女性の人生サポート講座
令和元年11月21日（土）13：30～15：30
福岡市男女共同参画推進センター・アミカス
テーマ：ＤＶ・ストーカー・性暴力
～異性間に限らず起こりえる問題～
講師：郷田 真樹氏（女性協同法律事務所弁護士）
●講演会
令和２年11月30日（月）14：00～16：00
福岡市健康づくりサポートセンター・あいれふホール
テーマ：「ＤＶと児童虐待～コロナ禍の家庭で起きる暴力を考える～」
講師：倉富 史枝氏（ＮＰＯ法人福岡ジェンダー研究所理事）

●女性への暴力ゼロ運動特別講座
●女性への暴力ゼロ！ホットライン及び特別講座のホームページ、Facebookでの
11月10日（火）14:00～16:00
広報
講師：東 敦子 弁護士
●女性への暴力ゼロ！ホットラインのラジオ番組での広報
テーマ：見えない暴力に気づいていますか？（モラハラについての講話）

●県広報誌「県民だより」11月号掲載による周知

その他取組

関連ＵＲＬ

講演会等）の啓発活動

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/b
oryoku-nakusu.html

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/jigyo
suishin/life/amikas/woman-support.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomomirai/k-katei/charm/DVkouenkai.html

●女性への暴力ゼロ！ホットライン
11月18日（水）10:00～17:00
弁護士等による電話相談
●パープルライトアップ（11月12～25日）

●令和2年度 女性に対する暴力防止講演会
『DV・面前DVが被害者に及ぼすこころへの影響』
日時：11月26日（木）
13:30～15:30
会場：アバンセホール
（佐賀市天神3丁目2-11）
対象：県民100名
講師：佐賀大学医学部付属病院
精神神経科教授 野上耕二郎氏
●県立男女共同参画センター・県立生涯学習センター（アバンセ）北側出入口の
ライトアップ
★実施期間：11月1日～末日
★実施時間：日没～22時

●信用組合、自衛隊が設置している電光掲示板の活用
●県庁での館内放送
●メールマガジンによる啓発
●県民を対象にパープルリボンツリーによる啓発(県作成啓発グッズの配布)
●つながるフェスタin県庁
日時：10月25 10:00～16:00
場所：県庁
内容：パネル展、のぼり掲揚、紫色のガーランド作成のワークショップ、パープル
リボンツリー、NPODV防止ながさき展示

●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・周知依頼
（庁内、市町、関係機関、商業施設）
●ながさき男女共同参画推進センターだより作成（特集「女性に対する暴力をなく
す運動」、相談カード配布
●相談窓口カードの配布・設置
（市町開催イベント等）※通年
●県庁ロビーにてパネル展、のぼり掲揚

●ラジオＣＭ
●県庁ホームページ、ツイッター等での広報
●県庁ホームページの県政ビジョン作成
●県庁舎に横断幕掲揚
●県内の取組予定を取りまとめプレスリリース

●内閣府作成のポスター、リーフレット、パープルツリー等の掲示
●相談窓口カードの配布・設置

●講座「旅するお菓子～ヨーロッパの女性たちのお話」
11月21日（土）14：30～16：00
●市広報紙、市ホームページ及び市職員向け情報紙での、パープルライトアップの 女性に対する暴力をなくす運動期間の紹介、講師が旅した欧州の女性たちのラ
イフスタイルなどについてのお話など
実施の周知等による運動期間啓発記事の掲載
●「DV根絶のための連続講座」
●男女共同参画推進センターによるラジオでの啓発
11月22日（日）9：30～16：30
●男女共同参画推進センターのホームページ及びフェイスブックでの広報
DVの基礎知識、警察の対応、ひとり親支援、若年性虐待者の対応、DV加害者更
生プログラムなど

●ＤＶ相談カード等を女性トイレへ設置
●パープルリボンツリーと啓発ポスターの掲示
●市立図書館へ啓発ポスター掲示とチラシの設置
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長崎市ホームページ
https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/190
000/193000/p030414.html
長崎市民会館ホームページ
https://ngs-shiminkaikan.jp/
※アマランスFacebookもウェブサイトにリン
ク有

