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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

北海道

【北海道】
●庁舎内に運動ポスター掲示
●庁舎内にＤＶ相談窓口カード、リーフレット配架
●管内金融機関（５５店舗）へ周知及びDV相談窓口周知用カードの配置（胆振総合振興局）
●パープルリボン配布（留萌振興局）
●医療機関にリーフレット配付（宗谷総合振興局）

【七飯町、北斗市、士別市、岩見沢市、恵庭市、江別市、登別市、網走市、石狩市、紋別市、網走市、苫
小牧市】
●相談窓口カードの配付、設置

【士別市】
●オレンジリボン、パープルリボン運動ティッシュ市内各施設配布

【士別市、旭川市、石狩市、紋別市】
●ポスター掲示（庁舎内、公共施設）

【岩見沢市】
●DV相談リーフレットの配布、設置（庁内、商業施設等）

【帯広市】
●DV防止啓発携帯パンフレットを、2,500部作成
●相談窓口携帯パンフレットの設置（庁舎内トイレ、総合病院、スーパー等）

【北海道】
●庁内放送により運動テーマ等を広報
●運動についてホームページに掲載
●地域ＦＭラジオ（エフエムもえる）に出演・広報（留萌振興局）
●地方新聞への広告掲載（釧路総合振興局）
【旭川市、岩見沢市、江別市、士別市、七飯町、石狩市、千歳市、帯広市、苫小
牧市、北広島市、北斗市、網走市、紋別市】
●市町村広報誌への掲載
【岩見沢市、江別市、七飯町、石狩市、帯広市、登別市、北広島市、北斗市、網
走市、紋別市】
●市町村ホームページへの掲載
【北広島市】
●懸垂幕の掲示（庁舎）
【士別市、帯広市】
●新聞広告の掲載
【士別市、恵庭市、登別市、紋別市、苫小牧市】
●市公式ＳＮＳへの掲載
【士別市、網走市】
●庁舎内デジタルサイネージ掲載
【帯広市】
●ラジオでの広報
【石狩市】
●庁内放送

【北海道】
●ＤＶ防止啓発パネル展の開催（本庁、空知総合振興局、渡島総合振興局）
●街頭啓発（宗谷総合振興局、根室振興局）
【北広島市】
●DV防止パネル展
　期間：11月12日～17日、場所：エルフィンパーク交流広場
【岩見沢市】
●パープルリボンパネル展・パープルリボン無料配布
　日時：11月12日～25日、場所：庁舎ロビー、商業施設等
【帯広市】
●市民ホールにて、パネルを展示。パネル展会場で、パープルリボンを配布。
●「一人で悩まないで～DV支援について考える～」
　日時：11月19日19：00～、場所：とかちプラザ
　内容：DVの基本的な概念とシェルターの働きについて
【恵庭市】
●DV啓発パネルの掲示（駅空中歩廊）
【石狩市】
●パネル展の開催並びにパープルリボンの設置（市役所、公共施設）
【紋別市】
●パープルリボンツリーの設置
　日時：11月12日（金）～11月25日（木）、場所：紋別市保健センター・イオン紋別
店
【苫小牧市】
●パープルライトアップ実施施設へパネル設置（４施設）
【函館市】
●「配偶者等に対する暴力・児童虐待防止パネル展」の開催
　日時：１１月１５日～１９日、場所：函館市役所１階市民ホール

【北海道】
●性暴力被害者支援センター北海道（さくらこ）相談先周知シールを各市町村、
道内教育機関（中学校、高等学校、大学・短期大学、専門学校）、カラオケボック
ス、コンビニエンスストア等に配布し、女性トイレへの貼付を依頼（本庁）
●マグネット広告を作成し、公用車に貼付（上川総合振興局）

【北広島市】
●関連図書特設コーナーの設置
　期間：11月12日～25日
　場所：北広島市図書館

【石狩市】
●女性相談の実施（11/25）
●町内会回覧による周知

【石狩市、紋別市】
●職員のパープルリボン着用

【北海道】
http://www.gender.go.jp/poli
cy/no_violence/no_violence_
act/index.html#purple
（空知総合振興局）

【北広島市】
https://www.city.kitahiroshi
ma.hokkaido.jp/hotnews/det
ail/00000738.html

【北斗市】
https://www.city.hokuto.hok
kaido.jp/docs/4368.html

【岩見沢市】
https://www.city.iwamizawa.
hokkaido.jp/content/detail/3
103877/

【石狩市】
https://www.city.ishikari.hok
kaido.jp/soshiki/seikatsu/56
672.html

【紋別市】
https://mombetsu.jp

岩手県

【岩手県】
●庁舎内、大規模商業施設におけるDV防止啓発パネル等の展示、リーフレット等の配布
【市町村】
●庁舎内でのポスター等展示、関係機関へのリーフレット等の配布

【岩手県】
●県ホームページやテレビ、ツイッターによる月間運動の周知
【市町村】
●各自治体ホームページ、広報誌、コミュニティラジオによる月間運動の周知

【花巻市、釜石市】
●DV関連セミナーの開催

【岩手県、各市町村】
●職員によるパープルリボンの着用

【県ホームページ】
https://www.pref.iwate.jp/ku
rashikankyou/seishounendan
jo/danjo/bouryoku/1024174.
html（各広域振興局、市町村
の取組状況等を掲載）

http://www.apio.pref.aomori.j
p/

令和３年度「女性に対する暴力をなくす運動」予定行事

都道府県

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

青森県

【青森県】
●内閣府作成ポスター及びリーフレットの配布・周知依頼（関係機関）及び県庁舎、県男女共同参画セン
ターでの掲示・設置
●パープルリボンキャンペーンにおいてチラシ、ティッシュ、DV防止のカード、リーフレットを配布
●青森県男女共同参画センターにおいて、DV及びデートDVに関するパネルの展示、書籍貸出、来館者
へチラシを配布
【青森市、弘前市】
●相談窓口カードを庁舎内トイレ等に常時設置
【八戸市】
●シンボルマークが掲載されたＤＶ防止啓発や人身取引対策に関するポスター、チラシ等(内閣府発行)
を庁舎案内、関係課等に設置
【黒石市】
●庁舎内に内閣府作成ポスターの掲示、相談カードの設置（通年実施）
【五所川原市】
●DV相談ナビカードの窓口設置（通年）
【むつ市】
●庁舎内でポスター掲示、リーフレット配布
●関係施設（安渡館、マエダアリーナ）でポスター掲示、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）
【つがる市】
●市役所企画調整課窓口および市立図書館にポスター及びリーフレットを掲示する
【平川市】
●相談窓口カード、啓発シールの配付、設置（庁舎公共施設等）
●内閣府ポスターの掲示、リーフレットの配布、設置（庁舎、公共施設等）
【今別町】
●各施設トイレに設置
●小・中学生に配付
●役場窓口に設置
【蓬田村】
●相談窓口カードの設置（庁内窓口）
●ポスターの設置（庁舎内）
【板柳町】
●ポスター及びリーフレットの掲示・設置
【中泊町】
●中泊町役場庁舎及び町内の公共施設にリーフレットを設置し、啓発運動を実施する
【東通村】
●DV相談カードの配付、設置（庁舎内１階お手洗い、窓口、村営体育館１階お手洗い）　
●ポスターの掲示（庁舎内１階待合ラウンジ）
【田子町】
●相談窓口カードの設置（庁舎内トイレ、公共施設等）
●内閣府ポスターの掲示、リーフレットの設置

【青森市】
●市広報誌への掲載
【弘前市】
●広報誌で、相談窓口の案内を告知
【八戸市、五所川原市】
●市広報誌（11月号）への掲載
【黒石市】
●広報くろいし11月号に記事掲載
【十和田市】
●市HP、市広報誌への掲載
【むつ市】
●HP、広報誌、SNSへの掲載
【つがる市】
●市HP、市広報紙へ掲載（11月号）
●地元新聞社への投げ込み
【平川市】
●県の相談窓口や支援員募集に関する記事を掲載（市広報11月号）
【今別町、田子町】
●町広報誌に掲載（11月号）
【外ヶ浜町】
●町広報誌への掲載（11月～3月までのいずれか）
【大鰐町】
●町広報誌11月号への掲載（あおもり性暴力被害者支援センターの周知及び支
援活動員募集に係る記事）
【東北町】
●町広報誌（11月号掲載）による広報
【東通村】
●村広報誌（11月号）への掲載（あおもり性暴力被害者支援センターの周知及び
支援活動員募集に係る記事）
【風間浦村】
●広報かざまうら（11月号）への掲載：あおもり性暴力被害者支援センター（りん
ごの花ホットライン）、（支援活動員募集に係る記事）
【五戸町】
●町広報誌（10月号掲載、11月配布）による広報
【南部町】
●あおもり性暴力被害者支援センターの周知及び支援活動員募集について町広
報誌11月号に掲載予定

【青森県】
●パープルリボンキャンペーン
・日時：11月13日（土）、場所：アピオあおもり
内容：「アピオあおもり秋まつり」において関係団体と連携してキャンペーンを通し
て伝えたいメッセージのプラカードを団体ごとに作成し、館内に展示するほかHP
等に掲載
・日時：11月12日（金）12:00～12:40、場所：青森市役所駅前庁舎アウガ前
内容：青森警察署、青森県女性相談所、国際ソロプチミスト青森、青森市男女共
同参画プラザ、NPO法人あおもり男女共同参画をすすめる会と青森県男女共同
参画センターがパープルリボンキャンペーンを共催（DV防止のための啓発リーフ
レット・ティッシュ・チラシ配布・街頭での呼びかけ）

【青森市】
●大きなパープルリボンキルトとツリー展示
日時：11月1日～11月29日、場所：青森市働く女性の家・青森市男女共同参画プ
ラザ
●パープル＆オレンジWリボンねぶた展示
日時：11月1日～11月29日、場所：青森市男女共同参画プラザ
●パープルリボンキャンペーン
日時：11月12日、場所：市役所駅前庁舎正面
内容：関係団体がパンフレット、チラシ、ティッシュなどを配布
【つがる市】
●市立図書館に特設コーナーを設ける。
　日時：11/12(金)～11/25(月)、場所：つがる市立図書館　
　内容：関連図書・パネル展示、リーフレット配布

【平川市】
●関係者へパープルリボンバッジを配布

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/seishounendanjo/danjo/bouryoku/1024174.html
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/seishounendanjo/danjo/bouryoku/1024174.html
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/seishounendanjo/danjo/bouryoku/1024174.html
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/seishounendanjo/danjo/bouryoku/1024174.html
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/seishounendanjo/danjo/bouryoku/1024174.html
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/seishounendanjo/danjo/bouryoku/1024174.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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

秋田県

【秋田県】
●DV防止啓発リーフレット、啓発グッズ等を作成し、街頭キャンペーンの際に県民に配布
●県作成のＤＶ防止啓発用リーフレット等を市町村及び関係機関へ配布
●内閣府作成ポスター及びリーフレットを庁内に掲示するとともに、関係機関や市町村に配布
●県児童会館にてパネルの展示

【鹿角市】
●ＤＶ防止についてのパネルの展示
　日時：11月12～14日、場所：文化の杜交流館コモッセ

【潟上市】
●ＤＶ防止推進月間の幟の掲示
　日時：11月、場所：市役所および出張所

【秋田県】
●県ＨＰへの掲載

【大館市】
●市広報紙への掲載

【湯沢市】
●市ＳＮＳによる情報発信

【潟上市、にかほ市】
●市広報紙への掲載

●ＮＯ！ＤＶキャンペーン
【秋田県】
　日時：11月3日11:00～、場所：秋田市内ショッピングセンター計３ヵ所
　内容：ＤＶ防止啓発チラシ等の配布
【横手市】
　日時：11月23日12:30～、場所：秋田ふるさと村
　内容：ＤＶ防止啓発チラシ等の配布
【大館市】
　日時：11月10日14:30～、場所：大館市内ショッピングセンター
　内容：ＤＶ防止啓発チラシ等の配布
【湯沢市】
　日時：11月、場所：湯沢市グランドホテル
　内容：ＤＶ防止啓発チラシ等の配布
【鹿角市】
　日時：11月12～14日、場所：文化の杜交流館コモッセ
　内容：ＤＶ防止啓発チラシ等の設置
【由利本荘市】
　日時：11月、場所：市役所内
　内容：ＤＶ防止啓発チラシ等の設置
【潟上市】
　日時：11月13日、場所：トレイクかたがみ
　内容：ＤＶ防止啓発チラシ等の配布
【にかほ市】
　日時：11月、場所：市内公共施設
　内容：ＤＶ防止啓発チラシ等の配布
【仙北市】
　日時：11月2日、場所：市内ショッピングセンター
　内容：ＤＶ防止啓発チラシ等の配布

【秋田県】
●職員によるパープルリボンバッチの着用

【湯沢市】
●市職員によるパープルリボンの着用

【秋田県】
作成中

宮城県

【宮城県】
●相談窓口カードの設置
【塩竈市】
●ポスター・リーフレット・相談窓口カードの配布，設置（市役所庁舎・保健センター・公民館等）
【気仙沼市】
●相談窓口カードの設置，性犯罪相談窓口ステッカーの掲示（庁舎内，関連施設，商業施設のトイレ）
●市関係者へのパープルリボンバッジの配布
●ポスター掲示（市庁舎，支所）
【名取市】
●相談窓口カード，リーフレットの設置（庁舎内）
●ポスター掲示（庁舎内）
【角田市】
●女性に対する暴力をなくす運動ポスター及びリーフレットの配布，設置（市役所庁舎，市民センター，保
健福祉センター）
【登米市】
●市役所庁舎等にポスター，リーフレット，カードの配布・設置
【東松島市】
●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・市民センター等）
【大崎市】
●内閣府作成ポスター掲示、リーフレット配布（公共施設等）
●相談室リーフレット，相談窓口カード、啓発用品（ポケットティッシュ等）配布（公共施設，商業施設等）
【富谷市】
●内閣府作成ポスター及びリーフレットを掲示・配架（市役所庁舎，公民館等）
【柴田町】
●相談窓口リーフレットの設置（庁舎内）
【利府町】
●町の公共施設にリーフレットやカードの設置（通年）
●小中学校へのリーフレット配布（７月中旬）
【加美町】
●啓発ポケットティッシュの配布
●公共施設，中学校，高校へポスター，カード等の啓発物の配布・設置

【宮城県】
●県ＨＰ，県フェイスブック，県行事予定への掲載

【塩竈市】
●市ＨＰへ掲載

【名取市】
●市広報誌への啓発記事掲載

【登米市】
●広報誌への掲載

【東松島市】
●市広報誌への掲載

【大崎市】
●広報おおさき１１月号掲載，市Ｗｅｂサイトへの掲載
●パープル・ライトアップとのぼり旗による啓発（相談室，古川食の蔵醸室，大崎
市医師会※他調整中）

【富谷市】
●広報とみやへの掲載

【柴田町】
●町お知らせ版への掲載

【利府町】
●町広報誌への掲載

【気仙沼市】
●担当職員によるパープルリボンバッジ着用
●市キャラクター人形にパープルリボンバッジを着用させ展示

【角田市】
●各種女性団体連絡協議会（７団体）会長・副会長によるパープルリボンバッジ
着用

【東松島市】
●担当職員によるパープルリボンバッジ着用

【柴田町】
●担当職員等によるパープルリボンバッジ着用（11/12～11/25）

【宮城県】
https://www.pref.miyagi.jp/s
oshiki/kyosha/no-
violence.html

【大崎市】
https://www.city.osaki.miyag
i.jp/shisei/soshikikarasagasu
/shiminkyodousuishimbu/dan
jyokyoudousankaku/3349.ht
ml

【柴田町】
https://www.town.shibata.mi
yagi.jp/

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/no-violence.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/no-violence.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/no-violence.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/no-violence.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/no-violence.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/no-violence.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/no-violence.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/no-violence.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/no-violence.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/no-violence.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/no-violence.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/no-violence.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/no-violence.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/no-violence.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/no-violence.html
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都道府県

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

山形県

【山形県】
●パネル展　県庁1階ロビー（11/16～30）
【山形県男女共同参画センター・チェリア】
●パープルリボンプロジェクトパネル展（11/13～11/25）
遊学館　2階ギャラリーにおいて「ストップ・ザ・DV」のパネルを展示
●相談窓口のカードやリーフレット・チラシなどを設置、配布
●チェリアの交流コーナーにポスター・チラシなどを掲示・設置
【山形市】
●ＤＶ防止に関するパネル、ツリー展示等
　①山形市男女共同参画センター「ファーラ」（11月12日（金）～25日（木））
　②山形市役所1階エントランスホール（11月15日（月）～18日（木）AM8:30～PM5:15（最終日はPM3:00
迄））
【寒河江市】
●ポスターの掲示（市有施設）
【上山市】
●パネル展　庁舎ロビー（11/12～25）、リーフレット配架
【天童市】
●市で実施のイベント等でポスター掲示、リーフレットを配布
●相談窓口カードの配付、設置（市役所１階ロビー）
【東根市】
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ）
【尾花沢市】
●11月12日～25日　DV防止に関するパネル、ツリー展示（市役所市民サロン）
【中山町】
●パネル展　町立図書館ギャラリー（11/6～11/21）
【大江町】
●担当課窓口でポスター掲示とカードやリボン等啓発グッズの配布
【最上町 】
●庁舎内にリーフレットを設置
【舟形町】
●公共施設でのポスター掲示
【戸沢村】
●ポスター掲示（庁舎内）
【米沢市】
●「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展　ナセＢＡ　オープンギャラリー（11/15㊊～19㊎）
【長井市】
●リーフレット、相談窓口カード設置
【南陽市】
●１１月１１日～２５日「女子差別撤廃条約パネル展」 市役所庁舎内で実施
●えくぼ女性ネットワーク会議会員を通して市内各団体等へ今年度ポスター・リーフレット等配布ＰＲ
●１１月１１日(木)「男女共同参画推進セミナー」参加者へパープルリボン・リーフレット等配付
●リーフレットの配付・設置（庁舎内洗面所，公共施設等）　
【高畠町】
●パネル展　図書館（11/12～25）
●町で実施のイベント等でリーフレットを配布
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、商業施設等）
【川西町】
●パネル展　庁舎ロビー（11/12～25）
【小国町】
●町内施設へのポスターの掲示
【飯豊町】
●リーフレットの設置（11月）
【酒田市】
●パネル展　交流ひろば（11/12～25）
●リーフレット、相談窓口カードの設置（庁舎、交流ひろば）
●リーフレットの掲示（庁舎トイレ、交流ひろばトイレ）
【三川町】
●町報への掲載
【遊佐町】
●リーフレットの庁舎ロビーへの展示(11/12～25)
●各地区まちづくりセンターへリーフレット配布及び展示（11/12～25）

【山形県】
●県HP、部フェイスブックへの掲載
●庁内放送による広報
【山形県男女共同参画センター・チェリア】
●チェリアのHPへの掲載
●遊学スクエア・マガジンへの掲載
●ラジオでの広報
●FM局ラジオでスポットCMを放送（期間中10回程度）と番組出演による広報
【山形市】
●市報（11月1日号）、市ＨＰへの掲載
●庁内放送による広報（11月15日（月）～18日（木））
【寒河江市】
●ゆるキャラ（チェリン）によるSNSを利用した広報
●市ＨＰ、市広報誌への掲載
【上山市】
●庁内放送による広報
【天童市】
●市報への掲載（11月1日号）
【東根市】
●市HP,市広報誌への掲載
【尾花沢市】
●11/1号市報へ掲載
●市ＨＰ、ＳＮＳに掲載
【中山町】
●町報への掲載
【河北町】
●町広報に「女性に対する暴力をなくす運動」について掲載
【朝日町、最上町】
●町HP、町広報誌への掲載
【大江町】
●11月11日号の町報と、HPとSNSにより女性に対する暴力をなくす運動につい
て掲載
【金山町】
●広報への掲載
【鮭川村】
●村広報誌への掲載
【舟形町】
●町広報誌への掲載
【真室川町】
●町HP、広報誌(10月号)への掲載
【大蔵村】
●村ＨＰ、村広報誌への掲載
【戸沢村】
●広報誌への掲載
●ホームページによる周知
【米沢市】
●市HP、市報（11/15号）への掲載
【長井市】
●市ＨＰ、市広報誌への掲載
【南陽市】
●『市報』，各『地区公民館たより』による広報
【高畠町】
●町ＨＰ、ＦＢ、ＬＩＮＥによる発信
【川西町】
●町HP、SNSによる広報
【小国町】
●小国町ホームページ等による広報
【白鷹町】
●町広報誌への掲載
【飯豊町】
●町HP、町広報への掲載（11月）
【鶴岡市】
●市HP、市広報11月号への掲載
【酒田市】
●市HP、市フェイスブック、市広報による広報
【庄内町】
●町報による広報、広報物発行

【山形県男女共同参画センター・チェリア】
●ＤＶ防止講座（11/23)

【山形市】
●ＤＶ防止講座（11月25日（木））

【南陽市】
●１１月１１日(木)午後３時～「男女共同参画推進セミナー」えくぼ女性ネットワー
ク会議主催，市・教育委員会共催にて開催

【酒田市】
●ウィズ委託講座「大切な人を性暴力から守ろう」（11/7）

【山形県男女共同参画センター・チェリア】
●パープルリボンプロジェクトパネル展にてジャンボツリーを設置、県民による
パープルリボンの飾りつけ。
●パープルリボンの配布
●パネル展会場にパープルリボンを設置、配布。県内各市町村男女共同参画主
管課にパープルリボンを配布
●職員のパープルリボン着用
【寒河江市】
●職員（市長、副市長、教育長及び幹部職員等）のパープルリボン着用
【村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、新庄市、大蔵村、鮭川村、高畠
町】
●職員のパープルリボン着用
【河北町】
●職員のパープルリボンバッジの着用
【西川町】
●町広報誌への掲載
【朝日町】
●パープルリボン着用（町長、副町長他）
【大江町】
●職員（希望者）のパープルリボン着用
【南陽市】
●やまがたイクボス同盟加盟。イクボス宣言者へ課長会時リーフレット等配布Ｐ
Ｒ，パープルリボンピンバッチ着用
【川西町】
●職員によるパープルリボンの着用（11/12～25）
【小国町】
●担当職員によるパープルリボンの着用

【山形県男女共同参画セン
ター・チェリア】
https://yamagata-
cheria.org/
【寒河江市】
https://www.city.sagae.yama
gata.jp/
【天童市】
https://www.city.tendo.yama
gata.jp/municipal/machiduku
ri/danjo_sankaku.html
【東根市】
http://www.city.higashine.ya
magata.jp
【朝日町】
https://www.town.asahi.yam
agata.jp/portal/soshikinogoa
nnai/seisakusuishinka/sogos
eisakukakari/danjyokyodou/
6450.html 
【大江町】
http://www.town.oe.yamagat
a.jp/organization/div02/sec0
05/262
【真室川町】
https://www.town.mamuroga
wa.yamagata.jp/soshiki/kikak
uka/
【大蔵村】
http://www.vill.ohkura.yamag
ata.jp/
【米沢市】
https://www.city.yonezawa.y
amagata.jp/4061.html
【高畠町】
https://www.town.takahata.y
amagata.jp/soshikiichiran/kik
akuzaiseika/3/1/1818.html
【小国町】
http://www.town.oguni.yama
gata.jp/
【鶴岡市】
https://www.city.tsuruoka.lg.
jp/
【酒田市】
https://www.city.sakata.lg.jp
/kurashi/danjyo/index.html
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福島県

【福島県】
●内閣府作成チラシ・リーフレットを庁内、市町村、関係機関に配布
●県庁舎内、県男女共生センターにおいてポスター掲示、ＤＶ相談ナビカード設置
【福島市】
●ポスター、リーフレット、啓発カードの配付、設置（本庁、出先機関等）
【会津若松市】
●相談窓口カード及びDVに関する啓発パスポートを窓口に設置
【郡山市】
●庁舎内においてポスター掲示、相談窓口カード、リーフレットの設置
【いわき市】
●ポスター掲示及びリーフレット配付（市内関係機関・商業施設等）
【白河市】
●相談窓口カードの配布、設置（庁舎内窓口案内、トイレ等）
【須賀川市】
●内閣府作成チラシ・リーフレットを市施設へ配布
●内閣府作成ポスターをデジタルポスターとして庁舎内掲示
【喜多方市】
●DV相談内容カードを作成し、市内のスーパーの女子トイレに設置
●市の施設に内閣府作成のポスターを掲示及びリーフレットを配布
【田村市】
●DV相談窓口カードの配布・設置
【南相馬市】
●内閣府作成のDV相談ナビカードを案内窓口に設置や啓発シールを庁舎内トイレに貼付
【伊達市】
●内閣府作成ポスター、リーフレットを庁内に設置
●DV相談ナビカードを設置（庁内トイレ等）
【本宮市】
●内閣府作成のリーフレットを市役所、公共施設に設置
【桑折町】
●相談窓口カードの設置（庁舎内窓口）
【大玉村】
●相談窓口カードの配布、設置（庁舎内、保健福祉センター等）
【鏡石町】
●「DV相談ナビ」携帯カードの設置（庁舎窓口）
【天栄村】
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内窓口、支所、健康保険センター等）
【下郷町】
●庁舎内でのポスター提示
【只見町】
●庁舎内等へのポスター提示
●相談窓口カードの配付、設置（保健福祉課、支所等）
【南会津町】
●窓口でのDV相談ナビカードの配布
【会津美里町】
●庁舎、保健センター、生涯学習センターにポスター掲示、リーフレット・相談窓口カード設置
【中島村】
●電話相談広報カードの配置（庁舎・保健センター）
【浪江町】
●ポスター掲示（庁舎等）
●リーフレット、啓発カードの配付、設置（庁舎等）※啓発グッズは内閣府配付のものを使用
【葛尾村】
●庁内にポスターの掲示
●相談窓口カードやチラシの設置（庁舎内窓口）
【石川町、古殿町】
●庁舎内にポスターの掲示
【三春町】
●内閣府作成のポスター・チラシ・リーフレットを庁内、関係各所に掲示及び配布
【富岡町】
●ポスターの掲示（文化交流センター及び庁舎内）
【双葉町】
●１１月中に配布予定の啓発ポスター掲示、リーフレット配布

【福島県】
●県ホームページによる広報
●県公式ツイッターによる広報

【会津若松市】
●児童虐待とDV防止月間について、市政だより及び市ホームページに掲載予
定。

【郡山市】
●市のホームページへの掲載

【いわき市】
●市広報紙への掲載
●市ホームページへの掲載
●市電光掲示板への掲載

【喜多方市】
●市広報紙への記事掲載

【田村市】
●市広報誌への掲載

【伊達市】
●市政だより、市HPに啓発記事掲載

【福島県】
●男女間における暴力の防止と被害者支援事業講演会
「自分を大切にすること～人権意識を育むために～」
日時：11月20日13:00～14:30
場所：オンライン
講師：若月ちよ氏（特定非営利活動法人ビーンズふくしま　理事長）
内容：虐待や暴力を防ぐための予防教育について
　（県男女共生センター）

【いわき市】
●「男女共同参画の日」講演会
　日時：11/14（動画配信）
　演題：「コロナ禍における女性や子どものDV（ドメスティック　バイオレンス）・人
権侵害」

【福島県】
●パープルリボンツリーの設置、パープルリボン缶バッジの配布等（県男女共生
センター）

【いわき市】
●市総合保健福祉センター内への普及啓発コーナーの設置（11/1～11/30）

【福島県】
・シンボルキャラクターが
パープルリボンを着用した写
真をホームページに掲載す
る。（県「キビタン」）
https://www.pref.fukushima.l
g.jp/sec/16005c/dv-
undou.html
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茨城県

【茨城県】
●パネル展においてポスターの掲示
●DV相談ナビカード、リーフレットの配布
【水戸市】
●啓発用クリアファイル，相談窓口周知カード等の作成，配布
●相談窓口周知カードの設置（11月１日～）市内公共施設，商業施設等
【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（金）～11月25日（木）
●リーフレット・相談カード及び啓発グッズ配布
【古河市】
●相談窓口カードの配布、設置（市内関連施設等）
●デートＤＶ防止講演会でデートＤＶに関するパンフレットを配布予定
【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
【結城市】
●ポスターの掲示（庁舎内デジタルサイネージ）
【龍ケ崎市】
●内閣府作成リーフレットを配布、相談窓口カードの配布、設置
【下妻市】
●市役所本庁舎１階市民ホールにおいて、DVや児童虐待防止に関するポスターを掲示し啓発物（ポケッ
トティッシュ）を配布する
日時：11月12日（金）～11月25日（木）
●リーフレット配布
【常総市】
●ポスターの掲示，リーフレット及び啓発カードの配布、場所：市役所本庁舎及び支所
【常陸太田市】
●啓発グッズの配付，提示等、ポスターの掲示，リーフレットの配付、デートＤＶ等防止のパンフレットの
配付
　日時：11月12日（金）～11月25日（木）、場所：市役所少子化・人口減少対策課窓口
【高萩市】
●啓発グッズの配布,掲示等
　日時：11月12日（金）～11月25日（木）、場所：市役所地方創生課
【北茨城市】
●啓発グッズの配布、掲示等
　日時：11月12日（金）～11月25日（木）、場所：市役所まちづくり協働課窓口等
【笠間市】
●ポスター掲示、リーフレット配布等
　日時：11月12日（金）～11月25日（木）、場所：市役所本庁舎および各支所
【取手市】
●相談窓口カードの設置（庁舎内トイレ等）
【つくば市】
●DV防止のための啓発パネル展示（11月15日～12月6日）市庁舎
【ひたちなか市】
●相談窓口カードの配布，設置（庁舎内トイレ）
【鹿嶋市】
●ポスター掲示
●啓発シールの設置（庁舎トイレ）
●リーフレット，啓発カード，啓発品（ティッシュ作成）の配布（ブース設置）
　日時：11月12日（金）～11月25日（木）、場所：市役所本庁舎
【潮来市】
●ポスターの掲示、相談窓口カードの設置（市内公共施設）
【守谷市】
●ポスターの掲示，リーフレット配備による啓発
日時：１１月１２日から１１月２５日
場所：守谷市役所本庁舎、守谷市文化会館（男女共同参画担当課事務所）
【常陸大宮市】
●リーフレット，ＤＶ相談ナビカードの設置
【那珂市】
●DV相談窓口カードの設置（市役所内女子トイレ）
【坂東市】
●ポスター掲示、リーフレット配布
　日時：11月12日～25日、場所：坂東市役所、公共施設等
●啓発グッズの設置、配布
　日時：11月12日～25日、場所：坂東市役所
●相談窓口カードの設置（庁舎内トイレ、商業施設等）
【稲敷市】
●庁舎（４カ所），商業施設（２カ所）でのポスター掲示。市内高校にて啓発チラシ入りマスクを配布。
【かすみがうら市】
●内閣府作成のリーフレットを庁内及び関連施設に設置
●相談窓口カードの配付
「女性に題する暴力をなくす運動」チラシ配布

　

　

　

　

　