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

長崎県
島原市

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

●市ホーム等での周知

長崎県
諌早市

●男女共同参画推進センター及び各支所、各市立図書館において内閣府作成の
●広報「いさはや」への掲載
啓発ポスターを掲示

●市役所本館１階ロビー及び男女共同参画推進センターひと・ひとにおいて、啓発 ●諫早図書館において啓発ポスターや女性に対する暴力をなくす運動に関する図
パネル、パープルリボンツリーの展示を行う
書の紹介や資料を掲示

長崎県
大村市

●市内各施設６か所でパープルリボンツリーによる啓発（リーフレット配布）

●11月1日(日)１０：００～１２：００
「女性のためのセルフディフェンス護身術講座」実施

長崎県
平戸市

●県立図書館と共催でパネル展、図書紹介、紫色のガーランド作成のワークショッ
プ、パープルリボンツリーによる啓発(県作成啓発グッズの配布)
●市庁舎での懸垂幕の掲示
●広報誌・HP掲載

●懸垂幕掲示（１か所）
●パープルリボンツリーによる啓発活動（２か所）

長崎県
松浦市

●庁舎ロビーにてパープルリボンツリーによる啓発
●のぼりの設置
●相談窓口カードの配布・設置

長崎県
対馬市

●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・周知依頼
●相談窓口カードの設置（窓口・庁舎内トイレ等）

●CATV文字放送（10/19～11/25)
●広報つしま11月号に掲載（全世帯配布）

長崎県
壱岐市

●県からの配布物（ポスター、のぼり等）の設置
（庁内、関係機関）

●ケーブルテレビでの広報
●壱岐市ホームページでの広報

●図書館（２館）でパネル展、図書紹介、パープルリボンツリーによる啓発(県作成
啓発グッズの配布)

長崎県
五島市

●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での庁
内周知依頼
●相談窓口カードの配布・設置
（市町開催イベント等）※通年

長崎県
西海市

●相談窓口カード及びリーフレットの配布、設置

●市広報紙へ記事を掲載
●市ＨＰへ記事を掲載
●ＮＢＣデータ放送へ記事を掲載

●オレンジ＆パープルフラワー事業
「花の街づくりチーム」の協力を得て、市役所本庁・支所玄関前にオレンジ色と紫色
の花をメインに花苗の植え込みや飾りつけを行なう。
●本庁玄関にのぼり旗及びパープルリボンツリー（県作成啓発物）を設置する。

長崎県
雲仙市

●内閣府作成「女性に対する暴力をなくす運動」のポスター及び相談カード設置
（庁内）

●広報誌、ホームページに掲載

●市内中学校４校でデートDV防止啓発講座を開催

長崎県
南島原市

長崎県
長与町

●国見町図書館でパネル展、図書紹介、パープルリボンツリーによる啓発(県作成
啓発グッズの配布)
●庁舎１階ロビーでパネル展、パープルリボンツリーによる啓発（県作成グッズの
配布）

●本市西有家庁舎にて、啓発物を展示する。

●図書館でパネル展、図書紹介、パープルリボンツリーによる啓発(県作成啓発
グッズの配布)
●庁舎１階ロビーでパネル展、パープルリボンツリーによる啓発（県作成グッズの
配布）

●相談窓口の周知（広報11月号掲載）
●相談窓口の周知（町HP掲載）

長崎県
時津町

●図書館（2か所）及び役場ロビーでパープルリボンツリー、啓発グッズ配布及びパ
ネル展の実施。図書館では関連図書を紹介。
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関連ＵＲＬ

広報活動
都道府県・
市町村名

長崎県
東彼杵町

長崎県
川棚町

長崎県
小値賀町

長崎県
佐々町

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

●相談窓口カードの配布、設置（庁舎内トイレ、カウンター等）

●女性に対する暴力をなくす運動期間(Ｒ2.11.12～25)に内閣府作成のポスター及
びリーフレットを設置し、周知予定。

●庁舎ロビーにてパープルリボンツリーによる啓発
●のぼりの掲出
●相談窓口カードの配布・設置

●相談カードの配付、設置
（本庁、健康相談センター窓口）
●DV相談窓口シールの掲示
（本庁、健康相談センター、公民館 女子トイレ）

●内閣府作成「女性に対する暴力をなくす運動」のポスター掲示、リーフレット配布
(庁舎内）
●ながさき男女共同参画推進センター作成（特集「女性に対する暴力をなくす運
動」）の相談カードの配布・設置（窓口）※通年

熊本県

●家庭から暴力をなくすキャンペーン（児童虐待防止推進月間と障害者週間も併
せたキャンペーン）のチラシ作成配布
●内閣府作成ポスター及びリーフレットの配布

熊本県
熊本市

●庁舎内、関係施設へのポスター掲示、リーフレットの配布・設置

熊本県
高森町

熊本県
南小国町

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

長崎県
新上五島町

熊本県
宇土市

ラジオ、インターネット等の

●図書館で図書紹介、パープルリボンツリーによる啓発

●パープルリボンツリーによる啓発
(県作成啓発グッズの配布)

●相談窓口の周知（広報紙）

●男女共同参画イベントでのパープルリボンツリーによる啓発

●県ＨＰへの掲載
●県広報テレビ番組、ラジオを利用した広報

●パープルリボンキャンペーン
●市政広報誌による運動期間、事業の広報
●ラジオ番組による運動期間の広報

●女性に対する暴力をなくす運動講演会
日時：１１月１３日 １３：３０～
場所：くまもと県民交流館パレア
演題：「ＤＶ加害者を知る～被害者支援の一環としての加害者理解～」

●DV防止セミナーの実施（11月28日）

●町ＨＰ，町広報誌への掲載

●内閣府作成ポスター及びリーフレットの配布
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ）

●市ＨＰ，広報誌への掲載

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内）

熊本県
水俣市

●市広報誌11/1号掲載

熊本県
相良村

●内閣府作成のポスターを庁舎内に掲示。リーフレットを関係窓口に設置。

熊本県
合志市

●相談窓口カードの設置、リーフレットの作成設置
（庁舎内トイレ、公共施設等）

熊本県
阿蘇市

●独自のDV防止のチラシを作成し、商業施設、医療施設に配布。

熊本県
山鹿市

●庁内に啓発カードを配布

熊本県
菊池市

●内閣府作成ポスター及びリーフレットの配布

●広報誌の掲載

●パープルリボンキャンペーン
11月26日、女性への暴力防止キャンペーングッズの配布

●市広報誌「広報やまが」１１月号掲載による周知

●山鹿市虐待暴力防止ネットワーク代表者会議
期日：１１月６日（金）
講演：竹下元子氏
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●期間中、市役所１階ロビーにおいて、パープルリボン及びオレンジリボンを飾っ
https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/
たツリーの掲出（同時期に児童虐待防止に関するパネル展示を実施）
●男女共同参画センターはあもにい及び市役所１階ロビーにおいて、パープルリボ Detail.aspx?c_id=5&id=5001
ンツリーの掲出

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

●デートDV防止パンフレットの作成及び市内高校１年生、中学３年生に配布。

熊本県
宇土市

●内閣府作成ポスター及びリーフレットの配布
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ）

熊本県
山都町

●相談窓口カードの設置（福祉課窓口、庁舎内トイレ等）●内閣府作成ポスター及
●町広報やＨＰによる広報
びリーフレットの配布

熊本県
御船町

●窓口に関連のカードやパンフレットを設置

大分県

大分県
大分市

●市ＨＰ，広報誌への掲載

●デジタルサイネージによる暴力防止啓発動画放映
（JR大分駅構内）
●ホームページ、広報誌、新聞広告による広報
●県内市町村共同による街頭キャンペーン
●市内歩道橋に横断幕設置

●アイネスパープルリボンプロジェクト2020
・パープルツリーの設置
・パープルライトアップの実施
・インスタグラムフォトコンテスト（パープルリボン賞）の設置
・運動期間中に民間の団体（企業）によるリーフレット設置やパープルライトアップ
等への協力依頼

大分県
臼杵市

●講演会日時：11月12日（木）15:00～16:00
場所：臼杵市中央公民館 視聴覚室
講師：NPOえばの会 吉本 寛子 氏
演題：「DVと児童虐待の基礎知識」