【茨城県】
●県庁舎2階デジタルサイネージでの広報
●ラジオ茨城放送での広報
【水戸市】
●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）
【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)
【土浦市】
●市ホームページ，市広報紙への掲載
【古河市】
●古河ケーブルテレビ「関東ド・マンナカＴＶこが」内のCMでの周知
【龍ケ崎市】
●市広報（Ｒ３.9月後半号）、HPに啓発記事掲載
●ゆるキャラによる広報（　パープルリボン着用）
●懸垂幕掲示(本庁舎）期間：　１１月1日～30日
【常総市】
●広報じょうそうお知らせ版10月号(10月28日発行）に記事掲載（パープル・ライト
アップ）
【常陸太田市】
●市ホームページへの掲載、日時：11月
【高萩市】
●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
【鹿嶋市】
●広報かしま11月号，市HP，市男女共同参画情報紙「ウィング」臨時号に記事掲
載
●エフエムかしま（ラジオ）での広報
【潮来市】
●市広報紙（１１月号）に掲載
【守谷市】
●市広報誌に「女性に対する暴力をなくす運動」の実施及び相談窓口（性暴力被
害者サポートネットワーク茨城）の案内を掲載。１１月１０日号掲載予定。
【常陸大宮市】
●市ホームページへの掲載、日時：11月10日（水）～11月25日（木）
【那珂市】
●市広報紙（11/11発行）へのDV防止啓発記事掲載
●市公式HP及びSNS（Twitter・LINE・Facebook等）での啓発記事掲載
【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
【坂東市】
●市ホームページへ掲載
●市役所屋外情報塔を利用した啓発
　日時：11月12日～25日、場所：坂東市役所
●市広報誌お知らせ版への啓発記事掲載
　令和3年11/4号、　市内各戸への配布
●SNSによる周知啓発の発信
【稲敷市】
●市ホ ムペ ジと広報誌１１月号に掲載

【茨城県】
●男女共同参画月間における男女共同参画パネル展＆パープルライトアップ
・県庁舎
日時：11月15日～11月25日　（ライト点灯時間　各日17:30～22:00）
場所：県庁舎25階南側展望フロア
・三の丸庁舎
日時：11月12日～11月14日　（ライト点灯時間　各日17:30～21:00）
場所：県三の丸庁舎
内容：男女共同参画に関する情報の発信及びパープルライトアップをはじめとし
た女性に対する暴力をなくす運動に係る啓発等
・日立市
●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（金）～25日（木）、場所：シビックセンター・日立市女性センター
【土浦市】
●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（金）～11月25日（木）、場所：市役所ロビー,公民館８か所
●女性団体連絡協議会勉強会「ＤＶと児童虐待を学ぼう」
　日時：１１月８日（月）、場所：土浦市男女共同参画センター
【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
時期：11月１日（月）～11月30日（火）、場所：古河市内各庁舎（５か所）
●古河市デートＤＶ防止講演会実施
日時：令和３年10月26日（火）、場所：古河中等教育学校
対象：古河中等教育学校4、5年生（高校１、２年生）、古河市内中学校・高校の教
職員
講師：ＮＰＯ法人女性ネットSaya-Saya
【下妻市】
●女性に対する暴力をなくす運動（パープルリボンツリーの展示）
　日時：11月12日（金）～11月25日（木）、場所：下妻市役所本庁舎1階市民ホー
ル
　内容：パープルリボンツリーの展示、DVや児童虐待防止に係る啓発等
【高萩市】
●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（金）～11月25日（木）、場所：市役所１Fホール
【那珂市】
●パープルリボンツリーの設置
　期間 11/1 11/30 場所 市役所本庁舎１階ロビ
　

　

　

　

【茨城県】
●県立図書館においても、男女共同参画パネル展の一角において、女性に対す
る暴力をなくす運動に関するポスター等を掲示

【古河市】
●「古河市虐待ＤＶほっとＬＩＮＥ」の実施
●古河市民を対象にしたＬＩＮＥでの虐待ＤＶ相談
令和３年９月21日（火）より開始

【石岡市】
●パープルリボンツリーの設置
　日時：11月、場所：子育て支援センター
　利用者がパープルリボンをパープルツリーに飾る。

【結城市】
●市関係者のダブルリボンバッジの着用
●パープルリボンツリーの設置
　日時：11月12日～11月25日
　場所：市役所1階正面玄関

【龍ケ崎市】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●市担当課職員による
パープルリボンバッジの着用

【つくば市】
●相談窓口周知カードの設置（11月15日～12月6日）市庁舎

【ひたちなか市】
・DVに関する啓発パネル展示
　日時：11月19日（金）～11月25日（木）
　場所：市役所本庁舎1階市民ホール

【小美玉市】
●男女共同参画推進パネル展（女性に対する暴力をなくす運動他）

　
　 　

　 　 　
　

https://www.pref.ibaraki.jp/b
ugai/josei/danjo/sonota-
boryoku.html

【水戸市】
https://www.city.mito.lg.jp/0
01245/kodomo/events/p019
744.html 
（ライトアップ期間に合わせて
公開）

【常総市】
http://www.city.joso.lg.jp/so
shiki/shimin/jinken/shs03/n
ews/event/1570600628218.h
tml

【高萩市】
https://www.city.takahagi.iba
raki.jp/page/page002786.htm
l
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女性 題する暴力をなくす運動」チラシ配布
日時：11月14日（日）～11月29日（月）、場所：あじさい館
【桜川市】
●ポスターの掲示(各庁舎・公共施設)、リーフレットの配布(各庁舎)
●相談窓口カードの配付、設置（各庁舎・公共施設内トイレ）
【行方市】
●ポスター掲示,啓発グッズの配布
日時：11月12日（金）～11月25日(木）、場所：市庁舎（３か所）
【つくばみらい市】
●内閣府作成のリーフレットを市内公共施設及び、商業施設へ配布し周知依頼を行う。庁舎内にポス
ター掲示およびリーフレットの配置。
●相談窓口カードの設置（庁内トイレ・公共施設トイレ等）
【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の設置（性犯罪,性暴力被害相談のための啓発）
　日時：11月12日（金）～11月25日（木）、場所：小美玉市役所本庁
【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
【城里町】
●相談窓口カードの配付、設置（庁商業施設等）
【東海村】
●役場庁舎内でポスター掲示
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ，公共施設，商業施設等）
【大子町】
●ポスターの掲示、リーフレットの配布
日時：１１月～、場所：役場庁舎、関係各課、町内関係団体等
【美浦村】
●相談窓口カードの配布、設置（庁舎、地域交流館、公民館）
●ポスター掲示（庁舎、公民館、地域交流館）
【阿見町】
●ポスター掲示
　期間：11月、場所：阿見町役場、阿見町男女共同参画センター
●パートナー等に対する暴力の撲滅をテーマとしたパネル展
　期間：11月14日(日）～11月25日（木）、場所：阿見町中央公民館1階ホール
【河内町】
●ポスターの掲示、リーフレットの配布
日時：１１月、場所：町内公共施設等
【八千代町】
●ポスターの掲示
　期間:11月中、場所：役場庁舎、公民館等
【五霞町】
●役場庁舎等において、ポスターを掲示。
【境町】
●ポスター掲示、リーフレット設置,配布
　日時：11月1日(月）～11月30日(火）、場所：境町役場庁舎1階ロビー

　
　

　

　 　

●市ホームページと広報誌１１月号に掲載
【桜川市】
●市HPへの掲載
【つくばみらい市】
●市ホームページへの掲載
●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（月）配布開始、市内各戸への配布
【小美玉市】
●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2１日（木）、場所：市内他
【城里町】
●町広報誌へ掲載
【東海村】
●村ＨＰ,ＳＮＳ,広報紙への掲載
【大子町】
●お知らせ版への記事掲載、日時：１１月
【美浦村】
●屋内デジタルサイネージに周知啓発広告掲載（庁舎、公民館、地域交流館）
●屋外大型ビジョンに周知啓発広告掲載（商業施設駐車場付近）
【境町】
●広報さかいお知らせ版11.1月号に掲載
【利根町】
●町広報紙への掲載

　 　

　 　

　

　

　

　

　

　

　期間：11/1～11/30、場所：市役所本庁舎１階ロビー
　内容：パープルリボンを飾り付けたツリーを展示し、「女性に対する暴力をなくす
運動」の周知・啓発
【坂東市】
●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～25日、場所：坂東市役所1階行政情報コーナー
【かすみがうら市】
●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14日（日）～11月29日（月）、場所：あじさい館
【利根町】
●男女共同参画パネル展・シールアンケート
　日時：男女共同参画推進月間、場所：利根町役場庁舎

　
　

　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

●男女共同参画推進パネル展（女性に対する暴力をなくす運動他）
●来庁された市民がクリスマスツリーにパープルリボン、オレンジリボンを飾る。
●オレンジリボンの配布
　日時：11月12日（金）～11月25日（木）
　場所：小美玉市役所本庁　1階ロビー
●パープル・ライトアップ
　日時：11月12日（金）～11月25日（木）　（点灯時間　日没～22:00）
　場所：小美玉市役所本庁正面外観

 

茨城県
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栃木県

【栃木県、宇都宮市、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
【足利市】
●内閣府作成のポスター及びリーフレットを庁内及び男女共同参画センター内に掲示及び配架
●本市作成の相談窓口リーフレットを庁内及び男女共同参画センター内に配架
【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
【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
●庁内及び図書館にて啓発グッズ設置・配布
【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
●啓発パネルを展示
●相談窓口カードの配布、設置（商業施設）
【小山市】
●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、配布
●相談窓口カードの配布、設置（庁舎内トイレ、公共施設、商業施設、JR駅構内等）
●庁内作成のリーフレットの配布
●本庁舎及び図書館等でパネル展示
【真岡市】
●内閣府作成のポスター及びリーフレットの掲示・設置（庁内及び関連施設、医療機関、商業施設等）
●市作成のDVSOSカード及びオレンジリボン＆パープルリボンプロジェクトカードの設置（庁内（トイレ）、
市内公共施設、医療機関、商業施設等）
●市作成のDVSOSカード及びオレンジリボン＆パープルリボンプロジェクトカードの配布（市全職員、小
中学校職員全職員、保育所・幼稚園・認定こども園全職員、スクールガード、民生委員児童委員等）
【大田原市】
●庁内のデジタルサイネージでポスター掲示
【那須塩原市】
●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及び設置
【さくら市】
●内閣府作成のポスターを庁舎内に掲示
【那須烏山市】
●内閣府作成のポスター・リーフレット等を、公共施設に掲示及び設置する。
【下野市】
●内閣府作成のポスターを庁内及び関連施設に掲示
●庁内でパネルを展示
●市作成のDV防止啓発カード、リーフレットを市内公共施設及び商業施設等に設置、配布
【上三川町】
●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及び設置
【野木町】
●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置
【芳賀町】
●庁舎内にポスター掲示、相談窓口カードの設置
●窓口でリーフレットの配布
【塩谷町】
●内閣府作成のポスター及びリーフレットを設置（庁内及び関連施設）
●相談窓口カードの配付、設置（窓口・庁内トイレ・町有施設トイレ等）
【高根沢町】
●庁舎内でポスターの掲示
●窓口でリーフレット及び啓発カードの配布
【那須町】
●こども未来課窓口ポスター掲示
【那珂川町】
●相談窓口カードの配付、設置、ポスター掲示（子育て支援課）

【栃木県】
●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）での広報
【宇都宮市】
●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「うつのみやＤＶ根絶強化月間」の特集記事の掲載
●SNSで周知啓発の発信
【足利市】
●市公式ホームページによる広報
●市広報紙あしかがみＲ3.11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
【栃木市】
●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
【佐野市】
●広報紙への掲載
●ＳＮＳによる広報
【鹿沼市】
●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
【日光市】
●庁内デジタルサイネージへポスター及び啓発パネルデータを掲示
●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
【小山市】
●ラジオ、ケーブルテレビによる広報
●市HPによる広報
●市広報誌「広報おやま」に特集としてを掲載
【大田原市】
●広報おおたわら11月号に掲載
【那須塩原市】
●市男女共同参画情報「みいな」ウェブ版に掲載
【さくら市】
●市のＨＰ及び広報誌への掲載
【那須烏山市】
●市ホームページによる広報
●市広報紙へ啓発記事を掲載
【下野市】
●庁舎内電光掲示板を使用した広報
●広報紙に掲載
●ホームページ、メール配信サービス、SNSによる情報発信
●コミュニティラジオでの広報
【上三川町】
●町広報誌11月号に掲載
【益子町】
●町広報誌へ啓発記事を掲載
【芳賀町】
●町広報誌へ啓発記事（DVナビ）を掲載
【野木町】
●町ＨＰ、町広報誌にて広報
●ＳＮＳでパープルライトアップ実施について発信
【那須町】
●町HP及び広報誌に掲載

【栃木県】
●女性への暴力を考える講演会
　演題：若年女性をとりまく現状～ステイホームできない少女たち～
　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）
　開催日：令和３(2021)年10月23日(土)
　開催方法：オンライン講座（Zoom使用）

【栃木市】
●講演会
演題：身近に起きているDV～他人事ではない～
講師：とちぎ男女共同参画センター
開催日：令和3年12月17日（金）
場所：栃木市役所　正庁

【日光市】
●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

【小山市】
●DV防止啓発研修会
・演題　「被害者支援から見えるDVの現状とその理解　　～だれもが安心・安全
に暮らせる地域づくりのために～」
　講師　　藤平　裕子氏　（認定NPO法人　ウイメンズハウスとちぎ　カウンセ
ラー）
　開催日：令和3年11月16日（火）
　場所：小山市役所　本庁舎

【那須塩原市】
●なしお博において、女性に対する暴力をなくす運動リーフレット・児童虐待防止
リーフレット・DVに係るティッシュを来場者に配布

【野木町】
●男女共同参画映画会において、DV防止啓発に係るティッシュを入場者に配布

【栃木県】
●庁舎内に展示ブースやパープルリボンツリーの設置
●啓発資材を作成し、関係機関へ配布

【佐野市】
●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

【鹿沼市】
●図書館にパープルリボンツリーの設置（11/12～25）
●市民実行委員による街頭啓発（啓発グッズ配布11/20）

【日光市】
●庁舎内にオレンジ＆パープルリボンツリー設置

【小山市】
●市男女共同参画推進員び推進協議会役員に 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(市庁舎他7ヶ所・11/8～11/30)

【真岡市】
●市作成のオレンジリボン＆パープルリボンの着用依頼
（市全職員、小中学校職員全職員、保育所・幼稚園・認定こども園の全職員、医
療機関受付担当職員、スクールガード、民生委員児童委員）

【那須烏山市】
●市立図書館内に、啓発ブースを設置し、関連図書や啓発資材を設置する。
●市内商業施設で、該当啓発活動を実施する。

【芳賀町】
●窓口でティッシュ等の啓発グッズの配布

【塩谷町】
●啓発グッズの窓口への設置

【那須町】
●那須町役場ロビーで、パープルリボン及び啓発ティッシュを配布

【栃木県】
https://www.pref.tochigi.lg.jp
/c07/life/jyosei/dv/antidvw
eek.html

【栃木市】
https://www.city.tochigi.lg.jp
/soshiki/24/32352.html

【日光市】
http://www.city.nikko.lg.jp/ji
nkendanjo/guide/fukushi/da
njo/dv-boushi/dv-
boushi.html

【小山市】
https://www.city.oyama.toch
igi.jp/soshiki/15/58.html

【真岡市】
https://www.city.moka.lg.jp/t
oppage/kosodate_kyoiku_ma
nabi/7/6/3832.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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

埼玉県

【埼玉県、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、春日部市、狭山市、羽
生市、深谷市、越谷市、蕨市、戸田市、新座市、朝霞市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、坂
戸市、鶴ヶ島市、日高市、坂戸市、三芳町、滑川町、小川町、川島町、上里町、寄居町、毛呂山町、宮代
町、杉戸町、東松山市】
●ポスター、リーフレットや啓発グッズの設置・配布

【埼玉県、川越市、川口市、草加市、羽生市、深谷市、越谷市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、久喜
市、三郷市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、白岡市、上里町、宮代町】
●パネル展示

【川口市、飯能市、加須市、戸田市、所沢市、朝霞市、新座市、富士見市、鶴ヶ島市、三郷市、ふじみ野
市、川島町、杉戸町】
●関連図書の展示

【所沢市、朝霞市、川島町】
●パープルリボンツリーの展示

【飯能市】
●紫色の作品の展示

【埼玉県】
●県ＨＰ、県広報誌への掲載

【熊谷市、行田市、飯能市、加須市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、草加市、
深谷市、越谷市、戸田市、入間市、朝霞市、新座市、桶川市、八潮市、富士見
市、三郷市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、白岡市、三芳町、毛呂山
町、滑川町、小川町、川島町、鳩山町、寄居町、宮代町、松伏町、北本市、東松
山市、川越市】
●市町広報への掲載

【行田市、秩父市、所沢市、加須市、本庄市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣
市、草加市、蕨市、入間市、朝霞市、桶川市、八潮市、三郷市、坂戸市、鶴ヶ島
市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、滑川町、川島町、寄居町、宮代町、熊谷
市、北本市、伊奈町、川越市、川口市】
●市町ＨＰへの掲載

【川越市】
●ラジオでの広報、テレビ埼玉のデータ放送

【熊谷市、秩父市、草加市、朝霞市、深谷市】
●デジタルサイネージでの広報

【飯能市、春日部市、鴻巣市、戸田市、朝霞市、桶川市、坂戸市、深谷市】
●ＳＮＳでの周知

【春日部市、川島町、朝霞市、深谷市】
●市のメール配信サービスでの広報

【三郷市】
●懸垂幕、横断幕の掲示

【朝霞市、加須市、富士見市】
●庁舎内モニターでの周知

【坂戸市】
●メッセージボード搭載型自動販売機へ掲載

【埼玉県】
●DV防止フォーラム
　日時11月14日13時30分～15時30分
　場所 With Youさいたま

【飯能市】
●ＤＶ防止録画配信講座
　日時：令和4年1月

【春日部市】
●ハーモニーフェスタ２０２１
　日　時：11月22日～11月28日
　場　所：ハーモニー春日部

【戸田市】
●埼玉県のご当地キャラクターの作品作り

【桶川市】
●ダブルリボンキャンペーン
　日時：11月1日～30日
　場所：桶川市役所庁舎内　男女共同参画コーナー「アソシエ」

【上尾市】
●ＤＶ予防セミナー
　日時：11月19日13時30分～15時30分
  場所：上尾市文化センター　小ホール

【東松山市】
●専門講座「私のことは私が守る！女性のための護身法を学ぼう」
　日時：12月4日10:00～11:30
　場所：東松山市総合会館3階304会議室

【深谷市】
●パープルリボンツリーの作成・展示
　期間：11月12日～25日
　場所：深谷市役所庁舎内、キララ上柴（アリオ３階）ロビー

【埼玉県、朝霞市、熊谷市、上里町、本庄市、桶川市、川口市、坂戸市、狭山市、
伊奈町、久喜市、ふじみ野市、川越市、幸手市、上尾市、蕨市、新座市、加須
市、北本市、鴻巣市、宮代町、白岡市、吉川市、日高市、川島町、戸田市】
●パープルリボンキャンペーン
　パープルリボンのタペストリーを県内25市町で巡回　

【飯能市】
●パープルリボンキャンペーン
　期間：11月～3月
　パープルリボンのタペストリーを各地区行政センター、市内高校で巡回

【熊谷市、川口市、所沢市、加須市、本庄市、戸田市、北本市、坂戸市、毛呂山
町、深谷市】
●職員がパープルリボン等を着用しＰＲ活動を行う。

【深谷市、毛呂山町】
●イメージキャラクターにパープルリボンをつけＰＲする

【春日部市】
●ハーモニーアダプトプログラム

【桶川市】
●特設「ＤＶ電話相談」（11/15～11/17)

【三郷市】
●児童虐待防止啓発活動と合同でキャンペーンを実施

【埼玉県】
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0309/dv-
keihatu/bouryoku-nakusuundou.html
【熊谷市】
https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sh
imin/danjokyodosankaku/oshirase/index.html
【川口市】
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/0
20/8/4181.html
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/02
0/8/4183.html
【行田市】
http://www.city.gyoda.lg.jp/13/03/10/purplelightu
p.html
【秩父市】
http://www.city.chichibu.lg.jp/9400.html
【所沢市】
http://cms.city.tokorozawa.saitama.jp:10080/00ad
df9a-cc2e-4985-8876-
665a180d2220/joseinitaisurubouryokuwonakusu.ht
ml
【春日部市】
http//www.harmonykasukabe.jp
【狭山市】
https://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/jinke
n/danjo/index．html
【鴻巣市】
https://www.city.kounosu.saitama.jp/kurashi/1/1
0/2/1605268959396.html
【三郷市】
https://www.city.yashio.lg.jp/smph/shisei/jinken_d
anjo/index.html
【坂戸市】
https://www.city.sakado.lg.jp/
【北本市】
https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/somu/jink
en/gyomu/danzyo/12967.html
【八潮市】
http://www.city.yashio.lg.jp/event/other/calendar
/calendar.html
【日高市】
https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/somu/
jinkensuishinshiminkatudou/sodan/1224.html
【ふじみ野市】
https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran
/shiminsogosodanshitsu/shiminsodan_jinkensuishi
ngakari/danzyokyoudousankakusuisin/index.html
【毛呂山町】
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/cont
ents/1605057105967/index.html
【朝霞市】
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/4/no-
bouryoku.html
【鶴ヶ島市】
http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page005
657.html
【上尾市】
https://www.city.ageo.lg.jp/page/0141101501.htm
l

群馬県

【群馬県】
●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。
【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
【桐生市】
●ポスターの掲示
●リーフレットの配布
【伊勢崎市】
●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）
【沼田市】
●内閣府作成ポスター及びリーフレットを設置・配架（テラス沼田、コミュニティセンター等窓口）
【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）
【渋川市】
●相談窓口カードの配布、設置
【藤岡市】
●相談窓口カードの配置　ポスター掲示
【富岡市】
●内閣府作成のポスターの設置（公共施設）
●市役所庁舎内デジタルサイネージへ掲示
【安中市】
●ＤＶ電話相談カードの設置（庁舎内トイレ、関係機関、病院、商業施設等）
●ＤＶ電話相談カード入りポケットティッシュの配布
●ポスターの掲示
【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）
【吉岡町】
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内）
【上野村】
●リーフレットを窓口に設置
【神流町】
●リーフレット配布（民生委員児童委員協議会定例会、役場窓口、成人式(予定)）
【甘楽町】
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎等町施設）
【中之条町】
●内閣府作成ポスター・リーフレット等の設置（庁舎内、公共施設等）
【嬬恋村】
●相談窓口カードの配布、設置(庁舎内トイレ、ロビー)
【片品村】
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、役場窓口)
【大泉町】
●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
●週間周知用のカードを作成、掲示（役場各課窓口）
●相談窓口カードの設置（役場各課窓口）

【群馬県】
●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
【前橋市】
●市ＨＰ，市広報誌、市公民館報への掲載
【高崎市、富岡市】
●市広報誌への掲載
【桐生市】
●広報紙への掲載
【伊勢崎市】
●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）
【太田市】
●広報おおたへの掲載（11月1日号）
●太田市広報課twitter掲載（11月12日）
【沼田市】
●広報ぬまたへの掲載（11月号）
【館林市】
・男女共同参画情報紙「扉を開こう」にて周知（市ＨＰ、市内回覧）
【藤岡市】
●広報掲載予定
【安中市】
●広報あんなかへの掲載（１１月１日号）
●市ＨＰへの掲載
●市お知らせ版（１１月１５日号）に「児童虐待防止推進月間」と連携した記事の
掲載
●市公式Ｔｗｉｔｔｅｒで情報発信
【榛東村】
●広報「しんとう」8月号へ掲載
【上野村】
●村広報誌への掲載
【中之条町】
●町ホームページでの広報
【大泉町】
●町ホームページへの掲載
●町住民活動支援センターホームページへの掲載
●町広報紙への掲載
●ポルトガル語版・英語版の町広報紙への掲載

【伊勢崎市】
パープルリボンキャンペーン
●パネル展①(人権課、子育て支援課、障害福祉課合同)
　日時：11月8日PM～12日AM
　場所：市役所東館１階市民ホール
　内容：女性に対する暴力防止、児童虐待防止、障害者週間のパネル展示等
●パネル展②
　日時：11月18日～11月28日
　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：女性に対する暴力防止のパネル展示等

【群馬県】
●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
【前橋市】
●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）
【太田市】
●1F市民課モニター啓発画像放送（11月12日～11月25日）
【藤岡市】
●職員のパープルリボン着用
【安中市】
●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）
【大泉町】
●町図書館で特設図書コーナーを設置（11月6日～28日）
●所管課職員によるパープルリボンの着用
●職員にパープルのグッズを身につけるよう呼びかけ

【群馬県】
https://www.pref.gunma.jp/0
4/c2210034.html

【前橋市】
https://www.city.maebashi.g
unma.jp/soshiki/shimin/seik
atsu/gyomu/5/3/30576.html 

【安中市】
https://www.city.annaka.lg.jp
/gyousei/kikaku_keiei/josein
obouryoku-nakusu.html

【大泉町】
●ホームページ11月掲載予
定
●DV（ドメスティック・バイオ
レンス）に関する相談窓口
https://www.town.oizumi.gun
ma.jp/s007/kurashi/010/020
/080/20201223091927.html

https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.html
https://www.pref.gunma.jp/04/c2210034.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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

千葉県

【千葉県】
●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
●千葉県男女共同参画センターにおいて、書籍の紹介等を掲載したリーフレットを作成、配布
【千葉県、各市町村、関係機関、協力団体】
●内閣府作成のポスターの掲載、リーフレットの配架
【銚子市、松戸市、野田市、習志野市、流山市】
●パネル展示
【佐倉市】
●パープルリボンプロジェクトとして市施設の窓口に「ＤＶ防止リース」を設置
【習志野市】
●庁舎内階段をパープルリボンで装飾（11月15日～30日）
【八千代市】
●多言語ポスターの掲示
【我孫子市】
●市の相談窓口案内カードを作成、配布
【鎌ヶ谷市】
●パープルリボンキャンペーンとして、11月中、男女共同参画センターにパープルリボンツリーを設置
【民間支援団体・のだフレンドシップ青い鳥】
●DV防止啓発パネルの展示
　令和3年10月13日（水）～10月15日（金）、場所：野田市役所
　内容：児童虐待防止啓発、DV防止啓発　
【公財千葉県暴力団追放県民会議】
●リーフレット、エコバッグの配布
【ＮＰＯ法人千葉性暴力被害支援センターちさと】
●「女性に対する暴力をなくす運動」を踏まえた講座チラシの作成・配布

【千葉県】
●県広報誌「ちば県民だより」、千葉県ホームページに「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Ｊリーグ戦ホームゲーム開始前に大型ビジョンでＤＶ及び性犯罪被害防止
啓発画像を放映
　・柏レイソル　11月20日（土）　三協フロンテア柏スタジアム
　・ジェフユナイテッド市原・千葉　11月14日（日）、21日（日）　フクダ電子アリーナ
●幕張メッセ正面広場のメッセビジョンでＤＶ及び性犯罪被害防止啓発画像を放
映　11月12日（金）～25日（木）
●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（11月26日号）
●千葉県男女共同参画センターにてTwitter掲載
【銚子市、市川市、松戸市、成田市、習志野市、市原市、我孫子市、鴨川市、鎌ヶ
谷市、君津市、浦安市、印西市、南房総市、香取市、大網白里市、栄町、横芝光
町、長生村、印西市】
●Ｗｅｂサイト、ホームページへの掲載
【銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田
市、佐倉市、東金市、習志野市、勝浦市、我孫子市、鎌ヶ谷市、君津市、富津
市、浦安市、八街市、南房総市、香取市、山武市、大網白里市、酒々井町、栄
町、東庄町、芝山町、横芝光町、睦沢町、長生村】
●広報紙への掲載
【銚子市】
●庁舎正面玄関脇に懸垂幕を設置
【市川市、八街市】
●デジタルサイネージによる啓発
【船橋市､我孫子市、富津市】
●メール配信、ＬＩＮＥ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、facebookによる周知
【成田市、習志野市、印西市】
●情報誌発行
【習志野市】
●市広報用テレビモニターへの掲載
【NPO法人ウイメンズ・ウイングちば・ＮＰＯ法人千葉性暴力被害支援センターちさ
と・千葉県民生委員児童委員協議会】
●ホームページへの掲載

【千葉県】
●DV防止街頭キャンペーン
　県警と共催により、「女性に対する暴力をなくす運動」期間中に、県内大型商業
店舗において、県警音楽隊の演奏、県警よくし隊レディあおぼーしの防犯講話、
啓発物資の配布等を実施　※千葉会場は千葉市共催
【市川市】
●DV防止講座～傷ついた心のケア講座～　※その後Youtube限定配信（11月8
日撮影日）
【野田市】
●若者のためのDV予防セミナー
　日時：①令和3年10月28日（木）14：25～15：15、②令和3年11月11日（木）13：25
～14：10
　場所：①関宿高校　②清水高校
　講師　NPO法人レジリエンス　
●DV、児童虐待研修会
　日時：10月27日（水）10時～12時、13時～15時、場所：野田市役所
【柏市】
●パープルリボンキャンペーン
　日程：11月12日～25日、場所：男女共同参画センター前
　内容：パネル展示、啓発物配付
【我孫子市】
●パープルリボンキャンペーン
　日時：11月16日～25日、場所：市内商業施設（あびこショッピングプラザ）
　（21日は来店客と共に白いツリーをパープルリボンで飾るイベントを実施、参加
者にパープルリボングッズや啓発リーフレットのセットを配布。ツリーは同施設内
で12月25日まで展示）
●図書館男女共同参画コーナーで図書展示（11月中）
●期間中、市職員がパープルリボンを付けて勤務
【八街市】
●パープルリボンキャンペーン（パープルリボンとリーフレットの配布）
【横芝光町】
●図書館にて企画展の開催（11月3日～12月5日）
【印西市】
●チラシ配布（生理用品添付）500セット

【八千代市】
●中央図書館においてＤＶ防止に関する図書の紹介等を実施　11月2日～28日
【印西市】
●女性のための法律相談（11月13日(土）、18日（木））
【香取市】
●低年齢児向け性暴力防止啓発絵本購入、市内保育所・小学校へ配付
●DV相談電話にフリーダイヤル導入
【NPO法人ウイメンズ・ウイングちば】
●デートDV防止キャンペーン（10月2日）
【NPO法人DV被害者支援活動促進のための基金】
●10月16日（土）千葉市生涯学習センター３階大研修会にて、社会学者鹿島敬
氏による講演「あなたらしく生きてますか？」を開催
●11月20日、21日　千葉市民活動フェスタ２０２１（きぼーるアトリウム）にて
ニュースレター、リーフレットを配布
【千葉犯罪被害者支援センター】
●命のメッセージ展
　日時：11月16日～11月18日　各日　8：30～17：15
　場所：千葉県庁中庁舎通路
　内容：犯罪被害者週間にあわせて、犯罪や事故、いじめなどによって、理不尽
に生命を奪われた犠牲者の等身大の人型パネル(いのちのメッセンジャー)を展
示。来場者にチラシ、リーフレット、ポケットティッシュ等の啓発物資を配布。
【人権擁護委員連合会】
●人権ホットライン月間（11月中）
【ＮＰＯ法人千葉性暴力被害支援センターちさと】
●ちさと第9回性暴力被害者支援員養成講座
実践編　公開講座(11月23日13：30～16：00）
～DVとこどもへの性暴力・性虐待への理解～
長期多重被害による解離性障がいのクライエントへの支援の基礎(講師；森田ゆ
り）
●ちさとの面接・電話相談の際、チラシの配布や運動期間の意味を説明。