大分県
佐伯市

●講演会日時：11月18日（水）13：30～15：00
場所:さいき城山桜ホール 小ホール
講師：大分県人権問題研修講師 池部 小枝子 氏
演題：「男女格差121位の中で…～ジェンダーとハラスメント～」

●運動期間中における街頭でのリーフレット及び啓発グッズ等の配布（11月19日
マルショク津久見店前）

大分県
杵築市

●運動期間中における街頭でのリーフレット及び啓発グッズ等の配布（11月12日
市内３店舗前）

●講演会日時：11月19日（木）13：30～15：30
場所：宇佐文化会館 大ホール
講師：NPO法人LGBTの家族と友人をつなぐ会
中島 みつ子 氏
演題：「自分らしく生きるために～性をめぐる「ふつう」とわたしたちのSOGIE(ソジ
イー)の人権～」
●パープルツリーの設置
宇佐市役所、安心院支所、院内支所、宇佐市隣保館、宇佐市民図書館

大分県
宇佐市

大分県
由布市

●運動期間中における街頭でのリーフレット及び啓発グッズ等の配布（11月17日
イオン挾間店、マルミヤストア庄内店、Aコープゆふいん店）

大分県
姫島村

●運動期間中における街頭でのリーフレット及び啓発グッズ等の配布（11月12日
姫島村営フェリー待合室、Aコープ姫島支店前）

大分県
九重町

●運動期間中における街頭でのリーフレット及び啓発グッズ等の配布（12月7日
九重文化センター）

大分県
玖珠町

●運動期間中における街頭でのリーフレット及び啓発グッズ等の配布（12月2日 く
すまちメルサンホール）

関連ＵＲＬ

●児童虐待防止推進月間と連携し、市政だより１１月号に児童虐待及びDV防止に
ついて記事掲載。

●運動期間中における街頭でのリーフレット及び啓発グッズ等の配布（11月12日
大分駅 南口・北口）

大分県
津久見市

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

熊本県
天草市

●女性に対する暴力防止啓発ステッカーの掲示（公的機関・民間団体のトイレ等）
●運動期間中における街頭でのリーフレット及び啓発グッズ等の配布（11月12日
大分駅 南口・北口）
●県機関・市町村び関係機団体（医師会、看護協会等）へのポスターの配付

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布
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https://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/pu
rpleproject2020.html
https://oita-sumire.jp/
https://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/so
udan.html

広報活動
都道府県・
市町村名

宮崎県

宮崎県
宮崎市

宮崎県
都城市

ラジオ、インターネット等の

ポスター、リーフレット

●内閣府作成ポスター・リーフレットの配付、掲示
●DV相談窓口カードの配付、設置
（庁舎内トイレ、商業施設等） ※通年

●相談窓口カードの配布設置
（センター、庁舎内、公民館、高校、大学など）
●庁内関係課等において、内閣府作成のポスター掲示、リーフレットの設置

●市庁内でパネルを展示及びリーフレットを配布。
●相談窓口カードの設置（庁舎内トイレ、市保健センター等）

宮崎県
延岡市

●県ホームページへの掲載
●県政番組（ラジオ・テレビ）での広報
●新聞広告の掲載
●懸垂幕の掲示（県庁舎・デパート）
●パネル展の実施
県庁本館（11/16～11/29）
県庁防災庁舎(11/16～11/30)
県立図書館（11/11～11/23）

●県男女共同参画センター開館時間延長
（11/12～11/25 ※平日のみ）
通常9:00～17:30
期間中9:00～20:00
●女性への暴力防止キャンペーンのテーマダンス動画の作成・配信