【千葉県】
https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kf
k/jinken/dv/index.html

【市川市】
https://www.city.ichikawa.lg.jp/gen
05/1111000032.html

【松戸市】
https//www.city.matsudo.chiba.jp/s
hisei/organization/kodomobu/kateij
idou.html

【成田市】
https://www.city.narita.chiba.jp/env
ironment/page102000.html

【習志野市】
https://www.city.narashino.lg.jp/sm
ph/joho/danjokyodo/narasino-
city_1510.html

【我孫子市】
http://www.city.abiko.chiba.jp/shise
i/kyoudousankaku/bouryoku.html
（11月の期間前にページ更新）

【香取市】
https://www.city.katori.lg.jp/smph/l
iving/sodan/dvkeihatsu.html

【栄町】
http://www.town.sakae.chiba.jp

【千葉県男女共同参画センター】
男女共同参画通信 
https://www.city.inzai.lg.jp/0000013
217.html

【千葉県民生委員児童委員協議会】
https://chiba-minkyo.or.jp/
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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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

東京都

【東京都】
◎東京ウィメンズプラザ
●チラシの配布（配偶者暴力（DV）防止講演会）
◎総務局人権部
「女性に対する暴力をなくす運動」（11月12日～11月25日）に合わせて、関係機関にリーフレット等を配布
【八王子市】
●ポスター掲示　はちバス（コミュニティバス）内、市内各図書館内
【武蔵野市】
●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
【三鷹市】
●相談窓口カードの配布・設置（庁舎、市内公共施設内のトイレ）
【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）
【府中市】
●啓発ポスター掲示・女性問題相談リーフレット等配架コーナーの設置
ア　内容　内閣府作成の啓発ポスターを掲示し、併せて女性問題相談の案内リーフレット、[デートＤＶって
しってる？」リーフレット、フチュール名入りボールペンをセットにして配布する。
イ　期間　令和３年１１月１日（月）から令和３年１１月２５日（木）
ウ　場所　男女共同参画センターロビー、市民相談室、市政情報センター、保健センター、こども家庭支
援センターたっち、市民活動センタープラッツ５階フリースペース
【昭島市】
●内閣府作成のﾎﾟｽﾀｰ掲示・リーフレット配布
●相談窓口カードの配付、設置（公共施設内トイレ等）
【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。」，５２号「デートDV～大好きな人と一緒なの
にキツくない？～」を市内公共施設に配架
【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ト、相談窓口カードを配
布・掲示・設置
（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）
【小金井市】
●庁舎でのパネル展示（下記の掲示・配布）
●内閣府作成のポスターを掲示
●東京都作成のポスター、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

【東京都】
◎東京ウィメンズプラザ
●（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」、ホームページ、Twitter、Facebookに掲載予定
◎福祉保健局
●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
【八王子市】
●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
【立川市】
●立川市HPでの広報（予定）
【武蔵野市】
●市ホームページ（男女平等推進センターページ）に掲載
【三鷹市】
●市報、HPへの掲載
男女平等参画啓発誌「Shall We?」73号でDVの特集記事を掲載
【青梅市】
●市広報紙への掲載
【府中市】
●広報、HP、メール配信、チラシ配架にて関連事業の周知
●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カード等を配架
【昭島市】
●市ＨＰ、市報への掲載
●政府広報番組「性暴力とDV」動画の館内上映
【調布市】
●コミュニティFM（調布FM）に出演して，キャンペーン活動を周知
●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
【町田市】
●「広報まちだ」に掲載
●町田市ホームページにて周知・広報
【小金井市】
●パネル展示の実施について市報に掲載

【東京都】
◎東京ウィメンズプラザ
●配偶者暴力（DV）防止講演会
「配偶者暴力（DV）の本質～親密な関係性の中に潜む支配～」
　日時：11月13日（土）（オンライン配信）
　　　※11月20日（土）（録画上映）東京ウィメンズプラザホール
◎総務局人権部
令和３年度犯罪被害者週間行事『地域の力で支える被害者支援』
日時：令和３年11月27日（土）13時30分から16時（13時開場）
場所：小金井宮地楽器ホール　大ホール
講演 「子どもを性被害から守る　～私たちおとながすべきこと～」
講師：小笠原　和美　氏　＊慶応義塾大学総合政策学部教授
【八王子市】
●講演会の実施
11月14日（日）14時～16時
「恋愛相談専門家と考える　男女のモヤモヤはどこからくるの？」
【立川市】
●女性への暴力を防止する運動パネル展
日時：11月15日～11月21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
【武蔵野市】
●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月14日、14時～16時
●ビデオサロン「配偶者暴力被害者の支援のために」上映会・男女平等推進セン
ター会議室、11月15日、11月22日、午前10時～10時30分／午前11時～11時30
分、11月16日、午後２時～２時30分
●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、
12月11日、13時～17時
●パネル展（市民会館ロビー11月8日～11月23日）
●関連図書展示（中央図書館11月1日～11月15日、吉祥寺図書館11月13日～
11月30日、武蔵野プレイス11月22日～12月6日）
【三鷹市】
●児童虐待防止に関するパネル展と同時開催で、DV関連の展示を実施
日時：10/25～11/5（平日のみ）、場所：三鷹市役所本庁舎1階市民ホール
【府中市】
●アドラー心理学からみる自己決定性ってなに？
日時：11月29日　10：00～12:00、場所：フチュール
定員：15人
内容：主体的な人生を選択するためのヒントをアドラー心理学に学ぶ。
●DVD映画上映「マダム・イン・ニューヨーク」
日時：11月23日　13：30～16:00、場所：フチュール
定員：20人
内容: 夫と子どものために人生を捧げてきたごく普通のインド人主婦が、ひょんな
ことから家族に内緒でニューヨークの英会話学校に通い始めたことをきっかけに
自信が芽生え、人生の新たな喜びを見出していくさまをハートウォーミングに描い
たインド発の女性ドラマ。
【昭島市】
●≪パネル展≫
日時：11月12日～11月25日、場所：アキシマエンシス市民ギャラリー
●≪セミナー≫「生理の貧困といのちのはなし」
日時：11月13日、場所アキシマエンシス校舎棟2階会議室
【調布市】
●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
　みんなでフクロウを作ろう！ プロジェクト　
　日程：(1)作成期間　10月15日～11月4日(2)展示期間　11月５日～11月25日
　展示場所：文化会館たづくり1階エントランスロビー
　内容：児童虐待防止及び配偶者暴力根絶の願いを込めて、市民に折り紙で
パープルとオレンジのハートを折ってもらい、そのハートを羽にした等身大のフク
ロウを作成。作成したフクロウ（パープルとオレンジ）を展示
２　デートDV・JKビジネス被害防止パネル展
　期間：11月1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
３　講座「コロナ禍のモラハラ，DVを徹底分析！～これってモラハラ？性格？～」
の開催
　日時：11月5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：コロナ禍で家族の距離が近くなり夫のモラハラがひどくなったことに耐え
られず離婚を考えている女性が多いことに着目し，見えにくいモラハラに焦点を
あて，自分が被害者なのかを考え，正しい選択を身に着けるためのの講義を行
う。
４　講座「子どもと若い女性へのデジタル性暴力～知ろう！自画撮り被害の危険
性～」の開催
　日時：11月19日　14:00～15:30
　場所：調布市市民プラザあくろす3階ホール
　内容：子どもや若年層に対する性暴力被害が増加し続けている中，近年激増し
ている自画撮り被害（デジタル性暴力）について講演して，被害の実態を知り，正
しい情報を身に着ける。
【町田市】
●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8日～12日　8：30～17：00、場所：町田市役所イベントスタジオ
●市内大学でのデートDV防止講座、11月18日（「法と人権」授業の一環として）
●市民講座「女性のためのコミュニケーション講座」（DV・性暴力等の防止）
日時：11月10日　10：00～12：00

【八王子市】
●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（金）～25日
（木）
●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

【府中市】
●登録団体によるバルーンアート展示

【昭島市】
●DV相談臨時窓口の開設
日時：11月13日（土）、19日（金）

【東京都】
東京ウィメンズプラザ
https://www.twp.metro.toky
o.lg.jp/tabid/142/Default.asp
x
https://www.twp.metro.toky
o.lg.jp/seminar/tabid/174/D
efault.aspx
人権部
https://www.soumu.metro.to
kyo.lg.jp/10jinken/hanzai/ev
ent/index.html 
【八王子市】
https://www.city.hachioji.tok
yo.jp/kurashi/shimin/003/00
2/001/p029725.html
【武蔵野市】
http://www.city.musashino.lg
.jp/kurashi_guide/shiminkats
udo/danjokyodosankaku/dan
jocenter/index.html
【昭島市】
https://www.city.akishima.lg.j
p/s006/020/010/011/20180
927103847.html
【町田市】
https://www.city.machida.to
kyo.jp/shisei/shiyakusyo/ma
inoffice/light_up.html
※市庁舎ライトアップのペー
ジです。「パープルライトアッ
プ」については、まだ公開前
です
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東京都

【小平市】
●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
●デート防止啓発カード配布
【国分寺市】
●国分寺駅構内cocobunjiWEST５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
【福生市】
●期間中、本庁舎１階ロビーに展示コーナーを設置。
●内閣府作成、ポスター、チラシ、DV相談ナビカードの掲示、配布。
●都作成、デートDVカード、リーフレット「配偶者や交際相手からの暴力で悩んでいませんか」の配布。
●市作成、「女性悩みごと相談」カードの配布。
●庁舎内トイレに、「女性悩みごと相談」カード、デートDVカードを設置、配布。（通年）
【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
【東大和市】
●市役所1階入口ホールで、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「配偶者や交際相手からの暴力で悩んでいませ
んか」（東京都発行）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）
【清瀬市】
●11月12日のイベントについての簡単なリーフレットを作成し、市内事業所、大学等に配架
●内閣府から支給されるものや既存のものを、「男女共同参画センター（アイレック）」に掲示、配架すると
ともに、12日のイベント時に配付
【東久留米市】
●女性に対する暴力をなくす運動関連図書展示（東久留米市男女平等推進センター交流室）
【羽村市】
●ポスターの掲示（公共施設、町内会）
●相談窓口カードの配付、設置（公共施設）
●啓発シールの設置（公共施設）
【あきる野市】
●国のポスターの掲示、国の啓発リーフレットとカードの設置（総合窓口、担当部署窓口）
【西東京市】
●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
【多摩市】
●市役所本庁舎等でパネル展示と関連資料の配架
●市内図書館と連携し関連書籍展示と、関連資料の配架
【日野市】
●相談窓口カードの配布、設置（庁舎内窓口、トイレ等）
【国立市】
●施設内にパネルを展示
●相談窓口カードの配布、設置(庁舎内トイレ等)
●リーフレット配布

【小平市】
●市報に掲載
【東村山市】
●東村山市男女共同参画推進ツイッターにて周知
●市報に掲載
【国分寺市】
●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
【福生市】
●広報ふっさ（11/1号）に掲載、周知。
【狛江市】
●広報こまえへの掲載
【東大和市】
●市報・市ホームページ・ＳＮＳへの掲載
【清瀬市】
●センアーのホームページおよびFacebookで広報する。
●11月12日夜、ローカル・ラジオ　TOKYO854くるめラから、「男女共同参画セン
ター」の専門員がインタビューを受ける予定。
【東久留米市】
●市報・市ホームページ・SNSへの掲載
【稲城市】
●市報及びHPにて運動期間の周知
【羽村市】
●市公式サイト、市広報紙への掲載
●ケーブルテレビの市広報番組での放映
●市公式Youtubeチャンネルでの放映
●メール配信、Twitterでの配信
【あきる野市】
●市ＨＰ、市広報への掲載
【西東京市】
●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、
Twitterに掲載
【青ヶ島村】
●村広報誌への掲載（11/15）
【多摩市】
●広報誌「たま広報」１１月１日号で啓発記事の掲載
【日野市】
●市HPにて広報
【国立市】
●市報表紙一面、八面掲載
●SNSを使い、情報発信
●Youtubeで動画配信
【武蔵村山市】
●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。

【小平市】
●ジェンダー平等をめざす連続講座＆小平アクティブプラン21策定の策定のため
の地域懇談会（第一回）
　テーマ：DV・性暴力の根絶「愛が暴力にかわるとき」
　講師：森田　ゆりさん
　日時：11月12日（金）午前10時～正午、場所：小川西町公民館ホール
【国分寺市】
●パネル展開催
　日時：11月12日～12月1日
　場所：cocobunjiWEST５階　まちの魅力発信コーナー
　内容：女性への暴力防止
●性犯罪防止、被害者等支援講座開催
　日時：12月12日午前10時～正午、場所：cocobunjiWEST５階リオンAホール
　講師：NPO法人ぱっぷす　金尻カズナさん、警視庁立川少年センター　佐藤裕
美さん
　講座：「子どもたちをデジタル性暴力から守るために」
【清瀬市】
●11月12日の夕刻に、清瀬駅北口前で紫色のキャンドルをパープルリボン型に
並べて灯し、リーフレットやカードを配布する
【東久留米市】
●子どものための護身法～小学生でもできる大事な心と体の守り方～
日時：11月28日13:30～15:00、場所：市役所
内容：子どもの護身法
【西東京市】
●講演会「コロナ流行によって顕在化した日本社会における男女格差～家庭や
職場での問題が生活やココロに及ぼした影響と今後の課題～」を開催
【多摩市】
●性暴力サバイバービジュアルボイス：コロナ禍で忘れられがちな声を聞く
　日時：11月20日（土）14:00～16:00、場所：永山公民館　視聴覚室
　内容：フォトジャーナリストの大藪氏による講演会を実施
【国立市】
●ダブルリボンキャンペーン2021
＜旧国立駅舎＞　
日時：11月11日～17日
内容：パネル展示、動画上映、メッセージ募集、パープル・オレンジライトアップ、
紫色・オレンジ色のマスク配布
＜国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ　ショーウィンドウ・オープンスペース
＞
日時：11月1日～12月25日（ライトアップは11月1日～10日、11月21日～12月25
日）
内容：パープルライトアップ、パネル展示、メッセージ募集
＜市役所１階　市民ロビー＞
日時:11月22日～30日、内容：パネル展示

【小平市】
●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

【東村山市】
●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

【東大和市】
●市役所来庁者駐車場フェンスに横断幕掲出（11/12～25）

【羽村市】
●市職員のパープルリボンバッジ着用
●羽村市動物公園エントランスのパープルライトアップ（11月12日～25日）

【西東京市】
●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

【檜原村】
●福祉けんこう課にて常時、相談窓口を開設中

【日野市】
●日野市立男女平等推進センターにてパネル展示

【武蔵村山市】
●１１月２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。

【小平市】
https://www.city.kodaira.tok
yo.jp/kurashi/078/078289.ht
ml
【東村山市】
https://twitter.com/hm_city_
danjo
【国分寺市】
http://www.city.kokubunji.to
kyo.jp/kurashi/1011887/101
1901/byoudou/1022059.html
【清瀬市】
https://www.city.kiyose.lg.jp
/siseijouhou/danjosankaku/1
002903/1009674
【羽村市】
https://www.city.hamura.tok
yo.jp/0000015199.html
【西東京市】
https://ｗw
ｗ.city.nishitokyo.lg.jp/
【多摩市】
https://www.city.tama.lg.jp/0
000012169.html
※11月1日以降に上記ＵＲＬ
に講演会の情報について掲
載いたします。

東京都
（23区）

【千代田区】
●相談窓口チラシ・ポスターの配布、掲示（区立施設等）
●「虐待防止強化期間」「Ｗリボンキャンペーン」チラシの配布、掲示（区立施設等）
●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）
●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2021」チラシ・ポスターの配布、掲示
（区立施設等）
●男女共同参画センターMIW相談室のカードを千代田区役所庁内、出張所、図書館、駅、商業施設のト
イレなどに設置し、暴力防止、相談室の案内
【中央区】
●中央区立女性センターで実施している「女性相談」と中央区立子ども家庭支援セン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。

【千代田区】
●広報千代田10月20日号への掲載
●区HPへの掲載
●男女共同参画センターのFacebookで、パープルリボンキャンペーン女性への
暴力防止に関連した本・YouTube動画、MIWのパープルリボンキルト等を発信　
●女性への暴力防止のシンボルカラーむらさき色と児童虐待防止のシンボルカ
ラーオレンジ色の写真を募集、センターの交流サロンで展示/Facebookで発信　
【中央区】
●「区のおしらせ」（１１月１１日号）に掲載・周知
●区内掲示板用ポスター作成・掲示（１１月１５日号）

【千代田区】 
●虐待防止強化期間
　日時　11月１日（月）～12月10日（金）
●Ｗリボンキャンペーン　企画展示
　日時　11月22日（月）～12月10日（金）、場所　区役所 区政情報コーナー
　<展示>オレンジ・パープルリボンツリー、オレンジ・パープルリボンキルト、オレ
ンジ・パープルの写真、クジラの絵（メッセージ記入したものを貼付）
●千代田区男女共同参画センターMIWパープルリボンプロジェクト2021
　日時　11月12日（金）～25日（木）、場所　男女共同参画センターＭＩＷ
　＜展示＞パープルリボンツリー、パープルリボンキルト展示、パネル「データか
ら見る女性と子どもへの暴力」、コミックや本、DVからわかる「NO！暴力/虐待」
等
　＜講座＞「あるある」ですまない恋愛のハナシ。
　日時　11月19日（金）  18：30～　20：00　オンライン開催
　講師　清田隆之氏（恋バナ収集ユニット「桃山商事」代表）
　内容　恋人同士での同意のない性行為など、大学生から実際の恋愛話での
「あるある」の話題を集め、日常生活や恋愛関係で「NO」と言える関係性を築ける
かを講師と共に考える。
【中央区】
●DV防止講座：開催時期未定だが、今年度は「事業協力スタッフ養成講座」を受
講している区民に「DV」をテーマに、勉強してもらい、講座の企画をしてもらう予
定。

【千代田区】
●コミュニティ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

【千代田区】
・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.j
p/koho/kurashi/sodanmadog
uchi/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.j
p/koho/kurashi/danjo/miw/
kilt.html
※いずれも10月20日公開予
定
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【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・リーフレット等を配布
【文京区】
●暴力防止啓発パネル展（11月24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
【墨田区】
●内閣府作成のポスター、リーフレットを掲示
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内・区施設内トイレ、区内医院）
【江東区】
●内閣府作成のポスター、リーフレットを配布、掲示
●相談窓口カードの配布、設置（庁舎内トイレ、区施設）
【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）
【大田区】
●男女平等推進センター内でDV防止パネルを展示。11月12日～12月28日
相談リーフレット、DV防止リーフレットの設置。デートDV防止クリアファイルの設置
●大田区立田園調布せせらぎ館にて、DV防止ポスター、関連図書、相談リーフレット、啓発リーフレット
の設置
【中野区】
●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。
【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）
【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
【北区】
●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
【荒川区】
●本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
●区内文化交流イベントでチラシ及びリーフレット配布
【練馬区】
●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
●両パネル展においてポスター掲示、DV啓発カード・デートDVリーフレット等を配布
【葛飾区】
●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
【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）
●人権・男女共同参画推進センター掲示板へポスターを掲示。
●人権・男女共同参画推進センターにてリーフレットを配架。
【板橋区】
●板橋区区庁舎内にてパネル展を開催
●パープルリボンストラップを配布
【目黒区】
●目黒区総合庁舎内でパネルを展示し、同時に関連パンフレットを配布。
【多摩市】
●市役所本庁舎等でパネル展示と関連資料の配架
●市内図書館と連携し関連書籍展示と、関連資料の配架
【台東区】
●相談窓口カードの配布、設置（庁舎内トイレ）
●内閣府作成のポスター、リーフレットを配布、掲示
【港区】
●リーブラ２階入口横展示コーナーにてパネル展：男女平等推進団体・男女平等参画推進みなと（GEM）
の「ＤＶ根絶パネル」を展示。
●デートDV、性的同意に関するパンフレット配布
●上映会とトークイベントのポスター作成、チラシ配布

【新宿区】
●「広報新宿」に掲載
●ＤＶ防止啓発動画を大型ビジョンで放映
【文京区】
●文京区報（11月10日号）及びHPにて、女性に対する暴力撤廃の国際デーにつ
いて掲載
【墨田区】
●区広報誌・区公式Facebook・Twitterへの掲載
【江東区】
●江東区報への掲載
【品川区】
●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
【大田区】
●男女平等推進センターのホームページ、ツイッターで周知
【世田谷区】
●区広報紙11月15日号に、DV防止の特集記事を掲載（児童虐待防止・犯罪被
害者等支援と連携し、「誰かじゃなく、あなたにも起こるかもしれません」として中
面の4頁を使用）
【中野区】
●中野区ホームページによる広報
【杉並区】
●広報すぎなみ、区公式ホームページの掲載
【豊島区】
●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
【北区】
●北区広報媒体「北区ニュース」や「北区HP」に掲載
【荒川区】
●パネル展及び啓発活動について区報掲載
【練馬区】
●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
【足立区】
●「あだち広報」（11月10日号）にて、ＤＶについて周知・啓発記事を掲載。
【葛飾区】
●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
【江戸川区】
●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
【板橋区】
●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
【台東区】
●広報たいとう（11/5号）に掲載
【港区】
●広報みなと、リーブラHP、リーブラ公式SNS（Facebook、Twitter、Instagram）掲
載予定
【渋谷区】
●区広報誌での啓発及び相談事業等の周知

【新宿区】
●DV防止啓発講座（オンライン）
「パートナーとの関係に悩んでいませんか？～アサーティブコミュニケーションか
ら学ぶ気持ちの伝え方のコツ～」
　配信期間：11月19日～11月25日
【文京区】
●ＤＶ防止セミナー「対等に、さわやかに！パートナーに素直な気持ちを伝えるコ
ミュニケーションを学ぼう」
　日時：12月19日10：00～正午、場所：オンライン
　内容：自分の気持ちを素直に伝える気持ちのいいコミュニケーション方法を学
び、家庭や職場での人間関係に活かす
●犯罪被害者相談会
　日時：11月24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
【墨田区】
●DV予防啓発等に関する図書コーナーの設置
【江東区】
●パープルリボンツリーの実施
　日時：11月12日～11月25日、場所：男女共同参画推進センター１階ロビー
　内容：○ホワイト・ツリーを置き、来館者が非暴力の願いをパープルリボンカー
ドに記入し、ツリーに飾る。
　　　　○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
影会の開催。
【品川区】
●人権の広場
　日時：12月4日～6日、場所：荏原文化センター
　内容：DV関連パネルの展示
【大田区】
●11月23日（火・祝）14時～16時　DV防止講座　「助けて」の声に今、私たちがで
きること~小さなサインを見逃さないために～
【中野区】
●中野区立中央図書館にて企画展示と、区作成物（暴力の仕組みについてのパ
ネル、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。
【杉並区】
●女性に対する暴力をなくす運動パネル展
　日時：①10月25日～27日　②11月9日～13日
　場所：①区役所１Ｆロビー　②男女平等推進センター
　内容：ＤＶ、性犯罪・性暴力に関するパネルの展示
【豊島区】
●人権パネル展示
　日時：12月3～10日、場所：豊島区男女平等推進センター
　内容：女性への暴力防止パネル展示、パープルリボン作り
【北区】
●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）
【荒川区】
●あらかわ遊園の観覧車を紫色にライトアップ（11月12日～18日の偶数日）
【練馬区】
●講座
　日時：11月20日（土）14時～16時、場所：男女共同参画センター
　内容：思春期の性について
【足立区】
●講演「心と体を守る！子どもへの性教育最前線」（YouTube配信）、配信期間：
11月17日～30日
 　内容：性の被害者にも加害者にもさせないために、子ども自身の心と体を守る
方法を学ぶ（概ね16才以上向けの内容）
　講師：遠見　才希子氏（産婦人科医）
●展示「ＳＤＧｓ　今私たちにできること」
　日時：11月8日～11月14日 ※最終日は午後5時まで　内容：足立区女性団体連
合会加盟団体のＳＤＧｓに関する取り組みを紹介
　場所：エル・ソフィア1階　梅田ラウンジ
【葛飾区】
●11月12日（金）から11月25日（木）までパープルツリーの設置とパープルリボン
作成キットの配布
●11月24日（水） DV防止啓発講座
※新型コロナウイルス感染の状況により、変更有。
【江戸川区】
●オンライン展示
期間：11月1日公開
URL：
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e009/kurashi/jinken/sankaku/bouryoku.html
内容：DV・性犯罪防止啓発チラシ、相談窓口一覧等を掲載
【目黒区】
●11月20日「女性のための護身術講座」
【台東区】
●パープルリボンパネル展示
　日時：11月12日～25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4日10：00～、場所：オンライン
　内容：女性ならではの生きづらさについての理解を深め、身近な問題や心のモ
ヤモヤを解消するヒントとしたり、対処法を見出すきっかけになることを目的とした
講座
【港区】
●「性暴力を、なくそう」～『声なき叫び』上映会＆トークイベント：映画上映と、男
女平等推進団体・平等研究会の協力を得て、2017年の刑法一部改正と今後の
課題等を解説。

【品川区】
●当課担当職員によるパープルリボンの着用
●常設：パネル展示（デートDV）　
　　
【大田区】
●男女平等推進センター内でDV防止パネルを展示。11月12日～12月28日
●DV防止動画の上映。
●相談機関の掲示。
●パープルリボンクリスマスツリーの設置、来館者が紫色のリボンを飾りつけして
いく。
●JR京浜東北線大森駅北側跨線道路上でDV防止パネルを展示11月12日～11
月25日
●大田区立田園調布せせらぎ館にて、DV防止ポスター、関連図書、相談リーフ
レット、啓発リーフレットの設置　11月1日～30日の間、未定　
【世田谷区】
●世田谷区役所第2庁舎1階ロビー展示（11/22～11/26）
●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）
【豊島区】
●全職員のパープルリボン着用
●民生委員・児童委員へのパープルリボン配布
【北区】
●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
【葛飾区】
●女性の健康支援として乳がん検診などのパネル掲示や、児童虐待に関するパ
ンフレットを配布
【八王子市】
●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（金）～25日
（木）
●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
【板橋区】
●区内大学祭でアウェアネスリボンやデートＤＶに関するパネル展示・パンフレッ
ト配布など
●区内大学祭(オンライン)でデートＤＶについて周知・啓発ページを作成
【目黒区】
●オンブーズによる特別相談会を実施。
【渋谷区】
●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
防止関連図書の展示
【足立区】
●区内図書館等（16箇所）にてパネル展示を実施、11月12日～11月30日

【文京区】
https://www.city.bunkyo.lg.jp
/kusejoho/jinken/danjo/dv2
/dv.html
【墨田区】
https://www.city.sumida.lg.jp
/kuseijoho/jinken_danzyo/da
nzyo/bouryokubokumetu.htm
l
【品川区】
https://www.city.shinagawa.t
okyo.jp/PC/kuseizyoho/kus
eizyoho-zinken/kuseizyoho-
zinken-
kyodosankaku/hpg00003143
5.html
【大田区】
https://www.escenaota.jp/
【中野区】
https://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/danjo/010/index
.html
【豊島区】
http://www.city.toshima.lg.jp
/051/kuse/danjo/dvboshi/0
30592.html
【練馬区】
https://www.city.nerima.toky
o.jp/kusei/keihatsu/jinkenda
njo/danjokyodosankakuoen/
harasumento/corner0202.ht
ml

東京都
（23区）
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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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

神奈川県

【神奈川県】
●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。（共生推進本部
室）
●県庁内で11月開催の犯罪被害者支援に係るパネル展にて、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関に配布（年度内随
時）
【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）
【鎌倉市】
●女性相談窓口カードの作成配布（庁舎内トイレ等）
【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
【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）
【茅ケ崎市】
●男女共同参画推進センターでのポスター掲示、リーフレットの配架、啓発グッズの設置等
●相談先記載のリーフレットの作成、配架（市役所及び市内公共施設等）
●デートDV防止啓発リーフレットの配布（市内高校２年生）
●庁舎内トイレ、市内公共施設等に相談カードを設置（通年実施）
【秦野市】
●市役所教育庁舎入口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。
●図書館でチラシ、啓発グッズの設置及び関連本の紹介。
【厚木市】
●パネル展示及び啓発物品（オレンジ・パープルリボンをデザインしたクリアファイル・ポケットティッシュ・
リーフレット）の配布、関連図書の案内
【伊勢原市】
●「女性に対する暴力をなくす運動」に関する展示
　内容：運動テーマや各種相談窓口ポスターの掲示及びリーフレット等の配布
　期間：１１月１６日～２５日、場所：伊勢原市役所１階市民ホール
●相談窓口リーフレットやカードの配布（人権・広聴相談課窓口）
【海老名市】
●市庁舎内でパネルを展示、リーフレットを配布
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ等）
【座間市】
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ）
【南足柄市】
●DV相談窓口案内カード設置（市内の病院、庁舎、公共施設トイレ等）
【寒川町】
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレなど）
【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）
【開成町】
●相談窓口カード等の配布及び設置

【神奈川県】
●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
信する。（共生推進本部室）
●県広報誌への掲載（共生推進本部室）
【横須賀市】
●市広報誌での広報及びDV相談窓口の掲載（予定）
●市HP、市Twitterへの掲載
【平塚市】
●市ホームページの掲載
【鎌倉市】
●市広報紙への掲載
●モニター広告
【藤沢市】
●市広報紙への掲載
　令和３年度「女性に対する暴力をなくす運動」の周知記事を11月10日号に掲載
（予定）
●ラジオ（レディオ湘南）による情報提供
　令和３年度「女性に対する暴力をなくす運動」に合わせて実施する江の島シー
キャンドル（江の島展望灯台）パープルライトアップの周知（予定）
【小田原市】
●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。
【茅ケ崎市】
●市ＨＰ、市広報紙への掲載
●デジタルサイネージ（市役所内）での広報
【秦野市】
●市ＨＰ，市広報誌への掲載
●秦野駅デジタルサイネージにて広報（１１月中）
【厚木市】
●市ＨＰ、市広報誌への掲載
●デジタルサイネージでの広報
●あつぎ元気WAVEでの広報
【伊勢原市】
●市広報紙へ掲載
【海老名市】
●市ＨＰ，市広報誌への掲載
【座間市】
●市広報誌への掲載
【寒川町】
●女性の人権ホットラインについて町広報誌、ホームページに掲載
【開成町】
●女性の人権ホットラインについて町広報紙に掲載
●DV関連記事を8月号の町広報紙に掲載
【湯河原町】
●広報ゆがわらへの掲載

【神奈川県】
●11月18日（木）～11月25日（木）県庁新庁舎１階で犯罪被害者支援に係るパネ
ル展を実施し、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
（くらし安全交通課）

【横須賀市】
●パープルリボンキャンペーン
　オレンジリボンキャンペーンと連携し、「児童虐待防止」及び「女性に対する暴力
をなくす運動」の啓発カードをリボンと共に市民に向け配布。
　日時：１１月１日～１１月８日
　場所：市内ショッピングモール（Coaska Bayside Stores）

【平塚市】
●女性に対する暴力をなくす運動パネル展
　期間：11月8日(月)～19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

【鎌倉市】
●市役所ロビーでのパネル展

【藤沢市】
●江の島シーキャンドル（江の島展望灯台）のパープルライトアップの実施
　日時：11月15日～11月17日

【小田原市】
●DV気づき講座」の開催
　日時：令和4年2月10日
　場所：市民交流センター
　主催：かなテラス　共催：小田原市
　※おだわら男女共同参画推進サポーター向けの勉強会として受講予定

【茅ケ崎市】
●パネル展
　期間：11月12日～11月25日
　場所：男女共同参画推進センター
　内容：配偶者暴力（DV）や交際相手からの暴力（デートDV)の防止に関する展
示等

【寒川町】
●寒川総合図書館での企画展示
11月10日～11月30日（予定）

【横須賀市】
●11月12日・11月25日に職員に紫色の服の着用を依頼
●庁舎内職員にパープルリボンを配布し、着用を依頼

【小田原市】
●DV防止啓発展示（11/9～11/25）
●「女性に対する暴力防止期間」の周知のためのポスター、チラシを掲出（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）

【茅ケ崎市】
●女性のための相談室（通年月～金曜日）
●担当課職員によるパープルリボンの着用（11/12～11/25）
●デートDV防止啓発講座（市内中学生・随時実施）

【秦野市】
●市役所本庁舎に横断幕を掲示。
●市役所本庁舎入口で、パープルリボンを飾ったツリーの展示。

【厚木市】
●厚木市独自の２つのリボンを組み合わせた「オレンジ・パープルリボン」を作成
し、児童虐待防止月間と併せて啓発を実施

【海老名市】
●駅前デジタルサイネージにてＰＲ映像放送

【座間市】
●市役所において、特設啓発コーナーを開設（11/12～11/18）

【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。

【平塚市】
http://www.city.hiratsuka.ka
nagawa.jp/jinken/page42_000
84.html

【鎌倉市】
https://www.city.kamakura.k
anagawa.jp/danjo/sodan.html

【藤沢市】
http://www.city.fujisawa.kan
agawa.jp/jinkendanjyo/kuras
hi/jinken/danjo/boryokunaku
su.html

【小田原市】
（作成中）

【茅ケ崎市】
https://www.city.chigasaki.k
anagawa.jp/danjyo/1009321.
html

【秦野市】
https://www.city.hadano.kan
agawa.jp/www/contents/100
1000001778/index.html

【海老名市】
https://www.city.ebina.kanag
awa.jp/guide/kyodo/danjo/in
dex.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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

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）

【糸魚川市】
●内閣府男女共同参画局から支給される啓発グッズの配布、設置

【妙高市】
●小中学校へPRポスターの設置

【佐渡市】
●パープルリボンの配布、相談窓口カードの配付、設置

【新潟県】
●県広報ラジオスポットでの広報
　ＦＭ新潟「県からのお知らせ」、11/13～15（３日間）　

【三条市】
●地域FM放送での広報

【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

【見附市】
●市広報紙での広報
●地区便りでの広報
●市ホームページでの周知

【妙高市】
●市広報紙での広報
●市ホームページでの周知

【上越市】
●市広報での特集記事掲載

【魚沼市】
●市広報誌への掲載

【長岡市】
●パープルリボン・ラッピング
　期日：10月29日～11月25日
　会場：アオーレ長岡
　内容：女性に対するあらゆる暴力の根絶の呼びかけと、相談を促すメッセージ
の発信
●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）

【糸魚川市】
●運動期間の前後でDV等をテーマにした研修会を実施予定（調整中）
　日時：運動期間の前後（未定）
　場所：未定（市民会館もしくは地区公民館）
　内容：女性への暴力防止（DV、虐待、性犯罪）

【新潟県】
●県立図書館内と連携し、「女性に対する暴力をなくす運動」関連図書の展示ス
ペースを設置
●県庁舎内のデジタルサイネージで、運動ポスター及び西原理恵子氏の漫画を
投影し、啓発活動を実施

【長岡市】
●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

【妙高市】
●パネル展の開催（駅・図書館など）

【長岡市】
https://www.city.nagaoka.nii
gata.jp/kurashi/cate14/will/

【十日町市】
https://www.city.tokamachi.l
g.jp/soshiki/somubu/kikakus
eisakuka/1/event/15820723
89937.html」

富山県

【富山県】
●ＤＶ防止啓発のためのチラシを作成し、市町村、関係機関・団体、医療機関等へ配布
●県内の中学校２年生及び高校２年生にデートDV啓発リーフレットを配布
【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）
【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
【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）
【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）
【氷見市】
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、相談窓口等）
【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）
【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
【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、商業施設トイレ）
●育児相談の際、ＤＶパンフレット配布（こども課）
【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
【上市町】
●ポスター・リーフレット・相談窓口カードの設置（庁舎内、福祉センター）
【入善町】
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、相談窓口、保健センター等）

【富山県】
●県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

【富山市】
●富山市広報誌への掲載

【高岡市】
●市HP、広報紙への掲載

【射水市】
●看板の掲示（あいの風とやま鉄道小杉駅前広告塔）

【魚津市】
●市広報へ掲載

【滑川市】
●市広報へ掲載

【上市町】
●町広報誌への掲載

【富山県】
●ＤＶ防止啓発講座
「不機嫌という名の暴力ーモラルハラスメントー」
日時：11月11日（木）13：30～15：30
場所：富山県民共生センター（サンフォルテ）
講師：髙山　直子　氏（カウンセラー）
●県民共生センター（サンフォルテ）図書室内
期間：11/12～11/30
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

【富山市】
●図書ミニ展示
日時：11月17日（水）～30日（火）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

【富山県】
●DV啓発トイレットペーパー及び窓口相談カードを県内スーパーマーケットの女
性用トイレに設置。

【富山市】
●弁護士による夫婦・男女に関する法律相談
日時：11月19日（金）13：30～16：30
場所：富山市男女共同参画推進センター
●DV土曜特別相談
日時：11月20日（土）10：00～18：15
場所：富山市男女共同参画推進センター

【砺波市】
●女性の悩み相談
日時：11月25日（木）10:00～17:00
場所：予約時にお知らせ

【富山県】
https://www.pref.toyama.jp/
101703/kurashi/soudanshise
tsu/madoguchi/joseisoudan/
kj00005916/index.html

https://www.pref.toyama.jp/101703/kurashi/soudanshisetsu/madoguchi/joseisoudan/kj00005916/index.html
https://www.pref.toyama.jp/101703/kurashi/soudanshisetsu/madoguchi/joseisoudan/kj00005916/index.html
https://www.pref.toyama.jp/101703/kurashi/soudanshisetsu/madoguchi/joseisoudan/kj00005916/index.html
https://www.pref.toyama.jp/101703/kurashi/soudanshisetsu/madoguchi/joseisoudan/kj00005916/index.html
https://www.pref.toyama.jp/101703/kurashi/soudanshisetsu/madoguchi/joseisoudan/kj00005916/index.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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

石川県

【石川県】
●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・配布（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（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、関係機関に配布
【金沢市】
●パネル展の実施
①金沢市役所
　期間：11月1日～26日、場所：金沢市役所第一本庁舎市民ホール
②城北児童会館
　期間：11月2日～30日、場所：城北児童会館エントランスホール
※パープルリボンバッジの配布
【七尾市】
●図書館、コミュニティセンターにチラシ・ポケッ　トティッシュなど　設置
●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
●県推進員によるチラシの配布、メッセージカードの募集　
【輪島市】
●パネル展示の実施
　日付：11月21日、　場所：男女共同参画映画上映会会場入り口
●市推進員による啓発グッズ・チラシ等の配布
　日付：11月21日
【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
【加賀市】
●啓発ポスター掲示　場所：市関連施設等
【羽咋市】
●ポスター配布（市内公民館）
【かほく市】
●啓発ポスター、チラシの掲示
●啓発グッズの配布
【白山市】
●パネル展示の実施
①期間：10月28日～11月19日、場所：市役所1階ロビー
②日付：11月21日、場所：松任文化会館ピーノ1階ホワイエ
③期間：11月23日～27日、場所：学習センターエントランス
【能美市】
●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）
●子育てセンターに啓発ティッシュとチラシ　設置
●パネル展示の実施
　期間：11月1日～30日、場所：市役所1階ロビー
●ポスターの掲示、グッズ・のぼり旗の設置
【野々市市】
●啓発ポスター及び市推進員の活動紹介パネルの展示
　期間：11月1日～30日、場所：野々市市情報交流館カメリア
●市立図書館に特設の啓発コーナー設置、市担当窓口等にチラシ設置
●啓発ポスターの掲示
●啓発グッズの配布
【川北町】
●町文化祭での推進員によるチラシ・リーフレットの配布、意識調査の実施
　日付：11月3日、場所：川北町総合体育館
【津幡町】
●パネル展示の実施
　期間：11月1日～30日、場所：文化会館シグナス
【志賀町】
●チラシ・グッズ等の配布（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
●図書館で関連図書コーナーの設置
【宝達志水町】
●パネル展示の実施
　期間：11月2日～3日、場所：町生涯学習センター　さくらドーム21
●町文化祭での推進員によるチラシ・リーフレットの配布
　日付：11月3日、場所：町生涯学習センター　さくらドーム21
【能登町】
●啓発ポスターの掲示　場所：町内公共施設

【石川県】
●街頭キャンペーンの実施
　日時：11月7日（日）（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HP、県公式Twitter、LINE、Instagramへの掲載
●各テレビお知らせスポット、ラジオ放送
●新聞3紙の地域版お知らせ枠にキャンペーンについて掲載（11/10）
【金沢市】
●新聞広報（オレンジリボン・パープルリボン合同啓発広報）
●市役所第一本庁舎前デジタルサイネージ「パープルリボンキャンペーン」期間
の周知
●市公式LINE、Facebook、HPでの広報
【七尾市】
●広報11月にDV関連記事の掲載
●ケーブルテレビ（文字放送）による広報
●市HPによる広報
●DV撲滅ポスターの掲示（市役所など）
●パープルリボンキャンペーンのＰＲをラジオ七尾で放送
【小松市】
●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予
定
●市HPによる広報
【輪島市】
●広報わじま11月号に掲載し広報
●ケーブルテレビによる文字及び音声にて広報、期間：11月1日～25日
●市HPに掲載による広報
【珠洲市】
●広報すず11月号に掲載
【加賀市】
●広報かが11月号に掲載
●市HPで周知
【羽咋市】
●広報はくい11月号にDV関連記事の掲載
【かほく市】
●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
【白山市】
●広報11月号にDV関連記事の掲載
【能美市】
●広報誌による周知（11月広報）
●文字放送
●市HPに掲載
【野々市市】
●広報野々市11月号への掲載
●市HPへの掲載
●市FacebookでのPR
【川北町】
●町広報にDV関連記事の掲載
【津幡町】
●広報つばた10月号に記事を掲載
●町Facebookによる広報
【内灘町】
●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を掲載
●町HPによる広報
【志賀町】
●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HPによる広報
【宝達志水町】
●広報宝達志水11月号にDV関連記事の掲載
●Facebookにて文化祭での啓発活動等の記事を掲載
【中能登町】
●広報11月号で「いしかわパープルリボンキャンペーン」について（趣旨・相談先）
掲載予定
【能登町】
●町広報誌へのDV関連記事の掲載とパープルリボンツリー・メッセージカード記
入呼び掛け

【石川県】
●「女性等に対する暴力等をなくすためのシンポジウム」の実施
　日時：11月21日（日）13:30～16:00、場所：石川県女性センター　大会議室
　内容：①講演（講師：工藤　千恵氏（性暴力サバイバー／一生ものの性教育マ
スター））
　　　　②対談（対談者：工藤講師、塚原　久美氏（臨床心理士・公認心理師）、
　　　　進行：福村　一氏（石川県女性相談支援センター所長））

【金沢市】
●①講演会の開催
　日時：11月17日～12月13日、場所：金沢市公式YouTube
　講演内容：「見過ごさないで！DVが壊す被害者と子どものこころ」
　講師：加茂　登志子氏（精神科医）
●②講演会の開催
　日時：11月23日（火・祝）13:30～15:30、場所：石川県女性センター　大会議室
　講演内容：「コロナ禍における女性と子どもに対する暴力被害を考える」
　講師：信田さよ子氏（原宿カウンセリングセンター顧問）

【加賀市】
●街頭キャンペーンの実施、日付：11月28日
　場所：11:00　アビオシティ加賀、12:00　イオン加賀の里店

【白山市】
●街頭キャンペーンの実施
　日時：10月31日（日）10:00～、場所：イオン松任、アピタ松任
【宝達志水町】
●講演会の開催（ふらっとミニセミナーの共催）
　日時：11月27日 10:00～11:30、場所：町民センター　アステラス
　内容：「知ったらもっと好きになる野菜のちょっといい話」
　講師：小川　美樹子氏

【中能登町】
●ワークライフバランスセミナー②
　日時：11月19日（金）19:00～予定
　内容：女性活躍、ジェンダーとSDGsとの関連等
　備考：オンライン開催か対面か検討中

【石川県】
●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
　期間：11月1日～30日、場所：県庁19階展望ロビー、石川県女性センター
●県職員によるパープルリボンバッジの着用
【金沢市】
●パープル・オレンジリボンツリーの設置
　日時：11月1日～26日、場所：金沢市役所第一本庁舎市民ホール
●市職員によるパープルリボンバッジおよびオレンジリボンバッジの着用
●市役所第一本庁舎アナウンス
【七尾市】
●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～30日、場所：フォーラム七尾
●市部課長、担当職員によるパープルリボンの着用
【小松市】
●パープルリボンツリー、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
※今年度は児童虐待防止のオレンジリボンキャンペーンと合同で行う予定
●市担当職員によるパープルリボンバッジとオレンジバッジの着用
【輪島市】
●パープルリボンツリーの設置
　期間：11月2日～30日、場所：輪島市立図書館
●市担当職員によるパープルリボンバッジの着用
【珠洲市】
●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21日～30日、場所：ラポルトすず
【加賀市】
●パープルリボンツリーの設置
　期間：11月、場所：加賀市役所
●市町、教育長、部局長のパープルリボンバッジ着用（Wリボン）
【羽咋市】
●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～25日、場所：市役所玄関ロビー
【かほく市】
●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～30日、場所：宇ノ気生涯学習センター
●パープルリボンバッジの配布・着用
【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
①期間：10月28日～11月19日、 場所：市役所1階ロビー
②日付：11月21日、 場所：松任文化会館ピーノ1階ホワイエ
●市担当職員によるパープルリボンバッジの着用
【能美市】
●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：本庁舎　正面入り口ホール、寺井地区公民館
●担当職員等のパープルリボンバッジ着用
【野々市市】
●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～30日、場所：野々市市情報交流館カメリア、市図書館
●市担当課職員、市推進員のパープルリボンバッジの着用
【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～30日　場所：役場庁舎1階
●町担当課職員によるパープルリボンバッジの着用
【宝達志水町】
●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3日～30日、場所：町生涯学習センター　さくらドーム21
●担当課職員によるパープルリボンバッジの着用
【穴水町】
●パープルリボンツリーとメッセージカードの設置
　場所：役場庁舎や文化祭時に設置
【能登町】
●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～30日、場所：コンセールのと、柳田教養文化館、内浦総合支所

https://www.pref.ishikawa.lg.
jp/danjo/purpleribbon/top.ht
ml
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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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

山梨県

【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

【甲府市】
●女性総合相談室（甲府市）ややまなし性暴力被害者サポートセンター（山梨県）等のカードの設置（庁
舎内トイレ、公共施設等）
●内閣府、山梨県作成のポスター等の関係機関、男女共同参画センター等への掲示
●「女性に対する暴力をなくす運動」週間における甲府市役所1階ロビーで啓発活動

【都留市】
●市立図書館において啓発展示を行う。
10月中旬～図書館内に展示スペースを作成。来館者にパープルリボンをつくってパネルに飾ってもらい、
運動期間中展示を行う。
展示スペースで啓発リーフレット等を配布する。

【山梨県】
●県ホームページへの掲載

【甲府市】
●甲府市HP及び甲府市女性活躍支援サイト「なでしこPlus」への情報の掲載

【韮崎市】
●ホームページ、フェイスブックへの掲載

【南アルプス市】
●市の広報誌に「女性に対する暴力をなくす運動」について掲載予定。

【甲斐市】
●市広報誌（11月号）へのDV相談甲斐市専用ダイヤルの掲載

【甲州市】
●市広報誌（11月号）への掲載

【山梨県】
●啓発講演会
　日時：11月19日(金)
　演題：コロナ禍で浮かび上がるＤＶと女性不況～ＤＶ加害者更正には効果があ
るのか～
　講師：吉祥眞佐緒氏
　会場：県立男女共同参画推進センターぴゅあ総合等
●教職員向けデートDV防止研修会（11/16,25,30）
●企画展示（山梨県立図書館11/16～25、男女共同参画推進センターぴゅあ総
合11/12～25）

【甲府市】
●「女性に対する暴力をなくす運動」週間において甲府市役所1階ロビーでパネ
ル展の開催及びパープルリボン運動の実施
●甲府市男女共同参画推進委員会によるDV講演会の開催

【甲斐市】
●市内中学校におけるデートDV講演会（11/19）

【甲州市】
●パープルリボンツリーの設置
●パネル展示

【山梨県】
●パープルリボン募集
●ＤＶ被害者への支援物資募集

【山梨県】
https://www.pref.yamanashi.
jp/kenmin-
skt/31445086524.html

【甲府市】
https：
//www.city.kofu.yamanashi.j
p/nadeshiko-plas/index.html

https：
//www.city.kofu.yamanashi.j
p/kurashi/danjo/index.html

長野県

【長野県】
●県庁舎、各警察署、男女共同参画センターにおいて、内閣府作成の広報物等を掲示・配付
【一部市町村】
●庁舎内、公立施設等に内閣府作成の広報物等を掲示・配付

【長野県】
●県及び県警公式サイトへの掲載
【一部市町村】
●広報誌、公式サイト、公式SNSにおける広報

【長野県】
●11/27オンラインセミナー「ＤＶと児童虐待」の開催（一部市町村にPV会場設
置）
【長野市】
●11/19「パープルリボンジャズコンサート」の開催

【塩尻市】
●図書館において、関連図書特設コーナーを設置

福井県

【福井県】
●DV相談窓口を記載したオリジナルリーフレットを県内医療機関、保育機関に配布
●県庁内でパネル展開催(11/1～11/5)
●図書館で関連図書展示(11月下旬)
●県女性センターでパネル展開催(11/16～11/20)
【福井市】
●相談窓口カード、ポスター、リーフレットの設置（庁舎内トイレ等）
【敦賀市】
●市公共施設、病院、量販店にポスター、リーフレット、カードの配布
【小浜市】
●市役所でのポスター掲示
●女性相談窓口施設でのリーフレット設置
【大野市】
●市内のスーパーで啓発物品を配布
　（11/11(木)夕方、児童虐待防止啓発と合同で開催）
●相談窓口カードの設置（庁舎内・図書館内トイレ）予定
【鯖江市】
●ポスター掲示(各地区公民館、その他施設)
●相談窓口カードの設置(窓口カウンター・庁舎内トイレ)
【あわら市】
●庁内でポスターを掲示
●啓発物の配布
【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３F・４Fに配置
【永平寺町】
●役場窓口にリーフレットの設置、ポスターの掲示
●商業施設や公共機関のトイレにカードを設置　
【池田町】
●相談窓口カードの配置（本庁、総合保健福祉センター、図書館等）
【南越前町】
●町内保育所（園）、図書館にて啓発物及びリーフレット配布（設置）
【越前町】
●町内商業施設にてリーフレットの配布
【美浜町】
●リーフレットの配布、ポスター掲示（町内保育園等）
●リーフレット設置（公共施設）
【おおい町】
●児童や高齢者の虐待防止なども盛り込んでチラシを作成し、全戸配布
【若狭町】
●内閣府作成啓発ポスターの設置（庁舎）

【福井県】
●新聞社発行の広報誌にDV防止啓発記事および相談窓口を掲載

【敦賀市】
●市HP、FM放送での広報（10/29～11/25）、広報誌への掲載（10/12）

【小浜市】
●市広報誌への掲載

【大野市】
●市広報誌に、周知・啓発のための記事を掲載

【鯖江市】
●市HP、広報誌への掲載

【越前市】
●越前市男女共同参画センター主催で市HP、facebook、Youtubeに広報掲載

【越前町】
●町広報誌に関連記事掲載

【美浜町】
●町HP、広報誌掲載

【おおい町】
●広報紙（11月号）への掲載
（※児童や高齢者の虐待防止なども盛り込んだ記事）

【敦賀市】
●パネル展及び高校生制作の啓発書道アートの展示（11/12～11/18 敦賀駅交
流施設オルパーク 11/19～11/25 市役所市民ギャラリー）
●高校生制作啓発ポスターの展示（11/12～11/25 敦賀信用金庫本店ショーウィ
ンド）　
●啓発図書コーナーの設置（11/2～11/30 敦賀市立図書館）

【鯖江市】
●パープルリボンキャンペーン
　日時：11/12～25）
　内容：①夢みらい館さばえ・西山公園ライトアップ、②紫色のパンジーを植えた
プランターを鯖江地区人権擁護委員が配布

【越前市】
●パープルリボンオレンジリボンキャンペーン
　日時：11/2～11/30
　場所：市民プラザたけふ３F市民交流スペース、越前市男女共同参画センター
　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

【敦賀市】
http://www.city.tsuruga.lg.jp
/about_city/news_from_divisi
on/kikakuseisaku_bu/shimink
yodo_ka/index.html
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https://www.pref.yamanashi.jp/kenmin-skt/31445086524.html%E3%80%90%E7%94%B2%E5%BA%9C%E5%B8%82%E3%80%91https%EF%BC%9A/www.city.kofu.yamanashi.jp/nadeshiko-plas/index.htmlhttps%EF%BC%9A/www.city.kofu.yamanashi.jp/kurashi/danjo/index.html
https://www.pref.yamanashi.jp/kenmin-skt/31445086524.html%E3%80%90%E7%94%B2%E5%BA%9C%E5%B8%82%E3%80%91https%EF%BC%9A/www.city.kofu.yamanashi.jp/nadeshiko-plas/index.htmlhttps%EF%BC%9A/www.city.kofu.yamanashi.jp/kurashi/danjo/index.html
https://www.pref.yamanashi.jp/kenmin-skt/31445086524.html%E3%80%90%E7%94%B2%E5%BA%9C%E5%B8%82%E3%80%91https%EF%BC%9A/www.city.kofu.yamanashi.jp/nadeshiko-plas/index.htmlhttps%EF%BC%9A/www.city.kofu.yamanashi.jp/kurashi/danjo/index.html
https://www.pref.yamanashi.jp/kenmin-skt/31445086524.html%E3%80%90%E7%94%B2%E5%BA%9C%E5%B8%82%E3%80%91https%EF%BC%9A/www.city.kofu.yamanashi.jp/nadeshiko-plas/index.htmlhttps%EF%BC%9A/www.city.kofu.yamanashi.jp/kurashi/danjo/index.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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

岐阜県

【岐阜県】
●女性相談窓口のリーフレット、電話相談カード、名入りボールペンを作成し、市町村及び関係機関へ配
布
●商業施設において、啓発展示を実施（ポスター等の掲示及び、名入りボールペン等啓発品を配置）
【岐阜市】
●女性に対する暴力をなくす運動
　日時：11月12日～11月25日
　場所：各保健センター、事務所、岐阜市あんしんつながりステーション
　内容：窓口・カウンターに特設コーナーの設置、啓発物品の配置等。
　備考：岐阜市子ども支援課、男女共生・生涯学習推進課、岐阜市女性センターで共同開催
●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）
【大垣市】
●市役所及び男女共同参画センターで啓発ポスターの掲示及びリーフレット等と啓発物品の設置
●11月12日（金）にショッピングセンターで相談窓口リーフレットと啓発物品を配布
●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
【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(金)から11月25日(木)）
【多治見市】
●11月の展示開催時に、相談窓口カードの配付、リーフレットの設置（図書館等）
【関市】
●公共施設の窓口やカウンターに設置
【中津川市】
●相談窓口カード・リーフレット等を市役所、図書館、各地域事務所窓口で配布
【瑞浪市】
●相談窓口カード等の配布（庁舎内、児童館等）
【羽島市】
●相談窓口カードの配布、設置（子育て・健幸課窓口、保健センター、庁舎内女性用トイレ等）
【恵那市】
●相談窓口カードの配布、設置（市庁舎窓口、恵那中央出張所窓口）
【美濃加茂市】
●相談窓口カード等の配付、設置（庁舎内トイレ）
【土岐市】
●土岐市駅前及びショッピングセンター前での啓発物品の配布（児童虐待防止とあわせて実施）
※新型コロナウィルスによる影響があった場合には市庁舎内での配布
●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）
【各務原市】
●啓発物品の配布（市子ども家庭支援課窓口、総合案内）
【山県市】
●市内のスーパーにて、観光協会観光大使キャラクターと一緒に啓発物品を配布　
【本巣市】
●相談窓口カードの配布、設置（窓口、庁舎内女性用トイレ等）
【郡上市】
●児童虐待防止と合わせて市内のショッピングセンターにおいて、啓発物品を配布する街頭啓発を実施 
※11月16日(火)予定
【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)し、相談窓口カード及び啓発物
品を配布
【岐南町】
●窓口でのリーフレットの配布
【揖斐川町】
●相談窓口カードの設置（庁舎内）
【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・リーフレットを庁舎や公民館等に掲示・配付
【北方町】
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、保健センター等）
【川辺町】
●性犯罪・性暴力被害相談のための啓発カードの配付、設置（庁舎、公民館等）
●内閣府作成ポスターを庁舎内に掲示
【東白川村】
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ・保健センター・公民館図書室　等）
【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）

【岐阜県】
●ラジオ・地デジ・データ放送での広報
【大垣市】
●「広報おおがき」11月1日号において、啓発記事を掲載
【高山市】
●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(金)予定）
【多治見市】
●広報11月号の男女共同参画に関するコラム「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
●市ホームページへの掲載
●市公式SNSへの掲載
【関市】
●広報誌に掲載（11月1日号予定）
【中津川市】
●市の広報誌「広報なかつがわ」（11月号）で掲載
【美濃市】
●市の広報紙「広報みの」(１１月１日号)に啓発記事を掲載
【瑞浪市】
●市広報11月1日号への啓発記事掲載
【羽島市】
●「広報はしま」11月号において、啓発記事を掲載
【恵那市】
●広報紙（11月1日号）への掲載（児童虐待防止とあわせて）
●恵那中央出張所SNS（インスタ・Facebook）による啓発
【美濃加茂市】
●広報11月号に啓発記事掲載
【土岐市】
●市広報11月号への啓発記事掲載
●市ホームページへの啓発記事掲載
【各務原市】
●広報紙（11月1日号）への掲載
●ウェブサイトへの掲載
【本巣市】
●市の広報紙（11月号）で啓発記事を掲載
【海津市】
●市報かいづ11月号の掲載
【岐南町、北方町】
●広報誌（11月号）への掲載
【揖斐川町】
●町広報誌への掲載
【御嵩町】
●町広報誌へのお知らせ掲載（11月号）
●HPにてお知らせ掲載

【岐阜県】
●岐阜県図書館においてミニ展示を実施。（関連図書の展示コーナーを設置。）

【高山市】
●パネル展開催（11/4～12/5予定）

【多治見市】
●図書館、市民活動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」に関する展示を実施。（11月12日から29日まで）

【養老町】
●街頭啓発活動の実施（11/9、11、12）
大手スーパー３箇所にて
のぼり設置、啓発グッズの配布
【御嵩町】
●中山道みたけ館(図書館)に所蔵されているDV防止/男女共同参画関連図書
のリスト化とその公表（令和3年度女性に対する暴力をなくす運動期間 令和3年
11月12日（金）から25日（木） までに実施予定)

【多治見市】
https://www.city.tajimi.lg.jp/
kurashi/jinken/danjo/index.h
tml
【御嵩町】
https://www.town.mitake.lg.j
p/news/news0041906/
【各務原市】
https://www.city.kakamigaha
ra.lg.jp/shisei/shisaku/10082
07/1008277/1008286.html



18 / 38

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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

静岡県

【静岡県】
●内閣府作成ポスター・リーフレットの関係機関・企業・団体への配布、庁内ギャラリー掲示
【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
【熱海市】
●内閣府作成ポスターの庁内・図書館での掲示及びリーフレットの庁内・図書館窓口での配架
●啓発カードの相談窓口での配布
【伊東市】
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎・市有施設内トイレ、市民病院等）
【富士市】
●DV、デートDV防止啓発チラシ1,500枚配布
●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
【磐田市】
●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
●相談窓口カードの配布、設置
【焼津市】
●内閣府作成のポスター・リーフレットを庁内に掲示・配布
【掛川市】
●内閣府作成のポスター・リーフレット・啓発カードの掲示、配架
【御殿場市】
●ポスター掲示、リーフレット配架、相談窓口カード、シールの設置（庁舎内トイレ）
【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
●ＤＶ相談窓口カードの配架（市内公共施設、医療機関、コンビニ等の女性用トイレ）
【下田市】
●庁舎にポスターの掲示、リーフレット、シール、相談窓口カードの配布、設置
【湖西市】
●相談窓口チラシの配付、設置（庁舎内トイレ等）
●DV・性暴力・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
【御前崎市】
●ポスター・リーフレットの配付、設置（庁舎内、施設等）
【菊川市】
●相談窓口カードの配布、設置
【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
【牧之原市】
●内閣府作成のポスターを庁内に掲示
●相談窓口カードの設置
【河津町】
●ポスター及びリーフレット、パープルリボンの配架
【南伊豆町】
●庁舎に内閣府ポスターの掲示
【函南町】
●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掲示、リーフレット配架（庁舎等）
【清水町】
●相談窓口カードの設置（庁舎内及び庁舎内トイレ）
【長泉町】
●内閣府ポスターの掲示
【小山町】
●内閣府作成のポスター掲示・リーフレットの配布
【吉田町】
●内閣府作成のポスター、ＤＶ相談ナビカードの掲示・配架（庁舎トイレ等）
【川根本町】
●庁舎内にポスターを掲示
●庁舎内でリーフレット、相談窓口カードを配架
【森町】
●内閣府作成のポスターの設置、リーフレットの配布