●市ＨＰ，市広報紙への掲載
●懸垂幕の掲示（庁舎）

●男女共同参画情報誌「響」への掲載
●市役所庁舎前、電光掲示板に表示

●市ホームページへの掲載

宮崎県
日向市

●日向市駅構内、日向市立図書館でパネルを展示。
●相談窓口カード、リーフレットの配付、設置
（庁舎内窓口、庁舎内トイレ、出先機関等）

●市ＨＰ，市フェイスブックへの掲載
●ＦＭひゅうが放送（11/2～11/13）

宮崎県
串間市

●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ）

●市HPへの掲載

宮崎県
西都市

●パネルの掲示及び啓発リーフレット、相談窓口カードの 配布（本庁舎市民課前 ●お知らせ11月1日号での広報
ロビー、市立図書館）
●市ホームページによる広報

●内閣府作成のポスター及びリーフレット掲示、配布。 ●パネル展示及び相談窓
口記載のポケットティッシュを配付（市役所・産業文化祭・セミナー等）
●市ＨＰ、市広報紙への掲載
●市相談窓口ポスター掲示・カード設置（公共施設、商業施設等）※通年

●庁舎内にポスター掲示。
●相談窓口カード、リーフレットの設置
（庁舎案内・トイレ、駅舎トイレ等）

宮崎県
高鍋町

https://www.hyugacity.jp/

●男女共同参画セミナー
日時：11月14日 13:30～15：00
場所：市国際交流センター
内容：男女共同参画と防災

●男女共同参画職員研修
日時：11月18日 13:30～15：00
場所：市役所本庁ー
内容：ＤＶの現状と対応
●のぼり旗設置（市役所・産業文化祭・セミナー）

●町HP、町回覧への掲載

●高鍋町ＨＰへの掲載。

宮崎県
川南町

●相談窓口カードの設置（まちづくり課庁舎内トイレ）

●町発行広報誌への掲載
●のぼり旗の掲示（庁舎入口）

宮崎県
諸塚村

●相談窓口カードの設置
（庁舎内トイレ、特産品販売所トイレ）

●村広報誌への掲載

宮崎県
椎葉村

●「DV相談ナビ」カードの配布、設置
（庁舎内トイレ、庁舎内窓口等）

宮崎県
美郷町
宮崎県
高千穂町

関連ＵＲＬ

①あなたは悪くない「配偶者からの暴力（DV）に気づくために」 【講座】
・日時：11月22日（日）10：00～
・場所：宮崎市男女共同参画センター
●右記①の講座については、公式チャンネルにて限定ライブ配信を行い、リモート ・内容：ＤVの本質を知り、気づいたときにどのような選択肢があるのか、弁護士の
●市役所の玄関付近にのぼり旗を掲示
立場からお話します。
での参加も可能となります。
②2020パープルリボンキャンペーン
・内容：県内市町村の団体で啓発動画を作成し、各団体のホームページ等で配信
し啓発を図ります。宮崎市男女共同参画センターも１団体として参加予定です。

●庁舎内にて資料やポスターを展示
●カードの設置（庁舎、公共施設のトイレ等）

宮崎県
三股町

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

宮崎県
小林市

宮崎県
えびの市

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

●町内防災行政無線で広報

●ケーブルテレビ文字放送

●相談窓口カードの配付、設置
（庁舎内トイレ、商業施設等）

●町内テレビの文字放送に掲載
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https://www.city.ebino.lg.jp/

広報活動
都道府県・

ポスター、リーフレット

市町村名

宮崎県
五ヶ瀬町

鹿児島県

ラジオ、インターネット等の

●庁舎内等でポスターを掲示。
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ等）

●内閣府作成ポスターとリーフレットの配布・掲示
（庁舎内・関係機関）
●相談窓口カードの設置（庁舎内・関係機関）

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

●町広報紙11月号への掲載

●ラジオでの広報
●県HPでの掲載(今後作成予定)

●街頭キャンペーン
日時：11月12日15時～16時
場所：鹿児島中央駅前
内容：啓発活動や相談カード等の配布
●暴力被害者支援セミナー
日時：11月20日13：30～16：30
場所：かごしま県民交流センター大ホール
内容：講演「頑張らなくても支援につながる社会を目指して」
講師：菅野 蘭 氏（毎日新聞西部本社 鹿児島支局 記者）
●パネル展示・パープルリボンツリーの設置
県庁舎２階（11/２～11/30）
県庁舎18階（11/17～11/25）
かごしま県民交流センター２階他（11/12～11/25）

鹿児島県
鹿児島市

●サンエールかごしまで関連図書の展示
●市役所窓口職員のパープルリボンバッジの着用
●カードサイズＤＶリーフレットの設置
（庁舎内トイレ、商業施設等）

●広報紙「かごしま市民のひろば11月号」での広報
●DV予防啓発及び相談窓口周知CMの放映（アミュ広場）
●テレビスポットＣＭの放映（民放４社）

鹿児島県
鹿屋市

●啓発パネルの展示、相談窓口案内カード等の設置
(本庁、支所、中央公民館、かの
やばら園、市立図書館、子育て
交流プラザ、協賛事業所)
●街頭キャンペーン（市内商業施設）

●市ＨＰ、広報誌への掲載
●ラジオでの広報

●パープルリボンツリー設置
場所： 本庁、支所、中央公民館、かのやばら園、市立図書館、子育て交流プラ
ザ、協賛事業所
・パープルイルミネーション設置
場所：リナシティかのや周辺

鹿児島県
枕崎市

●ＤＶの概要や相談機関が掲載されたしおりを作成・配布
（市立図書館）

●市ＨＰ，広報紙への掲載
●お知らせ版へのチラシ折込

鹿児島県
阿久根市

●ポスターの掲示

●市広報誌（１１月号）への掲載

鹿児島県出水市

●相談窓口カードの配置（庁舎内トイレ、関係機関）

●市ＨＰへの掲載

鹿児島県
指宿市

●相談窓口カードの設置（庁舎内，市内医療機関）
●ポスターの設置（庁舎内）

●市HP・広報紙への掲載

●ポスター、リーフレットの作成配布

●啓発用ツリー設置（市役所総合案内横）
※市民にパープルリボンを結んでもらう。（市民参加型）

●相談窓口カード設置（庁舎内トイレ）
●相談窓口リーフレット及びティッシュ配付（庁舎内）

●そおＦＭラジオでの広報
●市報11月号掲載

鹿児島県
曽於市

関連ＵＲＬ

●庁舎敷地内にのぼり旗設置

●パープルリボンキャンペーン
日にち：11月12日～２５日
場 所：サンエールかごしま、市庁舎、かごしま水族館、図書館、イオンモールか
ごしま等
内 容：パープルリボンツリーとDVに関する啓発パネルを展示し、パープルリボ
ンを配布。
●女性に対する暴力に関する講演会
日 時：11月22日 14：00～15：30
場 所：サンエールかごしま

鹿児島県
薩摩川内市

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

●パープルリボンツリーの設置
日時，場所：未定
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●法律相談
「女性のための法律110番」
日時：11月25日10時～16時

http://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/shi
minbunka/danjokyodo/dvbousiunndou.html

●パープルリボンツリー，ＤＶ防止に関するパネルの設置
（市役所，市民会館，市立図書館）

https://www.city.makurazaki.lg.jp/soshiki/k
ikaku/8139.html

●庁舎のパープルライトアップ

https://admin.city.kagoshimaizumi.lg.jp/spc/spc_documents/edit/4586
（11月1日 掲載予定）

https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/kyosei/
danjo/danjo/page002937.html

広報活動
都道府県・

ポスター、リーフレット

市町村名

●相談窓口カードの設置
（庁舎内、日置市女性センター銀天街）
●ポスター掲示
（庁舎内、市中央公民館、日置市女性センター銀天街）
●DVや男女共同参画に関するパネル展示（庁舎内）

鹿児島県
霧島市

●特設コーナーの設置（パネル展示・チラシ展示）
●相談窓口カードの配布・設置

イベント（シンポジウム、

メディアを利⽤した

の作成配布

鹿児島県
日置市

鹿児島県
南さつま市

ラジオ、インターネット等の

●市広報誌「広報ひおき」11月号、「日置市女性センター銀天街だより」10月号、市
HPに掲載

●パープルリボンツリーの設置
日時：11月12日～25日
場所：市役所庁舎内、日置女性センター銀天街
内容：パープルリボンツリー、相談窓口カードやDVリーフ
レット設置、パープルリボンを配布