【静岡県】
●横断幕の掲示（静岡市庁舎）
【沼津市、伊東市、富士市、御前崎市、菊川市、南伊豆町、吉田町、森町】
●市町広報紙に掲載
【伊東市、富士市、御前崎市、菊川市、函南町、吉田町、森町】
●市町ホームページに掲載
【沼津市】
●Facebook掲載
【三島市】
●ＦＭボイスキューにて広報キャンペーンを行う
【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）
【富士市】
●市Facebookへの掲載
【磐田市】
●市公式インスタグラムでの広報
●市広報10月号にて啓発
【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
【掛川市】
●庁舎内における行政モニターでの広報
【袋井市】
●市ホームページによる広報（通年）
●広報紙への掲載（11月号）
●市役所窓口のモニター画面への掲載（11/12～25）
【湖西市】
●ウェブサイト、SNS等での広報
●モニター広告の放映
【御前崎市】
●市公式ＬＩＮＥの投稿
【長泉町】
●生涯学習だよりへの掲載

【静岡県】
●性暴力被害者のための支援者養成研修公開講座
　日時：11月6日13時～16時
　場所：札の辻クロスホール（静岡市葵区）
　内容：性暴力被害の理解・支援方法等
【磐田市】
●市役所展示コーナーで啓発
【藤枝市】
●ＤＶ防止啓発講座【職員対象】（11月5日）

【静岡県】
●パープルリボンの着用（幹部職員・公開講座参加者・関係企業・団体）
【沼津市】
●パープルリボンバッジの装着
【熱海市】
●担当課職員によるパープルリボンの着用
【磐田市】
●担当職員が名札にパープルリボンを貼付
【藤枝市】
●児童虐待防止月間及び女性に対する運動
◎対象：市立中学3年生全員
◎啓発配布グッズ：パープル蛍光ペン配布
●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
【御殿場市】
●担当課職員によるバッジ・パープルリボン着用
【湖西市】
●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
●市立図書館でのDVに関する特設図書コーナーの設置
【御前崎市】
●職員のパープルリボン装着
【河津町】
●パープルリボンの着用（担当及び窓口職員）
【森町】
担当部署職員のパープルリボンバッチ装着

【静岡県】
https://www.pref.shizuoka.jp/ke
nmin/km-150/r2/purple.html
【富士市】
https://www.city.fuji.shizuoka.jp
/sp/machi/c1002/rn2ola00000
193ib.html
【袋井市】
https://www.city.fukuroi.shizuo
ka.jp/soshiki/2/1/danjokyodo/
1573520834283.html
【湖西市】
https://www.city.kosai.shizuoka
.jp/soshikiichiran/shiminka/kyo
do/2_1/events/1660.html
※11月に最新情報へ更新。



19 / 38

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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

三重県

●「性被害防止・対応教室」モデル実施小学校等の保護者への「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（１１月１２日）
●女性に対する暴力防止セミナー「これからの男の子たちへ」
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：太田啓子さん（弁護士）

●三重県立図書館との連携によるＤＶ関連本の展示
https://www.center-
mie.or.jp/frente/event/spon
sor/detail/38566

愛知県

【愛知県】
●性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに関する広報用チラシ、カード及びリーフレットの作
成（各市区町村、警察署、大学、病院、商業施設等）
【豊橋市】
●内閣府作成のポスター掲示　
●相談窓口カードの設置（庁舎内トイレ等）　
●街頭啓発（ポケットティッシュ配布）日時：11月17日16：00～、場所：豊橋駅
【岡崎市】
●内閣府作成のポスターを庁舎内・市関係施設へ提示
【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。
【半田市】
●愛知県等から配布されるリーフレット等を配布。
【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
【豊川市】
●内閣府作成のポスターの掲示、リーフレットの配布
●相談窓口カードの配付、設置（市民相談室、プリオ市民相談室）
【安城市】
●相談窓口カードの配布、設置（庁舎内、公共施設、市内企業等）
【西尾市】
●DV・デートDVに関するリーフレットの配布
●市民活動グループと協働で作成した２種リーフレットを市内公共施設、高校等へ配布
【蒲郡市】
●内閣府作成のポスターを市庁舎や公共施設へ掲示
●内閣府作成のリーフレットや啓発カードを市庁舎内に設置
【江南市】
●内閣府作成ポスター・リーフレットを本庁舎、西分庁舎等に掲示、配置。
【小牧市】
●内閣府作成のポスターやリーフレットを市内公共施設に設置
●市内中学3年生・高校1年生あてデートDV手帳を配布
●相談窓口カードを市内公共施設およびその女性トイレに設置
【稲沢市】
●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
【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）
【大府市】
●相談窓口リーフレット配付、設置（庁内、石ヶ瀬会館等）
【知多市】
●ポスター、リーフレット等、啓発物品を配布し、啓発（市内公共施設）
【尾張旭市】
●庁舎内で内閣府作成ポスターを掲示、リーフレットを設置
●相談窓口カードの設置（市内公共施設）
【豊明市】
●内閣府作成ポスター掲示
●相談啓発カード・リーフレット・シール設置
【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3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。
【みよし市】
●内閣府作成のポスターを掲示、カードを配架
【あま市】
●内閣府作成ポスター・リーフレットを本庁舎・甚目寺庁舎に掲示
●相談窓口カードの配布
【東郷町】
●相談窓口紹介カードをパネル設置と同時に設置
【阿久比町】
●啓発カード・リーフレットの配布、ポスターの掲示（窓口、庁舎内トイレ等）

【瀬戸市】
●市広報誌への掲載。

【半田市】
●半田市公式ホームページに周知記事掲載。

【豊川市】
●市HPに掲載
●市広報誌「広報とよかわ」11月号への掲載

【津島市】
●市広報紙（市政のひろば）11月号に掲載

【安城市】
●市広報紙（11月号）、市デジタルサイネージへの掲載

【蒲郡市】
●市広報誌「広報がまごおり」１１月号への掲載

【小牧市】
●まなび創造館Facebookに周知記事掲載

【稲沢市】
●市広報紙11月号に掲載

【東海市】
●市の広報紙への掲載
●デジタル案内板での配信（11/1～30）

【知多市】
●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。

【岩倉市】
●広報11月号「女性に対する暴力をなくす運動」掲載

【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。

【北名古屋市】
●広報11月「女性に対する暴力をなくす運動」掲載

【弥富市】
●市公式HP及び、市広報誌への啓発記事掲載

【あま市】
●市公式ウェブサイト、市広報誌１１月号に掲載

【蟹江町】
●広報11月号への掲載（相談窓口の周知）
●庁舎電子掲示板による広報

【半田市】
●ＤＶ理解に関する講演会
１．日時　令和元年１１月２２日（月）　１４：００～１５：３０
２．場所　半田市役所　大会議室

【西尾市】
●若年者啓発事業
日時：令和３年１１月２５日(木）
場所：愛知県立一色高等学校
内容：デートDVに関するラジオドラマでの啓発事業を開催

【大府市】
●ＤＶシンポジウム
　日時：１１月２０日１３:００～
　場所:石ヶ瀬会館
　内容：性暴力に関する講演会

【愛知県】
●ウィルあいち情報ライブラリーにて啓発パネル展示「知ってほしい、ＤＶのこと」
を開催。関連図書の展示、チラシ・リーフレット配布もあわせて実施（11/2～
11/30予定）

【豊橋市】
●図書館での連携展示　
　　
日時：11月12日～25日　
●「オレンジリボン運動」と連携して、市職員、関係機関へダブルリボン（パープル
リボンとオレンジリボンのセット）を配布

【岡崎市】
●パネル展「これって、性暴力？」
４月７日(水）～４月28日（水）

【半田市】
●DVに関するパネルを児童虐待に関するパネルと併設。

【春日井市】
●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）

【小牧市】
●まなび創造館および図書館でDV防止啓発パネルの展示

【知多市】
●男女共同参画センターにて、ＤＶ防止啓発パネルの展示。

【日進市】
●市の図書館で性暴力防止啓発パネルの展示。

【あま市】
●女性に対する暴力をなくす運動期間、甚目寺庁舎にて、性暴力に関するパネ
ル展の実施

【東郷町】
●DVに関するパネルを設置
日時：11月12日～11月25日

【半田市】
https://www.city.handa.lg.jp/
kosodateshien/jyoseibouryok
u.html

【豊川市】
http://www.city.toyokawa.lg.j
p/shisei/danjokyodosankaku
/jyoseinitaisurubou.html

【大府市】
http://www.medias.ne.jp/~mi
sigase/
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滋賀県

【滋賀県】
●県内図書館および高校図書室と連携し、各図書館にて、ＤＶ防止啓発ポスターの掲示、啓発チラシ・相
談窓口リーフレットの配架。特設コーナーの設置。
●県庁内でパネルを展示
●「女性に対する暴力をなくす運動」に合わせ、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）防止啓発パンフレットお
よび啓発カードを県内各市町、子ども家庭相談センター、教育機関、医療機関、福祉施設等へ配布
●外国籍のDV相談者が増加していることから、７か国語に対応する多言語版DV防止啓発リーフレットを
各子ども家庭相談センター、県内各市町、県内施設等へ配布

【大津市】
●ポスター・リーフレット、相談窓口カード等を市内関係施設で掲出・配布。
●イベント時にリーフレット等を配布。

【草津市】
●つながりサポート事業と連携して、生理用品に相談窓口カードを添付したものを設置（庁舎内トイレ、公
共施設）
●啓発紙の中で、相談窓口を案内
●庁舎等にポスター掲示

【守山市】
●市内各施設においてポスター掲示、リーフレット設置

【栗東市】
●市内施設に啓発品の配布と相談窓口カードの設置
●パープルリボンの窓口掲示による普及啓発
●庁舎内にＤＶポスター掲示

【高島市】
●ポスターの掲示とリーフレットの設置

【東近江市】
●ポスターの設置（庁舎内）

【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(金・予定)　16:00～18:00
　場所：市内３か所

【愛荘町】
●リーフレットおよびカード各50部を町内の公共施設にて配布

【滋賀県】
●県広報誌への掲載
●庁舎への啓発横断幕の設置をし、「女性に対する暴力をなくす運動」の周知啓
発を行う。
●県ＨＰへの掲載を行う。
【大津市】
●市広報への掲載
【彦根市】
●市ホームページへの掲載　掲載期間：11月12日（金）～11月25日（木）
【長浜市】
●広報ながはま11月号への掲載
●市ホームページへの掲載
【近江八幡市】
●市広報１１月号掲載
●市ホームページへの掲載　掲載内容：「女性の人権ホットライン」強化週間につ
いて
【草津市】
●市広報誌への掲載、専門相談（女性のためのカウンセリング）事業紹介の中で
啓発
【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)
【栗東市】
●電光掲示板による広報（１１/１２～２５）
●広報りっとう（11月号）お知らせ版による周知
内容：全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間のお知らせ
●市ホームページによる周知、期間：10月12日～11月30日
内容：全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間のお知らせ
【野洲市】
●市広報紙への掲載
【甲賀市】
●市広報紙への掲載
【湖南市】
●市広報紙・ＨＰへの掲載
●庁内ＬＡＮ掲示板への掲載（11/12～25）
●モニター広告
【東近江市】
●広報ひがしおうみに掲載
●東近江スマイルネット(ケーブルテレビ）行政番組での広報
●東近江スマイルネット(ケーブルテレビ）文字放送での広報
【米原市】
●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)
【竜王町】
●町広報紙への啓発記事掲載

【滋賀県】
●オレンジリボン・パープルリボンキャンペーン
　日時：11月２日(火)
　場所：ビバシティ彦根
　内容：「児童虐待防止月間」と「女性に対する暴力をなくす運動」を合わせて啓
発を行い、イベント時にオレンジリボンおよびパープルリボンを配布する。

【大津市】
●護身術講座開催
　日時：11月16日（火）10時～11時半
　場所：明日都浜大津５階大会議室
　内容：市内女性への犯罪被害の発生状況、被害に遭わないための護身術等

【彦根市（彦根市男女共同参画センター主催）】
●暴力防止啓発講座
　日時：11月18日（金）13：30～
　場所：彦根市男女共同参画センター「ウィズ」
　内容：怒りの感情とうまく付き合おう！～気持ちをコントロールするヒントを学ぶ
～

【草津市】
●12月4日男女共同参画・女性活躍推進フォーラム会場で啓発、展示予定

【守山市】
●デートDV防止講座の開催
　日時：11月17日(水)　14:00～16:00
　場所：地域総合センター及びzoom配信

【栗東市】
●街頭啓発（女性の人権ホットライン）　予定
　日時：11月1日（月）11時～
　場所：田舎の元気や
　内容：女性の人権に関する啓発品の配布
　＊新型コロナウイルス感染症の状況により、市内公共施設での啓発品設置に
替える場合がある。

【米原市】
●ウーマンフェスティバルIN米原
　日時：11月27日(土)9:00～16:00
　場所：米原市男女共同参画センター

【大津市】
●パープルリボンブックフェア開催
　日時：11月12日（金）～11月30日（火）
　場所：男女共同参画センター
　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図書を紹介
する。
【彦根市（彦根市男女共同参画センター主催）】
●男女共同参画に関する相談窓口の開設(通常窓口)
　日時：水～金曜日　13：00～16：00
　場所：彦根市男女共同参画センター「ウィズ」
　内容：家庭・地域社会・職場・人間関係など、男女共同参画に関する相談の実
施(電話・面接)
【長浜市】
●女性の悩み相談《通常》
　場所…長浜市民交流センター
　日時…毎月第1木曜日10：00～13：00
           毎月第3土曜日13：00～16：00 
          ※変更になることがあります
【草津市】
●つながりサポート事業の中で、民生委員対象の女性の人権に関する研修を実
施。
●女性の総合相談窓口（通常）
●女性のための専門相談（カウンセリング）（通常）
【守山市】
●女性の悩み相談（通常）
 日時：毎月第２金曜日・第４日曜日 9:00～12:00
 場所：吉身会館または地域総合センター
【栗東市】
●人権いろいろ相談（通常業務）
　日時：毎月1日（閉庁の場合はその翌日）
　場所：総合福祉保健センター
　内容：人権擁護委員による人権相談
【甲賀市】
●男女の悩みごと相談窓口（月・金　９：００～１６；００）
【湖南市】
●女性の悩み相談（通常）11月４日・18日（いずれも木曜日）前日までの要予約
（市内在住・在勤の女性）14:30～16:30
【愛荘町】
●相談事業　女性の悩みカウンセリング
　日時：11月19日（金）13：00～15：00
　場所：ハーティーセンター秦荘
　対象：町内在住・在勤の女性
　内容：家庭・地域・職業生活における女性の悩み相談



21 / 38

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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

京都府

【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（1万個）
【福知山市】
●パープルリボン啓発展示（市関係施設　各施設）
【舞鶴市】
●庁舎前啓発（大型掲示板、のぼり旗）（市役所庁舎前）
●図書館啓発コーナー（市役所庁舎前）
【綾部市】
●パープル＆オレンジリボン啓発展示、のぼり掲出（綾部市役所本庁舎）
●市内公民館啓発掲示（市内各地区公民館12か所）
【亀岡市】
●パープルリボンメッセージ展（ガレリアかめおか）
【南丹市】
●パープルリボンツリー（南丹市役所）
【宇治市】
●オレンジリボン・パープルリボン　キャンペーン　①②図書展示③④パネル展示（①④宇治市男女共同
参画支援センター（ゆめりあ　うじ）②西宇治図書館③宇治市役所）
【城陽市】
●「知ろう。学ぼう。そこから始まる」　イメージパネル展示・関連図書展示　他（城陽市男女共同参画支
援センターぱれっとＪＯＹＯ・城陽市立図書館・文化パルク城陽）
●＜NO！暴力＞メッセージ＆活動紹介展～ from 市男女共同参画推進登録団体～（アル・プラザ城陽、
城陽市男女共同参画支援センターぱれっとＪＯＹＯ）
●性暴力を、なくそう。ミニミニ展（アル・プラザ城陽、城陽市男女共同参画支援センターぱれっとＪＯＹＯ）
●DVの素朴なギモン展＠市ホームページ（市ホームページ）
【向日市】
●パープルリボン展（向日市女性活躍センターあすもあ）
【長岡京市】
●パープル＆オレンジリボンプロジェクト2021（関連図書展示・メッセージカード展示）（長岡京市立図書館
及び長岡京市男女共同参画センター）
【八幡市】
●街頭啓発（啓発物品を配布し、啓発を行なう）（石清水八幡宮駅前）
【京田辺市】
●パープルリボンツリー設置・パネル展（京田辺市役所２階ロビー及び京田辺市女性交流支援ルーム）
【久御山町】
●配偶者等からの暴力をなくす啓発活動（啓発のためのパネル展示）（久御山町役場１階ロビー）
【精華町】
●DVや性暴力に関するパネル展示、啓発映像の上映（精華町役場庁舎２階　交流スペース）
●DV・児童虐待関連図書の展示、図書リスト配布（精華町立図書館（特集コーナー））

【京都府】
●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（啓発資料配布）
③府ホームページでの広報

【京丹波町】
●町CATVによる文字放送等（町内全域）

【宇治市】
●啓発動画「気づいて！あなたの身の回りの暴力」配信（市ホームページ「ちは
や茶んねる」）

【京都府】
●ＤＶ被害者支援シンポジウム（京都市と共催）
　日時：11月12日～25日、場所：オンライン配信
【福知山市】
●男女がともに考える「はばたきセミナー」
　日時：11月12日13:30～15:00、場所：福知山市民ホール
　内容：親子ではじめる性教育!
【綾部市】
●DV防止啓発講座
　日時：12月4日13:30～15:30、場所：I・Tビル2階多目的ホール
　内容：DVの二次被害と子どもへの影響
【亀岡市】
●亀岡市男女共同参画講座　ゆう・あいセミナー
　日時：１２月３日13:30～15:30、場所：ガレリアかめおか２階大広間
　内容：身近な社会問題　DVと性的同意を考える
【宇治市】
●オレンジリボン・パープルリボンセミナー
　日時：11月2日14:00～16:00、場所：宇治市男女共同参画支援センター　ゆめり
あ うじ
　内容：身近な人からの暴力と児童虐待予防
【向日市】
●女性に対する暴力をなくす運動関連講座
　日時：11月27日10:00～12:00、場所：向日市女性活躍センターあすもあ
　内容：子どもが加害者にも被害者にもならないために～今、伝えたいこと～
【長岡京市】
●パープル＆オレンジリボンプロジェクト2021
　日時：11月9日14:30～16:30、場所：長岡京市役所
　内容：DVの理解と支援～DVが被害者と子どもと親子関係に及ぼす影響～
●パープル＆オレンジリボンプロジェクト2021
　日時：11月20日13:30～15:30、場所：長岡京市中央生涯学習センターバンビオ1
番館
　内容：安心・安全を感じながら生きていくために～児童虐待やDVを通して子ども
の権利について考えます～
【八幡市】
●女性に対する暴力をなくす運動啓発講座
　日時：１１月25日１４:00～15:30、場所：八幡人権・交流センター　大ホール
　内容：女性に対する暴力の実態と特徴～国際比較調査の結果を通じて～
【京田辺市】
●DV防止啓発講座
　日時：11月１９日14:00～15:30、場所：京田辺市社会福祉センター
　内容：女性相談員から学ぶDVの現状－相談の現場から－

【福知山市】
●女性相談（11月4日・１８日）
●女性法律相談（11月２４日）
●男性のための電話相談（11月１日）

【舞鶴市】
●男性・女性のためのカウンセリング（11月10日、24日）

【城陽市】
●女性専門相談（11月10日・11月17日・11月20日）
●女性法律相談（11月3日）

https://www.pref.kyoto.jp/jo
sei/news/dv-
purpleribbon2021.html

https://www.pref.kyoto.jp/josei/news/dv-purpleribbon2021.html
https://www.pref.kyoto.jp/josei/news/dv-purpleribbon2021.html
https://www.pref.kyoto.jp/josei/news/dv-purpleribbon2021.html
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大阪府

【大阪府】
●内閣府作成ポスター、リーフレットの配付、掲出
●ドーンセンターにおけるテーマ展示等
【豊中市】
●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
 　〔期間〕11月12日（金）～25日 （木）
●「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
【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16日（火）～11月25日（木）]
【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
【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
【豊能町、吹田市】
●内閣府作成「女性に対する暴力をなくす運動」のポスターを庁舎内等に掲示
【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、リーフレットの配布及びパープルリ
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1日～30日、男女共同参画センター11月1月～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１日～25日
【茨木市】
●児童虐待防止等と連携し、市内走行路線バスにラッピング広告を掲出
【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、児童虐待や女性に対する
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ト、セミナーちらし、パープ
ルリボン等）　
【島本町、大東市】
●内閣府ポスター掲示
【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
【枚方市】
●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窓口で配布
【門真市】
●内閣府ポスターの掲示（庁舎、市施設、デジタルサイネージ等）
●内閣府リ レ ト 啓発カ ドの配架（庁舎 市施設等）

　

　 　

  

【大阪府】
●府ＨＰ、府政だより、メルマガ、Twitterによる広報
【豊中市】
●市HP・広報とよなかによる広報
●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
【池田市】
●池田市HP・広報いけだ11月号による広報
【箕面市】
●市HP・広報誌「もみじだより」による広報
【豊能町】
●町HP、町広報誌への掲載
【吹田市】
●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2021」の広報
を、市ホームページ、市報すいた、Facebookページ、Twitter、LINEにて行う他、
塵芥収集車両でのアナウンスによる広報を行う。
【高槻市】
●市HP・広報たかつき「たかつきDAYS」に啓発記事を掲載
【茨木市】
●市ＨＰ・広報誌による広報
●公用車に啓発マグネットの掲出
【摂津市】
●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
【島本町】
●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）がパープルリボンを着用した写真を
SNS等に掲載
●夜間女性相談の開催について、SNS等に掲載
【守口市】
●市広報誌による広報
【枚方市】
・市広報誌11月号に掲載
・市ホームページ、市ＳＮＳ（Twitter・Facebook）、デジタルサイネージによる広報
【寝屋川市】
●市の広報誌による広報
【大東市】
●大東市HP、Facebook、広報「だいとう」、ピアッザ（地域ＳＮＳアプリ）、Ｗｅｂラン
ドダイトウ（子育て情報サイト）に掲載
【門真市】
●「広報かどま」11月号への掲載
●市HPへの掲載
【四條畷市】

　

 
  

【大阪府】
●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18日18:00～20:00、オンライン（Zoomを利用したライブ配信）
【豊中市】
●豊中市役所第一庁舎・第二庁舎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（金）～25日 （木）　 ※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での「女性に対する暴力防止パ
ネル展示」（10月１日（金）～30日（土）、関連図書の紹介、パープルリボンに「暴
力はNO!」のメッセージをパープルリボンに載せてツリーにメッセージを飾る
●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の「デートDV
防止」パネル展（10月1日（金）～31日（日））およびオリジナル動画の上映、関連
図書の紹介
■講座（セミナー）
●とよなか男女共同参画推進センターすてっぷで9月に実施した「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展示する（10月）
●とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ主催講演会「少女の孤立と無関
心社会　～支援活動からみる現状と課題」（10月9日（土）13：30～15：30）
●とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ上映会「スキャンダル」（10月16日
（土）10：30～12：20、14：00～15：50）
●とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ助成金事業「コロナ禍でも性暴
力！　～被害者の声が押しつぶされないように～」（10月31日（日）14：00～15：
40）
【箕面市】
●女性に対する暴力防止講演会
　「性暴力にNo!を～子どもたちを守るために大人ができること～」
講師：原田薫さん（ウィメンズセンター大阪 代表、SAP子どもｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 代表）
日時：11月13日（土）10:00～12:00
【吹田市】
●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2021」の開催
（会場：男女共同参画センター）
・講演会「NO暴力、笑顔を育む子育て術～子供たちを被害者にも加害者にも傍
観者にもしないために～」
11月20日（土）10時～12時
・Wリボンシアター「わたし、生きてていいのかな」上映
11月4日（木）10時～12時、13時30分～15時30分
・児童虐待防止講演会「学童期・思春期のこころを育む講座」
11月6日（土）10時～12時
・写真展「STAND Still　性暴力サバイバービジュアルボイス」
11月19日（金）～25日（木）午前９時～午後９時
【高槻市】
●クロスパル高槻において、DV防止啓発講座「大切な子どもを性暴力から守る
ため、おとなにできること」を開催
（11月２４日　水曜日　午後2時～午後4時）
【茨木市】
●パープルリボンプロジェクトにより、パープルリボンをモチーフにした①ミサンガ
づくり、②パステルアートづくりを行う。
日時：①11月６日（土）・13日（土）・20日（土）・27日（土）午後１時30分～３時30分
の間で40分、②11月14日（日）午後１時30分～３時、３時30分～５時
【摂津市】
児童虐待防止と連携して
●11月19日（金）パ プル＆オレンジリボンキ ンペ ン「ビ グアイズ 上映会＆

　
　

　 　

 
　
　

　

　

　
　

　

　

　
  

　 　 　
　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　
　 　

【大阪府】
●ガンバ大阪東口順昭選手からのメッセージ動画を大阪府ホームページに掲載
するとともに、ガンバ試合会場オーロラビジョンにて放映。
【豊中市】
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4日（月）、5日（火）、7日（木）、8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「男性のための特別電話相談」を実施11
月27日（土）
（17:00～19:00)
　06-6844-9111
【茨木市】
●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：令和３年11月12日（金）～25日（木）
場所：茨木市役所本館１階東玄関ロビー
【摂津市】
●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
●「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
プルリボンやスノーフレークを作製し、男女共同参画センター内を装飾し、啓発を
行う
●児童虐待防止と連携して、市オリジナルの啓発バッジである「パープル＆オレ
ンジダブルリボンバッジ」を販売
【島本町】
●夜間女性相談の開催　日時：11月16日(火)15:00～19:00
●人権文化センター玄関にパープルの布でドレープ風の装飾を実施。
●パープルリボンリースを人権文化センターに設置。
●「女性に対する暴力をなくす運動」と印字したパープルのマスクを担当課職員
が着用。
【守口市】
人権啓発コーナーにおける女性に対する暴力をなくす運動についてのPR掲示
【大東市】
●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
●大東市立生涯学習センターアクロスにおいて11月13日（土）午前10時～午後4
時、15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
【門真市】
●ポケットティッシュ配架（1,000個・庁舎、市施設等）
●門真市女性サポートステーション職員等によるパープルリボンバッジの着用
【四條畷市】
●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
【八尾市】
●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

　
　 　

　

　 　

　

　

　

　
　

　

　

　 　 　

　

　
　

　　
　 　

　 　 　

　  
　     
　    
　 　
　 　

【大阪府】
http://www.pref.osaka.lg.jp/d
anjo/dv/purple.html

【豊中市】
https://www.city.toyonaka.o
saka.jp/jinken_gakushu/danjo
kyoudou/dv/dv.html

http://toyonaka-
step.jp/events/cnsl-
events/crm20211030/

【摂津市】
http://www.with-settsu.jp/

【島本町】
http://www shimamotocho jp
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●内閣府リーフレット・啓発カードの配架（庁舎、市施設等）
【交野市】
●内閣府ポスター掲示
●本市作成のＤＶ啓発リーフレット等を市民団体と駅前で街頭啓発予定（コロナ関係で中止の場合あり）
【東大阪市】
●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,配布
●男女共同参画センターの講座「パステルアートであなたのメッセージを届けよう！」で女性に対する暴
力をなくす運動・啓発ポスターを作成、展示。
【八尾市】
●イベント時に、DVに関するリーフレットの配布
【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）を庁舎等に掲示
【富田林市】
●「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）を庁内及び男女共同参画セ
ンターに掲示
【河内長野市】
●「女性に対する暴力をなくす運動」のチラシ（兼天野山金剛寺パープルライトアップ周知チラシ）を作成
し、市内各所に配架
【松原市】
●パネル展（11/22～11/23）で、チラシ、パープルリボン活動啓発グッズを配布
【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設等）
【藤井寺市】
・パープルリボン、相談窓口カードの配布
　日時：通年実施、場所：協働人権課窓口、市関連施設、市内郵便局等
【大阪狭山市】
●「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）を男女共同参画推進センター
ほか公共施設等へ配布・周知依頼
●「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１階ロビー）
【太子町、泉大津市、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）を庁内等に掲示
【河南町、千早赤阪村】
●「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
【和泉市】
●「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）を庁内および各公共施設へ
配布
【岸和田市】
●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・啓発パネル展～」
（市役所:11/9～11/22）（男女共同参画センター:11/10～11/25）
【貝塚市】
●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（11/12～11/25 ： 山手地区公民館）
【泉佐野市】
●「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
【泉南市】
●「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
【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）を掲示及び市関係施設に配
架
●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
【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載した用紙をジップ付
袋に入れ、配布（公共施設トイレ等に設置、11月講演会の啓発物品として配布）
【田尻町】
●「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）を公共施設において掲示及
び配架
【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

【四條畷市】
●Twitterでの広報
【交野市】
●本市11月号広報紙への掲載
【東大阪市】
●市政だより（11月1日号）にＤＶ防止啓発記事を掲載
【八尾市】
●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
【柏原市】
●市HP，市広報誌への掲載
【富田林市】
●11月市広報誌による広報
【河内長野市】
●市広報紙、ホームページに啓発記事掲載
【松原市】
●令和3年11月号広報まつばらによる広報
●第４号かがやきだよりによる周知
●松原市のFacebookへの投稿
【羽曳野市】
●「広報はびきの」による広報
●市ウェブサイト・Ｆａｃｅｂｏｏｋ等による広報
【藤井寺市】
●市広報紙による広報（11月号）
【大阪狭山市】
●「広報おおさかさやま」による広報
●市HP・Ｆａｃｅｂｏｏｋ等による広報
●大阪狭山市男女共同参画推進センターきらっとぴあ公式LINEによる広報
【太子町】
●町ＨＰ・広報誌・防災行政無線による広報
●庁舎１階の待合ロビーにてＤＶＤ上映
【河南町】
●広報「かなん」11月号による広報
【千早赤阪村】
●広報「ちはやあかさか」11月号による広報
【泉大津市】
●広報いずみおおつ11月号による広報
【和泉市】
●市HPによる広報
●本庁内デジタルサイネージによる広報
●広報いずみ11月号による広報
●モアいずみ通信11月号による広報
【高石市】
●広報たかいし１１月号及び市のHPによる広報
●懸垂幕の掲示
【忠岡町】
●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
【岸和田市】
●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
【貝塚市】
●広報かいづか（11月号）による広報
●電光掲示板による広報（貝塚駅前広場）
【泉佐野市】
●泉佐野市ＨＰ、広報紙による広報
【泉南市】
●市HP及び広報に掲載
【阪南市】
●広報はんなん、市ＨＰ等による広報
●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
●内閣府作成啓発漫画をFacebook等のSNSに掲載
【熊取町】
●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) 
  
●啓発のぼりの設置
【田尻町】
●広報たじり１１月号に記事を掲載
●啓発のぼりの設置

　

 　 

　

　

　
  

 　

　 　