●メディアセンター大型モニターでのＤＶ防止のビデオ放映
●ＦＭきりしまにて「女性に対する暴力をなくす運動」についての放送
●広報誌にて市の取組の紹介

●パープルリボンツリーの設置

●市報11月号で「性暴力を、なくそう」の記事掲載。

●パープルリボンキャンペーン
日時：11月1日～11月30日
場所：市役所庁舎
内容：パープルリボンツリー、DV、デートDVリーフレット
の設置

鹿児島県
奄美市

①職員向け研修「DV防止及び被害者支援研修」
●11月の「女性に対する暴力をなくす運動」・「児童虐待防止月間」にあわせて、ポ ●広報誌11月号に、「女性に対する暴力をなくす運動」・「児童虐待防止」の記事を ②市民向け研修「デートDV防止」
・日時：10/28 ①14時から5時30分・②18時30分～20時
スターや、リボンのツリーを展示
掲載し、相談窓口の案内する。
・場所：奄美市役所5階会議室

鹿児島県
南九州市

●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
●ＤＶ相談ナビカードの窓口設置・関係機関への配布

●市広報紙10月号に運動に係る情報を掲載
●市ホームページに運動に係る情報を掲載

鹿児島県
伊佐市

●内閣府作成のポスター掲示
●相談窓口カードの配布・設置

●市広報誌掲載

鹿児島県
姶良市

11月12日（火）～11月25日（月）
●パネル展示（市役所ロビーに掲示（デジタルサイネージの利用））

鹿児島県
三島村

●ポスターの掲示（庁舎内）
●相談窓口カードの設置（庁舎内）

鹿児島県
大崎町

関連ＵＲＬ

https://www.city.hioki.kagoshima.lg.jp/kouh
o/kurashi/tetsuzuki/danjo/index.html

●内閣府作成のポスターの庁内掲示及びリーフレット設置
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内窓口・トイレ）

鹿児島県
志布志市

鹿児島県
十島村

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

11月12日（火）～11月25日（月）
●姶良市ホームページによる啓発
市広報誌「広報あいら」による啓発
広報あいら１０月１５日発行号
１１月１５日発行号

●南九州市内図書館３施設でのパープルリボン運動の啓発ディスプレイ設置
●市役所交差点の大型電光掲示板にDV防止に係る情報を掲載
●MBCデータ放送「南九州市からのお知らせ版」にDV防止に関する情報を掲載

●パネル展示・パープルリボンツリーの設置
鹿児島銀行大口支店（11月５日～11月30日）
●DV関連図書コーナーの設置
大口図書館・菱刈図書館（11月12日～11月25日）

11月12日（木）
11月17日（火）
●若年層へのお届けセミナー
市内２中学校にて、デートDV防止講座を実施する。

●ポスターの掲示（庁舎内）
●相談窓口カードの設置（庁舎内）
●出張所窓口

●相談窓口カードの配置（庁舎内廊下）
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11月12日（火）～11月25日（月）期間中の取り組み
●国際ソロプチミストあいらと協働のパープルリボンツリーの設置「イオンタウン姶
良」内に設置依頼。
（ツリーは市役所ロビーと課のカウンターにも設置。カードはトイレに設置。）
●アウェアネスダブルリボン（オレンジ：児童虐待防止、パープル：DV防止）の作成
と啓発併せて携帯カードによる啓発（NPO等とダブルリボンを作成。期間中、市役
所総合窓口にて広報用携帯カードとダブルリボンを配布。関係職員等のリボン着 ●姶良市ホームページ
http://www.city.aira.lg.jp/
用を推進。）
●パープルリボンを利用した啓発
期間中姶良市マスコットキャラクター「くすみん」に大きめパープルリボンとパープル
マフラーを着用し活動。
11月２日（月）
●女性弁護士による無料法律相談
女性弁護士による無料法律相談を実施する。

広報活動
都道府県・
市町村名

沖縄県

ポスター、リーフレット
の作成配布

●内閣府作成のポスター及びリーフレットを、県内市町村等へ配布

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

●県のホームページ・ラジオ等の広報媒体を活用した広報

その他取組

講演会等）の啓発活動

広報キャンペーン等

●県庁ホール、沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」でパネル展を実施
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●女性のための総合相談inてぃるる
（無料相談）
日時：11月21日(土)、13:00～15:30
場所：沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」

関連ＵＲＬ