●11月19日（金）パープル＆オレンジリボンキャンペーン「ビッグアイズ」上映会＆
パープルリボンセミナーを開催　
　
●11月22日（月）パープルリボン＆オレンジリボンセミナー「夫婦げんかとDVの違
いがわかりますか？～子どもへの影響を考える～」を開催
【枚方市】
●男女共生フロア・ウィル講座「夫の言い分　妻の言い分　このズレどうしたらい
いの？」を開催。
日時:令和3年12月9日(木)午後1時30分～3時
【寝屋川市】
●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：「DVに気づいたら、逃げる～暴力から逃れた後受けられる支援～」
　日程：11月１日(月)～12月20日(月)
●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：「恋人やパートナーからの暴力に悩んでいませんか～DVに気づいたら
できること～」
　日程：11月20日(土)午後２時から午後４時まで
【大東市】
●オンライン講座の実施
　日時：11月8日10:00～、方法：オンライン（Ｚｏｏｍ）
　内容：インターネットと人権～ネットで被害者にも加害者にもならないために～
【東大阪市】
●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>「女性の味方！くらしに役立つ女性相談とは」　講師：宮本由起代（みやも
とゆきよ）さん（NPO法人心のサポート･ステーション代表理事）
【同時開催・ギャラリー展示】11月12日（金）～25日（木）
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
【柏原市】
●啓発DVDの上映(11月15日～19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
【松原市】
●11/22～11/23　午前9時～午後4時
(11/22 松原市役所、11/23 松原市人権交流センター)パネル展を実施
●11/24　午後2時～　松原市役所　市民セミナー
「ＤＶ防止セミナー　まず気づくことから始めよう」～ＤＶ・デートＤＶとは？ＤＶの現
状と対策～
【羽曳野市】
●街頭啓発活動『啓発グッズ（マスクケース）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（火）10：00～11：00　「道の駅しらとりの郷・羽曳野」敷地内
【藤井寺市】
●女性に対する暴力をなくす運動パネル展示
　日時：11月17日（水）～11月26日（金）9：00～17：30、場所：市役所1階ロビー
【泉大津市】
●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（11/18～11/29市役所１階ロビーにて）
【和泉市】
●デートDV講演会の開催
「自分を守り、大切な人も守る～身近にひそむ暴力を見逃さないために～」
日時：11月24日(水)11：00～12：30、オンライン開催（桃山学院大学との共催）
【高石市】
●市役所ロビーでの「女性の人権」に関するパネル展示
【岸和田市】
●市民向けDV予防啓発講座　R3.11.28（日）「DVってなに？～自分を大切にする
ということ～」
●デートDV予防啓発出前講座
R3.11.2（火）　市立岸城中学校（3年生）
R3.11.11（木）　市立土生中学校（3年生）
R3.11.17（水）　市立岸城中学校（2年生）
R3.12.17（金）　市立桜台中学校（3年生）
R4.1.21（金）　市立春木中学校（2年生）
【泉佐野市】
●パープルリボン＆オレンジリボンキャンペーン（市関係機関等にツリーの啓発
設置およびリボン配布、運動趣旨の説明)　（10月上旬～11月末）
●講座の開催
・「法律からみる結婚とは？離婚とは？」～女性弁護士がわかりやすくお話します
～11/11（木）午後1時～3時
・パープルリボンの小物づくり　「マスクホルダー＆ケースをつくろう！」11/19（金）
10時～12時
【泉南市】
●パープルリボンのオブジェ（クリスマスツリー風）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）
●運動の趣旨の説明　関連図書の紹介　①市立図書館
【阪南市】
●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12日～25日、場所：市役所正面玄関ロビー

　

　

　

　

●公用車を活用した市民向け啓発マグネットシ トの貼付
●女性のための特設法律相談　（要事前予約）
１１月12日（金）、24日（水）各日①13：00～13：30　②13：45～14：15　③14：30～
15：00　④15：15～15：45
【柏原市】
●特設電話相談の実施
11月16日（火）・22日（月）9時～16時
【富田林市】
●特設電話相談を実施（11月5日（金）AM10時～PM8時）
【河内長野市】
●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
【松原市】
●特設女性相談を実施　11/25　17時～20時
【羽曳野市】
●特設女性相談の開催　11月12日（金）、24日（水）10:00～12：50
【藤井寺市】
●夜間特設電話相談
　日時：11月12日（金）、19日（金）各日18：00～21：00、場所：人権悩みの相談室
【大阪狭山市】
●女性相談（定例）の開催
（11月1日、9日13：00～16：00、30日10：30～13：30、20日9：30～12：30）
●女性弁護士による女性のための相談
日時：11月17日（水）13：00～16：00、1組30分、場所　市役所応接室
【泉大津市】
●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」を募集（募集期間：12月10日（金）まで）
【和泉市】
●パープルリボンを作成し、職員に配布
●男女共同参画センター、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
●和泉シティプラザにのぼり旗を設置
●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
●電話相談（特別相談）
9月29日(水)　10:00～12:00、13:00～15:00
9月30日(木)　18:00～20:00
●法律相談（特別相談）
11月20日(土)　13:00～16:00
●カウンセリング（特別相談）
11月20日(土)　13:00～16:00
【高石市】
●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
【忠岡町】
●男女共同参画に関する講座
●パープルリボンの住民参加型展示
【岸和田市】
●休日DV相談　11月28日（日）①9：30～10：30　②10：45～11：45　③16：15～
17：15
●DV関連図書・資料の特設展示（図書館、11/12～11/25）
【泉佐野市】
●市役所庁内放送による啓発
【泉南市】
●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（金）～25日（木）
●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
・R3年12月10日　田尻町立公民館
・.R4年1月　岬町
・R4年2月26日　　阪南市役所
　いずれも13時～17時　無料、予約制
【阪南市】
●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　第5会議室　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26・熊取町10・田尻町・岬町 ）共催
　12月10日  田尻町立公民館 2階 小会議室
　2月26日  阪南市役所裏側東 人権相談室
　1月　岬町
　※いずれも13時～17時　無料、予約制
【熊取町】
●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
●同運動について庁内職員に通知し、希望する職員にパープルリボンを配布し
着用を依頼する。

http://www.shimamotocho.jp
/gyousei/kakuka/sougouseis
akubu_sintaisei/jinkenbunka_
senta/danjyokyoudousankak
u/danjyokyoudousannkakuno
suishin/1572933864421.html

【枚方市】
https://www.city.hirakata.os
aka.jp/0000031940.html

【大東市】
https://www.city.daito.lg.jp/s
oshiki/19/

【四條畷市】
https://www.city.shijonawate
.lg.jp/soshiki/12/15044.html

【交野市】
https://www.city.katano.osa
ka.jp/

【富田林市】
https://www.city.tondabayas
hi.lg.jp/soshiki/19/46255.htm
l

【大阪狭山市】
http://www.city.osakasayam
a.osaka.jp/sosiki/siminseikat
subu/shiminsoudanjinken/ma
chidukuri/danjyokyodosanka
ku/1542848361491.html

【泉南市】
http://www.gender.go.jp/poli
cy/no_violence/no_violence_
act/index.html#purple

【岸和田市】
https://www.city.kishiwada.o
saka.jp/soshiki/26/03unndou
.html大阪府



24 / 38

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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

兵庫県

【兵庫県】
●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、関係団体　等
【尼崎市】
●尼崎市女性センター・トレピエ内でリーフレット配布、ギャラリー展示、ブックフェア　11月12日～12月11
日
【姫路市】
（配偶者暴力相談支援センター）
●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：市政情報センター）
●相談窓口カードの設置
（男女共同参画推進センター）
●相談案内カード「女性のための相談室」・DV防止啓発冊子「まず知ることから始めませんか？ドメス
ティック・バイオレンス（DV）［改訂版］」を関係部署や医療機関等に配置し、市民へ相談窓口を周知
【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
【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～）
●内閣府作成のポスター、リーフレット等を掲示、配架
【洲本市】
●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
【芦屋市】
●内閣府作成のポスターを掲示
●内閣府作成のチラシ（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
啓発チラシ）及び芦屋市男女共同参画センター通信「ウィザス」を市内高校３年生（約1,200人）に配布
●男女共同参画センター窓口，事業での啓発ティッシュ配布，配架
●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）
【伊丹市】
●ＤＶ・デートDV防止パネル展
・11月12日(金)～11月25日(木)＝伊丹市立男女共同参画センター　ここいろ、イオンモール伊丹　1階中
央展示スペース
・12月21日(火)～12月26日(日)＝伊丹市立図書館「ことば蔵」1階ギャラリー
【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
【豊岡市】
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内）
【西脇市】
●内閣府作成ポスター掲示
●相談窓口チラシ、啓発ティッシュの配付
【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
【川西市】
●内閣府作成ポスター掲示
●相談窓口カードの配付、設置
●啓発ビラ作成配布
【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）
【加西市】
●内閣府作成ポスターの掲示
【丹波篠山市】
●県より配布されたポスターを廊下に掲示し、リーフレットを設置。
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ等）
【養父市】
●ポスター掲示、啓発グッズ（ポケットティッシュ）の設置（公共施設内）
【朝来市】

 

【兵庫県】
●庁内放送
●情報紙「ひょうご男女共同参画ニュース」（令和３年11月号）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
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
※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
【姫路市】
●配偶者暴力相談支援センターでコミュニティFMでの啓発放送
●男女共同参画推進センター“あいめっせ”のホームページでも相談窓口に関す
る情報を掲載し、広く周知
【西宮市】
●市広報紙に「女性に対する暴力をなくす運動期間」の記事掲載
●Ｆａｃｅｂｏｏｋを活用した広報
【洲本市】
●広報誌に掲載　11月号広報
●HP・文字放送に掲載　11/1～11/25
【芦屋市】
●市ホームページ、市広報への掲載
【伊丹市】
●市ホームページ、市広報、市公式ソーシャルメディア等への掲載
【相生市】
●市広報誌への掲載
【加古川市】
●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「女性に対する暴力をなく
す運動」について特集記事を掲載
【赤穂市】
●市回覧広報掲載
【西脇市】
●市ホームページ等への掲載
●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
【川西市】
●市HPへ掲載
【三田市】
●市ホームページに「女性に対する暴力をなくす運動」期間のPR、市配偶者暴力
支援センターの案内などを掲載。
【加西市】
●市HP、市広報への掲載
【丹波篠山市】
●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。
●ホームページに『全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間の実施につい
て』を掲載
【丹波市】
●市及び市民プラザのホームページにて、運動内容の掲載
【朝来市】
●市広報11月号及びHPに掲載
【淡路市】
●「広報淡路11月号」に掲載

　

　

【姫路市】
●配偶者暴力相談支援センターでパープルリボン配布
日時：11月12日～25日
【西宮市】
●講演会開催
「痴漢問題を男尊女卑依存症社会から考える」
日時：12/11（土）14時～16時、場所：西宮市男女共同参画センターウェーブ
内容：痴漢問題の根深さを社会的要因から紐解き、具体的な取組も考える。
【伊丹市】
●パープルリボンキャンペーン
11月12日(金)～12月25日(土)＝男女共同参画センター
【宝塚市】
●ＤＶ防止啓発パネルを男女共同参画センター内に掲示
　場所：男女共同参画センター
　内容：女性への暴力防止キャンペーンのテーマ等
●男女共同参画センターにおいて、関連図書資料の展示を行う。
【三木市】
●弁護士による法律セミナーの開催
　日時：11月24日10:00～、場所：市立教育センター大研修室
　内容：知っていますか？セクハラ・パワハラだけじゃないSOGIハラ～従業員から
相談を受ける前に～
【川西市】
川西市男女共同参画センター
●パープルリボンづくり
・11/11（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ドメスティックバイオレンス、その実際～ワタシたちにできることは…
～」（講師：西川恵さん）
・11/29（月）13:30-15:30
・DVへの理解促進と防止への啓発
【三田市】
●パープルリボンキャンペーン
　日時：11月1日~30日、場所：市まちづくり協働センター
　内容：パープリボン＆啓発グッズ配付、パープルリボンツリーの設置。来場者に
「女性に対する暴力根絶」の願いを込めたカードを飾りつけていただく。
【丹波市】
●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）10：00～18：00、場所：市民プラザ等
　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（日）13:30～15：30
　テーマ：「家庭内で起きる暴力の背景と現状～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、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　DV防止講師）
　場所：市民プラザ
【南あわじ市】
●情報発信施設ＬＥＤ表示板による啓発（オニオンタワー）
【宍粟市】
●DV相談窓口記載のウエットティッシュを商業施設にて配布
●パネル展開催(市役所本庁舎市民ロビー及び宍粟防災センターフロア)。啓発
用パネル及び ポスタ の掲示 DV相談窓口記載のポケ トテ シ とパ プル

　
　  
　

　
　

　

  

　
　
  　 　

　 　
　 　
　

【尼崎市】
●DVパネル展示　11月12日～12月11日
【明石市】
●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、チラシ配布、ポスター展示や図書の紹介・企画展示
【西宮市】
●男女共同参画センター内での企画展示（関連図書など）
【洲本市】
●内閣府ポスター・のぼり」旗の掲示（11/12～11/25)
【西脇市】
●上映会”みらいえシネマ”
　日時：11月23日（火・祝）①9：30～②13：30～
　場所：西脇市茜が丘複合施設Miraie
　※　映画上映の前に、デートDV防止啓発映像を上映
●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
【宝塚市】
●パープルリボンカフェ
　日時：11月30日　10時～12時　
【高砂市】
●高砂市立図書館にて関連書籍の特設コーナーを設置
　期間：11月12日（金）～11月25日（木）
●「高砂市人権フェスティバル」にて啓発展示
　日時：11月27日(土）13：30～16：00、場所：高砂市文化会館
【川西市】
●川西市「人権デー」（毎月第3金曜日）にあわせた街頭啓発（啓発ティッシュの
配布）
●川西市男女共同参画センター（テーマ：DV防止）
・パネルの掲示　・図書の展示
【三田市】
●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）を設置し、キャンペーン運動を啓発。
【加西市】
●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「私の中のあなた」
日時：11月16日～17日13：30～、場所：地域交流センター　多目的ホール
【南あわじ市】
●市小中学校長会への研修
　日時：11月1日13:30～、場所：南あわじ市立松帆小学校
　内容：学校における児童虐待及びDV対応"
【朝来市】
●DV及びデートDVに関する啓発DVDを市のケーブルテレビで放映
●担当課職員がパープルリボンをつける。
【淡路市】
●パ プルリボンの着用　
　

【兵庫県】
●https://hyogo-
even.jp/sankaunews

【芦屋市】
●
https://www.city.ashiya.lg.jp
/danjo/jyoseinitaisurubouryo
kukonzetu.html

【伊丹市】
●
http://www.city.itami.lg.jp/S
OSIKI/SHIMIN/JINKEN/EVE
NT/1415347032417.html

【豊岡市】
●
https://www.city.toyooka.lg.j
p/kurashi/bohan/1013259.ht
ml　

【西脇市】
●
https://www.city.nishiwaki.lg.
jp/miraie/danjyokyodosanka
ku/dv/1510368197945.html

【川西市】
●
https://www.city.kawanishi.h
yogo.jp/kurashi/shimin/jinke
n/jinken_kehatsu.html

【丹波市】
市ホームページ
●
https://www.city.tamba.lg.jp/
/soshiki/jinken/r3-

l h l
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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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

奈良県

【奈良県】
●女性センター、庁舎でポスターを掲示
●県庁屋上ギャラリーにてパネル展示（11/17～11/19）
●相談窓口カードの配布、設置
【奈良市】
●相談窓口カード・リーフレットの配付、設置（本庁連絡通路展示スペース、本庁舎内トイレ）
【大和高田市】
●庁舎内でパネルを展示。啓発ティッシュ、パープルリボンを配布。
●ポスターを掲示、リーフレッをト配布、設置（庁舎内、公共施設）
●DV相談ナビカードの設置（庁舎内トイレ、関係機関等）
【大和郡山市】
●庁舎受付・課窓口にパープルリボン設置（１１／１２～１１／２５）
●市庁舎正面玄関に、啓発ポスター展示（１１／１２～１１／２５）
【天理市】
●天理駅南団体待合所（11/11～11/17）にてパネル展示
●市庁舎、市民活動交流プラザにてポスターの掲示。
●パープルリボンの配布
【橿原市】
●庁舎内にてポスターを掲示。
●啓発ウエットティッシュ、パープルリボンを設置（人権政策課窓口、かしはらナビプラザ４階　ゆめおーく
（男女共同参画広場）受付）
【桜井市】
●パープルリボン（相談機関掲載のミニカード入り）の配布
●ウエットティッシュ（相談機関掲載）の配布
●市内公共施設に内閣府作成のポスター、リーフレット、相談窓口カードの設置
【五條市】
●ポスターの掲示
【御所市】
●内閣府作成ポスター、リーフレットを市役所等公共施設・関係各施設に掲示、配布
【生駒市】

　　

　

　

【奈良県】
●県デジタルサイネージでの啓発
日時：11月12日～11月25日
場所：県内4箇所で放映

【奈良市】
●市の広報紙「しみんだより」及びHPへの掲載
●ＨＰにて市民向けのＤＶ防止啓発動画を公開（通年）
●本庁舎広告モニターでの啓発

【大和高田市】
●市広報誌への掲載

【大和郡山市】

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　  

　

 

 
　

　

　 　

【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）
●相談窓口カードの配付、設置（市施設内トイレ）
【淡路市】
●パープルリボン運動啓発
日時：11月12日（金）15時～16時、場所：マルナカ東浦店
内容：女性に対する暴力をなくす運動啓発のためのリーフレット等の配布。
【宍粟市】
●デートDV防止啓発ポスターを作成し、公共施設へ掲示。商業施設等へも配布し、掲示を依頼
●DV相談啓発リーフレットの設置（公共施設のトイレや窓口や医療機関 通年）
【加東市】
●相談窓口カードの配布、設置
●リーフレットの設置
【たつの市】
●性犯罪・ＤＶ相談窓口カードの設置（庁舎内トイレ）
【猪名川町】
●ＤＶ関連のリーフレットを配布・窓口設置
相談窓口カードの配布、設置（庁舎内及び公共施設内トイレ等）
【多可町】
●公共機関窓口にDV相談ナビカード等の配置
【市川町】
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、公衆トイレ）
【太子町】
●ポスターの設置（庁舎内）
【香美町】
●広報啓発事業（パンフレット・ポスター）期間中
【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
【小野市】
●相談窓口カードの配付、ポスター、リーフレットの設置（市役所、図書館、小野市うるおい交流館エクラ）
●関連図書コーナーの設置（図書館、小野市うるおい交流館エクラ）

　
　

● 広報淡路11月号」に掲載
●人権啓発紙「まるごとじんけん第64号」に掲載
【宍粟市】
●市公式サイト、市内音声告知（しーたん放送）、市役所電光掲示板での広報
●市広報紙への掲載
【加東市】
●広報１１月号に記事を掲載
【たつの市】
●広報たつの：11月25日号　掲載
【播磨町】
●相談窓口カードの設置
【多可町】
●多可町役場に啓発用懸垂幕の設置（１１月１２日～１１月２５日）
●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
【上郡町】
●町ホームページに運動内容を掲載
【猪名川町】
●１１月号　広報誌へ掲載
●女性の人権ホットライン強化週間
●電話相談番号を掲示
【福崎町】
●町広報誌へ相談窓口を掲載

　
　

　
　

　

　
　

　
　
　　　　
　　　　

　
　
　

　
　

用パネル及び ポスターの掲示、DV相談窓口記載のポケットティッシュとパープル
リボンを設置し、配布
●女性への暴力をなくす講演会
　日時：11月28日10：30～、場所：宍粟防災センター
　講師：NPO法人SEAN前副理事長 遠矢家永子さん
　演題：気づいてますか？DVの背景に潜むジェンダー規範
【加東市】
●オレンジリボン＆パープルリボンキャンペーン
　日時：１１月１日～１１月３０日まで
　内容：庁舎周辺に啓発のぼり設置、庁舎、市内教育機関にて啓発グッズ設置
配布
【播磨町】
●パープルリボン配布　日時：11月12日～25日
【太子町】
●オレンジ＆パープルリボン胸札の着用
  日時：11月1日～11月30日
【猪名川町】
「男女共同参画講演会」
　日時：1月22日１０：００～、場所：中央公民館
　内容：DV加害者再生プログラム
  講師：NOVO　代表　伊田広行
【小野市】
・女性に対する暴力をなくす運動セミナー
　日時：11月16　㈫14：00～
　場所：小野市うるおいｌ交流館エクラ　大会議室
　内容：ＤＶが女性と子どもに与える影響と心の回復について

　

　

　
　
　 　

　 　 　

　

　

　

　

　
　

●パープルリボンの着用　
　
淡路市役所の部長級以上の職員及び市民生活部職員等がパープルリボンを着
用する。
●出前市役所及び図書館での展示
出前市役所でパープルリボンツリー等の展示を行う。
津名図書館及び東浦図書館で、関連図書の展示を行う。
【宍粟市】
●内閣府作成のポスター、リーフレットを掲示、展示等で周知（配布先：庁内関係
課、各支所、保健福祉センター等）
【加東市】
●啓発グッズ作成、配布
●児童虐待防止推進月間講演会にて啓発グッズ配布
【多可町】
●12月21日（火）に高等学校でデートDV防止授業実施
【市川町】
●内閣府作成のポスターを公共施設に掲示
●啓発バッジの着用
【福崎町】
●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

　

purple.html
市民プラザホームページ
●https://www.tamba-
plaza.jp/r3-purple/

【宍粟市】
●
https://www.city.shiso.lg.jp/
soshiki/shiminseikatsu/jinke
nsuisin/tantojoho/danzyokyo
udousankaku/dvboushi_week.
html

兵庫県
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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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

　

【 駒市】
●パネル展示
●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
【香芝市】
●リーフレット、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）
【葛󠄀󠄀城市】
●パネル展（児童虐待含む）
　　日時：１１月１２日～１１月２５日、場所：市役所新庄庁舎
●啓発物品を配布（相談先記載含む）
●相談窓口カード、リーフレットの配付、設置（庁舎等市施設）
【宇陀市】
●市役所及び公共施設等に掲示　設置
【山添村、三宅町、田原本町】
●庁舎内でポスター掲示
【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）
【三郷町】
●ＤＶ相談ナビのカードを人権施策課窓口・こども健康課・こども未来課・図書館・社会福祉協議会に設
置
●内閣府男女共同参画局の「性暴力を、なくそう」をテーマとしたリーフレットの人権施策課窓口付近への
掲示
【斑鳩町】
●相談窓口カードの設置
【安堵町】
●相談窓口カードの設置（庁舎内トイレ）
【川西町】
●庁舎内でポスターの掲示、リーフレットの設置
【曽爾村】
●庁舎、ふれあいセンター等ポスターを掲示及びリーフレット、カードの設置・配布
【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）
【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
【明日香村】
●相談窓口カード　・DV相談ナビ#8008（はれれば）の設置
●R3女性に対する暴力をなくす運動ポスターの設置
【上牧町】
●役場窓口での内閣府発行のDV相談ナビ、奈良県暴力被害者サポートセンターNARAハート等の相談
カードを配布、設置
【王寺町】
●ポスター・リーフレットを庁内・関連施設に掲示・配架
●啓発カードを窓口に設置
【広陵町】
●パープルリボンの配布（町内公共施設窓口等）
【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）
【吉野町、下市町】
●相談窓口カードの配布、設置（庁舎内カウンター等）
【大淀町】
●庁舎内でポスター掲示
●庁舎内カウンターにてリーフレットの設置
【黒滝村】
●相談窓口カードの設置（庁舎内カウンター）
【天川村】
●ポスターの掲示（庁舎内）
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、商業施設等）
【野迫川村、十津川村】
●庁舎でポスターを掲示
【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）
【上北山村】
●相談窓口カードの配布、設置（庁舎窓口受付等）
【川上村】
●内閣府作成のポスター、リーフレットを庁内と公共施設にて掲示及び配布
【東吉野村】
●庁舎でポスターを掲示
●相談窓口カードの設置（庁舎）

【大和郡山市】
●１１／１号広報「つながり」へ掲載
●市HPへ掲載
●市庁舎正面玄関のデジタルサイネージに掲示
（１１／１２～１１／２５）
●市庁舎正面玄関に、懸垂幕設置
（１１／１２～１１／２５）

【天理市】
●市HP、市広報紙(11月号）への掲載

【桜井市】
●市広報紙「わかざくら」へ掲載
●市ＨＰへの掲載
●市役所、桜井駅にのぼり設置

【五條市】
●ラジオでの広報

【御所市】
●市HP、市広報紙(11月号）への掲載

【生駒市】
●市広報誌「いこまち」への掲載
●市ＨＰによる広報

【香芝市】
●市広報紙（11月号）、市ＨＰへの掲載

【葛󠄀󠄀城市】
●市広報誌での広報（運動期間の周知）

【宇陀市】
●うだチャンにて放送
●広報誌に掲載
●幟設置（市役所前公園）

【平群町】
●町ＨＰ掲載

【三郷町】
●町広報に「女性の人権ホットライン」強化週間の内容を掲載

【斑鳩町】
●町広報紙への掲載

【上牧町】
●全国一斉「女性の人権ホットライン」について、町広報誌へ掲載

【王寺町】
●町広報誌への掲載（１１月号）

【広陵町】
●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】
●女性への暴力防止に向けたセミナー開催（1月）（←削除）

【橿原市】
●これからの家族、夫婦・親子関係をどう育てるか
　～あなたにとってのしあわせって？～
〇写真展（←削除）
日時①2021年11月14日（日）　10:00～12:00
男女で違うしあわせのカタチ　～理想のパートナーの条件は？～
②2021年11月23日（火）　10:00～12:00
こどもは親を見て育つ　～DVをしてしまったら～
③2021年11月28日（日）　10:00～12:00
ふたりで見つける幸せのかたち　～相手を大切にするってことは～
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）

【桜井市】
●市本庁舎に「女性に対する暴力防止に関する」一言メッセージの掲示
●市図書館に「デートＤＶ」に関するパネル展示

【生駒市】
●ＤＶ防止講座
　「デートＤＶってなに？」
　日時：11月18日 10:00～11:30

【奈良県】
●なら女性活躍推進倶楽部会員企業に対し、企業が自主的に社員のパープルリ
ボンバッジ着用、ポスター掲示等を実施するよう働きかけ

【奈良市】
●「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

【生駒市】
●特選図書コーナー設置
期間：11月12日～11月25日
場所：図書館（本館・北分館・南分館・生駒駅前図書室・鹿ノ台図書室）
　パープルリボン等の啓発物品も設置

【香芝市】
●女性法律相談（11/25）

【葛󠄀󠄀城市】
●シトラスリボンツリー展示
●市内医療機関に啓発物品を配布設置（相談先を記載）
●パープルオレンジリボンバッジを職員は通年着用

【宇陀市】
●期間中パープルリボンバッジを部長級は着用

【三郷町】
●人権施策課窓口における常時相談受付

【斑鳩町】
●DVに関するパネル展示（11/12～11/25）

【河合町】
●DV・女性相談電話開設（NPO法人委託）通年

【奈良県】
https://www.pref.nara.jp/330
85.htm

【天理市】
http://www.city.tenri.nara.jp/
kakuka/shichoukoushitsu/si
minsoukatuyakusuisinka/jous
eibouryoku/index.html

【桜井市】
https://www.city.sakurai.lg.jp
/sosiki/shiminseikatsu/jinke
nsesakuka/danjokyodosanka
ku/1604881615875.html

【生駒市】
https://www.city.ikoma.lg.jp/
0000023590.html 

【香芝市】
http://www.city.kashiba.lg.jp
/kurashi/0000010291.html

【橿原市】
http://www.kashihara-
naviplaza.com/kyoudou/202
1/10/post-80.html

奈良県
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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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

和歌山県

【和歌山県】
●各振興局窓口で啓発物品配布
●ポスター掲示

【橋本市、かつらぎ町、九度山町、美浜町、田辺市】
●啓発物品の設置

【橋本市、田辺市、新宮市】
●ポスター掲示

【和歌山市、海南市、岩出市、田辺市】
●商業施設における街頭啓発（啓発物品の配布）

【和歌山県】
●各振興局でのぼりを設置
●ラジオでの広報
●県広報誌への掲載

【橋本市】
●市HPへの掲載

【田辺市】
●市広報誌への掲載
●市HP、SNSへの掲載

【すさみ町】
●町広報誌への掲載
●町コミュニティチャンネルで放送

【海南市、紀美野町、広川町、有田川町、美浜町、上富田町、串本町】
●広報誌への掲載

【海南市、岩出市、橋本市、湯浅町、御坊市、日高町、みなべ町、日高川町】
●啓発のぼり設置

【和歌山県】
●りぃぶるフェスタにおける啓発
　日時：11月20日　10：00～16：00
　場所：和歌山ビッグホエール
「男女でつくる元気な和歌山」ポスターコンクール表彰式・入賞作品展示、啓発物
品等配布

●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"
女性への暴力防止に関する図書コーナー設置、啓発物品等配布、パープルツ
リー設置

【岩出市】
●映画で感じる男女共同参画
　日時：11月19日　13：30～15：30
　場所：岩出図書館
「ビリーブ未来への大逆転」上映

●「女性のつどい」における啓発
　日時：11月25日　13：30～15：00
　場所：岩出市立市民総合体育館
啓発グッズとリーフレットの配布

鳥取県

【鳥取県】
●ポスター、パネル展示（県庁舎、役場庁舎、図書館、商業施設等）
●相談窓口周知マスクを配架（パネル掲示場所、各市町村窓口）
●デートDV予防学習実施校での啓発展示、リーフレット、相談窓口周知マスクの配布

【米子市】
●女性に対する暴力をなくす運動　パネル展示
　日時：11月12日～25日、場所：イオン米子駅前店

【岩美町】
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ）

【八頭町】
●男女共同参画センターでの内閣府作成リーフレットの配架、相談窓口カードの設置、パネル展示、
パープルリボンツリーの設置
●ポスター掲示（男女共同参画センター、役場）

【琴浦町】
●啓発ポスター、リーフレットの掲示（庁舎内トイレ等）

【鳥取県】
●県広報誌での相談窓口案内
●新聞２紙に県からのお知らせ広告掲載（11/11）
●ラジオでの広報（地元コミュニティFM放送局）

【岩美町】
●町HP、ケーブルテレビ（文字放送）による広報
　※女性の人権ホットライン強化週間の期間中

【八頭町、三朝町】
●町広報紙への掲載

【北栄町】
●町ＨＰへの掲載

【琴浦町】
●町HP、町広報誌への掲載

【岩美町】
●町立図書館で女性の人権（DV関連も含む）関連図書コーナーを設置
●人権教育主任（保育所・学校関係者）を対象としたデートDV研修会（10/21）

【鳥取県】
●パネル展示とタイアップして図書館で関連図書を展示
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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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

島根県

【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。
●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。
【松江市】
●市営バス車内へのポスター広告
●パネル展示（イオン松江１F）
●パープルリボン展示（市民活動センター街路樹）
●卓上パープルリボンツリーの設置（市役所窓口課）
●啓発ポスターの配布・設置（市関係施設）
【浜田市】
●市内全中学生にリーフレット、啓発グッズを配布
【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（各庁舎、コミュニティセンター等）
【益田市】
●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、配布する。
【大田市】
●内閣府作成のポスター・チラシ、県チラシを庁舎及び関係機関に掲示、設置、配布
●ＤＶ相談ナビカードの設置（庁舎内トイレ等）
【安来市】
●内閣府作成のポスターを各庁舎へ掲示
●各庁舎窓口へ内閣府作成のリーフレット・カードの設置
●県チラシを庁舎や関係機関等に設置
【江津市】
●相談窓口カードの設置（窓口）
●庁舎内にポスターを掲示
●県のチラシを庁舎や関係機関等に設置
【雲南市】
●内閣府作成のポスターを関係機関へ掲示
●島根県作製作成のチラシを市内４７か所の施設へ配布　
　
【奥出雲町】
●ポスター掲示、　県版リーフレット等の掲示、配布、設置　(庁舎及び関係機関窓口）
【飯南町】
●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
【川本町】
●厚生労働省内閣府作成のポスターの掲示、リーフレットの配布。（庁舎、公民館等）
●相談窓口カードの設置（庁舎内トイレ等）
【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
【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
【津和野町】
●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
【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）
【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
【西ノ島町】
●県チラシを窓口・関係機関に配布
【知夫村】
●児童虐待防止とあわせて回覧や役場からの広報等で啓発（11月）
【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

【島根県】
●新聞広告、ラジオ放送による広報
●各警察署で懸垂幕を掲示
●県HPによる広報

【松江市】
●デジタルサイネージ啓発広告の実施
●女性相談窓口について市報に掲載〔11月号〕
●ケーブルテレビ告知放送
●市役所庁舎内モニター広報
●市HP、市SNSでの広報

【浜田市】
●市広報誌への掲載

【出雲市】
●市広報誌への掲載

【益田市】
●市ＨＰ，市広報への掲載
●懸垂幕の掲示（庁舎）
●告知端末での広報

【大田市】
●市広報誌（11月号）への啓発記事掲載
●市ＨＰへの掲載

【安来市】
●市ＨＰへの掲載

【江津市】
●市ＨＰ、市広報紙への掲載

【雲南市】
●ケーブルテレビでの広報、ニュース放映
●ケーブルテレビの文字放送での広報　
●市内告知放送　
　　
　
●市報１１月号に特集記事を掲載　
●雲南市公式ＬＩＮＥ、ｆａｃｅｂｏｏｋを活用した発信

【奥出雲町】
●町のHP、ページング（有線）放送にて広報

【飯南町、川本町】
●町広報誌への掲載

【美郷町】
●町の広報へ啓発記事

【津和野町】
●町広報掲載

【吉賀町】
●町広報への掲載

【西ノ島町】
●11月広報に啓発記事を掲載

【知夫村】
●子育て世代へ向けた情報発信の機会（知夫村公式LINEアカウント）を利用した
啓発

【島根県】
●オンライン講演会による県民公開講座を実施
≪公開期間≫
・11月18日13:30～15:30
・テーマ：「モラルハラスメント～”不機嫌”という名の暴力～」
・講師：髙山直子氏（カウンセラー）
●児童虐待・ＤＶ防止のためのパネル展示
・日時：11月5日～12月1日
・会場：島根県立図書館

【浜田市】
●児童虐待防止及びＤＶに関する講演会
日時：11月7日(日）10：00～12：00
場所：市役所4階講堂ＡＢ

【出雲市】
●児童虐待・ＤＶ防止のためのパネル展示
　期間：11月1日～11月30日
　場所：ゆめタウン出雲
●出雲市デートＤＶ防止出前講座
　日時：随時
　対象：市内中学校、高校、専門学校、その他団体

【大田市】
●県民公開講座を県と共催で実施
・日時：11月18日（木）13：30～15：30
・会場：あすてらすホール
・オンライン講演会
・内容：モラルハラスメント

【雲南市】
●ＤＶ防止セミナー
　日時：９月９日（木）1９：３０～２１：３０
　会場：加茂交流センター　研修室
　対象者：加茂地域自主組織　健康福祉部員及び生涯学習部員約３０名
　内容：「人が持って生まれた気質を知り、あるがままの他者と自分の違いを受け
入れ、互いに認め合ってストレスのない人間関係を作る」ことを主旨として同セミ
ナーを実施。配偶者及びパートナーが互いに尊重し合える関係になることで「ＤＶ
を生まない社会づくり」への一歩とし、周囲の人ができるだけ早い段階でＤＶ被害
に気づき、相談につなげる行動をとれることを目指した。

【島根県】
●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・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

【浜田市】
●11/1～11/30
　パープルリボン×オレンジリボン運動を実施
　啓発のぼりを庁舎前に掲揚

【出雲市】
●パープルリボンの着用
●DV庁内連絡会
　日時：10月17日　13:30～15:30、会場：出雲市役所
●本庁舎掲揚台へ懸垂幕掲示
　期間：11月1日～11月26日
●ＤＶ関係支援者研修会
　日時：11月2日　13:30～16:00、会場：出雲市役所
　対象：DV庁内連絡会構成課、出雲圏域女性に対する暴力対策関係機関連絡
会構成機関、その他外部関係機関
　演題：未定
　講師：和田葉子氏（当市女性相談スーパーバイザー）

【益田市】
●パープルリボンの着用

【大田市】
●パープルリボンの着用
●全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間（法務局・人権擁護委員連合会）
・市広報へ掲載
・市ＨＰへ掲載
・ケーブルテレビ告知放送

【安来市】
●パープルリボンの着用

【江津市】
●パープルリボンの着用
●庁舎前ＬＥＤ表示塔への掲示

【雲南市】
●「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
●ＤＶ防止の啓発パネル（島根県より借用）を、ＤＶ防止セミナー開催に併せて展
示　
　　
　　
　　
　

【邑南町】
●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

【知夫村】
●職員への啓発とパープルリボン運動（11月）

【島根県】
https://www.pref.shimane.lg.j
p/education/child/dv/jyosei_
soudan/jyosei.html
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岡山県

【岡山県・市町村】
●内閣府作成のポスター、リーフレットの配布､設置

【岡山県・市町村】
●相談窓口カードの配布、設置

【倉敷市】
●ダブル・リボン運動
パープルリボン並びにオレンジリボン，ＤＶ・児童虐待啓発チラシ，ポケットティッシュ等を配布する。
配布期間：11月1日（月）から11月30日（火）まで

【真庭市】
●パープルリボンの配布

●県・市町村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」（10/30）
啓発グッズ配布、啓発パネル、リーフレット展示
日時：10月30日（土）、場所：ジップアリーナ岡山前広場
●パープルリボン＆オレンジリボンツリー・パネル展示
日時：11月1日～３０日、メッセージ募集9月28日～11月25日
場所：県庁1階県民室・男女共同参画推進センター･子育てマルシェ会場（イオン
岡山・イオン津山）他
【倉敷市】
●DVパネル展の開催
開催期間：11月16日（火）から11月18日（木）まで
場所：倉敷市役所本庁舎１階展示ホール
●パープルリボン＆オレンジリボンツリーの展示
展示期間：11月2日（火）から11月30日（火）まで
場所：男女共同参画推進センター（ウィズアップくらしき）（倉敷市阿知1丁目7番1-
603号)
【津山市】
●DV防止・児童虐待防止啓発パネル展
　11月1日～11月12日　津山市役所１階市民ホール
　11月15日～11月29日　津山市立図書館
【玉野市】
●パープルリボン＆オレンジリボンツリー・DV防止パネル展示
日時：11/12～19、場所：玉野市役所本庁舎 情報展示コーナー
【総社市】
●パープルリボン＆オレンジリボン・パネル展示
日時：11月1日～３０日、場所：市役所本庁舎正面玄関
【高梁市】
●パープルリボン＆オレンジリボンツリー展示
　日時：11月1日～30日、場所：高梁市役所本庁
【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11日　市内2か所
【備前市、美作市】
●市広報誌「11月号」に掲載
【瀬戸内市】
●パープルリボンツリー事業
日時：11月12日（金）～25日（木）、瀬戸内市役所本庁舎１階、瀬戸内市民図書館
１階
【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
●市広報誌１１月号に掲載
●啓発パネル展示
【真庭市】
●パープルリボン＆オレンジリボンツリー・パネル展示
日時：11月1日～３０日、場所：真庭市役所本庁舎1階
【浅口市】
●DV防止啓発パネル展示・パープルリボン啓発
　11月12日～11月25日　浅口市健康福祉センター
【和気町、早島町】
●町広報誌への掲載
【早島町】
●パープルリボン＆オレンジリボンツリー展示
日時：11月12日～25日、場所：早島町役場、町民総合会館ゆるびの舎
●懸垂幕設置
日時：11月12日～25日、場所：早島町庁舎前
【里庄町】
●町広報紙（１１月号）への掲載
【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（月）～11月30日（火）、場所:美咲町役場本庁舎
●町広報１１月号に掲載

【岡山県】
●オンライン　ウィズカレッジ企画講座
第3回DV被害者支援と加害者対応～事例をとおして考える～
講師　信田さよ子
配信期間　11月1日～11月30日

【倉敷市】
●男女共同参画推進センター主催講座「DV被害者への支援を考える」
講師：清野幸代（弁護士）
日時：11月17日（水）13:30～15:00 
場所：男女共同参画推進センター（ウィズアップくらしき）（倉敷市阿知1丁目7番1-
603号)

【和気町】
●和気町さんかくカレッジ「怒りと上手く付き合おう～アンガーマネジメント入門講
座～」
講師：棚多里美（一般社団法人日本アンガーマネジメント協会認定ファシリテー
ター）
日時：11月23日（火・祝）10:00～11:30 
場所：学び館「サエスタ」（和気町父井原430-1)

【岡山県】
●県立図書館との連携展示
「女性に対する暴力をなくす運動」
　日時：11月16日～12月19日
　場所：県立図書館1Ｆ閲覧室入口

【岡山県】
https://www.pref.okayama.jp
/soshiki/26/

【真庭市】
https://www.city.maniwa.lg.jp
/soshiki/12/48722.html
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山口県

【山口県】
●県庁内でパネルを展示。
●内閣府ポスター及びリーフレットの配布

【下関市】
●市内公共施設での内閣府ポスター掲示及びリーフレット配布
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、相談窓口等）

【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）

【岩国市】
●内閣府ポスター掲示、リーフレット・相談窓口カードの設置（本庁舎、人権啓発コーナーほか）
●パネル展示（11/18～12/3）

【光市、周防大島町】
●内閣府ポスター掲示、リーフレット設置（本庁舎ほか）

【長門市、美祢市】
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、相談窓口）

【周南市】
●内閣府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

【山口県】
●県ＨＰ、県広報誌への掲載
●ラジオ広報（11/10）
●太陽光発電インフォメーションシステムによる広報
●男女共同参画課LINE公式アカウントの友だち登録者に対する広報

【下関市】
●市HP掲載
●関門ビジョン（電光掲示板）による広報

【宇部市】
●市民課電子番号掲示板での広報（11/16～30）

【山口市、萩市、下松市、光市、周防大島町】
●市HP、市・町広報誌への掲載

【岩国市】
●市HPへの掲載
●Facebookページへの投稿

【周南市】
●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)
●市HP、市広報誌への掲載

【下関市】
●DV防止講座開催（11月16日）
人と人とのよりよい関係～DV・デートDVを知っていますか？～
講師　松橋　美惠子　氏（プリベント・L　代表）

【山口市】
●マルチディスプレイによる啓発(11月）
　場所：新山口駅南北自由通路

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

【下松市】
●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の展
示、オレンジパープルリボンツリーの設置（11/1～30)
　場所：下松市役所庁舎1階ロビー

【岩国市】
●パープルリボンの装着（本庁職員）

【周南市】
●パープルライト、パープルリボンツリー＆パネル展示(11/12～25)
　場所：周南市役所庁舎1階ロビー及び中央図書館１階
●ティッシュ配布による啓発

【周南市】
https://www.city.shunan.lg.jp
/soshiki/22/43739.html

徳島県

【徳島県】
●県関係施設（県庁舎、ときわプラザ（男女共同参画総合支援センター）、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
●西部管内市町庁舎・市立図書館に県の広報啓発パネル展示

【鳴門市】
●相談窓口カードの配布
●パンフレットの配布

【阿南市、三好市】
●庁舎内でパネルを展示

【美馬市】
●市庁舎内のポスター展示
●市庁舎内のリーフレット配布

【つるぎ町、東みよし町】
●町庁舎でのパネル展示

【徳島県】
●県ＨＰ、県広報誌、ラジオスポット放送による広報
●西部管内市町広報誌に掲載（県と市町と連携）

【鳴門市】
●市公式ウェブサイトへの掲載

【小松島市】
●広報誌への掲載

【阿南市】
●市HP、市広報誌への掲載

【阿波市、美馬市、三好市】
●市広報誌への掲載

【藍住町】
●町広報紙への掲載
●役場ホールでパネル展示(11/12～25）

【つるぎ町、東みよし町】
●町広報誌への掲載

【鳴門市】
●鳴門市立図書館にて関連図書の展示
（１０／２５～１１／２５）

【鳴門市】
https://www.city.naruto.toku
shima.jp/kurashi/jinken/danj
o/no_violence.html

【阿南市】
https://www.city.anan.tokus
hima.jp/docs/202010280002
3/

広島県

【広島県】
●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）
【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
●相談窓口ステッカーの貼付（庁舎内トイレ、商業施設等）
【府中市】
●内閣府作成のポスターや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
【三次市】
●広島県作成の相談窓口カードを庁舎内トイレに設置
【庄原市】
●内閣府作成のリーフレットの設置、ポスターの掲示、パープルリボンの配布（本庁、各支所、社協等）
【大竹市】
●内閣府作成のリーフレットの配布、ポスターの掲示
●DV相談カードの配付、設置（窓口、庁舎内トイレ等）
【東広島市】
●相談窓口シールの貼付（庁舎内トイレ）
【廿日市市】
●庁舎内でパネルを展示
【安芸高田市】
●相談窓口カードの配付、設置（公共施設トイレ等）
【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・小中学校内）
【坂町】
●ポスター掲示（保育園、こども園、小・中学校、町内施設等）
【安芸太田町】
●相談窓口カードの配付、設置（本庁、各支所、健康福祉課等）
【大崎上島町】
●女子トイレに相談窓口シール掲示
●庁舎等にポスター及びリーフレットの掲示・設置

【広島県】
●ラジオ番組による広報
●警察広報紙を活用した啓発
【竹原市】
●市の広報誌に掲載
●ＳＮＳ等に掲載
●職員がケーブルテレビにＰＲ出演した番組を放送
【福山市】
●広報紙及び電子版広報へハラスメント防止講座について掲載（11月1日～30
日）
【府中市】
●広報ふちゅう１１月号に掲載
【三次市】
●市広報誌への掲載
【庄原市】
●市広報「しょうばら」において、DV防止啓発の記事を掲載
【大竹市】
●市ＨＰへの掲載
【廿日市市】
●市広報誌への掲載（11月号）
【府中町、海田町、熊野町、安芸太田町、世羅町】
●町広報誌への掲載
【北広島町】
●ホームページ掲載
【大崎上島町】
●町広報紙(11月号掲載)による広報

【呉市】
●令和3年度「女性に対する暴力をなくす運動」啓発事業
　日時：11月17日
　場所：市役所7階
　内容：DV防止講演会

【竹原市】
●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：関連書籍の展示・ミニパネルや相談窓口カード設置

【福山市】
●ハラスメント防止講座
　日時：11月25日（木）　18:30～20:00
　場所：福山市市民参画センター
　内容：ハラスメントの定義や種類など
　　　 　ハラスメント被害にあった時の対処法
　　　　 ハラスメント加害者にならないために
　　　　 ハラスメントをなくすために

【広島県】
●防犯教室等各種会合における講演

【竹原市】
●市内医療機関に広島県作成の「ＤＶ被害者対応マニュアル」等を配布
●中学校にデートDV予防啓発リーフレットを配布

【庄原市】
●DV相談カードの設置

【呉市】
https://www.city.kure.lg.jp/s
oshiki/9/dv-lecture.html

【福山市】
https://www.city.fukuyama.hi
roshima.jp/soshiki/equal/

https://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/jinken/danjo/no_violence.html
https://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/jinken/danjo/no_violence.html
https://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/jinken/danjo/no_violence.html
https://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/jinken/danjo/no_violence.html
https://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/jinken/danjo/no_violence.html
https://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/jinken/danjo/no_violence.html
https://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/jinken/danjo/no_violence.html
https://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/jinken/danjo/no_violence.html
https://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/jinken/danjo/no_violence.html
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香川県

【香川県、高松市】
●IKODE瓦町でのパネル展を実施（10/30～11/7）
【香川県】
●内閣府作成のポスター、リーフレットの掲示、配付
●県庁内でパネル展を実施（11/15～26）
【善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津
町、綾川町、琴平町、多度津町】
●庁舎及び関係施設等でのポスターの掲示及びリーフレット等の配付
【東かがわ市、多度津町】
●パープルリボンの配付（職員等）
【高松市】
●保健センターでパネル展を実施（9/6～13）
●庁内エレベーター、ロビーポスター掲示（11/1～30）
【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）
【善通寺市】
●相談窓口カードの設置（庁舎内トイレ）
●市役所総合案内にて相談窓口カード、ポケットティッシュの配布
●市民集いの丘公園にてリーフレット、啓発グッズ等の配布
【観音寺市】
●市内図書館にてＤＶ防止コーナーを設置（ＤＶ相談ナビカード、啓発グッズ等の配付）
【三豊市】
●図書館主催の男女共同参画展にパネル、ポスターを掲示

【丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄
町、小豆島町、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町】
●広報誌への掲載
【善通寺市、観音寺市、さぬき市、三豊市、多度津町、まんのう町】
●ＨＰへの掲載
【坂出市】
●twitterへの掲載
【さぬき市】
●ケーブルテレビ放送（11/12～21）

【香川県】
●性暴力被害者支援センター周知街頭キャンペーン①
　日時：11月12日17：00～
　場所：高松丸亀町壱番街前ドーム広場
　内容：啓発グッズの配布
●性暴力被害者支援センター周知街頭キャンペーン②
　日時：11月25日7：30～
　場所：ＪＲ高松駅
　内容：啓発グッズの配布
●ＤＶ予防啓発講演会（録画視聴形式）
　場所：県内大学
【高松市】
●香川大学内（学園祭10/30～31）内閣府作成パンフレット設置
【丸亀市】
●市内３店舗にて街頭キャンペーン実施【啓発グッズ配布】（11/20、21、28）
●市民交流活動センター（マルタス）にて、パープルリボン・シトラスリボン作り
（11/4、10）
【三豊市】
●児童虐待防止街頭啓発キャンペーンとあわせて、市内１店舗にて街頭キャン
ペーン実施（啓発チラシ、グッズ配付）（11/6）

【高松市】
●オレンジ＆パープルリボンキャンペーンツリーの設置（11月下旬～12月下旬）
【丸亀市】
●コミュニティバス内のつり革にオレンジリボン・パープルリボンの啓発装飾
（11/1～30）
●市民交流活動センター2階西面にパープルリボン・オレンジリボンの装飾（11/3
～30）
【観音寺市】
●オレンジ＆パープルリボンキャンペーンツリーを市内図書館へ設置（11/12～
12/24）

愛媛県

【愛媛県】
●内閣府作成のポスター、リーフレットの掲示
【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
【今治市、大洲市、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配布
【宇和島市】
●DV相談ナビ・デートDV相談カードを窓口へ設置
【新居浜市】
●日本郵便(株)（新居浜郵便局）の集配用自動車やバイク、公用車にステッカーを貼って啓発
●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
●女性総合センター等で配付
【西条市】
●内閣府作成のポスター、リーフレットの配布及び掲示
【四国中央市】
●ＤＶ相談ナビカードの窓口設置・関係機関への配布
●内閣府作成のポスター、リーフレットの掲示
【東温市、上島町】
●DV相談カード等窓口や関係部署に配付（庁舎内トイレ・公共施設トイレ）
【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）
【愛南町】
●リーフレット、相談カードの設置

【愛媛県】
●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SNS広告の配信
【松山市】
●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
【今治市】
●市広報誌への掲載
●コミュニティＦＭでの放送
【宇和島市】
●広報うわじま11月号、宇和島市ホームページへ掲載
【新居浜市】
●市ＨＰ・SNS・広報誌への掲載
【西条市】
●市広報紙においてＤＶ相談窓口を周知
【四国中央市】
●市広報誌への掲載
【東温市】
●１１月広報掲載
【久万高原町】
●町広報誌「久万高原」１０月号に掲載（全戸配布）また、町HPへも掲載周知
【砥部町】
●町広報紙への掲載
【伊方町】
●町ＨＰ、町広報誌への掲載
【松野町】
●広報「まつの」への記事掲載

【愛媛県】
●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）
【新居浜市】
パープルリボン・オレンジリボンキャンペーン
　11月1日～30日　
　内容：DV・児童虐待啓発事業
●ロビー展
　11/6㈯～11㈭ イオン新居浜、11/16㈫～23㈫ ワクリエ新居浜、11/25㈭～30㈫ 
ウイメンズプラザ
●市庁舎、郵便局窓口等にてパープル・オレンジのツリー展示
●DV・児童虐待講演会開催（東予子ども女性支援センター所長による講演）
　日時：11月27日㈯ 14:00～
　場所：ウイメンズプラザ

【愛媛県】
●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
【松山市】
●担当者のパープルリボンピンバッチ着用
●啓発のためのポケットティッシュを、大学で配布
【新居浜市】
●DV電話相談時間延長（期間限定）
　11/12～29　月・金　１時間延長18時まで電話相談・相談予約受付
【松野町】
●関係職員のパープルリボンピンバッチ着用

【新居浜市】
https://www.city.niihama.lg.j
p/soshiki/haiguusha/purpleo
rangeribbon03.html

高知県

【高知県】
●ＤＶ相談窓口周知カードの作成及び配布
　配布先：庁内関係課、県の出先機関、県内市町村、男女共同参画センター、民間支援団体、提携協力
企業等
●ＤＶ防止啓発ポスターの掲示　　路線バス４０台、待合所３か所

【高知県】
●ラジオ番組での対談
●県ＨＰでの広報

【高知県】
●ＤＶ防止啓発講演会　『「非常時」に浮かび上がるＤＶや虐待、性暴力』
  日時：11月７日（日）　13:30～15:30
　場所：こうち男女共同参画センター「ソーレ」３階大会議室（オンライン参加可能）
　定員：会場100名、オンライン500名
　講師：北仲　千里氏（NPO法人全国女性シェルターネット共同代表、広島大学
　　　　　ハラスメント相談室准教授）

https://www.pref.kochi.lg.jp/
soshiki/060901/dvbousi.html

福岡県

●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、県内大学等

●相談カード作成・配付
配布先：県内市町村、男女共同参画センター、スーパー・ドラッグストア等

●県HPによる広報

●街頭啓発キャンペーンの実施
　日時：11月12日・15日
　場所：県内４箇所
　内容：横断幕・のぼり等を用いて、通行人に対しDV防止啓発のPRを実施

●商業施設でのパープルカラーの花装飾展示によるDV防止啓発
https://www.pref.fukuoka.lg.j
p/contents/boryoku-
nakusu.html

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/boryoku-nakusu.html
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/boryoku-nakusu.html
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/boryoku-nakusu.html
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佐賀県

【佐賀県】
●県内で実施のイベント等でリーフレットを配布
【佐賀市】
●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、掲示（本庁、支所、
公民館、バスセンター、市立図書館、市立病院など）
●ＤＶ等に関する相談窓口周知カードの作成及び配布（本庁、支所、公民館、バスセンター、市立図書
館、市立病院、文化会館、児童センターなど）
【唐津市】
●啓発パネルの展示　大手口センタービル ３階フロアー
●啓発ポスター、のぼりの掲示　唐津市役所（本庁舎、各市民センター）
●啓発ティッシュの配布
　公共施設、市内商業施設に啓発ティッシュを設置し、相談窓口を周知
【鳥栖市】
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、市の施設内トイレ等）
●市内中学校全生徒にデートＤＶ啓発チラシを配布
【伊万里市】
●市役所内にポスター掲示
●相談窓口カードの配付、設置（庁舎内トイレ、公共施設等）
【武雄市】
●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（内閣府作成）を市役所、公民館等にて
掲示・配布
●啓発チラシ公民館等への設置・配布（新型コロナウイルス感染により街頭啓発については現在協議
中）
【小城市】
●相談窓口カードの設置（庁舎、公共施設のトイレ等）
●「女性に対する暴力の防止運動期間」のリーフレットやポスター掲示（庁舎ロビー等）
【嬉野市】
●各庁舎窓口等各公共施設、各コンビニ店舗、商業施設等リーフレット配布
【神埼市】
●庁内でポスター掲示
●DV相談窓口カードの配布、設置（庁舎内トイレ、窓口等）
【上峰町】
●提供されたポスター、リーフレットを掲示予定
【玄海町】
●担当課窓口にリーフレットを設置
【有田町】
●相談窓口カードの設置、ポスターの掲示
【白石町】
●窓口へののぼり旗（小）の設置
【太良町】
●ＤＶ防止啓発ポスター掲示（庁舎、支所内）
●相談窓口カードの配布、設置（庁舎内トイレ、カウンター等）
●相談リーフレットの配布、設置（庁舎カウンター等）
●DV相談窓口シールの掲示（庁舎カウンター等）

【佐賀市】
●市報（１１月１日号）に掲載
●庁内向けの男女共同参画情報誌に掲載
●市ホームページに掲載

【唐津市】
●市報、ホームページ等への掲載

【鳥栖市】
●市ＨＰ、市広報誌「市報とす」11月号への掲載

【伊万里市】
●市ＨＰ、市広報紙への掲載
●ケーブルテレビでの広報
●街頭掲示板での啓発

【武雄市】
●広報誌11月号掲載、ホームページ掲載

【小城市】
●市広報誌、市HPへ相談先などを掲載

【嬉野市】
●HPや市報への掲載（11月号）

【太良町】
●広報紙へ記事を掲載
●太良町ＨＰへ記事を掲載

【佐賀県】
●令和3年度　女性に対する暴力防止講演会
　『子どもを性虐待・性被害から守る』
　日時：11月17日（水）　13：30～16：00
　会場：アバンセホール　（佐賀市天神3丁目2-11）
　対象：会場参加　県民100名
　　　　　オンライン参加　後日YouTubeにて録画配信
　講師：慶應義塾大学総合政策学部教授
　　　　　警察庁長官官房付
　　　　　小笠原和美さん

【嬉野市】
●市内小中学校へのDV等暴力予防教育事業

【鳥栖市】
●図書館に特設コーナーを設置

【伊万里市】
●市役所ロビーでＤＶ防止啓発パネル展開催（11/15～30）

【武雄市】
●パープルリボンを使った啓発実施計画中
　時期：女性に対する暴力をなくす運動期間中
　場所：市施設内
　内容：現在検討中

【嬉野市】
●相談事業…対面相談のほか、専用の携帯電話（Line登録など）、iPad（オンライ
ン）での相談対応

【上峰町】
●毎月第4金曜日に女性のための総合相談を実施

【有田町】
●女性総合相談窓口　平日：随時

【鳥栖市】
https://www.city.tosu.lg.jp/s
oshiki/13/16702.html

【小城市】
https://www.city.ogi.lg.jp/ma
in/30056.html

【太良町】
https://www.town.tara.lg.jp/
kenkou/_1030/_3877.html
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長崎県

【長崎県】
●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及び児童虐待防止のポス
ター等（厚生労働省作成）を同封し配布・周知依頼（商業施設、幼稚園、高等学校、関係機関）
●相談窓口カードの配布・設置（市町開催イベント等）※通年
【長崎市】
●内閣府作成のポスター、リーフレット等の掲示
●相談窓口カードの配布・設置
【佐世保市】
●ＤＶ相談カード等を女性トイレへ設置
●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
【島原市】
●市役所庁舎・公民館等へ配布・設置（ポスター・リーフレット・相談カード）
【諫早市】
●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啓発ポスターを掲示
【大村市】
●啓発ポスターの掲示（庁舎、出張所他）
●相談窓口カードの配布、設置
【松浦市】
●ポスター掲示・・・庁舎内、支所、公民館、図書館等
【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
【壱岐市】
●ポスター設置（各庁舎）
【五島市】
●女性に対する暴力をなくそう運動に対するポスター等を掲示
【西海市】
●相談窓口カードの設置、ポスターの掲示
【長与町】
●相談窓口カードの配布・設置
●内閣府作成「女性に対する暴力をなくす運動」のポスターの掲示
【東彼杵町】
●相談窓口カードの配布、設置（庁舎、支所、総合会館等トイレ、カウンター等）
【川棚町】
●女性に対する暴力をなくす運動期間(Ｒ3.11.12～25)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。
【波佐見町】
●ポスターの掲示
●相談カードの窓口設置（庁舎内、総合文化会館）
【小値賀町】
●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（本庁女子トイレ）※通年
【佐々町】
●ポスター・シール掲示、リーフレット、相談窓口カード設置（庁内、健康相談センター、公民館等）
【新上五島町】
●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

【長崎県】
●県庁ホームページ、ツイッター等での広報
●県庁舎に横断幕掲揚
●メールマガジンによる啓発
●ながさき男女共同参画推進センターだより作成（特集「コロナ禍で見えてきた女
性に関する課題」
【長崎市】
●市ホームページ、SNSでの運動期間啓発記事の掲載及びパープルライトアッ
プ実施の周知
●男女共同参画推進センターによるラジオでの啓発
●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
【佐世保市】
●広報誌で周知記事の掲載
●インスタグラムでの広報
【島原市】
●市ホームページ等での周知
【諫早市】
●広報「いさはや」への掲載
【大村市】
●市広報紙、市ホームページ掲載
●懸垂幕掲示
【平戸市】
●ＨＰ・広報誌への掲載
●懸垂幕掲示（１か所）
【対馬市】
●CATV文字放送
●広報つしま１１月号に掲載（全世帯配布）
【壱岐市】
●広報紙、壱岐市ホームページでの広報
●のぼり等の設置（各庁舎）
【西海市】
●市広報11月号、市HPに掲載
●NBCデータ放送に掲載
【雲仙市】
●広報紙、ホームページでの広報
【南島原市】
●市ＨＰ，市広報紙への掲載
【長与町】
●相談窓口の周知（広報11月号掲載、町HP掲載）
【東彼杵町】
●広報誌掲載
【川棚町】
●町の広報誌への掲載
【小値賀町】
●相談窓口の周知（広報紙）
【佐々町】
●広報紙（11月号）に記事を掲載
【新上五島町】
●町広報誌で「女性に対する暴力をなくす運動」の掲載、周知

【長崎県】
●パープル＆オレンジリボンフェスティバル
「女性･こどもへの暴力の雨を降らさない願いをこめて」
　日時：11月13～14日 10:00～17:00
　場所：みらい長崎ココウォーク３階（長崎市茂里町）
●暴力を選ばない男性たちのアクションin県庁
　趣旨賛同する県庁男性職員が、女性･子どもに対する暴力根絶の「シンボル
マーク」を新聞ちぎり絵で作成

【長崎市】
●「DV根絶のための連続講座」
　11月28日（日）9：30～16：30
　DVの基礎知識、警察の対応、DV被害者支援と加害者対策、児童相談所の対
応、福祉サービスとの連携、DV加害者プログラムなど
【大村市】
●護身術講座　11月21日
●ワークショップ　10月31日

【雲仙市】
・市内中学校5校においてデートＤＶ防止講座の実施

【長崎県】
●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
【長崎市】
●パープルツリー等の掲示
【佐世保市】
●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の掲示、関連図書の紹介
【諫早市】
●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
発パネル、パープルリボンツリーの展示を行う
●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
図書の紹介や資料を掲示
【大村市】
●パープルリボンツリーによる啓発（６カ所）
【平戸市】
●パープルリボンツリーによる啓発活動（２か所）
【松浦市】
●パープルリボンツリーによる啓発（リーフレット、相談カード、パープルリボン
バッチ等の設置）・・・庁舎内、図書館
【壱岐市】
●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)
【五島市】
●市役所本庁及び図書館にてパープルリボンツリーを掲示
●年間を通して、紫色の装飾品を執務室入口に設置。
【雲仙市】
●雲仙市図書館、愛野図書室におけるパープルリボンツリー、啓発資料、書籍、
相談カード等掲示
【南島原市】
●西有家庁舎１階ロビーでパネル展、啓発グッズの配布
●南島原市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
する図書の紹介や資料を掲示
【長与町】
●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）
【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。

【長崎市】
https://www.city.nagasaki.lg.j
p/shimin/190000/193000/p0
30414.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
【大村市】
https://www.city.omura.naga
saki.jp/heartpal/kurashi/shi
minkyodo/danjyo/shuchikeih
atsu/bouryoku.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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

熊本県

【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

【荒尾市、菊池市、宇土市、上天草市、合志市、美里町、南関町、長洲町、大津町、南小国町、小国町、
益城町、相良村、五木村、山江村、湯前町】
●内閣府作成ポスター及びリーフレットの配布（庁内、関係機関等）
●相談窓口カードの配布、設置

【山鹿市】
●庁内に啓発カードを配布

【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。

【天草市】
●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】
●県ＨＰへの掲載
●県広報テレビ番組、ラジオを利用した広報

【荒尾市、水俣市、宇土市】
●市HP、市広報への掲載

【上天草市】
●市HPへの掲載

【山鹿市、合志市】
●市広報への掲載

【大津町】
●町HPへの掲載

【高森町、益城町】
●町HP、町広報誌へ掲載

【多良木町、五木村、山江村、湯前町】
●広報誌に記事掲載

【熊本県】
●女性に対する暴力をなくす運動講演会
　日時：１１月２６日（金）　１３：３０～
　場所：くまもと県民交流館パレア
　演題：「逃げ場のないＤＶ環境で育つ子どもたち～その背景や影響を知り、個人
と社会でDVを防止していこう～　」
　講師：リ・スタートくまもと　代表　とみなが　とも子　氏

【山鹿市】
●山鹿市虐待暴力防止ネットワーク代表者会議
　期日：１１月8日（月）
　講演：熊本中央児童相談所　課長　林　洋介

【合志市】
●パープルリボンキャンペーン
　日時：11月下旬
　場所：庁舎、市内店舗
　内容：女性への暴力防止キャンペーングッズの配布

【天草市】
●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。

【益城町】
●女性に対する暴力をなくす運動期間の啓発として、公的施設でウェットティッ
シュの配布。（11/12～11/25）

大分県

【大分県】
●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15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
●大分市内歩道橋に横断幕設置

【大分市、別府市、中津市、日田市、津久見市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、国東市、姫島村、九重
町】
●街頭でのリーフレット及び啓発グッズ等の配布

【佐伯市】
●映画上映会でリーフレットを配布

【大分市、中津市、佐伯市、臼杵市、杵築市、豊後大野市、国東市】
●庁舎内・関連施設へのポスター掲示、リーフレット・相談窓口カードの配布・設置
●豊後大野市では生理用ナプキンと相談窓口カードを一緒にトイレに設置（庁舎内、各支所、図書館）

【別府市、佐伯市、国東市】
●パネル展示

【大分市、臼杵市】
●横断幕の掲示（市庁舎）

【大分県】
●JR大分駅構内デジタルサイネージ、YouTube、SNSによる暴力防止啓発動画
放映
●ホームページ、広報誌、新聞広告による広報
【大分市、別府市、中津市、佐伯市、臼杵市、杵築市、豊後大野市、国東市】
●市報へ掲載
【別府市、中津市、佐伯市、杵築市、宇佐市、国東市】
●自治体HPへ掲載
【大分市、中津市】
●SNSでの広報（Facebook、Twitter）
【別府市、佐伯市、臼杵市、豊後大野市】
●ケーブルTVでの広報・啓発
【大分市】
●情報誌「ドゥマーン」での広報
●職員向け広報誌「さんかく通信」等にて庁内に広報
【佐伯市】
●ケーブルテレビ文字放送、行政番組による周知・啓発
【宇佐市】
●宇佐市HPへ掲載
●4コマ漫画を作成し、隣保館だより、隣保館HPへ掲載
【豊後大野市】
●男女共同参画広報誌「ハーモニー」の掲載

【臼杵市】
●男女共同参画セミナー
　日時：11月26日（金）15:00～16:30
　場所：臼杵市民会館　小ホール
　講師：産婦人科医、NPO法人性暴力被害者支援センター・ひょうご代表　　田口　
奈緒　氏
　演題：「もしも学校で性暴力がおこったら」

【竹田市】
●竹田市男女共同参画推進大会講演会
　講師　弁護士　森　あい氏
　演題　ひとりぼっちをつくらない地域づくり 性の多様性から考える～LGBTっ
て？～
　日時　１１月１１日（木）１５時、場所　社会福祉センター多目的ホール

【大分県】
「アイネスパープルリボンプロジェクト2021」
●県庁舎にパープルツリーの設置
●インスタグラムフォトコンテスト（パープルリボンプロジェクト賞）の設置
●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

【大分市】
●花やパープルリボンを装飾したオブジェ（高さ２ｍ×横１．５ｍ）を設置し、ポス
ター等の掲示や啓発用DVDの放送、主に紫色の生花を展示したブースを作成
●パープルリボンのシールを作成し、庁内関係課へ配布

【別府市、臼杵市】
●パープルツリーの展示（11/12～25）

【宇佐市】
●パープル・オレンジツリーの展示（庁舎内、隣保館、図書館、各支所）

宮崎県

【宮崎県、宮崎市、都城市、延岡市、小林市、日向市、串間市、西都市、高原町、国富町、諸塚村、椎葉
村、高千穂町】
●相談窓口カードの配布、設置（男女共同参画センター、庁舎内窓口・トイレ等、出先機関、保健セン
ター、図書館、公民館、高校、大学、特産品販売所トイレ、管内施設、子育て世代向けイベント等）

【宮崎県、宮崎市、都城市、日南市、小林市、日向市、西都市、国富町、新富町、木城町、門川町、美郷
町、高千穂町、五ヶ瀬町】
●ポスター掲示やパネル展の実施

【宮崎市、都城市、日向市、西都市、新富町、門川町】
●リーフレット等の設置や配布

【国富町】
●児童虐待防止と併せたWリボンとして、ミニポスターを作成予定

【宮崎県、宮崎市、都城市、都農町】
●のぼり旗や懸垂幕の掲示

【宮崎県、都城市、延岡市、日南市、日向市、西都市、諸塚村、美郷町、高千穂
町】
●広報紙への掲載

【宮崎市】
●右記の講座をYouTube公式チャンネルにて限定ライブ配信。リモートでの参加
も可能。

【延岡市】
●市役所庁舎前電光掲示板での広報

【宮崎県、小林市、日向市、串間市、西都市、高鍋町、新富町、木城町】
●ホームページやフェイスブック等のＳＮＳへの掲載

【宮崎県、日向市、木城町、高千穂町】
●ラジオ放送や防災無線での広報

【木城町】
●回覧板によるリーフレット広報

【美郷町、高千穂町】
●町内ケーブルテレビ文字放送での相談窓口等の広報

【宮崎県、宮崎市】
●2021パープルリボンキャンペーン
　内容：啓発イベントやグッズ配布
　日時：11月11日（木）17:20～、場所：宮崎山形屋四季ふれあいモール
　その他、期間中に県内市町村の団体で昨年度作成した啓発動画をパネル展等
で放映。

【宮崎市】
●「コロナ禍で抱える不安（DV・ひきこもり・うつ等）～いま、精神科医の立場から
～」　【宮崎市男女共同参画センタ-主催講座】
　日時：11月21日（日）15：00～
　場所：宮崎市男女共同参画センター
　内容：外出自粛や休業等による生活不安やストレスから増加、深刻化する暴力
や性暴力の対処について精神科医の立場からのお話。
●「みんなのためのハラスメント防止セミナー」【宮崎市男女共同参画センタ-主
催講座】
　日時：12月19日（日）10：00～
　場所：宮崎市男女共同参画センター
　内容：ハラスメント関する知識を持ち、無意識の言動がハラスメントにならないよ
うに知識の普及や啓発を目的とした講座。

【国富町】
●児童虐待防止と併せたロビーでの啓発パネル展示にてツリーを設置予定。

【宮崎県】
●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

【延岡市】
●職員のパープルリボン着用

【宮崎県】
https://www.pref.miyazaki.lg.
jp/seikatsu-kyodo-
danjo/kurashi/jinken/201511
11083503.html

【木城町】
https://m.facebook.com/kijo
town/?_rdr
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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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

沖縄県

【県】
●内閣府作成のポスター・リーフレット・相談カード等を庁舎内に掲示・配架、関係機関等へ配布
【市町村】
●庁舎内、関係機関にてポスター掲示、リーフレット・相談カード配架

【県】
●県のホームページ・ラジオ等の広報媒体を活用した広報
【市町村】
●市町村のホームページ等の広報媒体を活用した広報

【県】
●県庁ホールでパネル展を実施

【県及び市町村】
●パープルリボン＆オレンジリボンの周知・啓発のため、沖縄県男女共同参画セ
ンター内及び各市町村等で立看板と造形作品を展示。
（内容）全九州広告美術コンクールにおいて、「あなたはひとりではないよ」をテー
マにパープルリボン＆オレンジリボンのロゴを使用し、立看板と造形作品を募
集。入賞作品等の寄贈を受け、それを県内各地で展示する。

https://photos.google.com/s
hare/AF1QipMEKoDnJSAoB
8YGfpk0OmLE2fIhVzP54jZG
Hf93CUwemy6RuWt9BoWLc
BCmPLStBg?key=SHotZDhT
cmYyWHlOcUN5alh6Z014RF
c2MVBKUVFB

鹿児島県

【鹿児島県】
●内閣府作成ポスターとリーフレットの配布・掲示
【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）
【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、総合支所、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）
【枕崎市】
●ポスターの掲示
●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）
【阿久根市】
●啓発チラシ及びポスターの配置
【出水市】
●相談窓口カードの配置（庁舎内トイレ、関係機関）
●関係機関でのポスターの掲示
【指宿市】
●相談窓口カードの設置（庁舎内，市内医療機関）
●ポスターの掲示（庁舎内）
●市内にある高等学校の3年生を対象に，クリアファイル及びリーフレットの配布
●市内保育園，幼稚園を対象に啓発ポスターの配布及び掲示依頼
【西之表市】
●相談窓口カードの配置（庁舎内窓口・トイレ等）
【薩摩川内市】
●ポスター、リーフレットの貼付・配布
【日置市】
●相談窓口カードの設置（公共施設内、日置市女性センター銀天街）
●内閣府作成のポスターの庁内掲示及びリーフレットの設置（市役所本庁舎及び各支所、各公民館、各
図書館、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（市役所各支所、市中央公民館、日置市女性センター銀天
街）
【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
【いちき串木野市】
●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）
【南さつま市】
●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）
【志布志市】
●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）
【奄美市】
●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、ポスターや、パープルリ
ボン・オレンジリボンのツリーを展示
【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
【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
【姶良市】
●広報用携帯カードの設置　※期間中　設置個所　(調整中)
・ポスター展示（内閣府作成）　※期間中　設置個所　　(調整中)
【長島町】
●ポスターの掲示（庁舎内）
●相談窓口カードの設置（庁舎内）
【南大隅町】
●内閣府作成のポスター展示（庁舎内）
【屋久島町】
●庁舎内女子トイレにDVポスター掲示及びミニリーフレットを配架
【大和村】
●11月の「女性に対する暴力をなくす運動」にあわせて、ポスターを展示
【宇検村】
●ポスターの掲示（庁舎内）
【瀬戸内町】
●DV相談ナビカードを庁舎内に設置
【喜界町】
●ポスターの掲示（庁舎内）
●相談窓口カードの設置（窓口等）

【鹿児島県】
●ホームページ，フェイスブックでの掲載(今後作成予定)
【鹿児島市】
●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）
【鹿屋市】
●市HP、広報誌への掲載
●ラジオでの広報
【枕崎市】
●市ＨＰ，広報紙への掲載
●お知らせ版へのチラシ折込
【阿久根市】
●市広報誌（11月号）への掲載
【出水市、南さつま市】
●市ＨＰへの掲載
【指宿市、志布志市、伊佐市】
●市HP・広報紙への掲載
【日置市】
●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
【霧島市】
●メディアセンター大型モニターでのDV防止ビデオ放映
●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、広報誌に掲載
【いちき串木野市】
●市広報誌による周知・広報
【奄美市】
●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
を掲載し、相談窓口の案内する。
【南九州市】
●市広報紙10月号、市ホームページに運動に係る情報を掲載
【姶良市】
●姶良市ホームページによる啓発　※期間中
　「女性に対する暴力をなくす運動」期間に関する記事と写真の掲載。　
●市広報誌による啓発　※期間中　１０月１５日発行「広報あいら」に掲載　
●「女性に対する暴力をなくす運動」期間に関する記事と写真の掲載
【長島町】
●町広報誌掲載
【南大隅町】
●町ホームページによる啓発
●町広報紙１１月号に掲載予定
【屋久島町】
●町広報誌に周知
【大和村】
●ラジオでの普及啓発
【瀬戸内町】
●町広報誌への掲載

【鹿児島県】
●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25日13：30～16：30、場所：かごしま県民交流センター大研修室１
　内容：講演「DVが女性や子どもに及ぼす影響と，その支援」
　講師：中田 慶子氏（NPＯ法人ＤＶ防止ながさき理事長）
●パネル展示・パープルリボンツリーの設置
　かごしま県民交流センター２階他（11/12～11/25）
　県庁舎２階県民ホール・１階エスカレーター脇(11/1～30)
【鹿児島市】
●パープルリボンキャンペーン
　日　時：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
鹿児島　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。
●街頭キャンペーン
　日　時：11月6日　11：00～11：30、場　所：イオンモール鹿児島
　内　容：相談カード等の配布
●女性に対する暴力に関する講演会（会場・オンライン同時開催）
　日　時：11月14日　14：00～15：30、場　所：サンエールかごしま
【鹿屋市】
●パープルリボンツリーの設置
　日時：11月12日～25日
　場所：本庁、総合支所、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
　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、相談窓
口カード付きのパープルリボン配布
●パープルイルミネーションの設置　場所：リナシティかのや周辺
【指宿市】
●パープルリボンツリーの設置
　日時：11月12日～25日17：00、場所：市役所正面玄関ロビー
　内容：パープルリボンツリーや啓発ポスター，パネルの展示
【薩摩川内市】
●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）
【日置市】
●街頭キャンペーン（予定）
　日時：調整中、場所：伊集院駅南口前、北口前
　内容：リーフレットや相談カード等の配布
●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
●男女共同参画講座
　第4回　事例から学ぶ～ハラスメント研修～身近な社会問題
　日時：11月19日（金）13：30～15:30、場所：日置市女性センター銀天街
【霧島市】
●パープルリボンツリーの設置
　日時:11月12日～11月25日、場所:市役所庁舎内
【いちき串木野市】
●パープルリボンキャンペーン
　日時：11月12日～25日、場所：市役所串木野庁舎・市来庁舎
　内容：パープルツリーへのリボン結び付けセレモニー、相談窓口カードやDV
リーフレット設置、相談カードの入ったティッシュを配布
【志布志市】
●パープルリボンツリー等の設置
　期間：11月１日～11月30日（予定）、場所：市役所庁舎、市内商業施設
　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
【伊佐市】
●パネル展示
●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）　
【姶良市】
●デートＤＶ防止講座　11月４日（木）　※期間中
　市内１中学校にてデートDV防止講座を実施する。
●女性のための無料法律相談　11月１日（月） 　※期間中
　女性弁護士による無料法律相談を実施する。

【鹿児島県】
●法律相談
「女性のための法律110番」　日時：11月17日10時～16時

【枕崎市】
●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）

【出水市】
●パープルリボンパネルの設置

【西之表市】
●パープルリボンツリーの設置

【志布志市】
●健康講座として、市内の3高校、1中学校、1児童福祉施設において、人生設
計・命の大切さ・自分も大切に、相手も大切に・デートDVについての講話

【南九州市】
●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

【姶良市】
●パープルリボンツリーの設置　　※期間中　設置個所　(調整中)
●アウェアネスダブルリボンの作成と啓発　　※期間中
　（オレンジ：児童虐待防止、パープル：DV防止の2色のリボン）
　(調整中)

【鹿児島県】
https://www.pref.kagoshima.j
p/ab15/kurashi-
kankyo/jinken/dv/h30nakus
uunndou.html

【鹿児島市】
http://www.city.kagoshima.lg
.jp/shimin/shiminbunka/danj
okyodo/dvbousiunndou.html

【鹿屋市】
https://www.city.kanoya.lg.jp
/danjyo/bouryokunakusuunn
dou.html

【枕崎市】
https://www.city.makurazaki.
lg.jp/soshiki/kikaku/8139.ht
ml

【指宿市】
https://www.city.ibusuki.lg.jp
/main/kyosei/danjo/danjo/p
age002937.html

【姶良市】
http://www.city.aira.lg.jp/san
kaku/gyosei/danjokyodo/da
njokyodosankaku.html

【南大隅町】
http://www.town..minamiosu
mi.lg.jp/kurashi/danjokyodo.h
tml
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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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

札幌市
●内閣府「女性に対する暴力をなくす運動」ポスター・リーフレットの配布・掲示
（男女共同参画センター、関係課及び各区役所にてポスター掲示・リーフレット配布）

●パネル展等の開催
中央区民センター、白石区民センター、厚別区地下鉄新さっぽろ駅構内・商業施
設からJR新札幌駅へ続く空中歩廊、手稲区JR手稲駅自由通路「あいくる」、清田
区役所
●地方総合情報誌にＤＶ・性暴力の防止啓発及び相談窓口案内に関する広告を
掲載
●スマートフォン対応ウェブサイト「ティーンズナビさっぽろ」による若年者向け
デートＤＶ防止啓発（通年で実施）
●地下鉄大通駅およびJR札幌駅デジタルサイネージで「女性に対する暴力をな
くす運動」及びDV・性暴力の相談窓口案内に関するデジタル広告を掲載
●地下歩行空間のサイネージにおいて高校放送局作成の相談窓口案内に関す
る動画を配信
●市ホームページによる広報

●さっぽろテレビ塔パープルライトアップ（11月12日17：00～21：00）

仙台市
●ＤＶ防止啓発ポスターを作成し、庁内関係窓口・市関係施設、市内総合病院等にて配布・掲示
●仙台市地下鉄車内にＤＶ防止啓発ポスターを掲出（地下鉄南北線：11/13～11/19、地下鉄東西線：
11/1～11/30）

●地域総合情報誌（フリーペーパー）に、ＤＶ防止啓発・相談窓口周知のための
広告を掲載
●市広報誌、市及び（公財）せんだい男女共同参画財団ホームページにより、Ｄ
Ｖ防止啓発・相談窓口について広報
●市男女共同参画推進センター入居ビル壁面に、懸垂幕を掲出

●通年で開設している仙台市「女性への暴力相談電話」について、3日間限定
（11/18～20）で相談時間を以下のとおり延長する。
　・11/18（木）～19（金）：9時～21時まで（通常は9時～17時）
　・11/20（土）：9時～17時（通常は開設なし）
●市男女共同参画推進センター図書資料スペースにて、ＤＶ関連図書をピック
アップ掲示
●市男女共同参画推進センターにて、ＤＶ関連パネル展を開催

https://www.city.sendai.jp/d
anjo-
kikaku/kurashi/manabu/danj
o/sodan/stopdvcampaign202
1.html

さいたま市
●内閣府作成のポスター・リーフレット等を、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

●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（月）～11月30日（火）
主な内容：さつき法律事務所・弁護士の大貫憲介さんに「モラ夫バスター・現場か
らの報告」と題した講座をYouTubeで限定公開

https://www.city.saitama.jp/
006/010/002/004/p082688.
html

千葉市

●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）及びチラシ（千葉県作成）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
●市内関係機関８５０か所にＤＶリーフレットを配架。
●千葉市男女共同参画センターにて情報展示
　期間：10月29日(金)～11月24日（水）、内容：デートDV関連展示

●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する。
　日時：11月12日～25日
　（女性に対する暴力をなくす運動期間中）
　場所：千葉市ハーモニープラザ
●千葉市男女共同参画センターｔｗｉｔｔｅｒでの広報

●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する。
　日時：11月12日～25日
　　（女性に対する暴力をなくす運動期間中）
　場所：千葉市ハーモニープラザ
●DV防止街頭キャンペーンを千葉県と共催により、市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」期間中に実施。
●千葉市男女共同参画センター情報展示コーナー展示
　期間：10月29日(金)～11月24日（水）
　内容：デートDV関連展示

横浜市

●横浜市ＤＶ相談支援センター案内チラシ、カードの配架（11月を重点的に年度内随時）
　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

●若い世代へのデートDV防止啓発広告をみなとみらい線ホームドアデジタルサ
イネージ及びInstagramで配信（11月）
●区役所等でのDV防止啓発パネル展示及びパープルリボンの配布　10月～12
月
●市広報誌（11月号）の人権特集の中でDV防止啓発記事を掲出

●男女共同参画センター横浜
・パープルリボン啓発サロン～紙を綴じる・心を綴る　自分のための”my 
notebook”手製本ワークショップ11月13日　
・「夫婦関係を見直すライフプラン講座」11月30日
・「DV・モラハラ・トラウマを理解する〝こころのケア講座”」11月20日
・公募型男女共同参画事業「母と娘で考える こころとからだ」ー家庭でできる子ど
ものための安全安心講座ー
2021年11月14日
●男女共同参画センター横浜南
・「えんみちゃんに聞く！幼児期からの性教育　性教育オンラインイベント」11月13
日
・「いま男の子に伝えたい性の話 ー 被害者にも加害者にもならないために　性
教育オンラインイベント」12月4日

●男女共同参画センター横浜・横浜北の館内でのDV防止啓発パープルリボン等
の配布
●男女共同参画センター横浜・横浜北での図書展示「パープルリボン啓発サロン
（仮）」10月中旬～11月30日

川崎市

●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防止啓発パネル展示：11月12日(金)から
11月26日(金)

●川崎市ＤＶ相談支援センターのカード配架（随時）
・区役所等公共施設
・鉄道駅・トイレ等

●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　

●ＤＶ防止啓発普及動画（川崎市DV相談支援センターの広報動画）の配信
・JR南武線トレインチャンネル（11月15日～21日）
・川崎市公式Twitter（暴力をなくす運動期間にツイート）
・川崎市ホームページ・YouTubeかわさきチャンネル（常時）
・区役所窓口番号表示システム等（随時）

※ 啓発期間中ではありませんが､下記の研修を開催します。
●DV防止・被害者支援基本計画研修（※職員向け研修）
内容：『DVが被害者や子どもに及ぼす心身への影響とケア』
日時：令和３年１２月１３日（月）１４時～
会場：川崎市役所第４庁舎２階ホール

●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
物資募集（事業者に限定して募集）

●市ホームページ　（「女性
に対する暴力をなくす運動」
期間中の主な取組掲載ペー
ジ）　
https://www.city.kawasaki.jp
/250/page/0000101504.html

●ＤＶ防止啓発普及動画
【YouTubeかわさきチャンネ
ル】
https://www.youtube.com/w
atch?v=oacEXKIPrD8
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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

広報活動

その他取組 関連ＵＲＬ

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防止啓発カード配布（市内中学３年生）
●市内コンビニエンスストア（セブン-イレブン）でＤＶセンターリーフレット配布

●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

●市公用車にマグネットシート貼付
●市立図書館の期限票裏面に印刷・配布

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）

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案内リ-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））

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（清水区役所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、利用者がつけるリストバンドにパープルリボンを巻く
●BTCダンスチャレンジ（10/1～11/23）ダンス動画募集

●学校出前デートDV防止講座（静岡聖光学院高等学校/10/27）
開催方法：オンライン
●セミナー「対等な夫婦のカタチ」（11/19）
会場：静岡市女性会館

●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_000070.html

浜松市
●市役所本館1F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、市立高校・大学・短大・専門学校等にポスター、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

●市ホームページによる情報発信

●ＤＶ防止啓発講座（男女共同参画視点防災講座）
日時：11月23日（火・祝日）13:30～、場所：あいホール
内容：災害時におけるＤＶ・性暴力・虐待防止をテーマとした講座
対象：地域防災活動に関わる防災リーダー等

●ボートレース浜名湖の場内モニターによる情報発信（啓発ポスター・メッセージ
表示）
●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
パネル展と関連図書展示

https://www.city.hamamatsu
.shizuoka.jp/jose/dvboushi/d
vsyukan.html

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

京都市
●内閣府及び京都府作成物，本市作成リーフレット・マスクケース等を男女共同参画センターウィングス
京都，市役所パネル展示，各区役所・支所のポスター展示等で掲示・配布

●広報紙「市民しんぶん」区版による広報　　※全戸配布
●リビング／シティリビング，親子向け情報誌による広報
●電光掲示板，市役所内テレビモニター・庁内放送，SNS，地下鉄車内広告によ
る広報

●パープルリボンキャンペーン（京都府共催・事務局）
　期間：11月12日～25日
　内容： ＤＶ被害者支援シンポジウムオンライン配信等
●パネル／ポスター展示（市役所，全区役所・支所）
　期間：11月12日～25日
●パープルリボン月間（ウィングス京都）
　期間：11月1日～30日
　内容：性暴力サバイバーの写真展・オンライントークイベント，映画上映会＋ア
フタートーク，パネル展示，情報コーナー，ブックフェア，パープルリボンツリー

●パネル展示等についてはダブルリボン事業として，児童虐待防止の広報も実
施

●パープルリボン月間（ウィ
ングス京都）
https://www.wings-
kyoto.jp/topics/tppurple2021
.html

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

●映画「ひとくず」上映＆トークセッション～DVと児童虐待「負の連鎖」を断つため
に～
　日時：11月25日13:30～
　場所：大阪市立男女共同参画センター東部館（クレオ大阪東）ホール
　内容：映画「ひとくず」の上映及び映画の脚本、主演も務めた上西監督と甲南女
子大学友田教授のトークセッション

●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
●各区役所に啓発用のぼり・卓上のぼりを設置

https://www.city.osaka.lg.jp/
shimin/page/0000544271.ht
ml

堺市
●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（内閣府作成）を市役所関係課、各区
役所等にて掲示・配布

●「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
1階エントランス等 ）
　（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（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）
●市職員名札への啓発バッジの貼付
●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）

●11月は「児童虐待防止推進月間」でもあるため、「子どもへの虐待・女性に対
する暴力を許さない社会」をめざして、子ども家庭課と共同で「オレンジ＆パープ
ルリボンキャンペーン」を行う。

https://www.city.sakai.lg.jp/s
hisei/jinken/danjokyodosank
aku/jigyoannai/undou/index.
html
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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HP、市広報紙への掲載
●ラジオでの広報
●市内施設のライトアップ

●DV防止セミナー
「幼少期からの性教育～自尊感情を育み、子どもを性被害・加害から守る～」
日時：11月16日（火）13時30分～15時30分
講師：徳永　桂子、場所：あすてっぷKOBE
●謎解きイベント「名探偵マルちゃんと謎解きタウン」
期間：11月1日（月）～11月30日（火）
場所：市内４エリア（東灘・灘区、中央区、北区、西区）

●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
設置。
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。

https://www.city.kobe.lg.jp/a
86732/kurashi/activate/coo
peration/dv/index.html

岡山市 ●ポスター、リーフレットの掲示

●パープルリボンセミナー
・イントロダクション
「悪いのはあなたじゃない。だから、一緒に次の扉を開こう。」
日時：11月13日（土曜日） 10時30分～12時00分
講師：貝原　己代子さん（特定非営利活動法人さんかくナビ　理事長）
場所：さんかく岡山（岡山市北区表町三丁目14-1-201）
・講演会（3回シリーズ）
「①女性のリプロを脅かす性暴力被害の実態 －性暴力被害者支援のために必
要なこと－」
「②女性と子どもを性暴力から守る －セクシュアル・リプロダクティブ・ライツとは
何か－」
「③女性が生きるためのリプロ －リプロダクティブ・ヘルス／ライツと女性の人権
－」
日時：①11月19日（金曜日）午後1時30分～午後3時00分
        ②11月20日（土曜日）午後1時30分～午後3時00分
        ③11月23日（火曜日・祝日）午後1時30分～午後3時00分
講師：①②原田　薫さん（ウィメンズセンター大阪　代表）　
           ③国安　澄江さん（ウィメンズセンター大阪　スタッフ）
場所：さんかく岡山（岡山市北区表町三丁目14-1-201）

広島市 ●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
●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
●本通商店街でのアーケード幕広告掲載（11月12日～25日）

●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）

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

北九州市
●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
●福岡県街頭啓発キャンペーンの参加（JR小倉駅　啓発物品配布）

●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
の広報

●女性への暴力ゼロ運動特別講座
11月13日（土）14:00～16:00、講師：工藤千恵さん
テーマ：サバイバーが語る性暴力～あなたはひとりじゃない～

●女性への暴力ゼロ！ホットライン（女性の権利ホットライン）
11月17日（水）10:00～16:00
弁護士等による電話相談

https://www.kitakyu-move.jp

福岡市 ●内閣府作成のポスター・リーフレットの掲示・配布
●市庁舎デジタルサイネージにてＤＶ相談窓口の広報
●西鉄バスシティスケープで「女性に対する暴力をなくす運動」についての広報

●女性の人生サポート講座
令和３年11月20日（土曜日）14:00～16：00
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　
　
講師：柏熊 志薫氏（女性協同法律事務所弁護士）

熊本市
●内閣府作成ポスター及びリーフレットの配布（庁内、関係機関等）
●悩み相談カードの配布、設置

●市HP、市広報への掲載（相談窓口の周知含む）
●パープルリボンツリーを市役所・男女共同参画センターに設置
●ＦＭラジオでの広報
●SNSでの広報（Facebook、Twitter）

●国際ソロプチミスト熊本‐すみれ　様の協力によるくまもと森都心プラザ（アトリ
ウム広場）での大型ツリーのパープルライトアップ

https://www.city.kumamoto.j
p/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id
=5&type=top&id=5001

https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kurashi/activate/cooperation/dv/index.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kurashi/activate/cooperation/dv/index.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kurashi/activate/cooperation/dv/index.html
https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=5001
https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=5001
https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=5001

	【とりまとめ】令和３年度行事予定（溶け込み）

